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1. 事業目的 

北海道はわが国の 北に位置していることから冬の寒さが厳しく、暖房システムは

も重要な生活基盤である。加えて北海道の面積は広大であり、都市部を除いて人口密度

が低いことから、物流面、特に冬季の輸送には特有の苦労と危険が伴う。一方で、広大

な森林資源を有し、木質バイオマス燃料供給のポテンシャルも高いことから、それらの

生産から流通、消費に至るまでの総合的な体系づくりを進める必要がある。北海道にお

ける木質ペレット流通が本格的に始まったのはこの 10 年足らずのことであり、既に流通

システムが確立している石油系燃料や電気による暖房システムなどと比較すると、あら

ゆる面で未熟さ故の課題を抱えている。  

木質ペレットは北欧や北米諸国で普及が進んでいる。これらの国々は北海道と気候が

似ていることから、様々な面で参考になると考えられる。しかし、一口に木質ペレット

といっても、その生産から利用に至るまでのシステムを考える場合には、原料背景や気

候風土、利用用途にかかる地域的特性や住宅事情、設備機器類の条件などいくつもの構

成要因が関係してくるため、地域の実情に合わせて 適化する姿勢が求められる。加え

て長期的に目指す姿がどのようなものであるかを明確にした上で、現在おかれている状

況がどの段階にあるのかを把握しながら講ずべき手段を選択する必要がある。  

わが国における木質ペレットは未だ緒に就いたばかりということができ、本事業にお

いては、北海道の地域特性や発展途上にある現状を踏まえて、 も有効な流通効率化の

方策のあり方を検討することを目的とする。  

このような認識に立つ当組合が考える北海道型とは、灯油暖房システムがたどってき

た経過と対比させて考えるとわかりやすい。同じ灯油ストーブではあっても、本州以南

で一般的なポータブルのファンヒーターや反射型ストーブは、北海道では一部で補助暖

房として利用される程度であり、強制給排気（FF）式の大型ストーブが一般的である。 

しかし、このような体系は灯油が普及する初期の段階から確立されてきたわけではな

く、薪炭や石炭から移行する段階では、例えば燃料保管設備について考えると、容量 18L

程度の小型の携行缶から 90L の中型屋内タンクに移行し、さらに現在 も一般的な 490L

屋外ホームタンクへと発展してきた。これと並行してストーブも改良が重ねられ、燃焼

効率や制御性が向上してきた歴史があり、システムとして完成されるまでには数十年を

要している。  

木質ペレットの流通もタンクやストーブなど１つ１つの要素技術の進歩なくしてはシ

ステム全体の完成度を高めることにはつながらない。欧米よりも 10 年以上は遅れている
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と言われる我が国のペレット流通システムの向上を図るためには、繰り返しになるが目

指すべき姿を明確にして取り組む姿勢が必要である。  

 

木質ペレット流通システムが目指すシステムの骨子は以下の諸点に要約できる。  

・ユーザーは常に十分な量のペレットを安定的に確保できる。 

・ユーザーへの配達は、期間契約に基づき、その都度注文するのではなく、燃料事

業者の定期的な巡回配達によって行う。 

・流通に必要な袋類などは不要とするか、もしくは再利用可能なものとし、流通過

程における廃棄物を可能な限り排出しない。 

 

さらに木質ペレットを利用する意義が、化石燃料使用量の削減、地域経済の振興とい

った側面も持ち合わせていると考えると、以下のような諸点にも留意する必要がある。 

・輸送に伴うエネルギーの消費を 小限にする。 

・価格設定に関しては、ユーザーのメリットだけではなく、林業・林産業をはじめ

とする地域経済にとってもメリットを生み出す適正価格とする。 

 

 

図表 1-1 フィンランドにおけるペレット配送形態 
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図表 1-2 北海道と本州以南の灯油暖房システムの相違（一般的な形態の比較） 

 北海道 本州以南 

基本構造  FF 式大型  換気式小型（携行可）  

燃料調達  タンクローリー配達  

シーズン契約  

店頭購入もしくは注文による

配達  

燃料保管  490L ホームタンク  18L ポリタンク  

決済方式  銀行引き落とし  現金払い  

灯油消費量  約 1,000L 以上  数十～数百 L 

※灯油消費量については住宅統計等を参考に推計 

 

木質バイオマスの燃料利用は、より高付加価値な利用を先に検討した上で、いわば

終選択肢として燃料利用に供するのが経済的に も有利である。  

特に暖房需要の旺盛な地域特有の課題として、かさばる燃料のストックスペースの確

保、使い捨て梱包資材の減量化（リサイクル、リユース容器の検討）、北海道型燃料利

用形態への対応などが挙げられる。以上のような認識に立ち、本事業では以下の５つの課

題に取り組むこととした。 

 

 ①原料の安定的確保 

 ②大口輸送の効率化（ホームタンクによるバルク輸送への布石） 

 ③小口輸送における効率化と省資源化（リターナブル袋の開発） 

 ④中継拠点・販売店における流通の効率化（荷捌きの省力化） 

 ⑤需要拡大 

 

 注：①の原料確保は、本事業が対象とする流通整備の範疇外ではあるが、流通の担い手事業

者あるいは地域経済活性化のビジネスモデルを考える上で今後密接に関わると考えられるため、

あえて主要項目の一つに掲げ、付随的に実施した。 

 

1.1. 原料の安定的確保  

当組合が製造する木質ペレット（商品名「エコット」）の原料は林地残材と呼ばれる

類に属する。伐木造材に伴って山土場で発生する残材の内、追い上げ材と呼ばれる根本

近くの部位が中心であり、末木枝条はほとんど含まれない。従来、これらのほとんどは

土場に放置され、ほとんど利用されることはなかったことから、これらを原料としてペ

レットを製造してきた。しかし 近になって敷料やボイラ燃料として利用するために、

これらを林内から持ち出す動きがみられるようになってきており、ペレット原料と競合

しはじめている。中には有償で買取る例も現れており、現在の方法では原料不足に陥る

可能性が出てきている。  
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北海道の地域特性として、畜産業が盛んな土地柄であり、家畜敷料としておが粉が大

量に消費されており、ペレットの原料と競合することも考慮しなければならない。この

ような事情を考慮すると、現在力を入れ始めている間伐の強化に伴い、未利用の小径木

の利用度を高めるなど原料の安定的な確保のための新たな仕組みづくりを進める必要が

ある。  

林地残材の発生量については、一般に概算で伐採量の 40％程度と試算されることが多

いようであるが、当組合が利用するカラマツの林地残材は主伐に伴う残材が多く、また

今後もこの傾向が続くと予想されることから、将来的にも安定して原料を確保するため

の方策を講じるため、基礎調査として残材の発生状況を把握する。  

 

1.2. 大口輸送の効率化  

北海道において 1 世帯が一冬に使用する木質ペレットの量は、主暖房として利用する

場合、多くは 1.5 トン～3 トン程度であり、概ね 2 トン程度と考えることができる。公

共施設の場合は、１シーズン当り数十トンの単位で使用される例が多く、これらの施設

には基本的に 500kg 入りのフレコンバッグ単位で配達されている。このほかにも事業所

や一般家庭の中にはフレコンバッグ単位で購入している顧客がおり、このような購買者

は相対的に大口ユーザーと位置付けられる。現在のところ、当組合が製造する木質ペレ

ットの大口需要者は、役場やこどもセンターなど数カ所の公共施設と個人事業所および

家庭数軒程度に限られるが、事業所や一般家庭でもフレコンバッグにより 500kg 単位で

購入する例もみられる。 

ペレットの配送方式は、長期的には灯油の配送システム、あるいは欧州の先進事例に

みるようにバルク車による配送体系を目指す必要があると考えられるが、現在置かれて

いる状況は、それに向けた発展途上にある。フレコンバッグ運用上の課題としては、防

水・防湿対策およびストーブへの補給など取出し作業の効率化がポイントとなり、輸送

性にも配慮しながら安定的に保管できるシステムを確立することを目的とする。 

また中継拠点に関する効果は前年度の検討から一定の効果が認められたことから、今

年度はさらに拠点数を増やしネットワークの強化を図る。 

 

1.3. 環境に配慮した小袋流通の検討  

ストーブ利用が中心の小口ユーザーについては大半が 10kg 入りのプラ製袋によって

供給されている。1 日の消費量は、厳寒期において 10～15kg となっており、毎日 1 袋以

上のゴミが発生している。この袋は使い捨てのため廃棄物となる上、コストを押し上げ

る要因ともなっている。一方、長期的に考えても小袋購入のニーズは一定程度存続する

と予想されるため、環境負荷の小さい小袋の実用化は主要な課題の一つである。  

前年度の検討では、袋の材質等についての検討が中心となったが、現在使用している

製造ラインの設備との比較において作業性を含めて総合的にメリットを見出さなければ

実用化が難しいこと、また輸送や保管の効率化を図る上では袋の形状が重要であること

などが明らかにされた。これらの成果を踏まえリターナブル容器を開発する。  
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1.4. 輸送と配達の効率化 ～北海道型燃料供給体系への布石  

ホームタンクは 大で約 650kg のペレットを収容することができるが、これはユーザ

ーにとってある程度燃料が残っている段階で補給の注文が行われるとの考えに立つもの

である。しかし、この方法では、燃料事業者は注文発生時にできるだけ速やかに配達す

ることを求められるため、常に対応できる体制を整えておかなくてはならない。しかし、

配送単位を例えば 200～300kg にすることによって、1 か所当りの配達回数は増えるが、

配達時期を燃料事業者側の都合で自由にできる余地を増やすことができる。いわば配達

スケジュール調整の主導権を、ユーザーから燃料事業者に移すことで効率化が図られる

ことが期待される。そこで数百 kg 単位の量で配達するシステムの実用化に向けた検討を

行う。  

また北海道内において商業目的で操業している木質ペレット製造工場は１７ヵ所を数

え製造能力も増えつつあるが、他の燃料のように随所で購入可能な販売網は未整備の状

況である。そのためペレット燃料販売店の拡充により、 寄り品としていつでも購入可

能な流通整備が必要であることから、中継拠点を増設しその機能の増進を図る。  

 

1.5. 需要拡大  

木質ペレットはまだ普及の段階であるため、様々な PR 方策を講じて周知を図ること

が先決である。しかしながら、ペレットストーブはまだまだ価格的には石油ストーブよ

り高価であることに加え、そもそも暖房器具が生活必需品であり、耐久消費財でもある

ことなどから消費者は導入の決断に慎重にならざるを得ない。情報不足や誤解もあると

考えられることから、的確な情報を発信しつつ、できるだけ多くの人の目に触れる機会

の創出に取り組む。  

 

241



北海道型木質ペレット流通拡大プロジェクト（とかちペレット協同組合） 

 

 

2. 事業実施目標 

2.1. 林地残材回収システムの構築  

林地残材（土場の造材残材）は、主伐と除間伐等では発生状況や部位の品質が異なる

が、従来の、切り捨て間伐を搬出し利用する間伐方式に移行する動きが加速化している

ことから、今後は土場残材にも小径木の末木枝条など低質材の割合が次第に高まってく

ることが予想される。このような事情を踏まえ、ペレット原料を安定的に確保するため、

土場残材を有効に利用するための森林施業のあり方や、将来的な資源の在所について検

討する。  

 

目標：造材土場残材の利用率に関し、長期安定的に 50％以上を利用できるようにする

ための方策を検討する。  

 

2.2. リターナブル容器の開発  

現在、プラスチック製の小袋によるペレットの出荷数量は、十勝管内向けで年間約 150

トンとなっている。プラ製袋は 1 袋当りおよそ 50ｇであるが、これをリターナブル容器

（袋など）に代えることにより、現在廃棄物となっているワンウェイ型袋の使用量を削

減することができる。現在十勝向けに販売している 10kg 入り袋製品の内、1/3 に相当す

る 50 トン分（5,000 袋）のペレットにリターナブル容器を採用することによってプラ製

袋の使用量を重量換算で約 250 ㎏削減することができる。  

また袋の価格は、現在 1 袋当り約 25 円となっているが、繰り返し利用可能な梱包資材

を検討することにより、同程度以下のコストで廃棄物を削減する方策を模索する。これ

を 1 袋 300 円程度のリターナブル容器に代え、10 回使用すると想定し、より取り扱いや

すく普及およびコスト削減が可能な資材を検証する。  

 

目標：工場内での製品充填作業時間 現行と同レベル（40 秒／袋）にする。 

   袋回収率 90％以上 ＆ ４回以上使用  

    → 袋消費量 20～30％に削減  

   袋コストを現行と同レベル（25 円／袋）以下にする  

 

 

2.3. ホームタンクによる流通  

大口需要家向けとなっているフレコンバッグを、家庭用においても利用しやすくなる

ように少量ずつの取り出しが容易にできる機材等の検討改良を行う。  

現在、一般家庭でフレコンバッグによりペレットを購入しているユーザーは少数派だ

が、このシステムを導入することにより、50 軒程度を対象に新たな北海道型システムの
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モデルを確立することを目標とする。またこのシステムを導入することにより廃棄物の

削減（前項同様に 50 トン分で 250 ㎏）を図ることができ、普及促進が期待される。  

 

目標：配送にかかる時間を 50％以上短縮する。  

 

 

2.4. 輸送と配達の合理化  

輸送に伴う時間や労力的負担を軽減するとともに、事故品の発生率を低下させる。  

一次配送においては、専用パレットの導入により効率化が図られたが、小袋パレット

の梱包に手間を要することから、その効率化を図ることとする。中継拠点は、主として

一次配送すなわち販売店による仕入れに関して一定の成果が認められたことからこれを

増設するとともに、依然として販売店から末端消費への二次配送における効率化や省力

化が課題となっており、その改善を図る。  

 

目標：一次配送における所要時間の短縮  

 人件費・資材費に関して、コストを 10％削減する。  

中継拠点の増設により、在庫収容力を 50ｔ増強する。  

  二次配送（拠点・販売店→末端消費者）の荷捌き所要時間を 80％に削減  

 

 

2.5. 需要拡大  

新たな常設展示場所を数カ所設置するとともに、イベント等への積極的な展示を行う。

従来からイベント等に積極的に出展してきており、これを継続する。屋外タンクや自動

供給装置と合わせたシステムとしての実証展示も行う。  

 

目標：イベント等 10 箇所以上に出展する。  

 一体型システムの展示を帯広市内および十勝管内町村で各１箇所以上実現  
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3. 事業概要 

3.1 事業実施内容  

3.1.1 原料確保に向けた林地残材の発生量調査  

当組合が製造する木質ペレット（以下「エコット」）

の原料は大半がカラマツの造材に伴って発生する根元

部位などの未利用材であるが、その発生状況は、伐採

対象となる森林の状況によって様々である。  

エコットは特に根元の切り落とし部分（追い上げ材）

とすることで高い品質を維持している側面もあり、そ

の発生状況を定量的に把握することにより、今後の資

源確保の見通しを立てるための基礎的な情報となる。  

調査の結果、カラマツ主伐林における造材山土場残材の内、原料となる追い上げ材等

の回収率は 4～5％になることがわかった。また同じくカラマツの 40 年生を超えるよう

な後期の間伐林では残材の発生率が総量で 10％台前半であり、追い上げ材等の原料に好

適な部材は約 10％になることが明らかとなった。  

 

3.1.2 リターナブル梱包資材の開発  

小口ユーザーについては大半が 10ｋｇ入りのプラ製袋によって供給されているが、袋

が廃棄物となる上、コストを押し上げる要因ともなっている。そこで、廃棄物を出さず、

なおかつ製造梱包設備をそのまま活用して充填できる袋の開発が課題となっている。こ

の課題解決の方向性は、従来通りユーザーの燃料保管庫の形状や容量に合わせて保管す

ることができ、ストーブへの補填が現状以下の手間で行えるシステムを確立することで

ある。袋容器には、適度な量（例えば、ストーブの燃料タンク容量）をまとめて扱うこ

とができる上、保管場所の状況に応じて自由な積み重ねができるなどの利点もあること

から、その機能を損なうことなく、廃棄物を出さないリターナブル容器を試作し、その

効果を検証することとした。  

大口ユーザーについては、既に も低コストな梱包材であるフレコンバッグの利用が

定着しているが、その輸送効率の高さを生かしたまま小口ユーザーへの配送にも活用す

るために、小分け装置（顆粒状肥料散布機等の既存農機具を流用または改造）とリター

ナブル容器を活用した配送システムについても検討した。  

 

3.1.3 ホームタンクによる北海道型燃料流通への対応  

ホームタンクは、ペレットの専用倉庫を持たないユーザーでもストックスペースとし

て屋内の居住空間を犠牲にすることなく常に十分な量の燃料を保管できるようにするこ

となどを目的に開発製作した。これによりユーザーはいつでも好きなときに任意の量を

取り出すことができ、ストーブ等への補給に必要なバケツ 1 杯分程度の量を取り出すに
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は、数秒間のハンドル操作で済む。また 10kg 入り小袋のよう

にプラ袋を必要としないため、廃棄物となる袋にかかる資材

費や充填の手間がかからず低コスト化が期待できる。  

一方、燃料事業者によるホームタンクへの供給は、現在の

ところフレコンバッグに入れて搬送し、トラッククレーン（ユ

ニック）を用いてタンク上部の天蓋開口部から投下する方法

によって行われる。  

また、ユーザーにおける取り出し作業の負担をさらに軽減

するため、オプションとして自動供給装置を開発製作した。  

これらの設備等について検証した結果、フレコン配送から

ホームタンクへの補給、住宅内への自動供給が支障なくでき

る条件下では、期待通りきわめて短時間で、省力化と快適性の向上が図られることが確

認された。しかし、その一方で、タンクを設置するために一定の空間が必要なことや、

配達車両（ユニック）がタンクに横付けできることなどいくつかの制約があることなど

今後の改善方向や課題も明らかとなった。  

 

 

3.1.4 輸送と配達  

輸送段階での効率化は、積込み・積み下ろしに

かかる消耗資材の削減や作業時間の短縮、および

荷物自体の耐候性を高めることによる損傷事故リ

スクの低減などいくつかの解決すべき課題があり、

これらを総合的に考えて現段階で効果が大きいと

考えられる方法について検討した。  

消耗資材の削減では、工場から中継拠点または

販売店、大口ユーザーへの一次配送に無蓋トラッ

クを利用する際、荷崩れと汚れを防止するためのラッピングフィルムを用いていたが、

これに代わるカバーを製作することによって作業時間の短縮と廃棄物の削減を図り、効

果は期待通りであった。また、耐候性があるため、配達先で一時的に屋外においても降

雨等によるダメージを受けるリスクがほとんどなくなり、配達計画の自由度が向上しコ

スト削減に効果をもたらすと考えられる。  

また前年度に引き続き中継拠点を設置した。昨年度の４箇所に、今年度新たに４箇所

を加えて合計８箇所とし、長距離を多頻度で往復することなく近傍から調達できる態勢

の強化を行った。なお、設置場所の選定に際しては、ペレットの普及が進んでいない地

域への足掛かりとすることを目的として下の 4 カ所とした。  

 

北見倉庫：建設会社。保管場所は、資材置き場の一角を利用。 

上川倉庫：上川地区木質燃料研究会の施設。 
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忠類倉庫：造林用苗木生産を行う。南十勝では初の中継拠点となる。 

新得倉庫：農業生産法人。自家製ナチュラルチーズをはじめ、有機栽培の野菜などを生産し

ている。 

 

とかちペレット協同組合

釧路倉庫

美幌倉庫

幕別倉庫

帯広倉庫

とかちペレット協同組合

サテライト倉庫

ペレット燃料製造工場（稼動中）

ペレット燃料製造工場（稼動予定）

100ｋｍ圏

50ｋｍ圏

流通拠点（サテライト倉庫）の設置

忠類倉庫

上川倉庫

北見倉庫

新得倉庫

サテライト倉庫（既設）

 

図表 3-1 中継拠点（サテライト倉庫）の設置状況 

 

さらに、中継拠点や販売店からユーザーへの二次配送に関しては、様々な搬送器具を

試行運用した。しかし、あらゆる状況に対応でき、なおかつ可搬性やコストパフォーマ

ンスの条件も満足しうる機材の開発には至らず、小袋大量注文型ユーザーに対しては、

車両やタンクからの連続的な自動供給システムによる抜本的な省力化の必要性が改めて

浮き彫りになった。  
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4. 事業実施の成果 

4.1. 事業実施成果  

4.1.1 原料確保（林地残材の収集）  

(1) 試験実施方法  
主伐に伴う残材の発生率について、造材土場の発生状況を視察調査した。  

また、九州大学北海道演習林において行われた調査の結果を参考に間伐に伴う残材の

発生量についても調査を行った。  

 

   

カラマツ主伐材の搬出      土場への集材        採材作業 

   

 採材作業         追上げ材         残材の集積 

図表 4-1 土場残材の発生状況 

 

(2) 試験結果と考察  
主伐林分（カラマツ 50 年生）では、残材の発

生率は推定で 4～5％に留まる結果となった。主

伐の場合は、通直・完満な優良材の割合が高く、

造材の歩留まりがよいことから、結果的に残材

の発生量が少なくなる。  

また九州大学が過去に行った類似の調査結果

によると、カラマツ 38 年生林の定性間伐に伴っ

て発生した残材の量は、伐木材積 16.57 ㎥に対

して端材の発生量は 2.33 ㎥、率にして約 14％であったことが報告されている。また同
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様にして 42 年生カラマツ林では 12％弱であったという。間伐においても齢級が高くな

ると残材の発生率が小さくなる傾向にあると推測される。  

エコットの原料は、現在民有林の主力樹種であるカラマツ林の造材土場において発生

する残材が主であるが、今後もカラマツ資源は主伐が中心となることから、原料となる

追い上げ材は増える見込みがなく、安定的な確保が困難になる可能性もある。  

一方、国有林ではトドマツ、アカエゾマツが中心であり、利用間伐を促進しようとす

る動きが活発化していることから、今後はこれらの間伐材を効率的に利用できるように

する仕組みづくりが必要である。  

 

 

4.1.2 ホームタンクによる流通  

(1) 試験実施方法  
この課題に関しては次の 2 つの取組みを行った。 

①ホームタンクの設置と運用 

②ホームタンクに装着する付属自動供給装置の運用（オプション装置） 

 

①ホームタンク  
ホームタンクは、飼料タンク等を参考に、メーカー

の協力を得て独自に設計・製作し、町内および中継拠

点に全 10 基を設置し、その内 2 基は普及啓発展示用

とした。 

なお、ホームタンクの仕様は次のとおりである。  

 

高さ 2,270mm（本体 1,570mm）  

幅  1,384mm 

重量   68kg 

大ペレット貯留量 650kg 

 

②自動供給装置  
自動供給装置はホームタンクのペレットを屋内で

任意の量だけ取り出すための装置である（写真右）。

これを 5 台試作し、その内 4 台をタンクに設置して、

その効果や使い勝手を検証した。また 1 台は展示用と

した。 

なお、自動供給装置の開発製作に当っての留意点は

次のとおりである。 
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 ・一般家庭用電源 AC100V で稼働できること 

 ・燃焼機器の燃料タンクに直接入れるのではなく、屋内でバケツ等の容器に入れる 

 ・ボタン操作によるオンオフ制御としタイマーを設置する 

 ・できるだけ価格を抑えること 

 

(2) 試験結果と考察  
①ホームタンク  

ホームタンク設置の効果について、ユーザーと配送事業者の両面から考える。  

 

○ユーザー側の効果  
1 回（バケツ１杯 8～10kg）の取出し時間が 1/3～1/10 に短縮されるほか、楽な姿勢で

取り出せる、粉化ロスを減らせるなどの効果が認められた。粉化ロスとは、フレコンバ

ッグでは、 後の方でペレットが粉状になったものが底に溜まり、これを大量にそのま

まストーブ等に入れるとトラブルの原因となるため燃料として使えなくなる部分を指す。

ホームタンクでは常に底部から取り出すため粉化したものが徐々に取り出され、無駄な

く使えることになる。  

 

項 目 フレコンバッグ直置き ホームタンク 

(手動シャッター） 

取り出し時間  

（1 回当り）  

約 10～30 秒  約 3～5 秒 

姿勢  フレコンバッグに覆い

被さる  

軽くしゃがむ  

粉化ロス  後に底に残り、ロスが

発生する  

取り出す都度排出されロ

スがない  

 

○配送事業者側の効果  
ホームタンクへのペレット投入はタンク上部の蓋を開けるとともに、フレコンバッグ

下部の取り出し口を開放して投下させる方式であり、トラックを横付けしてから一連の

作業を完了するまでの所要時間は平均５分程度である。荷下ろしにかかる作業時間の短

縮効果は、ホームタンク導入以前とほとんど変わらないが、例えばパレット等に載せた

状態で受け入れていた場合などでは、トラック横から倉庫内への横持ち移動が不要にな

り、これにかかる労力の削減や、野外放置のリスクを避けるために配達時刻を指定され

るなど時間的拘束から解放される効果があった。  
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図表 4-2 住宅横に設置したタンクへのフレコンバッグによる供給 

 

○設置条件について  
ホームタンクは、灯油タンクよりも広い空間が必要であり、灯油のホームタンクを基

準に 小限の余裕をもって建屋配置がレイアウトされた住宅等への設置は困難な場合が

多い。特に市街地においては住宅が密集している場所も多いことから、本事業で実用化

したホームタンクは郊外の庭付き一戸建て住宅などで比較的導入しやすいと考えられる。 

倉庫や車庫などを所有し、余裕のある事業所や家庭ではその建屋内にフレコンバッグ

を置く例もみられる。A 町にある販売店では、D 型ハウス内にフレコンバッグを補完し、

顧客のニーズに応じて量り売りを行っている。  

このようなケースの場合、タンクへの供給はユニックにより吊り上げ、上から投入す

るため、タンクの高さにフレコンバッグの吊り上げ高さ、さらにクレーンブームの旋回

が行えるだけの高さが必要であり、慎重な作業が要求される場合も多い。  

取り込み方法としては、タンクの足にキャスターを付け、屋外でフレコンバッグから

補給し、人力で押し込んでいる事例もある。  

 

  

図表 4-3 D 型ハウス内に設置したタンクへのフレコンバッグによる供給 
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○タンクの組立・設置方法：  
このホームタンクは、分割してワンボックス車でも積載可能な大きさのため運搬が容

易である。このことは設置にかかる費用削減に大きな効果があると期待され、実証試験

においても標準的な商用ワンボックス車で 2 組のタンク資材を運ぶことができた。タン

ク本体は上下に 2 分割されたパーツを現地で組み合わせることによって設置する。鉄パ

イプ製の脚部の設置は、所要時間 20 分ほどで組み立てることができ、2 人いれば簡単に

設置することができる（接続部防水用シーリング材の固化には丸 1 日が必要）。  

 

   

 

  

図表 4-4 ホームタンクの組立て 

 

②自動供給装置  
ホームタンクからのペレット取り出しは屋外で行う必要があり、厳寒期にはあらかじ

め防寒着を着て、冷たいレバーを操作して氷点下のペレットを屋内まで運ぶなど、利用

者にとっては面倒な作業である。特に風や雪の日はわずかな時間とはいえ肉体的にも心

理的にも喜ばしい作業ではない。しかし、この自動供給装置は屋内にいながらにして外

から燃料を取り込むことができ、利用者にとっては従来の作業から解放され、頗る好評

である。  

自動供給装置は、ペレットの供給速度が毎分 1.8kg となっており、ペール缶に 10kg の

ペレットを入れるのにかかる時間は約 5 分半～6 分程度である。しかし、同じ 10kg のペ

レットを室内に持ち込むのに、従来は身支度や屋外におけるバケツなどの持ち運びが避

けられなかったが、この装置を設置すればボタン操作一つで作業を行うことができ、供

給中についている必要がないことから他の作業等を行うことも可能になるなどユーザー
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の負担にならない。特にタイマーによって任意の時間で停止させることができるため、

慣れると高い精度で必要量を取り出すことが可能となっている。  

一方、残された課題としては、ペレットの搬送に関して、パイプ内部のバネ式コンベ

アで給送する仕組みになっているが、まれにペレットが詰まることから今後改良を図っ

ていく。また、現在のところパイプの長さは 2.5m であるが、これをさらに延長させる

可能性について検討の余地が残る。  

 

   

コントローラー      屋内取受け口      ペレット給送状況 

 

4.1.3 小袋による流通  

(1) 試験実施方法  
リターナブル容器に求められる条件を洗い出し、それらを満たすものについて検討し

た。リターナブル袋に要求される機能面の指標項目とは主に次の 5 点が挙げられる。  

 

① 容量 なるべく 10kg 入で扱えること 

② 大きさ パレット積載時にも既存の袋を利用した場合と同じ荷姿となること 

③ 強度 現在のプラ袋と同等以上の強度を備えること 

④ 価格 1 回使用当たりのコストをプラ袋以下に下げることができること 

⑤ 封緘 現行の加熱圧着方式のシーラーと同等以下の手間で封緘できること 

 

前年度の成果から、特にパレットに積載したときの荷

姿および封緘の迅速性が 大のポイントになることが明

らかにされたため、これを満足する資材および形状を試

しながら形状や安定性について調査を行った。特に袋の

形状に関してはパレットに 6 袋をレイアウトし交互に積

み重ねたときの全体の形状と安定性が重要なポイントと

なる（写真右）。  

試験では、実際にペレットを充填して封緘し、パレット等を介した荷捌きを行い、実

用性を検証した。また繰り返し利用を想定して、内容物の出し入れを繰り返し行った。 
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(2) 試験結果と考察  
リターナブル袋は、機能的な面からみると市販の肥料袋

を利用することが も有望であると結論付けられる。ただ

し、これを実際に流通させる場合には、販売店との連携体

制を確立しておく必要があり、今後、実現に向けて検討を

続けていく。  

 

○袋の形状、大きさ  
今回の実証試験で も有望であった肥料袋の大きさは、現行の袋よりも縦は約 30mm

大きく、横は約 40mm ほど小さい。特に縦方向の長さに程よい余裕があり、充填時に 3

回折した上でテープ止めするのに好都合である。  

袋の重量は 78g/枚であり、現在エコットの小袋に使っているものよりもやや肉厚であ

る。市販品であり、販売価格は単品で購入すると１枚 70 ～80 円であるが、まとめて購

入すれば 60 円程度で購入できると考えられる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：既存の袋のサイズ：縦 610mm、410mm 

図表 4-5 リターナブル袋のサイズ  

 

○封緘方法  
テープはガムテープ（布テープ）が も実用的である。できるだけ価格が安く、貼り

やすく、かつ剥がしやすいことが望ましい。クリップ等は価格の安い適当な市販品が見

当たらず、クリップ自体の破損や袋の損傷などの課題がみられた。荷捌きが繰り返され

ることを想定し、数回にわたって投下した場合、クリップ 2 カ所留めでは、3 回目で大

半の袋が開口してしまい中のペレットが出てしまう結果となった。  

またテープの種類に関しては、一般的なガムテープでも実用上ほぼ同様に使用可能で

あるが、強度的にやや弱いため今後も長期間モニタリングを続ける必要がある。その他

 

 

 

253



北海道型木質ペレット流通拡大プロジェクト（とかちペレット協同組合） 

 

 

のシーリングテープなどは裂けやすく、剥がした時に袋に残りやすいため使いにくい。

また無色透明であるため視認性が低く、テープの端部が見つけづらい点も問題がある。 

リターナブル容器として繰り返し利用する場合、袋の表面が汚れるとテープの粘着力

が低下するので、貼り付け面をなるべく汚さないようユーザーに対しても注意を促す工

夫が必要である。  

 

  

投げ置きによるクリップの脱離     ＰＶＣテープによる封緘 

 

○耐久性  
ペレットの出し入れに伴う袋の損傷については、一般的な扱い方の範囲においては 10

回程度の出し入れを行っても強度的にはほとんど問題は発生しなかった。しかし、袋の

回転率は多くても年間数回にとどまると考えられるため、5～10 回程度繰り返して利用

するまでには数年を要する可能性もある。この場合、直射日光が当たるような場所で保

管すると紫外線による劣化が進むことが予想されるため、保存する場合には直射日光を

避けるよう留意する必要があると考えられる。  

 

 

   

前年度の試作品との比較（左）と紙袋の実例（右） 
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現行袋のパレット載荷状況（左）と肥料袋のパレット載荷状況（右） 

 

○紙製袋について  
 紙製袋については、強度・価格などいずれの項目でも現行のプラ袋との機能比較にお

いて優位に立つことができないと判断されたため、開発を断念した。 

 

機能項目ごとの評価  
①強度  
 強い衝撃や突起物への接触は、輸送中、ある程度は避けられず、事故品が発生する大

きな要因となっている。 

 強度は三重構造の袋であればかなりリスクを回避できることになるが、嵩張ることが

大きな問題となる。 

 

②大きさ  
 価格面を考えると、米袋が も有望視されるが、米用に作られているものは、米を入

れたときの内容量が 5kg、10kg もしくは 30kg 用が主流となっている。例えば 10kg 用で

あれば、木質ペレットは 8～9kg が適当であり、10kg を入れることはできない。  

 

③耐水性                                         

 紙袋は防水性、耐水性の面でもリスクが大きい。 

 

④価格  
 中古品は 10～20 円で入手可能だが、特注品となると製造数によって異なるものの 100

円以上かかると予想される。 

 

4.1.4 輸送と配達  

(1) 試験実施方法  
輸送と配達は、ペレット流通コストの中でランニングコストの中心となるものである。

小袋またはフレコンバッグに梱包された製品は、工場出荷額（卸値）が決まっており、
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販売価格（小売値）も市場原理が働くことによってある程度の範囲に収まる。したがっ

てペレットの輸送にかかるコスト（流通コスト）の削減が、流通事業者や販売店の利益

を増大させ、ひいてはペレットの普及につながると期待されるため、これにかかるコス

ト要因を把握し、その削減方策を見出すことが求められていた。  

流通コストは燃料費や人件費などのように輸送の度に発生するコストのほかに、ホー

ムタンクなどのように導入費用として当初段階で一度だけ発生するものがある。ここで

は、ペレットを輸送する都度発生するコストの削減にかかる改善策として、以下の４つ

の小課題に取り組んだ。  

 

① 中継拠点の設置  

② トラック輸送用保定カバーの製作  

③ 小ロット配送の方策検討  

④ 二次配送における搬送器具の開発  

 

①中継拠点の増設  
十勝管内には、主要なペレット工場が 3 カ所あるが、市町村のストーブ購入補助制度

の有無などによって普及状況は異なる。現状のところ利用者が少ない、いわば空白地帯

への普及を積極的に進めるため、十勝管内では西および南方面に、また隣接するエリア

では上川中部および網走西部に拠点を設置し、その効果を検証した。  

 

②トラック輸送用保定カバーの製作  
一次配送においては、パレットに 50 袋を積み、輸送する場合に、荷崩れ防止対策とし

てストレッチフィルムでラッピングする必要があり、それに手間がかかっていた。特に

小袋パレットの輸送中の破損や劣化を防止するため、輸送用カバーを作成した。これに

より、1 回限りの使用で廃棄物となっていたロールフィルムを使用しなくて済むように

することを目指し、積み込みにかかる時間の短縮効果およびコスト削減効果を検証した。 

またフレコンバッグはコストパフォーマンスに優れた資材であるが、防水性がないこ

とから屋外で雨にさらされるような場所に放置することはできず、かならずフォークリ

フト等を使って屋内の所定の場所に移動させる必要があった。そこで、防水性のあるカ

バーを被せるなど適切な防水処理を施すことによって屋外への保管が可能となり、この

ような問題も解消されることが期待される。  

さらに、従来、配達日時を調整する際には、天候状況を慎重に見極める必要があり、

特に雨天時は輸送中や配達先での荷下ろしに多大な労力を強いられてきた。このような

背景から、耐候性が高く扱いやすい保定カバーの作成は、運送事業者、荷主共に、時間

調整の手間の削減や拘束時間の短縮に効果的であると予想された。  

 

③小ロット配送の方策検討  
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当組合がペレットの充填に利用しているフレコンバッグは 500kg 入りの一般的なタイ

プであるが、全て中古品でありホームセンターなどでも 500 円程度で入手することがで

きる。小ロットの配送は 200～300kg 単位での取扱いが想定されることから、これに見合

ったサイズのフレコンバッグの利用を検討する。  

 

④二次配送における搬送器具の開発  
販売店から末端消費者、あるいは中継拠点から販売店までの輸送は二次配送に位置付

けられるが、ペレットの輸送には多大な労力が必要となる。  

二次配送では、10kg 入小袋が数袋から 大で 400 袋までと幅があるが、販売店によっ

ては 20 袋以上で配送料を無料化するサービスを行うなどまとめ買いを誘導する工夫を

行っていることなどから 10～20 袋単位での購入が多いようである。  

 

(2) 試験結果と考察  
①中継拠点の設置  

初めに当組合のペレット出荷実績について述べる。平成 23 年 2 月末現在、工場からの

出荷実績は、フレコンバッグおよび小袋合わせて 580 トンとなっており、中継拠点への

配送もこの中に含まれる。月別の状況を下のグラフに示す。これは例年とほぼ同じレベ

ルであり、3 月末までにほぼ 700 トン程度になると推測される。  
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図表 4-6 ペレット出荷量（H22 年度総量） 

 

次に中継拠点別の出荷実績についてみる。8 カ所の中継拠点の合計値でみると、2 月が

多で 20 トン近くが出荷されており、1 月が約 18 トンでこれに次ぐ。内訳をみると、

昨年までに実績のある４カ所については取扱い量からみて着実に固定客をつかんでいる

状況が窺えるが、今年度新たに開設した中継拠点はいずれも取扱い量が小さかった。  
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図表 4-7 中継拠点のペレット出荷量（H22 年度総量） 

 

 

 

 

図表 4-8 中継拠点の月別出荷実績 

H22.9月 10月 11月 12月 H23.1月 2月 3月 合計
帯広 0.2 1.1 1.0 1.7 3.5 2.0 0.5 9.9
札内 0.1 2.0 1.3 2.3 2.1 0.4 0.4 8.6
忠類 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.5
新得 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2
釧路 0.0 0.0 7.7 0.0 7.0 5.0 4.0 23.7
北見 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
美幌 0.0 0.0 3.0 6.1 4.6 10.2 1.0 24.9
旭川 0.0 0.0 0.7 0.5 0.9 1.9 2.8 6.8

合計 0.3 3.1 13.8 11.7 18.4 19.7 8.6 75.5

事業実施期間：平成 22 年 9 月～平成 23 年 2 月 

 

   

    中継拠点に到着    ユニックによる荷下し フォークリフトによる荷下し 
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倉庫搬入状況        収納状況       中継拠点倉庫 

 

○考察  
これらの結果をみると、中継拠点を設置するだけでは、必ずしも販売量が伸びること

には結びつかないことが明らかとなった。今回新たに拠点を設けた地域はストーブユー

ザーが少ない地域であるが、このようなユーザーは既にペレット購入先が決まっている

例が多いと考えられ、拠点設置によるだけではなく、ストーブの販売などと並行して、

いわば車の両輪のようにバランスを取りながら発展していくべきであるということがで

きるであろう。  

ペレットの出荷量は、経験上、気温と灯油価格の影響を大きく受けることが明らかと

なっているが、木質ペレットの価格は本来的に石油価格と連動しにくい性格のものであ

り、今後も石油価格の上昇が続けば、価格的な優位性はさらに高まると考えられる。  

中継拠点での在庫保管は、当組合が場所を借り上げることによって一定量を保管する

もので、商品は当組合が所有権を有するが、日常的な管理は各拠点の施設所有者に依頼

する。従来は、工場からペレットを出荷すると同時に搬送先にその所有権が移管するた

め、販売店は経営的に在庫管理の全責任を負う構図となっていたが、中継拠点の設置に

よって、在庫管理に伴うリスクを負うことなく商品の調達ができるようになった。しか

し、一部の拠点では、このことが逆に販売意欲を減退させることにつながったとも考え

られ、ＰＲ方策やリスク負担も含めた販売の在り方について検討の余地が残されている

ことが明らかとなった。  

  

 北見            上川（旭川市） 
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西十勝（新得町）        南十勝（幕別町虫類） 

図表 4-9 新たに設置した中継拠点 

 

○フレコンの屋外保管〔補足〕  
フレコンの屋外長期保管についての留意点を整理する。フレコンは防水性がないため、

屋外のヤードに長期保管する場合には、防水や防雪、強風等に関する対策が不可欠であ

る。一方、ペレットの需要は冬に集中するため、夏の間に造ったペレットを半年程度の

長期にわたって屋外に保管せざるを得ない。当組合ではフレコンの下にパレットを敷設

し地面からの直接的な水の浸入を防いでいる。  

 

   

 フレコンバッグパイル     パイル内部の状況  パレットを利用した浸水対策 

 

②保定用器具の開発  
保定用器具は 終的に上面、側面を覆い、3 本のベルトで締結する方法を採用した。  

保定シートに要求される機能は以下の諸点である。  

・輸送中に荷崩れを起こさないこと（ストレッチフィルム）  

・雨や雪の侵入を防止すること  

・屋外に置いたときカラスによる被害を防止できること  

・十分な耐久性を備えていること  
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    完成品の装着        カバー付パレットの積込み 

 

○効果の検証  
ストレッチフィルムは 1 本 300ｍで、パレット約 7 枚

分の梱包が可能であるが、使用できるのは 1 回限りであ

るため、小袋 1 袋当り 3 円すなわちエコット 1kg 当り 30

銭の資材費が生じていることになる。  

また作業時間は、パレット 1 枚（50 袋）につき 3 分程

度かかるため、人件費を時間当り単価 1 千円と仮定すれ

ば 1 袋当り 1 円（1kg 当り 10 銭）であった。  

これらを合わせて考えると、従前の方法では、ペレット

1kg 当り 40 銭のコストがかかっていたことになるが、保定カバーを利用することによっ

て、これらの経費（ランニングコスト）がかからなくなることになる。このように、保

定カバーは一定の効果を発揮した。配送の準備にかかる時間は、50 袋積みのパレット 1

枚当たり 3～4 分以上短縮されることになった。トラックに満載した場合は、1 台あたり

20～30 分もの時間短縮効果がえられた。  

なお、これは前年度に製作した専用パレットを用いることを前提としており、仮にそ

れ以前のように一般に利用されている不定形のパレットを用いた場合と比較すれば、ト

ラック 1 台当り 40 分～1 時間程度の時間短縮効果が期待できることとなる。  

 

○保定カバー検討状況  

     

外寸計測     市販のパレットカバー    側面巻の試作品 
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積込み      配送先で安定性を確認      納品状況 

○カバー装着、積込みの要領  
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③小ロットフレコンバッグの配送システム検討  
小ロット配送では、当初から計量方法が大きな課題となっていた。  

液体であれば流量計を用いて容易に計量できるが、粒体であるペレットの計量は適当

な計量器がない上、計量法等の適用を受けることから、任意の量で取り扱うことが難し

い。そこであらかじめ工場出荷時に一定の量の小ロット梱包を作り置き、それを配送す

る方法が現実的である。  

小ロットフレコンバッグの内容量は、250kg 入りとすることが も扱い易いとの結論

に至った。250kg 入りはレギュラーサイズの半分で理解しやすい。200kg や 300kg の梱包

も作ることは容易ではあるが、荷捌きの手間や工場内での在庫管理を簡素化する上では、

小ロットの種類を細分化することは必ずしも効果が期待できない。  

これらの事情も含めて、小ロット配送システムの留意点は以下の諸点に整理できる。 

 

・倉庫やトラック荷台における荷捌きを簡単に行えること  

・配達スケジュールを流通事業者主導の下に組み立てられること  

（回数はなるべく少なく、消費者には在庫不足の不安を起こさせないこと）  

・フレコンバッグ自体も安価で入手できること  

 

○フレコンバッグのサイズについて  
フレコンバッグのサイズには大小様々なものが市販されており、容積の小さな専用フ

レコンバッグも検討したが、容積と価格は比例関係にはなく、小さなものはかえって割

高となる傾向がある。200～300kg のペレットにちょうど良い大きさの袋の価格は、容積

1 ㎥程度の も一般的なレギュラーサイズの数倍となっている。したがって、容量 500kg

のレギュラーサイズフレコンバッグを利用し、内容量を現行の半分に相当する 250kg 入

りとすることが も効果的であると判断できる。このサイズであれば、レギュラーサイ

ズのフレコンバッグをそのまま使用することが可能である上、サイズのラインナップを

簡素化することにより、大きいものは 500kg、小さいものは 250kg と容易に見分けるこ

とができる。さらに半分の量とすることによって、2 つでレギュラーサイズ 1 袋分に相

当することから、トラックや倉庫内で重ね置く場合にも高さなどの調整がしやすいとい

ったメリットが期待できる。  

 

○重量測定による計量販売の可能性検討  
ⅰ．吊り秤による計量販売  

吊り秤は、持ち運びが容易で測定場所を選ばず、精度が高い上、価格も安価（3 万円

程度でも購入可能）であり、量り売りに際しては、きわめて実用性が高い器具であると

言える。これを使えば、任意の量で販売することも十分可能であると考えられる。  
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    計測試験       正味 300kg を表示    計量器を装着したまま搬入 

 

 

ⅱ．可搬式トラックスケール計量販売  
可搬式のトラックスケールについても試験を行った。これについては、機器自体の精

度は高いものの、設置場所の条件による測定誤差が大きく実用的ではないと判断された。 

 

  

トラックスケール         計測結果出力 

 

④二次配送の汎用器具  
二次配送では、住宅や保管場所の状況がユーザーによって千差万別であることから、

万能型の器具を見出すことは困難である。パレット単位でフォークリフト等を用いて移

動ができる場合は大きな問題とはならないが、一般家庭の消費者などでは 50 袋単位で購

入する例はほとんど見られないのが現状である。したがって、注文された個数を積み替

える必要があり、この作業が販売店の大きな負担となっている。  

また荷下ろしを行う場所のすぐそばまでトラックが横付けできない場合は、台車等を

利用して届けることになるが、砂利道や雪道などで車輪がうまく機能しない場合も少な

くない。あるいはマンションなどでは上階への搬入を要求する顧客もあり、一段と大き

な労力負担を強いられる可能性があるが、戸建て住宅であっても２階への配達を望むユ

ーザーもおり、配達事業者かユーザーに多大な負担がかかる。このように多様な形態が

みられる配送の 終局面での対応は販売店によってまちまちであるがいずれにしても、

ペレットの普及拡大を図る上での大きな障壁となっている。  
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 二輪台車           ハンドリフト 

 

    

階段昇降台車         昇降機       櫓による吊り秤 

 

軽量のリアカー等が有望視されたが、小袋を 20袋程度積むと積載重量は 200kgに達し、

軟弱な地面では人手で移動させるのが困難である。またこのような搬送器具はトラック

に常時携行することが基本であり、配達先の様々な状況に柔軟に対応できる汎用性の高

い器具の開発は極めて困難な課題であり、抜本的な対策が必要である。  

 

○ペレットの流通コスト構造  
流通コストは、輸送時に必要となる梱包にかかる資材費およびその作業にかかる人件

費、一次および二次の配送費に、販売店の利益が上乗せされる構造となっている。ユー

ザーは工場出荷額（卸値）にこの流通コストが上乗せされた小売価格で購入することに

なる。  

小売価格は実勢価格として、エコット 10kg 当り 525～630 円であるが、価格設定は販

売店の裁量に任せてあるため、販売店はいかに調達と配達にかかる輸送費を安くできる

かで利益が大きく変わってくる。  
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図表 4-10 輸送距離によるコスト比較 

 

下のグラフは、工場から各中継拠点までの距離を基に、輸送にかかるコストを推計し

序列化したものである。これをみると、一次配送を行う場合の輸送コストは も近い帯

広（片道約 60km）でも 1.5 円/kg かかり、 も遠い旭川（片道約 160km）では 5 円/kg

近くかかる計算になる。  

 

試算条件： 人件費      1,500 円/時間  

      トラック燃費   7km/L 

      燃料価格（軽油） 110 円/L 

 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

帯広 新得 100km 北見 美幌 忠類 釧路 旭川 200km

燃料・人件費コスト(円/kg)

燃料費

人件費

 

図表 4-11 各中継拠点への一次輸送コストの推計 

 

梱包費や配送費を削減することによって 

利益を拡大することができるようになる 

流通コスト 製造コスト（工場出荷額） 

梱包費 一次配送費 二次配送費 販売店利益 

小売価格 
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帯広 新得 100km 北見 美幌 忠類 釧路 旭川 200km
片道(km) 60 60 100 100 110 120 120 160 200
往復(km) 120 120 200 200 220 240 240 320 400

燃費 (km/L) 7 7 7 7 7 7 7 7 7
燃料消費量 (L) 17 17 29 29 31 34 34 46 57
燃料単価 (円/L) 110 110 110 110 110 110 110 110 110
燃料価格 (円) 1,886 1,886 3,143 3,143 3,457 3,771 3,771 5,029 6,286
輸送量 (kg) 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
燃料費 (円/kg) 0.5 0.5 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.3 1.6

所要時間 (時間) 2.7 2.7 4.4 4.4 4.9 5.3 5.3 7.1 8.9
人件費単価 (円/(人･時)) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

人件費 (円/人) 4,050 4,050 6,600 6,600 7,350 7,950 7,950 10,650 13,350
人件費 (円/kg) 1.01 1.01 1.65 1.65 1.84 1.99 1.99 2.66 3.34

輸送コスト計 (円/kg) 1.48 1.48 2.44 2.44 2.70 2.93 2.93 3.92 4.91

輸送距離

単位項目
一次配送の目的地

 

 

 

 

4.1.5 需要拡大  

(1) 試験実施方法  
木質ペレットの認知度は高まりつつあるとはいえ、

普及はまだ始まったばかりと考えてよい。したがって、

まずは周知を図ることから取り組む必要がある。そこ

で、一般大衆の目に触れる機会を増やす必要があると

考え、常設できる場所を検討した。  

幸いコーヒーチェーン大手のスターバックスジャパ

ンが、函館に新店舗を開業するにあたりペレットスト

ーブの導入に意欲的な姿勢を示していただいたことから、 終的に本事業による試験的

設置が実現した。この過程では、既に灯油暖房システム導入の設計が完了しており、開

店までわずかしか時間が残されていない中での計画変更であったが、関係者の努力によ

り実現させることができた。  

ストーブの展示利用は、観光拠点においても実施した。本事業では、BDF ストーブな

ど環境に配慮した設備の導入に積極的な拠点施設でペレットストーブを導入した。  

 

○食におけるペレットの普及促進  
食品加工（調理）分野でのペレット燃焼機器（調理器具）での利用  

木質ペレットは暖房用燃料としてだけでなく、調理用燃料としても利用が拡大してい

る。パンの原料小麦は大半が輸入に頼っているが、小麦の産地でもある十勝では、地場

産小麦によるパンを普及しようという動きが広まりつつあり、小麦生産農家とパン屋の

連携などが構築されている。このような取り組みでは、食料とエネルギーの地産地消を

重視しており、木質ペレットはそのコンセプトによく合致する。十勝管内に 7 店舗を展

開する老舗のベーカリーが早い段階からエコットの利用に積極的だったこともあり、木

質ペレットで焼いたパンやピザが常に店頭で販売されている。  
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    ペレットグリル        ペレット石窯       ペレットグリル 

 

また軽トラックの荷台に「ペレット石窯」を載せて、各種のイベントや食育プログラ

ムでの実演を通して情報提供と普及が図られている。特に、子供や親子連れには好評で、

地場産小麦の生地を自ら捏ね、地場産燃料で調理する体験を通して、参加者に食料やエ

ネルギー、地域産業について考えるきっかけを与えることで教育関係者からも高い評価

を得ている。  

あるいはキャンプシーンでの利用でも関心を集めつつある。まだ取り扱っている店舗

等がほとんどないためデモの域を出ていないが、キャンプ場でペレットグリルなどを使

っていると関心を示す人は少なくない。  

 

(2) 試験結果と考察  
コーヒーチェーン店では、来客数から推計して、延べ数万人の目に触

れたと考えることができる。設置した場所は、くつろぎながらコーヒーを楽

しめる空間を演出するための主要な設備となっており、来客者や店員に

は好評をもって受け入れられている。 

一方、帯広市内の観光拠点は、以前は冬期間は休業していたが、こ

の冬から通年営業を開始している。花とガーデニングをテーマとした癒し

の空間が人気を博しており、環境に対する取り組みも魅力づくりの主要

なテーマとなっている。暖房器具には廃食油を再生した燃料（BDF）を

利用するボイラを導入しており、地球温暖化防止にも積極的に取り組んでいる。今季の入込客

数は、2 月末までに延べで 3 千人を超えており、夏季には数万人の来訪者があることから宣伝効

果が期待できる。 
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   紫竹ガーデン       ペレットストーブ設置状況 

  

イベント等への出展は、当組合では当初から力を入れて取り組んできた。数年前までは、木質

ペレットについては聞いたことがないという人も少なくなかったが、 近では多くの人

が知るようになっており、関心も高まりつつある。  

そのほか、イベント等への出展実績は以下のとおりである。 

 

 

図表 4-12 平成 22 年度 イベント等出展実績 

  開催名称 開 催 日 開催場所 

1 オホーツク木のフェスティバル 5 月 21・23 日 北見市 

2 美幌和牛まつり 7 月 18 日 美幌町 

3 環境広場さっぽろ 2010 7 月 30 日～8 月 1 日 札幌市 

4 美幌ふるさと祭り 9 月 4・5・6 日 美幌町 

5 津別ふるさと祭り 9 月 9・10 日 津別町 

6 龍天堂 帯広 展示会 9 月 12・13・14 日 帯広市 

7 道民の森ネットワーク 10 月 23 日 札幌市 

8 帯広 環境交流会 10 月 30・31 日 帯広市 

9 津別ペレット協同組合展示会 11 月 21 日 津別町 

10 かちまいﾎｰﾑｾﾝﾀｰｽﾄｰﾌﾞ展示会 1 月 8 日～10 日 幕別町 

11 釧路 JUSCO 展示会 1 月 22・23 日 釧路市 

12 北見ポスフール展示会 2 月 5・6 日 北見市 

13 苫前町凧揚まつり 2 月 27 日 苫前町 

14 エコ商品展示会 3 月 6 日 足寄町 

15 十勝リフォームフェア 3 月 11 日 帯広市 
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道民の森づくりネットワーク      環境広場さっぽろ 2010 

 

○広報用チラシ  
当組合ではこれまで設立当初に行った新聞報道のほかには、特に直接的には積極的な

宣伝は行わず、主として販売店に委ねてきたほか、口コミによる普及が中心であった。

しかし、木質ペレットの普及を図るために販売促進用のチラシを制作した。  

チラシへの記載事項を検討するに当

たり、ペレットの魅力を訴える要素と

して、北海道内で灯油販売大手の販売

会社等への協議を行ったところ、重要

視されるのは、価格優位性と環境貢献

度であるなどの助言が得られ、これら

の意見を参考に内容を検討した。  

特に木質ペレットの特長の一つに、

石油価格の変動の影響を直接的には受

けにくい“価格安定性”があると考え

られ、この点を強くアピールすること

もポイントの一つになると考えられる。 
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4.2. 事業実施目標の達成度と評価 

本事業において取り組んだ各取組みの成果について目標達成度の面から評価を行う。 

4.2.1 原料確保  

 エコットの原料である土場残材は、今後さらに競合が激しくなることが予想され、近

い将来、原料を購入しなければならなくなる可能性も考えられる。しかし、そうなるこ

とは山林経営にとってはむしろ喜ばしいことであり、販売価格が今後も同水準で推移す

ると仮定すれば、製造や流通にかかるコストを抑制しその分を原料購入に充てることに

よってペレット需給のバランスを保つことができると考えられる。 

 本事業の成果から、後述するように、流通コストを製品 1kg 当りで 5～20 円程度引き

下げることができる見通しが立った。従ってこれの一部または全部を原料購入に充てる

ことも含めて引き続き地域システムを検討する。 

 

4.2.2 ホームタンクによる流通  

 以前からフレコンバッグを利用してきたユーザーにとっては、ホームタンク設置のメ

リットは取り出し時間が短縮されるなどの効果があるほかは、快適性が向上するなどの

効果が大きいと考えられる。 

本事業では小袋利用者からホームタンク利用者に直接移行した例がなかったため、実

績としての効果算定はできないが、特に二次配送では人力による荷捌きの負担が解消さ

れるため時間短縮効果もさることながら労力的負担の大幅な軽減が図られると期待され

る。例えば、一人の人間が一度に担いで運ぶ小袋の数は 1～3 つで、一般的には 2 袋ずつ

運ぶ例が多いと考えられる。配達先でトラック等から屋内の保管場所などに人手で搬入

するのに要する時間は、2袋ずつ担いで納める場合、1往復で十数秒から 1分程度かかる。

これを仮に 30 秒ずつかかると仮定すると 10kg 当りにして 15 秒、500kg で 15 分近くに

なるが、フレコンバッグであれば 5～8 分程度で納入できることから、所要時間は 1/3～

1/2 以下に短縮されることになり、目標（配達時間を 50％以下に短縮）を潜在的にクリ

アし得るものであることが確認された。またこれを人件費に換算すると 2,000 円以上の

コスト削減につながると試算される。 

 

4.2.3 リターナブル袋による流通  

リターナブル袋は、1 枚当たりの価格を 60 円とすると 3 回使用すれば 1 回当たり 20

円と計算され、テープ代を見込むとしても現行の 25 円よりも 3～5 円程度安くなる。こ

れをさらに 4 回、5 回と繰り返し使うことができれば袋の価格は 10 円程度まで、すなわ

ち 1kg 当り 1 円程度にまで下げることができる可能性がある。こうすることによって、

ペレット工場の収益性を高めたり、これまでコストを吸収していた二次配送の負担軽減

に役立てるなどの方策が具体化できる可能性が高い。 
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リターナブル袋に関しては、現行のプラ袋に代わる資材として利用できる可能性が見

出された。しかしながら、当組合はエコットの直販はしておらず、末端消費者への販売

や価格設定は取扱い販売店に委ねていることから、袋を確実に回収する方法については、

協力店やユーザーの理解を得ながら進める必要がある。仕組みが広く理解されるように

なるためにはある程度の時間がかかると考えられることから、チラシを制作し情報提供

を図るほか、なるべく早い段階でモニターを通じて、使い勝手やわかりやすさについて

検証し、必要な改善を加えながら今後さらに協力店の参加を増やしていく計画である。 

いずれにしても、この方法は販売店に協力を依頼し、仕組みを理解してもらった上で

流通させる必要があることから試験的な販売は次年度に行うこととする。 

またデポジット制度を導入し、森づくり寄付金を設けて個別に管理すべきとの意見も

あり、 終的なスキームについては、引き続き検討していく。 

 

4.2.4 輸送と配達  

 輸送コストは、工場から中継拠点や販売店への一次配送の段階で現在は 1kg 当り 2.5

円かかっているが、保定カバーの利用によってこのコストをほぼ全額削減することがで

きた。特に配送事業者は複数の業務を常に調整しながらこなしているため、時間短縮の

効果は大きい。しかしながら、二次配送に関しては、搬送器具の改良だけでは限界があ

るため、ホームタンクやバルク輸送への早期移行が期待される。 

 

4.2.5 需要拡大  

需要拡大に向けた宣伝効果は、特に飲食や観光といった分野への積極的な働きかけに

よって、大きな手ごたえを得ることができた。  

折しも石油価格が再び上昇傾向の度を増しており、ペレットの価格優位性はさらに拡

大していくと予想される。  

 

4.3.  本事業で得られた今後の課題 

4.3.1 原料確保  

ペレット原料として、現在のようにカラマツ追い上げ材を無償で利用することは中長

期的には厳しくなることが予想されるため、少なくともパルプ材相当の価格での買い取

りや、カラマツ以外の森林すなわち国有林からの原料供給も検討していく必要がある。 

 

4.3.2 ホームタンクによる流通  

ホームタンクは、まず試作品の普及を図ることが先決である。農家住宅など敷地に余

裕のある世帯では比較的ホームタンクを設置しやすい条件にあるため、このような敷地
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条件の合致したところから普及を図ることが有利である。ホームタンクは設計が終了し

ているため、コスト削減のポイントは、ある程度まとまったロットで生産することによ

ってイニシャルコストを下げることにある。  

しかしながら、住宅事情などによって設置したくても設置できない潜在ユーザーも多

いと考えられることから、将来的には、ホームタンクもより狭い空間に設置可能なもの

を開発するなどの余地が残る。  

 

4.3.3 小袋による流通  

リターナブル袋の形状等については、方向性が見出せたことから、今後は仕組みづく

りを地域レベルで検討する必要がある。  

残された第一の課題は、回収率の向上であるが、これについてはデポジット制を導入

するとともに、回収する袋の傷みが少なくなるよう一定の基準を設けることが考えられ

る。袋の回収と引き換えに料金を返還する仕組みについては、協力店リストを作成し、

顧客と円滑な取引ができるように周知徹底を図る必要がある。  

エコット小袋の需要拡大を図る方策の一つとして、寄付金付きの販売店に負担を強い

ることを避ける配慮も必要になる。エコットの販売価格は販売店が任意に設定できるよ

うにしていることから、組合と販売店の間での意思の疎通や役割分担の明確化などを協

議し、実現に向けて検討を進めることとする。  

 

4.3.4 輸送と配達  

当面は、ペレットユーザーが増えることを前提として、250kg 小ロットフレコンバッ

グを利用した定期配送の体系を構築することが も有効な効率化であると考えられる。 

しかし、中長期的には小袋については、人手によらざるを得ない局面を解消すること

が必要であり、フレコンバッグについては、ユニック等車両機械の制約を受けない供給

体系への移行が必要である。これらの条件を輸送の抜本的な改革には、バルク車の早期

導入が不可欠であると考えられる。  

 

4.3.5 需要拡大  

本事業では、環境に対する意識の高いコーヒーチェーン店や観光拠点との連携により、

木質ペレットがもつ環境の優位性をアピールすることができた。木質ペレットの特長の

一つに、価格が石油の価格変動に左右されにくい点が挙げられる。特に 近になって再

び石油価格が上昇しつつあることから、このような機会を好機ととらえ、積極的にその

優位性を訴えていく必要がある。  
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5. 本事業の実施による将来展望 

5.1. 原料確保  

ペレットの原料となるおが粉は、家畜敷料や大型のバイオマスボイラの燃料として既

に獲得競争が展開されつつあり、原料の安定的確保を図る上で重要な課題となりつつあ

る。今後は、国有林のトドマツ、アカエゾマツ林における間伐に伴って発生する林地残

材を効率的に利用する仕組みづくりを急ぐ必要がある。  

 

 

5.2. バルク車・ホームタンクによる流通システムへの早期移行  

小袋は 10kg 単位と少量で扱われるため、数百 kg 単位で扱えるフレコンバッグやバル

ク車による流通に比べて、製造段階から流通、消費段階に至るまでのほとんどすべての

局面でより多くの手間がかかる。工場での充填、流通過程における荷造りや人手による

配達、消費先での袋の保管や開封作業など多くの資材や手間、時間を費やしており、煩

わしさにつながっている。従って、現在小袋で購入しているユーザーの中で、フレコン

バッグやバルク車による配送への転換を望む販売店やユーザー、すなわちマーケットは、

このような煩雑さが解消されることの価値を見出すことのできる客層であると考えるこ

とができる。  

一方、ホームタンクは、その形状などについて改良の余地が残されると考えられるが、

灯油システムとの対比においても、北海道における効率的な流通システムを考える上で

は必須の設備であると考えられる。特に市街地の住宅事情を考慮した場合、狭い隙間に

設置できるタイプを開発することによってさらに多くのユーザーを獲得できるようにな

ると期待される。  

また、自動供給装置は、その利便性については理解されやすいものの、家屋の外壁に

穴をあける工事が必要になることに対して心理的抵抗を抱くユーザーが少なくないこと

から、新築住宅へのビルトイン方式とするなど設計段階からペレットの利用を想定した

構造とするなどの提案も行っていく必要があると考えられる。  

 

 

5.3. リターナブル容器  

リターナブル容器は、封緘の手間が現行のシーラーよりもかかることが未解決の課題

となっており、テープホルダー等を開発することによって、順次解決していくことが期

待される。  

またリターナブル容器は、販売店との連携が不可欠であるが、フレコンバッグで仕入

れ、店舗の自発的な工夫によって量り売りを行っている例もあり、導入にはさらに慎重

な検討と周到な情報提供が必要である。  
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さらに森づくりの支援金制度なども併せて検討しており、協力店を募って基金を創設

するなど山村・林業振興に役立てる仕組みづくりも進めていく計画である。  

 

5.4. 輸送と配達  

一次配送の効率化については大きな進展を見ることができたが、二次配送については

抜本的な解決を図るに至らなかった。すなわち、10kg もの袋状物資を数十～数百袋で移

動させることはそれ自体が重労働である上、保管場所も相応の大きさが必要となる。石

油に比べてエネルギー密度の小さい木質ペレットは、保管施設も相応に大きなものが必

要となるため、屋内の居住空間を占有しない屋外タンクや配達先の状況にフレキシブル

に対応できる補給装置の導入によって、バルク車、ホームタンクをベースとした本格的

な自動供給体系への移行が強く望まれる。具体的には、できるだけ早期に、バルク車、

ホームタンクをベースとした本格的な自動供給体系への移行が図られるよう様々な支援

策が講じられることが期待される。  

 

 

5.5. 需要拡大  

木質ペレットの需要に影響を与える要因としては、これまでも常に石油との価格差が

も大きい。近年、石油価格が高止まりで安定してきていることから、既に熱量比較に

おいてペレットは価格的に優位に立っている。したがって、ストーブ導入のコスト競争

力がつけば、さらに市場競争力は高まると言える。  

ストーブの燃焼効率や制御性について、依然として石油ストーブの完成度の高さには

及ばないものの、新しく開発された機種は燃焼効率も高く、操作性が改善されているも

のが多い。特に微細燃焼については、年ごとに改良されてきており、近い将来、灯油ス

トーブ並みの制御性を確保できる可能性は高いと考えられる。  
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《補足資料》  

① 中継拠点における作業等の事例  
○釧路中継拠点  

市内の販売店のほかに郊外の倉庫に期間中は常時 2 トン余りを保管。  

専用パレットは 1 枚 30kg と重いので、輸送にはフォークリフトを利用。  

 

  

専用パレットの搬送        ４ｔ車による配送 

  

フォークリフト輸送      ハンドリフター 

 

○北見中継拠点  
大型倉庫のほか、フォークリフト、アスファルト舗装など効率的な荷捌きが可能。  

台秤による 10kg 単位の量り売りを行い、収益性を向上させている。  

 

   

4 トントラックで横付け フォークリフトによる荷下し  倉庫への搬入  
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フレコンは棚の３階に保管   量り売り（10kg）     台秤  

 

 

② 保定シートの検討  
○検討過程 

当初は側面のみとしていたが、後に上部も覆う方式に変更した。  

 

   

 設計コンセプト       材料の検討       試作品のバンド 

 

○荷崩れ防止試験  
小袋は輸送中の荷崩れ防止がきわめて重要である。  

急制動による荷崩れも一部にみられる程度で安定性も良好。  

  

急制動後の状況            安定を維持 
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③ トラックスケール運用試験  
走行式・可搬式トラックスケール（田中衡機製 PTS-Ⅱ型）により、小ロット配送にお

ける計量方策を模索した。整地された同一地面での測定精度は 6～10 トンの車両重量に

対して、誤差の範囲は数 10kg 程度と 1％以下であったが、雪面や未舗装路などの不陸条

件下では、同じ車両の測定値に関して 大で 10％以上の誤差が生じ、実用化は困難と判

断された。  

 

○測定の状況  

   

設置準備           制御盤         前軸重測定 

 

   

後軸重         圧雪路面での測定      後方の状況 

 

○可搬式トラックスケールの精度測定  
 可搬式トラックスケールは地面の状況によって測定誤差が大きく、誤差は総重量の 5

～6％に及び実用的ではないことが明らかとなった。下に 25 回測定した結果を示す。 
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図表 5-1 トラックスケールによる測定誤差の推計 

回　次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
計量場所 芽登 芽登 役場 役場 役場 役場 芽登 芽登 芽登 芽登 役場 役場 役場 M事業所 M事業所 M事業所 芽登 役場 役場 役場 役場 芽登

計測条件 試験
ﾌﾚ8

満載状態
ﾌﾚ8

満載状態
ﾌﾚ1

荷下し後
ﾌﾚ1

荷下し後
ﾌﾚ6

荷下し後
空車

燃料満タン

空車
燃料満タン

再計測

ﾌﾚ4、ﾊﾞﾗ4
積込み

空車
燃料満タン

ﾌﾚ6、ﾊﾞﾗ2
（ﾊﾟﾚ5）

ﾌﾚ1
荷下し後

ﾌﾚ1
荷下し後

移動後
再計測

ﾌﾚ1
荷下し後

ﾊﾞﾗ1
荷下し後

空車
燃料満タン

ﾌﾚ8
満載状態

ﾌﾚ1
荷下し後

ﾌﾚ1
荷下し後

空車 空車
燃料満タン

総重量（実測値） kg 5,360 9 ,200 10,300 9 ,810 9,280 6 ,430 6,310 5 ,910 9,860 6 ,340 10,070 9 ,410 9,290 8 ,930 8,320 7 ,840 6,250 10 ,360 9,860 9,350 5,900 6,340

前輪軸 2,370 5,380 4,080 3,810 3,880 3,090 3,630 3,390 6,390 2,640 3,630 3,170 3,440 3,320 3,300 3,490 3,650 3,510 2,980 2,830 2,860 2,640
後輪軸 2,990 3,820 6,220 6,000 5,400 3,340 2,680 2,520 3,470 3,700 6,440 6,240 5,850 5,610 5,020 4,350 2,600 6,850 6,880 6,520 3,040 3,700

積載単位数（@500kg） 袋 0 8 8 7 6 0 0 0 8 0 8 6 5 5 4 3 0 8 7 6 0 0
ペレット重量（理論値） kg 0 4,000 4,000 3,500 3,000 0 0 0 4,000 0 4,000 3,000 2,500 2,500 2,000 1,500 0 4,000 3,500 3,000 0 0
パレット重量（@30kg） 枚 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 150 150 150 120 90 60 0 0 0 0 0 0
燃料重量（推計値） 85 85 85 85 85 85 170 85 85 170 85 85 85 85 85 85 170 85 85 85 85 170

総重量（理論値） 6,296 10,296 10,296 9,796 9,296 6,296 6,381 6,296 10,536 6,381 10,446 9,446 8,946 8,916 8,386 7,856 6,381 10,296 9,796 9,296 6,296 6,381

差 -936 -1 ,096 4 14 -16 134 -71 -386 -676 -41 -376 -36 344 14 -66 -16 -131 64 64 54 -396 -41  

※ 12，13 回目の計測は凍結が原因と思われる明らかな異常値を示したため除外した。 
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