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Abstract: 

The purpose of this study is to examine the feasibility of scenarios using local unused biomass for Biomass 

Co-firing Power Generation. The target of the case study is the Maizuru Power Plant. The research methods are 

Life Cycle Assessment and calculation of the quantity of the residual forest biomass. As for the total CO2 

emission, the scenario using local unused biomass is superior to the BAU scenario. And the quantity of residual 

forest biomass meets the demand of Maizuru Power Plant. As a result, the superiority concerning the CO2 

emission and the feasibility of the scenario is proved. 
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1. 背景と目的 

温室効果ガスの削減を目的とし再生可能エネルギーの導入が進む中，各電力会社がバイオマス発電に

力を入れ始めている．その中で，製材工場等残材・建設発生木材（年間発生量約 750 万 t）は 90%以上

が製紙原料やエネルギーとして再利用されているが，間伐材・被害木を含む林地残材（年間発生量約 800

万 t）についてはほとんどが利用されていないのが現状である 1)．LCA(ライフサイクルアセスメント)

やエネルギーセキュリティの観点からも，国内の林地残材を活用した地産地消が望ましい． 

そこで本研究では，LC-CO2 評価により関西圏の森林における木質バイオマスの地産地消シナリオの

GHG 排出削減の評価を行い，林地残材を中心とした未利用木材等の賦存量の推定から供給安定性の評

価を行うことを目的とする． 

2. 研究手法 

２．１．ケーススタディの設定 

関西電力舞鶴発電所はバイオマス混焼発電として国内最大規模であり，年間当たり 60,000t のカナダ

からの輸入木質ペレットを混焼率 3%（石炭重量比）で混焼している 2)．関西圏で唯一の石炭火力発電

所である舞鶴発電所を対象発電所として設定する． 

２．２．LC-CO2評価 

各種統計資料や温室効果ガス削減効果に関する LCA ガイドライン 2)をもとに，LCA の対象範囲であ

るシステム境界を設定した．木質ペレット 1t 当たりの CO2排出量原単位等をもとに，積み上げ法 3)に

よりインベントリ分析を行い，設定したシステム境界の各プロセスでの CO2排出量を求めた． 

２．３ 木質バイオマス賦存量の推定 

 各府県・林野庁で整備されている国有・私有林の登録台帳である森林簿を用い，以下の式により林地

残材賦存量 B を求めた．また，主伐材及び間伐材についても同様に賦存量を求めた．なお，本研究では，

各齢級が一様に分布している，理想的な管理状態の森林を仮定した． 
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BR : 総林班の林地残材賦存量[t]  Bi : 樹種 i の林地残材賦存量[t] 

Sn,i : 林班 n における樹種 i の面積[ha] Yi : 樹種 i の伐採適齢[yr]    

Vi : 樹種 i の単位面積当たりのバイオマス発生量 3)[W-t/ha] α : 林地残材率 

3. 結果 

３．１ インベントリ分析の結果 

 シナリオごとの CO2排出量及びシナリオごとの差となる輸送プロセスの CO2排出量を Table 1 に示

す．伐採プロセスでは，BAU シナリオでは製剤廃材等，地産シナリオでは林地残材の利用を仮定した

ため，新たに伐採による CO2の発生は 0 とした．輸送プロセスでは，BAU シナリオはカナダからの船

舶による海上輸送，地産シナリオではトラックによる輸送を仮定した．その他のプロセスについては，

２つのシナリオ共に共通の原単位を使用して算出した．  

３．２ 木質バイオマス賦存量の推定結果 

(1),(2)式から求めた京都府の木質バイオマス賦存量を Table 1 に示す．  

4. 考察と今後の課題 

 Table 1 より，BAU シナリオに比べて林地残材シナリオの方が年間当たり約 11,000t，CO2排出量が

尐ないことがわかった．伐採，輸送以外は共通の原単位を使用したため，これは輸送方法，距離に由来

している．一方，林地残材賦存量に関しては，舞鶴発電所の需要量である 60,000t/yr に対して，針葉樹

の林地残材の賦存量が充足率 100%を大きく超えることが示せた，これらより，バイオ燃料導入にかか

わる持続可能性基準 4)における GHG 削減効果の地産シナリオの優位性，及び供給安定性の 2つの項目

を満たすことが示せた． 

今後の課題として，現状の齢級分布から理想的な管理状態への移行を考慮したモデルの構築，国内と

カナダの CO2排出原単位の違いに基づいた LC-CO2評価，輸送プロセスでの各林班への収集経路を考慮

した輸送プロセスのインベントリ分析があげられる． 
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Table 1 シナリオ別の CO2排出量，バイオマス賦存量と充足率 

 

※なお，充足率が 100 未満のシナリオについては，不足分を輸入ペレットにより賄うと仮定した. 


