
 自然エネルギー活用レポート No.7

富士山の麓で木質バイオマス熱利用に挑む

－静岡県・御殿場市の森林から未利用間伐材を調達－

出典：リコー 
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 概要

富士山の麓に位置する御殿場市で地域の未利用間伐材を使ったバイオマス熱利用の取り組みが始ま

った。精密機器メーカーのリコーが御殿場市や地域の企業と連携して、木質バイオマスエネルギーの

地産地消モデルを構築。市内の森林から発生する未利用間伐材を活用し、同社の開発拠点の空調や給

湯の熱源として利用する。先行事例をもとに地域の実情や自社の状況を考慮したうえで、合理的に設

備を設計して最適な燃料を選択した。構想に着手してから設備が稼働するまで 1 年 3 カ月の期間で

完了した。

 基本データ

①運営体制

事業者名 リコー 本社の所在地 
東京都大田区中馬込 1

丁目 3番 6号

設備の名称 
木質バイオマスエネ

ルギープラント
設備の所在地 

静岡県御殿場市駒門 1

丁目１０番

運転開始年月日 2016年 12月 5日 運営人員数 非公表 

建設担当会社 
大阪テクノクラート 

スズキ総業
運転・保守担当会社 

リコークリエイティブサービ

ス 

②ボイラー設備

機器構成 

チップボイラー/吸収

式冷凍機/温水・冷

水バッファータンク 

メーカー名/製品名/台数

チップボイラー：オヤマダ

エンジニアリング/2台

吸収式冷凍機：荏原製

作所/1台 

ボイラー出力 
700kW 

(500kW＋200kW) 
ボイラー効率 80%以上 

想定稼働時間 859時間/年 燃料の種類 木質チップ 

想定発熱量 3377GJ/年 燃料の調達先 御殿場総合サービス 

想定必要燃料量 442 トン/年 含水率 40%未満 

熱の供給先/用途

/温度帯 

環境棟/空調（冷暖

房）、給湯 

燃料価格 非公表 

灰の発生量 88㎏/月 

③収支計画

事業費 2.2億円 事業期間 15年間 

売上高（年平均） 非公表 運転維持費（年平均） 非公表 

補助金の名称/交

付元/交付額 

平成 28年度再生可

能エネルギー事業者

支援事業費補助金 

投資回収年数 非公表 

資金調達先/調達額/調

達形態（出資、融資など） 
自社内調達 
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1. 熱利用事業の経緯

御殿場市は静岡県の東部、富士山の麓に位置する人口 9 万人の都市である（図 1）。東名高速道路が南

北に走り、富士五湖や箱根、伊豆といった観光地も近い。東京から 100 キロほどの距離に位置し、交通

アクセスにも恵まれていることから、市内の工業団地には大手企業の工場や研究所が多数進出している。 

図 1◇静岡県の市町村と御殿場市の位置。出典：御殿場市 

 精密機器メーカー大手のリコーも御殿場市に進出した企業の 1 つである。国内外のグループ連結売上

高が 2 兆円を超える日本を代表するメーカーが御殿場に進出したのは 1985 年のことだ。以来、複写機の

マザー工場として「リコー御殿場事業所」が稼働を続け、数百人規模の雇用を生み出してきた。

経営上の理由から 2013 年に一旦生産を休止したが、同社の創立 80 周年となる 2016 年に、グループ

の環境関連事業を創出する拠点としてリニューアルし、「リコー環境事業開発センター（以下、センター）」

として再出発した。国内で販売した機器のリユース・リサイクルの拠点を 17 カ所から 6 カ所に絞り込

み、御殿場では年間 8 万台を回収して 2 万台を再生させている。 
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写真 1◇「リコー環境事業開発センター」の外観 

新たに発足したセンターは機器のリユース・リサイクルや環境活動の情報発信基地としての機能のほ

かに、環境技術の実証を通じ新規事業を創出する拠点としての役割も担っている。現在のところ、自治体

や大学などと連携して、省資源・創エネ・省エネに関する産官学の 11 プロジェクトを実施している。そ

の中の 1 つが、木質バイオマスエネルギーの地産地消モデル（御殿場モデル）の構築である（図 2、次ペ

ージ）。御殿場市内の森林から発生する未利用間伐材を活用し、工場の空調や給湯の熱源として利用する

試みだ。 

御殿場市の森林面積は約 8000 ヘクタールに及ぶ。市の面積の約 4 割を占めるが、林業は盛んでなく、

木材としての需要もエネルギーとしての需要も乏しかった。とはいえ、森林には定期的な手入れが欠かせ

ない。適度に間伐を実施して地面に日の光が届くようにしないと、下層植生が衰退し、土壌の保水能力が

低下してしまう。近年は、温暖化の影響などで記録的な豪雨が増加傾向にある。間伐等による森林の整備

が滞れば、土砂災害等のリスクも高まる。 

これまでの林業では、山主が間伐費用の一部を負担し、県からの補助とあわせて間伐を実施していた。

しかし間伐材（未利用材）の活用先がないため、切り捨て間伐というかたちで森林の中に残置せざるをえ

なかった。御殿場市は防災上の観点から間伐等による森林保全を推し進めるとともに、未利用材を活用し

た林業の活性化や雇用創出を図るべく、残置されている間伐材の活用を模索していた。 
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図 2◇「御殿場モデル」の概要。出典：リコー 

 御殿場市は地元で公共施設管理や観光業などを手掛ける「御殿場総合サービス株式会社（市の 100%出

資企業）」をはじめ、市の森林組合や東京大学の森林利用学研究室などと協力して、「モデルフォレスト事

業（2014～2016 年）」に着手した。森林経営や林内路網計画などの専門家である東京大学の酒井秀夫教

授（当時、現・東京大学名誉教授）からの助言をもとに、持続的な伐採計画の策定、効率的な林業のため

の路網整備、木材のカスケード利用の徹底（木材市場に出せない材をエネルギー利用にまわす）、そして

山主である地域住民との合意形成を進めていった。 
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図 3◇センターがある駒門工業団地とモデルフォレスト対象森林の位置。出典：御殿場市 

写真 2◇モデルフォレスト対象森林内。路網整備が進んでいる 
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こうして森林の再生と木材供給体制の構築に向けた基盤づくりが進む中、間伐材利用のトップバッタ

ーとして、リコーが木質バイオマスボイラーの設置を決断する。 

リコーが木質バイオマスボイラーの導入を決断した背景には、既存の灯油ボイラーが設置から 30 年以

上も経過しており、設備更新が必要となっていた。さらに木材の供給地であるモデルフォレスト事業の対

象森林がセンターから直線で 2～3 キロと近いため、輸送コストが安く済む点も挙げられる。そして何よ

りも、「一度は撤退した企業を温かく迎え入れてくれた地域に対し、貢献したいという思いが強くあった」

（リコー事業開発本部・鈴木宏政氏）。

とはいえ、リコーにとって木質バイオマス事業は未知の領域で、「すべてゼロからの立ち上げだっ

た」（鈴木氏）。鈴木氏をはじめとする設立準備チームが最初にとりかかったのは、全国各地の事例を調

査し、自社導入にあたってのベンチマークを設定することである。長野県や石川県、岩手県などの導入

事例を調査した。 

調査を通じて、燃料の安定調達や燃料供給に見合った設備規模の設定がいかに重要かを学んだ。木質

チップの形状や含水率のコントロール、チップを搬送するダンプの動線なども安定的な稼働には重要な

ことがわかった。事例の中でも岩手県紫波町の地域熱供給プラントは、役場や保育園、住宅などの熱需

要を 500kW（キロワット）のボイラー1 台で賄っており、「熱利用の効率の良さを実感した」（鈴木

氏）。 

木質バイオマスで生み出すエネルギーの利用方法については社内でも議論になった。実際は 2000kW

クラスの熱電併給（コージェネレーション）も検討したが、国内に成功例があまりない。バイオマス専

焼発電についても、御殿場市内で調達可能な未利用材の量が現在のところ年間 2000 トン程度のため、

発電規模が限定されてしまう。 

そもそも発電だと木材が有するエネルギーの 2～3 割程度しか活用できない。これに対して熱利用で

あればエネルギーの 8 割を活用できる。熱利用を推奨する酒井教授の助言もあり、最終的に木質バイオ

マスボイラーによる熱利用の案を採用した。

表 1◇木質バイオマスエネルギー利用形態の比較。出典：リコー 
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燃料の形状については、チップ、ペレット、薪のいずれにするかを検討した（表 2）。コストや品質

（含水率）、扱いやすさなどを比較した結果、コストと扱いやすさを重視して「切削チップ」を採用す

ることを決定した。 

表 2◇燃料の種類の比較。出典：リコー 

ボイラーの規模については、旧御殿場事業所時代の 2011 年の稼働実績などをもとに、ランニングコ

ストが最小になる出力・運転時間をシミュレーションしたところ、1000kW がベストとの結論が出た。

ただし、木質バイオマスボイラーは負荷変動への追随性に難点がある。そのため規模の異なる複数台の

ボイラーを導入することにより、熱の需要に合わせて供給量を調整できる方法を検討した。 

ボイラメーカーの製品が 100kW、200kW、500kW の 3 種類であったことから、当初は 500kW を 2

台導入する案を考えたものの、これだと 500kW か 1000kW の 2 パターンで運用しかできない。より確

実な燃料調達量に抑える意味でも、一回り小さな規模で 500kW＋200kW の案を採用した。これによ

り、200kW、500kW、700kW の 3 パターンの運用が可能となる。 

表 3◇ボイラー規模の検討結果。出典：リコー 

ボイラーの設置場所はセンター入口近くの「候補 1」と熱需要先である環境棟に近い「候補 2」の 2

つの案を検討した（図 4）。環境棟の機械室までの配管敷設の工事費を安価に抑えるには候補 2 がベスト

だった。一方で燃料搬送のトラックの搬入路の確保、さらには間伐材置き場のためのスペースも必要な

ことから、最終的には候補 1 を採用した。 
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図 4◇木質バイオマスボイラーの設置場所の候補。出典：リコー 

導入の経緯を見ていくと、木質バイオマス事業の構想が決定してから実際に設備が稼働するまで、1

年 3 カ月程度で完了した（表 4）。先行事例をもとに地域の実情や自社の状況を考慮したうえで、合理的

に設備を設計して最適な燃料を選択したことが短期間の導入成功につながった。 

年月 動向 

1985 年 10 月 リコー御殿場事業所稼働開始（全世界向け複写機・プリンターの生産拠点）

1995 年 12 月 リコー御殿場事業所、国内初の ISO14001 認証を取得

2013 年 3 月 全世界生産拠点再配置計画により御殿場事業所における生産終了・閉鎖 

2015 年 1 月 複写機・プリンターのリユース／リサイクル拠点、環境技術開発の中核拠点として

開所決定 

2015 年 9 月 木質バイオマス事業の構想決定 

2016 年 2 月 設備設計の開始 

2016 年 4 月 リコー環境事業開発センター開所

2016 年 5 月 補助金申請の開始 

2016 年 6 月 補助金確定後、設備の発注 

2016 年 7 月 木質バイオマスボイラー設備・建屋の建設工事着工 

2016 年 12 月 木質バイオマスボイラー設備稼働開始 

表 4◇木質バイオマスボイラー導入に至る経緯 
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2. 上流部分（林業～チップ化）の取り組み

リコーの木質バイオマス事業では、木材の伐採・搬出からチップ化にいたるサプライチェーン構築が

モデルフォレスト事業として進められていたこともプロジェクトを大きく後押しした。

サプライチェーンの中で間伐からチップ化までを担うのが「御殿場総合サービス株式会社（以下、

GSK）」である。GSK は公共施設等を管理する振興公社として 1987 年に設立された。その後、御殿場市

が 2006 年から指定管理者制度に移行したことを機に、振興公社から株式会社に組織を変更。以降は観

光業、旅行業、農業などを幅広く手がけ、地域を代表する企業となった。 

GSK が林業に参入したのは 2013 年である。事業を担うために「NPO 法人 地域活力創造センター（以

下、NPO）」を新たに立ち上げた。「山林の地権者に収支を明らかにするとともに、林業で得た利益を還

元するため、組織形態を株式会社ではなく NPO 法人とした」（御殿場総合サービス総務部部長・小野淳

氏）。 

もともと市の森林組合は施業部隊を持っておらず、森林経営計画の策定、補助金申請や地権者との調

整役等、主に事務方を担っていた。実際の施業は地域の林業業者などに委託していた。しかし森林の整

備は行き届かず、荒廃した場所もあった。NPO は市の森林組合と協力することで、林内の路網の整備か

ら実際の施業、事務作業に至るまでを担いながら、御殿場市の林業再生・活性化、地域雇用の創出を進

めている。 

2014 年からのモデルフォレスト事業では御殿場市と連携を図った。林業に関して新規参入事業者で

ある NPO に対して、「以前に静岡県の農林事務所に出向していた市の農林担当者がサポートしてくれ

た」（小野氏）。現場で林業に従事しているのは NPO の職員である。経験豊富な責任者が 2 名いて、若い

世代の育成も担当している。 

木の伐採には作業員がチェンソーを使うが、それ以外の作業工程では主に林業機械を活用する。木材

を持ち上げる「グラップル」（写真 3）や作業道を使って運搬する「フォワーダー」（写真 4）といった

林業専用の機械を活用することで施業の効率を向上させている。 

各種の林業機械は NPO が購入した。これまでの 2 年間に NPO が投じた設備投資額は 1 億円に達して

いる。林業関連の補助金があるとはいえ、積極的な設備投資を実施する背景には、具体的な木材需要が

見込めることに加えて、林業再生に本腰を入れて取り組む意欲がうかがえる。 
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写真 3◇「グラップル」と呼ぶ機械で伐採した木材を持ち上げる 

写真 4◇林内で木材を運搬する「フォワーダー」。狭く曲がりくねった作業道にも対応可能 
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施業においては、建材や燃料に使えない枝葉や根株の部分が必ず発生する。これらも林内に放置せず

に有効活用する。中古のハンマー式チッパーを購入して、ふもとの土場でチップに破砕し、林内の作業

道に敷いている（写真 5）。この手間をかけることで土がむき出しの状態に比べて、雨が降っても作業道

が痛みにくくなるなどメリットが生まれる。お金にはならないが、枝葉から根株まですべて無駄にしな

い施業が山林の地権者からの信頼にもつながっている。 

写真 5◇林内に積まれた枝葉部分（左）と土場でのチップ化の様子（右）。出典：御殿場市 

写真 6◇林業現場のふもとにある土場。伐採した木材は一旦ここに集められる 

間伐材の樹種はスギとヒノキである。生木の状態では水分量が高いため、チップ化してもボイラーの

燃料には適さない。そのため土場で 2～3 カ月の間、自然乾燥させて含水率を 40％以下に下げる。含水

率が下がった段階で、リコーのボイラー設備に隣接する木材置き場に運び込まれる。木材置き場でも、

さらに数カ月乾燥させて、含水率を 30%程度まで減らす（写真 7）。木材は 2～3 カ月分くらいを一度に

発注して確保しておく。 
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写真 7◇ボイラー設備に隣接する木材置き場に積まれた間伐材 

30%程度まで含水率が下がったところで、チップに粉砕する。ボイラー設備のある建屋はチップを貯

蔵するサイロを併設しており、木材をチップ化する「チッパー」を使ってサイロに直接投入する（写真

8）。NPO が所有するチッパーは、直径 36 センチの丸太まで対応が可能で、1 時間あたり 60 立方メート

ルの木材をチップ化できる。サイロは満タンで 9 トンのサイズがあり、ボイラーをフル稼働（9 時間/

日）させても 1 週間の運転が可能である。 

写真 8◇サイロに横付けされたチッパー。出典：リコー 



13 

3. 熱利用事業の詳細

リコーのセンターが開所する 2 カ月前の 2016 年 2 月に設備設計を開始して、同年 7 月に設備および

建屋の建設を着工、同年 12 月に稼働を開始した。木質バイオマスボイラーからは約 80 度の温水ととも

に、吸収式冷凍機を介して約 7 度の冷水もセンターに供給できる。これによりセンター全体の空調エネ

ルギーの 30％、給湯エネルギーの 15％を賄うことができる。将来は空調エネルギーの 5 割強をまかな

う狙いだ。 

センターの稼働時間は季節によって 1 日 7 時間から 9 時間程度である。富士山の麓で標高 500 メー

トルの場所に立地していることもあり、空調・給湯の需要は冬と夏以外は限定的となる。そのため、当

面は年間に 859 時間の稼働を想定している。需要のピーク時には、木質バイオマスボイラーのほかに既

存の灯油ボイラーも稼働させて対応する。 

チップの使用量は年間で約 440 トンを見込んでいる。すべて御殿場市内の間伐材（未利用材）であ

り、建築廃材などは使っていない。440 トンという調達量は、全国各地の木質バイオマス発電プロジェ

クトが数千～数万トンのオーダーで燃料を必要とするのに比べると規模は小さい。それでもエネルギー

効率は 8 割と高く、その分チップを無駄なく活用できる利点がある。 

木質バイオマスボイラーの稼働により、既存の灯油ボイラーを 5 基から 2 基に減らすことができた。

年間で約 90 キロリットルの灯油使用量（CO2 換算で約 240 トン）の削減が可能と想定している。灯油

から木質チップに切り替えることで、年間に 470 万円ほどの燃料コスト削減にも貢献する見込みだ。 

図 5◇センターでの木質バイオマスエネルギー利用の概要。出典：リコー 
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全体のプラント設備は、チップサイロをはじめとする燃料供給部分、木質バイオマスボイラー2 基

（500kW＋200kW）、吸収式冷凍機や温冷水貯蔵タンクで構成している（図 6）。サイロに投入したチッ

プは、スクリューコンベア、ポケットコンベアを通り、ボイラーの後方上部にあるチップ分配器に供給

する。ボイラーの稼働状況に応じて必要となるチップ量を分配して、ボイラーに直接投入する仕組み

だ。 

図 6◇プラント設備の配置。出典：リコー 

ボイラー設備の運転監視やメンテナンスは、リコーの設備全体を保守する「リコークリエイティブサ

ービス（以下、RCS）」が担っている。ボイラーは自動制御となっており、遠隔監視システムを通じて運

転状況をセンター内の環境棟にある機械室に伝える。機械室には RCS の担当者が常駐しており、何か異

常があればすぐに駆け付ける体制になっている。設備の清掃や点検など、定期的なメンテナンスも RCS

が担当する。 
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写真 9◇木質バイオマスボイラー。写真奥が 500kW、手前が 200kW の出力 

写真 10◇ボイラーの横に設置した 500kW 吸収式冷凍機（手前） 
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写真 11◇プラントで作った温冷水は配管を通って環境棟（右上）へ送る 



17 

ボイラー設備（建屋を含む）の事業費は 2.2 億円だが、そのうち 2/3 を国の補助金（平成 28 年度再

生可能エネルギー事業者支援事業費補助金）で調達することができた。残りの 1/3 は自己資金でまかな

い、金融機関の融資等は受けていない。 

いまのところ運転期間は 15 年を想定しているが、「それ以上の期間の運転も見込んでいる」（鈴木氏）。

自家消費のため外部への熱供給による売上高は計上していない。 

リコーでは同等規模の天然ガスボイラーを導入した場合とコストを比較した（図 7）。木質バイオマス

ボイラーのイニシャルコストは天然ガスボイラーよりも高いが、ガスよりも相対的に安価な木質チップ

に切り替えることでランニングコスト（燃料費）を低く抑えることができる。補助金なしの場合、バイ

オマスがガスよりも優位になるのに 20 年程度かかるが、補助率 1/3 では 12 年目、補助率 2/3 では 3

年目でバイオマスが優位となる。本件の補助金採択では、御殿場モデルの取り組みが自治体と企業が一

体となった公益的な活動であること、また他地域への波及効果も期待できることが評価され、補助率

2/3 の適用を受けることができた。 

図 7◇同等規模の天然ガスボイラーとの累計コスト比較。出典：リコー 
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4. 今後の計画 

 

いまのところ御殿場市内で木質チップを利用するボイラーを導入しているのはリコーだけである。チ

ップの製造を担当する GSK は自社が管理する市内の記念公園に 35kW の海外製木質バイオマスボイラー

の導入を予定している。園内の温室の暖房や喫茶ルームの冷暖房に利用する考えだ。 

 

チッパーの性能には余力があり、リコー以外のチップの需要にも対応できる。近い将来、センター内に

あるチッパーを土場に移し、新たにチップ工場を建設する計画だ。御殿場市の木質バイオマス利用拡大に

向けた基盤整備は着々と進みつつある。 

 

2017 年 4 月、リコーは日本の企業として初めて RE100（自然エネルギーの利用率 100％）を宣言し

た。その中でグループの環境事業の中核拠点であるセンターの CO2 ゼロエミッションを早期に達成する

ことが求められている。しかし、環境経営の主旨として「しっかりと儲かるものでなければ継続できな

い」（鈴木氏）。 

 

リコーは御殿場の取り組みの先に、木質バイオマスを新たな環境事業として育て上げ、他の地域に横

展開するビジョンを描いている。将来はプラント全体の設計・調達・建設やメンテナンスなどを自社で

手掛けられるようにするとともに、メーカーからボイラーを調達してプラントごとパッケージ化して販

売する構想もある。 
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