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連載 欧州の再生可能エネルギー施策と森林バイオマスによる地域熱供給

第５回（最終回）
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オーストリアにおける
 森林エネルギー利用の展開

はじめに

ここまで、大小数多くのバイオマ

ス地域熱供給がオーストリアには存

在することを紹介してきた。地域熱

供給は、その地域全体をまるごとエ

ネルギー転換させるという効果を持

つ。また、欧州では農山村地域を中

心として、エネルギー自立地域の形

成という動きが各地で現れている。

それはこれまで述べてきたように、

バイオマス利用が、エネルギー問題

や環境問題だけでなく、地域経済の

活性化にもつながるものであるから

である。つまり、エネルギーの自立

が経済の自立にもつながってくると

いう考えである。こうした地域単位

でエネルギー自立を目指すところで

は、バイオマス地域熱供給は重要な

手法になってくる。地域の熱供給に

目途が立ってくると、電力供給も視

野に入ってくる。バイオマス熱電併

給、コージェネレーションである。

最終回はバイオマス地域熱供給に

地域として取り組む事例を紹介する。

グッシングの取り組み

オーストリアの東端、ブルゲンラ

ンド州グッシングは、バイオマスを

中心とした数々の再生可能エネルギ

ープロジェクトを遂行し、産業、雇

用の活性化をもたらすことに成功さ

せた、欧州でも再生可能エネルギー

の最も進んだ地域と呼ばれている。

グッシングは28の自治体からなる

人口27,000人の地区で、中心部のグ

ッシング市は人口3,800人である。

東西冷戦時代、鉄のカーテンと呼

ばれたハンガリーとの国境にグッシ

ングは近く、そのため目立った投資

が行なわれず、鉄道も大きな道路

もない唯一の地域であった。そして、

当時オーストリアで最も貧しい地区

の1つであった。こうした地域の状

況に対する危機感から、市長らが

様々な問題を分析し、エネルギー支

出の地域外流出が大きな改善点とし

て浮かび上がる。そして1990年、化

石燃料に依存しない再生可能エネ

ルギーで100％自給する都市のモデ

ルを提案するのである。そして、グ

ッシング市は2001年にエネルギー

自給を達成し、現在は消費以上の

エネルギーを生産している。グッシ

ング地区全体では、2005年時点で、

森林の活用によって電力の34％を、

熱の49％を供給している。

かつては石油などで3,500万ユー

ロ（約35億円）が流出していたのが

ほとんどなくなり、現在は1,300万

ユーロ（約13億円）が地域内経済と

なっている。これは小さなまちにと

っては大きな経済効果である。そ

して、50の新規事業が立ち上がり、

1,000人以上の雇用が生まれている。

それにともなって税収が増え、今ま

でなかった文化施設やスポーツ施設

を建設することができ、若者が定着

するようになった。

1996年には欧州再生可能エネル

ギーセンターがグッシングに設立さ

れ、デモプラントによる実験、研究

開発、教育トレーニング、エコエネ

ルギーツーリズムを担う。デモプラ

ントでは森林資源を利用し、流動床

ガス化炉で2,000kWの発電と熱供給

を行なうだけでなく、合成天然ガス

やFT 合成軽油の製造も行なってい

る。そして、グッシング周辺14の地
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写真1　�グッシング地域熱供給プラント

写真2　�グッシング地域熱供給のチップ
ボイラー（5MW＋3MW）

写真3　�ウルバースドルフ地域熱供給プラント

写真4　�ウルバースドルフ地域熱供給プラン
トのチップボイラー（650kW）

域は、エコエネルギーランドとして

連携し、年間5万人の視察者を受け

入れている。

グッシングの地域熱供給

グッシングが再生可能エネルギー

に最初に取り組んだのは1996年に

完成した地域暖房で、当時欧州最大

の森林バイオマス地域熱供給であっ

た（写真1）。現在は30.5kmの配管延

長を有する。施設の建設には1,017万

ユーロを要し、事業者は大部分を市

が出資する有限会社である。燃料は

森林からのチップと、フローリング

会社からの廃材を利用している。熱

源設備は5MWと3MWのチップボ

イラー（写真2）、6MWの石油ボイ

ラーから構成される。石油ボイラー

はピーク時対応とバックアップ用で

ある。最初のアイデアから完成まで

20年を要しており、一番時間をか

けているのは住民を納得させること

であった。住民に経済的な有利性を

伝えることが一番重要であり、市長

自身が直接住民を説得して回ったと

いうことである。

その他にも、グッシング地区には

特色のある地域熱供給があり、ウル

バースドルフ地域熱供給は太陽熱と

森林のコンビネーション型地域熱供

給である（写真3）。オーストリアは

太陽熱温水器の利用が非常に盛んな

国であるが、森林バイオマスと太

陽熱とのコンビネーションシステ

ムは、住宅などの単体建物だけで

なく、地域熱供給プラントでもよ

く見かけられる。ウルバースドルフ

は人口250人、45世帯の集落である

が、1996年に完成した延長2.6kmの

地域熱供給に全世帯が接続している。

各々の住宅には熱交換器があるだけ

で貯湯タンクはない。チップボイラ

ーの出力は650kWだが（写真4）、燃

料サイロの屋根には面積320m2の太

陽熱温水パネルが設置されており、

160kWの出力になる。また、30,000

リッターの大型蓄熱タンクが2台あ

り、夏は太陽熱と蓄熱タンクだけで

熱需要を賄う。建設費は建屋、配管

を含めて98万ユーロである。プラン

トは燃料補給以外、無人運転である。

グッシング地区の人口900人のま

ち、シュトレムには2004年、オー

ストリア初となる作物だけを原料に

したバイオガスプラントが完成した。

300haの畑から収穫されるトウモロ

コシやクローバーなど、年間11,000

トンの作物をエネルギー源にする。

ガスエンジンによるコージェネレ

ーションは発電出力500kW、熱出

力535kWだが、さらに冬期は出力

1,000kWのチップボイラーを稼働さ

せ、延長5.5kmの地域導管で熱供給

が行なわれる。

バイオマス発電

オーストリアや欧州の森林エネル

ギーは熱利用を中心に進められ、大

規模なものは地域熱供給という形態

で行なわれてきた。近年、ドイツで

もオーストリアでも、バイオマスが

電力の再生可能エネルギー固定価格

買取制度の対象になり、バイオマス

発電が増え始めている。オーストリ

アにおけるバイオマス発電の買取価

格は現在10セント～ 14.98セント/

kWhで、小規模なものが高く設定

されている（表1）。バイオマス発電

の効率は15％程度であり、熱供給

をしっかり行なわないと全体として

のエネルギー効率が上げられない。
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図1　�ヴァイツ市の地域熱供給の配管ネットワーク図

そのため、バイオマス発電の基本は

熱供給を併せ持つ熱電併給、コージ

ェネレーションシステムであり、地

域熱供給プラントに導入されていく。

コージェネプラントは製材所など

が自社の廃材などを燃料にしてい

る場合が多い。発電はチップボイラ

ーによるオーガニック・ランキン・

サイクル（ORC）が多い。ORCは通

常の蒸気ボイラーで使われる水の

代わりに、有機媒体（シリコンオイ

ル）を使ってタービンを回す。有機媒

体を気化するための熱媒体として

サーマルオイルを用いる。これによ

り、ORC プロセスの作動に必要な

温度は常圧で実現され、蒸気ボイラ

ーのように監視技術者を必要としな

い。小規模なタービンでも15 ～ 20

％程度の発電効率を得ることができ、

1MW前後の発電施設が多い。

人口9,000人のヴァイツ市は環境

政策に力を入れている自治体であ

る。ヴァイツ市では1985年からフロ

ーリング会社が端材を使ったバイオ

マス地域熱供給を手掛けてきた。そ

の後、石油や工場排熱、天然ガスコ

ージェネレーションを使った地域熱

供給も導入され、供給区域が拡大さ

れてきた。また、これらの地域熱供

給プラントにバイオマスボイラーが

追加されていき、供給能力2万kW

の8割はバイオマスが占めるように

なる。そして、2005年にはヴァイツ

市がこれらを統合して、ヴァイツ

市地域熱供給会社を設立しており、

配管総延長は22kmとなった（図1）。

2006年には1,000万ユーロをかけて

フローリング会社の端材を燃料に使

ったバイオマスコージェネレーショ

ンプラントが稼働する（写真5）。こ

の発電システムはORCシステムが

採用されており、バイオマスボイラ

ーの出力は6,000kWで、発電出力は

800kWである。

表1　�オーストリアにおける
　　　バイオマス発電力の買取価格
　　　（2011年、単位 cent/kWh）

売電量 買取価格

500kW以下 14.98

500kWから1MW 13.54

1から1.5MW 13.10

1.5 から 2MW 12.97

2から5MW 12.26

5から10MW 12.06

10MW以上 10.00
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写真5　�ヴァイツ市の地域熱供給のバイ
オマスコージェネレーションプ
ラント

写真6　�ウイーンのジンメリンク・バイ
オマスCHP

みとして実施しているもので、固定

価格買取制度によって経済性が確保

されている事業である。また、両市

とも市街地に既存の地域熱供給網が

張り巡らされており、熱源の一部が

入れ替わるというものである。

ウイーン市の地域熱供給施設は

ヨーロッパ最大級の1つで、総延長

1,100kmの熱供給導管によって約30

万戸の住宅と約6,000の業務施設に

暖房給湯用の熱を供給している。こ

のCHPプラントの1つであるジン

メリンク発電所は、1902年に完成

したウイーンで一番大きく一番古い

発電所である。ジンメリンクに導入

されたバイオマスCHPは、ウイー

ン市の電力会社と地域熱供給会社、

そしてオーストリア国有林会社が3

分の1ずつ出資し、建設費5,200万

ユーロでつくられた。

燃料となる木材は年間24万5千

m3で、オーストリア国内だけでな

く、ハンガリー、スロバキアなど

100km圏から木材が収集される。木

材はトラック、鉄道で運ばれ、燃料

バンカーに投入される。金属と不純

物を取り除いた後、毎時350m3のチ

ッパーでチップが生産される。

66MWの流動床ボイラーは最適

化された制御技術によって高含水

率のチップが利用可能になってい

る。ボイラーからの蒸気が24MWの

発電用抽気タービンに回る。プラン

トが80％の効率で稼働している時、

12,000 世帯の暖房と 48,000 世帯の

電力を供給することができる。また、

144,000トンの二酸化炭素を削減す

る。

こ う し て 完 成 し た バ イ オ マ ス
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ウイーンのバイオマスCHP

近年、ウイーン市（人口173万）、

リンツ市（19万人）という都市部で

バイオマス・コージェネプラント

が導入される例が出てきた（写真

6）。ウイーンでは5,200万ユーロ（約

52億円）を要して2006年に発電出力

24MWの欧州最大のバイオマス発

電所を、リンツ市では2,600万ユー

ロ（約26億円）を要して2005年に発

電出力9MWのバイオマス発電所を

完成させ、市内に熱と電力を供給

している。これらは燃料となる木材

も国境を越えて100km圏から収集

され、バイオマスCHP（Combined 

Heat and Power）としては非常に大

きなものだが、一般の天然ガス発電

所などと比べると規模は小さい。運

営するのは市で、環境政策として京

都議定書の目標達成に向けた取り組

CHPだが、広範囲から調達しなけ

ればならない大量の木材には想定さ

れた以上のコストが掛かっているよ

うであり、事業収支は思わしくない。

エネルギー的にも夏期の熱需要は他

のプラントからの供給で間に合って

いるために電力の利用しかなく、総

合効率は低くなる。

おわりに

東日本大震災と福島原発事故を契

機に、日本でも2012年7月から電力

の再生可能エネルギー固定価格買取

制度がスタートした。バイオマスの

買取価格についても、未利用木材は

33.6円/kWhと定められた。バイオ

マスは売電も高い関心を呼んでいる

が、熱利用を伴う構想は出てきてい

ない。今後、被災地の復興まちづく

りにおいても森林バイオマスは期待

される再生可能エネルギーであるが、

バイオマス発電を導入するにも熱供

給が基盤にならなければ本末転倒で

ある。そうしたことからも、今後日

本でもバイオマス地域熱供給の実現

が求められていくだろう。


