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列状間伐の事例紹介と事業課題 

Discussion Material  

2015/10/13  

Bioフォレステーション株式会社 
代表取締役 近藤亮介 

1 

溝腐病 

バイオマスエキスポ２０１５ （６月１９日） 

2 

保有山林（神奈川県湯河原町、箱根町） 

891.05ha（内、人工林216.24ha） 

神奈川県で林業をしている会社です。 

神奈川県湯河原に約900haの山林を保有しています。

湯河原町の面積の約15％を占めています。 
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箱根大観山 

標高1,011メートル。湯河原町と箱根町にまたがる箱根大観山。 

山の真ん中を箱根ターンパイクが走っており、頂上からは、富士山全体と
芦ノ湖、箱根の山並みが見えます。 

神奈川県においては象徴的な山の一つです。 
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4 

箱根大観山 

湯河原側には、伊豆大島まで遠望できます。 

5 

昭和30年頃、東急電鉄が箱根ターンパイクの
建設と周辺開発を目的に取得した山林です。 

間伐等、手入れがされておらず、生育の悪い
木が目立ちます。 

6 

「搬出間伐」を始めました。 

7 

市原グリーン電力 

●発電出力：49,900kw 
●発電効率：36％ 

●蒸気温度：541℃ 

●燃料使用量27万トン/年 
  800トン/日(4,000m3） 
  →建廃チップ（20wt%）換算 
●循環流動層ボイラー＋蒸気タービン 

三井造船（株）（約70％） 

鹿島建設（株）（約15％） 
三井物産（株）（約15％） 

市原グリーン電力というバイオマス発電所があります。 
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8 

復水式蒸気タービン（熱利用なし） 

9 

バイオマス発電燃料の供給事業をしていました。 

10 

解体廃棄物の発生見通し（建廃チップは続かんな・・・） 

バブル期の終焉 

1992 
40年前：1973 

建替ピーク？ 

高度成長：1955 

11 

「未利用木材発電」には、高い単価が設定されました。 

固定価格買取制度（FIT） 
2012/7/1 

●建廃チップではなくて、「未利用木材なるもの」を使って発電すると、 

  「50億」の発電所が「120億」の発電所になるではないか。 
 

●この「未利用木材なるもの」を集めよう。 
 

●ところで「未利用木材」ってなに？ 

（ちょっと興奮するよね）  
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12 

●現在、間伐材の発生量は、建設発生木材の２倍も、あるらしい。 
 

●キコリさんに、これを山から出してもらい、買い取ればいいわけだ。 
  （FIT単価からすれば、キコリさんたちが腰を抜かすほどの価格を 
   示すことができるはず） 

要するに「間伐材」のことらしい。 

（楽勝だろう）  
13 

み
ん
な
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・
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14 

「これではコスト割れだ」 

（WEDGE 2013/1/21号） 
15 

速水林業代表取締役 
（株）森林システム代表取締役 

日本林業経営者協会前会長 
 
1953年生まれ。慶応義塾大学法学部卒業後、 

東京大学農学部林学科研究生を経て、家業の林業に従事。 
 

1980年代後半から高性能林業機械による作業効率化に取り組み、2000年2月には所
有林1070ヘクタールについて世界的な森林認証システムであるFSC認証を日本で初取
得するなど、先進的な経営で知られる。 

 
2001年朝日新聞「明日への環境賞」森林文化特別賞受賞。 
 

2007年から（株）森林システムで、トヨタ自動車所有のトヨタ宮川森林1700ヘクタールを
管理している。 

 
著書： 日本林業を立て直す―速水林業の挑戦― 

出演：カンブリア宮殿、ビジネス未来人（NHK)等 

速水亨氏 

一番有名な林業家に相談してみよう。（2013/8） 

（このヒトに聞けば間違いなさそうだ）  
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16 

一番有名な林業家に相談してみよう。（2013/8） 

（速水さんに言われたこと）  

①自分で山を買って、自分で木を伐って、搬出するぐらいのことを 

  しないと、間伐材は出てこないよ。 

  →日本の林業は、相当な壊滅状態にあるらしい。 
 

②あるいは、間伐材ほしいなら、山にいくらでも落ちているから、 

  好きなだけ、自分で出してみればいい。（山主に言えばもらえる） 

  →「落ちている」には、理由があるということだろうか？ 
 

③100ha以上の山を買って、「森林経営計画」をとるといい。そうすれば、  

  その山から出る木材は、全部「32円材」になるから。 

  →経営計画ってなんだろう？ 
 

③バイオマス発電に使う木が必要なら、「枝葉を含めて」、手に入れる 

  ことを考えなければダメだ。 

  →どういうことだろう？ 

（あまりにも“無知”で、ほとんど会話にならず）  
17 

輸入材の増加とともに、我が国の林業は衰退しました。 

18 

木材価格は大きく下落しました。 

19 

林家の多くは、林業経営を拡大する意志がありません。 
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20 

確かに、森林資源は豊富に蓄積されています。 

21 

民間事業者としては、 
神奈川県内初認定。 

森林経営計画の認定を受けました 

22 

森林経営計画制度－「100ha以上」の山主が対象 

23 

面積ha 

（齢級） 

終戦直後 

太平洋 

戦争 

二・二六事件 
東京五輪 

国内全体 

当社山林 

当社の山林も、伐期を迎えています。 
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24 

「利用間伐」。こんな木が出てきます。 

25 

バイオマス材とは？ 

部位 用途 ごく一般的な林業 当社の林業 
枝葉 バイオマス 山林内に捨ててくる 意地でも搬出する 
梢端 バイオマス 山林内に捨ててくる 意地でも搬出する 
三番玉 B材とバイオマスが半々？ 捨てたくなる 搬出する 
二番玉 ほとんどA材 搬出する 搬出する 
一番玉（元玉） ほとんどA材 搬出する 搬出する 

●ごく一般的な林業では、枝葉と梢端は山林内に捨ててくる。 
  →これを搬出するのは手間とコストがかかる。 
  →林地残材、「年間2,000万m3」のほとんどはコレです。 
 

●バイオマスで狙えるのは一～三番玉の低質材。 
  （曲がっている、虫が入ってるなど） 
 

●A材を搬出するから、バイオマスも搬出される。 

  →A材を搬出しなければ、バイオマスも搬出されない。 
 

＊バイオマスを増やすには、次の２つが不可欠。 
 

  ①A材の利用用途・消費量を増やすこと。 

  ②林地残材を残さない林業への転換。 

（発電所を造るのと同時に、これが必要） 

26 

発電所を作っても、燃料が集まらない！ 

●バイオマス「１」に対して、「２」のA材・B材需要をつくる。 
  →A材・B材を生産しなければ、バイオマスは 
    出てこない。 
 

●「枝葉・梢端・タンコロを山の中に捨ててくる林業」よりも、 
  「全木集材・全木搬出する林業」の方が、 
  儲かる社会にする。 
 

  →「枝葉・梢端・タンコロの搬出」を、5,000円／トンではできない。 
    （丸太と比べ、搬出効率が非常に低い） 
 

  →弊社の場合、神奈川県の間伐材搬出補助金が続けば、なんとか 
    全木集材を続けるが、なくなったら、おそらく捨てることになる。 
 

  →「間伐」ではなく、「林地残材の搬出」にこそ、特別は補助金が 
    必要と思われる。 

27 

架線系は全木集材・・・枝葉ごと集材。土場で造材する。 

（枝葉、梢端、タンコロまで、バイオマスとして手に入る）  

（モシャモシャ。効率が悪くて、嫌になります・・・。）  
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28 

パワーのあるタワーヤーダが 

欲しくなります。 
29 

速水林業の作業道。これが作業道？ 

タワーヤーダと４トン車が走れます。 

タワーヤーダで全木集材、 

４トン車で中間土場まで丸ごと運搬。 

造材は、“職人芸で”。チェーンソーで。 

30 

静岡県森連のウッドライナー（掛川市森林組合） 

31 

全木集材の辛さ 
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32 

間伐のあるべき姿？ 

33 

間伐のあるべき姿？ 

34 

作業道系は、頑丈な道とバイオマスフォワーダか？ 

（枝葉、梢端、タンコロまで、バイオマスとして手に入れる）  

●作業道で造材。丸太のみ搬出。 
  →丸太は新鮮なうちに搬出。 
●枝葉は作業道脇に整理しておいておく。（林地残材） 
●翌年、バイオマスフォワーダと“ハサミ”で回収。 
  →乾いて、軽くなっている。 
  →燃料的にも、運搬効率もGood。 

35 

バイオマスフォワーダ 
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36 

バイオマス（C材）の相場 

37 

7,500円/生ﾄﾝ。40％チップの材料費原価は11,250円/ﾄﾝ。 

水分率WB 60 55 50 45 40

水分重量（kg） 600 489 400 327 267

絶乾重量（kg） 400 400 400 400 400

乾燥後の素材重量（kg） 1,000 889 800 727 667

乾燥後の素材単価（円／トン） 7,500 8,438 9,375 10,313 11,250

乾燥後の素材比重（kg／m3） 950 839 750 677 617

＊水分率60％（WB)で素材を7,500円／トン（7,125円／m3） 
  で購入し、乾燥させていく場合。 

（乾かす） 

●価格等算定委員会における想定は、 
  「32円モデルで、チップ代は12,000円／トン」 
  「40円モデルは9,000円／トン」 
  →40％チップの材料費原価だけで、既に11,250円／トン。 
  →チップ加工費、デリバリーコストは出ないどころか、“乾かした段階” 
    で、もう、赤字。 

38 

東京周辺における林業の実情 

●千葉県 
 

 ・人工林55,000ha、材積1,950万m3 

  →年間成長量は275,000m3以上 
 

 ・素材生産量：約60,000m3（38,000トン：水分40％時） 
   →内、千葉県森林組合：約10,000m3（6,300トン：水分40％時） 

   →325年分 
 

 ・バイオマス材（低質材、枝葉などの林地残材）の搬出はほとんど実施していない。 

 ・今年度、バイオマス材の出荷予定量は、5,300トン（水分率40％・362kw分） 

 

●神奈川県 

 ・人工林32,000ha、材積1,200万m3 

  →年間成長量は160,000m以上 
 

 ・素材生産量：約20,000m3（12,500トン：水分40％時） 

   →当社の生産量が2,000m3（1,250トン：水分率40％時） 
   →600年分 
 

 ・バイオマス材を搬出しているのは、現在、当社のみ。 

 ・今年度、バイオマス材の出荷予定量は、4,900トン（水分率40％・334kw分） 
39 

神奈川県内で増え続ける森林資源量 

利用するのに６９２年かかる 
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40 

溝腐病 

サンブスギの溝腐病   （山武市で撮影） 

41 

千葉県の林業とサンブスギ 

●サンブスギ林の面積 

  7,734.7ha 

   （県のスギ林面積の17.8％） 

  →山武地域では、44.8％が“サンブスギ” 
 

●県内の約4,000ヘクタールのサンブスギ林 

  は溝腐病が発生。 

  （材積は約160万m3） 

溝腐病 

42 

トーセンという会社 

43 

トーセンという会社 



12 

44 

これからの林業の為に ～エネルフォーレ50 

45 

掛川市森林組合の施業現場にて 

46 

千葉の国有林の立木入札 

47 

●林業者にとって、バイオマス発電 

  事業者は、なんか、うさん臭い。 

 

●発電事業者にとって、林業者は、 

  どうも近寄りがたい。 

 

●私は神奈川県で林業をしています。 

当社のミッションは、「ミスマッチの解消」 
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48 

提言 

１．バイオマス発電所に燃料が集まるために 
 

  ①A材の需要を徹底的に増やす政策が不可欠。 

    →A材が出荷されないと、バイオマスは山から出てこない。 
  ②林地残材を搬出する林業への助成 

    →林地残材が減らない＝バイオマス発電所に燃料が集まらない。 
  ③バークや街路樹剪定枝の調達価格を引き上げる。 
    →現状、バーク24円、街路樹剪定枝17円 
 

２．地域にマッチしたバイオマス発電所が建設されるために 
 

  ①地域行政誘致型のバイオマス発電所はことごとく失敗しつつある 
    ので、民間市場に任せる。 
    →しかるべき発電所が生き残る。 

  ②固定価格買取制度において、熱利用を義務づける。 
    →８割の熱を捨てるのでは、バイオマスの無駄遣い。 

  ③100kw未満の調達価格を引き上げる。 
    →小さくなるほど、熱利用しやすくなる。 
 

３．持続可能なバイオマス社会を構築するために 
 

  ①小規模な「皆伐・再造林」に造林助成をする。 

    →補助金を頼りにした“間伐”だけでは、林業は持続しない。 

49 

5000kw未満では蒸気タービン効率は急激に低下 

50 

FIT施行後の国内バイオマス発電の状況 

（発電側の都合で）  
51 

2000kw未満、送電効率比較 

（みんなで2,000kwのガス化に殺到）  
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52 

木質バイオマス発電の規模別標準システム 

ドイツ 
ガス化 

（CHP) 

150kW 

ORC 

（CHP) 

1,200kW 

BTG 

（CHP) 

5,000kW 

日本 

（現状） 
ガス化・模索中 

（発電のみ） 

2,000kW 

BTG 

（発電のみ) 

5,000kW 

500kW 

BTG 

（CHP) 

ガス化 

（CHP) 

150kW 

ORC 

（CHP) 

1,200kW 

BTG 

（CHP) 

2000kW 600kW 

日本 

（見通し） ガス化 
（発電のみ） 

50,000kW 

BTG 

（発電のみ) 

（熱利用必須。ORCがボリュームゾーンに） 
53 

弘前市の例－２ 

54 

林野庁ヒアリング 

さて、燃料となる木材が安定的に供給されること、既存の用途への影響が少ない
ことなどを確認するため、以下の対応をお願いします。  

 

１．都道府県林務担当部局等への事前説明について  

 

 地域の森林資源の供給及び利用に関する方針や計画は、都道府県林務担当
部局が中心となって策定しています。  

 このため、設備認定申請を行う前に、燃料（原木）の調達範囲となっている都道
府県の当該部局に対して、当該発電計画 

 

  ①燃料の使用予定数量に対する木材供給者毎の調達予定数量内訳 

  ②素材生産者による増産方策をはじめとする燃料調達計画 

  ③既存の需要者への対応）について、十分説明してください。  

 

 原木の調達範囲が複数県にまたがる場合は、それぞれの都道府県の当該部
局に説明してください。  

 その際、原木の調達範囲と未利用材の賦存状況との整合が図られているか等
について、当該部局に確認してください。  

55 

林野庁ヒアリング 

２．林野庁におけるヒアリングについて （○月○日以降で調整願います。） 

  

 木質バイオマス発電の設備認定の審査に当たっては、林野庁にてヒアリングを

実施し、都道府県林務担当者と木材供給者（森林組合等）も交えて事業計画の
確認と情報の共有を行います。  

 ヒアリングに当たっては、記載例を参考に別添の事前チェック票について関係
者（都道府県林務担当者、木材供給者等）と調整の上、記載をお願いしています。  

  

（ワードファイルのまま、ヒアリングの３日前までに提出をお願いします。）  

 

 また、ヒアリング時には、燃料となる木材が安定的に供給されることについて十
分確認するため、木材の安定供給協定（発電事業者とチップ生産業者との協定、
チップ生産業者と木材供給者との協定等）の写しなど安定的に供給されることが
具体的にわかる書類の 持参をお願いしますので、ご準備いただくようお願いしま
す。  

 

なお、ヒアリングは１時間程度の予定です。  
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56 

神奈川県の補助金を利用して間伐を「搬出」しています。 

57 

神奈川県の補助金の目的は「水源保護」 

58 

恐ろしい通知 

59 

恐ろしい通知 


