
   上伊那森林組合における 
     木質ペレットの製造について 

 長野県 上伊那森林組合 

参事 バイオマス・エネルギー室長 寺澤 茂通 
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日本の全森林資源量は49億㎥（平成24年）。 

林野庁 木材利用課 

2 



3 



長野県 上伊那地域とは？ 

 南アルプスと中央アルプスの狭間を縫うように流れ
る天竜川。その流域の河岸段丘に様々な都市や農
村が存在しています。中央自動車道で東京へも名
古屋へも約2時間30分、に位置する豊かな自然に
恵まれた地域です。 

 

 伊那市は、古くは街道の交差する交通の要衝に発
達した宿場町。また、駒ヶ根市は、中央アルプスの
登山口として親しまれてきました。コヒガンザクラの
名所として知られた古い城下町・高遠も名高い観光
地です。 

 

 産業面では、電気機械、精密機械、一般機械など
の先端技術産業、研究開発型企業が育っていま 

    す。また、天竜川河岸段丘の広大な農地を活用し 

    た、稲作、畜産、果樹、花きなどの農業生産が盛 

    んです。 
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グラフでみる上伊那地域の森林 所有形態別 

国 
36,348  

34% 

民有林 
69,957  

66% 

国有林・民有林別面積  

国 民有林 
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  グラフでみる上伊那地域の民有林  樹種別 
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上伊那森林組合の概要 

 設立 1995年(平成7年)2月1日 

   上伊那地域にあった7つの森林組合が広域
合併して設立 

 

 住所 長野県伊那市東春近1604番地1 

 

 役員   理事24名  監事3名 

   代表理事組合長  (伊那市長)  白鳥 孝 

   代表理事副組合長(駒ヶ根市長) 杉本幸治 

   代表理事副組合長（南箕輪村長） 唐木一直 

   専務理事                伊藤 清 

 

 職員  一般職員31名 技能職員42名 

 

 出資金  1億9,723万円 (1口 100円) 

 

 組合員数  正組合員12,629名 
 

  

 売上高 

  10億2,623万円 (決算期 平成27年2月期) 

  うち販売部門     2億2,810万円 

  うち加工部門     2億  127万円 

  うち森林整備部門  5億4,381万円 

 

 支所等 

   伊南支所 駒ヶ根市赤穂9743 

       中部支所 伊那市高遠町上山田86-1 

       伊北支所 上伊那郡辰野町伊那富9344-1 

 

 工場等 

   伊那製材工場 

   伊南集成材等木材加工場 

   木質バイオマス・エネルギー工場 

   高遠小径木加工場 

   長谷木材加工場 

   長谷山菜加工場 
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上伊那森林組合木質バイオマス・エネルギー工場 

 所在地  

       長野県伊那市高遠町上山田86番地1 

 

 敷地面積 

              13,285.00㎡ 

 建物面積 

    原料棟          575,12㎡ 

    成形工場棟   1,175.09㎡ 

    倉庫棟             1,617.37㎡ 
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工場概要 

 製造能力 

   ペレット生産能力       1トン/h 

                                     1,750トン/年 

 製品 

   ピュア1号   10㎏入り袋詰め 

            フレコン入り 

            バラ 

 補助金等 

 平成14年度県産材供給体制整備事業  

 (平成14年度木質バイオマス利活用施設整備特別対策事業) 

                                                                   (単位:千円) 

 木質燃料製造施設       1式     164,409 

 計量装置             1式       4,200 

 フォークリフト                        1台        3,685 

 ホイルローダー                     1台       5,786 

 ペレットストーブ         68台       10,710 

       計                        188,790 

 うち国費補助金                                   89,900 

 うち市町村補助金                                 24,030 

 竣工       平成15年12月  
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製造工程１ 

おが粉製造機 
投入可能な丸太の太さ  元口36ｃｍまで 

            長さ      5.0ｍまで 

       一気におが粉に 

振動篩によって３ｍｍアンダーに 

 

 

 

 

ストックヤード 
 樹種別に２つのヤードにストック 

 成形行程で使用する３日分のおが粉 

 のストックが可能 
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製造工程２ 

混合設備 

 樹種別に混合機に投入 

 変速付スクリューにより混合する 

 比率は、からまつ７、あかまつ３ 

 混ぜながら運ぶ 

 

 

ロータリードライヤー（スリーパス方式） 

 外部放熱を防ぐ３層式乾燥機 

 熱風炉の熱源は製造過程で出来 

 る規格外ペレットを使用 

 （長いもの、短いもの、粉状のもの） 
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製造工程３ 

 

成形機 

ＣＰＭ社の成形機を採用 

ギア駆動方式 

伝動効率がよく安定度が高い 
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  CPM３０２２型  ペレットミル 
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製造工程４ 

 冷却機及び製品篩 

 冷却された木質ペレットは製品篩に 

 かかり、粉状、長い、短いものは除 

 去され、乾燥用の熱源として利用される 

14 



製造工程５ 包装設備 
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世界の木質ペレットの生産と消費（国別） 
2010年 単位トン 

16 

出所）  Global Wood Pellet Industry Market and Trade Study, IEA Bioenergy, 2011 

生産 
消費 



国内における木質ペレット生産量及び工場数 
 

17 



年度別ペレット販売の推移 

16年度   360ﾄﾝ 

17年度   483ﾄﾝ 

18年度   614ﾄﾝ 

19年度    877ﾄﾝ 

20年度 1,177ﾄﾝ 

21年度  1,206ﾄﾝ 

22年度 1,403ﾄﾝ 

23年度 1,441ﾄﾝ 

24年度 1,613ﾄﾝ 

25年度 1,935ﾄﾝ 

26年度 2,019ﾄﾝ 

 

            

18 



  長野県におけるペレットストーブの設置状況 

 長野県内におけるペレットストーブ 

  1,113台（平成22年3月県林務部調べ） 

 信州型ペレットストーブの開発 

   ３機種が認定を受ける 

 県産材供給体制整備事業 

   （森のエネルギー推進事業） 
  

  事業主体 市町村、森林組合等 

 ペレットストーブ、ボイラーの設置補助金 

   補助率    １／２以内 

 

  事業主体   個人 

 ペレットストーブの設置補助金 

   補助金  １００，０００円   上限 
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  上伊那地域におけるペレットボイラーの設置状況 

 四徳温泉 森林体験館   温泉の加温    ２００，０００kcal/h     平成１６年３月 

 長野県稲荷山養護学校   床暖房用      ５００，０００kcal/h     平成１８年３月 

 伊那市西春近保育園    床暖房用        ２５，０００kcal/h    平成１８年３月 

 長野県西駒郷         給湯用      １３０，０００kcal/h     平成１９年１１月 

 みはらしいちご園     ハウス暖房用    ４０，０００kcal/h      平成２０年１月 

 みはらしいちご園     ハウス暖房用   ５０，０００kcal/h×２  平成２０年１２月 

 伊那市美篶保育園     暖房用     １００，０００kcal/h     平成２１年３月 

 南箕輪村南原保育園  床暖房・給湯用  １００，０００kcal/h          平成２１年９月 

 伊那市富県保育園     暖房用      １００，０００kcal/h          平成２２年３月 

 伊那市西箕輪保育園    暖房用     １００，０００kcal/h       平成２３年３月 

 伊那市竜東保育園     暖房用     １００，０００kcal/h          平成２６年３月 

 伊那市伊那北保育園    暖房用     １００，０００kcal/h          平成２７年３月 

 介護施設 みぶの里    給湯用     ２００，０００kcal/h          平成２７年５月 

 高遠さくらの湯       温泉の加温   ２００，０００kcal/h         平成２８年３月 

 西箕輪給食学校給食ｾﾝﾀｰ給湯用     １００，０００kcal/h          平成２８年３月 
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 ペレットの流通 

 県内１７森林組合が販売代理店        

 

事業実施前 

従来から使用の 

４ｔクレーン付トラック 
棒積みによる積込 

 

事業実施 

１３ｔウイング車 1,260袋 大型トレーラー 1,890袋 
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ペレットの品質管理 

 生おが粉の含水率管理 

   混合された生おが粉の水分測定 

 乾燥おが粉の含水率管理 

   乾燥されたおが粉の水分測定 

 ペレットの含水率管理 

   成形されたペレットを再度粉砕し、水分を測定 

 

 

 造粒度試験 

   成形されたペレットを篩にかけ、粉量・粒量に 

   分け重量を測定 

 製品耐久性試験 

   リグノテスターにより耐久性を測定 

含水率32.6％の原料を436℃の熱風で9％に乾燥 

し0.4l/mの加水し、7.1%の製品をつくる加工状況 
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一般社団法人 日本木質ペレット協会設立 
     JAPAN WOOD PELLET ASSOCIATION 

 住   所  東京都港区新橋4丁目30番4号 藤代ビル5階 

 

 代表者  会長 熊崎 實 (筑波大学名誉教授) 

 

 会   員    正会員 62      賛助会員  8 

 

 沿革 2007/9  任意団体「日本木質ペレット協会」発足 

     2009/11 「一般社団法人 日本木質ペレット協会」設立 

 

 協会の目的 

  木質ペレット、ペレット製造設備及びペレットを燃料とする燃焼機器産業の 

  健全な発展を図り、木質バイオマスエネルギーの利用推進及び国民生活 

  の向上に寄与することを目的とする。 
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木質ペレット品質規格 

一般社団法人 日本木質ペレット協会 （会長 熊崎 實） 

             平成２３年３月３１日制定 

 

  適用範囲 

  この規格は、有害物質に汚染されていない木材を原料として、圧縮成形に 

 よって固形化した燃料で、ペレット燃焼機器に用いるもの（以下、「木質ぺレ 

 ット」という）の品質について規定する。 

 

  この規格において有害物質に汚染されていない木材とは、有害な化学物 

 質により処理された木材、海中貯木された木材、建築廃材などの解体木材 

 砂礫付着が多い根株及び履歴不明な木材以外の木材をいう。 
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原料 

有害物質に汚染されていない木材 

海中貯木材 
有害な化学物質で処理された木材 
建築廃材などの解体材 
土や砂礫付着の多い根株 
履歴不明な木材 
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品質項目   単位   
基     準  

A   B   C  

直径の呼び寸法 D   mm   6、（７）、8   

長さ L   mm   L≦30 mmが質量で95 %以上で、かつL＞40 mmが無いこと   

かさ密度 BD   kg/m3   650 ≦ BD ≦ 750   

含水率（湿量基準） U   % U ≦10   

微粉率 F   % F ≦1.0   

機械的耐久性 DU   % DU ≧97.5   

発熱量 Q   
高位発熱量   

MJ/Kg 

(kcal/kg)   
≧18.4（4,390)   ≧17.6 （4,200 )   

低位発熱量   
MJ/Kg 

(kcal/kg)   
≧16.5（3,940 )   ≧16.0 （3,820 )   

灰分 AC   % AC ≦ 0.5   0.5＜AC≦1.0   1.0＜AC≦5.0  

硫黄  S   %  S ≦0.03   S ≦0.04  

窒素 N   % N ≦0.5   

塩素 Cl   % Cl ≦0.02  Cl ≦0.03  

ヒ素As, カドミウムCd, 全クロムCr, 
銅Cu, 水銀Hg, ニッケルNi, 鉛Pb, 

亜鉛Zn 
mg/kg   

  As ≦1 ，Cd ≦0.5 , Cr ≦10,  Cu ≦10,  Hg ≦0.1,  
Ni ≦10,  Pb ≦10,  Zn ≦100 

基準値 ～品質内容を明確化～ 
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燃料用優良木質ペレット認証制度 

一般社団法人 日本木質ペレット協会 平成24年4月16日実施 

 
燃料用木質ペレットの普及を促進し、消費者に対 
し、品質の安定した優れた燃料用木質ペレットの 
供給確保を図る 

目的 

認証するペレット 
 品質基準A、BおよびCに該当する木質ペレット 
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木質ペレット ピュア１号が認証第１号 
いよいよ 認証ペレットの生産がスタート！ 

認証の日   平成２４年７月１日 

認証の製品 上伊那森林組合 ピュア１号 

認証の種類  木質ペレットＡ 

認証番号    Ａ－２４０１１ 
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木質ペレット燃焼機器 
①ペレットストーブ（国外製その１） 
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②ペレットストーブ（国外製その２） 
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③ペレットストーブ（国内製その１） 
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④ペレットストーブ（国内製その２） 
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小中学校で利用されているペレットストーブ 設置例 

  小中学校へペレットストーブ６８台貸与 

  教室、保健室、職員室、図書室で使用 

 

  ペレットの消費量  １０㎏／１日平均 

    灰の量  ３５ｇ （０．３５％） 

    手のひらにのる程度 

 

  先生や子供たちの乾燥 

 ペレットストーブは木の臭いがしてじ
んわりと暖かい。 

 石油のように臭くない。 
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我が家におけるペレットストーブ 設置事例 

株式会社 さいかい産業 

ＲＳ-4   暖房目安15～40畳         → 

 

株式会社 山本製作所 

ＰＳ－1903  暖房目安 木造36畳まで↓ 
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我が家のペレットストーブ設置事例 
 

 平成17年11月よりペレットストーブを設置 

 運転時間 168時間 （1週間連続運転） 

 燃料消費量 3,600kg/年 1kg/h×24h×150日 

 灰片付けは1週間に一度行うだけ 

 

   生活面で変わったところ 

 家全体が暖かくなった 

 こたつを使わなくなった 

 電気料金が安くなった 

 結露が起きなくなった 

 洗濯物は室内に干せば、すぐに乾く 

 ストーブの上で、煮炊きができる 

 ファンの音でテレビの音量が少し高めになる 

 年に1回は煙突、排気筒の掃除が必要となる 
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一般家庭用 国内製ペレットストーブＦＦ式 設置例 
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一般家庭用 国外製ペレットストーブ 設置例 

37 



 

ペレットストーブ排気筒、煙突等の設置例 （市町村の火災予防条例による） 
 
 

38 



   新潟県内における木質ペレットボイラーの設置事例 
     農村リゾート観光施設 高柳じょんのび村 

所在地 新潟県柏崎市高柳町高尾10-1 

 

導入経緯 市所有の温泉施設の改修に併せ、灯油ボイラ 

       ーから木質ペレットボイラーへ 

 

導入設備  二光エンジニアリング50万kcal/h×1 

 

導入後の実績  ペレット使用量   281㌧／年 

           灯油削減量    約200ｋ㍑／年 

           CO2削減量    約500㌧／年 
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       じょんのび村（新潟県柏崎市） 

大浴場 露天風呂 
40 



機械室 ペレットボイラー室 

            じょんのび村のペレットボイラー 

屋内タンク施設 ペレット投入の様子 
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項目 内容 

利用用途 給湯 加温 

木質ペレット使用消費量 ３００ｔ／年 （計画：４００ｔ／年） 

木質ペレットボイラー規模 ５００，００００ｋｃａｌ／ｈ  １台  （５８０ｋｗ／ｈ） 

ペレットボイラーメーカー 二光エンジニアリング株式会社 

バックアップボイラー ３００，０００ｋｃａｌ☓１      １，４００，００００ｋｃａｌ☓１    ともに灯油 

導入前年間維持経費 １，７２２万円： 平成１９年度実績 

導入後年間維持経費 １，２１２万円： 平成２１年度実績 

設備投資額 ４，５７８万円（うち補助金：２，０６０万円） 

補助金名称 地方公共団体対策技術率先導入補助事業 

       じょんのび温泉 熱源設備の概要 
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     じょんのび温泉施設燃料（灯油・ペレット）比較表 ① 

改修前 

        灯油使用量       ⇒                                    

 容量 １か月使用量 年間使用量 

内風呂 16.8ｔ 13,000ℓ 156,000ℓ 

露天風呂 9.1ｔ 4,000ℓ 48,000ℓ 

計 25.9ｔ 17,000ℓ 204,000ℓ 

改修後 

灯油使用量（推計） 

 容量 １か月使用量 年間使用量 

内風呂 18.8ｔ 14,547ℓ 174,571ℓ 

露天風呂 13.7ｔ 6,022ℓ 72,264ℓ 

計 32.5ｔ 20,569ℓ 246,835ℓ 
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２１年度 ２２年度 ２３年度 

ペレット年間使用量 303,000kg 279,500kg 281,500kg 

ペレット単価 40円 39円 40円 

ペレットボイラーの 
年間ペレット代金  Ａ 

 
12,120,000円 

 
10,900,500円 

 
11,260,000円 

灯油年間使用量 246,835ℓ 246,835ℓ 246,835ℓ 

灯油単価（年間平均） 70円 78円 89円 

灯油ボイラーの場合の 
年間灯油代金    Ｂ 

 
17,278,462円 

 
19,253,130円 

 
21,968,315円 

ペレット／灯油差額 
            Ａ－Ｂ 

 
－5,158,462円 

 
－8,352,630円 

 
－10,708,315円 

 じょんのび温泉施設燃料（灯油・ペレット）比較表 ② 
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【メリット】 

 ・ 年間約６５０万円のコスト削減ができた。（Ｈ２３年度実績） 

 ・ ＣＯ２排出量取引を実施して副収入を確保できた。 

 ・ ボイラーメンテナンスが簡単。ほとんど社員で対応。 

 ・ 視察者がお客様になり、売上が増加した。 

 ・ 熱量換算計算して灯油価格が45.6円／ℓで同等 

 

【デメリット】 

 ・ ペレット燃焼灰の掃除が必要。夏は暑さで大変！ 

 ・ 道路寸断の積雪降雪時には、社員が燃料を投入したことも。 

  じょんのび村における 
  ペレットボイラー導入によるメリット・デメリット 
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伊那市観光株式会社 高遠さくらの湯にペレットボイラー導入 

         露天風呂 
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大浴場 

正面玄関 



 
 
 
   高遠さくらの湯に導入されたペレットボイラー 

47 

二光エンジニアリング製 RE-20N  20万kcal/h 

           ペレットタンク5ｔ 



ありがとうございました。 
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