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【問題・目的・背景】 

2012年 7月より始まった「再生可能エネルギーの固定価

格買取制度」（以下、「FIT」という）では、エネルギー自給

率の向上や環境負荷の低減等が見込まれる再生可能エネル

ギーの導入を進めるため、FIT 電源より発電された電力を

一定価格で一定期間買い取ることを国が約束し、買取りさ

れる費用の一部を国民が賦課金というかたちで支える仕組

みとなっている。これら再生可能エネルギー発電事業のな

かでもバイオマス発電事業は、太陽光発電や風力、水力、

地熱発電とは異なり、地域の素材生産事業者や燃料加工事

業者、運送事業者らと長期に渡り連携を組んで自ら燃料を

調達する仕組みを作り、事業終了までこれを継続させる必

要がある。またプラントの建設費用もそうであるが、運転

や修繕等維持管理に係る費用割合は非常に大きく、そうい

った意味では FIT制度で扱われている発電事業のなかでも

特に難易度の高い事業と言われている。 

少子高齢化、過疎化の進む地方社会においては、新たな

雇用機会の創出や産業クラスター形成の核となり得ること

から地域活性化方策のひとつとしての注目度も高いバイオ

マス発電事業であるが、FIT バイオマス発電事業の調達価

格区分において最も調達価格の高い間伐材等由来の木質バ

イオマス（以下「未利用木材」という）は、いわゆる間伐

材のほか森林経営計画対象森林、保安林、国有林から伐採・

搬出された木材が対象となっており、間伐材や林地残材で

はなく一般的にパルプ材と呼ばれる丸太材が使用される燃

料材の主流となっている。 

一方で、FIT 制度においては海外で発生する非木質系バ

イオマスであるPKS（Palm Karnel Shell）や輸入ペレット

燃料などについても、国産製材端材等と同じカテゴリーの

一般木質バイオマス（以下、「一般木材」という）として使

用が認められており、発電設備の大規模化は発電効率の向

上に直結することや、PKS、ペレット等の輸入燃料は安価で

高カロリーなことなどにより高い事業性が見込まれること

から、こういった安価な輸入燃料を使用する大規模バイオ

マス発電設備計画の認定量は急増した。 

いずれのケースにおいても FIT制度の政策的目標である

エネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの導入比

率 22－24%程度（うちバイオマス 3.7-4.6%）（2030 年度時

点）の達成に向けては順調に導入が進みつつあるが、国内

木材産業振興を基軸とした地域活性化の観点に立つと、新

たな木材市場開拓による木材価格の底上げと、これまで使

われてこなかった木質バイオマス資源の有効活用による地

域経済への還元が本来の目的であり、この目的が十分に達

成されている状況とは言い難い。 

筆者らは、高知工科大学の研究グループを中心に 2012

年に大学発ベンチャー企業として新たに会社を興し、2015

年高知県宿毛市でバイオマス発電事業をスタートさせた。

同発電所に関しては運転開始から 4年以上が経過し、現在

は発電プラントも順調な稼働を維持しているが、この状態

に辿り着くまでには様々な困難や問題を乗り越えてきた。

特に、燃料木材の調達と利用に関しては地域関係者の協力

のもとトライアンドエラーを繰り返し現在の地域バイオマ

ス発電所を作り上げてきた。筆者は事業の構想段階から計

画策定、会社設立、資金調達、協力業者選定、工事の発注・

管理、事業開始、事業の安定化につなげるまでの一連のプ

ロセスを当事者として担当してきた。起業という観点から

ベンチャー企業が事業の安定化を遂げるまでのプロセスを

事業戦略、組織間関係、経営変数の三点から連続的に分析

することで起業プロセスモデルをつくり今後の起業家の指

標とすることを研究目的としている。 

本発表では研究対象である宿毛バイオマス発電所におけ

る未利用木質バイオマス資源を使った地域活性化の実践例

について報告する。 

 

図 1 宿毛バイオマス発電所 

 



【調査対象・調査方法】 

本報告における調査対象事業は、㈱グリーン・エネルギ

ー研究所宿毛バイオマス発電所における発電事業である。

宿毛バイオマス発電所（以下、「本発電所」という）は、高

知県宿毛市内に位置する高知西南中核工業団地内の一角約

7 千坪（平地面積のみ）の敷地内に木質ペレット工場と並

んで建設された木質燃料専焼の新設 FIT発電所としては四

国で第一号となる木質バイオマス発電所である。同発電所

は、ボイラ設備・発電設備に併設された原料保管棟および

原料ストックヤード、燃料製造設備を有しており、燃料製

造と発電を同敷地内で行うことができる設計となっている。 

本発電所における運転員（当直員）10名は全員を新規に

地元から雇用した。これら当直員と主任技術者ら管理者 4

名を合わせ発電所勤務は 14名の構成となっている。また、

本発電所は加工前の燃料の受入を行い自社加工も行うこと

から、燃料の調達・受入・加工部門に 9名を配置、総務ほ

かペレット工場勤務者を含め事業所全体では 30 名体制と

なっている。 

宿毛バイオマス発電所に関する基本的な諸元構成は表 1

に示す。 

表 1 宿毛バイオマス発電所諸元構成 

名称 宿毛バイオマス発電所 

ボイラ 自然循環式水管ボイラ 

最高使用圧力 MPa 7.00  

最大蒸発量 t/h 30.0  

燃焼方式 
スプレッダー及びコンビネーションス

トーカ（摺動＋トラベリング） 

タービン 衝動減速機付抽気復水タービン 

入口蒸気温度 ℃ 450  

発電機 三相同期発電機 

定格出力 kW 6,500  

使用燃料 木質バイオマス 

燃料消費量 t/h 約12.0  

運転（売電）開始 2015年1月 

 

 なお調査方法は本事業所の事業本部長である著者による

参与的観察による。 

 

【調査結果】 

1. 燃料調達における戦略（１）樹皮・枝条 

FIT 木質バイオマス発電所運営における最も基本的で重

要なミッションは発電用燃料木材の安定的な調達である。

本発電所においては将来に渡る調達の安定化を図るために

他発電所で使用を忌避される枝条や樹皮の調達に力を入れ

ている。表 2に示すとおり、過去 3年間における全燃料調

達量に占める枝条および樹皮の割合はおよそ 40%程度とな

っている。 

表 2 調達燃料に占める枝条・樹皮の占める割合 

  2016年度 2017年度 2018年度 

枝条 18.7% 20.7% 26.8% 

樹皮 18.8% 19.7% 14.3% 

計 37.5% 40.4% 41.2% 

 

 一般的に FIT 木質バイオマス発電所では木の幹部を使

った切削チップを燃料として使用することが多く、樹皮

の使用は忌避されることが多い。その理由はいくつかあ

るが、まず灰分の多さがあげられる。一般的に木部の灰

分が1%程度であるのに比べ、樹皮に含まれる灰分は5-8%

といわれている。燃焼後の灰の発生量が数倍となること

から燃焼灰の処理費用も数倍かかることとなるため丸太

に付いた樹皮は仕方ないとして製材端材である樹皮など

は使用が好まれない。またスギやヒノキの樹皮は繊維質

であり、嵩比重の変動が大きくなることも使用が避けら

れがちな要因の一つと考えられる。発電用ボイラには一

定の燃料を投入することで安定した燃焼が得られるが、

降雨などによる影響を受けやすい繊維質な燃料は嵩比重

の変動が大きく、燃焼の不安定さを招きやすい。そのほ

かにも繊維質がコンベアに巻き付くことで発生する燃料

系統のトラブルを招きやすいことなどもあるが、FIT発電

事業における樹皮の利用が進まない最も大きな原因は製

材端材由来であることが大きいと考える。前述したとお

り、製材端材は原木が未利用木材であっても副産物とな

ることから PKS などと同じ一般木材にカテゴライズされ

ている。現在、発電規模10MW未満では一般木材由来の発

電電力の調達価格は24円/kWh(税別)となっており、未利

用木材の 32円/kWh（税別）（2MW未満では 40円/kWh）に

比べ導入のインセンティブが低い。切削チップに比べ購

入価格は低いが燃焼灰の処理費用増や機械の損耗、トラ

ブル発生の確立などを考慮すると未利用木材と同程度の

調達価格の設定が無ければ地域型バイオマス発電事業に

おいて利用は進まないものと考える。 

 枝条についても同様のことがいえる。枝条は素材生産

工程において造材時に発生し、通常であればそのまま山

に残されるか谷に埋められるケースが多い。全木集材で

は伐倒した木をワイヤなどで引っ張って集材するため土



や石をかき集めることもある。また、土場での造材時や

作業道の整地時に土砂をかけられることもある。そのた

め枝条には大量に土砂が含まれることが多く、発電設備

や加工機械の損耗を招くことから好んで使用されること

は少ない。また、土砂等の異物を多く含むことから切削

刃での加工は敬遠され、破砕機で破砕した場合はきれい

にカットされずに長い枝が燃料に紛れ込むことも多く、

発電設備における燃料供給系統での詰まりを発生させる

ことも多い。加えて葉に含まれるナトリウムやカリウム

などの成分が機械設備に対し悪影響を及ぼすこともある

ことから大量に使用することは避けられがちである。 

 このような状況のなか、本発電所では将来的な燃料の

安定調達と地域経済への貢献などを考え調達競争環境の

比較的穏やかな樹皮・枝条の積極的な利用を推進してい

る。特に売電単価の高い未利用木材となる可能性のある

枝条については年々使用比率を高めている。枝条の調達

量増を可能にしている要件のひとつには山の施業方法と

いう環境要因がある。高知県の 84%を占める山林の多くは

急峻な地形上に植えられており、集材方法として架線を

使った集材が発達してきた。路網を抜いて路網上に集材

するのではなく、架線では集材箇所は一カ所で行うこと

から、造材時に発生する枝条も一カ所に集まり収集運搬

がかけやすい利点がある。路網集材、架線集材にはそれ

ぞれメリット・デメリットがあるが最新鋭のタワーヤー

ダなどを使った架線集材方式が広がっていくことにより

枝条の利用率は向上していく可能性があると考える。 

 

図 2 タワーヤーダ等高性能集材機械を使った架線集材 

 いずれにせよ本発電所ではこれまで利用価値の低かっ

た樹皮や枝条に新たな市場を造ることで山主や素材生産

事業者、製材事業者などの木材産業および運送業に新た

な仕事と収入を生み出すことに成功した。調達量と調達

価格から算出すると、本発電所の樹皮や枝条等の未利用

木質資源の利用推進により年間およそ 1.5-2.0 億円程度

の地域への価値創造が生み出されたものと試算される。 

 

2. 燃料調達における戦略（２）地域との連携 

 FITバイオマス発電事業では、個人の家の剪定枝や工事

に伴い発生した木材についても由来の証明を確かにする

ことで一般木材として利用することが可能である。しか

し FIT 制度では木質バイオマスの由来証明書を発行する

ためには自主行動規範を策定した団体の認定を受け事業

者認定番号を取得する必要がある。そのため、土木事業

者などが伐採を行った木材を未利用木材や一般木材とし

て販売するためには素材生産組合などの団体認定を受け

る必要があるが、そもそも素材生産事業体でない場合や

個人の林家は番号を取得することが困難である。そこで、

こういった事業体や個人林家の搬出する木材の受け口を

つくる為本発電所は地元行政と協議を行い代行証明制度

を構築した。 

代行証明制度とは、①伐出を業としない臨時の出材を

するもの ②零細な個人経営の業者で業界団体に加入が

困難なもの ③その他、業界団体認定を取得できない合

理的な理由があるもの等の事情により、業界団体認定を

取得できないものを対象として、市町村が「木材・木材

製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」

（平成 18年 2月 15日林野庁発表）及び「発電利用に供

する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」（平成

24年6月 18日林野庁発表）に準じ、合法木材及び発電利

用に供する木質バイオマスの証明書（代行証明書）を発

行するものである。 

 

図 3 代行証明書発行までのフロー 

 

 地元行政との協力により代行証明制度を確立したこと

で従来は団体認定が受けられず、木材を発電所に持ち込



んだとしても証明書が付かない木材（産業廃棄物と同等）

として受け入れられてしまうかあるいは廃棄物処理費用

を支払う必要があった状態であったが、代行証明制度の

施行により地域住民や地域の土木事業体が地域材を発電

所に持込み地域の発電用燃料として販売することが可能

となった。 

 個人および代行証明制度を使った木材の持込量は 2018

年度は年間2,600トンを超えており（図4参照）、本発電

所における安定的な燃料用木材調達に寄与するとともに、

地域の個人や零細事業者、土木事業体など地域社会との

良好な関係を築くことができている。 
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図 4 個人および代行証明制度により持ち込まれた木材

量の推移 
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図 5 代行証明制度施工エリア 

 

【考察・今後の展開】 

 筆者らは、㈱グリーン・エネルギー研究所の設立から

現在に至るまで様々な経営的問題・課題に直面しそれを

乗り越えてきた。困難な状況に直面した際に下した判断

のなかには、当時自分たちが無知であったからできたこ

ともあった。制度、業界慣習、組織間関係などについて

熟知してきた今であれば避ける可能性の高い経営戦略の

実行も多分のあったように思われる。本事業の起業以降

に実際に採った経営戦略とそれによって変化した組織間

関係および経営変数について連続的な変化を捉え分析し

ていくことで、起業における経営戦略と組織間関係およ

び経営変数の関係を一般化することが次の研究テーマで

ある。 
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