
  
  セメント工場における木材の燃料利用について

  誌名 森林利用学会誌
ISSN 13423134
著者名 星野,春彦
発行元 森林利用学会
巻/号 28巻1号
掲載ページ p. 67-72
発行年月 2013年1月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



森利学誌28(1) 2013 67~72 

研究・技術資料

セメン卜工場における木材の燃料利用について*

星野春彦料

1はじめに

震災以降，再生可能エネルギーの活用が注目されてい

るが， 工業用エネルギーとしての活用事例はまだ少数派

のように思われる。 普及が進まない理由として，安定し

た電源でないこと，コストが高いことが上げられるが，

これらの問題をある程度解決できるものとして，木質バ

イオマスの利用があげられる。

住友大阪セメントグループにおいても，温室効果ガス

の削減，リサイクルの推進の一環として木質バイオマス

活用の取り組みを進めてきた。本稿では，当社グループ

のエネルギー削減及び1)サイクル推進の現状，また2003

年より進めてきた木質バイオマスの活用事例を紹介する

とともに，国産エネルギー源としての森林の役割につい

て，課題と今後の方向性について取り 上げたい。

2.セメン 卜産業

セメント 産業は，社会基盤を整備するための素材(=

セメント)を供給する「動脈産業」と，様々な産業から

排出される廃棄物や副産物を原料や燃料としてリサイク

ルする 「静脈産業」という2つの側面を持っている。

セメント製造の過程では大量のエネルギーを必要とす

る。セメント工場には高さが100m近くある予熱装置(サ

スペンションプレヒーター)と，直径カ{3~6m，長さカf

70~ 100mの巨大な回転窯(ロータリーキルン)がある

(図-1)。ここでは主に石炭をエネルギー源として燃焼

させて1450
0

Cの高温状態を作り 化学反応により水と反

応して固まる性質を持つ人工鉱物(セメントクリンカ)

を作り出している。また，原料となる石灰石などを粉砕

する原料工程と，焼成されたセメントクリンカを粉砕し

てセメントにするための仕上工程において， 巨大な粉砕

機(原料ミル，仕上ミル)で電力を消費して製品を生産

している。セメントltを製造するために，石炭で、約100kg，

電力は約100kWh程度必要で、ある。セメント協会による

と2ω9年度業界全体で200PJ(原油換算約520万k1)のエネ

* Energy utilization of woods at a cement factory 

ルギーを消費している。日本のセメント業界は，高度成

長期以降に省エネ化が進み，エネルギー効率が世界のト

ップレベルであるが故に，今後は大幅な改善が望めない

レベルに達しているのが現状である。

セメント産業は，セメントの製造過程で原料イt替やエ

ネルギ一代替として多様な廃棄物などを活用することが

できるという特徴を持ち合せている。セメントを製造す

るには，原料として石灰石を最も多く使用するが，その

他にアルミナ質原料も使用する。この原料はかつて粘土

と呼ばれる天然資源を使用していたが，現在はその成分

が類似していることから，燃え殻やばいじんなどの産業

廃棄物やその他多種多様な廃棄物や副産物を原料として

活用している。また， 主たるエネルギー源である石炭の

代替として，廃油や廃プラスチックなど廃棄物や副産物

を使用することができる。廃棄物などの活用割合は年々

増加し，セメント協会によると2010年度業界平均でセメ

ントltあたり 469kgに達し，全体で2，540万tを受入れてい

る。この量は日本のごみの最終処分場量 (2，200万t;環

境白書H23年度版)に匹敵し，セメント業界は逼迫する

処分場の延命に貢献していることになる。しかしながら，

原料の代替は既に理論的な限界にほぼ達しているため，

図 l セメント焼成炉
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プ用では使えないグレー ドも使えることが魅力となって

いる。したがって， 主に住宅を解体したときに発生する

解体廃木材を中心に使用しているが，一部には森林バイ

オマスも使用している。セメントキルンで使用するため

には，次章で紹介する発電用ピンチップのサイズでは燃

えにくいので，8rrun程度以下のサイズに細かくするため

に工場内に微粉砕機を設けた (図-2)。また，一般的な

発電用チップの加工業者が，製造する過程で副産物とし

て発生する粉状の簡下ダストも利用している。これらの

微細木質チップはセメントキルンの予熱装置である仮焼

炉に投入し燃焼させる。当社グループでは，現在全5工

場で活用しており， 2011年度にはセメントキルンのエネ

ルギーとして年間で約12万tを使用したO

セメント焼成設備で使用する場合の注意点としては，

水分，塩素分，異物が挙げられる。予熱装置で速やかに

燃焼させるために，水分が30%程度以下で、ある必要があ

る。またプラ ントは塩素分に弱いため，塩素分0.1%程度

以下に制限する必要がある。特に建設系廃材を使用する

場合は，海洋貯木されていた木材のみならず，建材とし

て使用される塩ピ系樹脂や塩素系接着剤が解体時に混入

していることに注意を要する。また金属や石などの異物

が混入していると破砕機を破損させてしまうため，予め

除去しておく必要があるが，鉄類や土砂類、はセメントの

主要成分を含有する原料であり，セメントキルン内で原

料として取り込まれるため，微量の混入であれば許容で

きる。当社グループではセメントキルンのエネルギーと

して木質バイオマス活用を積極的に進めているが， 業界

全体ではまだ少数派である。
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今後大幅な増加が望めない。

これらセメント業界の省エネルギー及びリサイクル貢

献の限界に対する解決策のひとつが再生エネルギーの活

用であると考える。すなわち，火力発電による電力を再

生可能エネルギーに置き換えていくことで，生産すると

きに発生するCO
2
をできる限り抑制し，持続可能な生産

活動を維持できるからである。ただし，再生可能エネル

ギーといっても，太陽光や風力では大容量蓄電がまだ実

用段階ではないため，安定供給の観点から工業用自家発

電には不向きである。当社グルーフ。は木質バイオマスの

利用に着目し，2003年からセメントキルンのエネルギー

源として，また2005年からは自家発電設備のボイラーで

使用する石炭の代替として取り組みを開始した。更に

2007年からは，木質バイオマス活用の全社展開を進めて

いる。

3.セメン ト焼成燃料利用

再生可能エネルギーというと電力ばかりが注目される

{頃向カτあるが， i毎夕4で、はバイオマス利用はむしろ実名利用

のほうが盛んである。なぜならば，バイオマスエネルギ

ーを電力にする場合，燃焼熱をボイラーで蒸気に変換し，

蒸気をタービンで運動エネルギーに変換し，さらに発電

機で電力に変換する必要があるが，変換するたびに効率

が低下するからである。その点，工業炉での直接燃焼利

用では，燃焼熱を被加熱物に直接伝播させるため，熱利

用効率が非常に高し、。

当社グループでは， 2003年より岐阜工場においてセメ

ント焼成設備でエネルギーとして活用を開始した。セメ

ント焼成用エネルギーとしての活用では，製材用やパル

栃木工場セメント焼成設備
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4.バイオマス発電利用

セメントを生産するためには，大量の電力が必要であ

る。セメント協会によると2009年度の電力使用量は約

6000GWhで，そのうち約7割は廃熱発電と石炭火力自家

発電で、賄っている。当社グループにおいても，赤穂工場，

高知工場，栃木工場では，場内に発電所を設置し電力を

100%自給し，余剰分は電力会社へ販売を行っている。

また残りの2工場についても，廃熱発電設備を設置し電

力の一部を賄っている。

当社グループでは， 2005年より発電ボイラー用混焼燃

料として木質バイオマスの使用拡大を進めている。まず

高知工場において61，000kWの2号発電設備で木質チップ

の混焼を開始し，続いて赤穂工場においても 102，000kW

の5号発電設備で混焼を開始した。更に2009年には栃木

工場に木質バイオマスを主燃料として設計されたバイオ

マス発電設備が完成し運転を開始した。発電ボイラー用

燃料としての活用では，解体系廃木材や森林バイオマス

を使用することができる。高知工場及び赤穂工場の発電

設備は石炭専焼ボイラーとして設計されているため，木

質チップの混焼割合にはタイプによって限界がある。高

知工場のタイプは循環流動床ボイラーであり ，燃料であ

る石炭や木質チッフ。を40mm程度のサイズに破砕するこ

とで投入することができる。このタイプはボイラー内部

で砂と燃料を下から空気で吹き上げるようなしくみにな

っており，流動化させることで燃料チップはゆっくりと

燃焼していく 。一方，赤穂工場のような微粉炭ボイラー

は，燃料をあらかじめミルで微粉末にし，バーナーで吹

き込み燃焼させる必要がある。石炭の粉砕に通常使用さ

(【年間有効発電量】1億6千万川

圃灰はセメント焼成炉で原料として利用

.自家用及び売電(約3割)

木質チップ梗用量 14万t/年

('11年度実績)

(バイオマス率85叱匂)
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れる竪型ローラーミルやボールミルでは，木材は粉砕し

難い。従って，電力会社でも多く採用されている既存の

微粉炭ボイラーで、木質バイオマスを混焼することは容易

ではないと言われている。当社グループでは現在，発電

用燃料として木質バイオマスを3工場で活用しており，

2011年度は年間約28万t使用した。このうち栃木工場のバ

イオマス発電設備では年間約14万tを使用し，有効発電量

で年間約1億8，000万kWhの発電を行った(図 3)。もし

仮にこの電力量すべてを売電すると，工場が所在する佐

野市の一般家庭(人口123，565人;2012年12月1日現在)の

電気を賄うくらいの規模に相当する。なお，自工場の発

電所で発生する石炭灰，木質バイオマス焼却灰は，セメ

ントの原料として利用している。

5.木質バイオマス調達

木質バイオマスは，比較的かさ比重が小さいため，貯

蔵効率と運搬効率が悪い。したがって，収集範聞は一般

的に半径75km程度以内が実用的といわれ，地域の特性に

合わせて収集する木質バイオマスの種類を選定する必要

がある。また，大規模な調達をする場合，既に需要が存

在する既存用途への影響にも配慮する必要がある。栃木

工場は関東平野北端に位置するため，リサイクル推進の

観点からも北関東圏の解体材の収集がまず優先される。

解体材は品位が悪 く製紙用に不向きであり，燃料利用が

なければ余剰分はごみとして焼却するか埋立てするほか

ないからである。 一方，高知工場では国内でも有数の森

林があり，かつ森林資源の活用に積極的な高知県に立地

するため，森林バイオマスを中心とした未利用材が収集

流動昧の概念

IC:FB; 

図-3 栃木工場バイオマス発電所
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の中心、となる。

工業用に重油や石炭などの燃料を調達する場合，流通

のしくみがあるため商社などと契約すれば容易に調達す

ることができる。一方，木質バイオマスは，製材用や製

紙用などは従来から商流や市場が存在しているものの，

これらの高品位な木材は本来素材として利用すべきもの

であり，燃料として活用することは社会通念上も好まし

くない。そのため，燃料用木質バイオマスの調達には独

自の流通ルートを作る必要がある。木質燃料としての相

応しい低グレード品としては，まず建設廃材系などの廃

棄物が挙げられる。廃棄物として発生した廃木材は廃棄

物処理法に基づいて許可を持つ業者により収集運搬さ

れ，中間処理業者により破砕や焼却を経て，産業廃棄物

の最終処分場に埋め立てされていた。これらの廃棄物処

理業者は通常発生元が支払う処理委託費を収入源として

適正な処分を行っている。当社グループを始め全国のボ

イラー燃料ユーザーは，これらの廃棄物処理業者及び関

係団体とともにボイラー燃料用スペックに合致するよ

う，試行錯誤を繰り返し現在の品位を作り上げてきた。

燃料用に加工するため，通常水分30%以下の廃材を選別

し， 40mm程度以下のピンチップと呼ばれるサイズに破

砕い更に金属や土砂等の異物を取り除いた木質チップ

は現在市場が形成され有価で取引されている。

栃木工場ではセメント用とバイオマス発電用に合わせ

て年間約17万tの木質バイ オマス を調達している(図-4)。

外部調達については，なるべく近隣のチ ップ業者から年

間約13万tの木質チップを購入している。また，不足分と

調達の安定性を考慮し，工場が立地する佐野市内に子会

社である泉工業株式会社が2009年に佐野リサイクルセン

13万トン/年
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ターを開設した。この燃料チップ工場は， 住宅解体材や

廃パレ ットなどの廃材や森林バイオマスである未利用材

を燃料チ ップに加工するための設備を有している。佐野

リサイクルセンターでは受け入れた木材をまず重機選別

しながらホッパーに投入する。破砕機はタ イプの異なる

2系統あり，一方は2軸せん断式，もう 一方はハンマ一式

であり，これらの組み合わせにより，種々のタイプの木

材を適切に破砕することが可能で、ある。破砕された木材

は磁力選別機や比重差選別機などを使用し金属類や土砂

を除去する。この施設では現在年間約4万tを生産してい

るが，能力的には年間約8万tの生産が可能である。

6.森林資源の活用

東日本大震災以降，再生可能エネルギーの活用が注目

され，バイオマス発電においても新規設置や計画が各地

で進んでおり，木質バイオマスの需要は更に高ま ってい

る。既に建設廃材系の木質バイオマスは，大半が燃料チ

ップとして有効利用されているため，今後利用拡大のた

めには森林系未利用バイオマスを活用する必要がある。

昨今，間伐作業によって発生した間伐材の多くは利用さ

れず山に放置されている。また，間伐そのものが長期間

実施されておらず，荒廃した森林も数多くあると聞く 。

当社グループでは， 2008年より高知県が主体となり須崎

地区森林組合と当社高知工場が共同事業者として，地元

森林バイ オマスを発電用ボイラーに活用する取り 組みが

始まった。これは，地元森林の木質バイ オマスを利用す

ることで森林保全を図ると共に， CO)JF出量を低減する

という枠組で環境省のJ-VER制度の第l号に認定され，現

在も高知県のオフセットクレジットとして活用されてい

一
判
明

-
ル
場

-
セ
エ

・
阪
木

-
大
栃

-友-住

14万トン/年

バ
イ
オ
マ
ス
発
電

-
E
E
E

・E
・--

(40mm) 

(8mm) 

図-4 調達の流れ

l _ーーーーーーー-_ .. 



森利学誌28(1)2013

る。

また，栃木工場においては， 2010年より栃木県の「と

ちぎの元気な森づくり奥山林整備事業」により間伐され

た材を，国の「森林整備加速化・林業再生事業」により

コスト支援を受け搬出する取り組みが始まった。これは，

みかも森林組合と当社グループ泉工業株式会社と栃木工

場で協定を結び" ]-VER制度は含まれていないが同様な

取り組みである(図-5)。本取り組みは，もともと栃木

県の環境森林部が2008年から間伐材の燃料化を検討して

いた中で，宇都宮大学農学部の有賀准教授から技術的助

言を受け実現したものである。役割としては，森林組合

が利用促進路を作り，切捨間伐された材を造材・集積・

林内運搬車で土場まで搬出，さらにトラックで泉工業佐

野リサイクルセンターに持ち込む。泉工業では持込まれ

た間伐材を破砕・選別して燃料チップを生産し栃木工場

まで運搬する。そして栃木工場で、はバイオマス発電所で

木質チップを燃料として使用し発電を行うという仕組み

である。栃木工場ではこの協定により年間700m3の間伐

材を発電燃料として活用している。

これまで、の森林バイオマスの活用事例は，補助金や交

付金により森林から集積場までの搬出費や，集積場から

発電利用先までの運搬費を補うものであった。しかし，

これらの目的はあくまでも利用促進を図るための経過措

置の側面が強く，持続可能なしくみとはなっていない。

なぜならば，仮に補助がない場合，発電利用先は未利用

バイオマスを安価とはいえ購入することは可能でも，搬

出費や運搬費を負担するほど燃料としての経済価値がな

く事業として成り立たないからである。そこで現在期待

されているのが再生可能エ不ルギー固定買取制度であ

る。この制度はバイオマスで発電した電力を，未利用木

材燃焼発電では1kWhあたり税抜き32円，一般木材燃焼

発電では同24円，リサイクル木材では同13円で買い取る

制度である。従来はRPS制度を利用しでも， 一般的には

年間700m3を受入

泉工業(樹

図 5 間伐材の燃料化
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これらの単価を大きく下回る価格で取引されていたた

め，採算面からバイオマス発電はあまり普及しなかった

が，今回の制度により森林バイオマスを利用した発電所

の普及が進むもの考えられる。

7.今後の課題

日本の国土に対する森林の占める割合はフィンラン

ド，スウェーデンについで、第3位であり，約7割が森林と

いう世界でも有数の豊富な森林資源は，工業的視点で見

ると再生可能な炭鉱を所有していることと同じである。

この日本の宝ともいえる森林の多くが，活用されずに放

置されつつあることは非常に残念なことである。再生可

能エネルギー固定買取制度によりある程度普及が進むも

のと考えられるが，解決すべき2つの課題がある。

まず， 1つ目の課題がコスト低減である。今回の制度

は商用電力の販売分が対象であり自家消費用電力には適

用されず¥現在のコストでは素材産業を中心に自家発電

施設を所有する企業への普及促進には寄与しない。更に

3章でも取り上げたように，工業用直接加熱用途すなわ

ちバイオマスの熱利用も適用外である。制度改善に期待

したいが，本質的には固定買取制度や補助金・交付金が

なくても，利用者側で事業採算性が確保できる程度のコ

スト(例えば利用者着でカロリー単価(円/kcal)を石

炭と同等以下にするなど)にまで改善する必要がある。

工業的視点によるコスト低減としては，労働生産性向上

と物流システム構築が必要で、ある。労働生産性向上のた

めには高性能林業機械の導入による機械化と，広域整備

による大規模化，山に残っている小径材などの未利用材

の活用による歩留まり向上があげられる。物流システム

構築は，国の補助が必要であるが，索道や作業道，林道

の整備による路網整備，山土場や中間土場の整備による

拠点としての物流基地の整備が考えられる。

2つ目の課題は，森林バイオマスの品位で、ある。エネ

ルギーとして利用する場合は当然ながら，水分は低いこ

とが望ましい。含水率が高いと，発電する場合は出力が

低下し，直接加熱利用する場合は必要な燃焼温度が得ら

れない。既に普及している建設廃材系バイオマスは通常

水分30%以下で、あるが，間伐材なと守の生木は水分が50%

以上あるものが多く，燃料としての価値は低い。利用者

側で乾燥することも考えられるものの，通常工業的に乾

燥させる場合，化石燃料を使用して乾燥させることにな

り好ましくない。現状ではコストの面から，山林や集積

場など流通過程で一定期開放置して自然乾燥するケース

が一般的であるが，より効率的に低コストで乾燥する方

法の開発が望まれる。そのためには，知恵のある大学，

力のある行政，市民など協働の仕組みが作れないかと考

えている。このことにより，疲弊する山林所有者や過疎
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化する山間地域の新たな雇用も創出できるのではないだ

ろうか。

8.おわりに

再生可能エネルギーの利用が叫ばれるようになり，

FIT法も施行されたことから，今後もますます木質バイ

オマス利用には注目が集まると思われる。しかし，依然，

品位面，収集を含めたコスト面での改善課題が多い資源

J. ]pn. For. Eng. Soc. 28 (1) 2013 

であることも事実であり，並行してこれら多くの課題解

決を進めていかねばならない。

今後も，当杜グループは本業のセメント製造業のみな

らず，廃棄物，副産物の受入による循環型社会の貢献，

再生可能エネルギー活用の推進などを通して，豊かな社

会の維持・発展に貢献する企業グループを目指してまい

ります。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

