
第 3 回全国木材資源リサイクル協会連合会ユーザー懇談会議事録 

 

開催日 時 ： 平成 20 年 10 月 22 日（水）13 時 00 分～17 時 30 分 

場 所 ： 朝日生命大手町ビル１７階会議室 

出 席 者 ： マテリアル関係（ボード会社代表 5 社・製紙会社 1 社及び連合会役員ほか） 

        サ ー マ ル 関 係（製紙会社 2 社・セメント会社 1 社・売電会社 2 社及び〃） 

来  賓（国土交通省建設業課・経済産業省リサイクル推進課・ 

農林水産省林野庁経営課・同 木材産業課・同 木材利用課） 

（連合会） 

全国木材資源リサイクル協会連合会理事長 彦坂 武功 

北日本木材資源リサイクル協会代表理事  鈴木 隆 

東海木材資源リサイクル協会会長     山口 昭彦 

近畿木材資源リサイクル協会代表     谷 正剛 

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、委員等１１名 

 

   １ 主催者あいさつ        連合会 彦坂理事長 

    本日の懇談会は、「最近の木質バイオマスの需給動向について」をテーマとして、

自由に意見交換をし、今後の木材資源のリサイクル推進につなげることを目的とし

ているが、本日は特に、関係する各省庁の幹部の方々にもご出席をいただいている。 

    これまでの 2回の懇談会も大変有意義であったが、本日は最近の厳しい環境をよ

り一層共通認識とすることによって、今後の関係業界の経営の安定と循環型社会の

形成に寄与できることを願っている。 

 

（マテリアル部会） 

  ２ ユーザー代表あいさつ    日本繊維板工業会 湧田常務 

    本日はこのような機会を設定してもらったことに感謝する。 

    ここ 1年の間に、木質チップを取り巻く状況は大きく変化し、量の確保が困難な

ことはもとより、チップの質の低下も著しくなっており、ユーザー側にとっては、

業の維持にも支障が出るほどの状況になっている。 



    このような時期に、それぞれの立場で言いたいことがいっぱいあると思うので、

是非実情を理解しあう場としたい。 

 

  3 出席者紹介 

   省庁出席予定者のうち、環境省相田氏は、公務多忙のため欠席となった。 

また、経産省永澤氏は、都合により山田技官が代理出席することとなった。 

 

  ４ 自由討論（マテリアル部会） 

   日本繊維板工業会： 

現在の諸問題を解決するにあたって、いろいろと解決すべき課題があるが、長

期的に見て根本的な解決法としては、林地残材の利用しかないと考えている。 

しかし、その中にも、生木を利用する際の技術的問題はすべて解決しているわ

けではないので、それが今後の課題である。 

Ａ社： 

北海道という立地上、森林の保護という点に、社としての重点を置いてきた。

これまで他の業界との交流が少なかったことが反省点である。 

国からの支援を得るためにも、広い視野でとらえていきたい。 

Ｂ社： 

生産者とユーザーは「地球温暖化防止」がゴールであるという認識を共有すべ

きと考える。我々に関係するＩＰＣＣの大きなテーマは、目下のところ「ＲＥＤ

Ｄ」と「ＨＷＰ」である。「ＨＷＰ」について言えば、木材を８０％も輸入に依

存している我が国は算定オプションの中から“蓄積変化法”を主張すべきと考え

る。 

Ｃ社： 

木質パネルに対する評価が、地球環境への対応から大きく変わってきている。

今後は、廃木材の利用に対する排出算出方式を定めることが急務だと考えている。 

Ｄ社： 

木質チップに対する認識が大きく変わっている中、他の代替資材やリサイクル

などを進めていきたい。林地残材が有効に使われていないことにもどかしさがあ

るが、すべてはコスト面に課題があると思うので、これを何とか打破していきた

い。 

Ｅ社： 



ビジネスである以上競争原理のもとに事業を行っているが、木質チップに関す

る限り、材料を切らしてはすべてが破たんするので、安定供給のための共存共栄

の道を探りたい。 

Ｆ社： 

現状で多くの問題を抱えているが、本日はいろいろな課題についてお話を伺う

こととしたい。 

 

   北日本協会： 

     処理価格の低下が大きく、原料チップに回せないという状況が出ている。 

     原料チップについては、業界全体でボード販売面に転嫁して市況価格を上げな

ければチップ販売価格を確保できない状況になるだろう。 

     地域によるばらつきが大きいことも、北日本の特徴になっている。 

 

 

 

   関東協会： 

     今年度需給バランスが崩れた状況になっており、この 1年で処理費が半値にな

っている。廃材の入荷量では前年同時期の 3%減程度だが、良質材の比率が低下し、

時期による波が大きくなっている。 

     打開策は、林地残材の活用しかないと認識している。その活用は、チップ業界

の責任で行えるような体制を作っていきたい。 

   東海協会： 

     取扱量は、昨年比 10%減になっているが、他の地区に比べると処理価格の低下

はそれほどでもない。 

ただ、他の地域から低価格で受け入れる業者が参入し始めている。 

地域的に 40%程度のマテリアル利用を中心にしてきた歴史があるので、選別と

カスケード利用が徹底している。材が足りなければ廃材は国内にこだわらなくて

もいいのではないかと思っている。 

   近畿協会： 

     処理費の低下は他の地域と同じだが、マテリアル材は販売価格を上げない分を

質の低下でカバーするしかない状況になっている。マテリアル利用が地球環境に

とっても最も有意義だと思っているが、働き掛けが弱すぎる。 



     個別の対応では何も動かないので、関係団体を挙げて取り組むべきだ。 

   中四国協会： 

     大規模公共事業関連で、廃材の受け入れ量は 30%増加したが、これは一過性の

ものである。 

     地域性でサーマル中心だが、それもチップの取り合い状況になっている、 

    九州環境ネットワーク： 

     九州はチップ業者が少ないこともあり、価格の乱れは他の地域ほどない。 

     林地残材利用のための支援策の確立が急務である。 

 

主な意見（マテリアル部会） 

   ユーザー側意見 

・ カーボンニュートラルの理屈もあるが、何と言っても燃やさないことが地球環

境にとって望ましいのは当たり前なので、マテリアル優先を徹底して欲しい。 

・ 最近の木質チップの質の低下は目に余るものがある。夾雑物が多く、チップ価

格の上昇に加えてこの分離作業に負担が急増している。 

・ 廃材系のものはマテリアル用としては量・質ともに確保が困難になることが明

らかなので、林地残材の原料化にチップ業界がもっと使命感を持ってほしい。 

 

連合会側意見 

・ チップ販売価格の上昇は、ユーザー側からの提案の場合が多い。 

解体材の質の問題も、排出者側のコスト削減のため分別を省略してきたことに

原因があるのだから、チップ業界だけでなく、行政を含めた全体で地球環境の

ために何を優先すべきかを働きかけていかなければならない。 

・ 林地残材利用が進まないネックは、一般廃棄物の許可がなかなか取れないこと

である。産廃の「木くず」の業指定を拡大して、林地残材が産廃として処理でき

るよう、国に要望していきたい。 

 

国側の意見 

・ 地球環境保全のために、マテリアル優先は、省庁を超えた共通認識である。た

だ、本日のように現場の生の声を聞くことにより、より切実感が出るので、情報

交換が大切である。 



・ 林野庁は林業を守る立場にもあるので、間伐材が産廃になると林業サイドの負

担増に結びつくので、簡単にはいかない。 

 

 

（サーマル部会） 

ユーザー代表あいさつ        日本製紙㈱井澤部長 

  住宅着工が滞っているために、チップの供給面で大変な苦労をかけているが、一

方では地球環境のために注目されており、確かに厳しい側面はあるものの、長期的

にきちんとした対応をしていけば明るい面もみられると思う。 

  バイオマスボイラーも、当然立ち上がり時のトラブルがあるものの、思ったより

は順調に行っているとみており、本日の懇談会に大いに期待している。 

 

Ｇ社： 

  グループ会社を含めて 9工場でバイオマスボイラーを新設し、９０万ｔ／年のチ

ップを利用する計画である。 

  生木の利用比率は２０年度見込みで３５%に達するが、リスクが大きい。試行錯

誤の中で課題をクリアしつつあるが、今後ますます林地残材に頼らざるを得ない。 

  ただ、これ以上チップ価格が上がると、設備投資効果が出なくなることを危惧し

ている。 

Ｈ社： 

  まだ補助金制度のない平成１３年にバイオマスボイラーを導入した草分けであ

るが、本年８月に稼働したボイラーと併せて、３万ｔ／月の燃料（主に木質燃料＋                         

ＲＰＦ）を使用している。全く化石燃料を使わずに（オイルレス、石炭レス）製紙

工場を運営している。 

何があってもチップの安定供給に頼らざるを得ない。 

ＲＰＦも含めて、品質低下が著しいが、今のところ想定内の範囲である。 

ボイラーメーカーはバイオマスをほとんど知らないので、ユーザーがノウハウを

蓄積していかなければならない。そいう面も含めて、「適正価格」に関する情報は

当社が最も把握していると思っているので、処理価格の低下に対して業界が体質改

善する必要があると思っている。  

Ｉ社： 

平成１７年に運転を開始した木質バイオマス１００%の工場である。 



１５０ｔ／日のチップを使用している。運転開始当初は、解体材８０%で生木を

２０%使用していた。 

最近では、解体材不足のため５０％近くまで下げ伐採材を多くして対応している

が、搬送機器のトラブルが多い。連休等での量的対応が現状での課題であり、木質

以外の材（繊維くず、植物性残渣等）の利用を検討している。 

Ｊ社： 

  わずか２年で、これ以上バイオマス発電の許認可はしないでくれという 状況に

なってしまった。これから先、安定的に燃料を調達するためには林地残材等への国

の更なる支援が不可欠である。 

  コスト的には現状でも割高感があるので、チップ代がこれ以上上がるのであれば、

他のバイオマス燃料も視野に入れていかざるを得ない。 

Ｋ社： 

  温室効果ガス排出源としては責任があるので、バイオマスに切り替えていく使命

を負っている。 

  破砕設備を順次設置してきたが、設備が整った所でチップが足りない状況になっ

てしまった。生木を使用したいが、機器トラブルのリスクが大きい。 

  生木使用が今後の大きな課題である 

 

主な意見（サーマル部会） 

ユーザー側意見 

・ 処理費の低下は処理業者の責任だ。適正処理費を維持するというのが業界の本務

ではないのか。そのしわ寄せをチップ販売価格に求めるのは本末転倒だ。 

・ サーマルユーザーは、大手が出資しているといっても、経験の浅い新規参入業者

ばかりである。機器のトラブルに泣かされたうえ、燃料の確保にも四苦八苦してい

る。経験豊富なチップ業界がもっと正確な情報を提供してほしい。 

・ バイオ燃料といっても、まだコスト面で実用化には程遠い。いろいろと長期的な

ヴィジョンを打ち上げるのもいいが、まず目の前の木質バイオマス燃料の確保対策

を最優先すべきである。 

 

連合会側の意見 

・ そもそも今日の材不足の状況の原因は、経産省がバイオマス発電事業の補助

金を乱発したことによる。全国の木質チップ生産の大部分をこの連合会の会員



で占めているのだから、こんなことは、連合会に確認すればすぐわかることで

ある。そんな情報ですら取る努力をしてこなかったのではないか。 

・ 林業を保護するといっても、実際に林業技術者を育てる制度があるのか、疑

問である。森を荒らしている原因は、経営面だけでなく、人的後継者が育って

いないことにもある。 

・ 千葉県での山武杉を復活させようというプロジェクトや、日吉町森林組合のよ

うに、うまく動いている事例もある。あとは関係者が連携して実施にこぎつける

かどうかである。 

 

国側の意見 

・ 資源エネルギー庁サイドで、どこまで今日のような意見を把握していたかどう

かは、確かに反省すべき点はある。早速帰庁したら報告したい。 

・ 林業育成のための補助制度や研修制度は充実しており、実際に機能していると

考えているが、そこに誘導するような総合的な施策が充分であったかどうかは、

確かに再検討の余地はある。 

・ 林地残材活用のような案件の総合窓口は、都道府県の林業事務所のような機関 

  であるが、従来そこまでの認識があって、適切に対応してきかは疑問なので今       

後指導していきたい。 

―講評― 

 今年は、第 3回目のユーザー懇談会であるが、木質バイオマス需給は、年々厳しくなる傾

向にあり供給側も需要側も益々深刻な状況になっている。 

この主な原因は、木質チップ生産用の廃材が建設業の停滞によって大幅に減少している中

で、国庫補助による木質バイオマス発電施設が急増し、燃料用チップの需要が急速に拡大し

たことによるもので、現象として、燃料用チップ価格は上昇したが、廃材処理費は下落し品

質悪化を招くとともに、マテリアル需要に大きな影響を及ぼす結果となっている。 

そこで、今回のユーザー懇談会には、関係省庁にも出席を要請し、3 省庁から担当者 5 人

の出席を得て開催した。 

会議の内容から、供給側の現状は、すでに在庫がゼロ状態にあり、需要側も工場の稼働率

が低下し輸入チップや木材以外のバイオマス燃料に活路を求めようとしており、このまま推

移すると供給側も需要側も共倒れの危険性がある。 

会議の中では国の助言も頂いたが、今後の関係業界の経営安定と循環型社会の健全な発展

のためには、官民挙げての間伐材や林地残材など未利用資源の活用対策が急務であり、関係



者が共存共栄していくための仕組み作りが最重要課題で、1 日も早く具体的な取り組みに着

手する必要がある。 

最後に、当ユーザー懇談会は、これまでマテリアル部会とサーマル部会に分けて開催して

きたが、次回からは、両部会が共通の土俵での意見交換が必要である。  （中川） 


