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経済産業省 資源エネルギー庁

新エネルギー課

バイオマス発電についての最近の動向等



２０３０年に向けた対応
~エネルギーミックスの確実な実現~

〇再生可能エネルギー
・主力電源化への布石
・低コスト化,系統制約の克服,
火力調整力の確保

〇原子力
・依存度を可能な限り低減
・不断の安全性向上と再稼働

〇化石燃料
・化石燃料等の自主開発の促進
・高効率な火力発電の有効活用
・災害リスク等への対応強化

〇省エネ
・徹底的な省エネの継続
・省エネ法と支援策の一体実施

〇水素/蓄電/分散型ｴﾈﾙｷﾞｰの推進

エネルギー基本計画（平成３０年７月閣議決定）

（２）地域との共生を図りつつ緩やかに自立化に向
かう地熱・水力・バイオマスの主力電源化に向けた
取組

バイオマス発電は、燃料費が大半を占める発電コ
ストの低減や燃料の安定調達と持続可能性の確保
などといった課題が存在する。こうした課題を克服し、
地域での農林業等と合わせた多面的な推進を目指
していくことが期待される。

このため、大きな可能性を有する未利用材の安定
的・効率的な供給による木質バイオマス発電及び
熱利用等について、循環型経済の実現にも資する
森林資源の有効活用・林業の活性化のための森
林・林業施策や農山漁村再生可能エネルギー

法等を通じて積極的に推進し、農林漁業の健全な
発展と調和のとれた再生可能エネルギーの導入を
推し進めていく。さらに、家畜排せつ物、下水汚泥、
食品廃棄物などのバイオマスの利用や、耕作放棄
地等を活用した燃料作物バイオマスの導入を進め
る。

大規模なバイオマス発電を中心に、競争を通じて
コスト低減が見込まれるものについては、安定的か
つ持続可能な燃料調達を前提に、ＦＩＴ制度に基づく
入札制を通じて、コスト効率的な導入を促す。

再エネ比率２２～２４％
(２０１７年度１６．１％）
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○ 本制度は、電力会社に対し、再生可能エネルギー発電事業者から、政府が定めた買取価格・買取期間によ
る電気の供給契約の申込みがあった場合には、応ずるよう義務づけるもの。

○ 政府による買取価格・買取期間の決定方法、買取義務の対象となる設備の認定、買取費用に関する賦課金
の徴収・調整、電力会社による契約・接続拒否事由などを、併せて規定。

電力会社

費用負担調整機関
（賦課金の回収・分配を行う機関）

国が定める期間、
固定価格で電気を買取り

再生可能エネルギー
による電気を売電 電気を供給

電気料金と合わせて賦
課金（サーチャージ）を
回収

回収した
賦課金を納付

買取費用
の交付

・計画を認定
（安定的かつ効率的に発電可能かどうか
等を国が確認。要件を満たさなくなった場
合には認定取消し。）

調達価格等算定委員会

電気をご利用の
皆様

自宅で発電される方

国

 

再生可能エネルギーに
よる発電を事業として実
施される方

経済産業大臣

買取価格・買取期間について意見

調達価格等算定委員会の意見を尊重し
て買取価格・買取期間を設定（毎年度）

kWh当たりの賦課金単
価の決定（毎年度）

http://www.meti.go.jp/committee/gizi_0000015.html

FIT（固定価格買取制度）の基本的な仕組み
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・バイオマス液体燃料の第三者認証については、より実効的に燃料の持続可能性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。

• 既認定案件
＝設備発注期限 ２年
（ただし、環境アセスメント等の合理的な期
間を除く。）

• 新規認定案件
＝運転開始期限 ４年
（環境アセスメント等がある場合も含む）

木質バイオマス
農産物の収穫に伴って
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

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
者認証を求める

● 一般木材等バイオマス（固体：国内外の木質チップ・木質ペレット、輸入のPKS等）

・対 象：1万以上（バイオマス比率考慮前）

・入札量：18万kW

● バイオマス液体燃料（液体：パーム油に限定。パーム油以外を対象にするかは調達価格等算定委員会において議論し決定。）

・対 象：全規模

・入札量：2万ｋW

１．急増する一般木材等バイオマスの取扱（2018年度から入札制に移行）

２．燃料の安定調達の確保に関する今後の対応 ３．未稼働案件の防止に関する今後の対応

・木質バイオマスの輸入材、農作物の収穫に伴って生じるバイオマ
スについて、安定調達（量）や持続可能性（合法性）を確認。

・既認定案件においても、施行日より１年間の経過措置（猶予）期
間を経て適用。

2017年度調達価格等算定委員会において取り纏められたバイオマスに関する意見（まとめ）
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• 主産物について、一般木材及びパーム油と同様に、量的な安定供給及び持続可能性の確認を行う。

• ＰＫＳ及びパームトランクを含む副産物について、今後、既認定案件も含めて持続可能性を確認する。

• 具体的な持続可能性の確認方法については、食糧との競合の観点も含めて、新たに検討の場を設け、専門的・技術的
に検討する。

• 更に、上記検討の結果、燃料費等のコストが現時点の水準から大きく変化する可能性が考えられることから、現行の
区分で買取りを行うかどうかといった点も含めて調達価格等算定委員会で改めて取り扱いを検討する。

• 主産物・副産物をメタン化させる発電については、具体的なコストデータが得られるまでの当面の間、FIT制度の新
規認定を行わない。

2018年度調達価格等算定委員会において取り纏められたバイオマスに関する意見（まとめ）

２．新規燃料の取扱いについて

● 一般木材等バイオマス等の固体燃料（対 象：1万kW以上（バイオマス比率考慮前））

● バイオマス液体燃料（対 象：全規模）

・入札量：両区分を合わせて合計120MW

１．バイオマスの入札量について（2018年度から入札制に移行）

⚫石炭混焼案件(石炭比率が０％より大きい案
件)について、下記の通り取り扱うこととする。

４．石炭混焼案件の取り扱いについて

石炭と混焼するバイオマス区分

一般木材等・未利用
材・建築資材廃棄物

一般廃棄物

新規認定
案件

2019年度から
ＦＩＴ対象外

2021年度から
ＦＩＴ対象外

既認定
案件

容量市場の適用を受ける場合、
ＦＩＴ制度の対象から外すこととする

３．バイオマス液体燃料事業者に対する持続可能性の経過措置

運転開始時期

～2018.12.19 2018.12.20～

新
規
認
定
時
期

2018.
3.31
以前

《経過措置1》
2021.4.1より持続可能性を事後的に確認

◆条件（以下を全て満たすこと）
・2018.2.7までに発電設備の発注
・2018.2.7までに燃料安定調達契約書等の締結
・事業者の自主的取組(情報開示を含む)
※満たさない場合、2019.4.1より事後的に確認

《経過措置2》
2021.4.1より持続可能性を事後的に

確認
◆条件
・運転開始しないこと
・事業者の自主的取組
(情報開示を含む)
※満たさない場合、2019.4.1より
事後的に確認

2018.
4.1～

2018.4.1より持続可能性を新規認定時に確認（経過措置はなし）
【昨年度の委員会で決定したとおり】 5



電源 区分

1kWh当たり調達価格

調達期間
2018年度（参考） 2019年度（参考） 2020年度（参考） 2021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
バイオガス発電

39円＋税 39円＋税 20年間

（参考）2019年度以降の調達価格及び調達期間についての委員長案

６

電源 区分
1kWh当たり調達価格

調達期間
2018年度（参考） 2019年度 2020年度 2021年度

バイオマス
（※）

一般木材等
10,000kW未満

24円＋税 24円＋税 － 20年間

（※）新規燃料については、副産物も含めて、持続可能性に関する専門的・技術的な検討において持続可能性の確認方法が決定されたもののみをFIT制度の対象
とし、この専門的・技術的な検討の結果を踏まえ、現行の区分で買取りを行うかどうかといった点も含めて、本委員会で取扱いを検討する。

主産物・副産物を原料とするメタン発酵バイオガス発電については、具体的な事業計画に基づく詳細なコストデータが得られるまでの当面の間、FIT制度
の新規認定を行わない。

一般木材等（10,000kW以上）、バイオマス液体燃料（全規模）は入札により調達価格を決定し、調達期間は20年間とする。

石炭混焼案件について、一般木材等・未利用材・建設資材廃棄物との混焼を行うものは、2019年度よりFIT制度の新規認定対象とならないことを明確化
し、2018年度以前に既に認定を受けた案件が容量市場の適用を受ける場合はFIT制度の対象から外す。一般廃棄物その他バイオマスとの混焼を行うもの
は、2021年度よりFIT制度の新規認定対象から除き、2020年度以前に認定を受けた案件が容量市場の適用を受ける場合はFIT制度の対象から外す。



再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会
中間整理（第２次）＜2019年1月＞

「地域との共生を図りつつ緩やかに自立化に向かう電源（小規模バイオマ
ス発電等）は、FIT制度からの自立を図る道筋を描くことが課題である。地

域でエネルギー供給構造に参加する事業者がプレーヤーとなりながら、
地域の再生可能エネルギーと熱供給、コジェネなど他の分散型エネル
ギーリソースを組み合わせたエネルギーシステムを経済的に構築し、普
及拡大を目指すことが重要である。諸外国では、例えばドイツにおいては
シュタットベルケ（公営企業）が地域で再生可能エネルギーも含めてエネ
ルギー供給するモデルが実現している。このような事例を踏まえつつ国
内事業モデルを検証し、先導的事例の整理等自立的に普及する支援策
を検討すべきである。」

今後の方向性

【FIT法の抜本見直しは、2020年度末までに行うこととされている】

７



バイオマス比率をめぐる現状・課題と対応の方向性

⚫ FIT認定を受けたバイオマス発電設備については、毎月の総売電量のうち、その月における各区分
のバイオマス燃料の投入比率（バイオマス比率）を乗じた分が、FITによる売電量となっている。

⚫ 現状、各区分のバイオマス比率については、FIT入札の落札案件を除き、FIT認定取得後の変更
（増減）に制度上の制約は設けられていない（届出によって変更が可能）。

＜課題１＞

◼ 例えば、「一般木材等バイオマス30％：石炭70%」
で認定を受けていた事業が、事後的に「バイオマス専
焼（100%）」に変更するといった事例が発生。

◼ 再生可能エネルギーの最大限の導入の観点からは
望ましいが、一方で、バイオマス燃料の価格低減等に
よって燃料調達に余力が生じ、バイオマス比率を増加
させるといった場合には、認定当初には想定されなかっ
た国民負担が事後的に生じることとなる。

＜課題２＞

◼ バイオマス発電事業のFIT認定に際しては、

• 燃料の安定調達が可能な計画になっているか

• 燃料の持続可能性が確保された計画となっているか

• 同じ種類のバイオマスを利用する既存の事業者の
調達に著しい影響を及ぼすおそれがないか

等を審査しているが、事後的にバイオマス比率を自由
に変動させることは、バイオマスに関連する産業全体
の安定性を求める制度の趣旨に反する。

⚫ バイオマス比率を増加させること自体は再生可能エネルギーの最大限の導入に資する、といった点
に留意しつつ、FIT認定取得後のバイオマス比率の変更には一定の制約を設ける必要がある。
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バイオマスの内訳（バイオマス専焼等）※新規事業・既存事業とも同じ

⚫ 認定に係る区分ごとのバイオマス比率を年間で+20％以上（絶対値ベース※）増加させる場合、当該区分
について最新の調達価格に変更。 ※非バイオマスも含めた供給電力量全体に占める割合

⚫ 減少幅については、制約を設けない。

② 既存事業

⚫ 認定に係る全体のバイオマス比率を年間で増加させる場合、バイオマス全体について最新の調達価格に変更。

※または、特定契約を巻き直し、当該増加前の認定に係る全体のバイオマス比率を毎月のFIT買取上限として設定する
（価格変更なし）。

⚫ 認定に係る全体のバイオマス比率を年間で40％以上減少させる場合は、バイオマス全体について最新の調達
価格に変更。

※施行日前に特定契約を締結済みのもの

⚫ 認定に係る全体のバイオマス比率を、FITによる毎月の買取りの上限とする（上限を超えた分は、非FITの再
エネ電気として売電）。

⚫ 買取上限を引き上げる場合は、バイオマス全体について最新の調達価格に変更。

⚫ 認定に係る全体のバイオマス比率を年間で40％以上減少させる場合は、バイオマス全体について最新の調達
価格に変更。

バイオマスと非バイオマスの関係（石炭等との混焼）① 新規事業
※施行日以降に特定契約を締結するもの
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適用除外、施行期日等
（１）適用除外

⚫ ごみ処理施設（一般廃棄物処理施設・産業廃棄物処理施設）のうち焼却施設におけるバイオマス発電設備は、その特性
上、受け入れたごみを燃料として用いて発電を行うものであり、そこに含まれるバイオマス燃料の割合を計画的に把握し調達する
ことは本質的・構造的に困難であるため、今回の措置を適用しないこととする。

（２）施行期日

⚫ 今回の措置に係る省令・告示改正の施行期日は、2019年４月１日とする。

⚫ したがって、2019年４月１日時点の（=2019年３月31日までに変更等の手続を終えている）認定に係るバイオマス比率
を基準として、今回の措置を適用する。

⚫ 定期報告によるバイオマス比率の年間実績の確認については、定期報告の直前１年以内に行われた変更届出又は変更認定に
よるバイオマス比率の変更の性質を踏まえて行うものとする。

例１）定期報告の直近１年以内に行われた変更届出又は変更認定によるバイオマス比率の変更が、その後の燃料調達計画
の変更に先立って行われたものであった場合：当該定期報告の次に行われる定期報告から、バイオマス比率の実績を確認

例２）定期報告の直近１年以内に行われた変更届出又は変更認定によるバイオマス比率の変更が、過去の実態に合わせた
変更であった場合：当該定期報告により、バイオマス比率の実績を確認

運用上の特例（激甚災害に伴う被害木等の受入れ）

⚫ 激甚災害に伴い処理を依頼したことを自治体が証明した木材等（以下「被害木等」という。）をバイオマス発
電設備で受け入れる場合は、当該被害木等に係る比率を今回の措置のカウントから除くことを可能とする。

※カウントから除いた分も、区分に応じてFITの買取対象とする。

⚫ ただし、一のバイオマス発電設備における一の災害に係る上記の取扱いは、当該災害に伴う被害木等を用いて
当該バイオマス発電設備で発電を始めてから１年間に限る。
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