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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。 

 



1 - 44 

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
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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
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設 

発
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所 

電力会社の配電線
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設 

自家用配電線
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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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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

 

 

 


