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1. 事業目的 

木質ペレットは、温室効果ガス削減という観点から、一般家庭の消費者は居住地に も近い国

産間伐材由来の木質ペレットを使用するのが 適である。しかし、現在の木質ペレットのインタ

ーネットを通した流通システムには、外国産の木質ペレットや海外産木材の製材端材を由来とし

た木質ペレットから国内間伐材由来の木質ペレットまでがインターネット上に混在し、一般家庭

の消費者を対象とした｢ 寄りの国産間伐材由来の木質ペレットを購入する｣仕組みが皆無に等し

い。 

そのため、より安価な海外産木材の製材端材を原料とした大量の木質ペレットが全国の市場に

出回り、価格競争により各地域の国産間伐材由来の木質ペレットを製造している工場の経営を圧

迫している。 

その一方、インターネットを通して木質ペレットを購入する際の配送コストに関しては、木質

ペレットを販売する各事業体が各々でＷＥＢサイトを運営しているため配送業者がそれぞれ異な

り、木質ペレットの商品価格に対して高額な配送料金が発生し消費者の負担となっている。 

 

図表 1-1 現状のインターネットによる木質ペレット流通網の諸問題 

事業実施者名： WPPC 木質ペレット推進協議会 

課題名：インターネットを活用した 
J-VER 対象木質ペレット地域流通整備事業 
J-VER 対象木質ペレット WEB 出荷コントロール 
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図表 1-2 WPPC によるインターネットを活用した木質ペレットの理想的な消費モデル  

また、環境省によるオフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度・排出削減系ポジティブリス

ト・方法論Ｅ003「木質ペレットストーブ使用による」は、国内における自主的な排出削減の取り

組みを促進し、一般家庭への木質ペレット普及の原動力となる可能性を秘めている仕組みである

が、プロジェクト事業体は、各参加者のエントリーを受け付け、ペレット購買時の領収書を管理

しモニタリング排出量を取りまとめるという極めてアナログな集計作業を行わなければならず、

こうした作業がプロジェクト事業体や参加者の大きなストレスとなり、Ｊ－ＶＥＲ普及の大きな

妨げになっている。 

｢Ｊ－ＶＥＲ対象木質ペレット WEB 出荷コントロール｣は、これら課題・改善要望をクリアし、

国内間伐材由来の木質ペレットの普及と輸送の効率化により J-VER の普及と低炭素社会の実現を

図ることを目的とする。 

 

 

図表 1-3 J-VER 方法論 E003 木質ペレットストーブの使用によるオフセットクレジットの仕組み  
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2. 事業実施目標 

2.1.「顔が見える」木質ペレット販売サイトの開設 

現在、大量生産によるより安価な外国産木質ペレットや海外産木材の製材端材を材料とする木

質ペレットが市場に流通し、価格競争により全国各地の国産間伐材由来の木質ペレットを製造し

ているプラントの経営を圧迫している。その価格競争を脱し、本来的な木質ペレットへの理解と

使用の拡大を促すためには、木質ペレットの産地を明確化し消費者に地元のエネルギーを消費す

ることの環境貢献意識に働きかける必要性がある。そのため消費者の居住地に も近いペレット

プラントを容易にインターネット上で検索でき、そこで生産された木質ペレットのトレーサビリ

ティを明確化し、生産地（生産者）の「顔が見える」木質ペレット販売サイトを開設する。 

2.2.配送コストの負担低減 

日本郵政と提携し、当ＷＥＢサイトを通して全国のペレットの配送を一元的に管理することに

よるスケールメリットを提供しながらコスト削減に取り組む。日本郵政としても「環境にやさし

い木質ペレットを安価で配送する」という企業イメージアップ効果やカーボンオフセットハガキ

によるＪ－ＶＥＲ支援などＣＳＲ活動の一環として捉えることができ、双方にビジネスメリット

がある形で、通常 1,200 円（木質ペレット 10kg 袋×３）の配送料金の半額化を目指す。 

2.3.木質ペレット配送網の強化 

日本郵政の配送網と提携することにより、プラントからの直送体制を組むことができ、消費者

には注文の翌日配達が可能となる。ペレットストーブを使用する寒冷地においては、燃料供給の

迅速性も極めて重要な問題である。現在、木質ペレット販売代理店の多くは、必要十分な木質ペ

レットの在庫を保有しておらず、さらに小口個人消費者への販売に消極的なため、迅速な供給体

制が整っていないのが現状である。その課題解決のため、全国に 24,000 を超える拠点をもつ日本

郵政と提携することにより、より効率的で迅速な木質ペレットの配送体制を確立することを目標

とする。 
2.4.J-VER 参加者と WEB 購入率の拡大 

日本のインターネット利用者数が 9,000 万人を突破し、インターネットショッピングの市場規

模が５兆円を超えた現在、物の流通においてインターネット販売は必要不可欠なものである。 
本事業により国内各地域すべてを対象に、｢Ｊ－ＶＥＲ対象木質ペレット WEB 出荷コントロー

ル｣を通じて流通されることで、Ｊ－ＶＥＲ参加者が使用した木質ペレット量のカウントおよび集

計のデジタル化（明確化）と、利便性による木質ペレットの使用量を増加させることが本事業の

目標である。 
例） 新潟市木質ペレット使用によるＪ－ＶＥＲプロジェクトの場合 
・クレジット期間 2010 年 4 月 1 日～2013 年 3 月 31 日までの間の想定排出削減量は、277t-co2
を目標※（想定排出削減量 277t-co2 ： 2010 年/40t-co2、2011 年/79t-co2、2012 年/159t-co2） 
この想定排出削減量の数値が｢J-VER 対象木質ペレット WEB 出荷コントロール｣ＷＥＢサイトを

通過して、使用量を把握することを目標とする。 
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3. 事業概要 

3.1.事業実施内容 

(1) 木質ペレットのインターネット販売 WEB サイト制作 

2010 年８月の事業採択を受け、ホームページ制作プロジェクトチームを結成。ＷＥＢサイトの

ページ構成、デザイン、プログラム、サイト告知のための広告宣伝など各方面の専門家と、ＷＰ

ＰＣ木質ペレット推進協議会（以下ＷＰＰＣ）担当スタッフが綿密な打ち合わせをしてＷＥＢサ

イトの制作に取り掛かる。 
まず制作にあたってＷＥＢサイト完成まで「構造（サイト構成）」「表層（デザイン）」「要件（プ

ログラム）」「戦略（プロモーション）」という４つのステップを段階的に進行していくことを決め、

各分野の専門家が発案し、その発案事項に対してプロジェクトチームで検討し、当ＷＥＢサイト

のコンセプトのために も有効な方法を見つけ出しながら進めていく。 

 

【完成までの段階的ステップ】 

 
 

図表 3-1 全体の進行フロー 

各分野の専門家たちとプロジェクトチームを結成し、専門的な意見を取り入れながら、最も有効的な方法を検討し進行し

ていく。 
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【構造（サイト構成）】 

まず、木質ペレットのインターネット販売サイト制作に際し、運営サイド（ＷＰＰＣ）が必要

と考えるコンテンツと、ペレットストーブユーザーが望むコンテンツを洗い出す。その中から関

連するコンテンツをグループ分けし、重要度や必要な項目を精査しサイト構成図を決定する。そ

して完成までの細かなタスクを抽出して必要なページを書き出し、より重要度の高いコンテンツ、

タスクを中心とした構成を検討する。 

 

【サイト構成】 

 

 
 

図表 3-2 サイト構成図 

当初は各地のペレットプラントをトップページに配し、ショッピングモール的なサイト構成図にすることを検討

していたが、当ＷＥＢサイトのコンセプトやユーザーに安心感を与えるため運営者であるＷＰＰＣの紹介をする

ことを重視し、上記のようなサイト構成に決定した。
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【表層（デザイン）】 

トップページのビジュアルデザインは、成果を大きく左右するインパクトをもっている。コン

セプトの視覚化の作業は振れ幅が非常に大きく、その対象となるユーザーに何を訴えて、何を感

じてもらうのか？そのコンセプトに合ったデザインとはどのようなデザインか？などについて検

討会議し、デザイン性とユーザビリティ両面に優れたＷＥＢサイトの制作を行う。 
 

【各ページのデザイン】 

 

 

図表 3-3 ＴＯＰページ  図表 3-4 ショッピング TOP ページ 

ＴＯＰページはサイトのコンセプトとサイト運

営者の内容を載せユーザーに安心感を与える。
 ショッピングＴＯＰページは動画を使ったやわ

らかいデザインに。 
   

 
図表 3-5 ショッピングＴＯＰページのムービー（絵コンテ） 

ショッピングのＴＯＰページにはＦＬＡＳＨムービーを配置し、本ＷＥＢサイトのコンセプトや特長を動的に表

現することで、閲覧者の興味を引き出しその先のペレットプラント検索ページへ促す。 
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【要件（プログラム）】 

当ＷＥＢサイト制作にあたって必要とされるプログラムは「マップ検索」「郵便番号検索」「キ

ーワード検索」「Ｊ－ＶＥＲ対応ログイン機能」「Ｊ－ＶＥＲ排出量の自動計算」「ショッピング機

能」「各ペレットプラントの情報管理と公開」「会員の管理」「ニュースリリース公開」などがあげ

られる。それぞれの要求に適したプログラム言語を選択し制作する。その際、今後参加するペレ

ットプラントの増加を想定し拡張性の高いプログラムを構築するとともに、更新作業の利便性と

迅速性を優先したプログラムを構築した。 
 
【ＷＥＢ制作に必要とされるプログラム】 

 

 

図表 3-6 マップ検索プログラム 図表 3-7 ショッピング機能プログラム 

  

図表 3-8 Ｊ－ＶＥＲ対応ログインプログラム 図表 3-9 プラント情報管理プログラム 

 

 

図表 3-10 郵便番号検索キーワード検索 

プログラム 
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【戦略（プロモーション）】 

ＷＥＢのプロモーションはターゲットを絞って告知できることが強みである。検索結果連動キ

ーワード広告やメールチラシ、ＳＥＯ対策など、木質ペレットにターゲットを絞ることによって

ピンポイントでの告知を積み重ね、一定の量のアクセス、成果を追う。 

一方で、ＷＥＢサイトのいちばんの弱点は「告知機能」であることも周知の事実である。ある

程度まではＷＥＢプロモーションだけで人を集められるが、一定以上のユーザーを獲得しようと

すると、ＷＥＢの世界だけでは不可能である。特にペレットストーブユーザーは、一般的に年齢

層が高くインターネットのヘビーユーザーでない場合が多いため、各ペレットプラントやペレッ

ト販売代理店などにＷＥＢ案内チラシを配布して当ＷＥＢサイトの認知を図る。    

 

【ＷＥＢプロモーションの例】 

 

図表 3-11 ＷＥＢ案内チラシ  図表 3-12 リスティング広告 

ＷＥＢサイトのコンセプトをわかりやすく伝

え、アナログ派に有効なプロモーション。 
 インターネットのヘビーユーザーに有効なリスティ

ング広告。 
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(2)最寄りのペレットプラント検索システム構築 

ペレットストーブユーザーが、居住地に一番近いペレットプラントを日本全国のマップから容

易に検索できるシステムを開発する。ペレットストーブユーザーは自分の居住地内にどのような

ペレットプラントが存在するのかを確認して購入できるので、地域への環境意識“地元の木質ペ

レットを使う喜び”を実感できる。当初はＪ－ＶＥＲ制度内の排出削減系ポジティブリスト・方

法論｢Ｅ003 木質ペレットストーブ使用による｣プロジェクトに登録されている新潟県と長野県の

み対象だが、今後ペレットプラント数の増加と全国展開への拡張性を持ったシステムを構築する。 
 
【ペレットプラント検索ページ】 

 

図表 3-13 マップによるプラント検索ペ

ージ 

 図表 3-14 エリア別プラント検索ページ 

10 エリアに区分してある日本マップから、ユー

ザーは居住地のエリアを選択する。 
 居住県内にあるペレットプラントが表示され、

ユーザーはプラントの詳細とともに 寄りのプ

ラントを検索できる。 

 
日本を 10 エリアに分けてその地域のペレットプラントを表示。エリア別のペレットプラントの

マップ上のポイントにマウスをロールオーバーするだけで、そのプラントの概略を知ることがで

き、目的のペレットプラントを選定後、ペレットプラントの詳細、ペレットの購入に至る。また、

エリア内の各プラントの中で「Ｊ－ＶＥＲプロジェクト参加・不参加」「ＷＥＢ購入可・不可」な

ども容易に検索できる機能も追加。また、木質ペレットという商品の特性上、リピートユーザー

が多いことを考慮し、マップからの検索の他に「郵便番号」や「キーワード」から目的のプラン

トへダイレクトにアクセスが可能な機能も追加した。 
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(3)各ペレットプラントの詳細情報のデータベース化 

各ペレットプラントの詳細情報（所在地、間伐地、ペレット生産量など）が写真付きで表示さ

れるプログラムを制作。プラントの情報をデータベース化し、そのデータを元にプログラムによ

ってＷＥＢサイトに表示するため、今後のペレットプラントの増加にも迅速に対応可能なサイト

にする。 
 
【各プラントの情報ページ】 

 

 

図表 3-15 プラント詳細ページ  

プラントの所在地のほか、生産地や取り組みなど

のプラントの詳細を表示。 
 

 

図表 3-16 プラント管理ページ 1  図表 3-17 プラント管理ページ 2

ＷＥＢサイト管理者は、図表 3-16、図表 3-17 の管理ページからプラントの基本情報を入力す

るだけで即時にアップが可能となる。 
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(4)ペレット消費者のログイン機能 

Ｊ－ＶＥＲ制度・排出削減系ポジティブリスト・方法論Ｅ003「木質ペレットストーブ使用によ

る」に対応したログイン機能により、ユーザーが使用しているペレットストーブや代替燃料をロ

グイン時に把握することで、そのストーブの燃焼効率や木質ペレットによって代替された燃料の

ＣＯ２排出係数を把握し、さらにそのユーザーの購入プラントや購入履歴から木質ペレットの使

用量を把握する。そのデータをもとにＪ－ＶＥＲの計算式をプログラムし、Ｊ－ＶＥＲ参加者の

モニタリング排出量を把握することで、Ｊ－ＶＥＲのプロジェクト実施事業体やＪ－ＶＥＲ参加

者の作業負担を軽減する。これにより、Ｊ－ＶＥＲの普及につながるとともに、ユーザーもペレ

ット使用による二酸化炭素削減量を確認できるため、環境への意識が高まる。また個人情報取得

に伴うセキュリティシステムも構築する。 
 

【ＷＥＢサイトのＪ－ＶＥＲへの活用】 

 
図表 3-18 ＷＥＢサイトのＪ－ＶＥＲへの活用の仕組み図 

Ｊ－ＶＥＲ制度に基づいたログイン機能や、そのデータをもとにしたＣＯ２削減量の自動計算プログラムを配備

しているので、各地域のＪ－ＶＥＲ制度実施事業体は、本ＷＥＢサイトを活用することで作業の軽減が可能。 
 

 

図表 3-19 Ｊ－ＶＥＲに対応したモニタリング排出量を自動計算 

ユーザーはペレットを使用したことによるＣＯ２削減量を把握することでペレットを使う喜びを体験できる。ま

たＪ－ＶＥＲを実施する事業体は、ＷＥＢ運営者から各プロジェクト参加者のモニタリング排出量データを聞き

出すことで作業を軽減できる。 
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(5)ＷＥＢサイト運営に関するメンテナンス業務 

ＷＥＢサイトの更新管理や顧客との窓口業務、システムのメンテナンス等ＷＥＢサイト運営に

関する業務を行う。様々な手段でＷＥＢサイトを告知した結果、実際のペレットストーブユーザ

ーだけではなく、これから導入しようという方や、興味はあるが今は手が出せないというような

ペレットストーブ予備軍の方々から様々な意見や要望をもらい、今後のサイト運営に生かすとと

もに、将来の木質ペレット需要の拡大につなげる。 
 
(6)各ペレットプラントの情報収集 

全国各地の間伐材由来の木質ペレット製造プラントへ当ＷＥＢサイトの主旨を説明し参加要請

を行うとともに、各プラントの生産量や出荷先などの情報収集を行い、木質ペレット販売に伴う

連携を強化する。そうした活動を通じて、当ＷＥＢサイトを通して全国のペレットプラントの流

通を一元的に管理することによるスケールメリットとして配送料金の低減化を目指すとともに、

全国のペレットプラントの情報を集約し、現在日本の各地のペレットプラントで抱えている課題

抽出をする。 
事業者名 事業者名 事業者名 事業者名

北海道 滝上木質バイオマス生産組合 (協)山形ウッドエネルギー(阿部林業) 福井 中西製材㈱

㈱佐々木総業 ㈱渡会電気土木　田代工場 山梨 飯島製材所

とかちペレット協同組合 中津川バイオマス㈱ 上伊那森林組合 徳島 ㈱ツツイ市場工場

福島 ㈱アグリパワー　→廃止⇒東北緑化環境保全㈱ 長野森林組合　? 香川

遠野興産㈱岩石工場 南信バイオマス協同組合 愛媛 ㈲マルヨシ

苫小牧広域森林組合 茨城 岐阜 東濃ひのき製品流通協同組合 ㈲内藤鋼業

㈱イワクラ 栃木 アイ電子工業環境エナジー事業部 東海ライフ社 ㈱堀川建設

広教資材㈱ (アイ電子工業　ペレット販売部門)玄人軍団 木質燃料㈱ エコロジーエンタープライズ㈱

北日本精機㈱ 群馬 ㈱セレス 大垣市? ゆすはらペレット㈱

伊達市ペレット製造プラント 埼玉 (協)西川地域木質資源活用センター(もくねん工房) 南ひだウッド協同組合 須崎燃料㈲

㈱北海道環境研究所 ㈱エコ環境システム いび森林資源活用センター 仁淀川町(NEDOからの委託事業)

鶴居村森林組合 千葉 花島産業? 静岡 富士総業㈱ 池川木材工業㈲

津別町ペレット協同組合 東京 ㈲東京木質資源活用センター東京ペレット 愛知 とよね木サイクルセンター 福岡

㈲渡辺造林 神奈川 マルダイ？ 三重 アジアンリソース㈱ 佐賀

㈱エムケイ 新潟 新潟エコエネルギー㈱ 滋賀 大滝山林組合 長崎

青森 津軽ペレット協同組合 高木沢企業㈱ 京都 森の力京都㈱ ㈱エコポート九州

津軽開発協同組合 上越バイオマス循環事業協同組合 大阪 大阪府森林組合森林資源加工センター 河津造園㈱

ＺＡＩエンジニア㈱(青森営業所) 佐渡緑のリサイクル協同組合 兵庫 九州杉バイオ事業組合

岩手 葛巻林業㈱ ウッドペレット㈱ 奈良 佐伯広域森林組合

けせんプレカット事業協同組合 ㈱東新林業 和歌山 ㈱フォレストエナジー日田

㈲ラナシステム ㈱アサヒ住宅 鳥取 ㈲赤碕清掃 ㈱フォレストエナジー門川

紫波町えこ3センター ㈱アール・ケー・イー 島根 ㈲Ｖジャパンウッド ㈱三共

宮城 ㈱奥羽木工所　仙台港工場 富山 丸新志鷹建設㈱とやまペレット 岡山 山一工業㈱ 宮崎ウッドペレット㈱

YKK　AP㈱　東北事業所 小倉建設㈱ 銘建工業㈱ 鹿児島

栗駒木材㈱
筑波バイオテック能登研究所

バイオエコ燃料能登(NORA)
インノショウフォレストリー㈱ 沖縄 ㈱バイオマス再資源化センター

秋田 青木建設㈱(潟上ウッドバイオマスセンター) 社会福祉法人自生園 ㈲栗尾衛生社

北秋容器㈱リサイクル事業部 ヒロシュウ㈱

庄原さとやまペレット㈱

北海道ペレット

山形

石川

長野

広島

山口 山口県森林組合連合会

高知

熊本

大分

宮崎

 

図表 3-20 全国のペレットプラント（WPPC 調べ） 

ＷＥＢサイトを通して全国各地のペレットプラントの状況を把握し、その問題解決や課題改善につとめる。 

 
(7)ペレットの生産と消費、配送に関する状況調査 

ＷＥＢサイトを通してＪ－ＶＥＲに登録された国内の状況調査や使用量を把握し、生産と消費、

配送に関する状況を調査する。Ｊ－ＶＥＲプロジェクトの参加者数に対する当ＷＥＢサイトから

の購入率や購買量などを割り出し、今後のＪ－ＶＥＲ制度普及に対する指標を分析する。 
 

(8)J-VER の普及・啓蒙活動 

ＷＥＢサイトの顧客獲得に向け、ＷＥＢによるプロモーション（検索結果連動キーワード広告、

ＳＥＯ対策、メルマガ配信）や、ＷＥＢ案内チラシの配布、新聞などのメディアを使った宣伝、

木質バイオマス系セミナーやイベントでの紹介などの手段を用いて、木質ペレットの消費拡大と

Ｊ－ＶＥＲ制度の普及に向けた広報活動を行う。 
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図表 3-21 more trees（代表・坂本龍一）とＷＰ

ＰＣとの調印式での告知活動 

図表 3-22 木質ペレット従事者会合を開催 

  

  

図表 3-23 検索結果連動キーワード広告 

（Yahoo） 

図表 3-24 検索結果連動キーワード広告

（google） 

  

 

 

 

図表 3-25 ＷＥＢ案内チラシ 図表 3-26 ＷＥＢ案内チラシ 図表 3-27 ＷＥＢ案内チラシ 
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(9)木質ペレットの安定供給に向けた仕組みづくり 

善の木質ペレットＷＥＢ販売システムを検討するため、木質ペレットの製造から配送、販売

に関わる方々や、行政、学識者間で 善の仕組みづくりに向けた検討会議を実施。各方面の専門

家たちの意見を取り入れながら、より効率的な販売システムを検討する。 

 
図表 3-28 検討委員会 

■検討委員会参加メンバー 
(株)森のエネルギー研究所 プランナー 長崎 真由 
(財)日本ロジスティックスシステム協会 ロジスティックス 

環境推進センター副センター長 
北條 英 

郵便事業(株)新潟支店 支店長 中村 金彦 
 業務企画室郵便営業担当総務主任 桂澤 一美 
新潟市環境部環境政策課 環境企画係 係長 小泉 英康 
新潟エコエネルギー(株) 営業主任 高橋 良弘 
  （敬称略） 
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(10)木質ペレット運搬に伴う実証実験 

本事業にて配送に対し提携する日本郵政の配送網とペレットプラントからの直送体制について、

配送コストや出荷体制、荷物トレーシングなど様々な実証実験を行い、より効率的な運搬システ

ムに向けて検証を行う。 

 

図表 3-29 日本郵政による配送の実証実験 

 

 
図表 3-30 日本郵政によるＷＥＢを介した木質ペレット流通イメージ 

郵便局は受注がある・ないに関わらず各ペレットプラント（燃料販売代理店）に毎日定刻に集荷に訪れ配送する。

商品代金のやり取りに関してはＷＥＢを介さず、販売者と購入者との間で行われる。決済方法はカード決済の方

が消費者にとっては便利ではあるが、手数料などの負担やそれに応じた商品価格の変動を加味すると代引きによ

る決済が 善であると判断し、当面は代引き決済のみとする。 

423



インターネットを活用した J-VER 対象木質ペレット地域流通整備事業 

J-VER 対象木質ペレット WEB 出荷コントロール（WPPC 木質ペレット推進協議会） 

 

4. 事業実施の成果 

4.1.事業実施成果 

4.1.1. 日本郵政信越支社と協働による試験販売－ＷＥＢによる出荷数の実証実験（2010 年 12

月から 2011 年２月）  

 

(1)試験方法 

2010 年 12 月のＷＥＢサイト立ち上げに際し、新潟市木質ペレット使用によるＪ－ＶＥＲプロ

ジェクト（石油の里から木質エネルギーの里へ代替プロジェクト）参加者 36 名にＪ－ＶＥＲ対象

木質ペレットＷＥＢ出荷コントロールのＷＥＢサイトを告知し、その購入者数の割合や購入量、

また流通の際に発生する問題点や改善点などを検証する。 

 
(2)試験結果と考察 

Ｊ－ＶＥＲプロジェクト参加者 36 名のうち、約 42%にあたる 15 名がＷＥＢサイトから購入。

ただし、Ｊ－ＶＥＲプロジェクト参加者 36 名のうち、メールアドレス所有者は 24 名（Ｊ－ＶＥ

Ｒ参加申込書にメールアドレスを記載している人数）なので自宅にパソコンがない人を除くとそ

の割合は約 63%となる。ＷＥＢ購入者 15 名のうちの 53%にあたる８名の方がリピート購入して

おり、これは他のショッピングサイトでも同様であるが、一度ＷＥＢから購入して購入の仕組み

や購入方法を経験すると、２回目以降は抵抗なく購入できる購入者心理によるものと考えられる。 

図表 4-1 ＷＥＢによるテスト販売の結果 

対象者 36 名のうち約 42%にあたる 15 名がＷＥＢサイトから購入。ただし、メールアドレス所有者（ＷＥＢから

の購入可能者）は 36 名中 24 名。 
 
全体の購入量は 318 袋（3,180ｋｇ）となり、一人当たりに換算すると約 21 袋購入している。

（ただし、２月はペレットプラントの設備故障によりペレットが不足する事態が発生し、販売を

差し控えたので、順調であればその数値はもう少々増えていたと思われる）。購入者によって３～

15 袋単位に小分けに購入する方や、一度に 40 袋以上購入する方もいて様々ではあるが、それは

各家庭のペレットストーブ使用の頻度やストックヤードの有無にも関係しているものと考察する。

ただし、代引き決済では一回の取引ごとに代引き手数料が発生するため、小分けに購入する方は

その代引き手数料を多く負担しなければならない。 
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ＷＥＢ購入者アンケートによると、購入者の多くはペレットストーブ使用歴の浅い方やペレッ

トストーブを購入したばかりの方であり、ペレットの購入方法が確立していない新規のペレット

ストーブユーザーにとって当ＷＥＢサイトが有効であることがわかった。また、ＷＥＢ購入の際

の備考欄に「同時に着火剤も購入したいのですが」や「自宅奥の倉庫まで運んでもらえないか」

などの質問事項があり、それぞれの質問に対するＷＥＢサイト運営者としての対応や、販売代理

店、日本郵政などの対応なども今後協議していかなければならない。ただしＷＥＢサイト利用者

からの購入に対してのクレームは一切なく、ＷＥＢサイトの本格稼働に向けては良好なシステム

を構築できたと思われる。 

 

(3)効果 

実証実験を通じて、ペレットストーブユーザーの現実を汲み取ることに成功した。木質ペレッ

ト購入における個人差や代引き手数料の問題など、より実効的なＷＥＢサイト構築には欠かせな

い事象をとらえることができた。これらは、数値化されるものではないが、より豊かなインター

フェースデザインや、将来的なＷＥＢサイト機能構築を考えたとき、大きな財産になるものと思

われる。
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4.1.2. ＷＥＢプロモーションにおける効果の検証 

(1)試験方法 

Ｊ－ＶＥＲ対象木質ペレットＷＥＢ出荷コントロールのＷＥＢサイトでの販売にむけて「ペレ

ットを購入したい人」や「ペレットについて知りたい人（潜在的なペレットユーザー）」に対し、

どのようなＷＥＢプロモーションが効果的かを調査するため、様々な手法でＷＥＢプロモーショ

ンを行い、その効果や必要性、費用対効果について検証した。 

 
(2)試験結果と考察 

インターネット人口が 9,000 万人を超え、６歳以上の総人口比の 75%がインターネットを利用

しているとはいえ、その中から木質ペレットという限られた世界の人へＪ－ＶＥＲ対象木質ペレ

ットＷＥＢ出荷コントロールのＷＥＢサイトを普及させるためには、効率の良い広告戦略による

サイトの告知が 重要課題となる。いくらＷＥＢサイトを立ち上げてもユーザーへの認知や購買

促進につながる働きかけをしなければ意味をなさない。そこでＷＥＢサイトへの集客のため、ｇ

ｏｏｇｌｅやＹＡＨＯＯなどの検索エンジンを利用したリスティング広告（検索結果連動広告）

やＳＥＯ対策、アクセス解析、ＷＥＢチラシなどを通じてその効果や必要性、費用対効果などを

検証した。 
〈ＷＥＢチラシ〉 
急速に発展し進化するインターネットの世界だが、一番の弱点である「告知機能」については

未だ解決の糸口が見えない。ある一定のユーザー（インターネットのヘビーユーザー）に対して

は様々なＷＥＢプロモーションにより告知可能であるが、それ以上のユーザー獲得のためにはテ

レビや新聞などのマスメディアの力や、ダイレクトメールやチラシなどの印刷媒体に頼ることが

重要である。そこでアクセス数獲得のため各ペレットプラントやペレットストーブメーカー、販

売代理店向けにＷＥＢチラシを配布した。 

〈リスティング広告〉 

「ペレットに興味がある人」が、検索エンジンにどのようなキーワードを入力しＷＥＢ検索する

のかを想定し、そのキーワードに対して検索結果連動広告に出稿しその効果を測定。 

 

図表 4-2 検索結果連動キーワード広告（Yahoo） 図表 4-3 検索結果連動キーワード広告（google）
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●広告出稿キーワード（第１回） 

 

上記キーワードのうち検索上位 15 位以下の広告出稿を停止し、新たなキーワードに入れ替えるこ

とでより効果的なキーワードを精査していく。 

●検索キーワード上位 15 位 

 

また、同時にそれぞれの検索エンジンの上位に表示されるようＳＥＯ対策を施す。 

 

このＷＥＢチラシ、リスティング広告、ＳＥＯ対策により「ペレットに興味がある人」のアク

セス獲得につなげ、アクセス数は 28％向上した。その中でも費用対効果を考えるとリスティング

広告が も有効的と考えられる。ただし、リスティング広告は多くのキーワードに対し広告出稿

でき、より確実に多くの「ペレットに興味がある人」のアクセス数を獲得できる半面、クリック

数に応じて課金されるのでその費用負担については検討する余地がある。ＳＥＯ対策については、

上位表示されるための仕組みが解明されていないため、安定して上位表示されるためには技術や

時間が必要で効果も不確実である。また、ＷＥＢチラシに関しては、ＷＥＢサイトの主旨や内容

をわかりやすく告知ができ、ペレットストーブユーザーに多い年配層やアナログ派のユーザー獲

得には非常に効果的であるが、印刷コストや郵送コスト、そしてそれによるＣＯ２排出ロスを考

えると問題点も多い。 

 

(３)効果 

このようなＷＥＢプロモーションにより、アクセス数が 28％増加し会員登録者数は 1,872人（２

月 28 日現在）となった。この人数には、「ペレットストーブに興味がある人」や「ペレットスト

ーブを購入しようとしている人」などペレットストーブユーザー予備軍が多いことが想定され、

そういう意味では今後の本格稼働に向けて期待できる。また、ＷＥＢサイトへのお問い合わせ件

数も 94 件あり（２月 28 日現在）、そのような全国のペレットストーブユーザーや予備軍の生の

声を聞けたことも大きな収穫であり、今後それらの意見を参考にＷＥＢサイトをブラッシュアッ

プしていく必要がある。 
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図表 4-4 ＷＥＢサイトからのお問い合わせ 

 

〈ＷＥＢサイトに寄せられたお問い合わせ（一部抜粋）〉 

 木質ペレットに興味があります。ストーブの購入を考えていますが、住んでいる地域のストーブ販売店をひ

とつひとつを回るのもなかなか時間がないので、展示会開催などの情報があると助かります。  

 各ペレットのペレットストーブに向いている、向いていない等ペレットの質について情報がありますか?ペレ

ットによって燃費の良し悪しはありますか？  

 これから先も送料無料にはなりませんか？  

 日本全国どこのペレットを買っても自宅へ配送してもらえるのでしょうか？  

 もう少しペレットの価格が安くなるとうれしいです。  

 新潟市秋葉区の取り組みの内容や参加するにはどうしたらよいのか知りたいです。サイトから参加申し込み

はできないのでしょうか。  

 我が家にもペレットストーブを導入しようと思うのですが、どこのストーブを購入したらいいのか悩んでい

ます。ぜひストーブの情報も載せてください。  

 ショッピングサイトの「キーワードから探す」という意味がわかりません。特に問題はないですが、ペレッ

ト工場を検索するのに特定キーワードがあるのでしょうか? 

 秋田在住なのですが、いつ秋田県でも購入できるようになりますか？  

 J-VER に参加していないのですが、購入可能ですか？ 

 このサイトをもっと早く知っていれば購入していました。来年は利用させていただきます。  

 とても興味深い活動をされている団体様と感動いたしました。こどもに話してあげたいと熟読しても、なか

なか私では難しく…。こどもが読んでみてもわかるこども用サイトは、作成予定ありますか？また、ここな

らわかりやすいというおすすめサイトはありますか？  

 木質ペレットのサイト利用でペレットの購入を考えています。送料無料のキャンペーンはいつまでですか？

キャンペーンが終わったら送料はいくらになるのでしょうか？  

 ショッピングサイトでの取扱いはペレットのみでしょうか？  

 ペレットストーブを使うのには、 適な燃料などはありますか？  

 新聞を見てこのサイトを知りました。今後利用させていただこうと思うのですが、代引き以外はできないの

でしょうか？  

 ペレットと一緒に着火剤も売ってもらえないでしょうか？  

 他の工場からはいつ買えるようになるのでしょうか？  

 もっと工場の詳細情報を載せていただきたい。  

 ペレット普及はいろいろな課題もあると思いますが、日本の森林の為に頑張って下さい。  
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4.1.3. ＷＥＢによるＪ－ＶＥＲ対応プログラムの実証実験 

(1)試験方法 

Ｊ－ＶＥＲ制度に対応した（エントリー、各参加者のペレット購買量の把握、モニタリング排

出量の自動計算）ＷＥＢサイト制作にあたり、アナログでの集計作業を検証しながらデジタル化

による合理性や妥当性、適合性などを検証する。 

 

図表 4-5 Ｊ－ＶＥＲ制度を実施する上での３つの大きな作業負担 

 
(2)試験結果と考察 

Ｊ－ＶＥＲ制度・方法論Ｅ－003「ペレットストーブ使用による」のプロジェクトを実施するに

当たり、プロジェクト実施事業体が直面する困難な作業を大きく分けると①参加申込受付②参加

者の購入量の把握③モニタリング排出量の計算が挙げられる。 
①参加申込受付 
アナログ作業では、Ｊ－ＶＥＲ対象者（ペレットストーブユーザー）に「Ｊ－ＶＥＲ制度のご

案内」や「購入量の把握方法」「参加申込書」などを郵送や手渡しなどで配布し、参加意思のある

方から参加申込書を受け取り参加者を取りまとめる。そのためプロジェクト実施事業体は対象者

リストにもよるが、数十人から数百人もの対象者に資料を送付し、返信用封筒等により参加申込

書を受け取る。さらに参加申込書の不備などがあると、改めて参加申込書を送り記載事項の誤り

を直してもらう必要がある。これらの作業は、プロジェクト実施事業体にとって大きなストレス

であると同時に、郵送代金も大きな負担となる。 

アナログの参加申込書をデジタル化するにあたって、代替燃料と使用ペレットストーブの把握

という箇所が重要項目となる。代替燃料によるＣＯ２排出係数の違いや使用しているペレットス

トーブによる燃焼効率を元にモニタリング排出量を算出するため、各参加者の詳細な情報を獲得

し、さらにペレットストーブメーカーに対しそれぞれのペレットストーブの燃焼効率を確認する

とともに、新型ペレットストーブの発売情報の入手とその更新作業が必要である。 
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ログイン画面に J-VER の申し込みに 

必要な項目を記載.。 

図表 4-6 Ｊ－ＶＥＲ参加申込書  図表 4-7 ＷＥＢログインフォーム 

アナログによる参加申込書。上記申込書をＪ－

ＶＥＲ対象者に配布し、参加申込書の返信によ

り参加の意思を確認する。対象者ではあるが参

加意思のない方への送付や返信用封筒の用意

など作業的、金銭的コスト負担が大きい。 

 ＷＥＢからの参加申込は、参加意思のある方の

み抽出でき、アナログでは多くみられる参加申

込書の不備なども回避できる。 

 

②参加者の購入量の把握 

Ｊ－ＶＥＲプロジェクトを実施するにあたり、プロジェクト実施事業体が も苦労するのが購

入量（使用量）の把握である。ペレット購入時の領収書により各参加者の購入量を把握するのが

一般的ではあるが、その際に領収書に「購入者のフルネーム（上様禁止）」「製造元と品名の明記」

「購入数量」「購入日付」が明記されていなければならない。 

プロジェクト実施事業体によりその集計方法は異なるが、アナログでは各参加者がどこからペ

レットを購入しているかをヒアリングし、必要記載事項を記入した専用伝票を参加者に配布する

か、販売代理店の協力のもとＪ－ＶＥＲ参加者が購入した際に、販売代理店から購入者の領収書

をもらうなどの方法がある。 

しかし専用伝票配布の方法でも、参加者はそれを販売店に持参して領収書をもらい、それをま

とめて実施事業体に送るという作業をしなければならない。販売代理店の協力があった場合でも、

販売代理店は既存の販売システムに改良を加えることが必要であるため、どちらの方法でも大き

なストレスとなる。 
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図表 4-8 ペレット購入量把握のための領収書 

Ｊ－ＶＥＲ制度において木質ペレットの使用量として確認するには「購入

者のフルネーム（上様禁止）」「製造元と品名の明記」「購入数量」「購入日

付」が明記された領収書が必要。そのどれか一つでも明記されていないと

使用量としてカウントできない。 

 

図表 4-9 購入履歴画面 

ＷＥＢ購入による購入履歴には、上記の必要な記載事項がすべて明記され

る。 
 

これらの膨大な作業負担が、ＷＥＢから購入することでＪ－ＶＥＲ制度のルールに乗っ取った必

要な記載事項すべて明記した購入履歴により把握できる。 
 
③モニタリング排出量の自動計算 
①、②をもとにＪ－ＶＥＲの計算式をプログラミングすることにより、購入すると瞬時に購入者

のモニタリング排出量（ＣＯ２削減量）が計算される。これより参加者は木質ペレットを使うこ

とによるＣＯ２削減量を確認できるほか、プロジェクト事業体は各参加者のモニタリング排出量

計算作業が軽減される。 
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図表 4-10 モニタリング排出量自動計算画面 

ログイン時に、ユーザーが使用しているペレットストーブや代替した燃料

を把握し、その燃焼効率やＣＯ２排出係数などから、使用した木質ペレッ

トの量をもとにプログラムによりモニタリング排出量を算出。 
 

(3)効果 

①、②、③のアナログ作業とデジタル作業を並行して行ったことで、改めてＪ－ＶＥＲ制度（方

法論Ｅ－003 ペレットストーブ使用による）を実施するにあたって本ＷＥＢサイトの必要性を感

じた。方法論Ｅ－003 は、個人のペレットストーブユーザーが主体となるため、当然プロジェク

ト排出量（Ｊ－ＶＥＲクレジット）は他の方法論に比べ少ない。 
しかし、実施事業体の作業負担は多く、民間ベースでは採算性を考えると手を出しにくい仕組

みである。ただ、一般のペレットストーブユーザーが身近にカーボンオフセットを体験でき、さ

らに地域の活性やエネルギーの地産地消の考え方に準じた仕組みであり、ペレットの普及の原動

力となる可能性を秘めた制度であることは間違いない。 
今後全国各地でＪ－ＶＥＲを始めようという事業体が増え、その事業体がこのＷＥＢサイトを

利用することで作業の軽減につながり、このＷＥＢサイトがエネルギーの地産地消によるＪ－Ｖ

ＥＲ制度の普及につながる一助になればと思う。 
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4.1.4. 日本郵政との配送に関する実証実験 

(1)試験方法 

本ＷＥＢサイトにて提携する日本郵政の配送網とペレットプラント（販売代理店）からの配送

の形態や配送体制、配送コストや出荷体制、荷物トレーシングなど様々な実証実験を行い、より

効率的な運搬システムに向けての実証実験。また、Ｊ－ＶＥＲ参加者の購入量把握のための日本

郵政の領収書や受け取り証明について検証を行う。 

 
(2)試験結果と考察 

ＷＥＢサイト立ち上げに際し、日本郵政信越支社と効率的な配送形態、また配送料金に関して

協議を重ね、より良い運搬システムを実証実験した。 
 
〈配送の形態〉 
日本郵政より 10ｋｇ入りペレット袋を３袋束ねた形態が、ちょうど「ゆうパック 120 サイズ

（縦・横・高さの合計が 120ｃｍ、重さ 30ｋｇ以内）に該当するとの提案を受け、基本的な運搬

形態を「ゆうパック 120 サイズ」に決定。販売代理店と 10ｋｇを３袋束ねた状態での発送方法を

協議し、ラッピングによる束縛が も作業効率が良いとのことから、受注に応じてラッピングし

発送した。 
３回のテストをした結果、到着の際に袋が破損してペレットが流出する事態が発生。その結果

を受けて、日本郵政とそうした場合の対処方法を検討したが、損害賠償という形での対処になる

との見解をうける。ただし、商品の価格とその流出に応じた損害賠償と考えると購入者の理解が

得られないことが考えられるので、販売代理店側は縦と横二重にラッピングをして発送し、日本

郵政側もより慎重な配送を各支社に伝達することで再発防止に努めることにした。そうした努力

の結果、その後破損は見られていない。 
 

 

 

 

図表 4-11 木質ペレット１０ｋｇ×３袋  図表 4-12 配送により破損した袋 

10ｋｇ入り袋を３袋束ねると、ゆうパック 120
サイズにちょうど該当する。 

 破損した穴は小さくても、中から大量のペレッ

トがこぼれ落ち、その処理に苦労した。 
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〈配送料金〉 
ゆうパック 120 サイズの県内における基本運賃は 1,200 円である。ペレット３袋で 1,200 円と

いうことは１袋あたり 400 円となり、さらに代引き手数料を含めると商品価格とほぼ同額の配送

コストとなり、購入者の要求に適合しない価格構成となる。それを踏まえ、日本郵政とともに双

方にビジネスメリットがある形の提案で価格交渉をしていき、ゆうパック 120 サイズを 690 円（１

袋 230 円）で配送するという契約に成功した。さらに霞が関本社の日本郵便事業（株）経営企画

室にＷＥＢサイトからの配送料金に関する検討セクションを設け、１袋 100 円を目指してお互い

に連携しあうことに決定。その実現のためにもより多くのペレットプラントの参加と購入者の増

加がカギとなる。 
 

 

ペレットストーブ販売台数 
累計１万台突破！  

年間 2,500 台増加！  

年間１５０日ストーブ稼働、 
１日１袋（１０キロ）消費として  

年間 150 万袋の流通が発生！  

図表 4-13 スケールメリットとしての根拠 
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また、配送料金とは別に配送にかかる経費に関しても検証してみた。日本郵便の代引き手数料

は一律で 250 円ではあるが、それ以外の経費として、受取人から預かった代金を差出人の指定の

口座へ送金する際の「送金手数料」が発生する。この送金手数料は、普通為替の場合（送金日数：

配達日の２～３日後）３万円未満 420 円３万円以上 630 円、通常払込の場合（送金日数：配達日

の３～４日後）３万円未満 120 円３万円以上 330 円、電信払込の場合（送金日数：配達日の１～

２日後）３万円以上 525 円３万円以上 735 円となる。これ以外にも代金引換まとめ送金サービス

というものがあるが、月間代引差出個数とそれに応じた代金引換料金を考慮すると現実的ではな

い。（代引差出個数 1,000 個未満の場合、代金引換手数料 360 円）したがって、できるだけ安価で

配送するとなると通常払込を選択することとなる。以上をまとめると日本郵便による商品の配送

にかかる経費は以下のようになる。 
●商品代金３万円未満の場合＝商品代金＋代引き手数料 250 円＋送金手数料 120 円 
●商品代金３万円以上の場合＝商品代金＋代引き手数料 250 円＋送金手数料 330 円 
■ペレット１袋（10kg）@500円の場合の購入数による料金の比較

１セット購入の場合 ５セット購入の場合 １０セット購入の場合

ペレット価格 500円×3袋 @1500円 ペレット価格 500円×3袋 @1500円×5 ペレット価格 500円×3袋 @1500円×10

運賃 230円×3袋 @690円 運賃 230円×3袋 @690円×5セット 運賃 230円×3袋 @690円×10セット

代引料 250円×1口 @250円 代引料 250円×1口 @250円 代引料 250円×1口 @250円

送金手数料 120円 送金手数料 120円 送金手数料 120円

合計2560円 合計11320円 合計22270円

10kgあたり853円 10kgあたり755円 10kgあたり742円

１３セット購入の場合 １４セット購入の場合 ２０セット購入の場合

ペレット価格 500円×3袋 @1500円×13 ペレット価格 500円×3袋 @1500円×14 ペレット価格 500円×3袋 @1500円×20

運賃 230円×3袋 @690円×13セット 運賃 230円×3袋 @690円×14セット 運賃 230円×3袋 @690円×20セット

代引料 250円×1口 @250円 代引料 250円×1口 @250円 代引料 250円×1口 @250円

送金手数料 120円 送金手数料 330円 送金手数料 330円

合計28840円 合計31240円 合計44380円

10kgあたり739円 10kgあたり743円 10kgあたり740円

３０セット購入の場合 ４０セット購入の場合 ５０セット購入の場合

ペレット価格 500円×3袋 @1500円×30 ペレット価格 500円×3袋 @1500円×40 ペレット価格 500円×3袋 @1500円×50

運賃 230円×3袋 @690円×30セット 運賃 230円×3袋 @690円×40セット 運賃 230円×3袋 @690円×50セット

代引料 250円×1口 @250円 代引料 250円×1口 @250円 代引料 250円×1口 @250円

送金手数料 330円 送金手数料 330円 送金手数料 330円

合計66280円 合計88180円 合計110080円

10kgあたり736円 10kgあたり735円 10kgあたり734円  
このことから代引き手数料は、購入数にかかわらず１回の取引によって発生するので、一度に

大量のペレットを購入した方が１袋あたりの送料や代引き手数料など含む諸経費は割安になるが、

３万円以上の購入となると送金手数料が 330 円になるため必ずしも割安にはならないことがわか

る。別表のとおりペレット１袋 500 円で換算した場合、１セット（３袋）を 13 セット購入した

場合の諸経費は１袋 239 円なのに対し、合計金額が３万円を超える 14 セットを一括購入した場

合の諸経費は１袋 243 円となる。またそれ以上の大量購入に関しては、僅かずつではあるが諸経

費は割安になっていく。商品の特性上、一度に 20 袋以上まとめて購入する場合が多いため、消費

者にとってお得な購入方法をメールマガジンなどでお知らせする必要がある。 
 
(3)効果 
実際の配送にかかる実証実験からはぺレットプラントと配送業者における共通認識の大切さが

浮き彫りとなった。出荷形態の決まりごとから、破損を避ける工夫、 も適した配送手段の構築

に向けて、情報交換を行いながら、配送品質を「より安心」なものにしていく共同目標を持つこ

とができたと考えられる。

435



インターネットを活用した J-VER 対象木質ペレット地域流通整備事業 

J-VER 対象木質ペレット WEB 出荷コントロール（WPPC 木質ペレット推進協議会） 

 

4.2.事業実施目標の達成度と評価 

4.2.1「顔が見える」木質ペレット販売サイトの開設 

外材由来の木質ペレットの市場流通や、それに伴う国産間伐材由来のペレット製造プラントの

不当な価格競争による経営圧迫の課題や、ペレットストーブユーザーを中心とした小口のペレッ

ト消費者に「安全で安心なペレットを出来るだけ安価で安定供給できるか」という命題に対し、

生産者（生産地）を明確化した「顔が見える」木質ペレット販売サイトを開設することで、遠距

離配送によるＣＯ２の排出ロスを軽減し、地産地消による理想的なペレットの販売の仕組みづく

りを目指した。 

そのためには当ＷＥＢサイトにおいて、地域における自主的な排出削減の取り組みを推進する

Ｊ－ＶＥＲ制度に適合させることが重要であったが、Ｊ－ＶＥＲに対応したＷＥＢサイトを作る

には、アナログでのＪ－ＶＥＲのルールに乗っ取った算定式や集計方法を具体的に実施してから

プログラム化し検証しなければならず、当ＷＥＢサイトの立ち上げが当初の予定より１カ月遅れ

てしまった。しかしながらそれらの細かな検証を経て全国各地のペレットプラントへ、より完全

なサービスとして提供できるペレット販売ＷＥＢサイトを構築することができた。 

このＷＥＢサイト開設をふまえ、ＷＰＰＣが把握している全国の 95 ペレットプラントへ当Ｗ

ＥＢサイトの主旨を説明し参加の要請を行い、現在までに 29 プラントが来期以降に参加に前向

きとの返事を受けた。しかし、各ペレットプラントともペレットストーブユーザーを主とする小

口消費者に対する販売に消極的なのに加え、繁忙期の人手不足の問題を抱えているため現実的に

はペレットプラントからの直販ではなく、その地域の燃料販売代理店が実際の販売業務を行うと

いうのが現実的である。 
 

 

図表 4-14 全国のペレットプラントの分布と参加プラント 
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事業者名 事業者名 事業者名 事業者名

北海道 滝上木質バイオマス生産組合 (協)山形ウッドエネルギー(阿部林業) 福井 中西製材㈱

㈱佐々木総業 ㈱渡会電気土木　田代工場 山梨 飯島製材所

とかちペレット協同組合 中津川バイオマス㈱ 上伊那森林組合 徳島 ㈱ツツイ市場工場

福島 ㈱アグリパワー　→廃止⇒東北緑化環境保全㈱ 長野森林組合　? 香川

遠野興産㈱岩石工場 南信バイオマス協同組合 愛媛 ㈲マルヨシ

苫小牧広域森林組合 茨城 岐阜 東濃ひのき製品流通協同組合 ㈲内藤鋼業

㈱イワクラ 栃木 アイ電子工業環境エナジー事業部 東海ライフ社 ㈱堀川建設

広教資材㈱ (アイ電子工業　ペレット販売部門)玄人軍団 木質燃料㈱ エコロジーエンタープライズ㈱

北日本精機㈱ 群馬 ㈱セレス 大垣市? ゆすはらペレット㈱

伊達市ペレット製造プラント 埼玉 (協)西川地域木質資源活用センター(もくねん工房) 南ひだウッド協同組合 須崎燃料㈲

㈱北海道環境研究所 ㈱エコ環境システム いび森林資源活用センター 仁淀川町(NEDOからの委託事業)

鶴居村森林組合 千葉 花島産業? 静岡 富士総業㈱ 池川木材工業㈲

津別町ペレット協同組合 東京 ㈲東京木質資源活用センター東京ペレット 愛知 とよね木サイクルセンター 福岡

㈲渡辺造林 神奈川 マルダイ？ 三重 アジアンリソース㈱ 佐賀

㈱エムケイ 新潟 新潟エコエネルギー㈱ 滋賀 大滝山林組合 長崎

青森 津軽ペレット協同組合 高木沢企業㈱ 京都 森の力京都㈱ ㈱エコポート九州

津軽開発協同組合 上越バイオマス循環事業協同組合 大阪 大阪府森林組合森林資源加工センター 河津造園㈱

ＺＡＩエンジニア㈱(青森営業所) 佐渡緑のリサイクル協同組合 兵庫 九州杉バイオ事業組合

岩手 葛巻林業㈱ ウッドペレット㈱ 奈良 佐伯広域森林組合

けせんプレカット事業協同組合 ㈱東新林業 和歌山 ㈱フォレストエナジー日田

㈲ラナシステム ㈱アサヒ住宅 鳥取 ㈲赤碕清掃 ㈱フォレストエナジー門川

紫波町えこ3センター ㈱アール・ケー・イー 島根 ㈲Ｖジャパンウッド ㈱三共

宮城 ㈱奥羽木工所　仙台港工場 富山 丸新志鷹建設㈱とやまペレット 岡山 山一工業㈱ 宮崎ウッドペレット㈱

YKK　AP㈱　東北事業所 小倉建設㈱ 銘建工業㈱ 鹿児島

栗駒木材㈱
筑波バイオテック能登研究所

バイオエコ燃料能登(NORA)
インノショウフォレストリー㈱ 沖縄 ㈱バイオマス再資源化センター

秋田 青木建設㈱(潟上ウッドバイオマスセンター) 社会福祉法人自生園 ㈲栗尾衛生社

北秋容器㈱リサイクル事業部 ヒロシュウ㈱

庄原さとやまペレット㈱ 参加意思のあるプラント

北海道ペレット

山形

石川

長野

広島

山口 山口県森林組合連合会

高知

熊本

大分

宮崎

図表 4-15 参加予定プラント一覧 

95 プラント中 29 プラントが本事業に参加に前向きとの返答。今後さらなるプラントの参加を要請していく

予定。  
 
また、日本郵政信越支社と協働による試験販売（新潟エコエネルギーをモデルにしたＷＥＢに

よる出荷数の実証実験）では、ＷＥＢ告知人数（ＷＰＰＣがメールアドレスを把握し告知可能な

Ｊ－ＶＥＲ参加者）36 人に対して 42％にあたる 15 人の購入者がいて、その総出荷数：318 袋 
（3,180ｋｇ） 1 人当たり 21.2 袋 （212ｋｇ） 売上：190,800 円 （１人当たり：12,720 円） と
なった。単純計算ではあるが全国のペレットストーブ所有者約１万人に当てはめると 4,200 人が

購入 総出荷数 89,040 袋（890.4 トン） 売上：5,342,400 円となる。 
もちろんこの数字はあくまでも参考ではあるが、当ＷＥＢサイトを利用した人の多くは「 近

ペレットを購入した人」であることや、これからのペレットストーブの普及率、また燃料という

特性上、利用者のリピート率が高いことを加味すると、来期以降に期待が出来る数字である。 

 

図表 4-16 試験販売から見るペレット販売の現状 

ＷＥＢからの購入者の多くは 近ペレットストーブを購入した人で、以前からペレットストーブを使

用されていた方は、既存の購入方法の方が慣れている、もしくはＷＥＢ購入の方が手間であるため購

入しない場合が多い。 ペレットストーブ購入したばかりの方、これから購入を考えている方にはＷＥ

Ｂ通販は有効である。そういう意味では今後に期待が出来る。  

全国各地のペレットプラントの流通体制を検証すると、残念ながらまだ全国のペレットの生
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産・供給体制は未発達で、価格も地域によって大きく差がある。そんな中、ペレットの需要と供

給を上手くかみ合わせるために、このサイトを通じて、各地域のエネルギー需要の形態や消費者

を把握し、供給側のペレットプラントと消費側のユーザーの意見に耳を傾け、それぞれが連携し

てペレットの利用推進とペレットストーブの普及、そして、木質ペレットの安定的な供給に向け、

当ＷＥＢサイトを積極的にＰＲしていくことが必要である。  
 そして、今後さらに木質ペレットの需要拡大を進めていくために、木質ペレットの販売だけで

はなく、地域での取り組み事例の紹介、ペレットストーブの開発情報、木質ペレットの販売価格

などの情報の提供を行うポータルサイト的な役割を担うＷＥＢサイトにすることが重要だと考え

る。 

 

図表 4-17 ＷＥＢサイトの今後の展開 

木質ペレットの販売だけでなく、地域の取り組み事例やペレットストーブ

のメンテナンス情報、ペレットストーブユーザーのコミュニティなど木質

ペレットに関連するポータルサイトへ。 
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4.2.2 配送コストの負担低減 

本事業開始とともに日本郵政信越支社に対し、木質ペレットの特性や環境への評価などをふま

えた本事業の主旨を説明し、ＷＥＢサイトでペレットを販売するにあたり配送に関する協力体制

をつくった。配送形態や集荷方法、決済の仕組みなど様々な協力体制を組むなかで、一番の課題

となるのは配送料金に関してである。ゆうパック 120 サイズの同一県内の配送料金は通常 1,200
円（１袋あたり 400 円）のところ、当ＷＥＢサイトによる全国のペレットプラントの一元的管理

やそのスケールメリット、また日本郵政としての環境にやさしいペレットを安価で運ぶことへの

社会貢献、企業イメージアップ効果などお互いのビジネスメリットを考慮した交渉の結果、当初

目標の半額化には至らなかったが、当ＷＥＢサイトからの購入者に対しては配送料金 690 円（１

袋あたり 230 円）で配送することの承諾を得た。 
その後、１袋あたり 100 円を目指し、霞が関に本社がある日本郵便事業（株）と交渉を重ね、

同社の経営企画室内にペレットの配送料金に関する検討セクションを設け、より一層の配送コス

ト低減にむけた努力をしているところである。 

 

図表 4-18 霞が関に本社がある日本郵便事業（株） 

本事業における木質ペレットの配送料金について、日本郵便事業（株）に

検討セクションを設置。 

 

4.2.3 木質ペレット配送網の強化 

日本郵政と提携し、効率的な配送体制を検討する一方で、全国各地のペレットプラントの生産・

供給体制や、Ｊ－ＶＥＲ対象者のアンケートをもとにした購入方法の調査などあらゆる角度から

ペレットの配送に関する仕組みを考察したところ、当初の事業目標であった「燃料供給の迅速性」

に関しては、それほど重要度が高くないとの結論に至った。その理由として、ペレットストーブ

を使用する寒冷地においては、燃料の供給は重要であるがゆえに各家庭が一カ月分単位で大量購

入をして自宅に備蓄する場合が多いことが挙げられる。 
そのことを踏まえ、日本郵政の当ＷＥＢサイトによるペレットの集荷体制に関して、各ペレッ

トプラント（販売代理店）への毎日定刻の集荷体制（その日の注文がある・ないに関わらず集荷

に訪れる）のほかに、週二回の集荷体制という方法も現在検討中である。その場合、 長でＷＥ

Ｂで購入してから４日間で商品が届くことになるが、そのかわり配送料金の低減が可能となり消

費者にとって利益となる。 
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4.2.4Ｊ－ＶＥＲ参加者とＷＥＢ購入率の拡大 

Ｊ－ＶＥＲ制度は、その制度自体の完成度や 2013 年以降の存続について疑問視する意見が多

い制度であることも事実である。しかし、その地域における自主的な排出削減の考え方やそれに

よる地域活性、都市と地域の経済的交流など、一般の消費者がカーボンオフセットを身近に感じ、

木質ペレットを普及させる原動力となる可能性を持った制度であることも事実である。実際に、

今後この制度を活用してカーボンオフセットによる地域活性に取り組もうという事業体も多く見

られる。 
ＷＰＰＣでは、本ＷＥＢサイトを通してこれらの事業体と連携を取り、各地域における木質ペ

レットによる地域の取り組みやＪ－ＶＥＲ制度などについて情報を共有し、青森、宮城、富山、

山口の各県で木質ペレットの普及活動をする事業体の賛同を得て、各地にＷＰＰＣ支部を立ち上

げ地産地消によるペレットの普及に向けて取り組んでいくこととなった。こうした成果が、全国

の各地域におけるＪ－ＶＥＲ制度の普及とそれにともなうＪ－ＶＥＲ参加者の増加につながると

期待している。また、その結果としてＷＥＢ購入率の拡大とペレットの普及による低炭素社会の

実現が可能となることを期待する。 

 

図表 4-19 各地域における木質ペレット普及団体との連携 

各地域で木質ペレットの普及に取り組む事業体と情報の共有など連携を

取りながら、ＷＥＢサイトの利用率拡大や木質ペレットの普及に取り組

む。 
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4.3.本事業で得られた今後の課題 

4.3.1 ペレットプラントとの連携 

本事業を実施していく中で、全国各地のペレットプラントへ本事業の主旨を説明に行き、その

中で全国各地のペレットプラントの経営状況を含めた、その地域におけるペレットの普及状況や

課題・問題点を知ることが出来た。 
全国各地で共通しているのは、多くのペレットプラントはペレットの市場における価格競争に

より経営に不安を抱いているということである。特に間伐材由来のペレットを製造しているプラ

ントは、材を購入して仕入れなければならないため価格競争には対抗しきれないという側面があ

る。そのため人的コストを軽減するため出来るだけ 小限の人数でペレットプラントを経営して

いる。 
 

 

 

図表 4-20 未利用材の搬入  図表 4-21 袋詰め作業 

プラントの運営には多くの人員を必要とするため、ＷＥＢ購入への対応ができないところも多い。 

 

 

図表 4-22 ペレットプラントがＷＥＢによる直販をする上での課題 

プラントによってはプラントからの直販ではなく、その地元の燃料販売代理店が販

売を請け負うカタチも想定される。 
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また、夏場の需要や安定した需要確保のため、大口のボイラーなどへの供給を優先し、需要の

時期が限られる小口のペレットストーブユーザーへの供給には消極的である。こうしたペレット

プラントの経営立場に立って、本事業の目的や役割を考察すると、ペレットプラントから直送と

いう体制でペレットストーブユーザーへ供給するより、その地域の燃料販売代理店から販売する

という体制の方が現実的であると考えられる。 
しかし、その場合の課題として、例えば北海道のプラントなどは広大な土地のため１つのペレ

ットプラントが 10 か所の燃料販売代理店へペレットを卸している場合がある。その際ＷＥＢ購入

者は、どこの燃料販売代理店から購入するべきか選択しなければならない。ＷＥＢ購入者に対し

て燃料販売代理店の選択方法を明確化することは今後の課題である。また、ペレットプラントが

材の不足や製造機械の不具合などにより生産が落ち込んだ場合、ＷＥＢからの販売を制限するこ

とが考えられる。（実際に本事業によりＷＥＢ販売を実証実験したペレットプラントがそうであっ

た）その場合のＷＥＢ購入者への対応についても今後検討していく予定である。 
また、地域間のペレット価格の格差を考慮し、さらに配送によるＣＯ２排出ロスを軽減し地産

地消によるペレットを販売するというコンセプトのもと、居住者の同一県内のペレットプラント

からのみ購入可能なシステム作りをしているが、居住地にペレットプラントがなく、もしくはペ

レットプラントはあるがＷＥＢ購入できないなどの理由で、ＷＥＢから購入できない人も想定さ

れる。また、購入者の居住地が県境にあり、他県ではあるが居住地に近いペレットプラントが存

在するという場合も考えられる。その場合の特例処置や配送料金などについても今後検討してい

く余地がある。 

 
図表 4-23 木質ペレットの流通パターン 

販売者サイドのフロー図。プラントによっては人的要因などによって直販ができない場合があるため、燃料販売

代理店からの販売になるケースを想定。 
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4.3.2 配送料金の低減 

木質ペレットという“燃料”をＷＥＢ販売により流通させるには、配送にかかる経費をどれだ

け軽減させることができるかということが重要な命題であると考えられる。現在、日本郵政との

協力体制の中で、ゆうパック 120 サイズの通常価格 1,200 円（１袋 400 円）を 690 円（１袋 230
円）という価格まで低減することができた。 
しかし、１袋 400～600 円前後の商品価格に対して 230 円の配送料金は、消費者にとって大き

な負担である。それを１袋 100 円まで低減することが本事業の目標であり課題である。事実、全

国のペレットプラントへ本事業の説明に行った際に「１袋 100 円」という配送料金の目標に関し

ては、多くのペレットプラントから評価をいただき、それが実現した際には革命的なペレットの

流通システムとなると返答をいただいた。その実現のためには、カーボンオフセットはがきの還

元など、様々な側面から日本郵政にとってもビジネスメリットがある方法でお互いの協力体制を

深めていく必要性がある。 
 

 

 

 

図表 4-24 カーボンオフセット年賀やカ

ーボンオフセットかもめーる 

 図表 4-25 カーボンオフセットハガキの

仕組み 

環境保全活動の一環として、カーボンオフセットハガキの寄付金の還元もひとつの策としてあげられる。

 

4.3.3 サイトの運営 

本事業により構築した木質ペレット販売サイトを、今後運営していく上でＷＥＢサイト運営費

をどのように捻出するかということも重要な問題である。基本的に各地域におけるペレットプラ

ントとペレットストーブユーザーを繋ぐショッピングモール的な役割をするサイトではあるが、

ドメイン費（5,250 円）、サーバー管理費（36,750 円）や更新作業などの人的コストなど、少なか

らず運営にかかる経費というものが発生する。その運営費として、各ペレットプラントからの出

店料や協賛金、販売量に応じたマージンなど様々な方法で賄う方法があるが、各ペレットプラン

トと運営するＷＰＰＣ双方にとって利益のある方法でなければビジネスとして成立しない。 
今後、参加するペレットプラント数やその販売量、売上などを考慮に入れながら、ペレットプ

ラント、ペレットストーブユーザー、サイト運営者にとって 善の方法を決めていく必要がある。 
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4.3.4 販売する木質ペレットの品質保証 

本事業の「顔が見える」木質ペレット販売サイトでは、各ペレットプラントが使用している材

や生産地（生産者）を明確にすることで、販売する木質ペレットに対してある程度の「品質の保

証」は可能である。しかし、実際に金銭を支払って購入する消費者の目線で考えると、まだ十分

とは言えない。「ＷＥＢから購入した木質ペレットをペレットストーブで使用したが、火の付きが

良くない」や「ペレットストーブから青い煙が出てきた」などということも起こりうる。 
木質ペレットは同じペレットプラントで製造したとしても、その日によって材が違ったり、水

分含有量が違ったりするため、完全なる品質を管理するという意味では難しいが、ペレットクラ

ブなどペレットの規格化への取り組みを行う団体と情報を取りあい連携を深めながら、消費者に

とって「安心で安全」なペレットを供給できる仕組みづくりをしていかなければならない。 
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5. 本事業の実施による将来展望 

5.1.木質ペレットの啓蒙について 

本事業の大前提として挙げられる「木質ペレット」の流通の整備と普及拡大については、様々

な課題があることが発見された。そのひとつは、木質ペレットの生産と消費における因果関係が

周知されていないということである。木質ペレットは、化石燃料に代わり「自然環境にやさしい」

というイメージが先行したおかげで、地産地消においてよりその意味をなすことがあまり知られ

ていない状況にあると推測される。ペレットストーブを購入しながらも、その木質ペレットの生

産地・生産原料が分らないまま消費している人が多い。 
地域の間伐材により生産された木質ペレットを地域で利用することが重要であることを、さら

に多くの人に理解していただく必要がある。そのためには、今回整備し始めたＷＥＢサイトは大

きな意義があると判断できる。コミュニケーションのコンセプトが木質ペレットの地産地消であ

り、地域のプラントなども積極的に紹介することで、これまでにはなかった本来的な意味でのエ

コ・コミュニケーションができるメディアとして期待が持てる。 
今後は、地域をとりまとめる行政機関との連携を深めながら、ＷＥＢサイトだけに限らず、現

実の場での訴求や理解促進に取り組むことで、木質ペレットへの正しい理解は深まり、利用拡大

を導いていくことができる。その際の核となるコミュニケーションメディアとしてのＷＥＢサイ

トは必ず必要な要素となってくるであろう。 
 

 
図表 5-1 行政との連携 

利用拡大のため各地域における行政の環境への取り組みやまちづくりなどを新しい

コミュニケーションメディアとして情報発信することも必要。 
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5.2.WEB サイトの充実について 

 ＷＥＢサイトについては、運用が始まったばかりであり、その展望はいまだ手探りの状態では

あるが、木質ペレットに関わるすべての情報を地域別に分類して、やさしいインターフェースを

実現することが急務となっている。 
 
（１） 参加プラント数の拡大 
 現状もっとも整備が急務とされているのが、ＷＥＢサイト内で紹介する木質ペレット製造プラ

ント数の拡大である。リサーチによると、95 プラント中、29 プラントが前向きに参加を検討し

ているが、全体の 75％程度まで引き上げることで、ポータルサイトとしての信頼性や存在感を発

揮できることになる。 
 現状、人手が割けない、デジタルメディアへのスキル不足、販売チャネル増加への懸念など、

参加意識を妨げる要素は少なからずあるが、こちらもインターフェースの改良や、参加プラント

の負担を軽減するアイデアの提案や、木質ペレットの環境的な本意である「地産地消」の重要性

をさらに細かくプレゼンテーションすることで、１つでも多くの参加プラントを獲得していき、

各地域のペレットストーブユーザー、ペレットストーブ潜在顧客への対応を含めて、検討する必

要があるように考えられる。 
 

 
図表 5-2 参加プラントの目標 
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（２） 木質ペレット啓蒙コンテンツの充実 

 現状のＷＥＢサイトでは、木質ペレットの販売拡大を主眼としているためエンターテイメント

的な要素を排し、データ容量が多くかかる動画などのコンテンツは用意していない。しかし、将

来的な見地からすれば、木質ペレットの地産地消のターゲットは、小学生から高齢者まで、区別

すべきものではないため、成人未満の子どもたちでも理解できる、共感できる木質ペレット地産

地消コンテンツの開発は避けては通れないと考えている。その際に考えられる要素として以下が

挙げられる。 
 
● 木質ペレットと地産地消の関係 
● 木質ペレットがあなたの里山を守る 
● CO2 削減のあらまし 
● 各地域の木質ペレット流通の大切さ 
 

 
図表 5-3 子ども向けコンテンツの充実 

環境教育としての木質ペレットの地産地消や日本の森林の現状など、イラストなど

を用いてわかりやすく説明するコンテンツを追加することも重要。 

 
 小学生でも分るように、動画を使いながら、あるいはＹＥＳ／ＮＯタイプのクイズ形式など多

様なアイデアを盛り込みながら、未来を担う子供たちに、木質ペレットやＣＯ２削減、地球環境

などについての環境教育のツールとして取り組んでいくべきである。 
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 木質ペレットの地域内流通啓蒙のターゲットは地域の生活者ばかりではなく、地域の木質ペレ

ット製造プラントも含まれてくる。地域における木質ペレット生産プラントの社会的な役割等が

環境世紀にとっては欠かすことの出来ないものとして理解できるようなコンテンツの開発も、さ

らに注力すべき要素のひとつである。 
 

 

図表 5-4 日本の森を育てる社会の仕掛け

づくり 

 図表 5-5 ペレットによる循環モデル 

木質ペレット推進協議会 WEB サイトでも提示している２つの循環図は、木質ペレットの地域内流通の大切さ

を訴求しているものであり、この考え方が啓蒙コンテンツ開発のコンセプトとなる。 

 

（３） J-VER への参加啓蒙について 

 国内のカーボンオフセットの基準がまとまらない中、J-VER 対象木質ペレットの地域流通整備

を目的とした WEB サイトは、J-VER への参加や理解促進についても大きな役割を担っている事

業と言える。 
ペレットストーブユーザーや、関心層をはじめ、個人個人へ向けた CO2 削減の啓蒙と、それら

を統括する行政機関の動きを WEB サイトとリンクさせることが今後さらに強く求められてくる

であろう。 
 今後は、地域における CO2 削減の動きを木質ペレット地域内流通と合わせて取り組み、WEB
サイトを通じてより積極的にプレゼンテーションしていくことで、その成果が期待できる。 
 
 さらに、個人レベルでのCO2削減の評価や計算を今事業のWEBサイト構築で支援することで、

さらに市井での広がりが期待できる。 
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（４） ユーザビリティの向上について 

 J-VER 対象木質ペレットの地域流通整備を目的とした WEB 出荷コントロールのもうひとつの

課題としてあげられるのが、ユーザビリティの向上である。 
 現状は、木質ペレットの地域内流通を促すことを主目的として構築されているが、環境への意

識の高まりがますます強くなる社会において、より使い易く、ためになる情報、役立つ情報をコ

ンテンツとして整備し、地域の生活者が暮らしの中において「欠かせないコンテンツ」として利

用していただけるようにバージョンアップを図らなければならない。 
 バージョンアップに関しては、様々な見地から多様な意見が生まれるが、以下のようなスケジ

ュールで進化を導いて行くべきではないかと考える。 
 

 

 

図表 5-6 ＷＥＢサイトの段階的バージョンアップ 

 
 

図表 5-7 ツイッター  図表 5-8 フェイスブック 

ｔｗｉｔｔｅｒやＦａｃｅｂｏｏｋなども効果的に取り入れることで、木質ペレットのポ
ータルサイトとしての機能の向上を図ることができる。 

 
5.3.ペレットストーブの利用拡大について 
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 個人レベルにおける木質ペレットの消費拡大に向けては、ペレットストーブへの理解をさらに

広げていくことは避けられない。CO2 削減やオフセットクレジット、エコライフの浸透を考える

時にしても同様であり、ペレットストーブへの理解促進と利用拡大にもっと積極的に取り組む必

要を感じる。 
しかしながら、ペレットストーブの販売チャネルは、専門店、ホームセンター、など様々ある

が、太陽光発電のようなキャンペーンや、大掛かりな仕掛けを見ることは少ない。社会に対して

ペレットストーブの露出が少ない限り、地域間における木質ペレットの流通も拡大しないだろう。

その中で木質ペレットの普及には、インターネットによるペレットストーブの認知拡大は必須の

テーマであると考えられる。 
 そこで、これからの課題として、以下の点を挙げてみた。 
 
● 「インストアキャンペーン」のＷＥＢによるライブ中継 
ペレットストーブを取り扱う販売店において、定期的なキャンペーンを実施していただく。（そ

れらの予算についてはメーカーと行政からの支援も必要）その内容をＷＥＢサイトを通じて発

信し、より多くの方々に触れる機会を提供する。 
 
● 「ペレットストーブ体験会」のＷＥＢレポート 
実際にペレットストーブを利用しているお宅に見学にいくイベントを開催し、その状況をＷＥ

Ｂサイトでリポートする。また、次回開催の情報等も更新し、定期的なイベントとして定着を

図ることで、ペレットストーブファンの獲得を目指す。 
 
● 「モニター募集」の体験記ブログ 
ペレットストーブ導入を考えているお客さまに、ペレットストーブモニターになっていただく

セールスプロモーションを実施する。実施にあたっては、メーカーと行政の協力があると予算

も大きくなり拡大に貢献できると考える。 
モニターの体験記はＷＥＢサイトで定期的にアップし、予備軍の獲得を目指す。 

 
● 「エコ補助金制度」の情報発信 
ペレットストーブの導入に際し、行政が補助金を出す制度を広めていく。エコ地域づくりの一

貫として考えることで、予算化を行政に対してアプローチする。 
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5.4.配送コストの低減について 

 木質ペレットのＷＥＢサイトを経由した流通のパートナーとしては、全国に 24,000 を越える拠

点を有する日本郵政と交渉を続けている。 
 交渉のポイントはＷＩＮ－ＷＩＮの仕組みを作ることにある。日本郵政にとっては、今後利用

の拡大が期待される木質ペレットの配送を一元化することで、大きなメリットがあり、事業主体

である我々にとっても、全国 24,000 もの拠点は心強い限りである。 
 これまでは、ペレット 10kg×３袋＝ゆうパック 120 サイズ基本運賃 1,200 円（＠400 円） 
 現在は、  ペレット 10kg×３袋＝ゆうパック 120 サイズ基本運賃  690 円（＠230 円） 
 終的には ＠100 円を目指し実験と交渉を続けている。 
 
 この配送コスト低減については、様々な実証実験を通じて、協議中である。 
 

 

 

図表 5-9 日本郵政との実証実験 

参加プラントの増加、ペレットストーブの拡大、地域間消費行動の定着を図

ることで、配送コストの低減は年々進むものと予想される。 
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5.5.まとめ 

 木質ペレットの製造と利用促進、ペレットストーブの普及に関しては、現状のところ連携した

動きがあるとは言いにくい状態にある。 
しかし、木質ペレットとペレットストーブは、一元化した動きの中で、相乗効果を生み出し、

普及啓蒙の源泉となり、ひとりひとりの意識変革や行動を促すものである。 
その起点となる可能性を秘めているのは、本事業そのものであり、これからの日本のエコライ

フスタイルを形成するには欠かせない価値があると判断される。 
今後は、ペレット製造者、ストーブ製造者、地域の生活者、地域行政が一体となった動きを導

いていくことが求められる。 
今事業はスタートしたばかりであり、その可能性は図り知れない部分が多くある。今後の進化拡

大には大きな期待が寄せられている。 
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