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森林資源の素材利用とエネjレギー利用*

鈴木保志料

1.はじめに

森林利用学の定義として上飯坂 (8)は， r木材の収穫，

すなわち，立木の伐倒に始まり，木寄せ，集材および運

材の作業工程を経て，木材が市場に輸送されるまでの過

程に関連して要求される作業・機械の効率の究明および

林道などの計画・設計を対象とする学問であるjとして

いる O さらに上飯坂 (8) は過去の文献も紐解き，森林

利用学は学問の創始時期において，いわゆる林産学も忽

括した内容をもっていたことを指摘している O

日本では戦後昭和30~40年代の高度経済成長期に国内

の木材需要が高まり，その後外材の輸入が自由化されて

からもしばらくは林業における収穫対ー象の木材は板材や

柱材などの建築用材が中心であったが，用材の相対的な

価値の低下と，昨今では外材の輪入量低下のため低質な

国産材 (B材・ C材)を合板などの素材に用いる動きが強

くなってきており，さらに化石燃料の代替源として森林

バイオマスの利用もj主目されるようになってきた (40)0 

つまり現在は以前にもまして伐倒した立木を総合的に利

用するようになってきており，森林利用学の対象とする

収穫から最終需要地まで、の輸送についても，こうした動

きを考癒した対応(サプライチェーン・ロジステイクス)

(26)が求められている O ロジスティクスに関連して，

近年，主に木造建築物の環境負荷を表す指標として，木

材の貿易最・輸送量に輸送距離を乗じて求める「ウッド

マイルズ」という指擦が提案されている (39)0 このこ

とにみられるように，木質資源の利用に関しては，経費

上の収支のみならず環境負荷やエネルギー効率も必須の

考慮事項となりつつある。

本稿は当初， r森林資源利用・森林水質バイオマス」

と題して，森林利用学分野の大学院入学試験に出題され

ることを想定した教科書のひとつの章として， 2010年7

月に準備された。この章の目的は，森林利用学の学問対

象としての森林資源利用と森林木質バイオマスについて

概説することであった。諸事暗により，教科書としての

発行は見送られたが，森林利用学会誌編集部のご原意に

より，多少手を加えて総説として分割掲載させていただ

けることになった。

全体の原稿は5つの部分からなっており，鈴木と日本

大学の吉開拓如専任講師との共著である O まず鈴木が担

当する本稿(以降領宜上連番をつけて「第1稿」のよう

に呼ぶ)では現代において木質資源を利用する意義，エ

ネルギー源として森林バイオマスを取り扱う際の基礎知

識，経費とエネルギーの収支について解説する O 引き続

く第21'高{森林バイオマスの未利用資源最J(古関・鈴木)

では，未利用資源としての森林木質バイオマスの資源最

と，特に林地残材についての現状を特l散する。そして第

31'高「森林バイオマスの収穫システムJ(吉岡)，第4稿

「森林バイオマス収穫のコストと収支J(鈴木)では収穫

システムとそのコストおよび収支について具体的な事例

も含めながら概要を述べる。最後となる第5稿「森林バ

イオマス利用のライフサイクルアセスメントJ(吉岡)

では，エネルギ一等の包括的な収支を見積もるための重

要な手法であるライフサイクルアセスメントについて解

説する。

2.森林からの木質資源を利用する意義

森林は，適切に管理されることで，持続可能な環境資

源となりうる O 人工林をはじめとするそのような森林か

らは，木材などの木質系森林資源を継続的に収穫・利用

することが可能で、ある O これは従前の林学・森林科学で

はいわば常識といえる認識であるが，近年では地球温暖

化対策の関連で，森林および森林から収穫された木質資

源から作られる木材等のCO"国定機能が，毘際問題とし

ても重要な意味を持つようになってきた (23)。

森林は成長が旺盛な幼・若齢期には純生産量が多い

が， :1士齢になるにつれ純生産量は逓減し，老齢期には総

と呼吸消費量が均衡し純生産量はゼロに近づく

(5)。純生産量は同化によるCO
2
間定量にほぼ比例すると
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含む木質系素材をカスケード利用しできるだけ長く使う

ことは，省エネルギーに貢献するだけでなく人間の生活

圏でのCO)貯留という効果もある (23)0 さらに木材には

他にも，重さあたりの強度は金属・岩石・コンクリート等

よりも高いこと，吸i毘性があること，色や香りがよいこ

となどの利点カfある (27)0 一方で f燃える・}禽る・狂

うJ(1狂う」は寸法の変化)といった欠点もあることか

ら，客観的に利点と欠点を総合的に判断すると「平凡な

材料」であるといった冷静な評価がなされることもある

(2の。

COJ'gド出量削減や「エコjな素材の活用という観点も

重要で、はあるが，前者は政治的側面の影響も強く，後者

は科学的根拠に欠ける場合もある O 森林利用学という学

問に関わる者としては，エネルギーも含めた資源の有効

利用という観点から，適材適所に木質資源をできるだけ

活用するという落ち着いた見方が必要であろう O

次に森林木質バイオマスに関して，日本におけるバイ

オマスの利活用の政策に関連した動向は， 2002年に「バ

イオマス・ニッポン総合戦略jが閣議決定されたことが

大きく影響している。同戦IH告は「地球温暖化防止，循環

型社会形成，戦略的産業育成，農iJJ漁村活性化等の観点

から，農林水産省をはじめとした関係府省が協力して，

バイオマスの和活用推進に関する具体的取組や行動計

画Jとされており，農林水産省の関係する事業ではバイ

オマスタウン(市UIJ村単位で取り組むバイオマス利活用

事業)などがある (20)0 こうした事業で取り扱われる

バイオマスは未利用バイオマスが中心で¥森林水質バイ

オマスとしては「林地残材Jという呼称で未利用除間伐

材も含めた端材や枝条等が対象となる場合が多い。 通商

産業省系の事業では，新エネルギ…・産業技術総合開発

機構 (NEDO) の新エネルギー導入普及関連の事業で，

森林水質バイオマスを取り扱う事例が少なからずみられ

るo 2005~2009年度に実施された問機構の「バイオマス
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考えることができ，純生産量を積分したものが森林の蓄

積量すなわちバイオマス量である(国1) (35) 0 純生

産量が頭打ちになる壮齢期に主伐を行い，跡地に植林し

て新たな森林を造成する人工林施業は，森林のCO"固定

の高度発揮のためにも合理的で、ある O また人工林施業で、

は育林段階で除間伐が行われるが，除関伐材も有効に利

用することでその効果をさらに高めることができる

(関-2) (35) 0 

森林から得られる木質系の資源はすべてバイオマスと

いえるが，以下では製材品や紙などの素材原料として利

用可能なものを「木材"J，素材には用いることができな

い未利用除問伐材も含めた端材や校条等を「森林木質バ

イオマスJ(あるいは「木質バイオマスJ)と呼ぶことに

する O 木材も森林木質バイオマスも，再生可能なカーボ

ンニュートラルな資源である(1の。

まず木材については，省エネルギーな素材であること

が知られている O 乾燥製材，合板，パーテイクルボード

といった木質系素材を製造する際に消費するエネルギー

は，錦材材企やアルミニウムの1ν/1叩0~ 1/1羽O

時のC02j~月J封胡~f:1出j封1量もほ lぼ主同様の傾 i向珂を示す(図…3剖)。すな

わち代替可能な素材をできるだけ木材に置きかえ，紙を
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エネルギ一地域システム化実験事業jでは，採択7事業

中4事業で林地残材の利活用が主要あるいは重要な一部

を占めていた (32)。

森林木費バイオマスは，度譲燃焼・ガス化発電・エタ

ノール変換などによりエネルギー源として利用される

(1の O 直接燃焼では枝条そのままや薪などの形態で用い

られることもあるが，多くはチッパで破砕され木質チッ

プとして，あるいはさらに加工されて木質ベレットとし

て用いられる(図-4)0ガス化やエタノール変換の前処

理でもチップ化は行なわれるので，森林木質バイオマス

の利用においてチップ化の工程は重要で、ある。チッパに

は大きく分けて切削式と破砕式(チップ化方式による)，

定量式と移動式(チッパ本体の移動'性)などの分類があ

るO 木質ペレットは，おが屑あるいはおカサ宵程度の大き

さに粉砕された木質チップを成型機(ベレタイザ)で圧

縮して作られる O 直径6~8mm，長さ3~40mmの円筒形

状で (22)，木質チップより含水率も低くボイラへの供

給時の取り扱いなどもより便がよいが，単価は木質チッ

プよりも高くなる。
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3.森林木質バイオマスのエネルギー量

森林木質バイオマスをエネルギーとして利用する際に

は含水率と発熱量の把握が重要であり，その収集・運搬

では重量や体横との関係も知る必要がある O 経費や生産

性は，エネルギー量(発熱量)あたり・重量あたり・体

積あたり，といった単位で評価されるためである。

まず含水率については乾量基準 (ωdryM) と混最基準

(Z.Owet_bas) の2穣類が用いられている O いずれも含有水分

の質量割合の意味をもつが，前者は全乾部分の質量に対

する割合，後者は総質量に対する割合として表されてい

る点が異なる(土質学・土壌学などでは前者を「合水比J，
後者を「合水率」とし，合水量を表す2つの指標として

区別している (10)が，木材関係ではいずれも合水率の

用語が用いられる)。すなわち，生材(未乾燥材)の費

をm，生材に含まれている水分の質量を1n
w
' 全乾材の

質量をmsとすると

m=m +m 
1も S

(1) 

なお「木質バイオマス」としては製材端材ーなどの!予言葉 であり(図-5)，両含水率はそれぞれ

物系バイオマスも重要で，製材工場などで木屑炊きボイ

ラの燃料として使われ，製材品の乾燥や工場内発電に利

用されている。また「木質バイオマス」にはタケ等も含

まれており(18)，中山間地域ゃいわゆる里山地域では

放置竹林や未整備竹林からのタケの利用も大きな課題に

なっている。

W. 二 mlm
ロηα芯

w =m 1m 、、'et-tx¥sc

(2) 

(3) 

で表される(18) (いずれも100を掛けて%で表される場

図-4 木質チップと水質ベレット

注)写真左l土木質チップで，この例では切削式チッパにより作られている O 写真右は木質ベレットで，この例はおが屑からつ

くられた樹皮を含まないホワイトベレットである O
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合もある)。これらの2種の含水率は， .L-J以、下の式で

{値菌を変換できる O

九加工 wwct加/(1・ω (4) 

tVwet_!羽犯 =Wffiy.l附/(1 +凡ba.J (5) 

素材として木材を取り扱う場合は乾量基準合水率が多

く用いられ，木材の試験方法(jISZ 2101-1994)では木材

の合水率は乾量基準で算出するとされている (38)。

方，木質バイオマスすなわちエネルギー源として取り扱

う場合には，湿最基準含水率が適切で、あるとされている

(13)。後者の理由は，木材の低位発熱量は湿量基準で表

される場合が多いこと，そして含水率を混量基準で表す

と合水率と(湿量基準で表された)低位発熱量は比例関

係にあることによる(詳細は後述)。

寺津 (38)は，木材関係者の開で、乾量基準含水率が用

いられているのは「奇妙な風習」であるとしているが，

乾燥方法などを分析する場合，乾量基準含水率には次の

ような利点がある O 乾量基準にすると含水率と木材中の

水分量が比例する O 従って，例えば含水率を百的変数と

して分散分析などを行った場合，目的変数の加減算で求

められる主効果と木材中の水分量(水分の多い少ない)

は椋型比例の関係となるので，要因効果をそのまま比較

することができる O 一方， l星量基準合水率では木材中の

水分量と含水率は非総形の関係(水分量をx，合水率をy

とするとy=l-l/(l十 x))となるので，特に含水率が高

い値の場合には乾媒の効果(水分の減少量)と合水率変

化が比例的に対応しないという問題が生じる O つまり乾

燥の効果を問題にする場合には，乾量基準合水率の方が

適していると考えられる O

{本号室 V 

生材 発熱量
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物質が完全燃焼する際に発生する熱を燃焼熱

(combustion h回t，h回tof combustion) といい，物質が燃料

である(もしくは燃料とみなす)場合の燃焼熱を発熱量

(heating value，回100ificvalue) という(18)。物質に水分が

含まれている場合，燃焼で、水分は水蒸気になり，その際

に蒸発i替熱が奪われる O 発生した水蒸気の凝縮熱も損失

なく毘収できれば，物質中の水分量にかかわらず物質中

の可燃部の全発熱量(高位発熱量)を利用できる O 発生

した水蒸気の凝縮熱を囲収できない場合，利用可能な発

熱量は可燃部の全発熱量から水蒸気として奪われた熱量

をさし51いたもの(低位発熱量)となる O

すなわち燃焼で、生成する水を液体として計算した場合

の発熱量(木材の場合は全乾材の発熱量に相当)を高位

発熱量 (higherheating val民間IV)，水蒸気として計算し

た場合の発熱量を低位発熱量 Oowerheating value， LHV) 

と11乎び，これらは水の蒸発潜熱だけ違う(18)0 木質バ

イオマスの直義燃焼等によるエネルギ一利用では水蒸気

の凝縮熱は間収できない場合が多いので，木材の実用的

な発熱量としては低位発熱量が用いられる O なお，文献

によっては低位発熱量のことを有効発熱量 (effective

heating value) と呼ぶこともある(18)。

発熱量はエネルギーの一種で，エネルギーの単位には

国際単位系の，](ジュール)，仕事率(あるいは電力)に

時簡をかけたwh(ワット持またはワットアワー)，熱量

のcal(カロリー)等がある O 以降では便宜 L これらを

「熱量単位Jと[J乎ぶことにする O 木質バイオマスの関連

で、はk(キロコ10:l
) またはM(メガ=106

) などの情数を付

してM]，kWh， kcalが使われる場合が多い。これら熱量

単位の換算係数を表-1に示す。

木材ーの高位発熱量は，木賞バイオマスとしてはほぼ

20M]/dry-kgとみなしてよいとされている(13)0もう少

し細かく見ると(表 2)，針葉樹と広葉樹の木部でそれ

ぞれ約20.5および、19.9M]/clrγ-kg，樹皮はポリフェノール酸

やタンニン等を含有するため21.3~お2問/仁匂-kgとなって

いるほの。文献 (31)では国産樹種別の値が示されて

いるが，針葉樹と広葉樹の平均でそれぞれ20.8および

19.8M]!dry-kg，樹皮は針広10種の平均で、20.6M]/clrγーkgとな

っている(表-3)0 外国の樹種については， HAKKILA 

and PARIKKA (7) が示したフィンランドで採取された欧

州アカマツ (Scotspine) ・ドイツトウヒ (Norway

spruce) ・カバノキ (birch)の若齢木のデータ(表-4)

によると，幹部よりも樹冠部，木部よりも樹皮・枝葉で

発熱量が高くなる傾向で，全木では19.3~19.5M]!clrγ均kg程

度となっている O

なおHAKKILAand PARII包 A (のは，木材の低位発熱量

(有効発熱量)を，木材の炭素含有量等を用いて理論的

に計算される高位発熱量玖 (calorimetricheating value of 
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表-1 熱量単位と発熱量の換算表

メガジュール

時 (=106J)

サ=Nm=Ws)

I 

キロワット時 キロカロリー A重油J) 丸太21 木質チップ3) 木質ベレット .11

kWh kcal (L) (1113) (1113) (kg) 

0.278 239 0.0256 1.54・10-.1 3.36・10-.1 0.0591 

3.60 1 860 0.0921 5.55・10-.1 1.21・10-3 0.213 

4.19・10・1.16・10-3 1 1.07・10叶 6.46・10-7 1.41・10・6 2.47・10斗

39.l 10.9 9，340 1 6.03・10-3 0.0131 2.31 

6，480 1，800 1.55・106 166 I 2.l8 383 

2，970 四6 7.l0・10ラ 76.l 0.459 1 176 

16.9 4.70 4.040 0.433 2.61・10勺 5.6θ・10-3 1 

j主)有効数字は3桁とした。1)文献 (11) より;2)文献(16) よりスギ:ヒノキニ 1:9の平均絶乾比重 0.377，合水率82.0%

(乾量恭準)とし，高位発熱量 19.2M]lkg(34) とした;3)文献(16) より増加係数2.18とした;4)文献 (21) より抵位発熱

4.70kWh/kgとした(乾最基準含水率 11.8%の丸太に相当)。

針葉樹

広葉樹

樹皮

表-2 木材と樹皮の発熱量1

材の発熱量;

(calorific value; MJ/dry-kg) 

約 20.5

約 19.9

21.3 ~ 23.2 

i主)文献 (37)のp.50(第 2 木材の物理的性質 4.8発熱

In:)の記述から。

chγbiomass) から燃焼時に生じる水分(全乾材が含有す

る水素が酸素と結合して生じる)の蒸発潜熱を除外した

低位発熱量v九(effiectveheating value of chy bioma部)と，

水分を含む木材についてはこの値からさらに含有水分の

蒸発潜熱を差しヲlいた低位発熱量PRm(effiectveheatlrlg 

value of biomass with moisture) に区別している(これを紹

介した熊崎(13) も同様の立場をとっている)。しかし

密閉したボンベ等を用いて発熱量を計測する際，得られ

る発熱量の値は釈でなく W""である O 従って，実用上は

}九を高位発熱量として取り扱ってよいであろう O 表一2

~4に示された発熱量はいずれも， HAKKILA and PARIKKA 

(ののvklを意味していると考えられる。

低位発熱量 (LHV; HAKKILA and P ARIKKA (ののFFL

表-3 木材と樹皮の発熱量2

樹種(材)
高位発熱量

樹種(樹皮)
一!戸正当品01ム~~フrむGダ子6山1 笈印

(M]ldry-kg) (MJ/dty-kg) 

カラマツ 20.6 イヌマキ 21.7 

トドマツ 20.8 モミ 20.8 

エゾマツ 20.3 ツガ 21.5 

針葉樹立種平均 20.8 サワグルミ 19‘5 

ナラ 19.6 マテパシイ 22.7 

コナラ 19.1 ミズナラ 20.7 

ブナ 19.7 クリ 21.2 

ヤマザクラ 19.8 クヌギ 20、2

ケヤキ 18.4 ウノfメガシ 18.2 

広葉樹59種平均 19.8 カエデ 19.8 

注)文献 (31) より O 元データは「林業試験場ー編 (1973)木

材工業ハンドブック.873pp，丸善，東京.Jとされている O

発熱量は乾物，灰を含む重量基準。表にあげられた樹皮発

熱量 (Jl= 10)の平均は 20.6M]ldry-kg。

同義;~何/kg) にも含水率向様，乾量基準 (LHVdry."，，) と

湿量基準 (L日午の2種類が定義される o 20
0Cにおけ

る水の蒸発i替熱は2.45MJlkgで、ある (25
0Cとする文献もあ

るカ泳IIJ/kgの単位で、有効数字詰Irとすると20
0

Cもお℃も同

じ備となる)ことから，高位発熱量をHHV(HAKKILA 

表 4 木材と樹皮の発熱量3

有効[高位]発熱量 (Effective 欧州アカマツ ドイツトウヒ カノfノキ

heating value; MJ dty・kg-1) (Scots pine) (Norway spruce) (birch) 

幹部 木部 (Wood) 19‘3 19.0 18.6 

(Stemmass) 樹皮 (AlIbark) 19.5 19.7 22.7 

全体 (Wholestem) 19.3 19.0 19.2 

樹泡;奇[¥ 木部 (Wood) 20.0 19.7 18.7 

(C1 樹皮 (AlIbark) 20.7 19.8 22.3 

枝葉 (Foliage) 21.0 19.2 19.8 

会水 (Whole-む-ee) 19.5 19.3 19.3 

11)文献(7) より O 元データは "NURMI(1993) Heating values of the above ground biomass of small-sized trees. Acta Foresta!ia 

Fennica 236. 30p."で，フィンランドの若齢木の全乾状態 (ovendry)のデータとされている O
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and PARIKKA (ののFにと同義;MJ/kg) とすると，乾量

基準 (7)および湿量基準 (34)のそれぞれについて

LHVdJy附 =HHV-2必 -wdwbase問/也子kg) (6) 

L~二叩凶t蜘 =HH肝肝Vド.(ι1 一 ω凧u附吠ωJ胤)…寸2必 .t凡U眠九九~、u帆削叫1収凶叫工甘山t山h

φ匂lwet-kg) (7) 

である O

図-6は，合水率と高位・低位発熱量の関係を，乾量

基準(閤-6a.)，i毘量基準(閣-6b.)のそれぞれの場合

について表したものである(図には乾量・湿量合水率相

互の関係もあわせて示した)。高位発熱量は含水率に関

わらず一定である。なお高位発熱量は，国産材の値

(表-2~3) に比較すると控えめな値であるが，

SUNDBERG and SILVERSIDES (34) に用いられている

19.2問/合y勾とした。

合水率と低位発熱量との関係は， (6)式， (7)式から

も確認できるように，乾量あるいは混量基準同士は互い

に含水率と比例関係にあるが，そうでない場合は非線形

の関係となる O 合7J(率を木材がもっエネルギー量(低位

発熱量)の指標として用いる場合，両者は比例関係にあ

る方が実用上都合がよい。含水率は前述したように日本

では乾量基準・湿量基準のどちらも場合により用いられ

るが，低位発熱量はほとんどの場合に湿量基準が用いら

れる O このため，木材のエネルギー量を議論する場合に

は，i毘量基準含水率を用いるのが適切であり，熊崎(13)

は木繁エネルギーの実務では含水率は湿量基準を原則と

するべきとしている O

HAKKILA and PARIKKA (7) は，伐採直後の材の典型的

な湿量基準含水率は45~58% (乾最基準82~138%) とし

ている O この場合，i毘量基準低位発熱量は高位発熱量の

a. 100% __ I 0 
20 ::l -::: 20 

_ 15 

"" i ¥、
つ
2 

10 

採
話記

e.¥  J9正 、含7l<率ci臨騨)

60% 

80% 

15 

'0. 

'0、 10 
40弘

0. 
5 I / 20弘

0% 

800% 

。
0% 200出 400% 600% 

含7l<率(乾霊薬準)
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約112~113に低下する。日本の調査事例では，林道脇の

土場に長期間大規模に山積み放置された残材(スギ:ヒ

ノキ=9:1) の乾量基準含水率が82% (16)，伐採直後

のヒノキで92% (湿量基準48%) (14) ，林道沿いに1~4

年開小規模に山積み放置されたスギでは山の部位と期間

によるが32~189%で平均99% (湿量基準24~65% ， 50%) 

(15) などの報告がある O 木質チップ。の合水率は様々で

あるが，大型の高性能チップボイラには乾量基準含水率

100%あるいは150%といった高合水率チップを許容する

ものがある一方で、，例えば農業用園芸ハウスの加棋など

に用いられる小型チップボイラで、は許容合水率は乾最基

準50% (湿量基準33%)程度以下と低い設定になってい

る(12)。木質ベレットの合水率は安定して低く，乾景

基準で12% (湿量基準11%)程度である (21)。この程度

の合水率だ、と，湿量基準低位発熱量は高位発熱量から1

割程度しか低下しない。

この節の最後の話題として，比重と体積について触れ

ておく。木材の全乾比重gは，スギ0.35，ヒノキ0.38，シ

ラカシ0.79等とされている(表 5) (37) 0 木材の体積

(材積)をVとすると(図 5)， 

正二mjV (8) 

表-5 木材の全乾比重

樹種 会乾比重

スギ 0.35 

ヒノキ 0.38 

カラマツ 0.54 

キリ 0.26 

ブナ 0.51 

シラカシ 0.79 

1主)文献 (37)のp.29，表2-1から抜粋。

800% 
;一一一高佼発熱量

ヅ@、

。
、
ノ
ノ

。。
。。。。

。。。。
1 

1 600% 
..0ョ低位発熱蚤

(乾愛基準，
MJ/dry司 kg)400弘

-0ー低位発熱量
(i毘童基準，
MJ/wet-kg) 5 

0見

100% 

一一一合水率 (a.i霊
量基準または
b.乾量基準)

200% 含水率(乾童基準) 〆

¥-〆♂戸〆/
。

。% 20% 40% 60見 80%

合水率(湿童基準)

~J … 6 木材の発熱量と含水率の関係

注)高位発熱量を19.2MJlkg(34) とした。 a点鞠Iiを乾量基準含水率とした場合， b.横i/ijlJを湿量基準含水率とした場合。
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となり，丸太に状の残材は2.5~2.9，木質チップは2.5 ，

相当する短材では1.4~1.7となる O

森利学誌27(1)2012

(mは全乾質量)，生比重まはであり

4.利用の最低条件:経費収支とエネルギー収支 (EPR)

森林木質バイオマスのエネルギ一利用では，代替しよ

うとするエネルギー源(多くの場合化石燃料)を用いる

場合よりも，経費の面で同等以下となる必要がある。直

接燃焼で、化石燃料を代替する場合を例に取ると，まず第

にエネルギー最あたりの燃料単舗が化石燃料よりも低

いことが必要で、ある。そして燃焼施設の費用等も含めた

エネルギー量あたりの単価も，化石燃料を用いる場合よ

りも低くなければならない。詳細は第4稿で述べるが，

現状では燃焼施設の費用は技術的に完成された化石燃料

用のものよりも木質バイオマス用のものの方が高いの

で，第一の条件を満たした上で，第二の条件が満たされ

る一定の期間以上木質バイオマス用燃焼施設を運用する

必要がある(燃焼施設の耐用年数が当該期間以上でなけ

ればならない)。

日本における石油価格は，今世紀に入ってからはほぼ

一定であったが2004年頃以降緩やかに上昇してきた。そ

して2008年に一時高騰し，その後2009年初頭に急落した

後は再び2004年頃以降と間程度の穏やかな上昇傾向にあ

る(図-7)(30) 0 建物・温泉施設・国芸ハウスなどを

援房するための重油ボイラに使われるA重油を例に取る

と，ここ数年間の最低価格は高騰後の底値で50円止程度，

高騰時の最高価格は120円IL程度である O そこでA重油の

価格60，90， 120円ILについて，木材の材積あたりのエネ

ルギ一価値(低位発熱量で等発熱量となるA重油の金額)

を算出すると，図-8のようになる(ここでA重油の発熱

量は表-1に示したように39.11¥勾/kgとした) (11)0 

(9) 

である (mと1ns'Vの単位はそれぞれkg，m
3またはg，

cm
3
) 0 含水率があまり低くない場合には， gsとωdηy加おから

ziを求めることができる O すなわち，(1)式よりm=mw

十 ms' (2)式より1nwZ1nJ叫f¥'加で、あり，また (8)式よ

り只二 V-gsなので、生質量mは

gr=m/V 

(10) 

(11) 

となる O

ただし含水率が繊維飽和点(乾量基準含水率で、28~

30%程度)を下田る場合，木材は収縮するため (12)式

には補正が必要で，乾量基準含水率25%以下の場合にgs

から叫
γ
闘を用いて生比重grへの換算をするときには次の

式を用いる必要がある (37)。

(12) 

m二 JTts・(1+ w
d山昧)

mニ V-ぇ・(1+ω向b;J

と表すことができる O 従ってg;は

gr=g:s-(l+w耐baJ

または
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図-7 石油価指の推移

注)石油情報センター (30) より o 2006年1月から2011年3月

までの消費税込みの価格を示した。「大型ローリーJ. I小
型ロー 1)-J はそれぞれ可積載量8kL以上・未満のローリー

での納入価格。

表 1の丸太の発熱量 (LHV.，.Jは，森口ら(16)の
wct-l沼;;e

調査事例から， gsを0.377(スギ:ヒノキ=1: 9)， W
d可加

を82.0%とし，HHVを19.2M]!kg(34) として求めた (12

式によりgrは0.686，材積あたり質量lは土0.68邸6ν伽m3となる)入。

木質チツプについては同じ含水率で増加係数(丸太の実

材

lは土0.315t!m3
)0 なお増加係数はチップにより異なり，紙

パルプ技術協会 (9) は2.78という値を用いている O 木質

ベレットについては，ベレツトクラフブ守 (ω21υ) カか、ら，

LHVKK尺w川J花川己d山t

鉛
J11L.8%に相当)九O 

丸太の体積は日本では通例実材積で，木質チップは膚

積で表されることが多い。 ANDERSSONet al. (1)は枝条

込み残材(1oggingresidu田)，梢端部および丸太形状の残

材(佐田sand s帥 ons)，木質チップ (chips)，短材 (pulp-

w∞d) のトラック荷台等への充填率をそれぞれ15~20% ，

35~40% ， 40%， 60~70% としている O この逆数が層積

に相当し，校条込み残材は5.0~6.7，梢端部および丸太形

(13) gr =g;(l +w
伽 担Jベ1+ O.84-g;W

dlYb;，J 

50 
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合*率が高くなると低位発熱量が減少するが，乾量基

準合水率1∞%(混量基準50%)の場合でも，近年のA重

油の底値に近い60円ILで、等発熱量のA重油に換算すると

9.7千円1m3の価値があることになる (A重油90円止， 120門

止で、はそれぞれ14.5千円/ぱ， 19.4千円/ば)0このように熱

量換算すると生材でもエネルギーとしての価値は高いよ

うに見えるが，実際には燃焼利用する場所までの収集・

運搬経費'およびチップ等への加工経費と，さらに化石燃

料用燃焼装霞を木質バイオマス系燃焼装置に置き換える

経費も考慮しなければならない。これらの経費を阻-8

のエネルギ一価値から差しヲiいてなおプラスであれば，

経費的に木質バイオマスは化石燃料より優位ということ

になる O

森林にある立木を伐採し林内道路まで集材して適切な

長さの丸太に採材した後，土場などで運材(木材令市場や

製材工場までの運搬)用トラックに積み込むまでの作業

(広義の集材作業)経費は，一故に立木のサイズが大き

くなるほど生産性が向上するため，低下することが知ら

れている (25)0運材も含めて集運材経費として立木サ

イズとの関係を模式的に示すと，関-9(35)のように

なる(図で、はyニα+bl xの関数形を想定した)。伐採した

木を用材として利用する主伐あるいは間伐の場合，一般

に，集運材の経費に見合うような一定以上の立木サイズ

のものが対象とされる o I除伐対象となる小さいサイズの

木は，集運材したとしても生産性があがらないので経費

もかかることになり，材の{匝{直で経費を回収できない

(このため除伐あるいは切捨て関伐される)。

木材の価格と集運材経費の関係をもう少し具体的にみ

定 25
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てみる o iバイオマスの5FJという言葉があり，これは

バイオマスの用途別錨格を高い順に並べるとfood(食;jBj.)， 

五ber(繊維:i~';f~1も含む)， feed (飼料)， fl伐材lizer(肥料)， 

fuel (燃料)となるということを意味している(18)0 木

材と木質バイオマスの場合はfiber(用材用丸太・パルプ

材)とfuel(薪・チップなどの原料としての木材)が相

当する。用材 (A材)としての丸太の価格(製材工場着

の購入錨格)は，近年のスギ・ヒノキ中丸太で1~2万円

/ぱ程度で、ある (24) (図-10)。ただし径級と長さ，相場

により価格の幅は広い。また合板間のB材ーなどは中丸太

より数割安い。パルプ材 (C材)の価格は， 2009年末時

点で国産針葉樹，輸入針葉樹，国産広葉樹，輸入広葉樹

がそれぞれ約6.0，7.5， 11.5， 13.0千円Im:l (チップ工場渡

し価格，丸太換算)程度となっている (24)。燃料とし

ての木質バイオマスの買取価格は，岩手県の木質チップ

供給コスト試算事例 (29)で、は3千円Im:l (聞き取りによ

るチップ材の山元引渡し価格は2.5 ~3.5千円Irぜ (28) ，生

材と思われる)，高知県仁淀川町のNEDO事業における実

績 (36)で、は3千円/生t0可の単独補助で1~3千円/生tの

上乗せあり)などの併があるが，現状では3千円/生t程度

のようである O このように木材の価格の序列は， A材

>>B1オ>C材となっている O

用材の集運材経費は，現在の日本では条件にもよるが

おおむねl万 ~1万5千円前後かかる場合が多い。林野庁

(24)では， 2008年の素材生産費・運材費の合計はスギ

主伐で、7，699円1m3，スギ間伐で、10，659円Im:lとしている O ま

た，多少意味合いは異なるが，スギ・ヒノキについて中

丸太の工場着購入価格と山元立木価格 (24)の差を求め

150% 0% 

一一0-0-0-0吋。

--t:s.-120円/Q

A重油 -0-90円/Q
髄格

ーうく 60円/旦

50% 

50% 

含水率(湿量基準)

関-8 木材のエネルギー価値と合水率の関係

注)A重油の発熱量は経済産業省(11)より39.1MJ/Lとした。水材の高位発熱量はSUNDBERGand SILVERSIDES (34)より19.2MJ/kg

とした。木材の比重は森口ら(16) よりスギ:ヒノキ=1:9の平均絶乾比重0.377としたO
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ると， 2009年時点でそれぞれ約1万， 1万5千円1m3となっ

ている(圏一10)。用材にならない小径木の集運材経費

はこれより説り増しになる一方，価格は低いので，除伐

や切捨て間伐対象木を燃料用の木質バイオマスとしてそ

れだけのために集運材することは，現状では一般に経費

収支の菌で現実的で、はない。

この節の最後の話題として，エネルギー収支について

触れておく O 経費の収支では，かかった費用に対して収

入(利益あるいは便益)が上田ることが，赤字にならな

い条件である O エネルギーの収支については，得ょうと

するエネルギーを得るために浪費したエネルギー(1えJ
に対する得られたエネルギー (EoutPlll)の比EPR(energy 

pro鼠 ratio) という指標が用いられる (6)0 

EPR=E IE (14) 

EPR> 1が，そのエネルギーの利用が意味あるものとし

千円/丸太m3(およその価格)

割高
20 

|品)3器
議( 15 
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戦 10 
主手

~パルプ材
斗→期← 甲 5 J燃料用
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IJ、大

立木サイズ

凶-9 立木サイズと集運材(収集・連強)経費の関係およ

ぴおよその用途別丸太価格

注)文献 (35)から再掲。
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国-10 立木と丸太の価格

i主)林野庁 (24)の参考付表 r41 LU元立木偶格，丸太価格，

製材品価格， 111林素地価格Jより抜粋して作成。 山元立木価

搭は利用材積1m'あたり平均単備。丸太価格は各工場におけ

る工場若購入価格。スギ・ヒノキ中丸太は控14~22cm，長

さ 3.65~4.0mo
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て成立つ条件である。 EPRと同義であるが， EROI 

(energy re加monmVI田 tment) (3)や EBF(energy balance 

factor) (41) という言葉が用いられることもある O

エネルギー収支に関連して，エネルギーの変換効率を

把握しておくこともエネルギ一利用では重要である O 木

質バイオマスの場合，直接燃焼の変換効率は75~90%で

あるのに対し，発電システムの発電効率は5~30% と低

いが，熱も同時に囲JI又するコージ、エネレーションにする

と効率は55~85% になるとされている (33)0 エネルギ

ー収支を見積もるためには，燃焼時等の変換効率だけで

はなく，エネルギー源を採取してから利用するまで，ま

た採取・運搬や利用に関わる機械等を製造・維持するた

めのエネルギーといった包括的な填自についての調査が

必要であることから，ライフサイクルアセスメント(第

5稿)あるいはそれに類する方法が用いられる O ここで

はEPRの算出事例のみ組介しておく。

FORSBERG (4) は，北欧で校条を含む残材(林地残材，

第2稿2.)を収集してチップ化し発電利用する場合のエネ

ルギー収支を試算している(図 11)。図 -11で 11.

BalesJ と 12.PelletsJは校条込み残材 (bale) を， 13. 

Tree sectinsJは徐伐材を用い， 1，5∞kmを船で地域外に運

搬してチップ化 (12.PelletsJはベレットfりして発電す

る方式である(残材=チップ。の含水率は湿量基準で、45%，

700 

600 (2-36.推定)

R 重E 500 

b. b. b. 1 "1 
ヨヨ 400 

子ベ、重よ、ミac 3 0 9 
ム A 

A 
200 
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z 目tu -t 号 ←Vet3 官REむm 出ν5官w z 1。Ep5- 3下官〉百ι(E回山話 3mE Z3c U δ州E百喜E 石善白ωU 三3ω旦-g 。0 

ぜ出
dJ 、ー、.

Forsberg (2000) 日oume(2007) 

図-ll バイオマス系エネルギーのエネルギ…収支

注)文献 (35)から再掲。棒グラフ(左縦l¥il1J)はエネルギ

ーを得るために投入されたエネルギー(電力と燃料に区分，

kWh)の得られたエネルギー OVIWh) に対する比。 1000未

満ならばエネルギー収支はプラスになる。ム(右縦軸，対数

百盛)はEPR(energy profit ratio)すなわち符2られたエネル

ギーに対する投入エネルギーの比で，左縦軸の依を103倍し

て逆数にしたものに相当するはより大きければエネルギー

収支はプラス)0 FORSBERG (2000) (4)は北欧で森林から校

条と材木を収集して5種類の方法でエネルギ一利用した場合，

YOSHIOKA et al. (2005) (41)は日本で校条込み残材を収集・

チップ化して発電利用した場合のエネルギー収支を算出して

いるoBOURNE (2007) (2)はバイオマス系液体燃料のEPRを

示した。
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乾量基準で82%)0 r 4. El-exportJ と r5. DomesticJは地域

内で、Baleをチップ化し，前者は発電して地域外に送電，

後者は地域内で利用する O 閣の棒グラフ(左縦軸)は，

エネルギーを得るために投入されたエネルギー(電力

Electricityと燃料Fuelに区分， kWh)の，得られたエネル

ギ…(抗Wh) に対する比で， 103未満ならばエネルギ

収支はプラスになる。三角のシンボル(右縦軸，対数日

盛)はEPRで，左縦軸の値を103倍して逆数にしたものに

相当する。 r2.PelletsJ 以外はEPRはおおむね10前後(r1. 

BalesJ 8.5~ r3. Tree sectinsJ 12.8)である。この例では

残材をベレット化しているが，粉砕に用いるエネルギー

(ほほ電力のみ)はそれほど大きくなく，乾悌に必要な

エネルギー(ほとんど燃料)が大きいためにEPRは1.7と
低くなっている o YOSHIOKA et aL (41) は，日本で、行った

梢端枝条といった林地残材を収集する実作業調査にもと

づき，チップ化して地域で発電利用する想定 (FORSBERG

(4)の r5.DomesticJに近い条件)で5.7というEPRを算

出している O

図 11の右半分は，バイオマス系の液体燃料のEPRで
ある (2)0 米国において機械化作業で、生産されるトウモ

ロコシからのバイオエタノール (Cone ethanol)はEPRが
1.3と非常に低い。これに比べるとブラジルで人力作業で

収穫されるサトウキピから作られるバイオエタノール

(Cane ethanol)のEPRは8と高い。ドイツ製のバイオデイ

ーゼル燃料 (Biodiesel)のEPRも高くはなく 2.5である O

セルロース性エタノール(Cellulosicethanol)は開発途上

の技術であり，実用化された場合の推定EPRも 2~36 と i幅

が広い。なお，アメリカにおける推定 (3，6) では石

炭・石油などの化石燃料のEPRはおおむね10を超えてお

り，水力・原子力・太揚光などの発電のEPRは4~9程度

( 。
担
匂.~伺ーJ 同

色EE£O 

き
ω c 

!::! 

化石燃料

]. ]pn. For. Eng. Soc. 27 (1) 2012 

とされている(図-12)0ただし化石燃料は採掘が進む

につれそのEPRが減少してきていることは事実で，それ

につれて代替燃料への志向が高まると予測されている

(6)。

日本でも2008年3月に[バイオ燃料技術革新計画」が

発表され，全国各地でバイオエタノール生産プラントの

稼動が始められつつあるなど，いわゆるバイオエタノー

ル生産に拍車がかかっている状況である(19)0 エネル

ギー源としての液体燃料の利便性は高いが，現在見積も

られているEPRで見る限り，エネルギー収支の面で、は木

質バイオマスの燃焼利用の方が合理性は高いと忠われ

るO
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