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木質系バイオマス，いわゆる木材は，いたるところに存在するが，
資源として活用できるものにはどのようなものがあるのだろうか。
本章では，一般的に利活用可能と考えられる木質系バイオマスの概要を説明し，
モデルにおける原単位の考え方や，データ収集方法について，事例を交えながら紹介する。
なお，ここで示す資源量の割合は，断りのない限り体積比で表している。

1.林地残材

森林の伐採によって，枝・葉・伐根・梢端の他，

小径の間伐材や，商品価値の低い幹の部分も放置さ

れる。伐採および搬出コストに見合う収入が見込め

ないことが放置される理由である。そして，これが

林地残材を有効利用する際の，最も大きな障害にな

っている。現時点での利用率はかなり低いが，この

現状が今後の利用を期待させている。

伐採後に枝葉をつけたまま，林道や土場まで運ば

れ作業が行われる全木集材の場合には，不要部分が

林外で切り落とされるため，残材の収集は容易にな

る。その場合には，運搬上の問題であるかさ高さを

解消するため，現場における残材のチップ化や結束

などの工夫を施す必要がある。そして，これらの残材

を直接燃焼やガス化などのエネルギー源として利用

するためには，含水率の高さを解消する必要がある。

2.工場残材

（１）製材工場

製材の製造工程では，製材原料となる木材のうち

約4割が，副製品および廃棄物になっている。製材

【5－1】木質系バイオマスの種類と
資源としての可能性

木質系バイオマスの取り扱い第5章
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【図Ⅰー27】製材残廃材の種類とその主な利用用途
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り，その割合は，残廃材の28％がチップ，22％が家

畜敷料となっている（2003年）56）。プレカット工場

で発生する廃材には，薬剤と接着剤が混入する可能

性がある。なぜなら，住宅土台材の大半には防腐薬

剤処理が施されており，さらに，住宅用部材に占め

る集成材の割合が高くなっているからである。この

現状が，利用上の問題となることもあり，廃棄率は

製材工場に比べて高く，2003年の調査では残廃材の

25％が焼却・廃棄されていた56）。防腐処理材につい

ては分別処理が基本であるが，アンケート調査によ

ると，分別している工場は約半数であったとの報告

もされている56）。

（4）その他の工場

その他の主な木材加工工場として，木質ボード工

場・集成材工場・チップ工場・家具工場などがある。

パーティクルボードなどを製造する木質ボード工

場では，製品端材を原料として再利用したり，ボイ

ラー燃料として活用するなどしていることから，合

板工場以上に工場外への廃材排出の可能性は低い。

集成材工場および家具工場では，接着剤や塗装な

どの異物が混入することから，工場熱源のための燃

料として利用される場合が多い。その他，焼却処理

されたり，中間処理業者へ委託して処理されたりも

している。2003年に行われた調査56）の結果では，集

成材工場から発生する残廃材の燃料利用率は31％

で，焼却・廃棄されるものは28％となっている。

小規模な家具工場・各種木工所・地方工務店な

ど，小規模な廃材発生源も数多く存在する。これら

から発生する廃材は，工場での燃料として利用・焼

却処理・一般廃棄物として処理されるなどしてい

る。このように小口分散型で発生する場合は，未利

用資源としての活用を検討するよりも，廃棄物対策

として認識し，その対策を検討する側面が強くなる

であろう。

この他，工場で発生する廃材ではないが，原木市

場からは，はがれ落ちた樹皮が多量に発生する。こ

の樹皮は利用率が低いことから，資源としての活用

が期待されている。樹皮の再利用を検討する上では，

発生量に季節変動があること，土砂が混入された状

態であることが問題になる。土場が未舗装の場合に

は，土砂を多く含むため，利用が難しい。粉砕して

家畜敷料として売却している例もあるが，製材工場

のはく皮樹皮を原料としたものに比べると，販売価

格が安くなっているのが現状である。

では図Ⅰ-27に示すように，作業工程ごとに，さまざ

まな種類と形状のものが排出される。主なものとし

ては，はく皮工程で生じる樹皮，ひき材工程で発生

するのこ屑および背板（丸太外周を含む部分），か

んな仕上げによって生じるプレーナ屑がある。背板

や端材は，チップに加工された後，主に製紙原料と

して利用され，のこ屑のほとんどと樹皮の一部は，

家畜敷料として販売されるか，無償提供されている。

樹皮の主な利用用途は，堆肥および土壌改良材原料

である。

2003年の調査56）によると，残廃材の32％が木材チ

ップ利用，35％が家畜敷料，9％が堆肥および土壌

改良材，８％が燃料，５％が焼却あるいは産業廃棄

物処理されるものであった。焼却・棄却されるもの

の大半は樹皮で，およそ７割を占めていた。

住宅建設の分野において乾燥材製造への需要が高

くなっていることから，大規模製材工場では熱源と

して自工場内残材を燃料とするボイラーの導入が進

んでいる。これによって，大規模工場からの資源獲

得は，難しくなりつつある。

製材工場で発生する残廃材の特徴は，薬剤が混入

されていないクリーンな資源であることである。そ

のため，木質ペレット原料・アルコール製造原料・生

分解性プラスチック原料（ポリ乳酸）に適している。

（2）合板工場

合板工場では，製品製造の乾燥および接着工程に

おいて熱源が必要となる。自工場における熱源確保

を目的として，1980年頃から工場内の廃材を活用し

た木くずボイラーの導入が進んでおり，現在その普

及率はほぼ100％になっている。熱源として利用され

ている残廃材は，発生量全体の52％を占め，35％は

木材チップなどとして販売されている（2003年）56）。

焼却・廃棄されるものは，土場に残る土砂の混入量

が多い樹皮などで，産業廃棄物として処理されてい

る。その量は，2003年時点で，原料の1.5％程度と推計

されている56）。また近年，原料に占める針葉樹材の割

合が増えてきたため，樹皮の発生量が増加している。

（3）プレカット工場

住宅部材の加工を行うプレカット工場では，長さ

決めで生じる端材とのこ屑，かんな仕上げによるプ

レーナ屑，継ぎ手・仕口加工や穴あけ加工によるカ

ッタ切り屑などが発生する。端材は木材チップ，の

こ屑および切り屑は家畜敷料として利用されてお
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梱包用材や木製パレットなどの流通資材は，産業

廃棄物に分類される建築系廃材とは異なり，一般廃

棄物として扱われるが，通常は，建築系廃材を再資

源化する産業廃棄物の中間処理業者が，チップ原料

として利用している。

4.廃キノコ菌床

キノコ栽培後のシイタケのほだ木およびキノコの

菌床は，堆肥原料になっている。その発生形態は，

通常は小規模分散であることから資源としての活用

は見込めないが，工場規模で生産を行っているとこ

ろや生産量の多い地域から発生するものは，有用資

源となる可能性がある。家畜敷料として再利用され

ている例もあるが，含水率が高いことからその利用

率は低い。最近では，キノコ栽培用としての再利用

が盛んに検討されており，マイタケ栽培への再利用

は，すでに企業規模で行われている。その他特殊な

例ではあるが，カブトムシやクワガタの飼育用品原

料としても利用されている。

5.その他

街路樹や公園樹木の剪定によって発生する剪定枝

は，一般廃棄物として各自治体で処理される。この

他，有償で中間処理業者が回収し，粉砕した後，焼

却処理されたり堆肥原料にされたりすることもあ

る。果樹の剪定によって発生するものは，農薬が付

着している可能性があることから，堆肥原料として

利用する場合には注意が必要である。

この他，一般廃棄物として各自治体の処理施設に

もち込まれる家庭から発生する木くずもあるが，収

集量や異物混入の点からみて，資源として活用でき

る可能性は低い。廃棄家具の場合は，プラスチック

類および金属の混入と，塗装剤の付着といった問題

があり，ウッドデッキなどの外構材の場合は，防腐

薬剤の混入は避けられない。

【5－2】診断モデルにおける
木質系バイオマスの取り扱い

1.バイオマス資源としての取り扱い

「バイオマス資源循環利用診断モデル」において

3.建設廃材

（1）土木系廃材

土木工事にともなうもので，工事用資材の他，不

要木として伐採される樹木（根株も含む）が発生す

る。これらは産業廃棄物に分類されるが，一般廃棄

物であるダムに流れ込む流木も同様に利用・処理さ

れている。堆肥および土壌改良材の原料とする他，

チップ化してマルチング材や法面保護材として利用

されている例がある。欠点としては，発生量に季節

変動があることと，工事が終われば資源供給がなく

なるということがある。また，土砂の混入や岩石な

どの木材への食い込みも問題点として残る。

（2）建築系廃材

建設系廃材としては，住宅の解体材・新築にとも

なう廃材・コンクリート型枠材などがあるが，大半

を住宅解体材が占めている。「建設リサイクル法

（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律）」

が2000年に施行されたことにより，住宅の分別解体

と廃材の再資源化が義務づけられ，廃材資源の供給

量は増加した。価格の安さと乾燥状態であるという

メリットがある一方，異物および木材防腐薬剤混入

の可能性があるというデメリットもある。

従来から，建築系廃材のチップは燃料として活用

されることが多かった。しかしながら，温暖化対策

にともなう二酸化炭素（CO2）排出削減と脱化石燃

料対策により，全国で次々と大型の木くず利用ボイ

ラーが設置されてきている。これによって，燃料チ

ップの供給が，ひっ迫状態になるのではないかと危

惧されている。さらに，化石燃料価格の上昇が，こ

れに拍車をかけている。

ボイラーを新設している業種は，以前から木くず

を用いている製紙業・木質ボード製造業に加え，石

膏ボード製造業・セメント製造業などである。それ

ぞれのボイラー燃料の消費能力は，年間３万ｔから

10万ｔにおよんでいる。このような燃料チップ需要

の急増に対して，建築系廃材チップを主原料として

利用する木質ボード業界では，将来にわたる原料の

確保に不安を抱いている状態である。

畜産が盛んな地域では，建築系廃材を原料とする

チップが敷料として用いられる例も多い。北海道で

2000年に行われた調査57）では，建築系廃材の55％

（15万ｔ）が再資源化され，再資源化されたものの

39％が家畜敷料として利用されている。
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原料となる残材すべてを地区外に出荷し，敷料入荷

もすべて地区外から入手すると考えれば良い。

（2）モデルに必要な資料

①森林面積

各自治体の統計値（農林水産統計など）を用いる。

②木材入荷量

各都道府県の関係部署に製材業登録業者の資料が

あれば，地区内製材業者の素材入荷量あるいは消費

量が分かる。不明な場合には現地調査を行うか，便

宜的に地区内の素材生産量を用いる。

③製材副産物

製材歩留まりの全国平均値で算出するが，素材消

費量と製材生産量が分かれば，副産物発生量の推計

精度は向上する。上記素材消費量と同様の方法で，

資料を入手できる可能性がある。

④緑地・街路樹剪定枝排出量

精度の高い統計資料を入手することは難しい。モ

デルでは，一般廃棄物における木竹量の割合から推

計している。全国の都市地域での割合は６％とされ

ている59）。または，千葉県のように，街路樹，都市

公園剪定枝および刈草，家庭剪定枝，道路・河川敷

刈草の排出量を，アンケート調査や統計資料から推

計している場合もある60）。

（3）資源量推計に必要な原単位等

①森林樹木賦存量

森林面積に原単位を乗じて，賦存量を求める。賦

存量とは，「胸高直径10cm以上の樹木について幹・

枝・根・葉・果実の総生体量を乾物重量で表したも

の」と定義されている。1990年における日本の原単

位は，62t/ha（絶乾状態：木材に含まれる水分がほ

とんどなくなる状態）となっている61）。この値は，

森林の年齢（林齢）・樹種などによって変化するが，

ここでは便宜的に平均的な値を用いて，賦存量を推

計する。

②容積密度

湿潤状態における単位体積当たりの絶乾重量を表

す単位で，樹種によって数値が大きく異なる。木材

需給統計の樹種別素材生産量，あるいは工場入荷量

によって樹種別に重みづけをした上で，これを原単

位とする。

対象とする樹種および用途の違いにより，以下の

三つの値を示しておく。
◎国産樹種（全素材生産）：380 kg/ m3

は，現時点における利用可能性が最も高い工場残廃

材のみが，標準フロー図に組み込まれている。

林地残材は，搬出コストなどの検討によっては有

力な資源となる可能性があるが，現状では，実用段

階にはおよんでいないと判断し，モデル内では詳し

く表していない。また，建設廃材についても，工業

用用途が確立している例が多いことから，モデルに

は組み込んでいない。

2.標準フロー図の考え方

（１）標準フロー図の概要

標準フロー図（図Ⅰ-28）には，森林資源として樹

木現存量があり，ここから丸太（素材）が生産され，

出荷される。木材工業では，原料として丸太や木材

が入荷され，製品あるいは副産物（家畜敷料・堆肥

原料など）が出荷され，廃棄物も発生する。地区内

と地区外への丸太出荷比率および原料となる丸太の

出荷元を把握することは難しいので，便宜的に，丸

太はすべて地区外に出荷，原料はすべて地区外から

入荷，製品はすべて地区外に出荷と仮定している。

工場としては数の最も多い製材工場を，主な対象

として組み込んでいる。地区内堆肥化施設および畜

産施設へののこ屑出荷量と廃棄量は，全国平均値58）

を設定している。敷料は，のこ屑等の一部（8.6％：

重量比）とし，堆肥・土壌改良材原料として2.0％

（重量比）を出荷，1.6％（重量比）を廃棄としてい

る。残りは，地区外へ製紙用チップなどとして出荷

されるとしている。なお，畜産への敷料および堆肥

原料入荷量との間に著しい矛盾が生じる場合には，
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【図Ⅰー28】木質系バイオマスの標準フロー図



スギの値を代表値として用いた。また，測定例が多

いことも，スギの値を採用した理由の一つである。

炭素（Ｃ）は，他の元素に比べて含有率が高く，

変位などによる影響が少ないので，概数で50％とし

た。その他，部位別に，木材は，窒素（Ｎ）を0.1％，

リン（Ｐ）を0.004％，カリウム（Ｋ）を0.1％とし，

樹皮は，窒素を0.4％，リンを0.03％，カリウムを

0.1％とした。剪定枝葉・刈芝については，便宜的に

枝と葉の平均値とし，窒素を0.7％，リンを0.09％，

カリウムを0.3％とした。

⑥水分量

水分量は，樹種・個体・樹幹内部位によって変異

がある他，伐採後あるいは加工後の放置状態・季

節・気候によっても変化する。針葉樹チップ・バー

クなどでは75％～135％，広葉樹の枝などでは80お

よび120％（絶乾ベース）の測定例がある。製材工

場から発生する残廃材の場合は，これらよりも低い

数値になると予想できる。乾燥済みの材を加工する

工場であれば，残廃材の水分量は20％程度（絶乾ベ

ース）と考えられる。

なお，木材の分野では，水分の含有率（含水率）

は絶乾重量ベースで表され，一般のウェットベース

表記とは異なるため，文献上の数値の取り扱いには

注意が必要である。

（4）補足調査の実施

モデルの精度を上げるためには，現地調査を行う

必要がある。対象企業が多い場合にはアンケート調

査が適するが，その場合は，回収率および回答の精

度が低くなることが予想される。できる限り聞き取

り調査を行うことが望ましい。対象企業の抽出には

職業別の電話帳を調べれば良い。インターネットの

検索サイトからも調べることができるので，遠隔地

の調査も容易である。

現地調査に当たっては，原料消費量・生産量・副

産物および廃材排出量とその利用方法について調べ

る。廃材や副産物については，絶対量ではなくトラ

ック台数などでしか把握できない場合がある。この

場合は，実数を推計するために，トラックの積載可

能量を調べる必要がある。目安として，文献69）から

いくつかの値を例示しておく。
◎2ｔ車：5 m3

◎4ｔ車：15 m3

◎8ｔ車：20 m3

◎国産樹種製材用素材：343 kg/ m3

◎製材用素材（外材を含む）：388 kg/ m3

ここで，針葉樹「その他」は，区分以外の代表的

３樹種（モミ・ヒバ・サワラ）の平均値368kg/ｍ3，

広葉樹「その他」については，1988年の広葉樹樹種

別蓄積量62）による重みづけにより544 kg/m3とする。

樹種別の容積密度の値は，木材工業ハンドブック63）

の値を用いる。外国産樹種については，種々の資料

を参考にして，以下のように数値を定めた。
◎南洋材：500kg/m3

◎米材：435kg/m3

◎北洋材：440kg/m3

◎ニュージーランド材：420kg/m3

樹皮については測定事例が少なく，スギ，ヒノキ，

カラマツの平均値64）である0.31t/m3を用いる。

③副産物排出量

製材歩留まりを66％として副産物排出量を求める

（2002年製材品出荷量から同素材消費量を除した

値）。樹皮は丸太の材積に含まれていないことから，

樹皮率を12％（実体積）として加算する（スギとヒ

ノキの値：林齢48年で11.6%と12.6%65）を平均）。

製材残廃材（副産物）は，種類別の発生量と用途別

利用割合が全国調査によって明らかになっている58）。

丸太材積に対する発生量割合は，背板などが26.1%，

のこ屑が20.7％，樹皮が14.3%，その他が5.1％（プレ

ーナ屑・チップ屑）である。これらの比率は見かけ

の体積をもとにした値であることから，下記のかさ

密度等を考慮して重量比を求める。

④かさ密度

はく皮樹皮のかさ密度は，詳細な資料がないため，

樹種を問わず0.059t/m3 66）とする。背板および端材は

筆者が調査した値を用いて係数0.57とし，のこ屑は

係数0.26（膨容比3.8）67），プレーナ屑は係数0.1 68）とし

て，それぞれの重量を求める。

なお，膨容比とは，「のこ屑になる前の材積に対

するのこ屑の堆積材積の比」と定義されており，一

般的に２～４程度の値となる。

⑤成分率

樹種や樹幹内部位によって成分率は変化すること

から，一つの値で代表させることは難しい。そこで，

林地における蓄積および工場残廃材について推計す

ることとし，国産樹種のなかで最も蓄積量の多い，
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小物製材を行う工場では，背板の量は少なくのこ屑

の発生量が多くなる。

たとえば，寺社建築用材を主に製造する工場では，

品質が高く径の大きな丸太を原料として大きな断面

の材を製造することから，発生する背板の断面も大

きい。一方，工芸品などの原料となる小さな製品を

つくる工場では，発生する背板や端材は細かく，節

などの欠点も小さなものまですべて除去するため，

端材の量はかなり多くなる。

工場の多い地区ではばらつきは平均化されるが，

そうでない場合には，詳細な実態調査をおこなった

上で，発生量を推計することが望ましい。

3.利活用の事例

（1）事例地区の概況

今回調査を行った事例地区では，いずれの地区も

のこ屑の利用率はほぼ100％で，用途は畜産敷料が

ほとんどであった。出荷先は個人的なつきあいが優

先されることもしばしばで，遠隔地にもち込まれる

例もあった。運賃は使用者が負担し，のこ屑を貯蔵

するサイロまで，使用者が直接トラックで取りに来

ていた。

（2）茨城県つくば市の概況

つくば市では，製材端材から背板まで，市外のお

が粉製造業者が引き取り，茨城県内で畜産敷料とし

て利用されている。この他，背板等を，畜産の盛んな

栃木県那須地方のおが粉生産業者が収集に来ている

例もあった。このような業者との接触がないところ

では，残廃材は活用されずに処理されることになる。

（3）宮崎県の概況

木材工業の盛んな地区では，既存の資源利用シス

テムができあがっている。宮崎県北諸県地方（都城

市と周辺の北諸県郡に属する町）は国内有数の国産

材生産地域であり，国内で指折りの製材工場も存在

する。宮崎県の調査結果によると，製材工場からの

廃棄量は消費丸太の0.07％（80ｔ）と推計されてお

り，全国平均値よりもかなり少なくなっている。こ

れは，バーク堆肥を製造する企業が地区内にあり，

原料調達の目的で積極的な樹皮の収集が行われてい

るためである。この地区は畜産業も盛んなため，の

こ屑の敷料への供給も過剰とならず，ほぼ100％が

地区内利用されていると考えられる。

【5－3】工場残廃材の利活用

1.工場規模別の残廃材発生状況

製材工場は小規模なものが多く，規模の大きな工

場とは残廃材の処理など異なる点が多い。

通常，製材作業に先だってはく皮が行われるが，

小規模工場では皮つきのまま製材が行われることが

ある。このような場合には，樹皮は背板についたま

まチップ業者へ低価格で販売されるか，焼却処理さ

れる。また，標準的な製材ラインにはチッパ（製紙

用チップ製造機）が組み込まれるが，規模によって

は設置されない場合も多い。茨城県つくば市の場合，

2003年の時点で14の製材工場が稼働していたが，は

く皮機およびチッパを利用している工場は１軒もな

く，背板を資源として全く活用していない工場も４

軒存在していた。このような低利用地域では，未利

用資源として活用できる可能性は高いが，安定的に

資源が確保できるかどうかについて，事前に調査が

必要である。

つくば市における調査では，工務店と兼業してい

る小規模製材業者が多く，このような場合，自社利

用分の建築用材を製材するだけなので，製材機の稼

働率は非常に低い。また，コスト面から製材品を買

い入れた方が有利な現状もあり，製材を行うのは，

寸法や用途が特殊な場合に限られている。このため，

製材機の動力出力数や従業員数から生産量を推計し

ようとする場合には，高い精度の数値を得ることは

期待できない。

また，工場残廃材を利用する場合の共通課題であ

るが，端材などを粉砕物として利用するためには，

粉砕コストを誰が負担するのか考える必要がある。

チッパなどの粉砕機を備えない小規模製材工場・木

材加工工場から直接のこ屑以外の残廃材を収集して

利用するためには，粉砕機を自前で準備しなければ

ならない。

2.工場タイプ別の残廃材発生状況

背板およびのこ屑の発生割合は，工場によって大

きく変化し，ばらつきが多いため，地区内の残廃材

発生量の予測値が実態と大きく異なる可能性があ

る。これは，製造する製品によって切断する回数な

どが異なるためである。断面寸法の大きな製品の場

合には，背板の量が多くのこ屑が少なくなり，逆に，
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（4）山形県長井市の概況

山形県長井市では，製材工場が３件と少なく，丸

太の消費量もつくば市の1/10である。市内にはダム

建設現場からの廃材を主原料とする堆肥製造工場が

あるが，製材業者からの残廃材は入荷されていない。

長井市の製材工場で発生する皮つき背板は，隣接す

る他市のチップ製造業者に引き取られ，木質ボード

原料あるいは製材用チップ原料として，利用されて

いると思われる。これは，一般的に製材残廃材が有

価あるいは無償で流通しているのに対して，堆肥主

原料となる伐採樹木および伐根が，産業廃棄物とし

て扱われ，処理料つきで（逆有償）堆肥製造業者に

引き取られていることも理由の一つであろう。将来，

堆肥原料が不足する場合には，逆有償で入荷できる

樹皮などの調達を検討する必要がある。

木質未利用資源を活用するには，賦存量だけでは

なく，原料調達コストを考慮したシステム設計を行

うことが重要である。
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製材工場等残材 

建設発生木材 

林地残材 

●木質系バイオマスの年間発生量とその利用状況 

《バイオマスの種類》 

約610万t

約480万t

約390万t

利用 

未利用 

約90％利用 

約40％利用 

ほとんど未利用 

参考：バイオマス・ニッポンパンフレット 

年間390万t発生している 
林地残材のほとんどが 

利用されていないのが現状です。 
今後の有効活用が望まれます。 
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