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清志 説

森林バイオマスの収穫システム*

吉岡拓如紳

1.はじめに

森林木質バイオマスのエネルギー利用にあたっては，

価格の安い都市の木質バイオマスから順番に，その導入

が進む。これは，第2稿 (9)の図-1に示した森林バイ

オマスを利用しようとすると，収穫・輸送・粉砕のため

のコストが生じてしまうためである O しかし，たとえば

バイオマスを主とする再生可能エネルギーに対する関心

と政策的な誘導が相まって，森林木質バイオマスの導

入・普及が進む場合を考えると，その原T-ltして森林バ

イオマスが必要となる段階が必ず訪れるO 視点を変えれ

ば，森林木質バイオマスの利用拡大のためには森林バイ

オマスの活用が不可欠で、あるといえる。スウェーデンと

フィンランドでは，一次エネルギー供給の2割が木質バ

イオマスにより賄われているが (6，の，これは，都市

の木質バイオマスを可能な限り利用するとともに，森林

バイオマスを低コストで収穫・輪送・粉砕するシステム

の構築のための技術開発が継続的に行われてきた結果，

森林木質バイオマスの利用段階が第2;]'高の関 1に示すと

ころの森林バイオマスにまで到達していることによる

(1)。

そこで，ここではスウェーデン，フィンランドをはじ

めとする北欧諸国で現在稼動している森林バイオマスの

収穫機械と効率的な作業システムを紹介する。はじめに

素材生産について簡単に述べると，北欧諸国では地形が

平坦であることからハーベスタとフォワーダによるCTL

(cut部長ngth:短幹集材の意)システムが発達しており，

またl幅員の広い林道網がよく整備されていることから大

型トレ…ラによる輸送が可能となり，その労働生産性は

わが国の10倍以上にも達している (3)0このような林業

先進国における森林バイオマスの収穫・輸送・粉砕につ

いて，以下，バイオマスの形態別に解説する (5)0 

2.林地残材

上述のハーベスタによる伐倒・造材時に発生する末

木，枝条等の林地残材は，最も手軽に収穫できる森林バ

イオマスと位置づけられている O ここで林地残材を収穫

することは，本来なら林地へ還されるべき土壌養分の収

につながることが懸念される O 北区欠諸国ではこの方面

の研究も早い時期から取り組まれ (2)，たとえば「養分

な葉が枯れ落ちてから収穫する」と規定されていた

時期があった (10)0 筆者が2∞3年から2∞4年にかけて実

施した調査時には，スウェーデンでは「残材の収穫は主

伐時の1回のみJ，フィンランドでは「残材のうち3分のl

は林地に残すjという方針カ守采用されていた (6，7) 0 

これに関してHAKKILA (1)は，①林地残材の収穫が，

更新後の立木の成長速度におよほす影響に関する研究成

果はほとんどないものの，樹冠部を完全に林地から除去

したとして，ヨーロッパアカマツ林ではほとんど影響は

ない一方， ドイツトウヒの若齢林はそれに比べれば耐性

が低いようである，②それでも少なくとも30%は林地に

残るし，さらに日本でいうところの「葉枯らし乾燥」に

相当する Itranspiration企yingJによって葉が枯れ務ちて

から収接すれば問題ない，③そもそもすべての林地残材

を収穫しようとしても，技術的に11又穫可能な量は70%で

ある，との見解を示しており，養分収奪の懸念よりも，

林地残材の収穫によるその後の地帯え・描えつけ作業の

効率向上のメリットの方がはるかに大きいとしている O

全体的に見れば，林地残材の収穫に対する北欧諸国の

姿勢は積極的である。すなわち，養分収奪が懸念される

からといって収穫を控えるのではなく，森林バイオマス

としてエネルギ一利用することが背林面でもメリットが

大きく，森林木質バイオマスを燃やした後のクリーンな

焼却灰を林地に還元することで，森林の持つ養分循環の

サイクルを維持しようというものである (8)0 

単位質量，あるいは単位容積あたりのエネルギー密、度

が低いという欠点を有するバイオマスの中でも，とくに

かさ張る林地残材の収護は不便であり，また輸送が非効

率的なことは明らかである O そのような特徴を持つ林地
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残材が，果たしてどのように収穫・輸送・粉砕されるの

であろうか。

2.1 1:斐キオのまま4又守護
集材に使用しているフォワーダを活用することができ

るため，最も簡便な方法であるといえる(国 1)。フォ

ワーダが残材を集めるために，グラップルは一度に多く

の残材をつかむことができるように改良されている O ま

た土壌撹乱の程度を最小限に抑えられるように，グラッ

プルの先端は「爪jとなる横棒を外したフォークの形状

をしている。荷台は，一度に多くの残材を積み込めるよ

うに左右方向と後方に拡張されており，これらにより効

率的な収穫作業が可能となり，荷台が満杯になり次第，

林道端に荷下ろしされる。

北欧諸国では，エネルギ一変換プラントまで、の輸送距

離が1∞kmを超えることもしばしばであるが，これだけ

の距離を残材のまま輸送することは非効率的である。し

たがってこの場合，林道端で、残材の粉砕作業が行われ，

チッフ。の形態で、森林バイオマスが輸送されることにな

るO 残材のようなかさ張るバイオマスに対しては，粉砕

作業は輸送を考える上で存効な手段である O この作業は

チッパ・トラックと呼ばれる，粉砕機能を備えたトラッ

クが行う(圏一2)0 トラックに備えつけられたグラップ

ルで，林道端に集められた残材を粉砕機(チツノ'¥)へ投

入し，粉砕されたチップはトラックのコンテナへ送られ

るO トラックは50ぱのチップを積載できる大型のもので

あるため，長距離輸送も問題にはならない。

2.2粉砕して収穫

林内で残材を粉砕しながら収穫する方法である O 残材

を収穫する時点で粉砕してしまうため，かさ張るバイオ

マスの運搬・輸送を考える必要がないという点において

有効であるといえる O この作業はチッパ・フォワーダと

呼ばれる，粉砕機能を備えたフォワーダが行う(図-3)0

llil-l フォワーダによる残材の収穫

J. ]pn. For. Eng. Soc. 27 (3) 2012 

フォワーダに付属のグラップルで林地に残された末木や

枝条をチッパへ投入し，粉砕されたチップはフォワーダ

のコンテナへ送られる O この方法は，主にスウェーデン

で行われているものであるが，①伐13'U.造材後すぐに収

穫する場合には，フォワーダとチッパ・フォワーダによ

る作業の効率化のために，ハーベスタで丸太と残材を列

状に並べる，②そうでない場合はフォワーダが残材を集

めて山をつくり，これを6か月から1年の開放置すること

で，乾燥による単位質量あたりの熱量を高めるとともに，

養分豊富な葉を林地へ還す，③チッパ・フォワーダのほ

かに，荷台がコンテナとなっているチップ運搬専用のフ

ォワーダを導入する，等の対策をとることによって，作

業効率が確保されている(の O

このシステムでは，林道端にトレーラ専用のコンテナ

が置かれており，チッパ・フォワーダのコンテナが満杯

になると林道端に移動し，チップの積み替えを行う。ト

レーラ輪送が長距離であるため，この場合には，どの場

図…2 チッパ・トラック

随一3 チッパ・ブオワーダ
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所に一置かれたコンテナが満杯になっているかという情報

のやり取りに関するサプライチェーン・ロジステイクス

が重要となる O

2.3圧縮して収穫

ここでは，バンドリングマシン，あるいはベーラと呼

ばれる庄縮機械が用いられる(国-4)0この機械は，か

さ張る残材を圧縮・整形することにより，容積密度を丸

太と向桂度まで高め，丸太と同様の取り扱いを可能にす

べく，スウェーデンで開発されたものである(厳密には，

残材を上方から投入するタイプと側方から投入するタイ

プ。の2機種が存在する)。しかし，現在では主にフィンラ

ンドで導入が進んで、いる。

具体的には，林地残材を圧縮機へ投入し，バンドル，

ベール，もしくはC乱(compositeresidue log) と呼ばれる

「束」を生産する(閤-5)。バンドルの密度が丸太と開

程度であるため，フォワーダで収穫する際には，その積

載能力をフルに活かすことが可能である(間-6)0また，

1~-4 バンドリングマシン(ベーラ)

図-5 バンドル(ベール， CRL) 

155 

トレーラ輸送についても向ホ葉のことがいえることから，

素材生産時と同様の方法，機械を用いてエネルギ一変換

プラントまで収穫・輸送できることが，このシステムの

特筆すべき点である。さらにこの場合，粉砕作業は自的

地のプラントで，大型チッパを用いて集約的に行われる

ため，粉砕作業の低コスト化にもつながり，この点も，

このシステムを導入する際には有利にはたらくものと考

えられる O

2.4経済性

まず，林地残材の収穫を労働生産性の面から見ると，

林内から林道端までの運搬距離にもよるが，7j封:才を粉砕，

あるいは圧縮してから収穫する方が，残材のまま収穫す

るよりも効率は高いと考えられる O しかし上述の3種類

の方法は，いずれも北歌諸国で実捺に採用されている O

これは，粉砕して収穫するのであればチッパ・フォワ

ダ，圧縮して収穫するのであればバンドリングマシンと

いうように，それぞ、れ既存の素材生産システムに追加す

る形で高価な機械を導入する必要があり，結果的に単位

熱量あたりの収穫・輸送・粉砕コストでよ七較すると，ど

の方法でも同レベルとなる (11，12) ことによる O 実際

のところは，調達可能な資金や素材生産の規模，運搬・

輸送距離など現場の作業条件，エネルギ一変換プラント

の規模や立地により，方法が選択されているというのが

実清である O

エネルギー資源としての価格に関しては，どの方法に

より収穫された林地残材も，化石燃料に対して競争力を

有する状態に至っている O たとえばフィンランドの場合，

熱利用，発電とも税制面の優遇はあるものの，発熱量1

拡Whあたりの残材の価格が10ユーロ程度である(1)こ

とからも，北欧諸国では効率的な林地残材の収穫・輸

送・粉砕システムが，すでに現実のものとなっている。

図 6 バンドルを満載したフォワーダ
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3.間イ支材

開伐材をエネルギ…資源として収穫するためには，林

地残材とは異なり立木を伐倒する作業が必要となるた

め，その分だけコストの掛かり増しが発生してしまう O

しかし残材に比べてエネルギー密度が高いことから，有

な森林バイオマスと位霞づけられている。ここでは保

育問伐，もしくは除伐を対象とし，全木材のエネルギ一

利用を念頭に置いた間伐材の収穫について解説したい。

デンマ…クにおいても，バイオマスは重要なエネルギ

ー資源となっている O 森林率10%程度，また木材として

利用できる森林が十分に育っていないということもあ

り，間伐材が森林バイオマスとして収穫される (4)0

f本的には，チェ…ンソーまたはフエラーノfンチャで{え倒

した後に，チップ・ハーベスタと呼ばれる機械で、全木を

粉砕する(関一7)0機能的には上述のチッパ・フォワー

ダと変わりはないが，チップ・ハーベスタの方が全木を

粉砕する分，チッパ部に出力の大きなエンジンを必要と

する。チップの輪送は，容積50m3のコンテナを2両連結

したトレーラが行う(関-8)0このシステムがデンマー

クでは主流となっているが，さらに効率を上げるために，

法1-7 チップ・ハーベスタ

関-8 大型トレーラによるチップの輸送

J. ]pn. For. Eng. Soc. 27 (3) 2012 

q伐倒機能を加えたチップ・ハーベスタの開発，②チッ

プ・ハーベスタとトレーラの両工程の簡に「チップ・シ

ャトル」と呼ばれるチップ運搬専用のフォワーダを導入

することによる機動力の向上，などの工夫がなされてい

るO

スウェーデンとフィンランドにおいても，除伐材や保

育問伐材のエネルギ一利用が進んでいる O これらの木々

は誼佳が小さいため，機械で1本ずつ伐倒・集積するの

は効率的でない。そこで，根元で切断した木を把持した

状態で他の立木へ移動し，また切断するという作業を繰

り返すことで， 1サイクルで棲数本の小径木を収穫する

ことができるアキュミュレート(=r蓄積jの意)機構

を備えた「複数本処理フエラーパンチャjが森林バイオ

マスの収護に活用されている(図-9)0通常の林業機械

ではチェーンソーとなっている切断部をナイフに変える

ことで，刃の手入れに要する時間の節約に成功している O

また，効率的に小径木を林道端に集積できるため，粉砕

作業を集約的に行うことも可能である O

4.そのイ告

フィンランドは，第2稿の図-1に示したグラフの最終

段階である「その他Jの森林バイオマスをエネルギ一利

用する段階にすでに到達しているので，その一例を紹介

したい。

素材生産が完了すると，伐採跡地には根株が残される

が，第2稿でも述べたとおり (9)，フィンランドではそ

の根株を収穫する機械としてスタンプ・ハーベスタが開

発されている(図 10)0 建設機械のア…ムの先端をフ

ォークのような形状のものに交換しただけの機械で，こ

れで伐諜跡地に残された根株をかき出すようにして杖穫

する O この作業についても，土壌からの養分収奪が懸念

随一9 複数本処理ブエラーパンチャとアキュミュレート楼
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されるが， I根の細い部分は収穫してはいけないJ，I根
株の4分の1は林地に残すJなどの規定を設けることで対

処している (5)0 

以上を受け，最後にわが国における森林バイオマスの

収穫の可.能性を簡単に考えたい。プロセッサを中心とす

る全木集材作業システムは，日本の現時点での中心的な

機械化素材生産システムの1つであるといえる O プロセ

ッサは，わが国の急、峻な地形条件によく適合した機械で

あるため，その普及台数も多い。全木材を造材する機械

は，労働生産性の向上のみならず，林内での枝払い・

切り作業が不要となったという点において安全性の改善

にも貢献しているO 一方で¥造材時に末木や校条が短時

間に大量に発生し，作業の障害になるなどの問題が新た

に生じている。しかし，これらの末木や枝条，曲がり材

など製材に適さない林地残材丸太を森林バイオマスと位

置づければ，土場という 1つのターミナルに集中して発

生するという状況は，エネルギー資源として森林バイオ

マスを収穫する1つのチャンスとなり得る O

北欧諸国の事例のような，森林バイオマスの効率的な

収穫・輸送・粉砕システムを実現するためには，専用の

収穫機械がわが国にも必要となろう O しかし，機械の高

い処理能力をフル活用するには，対象となる土場集積残

材が常に存在するような状況を作り出さなければならな

い。つまり，素材生産の機械化が不可欠ということにな

るのであるが，日本では，それが十分で、はないのが現状

国 10 スタンプ・ハーベスタ
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である。北欧諸国を引き合いに出すまでもなく，国産材

の需要が高まり，機械化によって素材生産の低コスト化

が進む中で，森林バイオマスのエネルギー利用が実現す

るという姿が理想的である O
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