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1. 事業目的 

1.1. 事業背景 

  

NPO 法人九州バイオマスフォーラム（以下、KBF）では、九州において持続可能な循環型社

会を形成するための手段として、木質バイオマスの利用推進を図るため、平成 21 年 7 月に熊

本県立大学の井上昭夫准教授を運営委員長として、薪・薪ストーブの販売事業者、自治体担

当者、個人ユーザーなどから構成された九州薪活用協議会を発足した。その翌年の平成 22

年 4 月に、熊本県内において 2 か所のペレット工場の稼働が始まったことから、協議会の目

的・趣旨に照らし合わせて、木質ペレットも普及の対象とすることとし、名称を「九州薪・

木質ペレット活用協議会（以下、協議会）」と改めた。協議会では、薪と木質ペレットの利

用拡大を目指した広報啓発活動や仕組みづくりを中心に活動を行っている。 

協議会では、平成 21 年度の発足時から、薪・ペレットストーブの普及策の一環として、環

境省の定める「地球温暖化対策地域協議会」の認定を受け、薪・ペレットストーブの補助金

の受付窓口業務も行っている。平成 21 年度は 33 件の薪ストーブの補助金申請を行い、平成

22 年度は約 85 件の申請を行った。また、消費者がストーブに対する正しい理解と、安全に

利用するためのセミナーや展示会を開催するなど、普及啓発活動にも積極的に取り組んでき

た。 

2008 年以降の原油価格の高騰などの影響もあり、少しずつではあるが薪や木質ペレットへ

の関心も高まりつつある。今後、より一層の木質バイオマス燃料の普及を図るため、本事業

で広報活動と薪・木質ペレットの流通実験を行った。 

1.2. 事業目的 

九州薪・木質ペレット活用協議会では、以下のことを目的として活動を行っている。 

 木質バイオマス利用による温室効果ガス排出量の削減 

 木質バイオマス利用の手段として、薪・ペレットストーブの普及と薪の安定供

給の仕組み作りの推進 

 上流から下流までを結ぶネットワークの構築 

 緑の雇用創出による地域振興 

 森林の適正管理と保全 
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課題名：薪と木質ペレットの流通システムの共通化 
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 本事業では、まだ薪や木質ペレットについて、九州内では消費者が購入することさえ難し

い現状を踏まえて、以下の目的のもとに実施した。 

 薪・木質ペレットが（九州内で）どこでも手に入る仕組みをつくる 

 薪・木質ペレットを安心して使える仕組みをつくる 

 薪・木質ペレットやストーブに関する情報を消費者が得られる仕組みをつくる 

 薪・木質ペレットの流通に係るコストダウンを図り、適正価格で簡単に購入で

きる仕組みを作る 
 

2. 事業実施目標 

2.1. 薪・ペレットの共同配送 

平成21年度に運送事業者と連携することで、熊本県内全域に薪を配達することができるよ

うになった。しかし、薪の配送量（販売量）自体が伸びないと、コスト削減の余地がないこ

とが明白となった。すなわち、薪ストーブユーザーが増加し、薪の需要が伸びないと、流通

コストが下がらないというジレンマである。 

木質ペレットに関しても、今後同様のことが起こりうるであろう。そこで、薪とペレット

を個々に配送するシステムを作るのではなく、薪とペレットを共通のトラック便で取り扱え

るようにすることで、全体としての配送量を増やし、少しでもコストダウンにつなげること

を目指す。達成度の評価方法としては、薪とペレットを個々に配送した場合よりも、共同配

送システムを用いることで流通コストが下がり、なおかつ継続に際して大きな支障がなけれ

ば、目標を達成したと考える。 

2.2. 認知度の向上 

新聞やテレビなどのメディアの活用、あるいはセミナーや展示会などの広報活動によって、

ペレットや薪ストーブの露出度を高め、一般の木質バイオマス燃料に対する認知度を高める。

薪・ペレットストーブに関する新聞記事掲載は、年3回を目標とし、テレビによる報道は夕方

からのローカルニュースなどで数回の放送を目指す。セミナー・シンポジウム・展示会での

参加者・来場者数は、平成22年度を通じて、延べ2,000人を目標とする。 

2.3. 薪・ペレットストーブユーザーの拡大 

平成21年度は、環境省の「民生用機器導入促進事業」を利用することで、九州薪活用協議

会で31件の薪ストーブユーザーを拡大することができた。平成22年度は、ペレットストーブ

も対象に加えることで、平成21年度の約5倍に相当する150件を目標とする。 

2.4. 針葉樹の薪に対する意識改革 

薪は広葉樹の方が優れているという固定概念があるために、価格が針葉樹の薪よりも1.5～

2倍であっても、広葉樹の方が良く売れるという現実がある。それに対しては、平成21年度の

DLDの成果報告書にあるように、乾燥重量で比較すると、決して針葉樹の薪は広葉樹に劣らな
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いということが明らかになった。むしろ、寒い室内を早く温めたいときや、焚きつけとして

使う場合は、針葉樹が適しているということが明らかになった。そうした針葉樹の薪を使う

タイミングや方法について周知を図ることで、針葉樹の薪に対する固定概念を変えていくこ

とを目指す。評価の方法としては、平成21年度の針葉樹と広葉樹の売上比よりも、10%以上の

針葉樹の売り上げ比率増加を目標とする。 

2.5. WEB オンライン販売システムの利用率の向上とアクセス数・売上の増加 

平成21年度事業として、薪のWEBオンライン販売システムの構築を行った。複数の薪生産事

業者が、オンライン上で自由に商品の出品・管理ができるシステムであったが、まだ活用し

ている薪販売事業者は少ない。九州薪活用協議会の法人会員については、当面の間は無償で

利用できるようにしているが、初期登録や商品の出品方法がやや複雑なため、オンライン販

売システムの利用は定着していない。楽天などの大手のショッピングモールであれば、年間

数十万円の利用料が必要なシステムであるにも関わらず、利用が進んでいないのは、フォロ

ーアップが十分でないところにも起因していた。平成22年4月～6月にかけて、再度法人会員

を訪問し、WEBオンライン販売システムの使い方についての説明と、改善点についてヒアリン

グを行っている。今後はより使いやすく、わかりやすいシステムに改良することで、平成22

年度のオンライン販売システムの商品売上高（取扱量）の目標として、500万円を目指す。ま

た、全ての法人会員が何らかの商品を出品することで、商品数は50品目の出品を目指す。ま

た、1日あたりの平均アクセス数は100件を目標とする。 

2.6. CO2 削減効果の検証 

将来的なCO２排出権取引や、バイオマス熱利用のグリーン証書化を見据え、薪ストーブユ

ーザーの協力を得て、薪ストーブの利用によるCO2排出量削減効果を検証する。これらのデー

タから、薪ストーブの利用によって削減されたCO2について、カーボンオフセットの仕組みを

通じて、ユーザーに還元あるいは薪ストーブの導入を加速化させる仕組みの構築を目指す。 

 

3. 事業概要 

3.1. 事業実施内容 

3.1.1  需要拡大のための広報啓発事業 

メディア等を最大限活用しながら、薪・ペレットの需要拡大のための広報啓発事業を実施

した。ストーブの実演をしながら、実際に体験してもらうための展示会・セミナーを年 8 回

開催する。また、学校や自治体から要望があれば出前講座や薪割り体験なども実施し、親子

の環境教育あるいは体験学習の場として実施することで、木質バイオマス燃料についてより

深い理解をうながし、地域との連携を高めていく。 

283



薪と木質ペレットの流通システムの共通化（NPO 法人九州バイオマスフォーラム） 

 

3.1.2  自動薪割り機の導入による薪の生産コスト削減実証試験 

平成 21 年度の薪生産コストを分析すると、人件費の占める割合が全体の約 62％以上であ

ることがわかった。今後、灯油との価格競争力をもつためには、生産効率向上のための機械

化が必要不可欠であることから、下記の自動薪割り機のレンタルを行い、どの程度のコスト

削減と作業効率の向上が期待できるのかを実験・実証する。 

 

図表 3-1 自動薪割り機 

3.1.3  販売店の拡大と新規需要の掘り起こし 

平成 21 年度は、物産館や薪ストーブ販売店・ガソリンスタンドに薪の販売委託を行った。

これまでの既存の販売協力店に木質ペレットについても、薪と同様に委託販売を依頼する。

平成 22 年度は、夏季の需要拡大を図るため、すでに 5 月からキャンプ場での委託販売を行っ

ている。また、阿蘇地域には風呂焚き用の薪ボイラー（灯油とのハイブリッド式）を利用し

ている農家が多く、高齢化で薪の調達や薪割りが困難になってきていることから、薪ボイラ

ー用の針葉樹薪の供給についても検討し、試験販売を実施する。これらを通じて、シーズン

オフである春から夏にかけての需要を掘り起こし、年間を通じて販売できる体制を構築して

いく。また、委託販売店も順次拡大を行っていくとともに、販売成績の良くない店舗につい

ては撤退を行うことで、選択と集中も進めていく。 

3.1.4  ペレットの分析、薪・ペレットストーブの調査 

国内の木質ペレット規格案をもとに、木質ペレットの熱量や灰分などの分析を行う。また、

その燃料特性に合わせたストーブのリストアップを行い、木質燃料に対するストーブの機種

選定の方法について、協議会として指針（ガイドブックなど）を示す。特に全木ペレットを

燃焼できないストーブ、針葉樹の薪の燃焼に適さないストーブのリスト作成については、喫

緊の課題として取り組む。 

3.1.5  WEB オンライン販売システム構築の改良と出店事業者数および出品数の拡大 

平成 21 年度に構築したオンライン販売システムを実際に運用し、他の販売事業者に使って

もらうことで、様々な問題点や改善点が明らかになってきた。また、出品事業者にとっても、

消費者にとっても分かりづらい個所や、配送せずに店頭渡しなどのケースもニーズとして出

てくるなど、当初の設計を見直す必要が出てきた。そうしたオンライン販売システムの改善・
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改良を行うことで、出店事業者および出品数を増やし、薪・ペレットの専門店が集まったオ

ンラインショッピングモールとしての魅力を向上させ、売り上げの増加を図る。また、薪お

よびペレットの取扱量をオンライン販売システムで把握することで、将来的に J-VER などの

認証制度を活用し、ユーザーにメリットを還元できる仕組みを想定して、システムの設計と

改善を進める（図表 3-2 参照）。 

また、協議会およびオンライン販売システムが、九州における木質バイオマス燃料の統一

窓口としての役割を果たすことで、木質バイオマス燃料の利用加速化につながることが期待

される。 

 

図表 3-2 J-VER を活用したメリット還元の仕組み 

3.1.6  薪・ペレットの共同配送実験 

平成 21 年度事業では、束ねた薪をロールパレットに保管し、配送を行っていた。ロールパ

レットに薪を積載した場合（図表 3-3 左）は、1 台当たり 300～400kg の重量があるが、20kg

のペレットの袋を積載した場合（図表 3-3 右）は、25 袋（500kg）積載することができる。

ペレットの場合は、１シーズンでおおよそ 50 袋消費し、薪の場合は 4 ㎥程度消費するので、

配送の最小単位としては、適正な大きさと思われる。薪とペレットを、共通のロールパレッ

トで輸送することで、流通コストを削減できることが期待される。また、ロールパレットの

初期導入に際して、協議会を通じて複数の事業者でまとめて共同購入することで、安価に調

達できることも期待される。 
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図表 3-3 薪・ペレット共同配送のイメージ 

3.1.7  アンケート調査 

需要拡大のための広報啓発事業（セミナー、展示会）に合わせて、アンケートを実施する。

内容としては、以下の点について調べる。 

・ 薪ストーブ、ペレットストーブを知っていたか？ 

・ 燃料の調達について（入手先・価格・品質等） 

・ ストーブ導入について（所有の有無、希望の有無、価格帯、性能等） 

・ 燃料の使用量（年間消費量、燃料の種類[ガス・灯油・電気・薪等]、消費金額など） 

・ 使用上のトラブル、課題など 

3.1.8  CO2 削減量の検証 

将来的な CO2 排出権取引や、J-VER への登録・認証を想定し、薪の流通量の把握（樹種と

容積）を行う。また、薪ストーブユーザーの協力を得て、木質バイオマス燃料の消費量と、

導入前と導入後の灯油・ガス・電気等の消費量の変化を調べ、薪ストーブの利用による CO2

排出量削減効果を検証する。これらのデータから、薪ストーブの利用によって削減された CO2

について、カーボンオフセットの仕組みを通じて、ユーザーに還元あるいは薪ストーブの導

入を加速化させる仕組みを構築していきたい。これらのデータについては、前述の WEB オン

ラインシステムの構築と連携して進めていく。 

 

4. 事業実施の成果 

4.1. 事業実施成果 

4.1.1  需要拡大のための広報啓発事業 

(1)  実施内容 
薪・ペレットの需要拡大のための広報啓発事業を下記の通り実施した。ストーブや焚き火

など、実際に体験してもらうための展示会を 5 回実施した。また、セミナーや事例発表を 7

回実施した。また、テレビ番組を制作・放送することで、九州 7 県に薪ストーブや木質ペレ

 

 

 

 

 

 

 

 

薪 40 束         ペレット 25 袋 

ロールパレットを用いた輸送 
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ットについての広報を行った。セミナー・シンポジウム・展示会での参加者・来場者数は、

当初の目標である参加者数 2,000 人には若干届かなかった。 

図表 4-1 広報啓発事業 実施一覧 

開催時期 場所 内容 参加者数

8 月 28-29 日 

（2 日間） 

福岡県福岡市 

南阿蘇村 

薪・ペレットストーブセミナー 

ストーブの実演展示 

20 

15 

10 月 3 日 熊本市 
もくもくふれあい祭り、 

薪割り体験、ストーブ・パネル展示 
100 

10 月 9-10 日 
あそびの国 in 

阿蘇いこいの村 

薪割り体験・パネル展示 

焚き火 
100 

10 月 13-15 日 

（3 日間） 

福岡県北九州市 

(エコテクノ 2010) 

「バイオマスニッポン in 九州」の中でパネル展示 

屋外でストーブの実演展示、薪割り体験 

薪・ペレットストーブをテーマにしたセミナー開催 

150 

600 

45 

10 月 30-31 日 
熊本県南阿蘇村 

（秋祭り） 

薪・ペレットストーブ展示、パネル展示 

薪割り体験 
100 

11 月 27-28 日 
グランメッセ熊本 

くまもとｴｺﾗｲﾌﾌｪｱ 

薪・ペレットストーブセミナー 

ストーブの展示・薪割り体験 

20 

200 

11 月 29 日 大分県竹田市 薪・ペレットストーブセミナー 30 

12 月 24-25 日 
熊本県阿蘇市 

（阿蘇ﾊﾞﾙｰﾝﾌｪｽﾀ） 

焚き火・薪割り体験 
200 

2 月 5 日 佐賀県 
薪・ペレットストーブ事例発表 

アンケート・パンフレット配布 
100 

2 月 11-12 日 
阿蘇市 

青年交流の家 

九州環境ボランティア会議、事例発表 

アンケート配布 
60 

 合計 1,740 

 

(2)  セミナー実施状況 
＜第 1 回セミナー＞  

開催日：平成 22 年 8 月 28 日  

場所：福岡(福岡ビル 9 階 5 ホール)  

主催：九州薪・木質ペレット活用協議会・NPO 法人九州バイオマスフォーラム 

共催：NPO 法人 再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本(REPW) 

参加者：約 20 名 

講師「講演タイトル」 

◆環境省九州地方環境事務所 浅原堅祐氏 「薪・ペレットストーブの補助金について」 

◆㈱HIBANA 代表取締役 松田直子氏 「ペレットストーブと火のある暮らし」 

◆くぬぎの森 代表 松村孝明氏 「薪ストーブのメリット・デメリット」 
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＜第 2 回セミナー＞ 

開催日：平成 22 年 8 月 29 日 

場所：南阿蘇村久木野庁舎 2 階会議室 

主催：九州薪・木質ペレット活用協議会・NPO 法人九州バイオマスフォーラム 

共催：NPO 法人 再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本(REOW) 

参加者：約 15 名 

講師･･･「講演タイトル」 

◆環境省九州地方環境事務所 浅原堅祐氏･･･「薪・ペレットストーブの補助金について」 

◆㈱HIBANA 代表取締役 松田直子氏･･･「ペレットストーブと火のある暮らし」 

◆くぬぎの森 代表 松村孝明氏･･･「薪ストーブのメリット・デメリット」 

  

 

＜第 3 回セミナー＞ 

開催日：平成 22 年 10 月 15 日 13:00～16:30 

場所：西日本総合展示場 ＡＩＭ３階Ｅ展示場（エコテクノ） 

主催：NPO 法人九州バイオマスフォーラム・九州薪・木質ペレット活用協議会 

参加者：約 45 名 

講師「講演タイトル」 

◆くぬぎの森 代表 松村孝明氏･･･｢中身はハイテク!薪ストーブの最新事情」 

◆豊臣工業㈱ 代表 大蔵通孝氏･･･｢手軽に炎を楽しもう木質ペレットストーブの実力」 

◆九州バイオマスフォーラム 中坊真･･･｢意外！薪・木質ペレットストーブの CO2 削減効果」 
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◆㈱さいかい産業 代表 山後春信氏･･･｢エネルギーの地産地消による、スマートビレ

ッジの実現に向けて」 

  

＜第 4 回セミナー＞  

開催日：平成 22 年 11 月 27 日 13:30～15:30 

場所：グランメッセ熊本 展示場特設ブース（エコライフフェア） 

主催：NPO 法人九州バイオマスフォーラム・九州薪・木質ペレット活用協議会 

共催：熊本県木材協会連合会 

参加者：約 20 名 

講師「講演タイトル」 

◆薪ストーブユーザー 渡邊淳永氏･･･事例紹介「私の薪ストーブライフ」 

◆くぬぎの森 代表 松村孝明氏･･･「後悔しない薪ストーブ・煙突メンテナンスのポイント」 

 

  

＜第 5 回セミナー＞  

開催日：平成 22 年 11 月 28 日 13:30～15:30 

場所：グランメッセ熊本 展示場特設ブース（エコライフフェア） 

主催：NPO 法人九州バイオマスフォーラム・九州薪・木質ペレット活用協議会 

共催：熊本県木材協会連合会 

参加者：約 20 名 

講師「講演タイトル」 

◆㈱Hibana 代表取締役 松田直子氏･･･「ペレットストーブと火のある暮らし」  

◆ペレットクラブ 事務局長 小島健一郎氏･･･「ペレットとストーブの注意点」  
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＜第 6 回セミナー＞ 

開催日：平成 22 年 11 月 29 日 13:30～16:30 

場所：竹田市 いきいき交流センター 

主催：NPO 法人九州バイオマスフォーラム・九州薪・木質ペレット活用協議会 

共催：竹田市・熊本県木材協会連合会 

参加者：約 30 名 

講師「講演タイトル」 

◆九州バイオマスフォーラム 中坊真･･･「木を使ってエネルギーの地産地消」 

◆ポコアポコサリモス 代表 後藤清幸氏･･･「里山再生と薪ストーブ」 

◆くぬぎの森 代表 松村孝明氏･･･「薪ストーブのメリット・デメリット」 

◆㈱Hibana 代表取締役 松田直子氏･･･「ペレットストーブと火のある暮らし」 

  

 

(3)  イベントの実施状況 
平成 22 年 10 月 3 日 もくもくふれ合い秋祭り in 肥後木材㈱（熊本市） 
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ストーブとパネル展示           薪割り体験コーナー 

 

平成 22 年 10 月 13～15 日 エコテクノ in 北九州西日本総合展示場 

  

薪割り体験の様子        多くの女性が薪割りを体験した 

  

薪・ペレットストーブ展示の様子        パネル展示の様子 
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平成 22 年 10 月 30～31 日 南阿蘇あきまつり in 南阿蘇村あそ望の里くぎの 

  

薪割り体験             子供用の薪割り機 

 

(4)  テレビ番組の制作・放送 
TKU 共同で、木質バイオマスをテーマにした 55 分番組を制作した。以下の通り九州全県

で放送を行った。 

＜放送日時＞ 

テレビ熊本 12／28（火）17：00～17：55 

テレビ西日本 １／５ （水）25：45～26：40 

サガテレビ 12／29（水）14：05～15：00 

テレビ長崎 12／27（月）15：50～16：45 

テレビ大分 12／28（火）14：05～15：00 

テレビ宮崎 １／４ （火）15：58～16：53 

鹿児島テレビ放送 12／29（水）17：05～18：00 

＜番組内容（テレビ欄より）＞ 

今年で４回目となる新エネルギー啓発番組。今回も昨年と同様、世界で活躍するフォトジャ

ーナリストの山田周生氏が、自前のバイオマスカー"ランドクルーザー"で九州各地を取材し

ます。九州の環境・リサイクルの最前線で活躍している元気な人々を紹介したり、学校での

講演の模様、またバイオマス啓発活動を行っている自治体などを訪問して紹介いたします。

九州管内でのさまざまな環境・リサイクル活動を見て体験した映像を通して、視聴者にも共

感をもたせ、より環境保全活動に興味を持たせる番組を制作・放送いたします。 
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図表 4-2 推定視聴者数 

 視聴率 視聴世帯数

福岡県 0.10% 2,091

佐賀県 5.40% 15,922

長崎県 5.20% 29,344

熊本県 4.90% 33,765

大分県 2.90% 14,117

宮崎県 7.20% 33,390

鹿児島県 7.60% 55,923

 

図表 4-3 取材先一覧 

取材先 内容 

天草市 

・市のゴミ収集車を BDF で動かしている。 

・市のごみ処理施設で BDF の精製を行っている。 

・天草市では将来的に船で BDF を使いたいとのこと。 

・イルカウォッチングも取材。 

久留米市 

(株)フチガミ 

・九州ではじめてＢ５を供給。 

・グリセリンは補助燃料や汚泥の処理に活用。 

熊本市内 

水田邸 

・森林認証材をつかった家造りをしている建築家 

・薪ストーブも使っている 

・木を使うことが森林保全につながることを説明 

諸塚村 

（宮崎県） 

・産直住宅として山と家に住む人をつなぐ試みを実施。 

・林業の厳しい現状があるが、間伐をしっかりやっている。 

・そうした取組が FSC 森林認証として認められた。 

南関町 

・九州杉バイオ事業協同組合を取材 

・木質ペレット工場の紹介 

・近隣の製材工場で発生した端材を原料に使っていることを説明 

阿蘇中学校 

阿蘇市 

・阿蘇中学校で山田周生氏が講演 

・中学生が BDF を学ぶ 

波野薪生産現場 

阿蘇市 

・薪の生産現場を取材 

・林地残材を有効活用するための仕組みづくり紹介 

 

4.1.2  自動薪割り機の導入による薪の生産コスト削減実証試験 

(1)  実験目的 
・従来の作業形態であるチェーンソーと油圧薪割り機を使用した場合と、自動薪割り機を

使用した場合のコストを明らかにする。 
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・コストから、事業採算性を検証し、薪生産販売事業の損益分岐点を明確にする。 

(1)  実験方法 
・チェーンソーと油圧薪割り機を使用した場合と、自動薪割り機を使用した場合の、それ

ぞれの工程ごとの作業時間と生産量を計測する（図表 4-4参照）。 

・工程毎の作業時間と生産量のデータの平均値と標準偏差を求める。 

・それぞれの工程毎の原単位（h/㎥）を求め、製造コストを計算する。 

・製造コストから、事業採算性・損益分岐点について検討を行う。 

 

図表 4-4 作業工程 

 

(2)  実験結果および考察 
従来の工程（チェーンソー＋油圧薪割り機）と自動薪割り機のそれぞれの工程ごとの単位

作業時間（h/㎥）と、それらを合算した原木から薪の乾燥のための野積み作業までの１㎥当

たりの作業時間を比較したグラフを図表 4-5～図表 4-7 に示す。 

従来の工程では、準備や片づけを含めて７の工程に分かれていたものが、自動薪割り機導

入後の工程数は３に減少した。自動薪割り機は、オペレーターが一人必要なため、完全に自

動化されているわけではないが、1 ㎥の薪生産に必要な時間が半減し、効率性が高まった。 

従来型の作業では（図表 4-5 参照）、玉切り作業がもっとも作業時間がかかっていたが、

自動薪割り機で自動化されたことが作業効率をあげただけでなく、作業員の肉体的負担も軽

減した。チェーンソーでの長時間作業は、振動による白蝋病を引き起こす危険性が高まるた
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め、リスク低減にもつながった。また、薪製造コストについては、従来の工程（平成 21 年度

試算）では 28.6 円/kg であったのに対し、自動薪割機を導入することでコストの 60%を占め

ていた人件費が半減され、18 円/kg になると試算された。 

ただし、自動薪割り機のデータは導入後 1 カ月以内のデータであり、オペレーターが作業

に十分習熟していない可能性があるため、今後作業に習熟するにつれて、より作業効率が向

上する可能性もある。しかし、現時点ではこのデータを用いて、事業性の評価を行う。 

 

図表 4-5 チェーンソーと油圧薪割り機を使用した場合の工程・作業時間 

 

図表 4-6 チェーンソーと油圧薪割り機を使用した場合の工程・作業時間 
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図表 4-7 従来型と自動薪割り機単位作業時間の比較 

(1)  事業性の評価 
事業性の評価に際して、下表の条件で行った。これらの数値は、当団体が実際に用いてい

る数字を丸めたものである。固定費については、すでに既存の土地や機器がある場合は、大

幅に安くなる可能性があるが、チェーンソーやフォークリフトが無いなど、全くインフラが

ない場合は、逆に固定費が高くなる。 

人件費については、通常は固定費に計上するが、薪の需要が高まるまでは需要に応じた生

産になるため、農閑期の季節労働者やシルバー人材を想定し、変動費に計上した。 

図表 4-8 固定費コスト条件 

 

 

図表 4-9 変動費コスト条件 

 

製造コスト 

約 18 円/kg を達成 
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図表 4-10 販売条件 

 

上記の条件のもとに計算した損益分岐点を以下に示す。現状では、広葉樹の売上が多い

が、阿蘇地域の人工林率は90％以上であり、将来的に広葉樹の安定供給に不安があるため、

針葉樹の売上を拡大したシナリオも想定する。針葉樹と広葉樹の売上比率が１：１（Ａモ

デル）の場合と、針葉樹の売上比率の高い２：１のケース（Ｂモデル）を想定し、評価を

行った。 

 Ａモデルの場合の損益分岐点は、年間売上約 300 万円、販売量は約 210 ㎥であった。 
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薪製造販売量【㎥】 針葉樹：広葉樹＝１：１

Ａ 損益分岐点（針：広＝１：１の場合）

コスト合計

売上合計

図表 4-11 損益分岐点（Ａモデル 販売比率、針葉樹：広葉樹＝1：1 の場合） 

 

モデルＢの場合の損益分岐点は、年間売上約 370 万円、販売量約 300 ㎥となった。モデル

ＡとモデルＢを比較すると、損益分岐点に達するための年間売上高はモデルＢの方が 70 万円

増加し、販売量も約 90 ㎥増加するという結果となった。すなわち、広葉樹に対して針葉樹の

販売割合が増えると、損益分岐点の売上金額も上昇する傾向となる。 
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図表 4-12 損益分岐点（Ｂモデル 販売比率、針葉樹：広葉樹＝2：1 の場合） 

 

(2)  考察・まとめ 
従来の薪製造工程であるチェーンソーと薪割り機を用いた場合と、自動薪割り機を用いた

場合のコスト削減効果について検証を行った。また、自動薪割り機を用いた場合の事業採算

性について、損益分岐点を求めることで評価を行った。その結果、以下のことが明らかにな

った。 

・自動薪割り機を用いた場合は、㎥当たりの作業時間が半減すること。 

・針葉樹と広葉樹の販売量が１：１の場合、損益分岐点は年間 300 万円、210 ㎥の売上。 

・針葉樹と広葉樹の販売量が２：１の場合、損益分岐点は年間 370 万円、300 ㎥の売上。 

・広葉樹の販売割合が増えると、事業採算性が向上。 

ただし、上記の結果は、広葉樹と針葉樹のいずれにおいても薪の製造原価は同じという条

件で計算している。しかし実際には広葉樹は曲がり材が多く、直材しか使えない自動薪割り

機を利用できない場合は、広葉樹の薪の製造コストが増加する可能性がある。そういった広

葉樹の曲がり材などのケースが今後どの程度出てくるか、コストにどのような影響を与える

かを知るには、今後 1 年程度の実証試験が必要になるだろう。 

損益分岐点となる年間売上 300～370 万円については、これまでのアンケートや売上実績か

ら、1 件当たりの薪の平均使用量が３～４㎥であることから、50～100 件の固定客を獲得する

ことができれば、事業を軌道に乗せることができると言える。これまでの薪販売店のヒアリ

ングでも、顧客数が 100 件程度というのが、事業として成り立つ一つの目安になっている。

木質ペレットやチップなどの木質燃料生産と比較すると、比較的小規模の生産レベルと顧客

の獲得で、採算性が確保できることが明らかとなった。 
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4.1.3  販売店の拡大と新規需要の掘り起こし 

(1)  販売店の拡大 
平成 22 年度はガソリンスタンドなど、販売委託店を 8 店舗に拡大したが売上がほとんど

なかった店舗もあったため、平成 23 年度は、売上実績のあった南阿蘇村内の物産館、阿蘇

市内の物産館、薪ストーブ販売店の３店舗に絞った。また、高冷地の九重町・長者原ドラ

イブイン（標高約 1000m）に、新たに販売委託を行った。暖房以外の需要を拡大するため、

キャンプ場に提案したところ、キャンプ場でも新たに販売してもらえることとなった。 

(2)  煙突のある住宅地への訪問販売・ポスティング 
阿蘇郡内の別荘地・新興住宅地において、100 件程度のポスティングと訪問販売を行っ

たが、数件程度の受注しか得られなかった。 

(3) 新規需要の掘り起こし（薪ボイラーの需要開拓） 
ストーブユーザーが購入する薪は、広葉樹の方が多い傾向にあり、針葉樹の需要をより

拡大する必要がある。そこで、ボイラーのように年間を通じて消費してもらえる新たな針

葉樹の薪の需要を開拓するため、公共・民間の温浴施設に薪ボイラーの導入の働き掛けを

行った。 

 

＜ケース① T 町温浴施設（第三セクター運営）＞ 

T 町は、現在バイオマスタウン構想を策定し、バイオマス利活用交付金を使ってバイオ

マスボイラー導入を検討中であった。重油の消費量は、年間 180kl であるため、薪ボイラ

ーで大部分を賄うとすると、年間 1 千万円以上の薪の売上が見込める計算になる。ボイラ

ーが修理・改修が必要な時期となっていたため、ボイラーメーカを含めて具体的な検討を

行ったが、以下の点が課題となった。 

・既存のボイラー室が地下にあり、薪の搬入が難しいこと。 

・ボイラー室に薪ボイラーを追加設置するスペースが不足している。 

・既存のボイラーの修理と、薪ボイラーの新規導入を比較した際に、短期的には既存ボ

イラーの修理費の方が安い。 

上記の課題を解決するためには、ボイラー室の横に新たに建屋を増改築する必要があり、

大きなイニシャルコストが必要となった。中長期的には、ランニングコストや地域資源の

活用という観点から賛同していただけたが、イニシャルコストの観点から導入が見送られ

ることとなった。 

 

＜ケース② 民間の温浴施設（観光施設）＞ 

民間の大規模な露天風呂のある温浴施設に対して、薪ボイラーの提案を行った。過去に

木質チップボイラーの提案があったが、サイロなどの設置スペースや配管の問題で断念し

た経緯があった。担当者との協議の中で、以下の点が課題となった。 

・ランニングコストや自然エネルギーの利用の観点から魅力的な提案。 

・導入事例が少ないことから、安定性に不安がある。ボイラーに故障が発生すると、温

浴施設の営業に大きな影響が出る。 
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・薪を投入する人員体制がとれるかどうか、検討が必要。まずは、近隣で導入事例があ

れば検討したい。 

上記のように、大規模な温浴施設だけに、リスク回避を重視されていることから、近隣

に導入事例がないと難しい状況であった。 

 

＜ケース③ M 村 温浴施設（村営）＞ 

村営の温浴施設では、年間約 100kl の重油を温泉の加温に使用している。比較的小規模

の温浴施設のため、光熱費が大きく採算性に影響しており、現状では赤字である。村とし

ては、少しでもランニングコストを下げたいという意向があるほか、バイオマスタウン構

想を策定しているので、バイオマスボイラーの導入には積極的である。下記の課題につい

て解決すれば、導入の方向で進む可能性が高い。 

・ボイラー室が狭いので、新たにバイオマスボイラーを設置するには増築が必要。 

・薪ボイラーを導入した場合の費用対効果の明確化。 

・薪を投入する作業についての施設側の人員体制。 

・イニシャルコストの正確な見積もり。 

 

上記の 3 つのケースの中では、ケース③が最も可能性が高かった。導入が決まった

場合は、下記に述べる損益分岐点を一気に越えられる可能性がある。 

(4) 実施成果 
協議会では、平成 21 年度の発足時から、薪・ペレットストーブの普及策の一環として、

環境省の定める「地球温暖化対策地域協議会」の認定を受け、薪・ペレットストーブの補

助金の受付窓口業務を行っている。平成21年度は33件の薪ストーブの補助金申請を行い、

平成 22 年度は約 85 件の申請を行った。このことから、昨年度と本年度の事業が、新規需

要の掘り起こしに一定程度寄与したと考えられる。 

 

4.1.4  ペレットの分析、薪・ペレットストーブの調査 

(1)  ペレットの分析実施方法 
① ペレットのサンプリングおよび分析 

日本国内では、木質ペレット燃料の自主規格はペレットクラブが 2005 年に策定実施して

いるほか、（財）日本住宅・木材技術センターならびに（社）日本木質ペレット協会が自

主規格の原案を発表している。最近の動向として、ペレットの世界最大市場である EU に

おいて EN 規格が 2011 年 1 月に制定されたことをうけ、日本国内でも自主規格の改訂が論

議されている。なかでも、ペレットクラブと日本木質ペレット協会は EN14961 を基準に規

格の改訂・策定を準備しているため、その内容は類似しているといえる。中でも、認証の

スキーム（EN プラスを参照）を含めて検討が先行しているペレットクラブの規格をもと

に分析を行うこととした。 

分析機関は、ペレットクラブの協力機関である（財）上越環境科学センターに依頼した。

分析方法については、EN14961 に記載されている分析方法と JIS 規格に基づく方法で行っ

た。 

300



薪と木質ペレットの流通システムの共通化（NPO 法人九州バイオマスフォーラム） 

 

・ペレットのサンプリングは、EN プラスの認証スキームに準じて、事前通告なし

で工場を訪問し、在庫のペレットからランダムに２袋分のサンプリングを行い、１袋に

ついて分析を行った（分析項目については、巻末の資料１を参照）。残りの 1 袋につい

ては、予備として保管している。 

 

 

ペレットの保管の様子 

 

工場でのサンプリングの様子 
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木質ペレット品質規格比較表（＋ペレット協会） 

302



薪と木質ペレットの流通システムの共通化（NPO 法人九州バイオマスフォーラム） 

 

(2)  分析結果 
３社のペレットの分析結果が判明したが、規格の複数の項目について基準値を達成できな

かった。現在、基準を満たせなかった原因について分析中のため、本報告書では分析結果の

記載については割愛する。なお、基準を満たせなかったのは、以下の項目であった。 

粉化度 

塩素 

水分 

また、品質規格に基準が定められていないが、通常よりも高い数値を示した項目として、

鉄・アルミなどの金属成分が多く含まれている特徴がみられた。 

上記の成分により、ストーブやボイラーにどのような影響が起こりうるか、オーストリア

の Okofen がまとめた資料を以下に示す。 

図表 4-13 分析項目と発生しうる問題点 

 問題 制限値 

長さ 吸引機での目詰まり、ブリッジの発生 Max. 4cm 

直径 不完全燃焼 6-8mm 

灰の融点 スラグ・クリンカの発生 <1200℃ 

微細物質 

（粉化度） 

スクリューフィーダーなどの供給装置の停

止、過剰な飛灰・火の粉 

<0.5% 

3.15ｍｍ以下 

固さ・もろさ 

（密度） 

保管中・運送中に微細化、タンクの底に滞留
>600kg/㎥ 

塩素 燃焼炉の腐食 <0.03% 

灰分 
価格に見合わない（コストパフォーマンスに

影響） 
>1.5% 

（出典：オーストリア OkoFen の資料より翻訳・抜粋） 

 

上記資料によると、粉化度は吸引機やサイロで目詰まりやブリッジの発生を起こす可能性

がある。主に、燃料供給系でのトラブルが予想される。国内のペレットストーブに関しても、

サンポットのストーブについては、粉が多いとエラーが発生して、自動停止する事例が報告

されている。 

塩素については、塩化ナトリウム由来のものと、塩化ビニル由来のものが考えられるが、

現状では不明である。塩素は燃焼させたときにダイオキシンの発生や、炉内の金属部分を腐

食させる恐れがある。 

水分は、高いとカロリーが下がるほかに、燃焼温度が下がることによって、すすやタール

の発生が起こる可能性がある。 

 

今回の成分分析が初めての分析だったこともあり、たまたま分析したサンプルが、基準値

を超えた値を示していたという可能性も否定できない。また、原因も明らかになっていない

ので、今後の追加分析や原因の究明が課題となった。 
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(3)  ペレットストーブの調査 
下記のペレットストーブにおいて、メーカーや代理店において燃焼試験を行い、動作確認

を行った。調査の結果、A・B 社のペレットについては、どのストーブについても問題がない

ことが確認できた。C 社については、今後燃焼試験を行うことで、問題がないことを確認す

る予定である。 

図表 4-14 燃焼試験を行ったペレットストーブリスト 

メーカー・代理店 ストーブ名 
確認できた 

ペレット 
備考 

サンポット 全機種 A 社・B 社 一部機種で ROM 交換が必要

㈱さいかい産業 SS-1 A・B・C  

金子農機㈱ ペレチカ A・B  

㈱トヨトミ ENVIRO A・B・C  

 

4.1.5  WEB オンライン販売システム構築の改良と出店事業者数および出品数の拡大 

(1)  目的 
平成 21 年度では、オンライン販売システムの基本的な機能について開発を完了したが、出

品手続きがわかりにくいことや、なかなか売上が伸びないという課題があった。そこで、今

年度は以下のように目的を設定した。 

・オンライン販売システムをより使いやすくする 

・アクセス数（集客数）を拡大するためのコンテンツの充実 

・出店事業者数および出品数の拡大と売上の向上 

(2)  実施項目 
上記の目的を達成するため、以下の項目について実施した。 

① オンライン販売システムの課題の抽出と改良の実施 
例） 

・送料が統一料金となっており、出店社独自の送料の設定ができなかった。 

→出店者各々の配送方法などに合わせ送料・配達料を設定可能にした。 

・使い方が良くわからない。 

→出店社のためのヘルプを充実させた。 

・宅配ではなく、直接商品を受け取るという選択ができなかった。 

→店頭引取という選択肢を追加し、宅配を選ばずに取りに行けるという選択肢を追加した。 

 

② サイト誘導を図るために協議会 PR サイトからコミュニティサイトへリニューアル 

・ショッピングサイトだけでは魅力が薄く、集客力（ページビュー）が少ない。 

 →魅力あるコンテンツや情報量を増やすことで、サイトへの訪問者数を増やす。 

 （コンテンツ例） 
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針葉樹の薪の使い方 

ストーブの安全な使い方 

メンテナンス情報 

薪・木質ペレットストーブに関する情報 

質問などの情報掲示板の設置 

クイズコーナーの設置 

事例集を追加 

 

③ レイアウトやデザインの変更による見やすさを向上。 
→サイトのトップ画面を整理し、ユーザーの知りたい情報に簡単にアクセスできるように

工夫した。 

→動画や写真を多用し、わかりやすく理解できるように工夫した。 

 

 

 

 

トップページのイメージ図 
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クイズのページ 

 

薪・ペレットストーブの事例集 
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(3) 実施成果 
・最大アクセス数は 120 件/日、売上高は約 150 万円であった。 

 

4.1.6  薪・ペレットの共同配送実験 

(1)  薪販売状況 
薪の販売状況は、10 月が最も売り上げが大きく、11 月以降はほぼ横ばいとなった。広葉樹

は販売量および売上ともに、針葉樹よりも圧倒的に多かった。平成 21 年度の売上は、約 15

万円（針葉樹のみ）であったので、２月末時点で針葉樹の売上は２倍の約 30 万円となったが、

広葉樹の売上の約 90 万円には３倍の開きが出た。このことから、価格が高くても広葉樹の需

要が大きいことが改めて明らかになるとともに、針葉樹の薪を普及させることの難しさも明

確になった。 
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(2)  薪配送状況 
薪の配達先は、近隣の市町村が最も件数が多かった。また、購入のきっかけとなったのは、

薪の生産現場や KBF 事務所のあるアゼリアを見てという回答が最も多かった。 

 

 

 

(3)  ペレットの配送 
A 社のホワイトペレットについて、当団体が販売代理店となり、販売と配達を行った。現

状ではペレットの注文が少ないため、ペレットと薪を同時に配達することがほとんどできな

かった。ここでは、薪とペレット個別に宅配した場合の作業性について、報告する。 

九州内のペレットユーザーは、まだ数十台と予想される。幸いにも九州地方環境事務所の

管轄している自然保護官事務所およびビジターセンターがペレットストーブを導入していた

ため、それぞれの事業所に対して、自社便・宅急便・チャーター便の最も安い運送方法を算
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出し、その価格で配達を行った（図表 4-15 参照）。また、実際に積み下ろしに要した時間

を計測した（図表 4-16 参照）。 

図表 4-15 各事業所の運送量の見積一覧 

 
個数（20kg入）

〒 配達数
距離
[km]

自社便 宅急便
チャーター

便

南阿蘇ビジターセンター 869-1602 80 19.9 ¥5,880 ¥32,000

長者原ビジターセンター 879-4911 30 41.1 ¥6,600 ¥12,000

えびの自然保護官事務所 889-4302 30 174.6 ¥18,040 ¥12,000

くじゅう自然保護官事務所 879-4911 20 32.6 ¥6,600 ¥8,000

天草自然保護官事務所 863-0021 6 147.8 ¥17,000 ¥2,400

阿蘇自然環境事務所 869-2225 50 16.8 ¥3,600 ¥20,000

雲仙お山の情報館 854-0621 100 ¥40,000

平成新山ネイチャーセンター 855－0077 40 ¥16,000

雲仙諏訪の池ビジターセンター 854-0541 20 ¥8,000

雲仙自然保護官事務所 854-0621 25 ¥10,000

対馬自然保護官事務所 817-1603 20 ¥8,000

住所
（納入先）

施設名

送料

¥50,000

 

※チャーター便は、4 トン車の標準価格を示した。 

薪とペレットの配達時間を比較したところ、束で荷降ろしする場合とほぼ同じ時間である

ことが分かった。 

 

図表 4-16 薪・木質ペレットの配達の荷降ろしに要する時間 
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薪の配達の場合           ペレットの配達の場合 

 

(4)  配達料金 
 配達料金は、下記の式を用いて計算した。 

 

(5)  薪販売状況 
上記の配達料金は、距離に応じて料金が上がる項と、配達する量に応じて料金が上がる項

がある。ここでは、前者を基本料金、後者を追加料金と呼ぶ。薪とペレットを共同配送する

ことで、一度の配達で複数の顧客に配達することができれば、基本料金相当部分を顧客の数

に応じて案分することができる。そうした共同配送のモデルケースについて、下記の通り検

討してみる。 

 

＜モデルケースの条件＞ 

配達地域：熊本県阿蘇市→熊本市内 

注文内容：薪もしくはペレット 2 カゴ分（ロールパレット使用） 

状況：同一地域で 2 名の顧客から配達の注文があった際に（この場合は熊本市）、配達希

望日について特に要望がなかった場合は、「配達日が○日でしたら、送料の割引があります

よ。」という提案を行い、承諾があった場合に共同配送を行う。 

配達商品：針葉樹薪 1 カゴ 0.8 ㎥(約 250kg)、木質ペレット 1 カゴ 25 袋（500kg） 
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ケース①：配達先が１件の場合 

配達商品 薪 ２カゴ(約500kg) 

基本料 6,240円 

追加料金 3,600円(1,800円×2) 

送料合計 9,840円 

送料単価 19.7 円/kg 

 

配達先が 2 件の場合(薪とペレットの共同配送) 

 

配達商品 薪 ２カゴ(約500kg) ペレット ２カゴ(50袋:1,000kg)

基本料 6,240円 3,120円 6,240円 3,120円 

追加料金 3,600円(1,800円×2) 3,600円(1,800円×2) 

送料合計 6,120円 6,120円 

送料単価 12.24円/kg 6.1 円/kg 

 

 モデルケースによる試算では、35%程度燃料の重量当たりの輸送費を削減できることが分

かった。配達距離が長ければ長いほど、共同配送によるメリットは大きくなる。ただし、条

件としては 2 トン車に積載できるカゴ（ロールパレット）の数が５カゴまでなので、１～３

カゴまでの小口の注文を組み合わせた場合にのみ有効となる。また、顧客の配達地域が同一

市内もくしは隣接した自治体でなければ、共同配送の提案はできないので、ある程度の顧客

の数をもたないと、こうした共同配送を提案できる機会が少なくなる。 

 いくつかの制約条件はあるものの、薪とペレットをロールパレットという規格化された

容器に入れて運搬・配達することで、送料の価格体系をシンプルにできるだけでなく、低コ

スト化も図れることが分かった。また、木質ペレットに関しては、エネルギー密度が高いた

め、複数の顧客についてまとめて配送することで、運送費を 10 円/kg 以下に抑えることが十

分可能であることがわかった。 

 

 

4.1.7  アンケート調査 

セミナーやシンポジウムの出席者に対して、アンケートを実施した。その結果を下記に示

す。回答があった150件のうち、薪ストーブを所有しているのは９件であった。その結果を下

記に示す。 

 

＜薪ストーブのユーザー＞ 

① 薪の調達方法は？ 
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事業者から購入している人はゼロであった。ほとんどが、友人知人を介して、自己調達

を行っていた。 

 

② ストーブの使用時期 

回答数 ９件 

＜開始時期＞  ＜終了時期＞ 

10月 ２件  ２月 ５件 

11月 ２件  ３月 ３件 

12月 ５件  ４月 １件 

 

 ストーブの利用期間は、11月～３月までの５ヶ月間の範囲になるが、温暖な地域では、

12月～２月の３か月間となる傾向がみられた。 

 

③ 薪の使用量 

回答数 ４件 

２㎥、４㎥、６㎥、10㎥ 各１件 

 

 ４件の回答のいずれも１件ずつであり、大きくばらついていた。ストーブや家の構造、

ライフスタイルによって大きく薪の使用量が異なることが予想される。 

 

④ 使用年数 

回答数 ８件 

平均使用年数 ３．６年 

 

 薪ストーブの平均使用年数は３．６年であり、比較的新しいユーザーが多かった。 

⑤ 購入した理由 
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薪ストーブを購入した理由はばらついており、理由は絞られないことがわかる。購入動

機を高める為には、薪ストーブのもつ様々な魅力をＰＲすることが大切であろう。 

 

⑥ 購入したきっかけ 

回答件数 ７件 

環境にやさしいから ５件 

その他 ２件 

 

 環境にやさしいからという理由が最も多かった。今回の回答者の中には、補助金や新築

をきっかけに導入した方はいなかった。 

 

＜ペレットストーブのユーザー＞ 

回答者数（ユーザー数）が２件だったため、ここでは結果のみを示し、コメントは差し控え

る。 

⑦ ペレットの使用量 

回答件数 ２件 

200ｋｇ、600ｋｇ 各１件 

 

⑧ ペレットの種類 

回答件数 ２件 

ホワイトペレット ２件 

 

⑨ ペレットの調達先 

回答件数 ２件 

県内販売店 ２件 

 

⑩ 使用年数 
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回答件数 ２件 

ホワイトペレット ２件 

 

⑪ 購入理由 

回答件数 ２件（複数回答可） 

暖房性能 １件 

環境性能 ２件 

 

⑫ 購入したきっかけ 

回答件数 ２件（複数回答可） 

補助金があったから １件 

デザインが良かったから １件 

新製品が出たから １件 

 

＜薪・ペレットストーブの非ユーザー＞ 

⑬ 薪ストーブとペレットストーブへの関心 

 

 

約28％の回答者が薪・ペレットストーブの購入に関心があることが分かった。 
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ペレットストーブよりも薪ストーブの方の関心が高いという傾向がみられた。購入はと

もかく、興味があるという段階では、半数以上の方が薪・ペレットストーブに関心がある

ことが分かった。 

⑭ 補助金の最低金額 

 

 

20～30万円の補助金を希望する人が最も多かったが、10万円であっても、約18%の方が

購入を検討することが分かった。 

 

⑮ 買いたいと思わない理由 

 

 

買いたくない理由として多い順に、予算・メンテナンス・火災等の不安であった。石油

ストーブと比較すると高価であることや、薪の調達や煙突掃除などの手間がかかること、

火を使うことに対する不安が考えられる。 
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⑯ 回答者の属性 

 

比較的温暖な宮崎・鹿児島地域の回答者は少なかった。性別では圧倒的に男性の方が多か

った。 
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回答者の年齢層は 10 代から 60 代以上まで幅広く得られた。 

 

 

環境製品の情報は、インターネット・新聞・テレビの順番で多かった。費用対効果の観点か

ら、インターネットによる情報発信が有効であることが分かった。 
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木質バイオマスやペレットストーブ、生物多様性に関する認知度が高いことから、回答者

は環境問題について関心の高い層であることが分かる。その一方で、Ｊ－Ｖｅｒや断熱２重

煙突などの認知度が低いことから、今後の薪・ペレットストーブの普及啓発活動では、こう

した認知度の低い項目について重点的に広報活動を行う必要性があると思われる。 

 

4.2. 事業実施目標の達成度と評価 

4.2.1 薪・ペレットの共同配送 

事業期間中に共同配送のニーズがなかったため実証はできなかったが、モデルケースによ

る試算によると、いくつかの制約条件はあるものの、共同配送により送料の価格体系をシン

プルにできるだけでなく、低コスト化も図れることが分かった。 

4.2.2 認知度の向上 

セミナー・シンポジウム・展示会での参加者・来場者数は、目標の 2,000 人に対し、実績

は 1,740 人であり、87％の達成度であった。 

(1) セミナー 
セミナー参加者は、人数はそれほど多くなかったものの、非常に熱心な方も多く、具体的

に薪・ペレットストーブの導入を検討している人が多かった。また、参加者のうち、数人は

具体的にストーブの導入につながったという報告があった。 

(2) 展示会 
薪割り体験と薪・ペレットストーブを組み合わせて展示することで、注目度が高まり、来

客数を増やすことができた。また、薪・ペレットストーブを並べて展示することで、その違

いや特徴が明確になり、消費者のニーズに合わせた商品を紹介することができるようになっ

た。また、来場者との会話から、薪ストーブへの関心が高まりつつあることが実感できた。

一方、ペレットストーブに関しては、全く知らなかったという反応が高い一方で、薪ストー

ブと比べると安価であることや燃料投入が自動であることなどを魅力と感じてもらえるよう

であった。 

(3) テレビ番組 
推定視聴世帯数が九州全体で５万５千世帯になるなど、セミナーや展示会に比較すると、広

報の範囲は大きかった。テレビ番組が放送された日時から、九州薪・木質ペレット協議会の

ページビューが増加する（約 100 件／日）など、一定の広報効果が見られた。また、テレビ

番組を見た方や、配布した DVD を見た方から問い合わせが数件あった。 

4.2.3 薪・ペレットストーブユーザーの拡大  

ペレットストーブユーザーを 150 件拡大するという目標に対し、協議会が平成 22 年度に行

った薪ストーブの補助金申請は、約 85 件であった。 

4.2.4 針葉樹の薪に対する意識改革 

薪は針葉樹よりも広葉樹の方が優れているという固定概念を変えることを目指したが、２

月末時点で針葉樹の売上約 30 万円（平成 21 年度の約２倍）に対し、広葉樹の売上は約 90

319



薪と木質ペレットの流通システムの共通化（NPO 法人九州バイオマスフォーラム） 

 

万円となり、３倍の開きが出た。価格が高くても広葉樹の需要が大きいことが改めて明らか

になるとともに、針葉樹の薪を普及させることの難しさも明確になった。 

4.2.5 WEB オンライン販売システムの利用率の向上とアクセス数・売上の増加 

商品売上高（取扱量）500 万円、1 日あたりの平均アクセス数 100 件という目標に対し、売

上高は約 150 万円、最大アクセス数は 120 件/日であった。 

 

4.3. 本事業で得られた今後の課題 

4.3.1  需要拡大のための広報啓発事業 

(1) セミナー 
セミナーの告知に関しては、新聞折り込みチラシを事前に 6～8 万部配布し、協議会会員や

NPO の会員・関係者にダイレクトメールを発送したが、想定よりも集客が伸びなかった。特

に、8 月に開催したセミナーは集客が厳しかった。その理由としては、ストーブのシーズン

に近づかないと、消費者の関心が高まらなかったことや、猛暑も影響していると思われる。

今後は、開催時期を 10 月以降にすることや、告知期間を長めにとること、自治体と共催する

ことで広報紙に掲載していただくなどの対策を取ることで、集客を確保したい。 

(2) 展示会 
ストーブの導入を検討している顧客層は、新築やリフォームを検討している人がおおいこ

とから、住宅展示場などでストーブの展示をすることが効果的であると予想される。また、

導入事例などを配布資料として準備することで、具体的な予算や設置方法について、検討で

きる材料を提供する必要性を感じた。 

(3) テレビ番組 
薪・木質ペレットストーブに関する認知度の向上は見られたが、具体的なオンライン販売

の売上増加には（短期的には）つながらなかった。また、テレビ番組では、直接商品を宣伝

したのではなく、木質バイオマスを利用することの重要性などの観点から番組を構成したた

め、すぐに重要につなげていくことは難しかったこともあった。 

今後は、テレビ番組としてではなく報道等で取り上げてもらうことで、お金をかけずにメデ

ィアを活用する方法について、検討を行う。 

 

4.3.2  WEB オンライン販売システム 

 ＜課題と今後の予定と対策＞ 

・オンライン販売の出店事業者数及び商品の充実 

→協議会法人会員への説明会を開催し、商品の出品数を拡大する。 

・アクセス数管理と SEO 対策 

→サイト閲覧数の管理とコストをかけずにサイトへ誘導する施策を考える 

・オンライン販売決済方法 

→1,000 円以下のクレジット決済方法に関して、書留や銀行振込、代引きなども検討する

必要がある。 

320



薪と木質ペレットの流通システムの共通化（NPO 法人九州バイオマスフォーラム） 

 

・J-Ver 制度と連動するシステムづくり 

→J-ver への参加意志確認がとれる、CO2 の排出・削減原単位を設定できるシステムにブラ

ッシュアップ。 

→J-ver など認証制度を活用し、ユーザーにメリットを還元できるシステムづくり。 

・木質ペレットおよびペレットストーブの情報が不足しているので、随時追加していく。 

5. 本事業の実施による将来展望 

5.1. オーストリアの事例にみる普及策 

オーストリアは、国のエネルギーの 14.6%をバイオマスから生産しており、4 万台のバイオ

マスボイラーが導入されている。そのうち、薪ボイラーが 8500 台導入されている。日本は、

エネルギー自給率が約４％であり、自然エネルギーは１％程度とされている。木質バイオマ

スエネルギー先進国であるオーストリアの事例にならって、今後の薪・木質ペレットの普及

戦略を検討する。オーストリアのバイオマスに関する政策（戦略）は、以下の表のようにま

とめられる。左から順に、ムチとアメとタンバリンと呼んでいる。具体的には、①規制・規

格、②補助金、③広報・人材育成などである。 

 

 

図表 5-1 オーストリアのバイオマス熱利用戦略 

 

日本国内でもオーストリアと同様に、アメ＋ムチ＋タンバリンの三位一体の取組が必要と

思われる。いわゆる産官学（企業＋行政＋研究機関）に、タンバリン役の NPO やマスコミが

役割分担しつつ連携を取りながら進めていく必要がある。九州では、九州薪・木質ペレット
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活用協議会が、そうした連携の場として機能するように、取組を進めていくことが期待され

る。 

オーストラリア国内でのペレット熱利用に関する顧客の要望について、アンケート結果を

下図に示す。オーストリアと日本では、炭素税の有無など制度面で大きな違いがあるが、価

格よりも信頼性や品質について顧客が重視していることが分かる。この傾向は、日本国内に

おいても価格的に優位のあるペレットストーブよりも、高級な薪ストーブの人気が高いこと

と共通しているのかもしれない。 

 

 

1 位：信頼性、2 位：利便性＋高品質、3 位：良いアドバイス、4 位：コストパフォーマンス、

5 位：アフターサービス 

図表 5-2 ペレット熱利用に関する顧客の要望 

 

ヨーロッパのバイオマスボイラーの燃焼効率は、90%を超えるものが多数あり、中には 95%

に達するものもある。また、一酸化炭素の排出量も限りなくゼロに近づいている（図表 5-3）。

日本製の薪・ペレットストーブが普及するためには、まずヨーロッパの技術に追いつく必要

があると思われる。 
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図表 5-3 バイオマスボイラーの燃焼効率と排ガス特性 

 

5.2. 平成 23 年度以降の重点実施項目 

(1) 需要拡大のための広報啓発 
 今後も、セミナー・展示会などを実施することで、薪・木質ペレットストーブの認知度を

高めると同時に、アンケートで明らかになった消費者の不安を払しょくできるような情報を

提供していく必要がある。具体的には、安全性、薪・木質ペレットの安定供給、メンテナン

スに関する情報などがあげられる。 

(2) 薪ボイラーの需要開拓 

 春から秋にかけての薪の需要創出と、針葉樹の薪の需要創出のために、薪ボイラーの導入

について、温泉施設や旅館などを中心に働きかけを行っていく。ボイラー1台の導入で、損益

分岐点を一気に越えられる可能性が明らかになった。 

(3) 薪・ペレットストーブのトラブル事例収集とアフターフォロー 

 クレームやトラブルが発生した場合は、普及の大きな妨げとなるので、大きな問題に発展

する前に未然に対処したい。現段階では、販売店が遠方にあって十分なサポートができない

場合や、どこに相談してよいのかわからないといったケースについて、協議会としてサポー

トすることで、トラブルを防ぐことや、顧客満足度を高めることを目指していく。 
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(4) 補助事業等の情報発信と政策提言（要望） 

 これまでのアンケート結果では、ストーブに対する補助金が大きな購入動機になることが

分かった。すでに熊本県内でも益城町や南阿蘇村が独自の補助事業の施策を予定している。

こうした情報を消費者に告知することで、ストーブのユーザー拡大を図っていく。また、こ

うした施策が木質バイオマスの普及促進につながることを自治体にも働きかけていくことで、

九州全体に普及させていくことを目指す。 
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資料１： ペレット分析結果 
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資料２：アンケート用紙 
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