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速報

小規模分散型木質バイオマス燃料としての薪の生産供給システムと経費の検討*

鈴木保志林・高村香菜子*紳.渡辺靖崇***・森大記*紳.吉田貴紘*問.北原文章*問*. 
中山琢夫*林間.後藤純一料

1. はじめに

規模的拡大が難しい中山間地域における木質バイオマ

ス利用においては，平地での大規模かっ工業的に行われ

る発電利用等でなく，規模が大きくなくても比較的効率

の高い熱利用が適している (10)。木質バイオマス燃料

には木質チップ，木質ペレットなと守いくつかの形態があ

るが，加工度の高い燃料形態ほど燃料単価が高く，その

反面燃焼設備は比較的安価という傾向がある (26)。加

工度の低い燃料形態としては昔ながらの薪がある。以前

の薪燃焼器は再燃焼システムがなく効率が悪かったが，

近年では2次燃焼によりほぼ完全燃焼が可能で効率の高

い薪ストーブや薪ボイラが開発され普及し始めている

(9， 12)。薪ボイラは2011年3月に発生した東日本大震災

でも支援に使用され，移動風呂の熱源など非常時の燃料

としても有効であることが示された (2，30)。地域で発

生する残材などを原料とする木質バイオマス燃料とし

て，特に小規模分散的な利用が中心となる中山間地域で

は，今後薪の可能性は無視できないと考えられる。その

際，生産供給体制をどうするか，燃料としての薪の価格，

燃焼設備の価格を考慮した総合的な経費が利用規模や燃

料価格などの条件に対してどの程度になるか，などを明

らかにする必要がある。

本研究では，中山間地域での熱利用を想定し，木質バ

イオマス燃料としての薪の生産供給システムと経費を検

討する。具体的には，実際の事例も参考にし，生産供給

システムにはどのような類型が考えられるか，他の木質

バイオマス燃料と比較して燃料単価に優位性はあるか，

そして燃焼設備の費用も考慮した総合的な経費はどの程

度になるか，等である。

2013年12月13日受付， 2014年5月16日受理

2.方法

2.1生産供給システム

文献と聞き取りによる現時点での薪利用の事例を参考

に，原料となる残材等の収集・薪の生産・利用施設への

供給について類型区分を行った。燃焼利用時の形態はス

トーブ用(風巴用も含む)とボイラ用の2種類を想定し

た。また，薪の実勢価格についても整理した。

2.2燃料単価の比較

2.1の結果をもとに低位発熱量あたりの薪の燃料単価

を，代替すべき化石燃料 (A重油)および他の形態の木

質バイオマス燃料(チップ・ベレット等)と比較し，燃

料としての比較優位性を検討した。

2.3薪生産の生産性と経費

2.3.1生産性調査高知大学農学部構内において，自然

乾燥実験等に用いられた後数年間野積みされていた針葉

樹残材を試料として薪割り作業を実施し，生産性を調査

した。試料木は主にスギで長さは1m前後，総材積(末日

と元日の平均直径から円筒として算出)は2m3弱であっ

た。まず全ての試料木をチェーンソー (ZENOAH

G3201EZ)で泊cm(ストーブ用を想定 (8))に裁断した。

なお用いたチェーンソーは廃盤となっているため， 2.3.4 

の経費計算では現行機で最も諸元が近い機種 (ZENOAH

G3401EZ，排気量33.4cc(3)) のものを用いた。そして玉

切りした丸太を11個の山(以降「薪割り単位Jと称する)

に分け，エンジン式薪割り機(新宮商工 PS26K，破砕力

9t (22) ;エンジンはKawasakiFE170，排気量171cc，出

力4.1kW(11)) で薪の断面幅(木口断面の最大幅)が

10cm程度以下になるように4~8割程度に割断した。薪の

量は長さ70cm程度の針金で結わえたものを「一束」とす
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る束単位で数えるのが一般的である (8)。そこで薪割り

後にナイロンローフ。で周長70cmの輪を作り，その中に薪

を詰める結束(束作り)の作業を行った。

作業者は大学教員1名(男)と学生4名(男3名，女1名)

で，いずれもこの種の作業には習熟していない。玉切り，

薪割り，結束ともに2人作業で，薪割りと結束は4名の作

業者(学生)が連続しないように2人ず、つ交代で行った。

なお，玉切りでは材の中央で1度鋸断するだけの場合が

多かったが，全長1mを超える一部の材については長さを

揃えるための追加の鋸断作業も行われた。作業は2013年

10月22，23， 29日に実施し，時間観測により生産性を算

出した。薪割り時に古く傷んだ材では破損して薪になら

なかった部分もあったため，それらはロス分として束単

位で、概算量を記録し生産量の値からは除外した。また束

の充填率を求めるため，束を積み重ねた状態での外回り

の体積(層積)を計測し，層積を実材積で割ったものを

容積充填率と定義した。ロス分と層積の計測は6番目の

薪割り単位以降についてのみ行った (5番目までのロス

分は6番目以降の平均値を最尤値として用いた)。

2.32要因分析薪割りと結束の生産性に影響する要因

として，薪割り単位の1本あたりの平均丸太径，平均丸

太長，平均丸太材積と生産性との相関を分析した。習熟

度の影響を見るために，作業順との関係も分析した。

2.3.3他事例との比較得られた生産性が一般性のある

値かどうかを検討するため，他の薪生産事例と比較した。

玉切りから束作りまで通しての生産性については秩父市

によるスギ残材を用いた事例(1)，薪割りと結束につい

てはNPO団体が運営する木の駅での広葉樹の薪割り作業

の事例 (iBスタイル」プロジ、エクト (21)によるデータ

を使用)を用いた。ただし後者では結束ではなく出荷用

の農業用コンテナ(内寸は縦48cmX横32cmX深さ29cm)

に詰める作業であったが，比較対象になると考え採用し

た。

2.3.4経費 チェーンソーと薪割り機の時間経費を算出

し， 2.3.1で求めた生産性から薪生産の経費を推算した。

チェーンソーの時間費用は，購入価格 (67，200円)をも

とに，耐用時間や保守修理費率などの数値は文献 (31)

の類似の機械(中型チェーンソー)の値を用いて算出し

た (490.4円/時)。すなわち耐用年数3.7年，年間稼働日数

150日/年， 1日の実働時間6時間，償却費率0.9，保守・修

理費率0.85，年問機械管理費率0.065，機材消耗品費20円

/m3，生産性3m3
/時で、ある。利率は0.05とし，燃料・油脂

費については当該文献の発行年 (2001年)と 2013年1~11

月のレギュラーガソリン価格の平均値(19)の比をかけ

て調整した。薪割り機(購入価格609，000円)については

文献 (31)には類似の機械の例はないが，損耗度などの

関係から中型チェーンソーの諸数値が最も近いと考え，

やはり同文献の中型チェーンソーの諸数値を用い，油脂

燃料費もチェーンソーと同様の調整をして時間費用を得

た (833.8円/時)。薪割り機の生産性は本研究でも生産性
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調査により得られているが，経費計算では中型チェーン

ソーの諸数値 (3m3/時)を用いた。なお，耐用年数につ

いては，減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (23)

では，切削工具は2年，林業用設備は5年などとなってい

る。ただし，このようにして求めた薪割り機の時間費用

は，チェーンソーの損耗度は薪割り機より高いと考えら

れることから，過大評価となっている可能性がある。

なお，機械の時間費用の計算にはエンジン出力や購入

価格をもとにする簡易計算法もあり，簡易計算法2(サ

ムセットの方法)および3(キャタピラー・トラクタ社

の方法)として紹介されている(16)。例えば63.0kW，

21，∞0，000円のプロセッサについて算出すると，それぞれ

7，033円/時， 7，517円/時となり文献 (31)の中型プロセツ

サの諸数値を用いて算出した値 (7，442円/時)と近い値

となる。しかし，薪割り機の時間費用をこれら簡易計算

法で求めると，それぞれ304.0円/時， 366.8円/時とチェー

ンソーの時間費用よりも小さい値となるため，これらの

方法では過小評価となると考えた。

作業者の人件費(時間費用)については，高知県内の

伐出作業の調査では8つの事業体について2，153~3，377円/

時であったとする報告がある (20)。そこで，臨時雇用

等で行うことも考慮し，人件費は3，500円/時を上限とし

て5∞円/時刻みとして経費を算出した。

2.4総合経費

薪の利用としては薪ストーブや薪風呂に関するものも

重要だが，本論文では燃料の使用量が多い薪ボイラにつ

いて検討することとした。木質バイオマス燃焼施設の運

営経費を分析した鈴木ら (26)の方法に倣い，設備経費

(本体および設置等)と運転経費(燃料，配送，保守管

理)を調べ，それらの合計を使用熱量あたりの経費とし

てあらわした。鈴木ら (26)では出力200kW，年間使用

燃料の総エネルギー770MWhのボイラを用いる公営温泉

施設を「大規模施設J(中規模，小規模はそれぞれ283，

83MWh) として，重油，木質チップ(生および乾燥)， 

木質ベレットの4つの燃料形態の場合の比較を行ってい

る。薪ボイラの諸経費は， 2012年に75kWの薪ボイラを3

台導入した高知県いの町の町営K温浴施設の2012年度に

おける実績値を用いた。この施設における2012年度の薪

(主に針葉樹)の年間使用量は199，024生kgで、あった。計

算では以降スギ・ヒノキ材(絶乾比重0.377(13)) とし，

生材(薪原木)と乾燥材(薪割り後自然乾燥している)

の乾量基準含水率はそれぞれ82.0%，30.0%とする (199

生tは522MWhに相当)。

調査した事例は出力225kWであるが，鈴木ら (26)が

検討した3種類の利用規模の中では大規模と同程度であ

るため，年間使用燃料を770MWh分に換算して鈴木ら

(26)の結果と比較することとした。薪ボイラの耐用年

数は，重油ボイラの10年に対し木質燃料はおよそ2倍と

されている (26) ことから，同様に20年とした。
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3.結果と考察

3.1生産供給システム

林地残材や未利用間伐材など低質材の収集方式として

は，小規模林家等を中心とする不特定多数の出荷者から

材積あたりあるいは重量あたり定額で土場で買い取る

「木の駅J方式が各地で増えてきている(12，14， 15， 

28)。木の駅等で、の残材の買取価格は生材1m3 (約lt)あ

たり 3，0∞~6，∞o円 (1 ， 6タ 12，28)で，多くはパルプ材

として3，000円/生t程度で転売される。差額は補助金や地

域の基金で補われている。

いくつかの木の駅では集まった材を薪に加工して販売

している。高知県のNPO法人・土佐の森救援隊が運営す

る「木の駅ひだか」で、は広葉樹薪が30円Ikg(農業用コン

テナ1箱分で500円)，山梨県道志村の木の駅では針葉樹

41.7円Ikg，広葉樹40.0円Ikg(6) (針葉樹が広葉樹より高

くなっているが，それぞれ6乾燥kgl束で'250円/束， 10乾

燥kgl束で、400円/束という実勢価格による)，秩父市の薪

ステーションで、は針葉樹の結束済みが28.4円Ikg，結束な

しが20.3円Ikg(1)で，いずれも乾燥済み，木の駅 (薪

ステーション)渡しの価格である。

木の駅等からボイラ用の薪を供給している事例もあ

る。道志村の木の駅は村営温浴施設にボイラ用の薪を供

給している (6)。福島県鮫川村では村営の薪ステーショ

ンがあり，村営温浴施設にボイラ用の薪を12円Ikgで、搬入

している (5)。岐阜県恵那市の温泉施設では，木の駅か

ら1mに玉切りした原木を10，α泊円Itで購入している(12)。

薪ボイラの機種にもよるが，長さと径がそれぞれ1m，

2伽 n程度以下ならば割っていなくても投入可能である。

長野県小諸市の民営温泉ではカラマツ・アカマツの原

木を5，000円1m3で、購入し2m長で、ボイラに投入している

(12)。高知県いの町の町営K温浴施設は，地元の森林組

合から原木を4，200円/生t(高知県でのチップ業者による

パルプ材の工場渡し購入価格に揃えている)で購入し指

定業者が薪割りからボイラの管理までを請け負ってい

る。いの町では他に既存の町営M温浴施設にも薪ボイラ

の導入を決めており，こちらは流域の素材生産協同組合

から乾燥済みの薪を6，300円/層積ばで、購入する契約とし

ている。これは針葉樹薪の容積充填率を0.7(8)，乾量基

準含水率30%のスギ ・ヒノキ材 (絶乾比重0.377(13)) 

とすると18.4円/乾燥kgに相当する。高知県須崎市では民

営のS温泉も薪ボイラを導入しており，地元の森林組合

から残材を4，∞o円/生t(J-VER関連のセメント工場引取り

価格 (2のに揃えている)，製材工場からの廃材を1，000

円/乾燥tで購入し，自前で薪割りや自然乾燥を行ってい

る。

ストーブ用の薪については，長野県でストーブ業者が

配送費込み250円/束(カラマツ・アカマツ，約7kgl束な

ので'35.7円Ikg) で宅配をしている事例がある(7)。業者

は原木の収集から薪割りおよび自然、乾燥も行う。

以上から，生産供給の類型として，収集は木の駅方式
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または特定業者の2種類，供給形態はストーブ用とボイ

ラ用の2種類，組み合わせて4つのタイプが考えられる

( 図 -1) 。薪の実勢価格は，ストーブ用が20~42円/乾燥

kg程度，ボイラ用が12~20円/乾燥kg{呈度で、ある 。

3.2燃料単価の比較

3 .1 の結果から薪の単価を 12~42円/乾燥kg とし， A重

油および他の木質バイオマス燃料と熱量あたり単価を比

較する(図 2)0 A重油の価格は2013年の流通価格(19)

と，ここ数年の価格動向 (24) も考慮し90円止とした。

木質ペレットと木質チップ(スギ・ヒノキ)の価格や含

水率，各燃料の単位発熱量は文献 (4，13， 17， 26) を

参考にした。

図-2から，ボ、イラ用の薪は3.0~5.1円IkWhで、乾燥チッ

プから生チップと同等で、ある。ストーブ用の薪は5.1~

10.6円IkWhで、29.4円Ikgならば木質ペレットと同等 (7.5円

IkWh)だが， 32.6円Ikgを超えるとA重油 (8.3円IkWh)よ

り高くなる。生材(パルプ材買取り価格の4.2円/生kg，

乾量基準含水率82.0%とした)はそのまま燃やせれば1.6

円IkWhと最も安い燃料となる。

3.3薪生産の生産性と経費

3.3.1生産性調査生産した薪は実材積で1.885m3で，

収集 加工・乾燥

木の駅・請書ステー
ション等

業者土場あるい
は利用施設内

図-1 薪の生産供給システム

注)1 ~ 4は類型を示す。 1 木の駅 ストーブ用薪タイプ， 2 

木の駅ーボイラ用薪タイプ， 3特定業者 ストーブ用薪

タイプ， 4特定業者 ボイラ用薪タイプ。

10 
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燦廃材ル
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図 2 A重油および木質バイオマス燃料の低位発熱量あたり

単価の比較

注)A重油は文献(19，24)，ペレットは文献 (4，17， 26)， 

生チップと乾燥チップは文献 (13，26)，生材は高知県

内での聞き取り，乾燥材(薪)は文献(1， 5~7， 12) 

および高知県内での聞き取り等による。
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玉切りの生産性は1.015m3/組時 (2人組)となった。11個

の薪割り単位ごとの薪割り前の丸太の個数，径，長，材

積はそれぞれ平均14.6土標準偏差STD1.7個， 18.6:1::0.6cm， 

44.0:1::1.0 cm， 0.176士0.021m3
で，径，長，材積の平均値に

有意差は認められなかった (P>0.05)(図-3)。薪割り，

結束，合計(薪割り+結束)の生産性はそれぞれ0.727:1::

0.134， 1.190:1::0.273， O.叫8:1::0.083m3
/組時 (2人組)となっ

た。

3.3.2要因分析薪割り，結束，合計の生産性のいずれ

も薪割り単位の平均径，平均長，平均材積との聞に有意

な相関は認められなかった(P>0.05)。作業者の習熟度の

指標として作業順との関係を見ると，薪割り作業のみ有

意な相関関係が認められた (1'2二0.379，P =0.04) (図-4)。

結束は手作業だが薪割りは機械を用いるため，習熟の効

果が出やすかったことなどが考えられる。ただし以降で

は調査結果の平均値を用いる。すると，玉切りを含めた

通しの生産性は0.23加1
3
/組時 (2人組)となる。

3.3.3他事例との比較 秩父市(1)ではスギ残材を

40cmに玉切りし電動薪割り機 (破砕力8t)で割断して結

束(周長88cm)するまでの作業功程を， 3カ月間で1，184

束生産した作業日報から， 2人組作業で平均13束/組時と

している。薪の諸元が8此 g/束，絶乾比重0.35，湿量基準

r 0.020 48 
長。 。

母 。 。 目44 。 。 。
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図 3 薪割り試料の基礎統計値

注)各薪割り単位の個々の丸太の値。縦棒は平均値±標準誤

差SE。

... & 0 薪割りのみ~ 1.5 
宮
濯、、
主1.0
鰍
昔4

制 0.5
制

A
 

企
企a

 A
 

... A 結束のみ

A A 0 R
2
=0.3出血♀一一プ.....， ・2十

込 τ巴U o・ー・ .~ . ・.・・・・-. 一 一一線形{薪ilJり
のみ)

0.0 

o 5 10 

薪割り単位(作業"頂)
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意。
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含水率15% (乾量基準では17.6%) とされていることか

ら組時あたり実材積に換算すると， 0.252 m3
/組時となり，

本研究での結果に近い値である(図-5)。

2012年11月16日に木の駅ひだかにおいて広葉樹の薪割

りと箱詰めの作業を計測した結果， 1.87時間で、861.0生kg

の生産量であった。薪割りは本研究で用いた機種の動力

源が交流電源となったものが使われている。作業はNPO

法人のボランティアにより ，主に2人組である。平均含

水平は乾量基準で66.2%であった。正確な樹種は不明の

ため一般的な広葉樹の比重の Ili~ (ブナ0.51~ シラカシ0.79 ，

中央値0.65(29))で組時あたり実材積を推定すると中央

値0.426(最小0.351~最大0.543) ば/組時となる 。 3.3.1で得

た薪割りと結束を合わせた生産性は平均0.448:1::標準誤差

SE 0.025m3
/組時で，やはり近い値となっている (図 5)。

以上から，本研究で得た生産性の値は，ボランティアや

アルバイ ト等専門性の高くない作業者によるものとして

は一般的な値とみてよいものと思われる。

薪の生産性の評価において容積充填率は重要である。

結束した薪の容積充填率として林業白書(18)では0.625

を用いている。木の駅ひだかでの調査時に広葉樹薪25箱，

針葉樹12箱の容積充填率を計測したところ，それぞ、れ

0.532， 0.694であ った。本研究の生産性調査では平均

0.718:1::STD 0.089 (n=6) ，生産 した薪全体では0.690であっ

た。長野県の事例ではカラマツ ・アカマツで0.7とされて

いるは)。 以上から，薪の容積充填率は広葉樹で0.5~0.6

程度，針葉樹で0.7程度が目安ではないかと考えられる。

3.3.4経費 生産性調査の結果 (各工程の平均生産性)

を用いて算出した， 玉切り，薪割り，結束の経費を図-

6に示す。材積からkgへの換算で、は，乾燥した針葉樹薪

(2.4)を想定し， 実材積の湿潤比重0.490とした。人件費

は秩父市(1)の事例では60才の作業員で1，0∞円/人時と

なっている。いの町K温泉では指定業者の雇用者による

薪割り等の作業では10，α泊円/人日(実働6時間として1，667

1.5 
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図 5調査結果および他事例の薪生産性

注)いずれも組人数は2。他事例は秩父市(1)および社会技

術研究開発センター (21)におけるNPO法人・ 土佐の森

救援隊による薪生産の調査による。「推定minJと「推定

maxJは広葉樹の樹種不明のため一般的な比重の範囲か

ら下限と上限を求めたもの。
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円/人時)，貯蔵場所からの小運搬と投入は臨時雇用によ

り 700円/人時である 。 図 -6において人件費1~2千円/人

時で、は合計経費は16.4~ 29.5円/kgとなる 。 原木代を4.2円/

生kgとすると5.9円/乾燥kgに相当するが (それぞれ乾量

基準含水率82.0，30.0%) ，これを加えると 22.3~35.4円Ikg

となり2千円/人時ではA重油等価単価 (図 2)以上と な

る。専門性の高い作業者 (2千円/人時以上)による場合

には，よ り高性能な機械など生産性を高くするなんらか

の工夫が必要と考えられる。

ボイラー用の薪はサイズが大きくてもよいため， 玉切

りと割断の手聞が少なくより低い経費となることが考え

られる 。例えば道端発生残材の長と径を調べた鈴木 ら

(25)によると， 22.7%は直径20011以下(うち9.9%は長さ

180cm以下)と，玉切のみで薪ボイラーに直接投入可能

なサイズである。また，いの町K温浴施設の実績では，

薪割りの経費は7.6円/kg (人件費10，000円/人日)となって

いる (3.4で詳述)。

3.4総合経費

K温浴施設の薪ボイラ施設の経費は75kWのボイラ3台

に建屋等込みで3，546万円であった (表-1)。明示された

内訳はボイラ本体が4∞万円/台，配管工事費が9∞万円で

ある。サイロはないが薪の貯蔵施設はあり， 内訳の不明

な項目とあわせて表では「その他」に含めている。耐用

ペレット

乾燥チップ

生チップ

重油

薪ポイラ

。

¥ 
• 
• / 

¥ 

5 

関
ロ1施設ボイラ本体

闘

ロ2施訟ボイラ設置費

I剖
.3施設サイロ費用

ロ4運転燃料費

蹴1 i 
ロ5運転 燃料配送費

10 

総経費(同IkWh) 図6運転保守管理費用

図 6 薪の生産経費

注)針葉樹新を想定し，絶乾比重0.377(13)，乾量基準含水

率30%，実材積の湿潤比重0.490とした。

表 l 大規模施設の施設経費

1.ボイラ本体価格 (万円)

2.ボイラ据え付け費 (万円)

3.電気工事費(万円)

4.配管工事費(万円)

5.サイロ費用 (万円)

6.その他(万円)

合計 (万円)

耐用年数(年)

年あたり経費(万円/年)

備考

薪

1200 

(内訳不明)

900 

0 

1446 

3546 

20 

177.3 

75kWのボイラ 3台分。

一部内訳不明のため据

え付け費と電気工事費

は「その他Jに含めた。
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年数20年で施設経費は177.3万円/年となる。

燃料費は原木費が199.024生tl年で84万円， 薪割り費は

指定管理業者の作業員により 108万円 (108人日 X10，∞0円

/人日)で行われた (機械費等は保守管理費の一部とし

て計上されている )。 針葉樹を想定 (2.4)すると ，

770MWhに相当する乾燥した薪の量は195t(木材の高位

発熱量19.2MJ/kg，絶乾比重0.377，乾量基準含水率30%，

水の蒸発潜熱2必MJ/kgとして3.95kWh/kg (24， 26)で

770MWhを除して算出)となり， 相当する生原木は294t

(乾量基準含水率82%として2.62kWM<g(26)から算出)

となる。運転経費についてはこの率で年あたり燃料費と

次に述べる配送費を換算 した (表-2)。薪は近隣の貯蔵

場所から小運搬して投入されており，臨時雇用 (700円/

時)によるその経費は5時/日 X365日で127.8万円であった。

年間保守管理費用は，薪割り機等の機械や設備の減価償

却費14万円とボイラメーカ ーによ る保守管理経費等が50

万円の合計で64万円である。

表 2 大規模施設の年あたり運転経費

薪

年間使用熱量 (MWh) 770 

燃料年間使用量 (t) 195.2 

燃料費(万円) ~ß 

配送費 (万円) m.4 

燃料費・配送費合計(万円) 439.0 

年間保守管理費用 (万円) 64.0 

合計(万円) ~n 

注)燃料費は 199生t/年の実績で木材 84万円，薪割り 108

万円 (108人日 x10，000円/人日)を 195.2乾燥t分に換算 し

た (13.5円/kg)。配送費は 700円/人時X5時間/日 X365日

で実績値 (投入含む;195.2乾燥t分に換算)。 年間保守管理

費用は薪割り機の資材償却 14万円と保守点検等50万円の合

計で実績値。

50 

40 

i3-日| 蜜問 1111r|:;;り

l一 向n11 U H H 
。

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

人件費(千円/人時)

図-7 大規模施設のkWhあた り総経費

注)['ペレット」から「重油」までは鈴木ら (26)から。出

力220kW，年間使用燃料770MWho ['薪ボイラ」では出力

225kW (75kwx3台)，近隣土場からの薪運搬およ び投入

費用を「燃料配送費」とした。 サイロはないが薪の貯蔵

施設はあり ，これはボイラ設置費に含まれている。
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以上から施設経費と運転経費を使用燃料のkWhあたり

とし，既報の大規模施設(年間使用燃料規模で分類)に

ついての燃料形態別総経費の算出結果とあわせて示す

と，薪ボイラの施設経費は比較対象したものの中で最も

高くなった(図一7)。しかし燃料費が乾燥チップの次に

安い(原木のみで、5.9円/乾燥kg，薪割り含めて13.5円/乾燥

kg)ので，総経費は乾燥チップ施設より高いが生チップ

施設よりは低い結果となった。薪の場合，施設経費は木

質燃料用としては高いが，燃料単価は薪割りを含めても

生チップより低いためこのような序列になっている。こ

の施設では小運搬が必要なため配送費が発生している

が，図-1の類型4の理想的な場合として小運搬が不要と

なれば，さらに経費を削減できる余地がある。

なお， K温浴施設の薪原木使用量の実績値199生tは生

材では522MWhに相当し，薪割り後に自然乾燥した薪で

は561MWhに相当する。

4.おわりに

限られた事例からの検討ではあるが，中山間地におけ

る薪利用について，特に経費面において他の木質燃料と

の特質の相違を示すことができた。今後は利用規模の異

なる場合や条件の変化に対する経費の応答 (26)につい

ても検討したい。またストーブ等での利用については，

現在実験室に導入した薪ストーブにより燃料使用量や暖

房特性など実際的なデータを収集中であり，ストーブ用

薪についても経費試算等を実施する予定である。

本研究は(独)科学技術振興機構社会技術開発センタ

ー「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会j研究開発

領域のうち IBスタイル:地域資源で循環型社会をする

定住社会づくり jプロジ、エクト 一般社団法人林業機械

化協会平成24年度林業機械化研究助成，文部省科学研究

費補助金(課題番号25450214)，高知大学農学部学部長裁

量経費 (2013年度)，高知大学自然科学系プロジェクト

「地域再生に寄与する革新的な水・バイオマス循環シス

テムの構築」サブプロジ、エクト，および高知大学国際・

地域連携推進機構平成25年度地域志向研究経費の支援を

受けて行われた。ここに記して謝意を表す。
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