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2. 調査計画検討 

2-1. 調査実証コンセプト 

1） 林地未利用材の集荷・搬出に係る実証のコンセプト 

国内では木質バイオマス発電事業の推進から、燃料用木くずの利用が急速に進んでいる。他方、

木質バイオマス燃料となる低質材と木くずは、既存の製紙用チップやパーティクルボード（木材

の小片を接着剤と混合し熱圧成型した木質ボード）などの多産業の資源との競合が生じており、

生産量増強圧が原料生産を行う林業事業体にかかっている。 

木くず燃料の原木生産は、市町村の森林整備計画と、各事業体の森林経営計画により計画的に

生産される資源であり、急に増産できるものではない。 

バイオマス発電事業に伴う固定価格買取制度（FIT）における「事業計画策定ガイドライン  

（バイオマス発電）」（平成 29年３月 資源エネルギー庁）では、燃料の安定調達に関する計画の

策定及び体制の構築において以下に示すとおり、既存の事業への影響を及ぼさないように定めら

れている。 

しかし、図 2-1～図 2-4に示すとおり、製紙用チップの原木価格を燃料用原木価格が全国平均

で上回っている。また、森林整備計画に準拠する FIT 価格が割高なため、発電事業等における未

利用材木くず燃料の調達価格が割高で原木が高値で取引されている。特に、北海道の未利用材調

達価格は、熱利用の木くず価格が突出して割高で推移する。 

さらに、燃料用原木は、造材時の仕分けや材長、傷、汚れなどを気にすることなく製品を出荷

することが可能なため、造材経費が安価で収益率が良いことから、発電用に出材する事案が徐々

に多くなっている。 

 

◇「事業計画策定ガイドライン（バイオマス発電）」（平成 29年３月 資源エネルギー庁）抜粋 

① 安定的にバイオマス発電を行えるよう、安定的に調達可能なバイオマス燃料及びその

調達ルートについて検討を行い、燃料調達及び使用計画を策定すること。 

② 国内森林に係る木質バイオマスの燃料調達及び使用計画の策定に当たっては、当該計

画が既存用途との関係で与える影響を最小限にするように努めること。また、他の事

業との競合可能性が高い種類のバイオマスの利用を計画している場合、当該種類のバ

イオマスを利用している既存事業者に対して、燃料調達に関する説明及び確認を行う

ように努めること。 

③ 国内森林に係る木質バイオマスの燃料調達及び使用計画の策定に当たっては、調達予

定先となる全ての都道府県林政部局(国有林の場合は森林管理局等)に対して事前の説

明を行うこと。また、当該計画の妥当性について指導・助言を受けた場合、適切な措置

を講じること。 

④ 輸入木質バイオマスの場合、加工・流通を行う取扱者において、その木質バイオマスが

由来証明されたものであり、かつ発電用途以外の木質バイオマスと混合することなく

分別管理されていることを証明する書類の交付を受けること。 
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本来の木質バイオマス利用は、バイオマス発電ガイドラインにあるように、既存産業に影響を

及ぼさないマテリアル利用が原則であり、製材のＡ・Ｂ材利用が第一で、次いでＣ材の製紙用及

び木片集成部材利用、そして、これまで未利用だった低質材や根の曲り・腐れ部（追上材）、枝条

などがバイオマス利用である。しかし、この未利用の低質材等は、“かさ張る”うえに“資源が広

域に分散”し、“水分を含む”などのため、これまでの森林施業の作業システムでは、集荷と輸送

に労力と費用がかかる。また、燃料利用段階においても高い前処理費用が必要で、燃料としての

コストや質の不確実性が課題である。 

他方、先進的に木質バイオマスのエネルギー利用に取組み需要が拡大している欧州では、化石

燃料依存からの脱却、国内資源の有効活用を原則に、林地残材の活用による伐採地からの搬出量

増加と、未伐採地の施業の拡充などが進んでいる。このため、これまで木材伐出に興味のなかっ

た森林所有者の関心が高まり、林業を中心とする経済性と環境性・社会性の両立が進んでいる。 

北海道の木質バイオマス資源活用状況は、木質バイオマス発電の推進で前記のとおり、製紙用

原料との取り合いや主伐（未造林）の拡大など、持続可能な森林資源の利用の枠を超えつつある。

また、木質バイオマスによる熱利用の推進に伴う木くず燃料の確保と、酪農に供する敷藁代替の

おが粉原料の確保が、さらに低質材の利用を高めるため、主伐・造林未済地の増加が懸念される。 

このため今後、北海道内の人工林の主伐・再造林事業に伴い林地未利用材を効率的に集荷利用

可能な作業システムと経済性の検証を行い、関係者に広く普及啓発をはかる必要がある。 

なお、一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会（酒井秀夫会長）は、平成 30年３月に

林野庁に対して、国産燃料材の供給拡大に向けた提言をまとめた。バイオマス発電所での燃料需

要が増加する一方、FITの見直しでは、調達コストの削減が求められており、次の９項目に取組む

べきとしている。 

 

◇国産燃料材の供給拡大に向けた提言項目 

1. 効率的な燃料材生産システムの確立 

2. 中間土場の活用と移動式チッパー等の導入 

3. 機械の共同利用の推進 

4. 林業専用道による路網整備 

5. 効率的な素材生産を行いうる事業体の育成 

6. 市町村による生産箇所の集約化 

7. 集約化を進めるための法制度の見直し 

8. 地域における燃料材生産実施計画の作成 

9. Ａ・Ｂ材の需要拡大 
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図 2-1 丸太価格の推移（㎥当り） 
出典：平成 29年度木質バイオマス利用支援構築事業 燃料材需給動向調査結果について 

（平成 30年２月（一社）日本木質バイオマスエネルギー協会） 

 

図 2-2 製紙用チップ価格の推移（製紙用 絶乾トン工場サイロ下価格） 
出典：平成 29年度木質バイオマス利用支援構築事業 燃料材需給動向調査結果について 

（平成 30年２月（一社）日本木質バイオマスエネルギー協会） 

  

5,800円/㎥ 

≒5,278円/t 

(ｶﾗ：50％W.b. 

比重 0.91) 

13,900円/絶乾 t 

送料・税含まない 



 

 5 

 

 
図 2-3 発電事業等における未利用材調達価格の推移（針葉樹） 

出典：平成 29年度木質バイオマス利用支援構築事業 燃料材需給動向調査結果について 

（平成 30年２月（一社）日本木質バイオマスエネルギー協会） 

 

図 2-4 発電事業等における一般材調達価格の推移（針葉樹） 
出典：平成 29年度木質バイオマス利用支援構築事業 燃料材需給動向調査結果について 

（平成 30年２月（一社）日本木質バイオマスエネルギー協会） 

  

【全国的に突出した高値】 

北海道サイロ着値 

生トン  27,000円/t(ｶﾗ：50％W.b.比重 0.91) 

絶乾トン≒19,965円/t(ｶﾗ： 0％W.b.比重 0.50) 

工場サイロ下値≒18,000円/t 

（熱利用木くず燃料の価格が突出して高い） 

針葉樹・一般材 

丸太全国平均価格 

工場サイロ下値 

5,290円/t≒5,813円/㎥ 

（ｶﾗ:50％W.b.比重 0.91) 

北海道サイロ着値 

生トン  8,742円/t(ｶﾗ：50％W.b.比重 0.91) 

絶乾トン≒6,071円/t(ｶﾗ： 0％W.b.比重 0.50) 

工場サイロ下値≒4,106円/t 
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2） 作業システム検証のコンセプト 

林地未利用材による木くず燃料等の利用の拡大は、出材する未利用材の量、品質、並びに製品

コストがポイントとなる。量とコスト、品質とコストは作業の量と質により相反する作用を及ぼ

すが、何れも原科量が増すマスプロaで価格（コスト）が低下することで利用が拡大する。 

従って、木くず燃料となる未利用材を如何に効率用よく集荷するかが第一のポイントで、未利

用材を効率よく集荷可能な森林施業の作業システムの導入が必要となる。 

効率的な作業システムは、伐採から集荷までの人と林業機械の組合せまでのシステムと、伐採

から造林に伴う地拵え・植栽までの一貫した総合的な取り組みの 2通りがある。 

本事業では、伐採から未利用材集荷までの作業システム検証と、造林に伴う地拵えを含めた一

連の作業システムまでの取組みの検証が検討の範囲である。 

現在、国有林を始め各地で低コスト作業システムとして、伐採から植林まで一貫した作業シス

テムが試行されている。一貫作業システムは、伐採時に使用した林業機械を造林の地拵えに使用

するなど、林業機械の効率的、かつ多彩な活用をはかり、機械回送経費の削減などで、総合的に

林業事業費の低減をはかるものである。 

これまで道内で実証されている一貫作業システムは、基本的に CTL（Cut to Length：短幹集材）

を基本とし、林内に枝条や根の曲り部などの単コロが、広域に散乱するため、未利用材を集荷す

るために、新たにグラップルやフォワーダによる集荷作業が発生し、燃料材としてのコストが割

高となるために未利用材の集荷と活用は少ない。また、CTLシステムの場合には、散乱する枝条が

林業機械により踏み固められるため、従来の肩掛け式ブッシュカッターでは地拵えが難しく、機

械による地拵えが必要となるなどの課題が指摘される。 

他方、伐採と地拵えの一体作業の実施に伴う効果も明らかで、これらのポイントを考慮した実

証を検討した。 

 

 伐採と地拵えの一貫作業に伴う実践的なポイント 

① 主伐前に造林予定範囲のササ・低木類を肩掛け式ブッシュカッターで全刈する。 

② 主伐前に造林植付ラインを決定して、主伐範囲の伐区外縁に見出し標等の表示を付け

て、植栽列形状を認識できるようにする。 

③ 作業道の造成は、植付に伴う地拵え・苗木運搬等も考慮したルートで開設する。 

④ 造林予定範囲内の木寄せ・集材は、ウインチ、グラップル、スキッダによる全木集材と

して、造林予定地内では枝払い・造材作業はなるべく実施しない。 

⑤ 造林予定範囲内の木寄せ・集材時は、植栽列形状を常に認識して、木寄せ・集材を行

う。例えば、グラップル集材の場合は、植栽列で丸太を引くなど、なるべく地拵えを実

施しなくても良い環境に導く集材を行う。 

⑥ 造林予定範囲内の地拵えはグラップルなど機械を使用することを基本とし、全ての主

伐作業が終了してから地拵え作業を行うのではなく、主伐作業と並行して実施して、

機械の移動距離・時間の短縮をはかる。 

  

                             

a
 大量生産のこと。mass productionの略。 
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3） 林地未利用材集荷に適した作業システム 

先に示したとおり、CTLシステムの場合には、効率的な未利用材の集荷は難しい。バイオマス利

用先進国の欧州では、林地未利用材の有効活用をはかるために、全幹・全木集材を基本にして、

造材地点に架線やウインチで集材してから造材する。このように、造材機械（プロセッサ・ハー

ベスタ）の足元に大量の未利用材が集まるシステムを採用することで、未利用材を新たに集荷す

る手間と経費を削減した木くず燃料を生産するため、安価な燃料の供給が可能となっている。 

このため、北海道の地形と林況に適応した全幹・全木集材を基本に実証する作業システムを選

択する検証を検討した。 

 

写真 2-1 タワーヤーダによる集材・造材・未利用材生産 

 

写真 2-2 トラクタ Wウインチ全木集材による造材 

  

バイオマス原料 パルプ用材 
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4） 木質バイオマス用木くず燃料生産のコンセプト 

木質バイマス利用の先進国である欧州の木くず燃料価格は、国内より安価であるが、木くず燃

料生産・販売のサプライチェーンが成立し、地域ごとに未利用材を原料に木くず燃料を生産する

専門のコントラクター（小規模事業）が安定的な経営を行っている。 

これは、先に示した未利用材の集荷方法と木くず燃料の生産システムの違いによるものである。 

国内の木くず燃料生産は、間接生産方式【原木を定尺に造材→丸太のトラック輸送→チップセ

ンターで木くず化→木くず管理→木くずをボイラサイロに投入】であり、原木輸送時のトラック、

グラップル、荷卸し時のグラップル、切削時のフォークリフト（ホイールローダ）など、多くの

機械と人件費を必要とする木くず生産工程となっている。 

また、素材生産現場では、木くず化して燃やしてしまう未利用材を、時間当り機械経費の高い

ハーベスタを用いて丁寧に定尺で造材し、燃料となる枝条部分をハーベスタで綺麗に落としてし

まうなど、無駄な作業と、資源の有効活用に資する造材が行われていない。 

他方、バイオマス先進国では、伐採木のＡ・Ｂ・Ｃ材は、これまで通り、製品として流通させ、

枝条と根の曲り・腐れ部しか燃料化しない 100％のマテリアル利用を原則としている。 

未利用材は、全木集材（簡易架線）で道肩に集材、あるいはスキッティングで土場に全木集材

して、プロセッサで造材したあとの未利用材のみを燃料材とする。木くず燃料の生産は、直接供

給方式【未利用材を路肩・土場の風通しの良いところで２～４か月間自然乾燥→移動式チッパー

機を現地に持込み木くず生産→生産した木くずを燃料サイロに直送】となっている。 

国内の間接生産方式に比べ、トラック・グラップル、チップセンターの建設・管理費、機械・人

件費が大幅に削減されるため、未利用材による木くず燃料の低価格化が実現している。なお、降

雪がある期間の供給方法は、夏季に現場で生産した木くず燃料をチップセンターで一時保管して

供給するシステムとしている。 

このため、本事業では欧州の未利用材活用システムである未利用材を現地で木くず化するシス

テムの検証を行い、従来システムとの違いの検証を検討した。 

 

図 2-5 日本と欧州の木くず燃料の供給方式の違い 
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5） 木質バイオマス用林地未利用材管理のコンセプト 

未利用材の利用の課題として水分率が上げられる。伐採直後の生木の水分率は樹種と季節によ

り変化するが、おおまかに 50％（重量の半分）が水分である。 

原木を製紙用チップとする場合には、生木の方が切削しやすく、チップを融解してセルロース

化する上でも優位である。他方、木くず燃料とする場合には真逆で、極力乾燥していることが必

要条件となる。つまり、火力として発熱エネルギーを得る燃料に、火力を低下させる水（H2O）は

少なければ少ないほどエネルギー効率が高まる訳で、水分の低下は必須条件となる。 

また、未利用材及び木くずの輸送に関しても、水分が低ければ低いほど軽量となり、１回あた

りの運送量は増えることから、未利用材の水分の蒸散は未利用材活用の大きなポイントとなる。 

伐出した素材の天然乾燥工程は、おおよそ３～９か月程度が必要、外国では１年程度の期間を

かけることもあるなどの情報もあるが、林野庁補助事業「木質バイオマス原料及び木くず燃料生

産システム等の実証一連支援業務」（平成 28 年度：遠野市）における実証では、日当たりと風通

しが良い斜面に置いた未利用材は２か月で水分率が 50％から 30％代に低下したデータがある。 

このため、本事業では主伐作業に伴う一貫作業システムにおける生産性の検証としているが、

未利用材を活用する木くず燃料等（おが粉生産含む）は、未利用材の造材現場で２か月程度の自

然乾燥後に、木くず化を行う作業工程で検証を検討した。 

 

 林地未利用材による木くず燃料生産の実施に伴うポイント 

① 林地未利用材は全木集材で土場に集材して造材時に発生したもののみ利用する。 

② 枝条・根の曲り腐れ部は、風通しの良い場所で２か月以上自然乾燥させて、木くず化等

を行う。 

③ 未利用材の木くず化は現地に移動式チッパー機を持ち込み、現地で木くず化を行い、

生産した木くず燃料等をサイロなどに運ぶ。 

④ 木くず燃料の販売先は、枝条木くずを受け入れる施設や、おが粉として利用する施設

とした。 

⑤ 木くず燃料品質管理のため、生産時の水分率を計測して品質管理を行う。 

 

 

写真 2-3 オーストリアの道端の未利用材堆積方法 
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写真 2-4 フィンランド郊外の未利用材自然乾燥状況（乾燥３か月） 

 

写真 2-5 チューリッヒ郊外の未利用材自然乾燥状況（乾燥１年） 

 

図 2-6 スギ木くず原料の自然乾燥における水分率変化 
出典：林野庁補助事業「木質バイオマス原料及び木くず燃料生産システム等の

実証一連支援業務」（平成 28年度：遠野市）より 

  

持ち主のタグ 
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2-2. 集荷・搬出の実証計画 

未利用材の集荷・搬出に係る実証は、委託業務処理要領に基づく業務項目・調査内容で計画実

行した。詳細な計画内容は次のとおりである。 

 

1） 実証地の選定 

実証地は３箇所設定した。設定地は、表 2-1示すとおり、未利用材の木くず燃料化等の工

程作業が、主伐施業後の２か月自然乾燥後となるため、降雪の影響が少ない道東地区、道央

の胆振地域、道南地区で設定した。 

実証地設定にあたっては、①主伐施業地であること、②補助事業による事業地でないこと、

③実証地の１か所は平地（斜度 10度以下）、１か所は傾斜地（斜度 10度以上）の候補地を選

定する。また、施業で使用する高性能林業機械の種類と構成が異なり、路網からの距離、地

形条件、林種・林齢が異なること。 

さらに、現地検討会の開催に考慮して施業地は、公共交通機関からのアクセスが良く、意

見交換会会場に近いこと。また、施業地には参加者の車両駐車スペースが確保できることを

条件に実証地を選定した。 

 

表 2-1 実証候補地 

区 分 道東地区 道央地区 道南地区 

所 在 

 

森林所有区分 

協力事業体 

・鶴居村幌呂原野３線 

・16林班６小班,７小班 

・社有林 

・鶴居村森林組合 

・安平町早来新栄 

・31林班１小班 

・個人有林 

・苫小牧広域森林組合厚真支所 

・北斗市向野 

・1004林班 26,27小班 

・社有林 

・株式会社山丁林業 

森林面積 

実証面積 

・全面積  5.92ha 

・うち実証 0.93ha 

・全面積  0.81ha 

・うち実証 0.81ha 

・全面積  4.04ha 

・うち実証 1.89ha 

林 種 

林齢等 

・カラマツ 

・53～57年生 

・カラマツ・ストローブ 

・52、64年生 

・スギ 

・60年生 

地形概況 ・10度以下一部 20度以上 ・平地 ・10度以下 

主伐施業予定 ・８月 21日頃から伐採予定 ・８月 21日頃から伐採予定 ・10月下旬から伐採予定 
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2） 実証の作業データ取得 

実証は主伐作業と地拵えまでの一体施業（一貫作業システム）として、伐採、木寄せ集材、

造材運搬に使用した林業機械で地拵えまで行う作業システムの工程別データを取得整理し

た。なお、道東地区の鶴居村森林組合は、欧州方式のトラクタを高度利用した先進的な森林

施業を行っていることから、伐採作業後の地拵えはトラクタの PTO に林業用クラッシャを装

備して、地拵えを低コストで実施したデータを取得することとした。 

また、木くず燃料の生産工程は、前述のとおり、林地未利用材の自然乾燥後の切削（木く

ず燃料生産）工程としたため、伐採等の林業機械の撤収２か月後を目途に、移動式切削機械

（チッパー機）を持ち込んで作業を実地してデータを取得した。このため、道東と道央地区の

実証地では、グラップルの回送費を二重負担する経費で試算を行った。道南地区は、トラク

タ牽引式チッパー機の牽引車両にグラップルクレーンが付いているので、回送経費の二重負

担はない。 

また、道東地区では、燃料用の木くず需要が鶴居村周辺には無いため、地域で木くずが高

利用される牛の敷藁代替品として出荷することで試算を行った。 

各地区の各作業工程で取得したデータは表 2-2に示すとおりである。 

 

表 2-2 実証に伴い取得したデータ 

区  分 取得するデータ 

実証箇所の林況等 
面積、傾斜、植栽樹種、林齢、平均胸高直径、樹高、立木材積、最小利

用径級、林床植生、路網状況 

実証作業 

作業手順、作業機械、集材距離、伐採本数、伐採材積、搬出材積、林地

未利用材の発生量、作業工程（人・機械稼働時間、工程別作業量、日生

産性等）、留意点、その他について調査結果の記載 

 

3） 分析評価方法検討 

 伐採と地拵えの一体作業の実施 

主伐作業と地拵えまでの一体施業は全国的に行われているが、まだ試行錯誤の段階である。

これまでの試行においては、林業機械の回送費や、後続作業を念頭にした計画的な主伐施業

による効果が散見される。 

他方、近年の高性能林業機械を使用した CTL 作業システムでは、林内に枝条や追上材が広

域に散乱して、未利用材の集荷ができない。また、それら枝条が機械により踏み固められる

ため、従来の肩掛け式ブッシュカッターでは地拵が不可能であったり、枝条と追上材を人力

で処理するなどの余計な労力と経費の掛かり増しも指摘される。結果的に、CTL作業システム

で伐出を行った施業地は、機械による地拵えが必要となる傾向がある。 

以上のように、伐採と地拵えの一体作業においては、林床植生の状態も重要であり、ササ

の生育の有無や稚幼樹の成立本数によっても、全体の作業内容が変わってくるため、前項 2-
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1.2）に示した“作業システム検証のコンセプト”①～⑥をポイントに状況判断して実証を行

った。 

 

 林地未利用材集荷システム実証 

林地未利用材集荷システム実証は、前項の木質バイオマス用木くず燃料生産のコンセプト

に示した未利用材を活用した木くず燃料を“直接供給方式”で実証することとして、機械・

人件費の削減効果の検証を行った。 

 

① コスト把握 

（A） 作業日報から作業時間、生産量、現場経費、賃金に係るデータを取得整理してコス

ト・生産性等を分析 

（B） 機械の稼働状況の把握はビデオ撮影によるランタイム分析でチェック 

（C） また、作業実施中に調査員が１～２日終日立ち会って、各工程のサイクルタイムを

計測して作業日報を検証 

（D） なお、生産性は、主伐施業地全体の生産工程と実証地範囲のみの分析を行い評価 

 

② 集荷量 

（A） 実践区域（1.0ha程度）は、毎木調査により主伐前の立木本数・材積を把握 

（B） 出材積（用材）は、製品丸太の検知により材積を把握 

（C） 林地未利用材は、木くず燃料 t（トン）とチップ㎥層積、並びに水分率（W.B.）を

把握 

 

③ 検証方法 

（A） 道内のこれまでの類似調査データや、弊社の全国的な調査データとの比較検証 

（B） 伐採、集材・木寄せは、主伐施業地全体との検証分析 

（C） 本事業地３箇所の比較検証で分析 

 

 コスト削減効果の検証方法 

① 各事業体の実績ヒアリングを基に、実証データとの比較検証 

② 現場技術者へのヒアリングにより、作業効率や安全性、労働強度について比較検証 

③ 道内のこれまでの類似調査データや、弊社の全国的な調査データを基にしたコスト削

減効果を検証 

  


