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　当社は木質エネルギーの普及を促進
するため、２００１年１０月８日、２
１世紀最初の「木の日」に設立されま
した。チップボイラーなどの輸入事業
や木材を利用した発電設備、コージェ
ネレーションシステムの技術開発など
を経て、現在は木質バイオマス活用シ
ステム構築のためのコンサルティング
を主事業として行っています。
　具体的なコンサルティング内容とし
ては、製材工場や森林組合をはじめと
して、新しくバイオマスを用いたビジ
ネスを始めたいという事業者や、地域
の森林資源活用や地域振興に取り組み
たいという自治体などに対して、最適
な木質バイオマス活用システムを導入
できるよう、事業化可能調査から事業
計画立案、バイオマス利用システム最
適化設計、導入設備機器の基本設計、
仕様書の作成、助成金獲得支援までサ
ポートしています。
　また、事業と並行して、林野庁木質
ペレット利用推進事業委員、農林水産
省バイオマス活用推進専門家会議委員、
木質ペレット燃料の普及・定着を目指
す一般社団法人「日本木質ペレット協
会」アドバイザーなど、様々な団体の

委員・顧問として普及啓発支援や政策
立案を行っています。

　
　木質バイオマスの利用方法は、大き
く分けて２つあります。
　１つは、木材そのものを素材として
利用するマテリアル利用です。チップ
の製紙用原料への利用や炭化物の土壌
改良材への利用、調質材・おが粉の畜
舎敷料への利用などがこれにあたりま
す。
　もう１つが、エネルギー利用です。
古来より利用されている薪や炭だけで
なく、現在ではチップやペレットと
いった木質固形燃料をボイラーや冷温
水器に利用する方法が実用化されてい
ます。また、同じくチップやペレット
をガス化あるいは液化して利用する方
法についても、実用化に向けた研究が
進められています。
　当社が関わった業務の一例として、
新潟県柏崎市での木質バイオマス地産
地消システムの構築が挙げられます。
これは、柏崎市内及び近郊の森林・製
材工場等から出た間伐材や製材端材を
ペレット工場でペレット化し、ペレッ
トボイラーを導入した施設で利用、さ
らには、ペレットボイラーから出た灰

を農業肥料として活用する仕組みです。
当社は柏崎市内の自動車部品メーカー
が検討していたペレット工場新設計画
に携わり、製造・利活用可能性調査か
ら原料調達可能性調査、ペレット需要
先（ペレットボイラーを導入する施
設）の開拓、導入に関する補助金申請
の補助を行いました。さらに、ペレッ
トボイラーを導入した宿泊施設２カ所
のうち１カ所でのＣＯ２国内クレジッ
ト制度の申請補助も実施。多くの方々
の協力を得ながらこれらの業務を行っ
た結果、地域資源の利用拡大と林業の
再生にもつながるエネルギーの地産地
消を実現しました。その用途として、
ペレットボイラーを導入した宿泊施設
の一つを例にとると、灯油の年間消費
量を約１２０リットル、ＣＯ２の年間
排出量を約３００トン削減することが
できました。

　木質バイオマスを用いた技術は多岐
にわたります。現在、エネルギー利用
分野において利用可能、あるいは実用
化に向けて研究されている技術として
は、以下のものが挙げられます。
（１）木質チップ燃料

資源の循環的・効率的利用を高め、環境負荷の小さな社会を築くための手段の
一つとして活用が期待されている木質バイオマス。森のエネルギー研究所は、
多岐にわたる木質バイオマスの利活用法から企業や自治体、地域の実情に応じ
た最適な仕組みを構築するためのコンサルティング活動を行っています。ＣＯ
２排出量や廃棄物の抑制、森林資源活用、エネルギー自給率の向上につながる
木質バイオマスの利用方法と最新技術について、代表取締役の大場龍夫氏にお
話を伺いました。

ＣＯ2削減、森林資源活用につながる
バイオマス活用のベストシステムを提案

最新の資源化技術及び
エネルギー転換技術
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　木材を破砕したもので、主にチップ
ボイラーやガス化コージェネレーショ
ンシステム用の燃料として使われます。
木質チップ燃料は比較的容易に製造で
きる一方、利用機器に複雑な構造が求
められるため、家庭用など小規模機器
での利用は難しく、業務用などの中・
大規模機器に向いています。
　チップボイラーは木質チップを直接
燃焼させることにより温水や熱水、蒸
気を取り出す装置で、化石燃料ボイ
ラーに替わる機器として温浴施設や温
水プール、各種工場などで利用されて
います。
　当社が携わった案件としては、山梨
県の製材会社への導入サポートがあり
ます。製材時に発生する端材及び周辺
山林の林地残材をチップ化し、それを
燃料としてチップボイラーを稼動させ、
ボイラーの燃焼熱により発生した蒸気
を隣接する飲料製造工場に供給し、熱
利用するシステムを導入しました。この
ほか、福島県南会津町、山形県小国町、
同県金山町、東京都奥多摩町などから
導入可能性調査や利用計画策定業務を
受託し、山形県小国町では、歩道の消雪
や庁舎暖房の熱源としての導入が実現
しました。
　ガス化コージェネレーションシステ
ムとは、木質チップを酸素が不足した
条件で加熱し、可燃性ガスを得る（ガ
ス化）ことで電気と熱を同時に供給す
るシステムです。バイオマスの直接燃
焼に比べて発電効率が高く、出力の小
規模化が可能である一方で、直接燃焼

方式よりも複雑な設備が必要、タール
除去などに技術的な問題があるなどの
課題があるため、国内ではまだわずか
しか販売されていません。メーカー各
社において実証試験段階から実用化に
向けた研究が進められています。
　なお、木質チップは含水率が一定で
なく、山に近い個所で発生したバイオ
マスを利用したものほど含水率が高く
なり、最大６５％～最小１５％程度と
幅があります。また、燃焼装置の種類
や規模、システムによって含水率の許
容範囲が異なるため、チップボイラー、
ガス化コージェネレーションシステム
のいずれにおいても、含水率などの木
質チップの特性を見極め、適切な機器
を選ぶ必要があります。
（２）木質ペレット燃料
　おが粉や樹皮を圧縮し、数mm～数
cm程度の円筒状に成型した木質固形
燃料です。木質系の素材のみで成型で
き、接合剤等の添加も不要なため、木
材と変わらない成分でのエネルギー利
用が可能です。また、形状面において
同じ木質固形燃料である薪や炭、チッ
プ燃料に比べて扱いやすいことや、エ
ネルギー密度が比較的高いことが特徴
として挙げられます。主にペレットボ
イラーとペレットストーブの燃料とし
ての利用が進んでいます。
　ペレットボイラーは、ペレットを直
接燃焼させることによって温水や熱水、
蒸気を使用目的に応じて取り出すこと
ができる装置です。チップボイラーに
比べて構造がシンプルなため、小規模

な施設にも導入可能で、温浴施設や温
水プールに加え、農業用ハウスでの利
用も進んでいます。当社では、前述し
た新潟県柏崎市での導入例をはじめ、
長野県伊那市、愛媛県内子町、福島県
いわき市の社団法人、山口県などから
導入調査等を受託し、それぞれの地域
への導入が実現しています。
　ペレットストーブとはペレットを燃
料とするストーブで、薪ストーブと比
べて燃料補給の頻度が少なくて済み、
スイッチを押すだけで自動的に着火で
きるため、灯油ストーブと同様に手軽
に使えるのが特徴です。当社が導入に
関わった例としては、千葉県山武市の
バイオマスタウン構想、愛知県豊根村
の木サイクル推進プランの策定とそれ
に基づいたペレットストーブの導入が
挙げられます。
（３）ＢＴＬ
　バイオマスから得られる液体燃料・
Biomass To Liquidsの略で、バイオ
マスを熱分解してガス化し、FT合成
という手法で液化した燃料です。まだ
技術開発段階ではありますが、軽油や
灯油、重油の代替燃料として、あるい
は重油と混合して輸送用燃料や熱源へ
の利用が期待されます。
　秋田県秋田市では、当社が関与した
プラントがこの秋から実証試験を開始
します。
（４）スターリングエンジン
　熱による気体の膨張・収縮の作用を
運動エネルギーに変換して回すエンジ
ンで、熱源を選ばないためチップボイ
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ラーやペレットボイラーからの熱の利
用が可能です。大量に製造すれば低コ
ストで効率の高いシステムになること
から、発電やコージェネレーションシ
ステムへの利用の期待が高まっていま
す。当社では、東京都あきる野市の温
浴施設へのチップによるスターリング
エンジンコージェネレーションシステ
ムの導入設計のお手伝いをしてます。
（５）バイオコークス
　あらゆるバイオマスを原料として製
造できる固形燃料で、木質バイオマス
に限らず、コーヒーやお茶のかす、み
かんの皮、おからなどの食品廃棄物も
原料にすることができます。石炭コー
クスの代替燃料として実用化に向けた
研究が進められています。
（6）薪炭埼玉県
　このほか、薪や炭も木質バイオマス
を用いた燃料の一つです。当社では、
群馬県秩父市が行っている緑の分権改
革推進事業において、市民参加型の木
質燃料資源搬出方法並びに活用方法の
実証調査を受託し、その一環として薪
燃料サプライシステムの検討も行いま
した。また、東京農工大学からは、粉
炭バイオマス燃料利用機器の普及のた
めの機器性能の条件設計や導入手法な
どのマーケティング調査を受託しまし
た。
（7）エネルギー利用時の緊急事項
　なお、木質バイオマスをエネルギー
として利用する場合、利用対象となる
のは森林資源を建築用材に加工するプ
ロセスの各段階で発生する副産物（間
伐材、製材工場等残材、建設廃材な

ど）ですが、これらは、それぞれ形状
や品質が異なります。そのため、運送
や貯蔵、燃焼効率を上げるために利用
する材に応じて以下の対応が求められ
ます。
　例えば、末木、枝条、切捨丸太など
の林地残材や間伐材などの林業系木質
バイオマスの場合、まず発生場所が用
材の集材方法によって大きく異なるた
め、集材方法に応じて用材の集材作業
と木質バイオマスの収集作業を連携さ
せ、能率的に搬出する方法を検討する
必要があります。そして輸送にあたっ
ては、発生場所でチップ化するのか、
運搬後工場でチップ化するのかなどを
破砕機の能力や材あるいはチップの輸
送効率・コストなどを勘案した上で決
定します。さらに、これらのバイオマ
スは含水率が高いため、燃料として利
用する前に乾燥させることもあります。
　製材工場の残材の場合、主な材に樹
皮やおが粉、かんな屑などがあります
が、樹皮を燃料として利用する場合は
破砕処理が必要です。一方、おが粉や
かんな屑はすでに粉砕されているため
そのまま利用することができます。
　建設廃材の場合、通常、産業廃棄物
として扱われますが、適切に処理すれ
ば燃料としても利用可能です。その際
必要となるのは、過去に家屋の土台等
に防腐剤として使用されてきたＣＣＡ
（クロム、銅、ヒ素の金剛薬剤）の除
去と、釘等の金物を除去した上での粉
砕、分別です。
　また、森林系木質バイオマスに限ら
ず、製材工場等残材、建設廃材の場合

でもチップ化は適宜行われますが、
チップ化したものは微生物の分解によ
る劣化やカビの発生、長期保管による
発熱や発火が起こる可能性があるため、
利用直前にチップ化するのが理想です。
　当社ではこれらの点も含めて、予算
や環境に応じた実現可能性を調査し、
最適なシステムを検討・提案させてい
ただいています。

　
　このように当社は、様々ある木質バ
イオマスの利活用法の中から、地域や
自治体、事業者に適した方法を調査・
提案することを通して、豊かさと幸せ
の拡大再生産を続けられる社会を実現
できるよう取り組んでいます。
　３月１１日に発生した東日本大震災
後、当社にも木質バイオマスを用いて
事業所独自でエネルギーを確保できな
いかといった問い合わせが来ています。
また、被災地である東北地方において
は、がれき処理に一定の目処が立てば、
森林資源活用のためのインフラ整備や、
東北地方に集中している合板工場をは
じめとした製材工場の復興・再編、地
域のエネルギー供給システムの再検
討・構築といった動きが出てくるで
しょう。特に、森林資源の活用につい
ては、戦後間もない頃に植えた樹木が
あと１０年ほどすれば伐期に入ります
ので、それまでに搬出のための道路整
備や集材コストの低減などが必要です。
　また、製材工場の復興・再編や地域
のエネルギー供給システムを検討する
にあたっては、製材工場の木材乾燥シ
ステムに木質バイオマスを用いたシス
テムを導入したり、そこから発生する
熱を地域に分配するなど、バイオマス
を用いた新しい地域エネルギー供給シ
ステムのモデルを検討・導入する好機
でもあります。関係省庁と連携し、こ
れらの分野で当社の力が発揮できるよ
う取り組んでいきたいと思います。
【取材日・場所：平成23年7月11日、
本社】
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