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未利用資源を利用したブレンドペレット燃料に関する研究

佐久間英明・村上 勝*

Studies on the Use ofUnused Resources in Blended Woody Pellets as Fuel 

Hideaki SAKUMA and Masaru MURAKAMI 

Abstract : This study examined the use ofbamboo chips and rice hulls， currently unutilized in 

pellets， in blended woody pellets with cedar and Japanese cypress chips， and 

examined their potential for usage as fuel. 

Crushing bamboo chips in current facilities is expensive， and so special facilities 

would need to be established. However calorific values were equal to standard woody 

pellets， making bamboo blended woody pellets are practical alternative. 

Conversely， costs for making rice hulls blended woody pellets were equal to or less 

than costs for standard woody pellets but calorific values decreased proportionally as 

rice hulls content increased. They also produce large amounts of cinders. Rice hulls 

blended woody pellets are not a practical alternative to standard woody pellets. 

Key W ords : bamboo chips， rice hulls 

キーワード:タケチップ，籾殻

緒昌

山口県は 2001年度に「やまぐち森林バイオマ

スエネルギープランjを策定して(山口県， 2002)

以降、森林ノ〈イオマスの利用を組織的に推進し

ており、当山口県農林総合技術センター林業技

術部(以下センター)でも平成 17年 3月に全国

に先駆けて木質ベレットボイラー冷暖房システ

ムを導入し、冷暖房燃料を木質ペレットに切り

替えるなど、森林バイオマスの利用を率先して

し、る。

一方、近年農山村が抱える問題として、放

置竹林の増加により竹林が周辺の農地や林地に

拡大していること(佐渡， 2003) (山本ら， 2004) 

(山中・笠松， 2007)や、稲作で大量に発生す

る籾殻等の処理問題(小宮山ら， 2003)がある。

タケや籾殻は枯渇性ではない生物由来の資源

であり、これをバイオマス燃料として大量に利

用することができれば、問題の解決に繋がる可

能性があると考え、これらタケ・籾殻とスギ・

ヒノキを混合したブレンドベレットを製造し、

合現在:農林水産部企画流通課

木質ベレットの代替燃料として同様の機器で

使用できる可能性があるかを研究した。

研究期間は 2009年から 2011年の 3年間で、

2012年に実施した追加試験も含めてその結果

を報告する。

本研究を実施するに当たり、灰分析等に協力

いただいた(独)山口県産業技術センターの小

川友樹氏、ブレンドベレット製造や燃焼試験に

協力いただいた山口県森林組合連合会の皆様に

厚く感謝の意を表す。

材料および方法

1 ブレンドペレツトの製造試験

製造試験は、山口県森林組合連合会(以下県森

連)の木質ベレット(スギ・ヒノキ全木)製造工

場で、行った。

通常の木質ベレット生産工程の途中で、任意に

設定している容積比率分のタケチップまたは籾

殻を混入し、スギ・ヒノキのチップと混合した上

で、同一工程で乾燥させてからベレタイザー(造
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粒機)に入れて製造した。ベレットの製造量は

それぞれ lrriを目指した。なお、本研究では素

材それぞれの購入・運搬経費については費用に

計上していない

1 )タケブレンドペレット

タケブレンドペレットは、タケチップ(以下

タケ)とスギ・ヒノキチップ(以下木材)の容

積混合率をタケ 1:木材 4(以下 1:4)とタケ 1: 

木材 1(以下 1:1) の 2種類とした。

試験では、伐採して少し経過しである程度乾

燥したモウソワチクを使用した。また、木材に

は、通常の木質ペレットと同様のスギ・ヒノキ

チップを使用した。

タケの粉砕では、木材破砕用チッパーを使用

した一次破砕のみでは、チップがベレット造粒

に適した大きさにならなかったため、 二次破砕

に加えてふるい作業まで行い、 ベ レットに加工

できる大きさのタケチ ップを準備した。

2)籾殻ブレンドペレット

籾殻は脱穀してすぐのものを粉砕せずにその

まま使用し、タケブレンドベレットと同様の容

積混合率で製造することとした。

2 ブレンドペレットの燃焼試験

燃焼試験は、当センターのスイス・シュミッ

ト(Schmid) 社製 ペ レ ッ ト 焚 き ボ イラー

UTSL-150T (以下ボイラー)及び県森連に設置し

である金子農機(株)製木質べレットストーブ

VEL925 (以下ストーブ)を使用して行った。

燃焼状態、灰残率及び灰成分は、県森連製造

の木質ペレット(スギ・ヒノキ全木)と比較し

fこ。

3 ブレンドペレットの発熱量調査

発熱量は、 ]IS法(JIS-Z-7302) により中外

テクノス(株)に委託して低位発熱量を調査し

fこ。

結果

1 ブレンドペレットの製造試験

1 )タケブレンドペレツト

1: 4は通常の木質ペレット同様に問題なく製

造できたが、 1:1については製造中にベレタイザ

ーが異常振動を起こすトラブルが発生したため、

途中で製造を中止した。タケチップが繊維質で

比重が重く、乾燥機内でうまく混合できなかっ

たため、ベレタイザーに負担がかかってしまっ

たことが原因と推察された。そのため、 1:1につ

いては計画量 lrriに対してO.125rri (75kg)程度

しか製造できなかった(第 1表、第 1図) 。

第 1表 タケブレンドペ レッ ト製造結果

混合割合 投入チッ プ量 製造量

(タケ 木材) タケ (m3) 木材 (m3) 重量 (kg) 体積 (m3)

1: 4 

1: 1 

1. 00 4.00 705 1.175 

2. 15 2. 15 75 O. 125 

第 1図 タケブレンドベレット

製造コストは、 1:4で48.7円/kg、1:1で59.3 

円/kgと木質ベレットの製造コスト41.8円/kg

(原材料費6.4円/kg、製造費35.4円/kg: 2007 

~2009年)と比較してコスト増となった。 これ

は二次破砕及びふるい作業を行ったことが主な

原因である。本格的な生産のためには工程を減

らすため、タケをベレット造粒に適した大きさ

まで 1回で粉砕できるチッパーの導入が必須で、

ある(第 2表、第 2図) 。

2)籾殻ブレンドペレット

籾殻が乾燥機やベレタイザーの中で均等に木

材と混合せず、ブレンドベレットを製造した後

に籾殻のみが残存した。そのため、残存量を差

し引し、て混合率を算出したところ、籾殻1:木材

9 (以下1:9)と籾殻4:木材6(以下4:6)の 2種

類の混合率となった(第 3表、第 3図) 。

製造コストは、 1:9で41.5円/kg、4:6で40.3 

円/kgと粉砕の工程がないことにより木質ベレ

ットの製造コストより若干安くなった(第 4表、

第 4図)。
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第 2表 タケブレンドベレット製造コスト

コスト(円/kg)
区分

1: 4 1:1 

注 1)

注2)

備 考

資材費(スギ ・ヒノキ代金) 5.1 3.2 

木質ぺレット製造費用 35. 4 35. 4 

1次破砕 3.2 8.0 

2次破砕 1. 2 3. 1 

ふるい+投入作業 3.8 9.6 

製造コスト 48. 7 59. 3 

注 1) 原材料費 2，900円/tX2.2t 6，380円/t=干 6.4円/kg
注 2) 山口県全域を対象とした「総合的複合型森林バイオマスエ

ネノレギ一地産地消 社会システムの構築」実証 ・実験事業(山口

県， 2010) 

16.0円/kg

6. 1円/kg

19.2円/kg

第 3表 籾殻ブレンドベレット製造結果

混合割合 投入チップ量 製造量

(籾殻木材)籾殻 (m3) 木材 (m3) 重量 (kg) 体積 (m3)

1: 9 

4:6 

O. 70 

2. 10 

5. 70 

2. 80 

1. 283 

O. 989 

第 4表 籾殻ブレンドベレット製造コスト

コスト(円/kg)
1: 9 4: 6 

区分

770 

594 

備考

資材費(スギ ・ヒノキ代金) 5. 8 3. 8 注 1)

木質ベレット製造費用 35. 4 35. 4 注 2)

投入作業 O. 3 1. 1 2. 8円/kg

製造コスト 41.5 40.3 

注 1) 原材料費 2， 900円/tX2.2t ニ 6，380円八王子 6.4円/kg
注2) 山口 県全域を対象とした「総合的複合型森林バイオマスエ

ネルギ一地産地消社会システムの構築」実証 ・実験事業(山口

県， 2010) 

2 ブレンドペレツ卜の燃焼試験

1 )タケブレンドペレツ卜

(1) 1:4はボイラーで燃焼させたが、燃焼状況

は通常の木質ベレットと同様であった。約700

kgの使用であったが、使用後の炉内の汚れも

目視で確認できる差異はなかった。1:1は少量

しか製造できなかったため、ストーブのみで

試験したが、同様に問題なく燃焼した。

また、追加試験として実用性を確認するた

め、 1:4について、当センターの金子農機(株)

製木質ベレットストーブVEL925改で継続的に

使用した。23日間で計約36時間(ペレット約

50kg) の使用であったが、燃焼は問題なく、

ストーブ内部に顕著なタール、クリンカの付

着も確認できなかった(第 5図、第 6図) 。

(2) 灰残率は木質ベレットよりも若干多く、タ

ケの混合率が高いほど増加した。

| モウソウチヲ i 
〈ニシ

。|木質チップ | 

一一一芝エ一一一

|フレンドベレヲト |

第 2図 タケブレンドベレット
製造工程フロー

第 3図 籾殻ブレンドベレッ卜

籾殻

4こ]，..

主~Qい竺三
ペレタイザー

:::Dヒ
ブレンドベレット

第 4図 籾殻ブレンドペレッ卜

製造工程フロー

灰成分(単体表示)はタケの混合率が高いほ

どカリウム、ケイ素の割合が増加し、木材の混

合率が低いほどカノレシウムが減少した(第 5表、

第 6表) 。

「
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使用前 使用後
第 5図 タケブレンドベレット 1:4燃焼状況

使用前 使用後
第 6図 タケブレンドベレット 1:4燃焼状況 2

第 5表 ブレンドベレットの灰発生量及び灰残率

ベレット タケブレンド 籾殻ブレンド 木 質
ベレット

区分 1: 4 1・1 1:9 4:6 ノ

ベレット使用量 (kg) 705 6. 3062 6. 1286 2. 5546 17， 260 
灰発生量 (kg) 3.421 0.0460 O. 1735 0.2652 77 
灰残率(%) 0.49 0.73 2.83 10.38 0.45 

注)タケブレンド1・4及び木質ペ レットについては、ベ レットボイラー

での数値。それ以外はペレットストーブでの数値。

2)籾殻ブレンドペレッ卜

(1) ボイラーでの燃焼試験では 1:9、4:6とも

燃焼不良となり試験を途中で中止した。灰受

けには、炭化した大量のベレットが排出され

ていた(第 7図)。そこでストーブでも燃焼試

験を実施したが、 1:9、4:6とも燃焼皿に燃え

かすが溜まり、灰受け皿に少量しか灰が落ち

ない不具合が発生した。

段々と燃焼皿に燃えかすが溜まり、投入さ

れるべレットが詰まった(第 8図)ため、人

為的に溜まった燃えかすを砕いて灰受け皿に

落とし、それを灰として測定 した。

(2) 灰残率は、木質ベレットよりも大幅に高い

結果となり、灰成分(単体表示)はケイ素の

割合が増加し、カルシウムが減少した(第 5

表、第 6表)。

3 ブレンドペレツトの発熱量調査

タケブレンドベレットの発熱量は1:1、1:4と

も木質ベレットとほぼ同等であった。

籾殻ブレンドベレットは、籾殻の混合割合が

高いほど発熱量が低い結果となった(第 7表)。

考察

1 フレンドペレツ卜評価

1 )タケブレンドペレット

本県の製造施設では粉砕にコストと手聞が

かかるため、専用の製造施設の導入等が必要で

あるが、発熱量については通常の木質ベレット

と同等であるので、燃料としての可能性はある。

ただし、資材費 ・運搬費などが発生すればコス

トはさらに増加するので、どれだけ低コストに
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第 6表 フ、レンド、ベレ、yト灰分析結果

ペレット民(%)

成分名 タケブレンド 籾殻づ、レンド 木賀

1 :4 1 : 1 1 :日 4:6 ぺしッ卜

カルシウム Ca 50.0 1 8. 5 11.0 3.1 71.4 

カリウム K 22.1 40.8 11 .3 7.9 1 2. 2 

鉄 Fe 2 . 1 1.9 o .6 0.3 5.9 

ケイ素 3i 8.7 21. 1 73.3 86.7 2.8 

マヲヰシウム Mg 7.7 B.O 1.3 0.5 2. s 

マン力、ン Mn 1.0 1.0 o .5 0.4 1.9 

リン F 2.9 7.5 o .8 0.4 1.0 
第 7図 ベレットボィラJ燃焼話験

7'}レミニウム Al 1.5 2. 1 o .5 0.3 o .7 で、の籾殻づ、レン下ベレット
ストロン手ウム 3r 0.4 O. 1 日.1 0.9 4:師匠状況

硫賞 S 0.4 日.3 日.3 0.3 o .1 
ルピジウム Rb 日.1 O. 1 0.0 o .2 
ナトリウム Na 2. B 0.4 o .3 日.1

S同 Cll o . 1 0.0 o .0 0.0 o .2 
ニヴケ}]_.. Ni o . 0 0.0 o .0 0.0 o .0 
塩素 Cl 日.0

バリウム Ba o . 3 

ヂタン Ti o . 1 O. 1 
亜鉛 Zrl o . 0 O. 1 O.日 0.0 
ジルコニウム Zr o .0 O. 1 

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
注 1)ベレ、yト灰 20gを分析

法 2)分析装置:宣光X線分析装置〈産業技術センター〉 第 8図 ぺしットストーブでの籾煎
ブしソド ペレッ卜 4:6の燃焼
1式;'ii!

第7表 フレンドペレット発熱量調査結果

砥位発熱量
ペレット種

単位:I，U/kg 単位:kCl五 l;kg
木質ペレット

ヲケフ Lンドペ Lッ卜 1: 4 

5'ケブ Lンドペしッ卜 1: 1 
籾殻ブしンド ペレッ卜 1 :日

初穂ブしツドペしッ卜 4:日

注〉分析方法:JIS-Z -'7302 

資材を調達できるかが実用化の鍵となる。また、

長期間使用した場合に炉内等の汚れが実用的

な範囲(木質ベレットと 同等)であるかの確認

は必要である。

2)籾殻ブレンドペレツト

籾殻は粉砕せずに木質チップに混入でき、資

材費 ・運搬費が発生しなければ製造コ ストにつ

いては木質ベレッ トの同等以下であるが、発熱

量は籾殻の混合割合が高いほど低くなり 、さら

に灰分の 94%を占める表面に集積しているガ

ラス質のケイ酸(寺嶋. 1998)が原因と考えら

れる多量の燃えかすが発生するなど問題が多く 、

1害IJの混入であっても木質ベレッ ト用機器で燃

料 として使用する ことは困難である。

また、籾殻を粉砕 して表面のケイ酸層を破壊

して混入しでも、ケイ酸の特性(本郷 ら.2012) 

18.80 4，490 

18.63 4，450 
18.67 4，460 
17.87 4，270 
16.28 3，890 
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から、最終的結果は同 じであったと推察される。

もし使用できる可能性があるとすれば、籾殻ブ

レン ドペレッ トの燃焼特性に合わせた機器を

開発する ことと 、大量に発生する灰の用途が確

立できた場合のみで、ある。

摘要

未利用資源であるタケ、籾殻とス ギ・ヒ ノキ

を混ぜてブレン ドベレットを製造 し、燃料とし

て実用化できる可能性があるかを検証した。

その結果、タケブレン ドベレットについては

タケの粉砕にコス トがかかり、専用の製造施設

の導入等が必要であるが、発熱量については木

質ベレットと同等であるので、燃料として利用

できる可能性はある。
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籾殻ブレンドベレットについては、製造コス

トは木質ベレットより少し低いが、籾殻の混合

割合が高いほど発熱量が低くなった。また、多

量の燃えかすが発生するなど問題も多く、通常

の木質ベレット用機器で燃料として使用するこ

とは困難である。
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