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短 報
特集「バイオマス発電所は燃料の未利用木材を安定的に確保できるのか？」

高知県における木質バイオマス発電の現状と課題＊

鈴木保志**・'. 有賀一広2 • 吉岡 拓如3 • 常 山 啓 介4・斎藤仁志5

白澤紘 明5 • 山崎 真6

高知県の木質バイオマス発電施設は，県中部 (T) と県西部 (G) の2カ所で 2015年から稼働している。いずれも 6MW級

で年間 7~9万而程度の木質燃料を必要とする。関連資料と関係団体への聞き取り等により，これら発電施設への燃料材供給

と稼働の安定を主な問題意識として，現状と課題の整理を行った。燃料の供給状況は，大手素材生産業者も多い県中部に立地

し県森連が主要株主である Tでは，県の素材増産施策に伴う C, D材の生産増加もあり，森林施業に伴い発生した未利用材の

みで一定量の確保が可能となっている。一方，拡大造林期が県中部より 10年ほど遅れヒノキが主体の県西部に位置する Gで

は，人工林からの燃料材供給は多くはなく，現状では製材端材などの一般材が主な供給源である。ただし地域には放置薪炭林

など広葉樹林が多く存在するため，輪伐期を設定した森林経営計画下での皆伐による広莱樹材供給など新しい試みが行われて

いる。

キーワード：高知県，供給，発電，木質バイオマス

Y asushi Suzuki,• • ・1 Kazuhiro Aruga, 2 Takuyuki Yoshioka, 3 Keisuke Toyama, 4 Masashi Saito, 5 Hiroaki Sirasawa, 5 Shin 

Yamasaki6 (2017) Current and Future Fuel Supply for Electric Power Generation Plants from Woody Biomass in Kochi Prefec-

ture, Japan. J Jpn For Soc 99: 272-277 There are two woody biomass electric power generation plants in Kochi Prefecture, one 

(T) in the central area and the other (G) in the western area. Both started operation in 2015 with output levels of 6 MW, each requiring 

70, 000 to 90, 000 m3 of biomass per year. Using existing documentation and interviews, we assessed their current and future biomass 

supply opportunities. With some difficulty, plant T has acquired a sufficient supply of biomass from logging residue, primarily due to its 

location in which mature plantation forests and logging contractors are abundant. In contrast, most woody fuel for plant G was from tim-

ber residue such as saw mill timber waste, due to the lack of matured plantation forests in the western part of the prefecture. However, 

the area has extensive un-utilized broad-leaved forests and a new trial has begun to supply fuel wood from them under forest management 

plans based on clear cutting regimes and appropriate rotation periods. 

Key words: electric power generation, Kochi Prefecture, supply, woody biomass 

I. はじめに

再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入を受けて

各地で木質バイオマス発電施設が新たに整備されており，

2015年 10月現在，主に未利用間伐材等を活用したものは

出力 2MW以上の施設 17カ所， 2MW未満の施設 3カ所

が同制度により売電を行っている（林野庁 2016)。送電出

力 5MWの発電施設の場合未利用材の燃料として年間

約 10万面の間伐材が使用される（林野庁 2016) といわ

れている。持続的な森林資源の利用と両立するように，燃

料材の安定供給をいかに実現するかという対策が，各地で

求められている。

高知県では 2015年から 6MW級の 2施設が本格稼働を

始めた。本稿では，高知県を事例とし，関連資料と関係団

体への聞き取り等により，これら発電施設への燃料材供給

と稼働状態といった現状，および今後の燃料材供給と稼働

の安定を維持していくために解決すべき課題を明らかに

する。

II. 方 法

高知県の木質バイオマス発電施設は，県中部の高知市

(T) と県西部の宿毛市 (G) の 2 カ所にある（図—1, 表ー1)。

G とTに対し，それぞれ 2014年 12月と 2015年 7月に見

学および聞き取りの予備調査を行った。聞き取りの本調査

は， G, Tそれぞれに対して 2015年 10月と 2016年 3月

に実施した。その際あわせて関連する森林組合，素材生

産業者関連行政団体等に対しても聞き取りを行った。県

の森林・林業関係の統計情報については， Webから得ら

れる資料（高知県林業振興・環境部 2016) を用い，森林

資源や基盤整備など施設を取り巻く状況についての情報と

した。燃料の集荷可能圏を考察する際の運搬経費について

は，岩岡 (2003) による丸太の運搬経費 (y円m→の推

＊この報告の一部は第 127回森林学会大会で口頭発表した。

＊＊連絡先著者 (Correspondingauthor) E-mail: ysuzuki@kochi-u.ac.jp 
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図ー1. 高知県における木質バイオマス発電施設および木材利用

関連施設の位置関係

原図の引用元はウィキペディア (2013)。

表ー1. 木質バイオマス発電所の概要

共販所・ストックヤード
(2014年度取扱貴：千m')

T
 

G
 

所在地

出力 (kW)

消費木材最

（万 m3/年）

出賓・

設立母体

備考

高知市

6,250 

7-8 

宿毛市

6,500 

， 
・大手石油企業 (50%) ・ 県内工学系大学教員

• 高知県森連 (25%) ・地場木質パイオマス関連企

・地場交通企業 (25%) 業

「高知県内の未利用材 100%」木質ペレット工場を併設

がスローガン

定式 (1)を用いた。

y = 23. 5 X + 1701. 8 

上式において xは片道距離 (km) である。

得られた情報から，高知県における木質バイオマス発電

事業を取り巻く状況について現状の要点をひろい出して

SWOT分析の手法で整理し，考えられる課題について考

察した。SWOT分析はコミュニティの問題解決 (TheFood 

and Agriculture Organization (FAO) 1990)や企業等の経営

戦略の検討に用いられる手法（長谷川 20ll)で，対象と

する団体や企業の達成すべき目標に対しての現状を検討

し，ひろい出した項目を内部要因 としての強み (Strength)

と弱み (Weakness), 外部要因としての機会 (Opportunity)

と脅威 (Threat)の4項目に分類して問題解決の手がかり

とする。森林・林業に関する適用事例には Alam(2009) 

やBirunduet al. (2017)などがある。さらに内部要因と

外部要因を交差させた表から， 4種類の戦略方針を提案す

る手法であるクロス SWOT分析も行った。これは，「強

み」と「機会」の交差からは強みを活かして機会を最大限

に活用する積極戦略を，「弱み」と「機会」からは弱みが

原因で機会を逸失しない改善戦略を，「強み」と「脅威」

では外部の脅威を回避しながら強みを活かす差別化戦略

を，「弱み」と「脅威」からは弱みが原因で脅威が増長し

て最悪にならない致命傷回避・ 撤退縮小戦略を，というも

のである（長谷川 20ll)。

(1) 

m. 対象地域の概結果と考察

l. 発電施設の概況

施設Tは高知市内の臨海工業団地に所在し（図一1),出

力 6,250kWで年間消費木材量は7~8万面とされている

（表―1; 数値は施設の公表資料による， Gについても同

様）。大手石油企業が 50%, そして高知県森林組合連合会

（県森連）と，バスおよび鉄道を主な事業とする，地場交

通企業が25%ずつ出資をしている。地元の森林資源の有

効活用のため，燃料はすべて高知県内の未利用材でまかな

う，という設立理念を掲げている。県森連が主要な出資者

であることから，燃料用の材の集荷には県森連が運営する

県内に合計 9カ所の共販所とストックヤードが組織的に関

わっている。

施設 Gは宿毛市内の工業団地に所在し，出力 6,500kW 

で，併設の木質ペレット工場でも木材は消費されることか

ら年間消費木材量は 9万面とされている。設立母体は県

内工学系大学の教員が中心となって立ち上げたベンチャー

企業で，園芸ハウス用の木質ペレ ットバーナを独自に開発

販売している地場木質バイオマス関連企業もグループ企業

となっている。併設の木質ペレット工場は，木質ペレット

バーナの普及で不足する県内産木質ペレットを補う目的も

持っている。聞き取り時点では，燃料の多くは製材端材な

どの一般材が占めており，未利用間伐材等の集荷量は伸び

悩んでいた。一方で発生する燃焼灰を商品化して有効利

用するための研究開発や，森林経営計画を立てて輪伐期を

設定し未利用広菓樹林を皆伐循環利用する事業の試行な

ど，多様な試みを行っている。またこの試行事業に呼応し

て，近隣地域では，備長炭用の薪炭材などの伐出利用とあ

わせてこうした未利用広葉樹林の皆伐循環利用を行う素材

生産事業体が新しく設立されるなどの動きが起きている。

2016年 2月 1日付の新聞報道（高知新聞 2016) による

と，2015年の両施設の稼働実績は Tが2,300万 kWh(フ

ル稼働時 4,000万 kWh), Gが3,300万 kWh(フル稼働時

4,500万 kWh)で，両者あわせて約 11万 tの木材が燃料

として使用されたと報告さ れている。稼働率にするとそれ

ぞれ 57.5%と73.3%となり，施設が公表しているフル稼

働時の木材消費量 （表ー1)から推算すると，それぞれ 43

千面と 66千面となる。一方， 2015年に高知県内から供

給 ・消費されたバイオマス用木材は 68千面（高知県林業

振典・環境部 2017)とされている。燃料用木材の内訳は，

Tでは全量が県内の未利用木材， Gでは産地の情報は明ら

かでないが 2割が未利用木材である（高知新聞 2016)。G

では隣接する愛媛県からの木材供給量も多いと推測される。

いずれの施設も， 60~70%程度の稼働率は維持できて

いる。また，素材生産現場の要望もあり林地残材について

は枝条も受け入れており，端材と枝条は仕分けて粉砕して

いる。燃焼設備としては丸太や端材を主な燃料とする設計

で，問題にならない程度の少ない割合（施設 Tでは 5%

程度）で破砕 した枝条を混ぜて燃焼させることで対処して

いる。
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2. 高知県における木質バイオマス発電事業を取り巻く

状況

1) 木質バイオマス利用関連施設と木材利用関連施設

県内の木質バイオマス系発電関連施設には，須崎市のセ

メン ト工場 Cs)での混焼と，高知市の廃セメント 工場を

利用した輸入ヤシ殻の発電がある （固ー1; 鈴木 2015)。S

では 2007年から近隣での伐出作業からの枝条を含めた林

地残材受け入れが始まり，年間 4万 tが消費されている

（鈴木ら 2011)。Sでの林地残材受け入れは今後，発電施

設との競合が発生する可能性がある。

木質燃料製造工場はチップ，ペレッ トと もに 5カ所ずつ

ある （図一1)。ペ レットの材料は， Gに併設のもの以外は

主と して各工場の近隣から賄われている。チップ工場は G

で使用されるチップの需要が増えたことから，近年県中部

の大豊町に 1カ所が新設されている。

大豊町には年間 10万面の原木を消費する大規模製材

工場 Co)があり，ここ数年来，県の施策である産業振興

計画の一環として，素材の増産が取り組まれている（高知

県産業振興推進部計画推進課 2016)。また， CLT用の需

要増を見越してラミナ製材工場が仁淀川町池川 に建設中

で，こちらは年間 5万而の原木消費が見込まれている。

2) 素材の供給と出荷・ 需要量

高知県内の年間素材生産羅は2009年までは 40万面程

度で推移 していたが，需要増に対応する増産施策の効果も
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図ー2. 高知県における素材供給最

高知県林業振興 ・環境部 (2016)から作成。
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図ー3. 高知県の林業行政区域

原図は高知県林業振輿.,~ 榜部 (2016) から。

あり ，2014年には 60万而まで増加している （図ー2)。な

お，県森連の県内素材取扱量に占める割合は 50~60%と

なっている。図ー1には共販所 ・ス トック ヤードにおける

2014年度の取扱量を併記した（高知県林業振典・ 環境部

2016)。素材出術・ 需要量 (J-STAGE電子付録付図一1)の

内訳は， 2009年以降製材の割合が減っていたが 2014年に

は増加傾向となっておりまた 2009年頃以降チップの割

合が増えている。

3) 森林資源と基盤整備の状況

高知県内の森林 ・林業関係の行政区分は，東から安芸，

中央東，嶺北，中央西，須崎幡多の 6区分である（図ー

3)。森林面積は，各区域の面積の違いもあり嶺北が最も小

さいが，森林率は嶺北が最も高い（図ー4)。針業樹林率も，

嶺北，次いで中央西，中央東と県中部で高く ，平均蓄積量

も同様となっている（図ー5)。これらの指標は人工林資源

の充実度を表していると考えられるが，幡多はいずれの指

標も最も低い。この原因として以下のことが考えられ

る。まず，高知県では戦後の拡大造林の動きは県中部から

始まり東部と西部は戦後もしばらくは薪炭林など広葉樹

林としての利用が続いていたことが知られている。また，

スギ ・ヒノキの割合については，嶺北でス ギの割合が高

く，安芸 中央東，中央西では同等で，須崎と幡多では ヒ

ノキの割合が高くなっているが， 一般にスギよりヒノキの

方が成長すなわち蓄積量の増加も遅い。こうしたことが

関係 していると思われる。

区域別の年間素材生産蓋は 6.6~15. 2万而程度で，
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とんどが針業樹だが，幡多では 2.4万而程度の広葉樹生

産があることが特徴的である（図ー6)。森林面積当たりの

年間平均素材生産量は幡多， 安芸，嶺北の順に高く，それ

ぞれ， 2.31, 2. 15, 2. 11 m3 ha―1年―1である （園一7)。民

有林，国有林の別では 全体としては民有林の割合が高い

(56. 7%)が，東部の安芸および西部の幡多と須崎では国

有林の割合がおよそ半分（それぞれ 52.8, 49. 6, 48. 7%)と

高く，嶺北では特に民有林の割合が83.1% と高い（図ー7)。

このように嶺北をはじめとする中央西，中央東といった

県中部では人工林資源が充実 し，素材生産も活発である。

H型架線を用いで必要な路網を整備しつつ高い生産性と素

材生産実練 をあげている株式会社とされいほく （山崎

2013)や， 路網を整備し地形にあわせてスイングヤーダと

タワ ーヤーダにより継続して良好な実績をあげている香美

森林組合（山崎 2012)など，優良事業体が多く存在して

いる。ただし基盤整備状況の指標として統計上に現われて

いる地区別の路網密度は，須崎が他より高いことを除いて

は地域間に大きな差はない (J-STAGE電子付録付図ー2)。

路網の規格について，須崎と幡多では四万十式作業道（田

邊 ・大内 2008)に代表される小型の機械に適した必要最

小限の路幅の作業道が多く，プロセ ッサ等の普及は県中部

ほどには進んでいない。プロセッサ等による造材端材は土

場や道沿いに集積するため残材として利用しやすい（鈴木

ら 2009)が，県西部では伐出機械や路網とい った素材生

産基盤が県中部ほど充実していない。このため，利用しや

すい状況で生産される C材や D材などの燃料材の量は，
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図一7. 高知県における県事務所管轄区別面積当たり 年平均素材

生産最

高知県林業振興・ 森境部 (2016)から作成。

素材生産最に比して，県中部より低いことが考えられる。

4) 森林組合，素材生産業者の状況

この項では，聞き取りから得られた，木質バイオマス発

電施設に枝条を含む未利用木材を出荷している森林組合や

素材生産業者の状況について記す。県中部の大豊町に所在

する株式会社とされいほくでは，所有者への利益還元の一

環として伐出作業で発生した林地残材を積極的に出荷して

いる。特に，架線による全木集材とプロセッサ造材の後に

土場に発生する枝条を含む残材は， 2012~2014年度の実

績では素材生産材積 1面 当たり 0.13 tの発生鑑があり，

運搬はグラップル付きパネルトラ ック を有する運送業者に

外注しているが，輸送費を除いて 2.0~2. 5千円い程度

の実収入になっている (Suzukiet al. 2016)。残材は，高知

市に本社があり，施設 Tを含む未利用材の利用施設にチッ

プを出荷 しているチ ップ会社が保有する，大豊町内のチッ

プ工場で受け入れられている。同じく県中部の香美市に所

在する香美森林組合でも，伐出現場で発生した低質材や枝

条を組合の車両で施設 Tに出荷している。ただし「車が

足りない」状況で， 香美市の補助で残材運搬車両を追加す

るなどの対策を講じている。香美市には繁藤ストックヤー

ドが新設され 2015年 3月から操業を開始しており，用材

も含めて増大する素材の流通醤調整の役割を担っている。

県西部の黒潮町では， 施設 Gへの燃料材供給のために，

薪炭林であった未利用広業樹林で，森林経営計画を立て，

輪伐期を設定して皆伐して循環利用する方法を検討した。

2014年に森林組合により実施した伐出の試験作業では，

資源最を調査すると蓄積羅は森林縛に記されている値より

高かったが，架線による伐出生産性が思うように伸びず，

収支は厳しい結果とな った （鈴木ら 2016b)。この試験作

業による広葉樹材の生産最は1.72 haから 572.2 tで，う

ち424.2 tが Gに供給された (148.0 tの枝業は混焼施設 s
に出荷）。他の市町村でもこの方法は試みられており，宿

毛市に隣接する四万十市では，スイングヤーダを用いて広

葉樹林からの素材生産を行う民間事業体が設立さ れ，近隣

地域にある未利用広葉樹林からの燃料材供給を実施してい

る。同地域には備長炭を生産する薪炭材組合があり ，伐出

林分から得られる薪炭材適寸のウバメガシを同組合に出荷

することで発電用燃料材だけでは難しくなりがちな収支

を補っている。このような事業体からの素材供給最は， 1

事業体当たり 1千~5千面程度 （林野庁 2016)と見込ま

れるため，燃料供給の安定のためには複数の事業体が新た

に起業することが必要と考えられる。

5) 距離と運搬経費

集荷圏の競合の可能性などを考察するため，燃料材を出

荷する際の収支の指標としての運搬経費を推算する。岩岡

(2003)が林野庁資料を用いて導いた丸太の運搬経費の推

定式 (1)を用い，換算係数 1.3 m3い （鈴木ら 2016b),

運搬は 10t車によ るとする。丸太は 1車 10t, 枝条は実績

から 1車 5tが運搬されるとすると，片道距離 (km)と経

費（円 t→）の関係は，丸太 (y,1円t→）については (1)

式の係数に換算係数をかけて
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(2) 

となる。枝条 (y,2)については， 1車当たりの運搬置が 5/

10倍となることから t当たりの経費は2倍になる。すなわ

ち (2)式の係数に 2をかけて

y.2=61. lx+4424. 7 (3) 

が得られる（図ー8(a))。

買取価格は，聞き取り時点において施設 Gでは丸太未

利用材，丸太一般材，枝条未利用材，枝条一般材それぞれ

6.0, 4.5, 4.0, 3.0千円 t―1であった。運搬経費が買取価

格を下回る距離は，丸太未利用材では 124km未満，丸太

一般材では 75km未満，枝条では距離に関わらず常に運

搬経費が買取価格を上回ることになる。ただし，黒潮町で

の広葉樹丸太材の運搬実績では， 10t車により片道距離 63

kinで 1車当たり 23,000円（鈴木ら 2016b)であり， (2)

式により算出される値の 55.6% となった。そこでこの実

績に合うように (2)式の係数に 0.556を掛けて調整する

こととし，この係数を (3)式の枝条にも適用すると，丸

太 ()ll,1) と枝条 ()ll,2)それぞれについて (4), (5) 式を

得る。

YbJ = 17. Ox+ 1230. 0 

Yb2= 34. Q X + 2459. 9 

(4) 

(5) 

これらの式から，運搬経費が買取価格を下回る距離は，丸

太未利用材，丸太一般材，枝条未利用材，枝条一般材のそ

れぞれで 275,188, 44, 15 km未満となる（固ー8(b))。

丸太形状の残材は遠距離から集荷できる可能性がある。

道路の始点と終点の 2点間の直線距離に対する路線延長の

比は迂回率11+ 1として表される（上飯坂 1971)が， こ

れを林道や山間地の公道について計測した澤口 (1996)お

よび中澤ら (2007)を参考に 1.5程度とすると，未利用材

の場合はy,1によると直線距離で 80km程度， )!blによると

180km程度までは運搬経費は買取価格を下回る。施設 T

とGは直線距離でほぽ 100km離れており （固ー1)' 両施

設から直線距離で 50km当たりが集荷範囲の分水嶺と見

込まれるが，丸太形状の未利用材の場合， より遠い施設に

運搬できる可能性がある。一方，枝条については，収支が

見合うのはごく近距離のみと考えられる。
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(a)岩岡 (2003)の丸太運搬経代の式にもとづく 。(b)岩岡 (2003)の丸

太運搬経刊の式に，高知県内の調査結呆 （鈴木ら 2016)に一致するように

補正した （補正係数 0.556)。 ともに換符係数は l.3m3t-lとした。横線は

買取価格。

まず現状を SWOTの4項目として整理する。内部要因

の「強み」として，施設 Tでは共販所等木材市場との連

携が，施設 Gではペレット工場の併設や新規事業（燃焼

灰利用，素材生産業者の起業）への取組みを通じた経営強

化があげられる （表ー2)。「弱み」 としては，両施設に共通

して枝条利用の体制が未整備であることと，施設 Gでは

組織的な市場等との連携がないことが考えられる。外部要

因の「機会」では，両施設に共通して，県下での素材増産

の動きと，素材生産現場からの枝条を含む林地残材の受け

入れ需要がある。さらに施設 Tでは，他地域より充実し

た県中部の人工林資源と優良素材生産事業体の存在を含む

素材生産基盤の整備状況が，施設 Gでは未利用広莱樹資

源の存在がある。共通した「脅威」としては，供給の季節

変動と材需要の競合などが考えられる。後者については，

隣接する愛媛県と徳島県で計画されている木質バイオマス

発電の新設も影響する可能性がある。また，施設 Tの関

係する地域では素材生産が活発な一方で運搬車両の不足が

顕在化しつつあること，施設 Gの存在する県西部では素

材生産事業体や素材生産基盤の整備が進んでいないことが

あげられる。

以上の現状に対し， クロス SWOT分析の手法を用いて，

燃料材供給と稼働の安定のために取り組むべき課題を考察

する。まず，「強み」と「機会」を活かした積極戦略とし

ては，市場の支援と強い素材生産基盤期環境がある施設 T

では，素材生産との更なる連携で燃料材供給の安定化を固

ることが考えられる。施設 Gでは，すでに取り組まれて

いるところであるが未利用広葉樹資源を活用するための

表ー2.現状と課題の SWOT分析

F 
且ヽ

外 .雙~ 云-. ， 
ヲ

~ 
.ヽ皇、

1. 素材増産 (T. G) 

2. 枝条供給の儒要

(T. G) 

3. 基盤整備状況 (T)

4 人工林汽源 (T)

5. 広薬樹汽源 (G)

内部要因

Strength (強み）

l. 市場との連挑

(T) 

2. ペレットエ楊

併設 (G)

3. 新規事業 （燃

焼灰利用． 素

材業者の起業）

(G) 

積極戦略

・素材生産との更

なる連携 (T)

・広葉樹林の活用

(G) 

Weakness (弱み）

1. 枝条利用体制

(T. G) 

2. 市場との連挑

(G) 

改善戦略

・枝条利用体制の

整備 (T, G) 

1. 供給の季節変動

(T, G) 

2. 材需要の競合

(T, G) 

3. 運搬車両不足 (T)

4. 基盤整備状況 (G)

差別化戦略

・共販所やストッ

クヤードを活用

した材供給の平

準化 (T)

・ペレットと新規

事業の強化 (G)

致命偽回避・撤退縮小

・車両や路網など

運搬基盤の補強

(T, G) 

・中間土場の整備

(G) 

租極戦略，強みを活かして機会を最大限に活用する戦略；改善戦略，弱

みが原因で機会を逸失しない戦略： 差別化戦略．外部のそげ威を回避しな

がら強みを活かす戦略：致命倍回避 ・撤退縮小戦略．弱みが原因で脅威

が増長して最悪にならない戦略 （長谷川 2011)。
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体制をさらに整備することが考えられる。「弱み」が原因

で「機会」を逸失しないための改善戦略としては，両施設

に共通して，現場からの要望が強い枝条の利用体制を整え

ることが考えられる。枝条の運搬は，層積が大きくなるた

め一般に効率が悪い。施設で荷下ろしした後の仕分けは必

要となるが運搬効率を高めるために丸太形状との混載を

活用することも一案であろう（鈴木ら 2016a)。

外部の「脅威」を回避しながら「強み」を活かす戦略差

別化戦略としては，施設 Tでは共販所やストックヤード

を活用した燃料材供給の平準化，施設 Gではペレット生

産と新規事業の強化，などが考えられる。最後に，「弱み」

が原因で「脅威」が増長して最悪にならないようにする致

命傷回避（・撤退縮小）戦略としては，両施設に共通して，

車両や路網などの運搬基盤を補強することがあげられる。

また，共販所やストックヤードの支援が不足している施設

Gについては，中間土場を整備して供給の季節変動に対処

するとこで安定供給に資する，といったことが考えられる。

IV. おわりに

高知県で稼働をしている 2カ所の木質バイオマス発電施

設について，燃料材供給と稼働の安定性を主眼に現状を整

理し考えられる課題について考察した。それぞれの施設で

設立組織や立地している地域の状況などに相違があり，考

えられる課題についてもその特徴が表れた。共通している

好条件は県の施策としての素材増産の動きであるが，素材

生産が活発な地域では燃料材の運搬に必要な車両が不足す

るという事態も発生している。林内路網などの基盤や事業

体の育成も含め，総合的に生産基盤を整備していく必要性

がある。

本研究の調査では，株式会社とされいほく，株式会社松竹，株式
会社グリーン・エネルギー研究所，黒潮町役場，幡東森林組合，士
佐グリーンパワー株式会社，高知おおとよ製材株式会社，香美森林
組合の各団体の方々の協力を得た。また，本研究は JSPS科研費 15H
04508の助成を受けて行われた。ここに記して謝意を表す。
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