
ユーザー懇談会議事録 
日  時：平成 22 年 11 月 15 日 14：00～17：00 
場  所：亀戸文化センターカメリアプラザ５Ｆ 
出 席 者：マテリアル関係（ボード会社代表 7 名 製紙会社 2 名） 
     サーマル関係（製紙会社 6 名 セメント会社 2 名 売電会社 8 名） 
     国 関 係（農林水産省 3 名 国土交通省 2 名 環境省 1 名 ） 

連 合 会 関 係 

全国木材資源リサイクル協会連合会理事長 鈴木 隆 

関東木材資源リサイクル協会会長     彦坂 武功 

東海木材資源リサイクル協会会長     山口 昭彦 

中四国木材資源リサイクル協会会長    片岡 重治 

㈱九州環境ネットワーク木材部会長    河野 秀彦 

ほか各地域協会代表、事務局等 12 名 

オブザーバー 13 名 

 
テーマ「木質バイオマスチップの品質規格と需給動向について」 
 
１ 主催者挨拶 
 ○連合会理事長 
  第 5回のユーザー懇談会に多数の皆様の参加を賜りありがとうございます。

本日は、国土交通省、農林水産省、環境省の 3 省庁の皆様にもが参加頂い 
ただいております。 

  また、マテリアル業界、サーマル業界の皆様には日頃から大変お世話にな

り、この場を借りて厚く御礼申し上げます。 
  本日は、オブザーバーの方々にも多数ご参加を頂いております。是非この

機会に木材資源を取り巻く業界が、どのような形になって変化を遂げている

のかを聞いて頂くのと併せて忌憚のないご意見も頂戴できればと思っており

ますので宜しくお願いをいたします。 
  さて、連合会は、全国の各地域における団体で構成されており、日ごろは、

各地域の実情を踏まえ連合会の情報を集約しながら時節の問題点とかトピッ

クスとか幅広く情報を伝えることが一番の大きな使命と考えているし、また、

毎年国に様々な要望をまとめて提出している。 
  特に、木材資源バイオマスが平成 12 年にスタートし、以来大きな変化を遂

げている。今後も木材資源が様々な面から変化を遂げてゆくであろうと言われ  

ている。 
このような状況の中で連合会として重要な役割を担って行かなければなら 

ないわけであり、本日御参会の皆様にはご指導御鞭撻を賜り、協会、連合会

そしてバイオマスを発展させていきたいとと思っている。 



今後ともよろしくお願いしたい。 
 
２ マテリアル・サーマル代表挨拶  
（１）マテリアル代表 日本繊維板工業会 専務理事 涌田良一 
  本日は、全国木材資源リサイクル協会連合会のユーザー懇談会にお招きを

頂きありがとうございます。 
日頃は、私どものメンバーが連合会の皆様にお世話になっておりこの場を

お借りし御礼申し上げます。 
  本年の住宅新設着工件数は、年の後半少し回復傾向にあるが、着工予想で

は１０万戸を超えそうな状況であり、昨年の不振な状況から脱出しそうな気

配である。 
しかし、私どもの業績にまで反映されていないのが現況であり、今後に期

待したいと思っている。 
  折角の機会なので、連合会と繊維板工業会が関連する事業の一部を紹介し

たい。内容は、ＣＣＡ対応問題で、解体材に含まれる恐れのあるＣＣＡ処理

材がボードの混入するのではないかとの懸念があり、工業会として一昨年か

ら種々検討をしてきた。そこで次のような対策を講じることとした。 
一つは、入口の問題であり、ボード工場が購入しているチップに関して、

購入メーカーからＣＣＡが含有されていなことの原料供給証明書の発行をお

願いしており、作業は順調に進んでいる。 
次は、出口であるが、これは製品の問題であり、我々メーカーは、年に一

度ボードに含まれている重金属の含有について試験しデータを保管している。 
  本年も試験実施に向けて作業を行っており、毎年行うことで製品の信頼性

を高めてゆきたいと考えている。 
環境問題は、継続的なデータ収集が重要であり、得られてデータは、関係

各位に御知らせをしたいと考えている。 
本件については、連合会メンバーとの共同作業が必須であり、今後とも宜

しくお願いをしたい。 
 
（２）サーマル代表  日本製紙㈱ 資材部長 青山英一 
  本日は、全国木材資源リサイクル協会連合会のユーザー懇談会に昨年に引

き続きお招きに頂き御礼を申し上げます。 
また、日ごろは木質に関しましてサーマル、マテリアル両方の面でお世話に 
なりありがとうございます。 
私共製紙会社の 近の状況は、円高の影響を強く受けて輸入の紙が市野を

伸ばしており大変苦しい状況となっている。 



本日は、懇談化の中で今までに無かった品質規格についていろいろと御意

見を聞かせて頂けるということで、大いに期待しているところである。 
  宜しくお願いしたい。 
 
３ 出席者紹介 
 
４ 各協会の実情の紹介 
（１）北日本協会：伊藤事務局長  
１． 廃木材等の確保状況と処理価格の動向について（主に前年比） 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
２． 木質チップのマテリアル向け供給状況と販売価格の動向について（主に前年比） 

 
 
 
 
 
 

 
 
３． 木質チップのサーマル向け供給状況と販売価格の動向について（主に前年比） 

 
 
 
 
 
 
 
 

・ メーカーにおける木くず入荷量は、福島～新潟は前年比 2 割～3 割増加（一

昨年同等～やや低いくらい）、しかし北部へ行くほど低迷している模様。山

形、青森などは低迷していた昨年度と同等の様子、と各業者の談話。 
・ 処理価格については都市部、特に仙台市、新潟市中心にて処理価格が低迷し

ており周辺地域へも波及している模様。次いで福島県ほぼ全域が低迷してい

る。宮城県、福島県の処理価格は昨年同様（やや下げている業者いるが）だ

が、新潟県の値下げ動向は加速している模様。中でも解体価格が著しく下降

気味。 

・ 全体的な余剰感によってやや余り気味に。 近（9 月下旬～10 月）になって

一部不足してきた模様。しかし、毎年秋季は繁忙期であるため、冬季の貯蔵

も兼ねて集荷増は通例のことではあるが、例年に比べ伸び幅が今ひとつの様

子。 
・ 価格は変化なし。今後、供給過多が続けば何らかの対応（既に品質にこだわ

る集荷を行っているところもあるが）をしなければならなくなるのか、同業

他社の出足に注目しつつ、サーマルの動向にも注目している。 

・ 昨年から徐々に進んでいた余剰状態が、今年度に入り一気に加速。関東市場

の余波を受けて。チップ出荷が滞っている。 
・ この状況において、これまで先送りしていた品質の問題があったが、これを

機にユーザー各社ともこれらの改善に力を注いでいる。その影響として自然

木、特に伐根、バークなどを材料としたチップ（中でも比較的低品質のもの）

の受入れをユーザー各社立て続けに停止しているため、生木チップ出荷が猛

烈に滞っている。 
・ 価格については南東北、北関東にて一部値下げも行っている模様。 
・ バイオマスタウン構想等の自治体もしくは三セク

．．．
経営の小型ボイラーが増

加。殆どがバージン系のチップを利用しているが、中には廃棄物系のチップ

を利用するところも。ここではバージン系チップの価格と変わらない値段で

買取りする、もしくは、市況価格より高い買取りを行うところが殆どで、地

域スポット的にチップ市場価格を底上げさせている。これに対し、当協会と

してはこれらを安定させる作業を一部行っている。 



（２）関東木材協会：弘山専務理事 

１．廃木材等の確保状況と処理価格の動向について（主に前年比） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

２．木質チップのマテリアル向け供給状況と販売価格の動向について（主に前年比） 
 
 
 
 
 
 
 

 
３．木質チップのサーマル向け供給状況と販売価格の動向について（主に前年比） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 平成２１年の関東協会会員の２２社の木質チップ出荷量は、８６４，５１１ｔ

で、前年の９２万ｔから初めて６．１%下まわる結果となった。２２年は、前年

よりは上回るものの、２０年の水準には達しない見通しである。 
 平成２２年３月に実施した調査結果では、処理費はｋｇ当たり建設系木くずで

１円弱、パレット等２円弱の下落がみられ、初めて明らかな下落傾向がみられた。 
 また、本年初めて実施した材の種類別の処理量割合では、燃料系８０．９%に

対して生木系１２．２%と、従来より生木の比率が急激に拡大している傾向がう

かがわれた。 

 平成２２年３月の調査結果では、ボード向けチップは前年より平均３円余り、

製紙向けチップは５円以上と大幅に販売価格が上昇したが、うち１円以上は運賃

の負担増になっている。 
 昨年から本年上半期にかけて、木くずの確保不足と質の低下から、マテリアル

向けチップは不足気味であったが、夏場以降、在庫の拡大が続いている。 

 平成２２年３月の調査結果では、サーマル向けチップの販売価格は、前年より

平均１円強の上昇になっているが、運賃には変動が見られない。 
 本年になって、チップの供給不足は見られないが、ユーザー側での稼働停止や、

新規事業の遅れ等から、サーマル向けチップの在庫が拡大傾向にある。 
 しかし、本年度中に新たに大規模バイオマス発電施設が関東地域で稼働するこ

とから、年末以降再び木質チップの不足状況になるものと予想している。 



（３）東海協会 木村事務局員 
１．廃木材等の確保状況と処理価格の動向について（主に前年比） 
 
 
 

 
 
２．木質チップのマテリアル向け供給状況と販売価格の動向について（主に前年比） 

 
 
 
 
 
 

 
３．木質チップのサーマル向け供給状況と販売価格の動向について（主に前年比） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（４）中四国協会 岡崎事務局長 
１．廃木材等の確保状況と処理価格の動向について（主に前年比） 
 
 
 

 
 

 
 

 住宅着工件数の落ち込みにより、解体材の入荷は減少傾向にある。解体材以外

のものを集荷することにより数量の確保を行っている。 
 処理価格については、競争により下がり過ぎてしまった価格を東海協会として

適正単価にする努力を行っている。 

 チップユーザーの工場稼働率の低下によるチップ使用量の低下が見られる。特

にボード向けチップの需要が落ち込んでいる。ただし、入荷量が落ち込んでいる

ため、製紙用向けのチップに関しては逼迫していることはない。東海地区に関し

ては、各地域に比べて工場稼働率の落ち込みが少ない。 
 販売価格については、去年とほぼ変わらず価格の動きはない。 

 6 月に大手製紙メーカーのボイラーが 1 ヶ月修理のため停止し、染色メーカー

が２工場閉鎖したことにより木質チップを消費するボイラーが２基稼動を止め

たため、木質チップの需要が落ち込んだ。また、各ユーザーの木質燃料の使用量

の低下により、協会員を含め、原料、製品在庫が増加した。生木を破砕したチッ

プを使用することによる焼却灰の増加を懸念して、各ユーザーが生木のチップの

受入を拒否している。 
 販売価格については、セメント会社の単価値下げが一部あった以外は、ほとん

ど去年と変わらずに推移している。 

 上半期（４月～7 月）の廃木材の受入量については、昨年同期対比でみると全

体的に 2 割程度減少している。山陰・山陽別にみると、山陽側の岡山・広島は昨

年より２割増し、山陰では月によっての増減はあるが、昨年同等の推移で数量を

確保している。山口も平均的な数量で推移している。 



２．木質チップのマテリアル向け供給状況と販売価格の動向について（主に前年比） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３．木質チップのサーマル向け供給状況と販売価格の動向について（主に前年比） 

 
 
 
 

 
 
○近畿協会は、欠席のため割愛する 
 
 
質疑 
 ○関東協会の運賃の件 

質問：マテリアルでは、運賃の負担増、サーマルでは運賃に変動なしとな 
っているが。 

関東協会：運賃の負担増については、過積問題がある。これが昨年から各メー 
カーが厳しく対応されており、運賃に転嫁されてきた。 

質問：サーマルでの変動なしについては。 
関東協会：サーマルも変動はある。 
     簡単にいえば、輸送会社に泣いてもらっている。 
     バージンチップが大きな運賃負担となっている。 
 
○東海協会の処理費について 
  質問：適正単価にする努力を行っているとしているが、具体的にはどんな 

内容か。 
東海協会：処理料金の適正について言及しているのではない。 

 昨年とほとんど変わりない状況である。 
マテリアル向けの納入先はいくらでもあるが、燃料チップ、原料チップとなる木

くずの処理量が減少しているため、需要は過多になっている。チップ生産量の各

社のバラつきがあるが、解体の木くずに特化しているところは景気の冷え込みに

より処分量も減少傾向になっている。 
 サーマルの単価が上がったことにより、マテリアル向けのチップがサーマルに

流出したと思われる。 
 買い手市場のため、状況は良くはなってはいない。 

 製紙工場を中心とした Co2 削減対策として、サーマルの需要は拡大傾向であ

るが、供給は景気の冷え込みにともない、処分業者各社の処理量が低下している

ため、供給不足が続いているものとみられる。 
2000 円／㌧～3000 円／円 



当社では、売り買いで１万円を目安に事業をしている。単価がこ

の程度ならば残りは処理料金ということになる。 
例えば、マテリアルの材料とか、サーマルの材料だと売上金額が

顧客に搬入してこれだけ頂ける。 
燃料であればトン当たりの価格が処理料金を下回れば、その差は 
処理料に転嫁する様にしているが、更にそれを下回るものについて

は、企業努力しようということにしている。 
そこで、地域性で取り合いが起こるによる値下がりを止めよう、

足りないところは、お互いに融通するとかで、原料の取り合いを止

めようとすることであり、取り合いが通常化すると結果的には各々

が首を絞めることになる。 
従って、顧客に安定した単価で搬入することが大事であることを

認識して価格の適正化について努力している。 
 
国交省： 北日本の発表で、サーマルの価格動向の欄で、バージン系のチッ

プを利用しているとの記述があるが、バージン系のチップは、生木

から製造するとのイメージであるが、一般的には生木であると水分

が高いので発電には適さないと理解している。 
ここでいう市場価格は、一般的にバージン系は高価で解体系は安

いということで理解してよろしいか。 
北日本協会： 

  バージン系のチップは、製紙用やボード用原料に利用されており、

購入した丸太をチップ化するとか製材の端材等をバージンと称して

いる。 
その事とは別に廃棄物系からの原料があり、バージンチップとの違

いはある。 
  買い取り価格については、購入丸太や価格は安いが製材の端材から

のチップは、比較的価格は高い。廃棄物系の廃木材は、処理料金が生

じるので安く見られている。 
 
５ 品質規格について  
  ○説明者：品質規格制定委員 
 理事長：連合会が今年度の事業として、品質規格についての制定をおこなう 

こととし、委員会を開催し議論を重ねたほか、静岡大の鈴木教授を 
はじめとする各機関等から意見を拝聴するなどし、ここに示した規格 
を整備した。 



これが正式なものでは無い。本日、内容について皆様の意見を伺いた

く提起した。ただ、この規格は、あくまでも標準ということで整理して

あるので、その辺も踏まえて御意見を頂ければと思っている。 
 

A 社：  竹材について、福岡県からマテリアルに活用できないか相談を受け

ている。マテリアルの活用について連合会の見解を聞かせてほしい。 
連合会①：竹材については、少量なら燃料でも使用可能との意見を頂き基準化

した。その後全国的な調査の中でマテリアルでも使用可能であるし、

既に使用しているとの指摘もあった。この件について、実際に取り扱

っている B 社に聞いてみたい。 
B 社：  竹に関しては、九州の一部の製紙会社が竹チップを月産６００ｔ程

度使用している。 
今、質問者の A 社とも竹の活用について検討をしているが、提示され

ている品質規格では、破砕したもので無く切削チップでしか使用出来

ないということで規格に記述した。 
A 社：基本的にボードでの使用は可能と理解して良いか。 
日本繊維板工業会： 

ボードに活用出来るかどうかについて調べていないので回答は出来

ない。 
ただ、使用していると言うなら出来るということでしょう。 
これは、製紙原料として使用可としているもので無く、パーティク

ルボードの原料として活用することに問題があるのかとの質問である。 
問題は無いのではないか。 

連合会①：マテリアル系の製紙原料で無く、パーティクルボードとして使用す

ることに全く問題が無いと理解して良いか。（そのとおりとの回答）そ

うなると、記載は若干変わることになる。 
  「パーティクルボード、製紙原料として使用可能である。但し、製紙原

料は、切削チップに限る」という表記でよろしいか。 
D 社：  複雑にするようだが、製紙原料として必ずしも使用可では無い。 

これは、鹿児島県の製紙会社が使用しているのみである。 
連合会①：ここで御伺いしたい。製紙原料として竹材の使用が広がって行く見

込はどうか。例えば他の製紙会社も使用するとか一部の用途の限った

もので無く、汎用性も出てくるとかという考えはあるか。 
D 社： 竹としてまとまった量が無い。竹の特性を利用した紙を創っている会

社があるのが現状だ。 
竹の品質と木材チップの品質ではかなり異なる。繊維としての性格性



質が異なるので、一部だけが混入するのは、製紙会社は嫌う。 
針葉樹と広葉樹でさえ分けてくれと指導をしている。 
製紙用の原料に竹が混入するのは、製紙会社は嫌う。 
個人的な考えであるが、竹単独である程度の量が確保できれば、製紙

業界としてその活用について考えてゆかなければ行けないかも知 
れない。 

連合会①： 他の製紙会社の意見は 
E 社：  サーマルについて少量でも燃料に使用可となっているが、ボイラー 

によっては、使用不可のところもある。よってカッコ書きで各ユーザ

ーの受け入れ基準に準じるとしたらどうか。 
連合会①：いろいろと御意見を頂戴した。以上の御意見から竹材については纏

めさせて頂いて表記について変えてゆくこととする。 
 
連合会：その他ありますか。 
日本繊維板工業会： 

ＣＣＡの問題で「３．木質リサイクルチップの品質基準の（注）書き

にＤチップは、主に燃料に使用することから防腐剤の内ＣＣＡ処理材

のみを対象にするとなっている。 
    ＣＣＡの問題は、土台が無いということで対象外なのか。この規格を

制定した時のＣＣＡに対する基本的な考えをお聞きしたい。 
品質規格制定委員：土台の上を考えていた。 
日本繊維板工業会：土台の上もＣＣＡは、処理されている。柱も。必ずしも土

台だけでは無い。 
品質規格制定委員：基本的には、今までの流れの中で問題になってくるのは下

であり、基本的には無いということで進めてきた。 
日本繊維板工業会：建築基準法では、処理しなさいとなっている。 
品質規格制定委員：今の御意見を踏まえると、下も対象にした方が無難である。 
日本繊維板工業会：建設リサイクル法の見直しの時、ＣＣＡについては問題に

なるとして工業会は、２年くらい前からＣＣＡ処理について検討した。 
いわゆる出口での製品の品質について毎年一回調査分析の実施を決

め、昨年から作業を行っている。 
製品等に苦情等があった時の対策としての取り組みであり、会社

によっては、実施しているところもあるが、工業会全体として取り組

んで毎年実施することとした。データが無いと対応が出来ない。 
ボード原料に１００％ＣＣＡが無いということは難しいし、０で

は無いと思う。従って、入口のところでの対策を考えて頂きたい。 



連合会①： ＣＣＡについては、この品質規格を制定する時から中心的なテーマ

にもなっており、基本的には、ＣＣＡが処理されているか処理されて

いないかの確認をどうしているのかを各メーカーに問い合わせをし

た。 
処理されているものは基本的には除外をし、焼却なり埋立処分するの

を原則としてスタートした。 
この規格のＣＣＡについては、実は、クレオソートとの比較があっ

た。クレオソートについては、臭気が強いが重金属は無いとの意見が

あり、また、ＣＣＡと一緒にされては困るという意見があり、それで

防腐剤とＣＣＡが分かれているという表記になった。 
他に御意見は。 

質 問：  品質規格のもともと設定するところの話であるが、木材資源リサイ

クル協会が品質基準を設定して広めてゆこうと考えているなか、 終

的には、公共機関とか他の組合員から優位性をもつために協会として

やってゆくのかの考えを聞きたい。 
連合会①：木質リサイクルチップがバイオマスの名のもとで違った意味で供給

されてきた。 
もともと木くずは、建設リサイクル法の中での特定建設資材廃棄物と

して品質基準の暫定版があった。 

近年、チップの市場の流通が変わってきたことから、そこで問題とし

て起きたのが処理業界として使用されるという売り手市場に変わった

ため、処理業界の中で過当競争が起きてしまった。 
ユーザー側では沢山のチップを欲したことにより価格より品質がク

ローズアップされ、ユーザーによっては、ボイラーの運転に支障をきた

すなど様々な問題が生じ、改修費用等にも大きな金額を要するようにな

った。 
いわゆる処理業界では売れるから良い、ユーザーはチップがほしい

ということで粗悪な品質が流通するようになった。 
価格の面、品質の面の両方を是正するのが品質であろうということ

で品質規格を制定したことが端緒である。 
その時の幸いにも「建設副産物リサイクル広報推進会議」が策定した

暫定版の利用促進基準があり、これを土台に現状にあった形の品質規格

に見直しをした。これが現在までの規格制定の流れである。 
 
質問 ：将来的には、規格化するのか。 
連合会①：連合会としては、ＪＩＳ化になれば望ましいことではあり、そうな



れば市場形成も出来るようになると思うが、市場に出る量の問題や様々

な問題があると思うので、連合会がＪＩＳ化を望むのでなく、各ユーザ

ー、メーカーの意見も拝聴しながら進めてゆくことになると考えている。 
 
質問：３の備考欄にＡ～Ｃチップまでは異物を含まないこととなっているが、

Ｄチップは、基本的に含まれないこととなっている。何故か。 
また、リサイクル系のチップで土砂、プラスチック、金属を０にするに

は難しいと思うが、どの程度なら含まないとするのか。ある程度の目安

をお持ちなのか。 
連合会①：この件については、ボイラーをお持ちのユーザーさん如何ですか。 
F 社： 弊社では、ＣＣＡにしても防腐剤にしても焼却灰の検査を実施し対応し

ている。そこで異常値が無ければ良しとしている。 
ＣＣＡについては、各メーカーを訪問し、我々もメーカーも有無は分

からないのが現状であるので、 終的には、焼却灰の検査でチェックし

ている。 
また、プラスチック、金属については、チップの生産は、マテリアル用

を生産した後に燃料用ということで流通しているので、これが全く０と

いうことになると燃料のチップが生産されないということもあり、ある

程度は認めて悪さをしなければ良しとしている。 
したがって、基本的に含まないという表現で良いではないかとして落ち

着いた次第である。 
生木類と土砂は、ボイラーの適正管理をしないトラブルが生じているの

で、基本的にというよりは繊細に対応しないと安定操業のためコスト面

等に問題が生じる。 
よって、出荷しているメーカーと品質を良く打合せするのが大切である。 

連合会①：確かに基本的にというのは曖昧な表現である。本日は、ボイラーを

製造しているメーカーが参加していないので、技術的な話が出来ないが、 
金属、プラスチックがボイラーに混入するとプラスチックはガス化する

が、金属は別回収が出来るという構造になっているとのことで、多少の

異物は影響が無いということで「基本的に」という表現にした。 
 

 
林野庁①：基本的なことを確認したい。「５．の製造における留意点」での含水

率の件であるが、これはドライベースということで理解してよろしいか。 
連合会①：そのとおりです。 
 



質問： 木くずチップ燃料を活用しているが、もともとチップが燃料として始

まった時、ボードメーカーには要求される品質のチップ、これからはじ

かれたものが燃料用として経費を計上した。 
昨今の景気の状況や材の発生の状況が変化している中で、当初は建設廃

材が主体であったが、ここ６～７年で異なった材が入荷するようになっ

た。しかし、料金は、建設廃材と同じである。 
それとは区分けした生木は料金も高めとなっているが、取り扱っている。 
当初の建設廃材由来の燃料用チップの品質が話題になっているが、品質

が落ちている。 
サーマル燃料でＤチップに○が付いているが、ユーザーサイドからする

と○では無いと思うが、見解をお聞きしたい。 
Ｄチップには元来枝や除根材は含まないと理解している。 

 
連合会①：建設副産物の作成した暫定版を参考に品質規格を制定したが、暫定

版には枝や除根材は除かれている。 
その後、各メーカーでは、支障木や除根材を取り扱うようになり、枝

や除根材の取り扱いについて議論した。 
その時に含水率の問題があったが、現状のボイラーを利用されている

ユーザーからの意見は、生木由来のチップと建設廃材由来のチップを分

けて搬入すれば、ユーザー側で対処するとのことであった。 
メーカー側は、含水率を２５％以上にならないようにブレンドすれば

入荷を受諾するユーザーも在る。 
以上の意見を踏まえＤチップに枝、除根材を加えた。 
日本製紙さんは、如何お考えですか。 

D 社：破砕したチップのサイズが基準を超える。本来ならばサイズは、５０ｍ

ｍとしているのに規格外が搬入されるとトラブルの原因となるので、受

け入れが出来ないとしている。 
つまり、要求している条件に適合しない物に対し、歯止めをかける必要

があると考えている。 
連合会②：枝や除根材は、メーカーから好まれていなことは承知している。粒 

度や異物の付着は、製造する側で対応できる。粒度については、切れ刃

を管理することにより対応は十分確保できる。 
したがって、枝や除根材について基準内のサイズに製造することは可能

である。 
D 社：燃料ユーザーの立場から申し上げるとＤチップは、基本的に含まな 

いとするグレーゾーンであり、ボイラーにより使用が異なる。 



従って、Ｄチップについては、ユーザー側と個別に協議することが

望ましいので△にしたらどうか。 
連合会①： Ｄチップについては、サーマルでの使用は、△が望ましいのでは

ないかとの意見を頂いた。 
この件については、再度検討させて頂くことにする。 

国交省： Ａ～Ｅまでに区分したチップについて、それぞれ利用用途に該当す

るとしているが、Ａであれば全て、Ｄならば市場原理にまかしていると

いうことか。 
マテリアル、サーマルの循環型社会の流れの中でも使用を基本にして

いるのかの連合会の考えは如何か。 
連合会①： 連合会としては、経済性を加味する他、温室効果ガス対策も含め

て総合的に判断して行きたいので、Ａチップについては、マテリアル系

で使用すべきであり、その他はサーマル系での使用と考えている。 
ということで、会員の皆さんよろしいですね。 
 
【ここで１０分の休憩 再開は、３：４０から】 
 

６．アンケート調査結果 鈴木専務理事 
  ２２年７月に協会会員とユーザーに対し調査を行った結果について報告。 
   質問や意見は無かった。 
 
７．ユーザーからの現状報告 
 D 社：現在、減産が続いていることからボイラーの低負荷運転のため、使用

量が抑制気味である。しかし納入メーカーには 大限の取引をしている

状況であるが、今後、生産が向上する要素が少ないため、入荷を抑えて

いる。 
このような状況の中チップの品質にも重視して行こうとのスタンスで

対応することとしている。 
そういう意味では、今回のユーザー懇談会が貴重な場となった。 

D 社： 誤解を招くと困るので、補足をするとチップの入荷量は落ちていな

い。バイオマスボイラーで木くずだけ使用しているわけでは無く、木く

ずの量を増やして石炭を減らしている。 
使用側もＣＯ２の問題もあるのでバイオマスを利用したいとして、使用

比率は上がっている。 
今後は、量的な問題が出てくる。品質の面で粗悪なチップが搬入され

れば、ボイラーを痛めるということで、原材料の確保は、品質が大きな



比重となっている。 
将来的に継続的な需要を進めて行くには、品質が大きな課題となる。 

 
G 社：セメント業界でのバイオマスの利用は、発電所でのボイラー燃料、セメ

ントの焼成用の燃料で使用している。 
ダスト（Ｅチップ）は何処も使用していない時どんどん搬入されたが 
その後、ダストの発生も抑えられているが、ここに来てダストの混入

が見られている。 
現在、リーマンショック以来の経済状況と民主党政権の公約で、コン

クリートの使用が抑制されているので、セメントの生産調整をしている

状況のため燃料の使用が減っている。 
品質面は、セメント用に使用するため再度チップを細かく破砕するの

で、金属の混入により火災の危険があり、金属の混入には注意を払って

いる。 
 
H 社：専門的な知識がないので、お話することは出来ないが、本日の件は上司

に報告することとしている。今日出席したのは、上司から皆様と仲良く

なってきなさいとの激励を受けた。 
 
I 社： 弊社は、専焼のバイオマスボイラーを持っている。燃料構成は、建設系

チップ５０％、生木チップ５０％の割合で運転の計画をしている。 
燃料の仕入れの９８％は、産廃業者に頼ることとなる。 
品質は、ダストや土砂等がボイラーに負荷が係るので、供給する産廃業

者に製品として販売してゆく中で 低限のモラルは守ってほしい。 
製造工程の中で品質を考えた製品作りをお願いしたい。 
我々、ユーザー側としても金属の除去装置を整備するなどの努力は必要

である。 
 
J 社： 当社は、年間 30 万トンのバイオマス燃料を使用し、その内木材チップ

は約 20 万トン使用している。 
現在は、数量、価格、品質とも安定している。来年春先には、２基の

ボイラーが動くことによって燃料の使用量も増加するので、せっかく落

ち着いていた価格や品質が低下してゆくのではないか懸念している。 
弊社は、設備投資をするのでボイラー燃料が必要になってくる。 
現在、建設需要が落ち込んでいるなかで、チップの発生量が減少して

いるが、今後、景気が良くなって、製造が上がるとん燃料が足らなくな



るのではないかと同時にチップの価格の下げ合いや品質の低下が生じる

のを心配している。 
こういう機会を通じて品質等について意見交換をし、確立できること

が望ましい。 
 
F 社： チップメーカーには、日ごろから安定供給をして頂き感謝申し上げる。 

おかげさまで、親会社も安定した操業が出来ており、厚く御礼申し上

げる。 
親会社は、新潟と勝田に工場がありチップの使用料は、前年と同じ程

度であり、安定した操業を行うには、品質が適正でなければならないと

の工場の要望がある。 
このことは、いわき大王製紙、日本製紙ともども北日本協会に申し入

れした。 
生木の水分が非常な悪さをしている。保管の問題、ハンドリングの問

題、燃焼効率とどれをとってもマイナスである。 
水分を 25%以下にお願いをしているが、冬場は生木系を使用しないと絶

対量が不足するので、この春、7000~8000 トン保管できる屋根つきの保管

ヤードを  拡張し、冬場対策とした。 
先ほど、CCA の話をしたが、工場では搬入禁止としている。 

 
K 社： 木くず専焼ボイラーで年間の燃料使用量は、6 万トン、市場の関係で当

初は、解体材だけを使用することとしたが、半分は、伐採材も混ぜて運転

をしている。 
伐採材を使用しているが、あまり良いことはないが、燃料の質を選ん           

でいると集まらない。 
去年、燃料の集荷に苦労した。伐採材のハンドリングを重点的に考えて

今は、全社あげて運用を適正にやっている。 
異物混入等の問題があるが、発電用のボイラーなら燃料の種類にこだわ

らないボイラーもあるが、そういったボイラーが増えれば使用方法に問題

がなくなると思っている。 
来年から大きなプラントが立ち上がるので、1 年前、2 年前の悪夢が再現

することになると、近くの北越さんにお世話になることになるかも・・・・。 
 
L 社： 当社のグループ全体での木質の燃料については、10 工場で年間 40 万ト

ン(水分込)使用し、RPF を主体とした燃料に木質を混入し燃焼している。 
工場によってボイラーの性能が異なるので多少異物が混入しても良い工



場全く駄目な工場がありなかで、連合会として品質規格を制定するのは、

大変な作業であると認識している。 
アンケート調査の中で異物の混入についての要望が多かったことを考え

ると、品質規格の中での対応が必要と感じた。 
 
M 社： 資材調達室が、木材チップを、サーマル発電については別会社の「テッ

ク」が対応し、集荷に当たっている。 
チップの品質については、他と異なるのは、メーカーにお願いをし、水

洗いの工程後のチップを購入している。これは、金属等の除去のためであ

る。 
水分は、３０～４０％程度のものを購入している。 
竹については、検討はしているが、使用する段階にはなっていない。 
これから燃料の集荷は、冬場、夏場で出荷量が変動するが、チップの品

質面において配慮をお願いしたい。 
 
N 社：当社グループ全体のパーティクルボードの生産状況、販売状況の説明と

同時に今後リサイクル協会連合会にお願いすることがある。 
パーティクルボードの生産状況、販売状況は、デフレスパイラルという

ことで価格、市場の動きも住宅の着工が若干上向きになってきたが、非常

に苦戦が続いている。 
通常なら大量の発注をお願いする時期であるが、生産調整のためチップ

の量的な面でメーカーに御迷惑をかけし申し訳ない。 
 
O 社：５工場の内３工場は、年間２３～２５万トンの木質チップを使用してい

るが、原料と燃料は、約半々である。 
２年前と今では若干市況も含め需給バランスが異なる。２年前に関して、

全木リだけでは木質チップは集められないということで、林地残材なり木

皮も使用できるので、そこに着目した動きをしている。 
岡山にある工場は、既に全木連と共同して地元の山から原料として使用

することとしているが、問題は、コストであり、これが解決すれば建廃古

材チップの搬入量が減っていたものが原料に転嫁される。 
実際に統計をみると、半分以上が燃料用チップと発電用チップ、製紙燃

料用のチップとなっている。原料用の木質チップは、約１５％しか使用し

ていない。 
従って、建設用廃材のチップだけでは、ボードの生産に支障を来たすよ

うになる。 



従来に戻って認証された材料をきちんとユーザーに対して安全なものを

お届けするということになって行くことになる。 
燃料は、カスケード使用することによってボイラーに支障は無くなるの

で、捨てるものは無くなることになる。 
林地残材の枝葉を含め、出来るだけ燃やす方向で行けば何とかなると思

っている。 
問題は、コストの部分が充分に解決し、成熟した形で市場に提供されれ

ば、 
足りないチップも確保出来ると感じている。 
当社としては、ここに力を注ぎ対応して行くこととしている。 

 
P 社：大阪の堺市とつくば市に２工場あり、年間２０万トン以上の木質チップを

使用している。 
チップの大半は、建設廃材チップで連合会の皆様には、お世話になってい

る。昨年、生産に対して供給が追い付かなかったが、それ以降は順調に入荷

されている。 
品質については、納入の度に異物について調査しており、かなり良くなっ

ており、メーカーには協力頂いている。 
今後とも品質、量について宜しくお願いしたい。 
 

 
A 社：チップが無ければ、この業界から去れと云うことを肝に入れている。今

回新日鉄と提携し、そうそうたる指示が来ている。 
会長の井村からコラブレーションの申し入れがあり、木に対する愛着から

使いこなせという指示が出ており、使えなければこの事業は続かないと云う

ことから、カスケードとしてマテリアル、サーマルの中で取り組みをしてい

る。 
当社で使用出来ない材が来たら、サーマルで使用できれば業者を紹介する

などし、木は捨てるものが無いように使用している。 
今後も意見交換しながら対応して行きたい。 
 

日本繊維板工業会： 
現在、工業会で一番関心をもっているのは、再生可能なエネルギーの全量

買い取り制度である。 
本日、第９回の小委員会が開催されていて、来年の通常国会に法律を提出

されるとのこと。 



再生エネルギーの中にバイオマス発電が入ったと云うことで、原料の調達

について、資源エネルギ―庁と検討されている。 
工業会は、木材は、燃やしてはいけないとは思ってはいないが、燃やせば、

ＣＯ２が排出するので出来るだけ固定化した方が良いと考えている。 
化石燃料を木材で代替することも当然起こり得ることと思っているが、工

業会としては、出来るだけ未利用の林地残材等が安価に出てくると云うこと

を期待すると同時に、工業会もメーカー単位に山側との折衝、或いは、工業

会、連合会の皆さんがやっているのも聴いているので、そういう方々と一緒

になって山から材を出してくる。こういうことが必須の状況になってきたの

ではないかと思っている。 
折角、木材課長が来ているので是非とも山からチップを出して頂きたい。 
切なる願いである。 

 
連合会①：サーマル、マテリアル皆様のご意見を伺った。補足があったら伺い

たい。各ユーザーの方々貴重な御意見ありがとうございました。 
ここで、国省庁の方々から御意見等を頂きたい。 

 
林野庁①：今、貴重な御意見を頂いた。品質の問題なり、異物混入の問題なり、

いろいろと参考になる意見ありがとうございました。 
後に、再生可能エネルギーの全量買い取り制度の問題も出た。 

現在、林野庁が進めている企画を紹介しつつ問題にも触れたい。 
昨年の１２月、「森林・林業再生プラン」を作成し、今年の６月に中間と

りまとめを行った。 
１１月を目途に 終的な取りまとめを行うことになっている。 
これは、林野庁内に推進本部を設け、その中に「基本政策問題検討委員会」

が設置されており、１７日に会合が開かれ、そこで、 終的な取りまとめが

行われる運びとなっている。 
御案内のとおり、１０年後の木材需給率５０％以上を目標に、基本的にこ

れまで間伐をしても切り捨てていたものを路網を整備し、搬出間伐に転換す

ると云うものである。 
本格的な事業は、２４年度からになるが、現在、国会で審議されている２

２年度補正予算から前倒しで進めてゆくことにしている。 
国内需要の半分は、チップとかパルプで需給率は、１３％程度で非常に低い

ので５０％の目標を達成するには、チップ、パルプの部分も国産材の使用を

拡大して行くことが課題となっている。 
その中で、搬出間伐を活用することで、木質バイオマスの利用は非常



に大きな事になっている。 
基本政策検討委員会に４つの小委員会があり、その中に国産材の利用

や流通を検討する委員化があり、木質バイオマスの利用方策について基

本的には、カスケード利用としている。 
木質バイオマスについては、様々なボード系のマテリアル利用を行う

他、エネルギー利用を推進するなど木質バイオマスを総合的に利用する

ことを委員会でまとめることとしている。 
基本政策検討委員会においても同様に取りまとめることとなるが、一

部の意見としては、今後、再生可能なエネルギーの全量買い取り制度が

導入されることで、まず、一定程度のエネルギー利用にも間伐材を利用

していく必要があるとの意見もあるが、基本的には、カスケード利用で

対処したいと考えている。 
再生可能エネルギーの全量買い取り制度は、７月に大枠が公表され（経

産省）、バイオマス発電も大きな買い取り対象になるとのオプションが示

されている。 
但し、前提条件として、既存の紙とかパルプとか既存の産業に著しい

影響を与えないと云うことで、基本的には、現在、使用されていないも

のを再生可能エネルギーの木質バイオマスの対象とするとしており、年

間２０００万㎥程度、林地残材として山に放置されている材をチップ化

なりペレットし、発電したものが買い取りの対象の有無について検討を

行っている。 
従って、法律の整備を検討しており、来年の通常国会に法案を提出す

ることとしている。その前提になるのが、既存の産業に影響を与えない

ようなスキームを構築して行くかが大きな課題としている。 
木質バイオマスは、エネルギー利用ばかりでなくボード系のマテリア

ル利用を行った後でエネルギー利用をすることになる。 
今後、利用間伐となるが、排出する量が正確には把握していないが、

かなりの量が発生し、国内の需給も大きく変化すると思われえる。 
 
林野庁②：チップの品質規格の含水率について、従来の製紙向けのチップで、

一番ランクの高い品質のものということで無くて、水分が少ない方が燃

料的には基準は高くなるという発想の変わった考え方があるとすると、

全量買い取り制度の中での市場すみわけみたいなことも新たなヒントが

あるのかなと思った。 
 
国土交通省：建設リサイクル推進計画２００８があり、これを担当している。



家屋解体から発生する建設廃木材が活用されているが、一般論として教

えてほしい。 
建設副産物の実態調査を３～５年に行っている。直近は平成２０年に

行い、２２年の３月に集計結果が出た。 
再資源化率と再資源化等率の集計結果であるが、再資源化率とは、エ

ネルギーとか木材のボードとかで、再資源化等率とはこれに縮減をした

ものを加えたものであり、 終処分されるものを極力削減することが目

的である。 
１７年から２０年の傾向をみると再資源化率はエネルギー利用等で上

がっているが、再資源化等率は減少した。 
この現象の解析が困難であり、なぜ減少したのかの答が見つからない。 
一つには、サーマル、マテリアルで求められる木材に質が変わるのが

理由かなと思っている。 
 発生木材は、地域によって発生量が異なるため、充分の地域と不足の

地域がある。 
建設廃木材で、需要先の割合が知りたいのと併せて経年的なデータを

提供頂ければ有難い。 
国交省とすれば、建設廃木材に注目して需給状況を知りたいと思って

いるので、お話を聞かせて頂ければと思っている。 
品質を基準にした場合、例えば北海道ではＢチップは足りているが、

東北では不足していると云った場合、地域間での移動は、コストの関係

から移動はあり得るのか。 
国交省：品質基準に感心を持っている。国としては、基本的にはマテリアルを

優先しその後サーマルとの見解があり、その時にこの基準が活用されれ

ば非常にありがたいと思っている。 
本日の議論で、会社毎とか地域毎に特性があるので、全国統一基準を

確立するには、課題も多いと感じたが、その一歩としてこの基準が提起

されたのは、有意義なことと思っている。 
一点だけ申し上げると、利用する側の意見としてお聞きしているかと

思うが、建設系廃材に関しては、現場から出す側もいるので、利用する

側の意見を求めるのは意味があるし、一方、排出側の意見も取り入れて

もらって作成すれば、回って行く制度が出来るのかなとかんじている。 
国交省も一緒に協力させてもらうので検討方お願いしたい。 

環境省：今日は、貴重な意見を聞き大変勉強になった。 
    本日の話の中で気になった点があった。今年は、生木の活用が昨年に

比して増加している。 



関東では増加しているが、北日本では停滞している。東海では、受け

入れを拒否している実態で。リサイクルが回らないのでないかと懸念し

ている。 
    利用する側では工夫はされていると思うが、時代の流れで使用する材

も変化すると思うが、利用方法を研究し上手にリサイクルが回るように

ご配慮願いたい。 
連合会①：各省庁から意見を頂いた。増田調整官からの質問に対応したいが。 
    ２０年度に実施して調査の中で、再資源化率は上がっているが、再資

源化等率は下がっている理由を知りたいとのことでよろしいですね。 
連合会②：ゼロエミッションを目指していることから極力選別をしている。 

     建設系廃棄物は、現場で細かく選別をし、工場でリサイクルされてい

る。燃やすという感覚は、無いのが現状である。以前に比すと殆ど焼却

物は、発生しない。特に、木くずは、工場に搬入されれば１００％燃料

や原料化されている。 
 
国土交通省：仕組みは解るが、木くずの 終処分が増加しているとの結果であ

る。 
連合会②：木が 終処分されているとの感覚は無い。 
国土交通省：サーマルで木は重要と叫ばれている現状で、全国的に廃木材が

終処分されている理由が分からず困っている。 
 
連合会①：先ほど池淵課長から全量買い取り制度の話があったが、これに関し

ての質問は。 
Q 社：制度の議論が具体的に始められた段階で、今後の方針が不明なので見守

っているのが現状である。 
対象が未利用材となっているとの情報があるが、はたして未利用材が、

切り捨て間伐なのかまたそれ以外のバイオマス燃料があるのかその辺は

非常に興味を持っている。 
林野庁：基本的には林地残材と呼ばれているものが対象である。 
   林地残材でも間伐材や主伐の残材でで、要は山に捨てられているもの

が対象で、建設廃材や製材工場で排出される残材は、９０％以上利用さ

れているとして、未利用では無いとしている。 
質問：先ほどの説明で、既存の産業に影響を与えないとの事であるが、例えば、

製紙分野で古紙から国産のパルプに変えるといった形になった時に、古紙

業界には影響を与える。 
既存の産業に影響を与え無いと云う基準は。 



林野庁：既存の産業に影響を与え無いこれは未利用ですと云う事ですが、これ

からスキームを考えてゆくことにしている。 
具体的にはトレーサビリテー的なことが時としてあるが、必ずやるとはなっ

ていない。 
山から、かなりの量が排出されることで、間伐材のチップを使って製紙に供

給することもやって行く。 
また、針葉樹が５００万トン程度輸入されているので、その分も国内産と置

き換えてゆく。 
一方、エネルギー利用で石炭混焼で出てくるのも補えるようにかなりの量

（具体的な量は、調査中）が搬出されてくると考えている。 
  
 
 
 
理事長による 後のまとめ 
理事長：連合会としては、アンケートや実際に足を運んで得た貴重な意見、デ

ータを取り纏め行きたいと思っている。 
また、木材資源が温室効果ガス対策の大きな分野を占めており、それ

らを含めて品質がある程度目安になるような形を創り、我々企業が事業

を行う中での指標とし、それに経済性を見いだせるような形を実現した

いと日々思っている。 
今回、ユーザー、メーカーの皆様から様々な意見を頂戴し、業界創り 

に役立たせて頂くとともに、国行政の皆様にも政策を含め様々な形での

協力を頂ければとお願いする次第である。 
 
 
 
      以上終了１７時 


