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1.2 災害時のエネルギー供給に関する課題とバイオマス活用等による対応策の整理 

 

1.2.1 災害時のエネルギー供給に関する課題 

 

（１）災害時に生じるエネルギー関連施設の被災状況の整理 

 

１）概要 

 

「災害対策基本法」では、災害を「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常

な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で

定める原因により生ずる被害」と定めている。 

主な自然災害の種類と特徴を以下に示す。 

 

表1.2-1 主な災害の種類と特徴 

種類 現象 特徴 

地震 突発型の災害。地球を覆うプレートの運動

や、活断層が活動して大きな揺れを起こす。

揺れによる建物倒壊、火災、がけ崩れや地

滑りなどが地震をきっかけに発生する。 

電気、水道、ガスなどのライフラインの被害で、

生活に大きな不便が長期間生じることもある。建

物は無事でも屋内ではケガ人や死者が出ることも

ある。 

津波 地震が海洋に発生すると海水が持ち上げら

れ、津波が発生する。日本近海だけではな

く、海外の遠地からやってくる津波もある。

津波は海岸線のある地域だけではなく、河川を遡

上し、上流部にも被害をもたらすことがある。港

湾設備や産業施設には大きな脅威。 

水害 事前準備型の災害。大 により河川が溢れ

たり（外水氾濫）、市街地の 水が下水には

けずに住宅が浸水したり（内水氾濫）する。

土地の標高が低いところでは、浸水深が大きくな

る危険性がある。局地的な「ゲリラ豪雨」と呼ば

れる予測が難しい大雨による被害が私たちを悩ま

せている。 

土砂 水害や地震などを原因として、斜面や崖、

急傾斜地が崩壊して土砂による被害がほぼ

毎年どこかで発生している。 

中山間地や、市街地の急ながけや斜面のあるとこ

ろでは特に注意が必要。人家に被害が及ぶと人命

に大きな影響をおよぼす。 

雪害 日本では全国の約3 分の1 の市町村が豪雪

地帯に指定されており、雪の重さによる建

物への被害や、雪崩などの災害が起きる。

交通障害、人身被害、農林被害など多様な被害が

雪害の特徴である。特に中山間地域では、大雪で

集落が孤立してしまうこともある。市街地でも高

齢者が雪に閉じ込められたり、除雪作業中の事故

で死傷したりすることもある。 

強風 台風や熱帯性低気圧に伴う強風や、積乱雲

の下で上昇気流を伴い地上で発生する竜巻

など、猛烈な風を伴う災害である。 

暴風（強風）、高潮、高波による看板や標識樹木な

どの倒壊、建物の損壊、交通機関の乱れ、停電に

よる生活不便などのさまざまな被害が発生する。

雷 北関東や冬の日本海沿岸など、雷の発生が

多い地域はおおむね特定されている。夏場

だけではなく、冬季に発生する地域もある。

一般的には人の身体や建物に落雷（放電）して被

害をもたらすが、 近では誘導電流で電子機器が

故障・破損することが多くなっている。 

火山 火山活動に伴う災害で、現象は溶岩流、火

砕流、噴煙、噴石、降灰、落石など多岐に

わたり、さらに噴火後の堆積物に降水が加

わると土石流災害に発展することがある。

火山の噴出物が直接人や建物に被害をもたらすだ

けでなく、活動が長期にわたった場合には、健康

被害や農作物への影響など、大きな社会問題にな

る恐れがある。 

  出典：第2回防災ラジオドラマコンテスト参加者グループページ（(独)防災科学技術研究所） 

http://drama2011.ecom-plat.jp/fbox.php?eid=10130 
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地震や豪雨・台風・豪雪等の自然災害によるエネルギーに関連する被害・復旧状況には、以下のよう
な傾向がある。 

 

■電気：災害発生直後から復旧活動が始まり、比較的短期間で回復 

    農村地域や被害が著しい地域では、復旧が遅れることも考えられる。 

■ガス：災害発生直後から復旧活動が始まるが、都市ガスの場合は復旧に時間を要する 

■燃料：東日本大震災における石油精製施設や港湾・道路の被災により供給が困難となったが、

他の災害ではこのような事例はない。 

 

表1.2-2 自然災害によるエネルギーに関連する被害・復旧状況 

災害 地震 豪雨・台風・豪雪 

電気 ・ほとんどは当日～数日で復旧するが、一

部の場所で復旧に時間を要する 

※復旧に要した時間は、阪神・淡路大震災では

７日、東日本大震災では100日（いずれも倒

壊家屋、原発の警戒区域内等を除く）。 

・ほとんどは当日～数日で復旧。 

・道路が寸断されると長期に及ぶ場合もある。

※平成21年7月中国･九州北部豪雨における山口市

下小鯖地区等 

ガス ・都市ガスでは、機器やガス管の点検、破

損したガス管の補修等が行われるため、

災害発生直後の復旧率は低く数ヶ月を要

する場合が多い。 

・LPガスの場合は、数日で復旧 

※阪神・淡路大震災では、ライフラインの中で

も早く復旧 

・当日～数日で復旧 

※平成18年7月豪雨では、長野県内で復旧に長期間

を要した。 

燃料 ・東日本大震災では、石油精製工場や港湾、

道路が被災したため、被災地のほか、首

都圏でも燃料が不足 

・事例なし 
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２）災害時のライフラインの復旧状況 

 

過去の災害におけるライフラインの復旧状況を整理した。 

 

【電気、ガスの復旧状況の事例】 

①阪神・淡路大震災 

 停電は、比較的早い段階で多くの世帯が回復し、震災発生から1週間後にはすべての世帯で応急送電

が完了している。 

都市ガスは、配管や機器の点検修理が必要なため、電気に比べて復旧の速度が遅い。復旧完了は震

災発生から3カ月以上先の4月11日となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2-1 兵庫県南部地震における電気の復旧状況   図1.2-2 兵庫県南部地震におけるガスの復旧状況 

※出典：阪神・淡路大震災における避難所の研究,大阪大学出版会 

 

②東日本大震災 

 被害の規模が大きいため、阪神・淡路大震災よりも遅れているが、電気、都市ガスともに同様の回

復傾向となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2-3 東日本大震災におけるライフラインの復旧状況 

※出典 

・電気：東北電力株式会社：緊急情報「東北地方太平洋沖地震に伴う停電について」より集計（東京電力管内は含まれていない） 
     http://www.tohoku-epco.co.jp/emergency/9/index.html 
・都市ガス：一般社団法人日本ガス協会：東北地方太平洋沖地震に関するプレスリリースより集計 

     集計対象は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県内の16事業者 
     http://www.gas.or.jp/default.html 
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【東日本大震災における燃料供給に係る被害状況】 

東日本大震災では、石油精製工場、港湾、道路が被災したことにより、燃料の精製から運搬ができ

なくなり、被災地のほか、首都圏でも灯油やガソリンが不足する事態となった。 

 

表1.2-3 東日本大震災における燃料供給に係る被害状況 

石油精製施設の被害 JX仙台、JX鹿島、コスモ千葉 

港湾施設の被害 被災港湾の暫定利用岸壁数は166/373バース 

（施設の大部分で復旧工事が必要で吃水制限や上載荷重制限あり） 

 出典：首相官邸緊急災害対策本部「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)について」 

平成23年6月13日（17:00） http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/201106131700jisin.pdf 



 

【参考：顕著な災害を起こした自然現象の被害概要及び電気・ガスの被害・復旧状況一覧】 

わが国で生じた災害のうち、気象庁が「顕著な災害を起こした自然現象」として命名された災害※の一覧と、その際のライフライン（電気、ガス）の被害・

復旧までに要した時間を次ページより示す。 

※平成７年の兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）以後、火山被害を除く 

 

表1.2-4 顕著な災害を起こした自然現象の被害概要及び電気・ガスの被害・復旧状況一覧（1/3） 

発生日 災害名 災害の概要 死傷者数 被害総額 電気 ガス 

平成7年 1月 17日 兵庫県南部地震 M7.3、 大震度7 死者 6,434人 

不明者3人 

負傷者40,092人 

99億円 約 260万戸 

（1月 23日までに復旧） 

【都市ガス】84.5万戸 

（4月 11日までに復旧） 

平成12年 10月 6日 鳥取県西部地震 M7.3、 大震度6強 負傷者182人 566億円 中国電力管内約17,402戸 

四国電力管内約1,874戸 

（いずれも当日中に復旧） 

被害なし 

平成13年 3月 24日 芸予地震 M6.7、 大震度6弱 死者2人 

負傷者288人 

193億円 中国電力管内約48,000戸 

四国電力管内約8,029戸 

（いずれも当日中に復旧） 

【都市ガス】 

中国地方13社 

（3月 27日までに復旧） 

四国地方1社 

（3月 25日に復旧） 

【LPガス】 

広島県内で少量の漏洩が54件

平成15年 9月 26日 十勝沖地震 M8、 大震度6弱 死者1人 

不明1人 

負傷者849人 

4.3億円 北海道電力管内約37万戸 

東北電力管内1,340戸 

（いずれも当日中に復旧） 

データなし 

平成16年 7月 12日

～13日 

平成16年 7月新潟・

福島豪雨 

新潟県中越地方や福島県会

津地方で記録的な大雨。 

死者16人 

負傷者4人 

 東北電力管内約20,032戸 

（7月 15日までに復旧） 

【都市ガス】新潟県内の375戸

（7月 30日までに復旧） 

平成16年 7月 17日

～18日 

平成16年7月福井豪

雨 

福井県や岐阜県で大雨。 

福井県美山では１日で平年

の月降水量を上回る降水

量。 

死者4人 

不明1人 

負傷者19人 

 北陸電力管内約22,700戸 

（7月 22日までに復旧） 

【都市ガス】福井県内の3戸 

（7月 23日までに復旧） 
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表1.2-4 顕著な災害を起こした自然現象の被害概要及び電気・ガスの被害・復旧状況一覧（2/3） 

発生日 災害名 災害の概要 死傷者数 被害総額 電気 ガス 

平成16年 10月 23日 新潟県中越地震 M6.8、 大震度7 死者 68人 

負傷者4,805人 

 東北電力管内約305,000戸 

（一部は平成19年 9月に復旧）

東京電力管内約1,460戸 

（当日中に復旧） 

中部電力管内約1,400戸 

（翌日復旧） 

【都市ガス】 

新潟県内の約56,800戸 

12月 28日までに全て復旧 

平成18年 7月 15日

～24日 

平成18年 7月豪雨 長野県、鹿児島県を中心に

九州、山陰、近畿、北陸地

方の広い範囲で大雨。 

死者28人 

負傷者72人 

 東北電力管内39戸 

北陸電力管内約200戸 

東京電力管内約800戸 

中部電力管内141戸 

関西電力管内3,500戸 

中国電力管内119戸 

四国電力管内106戸 

九州電力管内680戸 

中部電力管内の85戸は7月

末段階で復旧していない。そ

の他は7月 19～24日に復旧 

【都市ガス】 

諏訪ガス（長野）287戸 

（7月31日現在77戸が未復旧）

平成18年冬 平成18年豪雪 12月から1月上旬を中心に

大雪、 

除雪中の事故等による甚大

な被害。 

死者152人 

負傷者2,145人 

 東北電力管内約65万戸 

（風雪が原因、翌日に復旧） 

北陸電力管内約32,000戸 

関西電力管内約697,200戸 

（風雪が原因、当日中に復旧） 

データなし 

平成19年 3月 25日 能登半島地震 M6.9、 大震度6強 死者1人 

負傷者356人 

42億円 北陸電力管内約16万戸 

（翌日復旧） 

中部電力管内約200戸 

（当日中に復旧） 

データなし 
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表1.2-4 顕著な災害を起こした自然現象の被害概要及び電気・ガスの被害・復旧状況一覧（3/3） 

発生日 災害名 災害の概要 死傷者数 被害総額 電気 ガス 

平成19年 7月 16日 新潟県中越沖地震 M6.8、 大震度6強 死者15人 

負傷者2,346人 

1.5兆円 

（新潟県推

計） 

東北電力管内35,344戸 

（2日後に復旧） 

【都市ガス】 

新潟県柏崎市30,978戸 

(8月 27日復旧） 

新潟県長岡市120戸 

（7月 16日復旧) 

新潟県上越市81戸 

(7月 18日復旧） 

平成20年 6月 14日 岩手・宮城内陸地震 M7.2、 大震度6強 死者17人 

不明者6人 

負傷者426人 

1440億円 

（岩手県、宮

城県、秋田県

の合計） 

東北電力管内約29,000戸 

震災翌日の停電個数325戸 

宮城県栗原市の257戸は土

砂崩れや道路の寸断により

長期化。段階的に復旧し11

月頃には5戸にまで減少。1

年後も3戸で停電 

【都市ガス】 

塩釜ガス、仙台市営ガス、水沢

ガスで支障 

（いずれも15日までに復旧）

平成20年 8月 26日

～31日 

平成20年8月末豪雨 愛知県を中心に東海・関

東・中国および東北地方な

どで記録的な大雨。 

2名  東北電力管内約18,300戸 

中部電力管内約29,900戸 

中国電力管内約22,000戸 

東京電力管内約18,300戸 

（全て9月 1日までに復旧） 

【都市ガス】 

愛知県83戸 

埼玉県31戸 

（いずれも8月 29日までに復

旧） 

平成21年 7月 19日

～26日 

平成21年 7月中国･

九州北部豪雨 

九州北部・中国・四国地方

などで大雨。 

死者35人 

負傷者59人 

 中国電力管内約40,200戸 

九州電力管内約3,410戸 

山口市下小鯖地の約19戸で

は、土砂崩れにより道路が寸

断されたため復旧に約1ヶ月

を要した 

【都市ガス】 

山口県内の65戸で都市ガスが

一次供給支障。2日以内に復旧

平成23年 3月 11日 東日本大震災 M9、 大震度7 死者 15,424人 

不明者 7,931人

負傷者 5,367人

6月 13日現在 

16～25兆円

（試算値）

 【都市ガス】42万戸 

5月 3日までに復旧 

【簡易ガス】 

4月 22日までに復旧 

- 3 - 



1 - 9 

出典 

・発生日、災害の概要：気象庁「気象庁が命名した気象及び地震火山現象」 

  http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/meimei/meimei2.html 

・災害の概要のうち、豪雨、台風、豪雪：気象庁「災害をもたらした気象事例」 

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/report/index.html 

・災害の概要のうち、豪雨、台風、豪雪：気象庁「日本付近で発生した主な被害地震」 

 http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/higai/higai1996-new.html 

・兵庫県南部地震被害額：兵庫県「阪神・淡路大震災の復旧・復興の状況について」 

・鳥取地震被害額：消防庁「災害情報」資料 http://www.fdma.go.jp/html/infor/121006tbessi.PDF 

・芸予地震被害額：消防庁「災害情報」資料 http://www.fdma.go.jp/html/infor/130324bessi.pdf 

・十勝沖地震被害額：消防庁「災害情報」資料 http://www.fdma.go.jp/html/infor/130324bessi.pdf 

・電気・ガスの被害状況：内閣府「防災情報のページ」  http://www.bousai.go.jp/saigaiinfo.html 

・東日本大震災の死傷者数は平成23年6月13日現在 

 

【顕著な災害を起こした自然現象の命名についての考え方  (平成１６年３月１５日 気象庁)】

 昨年（平成１５年）９月、北海道で震度６弱を観測した地震が発生し「平成15 年（2003 年）十勝沖地震」

と命名したが、これ以外にも５月及び７月に東北地方で震度６弱及び６強の地震が発生し、命名すべきでは

ないかとの意見・指摘があった。 

 顕著な災害を起こした自然現象については、命名することにより共通の名称を使用して、過去に発生した

大規模な災害における経験や貴重な教訓を後世代に伝承するとともに、防災関係機関等が災害発生後の応

急、復旧活動を円滑に実施することが期待される。 

 以上をふまえた命名についての基本的な考え方は次項のとおり。 

 

【顕著な災害を起こした命名の考え方及び名称の付け方】 

■地震 

＜命名の考え方＞ 

１ 地震の規模が大きい場合 

・陸域： Ｍ7.0 以上（深さ100km 以浅）かつ 大震度5 弱以上 

・海域： Ｍ7.5 以上（深さ100km 以浅）、かつ、 大震度5 弱以上または津波2m 以上 

２ 顕著な被害（全壊100 棟程度以上など）が起きた場合 

３ 群発地震で被害が大きかった場合等 

＜名称の付け方＞ 

  原則として、「元号（西暦年）＋地震情報に用いる地域名＋地震」 

 

■豪雨 

＜命名の考え方＞ 

  顕著な被害（損壊家屋等1,000 棟程度以上、浸水家屋10,000 棟程度以上など）が起きた場合 

＜名称の付け方＞ 

  豪雨災害の場合は被害が広域にわたる場合が多いので、あらかじめ画一的に名称の付け方を定めることが

難しいことから、被害の広がり等に応じてその都度適切に判断している。 
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（２）災害時に必要なエネルギー 

 

１）概要 

 

災害発生後の避難時、病院等の重要施設、避難所生活等において必要と考えられるエネルギーを下表

に示す。 

また、災害時にはエネルギー以外にも水道の停止、食料の供給の遅れ等が発生する。避難所となる施

設には、バイオマス等によるエネルギー供給のほか、井戸や商店等を併設し、当面の水・食料が確保で

きる施設としておくことが有効と考えられる。 

 

表1.2-5 災害時に必要なエネルギー 

対象 エネルギー需要 エネルギーの種類 

避難時 街路灯（夜間に避難する場合） 電気 

被災者の救出、負傷者搬送等の車両・機材の燃料 バイオディーゼル、電気

重要施設（市町村役

場、病院、介護施設等） 

災害対策本部、負傷者の治療、災害弱者の保護等

に必要な機材等の電気、熱 

電気、熱 

避難所 

（自宅避難） 

照明 電気 

情報機器（テレビ、携帯電話、パソコン等） 電気 

給湯 電気、ガス、熱 

炊事 電気、ガス 

入浴 電気、ガス、熱 

冷暖房 電気、ガス、熱 

移動（通勤・買い物等） バイオディーゼル、電気

電化製品（避難所では、個人の電気利用が制限さ

れる等、電気を十分に利用できない） 

電気 

その他 電力会社の供給能力の低下 電気 

 

参考：エネルギー消費量の事例 

家庭、学校、病院における常時のエネルギー消費量の事例を示す。 

本事例はあくまでも必要エネルギーの目安であり、実際にバイオマス等からのエネルギー供給を

検討する際には、現地の条件を踏まえて検討する必要がある。 

  

表1.2-6 エネルギー消費量の事例 

施設等 エネルギー年間消費量 1日当たり換算※1 出典等 

家庭 約38,919MJ/世帯/年 約30kWh（1.2kW） エネルギー白書2010 

学校 電気 約170,000kWh/年 約840kWh（90 W） 学校における省エネルギー実施要領

（横浜市の事例） ガス 約13千m3/年 約750kWh 

病院（3,000m2規模） 約8,250×103MJ/年※2 約2,300MWh（300kW） 病院における省エネルギー実施要領 

※1：エネルギー年間消費量を365日で割った値（学校は200日）である。また、カッコ内は更に24時間（学校は9時間）で割

り出力に換算した値である。また、エネルギー消費量の季節変動や日変動は考慮していないため、これより大きなエネ

ルギーを必要とする場合もある 

※2：電気とガスの消費量の合算値である。 
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【大規模災害におけるタイムラインの例】 

 

表1.2-7 災害タイムラインの例①（大規模地震） 

経過 

時間 

一般的な 

出来事 
行政の対応 ライフライン 

起こりうる範囲 

町内会・自治会 小・中学校区 コミュニティ・市町村

応

急

期 

 
 

・地震発生 

・建物倒壊 

・テレビやラジオで

緊急情報 

・震源地規模が報道 

・出火が始まる 

 

 

・災害対策本部設置

（国・都道府県・市

町村） 

・緊急体制（職員召

集）、救急出動 

 

 

・停電、断ガスなど

が起きる 

・断水が出始める 

・交通機関ストップ

・身の回りの安全確保 

・火を消す 

・同居家族の安否確認 

・初期消火、ドアの開放

・自宅周り安全確認 

・テレビやラジオからの

情報収集 

  

1 
時
間
ま
で 

・各地の震度が報道 

・救急救命活動 

・火災が拡大する 

・二次災害防止の呼

びかけ 

・防災広報無線による

呼びかけ（二次災害

防止や避難など） 

・被害状況調査 

・電話の通話規制 

・災害用伝言ダイア

ル開設 

・各ライフラインで

復旧作業開始 

・近隣各間での安否確認

・救助・救命、倒壊家屋

から救出 

・一時集合場所へ参集 

・避難所へ移動 

・要援護者の避難支援 

  

6 
時
間
ま
で 

・被害中心地が判明 

・被害範囲が判明 

・避難所担当職員が

避難所に展開 

 ・町内会での安否確認完了 ・避難所開設 

・被災者の受入 

・被災者収容用機材搬入

・避難所運営組織活動開

始 

 

応

急

期 

1 
日
ま
で 

    ・給水活動 

・給食活動 

・避難所で宿泊準備 

・支援物資の到着、配布

・市災害対策本部へ連絡

・炊き出し 

 

避

難

生

活

期 

3 
日
ま
で 

・広域火災が鎮火 

・ボランティア支援 

・自衛隊が到着 

・生き埋めなど生存

率低下 

・ボランティアセンタ

ー開設 

・雨に備えてブルーシ

ート配布 

・停電解消  ・ボランティアとの連携

・在宅避難者へ支援 

・自衛隊が避難所に到着

・避難所間連携 

・地域の被災情報共有 

・要援護者支援の連携 

・福祉継続のための取組

・福祉避難所などと連携

復

旧

期 

2 
週
間
ま
で 

・行方不明者の捜索

完了 

・避難者数が減る 

・仮設住宅の建設 

・被災地外へ移動 

・応急危険度判定 

・罹災証明発行 

・見舞金など受付 

・危険な家屋取壊し

・水道や都市ガスの

復旧 

  ・被災者の健康維持活動

・避難所の統合合併 

復

興

期 

1 
ヶ
月
ま
で 

・仮設住宅建築完了

（入居） 

・復旧方針、復興計画

の策定、発表 

   ・仮設住宅の調整 

 

表1.2-8 災害タイムラインの例②（大規模水害） 

経過 

時間 

一般的な 

出来事 
行政の対応 ライフライン 

起こりうる範囲 

町内会・自治会 小・中学校区 コミュニティ・市町村

警

戒

機 

数
日
前
ま
で 

・台風や大雨情報 

・進路予想 

・災害対策本部の設置 

・防災のための緊急配

備、危険物の固定 

・防災無線 

 ・安全確認 

・連絡網、支援体制確認 

・危険物固定、土嚢積み 

・排水溝や防災倉庫のチェッ

クなど 

  

1 
日
前
ま
で 

・避難所開設 ・警戒態勢 

・広報車、防災無線 

・避難指示、勧告 

 ・連絡網確認 

・要援護者の避難支援 

・避難所開設（住民受け

入れ） 

 

応

急

期 

当
日
ま
で 

 ・避難指示、勧告 

・救急体制、対応 

・停電  ・避難所へ移動し待機

（災害をやり過ごす）

 

避

難

生

活

期 

翌
日
ま
で 

・水害の後片付け 

・清掃、消毒 

・衛生の注意広報、給水

車手配 

・被害状況調査 

・断水 ・自宅の清掃、消毒 

・要援護者の後片付け支援

・地域の安全確認 

・帰宅 

 

復

旧

期 

数
日
後
ま
で 

 ・罹災証明発行、見舞金

受付 

・ごみ処理 

・電力回復   ・ごみ処理の支援など 

・長期避難の場合の連携

復

興

期 

数
ヵ
月
後
ま
で 

 ・復旧計画発表 

・仮設住宅の建設 

・水道復旧   ・仮設住宅への入居調整

大地震でも1分程度で揺れはおさまる 

地域によっては長期にわた
り水がひかない場合もある

出典：第2回防災ラジオドラマコンテスト参加者グループページ（(独)防災科学技術研究所） （一部加筆修正） 

http://drama2011.ecom-plat.jp/fbox.php?eid=10130 
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【季節、曜日、時間帯、ライフライン状況による事態変化の例】 

天候や季節、曜日、時間帯、ライフラインのダメージや復旧状況などの変化は、事態を深刻化させた

り、新たな事態を引き起こすことがある。 

 

 

表1.2-9 季節、曜日、時間帯、ライフライン状況による事態変化の例 

季
節 

夏の暑さ 
・避難所で配給したおにぎりで食中毒にかかる人が発生する。 

・暑い避難所の中で、特に子どもや高齢者に熱中症が発生する。 

冬の寒さ 

・道の凍結による復旧の遅れや、大雪によるまちの孤立化の恐れがある。 

・避難所の寒さで体調を崩す人が発生する。 

・乾燥が激しい場合は、出火による延焼の危険性が高くなる。 

曜
日 

平日 

・通勤・通学者など、住民が地域を離れている（外から来ている）。 

・地域内に残っている高齢者が多く、独居状態になる高齢者もいる。 

・学校にいる子どもの引き渡しが必要となるが、地域外に通勤している親がすぐに迎えに来

られない。 

休日 
・役所や病院など、役に立つ施設の休みが多い。 

・観光地では、土地勘のない観光客が多い。 

時
間
帯 

朝、昼、夜 

・食事の支度や、朝晩のお風呂やシャワーで火を使うことが多いため、火事の恐れが増す。

・昼間は、力のある若い男性が地域内に残っていない。 

・通勤や通学時間帯には、交通障害で車や電車の中に閉じ込められてしまう。 

深夜早朝 ・多くの人が自宅で寝ている時、家具を固定していない場合は、人命被害が増す危険がある。

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン 

断水・断ガ

ス 

・トイレを流せず、避難所やまちに悪臭が広がる。 

・飲料水の不足で、体調を崩す人が発生する。 

・料理や炊き出しができないため、食料の準備に困る。 

・冬のお風呂や夏のシャワーができなくなる。 

停電 

・冷暖房が使えず体調を崩す人が出る。 

・夜中の暗闇で身動きや移動に危険が増す。 

・ラジオやテレビが視聴できないので、被災状況がわからない。 

・高層マンションなどで、エレベーターが止まって孤立してしまう。 

交通障害 
・地域外から働きにきている通勤者が帰れなくなる。 

・地域外へ通勤や通学している家族が戻ってこない。 

通信不能 
・離れている家族や親族との安否確認ができない（固定電話、携帯電話、メールなど）。 

・電話で助けや支援を要請することができない。 

その他 
・下水道の復旧が遅れてトイレが使えなくなったりゴミの処理ができず、汚物などで避難所

やまちの衛生が悪くなる。 

出典：第2回防災ラジオドラマコンテスト参加者グループページ（(独)防災科学技術研究所） （一部加筆修正） 

http://drama2011.ecom-plat.jp/fbox.php?eid=10130 

 ※太字は、エネルギーに関連する事項 
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【災害時に役立つ資機材や施設の例】 

 

表1.2-10 災害時に役立つ資機材や施設の例 

区分 説明 

資
機
材 

防災倉庫 

地域の防災活動のために必要な機材を収めてある。行政が設置したものから、地

域住民や自主防災組織等が自ら設置したものまで様々である。中には次のような

ものが入っている。 

【参考】ヘルメット・軍手・シャベル・スコップ・ラジオ・無線機・バッテリー・ロープ・シーツ・

毛布・マット・リヤカー・車いす・茣む しろ蓙・ビニールシート・救急医薬品・発電機・簡易トイ

レ・燃料（固形・液体）・コンロ・ストーブ・調理用器具（鍋・釜等）・浄水器・土嚢・照明機具（ラ

イト）・テント・天幕・ジャッキ・非常用食料・水・拡声器・メガホン・旗（自治会旗等） 

消火栓 火災発生時に水を供給するためのもの。消防士が操作する。 

街頭消火器 
街頭に設置された消火器で、初期消火の際に活用される。火災が燃え広がった場

合には効果がない。 

防火用水・貯水槽 

防災井戸 

防火用の水利施設。公園や学校敷地、個人の住宅敷地等にも設置されている場合

がある。 

防災広報無線 
公園等に設置され、行政から流される防災情報や警報、避難情報等を広く知らせ

るものである。 

止水板 水害の時に地下街等に水が入らないようにするための板である。 

土嚢 
水害時に水をせき止めるためのもので、公的な施設には予め準備されているとこ

ろもある。 

施
設 

避難地 

（広域避難場所） 

避難のためにあらかじめ行政が指定した避難用の屋外空地。公園やグラウンド、

河川敷等として普段は利用されているところが多い。 

避難施設 

小中学校等の公立学校に設置される避難所となる施設。主に体育館が被災者を受

け入れる場所として提供される。また、公民館や自治会館等は予備避難所として、

保育園や幼稚園等は福祉避難所として指定されている場合もある。 

資
機
材 

重機 

（農作業用） 

地震で壊れた建物から人を救出するのに使われる。ブロック塀や崩れた土砂の除

去等、復旧活動では重要な働きをする。 

自家用車 
要援護者を避難施設まで運搬するのに使用。火災等の二次災害が起きている場合

には、ルートを考える必要がある。 

無線機 
停電し電話も使えない状況では無線機が役立つ。ただし、無線機の性能は、遠方

まで通信できるものから、近距離でなければ通話できないものまで様々である。

発電機 

・キャンプ用品 

発電機やキャンプ用の各種資機材は、非常用の電源確保や、暖房熱源、調理熱源

等に使用できる。 

施
設 

空地・農地 一時避難場所となる。農地には食料の備蓄や水の備蓄がある場合がある。 

公園 
避難場所に指定されていない小さな公園でも、近隣の一時集合場所や安否確認の

連絡場所になる。 

プール・池 
火災が発生した場合に緊急の消火用水利となる。またトイレ等の下水のために必

要な水や生活用水を確保することも可能である。 

各種福祉施設 
普段は福祉事業所として運営されている施設も、災害時には一時的に要援護者の

収容ができる施設になる可能性がある。 

事業所の建物敷地 地域の第二の住民として、災害時に施設や敷地を様々な形で提供できる。 

公民館・集会場 災害用に指定されていない施設でも、宿泊や雨露をしのぐことができる。 

【参考】自治体によっては、地域防災計画などに、地元の商店や事業所などの施設との協力関係を示している場合もある。 

出典：第2回防災ラジオドラマコンテスト参加者グループページ（(独)防災科学技術研究所） （一部加筆修正） 

http://drama2011.ecom-plat.jp/fbox.php?eid=10130 



1 - 14 

２）災害直後の避難生活とエネルギー 

 

阪神・淡路大震災の発生後、自宅が損壊または損壊の危険がある、ライフラインの停止等の理由から

地域住民の多くは避難所に移動している。その後、電気、ガス、水道等のライフラインが復旧し、家庭

で食事の用意ができる段階で自宅に戻っている。 

一方、東日本大震災では、避難所で生活を送る方、自宅でろうそくや懐中電灯の灯りで避難生活を送

る方の様子が報道されている。 

また、避難所生活では以下のような課題があり、その中にはエネルギー不足に起因するものも多い。

このため、ライフラインが回復するまでの期間に、バイオマス等エネルギーを供給することができれば、

避難所生活の環境改善に貢献できると考えられる。 

 

【阪神・淡路大震災における避難所生活とエネルギー需要】 

 

表1.2-11 阪神・淡路大震災発生後の被災者の生活概要とエネルギー需要 

期

間 
経過時間 被災者生活概要 

 

エネルギーに関連する状況 

混
乱
期 

地震発生後 

数日間 

・被災した住民が着の身着のままで避

難所等に続々と避難。避難所は人で

あふれ、避難所に入りきれず、自動

車やテントの中で過ごす人も多か

った 

・救援物資は比較的早く届いても、量

が不足 

・避難所に向かう道路は、陥没、建物

の崩壊等で通行条件が困難であっ

たが、明け方であったため照明不足

によるパニックは発生しなかった。

・電気の復旧は非常に早く、多くの避

難所で当日中に回復 

・水道、ガスは震災直後には使えてい

てもその後使えなくなった場所も

ある。 

秩
序
確
立
期 

地震発生後 

1週間～1ヶ月 

・避難所に自治組織ができ、避難所ご

とに運営ルールが決められる。 

・食料は比較的安定的に供給され始め

る。 

 

・ガスや水道が復旧せず、避難所の調

理室が使えないため、炊き出しが必

要 

・こたつや電気湯沸かし器の大量使用

で避難所の電気容量が不足し、ブレ

ーカーがすぐに落ちるので個人の

電気使用が禁止された 

・エアコン、暖房が効かない 

自
立
運
営
期

地震発生後 

1ヶ月～3ヵ月 

・避難所から自宅に戻る世帯が増加 

・自宅が損壊し、引き続き避難所生活

を強いられる住民も存在 

・水道やガスの復旧が進み、避難所周

辺の住民への食事提供の打ち切り、

避
難
所
解
消
期

4月上旬～8月

20日 

・避難者数の減少により避難所が解消

され始める 

・5月には、ハエ・カの発生、食中毒

の懸念から、避難所に保冷庫や大型

冷蔵庫が設置され始める 

・4月には水道・ガスが全て復旧 

 

※資料：阪神・淡路大震災における避難所の研究,大阪大学出版会の記述内容から整理 
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【東日本大震災における避難生活における課題等】 

東日本大震災の被災者等へのアンケート調査結果の一例を以下に示す。東日本大震災では、特に燃料

不足が深刻な課題となっていた。 

 

表1.2-12 東日本大震災の避難生活において困っていること、不安に思っていること 

  日常生活が非常に困難な地域 日常生活に多少の困難を伴う地域 現在は日常生活に問題のない地域

1位 移動用燃料（ガソリン、軽油等） 移動用燃料（ガソリン、軽油等） 移動用燃料（ガソリン、軽油等）

2位 食料品 電池 電池 

3位 灯油 食料品 食料品 

4位 飲料水   

5位 電池   

出典：東日本大震災における生活支援についてのアンケート,(株)ネットマイル 

 

また、同アンケートでは、情報入手手段として、テレビやラジオのほか、パソコンからの情報収集が

多くあげられている。同様に、安否確認においても携帯電話が活用されている。通信機器の普及により、

これらの手段が情報手段として活用されており、これらの機器への電気供給も必要となってくると考え

られる。 

 

表1.2-13 東日本大震災後の情報入手方法 

  日常生活が非常に困難な地域 日常生活に多少の困難を伴う地域 現在は日常生活に問題のない地域

1位 テレビ テレビ テレビ 

2位 ラジオ ニュースサイト等（パソコン） ニュースサイト等（パソコン） 

3位 ニュースサイト等（パソコン） 新聞 新聞 

4位 新聞   

5位 自治体からのお知らせ   

出典：東日本大震災における生活支援についてのアンケート,(株)ネットマイル 

 

表1.2-14 東日本大震災時の安否確認方法 

  日常生活が非常に困難な地域 日常生活に多少の困難を伴う地域 現在は日常生活に問題のない地域

1位 携帯電話による通話 携帯電話による通話 携帯電話による通話 

2位 携帯電話のメール 携帯電話のメール 携帯電話のメール 

3位 固定電話による通話 固定電話による通話 固定電話による通話 

4位 パソコンのメール   

5位 公衆電話による通話   

出典：東日本大震災における生活支援についてのアンケート,(株)ネットマイル 
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３）施設別の必要エネルギー（参考） 

 

上述の施設における消費電力を統計データ等から推定した。なお、各データは常時の利用である。 

 

①家庭におけるエネルギー消費量 

 近年の1世帯当たりのエネルギー消費量は、38,919MJ/世帯/年（平均1.2kW）である。 

また、家庭部門全体における利用エネルギーの種類は、電気が約半分であり、次いでガス、灯油と

なっている。電気消費の大半は空調機器といわれている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2-4 1世帯当たりの消費エネルギー量     図1.2-5 家庭部門におけるエネルギー源 

出典：エネルギー白書2010（経済産業省）          出典：エネルギー白書2010（経済産業省） 

 

②学校におけるエネルギー消費量 

横浜市の小中学校におけるエネルギー消費量を示す。（平成14年実績） 

 

 

表1.2-15 横浜市の小中学校におけるエネルギー消費量（平成14年） 

 電気（kWh/年） ガス(m3/年) 

小学校 149,148 12,817 

中学校 167,754 1,993 

出典：学校における省エネルギー実施要領(平成20年3月,経済産業省) 

※横浜市の場合、小学校には給食センターが併設されているため、ガス消費量が大きい 

  

1日当たりの平均エネルギー消費量を推定※すると、下表のようになる。実際には日変動、季節変動

があることから、ピークの消費量はこの値より更に大きい可能性がある。 

 

表1.2-16 横浜市の小中学校におけるエネルギー1日あたりエネルギー消費量 

 電気 
ガス(kWh) 

（kWh） (kW) 

小学校 746 83 746 

中学校 839 93 116 

※年間登校日数200日、エネルギー消費時間を9時間/日、都市ガス発熱量を41.9MJ/m3と仮定して計算 

 

冷房2.1% 

暖房 

24.3% 

給湯 

29.5% 

厨房 

8.1% 

動力 

照明他 

35.9% 2008年度 

38,919MJ/世帯 

 

太陽電池 1.1%

電気 

50.1% 

都市ガス 

20.5% 

2008年度 

38,919MJ/世帯

 

LPガス 

10.5% 

灯油 

17.8% 
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③病院におけるエネルギー消費量 

病院規模約3000m2の病院におけるエネルギー消費量を下表のように推定した。実際には日変動、季

節変動があることから、ピークの消費量はこの値より更に大きい可能性がある。 

 

表1.2-17 病院規模3000m2におけるエネルギー消費量 

項 目 値 

1m2あたりエネルギー消費量（2005～2006年平均）
2,750 MJ/年/m2 

8,250×103 MJ/年 

1日あたり換算 2,300MWh 

出力 300kW 

出典：病院における省エネルギー実施要領(平成20年3月)厚生労働省 

 

上表のエネルギー消費量のうち、電気とガスの内訳を下表のように推定した。 

 

表1.2-18 病院規模3000m2におけるエネルギー消費量の内訳 

部門構成とエネルギー消費の特徴 
電気と熱の比率 

（想定） 

消費エネルギー 

(kW) 

部門 主な施設 
エネルギー

消費比率 
電気 熱 電気 熱 

病棟 病室、ICU、那須ステーション、

トイレ、汚物処理、ディルー

ム、廊下等 

34% 100% 0% 106 0

外来 玄関ホール、待合室、診療室、

処置室 
11% 100% 0% 34 0

中央診療

部門 

放射線部、検査部、手術部、

中材部、特殊治療室等 
29% 50% 50% 45 45

供給部門 薬局、洗濯室、廃棄物処理室

等 
8% 50% 50% 12 12

管理部門 事務、医事、医局、会議室、

売店、食堂 
8% 100% 0% 25 0

厨房 入院食用主厨房 5% 50% 50% 8 8

共有 昇降機、電気室、機械室等 5% 50% 50% 8 8

合計 283 73
資料：上表の「部門構成とエネルギー消費の特徴」は「病院における省エネルギー実施要領(平成20年3月)厚生労働省」の記

載値である。電気と熱の比率は、同要領の文章からの推測。 
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４）被災地におけるその他のエネルギー需要 

 

東日本大震災では、石油精製施設や港湾、道路が被災したことにより、石油系燃料が十分に供給され

ず、瓦礫撤去用重機、支援物資や人員の輸送車両等の燃料が不足し、救出・復旧作業に大きな影響を及

ぼした。また、被災地以外でもガソリンスタンドからガソリンがなくなる事態が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2-6 ガソリン不足で閉店するガソリンスタンド 

出典：毎日新聞社ホームページ 

 

５）被災地におけるエネルギー以外の需要 

 

阪神・淡路大震災や東日本大震災では、電気・ガスと同様に、水と食料の確保についても大きな課題

となっている。水道については都市ガスと同様に復旧に時間を要している。また、東日本大震災の避難

所では食料供給量が不足し、被災者の影響が表れている。直後は食料も不足している。 

このため、避難所となる施設には、井戸や道の駅等の食料供給機能を持つ施設と一体化させることで、

水・食料供給機能を持たせることが重要である。 

道の駅は、東日本大震災の際にも水、食料供給のほか、自衛隊の活動拠点、住民の避難場所やトイレ

の利用等として機能している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2-7 東日本大震災における道の駅の活用 

出典：国土交通省資料 
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1.2.2 バイオマス等エネルギー活用技術の現状 

 

（１）対象とするバイオマス等 

 

本事業で対象とするバイオマス等は、以下の通りとした。 

 

表1.2-19 調査対象バイオマス等の一覧 

エネルギー 対象 

バイオマス 家畜排せつ物、食品廃棄物、廃食用油、木質バイオマス

その他 小水力発電 

 

 

（２）バイオマス等エネルギー活用技術の現状 

 

バイオマスの利活用技術は、バイオマスの種類や利用方法によって、研究レベルから実用レベルの技

術まで様々である。ここでは、モデル作成の参考となる実用レベルにある技術やその利活用に係る課題

等を整理した。 

 

 

１）概要 

 

本検討で対象とするバイオマスの活用技術を下表のように選定した。これらの技術と小水力発電を用

いてモデルを作成することとした。 

 

表1.2-20 実用レベルにある対象バイオマスの活用技術 

バイオマス 

バイオマス活用技術 

直接燃焼 混燃 ガス化 メタン発酵 バイオディ

ーゼル燃料発電 熱 発電 発電 発電 熱 ガス

家畜排せつ物 △ △   ◎ ◎ ○  

食品廃棄物     ◎ ◎ ○  

廃食用油        ◎ 

木質バイオマス ◎ ◎ ◎ ◎     
◎：実用化レベルにありバイオマス等活用モデルの参考とする技術 
○：実証試験レベルであるが、実用化の可能性がある技術 
△：実用化レベルにあるが、特定の地域における利用であり、本検討では対象としない技術 
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２）木質バイオマス 

 

①バイオマス資源の概要 

  木質バイオマスは、製材所廃材、建築廃棄木材、間伐材、林地残材、果樹や街路樹の剪定枝、河川

の流木等である。東日本大震災の復興計画では、大量に発生した瓦礫も注目されている。 

 

②実用化されているエネルギー活用技術 

  木質バイオマスの実用化されている主なエネルギー利用は、以下の通りである。 

 

表1.2-21 木質バイオマス利用技術（熱化学転換技術） 

技術 特徴 

バイオマス混焼発電 ・既設の微粉炭火力に追設 

・電気事業者は大型の事業用火力発電に重量比で1～3％程度のバイオマ

スの混焼を行っている例が多い 

・既に実用化レベルの技術 

バイオマス専焼発電／熱

併給（1万 kW～） 

・国内では燃料用チップを用いた数十MW クラスの発電も開始 

・海外では地域熱供給用のプラントやCHP プラントとして利用されてい

る例が多い 

・既に実用化レベルの技術 

バイオマスガス化発電 ・国内ではMW級よりも小さな規模が中心だが、欧米では 1万 kW クラス

の例も存在 

・固定床をはじめとする一部の技術は実用化されているものもあるが、専

焼／混焼程の信頼性はない 

・実証～実用化レベルの技術 

・欧米では実用化 

直
接
燃
焼 

小規模バイオマス 

発電／熱供給 

（～1万kW） 

・国内では、熱供給事例はほとんど無いが、数MW の燃焼-ST 発電事例は

自家発電として普及 

・既に実用化レベルの技術 

バイオマス熱利用 

（ボイラ） 

・国内では産業用途や温浴施設等に導入されている例が多い 

・ほとんどが蒸気、温水、温風の需要を想定したものであり、冷房が導入

されている例は少ない 

・欧米では、食品加工などシビアな制御が必要な導入先でも導入されてい

る例がある 

・既に実用化レベルの技術 

バイオマス熱利用 

（ペレット） 

・欧米ではローリーで家庭まで供給する体制が整備されているなど、一般

的な燃料として普及 

・国内ではストーブでの利用が多いが、 近ではボイラーでの利用も増加

傾向にある。欧米ほどの供給体制も整備されていない 

・既に実用化レベルの技術 

出典：平成21～22年度 エネルギー利用可能な木質バイオマスに関する 新動向調査,(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 

 

 

③国内での実施状況 

木質バイオマスの利用は、収集可能なバイオマス資源の種類、量、採算性等に応じて様々な活用が

考えられる。これまでの国内の導入事例からは、下図のように整理される。 

バイオマス混焼発電、バイオマス専焼発電及びバイオマスガス化発電の国内事例は、電力会社によ



る発電事業などが多いことから、災

象としないこととする。 

ペレット、チップを熱利用してい

して利用できる可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2-8  実

※資料：バイオマ
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災害時の利用モデルとしては大規模であることから、

いる施設には、公共施設や温泉施設等があり、災害時

実用レベルにある木質バイオマスの活用技術 

マス技術ハンドブック,(財)新エネルギー財団,P160 

本調査では対

時には避難所と
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④常時利用における主な課題 

木質バイオマスエネルギーにおける主な課題や対応策を以下に示す。 

 

表1.2-22 木質バイオマスエネルギーにおける主な課題と対応策例(1/2) 

段階 対象 課題 事例における対応策の例 

原
料
調
達 

全般 冬季には熱需要が多いことから原料不足とな

り、逆に、夏季には原料に余剰が発生する。 

◎ 冬季の原料不足に対しては、夏季から材料となる

木質を貯蔵する。（蓄えるためのスペースが必要。

海外においては、土場に蓄えている例が多い。） 

◎ 夏季の原料余剰に対しては、エネルギー利用以外

の用途（敷料、土木資材、炭化等）に活用する。 

燃焼システム（例：ストーカ炉、流動床炉）

により原料の受入形状が異なる。 

◎ 受入形状を統一する。（ストーカ炉は長さ1m 程度

のものまで可能、流動床炉ではおおよそ20mm 以下

とする必要がある。なお、建築廃材の場合は一般的

にチップ形状での受入となる。） 

● 破砕機によりチップ化する。 

林地 

残材 

林地残材等は搬出コストが高く利用が困難で

ある。具体的には以下のような事例が挙がっ

ている。 

● 資源エネルギー庁の試算※によると、林地

残材を全てエネルギー利用した場合、補助

制度を利用しても林地残材のエネルギー利

用施設への売却価格は18,300 円/tとなり、

発電に利用することは困難としている。運

搬コストの低減、エネルギー設備の大規模

化が有効とされている。 

● 林地残材の搬出には、結束等の作業を要す

るため木材搬出の3 倍程度のコストにな

る。 

※新エネルギー部会発表資料「バイオマスエ

ネルギー開発・利用戦略の検討状況」資源

エネルギー庁新エネルギー対策課、2002 年

11 月 

＜木質の提供側＞ 

間伐に対する補助制度を活用し、林地残材の販売価

格を低減する。 

林地残材を全てエネルギー利用するのではなく、木

部については材木やチップとしてより高値で販売し、

端材となる部分をエネルギー利用する。 

◎ 木材として売却できる林地残材の搬出とともに、

木材としては売却できないがエネルギーとして活

用できる林地残材を同時に搬出することによって、

エネルギー利用できる材の搬出価格を低減する。 

● より効率的な林地残材の搬出のために、林道の整

備や高性能林業機械を導入する。 

● 移動式チッパーや移動式ペレット製造装置の導入

により林地残材コストを低減する。 

● 海外では木質系バイオマスエネルギーは単位エネ

ルギーあたりの雇用創出効果が高いことから、地域

への貢献が高いと評価されており、必ずしも高コス

トなことが問題であるとは限らない。 

＜木質の利用側＞ 

無償や逆有償の原料（製材所廃材や建築廃材等）と

有償の林地残材等を混合利用することにより、全体と

しての採算性を確保する。 

● 副産物(ヒノキオイル等)の売却収入により採算を

確保する。(ほかの木材を利用できないという制限

がつく) 

林地残

材 

バーク 

林地残材やバークは含水率が高い（含水率で

50～55%、低位発熱量7.1～8.4MJ(1700～

2000kcal/kg)）ために、エネルギー利用効率

が低下す 

● 自然乾燥等を行い、含水率を下げることによって

エネルギー利用効率を上げる。 

事業期間を通じた林地残材、林地残材の確保

の可能性検討をする必要がある。 

◎ 樹齢を考慮し、事業期間（15 年）に対応した年ご

との原料供給量の検討を行う。 

バーク バークは材種により破砕処理消費動力が多

い。 

● 事前に所内動力消費の検討を行う。 

建築廃材は材木の防腐処理（CCA）による重金

属の影響が懸念されており、その環境対策の

ために建設費が1～2%上昇する。 

● 林地残材等の防腐処理がされていない原料を混入

して利用する。 

● 防腐処理部分を分別する。 

建築廃材の利用では、廃プラ類の混入が避け

られない。 

◎ 排ガス浄化施設（酸性ガス、ダイオキシン類）の

対策を行う。（コストアップ要因となる。） 

建築廃材とともに、砂利、コンクリートがら

等が混入し、設備故障の原因となる。 

◎ 受入時の性状を設定し、異物がある場合は受け入

れないようにする。 
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表1.2-22 木質バイオマスエネルギーにおける主な課題と対応策例(2/2) 

段階 対象 課題 事例における対応策の例 

エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用 

エネル 

ギー 

需要 

工場廃材の焼却を行っている場合には、焼却

による減容化が優先であり、熱の供給が需要

を上回る。 

発電ではエネルギー利用率が25%程度と低い 

◎ 設計段階では、設備を大規模化することによって、

発電に利用する量を増やす。 

◎ 工場におけるプロセス利用の他にも、発電、暖房、

給湯、空調（吸収式冷凍機）、ロードヒーティング

等へ利用する。駆動動力源を蒸気に変更する。 

◎ 隣接施設への熱供給（ハウス栽培等）、電力供給を

行う。 

◎排熱も利用するコージェネレーションシステムと

してエネルギー利用率の向上を図る 

発電・

売電 

発電によって場内消費を行うことにより買電

量（単価は10～23 円/kWh）を減らしているが、

余剰の電力が発生しても電力会社への売電価

格が低廉である（3～4 円/kWh）ため、売電が

行いにくい 

◎ 隣接施設への電力供給を行う。 

● RPS 法（全般編参照）による新エネルギー等電気

相当量価格の上乗せによって、売電価格が上昇する

ことが期待されている。 

発電・

負荷追

従 

発電の負荷追従性がよくない（電力の小売に

必要な、託送契約電力の3％以内の負荷追従に

より30 分単位で同時同量運転を確保するこ

とは困難。）ため、工場における電力の全量を

まかなうことはできない。 

◎ ベース電源（系統連系、逆潮流なし）として活用

する。 

発電・

資格 

発電に関しては必要な国家資格等が多く、資

格保持者の確保のために費用が必要。 

◎ 規模等によっては資格が不要となる場合（例：出

力1,000kW 未満の場合は電気主任技術者の不選任

も可能）がある。 

用水 工業用水が得られない地域の場合、冷却に利

用する水の費用がかさむ。（工業用水の場合数

十円～100 円/m3 程度、上水の場合150 円～

300 円/m3程度。） 

● 熱の有効利用を図り、冷却水量を抑制する。 

残
さ
等
の
処
理 

灰 終処分場の減少により灰処理コストが上昇

しつつあり、灰処理費の低減が必要。 

◎ 工場端材、林地残材等のグリーンバイオマスの灰

については、無償で肥料や肥料の原料として、リサ

イクルや山元還元を行う。 

◎ 建築廃材等の場合、リサイクル等ができないこと

から灰は産廃として処理されており、平均約6,000 

円/tである 

用水 蒸気冷却の過程にて濃縮される水の処理費が

高い 

－ 

◎：実際に行われている対策、●：検討されている対策 
※資料：バイオマス技術ハンドブック,(財)新エネルギー財団,P172～174 
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参考：木質バイオマスの収集に関する先進事例 

 

国内で利用されている木質バイオマスの多くは、製材所廃材や建築廃棄木材であり、森林系の未利

用バイオマスは搬出、運搬コストが高いことなどからほとんどが利用されていない。このため、林業

振興と併せた対策が必要となっている。 

森林系の木質バイオマスの収集や林業振興の先進事例を以下に示す。 

 

 

■事例①：バイオマス集積基地（岡山県真庭市） 

・木質バイオマス利用の先進地である岡山県真庭市で

は、木質バイオマスの利活用に係る様々な取組を進め

てきた。今後、燃料としての本格的な活用が始まると、

利用側への安定的な資源の供給が必要となった。 

・このため、「真庭バイオマス集積基地」を整備し、安

定供給のためのストックヤードを整備した。また、収

集コストを抑えるのではなく、未利用資源を買い取る

という仕組みを構築したことで、地域住民、素材生産

事業者、森林組合などからたくさんの資源を集めるこ

とに成功している。 

 

 

 

 

 

■事例②：土佐の森救援隊（高知県） 

・高知県下各地の森林ボランティア組織、団体へのよ

り専門的な林業技術指導、財政的支援、森林ボラン

ティア活動のノウハウの伝承等を行うことを目的

に結成された。 

・各地域の森林ボランティア団体に所属する活動家

（ボランティア）の養成、森林の整備（間伐、植樹、

山に木質スポンジを戻す運動等）、作業道の整備、

その他森林関係のイベント（交流会、ボランティア

祭り、ログハウス教室、グリーンツーリズム等）の

実践活動を行っています。実践活動には、地元の

人々の参加もあり、山村地域の住民と、都市部住民

とが、協働作業で共に汗を流すことにより、幅広い

交流の輪が広がっている。 

・森林証券制度を導入して、独自の地域通貨券「モリ

（森）券」（地場産品との交換券）を発行している。この制度は、森林ボランティア活動の活性化と

継続性に効果があるだけでなく、「モリ（森）券」を通じて幅広い交流をサポートすることにより、

地域産業の振興、地場産品の消費に貢献している。 
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３）廃食用油 

 

①バイオマス資源の概要 

家庭や外食産業などから廃棄される使用済みの食用油である。 

 

②実用化されているエネルギー活用技術 

植物油は軽油に比べて粘度が高く、そのままディーゼルエンジンに利用することができない。そこ

で、トリグリセリド（脂肪酸とグリセリンのエステル）をメチルエステル化してグリセリンを除くこ

とでディーゼル燃料に適した物性となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③国内での実施状況 

家庭や事業者から排出される廃食用油を収集・バイオディーゼル燃料化し、公用車や農業機械等の

燃料に利用する取り組みが地方自治体、NPOや市民団体、企業等により全国で行われている。 

また、地域の様々な主体が参加し、休耕田などを活用して菜種油を栽培し、菜種油を食用として利

用し、その廃食用油によるバイオディーゼルの製造と利用等の地域内での資源循環を図る「菜の花プ

ロジェクト」の取組が全国に広まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2-11 菜の花プロジェクト 

図1.2-10 トリグリセリドのエステル化

による動粘度の変化 
出典：バイオマス技術導入ハンドブック, 

(財）新エネルギー財団編 

図1.2-9 植物油のエステル交換反応

 廃食用油回収及び 
バイオディーゼル燃料製造・利用システム

菜の花等栽培・搾油システム 

廃食用油の回収

廃食用油の運搬

廃食用油の運搬 

バイオディーゼル燃料製造 

公用車、トラクター等での 

バイオディーゼル燃料の利用 

菜の花の栽培

菜の花の収穫

菜種の搾油 

菜種油一般家庭･学校給食･ホテル･

旅館等での菜種油の利用 
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④常時利用における主な課題 

  

表1.2-23 バイオディーゼル燃料利用における主な課題と対応策例 

段階 対象 課題 事例における対応策の例 

原
料
調
達 

主に 

家庭系 

動物性油が混入するとバイオディーゼル

燃料が精製できない。 

◎ 拠点における回収時間を限定して、担当者をおいた

上で回収する。 

廃食用油が十分に集まらず、設備の稼働

率が低い。 

◎ 自治会単位での回収とし、住民の協力を得やすくす

る。 

◎ 常設の拠点回収とし、いつでも廃食用油を持ち込め

るようにして回収量を増やす。 

燃

料

製

造 

全般 規模を拡大すると資格者（危険物取扱責

任者）が必要となる。 

◎ 指定数量の1/5（400L）未満の貯蔵とする。 

長期保存によりバイオディーゼル燃料の

品質が劣化（固化）する。 

◎ バイオディーゼル燃料供給量に合わせた需要（車両

等）を確保する。 

燃
料
利
用 

全

般・ 

課題 

軽油を混ぜて利用すると軽油引取税が課

税される。 

◎ バイオディーゼル燃料のみ（100%）での利用をする※。

寒冷地 寒冷地では、冬季にバイオディーゼル燃

料の粘性が低下し、そのままでは利用が

できなくなる。 

◎ 自動車燃料利用の場合は添加剤等を加えている。 

● 軽油を混ぜて利用する。（上記のとおり、軽油引取税

が課税される。） 

●定置型利用の場合、排熱による保温(タンク・配管)を

行う。 

残渣

等の

処理 

洗浄 

方式 

グリセリン、洗浄排液の処理が必要。 ◎ 機器メーカーで処理を行う。 

● 残さ等が少ない製造技術への変更をする。 

◎：実際に行われている対策、●：検討されている対策 
※資料：バイオマス技術ハンドブック,(財)新エネルギー財団,P252 

 

 

参考：バイオディーゼル100%での利用について 

 

○バイオディーゼル燃料は、地域バイオマス資源の活用やカーボンニュートラルによる二酸化炭素削減

など地球温暖化対策等の観点から重要とされている一方、バイオディーゼル燃料の効率的な製造・流

通、エンジン等への影響など、燃料としての規格化や技術的解決が求められている。 

○経済産業省は、バイオディーゼル燃料混合ガソリン・軽油の適正な品質の確保を目的として、「揮発油

等の品質の確保に関する法律」（以下、「品確法」という。）の改正（平成20年５月改正、平成21年２月

完全施行）を行った。廃食用油から製造するバイオディーゼル燃料は、Ｂ５燃料(バイオディーゼル燃

料の混合率５％の軽油)による利用が推奨されている。 

○Ｂ100燃料(バイオディーゼル燃料100％：ニート)での利用ではなく、軽油と混合してＢ５燃料で用い

ることが望ましいが、それが困難であり、事業者の自己責任においてＢ100燃料を利用する場合には、

国土交通省が経済産業省と協力して定めた「バイオディーゼル燃料の使用に関するガイドライン」の

遵守が必要である。 

 

※強制規格：軽油にバイオディーゼル燃料を５質量％以内で混合した場合に、分析の結果が必ず適合していなければならない

規格のことで、９項目(①脂肪酸メチルエステル、②硫黄分、③セタン指数、④蒸留性状、⑤トリグリセライド、⑥メタノ

ール、⑦酸価、⑧ぎ酸･酢酸･プロピオン酸の合計、⑨酸価の増加)について基準が定められている(混合率が0.1質量％以内

の場合は、①～⑤の５項目)。 
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【先進事例：秋田運送の取組】 

・取り組み概要：平成16年からバイオディーゼル燃料の製造実験に着手。現在，自社開発の乾式製造法

により自社の50台分のトラックの燃料を生産。実験段階でトラックを3台廃車にしている。 

・バイオディーゼル燃料の利用：バイオディーゼル燃料100%で自社のトラックを運行しているが、障害

はない。 

・原料の入手：県内の廃油業者から購入。購入価格は20円台/Lであり、近年上昇している。 

・低温対策：断熱材等を利用して低温化を防止している。より安価な対策を秋田県立大学と共同で開発

中である。 

・酸化対策：バイオディーゼルに精製した後、3日～1週間以内に使い切ることとしている。 

・副産物の処理：ボイラーの助燃剤等として他業者に提供 
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４）家畜排せつ物 

  

①バイオマス資源の概要 

 家畜排せつ物は、家畜の種類、体重、給与飼料（量、質）、飲水量、飼養形態、季節や体調によって、

その量も質も大きく変動する。 

 

表1.2-24  家畜排せつ物の諸元 

家畜排せつ物 含水率 炭素量 

※含水率は、質量基準（全重
量に対する水分量） 

※炭素量は、乾物重要に占め
る割合 

牛ふん 84.3 72.6 

豚ふん 81.1 80.9 

鶏ふん 75～80 72.9 

※資料：バイオマスハンドブック第2版,(社)日本エネルギー学会,P69 

 

②実用化されているエネルギー活用技術 

  家畜排せつ物の実用化されている主なエネルギー利用は、メタン発酵や鶏ふんの直接燃焼等である。 

  バイオマス等活用モデルは、国内で も普及しているメタン発酵を対象に作成することとした。な

お、鶏ふんの直接燃焼は、事例が少ないことから対象としないこととした。 

メタン発酵とは、有機物と多種多様な嫌気性微生物が共存し、嫌気性、温度5～70℃、pHが中性付近

等の条件が満たされると有機物が分解され、 終的にメタンと二酸化炭素になる現象である。 

 

③国内での実施状況 

  発生したバイオガスの主な利用方法を下表に示す。家畜排せつ物を利用したメタン発酵施設は、主

に畜産が盛んな地域（主に北海道や九州）に存在している。また、その利用は、メタン発酵施設や周

辺の牧場や事務所等における熱・電気利用である。一部、余剰電力の売電やその他の利用をしている

事例も見られる。一般家庭への供給等の実証実験が行われているが、限定的である。 

 

表1.2-25  実用レベルにある対象バイオマス等の活用技術 

利用方法 概要 条件等 バイオマス 

ボイラー利用 ・ボイラーの燃料として利用

し、熱供給する。 

・冷暖房、温水プール、ロード

ヒーディング等 

・敷地内、隣接する施設、地域

への熱供給ニーズがあるこ

と 

実用段階 

・家畜排せつ物 

・食品廃棄物 

発電 ・発電機の燃料として利用し、

電力、熱を回収する。 

・施設の運転に電力、熱を利用

し、余剰の電力、熱を供給す

る。 

・敷地内、隣接施設への電力、

熱の需要があること。 

・電力会社への売電（RPS法の

適用を検討） 

実用段階 

・家畜排せつ物 

・食品廃棄物 

自動車燃料 ・メタン濃度を上げて熱量を調

整し、圧縮して天然ガス

（CNG）自動車に利用する。

・ゴミ収集車、公用車等利用車

両の確保。 

・バイオガス燃料を使用する車

両の許認可 

実証試験段階 

・下水汚泥（神戸市） 

バイオガス供

給 

・濃縮、圧縮したバイオガスを

供給する。 

・隣接施設、特定地域へのバイ

オガス供給、都市ガスへの混

合供給等 

・地域内、隣接施設へのバイオ

ガス燃料の需要 

・ガス会社との連携、ガス事業

者の許認可 

実証試験段階 

・家畜排せつ物 

（熊本県山鹿市、北海道別

海町等） 

 

※資料：バイオマス技術ハンドブック,(財)新エネルギー財団,P403 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2-12  実

※資料：バイオマ

 

④常時利用における主な課題 

 

家畜排せつ物のメタン発酵に際し

 

表1.2-26 家畜排せつ

段階 対象 課題

原
料
調
達 

集中型 
・運搬 

ふん尿運搬費用を農
場合、収集運搬車を
搬を業者に委託せね
搬日が高いためにふ
集まらない 

集中型・ 
原料性状 

設計時よりもふん尿
想していたほどガス

飼育方法が設計時か
に変更された（長い
になった）ことによ
更となり、設計どお
い。 

設計時よりも乾物割
節により変動するた
定しない。 

全般・ 
原料性状 

受入槽から発酵槽へ
いてわらや砂利が詰

寒冷地 原料が凍ると、解凍
ーが必要となる。 
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実用レベルにある対象バイオマス等の活用技術 

マス技術ハンドブック,(財)新エネルギー財団,P364 

 

しての主な課題や対応策を以下に示す。 

つ物のメタン発酵に際しての主な課題と対応策例(1/2) 

題 事例における対応策

農家の負担とした
を持たない農家は運
ねばならず、その運
ふん尿が予定通り

◎専用の容器付きトラックを各
して、搬入する。 

◎大規模で畜舎とメタン発酵施
いる場合には、配管による搬

◎施設の計画段階で、集運搬方
との合意を得ておく。 

●施設側が収集運搬も行い、そ
金に含める。 

尿の水分が多く予
スが出ない 

◎有機性廃棄物の受け入れ量
よってガス発生量を確保する

から施設稼働まで
い敷料をつかうよう

り、原料性状が変
おりの運転が難し

◎飼育方法の将来計画を勘案し

割合が高く、かつ季
ためガス発生が一

◎パーラ排水を受入槽へ投入し
化と共にポンプ負荷を軽減す

へ送るポンプにお
詰まる 

◎投入前に原料を攪拌し、均一
する。 

◎スクリーンや破砕装置を設置
◎農家にわらや牧草をできるだ
うに依頼する 

凍のためのエネルギ ◎バーンクリーナー等を用いふ
に受入槽に投入する。 

◎受入槽を地下に埋設したり、
管することにより凍結を防止
る。 

策の例 

各農家にリース

施設が近接して
搬送を行う。 
方法について農家

の費用を処理料

を増やすことに
る。 

した設計を行う。

し、乾物量の均一
する。 

一にしてから投入

置する 
だけ分別するよ

ふん尿が凍る前

受入槽に温水配
止したり解凍す
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表1.2-26 家畜排せつ物のメタン発酵に際しての主な課題と対応策例(2/2) 

段階 対象 課題 事例における対応策の例 

エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用 

エネルギ
ー需要 

熱の利用先が発酵槽の保温のみであ
り、効率が低い 

◎発電、暖房、給湯、空調（吸収式冷凍機）、
ロードヒーディング等に利用する 

●隣接施設への熱供給を行う（温室等の余熱利
用施設を併設する） 

夏期には熱に余剰が発生しており、効
率が低下している 

●冷房等の熱源として活用する。 

発電・売
電 

売電によって場内消費を行うことに
より買電量（単価は10～23円/kWh）を
減らしているが、余剰電力が発生して
も売電単価が安い（3～4円/kWh）ため、
売電が行いにくい。 
例えば乳牛農家の場合、朝・夕の搾乳
時間が電力消費のピークとなるが、そ
の他の時間の電力消費量は少ない 

◎隣接の施設（下水処理施設、乳製品工場など）
へ電力を供給する 

●RPS制度や全量買取制度の導入による売電単
価の向上 

ガス濃度 ガス濃度が一定でないため、ボイラー
が鎮火する 

◎ガスホルダーの容量を大きくしてガス濃度
を均一にする 

ガス濃度が一定でないため、発電機の
始動運転が不安定となる 

◎ガスホルダーの容量を大きくしてガス濃度
を均一にする 

◎デュアルフューエルタイプのエンジンを利
用する 

脱硫 硫化水素濃度の基準値が厳しいが、脱
硫に費用が嵩む（エネルギー機器での
メタンガスの利用のためには硫化水
槽を数十ppm程度まで除去する必要が
ある）。 

◎微生物を活用 
◎発生ガスに3%程度の空気を注入する 
◎消化槽に塩化第二鉄を投入する 
◎除去率向上のために、複数の脱硫技術を組み
合わせる 

残
渣
等
の
処
理 

消化液・
水処理 

消化液の農地散布ができない場合、水
処理が必要となり、その費用が嵩む 

◎北海道では農地に散布 
◎下水道が利用できる地域では、排水処理施設
を下水道と供用する 

消化液・
利用 

消化液がどの作物に利用できるのか
が不明である 

◎草地への利用が一般的 
◎一般作物への利用も研究が進んでいる 

消化液・
散布 

消化液の散布時期は決まっているこ
とから、長z期間の保管が必要である。
また、春、秋に散布の需要が集中する
ため、間に合わない場合がある 

◎6ヶ月以上の貯留槽を持つことで対応 
◎散布車両、人員を十分に確保する 

◎：実際に行われている対策、●：検討されている対策 

※資料：バイオマス技術ハンドブック,(財)新エネルギー財団,P380 

 

 

 



５）食品廃棄物 

 

①バイオマス資源の概要 

  食品廃棄物は、食品加工工程や売

で発生する有気分を多く含む排水等

 

②実用化されているエネルギー活用技

  食品廃棄物の実用化されている主

 

③国内での実施状況 

食品廃棄物を利用したメタン発酵

水の処理施設がほとんどである。ま

電気利用である。一部、余剰電力の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2-13  

※資料：バイオマ
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売れ残り、食べ残しなどとして発生する固形のもの、

等がある。 

技術 

主なエネルギー利用は、メタン発酵である。 

酵施設は、市町村の廃棄物処理施設や食品工場で発生

また、その利用は、メタン発酵施設や周辺の事務所等

の売電やその他の利用をしている事例も見られる。

実用レベルにある食品廃棄物の活用技術 

マス技術ハンドブック,(財)新エネルギー財団,P364 

食品製造工程

生する残渣や排

等における熱・
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④常時利用における主な課題 

食品廃棄物のメタン発酵に際しての主な課題や対応策を以下に示す。 

 

表1.2-27 食品廃棄物のメタン発酵に際しての主な課題と対応策例 

段階 対象 課題 事例における対応策の例 

原
料
調
達 

全般 厨芥類は密閉しないと臭気等が発生
する等、取り扱いが難しい 

◎事業系では、腐敗を防止するための専用の冷
蔵庫に保管し、定期的に回収する。 

◎家庭系では、専用のふた付き容器を回収拠点
に置き回収する場合と、専用ビニール復路に
よる拠点回収を行い、施設の破砕機と分別装
置により袋を分離している場合がある。 

雑芥類が混入すると機器に影響を与
える 

◎生ゴミ提供者に混入防止の依頼をする 
●スクリーン等の前処理装置を設置（コスト増
となる） 

事業系 ホテル厨芥の場合、宴会等では分別を
するための時間がないことから予定
通りの原料量が確保できない 

◎新たな原料提供者を確保する 
◎事業開始前に、生ゴミ提供者の了解を得てお
く 

回収費用が高い ●商品を配送した車両で生ゴミを持ち帰る（改
造費用等が必要） 

家庭系 分別が徹底しにくい ◎事業系や給食センター、庁舎等の分別を徹底
しやすい施設からの生ゴミを受け入れ 

◎市民の意識向上、ガイドブック配布、説明会
開始、分別間違いの指導等 

エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用 

エネルギ
ー需要 

熱の利用先が発酵槽の保温のみであ
り、効率が低い 

◎発電、暖房、給湯、空調（吸収式冷凍機）等
に利用する 

●隣接施設への熱供給を行う（温室等の余熱利
用施設を併設する） 

発電 
・売電 

売電によって場内消費を行うことに
より買電量（単価は10～23円/kWh）を
減らしているが、余剰電力が発生して
も売電単価が安い（3～4円/kWh）ため、
売電が行いにくい。 

●隣接の施設（下水処理施設、乳製品工場など）
へ電力を供給する 

●RPS制度や全量買取制度の導入による売電単
価の向上 

脱硫 硫化水素濃度の基準値が厳しいが、脱
硫に費用が嵩む（エネルギー機器での
メタンガスの利用のためには硫化水
槽を数十ppm程度まで除去する必要が
ある）。 
 

◎微生物を活用 
◎発生ガスに3%程度の空気を注入する 
◎消化槽に塩化第二鉄を投入する 
◎除去率向上のために、複数の脱硫技術を組み
合わせる 

原料濃度 高濃度の原料の場合は、メタン発酵の
阻害が起こり、滞留時間が長くなる 

◎膜分離等により菌体を高濃度化し、発酵を促
進する。 

◎余剰汚泥の添加、2槽化（酸発酵＋メタン発
酵）により発酵の効率化を図る 

◎希釈することによって発酵を安定させる。 

残
渣
等

の
処
理 

水処理 下水放流に費用がかかる ●消化液を近傍の農家で利用 
●自治体の生ゴミの処分手間が減ることから、
下水放流に自治体の協力を得る 

●水処理が不要な乾式を採用する。 
◎：実際に行われている対策、●：検討されている対策 
※資料：バイオマス技術ハンドブック,(財)新エネルギー財団,P380 
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６）小水力発電 

 

①小水力発電の概要 

水力発電は、水が高いところから低いところに向

かって流れ落ちるエネルギーを水車によって機械エ

ネルギーに変換し、発電機によって電気エネルギー

を作るものである。 

水力発電は、その出力の規模によって次のように

分類されている。 

 

表1.2-28 水力発電の出力分類 

分 類 出 力 

大 水 力 

中 水 力 

小 水 力 

ミ ニ 水 力  

マイクロ水力 

100,000kW以上 

10,000kW ～ 100,000kW 

1,000kW ～  10,000kW 

    100kW ～  1,000kW 

   100kW以下 

 

   大規模な水力発電事業は、電力会社などにより進められているが、今後は河川、農業用水、砂防

堰堤、上下水道等を活用した小規模な発電の開発が期待されている。環境省の調査※では、中小水力

発電の賦存量は1,800万kW、導入ポテンシャルは80～1,500万kWと試算している。 

 ※「平成21年度 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査 調査報告書」,環境省地球環境局地球温暖化対策課 

 

   また、小水力発電には以下のような特徴がある 

・CO2を発生しないクリーンエネルギーである 

・純国産の再生可能なエネルギーである 

・短時間で発電可能であり、電力需要の変化に対応しやすい 

・インフレや燃料コストの変動の影響を受けにくく、発電コストが安定している 

・エネルギー変換効率が高い 

・ローカルエネルギーである（無電源地帯に流量と落差があれば電気供給が可能）

・環境学習など社会教育機会の提供 等 

 

  水力発電の出力は下式により求められる。落差が大きいほど、水量が多いほど、出力は大きくなる。 

発電出力Ｐ(kW) ＝ 9.8(重力加速度) × 使用水量(m3/s) × 有効落差(m) 

            × 水車効率 × 発電機効率 

  ただし、水車効率  ：0.75～0.90  発電機効率 ：0.82～0.93 

 

  出力と時間の積を電力量と呼び、発電による電力量は下式により算出する。売電・買電の単価は電

力量（kWh）あたりで設定されている。出力が大きくても発電可能な時間が短ければ、初期投資に見合

う電力量が得られない場合がある。 

電力量(kWh) ＝ 発電出力(kW) × 発電時間(hr)   

年間発電量(kWh) ＝ 発電出力(kW)×24(hr)×発電可能日数 

図1.2-14 小水力発電の概念図 

バイオマス等活用モデル

の対象 
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②国内での実施事例 

 

小水力発電所の事例を以下に示す。同じ小水力発電であっても、1kW前後の出力で周辺の照明に利用

する小規模なものから、100kW以上の出力で売電を行うものまで様々である。 

 

表1.2-29 主な小水力発電所の諸元一覧 

発電方式 名 称 所在地 発電出力 有効落差/使用水量 

農業用水 

利用 

照井発電所 岩手県一関市 大50kW 6.88m／1.087m3/s 

城原井路発電所 大分県竹田市 大25kW 8.9m／0.45m3/s 

百村第一・第二発電所 栃木県黒磯市百村地先 第一: 大30kW 

／常時25kW 

第一：2.0m 

／ 大2.40m3/s 

第二: 大90kW 

／常時75kW 

第二：2.0m 

／ 大2.40m3/s 

常西用水落差工水力発電 富山市西番 大5kW 1.5～2.0m 

／0.3～0.5m3/s 

波田堰 長野県東築摩郡波田町 0.7kW 0.5m／ 大0.700m3/s 

石徹白マイクロ水力発電 岐阜県郡上市白鳥町石

徹白 

1kW   

伝兵衛井貝沼発電所 長野県伊那市富県貝沼 大1kW 1m／ 0.13m3/s 

米子水車 長野県須坂市米子 150W 0.9m ／ 0.1m3/s 

コヲミ平マイクロ水力発

電所 

長野県大町市平コヲミ

平釣り堀センター 

700W 3m  

／ 0.08m3/s 

河川水 

利用 

オーレン小屋発電所 長野県茅野市豊平東八

ヶ岳夏沢峠 

大9.15kW  

／常時4～9kW  

23m／ 大0.058m3/s 

遠山郷小水力発電所 長野県飯田市（旧南信

濃村） 

大2.5kW 12m／ 大0.033m3/s 

合資会社嵐山保勝会 

水力発電所 

京都府京都市右京区桂

川左岸 

大5.5kW  

／常時約4.3kW 

1.74m／ 大0.55m3/s 

桐生市利平茶屋水力発電

所 

群馬県桐生市黒保根町

利平茶屋森林公園内 

大22kW 

 ／常時5～22kW 

6.7m／ 大0.0456m3/s

都留市家中川市民発電所 山梨県都留市上谷都留

市役所敷地内 

大 20kW 

 ／常時8.8kW 

2.0m／ 大2.0m3/s 

まるへい水力発電所 群馬県甘楽郡下仁田町

大字下仁田 

大 24kW 6.58m／ 大0.557m3/s

(社)日本山岳会山岳研究

所 水力発電 

長野県松本市上高地 大 1kW 52m／ 大0.005m3/s 

上水道 寺内配水場発電所 大阪府豊中市 大129kW 35m／ 大0.48m3/s 

港北発電所 神奈川県横浜市 大300kW 29.8m／ 大1.35m3/s 

下水道 東京都下水道局森ヶ崎再

生センター 

東京都江東区 大93kW 

ほか2基 

4.2m／ 大2.88m3/s 

砂防ダム 浅刈ダム発電所 長野県大岡町 大6.7kW 13.7m/ 大0.08 m3/s 

湧水利用 長坂町三分一湧水公園 山梨県長坂町三分一湧

水公園 

大1.0kW 7.0m／ 大0.03m3/s 

小谷村大平地区水力発電

所 

長野県小谷村 大0.15kW 

 ／常時0.15kW 

15.8m／ 大0.002m3/s

高森湧水トンネル公園 熊本県高森町 22W 落差なし 
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小水力発電に利用される水車の選定には、流量と落差の関係から下図のような選定表が利用される。

従来は、低流量・低落差（選定表の左下部分）は、出力が小さくあまり注目されてこなかったが、近

年は研究機関やメーカー等により開発が進んでいる。現在市販されている低流量・低落差タイプの水

車発電機の一例を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2-15 水車の選定図 

出典：マイクロ水力発電導入ガイドブック（NEDO） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2-16 低流量・低落差タイプの水車発電機の一例 

 

出力 
数kW以下 

①リッター 

⑤ﾊﾟﾜｰｱﾙｷﾒﾃﾞｽ 

②パワーパル※ 

④LH1000型※ 

水車・発電機一体型 

低落差高流量型 

⑥ｽﾓｰﾙﾊｲﾄﾞﾛｽﾄﾘｰﾑ 

⑤ﾍﾟﾙﾄﾝ型ﾋﾟｺ水力発電機※ 

高落差少流量型 

流水利用型 

③ｵｰﾌﾟﾝｸﾛｽﾌﾛｰ水車 

※海外製品 
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③常時利用における主な課題 

 

水力発電における主な課題と解決策のイメージを下表に示す。 

 

表1.2-30 水力発電における主な課題と解決策のイメージ 

課題 対応策の例 

水利権 

 

発電用水利権の取得のための手続きが煩雑 

特に慣行水利権で取水している農業用水で発電を行

う場合は許可水利権への切り替えが必要であり、関係

者の理解を得ることも困難になると思われる。 

手続きの簡素化 

河川の場合、河川維持流量を確保するために、使用可

能水量が制限される。 

環境に配慮した範囲で利用（特区申請） 

非かんがい期の水利権がない農業用水では、採算性が

確保できない 

河川流況に影響のない範囲で発電用水利権

を取得 

系統連系 売電事業を行う場合、原則的に低圧との系統連系がで

きない 

電力会社との根強い協議を行う（技術的に

は可能） 

系統連系機器が高価であり、年間発電量が少ないと採

算性が確保できない 

年間発電量が小さい場合は、売電以外の自

家消費を中心としたシステムとする。 

利用先 発電可能地点と利用先が離れている場合が多い。 発電した電力は電力会社に売電し、利用先

では電力会社から買電する。 

売  電 売電単価が安い 全量買取制度の導入 

電力会社との交渉 

グリーン電力の活用 

初期投資 工事費が高い、事業主体に適した補助事業がない 低コストタイプの水車発電機の開発 

都道府県独自の補助制度導入 

維持管理 発電機器類のメンテナンス費用が高い メンテナンスが容易な水車発電機の導入 

塵芥により発電が緊急停止する事例が多い。除塵機の

設置、維持管理コストが高い。 

安価な除塵機の開発 

作業員に地域住民を雇用 

ダム水路主任技術者、電気主任技術者（10kW以上）等

の資格者が必要 

作業員を地域の資格者に委託 

住民参加 住民の理解、参加が得られない 普及啓発、市町村による率先導入、市民共

同発電の導入等 
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７）蓄電池 

 

①概要 

 

バイオマスや小水力をはじめとする再生可能エネルギーは、出力が不安定であることや需要先の電

力消費量が変動することから、消費電力量に応じて発電量を制御するか余剰電力を熱に変換して破棄

する等の調整が必要となる。バイオマスや小水力による発電における発電電力量と消費電力量の調整

は、電力会社との系統連系により、余剰電力は売電し、不足電力は購入することで対応できる。しか

し、災害時に停電するとこのシステムは機能しなくなり、発電ができなくなる。 

そこで、この調整に蓄電池を利用することで余剰電力が出る場合は蓄電し、発電量が不足する場合

は蓄電池の電気を利用して補うことが可能となり、効率的な電気利用が可能となる。本検討で作成す

る各モデルにおいても、発電量と必要電力量のバランスの調整の利用や、災害時の非常用電源等とし

て蓄電池を利用することで、モデルがより有効に機能することが期待される。 

しかし、蓄電池は現時点では高価であり、採算性が確保できなくなる恐れがある。このため、蓄電

池の採用は、常時の採算性の他、災害時の電気の利用先の重要性・緊急性等から検討する必要がある

と考えられる。 

 

②実用化されている蓄電池 

蓄電池とは、電気を蓄え、運搬することを可能にしたものである。約150年前に鉛蓄電池が発明され

たのが始まりであり、その後自動車用蓄電池の開発が進み、近年はモバイル機器用の小型・軽量のニ

ッケル水素電池やリチウムイオン電池の実用化、ハイブリッド自動車や電気自動車の市販化等、その

種類や用途は大きく広がり、産業や暮らしにおける重要度が高まってきている。 

今後は、再生可能エネルギーの大量導入と電気の安定的な供給の両立を目指すスマートグリッドの

構築も期待されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2-17 蓄電池を中核とした次世代エネルギーマネジメントシステム 

出典：蓄電池システム産業のあり方について,平成22年5月,資源エネルギー庁 

 

現在、実用化されている鉛蓄電池、NaS電池、ニッケル水素電池、リチウムイオンの概要を次ページ

に示す。 
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表1.2-31 蓄電池の種類と概要(1/2) 

種類 鉛蓄電池 NaS電池 ニッケル水素電池 リチウムイオン電池 

模
式
図 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

特
徴 

・世界で初めて発明された蓄

電池で、150年の歴史と実績

を持つ。 

・常温で作動する蓄電池で、

主に自動車用、バックアッ

プ電源用、出力安定化用と

して利用されている。 

・主に負荷平準化、バックア

ップ電源、出力安定化用の

大容量蓄電池として利用さ

れている。 

・既に性能面・コスト面では

評価され、世界的に導入が

進みつつある。 

・主にハイブリッド自動車用

として利用され、出力安定

化用・電車用としても開発

中である。 

・近年、電子機器等の民生用

として大量生産されていた

ところではあるが、今後車

載用、電力貯蔵用としても

期待されている。 

特
徴
・
利
点 

・比較的安価である。 

・広い温度範囲でも動作する。 

・過充電に強く、出力が高い。 

・短時間率の放電も可能であ

る。 

・国内のリサイクル体制が確

立している。 

・理論エネルギー密度が高い。

・自己放電がなく、充放電エ

ネルギー効率も高い。 

・長寿命である。 

・利用ＳＯＣ範囲が広い。 

・構成材料は資源的に豊富で、

量産によるコスト削減が可

能である。 

・既に実証試験も済んでおり、

２０万ｋＷｈ級の大容量蓄

電池の生産が可能である。

・充放電反応時に電極上で金

属など物質の溶解や析出を

伴わないので、長寿命で、

過充電・過放電に強い。 

・急速充放電が可能である。

・理論エネルギー密度が高い。

・また、現状数百ｋＷｈ級ま

での電池が存在し、更なる

大容量蓄電池の量産に向け

て、大容量の量産技術につ

いての開発が進んでいる。

・エネルギー密度が高い。 

・充放電エネルギー効率が極

めて高く、自己放電が小さ

い。 

・充放電反応時に電極上で金

属など物質の溶解や析出を

伴わないので長寿命であ

る。 

・急速充放電が可能である。

・現状数百ｋＷｈ級までの電

池が存在するが、今後更な

る大容量蓄電池の量産に向

けて大容量の量産技術の開

発が進んでいる。 

・ＳＯＣ検知が比較的容易 

課
題 

・ＳＯＣ6が低い状態に置かれ

ると電極の劣化が進行し、

容量・出入力が低下する。 

・長寿命化のために運用充放

電範囲を狭めると容量あた

りのコストが上昇する。 

・ＳＯＣ検知が難しく積算電

力計を用いる必要がある。 

・充放電エネルギー効率が他

の電池に比べて低く、７

５％～８５％程度である。 

・現状、数千ｋＷｈ級までの

電池が存在するが、更なる

大容量蓄電池の量産に向け

ては、量産化技術の確立が

必要である。 

・６時間率程度での充放電を

前提とする電池であるが、

セルの配列によって短周期

（１～２時間率）対応も可

能。 

・電池の充放電時の発熱で運

転温度（約３００℃）を保

持している。そのため運転

間隔が長い場合の温度保持

の課題があるものの、負荷

平準化との連系等により運

転状態として温度維持の対

処が可能。 

・ＳＯＣ検知には積算電力計

を用いる必要がある。 

・自己放電が比較的大きい。

・ＳＯＣ検知には積算電力計

を用いる必要がある。 

・過度の過放電時には大きな

発熱を伴うため、電池の温

度管理が重要。 

・水素吸蔵合金が鉛よりも高

い。 

有機電解液を用いるため安全

対策が必要である。 

過放電・過充電に弱い。 

高いＳＯＣ・保存温度は、電

池の劣化を加速する。 

主
な
利
用
先

・フォークリフト 

・無停電電源装置(UPS 等) 

・病院や公共設備の非常用電

源等 

・風力発電・大規模太陽光発

電等との併用、需給調整、

周波数変動、負荷平準化対

策、バックアップ電源用 

・民生用 

・ハイブリッド自動車 

・鉄道車両等の移動体用 

・パソコン等民生用 

・電気自動車等の移動体 

・需要側定置用蓄電池など 
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表1.2-32 蓄電池の種類と概要(2/2) 

種類 鉛蓄電池 NaS電池 ニッケル水素電池 リチウムイオン電池

コスト 

・約5万円/kWh 

・2020年頃までに4～3

万円/kWhとなる見込

み 

・約4万円/kWh ・約40万円/kWh 

・2020年頃までに4万円

/kWhとなる見込み 

・約10～30万円/kWh 

・2020年頃までに4～3

万円/kWhとなる見込

み 

寿命 
4,500サイクル 

（約15年） 

4,500サイクル 

（約15年） 

6,000サイクル 

（約20年） 

3,500サイクル 

（約10年） 

エネルギー密度 約35Wh/kg 約110Whkg 約60Wh/kg 約120Wh/kg 

充放電効率 87% 90% 90% 95% 

出典：蓄電池システム産業のあり方について,平成22年5月,資源エネルギー庁 

 

 

③今後の蓄電池の開発の見込み 

今後、蓄電池に求められるスペックは、利用シーンによって様々である。また、蓄電池の利用方法

や利用される蓄電池の種類によって、研究開発段階のものもあれば、実用化段階のものもある。資源

エネルギー庁では、規模ごとに、「系統」、「産業」、「中規模グリッド」、「家庭」び4類型を想定してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

類型 概要 

系統 蓄電池が大規模太陽光発電（いわゆるメガソーラー）や風力発電等に伴って設置される場合

と、変電所等に設置される場合があり、主に系統安定化対策に資する 

産業 蓄電池は工場や商業施設、大規模集合住宅等に設置され、再生可能エネルギーの余剰電力対

策やピークシフト対策などに利用される 

中規模グリッド 蓄電池は学校、市街地、ビル、集合住宅等に設置される 

家庭 各家庭に小型蓄電池が設置されるほか、電気自動車やハイブリッド自動車等の蓄電池も利用

される可能性がある。 

 

図1.2-18 電力貯蔵用蓄電池の利用シーン及び想定地域 

出典：蓄電池システム産業のあり方について,平成22年5月,資源エネルギー庁 



いずれの類型においても、研究開

化、リユース・リサイクル等の課題

NEDOでは、以下のようなロードマ

大きな課題となっている。また、リ
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開発、標準化、原材料調達・資源確保、生産、販路拡

題解決が必要となっている。 

マップを作成している。各タイプとも、コスト削減や

リチウムイオン電池への移行を進めることが期待され

拡大、低コスト

や寿命の向上が

れている。 
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1.2.3 災害時におけるバイオマス等エネルギーの活用可能性 

 

（１）災害時におけるバイオマス等エネルギー利用方法 

 

災害時におけるエネルギー需要は、「表1.2-4 災害時に必要なエネルギー」に示したように、災害発

生からの経過時間や電気やガス等のエネルギーに係るライフラインの復旧状況等により様々であるため、

バイオマス等エネルギーの利用方法もそれぞれの段階に応じて検討する必要がある。 

そこで、災害発生後の状況を主にエネルギーに係るライフラインの復旧状況から災害直後、応急段階、

復旧段階の３段階に区分し、各段階におけるバイオマス等エネルギーの利用方法を下表のように整理し

た。 

 

表1.2-33 バイオマス等エネルギーの利用方法 

段階 ライフライン

の状況 

エネルギー需要 バイオマス等エネルギーの利用方法 

災害直後 

 

電気、ガスと

もに停止 

避難時、停電時の誘導灯 

→ 夜間の安全確保に誘導灯が必要

である。 

自立運転可能な発電システムからの誘

導等への電気供給。 

緊急用車両 

→ 負傷者の救出や搬送、被害状況確

認、支援物資の運搬等のための緊

急車両が必要である。 

東日本大震災のように燃料確保

が困難となる恐れもある 

緊急用車両にバイオディーゼル燃料車

や電気自動車を利用。 

重要施設（病院等）や避難所等への 低

限の電気・熱供給 

→ 治療器具等への電源・熱源の確保

が必要である。 

  非常用電源は、数時間分の容量し

か確保されていない場合もある 

バイオマス等による自立運転可能な発

電システムからの優先度の高い施設へ

の電気・熱供給 

応急段階 

 

電気は復旧し

たものの、ガ

スの復旧が遅

れている 

避難所や家庭等における電気・熱の安定

的な確保 

→ エネルギーの復旧の遅れや不足が

予想されることから、冷暖房、給

湯、炊事、入浴等のエネルギーが

必要である。 

避難所となる公共施設や家庭等にバイ

オマス等を利用した電気・熱供給シス

テムを導入しておくことで、避難所と

して利用する場合にも電気・熱を供給

個人の電気利用 

→ 避難所生活等の環境向上のため

に、個人が自由に利用できる電気

の確保が必要である。 

電気自動車から電力を確保。そのため

の充電場所を整備 

復旧段階 電気・ガスと

もに復旧 

 

電力会社の供給能力が不足 

→ 東日本大震災後、電力会社の供給

能力が低下しており、電源確保が

必要となっている 

バイオマス等による発電電力の系統へ

の供給や自家利用による節電 
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（２）バイオマス等利用施設が災害時に機能するための課題と解決策 

 

１）概要 

 

バイオマスや小水力等のエネルギー供給施設が災害時においても機能するためには様々な課題がある。

ここでは、その課題とその解決策の案を整理した。 

 

 

表1.2-34 バイオマス等利用施設を災害時に利用するための課題と解決策 

災害時に利用するための課題 
課題解決のための条件 

内的条件 外的条件 

①施設の被害を 小限に抑制 

災害時に自立運転が必 

要な場合は、発電を止

めないこと 

◇施設の耐震化 

◇津波や液状化、土砂災害の影

響を受けにくい場所に建設 

 

②早期復旧 ◇体制整備 

・災害時の連絡・行動体制整備

・点検・復旧マニュアルの整備

・代替部品等の保管 

・災害訓練の実施等 

◇メーカーや電気関係事業者

との連携 

③自立運転 

 

◇停電時にも自立運転可能な

発電機の採用 

◇外部電源の確保 

◇停電からの復旧 

④バイオマス資源等の確保 ◇数日分のバイオマス原料の

ストックの確保 

◇集積基地の整備 

◇優先度の低い利用先からの

調達 

◇バイオマス資源の供給産業

の復旧 

◇他地区からの供給、がれきや

流木の活用 

⑤エネルギー供給施設と需要

施設の近接化 

◇避難所となる施設等と一体

的に整備 

 

内的条件：施設が考慮すべき内的条件 

外的条件：地域の関係者等の協力が必要な条件 
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２）施設の被害を 小限に抑制 

 

バイオマスや小水力等のエネルギー供給施設が災害時においても機能するためには、災害時に施設

が損傷を受けないことが必要である。 

このため、施設の耐震化や液状化・津波・土砂災害の影響を受けにくい場所に整備する等の対策が

必要となる。 

 

 

３）早期復旧 

 

災害が発生した際には、災害の規模や施設によっては、必要な点検や修理を行い、早期にエネルギ

ー供給を再開できることが必要である。 

そのために、施設管理者には、災害時の連絡・行動体制の整備、点検・復旧マニュアルの整備、代

替部品の保管、災害訓練の実施等が必要と考えられる。 

また、施設管理者では対応できない故障等に対応するため、プラントの製造メーカーや地域の電気

関係の事業者等と災害時に協力してもらえる体制を整備しておくことも重要と考えられる。 

 

 

４）自立運転 

 

バイオマスや小水力等のエネルギー供給施設では、施設の稼働のために外部電源を必要とする場合

があり、このような施設を停電期間中に稼働させるためには、非常用電源や蓄電池等が必要となる。 

また、エネルギー利用のうち発電の場合には、必要電力の過不足を電力会社との系統連系すること

で調整する場合があるが、停電中はこの調整ができなくなるため、外部電源の課題が解決されていて

もエネルギー供給はできない。このため、蓄電池やダミーロード等の調整機器が必要となるが、費用

面の課題がある。 

 

電気や熱の利用先が病院のような災害発生直後でも利用する必要がある重要施設の場合は、蓄電池

等を設けて自立運転が可能なシステムとする必要がある。 

一方、前述のように、阪神大震災や東日本大震災規模の災害であっても停電からの復旧に要する時

間は比較的短い。このため、避難所への電気供給等のように、停電から回復した後に活用するという

考え方もできる。 

バイオマスや小水力による発電システムを災害時に活用するためには、エネルギーの利用目的や緊

急度、設置コスト等を踏まえた施設計画が必要と考えられる。 

 

①災害発生直後に機能している必要がある施設への電気供給（自立運転システム） 

  （病院等の重要施設、街路灯等の小規模な施設） 

②停電からの復旧後に本格的に稼働する施設への電気供給 

  （避難所となる公共施設等） 

※停電からの復旧が遅れることが予想される場合には、ディーゼル発電機等の非常用発電機の確保等についても検

討しておくことも重要と考えられる。 
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参考：電気の利用形態と需給バランス、外部電源 

 

①発電電力の利用形態 

バイオマスや小水力により発電した電気の利用形態は、電力会社の系統との関係により下表のよう

に分類される。 

 

表1.2-35 発電電力の利用形態 

利用

形態 

単独運転 

（系統連系なし） 

系統連系 

（逆潮流なし） 

系統連系（逆潮流あり） 

余剰電力売電型 売電型 

用途 

発生電力で負荷

の電力を賄う方

法 

負荷の電力を電力

会社の電力と水車

発電機で得た電力

で賄う方法 

発生電力で負荷

の電力を賄い、余

剰電力を電力会

社へ売電する方

法 

発生電力を全て売電する方法 

※発電所と需要施設が離れて

いる場合は、一旦売電し、需

要地近傍で買電する。 

図 

 

 

 

 

 

 

 

   

資料：「管路内設置型水車発電設備導入マニュアル（(財)水道技術研究センター）を加工・追記 

 

②発電電力と消費電力のバランス 

電力は、発生と消費が常に同じ量でなければ周波数、電圧を安定させることができず、ひどい場合

には停電したり、発電機が停止してしまう。このため、発生電力と消費電力のバランスを確保するた

めに、下表のような対策が必要となる。 

 

表1.2-36 発生電力と消費電力のバランス 

項目 発電量＝消費量 発電量＜消費量 発電量＞消費量 

イメージ図    

単独運転 
 

・電力が不足※1 

・蓄電池があれば補給 
・ダミーロードによる放熱

・出力の調整※2 

・蓄電池への充電 
系統連系 

（逆潮流なし） 
 

・電力会社からの買電 
系統連系 

（逆潮流あり） 
 ・電力会社に売電 

※1 大必要電力を上回る出力の発電機を設置することが基本となる。 

※2 機器によっては制御できない場合もある。小水力発電の場合は流量制御が可能な水車を選定することが必要。また、昼

間と夜間の差分の調整等として、発電機の運転台数を制御することも考えられる。 

発
電
所 

電力会社の配電線

需
要
施
設 

自家用配電線

発
電
所 

電力会社の配電線

需
要
施
設 

発
電
所 

自家用配電線

電力会社の配電線

逆潮流 

（売電）

発
電
所 

電力会社の配電線

逆潮流 

（売電）

需
要
施
設 

発
電
所 

電力会社の配電線

需
要
施
設 

自家用配電線

0
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発電量 

消費量 発電量   消費量 
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 ◇系統連系（逆潮流あり） 

発電量が不足すれば購入し、余剰電力が発生すれば売電して収入を得ることができるため、電力

の買い取り価格や原料の購入価格等から 適な発電規模を決定することになる。 

 

◇系統連系（逆潮流なし） 

余剰電力を売電できないことから、下図のように、常に必要とする電力分をバイオマスや小水力に

よる発電電力で賄い、変動部分を購入することが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2-19 系統連系（逆潮流なし）の場合の電気供給イメージ 

 

◇単独運転 

電力会社の系統を利用した電力の過不足調整ができないため、蓄電池やダミーロードにより調整す

ることとなる。しかし、発電規模・蓄電量が大きくなるとコスト高につながる。また、ダミーロード

により調整する電力量が多くなると、1kWhあたりのコスト（初期投資や維持管理費）が高くなり、採

算性が悪くなる。 

単独運転は、街路灯等の小規模な利用の場合を除き、現実的ではないと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  蓄電池による調整             ダミーロードによる調整 

図1.2-20 単独系統の場合の余剰電力の調整イメージ 

 

③外部電源 

木質バイオマス発電やメタン発酵施設の稼働には外部電源が必要であり、電力会社の電気供給を受

けて稼働する事例が多い。小水力発電の場合は、同期発電機を利用することで外部電源が不要となる。

このような外部電源が必要な施設を停電時に利用するためには、非常用電源が必要となる。 
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発
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インバータ 
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消費量 

基底部分（常に利用する電力）をバイオマス等により供給 

変動部分を電力会社からの購入 

時間→ 
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参考：特定電気事業者 

商用電源に依存しない大規模な自立運転による発電事業は「特定電気事業」と呼ばれているが、

現在のところ、下表の5事業者しか存在していない。 

 

表1.2-37 国内の特定電気事業者一覧 

特定電気事業者名 出力 発電方法 電気の供給先 

諏訪エネルギーサービス 3,122kW  火力 
老人保護施設「かりんの里」と諏訪赤 字病院

に電力と熱を供給 

東日本旅客鉄道 198,000 kW 火力 
自営の川崎発電所の出力の一部を共同管理の

駅ビルに供給 

六本木エネルギーサービス 36,500 kW 火力 
六本木六丁目の再開発地 （六本木ヒルズ）に

電力と熱を供給。ただし、テレビ朝日には熱の

みを供給 

住友共同電力 1,000 kW  小水力 
別子銅山の２つの小水力発電を活用し、新居浜

市別子山地区に電気を供給 

JFEスチール 15,000 kW 火力 
JFEスチール東日本製鉄所の跡地再開発で、コ

ークス炉の廃熱蒸気タービン2基による電力供

給を行っている。 

 ※特定電気事業者：限定された区域に対し、自営の発電設備や電線路を用いて、電力供給を行う事業者 

    ※上表は、資源エネルギー庁：電力調査統計（2011年6月22日公表）に実績が計上されている事業者である 

 

【諏訪エネルギーサービス（長野県諏訪市、特定電気事業者）】 

諏訪市の「健康文化と快適なくらしのまち創造プラン事業」の一環として整備された医療福祉施

設（諏訪赤十字病院、老人保健施設かりんの里）に、液化石油ガス（LPGガス）を燃料として発電

し、その排熱を冷暖房用に利用するコージェネレーションシステムである。 

バイオマス、小水力とは異なるが、特定地域に電気を供給する特定電気事業の認可第1号として

諏訪ガスや鹿島建設など10社で設立した事業会社である。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：鹿島建設ホームページ 

http://www.kajima.co.jp/news/digest/june_2001/tokushu/toku02.htm 
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 参考：単独運転と発電機 

 

交流発電機には、同期発電機と誘導発電機が存在する。近年、構成が簡単であり安価でメンテナ

ンス性がよい誘導発電機が利用されるケースが多くなっているが、単独運転の場合は、外部電源が

不要な同期発電機とする必要がある。ただし、単独運転において複数の同期発電機を並列利用する

ことは困難である。 

※なお、誘導発電機の場合は、起動時の電力が確保されれば、その後は自ら発電した電気を利用し励磁電力

を確保するため外部電源は不要であるが、メーカーによっては常時外部電力を要する場合がある。 

 

表1.2-38 同期発電機と誘導発電機 

項目 同期発電機 誘導発電機 

回転子の構造 界磁巻線や交流励磁機（またはスリップリ

ング）を持ち複雑な構造 

かご形回転子で簡単 

励磁装置 必要 不要 

保守 界磁巻線や励磁装置の保守点検を要する 構造が簡単で励磁装置もなく保守が容易

価格 誘導発電機よりは高価 安価であるが、低速機は割高 

効率 よい よいが、低速機は悪くなる 

容量 大容量機でも問題ない 大容量機は制作困難、数千kW以下が適当

並列時の同期合わせ 必要 不要 

並列時の突入電流 同期を合わせて並列に入れるので過度電

流は小さく電圧降下に問題はない 

強制並列なので大きな過度電流が流れ

る。系統の電圧降下を抑えるためにリア

クトルの必要な場合がある。 

無効電流 低格力率以内は負荷に合わせて供給可能 負荷に供給できないうえに励磁電流分を

系統から取り込む 

単独運転 常に可能 通常できない 

出典：中小水力発電ガイドブック（新訂５版）,新エネルギー財団 
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５）バイオマス資源の確保 

 

災害時にはバイオマス資源の供給（排出・収集・運搬等）もできなくなることが考えられる。この

ような場合、エネルギー供給施設に被害がなくとも原料がないために稼働できなくなる。 

バイオマス資源の供給体制が早期に復帰できるような取り組みが必要であるが、そのほかに、以下

のような対策が必要と考えられる。 

 

①数日分のバイオマス原料のストックの確保 

 ・ストックヤードの建設や維持管理コストが増加し採算性が確保できなくなる可能性がある 

・廃棄物系バイオマスの場合は臭気対策等が必要 

・木質バイオマスの場合は、集積基地等を整備しストックしておくことも考えられる。 

・対象バイオマスを他の用途に利用している場合、その利用先からの調達 

②他地区からの資源の確保 

③がれきや流木等の活用 

 

 

６）エネルギー供給施設と需要施設の近接化 

 

バイオマスや小水力によるエネルギー供給施設とエネルギーの需要施設の距離が離れていると、配

電線や熱供給配管の延長が長くなり、その建設費、維持管理費が増加するとともに、災害時に被災す

る可能性も高くなる。 

このため、エネルギー供給施設と需要施設はなるべく近傍に設けることが必要と考えられる。その

結果、集落の中心等にこれらの施設が整備されることも考えられる。その際には、以下のような課題

への対応が必要となる。 

・メタン発酵施設のように臭気対策が必要な場合は、臭気対策や住民の理解を得ること等が必要と

なる 

・木質バイオマスや家畜排せつ物の利用施設のようにバイオマス資源を運搬する場合、エネルギー

供給施設までの輸送距離が長くなることから、採算性が確保できる距離に施設を整備する必要が

ある。 
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参考：がれきの活用について 

 

東日本大震災では青森県から千葉県にかけての沿岸部で津波の被害が発生し、特に福島県から岩手

県の沿岸部の市町村では壊滅的な被害を受けている。この津波被害を受けたがれきの処理が現在大き

な課題となっている。 

津波により塩分を含んだ木材はボイラー等の燃料として利用すると、塩分により炉が腐食する恐れ

があるため、除塩作業が必要になる。また、ペレットのような高品質のバイオマスへの利用も困難で

ある。 

ここでは、がれきを木質バイオマスとして利用するために検討されている除塩に向けた取り組みに

ついて紹介する。 

 

 

①木材回収に関わる技術検討会 

 

日本プロジェクト産業協議会森林再生事業化研究会は、「木材回収に関わる技術検討会」を平成23年4

月22日と5月19日に開催し、有識者、事業者、行政等が参加し、がれきの処理についての検討を行って

いる。 

 

・ヤードで廃材を雨ざらしにし、約100mmの降雨を受けると塩分濃度が大幅に低下すると考えられ

る。RPF原料や木質ボードとしては利用できるのではないか。 

・チップ化すると腐食が早くなることや発火の恐れがあることから数カ月で使わなければならな

い。利用先が決まらないうちにチップ化することは好ましくない。すでにチップ化された廃材を

事業者に見てもらったが、受けれ入れられないとの見解であった。 

・全国で廃材の受け入れを表明している事業者がいる。輸送の際には破砕しないこと。 

・現在、仮置きのヤードが大幅に不足している。 
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②さんさんコンソからの提言 

 

「さんさんコンソ」は、中国地方5県の大学や高専23校が参加しており、人口流出が著しい中国地方に

おいて地域活性化に向けた六次産業化の取り組みを進める組織である。この提言の中で、短期的な視

点としてがれきの活用を提言している。以下にさんさんコンソの渡邊教授（岡山大学）からの聞き取

り結果を示す。 

①短期的視点：がれき木材の活用 

・家屋由来の木材のうち、良質なものを石炭火力発電所でのバイオマス利用や仮設住宅用のパーティクルボ

ードの原料に利用する。 

・分別作業は、被災者が行うことで緊急の雇用を確保する。 

・現在、中国電力の三隅火力発電所（山口県）が、がれきを購入する意向を示している。（塩分が除去され焼

却炉に障害がないことが確認されたものに限る。）また、東北電力でも受け入れる意向はあるものの、当面

は電力確保を優先させるため木質バイオマスの受け入れは考えていない。 

②中期的視点：農地や沿岸部の復旧 

・津波の被害を受けた農地や沿岸部を国が一時的に借り入れ、農家や漁師を雇用して修復作業を行い、修復

が完了した時点で地権者に返却し、早期の農業漁業の復活を眼あざす。 

※農地：菜の花やイネ科植物の栽培による除塩作業と収穫物の燃料化 

※沿岸部：浮遊物の除去等 

③長期的視点：林業振興と森林系バイオマスを活用した電気・熱供給 

・現状では、木材は輸入品が利用され、ペレットを発電も輸入品を利用している事業者が存在する。 

・現在も国産木材の需要はあることから、不足している素材生産者（山で木を切って土場までおろしてくる

人）を育成すれば、林業振興と同時にバイオマスの確保も可能になると考えられる。 

・当面はがれきを発電に利用するが、将来的にはこのようにして得られるバイオマスを利用することで長期

的な林業振興とバイオマス利用が実現できるのではないか。 

・林業従事者の収入を確保するために、戦前に整備された各地の小水力発電所を復活させ、その維持管理作

業も委託することが考えられる。 
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③除塩技術の開発 

 

静岡大工学部の佐古猛教授や県工業技術研究所などのグループは２６日、津波被 害で塩分を多く含

んだ木くずなどを、高温高圧の亜臨界水で分解し粉末燃料に変える技術を開発したと発表した。東日

本大震災の被災地では、海水に漬かったが れきや生活ごみの大量処分の必要に迫られていることか

ら、佐古教授は「被災地で活用してもらえれば」と提案する。 

東日本大震災の発生を受け、同教授らは2008年度から開発に取り組んできた、廃プラスチックや生

ごみから粉末燃料をつくる技術を改良。塩分濃度の高い木くずや生活ごみも燃料化できるようにした。

亜臨界水（180 200度、10 16気圧）の中に海水にぬれた木くずや生活ごみとともに、塩分の無いお

がくずなどの有機廃棄物を加えて希釈。密閉状態の装置で水熱処理すると、ボイラーなどに利用でき

る塩分濃度の低い燃料を生成できるという。 

現段階の装置では一度に処理できる木くずやごみは700キロで、石炭並みの発熱量を持つ燃料が約

350キロ生成できる。今後は大型化を視野に入れる。 

開発グループは「現地が受け入れてくれるのであれば、すぐにでも装置を持っていきたい」とし、

被災地の自治体の意向を打診している。 

静岡新聞（5/27）より

 

 

 


