
Ⅰ　木質ペレット工場の経緯と特色

　平成17年10月，当組合の木質ペレット工場は竣工

しました。本格的な出荷は翌年1月になりますが，こ

の間の約6年大過なく，今日に至っています。当組合の

特色は，原料は林地残材を利用していること（写真1），

工場建屋として廃校を活用していること（写真2），販

売は卸売に特化していることです。

　原料樹種として，カラマツを活用しています。トド

マツ・アカエゾマツも原料として有力候補ですが，カ

ラマツと比して製造効率の面でメリットがあるとはい

いきれません。

Ⅱ　木質ペレット原料の条件

　小型燃焼器機（ここでは燃焼排気を無処理で大気に

放出する意味です）の燃料としてペレットを製造する

場合，原料となる木質は一般的に，大気汚染の元とな

る人工物をほとんど含まないこと（人工物であっても

大気汚染を引き起こさない物質は問題ありません）

と，海水など塩分をほとんど含まないことがあげられ

ます。

　これらの条件に加えて，ペレットの品質を上げるた

めに望ましい条件としては，土砂の付着が少ないこと

と，樹皮そのものでないことがあげられます。（丸太

を加工製材する前に皮を剥ぐ工程があり，バークと呼

ばれる樹皮が溜まります）

　このような条件を満たす原料としては，次のような

ものが考えられます。

１　製材工場，木工場で発生する鋸屑，削りくず，

背板，端材など（ただしボード，集成材などの端

材は，接着剤などが混入しているので，条件を満

たさない場合もあります）

２　加工されていない丸太（山林，河川敷，街路

樹，庭などから出てくるもの）

３　その他建築物，木製品の廃棄処理で発生する木

質の一部

Ⅲ　木質ペレット原料としての林地残材

　林地残材とは，立木を伐り出して丸太にする際に，

山林に残る「伐根」，「追い上げ」や「枝条」のことで

す。林地残材はピンポイント的に山土場に集まる例が

少なくありません（写真3）。

　その他に類似のものとして，立木の間引きなどをし

てその場に捨てる「切り捨て間伐材」があります。切

り捨て間伐材は，林地に広く薄く存在するため，集積

に多大のコストが発生すると考えられ，少なくとも集

積コストを補う以上の価値が残材に求められます。

　当組合が原料に林地残材を利用する理由は，製材工

場の端材は家畜敷料，パルプ用チップとして利用が確

立しており，丸太から直接家畜敷料を作る工場も多く

あるほどですので，それらはペレット原料としてコス

トが見合うか慎重に検討する必要があるからです。近

年では，林地残材も家畜敷料，工場や発電の燃料とし

ても利用が増えています。

　林地残材のペレット原料としての具体的利用形態

は，流れの上で整理すると次のようになります。

１　山土場を回り，林地残材をトラックに積み込む

（現状は幹材のみを積み込み）

２　ペレット工場に搬入する

３　破砕機で処理できる大きさに前処理する（前処

理することにより，天日乾燥も進みます）

４　破砕機で破砕

５　粉砕機に入れてさらに細かくする（おが粉）

６　乾燥機で一定含水率まで乾燥する

　林地残材を製材工場端材に置き換えると，上記の

１，３，４の工程（４は製材工場端材により要不要が

ある）は省くことができます。６すなわちおが粉乾燥

工程は，林地残材はあらかじめ天日乾燥したものを使

用しているのに対し，製材工場端材は生材ですので，

製材工場端材のほうが乾燥コストが高くなることも考

えられます。ですから，製材工場端材を購入してペレ

ット原料とする場合，コスト比較が必要です。

　また，丸太から作られたオガ粉を利用する場合は，

上記の１，３，４，５の工程は省くことができます

が，６すなわちおが粉の乾燥工程は，林地残材から作

った場合のほうが低いことも十分ありえます。やはり

コスト比較が必要です。

Ⅳ　木質ペレットの製造工程について

　原料として利用する木質などにより異なりますが，

少なくとも次の工程があります。

　　粉砕　→　乾燥　→　造粒　→　冷却　→　選別

　粉砕と造粒は不可分の関係にあり，粉砕効率と造粒

機維持費の組み合わせ選択が必要です。このことは，

造粒機をミルと呼称することもあるので，関係性がわ

かると思います。

　乾燥は造粒性に直結します。基本的には，木質ペレ

ットは造粒に際し何物も添加しません（添加して造粒

している例もあるようです）。木質ペレットの表面が

ツルツルして光っているのは，無添加であれば，造粒

がしっかりしている証拠です。

　造粒は圧力と熱（摩擦熱を利用）でおこないます。

造粒機は大きく二つのタイプがあり，ダイスと呼ばれ

る成形部がリング状のものと，フラット（円盤）状の

ものとになります。リングタイプが多く使われていま

す。造粒機そのものは，約100年の歴史があるようで

すが，木質を造粒するようになったのは，オイルショ

ック以降といわれています。造粒機にとって木質は苦

手な原料のようで，家畜飼料などは得手の原料です。

当組合の実験では，投下エネルギーが同じであれば，

家畜飼料の方が10倍ほど多く造粒できます。

　造粒の結果，木質ペレットの真比重は1を超えま

す。カラマツでは，丸太の比重の倍になります。ペレ

ットは丸太（薪）に比べ体積を減らすことができ，運

搬の効率化や貯蔵スペースの削減ができます。

　冷却はペレットの成形を安定させるためにも必要な

工程です。出来立てホヤホヤのペレットは約90℃の

熱を持ち，湯気を出し，柔らかです。室温まで冷やす

ことによって，水分の放出を止め，硬くなります。

　冷却後，ペレットの長さを選別して（くずペレッ

ト，ロングペレットを排除），ストーブ燃料としての

適性を高めます。くずペレットは原料として再利用，

ロングペレットはボイラー燃料として出荷します。

Ⅴ　当組合の販売の仕組み

　当初から卸による販売としています。大きな理由

は，販路の確保です。販売店さんを募り，エンドユー

ザーの開拓を託しました。梱包した木質ペレットは完

成品だからできることでもあります（写真４・５）。

木材製品の多くは消費者が利用するまでに何段階にも

中間製品になって加工過程を経ます。製造元とエンド

ユーザーは遠いといえます。当組合のペレットは中間

に（輸送と）販売店があるだけです。エンドユーザー

は最寄りの販売店から購入できます。

　例外は足寄町施設のボイラー用燃料ペレットです。

ペレット事業支援の意味も含めて，町はペレットボイ

ラーを導入しました。町有林は林地残材の最大の供給

源でもあります。

Ⅵ　当組合の事業運営について

　製造業は原料調達・製

造・販路の完結が必要で

す（図1）。当組合も，こ

の3つの部門それぞれに担

当する中心者が決まって

います。事業設立当初から

強く意識して進めました。

　後述しますが，3部門は

それぞれ役割を全うする

上で他の2部門と密接な連係が必要です。他部門に対

する要請と同時に他部門からの要請です。さらに，3

部門の統一性です。こうすることによって，１部門は

他2部門を補助する場合もあります。責任部門を全う

するだけではなく，事業全体の底上げにも貢献しま

す。情報共有により連係が密になります。

　3部門の連携が功を奏した事例は，複数の顧客から

同時期に，“ペレットを燃やした後の灰が多く，スト

ーブのポットにクリンカーができる”という情報が寄

せられた時です。顧客対応は当然しましたが，このよ

うな情報は常に共有することになっています。考えら

れることはひとつです。原料以外に原因は考えられま

せん。カラマツ以外の樹種が原料として使用されなか

ったか，内部で情報を整理しました。ニオイヒバを原

料の一部として利用したことが原因と特定しました。

　ダム流木を原料の一部として使用し，燃焼器機でク

リンカーが発生したことがあります。顧客からの情報

でした。造粒機のメンテナンスコスト増にも関与の疑

いがありました。考えられることは，流木ゆえに土砂

の付着があること。このことは，造粒機のメンテナン

スコストの増，燃焼器機でのクリンカー発生の一因と

考えられます。また，樹種が多様で広葉樹も相当の割

合であることです。広葉樹の中にはカラマツの倍の密

度を持つ樹種もあります。このことは，造粒機にかか

る負荷が高まると考えられます。

Ⅶ　当組合の課題と今後の見通し

　継続的にボトルネックの解

消に努め（図２），組合設立

時の製造販売計画数量（5年

目で750トン）はほぼ達成し

ました。ただ，途中経過にお

いて事前計画では想定外のさ

まざまなことをクリアしなけ

ればなりませんでした。

　原料調達から製造，販路確

保までのどこかにボトルネッ

クがあると，事業総体の大き

さが左右されます。さらに，

中長期では事業性が求められ

ます。ボトルネックの解消と

収益の確保が必要なのです。

　ペレット事業では，10年前

は販路が最大のボトルネックといわれていました。今

は原料調達がボトルネックといわれています。製造は

経験を積むことで磨きがかかります。販路は少しずつ

ですが開けています。しかし，原料については，むし

ろ厳しくなっています。販路の拡大は原料の確保が欠

かせません。

　もともと北海道，特に道東は家畜敷料の域内供給が

不足しており，端材・残材への指向が強まっていま

す。林地残材はバイオマスが話題となり，山からの搬

出が次々と現実化しています。当組合の取り組みが刺

激した面もあるかと思います。残材・端材の山中放

置・焼却から搬出へと流れが変わりつつあります。林

地残材についても山林所有者，施業事業者，端材利用

者の連携ができつつあると考えられます。

　販路の拡大については，3年前（平成18年）の石油

高騰時に進みました。10年前（平成13年）の灯油価

格はリットル40円台半ばでした。それが3倍になった

のが理由です。今の灯油価格は10年前の2倍です。燃

料として灯油と木質ペレットの価格差はほとんどあり

ません。しかし，ペレットストーブの拡大は僅少で

す。

　これについての理由は次のように推測できます。

１　ペレットストーブが高価（灯油ストーブに比して）

２　ペレットストーブの性能に不満（灯油ストーブ

はほぼ全自動，床暖もある）

３　住宅がペレットストーブ設置に不向き（重い，

大きい，出っ張る）

４　同価格の燃料であれば，灯油が便利

５　ペレット産業は安心できるか疑問

　特に４については，ペレットは灰が残る（2～4週

間ごとに処理が必要），ペレットは保管が不便（場所

をとる，補給に手間が要る），灯油は定期的にホーム

タンクに補給されるがペレットにはまだその仕組みが

無い，ペレットの入手が不便といった要素があります。

　木質バイオマスエネルギーの普及は，燃料価格差が

ない場合，上記の推測理由をつぶしていくしかありま

せん。燃焼で残る灰はゼロにはできませんが，増えな

いように努力はできます。ペレット用ホームタンクは

いずれ可能になります（写真6）。定期的な補給も可

能になると思います。ペレット産業の安定性は努力を

継続するしかありません。鶏と卵の関係ですが，燃料

が必要とされる限り，持続産業であると信じていま

す。

　木材が利用されると端材・残材が発生します。突き

詰めると，木材は利用せざるを得ないのかもしれませ

ん。ロットの大小で利用適性が違ってくるとも考えら

れます。木質バイオマスで自家発電する工場も出てき

ました。始まったばかりで，ペレットを含めどれもこ

れも暗中模索の域を出ていません。それでもチャレン

ジャーは絶えないでしょう。当組合も同じです。

　構想から10年，一条の光を見つめながら，暗夜を

手探りで進む，忍耐と研究努力の連続でした。その

間，国内のペレット産業は，まさしく民産学官の連携

で着実にすそ野を広げてきました。不足は多々ありま

すが，当組合は今後もさまざまな連係と連携を重ね，

一歩一歩前進してまいりたいと思います。

木質ペレットのエネルギー利用の可能性
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　造粒の結果，木質ペレットの真比重は1を超えま

す。カラマツでは，丸太の比重の倍になります。ペレ

ットは丸太（薪）に比べ体積を減らすことができ，運

搬の効率化や貯蔵スペースの削減ができます。

　冷却はペレットの成形を安定させるためにも必要な

工程です。出来立てホヤホヤのペレットは約90℃の

熱を持ち，湯気を出し，柔らかです。室温まで冷やす

ことによって，水分の放出を止め，硬くなります。

　冷却後，ペレットの長さを選別して（くずペレッ

ト，ロングペレットを排除），ストーブ燃料としての

適性を高めます。くずペレットは原料として再利用，

ロングペレットはボイラー燃料として出荷します。

Ⅴ　当組合の販売の仕組み

　当初から卸による販売としています。大きな理由

は，販路の確保です。販売店さんを募り，エンドユー

ザーの開拓を託しました。梱包した木質ペレットは完

成品だからできることでもあります（写真４・５）。

木材製品の多くは消費者が利用するまでに何段階にも

中間製品になって加工過程を経ます。製造元とエンド

ユーザーは遠いといえます。当組合のペレットは中間

に（輸送と）販売店があるだけです。エンドユーザー

は最寄りの販売店から購入できます。

　例外は足寄町施設のボイラー用燃料ペレットです。

ペレット事業支援の意味も含めて，町はペレットボイ

ラーを導入しました。町有林は林地残材の最大の供給

源でもあります。

Ⅵ　当組合の事業運営について

　製造業は原料調達・製

造・販路の完結が必要で

す（図1）。当組合も，こ

の3つの部門それぞれに担

当する中心者が決まって

います。事業設立当初から

強く意識して進めました。

　後述しますが，3部門は

それぞれ役割を全うする

上で他の2部門と密接な連係が必要です。他部門に対

する要請と同時に他部門からの要請です。さらに，3

部門の統一性です。こうすることによって，１部門は

他2部門を補助する場合もあります。責任部門を全う

するだけではなく，事業全体の底上げにも貢献しま

す。情報共有により連係が密になります。

　3部門の連携が功を奏した事例は，複数の顧客から

同時期に，“ペレットを燃やした後の灰が多く，スト

ーブのポットにクリンカーができる”という情報が寄

せられた時です。顧客対応は当然しましたが，このよ

うな情報は常に共有することになっています。考えら

れることはひとつです。原料以外に原因は考えられま

せん。カラマツ以外の樹種が原料として使用されなか

ったか，内部で情報を整理しました。ニオイヒバを原

料の一部として利用したことが原因と特定しました。

　ダム流木を原料の一部として使用し，燃焼器機でク

リンカーが発生したことがあります。顧客からの情報

でした。造粒機のメンテナンスコスト増にも関与の疑

いがありました。考えられることは，流木ゆえに土砂

の付着があること。このことは，造粒機のメンテナン

スコストの増，燃焼器機でのクリンカー発生の一因と

考えられます。また，樹種が多様で広葉樹も相当の割

合であることです。広葉樹の中にはカラマツの倍の密

度を持つ樹種もあります。このことは，造粒機にかか

る負荷が高まると考えられます。

Ⅶ　当組合の課題と今後の見通し

　継続的にボトルネックの解

消に努め（図２），組合設立

時の製造販売計画数量（5年

目で750トン）はほぼ達成し

ました。ただ，途中経過にお

いて事前計画では想定外のさ

まざまなことをクリアしなけ

ればなりませんでした。

　原料調達から製造，販路確

保までのどこかにボトルネッ

クがあると，事業総体の大き

さが左右されます。さらに，

中長期では事業性が求められ

ます。ボトルネックの解消と

収益の確保が必要なのです。

　ペレット事業では，10年前

は販路が最大のボトルネックといわれていました。今

は原料調達がボトルネックといわれています。製造は

経験を積むことで磨きがかかります。販路は少しずつ

ですが開けています。しかし，原料については，むし

ろ厳しくなっています。販路の拡大は原料の確保が欠

かせません。

　もともと北海道，特に道東は家畜敷料の域内供給が

不足しており，端材・残材への指向が強まっていま

す。林地残材はバイオマスが話題となり，山からの搬

出が次々と現実化しています。当組合の取り組みが刺

激した面もあるかと思います。残材・端材の山中放

置・焼却から搬出へと流れが変わりつつあります。林

地残材についても山林所有者，施業事業者，端材利用

者の連携ができつつあると考えられます。

　販路の拡大については，3年前（平成18年）の石油

高騰時に進みました。10年前（平成13年）の灯油価

格はリットル40円台半ばでした。それが3倍になった

のが理由です。今の灯油価格は10年前の2倍です。燃

料として灯油と木質ペレットの価格差はほとんどあり

ません。しかし，ペレットストーブの拡大は僅少で

す。

　これについての理由は次のように推測できます。

１　ペレットストーブが高価（灯油ストーブに比して）

２　ペレットストーブの性能に不満（灯油ストーブ

はほぼ全自動，床暖もある）

３　住宅がペレットストーブ設置に不向き（重い，

大きい，出っ張る）

４　同価格の燃料であれば，灯油が便利

５　ペレット産業は安心できるか疑問

　特に４については，ペレットは灰が残る（2～4週

間ごとに処理が必要），ペレットは保管が不便（場所

をとる，補給に手間が要る），灯油は定期的にホーム

タンクに補給されるがペレットにはまだその仕組みが

無い，ペレットの入手が不便といった要素があります。

　木質バイオマスエネルギーの普及は，燃料価格差が

ない場合，上記の推測理由をつぶしていくしかありま

せん。燃焼で残る灰はゼロにはできませんが，増えな

いように努力はできます。ペレット用ホームタンクは

いずれ可能になります（写真6）。定期的な補給も可

能になると思います。ペレット産業の安定性は努力を

継続するしかありません。鶏と卵の関係ですが，燃料

が必要とされる限り，持続産業であると信じていま

す。

　木材が利用されると端材・残材が発生します。突き

詰めると，木材は利用せざるを得ないのかもしれませ

ん。ロットの大小で利用適性が違ってくるとも考えら

れます。木質バイオマスで自家発電する工場も出てき

ました。始まったばかりで，ペレットを含めどれもこ

れも暗中模索の域を出ていません。それでもチャレン

ジャーは絶えないでしょう。当組合も同じです。

　構想から10年，一条の光を見つめながら，暗夜を

手探りで進む，忍耐と研究努力の連続でした。その

間，国内のペレット産業は，まさしく民産学官の連携

で着実にすそ野を広げてきました。不足は多々ありま

すが，当組合は今後もさまざまな連係と連携を重ね，

一歩一歩前進してまいりたいと思います。

木材の研究と普及
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