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 森林バイオマス資源の収穫・輸送システムに対してライフサイクルインベントリ（LCI）分析手法

を用いることにより，森林バイオマス発電のエネルギー収支と二酸化炭素（CO2）排出量を，バイオ

マスのライフサイクルの観点から分析した。CO2 の点では化石資源に対して十分有利であることを明

らかにするとともに，バイオマスを山から集め，発電所まで運んで電力利用することが“エネルギー

の無駄遣いではない”ことをわが国ではじめて提示した。 

 

はじめに 

 近年，再生可能かつカーボン・ニュートラルな資源である「バイオマス」に対する関心が高まりつ

つある。わが国では，資源量の豊富な木質バイオマスが特に高い注目を集めている。このうち，林業

で発生する残材や林内に放置された未利用間伐材などの森林バイオマス資源をエネルギーとして利用

するためには，森林から収穫し，エネルギー変換プラントまで輸送する必要があり，わが国の場合，

バイオマスの低コスト収穫・輸送システムの構築が喫緊の課題となっている 2), 4), 6), 13)。 

 

森林バイオマス資源収穫・輸送システムの構築 

図－1 森林バイオマス資源の収穫実験 

 筆者らの研究グループはこれまで，未利用森林バイオマス資源の収穫・輸送システムの可能性に関

する研究を，森林バイオマスの収穫・輸送コスト，システムのエネルギー収支や二酸化炭素（CO2）

排出量の観点から取り組んできた。粉

砕・収穫・輸送工程については各作業の

現地実験を行い（図－1），費用と消費エ

ネルギーを算出することで現状を把握す

るとともに，ヨーロッパ諸国との比較な

どにより，わが国での実現へ向けての課

題を検討してきた。このうち収穫・輸送

コストに関しては，林内運搬，輸送の両

工程の積載効率向上といったコスト削減

のための技術開発が不可欠であることを

示した 1), 3), 10), 12)。 

 

森林バイオマス資源収穫・輸送システムのライフサイクル分析 

 研究業績課題では，森林バイオマス資源収穫・輸送システムに対してライフサイクルインベントリ

（LCI）分析手法を用い，バイオマス火力発電プラントでエネルギー生産した場合のエネルギー収支

と CO2排出量を，バイオマスのライフサイクルの観点から分析した（図－2）。この結果，投入エネル

ギーについては，システムを運用するためのエネルギー量がシステムを構成する設備のエネルギー量

より相当に大きく，また運用エネルギーの内訳より，粉砕，輸送の両工程の処理効率を向上させるた

めの作業システムの改善と技術開発が，システムの投入エネルギーを減少させるための先決課題であ



ることを確認した（図－3）。システムの構築に必要な

各種機械，機器・装置等の設備エネルギーを，発電に

より 1.09 年という短期間で回収できることを示し，ま

たシステムの総エネルギー収支が 5.69，すなわちシス

テムが，そのライフサイクルで消費するエネルギーの

5.69 倍のエネルギーを生産するという結果が得られた

ため，構築したシステムが，エネルギー生産システム

として成り立つことを明らかにした。さらにシステム

の CO2排出原単位が 61.8 gCO2／kWh と算出されたこ

とから，この点においては森林バイオマスが化石資源

に対して十分に有利であり（図－4），この場合，石炭

火力発電による電力をバイオマスで代替することによ

り，国内の年間 CO2排出量の 0.142%を削減可能である

ことを示した 5)。 
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図－2 想定したシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－3 システムへの投入エネルギーの内訳 
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図－4 火力発電システムの CO2排出原単位 
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森林バイオマス資源収穫・輸送システムのモデル地域への適用 
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図－5 資源量と収穫・輸送コストの関係 

 筆者らの研究グループはこの構築したシステムを実際のモデル地域に適用し，地理情報システム

（GIS）を用いて 1 年間に利用可能な森林バイオマス資源量と収穫・輸送コストの関係を分析した（図

－5）。この関係は，バイオマスをエネルギーと

して利用する場合の作業計画の策定に資するも

のとなった。モデル地域の 24.8%の世帯が消費

する電力を賄う発電所を建設する場合，必要と

なる資源量は 30,106 Mg／年となり，収穫・輸

送コストが 13,037 円／Mg よりも安い小班から

収穫するという方針が立てられる 7), 8)。引き続

きモデル地域を対象に，森林バイオマス資源の

安定供給を目的とした長期的な利用計画につい

て研究を進めている 9), 11), 14)。 



 

おわりに 

 これまでに取り組んできた以上の研究は，わが国では把握されていなかったいくつかの問題に対し

て，ひとつの解決策を提示したという点において，わが国における森林バイオマス資源収穫・輸送シ

テムの実用化，ひいては森林バイオマスのエネルギー利用の実現に資するものである。 

京大学大学院農学生命科学研究科教授）をはじめ，関係する諸先生方に心より

まで研究を継続していくにあたり，

1），平成 14 年度国土緑化推進機構「緑と水の森林基金」等の補助を受けて実施されたもので

る。 
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