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未利用資源の燃料特性評価

武田宏

姿旨:来初期資源、のエネノレギ一利用を:i1主めるための主主総資料として、スギ樹皮やきのこ溌筒床などの燃料

特!生を検討した。スギ樹皮l土木部と i司等以上の発熱設があり、灰分ともにホ笈ベレット品質規格E草案の基準

を満たしていた。しかし、主義材やぬ出の過程でこと壌が{寸蕊ーすることによって灰分が多くなることがあった。

またきのこ廃臨床は、発熱量l土絞ね4500kcal/1ぽだったが、米有誌が栄3建材として多く使用されていると灰分

が基準を上@]った。

I は じ め に

木賞バイオマスのエネノレギー利用を進めるための基礎資

料として、 M報(武 IE， 2009) では新潟県内から得た37樹

種の部位jjlJの燃料特性を明らかにした。 37樹種の木部では灰

分、発熱廷は樹種による差がほとんどないものの、樹皮、

校、主主については灰分、発熱量ともに1討議によるばらつき

が大きいことが明らかになり、木質ペレットなどへのエネ

ルギ一利用を進める上での新潟県の森林資源の基礎的燃料

特性を把握できた。

この結果を受けて、ヌド報ではスギ林伐採やきのこ栽培か

ら発生する未利用水質資源、や、ワラやモミガラなどの農業

系の未利用草木資源についての燃料特伎を明らかにし、「木

質ベレット品質規格原案j の基準に基づいて評価した。

本試験を行うにあたり、熱量計を使用させていただいた

新潟県農業総合研究所畜産研究センター、蛍光 X線分析装

霞を使用させていただいた新潟県工業技術総合研究所、な

らびに試料を提供いただいた新潟北部木材加工協同組合、

いわふね森林組合、関}II村森林組合、株式会社さいかい産

業、佐藤マシナックスヱ荷株式会社、上村建設工業株式会

社、主主}II地区篠興事務所にお礼申し上げる。

E 試 験 方 法

iJllJ定・した試すSIと試料数はき受 1のとおりである。

このうち、スギ樹皮 Iは一般約なパーカーで剥皮したも

のである。スギ樹皮日は丸棒加工から発生するスギ樹皮と

水音sの粉砕物から1吉H支を分jjlJしたものであるが、;;jて部が重

量上ヒで約 3割合まれている。

また、間伐材ベレット Iは35年生、間伐材ベレット Hが20

年生のスギ林の間伐木を原料に製造したベレットである。

発熱量の測定は新潟県農業総合研究所畜産研究センター

のYM…熱研式デジタノレ熱量計(株式会社吉凶製作所製)

を使用し、 2聞の測定でその差が平均の 1%以上になった

場合は再度測定し 3間安平均した。灰分は電気炉で600
0
C

2時間燃焼後の灰の護金から求めた。

また、スギ樹皮 Iの試事|から得たスギ樹皮の灰について

新潟県工業技術総合研究所の蛍光X線分析装蜜(理学電機

工業株式会社)により元素分析を行った。

表 1 試料名と試料数

慈経~
1ス封皮 I樹皮 ¥.，:.0，'...... 
1スキ樹皮 n(丸搭脇工)

スギ資源|枝葉
|間伐材ベレット 1(35年生)

間伐材ベレツト 1間伐材ベレツトn(20年生)

エノキヲケ

キノコ悶床虐ど

シイ世ケ

2乏ー
モミガラ

務込
E喜本資源 I~I 力不

コーンコブミール
フスマ
文文字
ヨシ
A. 
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直結泉

1 発熱援と灰分

測定した発熱最と灰分について、スギ資源を図 lに、き

のこ廃蔚床を図 2に、革本資j療を関 3に示した。灰分、発

熱量ともに絶乾重量に対する値である。

(1)スギ資源、

スギ樹皮 I とスギ樹皮 III士、いずれも発熱設は4800~5000

kcal/kgで、あった。しかし、灰分はスギ樹皮 IIが2.40~2. 86 

%であったのに対し、スギ樹皮 Iは2.39~5. 22%とぱらつ

きが大きかった。

スギ校紫i土、灰分は3.5%前後だったが、発熱設は約5400

kcal/kgと高かった。また、スギ間伐材を原料に製造した z

種類のベレットは、発熱設はいずれも4900kcal/kg前後であ

ったものの、灰分は間伐材ベレット Iが0.93%、間伐材ベ

レット Hが1.96%で差があった。
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図 1 スギ資源の灰分と発熱量
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図 3 革本資源の灰分と発熱量

(2)きのこ廃商床

4穣類のきのこ廃溺床は、きのこの種類によって発熱量

と灰分が異なっていた。ナメコは、発熱量は4500kcal/kg前

後であったが、灰分は他の 3稜類と比較して低く 4.0%前後

であった。エノキタケとシイタケは、灰分は6.4~8. 5%と

ほぼ向じであったが、発熱量はシイタケが4200~4300kca l/

kg、エノキタケが4600~4800kcal/kgであった。また、ブナ

シメジの発熱撃は4400~4500kcal/kgであったが、灰分は8.3 

~9. 3%と4種類の廃萄床のやでは最も高かった。

(3)草木資源、

イネに由来するワラとモミガラは灰分が 16~21%と特に

高く、発熱最も 3800~4000kcal/kgと低かったが、米糠は灰

分が 11.33%であったのに対し、発熱室主は5289kcal/kge革

本資源、の中では特に高かった。その他の草木資源は、灰分

は2~ 1O%で、発熱設は4330~4640kca l/kgであった。
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図 4 E足分と灰分中の元素質量比

2 スギ樹皮の灰の元素分析

スギ樹皮 Iの10試料の灰について蛍光X線分析を行った

結果、 17種類の元素が確認された。このうち質量比で1%以

上存在した 10種類の元素について、スギ樹皮の灰分と元素

の質蚤比との務係告と凶 4に示した。

Cal土灰分が2~3%では60~80% を占めているが、灰分が

5%稜度になると約50%と{尽くなった。また、 Kは灰分に

かかわらず7~9% だった。しかし、 Fe 、 Si 、 Alは灰分が多

くなるにしたがい、質量比が顕著に高くなる傾向が認めら

れた。その他のMg、P、 S、Ti、出口は灰分;設の多少にかか

わらず 2%以下であった。

また、スギ樹皮の灰分とスギ樹皮全体の灰分構成元素の

質量比との関係告と図 5に示した。ここで言うスギ樹皮全体

の灰分構成元素の質最上ヒとは、図 4の灰分中の元素質量上ヒ

に灰分を乗じた値である。スギ樹皮 Iの灰分は2.39~5. 22弘

とばらつきが大きかったが、灰分が多くなるにつれてスギ

樹皮全体に対する質量比が特iこ多くなっている元奈はCa、F

e、Si、K、Alであった。

1 スギ資源

(1)スギ樹皮

w 考察

製材所から発生するスギ樹皮として、 2鐙所の製材所か

ら得た試料の発熱塗を測定した結果、いずれも 4800~5000

kcal/kgであり、スギも含めた樹木の木部の発熱量(武

回， 2009) と比較するとやや高い傾向が認められた。これ

は木部と比較してスギ樹皮にリグニンが多く含まれるため

と考えられる(河村， 2005)。

また、灰分はスキ、樹皮 Eが2.40~2. 86%であったのに

対し、スギ樹皮 Iは2.39~5. 22%とばらつきが大きかった。

スギ樹皮 Eは木部がE重量比で約 3割合まれているが、

木部は灰分が概ね 1 %以下である(武自， 2009) こと
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関 5 灰分とスギ樹皮全体の灰分構成元素の質量比

から、相対的に灰分が少ないと考えられる。

図 5からスギ綴皮 1の灰分が多くなると、スギ樹皮全体

に対する質最上ヒが得に高くなっていた元素はCa、Fe、Si、

K 、Alであった。スギの外樹皮と内樹皮を比較すると灰分

は内樹皮に多く、特にCaが偏在している (Tsuchiya et a 

1.， 2010)。そのため、灰分が多い試料には相対的に内樹皮

が多いことが考えられる。しかし、 Fe、Si、Alは土壌の主

主喜元素であることから(高井・三好， 1977)、木材を築材・

搬出する過程で樹皮に土壌が付表したと予想される。また、

製材所に搬出されてからコンクリートの付着や素IJ皮によるC

aやFeの混入も考えられる。

(2)スギ枝葉

スギ校薬の発熱撃は約5400kcal/kgと高かった。同林分の

スギ枝葉の校と薬の比率は約 1対 3であり(独立行政法人

森林総合研究所， 2004)、薬の発熱量が高い(武回， 2009) 

ことにより、スギ枝葉の発熱量が高くなっていると怨、われ

る。スギ葉の発熱設が高い理由として、スギ紫に高IJ成分の

抽出成分などが多いことが考えられる(岡村， 2005)。高発

熱量ペレット製造として、木号室資源、に粉炭を混入する試験

例もある(里子村， 2009) が、粉炭を混入しなくてもスギ枝

葉だけでも間程度のE活発熱愛ペレットの製造は可能である

と思われる。

(3)間伐材ベレット

スギ間伐材を原料iこした 2種類のベレットでは発熱震は

ほぼ4900kcal/kgと等しかったものの、灰分は0.93%と1.96 

%であった。間伐材ベレット 1は35年生のスギ林の間伐材

を原料としていたが、続伐材ベレット江では20年生であっ

たため、立木の大きさによって木昔sと樹皮の劉合が異なる

ことによって灰分に差が出たと恩われる。新潟県内では現

在スギ間伐材を原料にペレットを製造する工場が多くなっ

てきているが、このように原料がスギ間伐材であっても立

木の大きさによって灰分が大きく異なることも予想される
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ので注意が必要である令

2 きのこ廃菌床・革本資源

きのこ廃菌床はきのこの種類によって、発熱釜と灰分の

燃料特性に違いがあり、ナメコは他のきのこと比較して灰

分が少なかった。きのこの穏猿によって培地主主材(オガコ)

は針葉樹と広葉樹が使い分けられている ν 樹稜による木郊の

燃料特性では針策樹がわずかに広築様よりも発熱量が高く

灰分が少ない傾向はあるが、大きな差はない(武閏， 2009) 0 

したがって、廃菌床のEJ(分のi室いは培地主主材に混入する栄

養材によるものと思われる。

ナメコ、エノキタケ、ブナシメジについては当所で栽培

しており、培地の栄養材にはコーンコブミール、フスマ、

米糠が{吏われている。ナメコの栄養材はコーンコブミール

とフスマだけで、培地基材と栄養材の体積比は 7対 5とな

っている。一方、ブナシメジとエノキタケはコーンコブミ

ールやフスマの他に重量比で渚地装材と伺程度の米糠を栄

養材として使用している。

阪 3のとおり米糠はコーンコブミールやフスマよりも顕

著に灰分が多い q ナメコと比較してエノキタケとブナシメジ

で灰分の多いのは、栄養材として米糠を培地主主材と同量程

度使用していることからと考えられる。

3 木質ペレット品質媛絡原案との比較

平成19年度に示された f木質ベレット品質規格原案J(財

団法人臼本住宅・木材技術センター， 2007)では、発熱量

は4037kcal/kg以上、灰分は 8 %未満の基準が示されている

が、スギに由来する資源、は全て基準を満たしていた。一方、

きのこ廃磁床は栄養材に米糠を培地装材と間程度使用する

と、EJ(分で慕準の 8%を超える場合があった。草木資源で

はイネに由来する米糠、ワラ、モミガラとヨシでは灰分が

8%を超えていたが、その他では f木質ベレット品質規格

原案j の基準を満たしていた。

以上のことからスギ資源だけであれば、「木質ベレット品

質規格原案J(財団法人日本住宅・木材技術センター， 2007) 

の発熱最と灰分の基準を満たすが、廃菌床のように草木資

源を混入した場合は灰分に波意する必要がある。

V おわりに

スギ樹皮は木部よりもリグニンが多いので発熱最l土木部

以上にあり燃料としての活用が期待できる。ただし、燃焼

した場合の炎が木部よりも小さいことから、燃料として使

用する場合は燃焼機器の検討も必要になると思われる。

また、スギ紫は発熱量が高いだけでなく、長IJ成分である

抽出成分などが多く含まれることから、抽出成分の活用に

ついても検討する必要がある(大原， 2009) ことから、今

後はスギ枝葉を原料にしたペレット製造だけでなく、スギ

楽に含まれる f青i出成分等も生かした利用方法を検討してい

きたい。
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