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１．はじめに 

木質バイオマス発電・熱電併給事業評価シミュレーターとは？ 

近年、⽊質バイオマス発電が注目を集めています。発電所の稼働によって発電事業者には安定した利

益が、地域林業には⼤きな経済効果が期待されます。⼀方、以下のような不安や疑問もあります。それは、

⽊材の供給者にとっては丸太やチップの販売価格、製材業等のマテリアル産業にとっては原料の競合、発

電事業者にとっては利益確保のための原料購⼊価格や事業のリスクです。そこで、発電事業の関係者に

とって有用となるツールを表計算ソフト (Microsoft Excel) 上に作成し、2016年6月にVer.1のウェブ上

での公開を始めました。原料単価等の諸条件を⼊⼒することにより蒸気タービン方式の⽊質バイオマス発

電・熱電併給事業の可能性等について簡便に評価することができます。 

ご利用にあたっては、以下をご確認・ご了承ください。 

動作環境 

⽊質バイオマス発電・熱電併給事業評価シミュレーターは、Windows版Microsoft Excel 2010お

よび2013で動作の確認をしています。 

注意事項 

１． シミュレーターの使用による損害等については⼀切その責任を負いません。また、評価結果はあく

までも推計値であり、実際とは異なります。 

２． シミュレーターのご利用にあたっては、”利用の⼿引き”（本書）をよくご覧になってください。 

３． シミュレーターの再配布は禁⽌します。林産試験場ホームページ (マニュアル・特集のページ) より

最新のものをダウンロードしてご利用ください。 

４． シミュレーターの改変は禁⽌します。 
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５． シミュレーターを引用する際には、ソフトウェア名：「⽊質バイオマス発電・熱電併給事業評価シミ

ュレーターVer.○○」、著者：「(地独)北海道⽴総合研究機構 森林研究本部 林産試験場」お

よび公表年：〇〇〇〇年を記載してください。その他、学会誌等で規定がある場合はそれに従ってく

ださい。 

謝辞 

本シミュレーターで評価が可能な発電・熱電併給事業は、蒸気タービン方式のシステムを用いた事業で

す。蒸気タービンの熱収支には、主蒸気条件、抽気量、復⽔器真空度など多くの要因が関係しており出典

1)、複雑な計算モデルが必要とされます。本シミュレーターにおける発電出⼒および熱出⼒の推定には、

(財)省エネルギーセンターの省エネ計算ツール『エネカルクVer.3』蒸気タービン計算モジュール出典2)を使用

しました。『エネカルクVer.3』蒸気タービン計算モジュールの組み込みおよび本シミュレーターの無償公開を

承諾していただいた発⾏元の(⼀財)省エネルギーセンターならびに著者の⼩⻄⼆郎さまに深く感謝申し上

げます。 

また、本シミュレーターは、JSPS科研費25450249の助成および森林総合研究所交付⾦プロジェクト

研究201423のサポートを受けて作成しました。ここに記して感謝いたします。 
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２．シミュレーターの使い方 

エクセルファイルの準備 

林産試験場のホームページより「⽊質バイオマス発電・熱電併給事業評価シミュレーターVer.○○」を

ダウンロードしてください。 

（１） 推計フローについて 

 

図1 推計フローの概要 

推計フローの概要を図1に示しました。本シミュレーターは⼤きく2つの段階で構成されています。第1段

階では、原料の低位発熱量と年間稼働時間からボイラー蒸発量を算出し、主蒸気の条件等と合わせて

発電出⼒、発電効率、売電量などの推計を⾏います。主蒸気の条件 (温度、圧⼒) は、ボイラー蒸発

量から⾃動で推計されます。蒸気タービンの熱収支計算には、(財)省エネルギーセンターの省エネ計算ツ

ール『エネカルクVer.3』蒸気タービン計算モジュールを用いており、タービンからの抽気蒸気を熱利用する

場合の評価も⾏うことができます。 

第1段階
発電出⼒、熱出⼒、発電効率、熱効率、
売電量、売熱量の推計

第2段階
事業性の評価

出⼒：収益 ⼊⼒：費⽤

出⼒：損益計算書、IRR、NPV、投資回収年

事業費、チップ単価、
⼈件費、灰処理費など

売電額、
売熱額

⼊⼒：エネルギーの
販売単価

出⼒：発電効率、熱効率、売電量、売熱量

⼊⼒：低位発熱量に関する
原料の条件、年間稼働時間

出⼒：ボイラー蒸発量

出⼒：主蒸気の条件
(温度、圧⼒)

蒸気タービンの熱収支計算
(エネカルク Ver.3)

出⼒：発電出⼒、熱出⼒

⼊⼒：その他
プラントスペック
抽気条件、復⽔器真空度
圧⼒損失、内部効率
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第2段階では、第1段階の条件および出⼒値から収益と費用の内訳を決定し、事業の損益計算、キャ

ッシュフロー、税引前IRR、税引前NPV、投資回収年などの推計を⾏います。原料費等の各種単価、建

設費、従業員数、ユーティリティ費などは任意に設定することができます。 

第1段階における損益計算に必要な項目の具体的な推計フローを図2に示しました (太字・網掛けの

テキストボックスが推計項目)。理論式構築における考え方などの詳細は（３）「データ⼊⼒と出⼒」ワー

クシートにおける具体的な⼊⼒方法で説明します。 

 

図2 損益計算に必要な項目の具体的な推計フロー 

原料の含⽔率 原料の量 原材料費

購⼊単価

燃焼灰発⽣量
灰発⽣率

灰処理費

低位発熱量年間稼働時間

ボイラー蒸発量 蒸気温度 蒸気圧⼒

エネカルク Ver.3 蒸気タービンモジュールによる計算

抽気圧⼒

抽気流量

圧⼒損失

内部効率

発電出⼒

熱出⼒

年間発電量
(発電端) 年間製造熱量

年間発電量
(送電端)

所内率

総事業費
(建物・設備・土地)

従業員数

賃⾦・賞与

労務費

役員数

報酬売電単価

売電売上

売熱単価

売熱売上

減価償却費

固定資産税

償却資産税

保険料

保険費率

ユーティリティ費

ユーティリティ費率

保守点検費

保守点検費率

⼟地賃借料
(借地の場合)

面積・単価補助⾦
導⼊率

⾃己負担

借⼊率

補助⾦⻑期前受⾦

借⼊⾦⽀払⾦利

返済期間
借⼊⾦利

処理単価
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（２） ワークシートの種類 

ワークシートは、「データの⼊⼒と出⼒」、「損益計算とキャッシュフロー」、「容積密度 (参考)」の3つがあ

ります。データ⼊⼒には、「データの⼊⼒と出⼒」のワークシートの左側を使用します。出⼒結果は「データ⼊

⼒と出⼒」のワークシートの右側と「損益計算とキャッシュフロー」のワークシートに表示されます。「容積密度 

(参考)」のワークシートについて、未利用⽊材の低位発熱量を求めるためには、燃焼時の含⽔率とともに

想定する樹種の容積密度注釈1)を具体的に設定する必要がありますが、その参考とするために使用しま

す。 

（３） 「データの⼊⼒と出⼒」ワークシートにおける具体的な⼊⼒方法 

「データの⼊⼒と出⼒」のワークシートにおいて具体的な⼊⼒方法について説明します。⼊⼒はワークシ

ートの左側1〜113番にて⾏います。各項目には通し番号がついていますのでそれに沿って説明していきま

す。 

“原料に関する項目：1〜43番” 

1〜9番：年間の原料消費量を⼊⼒します。特に、国産⽊材については地域における現実的な調達

量を⼊⼒してください。2、3番には、1番に⼊⼒した未利用⽊材の丸太換算材積、10番に⼊⼒した容積

密度および11、16番に⼊⼒した購⼊時ならびに燃焼時の含⽔率から換算した未利用⽊材の質量が表

示されます。 

10番：未利用⽊材の低位発熱量を求めるために容積密度を設定します。「容積密度 (参考)」のワ

ークシートを参考に、評価地域から調達可能な原料樹種の容積密度を⼊⼒してください。なお、容積密

度は、温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)編 日本国温室効果ガスインベントリ報告書出典3)から引用

しています。 

11〜20番：原料の含⽔率を湿量基準で⼊⼒します。11〜15番には、購⼊時の含⽔率を⼊⼒しま

す。16〜20番には、燃焼時の含⽔率を⼊⼒します。 
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21〜27番：低位発熱量の設定と確認をおこないます。21〜25番には、16〜20番に⼊⼒した原料

の燃焼時の含⽔率等から計算した低位発熱量が⾃動で出⼒されます。なお、⽊質バイオマスの低位発

熱量は、無⽔時の⾼位発熱量を20 MJ/kg、⽔素含有率を6％として計算式出典4)により算出していま

す。もし、不都合があれば、燃焼時の含⽔率を増減させて低位発熱量を調整してください。26〜27番に

ついては、PKS (Palm Kernel Shell：パーム椰子殻) と⽯炭の低位発熱量を⼿動で設定します。初

期値には文献値出典5,6)が⼊⼒されています。 

28〜35番：原料の1 tあたりの購⼊単価を⼊⼒します。29番には、容積密度と購⼊時の含⽔率から

丸太換算材積あたりに換算した単価が表示されます。繰り返しにはなりますが、国産⽊材については地域

における現実的な調達単価を⼊⼒してください。 

36〜43番：灰・燃え殻処理費に関する条件を⼊⼒します。36〜42番には、原料の燃焼時質量に

対する原料の灰・燃え殻発⽣率を⼊⼒します (PKS、⽯炭は購⼊時の質量あたりとします)。加⽔処理を

⾏う場合は⽔の質量を含めた割合を⼊⼒してください。初期値には、文献出典7-9)などを参考とした値が⼊

⼒されています。 

“プラントに関する項目：44〜64番” 

44〜46番：44番には年間稼働日数の設計値を⼊⼒します。予期せぬ突発的なトラブルは考慮せ

ず、メンテナンスを除いた年間稼働日数を⼊⼒してください。なお、現在稼働中の発電所をみると年間稼

働日数は330〜340日/年が⼀般的のようですので、初期値には330日/年を⼊⼒しています。実際の

稼働日数が設計値とならない (と想定される) 場合は45番で”いいえ”を選択して、46番にその値を⼊⼒

します。これにより、稼働日数の増減による影響を分析することができます。 

47〜49番：熱利用をする場合には、タービンからの蒸気の抽気条件を⼊⼒します。圧⼒と流量はボ

イラー能⼒の推定値 (123および125番) 未満としてください。抽気をしない場合には、圧⼒、流量ともに

0を⼊⼒して下さい (流量が⼊⼒されている場合は、出⼒項目の⼀部にエラーが出ます)。48番には抽気

した蒸気の温度が表示されます。 
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50〜51番：⾼圧蒸気 (ボイラー出口から⾼圧タービンに⼊口まで) と低圧蒸気 (⾼圧タービン出口

から低圧タービン⼊口まで) の圧⼒損失を⼊⼒します。各初期値には文献出典10)を参考とした値が⼊⼒さ

れています。 

52〜53番：52番には復⽔器の真空度 (ゲージ圧) を⼊⼒します。初期値には、聞き取り調査結果

の参考値が⼊⼒されています。53番には、⼊⼒した真空度における飽和圧⼒相当の温度 (復⽔温度) 

が表示されます。 

54番：所内率注釈2)を⼊⼒します。初期値には、聞き取り調査結果の参考値が⼊⼒されています。 

55〜64番：事業費に関する条件を⼊⼒します。55〜59番には土地取得費を除く事業費に関する

条件を⼊⼒します。まず、55番で事業費が”明らか”か”不明”かを選択してください。”明らか”を選択した

場合は56〜58番に⾦額の内訳を⼊⼒してください。”不明”を選択した場合は、安藤の式出典11)により

発電出⼒に応じて推計します。58番のその他には、設備 (汽⼒発電設備) と建物以外の事業費を⼊

⼒してください。ここで、その他の費用には土地造成費、⾞両購⼊費、備品費などが挙げられますが、現

在のところ投資額のみに反映し、減価償却費および固定資産税・償却資産税には反映していません。6

0〜64番では土地取得費を⼊⼒します。まず、60番で敷地面積が”明らか”か”不明”かを選択してくだ

さい。明らかな場合は61番に敷地面積を⼊⼒してください。”不明”を選択した場合は、インターネット調

査より得た発電出⼒と敷地面積の関係における回帰モデル (図3) により発電出⼒に応じた推計値を

出⼒します。ただし、決定係数 (R2：回帰モデルの適合度を表す指標) は低めです。敷地面積に原料

のストックヤードを含めているかどうか、また原料を発電所側でストックするかチップ供給業者側でストックす

るかの違いも影響していると考えられます。 
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図3 発電出⼒と敷地面積の関係における回帰モデル 

62番ではプラントの建設地を選択します。63番には”借地”を選択した場合に土地賃借料を⼊⼒しま

す。土地賃借料の単位は円/m2・年です。初期値には非住宅用太陽光発電事業 (10 kW以上) にお

ける土地賃借料出典12)を参考とした値が⼊⼒されています。64番には”既所有地”および”新規取得地”を

選択した場合に購⼊単価を⼊⼒します。なお、”既所有地”および”借地”を選択した場合は、事業費およ

び投資額に土地購⼊費は反映されません。”既所有地”および”新規取得値”を選択した場合は、固定

資産税を毎年の費用に計上し、借地”を選択した場合は、土地の賃借料を毎年の費用に計上します 

 “販売単価に関する項目：65〜81番” 

65〜74番：売電単価を⼊⼒します。65〜68番には現時点 (平成28年5月末日現在) のFIT調

達価格が⼊⼒されています。69番には⽯炭による売電単価を⼊⼒します。設定には、⼀般社団法⼈日

本卸電⼒取引所 (JEPX)出典13) の取引単価なども参考になります。さらに、70〜74番には21年目以

降の調達価格・売電単価も設定することができます。調達価格の引き下げが実施された場合の21年目

以降の採算性などについて分析することができます。 

75〜81番：売熱単価を⼊⼒します。75番で売熱単価が”明らか”か”不明”かを選択してください。明

らかな場合は76番に売熱単価を⼊⼒してください。”不明”を選択した場合は、77〜80番に必要情報を

y = 8735.2ln(x) - 59636
R² = 0.3193

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

敷
地

面
積

(m
2 )

発電出⼒ (kW)



 09  ２．シミュレーターの使い方 
   

 

⼊⼒してください。競合する灯油等化⽯燃料の想定価格等から売熱単価を算出し、81番に出⼒しま

す。なお、化⽯燃料の低位発熱量は文献出典6)を引用しています。78番の化⽯燃料の想定価格は、直

近の価格ではなく近年の価格推移出典14)を参考に設定すると良いと思います。 

 “財務・会計に関する項目：82〜88番” 

82番：事業費に対する補助⾦・助成⾦の導⼊割合を⼊⼒します。土地取得費があれば、それも含め

た事業費に対する率を⼊⼒してください。 

83〜87番：借⼊⾦と返済方法に関する条件を⼊⼒します。83番には補助⾦を除いた事業費に対

する借⼊割合を⼊⼒します。84番には借⼊額のうち無利子融資額の割合を⼊⼒します。85番には借⼊

⾦利を⼊⼒します。86番には借⼊期間を⼊⼒します。なお、借⼊期間は20年以内で設定するようにして

ください。87番では”元利均等返済”か”元⾦均等返済”のいずれかの返済方法を選択します。 

88番：定額法か定率法のいずれかの減価償却方法を選択します。建物および設備に対して、選択し

た償却方法が設定されます。償却期間は、建物を31年、汽⼒発電設備を15年で計算します。定率法

による減価償却額は、平成24年4月1日以後取得の償却率、保証率で計算します。 

“税⾦に関する項目：89〜93番” 

89番：法⼈事業税の税率 (収⼊割) を⼊⼒します。初期値には現時点 (平成28年5月末日現

在) における電気供給業の税率が⼊⼒されています。 

90番：地方法⼈特別税の税率 (法⼈事業税収⼊割) を⼊⼒します。初期値には現時点 (平成2

8年5月末日現在) における税率が⼊⼒されています。 

91番：法⼈税の税率 (所得割) を⼊⼒します。初期値には現時点 (平成28年5月末日現在) に

おける税率が⼊⼒されています。 

92〜93番：法⼈住⺠税の税率・税額 (法⼈税割および均等割) を⼊⼒します。⾃治体により多少

の違いがあるようですが、初期値には文献出典15,16)を参考とした値が⼊⼒されています。なお、均等割は、
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資本⾦等の額が１億円を超え10億円以下、従業者数の合計数が50⼈以下の法⼈をモデルとしていま

す。 

“人件費等に関する項目：94〜100番” 

94〜95番：従業員数 (⼯場部門および管理部門の合計) を⼊⼒します。94番で従業員数が”明

らか”か”不明”かを選択してください。明らかな場合は95番に⼊⼒してください。”不明”を選択した場合

は、0.6乗則法注釈3、出典17)という経験則を用いて発電出⼒に応じた推計値を出⼒します。 

96番：従業員の平均賃⾦を⼊⼒します。単位は”万円/⼈・月”です。 

97番：従業員の賞与月数を⼊⼒します。 

98番：取締役員数を⼊⼒します。 

99番：取締役員の平均報酬を⼊⼒します。単位は”万円/⼈・月”です。 

100番：賃⾦・賞与に対する福利厚⽣費・賄費の率を⼊⼒します。初期値には出典18)の製造業総平

均 (健全企業) を参考とした値が⼊⼒されています。 

“その他費⽤に関する項目：101〜105番” 

その他の必要経費に関する条件を⼊⼒します。 

101番：事業費に対する年間保守点検費率を⼊⼒します。初期値には、聞き取り調査結果の参考

値が⼊⼒されています。 

102番：事業費に対する年間ユーティリティ費率を⼊⼒します。ユーティリティ費には、電⼒費、燃料

費、上下⽔道費、薬品費などを想定しています。初期値には、聞き取り調査結果の参考値が⼊⼒されて

います。 

103番：事業費に対する年間保険費率を⼊⼒します。初期値には、聞き取り調査結果の参考値が

⼊⼒されています。 
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104〜105番：事業費に対する撤去費に関する条件を⼊⼒します。本シミュレーターでは、設定した

事業期間終了後にプラントを撤去するものとして評価を⾏い、最終年度に特別損失として翌年の撤去費

用を計上します。104番には事業費に対する撤去費率を⼊⼒します。初期値には文献出典19)を参考とし

た値が⼊⼒されています。105番には撤去費の計上時期を20年目と40年目から選択します。 

“調整・評価に関する項目：106〜113番” 

106番：事業費が不明な場合は、発電出⼒に応じて事業費を推計します (55〜64番の説明参

照)。しかし、近年では発電プラントの需要増加のため建設コストは安藤の式で推計したものよりも⾼くなる

場合があるようです。その推計値を補正するための割合を百分率で⼊⼒します。事業費の推計値を上振

れ (あるいは下振れ) させたいときに使用してください。推計値のまま補正しない場合は100％としてくださ

い。 

107〜108番：まず、107番について説明します。安藤の式出典11)によって発電出⼒から事業費を推

定する場合、熱電併給プラントでは抽気により発電出⼒が減少するために事業費が過⼩に評価される可

能性が考えられました。発電プラントも熱電併給プラントも年間に使用される原料の低位発熱量の合計

値が同じであればボイラーに係る費用は同じであり、建物にかかる費用も同じであると考えることができま

す。両者で異なる費用は、発電出⼒に関連するタービンおよび発電機・復⽔器の費用であると考えられた

ため、熱電併給プラントの事業費を以下のように推計しています。 

まず、原料の低位発熱量の合計から発電のみを⾏う場合の発電出⼒ (①) を推計し、安藤の式によ

りこの事業費 (②) を推計します。次に、2つの5000 kW級発電所から⼊⼿した費用割合の平均値に

基づき、②をタービンおよび発電機・復⽔器 (③) とそれ以外 (④) に案分します。①と③は0.6乗則法注

釈3)による事業費算出の基準とします。続いて、任意の抽気条件を⼊⼒した熱電併給プラントの発電出

⼒ (⑤) 、①および③から0.6乗則法によりタービン、発電機・復⽔器に係る費用 (⑥) を算出します。

最後に、④と⑥を合算し、熱電併給プラントの事業費とします。 

タービン・発電機費のスケールファクターの初期値には0.6が⼊⼒されています。 
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次に、108番について説明します。従業員が明らかでない場合には同様に0.6乗則を用いて推計しま

す。5700 kWの発電所で従業員数は14名出典20)を基準とし、スケールファクターの初期値には、化学プ

ラントにおける作業員数を推定した既往の研究出典21)を参考に0.27が⼊⼒されています。 

109番：事業費に推計値を用いる場合には、家屋の固定資産税評価のために、事業費に占める建

屋率を⼊⼒します。初期値には、文献出典22)の事業費内訳を参考とした値が⼊⼒されています。しかし、

⽯炭⽕⼒発電における事業費であり、また稼働中の⽊質バイオマス発電所をみると寒冷地以外では建

屋を設けない場合があります (管理室除く)。推計値と実際では建物の費用が⼤きく異なる可能性がある

ことにご留意ください。 

110番：固定資産税評価のために、プラント建屋の取得価格に対する再建築価格の割合を⼊⼒しま

す。なお、建屋は鉄骨造とします。初期値には文献出典23)より鉄骨造建屋 (⼯場・倉庫・市場) のそれを

参考とした値が⼊⼒されています。 

111番：固定資産税評価のために、土地の取得価格に対する固定資産税評価額の割合を⼊⼒し

ます。 

112〜113番：NPV評価の割引率を⼊⼒します。112番でNPVの割引率を借⼊⾦利とするかどうか

を選択します。”いいえ”を選択する場合は、113番に借⼊⾦利以上の割引率を⼊⼒します。 

（４） 「データの⼊⼒と出⼒」ワークシートにおける出⼒データの⾒方 

「データの⼊⼒と出⼒」のワークシートにおける出⼒データの⾒方について説明します。出⼒データはワー

クシートの右側114〜170番に表示されます。 

114〜122番：年間の原料消費量が表示されます。45番で”いいえ”を選択した場合には、稼働日

数の増減を考慮した原料消費量が表示されます。 

123〜125番：ボイラー能⼒が表示されます。ボイラーの蒸発量 (換算蒸発量) は(1)式に基づき、

各原料の低位発熱量の合計、ボイラー効率および年間稼働時間から算出されます。 なお、ボイラー効率

は80％として計算しています。 
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ボイラーの蒸発量 [t/h] ＝ (原料の低位発熱量の合計 [kWh/y] × (ボイラー効率 [％] ÷ 100)) 

÷ 年間稼働時間 [h/y] × 3600 [kJ/kWh] ÷ ⽔の蒸発潜熱2257 [kJ/kg] ÷ 1000 [kg/t] 

                                     (1) 

⼀方、発電プラントにおけるボイラーの主蒸気は加熱⽔蒸気であり、その温度と圧⼒の条件は、規模の

経済性やメーカーの技術⼒などによって決定していると考えられ、それらを物理化学的に推計するのは困

難と思われました。そこで、本シミュレーターでは主蒸気の条件を以下のように推計しています。 

まず、インターネット調査等から2005年以降に建設された全国の⽊質バイオマス発電プラントにおける

ボイラーの蒸発量、主蒸気の温度および圧⼒の標本データを収集しました。なお、熱電併給プラントのボイ

ラーについては、主蒸気条件がプロセス蒸気 (⼯場などで使う蒸気) の要求品質に左右されることも考え

られたため標本データから外しました。次に、蒸発量と温度、蒸発量と圧⼒および温度と圧⼒の関係にお

ける回帰モデルを最⼩⼆乗法により求めました。それぞれの回帰モデルは、MathWorks社製数値計算ソ

フトウェアMATLABおよびCurve Fitting Toolboxを使用して求めました。蒸発量と温度および蒸発量

と圧⼒の関係における回帰モデルの決定係数を比較したところ前者の方が⾼かったため、最初に蒸発量と

温度の関係における回帰モデル (図4) から温度を推計し、次に温度と圧⼒の関係における回帰モデル 

(図5) から圧⼒を求めるという推計フローを採用しました。 
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図4 蒸発量と温度の関係における回帰モデル 

 

図5 温度と圧⼒の関係における回帰モデル 

126〜128番：『エネカルクVer.3』蒸気タービンモジュールにより推計した発電出⼒と熱出⼒それぞれ

の定格出⼒が表示されます。なお、熱出⼒は、潜熱と顕熱を含めた全抽気熱量基準 [(2)式] と、参考

として潜熱のみの熱量基準 [(3)式] を算出しています。 

熱出⼒A [kW] ＝ 蒸気エンタルピー [kJ/kg] × 1/1000 [MJ/kJ] × 蒸気量 [kg/h] × 1

/3.6 [kWh/MJ]                                                                                               (2) 
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熱出⼒B[kW] ＝ (蒸気エンタルピー [kJ/kg] － 飽和⽔エンタルピー [kJ/kg]) × 1/1000 

[MJ/kJ] × 蒸気量 [kg/h] × 1/3.6 [kWh/MJ]                                                  (3) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

〜タービンの内部効率について〜 

『エネカルクVer.3』蒸気タービンモジュールにおいて必要な⼊⼒項目にタービンの内部効率があります。

ここで、タービンの内部効率とは、理論断熱熱落差に対する内部仕事に相当する熱落差の割合のこと (J

ISB0127)  です。タービンの内部効率が⾼いほど、同じ蒸気量でも発電量が多くなります。内部効率

は、通常は定格蒸気量で最も効率が良くなるよう設計され、⼤型のタービンほど効率が良いと考えられま

す。しかし、規模 (例えば、発電出⼒) 別のタービンの内部効率については引用可能な文献がなかったた

め、以下の方法で推計しています。まず、インターネット調査等より得た蒸発量、主蒸気の温度および圧

⼒に関するボイラーの標本データを『エネカルクVer.3』蒸気タービン計算モジュールに⼊⼒し、推計される

発電出⼒を標本データの発電出⼒と⼀致するように内部効率を調整してそれぞれ求めました。なお、プロ

セス蒸気の利用 (抽気) はなし、主蒸気の圧⼒損失および復⽔器の真空度はそれぞれ5％、-90 kPa

Gに設定しました。次に、推計されたタービンの内部効率とボイラーの蒸発量、温度および圧⼒の関係にお

けるそれぞれの回帰モデルをエクセルにより求め、最も決定係数の⾼かった主蒸気の温度とタービン内部効

率との関係における回帰モデル (図6) を採用しました。 
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図6 主蒸気の温度とタービン内部効率との関係における回帰モデル 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

129〜132番：原料の低位発熱量基準で算出した各種効率が表示されます。『エネカルクVer.3』蒸

気タービンモジュールにおける各種効率は⾼圧タービンへの⼊⼒基準で算出されていますので、値をそのま

ま用いることができません。本シミュレーターでは発電端効率を(3)式により決定しています。 

発電端効率 ＝ (定格発電出⼒ [kW] × 24 [時間/日] × 年間稼働日数の計画値 [日/年])

／原料の低位発熱量 [kWh/年] × 100                                (3) 

送電端効率は発電端効率に所内率を乗じ、熱効率は(3)式と同様に決定しています。熱効率は潜

熱と顕熱を含めた全抽気熱量の出⼒基準で算出しています。 

ここで、低圧かつ⾼流量の抽気条件を⼊⼒ (例えば、圧⼒を0.1 MPa、流量をボイラーの最⼤流量)

した場合、総合効率が設定しているボイラー効率の80％を上回ることが分かりました。これには、実際の

発電プラントではボイラーの給⽔加熱に抽気蒸気を利用しており、タービン⼊熱の全てを利用できないた

めなどの理由が考えられました。従って、総合効率の上限は、ボイラー効率の”80％まで”となるように抽

気条件を適宜設定してご利用ください。もし、総合効率が80％を上回る場合にはセルと文字が赤く表示

されます。 

y = 0.075x + 31.892
R² = 0.3601
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133〜135番：年間のエネルギー製造量が表示されます。1年間で消費する原料の低位発熱量に各

種効率を乗じて算出します。 

136〜152番：売電および売熱による年間の売上⾼が表示されます。売電額は原料の種類別に、

事業開始から”20年目まで”と”21年目以降”に分けて表示されます。なお、45番で”いいえ”を選択した

場合には、稼働日数の増減を考慮した売上⾼が表示されます。 

153〜157番：事業費が表示されます。55番で事業費が”明らか”を選択した場合は56〜58番に

⼊⼒した費用が表示されます。”不明”を選択した場合は、安藤の式出典11)により発電出⼒に応じた推計

値が出⼒されます。なお、式の元となった標本データには、設備と建物以外の事業費、例えば、減価償却

の必要のない土地造成費、土地取得費などが含まれている場合もあると思われますが、本シミュレーター

では109番の”事業費に占める建屋率”を用いて推計された事業費は設備と建物のみに振り分けます。そ

のため、減価償却費が過⼤評価となっている可能性があります。土地購⼊費は、62番で”新規取得地”

を選択した場合のみ事業費に反映されます。 

158〜162番：事業費にかかる資⾦調達の内訳が表示されます。 

163〜166番：その他の項目が表示されます。従業員数について、推計値の場合は⼩数点以下の

端数が付きますが、端数分は残業・パートなどで対応すると仮定し、⼈件費を計上しています。灰・燃え殻

の発⽣量は、稼働日数の増減を考慮した原料消費量に基づいて計算されます。 

167〜170番：平均発電コスト、税引前IRR注釈4)、税引前NPV注釈5)、投資回収年の推計結果が

表示されます。発電コストは20年間の平均値で、営業外損益 (補助⾦および支払⾦利) も考慮した1 

kWhあたりの単価が表示されます。税引前IRRと税引前NPVについては評価期間を20年としています。

投資回収年は20年以内に回収できない場合は”回収不可”と表示されます。 

（５） 「損益計算とキャッシュフロー」ワークシートにおける出⼒データの⾒方 

「損益計算とキャッシュフロー」のワークシートにおける出⼒データの⾒方について説明します。 

1番：事業開始からの年度が表示されています。 
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2〜11番：売上⾼に関する項目が表示されます。 

12〜30番：売上原価・販管費に関する項目が表示されます。 

31番：営業利益が表示されます。営業利益は売上⾼から売上原価・販管費を引いたものです。 

32〜34番：営業外損益が表示されます。収益については、みなし償却制度が廃⽌されたことに伴っ

て、事業費の⼀部に補助⾦を使用した場合は、減価償却費から補助⾦相当額を控除しない代わりに、

その分を⻑期前受⾦として営業外収益に計上します。営業外費用には支払⾦利のみ計上しています。 

35番：経常利益が表示されます。経常利益は営業利益に営業外収益を加え、営業外費用を引い

たものです。 

36番：特別損失が表示されます。本シミュレーターでは、事業期間 (“データの⼊⼒と出⼒”シートの1

02番で選択した”20年間”あるいは”40年間”) の終了後にプラントを撤去するものとして評価を⾏うた

め、最終年度(20年目あるいは40年目) に特別損失として撤去費用を計上します。 

37番：税引前当期利益が表示されます。税引前当期利益は経常利益から特別損失を引いたもの

です。 

38〜41番：法⼈税等額が表示されます。 

42番：当期利益が表示されます。当期利益は税引前当期利益から法⼈税等を引いたものです。 

43〜44番：キャッシュフローが表示されます。43番にはn年目の元利償還前税引前キャッシュフロー 

(元利償還前税引前CFn) が表示されます。各年度の元利償還前税引前CFnは税引前当期利益に

減価償却費および支払⾦利を加えたものです。44番にはn年目の税引後累積キャッシュフロー (税引後

累積CFn) が表示されます。税引後累積CFnは前年度の税引後累積CFn (1年目は稼働前の投資

額) に当期利益および減価償却費を加えたものです。 
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なお、43〜44番のキャッシュフローは、現⾦の支出を伴わない損益計算上の減価償却費を加算してい

るにすぎず、運転資本の考慮をしていません。従って、厳密な意味でのキャッシュフロー計算にはなっていな

いことをご了承ください (実際の事業ではキャッシュフローのタイミングを管理することが求められます)。 

45番：各年度の発電コストが表示されます。発電コストは営業外損益 (補助⾦および支払⾦利) も

考慮されています。 

46〜49番：20年間の平均発電コスト、税引き前IRR、税引前NPVおよび投資回収年が表示され

ます。税引前IRRおよび税引前NPVの計算には43番の出⼒データを用います。なお、投資回収年は、4

4番の税引後累積CFnがプラスに転じる年度です。 
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３．精度の確認 (参考) 
発電量、売電額ならびに事業費の推計に影響する重要な要素である発電出⼒を指標として、シミュレ

ーターの推計精度を確認しました。 

（1）方法 

まず、インターネット調査等より稼働中あるいは稼働前の⽊質バイオマス発電所における発電出⼒およ

び原料条件の標本データを収集しました (表1)。次に、原料条件をシミュレーターに⼊⼒し、推計された

発電出⼒と標本データとの乖離率を調べました。ここで、⽊質バイオマスの低位発熱量の設定について、

低位発熱量が公表されているものについてはそれを利用しましたが、C社以外は含⽔質量ベースの公表で

した。そこで、標本データの原料質量を湿量基準含⽔率50％時とし、燃焼時の含⽔率を湿潤基準で4

0％として年間の低位発熱量を設定しました。その他シミュレーターに⼊⼒した前提条件は表2のとおりで

す。 

表1 発電出⼒および原料条件の標本データ 

 

 

発電出⼒

(kW) ⽊質バイオマス ⽯炭 PKS

A ⻑野県 1,300 1.5

B 福島県 5,700 7.2

C 群馬県 13,600 13.0

D ⼤分 18,000 21.0

E 北海道 25,000 21.0 2.1

F 北海道 50,000 22.0 5.0 5.0

＊1:A社の原料消費量の内訳は未利用⽊材が7.5千t、リサイクル⽊材が7.5千t

＊2:C社の低位発熱量基準の原料消費量は1387924 GJ/年

所在地
原料消費量 (万t/年)
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表2 シミュレーターに⼊⼒したその他の前提条件 

 

（2）結果 

表3 推計精度の確認結果 

 

推計精度の確認結果を表3に示しました。乖離率は、A、F社を除き±5％の範囲内でした。乖離率の

⼤きくなる原因としては、1)計画する年間稼働日数の違い、2)設定したボイラー効率の違い、3)推計式

による蒸気条件およびタービン内部効率の違い (推計したボイラー蒸発量、主蒸気の温度、圧⼒およびタ

ービンの内部効率が実際より低い)、4)⽊質バイオマスの燃焼時の含⽔率の設定の違い (標本データは

表2で設定した含⽔率よりも低い含⽔率で調達、燃焼させている、ないしそのような計画である) などが考

未利用 購⼊時wet50％、
燃焼時wet40％

リサイクル 購⼊時、燃焼時
ともにwet15％

⽯炭 24.7 MJ/kg

PKS 15.0 MJ/kg

330 日/年

5 ％

-90 kPaG

＊C社の年間の⽊質バイオマスの低位発熱量は表1注釈の値を使用

年間稼働日数

圧⼒損失 (主蒸気)

復⽔器の真空度

原料の低位発熱量

⽊質バイオマス

乖離率

標本データ 推計値 (％)

A 1,300 1,110 -14.6

B 5,700 5,590 -1.9

C 13,600 13,588 -0.1

D 18,000 17,929 -0.4

E 25,000 24,014 -3.9

F 50,000 45,211 -9.6

発電出⼒ (kW)
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えられます。当然のことながら、より正確な推計精度の確認のためには、原料条件や設備スペックに関する

実際のデータを⼊⼒した上で比較を⾏う必要があり、公表値のみからでは正確な検討の実施は不可能で

す。しかしながら、発電出⼒が1300〜50000 kWまでの範囲においては本シミュレーターの精度に⼤きな

乖離はないと考えられました。なお、『エネカルクVer.3』蒸気タービン計算モジュールは⾃家発電程度の中

規模ボイラーまでを想定しており、蒸気温度の⼊⼒の最⼤値は500℃とされています (500℃以上も⼊

⼒できますが、精度は保障されないとのことです)。主蒸気温度500℃時のボイラー蒸発量は100 t/h程

度と推計され (図2)、発電出⼒では25000 kW程度となります。 
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５．注釈 
1) 全乾状態の丸太質量を未乾燥時の丸太体積で除したものです。 

2) 所内率とは発電量に対して給⽔ポンプなどの補機類の運転に要する所内動⼒量の割合のことです。

発電量から所内動⼒量を控除したものが送電量 (売電量) となります。 

3) プラントコストを推計するときに用いる⼿法です。同種の機器および装置類の容量とコストを対数目盛

にプロットすると直線状となり、経験的にその傾きがほぼ0.6になることから0.6乗則法と呼ばれていま

す。この傾きのことをスケールファクターともいいます。 

4) IRRとは内部利益率 (Internal Rate of Return) 法という事業の評価方法で使われる指標で、

値が⾼いほど良い事業という判断になります。ここで、⾦利1％の預⾦口座に1億円を預けた場合、5

年後には預⾦額は1億510万円 (複利計算) になります。つまり、⾦利1％という割引率を適用すれ

ば、5年後の1億510万円は現在価値に割り戻すと1億円となります。IRRは、事業で得られる将来の

キャッシュフローの現在価値と投資額が等しくなる割引率と定義されています。 

5) NPVとは正味現在価値 (Net Present Value) 法という事業の評価方法で使われる指標で、値が

プラスに⼤きくなると良い事業という判断になります。事業で得られる将来のキャッシュフローをリスクの⼤

きさに⾒合った割引率で現在価値に割り戻して、そこから投資額を差し引いた⾦額がNPVの値となり

ます。また、IRRはNPVを0にする割引率と定義されていますので、NPVが0となるときの割引率はIRR

と同じ値となります。 
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連絡先 
更新情報は林産試験場ホームページダウンロードサイト (マニュアル・特集のページ) に記載していきま

す。皆様の意⾒を取り⼊れながら、推計精度の向上やインターフェースの改善などに対応していきたいと考

えています。 

ご質問・ご意⾒・ご要望は下記までご連絡ください。 

 

利⽤部 資源・システムグループ 

古俣 寛隆 

電話 0166-75-4233 (531) 

メール komata-hirotaka@hro.or.jp 

 
 

地方独⽴⾏政法人 北海道⽴総合研究機構                                                
森林研究本部 林産試験場                                     

071-0198 旭川市⻄神楽１線１０号 

電話 代表 0166-75-4233 

Fax 代表 0166-75-3621 

https://www.hro.or.jp/list/forest/research/fpri/ 

 


