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はじめに 

本調査の目的 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法

律第１０８号。以下、FIT 法）に基づく固定価格買取制度の対象となっているバイオマ

ス発電事業のうち、１０，０００ｋW 以上の木質バイオマス・農作物の収穫に伴って生

じるバイオマス固体燃料及び農作物の収穫に伴って生じるバイオマス液体燃料につい

ては、急速なコストダウンが見込まれる電源と位置付けられており、認定案件の事業計

画の実態を確認することが求められているところである。

また、2018 年 3 月末までに同制度の認定を取得したバイオマス発電については、遵守

事項として下記の条件を達成することが要求されている。 

①当初認定日から２年以内に設備の発注等を行うこと（全種類のバイオマス）

②2019 年 3 月末までに現地燃料調達事業者等との燃料安定調達協定等を確保すること

（輸入燃料を使用する場合）

③2019 年 3 月末までに第三者認証によって持続可能性（合法性）を確保すること

（バイオマス液体燃料を使用する場合。一定基準を満たす場合に経過措置あり）

 また、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会／電力ガス事

業分科会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においては、

ＦＩＴ制度の抜本見直しと再生可能エネルギー政策の再構築に関する議論が行われ、令

和元年 8 月に取りまとめられた中間整理（第 3 次）においては、地域において活用され

得る電源としてバイオマス発電が例示されており、総合資源エネルギー調査会 基本政

策分科会再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会中間取りまとめ（以下、主力

電源化小委中間とりまとめ）において、バイオマスは地域に賦存するエネルギー資源を

活用できる電源であり、地域活用電源として、災害時のレジリエンス強化やエネルギー

の地産地消に資することが期待されるものである、とされている。 

当調査は、バイオマス発電についてコストダウンが求められるとともに令和元年 8 月

に公表された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の中間整

理（第 3 次）において方向性が示されていることを踏まえ、今後の FIT 制度や関連施策

の検討材料として活用することが求められる。 
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また、現在、認定を受けているバイオマス発電所においては FIT 制度による固定価格

買取期間終了後に事業を継続しようとするとき、大規模修繕等の必要な追加投資を行い

ながら、一般の電源と同様に電力市場で競争にさらされるという激変する経営環境に対

応していくことが予想される。しかし、経営環境の変化に対応できない発電所が買取期

間終了時に廃業することは、その発電所の有していた供給力がエネルギーシステムから

喪失することを意味しています。そのような危惧に対し、国民負担により支えられ培わ

れた電源ストックであり燃料材活用のためのシステムの核となるバイオマス発電所を

存続するための条件の検討が求められている。 

本業務は、一般木質バイオマス・農作物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料及

び農作物の収穫に伴って生じるバイオマス液体燃料を使用する事業計画に対し、事業計

画策定ガイドライン（バイオマス発電）2 0 1 9 年 4 月 改 訂（以下、ガイドライン）

に示された遵守事項の達成状況及び事業の進捗状況や今後の見通しを確認するととも

に、間伐材等由来の木質バイオマスを含む燃料を利用する発電事業の将来の運営の検討

に資する調査を実施し、収集した情報を整理・分析することで、FIT 法の適正執行及び

今後の政策検討に当たっての基礎資料として活用することを目的とする。 

なお、本業務は、以下の二種類の調査業務で構成されている。 

【調査１】遵守事項の達成状況を確認する報告徴収 

【調査２】バイオマス発電事業の実態調査 
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実施内容 

【調査１】遵守事項の達成状況を確認する報告徴収・実施内容 

調査区分と徴収内容 

本調査では、一般木材・農作物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料及び農作物の収

穫に伴って生じるバイオマス液体燃料にかかる事業計画のうち、対象となる事業計画に対

し遵守事項の達成状況を把握するため、３つの調査区分について報告徴収を実施し、回収し

た報告徴収内容について審査を実施した。 

本調査における報告徴収の区分と徴収内容および徴収対象を以下に示す。 

① 設備発注状況の報告 

2016 年 10 月から 2017 年 3 月末までに認定された 10,000kW 以上の一般木質バイオマ

ス・農作物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料及び農作物の収穫に伴って生じるバ

イオマス液体燃料に係る事業計画のうち運転開始されていないものを対象とし、その設備

の発注状況を調査票への回答を以て確認することとし、その発注状況が具体的に確認でき

る証憑を合わせて徴取する。 

② 燃料安定調達協定等の確保状況の報告 

2018 年 3 月末までに認定された一般木質バイオマス・農作物の収穫に伴って生じるバイ

オマス固体燃料及び農作物の収穫に伴って生じるバイオマス液体燃料に係る事業計画を対

象とし、現地燃料調達事業者等との（直接または商社等を通じた間接の）燃料安定調達に関

する契約・協定等について確保状況を確認するとともに、その合意内容の確認ができる書面

の写しを併せて徴取する。 

③持続可能性を認証する書類の確保状況報告 

2018 年 3 月末までに認定された農作物の収穫に伴って生じるバイオマス液体燃料に係る

事業計画に対し、持続可能性を認証する書類について、その背景となる認証の種類と内容が

確認できる書面の写しを徴取する。 

 図表１−２−１は、上記の３区分についてその適用条件を整理したものである。 

対象となる事業計画が複数の調査区分に対応する場合は、それぞれの調査区分について
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併せて報告徴収を実施した。 

図表１－２－１ 報告徴収における調査区分とその適用条件 

 

  

一般
木質

農産物収
穫に伴う
固体

農産物収
穫に伴う
液体

①
設備発注状況の確認
（設備工事等発注契約の締結内容）

2016年10月～2017年
3月末までに認定され
た事業計画

10,000k
W以上

未稼働 〇 〇

②
燃料安定調達協定等の確保状況の確認
(協定の締結内容,サプライチェーン）

2018年3月末までに認
定された事業計画

－ － 〇 〇

③ 持続可能性を認証する書類の確保状況の確認
2018年4月末までに認
定された事業計画

－ － － 〇

適用条件調査区分・内容
運転状況報告徴収内容

調
査
区
分

認定時期 規模要件
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 作業手順 

実施した作業手順を以下に示す。 

① 報告様式および記入要領等、事業者向けに発送する書類の作成 

② 報告内容の一次、二次チェックマニュアルの作成 

③ 報告徴収対象リストの確認と調査の重なり調整、管理データの作成 

④ 報告徴収対象リストに基づく差込み印刷用データの作成 

⑤ 報告徴収に関する施行文・宛名ラベル等への差込み印刷 

⑥ 対象事業者宛て報告徴収に係る施行文・報告様式等一式の発送 

⑦ 報告様式・証拠書類の回収・集計 

⑧ 管理用リストによる報告提出状況の確認および受領確認メールの送信 

⑨ 報告内容の審査（一次チェック） 

⑩ 報告内容の審査（二次チェック）及び追加調査 

⑪ 審査結果の記録作成（チェックリスト、二次審査結果表）※一案件一記録 

⑫ 審査結果一覧表の作成 

⑬ 持続可能性の確保および自主的取組の実施状況の整理表作成および類型化 

⑭ 報告様式・証拠書類一式のデータ化 PDF 形式、各経済産業局ごとに DVD に収

納） 

⑮ 事業者の属性情報に相違がある場合の訂正 

⑯ 事業者への結果通知 

⑰ 報告書作成 

 

 

実施体制 

 本事業は、一般社団法人 日本木質バイオマスエネルギー協会が委託をうけ業務を実施

するが、審査・確認作業の正確性の確保のため、一次チェックを再委託し、当方によりダブ

ルチェックを実施した。また、委託先では、一次チェックのほか、電子媒体化、ファイリン

グ等を実施した。 
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【調査２】バイオマス発電事業の実態調査 

調査対象および調査内容 

一般木質バイオマス・農作物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料及び農作物の

収穫に伴って生じるバイオマス液体燃料及び間伐材由来の木質バイオマスに係る事業

計画を認定されている事業者を対象に発電所運営実態の調査を行い、収集したデータの

分析を行った。分析結果を用いて、FIT 制度による買取期間終了後の事業継続と同制度

からの自立化に向けたコスト低減可能性を確認し、燃料及び設備の特質を踏まえたバイ

オマス発電事業の姿と将来の運営の在り方について検討した。 

本調査では、実態調査の対象となる案件について抽出し作成された調査対象リストに

基づき調査対象を抽出し、アンケート調査依頼を送付し、回収・集計を行った。 

対象エリア ： 全国 

調査対象数 ： 299 件 

 

また、アンケート調査と並行して、レジリエンス、コスト削減、地域貢献等、バイオ

マス発電に期待される役割について、既に稼働し実績を持つ５事例について現地調査を

実施した。 
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作業手順 

実態調査においては、以下の手順で作業を実施した。 

【アンケート調査】 

① 調査方針の確認と調査票の作成（A 未稼働、B 運転開始済み） 

② 調査票のダウンロードフォーマット版の作成とデータ抽出のテスト 

③ 実態調査対象リストに基づく差込み印刷用データの作成 

④ アンケート協力依頼文・宛名ラベル等への差込み印刷および返信用封筒準備 

⑤ 対象事業者宛て発送 

⑥ 調査票の回収（郵送・メール）、郵送回収分のデータ入力 

⑦ 調査票到着確認メールの作成・送信 

⑧ 調査票データの集計とデータ分析 

⑨ 分析結果のとりまとめ 

⑩ 報告書作成 

 

【現地調査】 

① 現地調査方針の検討 

② 現地調査先の選定 

③ 現地調査先への調整 

④ 現地調査（設備視察、ヒアリング） 

⑤ 現地調査結果のとりまとめ 

⑥ 報告書作成 
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実施スケジュール 

各調査の実施は以下の期間で行った。 

期間：2019 年 11 月 8 日～2020 年 3 月 31 日 

なお、各業務は以下のスケジュールで実施している。内容により作業期間は他の実施

時期と重複している。 

【調査１】遵守事項の達成状況を確認する報告徴収 

２０１９年１１月８日～１２月１１日 

①報告様式および記入要領等、事業者向けに発送する書類の作成 

②報告内容の一次、二次チェックマニュアルの作成 

③報告徴収対象リストの確認と調査の重なり調整、管理データの作成 

④報告徴収対象リストに基づく差込み印刷用データの作成 

⑤報告徴収に関する施行文・宛名ラベル等への差込み印刷 

⑥対象事業者宛て報告徴収に係る施行文・報告様式等一式の発送 

２０２０年１２月１１日～１月２0 日 

⑦報告様式・証拠書類の回収・集計 

⑧管理用リストによる報告提出状況の確認および受領確認メールの送信 

２０２０年１月６日～２月２8 日 

⑨報告内容の審査（一次チェック） 

⑩報告内容の審査（二次チェック）及び追加調査 

⑪審査結果の記録作成（チェックリスト、二次審査結果表）※一案件一記録 

⑫審査結果一覧表の作成 

⑬持続可能性の確保および自主的取組の実施状況の整理表作成および類型化 

  ２０２０年３月１日～３月３１日 

⑭報告様式・証拠書類一式のデータ化 PDF 形式、各経済産業局ごとに DVD に収納） 

⑮事業者の属性情報に相違がある場合の訂正 

⑯事業者への結果通知 

⑰報告書作成 
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【調査２】バイオマス発電事業の実態調査 

２０１９年１１月８日～１２月２5 日 

①調査方針の確認と調査票の作成（A 未稼働、B 運転開始済み） 

②調査票のダウンロードフォーマット版の作成とデータ抽出のテスト 

③実態調査対象リストに基づく差込み印刷用データの作成 

④アンケート協力依頼文・宛名ラベル等への差込み印刷および返信用封筒準備 

⑤対象事業者宛て発送 

２０１９年１２月２５日～２０２０年２月１日 

⑥調査票の回収（郵送・メール）、郵送回収分のデータ入力 

⑦調査票到着確認メールの作成・送信 

２０２０年１月２２日～３月３１日 

⑧調査票データの集計とデータ分析 

⑨分析結果のとりまとめ 

⑩報告書作成 

【現地調査】 

２０１９年１１月８日～２０１９年１１月２９日 

① 現地調査方針の検討 

② 現地調査先の選定 

③ 現地調査先への調整 

２０１９年１２月５日～２０２０年２月９日 

④ 現地調査（設備視察、ヒアリング） 

２０２０年２月１２日～２０２０年３月３１日 

⑤ 現地調査結果のとりまとめ 

⑥ 報告書作成 
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−３に整理した。調査区分の重なりを整理し報告の分類を行ったところ、3 つの調査区

分の組み合わせは 5 種類となり、最も対象案件数が多かったのは②燃料安定調達協定等

の確保状況の報告のみの区分であった。 

審査は、案件単位で行うため、対象案件がどの調査区分に対応しているかについて混

乱が生じる恐れを排除するために、調査対象案件ごとに設備 ID・事業者名・発電所等の

属性情報と報告状況および審査状況、審査結果について確認できる管理用リストに記録

しながら審査を実施している。 
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燃料の持続可能性に関する対応状況 

調査区分のうち、③持続可能性を認証する書類の確保状況報告においては、報告時点

における持続可能性を認証する書類の確保状況の調査と併せて、現時点では書類の確保

が未済の案件についても一定の猶予要件（2018 年 12 月 19 日までに運転開始している

案件であって、2018 年 2 月 7 日までに設備発注と燃料安定調達契約書等の締結を済ま

せているものについては、持続可能性（合法性）の確保に関する事業者の自主的取組を

行い、取組の内容及び燃料調達元の農園の情報を自社のホームページ等で情報開示する

ことを条件とする ※ガイドラインｐ８）を満たすことで 2021 年 3 月 31 日まで、その

確認について猶予が認められることから、猶予要件の適合状況を確認した。 

図表１−２−４に審査結果を示す。持続可能性要件が確保されていると判断された案

件は 2 件（運転開始済１件、未稼働 1 件）であった。また 5 件（すべて未稼働）は RSPO

の第三者認証により、サプライチェーンを通じて持続可能性が確保されていると示され

ているものの、一部証拠書類が不足しており、審査要件を完全に満たしていないと判断

された。 

報告時点において、持続可能性の確保が確認できない案件であって、かつ猶予要件に

適合するものは、全調査対象で 0 件であった。一方、猶予要件のうち、自主的取組状況

と調達元農園情報の開示が十分でない案件は 34 件（運転開始済 10 件、未稼働 24 件）

であった。 

また持続可能性の確保状況および猶予要件に関する審査結果について類型化を行な

い、持続可能性の確保における事業者の対応状況について整理している。 

図表１－３－３ 持続可能性の確保・猶予要件の適合状況に関する審査結果（集計） 

 

 

 

審査結果の類型 件数

持続可能性要件確保 2

持続可能性要件一部不十分 5

猶予期間条件確保 0

猶予期間条件不十分
(自主的取組および調達元農

園情報の開示がない）
11

猶予期間条件不十分
(自主的取組の開示がない）
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【図表１－３－4　使用燃料の持続可能性の確保状況・猶予要件の適合状況に関する審査結果（類型別）】

件数 備考
持続可能性
確保あり

持続可能性
要件確保 A 4 0 1

RSPOの第三者認証でサプライ
チェーンが確保されている。

持続可能性
要件一部不
十分

A 3 0 0
RSPOの第三者認証が確認できる
が、一部証拠書類が不足してい
る。

持続可能性
確保なし

猶予期間条
件確保

A 2 2 0

RSPOの第三者認証でサプライ
チェーンが確保はされていない
が、自主的取組および調達元農園
情報が適切に開示されている。

猶予期間条
件不十分 A 1 1 7

自主的取組および調達元農園情報
が十分に開示されていない。

A 1 0 2
自主的取組に関する開示がない。

小計
A 10

持続可能性
確保あり

持続可能性
要件確保 B 4 0 1

RSPOの第三者認証でサプライ
チェーンが確保されている。

持続可能性
要件一部不
十分

B 3 0 5
RSPOの第三者認証が確認できる
が、一部証拠書類が不足してい
る。

持続可能性
確保なし

猶予期間条
件確保

B 2 2 0

RSPOの第三者認証でサプライ
チェーンが確保はされていない
が、自主的取組および調達元農園
情報が適切に開示されている。

猶予期間条
件不十分 B 1 1 4

自主的取組および調達元農園情報
が十分に開示されていない。

B 1 0 21 自主的取組に関する開示がない。
小計 B 31

廃止決定 C 7
未回答 D 3

合計 51

凡例  ↑運転開始状況
A 運転開始
B 運転開始前
C 廃止決定、あるいは廃止済み
D 未回答

↑持続可能性
 4  持続可能性要件確保
３ 持続可能性要件一部不十分
２ 猶予期間条件確保
１ 猶予期間条件不十分

↑自主的取組
２ 猶予期間条件確保
１ 実施開示不足
０ 情報なし、あるいは実施しない

カテゴリ コード
運転開始

運転開始
前
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【調査１】遵守事項の達成状況を確認する報告徴収・まとめ 

（１）審査結果と規模別の傾向 

審査対象案件 227 件について、その発電規模（バイオマス比率考慮後）について確認

した。審査対象案件を規模別に集計した結果を図表１−２−６に示す。 

調査区分①の対象条件として10,000kW以上の規模要件が設定されていることに加え、

調査区分②では海外からの輸入燃料（木質、農産物由来の固体燃料）を使用する発電所

を対象としているため、比較的規模の大きい案件が対象となっていることが確認できる。 

 

図表１－３－５ 規模別審査対象案件数 

 

  

審査を実施した 227 件について、その審査結果と規模の関係を整理し図表１−２−

６グラフを、表を図表１−２−７に示す。 

“問題なし”の比率に着目すると、100,000ｋW 以上の案件が 45.5%と最も高く、次い

で 5,000 以上 10,000kW 未満、50,000 以上 100,000kW 未満の規模で”問題なし”の案件の

割合が比較的高い。 

一方、対象案件数が 4 件とすくない 2,000 以上 5,000 未満を除くと、”問題あり”の割

合が最も高いのは 30,000 以上 50,000kW、10,000 以上 30,000kW 未満と、バイオマスの

大規模案件のうち比較的規模の小さいものに”問題あり”と判断されるものが多い傾向が

みられた。 

しかし、いずれの規模においても”問題あり”の割合は比較的高い傾向を示しており、

規模に関わらず遵守事項の達成状況に課題を持つ案件が一定数存在していることがわ

かる。 
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（２）使用燃料の持続可能性の確保状況にみる傾向 

使用燃料の持続可能性の確保状況審査においては、図表１−３−4 で示した通り、持

続可能性要件を確保していると判断される案件がわずか 2 件となっているが、この 2 件

についても、同時に審査を実施した他の調査区分（設備発注、燃料安定調達協定）にお

いて不備があり、結果として”問題あり”との審査結果となった。また、持続可能性を確

認できる書類等を確保しているが付帯する要件を一部満たしていないケースも 5 件あっ

た。 

報告時点において持続可能性が確保されていない 34 件の全てにおいて自主的取組お

よび調達元農園情報の開示について不十分あるいは開示がない状況であった。 

図表１－３－３ 持続可能性の確保・猶予要件の適合状況に関する審査結果（集計）※再掲 

 

持続可能性確保について、証拠書類の提出がなく猶予要件についても活動の形跡が確

認できない案件においては、事業者が積極的な情報開示姿勢が見られないケースが見ら

れた。具体的には、自社の HP 等ではなく燃料供給者の HP 情報のリンクのみを示して

いたケース、事業者自身の HP 等が存在しないケース、などである。 

また、遵守事項の要件についての誤解も見られ、現時点では認められていない RSPO

以外の認証制度の書類を以て確保しているものと考え、猶予要件となっている自主的取

組情報と調達元農園情報の開示を全く実施していないケースがあった。 

条件確保のためには一定のハードルがあるにせよ、猶予期間の確保に必要な要件を満

たす案件が確認できず、そのための情報開示さえ実施されていないケースが多いことか

ら、ガイドラインに示された遵守事項について、事業者が十分に理解していない可能性

が示唆される。  

審査結果の類型 件数

持続可能性要件確保 2

持続可能性要件一部不十分 5

猶予期間条件確保 0

猶予期間条件不十分
(自主的取組および調達元農

園情報の開示がない）
11

猶予期間条件不十分
(自主的取組の開示がない）

23



 

19 

 

【調査２】バイオマス発電事業の実態調査・調査結果 

アンケート調査実施状況 

本調査では、実態調査の対象となる案件について抽出し作成された調査対象リストに

基づき、アンケート調査依頼を送付し、回収・集計を行った。 

調査の実施状況を以下に示す。 

アンケート調査期間 ： 2019 年 12 月 27 日（金）～1 月 22 日（水）  

    （最終到着分は 2 月末日まで） 

対象エリア ： 全国 

調査対象数 ： 299 件 

回収数   ： 230 件 （76.9％） 

うち   未稼働： 107 件  

運転開始済み： 123 件 

なお、稼働状況別に、、A 未稼働、B 運転開始済みという 2 種類の調査票を作成したが、

いずれも対象事業者宛に送付し、回答にあたっては調査対象事業者が自社の発電所の状

況に応じ、選択可能とした。 
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アンケート調査の内容 

本調査では、以下の内容でアンケート調査項目を設定している。 

（１）未稼働 

①発電所の基本情報 

設備 ID、設備名称、事業者名、認定日、設置場所、発電設備の出力（発電端・送電端）、

現在の状態 

②現在の進捗状況 

現在の状況、発電技術、最新の運転開始予定日、計画進捗状況、遅延理由 

③レジリエンス 

所内単独運転の可否、災害時エネルギー供給の考え方（自由回答）、エネルギー協定の

有無 

④エネルギー供給 

電気の供給先、熱供給の有無と供給形態、熱用途、熱利用の課題(自由回答) 

⑧地域貢献効果 

地域貢献のための取り組み（自由回答） 

⑨今後の予定 

計画についての今後の予定 

 

（２）運転開始済み 

①発電所の基本情報 

設備 ID、設備名称、事業者名、認定日、設置場所、発電設備の出力（発電端・送電端）、

現在の状態 

②発電所の事業性に関わる要素 
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設備投資額（主要設備・建屋外構・系統連係費用など）、運転開始日、発電原価、期待

IRR、有利子負債、借入期間 

③現在の稼働状況 

設備利用率、時間稼働率、設備利用率が高い・低い場合の要因 

④買取期間終了後の考え方 

買取期間終了後の事業計画、大規模修繕費用の見通しと資金調達方法、継続しない理

由 

⑤燃料調達 

主要燃料の状況（使用上位 3 種）、取引価格、取引時の水分条件、将来の価格見通し 

⑥設備 

発電技術、年間メンテナンス予算、運転監視体制、委託状況、設備トラブル、維持管

理上の課題（自由回答） 

⑦エネルギー供給 

電気の供給先、熱供給の有無と供給形態、熱用途、熱利用の課題(自由回答) 

⑥収益改善 

発電原価に占める費用の内訳、燃料費削減方策の実施状況、燃料に関する課題（自由

回答）、収益改善方策の実施状況、収益改善に関する課題(自由回答) 

⑦レジリエンス 

所内単独運転の可否、災害時エネルギー供給の考え方（自由回答）、エネルギー協定の

有無 

⑧地域貢献効果 

地域貢献のための取り組み（自由回答） 
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アンケートの集計および分析方法 

回収した調査票のデータについては以下の方針で集計・分析を実施した。 

① 発電出力や設備投資額などの基本情報（自由回答） 

② 設問に対する回答（選択式）数の集計 

③ ①．②を用いたクロス分析 

④ 設問に対する回答（自由回答）テキストの分析 

テキスト分析は各自由回答欄のテキストの分類と代表的な意見の抜粋を行うととと

もに、記述された文章において使用されている用語の頻度と共起（同じ文中に関連性高

く使用されている言語間の関係性を示す）のネットワーク化による解釈を試みた。 

なお、ネットワーク化においては、KHCODER３©を使用している。同ソフトウェアに

関しては、以下の論文および https://khcoder.net/ に依拠している。 

樋口耕一 2004 「テキスト型データの計量的分析 ―2 つのアプローチの峻別と統合

―」 『理論と方法』 (数理社会学会) 19(1): 101-115 PDF File 
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燃料（未利用材）を選択している案件数が最も多いことが明らかとなった。これは規模

にかかわらず一つの発電所を１案件としているため、使用量の多さを示すものではない

が、未利用材単独、あるいは一般木質(国産材)との組み合わせが多いことから、国産木質

燃料の利活用に取り組む案件が多いことがわかる。 

全ての組み合わせについてグラフ化したものを以下に示す。横軸に使用燃料１×使用

燃料 2 の組み合せを取り、縦軸を使用燃料３とし回答数それぞれの組合せに対する回答

数とする。 

上位 5 パターン以外にも多様なパターンで燃料が組み合わされていることがわかる。 

図表１－３－９ 使用燃料の組み合わせ状況 
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イ 発電規模 

基礎情報として記載された発電端出力について、分類した。なお、分類では FIT 制度

上の区分である 2000kW、10,000kW 等の区切り、また一般通念的な発電規模感を考慮し

たため、各区分における幅が一定ではないことに留意されたい。 

運転開始済み案件 123 件のうち最も件数が多い規模は 5,000 以上９,999ｋW 以下で 36

件、次いで 10,000 以上 29,999kW 以下、1,999kW 以下がいずれも 27 件であった。 

また、未稼働案件 107 件のち、最も多い規模は 50,000 以上 99,999kW 以下の 38 件、

ついで 1,999kW 以下 24 件、100,000kW 以上 12 件であった。 

今後、未稼働大規模案件の運転開始により、大規模案件の割合が増えることが確認で

きる。 

図表１－３－１０ 発電規模別案件数(n=229) 
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ウ 発電原価 

運転開始済み案件のみを対象とし、基礎情報として自由記載により回答を得た。ただ

し、有効回答率は 38.2%である。また 3 件の異常値（4 桁以上の数値が入力されている）

は N/A にカウントしている。 

発電原価は、10 円/ｋW 未満 ４％を除くと、ほぼ分散している。35 円/kWh 以上が

19%（9 件）であったが、最大で 44 円/kWｈであった。また 10 円／ｋWh 未満では 9 円

/kWh が最小値であった。 

図表１－３－１１ 発電原価の傾向(ｎ=47) 

 

次に、発電原価と使用燃料の関係について確認した。 

発電所における主要燃料として確認した使用燃料１への回答結果と発電原価のクロ

ス分析を行ったところ、間伐材由来の木質燃料（未利用材）を主要燃料として使用する

発電所において比較的発電原価が高い傾向が示された。 

発電原価が 15 円未満/kwh と回答した発電所 9 件（グラフ区分では 10 円/ｋWｈと

10~14 円/ｋＷｈと表示の内訳を確認すると、建設資材廃棄物由来の固体燃料を使用す

る発電所が３件、一般木質（輸入材）３件、一般木質（国産材）１件、その他（化石燃

料、助燃材等）（大規模石炭火力における混焼案件）が 2 件であった。 
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図表１－３－１２ 発電原価と主要燃料の関係(n=47) 
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（２）事業課題に関する分析 

オ 設備利用率と時間稼働率の関係 

実際に稼働している運転開始済みについての調査結果から、年間発電量（ここでは発

電端を使用している）を考慮した指標である設備利用率と、年間の稼働時間のみを対象

とする時間稼働率を比較した。設備利用率≦時間稼働率の関係にあるが、その差異が大

きいほど、負荷率（定格出力に対する実際の出力）が低い状態での稼働が背景にあると

考えられる。 

設備利用率９０％以上の案件では時間稼働率も 90%以上と大きな相違はみられないが、

60%未満をのぞくすべての案件で時間稼働率が 90%以上を超える案件もあり、傾向とし

て設備利用率が低い案件では、稼働時も低負荷率の状態で稼働していることが分かる。 

図表１－３－１３ 設備利用率と時間稼働率の関係(n=119) 
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カ 所内率 

基礎情報として自由記載により得た発電端出力と送電端出力のデータを用いて、所内

率を計算で求めた（補機動力分など発電所内で利用される電力量の発電端出力に対する

比率。発電端出力から送電端出力を差し引き、発電端出力で除したもの、所内率が相対

的に低いほど同じ規模の発電所でも売電できる量が多い。有効回答率は 69.9%である。 

この所内率と発電規模について、相関関係を確認した。石炭混焼の大規模案件がある

ため図表１−３−１４では、相関を確認しにくいことから、特に案件の多い 5,000ｋW 以

上 9,999kW 以下の規模帯での状況を確認するために 29,999kW 以下の案件について、 

図表１－３－１４ 所内率と発電規模の関係 

 

図表１－３－１５ 所内率と発電規模の関係（３０，０００kW 以下） 
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あらためて確認した結果を図表１−３−１５に示す。29,999kW 以下の案件における所

内率と発電機の規模には強い相関がみられなかった。 

特に案件の多い 5,000ｋＷ以上 9,999kW 以下の規模帯では、所内率に分散が高い傾向

があることが確認できた。同規模ではすべて直接燃焼（汽力発電方式）が採用されてい

るが、所内率が高いものでは 20%超、低いものでは 10%未満のものもある。同規模帯に

おける所内率の平均は 11%、中央値は 12%であった。 

設備環境や運営状況にもよるため一概には言えないが、同様の発電方式（汽力発電）

を採用している案件も多く、例えばトップランナーとなる施設を参考にすることで、所

内率改善がよりスムーズに実現する可能性もある。 
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キ 燃料価格とその見通し 

使用燃料と価格の関係について、双方に回答があった案件について集計したものを以

下に示す。価格は円／ｔであるが、取引条件が異なるため、水分条件は一定ではないこ

とに注意が必要である。 

図表１−３−１６の表では、表頭を取引価格、表側は燃料区分としている。最も回答

数が多いものを黄色でマークした。最も回答数が多い（比率で表示）中心価格帯が燃料

区分ごとに異なることが分かる。(n=369) 

たとえば間伐材由来の木質燃料（未利用材）では 10,0000 円/t 以上 13,000 円/t 未満が

中心価格帯となるが、一般木質（国産材）では、4,000 円/ｔ以上 7,000 円/ｔ未満となっ

ている。 

図表１－３－１６ 使用燃料区分ごとの取引価格（表）(n=121) 

 

 

 次に、燃料区分ごとに集計した価格見通しを確認する。 

 “横ばい”との回答は一般木質(国産材)で 4 割強と高く、同分野が比較的、価格面で安

定的な燃料として期待されていることが分かる。一方、農産物由来の固体燃料は 5 割強、

間伐材由来の木質燃料（未利用材）で 5 割弱が”上昇する”と回答しており、同 2 区分に

おける価格動向が今後の事業に与える影響が懸念される。 

廃棄物由来（建設資材・一般）とその他（化石燃料・助燃材）では“わからない”という

回答が比較的多い。背景としては景気動向や人口に影響を受けることから過去にも大き

く変動してきた経緯があり、化石燃料については、ＳＤＧｓなど社会全体の環境行動に

影響を受けるため不確実性が高さが意識されているものと推察される。 

また、⾧期価格固定しているとの回答も各燃料で一定数が確認できたが、建設資材廃

棄物由来でも 2 割程度が価格固定しているのに対し、一般廃棄物・その他では 0 件であ

り、同じ廃棄物系でも、FIT 制度以前から木質燃料としての利活用が進んでいる建設資

材廃棄物由来の燃料では市場としての成熟が比較的進んでおり、多様なスキームが利用

されていると考えられる。 

A 16,000円/t以上

B 13,000円/t以上

16,000円/t未満

C 10,000円/t以上

13,000円/t未満

D 7,000円/t以上

10,000円/t未満

E 4,000円/t以上

7,000円/t未満 F 4,000円/t未満
ｎ=

15% 10% 48% 25% 1% 1% 88
2% 12% 6% 28% 37% 15% 65
56% 20% 8% 0% 8% 8% 25
25% 50% 25% 0% 0% 0% 24
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
0% 0% 0% 15% 19% 65% 26
0% 0% 8% 0% 17% 75% 12
29% 57% 14% 0% 0% 0% 14

ー ー ー ー ー ー 0
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図表１－３－１７ 燃料価格の見通し(n=265) 
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ク 買取期間終了後の事業計画とその課題 

買取期間終了後の事業計画について、最も回答が多かったのは未定 59 件であった。

次いで、 事業を継続 は 50 件であった。このほか設備更新(リプレース)は 6 件、撤去

5 件、譲渡・売却 1 件であった。 

これらを規模別にみると、大規模の案件では未定との回答が多く、5,000 以上 10,000

未満、2,000 以上 5,000ｋW 未満の案件では事業を継続するとの回答が多いことが確認さ

れた。他方で、1,999kW においては未定、撤去、譲渡売却の比率が比較的高く、なんら

かの形で事業継続を予定する案件の比率が低いことが分かった。 

 

図表１－３－１８ 買取期間終了後の事業計画と規模の関係（n=121） 
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また、買取期間終了後の事業継続における課題について確認した。各回答に記載され

たテキスト情報 KHCODER©を用いて、出現頻度と共起表現のつながりをネットワーク

で示す「共起ネットワーク」分析を行った。 

“売電”、“価格”、“燃料”、調達“、”確保“で構成された買取期間終了後の売電価格と燃料

調達、環境や林業への影響に言及した要素、”設備“、”老朽“、”修繕“、”計画“、など事業

を継続するための大規模修繕等についての要素が検出されている。 

継続にあたり”投資“、”見通せる“、”期間“、”買取“、”単価“という継続にあたっての投資

判断に関する要素が”難しい“という言葉と共に用いられ、事業者側にとって買取単価次

第となる継続後の投資回収についての判断に苦慮する様子がうかがえる。 

また、経済性に関しては”電気“、”CO2“、”低減“、”価値“というバイオマス由来の電気

の持つ環境付加価値が、事業継続を行う上で収益向上に寄与することが期待されている。 

図表１－３－１９ 買取期間終了後の事業継続における課題・共起ネットワーク（n=101） 

 

 

 

環境付加価値 

大規模修繕・設備更新 

買取期間終了後の 

売電価格と燃料調達 

環境や林業への影響 

継続投資判断・制度 
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図表１－３－２０ 買取期間終了後の事業継続における課題 自由回答(抜粋） 

 

  

要素 内容
環境や林業への影響 地域における再生可能エネルギーの必要性、地域エネルギーの利用方法の確

立、石炭火力のためCO2排出量抑制のため、林業者からは現時点で採算が合
わないとの意見もある。
森林整備という観点から国策として何らかの助成が必要。国内林業活性化と
いう本来の目的からすると今後も燃料価格の下落はない。地域貢献として林
業再生のためのバイオマス使用ニーズもある。

継続投資判断・制度 燃料確保や売電収入の見通しがない状況で事業計画を立てるのが難しい。売
電価格に見合う燃料の調達と組み合わせ、燃料に対しての設備投資の収支バ
ランス。発電電力の販売先の確保。償却後に減価償却費の影響が無くなった
としてもコスト高い。燃料コスト高いため石炭専焼に戻ることも視野。燃料
確保状況の不透明さや、売電収入が分からない状況で事業計画を立てるのが
難しい。ＦＩＴ制度に変わる新たな制度が確立されないと比較的規模の小さ
い発電所は運営がかなり厳しい。将来が見通せないため積極的投資人材確保
が難しい

大規模修繕・設備更
新

設備老朽化に伴う修繕費の増大対策。設備老朽化に伴う修繕の増加。大規模修繕
費の調達。設備の⾧寿命化。設備の老朽化に対応した計画的修繕更新の計画策定
及び実行。

環境付加価値 ＣＯ２フリー電気の付加価値付け。環境評価が経済評価と併せ明確になること。

買取期間終了後の売
電価格と燃料調達

買取期間終了後の売電条件や環境価値など事業継続性に係る条件が不明。電
力の買取単価および建設廃材の調達条件。燃料費が高額。売電価格の補助が
不可欠。燃料調達量の確保調達価格の低減と安定化が必要。現行売電価格の
継続不可の場合は売電価格に見合ったバイオマス燃料の安定調達。買取が行
われない場合、自家利用によりメリットがだせるのであれば、継続。
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ケ 発電設備の維持管理 

設備投資額に対する年間メンテナンス費用額の比率（設備投資メンテナンス費率）の

回答結果と設備利用率についての回答結果を用いてクロス分析を行った。 

設備投資額メンテナンス費率が高い案件ほど、設備利用率が低い傾向が明らかとなっ

た。これは、設備利用率の低下要因として、設備の機械的トラブル等が背景としてあり、

トラブルの発生により運転時間あるいは負荷率が低下し、またその修繕のために追加的

なメンテナンス費用がかさんでいる状況が考えられる。 

図表１－３－２１ 設備利用率とメンテナンス費（設備投資に対する比率）(n=68) 
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コ エネルギー供給の姿 

本調査の対象は、その多くが発電事業を主体としているが、運転開始済み 123 件のうち

38 件で熱供給を実施していることが明らかとなった。 

熱供給先と熱供給形態についてクロス分析をしたものを以下に示す。熱供給を行う 38 件

のうち、蒸気として生産工場に供給するものが多いが、これらは大規模な生産工場に隣接、

あるいは工場内設備として設置された発電所であり、まだエンタルピーの高い蒸気利用と

発電を並行しているものである。 

次いで多いのは温水を活用した空調・給湯と燃料乾燥であった。燃料乾燥は自社での燃料

品質管理のための方策として導入されているものであった。 

また、熱供給形態における低温水（40℃以下）と用途における農業利用は、利用が難しい

温度であることや規模の点から利活用が進まない分野でもあるが、既に利活用に取り組ん

でいる案件の存在が確認できた。 

図表１－３－２２ 発電事業者による熱供給の形態と熱用途(n=38) 
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サ 燃料コスト対策への取組み 

 バイオマス発電における課題の一つに燃料コストの削減が挙げられるが、その方策と

しては、品質・価格・取引形態・発生状況から安価となる燃料の利用などが挙げられる。 

 本調査では、燃料コストについて選択肢を提示し、その対策実施状況について実施状

況を確認している。そのデータと設備利用率のデータを用いてクロス分析を実施した。 

高い設備利用率（90%以上）を実現している発電所では、環境により利用できない自

社内副産物の利用、その他の方策を除いて、いずれも既に実施しているとの回答が多く、

既に様々な方策に取り組んでいることがわかる。 

一方、低い設備利用率（60%未満）となっている発電所では、比較的実施率が高い方

策でも 30%程度となっており、概ね低い水準にあることが分かった。 

次に、燃料コスト以外の収益改善方策の実施状況について、同様に設備利用率データ

とのクロス分析を行った。 

低い設備利用率の案件において稼働時間や負荷が上げられない状況（事故や不具合が

多発しているなど）が背景にあるとすると、その対応に労力を割かれるため定常運転時

に比べ、収益改善というさらなる向上を目指すための課題に対応する余力がないとも考

えられる。 

 高い設備利用率の案件では、実施率もさることながら収益改善に向けた検討がなさ

れ、それが実現されていることでノウハウの蓄積につながる。 

しかしながら、現在、十分な課題検討が実施できていない案件であっても、既に改善

策について実績を持つ先進的な取り組み事例から学ぶことで、改善できる可能性を持つ

と考えられる。 
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 図表１－３－２３ 設備利用率９０％以上の発電所における燃料コスト対策実施状況（n=281） 

 

 

図表１－３－２４ 設備利用率６０％未満の発電所における燃料コスト対策実施状況（n=198） 
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図表１－３－２５ 設備利用率 90%以上の発電所における収益改善方策実施状況(n=257) 

 

 

 

図表１－３－２６ 設備利用率 60%未満の発電所における収益改善方策実施状況(n=53) 
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シ 未稼働案件における計画の遅れ 

未稼働案件について回答のあった 100 件のうち、4 割強の案件が予定通り進捗している

が、約 6 割の案件に計画の遅れが発生していると回答している。 

そのうち、１年以上遅れている案件は全体の約 4 割にのぼる。 

図表１－３－２７ 未稼働案件における計画進捗状況(n=100) 

 

そこで、遅れが発生している案件について、計画進捗状況と遅延理由についてクロス分析

を実施した。 

遅延期間の大小にかかわらず、行政許認可・環境アセスメントを理由に挙げる案件が多く、

次いで資金調達、設備発注が挙げられている。 

1 年未満、1~1 年半の遅れなど遅れが少ない案件では土地の確保が挙げられ、遅延が⾧期

になるものでは系統連系手続きが理由として挙げられている。また、燃料調達については 3

年超の案件では挙げられていないのが特徴的である。また、資金調達の遅れはすべての遅延

期間において挙げられているが、大規模な投資を伴うバイオマス発電事業においては事業

化のボトルネックとなりうる要素でもある。 

このように遅延理由は多岐にわたるが、遅延が⾧期化している案件では、行政許認可・環

境アセスメント、系統連系といった許認可、手続にかかわる要因が示されている。当然、遅

延により開発期間が⾧引けば事業者にとってはコストの増加要因となるうえ、燃料供給側
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や電力系統管理上の不確実性を高める要素となる。 

図表１－３－２８ 未稼働案件における計画進捗状況と遅延理由(n=100) 
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シ レジリエンス・BCP 

 系統事故時等に、所内の負荷があれば所内単独運転が可能である設備では、系統回復後

により早期に再並列が可能となる。また、緊急避難的な措置（蒸気バイパス等）では、復水

器の余力によっては、蒸気放散をしなければならず純水装置からの供給が追い付かない場

合は短時間で停止しなければならない。 

所内で利用される電気と発電設備の最低負荷率がバランスする場合には、燃料・ユーティ

リティがあれば一定期間、所内単独運転が可能となる。 

所内単独運転が可能か否かは、設備設計および設備能力の違いによるため、設計仕様に盛

り込まれない限り可能ではないが、本調査では、現在稼働している案件について、所内単独

運転への対応が可能であるかを確認している。このデータと発電技術に関するデータをク

ロス分析した。所内単独運転は、直接燃焼式でもガス化でも約半数において可能であるとの

回答があった。 

発電所内に負荷設備として避難所等を設置することで、最低負荷率が高い（通常の所内率

程度では所内単独運転はできない）という設備においても、非常時に所内単独運転を維持す

ることが出来ると期待されるが、一方、自由回答欄では「所内単独運転はできるが停止した

場合のブラックスタートはできない」という回答があった。 

図表１－３－２９ 所内単独運転可否と発電技術（n=117） 
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 また、自治体等と災害時のエネルギー供給について協定等を締結しているか、とい

う設問に対しては、未稼働案件、運転開始済み案件のいずれにおいても、現在協定等は

ない、という回答が 9 割超となり、未稼働案件で“協定等を締結している“との回答が

２.0％、運転開始案件では０.0％と締結している案件が少ないものの、”協定等に向け協

議している”との回答が、未稼働案件では 5.9%、運転開始済み案件では 3.4%と、わずか

ながら、協定締結に向けた動きがみられた。 

また、自由回答欄では、エネルギー供給をメインとしたものではないが、非常時には

自治体の要請を受けて、自社の在庫から燃料チップや自家発用燃料として備蓄している

灯油の提供を行う、といった内容で地元自治体と協定を締結している事例が確認された。 

図表１－３－３０ 非常時のエネルギー供給に関する協定の締結状況（未稼働）（n=101） 

 

図表１－３－３１ 非常時のエネルギー供給に関する協定の締結状況（運転開始済み）(n=118) 
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ス 地域貢献 

 地域貢献については、未稼働・運転開始済みともに自由記載で回答を得ている。（有

効回答率 

各回答に記載されたテキスト情報を KHCODER©を用いて、出現頻度と共起表現のつ

ながりをネットワークで示す「共起ネットワーク」分析を行った。 

この結果を用いて記述を要素に区分し、具体的な記述を整理したものを図表１-３-２

２に示す。要素は地域交流、地域資源循環、林業活性化、地域経済、教育・普及活動、

エネルギー供給、政策効果（立地自治体の政策等）と多岐にわたっており、バイオマス

発電事業が地域において、様々な活動を通じ、多面的な効果をもたらしていることが分

かる。 

 

図表１－３－３２ 地域貢献に関する自由回答・共起ネットワーク(n=82) 

 

 

林業活性化 

林業活性化 

政策効果 

教育・普及活動 

エネルギー供給 

 地域経済(雇用) 

地域経済（経済効果） 

地域資源循環 

地域住民、企業との交流 
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図表１－３－３３地域貢献に関する自由回答(抜粋） 

 
  

要素 内容
地域交流 地域環境活動への参加、地域主催行事への参加、企業連絡会に加入して地域

住民と交流、グループの小売電気事業者による地域貢献企業に対する支援付
きプランを実施、

地域資源循環 剪定木等の積極的に受け入れ、発電所周辺の建築廃材を利用、地元の農業残
渣の燃料利用、園芸剪定枝を利用、廃棄物の有効利用

林業活性化 林地残材活用による地域林業活性化、周囲の燃料業者への林地残材活用意欲の向
上に寄与、地元都道府県産燃料を調達、地方自治体を通した山林への寄付
森林管理の代行、電所見学料を任意徴収し市町村へ林業活性化基金として寄付、
再造林（植林、育林）活動

地域経済 地元雇用を積極的に実施、地元業者を優先採用、各種税納付、地域経済効果、地
域の木材製品を利用

教育・普及啓発 地元自治体教育機関の見学の受入れ、インターンシップ参加、地域住民への
発電所理解促進活動

エネルギー供給 地域PPSによる公共施設供給、温水を地元バス停の暖房熱源に利用、近隣企業に
熱供給として蒸気供給を実施

政策効果 農山漁村再生可能エネルギー法に基づく設備整備計画を策定、バイオマス産業都
市構想の認定事業、災害時における電力供給等を検討中、森林整備加速化・林業
再生基金事業実施要領に基づき事業計画
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現地調査報告 

現地調査内容 

令和元年８月中間整理（第３次）においては、地域において活用され得る電源として

バイオマス発電が例示され、調達価格等算定委員会・主力電源化小委員会におけるＦＩ

Ｔ制度の抜本見直しと再生可能エネルギー政策の再構築に関する議論において、木質・

農作物等バイオマス発電の将来像としての「地域活用電源」という概念が示された。 

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会再生可能エネルギー主力電源化制度改革

小委員会中間取りまとめ（以下、主力電源化小委中間とりまとめ）において、バイオマ

スは地域に賦存するエネルギー資源を活用できる電源であり、地域活用電源として、災

害時のレジリエンス強化やエネルギーの地産地消に資することが期待されるものであ

る、とされている。 

この地域活用電源を定義づける地域活用要件の詳細設計にあたり、地域消費型（地域

一体型）については、「災害時に当該再エネ発電設備で生み出された電気・熱が地域にお

いて活用できるというレジリエンス強化の観点と、エネルギーの地産地消の観点の双方

を考慮する必要がある」（主力電源化小委中間取りまとめ）とし、現在、以下のとおり設

定されている。 

（電気の消費） 

・災害時の電気の活用を地方自治体の防災計画等に位置付け 

・自家消費や地域における電気の融通 

（熱の消費） 

・災害時の熱の活用を地方自治体の防災計画等に位置付け 

・地域における熱の融通 

そこで、現地調査においては、レジリエンス（地域の防災計画等への位置づけ、非常

時のエネルギー供給）、エネルギーの地産地消（熱・電気）について事業者の対応事例を

ついてヒアリングを行い、併せて買取期間終了後の事業継続における課題として燃料そ

の他のコスト削減への取組状況、地域社会との連携の状況について確認し整理した。現

時点では、全ての要素を満たす事例が存在していないため、当該要素について参考とな

る案件を事例として選択している。 

現地調査先の基本情報および概要について、図表１−３−３４に整理した。 
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図表１－３－３４ 現地調査総括表 

 

 

人材
育成

事業名・事業主体 所在地 使用燃料1 使用燃料2 発電規模

技術者
育成
関連人
材育成

地域防
災協定
等

所内
単独
運転

ブラッ
ク
スター
ト

自家
消費

ﾏｲｸﾛｸﾞ
ﾘｯﾄﾞ

熱利
用・
供給

地域
PPS

地域貢
献

バイオ
マス産
業都市
構想

燃料コ
スト削
減

その他
のコス
ト削減

王子グリーンエナジー江別 北海道 未利用 一般木質・
PKS

25,400ｋW 〇 ー 〇 ー ー ー 〇 ー 〇 ー 〇 〇 ・2018年9月6日に発生した北海道胆振東部地震発生時、所内単独運転に切り替えて運
転継続。約10時間後に、北海道電力から送電可能との連絡があり、再並列、送電再開し
た実績がある。
・チップは平常時に３～４日をストック、非常時用の追加ストックはないがチップ工場
が道内に点在。
・冬場はグループ会社に無償で排温水供給（冷却前、熱交換で冷却塔の出力を下げる効
果も）
・燃料コスト削減のため、枝条の受け入れを積極的に進め42～44%まで使用。
・地域貢献のため、地域の風倒木を受け入れている。

リアスの森BPP・
気仙沼エネルギー開発

宮城県 未利用 ー 800kW 〇 ー ー ー ー ー 〇 〇 〇 ー ー 〇 ・間伐材を燃料とした木質ガス化ＣＨＰ。エネルギービジネスに留まらず、地域内の森
林資源、人材、異なる産業との連携とコミュニティ活性化など、さまざまな要素を有機
的に結び付けながら活力を生み出している。
・地域材活用のため素材生産能力向上を目指し、計画初期段階から自伐林家育成を行
い、購入の半分を地域通貨で支払う。
・燃料コストは地域に落ちるお金でもあるため、削減は考えていない。稼働率など他を
向上させることで対応。
・電気は全量FIT、熱供給 95℃温水供給は近隣２軒のホテルに供給。電気は東京都、
目黒区等への供給を実施していたが、さらに今年より地域ＰＰＳにも供給開始。
・当初、設備トラブル等に見舞われたが、燃料品質管理、設備の運営ノウハウを積み重
ね、稼働率を向上させている。

鶴岡バイオマス・
温海町森林組合

山形県 未利用 ー 1,995kW 〇 〇
（地元自治
会と調整

中）

〇 ー ー ー ー ー 〇 ー 〇 〇 ・鶴岡バイオマス発電所では、水分の多い未利用材を受け入れるが自社内でチップを圧
搾し水分を低下させる設備を開発し導入している。
・発電所での教育・研修と改善活動を通じ、問題解決能力のある技術者の育成を推進し
ている。実際に2代目BT主任技術者は内部育成した人材が就任している。
・所内単独運転が可能であり、災害時の場内電気の供給について地元自治体と協議中。
・温海町森林組合ではA-C材までトーセンとの協定取引、素材生産事業を開始してから
比較的短期間で生産性向上・生産コスト低減を実現している。

多気バイオパワー 三重県 未利用 一般木質バ
イオマス
（国産）

6,250kW 〇 △
（協議中）

ー ー ー － － － 〇 ー 〇 〇 ・EPC（エンジニアリングサポート）、O&Mまで一連のことができるのが強みで、火力
発電所の運転で培った運転ノウハウがあり、短時間の系統事故からの早期回復や、事故
時の適切な対応により、停止を最小限に食い止めるなどの効果を生んでいる。
・設備改善にも積極的に取り組み所内率の向上による収益改善を実現。
・燃料管理においては水分による価格設定について独自の価格体系を採用している。
・隣接微細藻類工場へのCO2供給や、環境学習への対応、任意で集めた見学料を地域森
林整備のために寄付するなどユニークな取り組を実施している。

真庭バイオマス発電所 岡山県 未利用 一般木質バ
イオマス
（国産）

10,000kW 〇 － ー ー ー － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ・真庭市全体でバイオマスエネルギーに取り組んでいる。地域PPS「真庭バイオエネル
ギー」から、真庭市の公共施設（庁舎、小中学校など48施設）に販売している。年間発
電出力量の２～４割程度。
・燃料は”真庭システム”（真庭木質安定供給協議会が管理し、証明、燃料管理を一元
化）により水分や品質に応じた価格で取引、発電所の利益が出た場合は報奨金も。
・熱はCLT工場に蒸気0.5t/hを提供、従量料金制としている。
・短時間の系統事故等では自立運転できる。
・防災協定はないが、地域マイクログリッドによる非常時の供給についてFS調査中。

概要
コスト削減

レジリエンス
エネルギー供給 地域貢献
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現地調査・各発電所の取り組み 

（１）王子グリーンエナジー江別 

図表１－３－３５ 王子グループの発電事業 

 

 

現在の設備利用率は 93.7％（定格出力（kW）×年間稼働時間（h）、5 月に 10 日、11

月に 15 日、定期点検で停止）である。設備利用率を高く維持できている要因としては、

燃料の安定供給とメンテンナンスが安定的に行っており、異常の早期発見のためのパト

ロール強化、設備の周期点検を行うことにより、早く修理をするようにしていることが

挙げられる。 

2018 年 9 月 6 日に発生した北海道胆振東部地震発生時、所内単独運転に切り替えて

運転継続。約 10 時間後に北海道電力から送電可能との連絡があり、再並列、送電再開し

た実績がある。 

レジリエンス機能について、ブラックスタートはできないが、所内単独運転は可能で

あり、非常用の発電機は持っている。（工事や所内の照明は非常用から行っている）関係

会社から水の供給や排水を受けているため、関係会社の方でも電気が必要である。実際

に、胆振東部地震の際は、北電に、電気供給する代わりに、電気が止まっていた関係会

社の方にも電源供給するようお願いして、稼働が可能となった。 

冬場はグループ会社に無償で排温水供給しており、低温水が有効活用できるだけでな

く、冷却前、熱交換で冷却塔の出力を下げる効果もある。 

自社の社有林で、枝条を燃料向けに搬出し、林地未利用の枝条活用のテキストを北海道

庁で作成している。また、街路樹や一般家庭の植木等を集めて、一般木質として活用する

ために、独自に収集し、近隣都市の街路樹や河川事務所などの樹木も活用している。 
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（２）リアスの森 BPP・気仙沼エネルギー開発 

図表１－３－３６ リアスの森 燃料サイロと熱供給先の観光ホテル 

 

設備利用率は、直近では平均７５％前後(平成 28-30 年度）、月単位ではややばらつき

がある。ドイツのガス化技術を導入し熱電併給を行うが、欧州と日本の燃料事情の違い

から、日本において苦戦しているガス化発電設備が多い中、燃料品質管理、設備の運営

ノウハウを積み重ね、稼働率を向上させることに成功している。 

エネルギー供給としては、観光ホテルに温泉加温用として熱供給を行うことで、地域

の観光拠点となる施設の経済性向上に貢献している。電気は、FIT 制度を活用しつつ地

域 PPS を通じ地元公共施設、広域連携（東京都環境公社、目黒区）での供給を実施して

おり、先進的な事業スキームに挑戦している。 

一方、エネルギー効率的には効果の大きい熱利用の価格評価が大きくないため、バイ

オマス熱の付加価値について収益を支える方策の検討が課題となっている。 

また、従来は木材生産が低調であった同地域において、シンポジウムによる機運醸成、

収集した生産データを活かした検討、自伐林家育成塾を通じ、地元の森林を健全に管理

しながらその材を有効活用する仕組みを組成することに成功している。 

燃料の購入においては購入費の半分を地域通貨システム（リネリア）で支払うことで、

地域経済に還流する取組も実施しており、エネルギービジネスに留まらず、地域内の森

林資源、人材、異なる産業との連携とコミュニティ活性化など、気仙沼という一つの地

域をフィールドに、さまざまな要素を有機的に結び付けながら、活力を生み出している。

地域におけるバイオマス利活用の、次世代モデルとして注目すべき事業の一つである。 
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（３）鶴岡バイオマス・温海町森林組合 

図表１－３－３７ 鶴岡バイオマス（ボイラ・チップ化工程）と温海町森林組合 

 

直近の設備利用率は 95.2%と極めて高い水準を維持している。好調な稼働状況の背景

として、安定稼働の実現（良い燃料、水分安定）と技術者の育成を挙げている。 

教育訓練を重視しており、年間 20-30 の訓練を実施、大規模火力発電事業に⾧年従事

した実績を持つ先代のボイラー・タービン主任技術者（以下、BT 主任技術者）が教育体

制を構築し、また現在も教育に参加している。 

教育・訓練の成果により、運転データから原因探求し改善活動も実施するなど、問題

解決能力を持つ意欲ある技術者が活躍している。現在の BT 主任技術者も内部の人材か

ら育成している。これもた、安定稼働が確保されているために、事故対応や事故原因究

明などに忙殺されることもなく、技術者のマインドも意欲が高い状態で維持されている

という側面があり、好循環を実現しているといえる。 

レジリエンスについては、ストーカーボイラであるため蒸気管理がし易く 1/6 負荷ま

で起こすことができ、1 週間程度は所内単独運転を維持できる。その場合、燃料の確保

が課題となり自社内では 2 日分の備蓄のみ。隣接だがチップ工場は別受電であるためま

た送電が 1 週間以上停止するような状況では運転員の安全確保も考えなければならない。 

燃料は庄内地方を中心とした 50km 圏内から、特に 30km ほどの位置にある温海町森

林組合が供給の主力を担っている。同森林組合は、平成 24 年より提案型集約化施業を

本格化。鶴岡バイオマス発電所建設に計画段階から関与し、平成 25 年から燃料材向け

の原木供給を開始した。従来は、雪害により根曲がり部分を避けて採材し、タンコロは

林地残材となっていた。バイオマス供給を始めてからは、根曲がり部を含めた地際から

五、六尺で採材、梢端部を併せ燃料材として供給することで、立木幹材積ベースではほ

ぼ 100％に近い歩留まりを達成することで、低コスト供給を可能にしている。 

納入された燃料はチップ化後、鶴岡バイオマスの親会社であるトーセンが開発した、

チップを圧搾して水分を低下させる装置を用いて水分調整しており、年間を通じて投入

燃料の水分が一定に保たれていることも安定的な稼働の実現に寄与している。 
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（４）多気バイオパワー 

図表１－３－３８ 多気バイオパワー（ボイラ、微細藻類施設への供給、非常用発電機） 

 

時間稼働率で９０％を達成している（設備利用率は非公表）が、９３％という高い目

標の実現を目指している。 

元々、事業を行う中部プラントサービスでは、発電設備の EPC、エンジニアリングサ

ポート、O&M まで一貫した体制を持つのが強みで、大規模火力発電所の運転委託で培っ

た運転ノウハウがあり、短時間の系統事故からの早期回復や、事故時の適切な対応によ

り、停止を最小限に食い止めるなどの効果を生んでいる。 

レジリエンスについては、所内単独運転が可能な設計とはしておらず、むしろ系統か

らの電力供給がなくなればファン類を止めて火炉の温度を維持し、系統回復時に、いち

早く再起動出来る様にという考え方で制御している。 

また、地元の多気町と防災協定を結んでおり、災害発生時に、人的資源の提供、物的

協力（備蓄灯油、チップ等）を約束している。 

隣接の微細藻類生産・研究施設に対し、熱（排ガス 150℃、ブロー水 45-50℃）と排ガ

ス（二酸化炭素濃度 15%)を供給している。実際に一定の生産量向上が確認されている。 

燃料取引において水分を価格に反映させている。燃料供給先が水分を調整しているた

めか、昨年度実績では納入燃料の水分は平均 40%程度であった。現在、水分管理はうま

くいっているが、将来的には熱量で取引したいと考えているが、しかし山側の理解を得

るのが課題となっている。 

施設見学者から 1000 円/人の見学料を任意で徴収し、多気町に「林業活性化基金」と

して寄付している。地球温暖化効果ガスの削減などの環境負荷の低減、森林事業の活性

化などにより地域に貢献し、燃料供給と森林伐採が共存する環境共生システムの構築に

向け、県や町、林業関係者、大学、企業との連携による実現を目指している。 
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（５）真庭バイオマス発電所 

図表１－３－３９ 真庭バイオマス発電所 

 
http://biomass-tour-maniwa.jp/tour/#a05 

バイオマスツアー真庭 HP より 

 

時間稼働率は、直近 4 年間の平均で 93.1%と高い水準を確保している。 

その背景として、燃料搬送系のトラブルを運転開始初年度で解消しており、それ以降、

順調な稼働を維持している。木質資源安定供給協議会（木協）から大量に来る燃料とチ

ップ工場の燃料の性状や量の状況に合わせて、製材端材由来の燃料と合わせることによ

って、バックアップできる体制をとる。 

その他、運転管理の方針としてトラブルが起こってしまったから全て停止させるのか、

少しでも燃料が供給できるのだから、動かしながら何かした対処して（修理）して、稼

働させていくのか、その部分において稼働率を下げないようシビアに対応している。 

レジリエンスについては、短時間の系統事故等では所内単独運転が可能。現実的なこ

とを言えば、EV カーを真庭市が常設して、発電所が生き残れば充電ができるので、その

電力を供給する方法や、中国電力の送電線を使って避難所や消防署等のある路線のみを

生かして発電所の電気を活用できるような検討をしている。防災協定はないが、地元真

庭市とともに地域マイクログリッドによる非常時の供給について FS 調査中である。 

エネルギー供給に関しては、隣接する CLT（建材）工場に蒸気を自営配管で 0.5ｔ／ｈ

供給している。基本料金はなく、従量料金のみとなっている。発電所がメーターを持っ

ており、供給した分を請求している。 

真庭市全体でバイオマスエネルギーに取り組んでいる。地域 PPS「真庭バイオエネル

ギー」から、真庭市の公共施設（庁舎、小中学校など 48 施設）に販売している。年間発

電出力量の２～４割程度となる。 

燃料は”真庭システム”（真庭木質安定供給協議会が証明、燃料管理を一元化）により水

分や品質に応じた価格で取引、発電所の利益が出た場合は報奨金として分配する仕組み

も取り入れており、発電所周辺の比較的近傍なエリアからの効果的な収集を可能として

いる。 
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まとめ 

【調査１】遵守事項の達成状況を確認する報告徴収・調査結果について 

本調査においては、FIT 制度における認定を受けた事業計画について、制度が要求す

る遵守事項の達成状況について確認を行った。 

前調査対象案件数２３１件のうち、遵守事項となる３つの報告内容①設備発注状況 

②燃料安定調達協定等の確保状況 ③持続可能性を認証する書類の確保状況について、

問題なしと判断された案件は全体の２割弱となる４１件にとどまり、１６４件について

はなんらかの問題が指摘される結果となった。 

なかでも、２０１９年度から新たに設けられた持続可能性を認証する書類の確保につ

いては、本調査の対象となった５１件のうち要件を確保したのは全体のわずか４％とな

る２件のみであり、一部不十分５件を含め 96%となる 49 件で持続可能性を認証する書

類の確保状況に問題があると判断される結果となった。 

持続可能性の確保については、事業者の自主的取組と調達元農園情報の開示（運転開

始時期、あるいは運転開始前の場合等その他の条件あり ガイドライン ｐ８参照）を

条件に 2021 年 3 月 31 日まで、その確認が猶予されるが、調査時点において持続可能性

を認証する書類の確保ができていない案件の全てで、自主的取組および調達元農園情報

が十分に開示されていない、あるいは自社の HP 等での開示が全くされていない状況で

あることが確認された。 

猶予要件が確保されていないと判断された案件のなかには、燃料納入者の HP に掲載

された情報を以て自社の情報開示と報告しているケースが見られ、また、現行のガイド

ライン上認められていない認証制度の書類を提示するケースや直接の取引関係にない

農園情報を提示するケースなど、ガイドラインが求める要件を事業者が十分に理解して

いない状況が示唆された。 

本来、国民負担によって支えられた FIT 制度の下で営む発電事業者という意味におい

ても、電力という重要な社会インフラの一旦を担う事業者という意味においても、FIT 制

度の認定事業者には、燃料供給者の取組に依存するのではなく、むしろ事業者側が積極

的に制度を理解した上で、事業の社会的影響を考慮したうえで自らの方針を示し、サプ

ライチェーンを通じて高い持続可能性の確保を促していく姿勢が求められる。 
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【調査２】バイオマス発電事業の実態調査について 

本調査ではアンケート調査により、FIT 制度における認定を受けた木質・農産物等由

来のバイオマスを燃料とする発電所について、その事業活動の実態について確認した。 

結果から、対象発電所の姿として、以下の特徴がみられた。 

・使用燃料は間伐材由来の木質燃料(未利用材)のみを用いる案件が最多であり、それ

以外でも未利用材と一般木質(国産材)を組み合わせた案件が多く、ついでそこに建設資

材廃棄物由来の燃料あるいは農産物由来の固体燃料を組み合わせたものが多い 

・発電規模は運転開始済み案件では 5,000 以上 10,000kW 未満が最多であるが、未稼

働案件では大規模な計画が多く、全て運転開始すれば今後は 50,000 以上 100,000ｋW 未

満の案件の割合が最多となることが予想される 

・発電原価は、10 円／ｋWh 未満から 35 円／kWh では 10 円/kWh 未満は 4%と少ない

ものの、ほかの価格帯では分散している。また発電原価は主要燃料を間伐材由来の木質

燃料とするもので高く、建設資材廃棄物由来の燃料、一般木質(輸入材)、一般木質(国産

材)で低い傾向があり、また大規模石炭混焼でも低廉なコストが実現できている 

 

また、事業課題となる要素についての分析では、以下の特徴が確認できた。 

・設備利用率は 90%以上となる案件が全体の半数近くとなり、多くの発電所で順調な

稼働が確保されている。一方、設備利用率 60%未満の発電所も存在する。設備利用率が

比較的低い案件では時間稼働率が高いものもあり、このような案件では稼働時も低負荷

率の状態で稼働していることが示唆された。 

・所内率と発電規模の相関は低く、かなり分散が高い。同一規模帯でも 10%前後から

20%前後まで開きがある。設備環境や運営状況にもよるため一概には言えないが、同様

の発電方式（汽力発電）を採用している案件も多く、例えばトップランナーとなる施設

を参考にすることで、所内率改善がよりスムーズに実現する可能性もある。 

・燃料価格については、使用燃料区分ごとに中心価格帯が異なるが、一般木質(国産材)、

建設資材廃棄物由来の燃料、一般廃棄物・その他の燃料が比較的安価である。また、将

来の価格見通しについては、未利用材、農産物由来の固体燃料で“上昇する”とする回答

が多く、一般木質(国産材)では”横ばい”との回答が多かった。廃棄物やその他（化石燃料・

助燃材）では“わからない”という回答の比率が高かった。 
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・FIT 買取期間満了後の事業計画については未定とする回答、次いでなんらかの事業

継続を予定しているものがそれぞれ半数程度、撤去、譲渡・売却を既に予定している案

件もわずかであるが確認された。規模越では、5,000 以上 10,000kW 未満で事業を継続す

るという回答の割合が高く、10,000 以上 30,000ｋW 未満では未定の回答が多い。 

・設備投資額に対するメンテナンス費用の比率が高い案件ほど設備利用率が低い傾向

が確認された。これは設備利用率が低い背景として設備の機械的トラブルの発生がある

と考えられ、修繕のための追加的なコストがかさむ状況にあることが懸念される。 

・発電事業者による熱供給は、蒸気を生産工場向けに供給しているケースが多く見ら

れた。空調・給湯、燃料乾燥、農業利用などにも利用されているが、利用が難しいとい

われる温水や低温水を活用した事例もあることが分かった。 

・燃料コスト対策への取組状況を確認すると設備利用率 90%以上の案件においては、

ほとんどの方策について既に実施済、あるいは検討中との回答が多いのに対し、設備利

用率 60%未満の案件では、検討していないとの回答が最も多かった。また、燃料以外の

収益改善策についても同様の傾向が見られ、稼働状態が良く設備利用率の高い案件では

収益改善に向けた検討と対策の導入実績があり、こうした先進的な事例でノウハウが蓄

積されている 

・未稼働案件の計画進捗状況では、４割に一年以上の遅れがある。遅延理由は遅れの

期間によりやや異なる傾向を示すが、行政許認可や系統連系などボトルネックとなりか

ねない要因もあり、特に 3 年以上の遅延については開発延⾧となることで事業者のコス

ト負担だけでなく、燃料供給や系統管理上の不確実性要因となることが懸念される。 

・非常時の所内単独運転可否については、不可能とする案件も多く、可能とする回答

は 4 割程度となった。また、自由回答欄では「所内単独運転できるがブラックスタート

はできない」との回答もあった。また、非常時のエネルギー供給に関する協定を地元自

治体等と締結している案件は未稼働で確認できるものの少なく、協議中もまだ 1 割程度

の状況である 

・地域貢献については、自由回答で地域交流、地域資源循環、林業活性化、地域経済、

教育・普及活動、エネルギー供給、政策効果など多岐にわたっており、バイオマス発電

事業が地域において様々な活動を通じ、多面的な効果をもたらしている。 
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現地調査 

現地調査の結果から、バイオマス発電事業には、その立地環境、事業者の志向する事

業の方向性と運営方針、使用する燃料の生産背景等により、レジリエンスへの対応、エ

ネルギーの地産地消、地域社会との連携、コスト削減の実施等、事業の在り方が多様・

多彩であることが確認された。 

以下、地域活用要件等について、各発電所における対応状況（該当するもののみ）を

整理する。 

・レジリエンスについての対応 

王子グリーンエナジー江別：所内単独運転により系統回復後速やかな送電再開を実

現した経験がある。 

リアスの森：震災の経験から災害時に温水供給をしたいが現状、所内単独運転がで

きないこと、追加的設備投資を負担できないことで検討を断念した経緯がある。 

鶴岡バイオマス：所内単独運転により早期の送電再開に備えるとともに非常時に緊

急性の高い電力需要（生命維持に必要な装置など）があれば所内負荷設備を開放する

ことを地域自治会と協議中である。 

多気バイオパワー：地元自治体と防災協定を締結、電気・熱ではないが備蓄燃料（灯

油・木質チップ）などの物的支援と人的支援を約束している。 

真庭バイオマス：防災協定はないが、非常時におけるマイクログリッドによる供給

の可能性について FS 調査を実施している。 

 

・エネルギーの地産地消についての対応 

王子グリーンエナジー江別：隣接する関連会社の生産工場に排温水を無償提供して

いるが、冷却塔の負荷を減らせる効果がある。 

リアスの森：市内観光拠点となるホテル 2 軒に温泉加温用温水を供給、ホテルの光

熱費節減に寄与している。電気は 2019 年より地域 PPS による市内に供給を開始した。 

多気バイオパワー：隣接する微細藻類生産施設実証施設に排ガス・ブロー水の提供

により CO2 と熱を供給し、収率向上が確認されている。 

真庭バイオマス：隣接 CLT 工場に蒸気を供給、地域 PPS を通じ公共施設に電気を

供給している。 

 

・地域社会との連携についての対応 
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王子グリーンエナジー江別：地域の未利用資源として枝条の受け入れ、風倒木受け

入れを強化している。 

リアスの森：気仙沼地域の森林資源を活用し、本事業を契機に育成した自伐林家に

よる生産、半分を地域通貨で支払うことで地域経済への還流も実現。 

鶴岡バイオマス・温海町森林組合：温海町森林組合は近年急速に生産量を伸ばして

いるが、鶴岡バイオマスと親会社の製材工場が全てのグレードの材を買い取ることで、

売り先に悩むことなく計画的な生産と森林管理が実行できる。 

多気バイオパワー：見学者から任意で徴収した見学料をとりまとめ、地元自治体を

通じ地域森林整備のために寄付している。 

真庭バイオマス発電所：地域ぐるみでバイオマスを推進しており、その中核を担い、

見学者・視察者の受け入れを行っている。 

 ・コスト削減についての対応 

王子グリーンエナジー江別：枝条の受け入れを積極的に推進、灰の利活用を近隣で

進め処理コストダウンを実現している。 

リアスの森：運転開始初期は設備トラブルにより稼働状況が悪かったが、燃料管理

と運用改善により設備利用率も向上、熱収益が苦しいが以前より経営改善している。 

鶴岡バイオマス：技術者育成に力をいれており、燃料と運転状況の関係など社内で

技術検討を重ねて継続的な改善に取り組んでいる。 

多気バイオパワー：水分に応じた燃料価格体系の採用、所内率の向上などにより、

安定的な稼働を維持しながらコストダウンを実現している。 

真庭バイオマス：”真庭システム“と呼ばれる燃料供給の仕組みがあり、協議会によ

る管理により証明、燃料管理、水分・品質による価格設定、報奨金制度などにより安

定的かつ適正価格による燃料調達が実現している。 

バイオマス発電事業におけるレジリエンスへの対応、エネルギーの地産地消、地域社

会との連携、コスト削減の実施等、事業の在り方については、各事業者ごとにその様態

はさまざまで多様・多彩であることが確認された。 

現地調査で取り上げた各案件は、必ずしも一つの“解”を示すものではなく、その立地

環境、事業者の志向する事業の方向性と運営方針、使用する燃料の生産背景等、地域と

連携しながら事業を形成し、地域社会のおける機能を発揮しているものと考えられる。 
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結び 

遵守事項の達成状況を確認する報告徴収・調査では、対象案件の多くで、遵守事項を

期限内に十分達成できていないケースが多く確認された。 

また、バイオマス発電の実態調査では、現在、稼働している案件の役半数が順調に稼

働し、さらに収益改善のための検討を実施するなど、事業体としての強さを発揮しさら

なるノウハウ獲得が可能な余力を持つが、稼働状況に問題のある案件については、期待

される収益の遺失だけでなくメンテナンスコストの上昇などの収益圧迫要因が増強さ

れるうえ、設備の不調等があることで改善のために検討を行う余力が奪われ、収益改善

が十分に行えない可能性が示唆された。 

FIT 制度の下で稼働している発電所は個々の民間事業者の所有物であるだけでなく、

有用な発電インフラであり、国民負担により支えられ FIT 制度により支援された社会的

ストックでもある。 

FIT 制度の目的を十分に発揮するためには、認定を受けた事業計画を運営する事業主

体が、自ら積極的に制度について理解を深め、その遵守事項を達成することは事業者が

果たすべき責務であると考えられる。 

既に発電原価を十分に下げられている事業におけるバイオマス発電所の事業運営技

術・ノウハウは共有することで、現状あまり順調でない発電所においても事業運営を円

滑化し収益を確保していく可能性がある。 

 

また、同じ木質燃料であっても、森林・林業を背景としたものから、災害による風倒

木、建設廃材などその生産背景による違いや、関連産業の集積の有無など社会経済状況

による違いがある。 

現地調査で確認されたように、発電事業が、それぞれに立地する地域に根差した活動

を、地域の特性を生かし地域社会との連携を通じて実施することで、地域活用電源とい

うバイオマスの将来像に対し、社会に貢献できるエネルギー事業の多様な形を提供して

いくことができると考えられる。 

FIT 制度の下、より多くの発電事業が地域社会と連携し、健全かつ安定的に稼働して

いくことで、バイオマス発電というエネルギーが、将来においても社会の中で機能を発

揮していく存在となると期待される。 
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１-３最新の運転開始予定 

【設問】 

最新の運転開始予定について（年／月） 

 

図表２－１－３ 最新運開予定 

 

 
 

運転開始予定年ごとに、導入予定出力(累計)を棒グラフで、導入予定件数（累計）を

折れ線グラフで示す（暦年とし、運転開始時期についての回答がないものは N/A で示

している）。 

現在未稼働の発電所は 2020 年から 2024 年にかけて毎年導入量が増加するみこみだ

が、2024 年以降は伸びがやや鈍化する可能性を示している。 
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１-５ 遅延要因・理由 

  【設問】 

(1-4 で B～F と回答した方がお答えください） 

遅れが発生した要因についてお答えください（影響が大きい因子を選択肢から 

３つまで選び、具体的な理由を記載してください）（n=168） 

【選択肢】 

A 燃料調達 （n=9） 

B 設備発注 （n=9） 

C 工事の遅れ （n=5） 

D 系統連系手続き （n=5） 

E 土地の確保 （n=4） 

F 行政許認可・環境アセスメント（n=20）  

G 資金調達 （n=15） 

H その他 （n=13） 

N/A (n=88) 

（有効回答率 47.6％） 

 

 

 

 

 

計画に対し遅れが発生している事業計画（1-4 で B～F と回答）ごとに選択された遅

延理由を集計した。 

遅延理由と遅延期間の関係では大きな特徴がなかったが、土地の確保を理由に挙げ

ているのは、比較的短期間の遅れ（1 年未満、１～1 年半の遅れ）がある発電所となっ

ている。また、3 年以上の遅れがある事業計画では、燃料調達を理由に挙げる物はなか

ったが、短期間の遅れがある発電所に比べ行政許認可・環境アセスメントを理由とする

者の割合が高い傾向がみられた。 
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図表２－１－４ 計画進捗状況と遅延の理由 
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図表２－１－５ 計画進捗状況と遅延の理由（集計表） 

 

 

 

  

A 燃料調達

4 1 2 2 0

9

B 設備発注

1 2 1 3 2

9

C 工事の遅れ

3 0 2 0 0

5

D 系統連系手続き

0 0 0 4 1

5

E 土地の確保

1 3 0 0 0

4

F 行政許認可・環境

アセスメント

4 4 3 3 6

20

G 資金調達

2 6 1 3 3

15

H その他

2 1 4 2 4

13

計

17 17 13 17 16

80
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図表２－１－６ 遅延理由共起ネットワーク(n=80) 

 
遅延理由の具体的内容について分析したのが図表２−１−8 である。 

特定のことば同士の記述の関連性をみてみると、左上の共起グループが資金調達に

関連する言葉で構成されている。バイオマス発電という新しい分野のプロジェクトに

対して貸し手である金融機関がリスク懸念をもっていて、資金調達問題の背景にある

と想定できる。 

下方の２つの共起グループは、行政の許可・環境アセスに関連した記述で構成されて

いる。発電用地に関連して、林地開発に関する許可手続きに関して発電用地候補地の移

動変更などの要因により検討が遅れる要因となっているかことが想定される。また、環

境アセス手続きが大きな要素になっている。 
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図表２－１－７ 遅延理由（自由回答から抜粋） 

 

  

要因 内容

安定的な⾧期契約に耐えうる燃料調達先の選定に時間を要した、輸入燃料産
地変更等による遅れ、燃料価格の高騰により協定や契約の締結が困難、燃料
供給業者が供給出来なくなり一時的に停止、FIT制度上フレキシブルに燃料
変更出来ないため燃料計画設計が難しい、燃料計画の見直しのため
水冷式から空冷式に変更、設備発注先が変更となった、建設期間が当初見込
みより延⾧した、
事例が少ない海外製ボイラを選定したため銀行サイドの技術評価に時間を要
する、設計変更に伴う発注遅れ、主要設備を見直したため設計に大幅な変更
試運転が延⾧した、設計遅れ、天候不良、試運転時に事故が発生、

アクセス送電線新設工事の遅延、募集プロセスの遅れによる遅延、募集プロ
セスの成立遅延
用地契約手続きに時間を要しているため、農振除外申請その後文分筆、農地
転用のため
環境アセスメントの実施に時間を要する、市からの要請で環境アセスメント
を実施、林地開発許可取得の遅れ、市町村条例による環境アセス期間の影
響、都道府県条例の改正により環境アセスメント対象となる。環境アセスメ
ント準備書の予測に必要な設備諸元の決定の遅れ、都道府県静岡県条例アセ
スの調査期間の影響、県漁連要求の漁業影響調査が未完のため
バイオマス発電事業に対するファイナンス側との考え方の違い、金融機関が
バイオマス発電を懸念の為、プロジェクトファイナンスの組成条件が厳し
い、プロジェクトファイナンス予定がコーポレイトファイナンスとなった為
工業用水増強工事が未完のため、地域との合意形成を踏まえ自主的アセスメ
ント実施、地域住民の合意形成
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２-２ 災害時のエネルギー供給について 

  【設問】 

災害時のエネルギー（電気・熱）の供給についてどのように考えていますか。 

＊記述回答 

 

 

 災害時のエネルギー供給に関しては、自治体や地元への供給について“系統連系”、

“協議”、”指示“など地域との連携による供給体制についての言及がある。 

また共起グループは分散しているが、“非常””再開“”問題“や、”立ち上げ“外部””受ける

“、”設計“、”難しい“など、電力系統にトラブルがあると自立運転ができない設計になっ

ているなど設備の仕様に制約があることをうかがわせる記述が散見される。 

一方、”安定“”安全“”責務“”努める“など、エネルギー供給責任についての記述も抽出さ

れており、災害時に地域にエネルギー供給することで社会的責任を果たしたいという

意欲がありつつも、設備や系統の制約により実現が困難な状況がうかがえる。 

 

図表２－２－２ 災害時供給についての考え方 共起ネットワーク（n=81） 
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３電気の供給先 

３-１ エネルギー供給先と割合について 

  【設問】 

電気の供給先（計画）と供給割合についてお答えください。合計が 100%となるよう

にご記入ください 

（n=６42） 

図表２－３－１ 未稼働案件において予定される電気の供給先 

 
電気の供給先とその供給割合について確認したところ、単独の供給先に 100%供給す

るとの回答が 87 件（81.3%）と最も多く、うち小売電気事業者（旧一般電気事業者）に

100%売電しているという回答が 76 件（全体の 70.1％）に上った。また、複数の供給先

に供給している案件は 8 件であった。うち、自家消費を除いた残りを売電していると

いうケースが 6 件であった。また、複数の供給先に対し供給している案件が 6 件あり、

これらは部分供給を実施していると考えられる。 

まだ売電先について未定としている回答が 2 件、無回答が 8 件であった。 

  

76 0 3 5 3 0

0 1 0 1 0 0

3 0 3 0 0 0

5 1 0 0 0 0

3 0 0 0 6 0

0 0 0 0 0 2

・・・対象の供給先に100%供給
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３-３ 熱用途 

  【設問】 

（3-2 で A～C と回答した方がお答えください）熱用途について予定されているもの

を選択肢から選び、熱供給・利用による収益（外部供給の場合は売上高、内部利用の場

合は代替効果や経費削減効果の額を記入してください。  

  【選択肢】（n=27） 

A 生産工場向け(n=2) 

B 空調・給湯(n=5) 

C 燃料乾燥(n=9) 

 

熱供給先と供給形態について確認した。 

生産工場向けのうち 2 件では蒸気による供給を予定しており、温水による供給は 4

件であった。また、燃料乾燥 9 件、空調・給湯 5 件はいずれも温水によるもので、3-2

で確認したとおり、40℃以下の低温水の使用予定は確認できなかった。 

図表２－３－３ 未稼働案件における熱供給先と供給形態 
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３-４熱供給実施について自由記載 

  【設問】 

熱供給実施にあたっての課題についてもお答えください。＊記述回答 

 

図表２－3－４ 熱供給課題・未稼働共起ネットワーク（n=39） 

 
 

熱供給の課題についての自由記載欄からテキスト分析を行った。 

熱レベルの低い、廃熱の有効利用について、また熱需要先の条件として蒸気・温水な

どの供給形態、近隣（熱導管で供給可能な範囲）、コストについて言及がある。具体的

な記述では、実施にむけて検討をしている、とする回答があったが、近隣に温水・蒸気

などを需要する事業者が不在で、難しいとする回答も多くみられた。 

熱と電気の供給について、地域、計画、実施、確保などが関連して使用されており、

熱供給にあたって地域による計画を意識している事業者があると考えられる。 
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図表２－3－５ 熱供給課題・未稼働クラスター(n=39) 
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４地域貢献効果について 

４-１ 地域貢献自由記載 

  【設問】 

地域貢献のために特に取り組まれていることを記入してください。＊記述回答 

 

図表２－4－1 地域貢献策・未稼働共起ネットワーク(n=83) 

 
 

多くのプロジェクトで、地域経済に対してあらたな人員の採用による雇用創出の効

果を指摘している。 

また、地域のエネルギーの供給計画をモデル的に構築する、また、再生可能エネルギ

ーのリーディング施設ができることによる環境教育的効果があると指摘している。 
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図表２－4－2 地域貢献策・未稼働・クラスター(n=83) 
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図表２－5－2 今後の計画・理由・共起ネットワーク 

 

予定通り実施という回答（左）のほかに、遅延理由などについて記述された部分につ

いては、新たな変更計画に基づいて改めて計画をすすめる（下）、とした事案が多かっ

た。 

また、遅延の理由としては、環境アセスの終了時期との関係、地元漁業関係者との調

整、系統連係のほか、融資などとの関係も示唆されている。RPS 制度認定設備など FIT

制度以前からの施設が FIT 認定にむけてバイオマスの混焼など移行の準備をしている

ケースもみられる。 

一方、“必ず”、”信じる“など、遅延が発生している中でも事業化に向けた意欲が感じ

られる記述も検出されている。  
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図表２－5－3 今後の計画・理由・クラスター 
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出力を考慮した設備利用率よりも、時間稼働率が高い案件の存在が確認できる。時間

稼働率が 90%を超えているにもかかわらず、設備利用率がそれよりも低いというケー

スなどである。 

このような発電所では、稼働はしているが、故障や系統制約など何らかの理由で負荷

を落とした運転を実施している可能性がある。 

 

 

 

図表１－３－13 設備利用率と時間稼働率の関係 ※再掲 
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 設備利用率高要因 

【設問】 

（1-1 で A,B（80%以上）と回答した方がお答えください） 

設備利用率が比較的高水準にある要因について、３つまで選択してください。また可

能であれば具体的な内容を記入してください。 

【選択肢】 

A 燃料品質が確保されていた 

B 設備設計上の工夫があった 

C 予防保全が徹底されていた 

D 運転管理上の方針（計画外停止回避など） 

E 系統事故等が少なかった 

F 自然災害が少なかった 

G その他 

 

 

 

設備稼働率の高い案件について、その要因を自由回答にて確認したものを、KH 

CORDER33©を用いて整理した。 

”水分“、”品質“、”形状“、”異物“など燃料品質に関する要素、“トラブル”、“不具合”、

“迅速”、対応“という事故等の対応に関する要素、 “年間”、“計画”、“定期”、“修繕”とい

った計画的な維持管理の要素が挙げられている。 

また”保全“、”予防“、”メンテ“など設備の予防保全に関する言葉と“供給”、“業者”、”チ

ップ“、”連絡“という燃料に関する言葉の関連付けがあり、発電所の技術的な保全のため

にも燃料品質が重要視されており、そのためのコミュニケーションにも留意されてい

ることが分かる。 

発電所の運転に関する言葉として“運用”、“⾧年”、“ノウハウ”という言葉が検出され、

“設備”、“自社”、“管理”、“徹底”といった言葉も一定の頻度が確認できる。これは、安定

的な稼働を確保している事業者では、事業者内部の技術者による管理が奏功している

という状況が伺われる。 
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図表３－１－３ 高設備利用率・理由・共起ネットワーク 

 
 

 

 

図表３－１－４ 設備利用率高要因 

 

 

設備利用率
A　90%以上 B  80%以上90%未満

要因
(複数回答）

選択率 内容（自由記載）

A　燃料品質が確保されていた 53 62%

異物。水分率の管理。グループ会社からの安定的なチップ納入。燃料供給
計画が的確に実施できた。水分の均一化に取り組み。安定運転ができた。
異物。水分率の管理。PKSの品質向上。安定供給を受けた。設計通りの成
分・熱量の燃料入手。燃料供給業者とのコミュニケーションによるもの。
投入燃料の品質安定のノウハウ蓄積。

B　設備設計上の工夫があった 20 24%
燃料搬送設備の工夫。電設備として新しく。バイオマス専焼として設計さ
れたため。PKS投入ラインを２系統にした。燃料の詰まり。搬送系トラブ
ル対策

C　予防保全が徹底されていた 54 64%

運転を発電プラントメーカーに委託しているため。特に燃料搬送系の清
掃。保全。発電が上回るような大きなトラブルなし。発電所員全員で毎日
発電所の問題点・改善案を検討し。随時実施した。修繕頻度の高い資材。
機材の在庫保管。日々のメンテナンスの実施。予防保全を的確に実施。年
2回の計画定修を行い。予定外停止がなかった。日々のメンテナンスの実
施。不具合箇所の早期補修

D　運転管理上の方針
（計画外停止回避など）

0 0%

定期修繕期間の切詰めに向けた工程の工夫。運転を発電プラントメーカー
に委託しているため。年二回の計画停止による予防保全で。計画外停止回
数を抑制した。特に燃料搬送系の清掃。保全。不具合発生時適切な運転指
示

E　系統事故等が少なかった 18 21%
2回線受電のため。雷害の減少。落雷などによる計画外停電なし

F　自然災害が少なかった 13 15%
変電所が近く特高専用線である。台風被害がなかった。雷害の減少（被雷
対策を強化した）。網走市は台風及び地震の影響が比較的少ない。例年。
豪雨による影響がなかったため

G　その他 10 12%

設備が運開まもないため。運転員のノウハウが身についてきた。概ね当初
計画通りの運転を行えた。稼働率90％ちょうどでありさほど高いと考えて
いない。

A,B　回答者合計 85 100%
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 設備利用率低要因 

【設問】 

（1-1 で D,E（70%未満）と回答した方がお答えください）設備利用率が比較的低水

準にある要因について３つまで選択してください。また可能であれば具体的な内容を

記入してください。 

【選択肢】 

A 燃料品質に問題があった 

B 設備設計に問題があった 

C 予防保全がなされなかった 

D 運転管理上の方針（低負荷で運転など） 

E 系統事故等が多かった 

F 自然災害が多かった 

G その他 

 

 

設備利用率の低い案件は D60%以上 70%未満、E６0%未満を合わせても 25 件程度で

あるため、統計的手法を用いる KH CORDER33©は使用せず、選択回答された要因と

それについて自由回答により収集した内容を以下に示す。 

最も多いのが A 燃料品質に問題があった、が挙げられているが、設備利用率と発電

方式の関係ではガス化発電において設備利用率が低い傾向が確認されており、ガス化

発電の場合には、直接燃焼方式よりもより慎重な燃料品質管理が必要であることが背

景にあると考えられる。また、B 設備設計に問題があった C 予防保全がなされなかっ

た という回答では詳細な内容の記載がないが、トラブルが設備設計に起因するもの

であること、また予防保全が何らかの理由でなされていない状況が確認できる。 

次いで G その他（具体的には運転委託業者の休業や定期点検が短期に入ったこと、

装置のメンテナンス等が）あり、系統事故や自然災害など不可抗力によるものはわずか

であった。 

図表３－１－５ 設備利用率低要因 

 

設備利用率
D60%以上70%未満,E　60%未満

要因
(複数回答）

選択率 内容（自由記載）

A　燃料品質に問題があった 14 56% 灰分。水分が高く。出力制限した場合がある。チップの含有率が高い。

B　設備設計に問題があった 10 40% （内容記載なし）

C　予防保全がなされなかった 5 20% （内容記載なし）

D　運転管理上の方針
（低負荷で運転など）

0 0%
既設設備の改造プラントのため。バイオマス専焼運転をするために発電機出
力を抑えて運転している。熱供給している乾燥機の稼動台数次第

E　系統事故等が多かった 1 4% （内容記載なし）

F　自然災害が多かった 1 4% （内容記載なし）

G　その他 12 48% 運転委託業者の休業等。9月に運開し。11月に定修実施。装置メンテナンス

D,E　回答者合計 25
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 事業継続課題・自由回答 

【設問】 

（すべての方がお答えください）買取期間終了後の事業継続のための課題について

記入してください。（*自由回答） 

 

買取期間終了後の事業継続における課題について確認した。各回答に記載されたテ

キスト情報を KHCODER©を用いて、出現頻度と共起表現のつながりをネットワークで

示す「共起ネットワーク」分析を行った。 

“売電”、“価格”、“燃料”、調達“、”確保“で構成された買取期間終了後の売電価格と燃

料調達、環境や林業への影響に言及した要素、”設備“、”老朽“、”修繕“、”計画“、など事

業を継続するための大規模修繕等についての要素が検出されている。 

継続にあたり”投資“、”見通せる“、”期間“、”買取“、”単価“という継続にあたっての投

資判断に関する要素が”難しい“という言葉と共に用いられ、事業者側にとって買取単価

次第となる継続後の投資回収についての判断に苦慮する様子がうかがえる。 

また、経済性に関しては”電気“、”CO2“、”低減“、”価値“というバイオマス由来の電気

の持つ環境付加価値が、事業継続を行う上で収益向上に寄与することが期待されてい

る。 

 

 

図表 1－3－１９ 買取期間終了後の事業継続における課題・共起ネットワーク（n=101）※再掲 

 
 

 

環境付加価値 
大規模修繕・設備更新 

買取期間終了後の 

売電価格と燃料調達 

環境や林業への影響 

継続投資判断・制度 
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図表１－３－２０ 買取期間終了後の事業継続における課題 自由回答(抜粋）※再掲 

 

 

 

 

  

要素 内容
環境や林業への影響 地域における再生可能エネルギーの必要性、地域エネルギーの利用方法の確

立、石炭火力のためCO2排出量抑制のため、林業者からは現時点で採算が合
わないとの意見もある。
森林整備という観点から国策として何らかの助成が必要。国内林業活性化と
いう本来の目的からすると今後も燃料価格の下落はない。地域貢献として林
業再生のためのバイオマス使用ニーズもある。

継続投資判断・制度 燃料確保や売電収入の見通しがない状況で事業計画を立てるのが難しい。売
電価格に見合う燃料の調達と組み合わせ、燃料に対しての設備投資の収支バ
ランス。発電電力の販売先の確保。償却後に減価償却費の影響が無くなった
としてもコスト高い。燃料コスト高いため石炭専焼に戻ることも視野。燃料
確保状況の不透明さや、売電収入が分からない状況で事業計画を立てるのが
難しい。ＦＩＴ制度に変わる新たな制度が確立されないと比較的規模の小さ
い発電所は運営がかなり厳しい。将来が見通せないため積極的投資人材確保
が難しい

大規模修繕・設備更
新

設備老朽化に伴う修繕費の増大対策。設備老朽化に伴う修繕の増加。大規模修繕
費の調達。設備の⾧寿命化。設備の老朽化に対応した計画的修繕更新の計画策定
及び実行。

環境付加価値 ＣＯ２フリー電気の付加価値付け。環境評価が経済評価と併せ明確になること。

買取期間終了後の売
電価格と燃料調達

買取期間終了後の売電条件や環境価値など事業継続性に係る条件が不明。電
力の買取単価および建設廃材の調達条件。燃料費が高額。売電価格の補助が
不可欠。燃料調達量の確保調達価格の低減と安定化が必要。現行売電価格の
継続不可の場合は売電価格に見合ったバイオマス燃料の安定調達。買取が行
われない場合、自家利用によりメリットがだせるのであれば、継続。
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３燃料調達について 

 燃料 

【設問】 

使用量の上位 3 種類の燃料についてお答えください。燃料の種類を以下の選択肢か

ら選び、燃料名について具体的にお答えください（PKS など） 

【選択肢】 

A 間伐材由来の木質燃料（未利用材） 

B 一般木質（国産材） 

C 一般木質（輸入材） 

D 農産物由来の固体燃料 

E 農産物由来の液体燃料 

F 建設資材廃棄物由来の燃料 

G 一般廃棄物・その他のバイオマス 

H その他（化石燃料・助燃材等） 

 

全ての組み合わせについてグラフ化したものを以下に示す。横軸に使用燃料１×使

用燃料 2 の組み合せを取り、縦軸を使用燃料３とし回答数それぞれの組合せに対する

回答数とする。上位 5 パターン以外にも多様なパターンで燃料が組み合わされている

ことがわかる。 

なかでも最も多いのは感雑材由来の木質燃料（未利用材）単独使用、次いで未利用

材と一般木質（国産材）の組合せであった。 

図表１－３－９ 使用燃料の組み合わせ状況※再掲 
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使用燃料の構成 

【設問】 

（3-1 で回答した燃料について）使用燃料に占める比率をお答えください。(%でご記

入ください） 

燃料価格 

【設問】 

現在の取引価格水準を教えてください。(発電所着渡しとして、ｔあたりの価格をご

記入ください） 

【選択肢】 

A 16,000 円/t 以上 

B 13,000 円/t 以上 16,000 円/t 未満 

C 10,000 円/t 以上 13,000 円/t 未満 

D 7,000 円/t 以上 10,000 円/t 未満 

E 4,000 円/t 以上 7,000 円/t 未満 

F 4,000 円/t 未満 

 水分条件 

【設問】 

3-3 で回答した燃料価格について設定されている水分条件を選択してください 

【選択肢】 

A 水分条件なし（受入状態そのまま） 

B 水分 45%以上 

C 水分 30%以上 45%未満 

D 水分 15%以上 30%未満 

E 水分 15%未満 

F 絶乾（水分を控除する） 

 

使用燃料と価格の関係について、双方に回答があった案件について集計したものを以

下に示す。価格は円／ｔであるが、取引条件が異なるため、水分条件は一定ではないこ

とに注意が必要である。 

図表１−３−３の表では、表頭を取引価格、表側は燃料区分としている。最も回答数

が多いものを黄色でマークした。最も回答数が多い（比率で表示）中心価格帯が燃料区

分ごとに異なることが分かる。(n=369) 

たとえば間伐材由来の木質燃料（未利用材）では 10,0000 円/t 以上 13,000 円/t が中心

価格帯となるが、一般木質（国産材）では、4,000 円/ｔ以上 7,000 円/ｔ未満となってい

る。 
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燃料価格と水分の関係では、比較的高い価格で取引されているものは、水分条件とし

て絶乾、水分 15%未満など水分管理を意識した取引条件が設定されていることがわか

る。しかし、4,000 円/t 以上 7,000 円/t 未満でも絶乾としているものもあるが、これは

一般木質（国産材）の 1 件であった。 

いずれの価格帯でも、水分条件なし（受入れ状態そのまま）としている割合が一定数

見られ、16,000 円/t 以上という高価格でも 1 割弱で見られるなど、取引価格と水分は

最高価格、最低価格帯で特徴がみられるものの、幅広い価格帯で様々な取引条件が適用

されており、必ずしも水分と価格が連動していないことがわかった。 

 
図表３－３－２ 燃料価格と水分の関係 
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 調達燃料の価格見通し 

【設問】 

将来の燃料費の見通しについてお答えください。 

【選択肢】 

A 上昇する 

B 横ばい 

C 下落する 

D ⾧期価格固定している 

E わからない 

 

 次に、燃料区分ごとに集計した価格見通しを確認する。 

 “横ばい”との回答は一般木質(国産材)で 4 割強と高く、同分野が比較的、価格面で安

定的な燃料として期待されていることが分かる。一方、農産物由来の固体燃料は 5 割強、

間伐材由来の木質燃料（未利用材）で 5 割弱が”上昇する”と回答しており、同 2 区分に

おける価格動向が今後の事業に与える影響が懸念される。 

廃棄物由来（建設資材・一般）とその他（化石燃料・助燃材）では“わからない”という

回答が比較的多い。背景としては景気動向や人口に影響を受けることから過去にも大き

く変動してきた経緯があり、化石燃料については、ＳＤＧｓなど社会全体の環境行動に

影響を受けるため不確実性が高さが意識されているものと推察される。 

また、⾧期価格固定しているとの回答も各燃料で一定数が確認できたが、建設資材廃

棄物由来でも 2 割程度が価格固定しているのに対し、一般廃棄物・その他では 0 件であ

り、同じ廃棄物系でも、FIT 制度以前から木質燃料としての利活用が進んでいる建設資

材廃棄物由来の燃料では市場としての成熟が比較的進んでおり、多様なスキームが利用

されていると考えられる。 
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図表３－３－３ 燃料価格の見通し（表） 

 

 

 

図表１－３－１７ 燃料価格の見通し※再掲 

 
  

合計

N/A

42 19 11 14 0 4 1 2 0
22 30 7 2 0 7 6 2 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5 3 5 0 5 0 0 0

17 14 6 4 0 11 5 12 1
N/A 2 3 0 1 0 0 1 6 89

合計 93 71 27 26 0 27 13 22 90
91 68 27 25 0 27 12 16 0

97.8% 95.8% 100.0% 96.2% 0.0% 100.0% 92.3% 72.7%
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持続性リスク回避 

【設問】 

使用燃料の合法性・持続可能性について、リスク回避のためにどのような取組みをし

ていますか。（*自由回答）  

 

 

 

木質バイオマスの証明（ガイドライン）を確認する、伐採段階まで由来を確認する、

などの指摘があった。 

そのほかに輸入の PKS などサプライヤーに現地までさかのぼり合法性を確認するな

どの回答があった 

 

 

図表３－3－４ 持続可能性リスク回避共起ネットワーク 
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図表３－3－５ 持続性リスク回避クラスター
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 年間メンテナンス 

【設問】 

年間のメンテナンス予算の水準についてお答えください。 →６−１へ 

 

設備投資額に対する年間メンテナンス費用額の比率（設備投資メンテナンス費率）の

回答結果と設備利用率についての回答結果を用いてクロス分析を行った。 

設備投資額メンテナンス費率が高い案件ほど、設備利用率が低い傾向が明らかとなっ

た。これは、設備利用率の低下要因として、設備の機械的トラブル等が背景としてあり、

トラブルの発生により運転時間あるいは負荷率が低下し、またその修繕のために追加的

なメンテナンス費用がかさんでいる状況が考えられる。 

図表１－３－２１ 設備利用率とメンテナンス費（設備投資に対する比率）※再掲 
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設備 

【設問】 

これまでに発生した設備トラブルについて故障頻度が高い設備についてお答えくだ

さい。(頻度の高いものを３つまで選択してください・合計）（n=369） 

【選択肢】 

A ボイラ・ガス化炉 （n= 70） 

B タービン （n= 7） 

C 内燃機関 （n= 4） 

D 燃料搬送系・燃料受入れ・貯蔵設備 （n=104） 

E 燃料品質管理（乾燥・加工）設備 （n=20） 

F 電気設備 （n=33） 

G ユーティリティ設備 （n=35） 

H 建屋 （n= 2） 

N/A （n=94） 

（有効回答率 74.5％） 

 

 

いままで発生したトラブルにつき頻度が高い箇所についての回答を、設備利用率に

従って整理したのが図表３−２−１である。 

設備利用率にかかわらず、燃料輸送受入貯蔵設備の故障頻度が高く、次いでボイラ・

ガス化炉が多く挙げられている。また、燃料品質管理（乾燥・加工）設備を合わせると、

燃料の取扱いに関連する設備における故障が多く見られることがわかった。 

図表３－4－４ 設備トラブル箇所 
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維持管理課題・自由回答 

【設問】 

現在の発電設備、運転・維持管理上の課題に関して改善したいと考えている点を自由

に記述してください。（*自由回答） 

 

図表３－4－５ 維持管理課題・共起ネットワーク(n=49) 

 
現在の発電設備、運転・維持管理上の課題に関して改善したいと考えている点を記述

するよう求めた回答の文章を解析した結果を示す。 

 燃料の搬送計についてのトラブル対策に関連する言葉の頻度が高く検出されている。

その他、メンテナンス体制を効率的に行う定期的な設備保全に関する共起グループ、木

質チップの水分条件など品質管理に関する言葉と”清掃“”交換“というメンテナンスに

関するグループ、”ボイラ“”停止“”抑制“など運転制御に関するグループが関連性をもっ

て使用されており、バイオマス発電所の運営管理において燃料と計画的な保全、運転制

御等の技術が関連して意識されていることが分かる。 
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図表３－4－６ 設備維持管理課題クラスター 
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熱供給 

【設問】 

熱供給・利用の状況について、供給先と供給形態についてお答えください。該当する

供給先について、供給形態を選択してください。 

【選択肢】 

A 蒸気 

B 温水 

C 低温水（40℃以下） 

D 熱供給していない 

（有効回答率 23.3％） 

 

【設問】 

（5-2 で A～C と回答した方がお答えください）熱の用途について選択肢から選び、 

熱供給・利用による収益（外部供給の場合は売上高、内部利用の場合は代替効果や 

経費削減効果の額を記入してください。  

【選択肢】 

A 生産工場向け 

B 空調・給湯 

C 燃料乾燥 

D 農業利用 

生産工場向けには蒸気による熱供給がほとんど。その他は温水による熱供給が多い。 

 

図表３－5－３ 熱供給形態×熱用途  
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 熱供給課題・自由回答 

【設問】 

熱供給実施にあたっての課題についてもお答えください。（*自由回答） 

 

図表３－５－４ 熱利用課題・共起ネットワーク（n=33） 

 
 

熱利用実施にあたり、事業者が認識する課題を自由回答により収集したものを KH 

CORDER33©を用いて整理したところ、“近隣”、“隣接”、“インフラ“、”投資“といった立

地と供給手段についての課題（熱導管の敷設など）や、”顧客“、”安定“、”需要“、”確保

“といった安定的な供給先となる熱需要を持つ顧客を確保するという販売先についての

課題、”蒸気“、”使用“といった運転・制御上の課題となりうる要素が確認できた。 
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図表３－５－４ 熱利用課題・クラスター 
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６ 収益改善について 

 発電原価の費用構成 

【設問】 

発電原価に占める費用の内訳について、合計が 100％となるようにご記入ください。 

(自由回答) (n=123) 有効回答率（燃料費：86.2% 人件費：83.7% メンテ費：84.6% 

灰処理費：79.7% 減価償却費 82.1% その他 80.5%） 

各発電原価費目について、その原価構成に占める比率を確認した。 

燃料費では 60%~79%が 4 割強、40%~59%が 4 割弱と大勢を占めている。これは、価

格等算定委員会等で報告されている数値と矛盾しない。その他の費目では、減価償却に

おいて、やや高い比率が 4 割弱（20％~39%が 30%、40％~59%が 6%、60％~79%が 1%）

に上る。あくまでも自由回答ベースであるが、昨今の資本費上昇傾向を反映するものと

考えられる。 

 

図表３－６－１ 発電原価に占める費目ごとの割合 
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燃料費削減方法の実施状況 

【設問】 

燃料費の削減（価格・量の低減）のために取り組むべき対策について、既に実施して

いる取組があれば、実施状況について選択肢から選び、実施上の課題についてご記入く

ださい。（n＝861） 

【選択肢】 

（燃料費削減方策） 

① 燃料品質に応じた価格体系の採用 

② 燃料受入れ基準(品質）の強化 

③ 自社における燃料品質管理の強化 

④ 流通の簡素化 

⑤ 近隣からの調達の拡大 

⑥ 自社内副産物の利用 

⑦ その他 

 

（実施状況） 

A 既に実施済み 

B 検討中  

C 検討したが断念した  

D 検討していない 

 

図表３－６－２ 燃料費削減方策実施状況（回答数） 

 

 

  

N/A n= 有効回答数 有効回答率

56 19 2 30 16 123 107 87.0%

57 19 4 22 21 123 102 82.9%

66 23 0 18 16 123 107 87.0%

32 20 0 46 25 123 98 79.7%

46 21 5 30 21 123 102 82.9%

23 15 1 64 20 123 103 83.7%

1 7 0 38 77 123 46 37.4%

実施状況

燃
料
費
削
減
方
策
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図表３－６－３ 燃料費削減方策実施状況 

 

 

燃料費削減のために考えられる方策についてその実施状況を確認した。 

各方策のうち、既に実施済みとの回答が多いのは③自社における燃料品質管理の強

化、次いで②燃料受入れ基準（品質）の強化、①燃料品質に応じた価格体系の採用とい

う燃料品質管理にかかわる方策であった。一方で①、②の方策では検討されたものの断

念したという回答が一定数見られる。これらは自社内で実施可能な方策③とは異なり

関係先との交渉・調整という要素があるため、協力や理解が得られないと実施が難しい

ことが背景にあると考えられる。 

また、⑤近隣からの調達拡大についても 4 割強が実施済みと回答しているが、コスト

だけではなく輸送過程におけるエネルギー消費、GHG 負荷の観点からも、今後の実施

が期待される。なお、流通の簡素化については 3 割程度の実施状況にとどまっており、

これからの取組強化により燃料費削減が期待できる要素であるともいえる。自社内副

産物の利用については、生産工場など、燃料となりうる副産物の発生があることが前提

となるため、独立した発電所である場合には対応が難しい方策でもある。また、自社内

で利用可能な副産物が発生する場合も、同一・隣接敷地内に発電所が立地していない場

合には輸送費負担が発生する可能性もあるため、実施済みの回答は少なく、また検討し

たが断念したという回答がみられた。 

その他の方策として、具体的には林地残材チップ使用比率の上昇、枝条、伐根等の利

用拡大、集材方法、異物除去などが挙げられていた。 
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図表３－６－４ 燃料費削減方策とその実施状況（抜粋） 

 

  

燃料費
削減方策

内容

① 燃料品質に応じ
た価格体系の採用

（実施事例）水分率によって体系化しているがさらに改善の余地あり、
（課題）品質が化石燃料より安定しない、需要と供給のﾊﾞﾗﾝｽから需要側と
して優位に立てない、品質に比例し原価不安定になる

② 燃料受入れ基準
(品質）の強化

（実施事例）燃料供給業者との意識共有、水分率計による納入毎の水分率測
定、ｵｰﾊﾞｰｻｲｽﾞ品混入時、仕入先に詳細を報告、生産作業環境の改善、燃料
を「商品」として認識の強化、適寸での丸太確保
（課題）生産者側の意識、異物や性状が多様で、受入基準の設定が困難、天
候等の自然環境により左右

③ 自社における燃
料品質管理の強化

（実施事例）品質チェック方法の見直し、自社で乾燥機導入、荷降ろしの際
立ち合い、含水率管理、品質、受入れ時の管理を徹底、毎日の品質チェック
（課題）天候により消費量が変動、バーク系チップの混入率、多大な新規投
資コストを掛けることが困難

④ 流通の簡素化
（実施事例）一部燃料についてグループ内の物流会社を採用、自社トラック
による燃料集材の取り組み、往復荷物の手配
（課題）ドライバー不足、チップで購入しているので供給側の流通に介入

⑤ 近隣からの調達
の拡大

（実施事例）既に県内全域から調達、近隣地区の林業関係者との取組強化、
同一県内から調達
（課題）50km圏内にバイオマス発電所が乱立し、競合

⑥ 自社内副産物の
利用

（実施事例）自社で林地未利用材の集材スキームの構築、適宜、林業関係者
と調整、交渉を実施
（課題）林業事業者が少ない、近隣に未利用材が不足

⑦ その他
（実施事例）林地残材チップ使用比率の上昇、本来の「未利用材」、枝条、
伐根等拡大
（課題）未利用材拡大（枝条、伐根等）集材方法、異物、採算性が課題
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燃料に関する事業運営上の課題・自由回答 

【設問】 

燃料に関する事業運営上の課題、改善したいとお考えの点について自由にご記入く

ださい。＊自由回答 

 

燃料に関する事業運営上の課題、改善したい点についての自由記述の文章について

テキスト分析を行った。 

頻出語について、同じで関連性をもって使用されている言語をグループ化（共起グル

ープ）した。 

ここから、主要な課題として「燃料の価格」「熱量や異物、サイズなどの品質」「調達

スキーム」が強く認識されていることが確認された。 

図表３－6－5 燃料課題・共起ネットワーク（n=37） 
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図表３－6－6 燃料課題クラスター 
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 収益改善策とその実施状況  

【設問】 

収益改善のために検討している取組があれば（燃料費以外）実施状況について選択肢

から選び、実施上の課題についてもご記入ください（n=738） 

【選択肢】 

①  売電スキームの見直し 

②  廃熱・排熱の供給 

③  灰の有価物販売 

④  灰処理コスト低減 

⑤  ユーティリティ等の調達の最適化 

⑥  その他 

 

各方策とも実施済の割合は１割～3 割程度と、燃料費削減方策よりも低調であり、検

討中の割合が３~5 割程度と比較的高い状況となっている。背景として発電原価に占め

る燃料費の割合が７割と高いことから収益改善のターゲットとして強く意識された結

果と考えられる。 

そのほか特徴としては、②廃熱・排熱の供給、③灰の有価物販売において、検討した

が断念した、との回答が他の方策に比べ高い割合を示している。 

 

図表３－６－7 収益改善方策の実施状況（集計表） 

 
 

  

N/A
総回答数 有効回答数 有効回答率

18 37 1 44 23 123 100 81.3%

13 27 13 46 24 123 99 80.5%

15 38 20 30 20 123 103 83.7%

28 51 4 19 21 123 102 82.9%

32 32 0 31 28 123 95 77.2%

3 7 0 27 86 123 37 30.1%

実施状況

収
益
改
善
方
策
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図表３－６－8 収益改善方策の実施状況 
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 収益改善策と実施上の課題（自由回答） 

【設問】 

（6-4 で回答した取組について）実施上の課題について記入してください。また、D

（検討したが断念した）と回答した方はその理由をお答えください。＊自由回答 

（各項目 n=123） 

 

 

 

 

各方策についてその実施上の課題を確認した。原則、実施事例は A 既に実施済みと回

答した事業者の自由記載欄を参照している。また、課題については実施状況によらず自由

記載欄に示された課題のうち主なものを整理している。  

熱の場合は近隣に熱需要形態がマッチする供給先が存在するかどうかという立地制

約が大きい。 

灰については、実施事例が少なく、自社性状の問題、特に重金属が検出された場合の

対応、流通経路の構築、需給バランスが取れない、廃掃法の理解が乏しく不適正処理を

指摘された、など、まだ有価物としての利活用には課題があると考えられる。 

⑥その他の方策は、所内動力低減（追加的設備投資の実施）が実施されており、労務

費削減、メンテナンスの内製化と社内技術力の強化が検討中の方策として挙げられて

いた。 
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図表３－６－9 収益改善策と実施上の課題(内容抜粋) 

 

内容

① 売電スキームの見直し(n=13)

（実施事例）非化石価値を評価してくれる売電先への特定卸供
給、売電スキームの再検討、売電価格の変化に合わせた検討、
売電契約更新毎に検討、直接PPS業務を営む
（課題）売電価格の変動、ソフトウェア

② 廃熱・排熱の供給(n=16)
（実施事例）燃料乾燥に利用済
（課題）安定的な供給、供給先確保、温水で養殖を考えたが協
力先が辞退、排熱温度が低く技術的に利用困難

③ 灰の有価物販売(n=25)

（実施事例）記載なし
（課題）前例がない、灰の重金属含有量が検出される・濃度が
高い・下がらない、流通経路の構築、需給バランスが取れな
い、廃掃法の理解が乏しく不適正処理を指摘された、費用対効
果が不十分

④ 灰処理コスト低減(n=16)

（実施事例）燃焼灰の肥料としての自社利用中
（課題）立地地域に処理業者が少なく、価格競争が無い、近隣
処理先が能力不足で受入れ拒否されたため灰輸送費が削減でき
ない

⑤ ユーティリティ等の調達の最適化
(n=11)

（実施事例）交換部品を含めて、プラントメーカーを通さずに
調達、純水装置の改善、電源調達方法の見直し
（課題）地域的に価格競争が無い、公営工業用水の費用が高い

⑥ その他(n=5)
（実施事例）所内動力の削減に向けた投資
（課題）労務費削減、メンテナンスの内製化と社内技術力の強
化

収
益
改
善
方
策
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災害時供給・自由回答 

【設問】 

災害時のエネルギー（電気・熱）の供給についてどのように考えていますか。 

 

災害時のエネルギー供給に関する考え方について、KH Corder33©を用いて分析し

た。 

 ブラックアウト時の電気・熱供給について言及した共起グループでは”現状””困難

“という言葉が確認できる。また、右上の共起グループでは、”隣接工場“”冷却水””確保

“など自立運転時の条件についての言及があるが、所内負荷の存在など運転条件につい

て一定の制約が背景にあると考えられる。 

左下の共起グループでは、“協力””要請“”継続””行う“という言葉が並び、事業者側が災

害発生時に地域の要請があれば協力を惜しまない姿勢がうかがえる。 

 

 

図表３－７－２ 災害時供給・共起ネットワーク（n=55） 

 
 



 

140 

図表３－7－３ 災害時におけるエネルギー供給についての考え方（内容抜粋） 

 

  

要素 内容

災害時の発電所の運
転について

（対応可能）自立運転継続時間は実績では最⾧6時間、所内単独運転は可
能、隣接工場からの冷却水・純水確保の条件下においては自立運転・再併列
可能、再起動時の電源及び燃料の供給が可能であれば再起動が可能、構内及
び構外受電の複数系統受電、燃料・熱については保安燃料を保有
（不可能）発電設備を停止させた場合はブラックスタートは不可能、系統事
故時に最低限ボイラー冷却できる分だけの自立電源設備は必要、系統のブ
ラックアウト時には電気・熱の供給は困難、プラントの主要機器が自立運転
に未対応

災害時の供給可能性
について

（対応可能）ＥＶであれば電気を供給可、系統が維持できていれば可能、一
般送配電業者の配送電線を利用できれば可能、常時の自治体要請に対して
は、可能な限りの協力はできる
（不可能）送電線の安全確保ができなければ難しい、系統のブラックアウト
時には電気・熱の供給は困難

災害時の供給につい
ての意思

特に市町村への供給方法について検討したい、可能であれば供給したい、送
電網に支障がなければ電力供給は行いたい、発電事業者としての責務

災害時供給形態につ
いて

災害時は所内単独運転し施設を地域の避難所として開放、地域マイクログ
リッド確立へ向けた関係者協議が必要、⾧期間の需給ひっ迫時に協力

協定（締結事例）
たき火等に利用可能な燃料チップの提供と起動用発電機からの電源供給を行
う協定を締結（総合的な防災協定の一環で）

課題
自立運転・地域供給は理想的だが系統制約・資金負担の在り方に課題、災害
時供給時に発電所の損益を毀損しない仕組みが必要、隣接地へのの直接の接
続が認められていない、コスト面含め現状厳しい、蓄電池の活用、
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図表３－7－４ 災害発生時・クラスター 
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 災害時における地域協定  

【設問】 

立地自治体や小売電気事業者、送配電事業者、特定のユーザとの間で災害時のエネル

ギー供給について協定等の締結をしていますか、している場合はその内容についてご

記入ください。（n=123） 

【選択肢】 

A 協定等を締結している （n= 0） 

B 協定等に向け協議している （n= 4）  

C 協定等はない （n=114） 

N/A （n= 5） 

（有効回答率 95.9％） 

 

災害時の自治体との協定などの有無について聞いた結果を図表３−7−５に示す。 

3.4%（4 件）が協定等に向けて協議中と回答しているが、ほとんどの案件が協定等は

ないと回答している。 

 

図表１－３－３１ 非常時のエネルギー供給に関する協定の締結状況(n=123)※再掲 
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８地域貢献効果について 

 地域貢献効果・自由回答 

【設問】 

地域貢献のために特に取り組まれていることを記入してください。（*自由回答） 

 

地域貢献のために特に取り組でいることについて質問した結果を示す。 

頻度（〇の大きさ）では、地元の雇用に貢献して地域の活性化につながるという指摘

が最も大きい。 

その他、“県内””間伐“”促進“、”林業“”活性“”寄付“など地域林業振興に関わる記述が確

認できる。このほか、燃料では、”認定“”設備整備計画“”基づく“”国産“というグループ、”

剪定枝“”購入“というグループで地域資源循環への寄与が確認できる。 

また、”業者””優先“という燃料以外についての地域内調達による経済効果、”インター

ンシップ””環境“”活動“”見学“”受入“など地域の人材育成、普及啓発活動についての共起

グループが確認でき、再生可能なエネルギーなど環境貢献のリーディング会社が地域

内にあることによる教育への貢献などの点を挙げている。 

 

図表３－８－１ 地域貢献活動共起ネットワーク(n=63) 
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図表 1－3－33 地域貢献効果についての回答（内容抜粋）  ※再掲 

 
 

  

要素 内容

地域交流 地域環境活動への参加、地域主催行事への参加、企業連絡会に加入して地域
住民と交流、グループの小売電気事業者による地域貢献企業に対する支援付
きプランを実施、

地域資源循環 剪定木等の積極的に受け入れ、発電所周辺の建築廃材を利用、地元の農業残
渣の燃料利用、園芸剪定枝を利用、廃棄物の有効利用

林業活性化 林地残材活用による地域林業活性化、周囲の燃料業者への林地残材活用意欲の向
上に寄与、地元都道府県産燃料を調達、地方自治体を通した山林への寄付
森林管理の代行、電所見学料を任意徴収し市町村へ林業活性化基金として寄付、
再造林（植林、育林）活動

地域経済 地元雇用を積極的に実施、地元業者を優先採用、各種税納付、地域経済効果、地
域の木材製品を利用

教育・普及啓発 地元自治体教育機関の見学の受入れ、インターンシップ参加、地域住民への
発電所理解促進活動

エネルギー供給 地域PPSによる公共施設供給、温水を地元バス停の暖房熱源に利用、近隣企業に
熱供給として蒸気供給を実施

政策効果 農山漁村再生可能エネルギー法に基づく設備整備計画を策定、バイオマス産業都
市構想の認定事業、災害時における電力供給等を検討中、森林整備加速化・林業
再生基金事業実施要領に基づき事業計画
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図表３－8－３ 地域貢献活動クラスター
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調査票（B 運転開始済み） 
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