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201８年２月２1日
経済産業省 資源エネルギー庁

新エネルギー課

バイオマス発電の現状と課題、
ＦＩＴによる取扱いの方向性について
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※（）内は認定件数
数値はバイオマス比率考慮済

 2017年３月末時点でバイオマス発電設備のFIT認定量は1,200万kWを超えた。エネルギーミックスに
おいて、2030年度時点のバイオマス発電設備の容量を602万～728万kWと見通しているところ、既に
この水準に迫る勢い。

 とりわけ、一般木材等バイオマス発電のFIT認定量が急増しており、既にエネルギーミックスで想定し
た2030年度の導入水準の３倍程度となっている。

ＦＩＴ認定量が全て導入された場合、
エネルギーミックスとの差を仮に試算すると
買取費用は年間約１．５兆円の増加

（万kW）

1,147万kW

うち20,000kW以上
1,062万kW

（363）

FIT前導入量
231万kW

274万～
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140万kW

RPS
127万kW

FIT前導入量
231万kW

59万kW（128）
36万kW（354）46万kW（72） 29万kW（242）

295万kW
うち20,000kW以上

265万kW

（104）

一般木材等で
さらに2017年4月～9月で131.4万kWの認定

131万kW
(18)

前提：ＦＩＴ認定量の急増 第３２回調達価格等

算定委員会資料より
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 一般木材等バイオマスのFIT認定量が急増（2017年３月末時点で1,147万kW、2017年４～９月で131
万kW）したが、そのうち燃料にパーム油を含むものの割合は相当多い。

 具体的には、2017年9月末までに認定した一般木材等バイオマスの専焼案件（注）のうち、件数ベース
で約５割、出力ベースで約４割が燃料にパーム油を含む案件。

燃料にパームオイルを
含まないもの 48%
（うち2017年4月以降3%）

【件数】 【合計出力】

（うちPKSを含むもの34%）
（うち2017年4月以降1%）

燃料にパームオイル
を含むもの 52%
（うち2017年4月以降1%）

※数値はバイオマス比率考慮済

64％
（うち2017年4月以降7%）

（うちPKSを含むもの44%）
（うち2017年4月以降3%）

36%
（うち2017年4月以降1%）

（注）：バイオマス比率90％以上

2017年9月末時点の

認定案件

（３）③バイオマス油脂（パーム油等）の取扱い（認定量の急増） 第３２回調達価格等

算定委員会資料より

 液体燃料であるパーム油等を利用したバイオマス発電はディーゼルエンジン発電であり、現在の一般
木材等バイオマス発電で想定している固体燃料（木材やPKS）を利用した蒸気タービン発電とは発電
方式が異なる。

 このため、前回の委員会における事業者ヒアリングや定期報告データ等を踏まえると、現在の一般木
材等バイオマス発電と比べて、資本費は低く、燃料費は高いというコスト構造の大きな違いがあるこ
とが分かった。

 したがって、パーム油等を利用したバイオマス発電の取扱いについて、現在の一般木材等バイオマス
発電の区分とは別の区分を設定すべきではないか。

前回の委員会における事業者ヒアリングの結果

※木質バイオマスの建設費用は現行の価格の前提より引用。
※燃料費：液体バイオは80,000円/t、木質バイオは12,000円/tとして
バイオマス発電協会において算出。

出典：第31回調達価格等算定委員会資料３バイオマス発電協会
「バイオマス発電事業（パーム油発電）の現状と課題について」

バイオマス発電の燃料費用（平均値）

実績値
貿易統計からの

推計値
想定値

チップ 765円/GJ 1,913円/GJ（※）

750円/GJ

（チップを想定）

ペレット 1,209円/GJ 1,063円/GJ

PKS 794円/GJ 703円/GJ

パーム油 2,417円/GJ 2,295円/GJ

注：貿易統計からの推計値は燃料用途以外も含んでいる。
※チップについては、定期報告データからは輸入チップを燃料として利用している事業
者を確認できなかったことから、輸入材の主用途は製紙用等と考えられる。

（３）③バイオマス油脂（パーム油等）の取扱い（今後の対応） 第３２回調達価格等

算定委員会資料より



機密性○

3

（３）①入札制度導入の可否

 再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るため、改正FIT法では、調達価格を
定める電源区分等のうち、入札により国民負担の軽減につながると認められるものについては、入札
対象の電源区分等として指定することができるとされている。一般木材等バイオマス発電の区分につ
いては、認定量の急増によって昨年度から大きく状況が変化しているため、国民負担の抑制の観点か
ら、まずは入札制度の対象とするかどうかを検討することが必要。

 昨年度の委員会において事業用太陽光を入札対象電源とした際には、同区分が他電源と比べて、①導
入が大幅に達成されていること、②十分なFIT対象認定件数を有すること、③コスト低下のポテンシャ
ルが見込まれることといった要素を検討した上で、十分な競争環境が整っていると整理した。

 現在の一般木材等バイオマス発電については、以下の状況が認められる。
・直近で認定量が急増し、2017年３月末時点の認定量は1,147万kWに及んでおり、また、同年４月
から９月までの認定量は131万kWとなっていることから、十分なFIT対象認定件数を有する。

・また、我が国のバイオマス発電の調達価格は他国よりも高く、他国はより低コストで事業が実施で
きていることを踏まえると、コスト低下のポテンシャルが見込まれる。

 現時点では、導入量は50万kW程度であるものの、その他の要素が十分に満たされていることから、同
区分については既に十分な競争環境が整っていると認められるため、 2018年度から入札を実施するこ
ととしてはどうか。

＜事業用太陽光を入札制に移行した際に、
十分な競争環境が整っていることした考慮要素＞

→①導入が大幅に達成されている
②十分なFIT対象認定件数を有する
③コスト低下のポテンシャルが見込まれる

＜一般木材等バイオマスをめぐる状況＞

①は50万kW程度であるものの、②③の要素が圧倒的。
②1,000万kW超のFIT認定
③海外では低コストで事業が実施されている
⇒ 十分な競争環境が整っている ⇒ 入札制移行

第３２回調達価格等

算定委員会資料より
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木質バイオマス 農作物の収穫に伴って生じるバイオマス

国内材 輸入材 固体（ＰＫＳなど） 液体（パーム油など）

安定調達
（量）

○
加工事業者との
安定調達契約書

事業者へのヒアリング

国内商社等との安定調達契約書等だけではなく、現地燃料調達者等との
安定調達契約書等を確認することとしてはどうか。

持続可能性
（合法性）

○
森林法

○
森林認証とCoC認証

（FSC認証など）

― RSPOなどの第三者認証を求
めてはどうか。

 具体的には、認定量が急増する中でも安定調達を確保するためには、輸入材について、国内商社等と
の安定調達契約書等だけではなく、現地燃料調達者等との安定調達契約書等を確認することとしては
どうか。（参考１）

 また、認定案件のうち、パーム油の案件が相当数存在することを踏まえ、パーム油の持続可能性（合
法性）についてもＲＳＰＯなどの第三者認証によって確認することとしてはどうか。（参考２）

 以上については、既認定案件も含めて確認を行う必要があるのではないか。その際、既認定案件の持
続可能性（合法性）の確認については、認証の取得に一定程度の時間を要することから、一定の経過
措置（例えば１年間）を設けるべきではないか。

（参考１）燃料調達のフロー図 （参考２）パーム油の第三者認証スキームの例
（RSPO認証…世界全体のパーム生産量の約２割）

農園・搾油工場A

農園・搾油工場B

生
産
者

現
地
燃
料
調
達
者
等

国
内
商
社
等

発
電
事
業
者

輸
送
業
者

製
油
業
者

発電事業者A

発電事業者B

P&C
認証

100t 100t

100t 100t
200t

P&C認証…生産現場における持続可能性（合法性）に対する認証
SC認証 …サプライチェーン全段階で認証パーム油が受け渡されていることの認証

SC
認証

SC
認証

（１）燃料の安定調達の確保（今後の対応） 第３２回調達価格等

算定委員会資料より
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 一般木材等バイオマス発電については、今年10月に買取価格を24円から21円に引き下げたところで
あり、今後もより一層買取価格が低減する可能性があることから、国民負担の抑制の観点から未稼働
案件を防止していくことが重要ではないか。

（１）既認定案件について

 既認定案件については、認定時に設備の基本設計書等によって「発電設備の決定」を確認している。
これまでは、認定後のファイナンスの確定を経て、設備の発注等による詳細設計書等の最終確定まで
の期間が短かったため、認定時の確認のみによって「発電設備の決定」とみなしても、短期間（約３
年間）での運転開始が達成できていた。

 しかし、認定量が増加したことで発電設備の需要が急増したため、設備の発注が遅れる傾向があるこ
とが前回の委員会における事業者ヒアリングを通して分かった。

 このことを踏まえ、今後は、太陽光発電の例を参考に、認定後に報告徴収を行い、認定日から一定期
間内に設備の発注等が行われていることを確認することで、「発電設備の決定」を重ねて求め、未稼
働案件を防止してはどうか。この際、前回の委員会における事業者ヒアリングを踏まえて、設備発注
期限は認定日から２年としてはどうか。

（２）新規認定案件について

 新規認定案件については、未稼働案件を防止するため、太陽光発電と同様に、予め運転開始期限を設
けることとしてはどうか。この際、過去の実績や前回の委員会における事業者ヒアリング等を踏まえ
た認定取得後の工事や手続等に通常要する時間を考慮すると、運転開始期限は認定日から４年として
はどうか。なお、新規認定案件については、運転開始期限の設定によって、事実上一定期間内に設備
の発注等を行う必要が生じることから、未稼働案件の防止が担保されるため、設備発注期限を設ける
必要はないのではないか。

（２）未稼働案件の防止 第３２回調達価格等

算定委員会資料より
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（２）未稼働案件の防止 第３２回調達価格等

算定委員会資料より
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（３）バイオマス発電事業継続の確認

 FIT制度で支援するバイオマス発電所が調達期間終了後に石炭火力発電所等に転換してしまうことは、
再生可能エネルギーの導入拡大を目的としたFIT制度の趣旨に沿わないことから、調達期間終了後に
もバイオマス発電事業を継続していくことが重要。

 事業計画策定ガイドラインの解説において、「ＦＩＴ法に基づく特別な措置により、国民負担をもっ
て導入されたバイオマス発電設備についてはＦＩＴ法に基づく調達期間終了後も継続的な事業の実施
が期待されている」と記載している趣旨を明文化し、調達期間終了後にもバイオマス燃料を安定的に
調達しバイオマス発電事業を継続することについて、認定時に確認を行うべきではないか。

５．設備の更新 解説（ガイドラインより抜粋）

（改正案）

○ＦＩＴ法に基づく調達期間終了後も、適

宜設備を更新するとともに、バイオマ

ス燃料を安定的に調達することで、バ

イオマス発電事業を継続するように努

めること。

（改正案）
ＦＩＴ法に基づく特別な措置により、国民負担をもって導入されたバイオマス発電設

備についてはＦＩＴ法に基づく調達期間終了後も継続的な事業の実施が期待されてい
る。すなわち、当該発電設備が適切に運転されれば、調達期間中に投資回収できる
だけでなく、十分な利益が生じる制度設計となっており、調達期間終了時点において
は、十分低いコストで発電できることが想定されるため、当該発電設備により可能な
限り発電を継続することが望ましい。また、当該発電設備による発電を終了した後に
おいても、土地造成や系統接続等のためのコストをかけずに低コストでバイオマス発
電事業を実施することが想定され、発電設備の更新及びバイオマス燃料の安定調
達によりバイオマス発電事業を継続することが求められる。

事業計画策定ガイドライン（バイオマス発電） （抜粋）
第２章 適切な事業実施のために必要な措置
第３節 運用・管理

第３２回調達価格等

算定委員会資料より
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 前々回の委員会では、パーム油等バイオマス油脂を利用したバイオマス発電について、現在の固形の一般木
材等バイオマス発電と比べて、資本費は低く、燃料費は高いというコスト構造の大きな違いがあることから、
現在の一般木材等バイオマス区分とは別の区分を設定する方向でまとまった。

 バイオマス由来の油脂を用いた発電としては、パーム油以外にも、大豆油、カシューナッツ油等様々な植物
由来の燃料によるバイオマス発電の事業計画が検討され、認定されている。由来となる植物種に関わらず、
ディーゼルエンジン発電であるため資本費は安く、固形の一般木材バイオマスと比べて燃料価格は高いため、
コスト構造はバーム油とその他バイオマス油脂で類似している。また、ディーゼルエンジン発電の燃料とし
ては、由来となる植物種に関わらず、異なる油脂間で相互に代替しうるため、燃料市場としては種類間で多
少の価格差こそあれ、市況が連動しうるものと考えられる。

 このため、区分上の取扱は、パーム油に限らず全ての植物由来の油脂を、「バイオマス油脂区分」として一
体的に取り扱う必要があるのではないか。

（１）2018年度の入札対象規模

実績値
貿易統計からの

推計値
現在の一般木材等バイ

オマスの想定値

チップ 765円/GJ 1,913円/GJ（※）

750円/GJ

（チップを想定）

ペレット 1,209円/GJ 1,063円/GJ

PKS 794円/GJ 703円/GJ

バ
イ
オ
マ
ス
油
脂

パーム油 2,417円/GJ 2,295円/GJ

大豆油 － 8,241円/GJ

硬化ひまし油 － 4,400円/GJ

粗トール油 － 1,844円/GJ

注：貿易統計からの推計値は燃料用途以外も含んでいる。
※チップについては、定期報告データからは輸入チップを燃料として利用している事業者を確認できなかったことから、輸入材の主用途は製紙用等と考えられる。

第３４回調達価格等

算定委員会資料より
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（２－１）バイオマス液体燃料区分の取扱い（新規のバイオマス燃料種の取扱いを含む）

 バイオマス液体燃料については、パーム油以外のバイオマス油脂や油脂以外の燃料（エタノール等）が存在
している。こうした燃料については、現時点では導入事例が確認できないが、今後技術革新等により導入が
進む可能性がある。導入が進んだ場合、液体燃料であることからコスト構造は他のバイオマス液体燃料に類
似し、代替可能な他のバイオマス液体燃料と市況が連動する可能性があるため、前回の委員会における委員
の指摘も踏まえ、パーム油等のバイオマス油脂も含めたすべてのバイオマス液体燃料を「バイオマス液体燃
料区分」として一体的に取り扱うこととしてはどうか。

 そのうえで、これまで想定していなかったバイオマス燃料を用いて事業を実施する場合、当該案件がどの区
分に該当するかについては、これまでの委員会における委員からの指摘を踏まえつつ、次のように考えては
どうか。

 すべての電源について、調達価格は当該再エネ電気の供給が効率的に実施される場合に通常要する費用を基
礎として設定されることとなっている。バイオマス発電については、使用する燃料によって「当該再エネ電
気の供給が効率的に実施される場合に通常要する費用」が大きく異なることから、適切に調達価格の設定を
行うため、コスト構造が類似していると思われるものごとにグループ分けがなされ、調達区分が設定されて
きた。

 こうした区分設定の考え方を踏まえると、来年度以降に新規認定する「バイオマス液体燃料区分」は、これ
までに委員会で議論いただいたパーム油を利用するものに限ることとし、パーム油以外の燃料を利用するも
のについては、委員会においてその都度コスト動向を踏まえた適切な区分について議論いただくこととして
はどうか。

 なお、今年度までの認定案件（現時点で申請中の案件も含む。） でパーム油以外の燃料を利用するものにつ
いては、引き続きFIT制度の支援対象としてはどうか。（この場合、パーム油と同様、施行日より１年間の経
過措置終了後、現地燃料調達者等との安定調達契約書等とＲＳＰＯなどの第三者認証による持続可能性（合
法性）（※）を確認することとなる。）

（※）バイオマス液体燃料の第三者認証については、より実効的に持続可能性基準を確認する観点から、認証燃料が非認証燃料と完全に分離
されたかたちで輸送等されたことを証明するサプライチェーン認証まで求めることとしてはどうか。
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 前々回の委員会において、現在の一般木材等バイオマス発電の区分内においても、競争性の程度は一様でないこと
から、入札対象規模については、競争状況を勘案して決定することとした。

 競争状況の勘案に当たっては、前々回の委員会で一般木材等バイオマス区分に入札制を導入することとした際の整
理を踏まえ、
①導入が大幅に達成されていること、
②十分なFIT対象認定件数を有すること、
③コスト低下のポテンシャルが見込まれること、
といった要素を検討した上で、判断をすることが必要ではないか。

（１）一般木材等バイオマス（パーム油等以外）について
 一般木材等バイオマス（パーム油等以外）については、
・5,000kW以上でFIT認定件数・合計出力が十分なFIT対象認定件数を有する。（5,000kW以上のFIT認定案件

は、
件数ベースで全体の94%・出力ベースで全体の99.9%）

・20,000kW以上は、昨年度の委員会で整理したとおり発電効率が高く、よりコスト低下のポテンシャルが見込ま
れる。

 また、バイオマス発電については、エネルギー基本計画においても掲げているとおり、「我が国の貴重な森林を整
備し、林業を活性化する役割を担うことに加え、地域分散型のエネルギー源としての役割を果たす」ことが期待さ
れていることから、入札対象規模の設定に当たっても地域分散型エネルギー源となりうる比較的小規模な案件に配
慮する必要がある。

 以上を踏まえ、一般木材等バイオマス（パーム油等以外）については、10,000kW（バイオマス比率考慮前）以
上の案件を入札制に移行することとしてはどうか。

（１）2018年度の入札対象規模 第３４回調達価格等
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（２－２）2018年度の入札量

 前回の委員会において、一般木材等バイオマスとバイオマス液体燃料を合わせた2018年度の入札量は、
・FIT制度の下でのこれまでの導入状況
・FIT認定量が急増している中、こうした案件が実際にどの程度導入されるか見極める必要があること、
等を総合的に勘案し、200MWとする方向でまとまった。

 そのうえで、一般木材等バイオマスとバイオマス液体燃料のそれぞれの入札量については、認定案件のす
べてが稼働するとは考えづらいといった委員会での事業者ヒアリングにおける指摘等を踏まえると、認定
量ではなく導入量を基準として設定することがより適切と考えられる。

 したがって、2016年度末時点の導入量の割合が一般木材等バイオマス93%、バイオマス液体燃料7%で
あることや事業所当たりの出力規模を踏まえ、2018年度の入札量は一般木材等バイオマス180MW、バ
イオマス液体燃料20MWとしてはどうか。

＜一般木材等バイオマス発電（バイオマス液体燃料含む）のFIT認定・導入状況＞
2012年度導入 2013年度導入 2014年度導入 2015年度導入 2016年度導入 未稼働 認定合計

2012年度認定 ９ ６ ０ ０ ０ １５

2013年度認定 ０ ３６ ８７ １３１ ２０３ ４５７

2014年度認定 ０ ０ ５４ ６９５ ７５０

2015年度認定 ０ ６ １，０９６ １，１０２

2016年度認定 ０ ９，１４２ ９，１４２

導入合計 ９ ４１ ８７ １９２ １１，１３７ １１，４６６

単位：MW
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電源 調達区分 1kWhあたり調達価格 調達期間

2017年度（参考） 2018年度（参考） 2019年度（参考） 2020年度

バイオマス

未利用材

2,000kW以上 32円＋税 32円＋税 20年間

2,000kW未満 40円＋税 40円＋税 20年間

建設資材廃棄物 13円＋税 13円＋税 20年間

一般廃棄物
その他バイオマス

17円＋税 17円＋税 20年間

メタン発酵バイオガス 39円＋税 39円＋税 20年間

●平成３０年度（2018年度）以降の調達価格及び調達期間についての委員長案

電源 調達区分 1kWhあたり調達価格 調達期間

2017年度（参考） 2018年度 2019年度 2020年度

バイオマス

一般木材等

（バイオマス
液体燃料
以外）

10,000kW未満 24円＋税 24円＋税 － 20年間

※

※一般木材等（バイオマス液体燃料以外）の10,000kW以上、バイオマス液体燃料の全規模は入札によって調達価格が決定、調達期間は20年間

（参考）委員長案調達価格等算定委員会の取りまとめ案
→http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20180207001_1.pdf
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