
（１）（１）（１）（１） MDFMDFMDFMDFについてについてについてについて

（２）（２）（２）（２） エヌ・アンド・イーエヌ・アンド・イーエヌ・アンド・イーエヌ・アンド・イー((((株株株株))))についてについてについてについて

（３）（３）（３）（３） Ｎ＆ＥのＭＤＦ「Ｎ＆ＥのＭＤＦ「Ｎ＆ＥのＭＤＦ「Ｎ＆ＥのＭＤＦ「NEONEONEONEOボード」ボード」ボード」ボード」

（４）（４）（４）（４） 原料の問題原料の問題原料の問題原料の問題

林地残材等のＭＤＦ利用モデル実践林地残材等のＭＤＦ利用モデル実践

－－－－ 平成１９年度平成１９年度平成１９年度平成１９年度 木質バイオマス利活用地域モデル実践事業木質バイオマス利活用地域モデル実践事業木質バイオマス利活用地域モデル実践事業木質バイオマス利活用地域モデル実践事業 －－－－

（４）（４）（４）（４） 原料の問題原料の問題原料の問題原料の問題

（５）（５）（５）（５） 林地残材の活用を目指して林地残材の活用を目指して林地残材の活用を目指して林地残材の活用を目指して

（６）（６）（６）（６） モデル事業の成果モデル事業の成果モデル事業の成果モデル事業の成果

（７）（７）（７）（７） 今後の課題今後の課題今後の課題今後の課題 2008200820082008年年年年 ３月１２日３月１２日３月１２日３月１２日

チーフアドバイザーチーフアドバイザーチーフアドバイザーチーフアドバイザー 大泉信一大泉信一大泉信一大泉信一



”Medium”Medium”Medium”Medium DensityDensityDensityDensity Fiberboard”Fiberboard”Fiberboard”Fiberboard”：「中質繊維板」：「中質繊維板」：「中質繊維板」：「中質繊維板」

ＪＩＳＪＩＳＪＩＳＪＩＳ A A A A ５９０５：５９０５：５９０５：５９０５：「主に木材などの植物繊維を成型した繊維板」「主に木材などの植物繊維を成型した繊維板」「主に木材などの植物繊維を成型した繊維板」「主に木材などの植物繊維を成型した繊維板」

ＭＤＦとは？ＭＤＦとは？

• 木材チップをすりつぶして、繊維（ファイバー）を取り出し、接着剤を木材チップをすりつぶして、繊維（ファイバー）を取り出し、接着剤を木材チップをすりつぶして、繊維（ファイバー）を取り出し、接着剤を木材チップをすりつぶして、繊維（ファイバー）を取り出し、接着剤を
配合して固めた板材。配合して固めた板材。配合して固めた板材。配合して固めた板材。

• 厚さ厚さ厚さ厚さ 2.5mm 2.5mm 2.5mm 2.5mm からからからから 30mm 30mm 30mm 30mm 、大きさは、大きさは、大きさは、大きさは ９尺９尺９尺９尺××××１８尺まで（Ｎ＆Ｅの場合）１８尺まで（Ｎ＆Ｅの場合）１８尺まで（Ｎ＆Ｅの場合）１８尺まで（Ｎ＆Ｅの場合）

木材チップ木材チップ木材チップ木材チップ ファイバー＋接着剤ファイバー＋接着剤ファイバー＋接着剤ファイバー＋接着剤 ボードボードボードボード

解繊・接着剤配合解繊・接着剤配合解繊・接着剤配合解繊・接着剤配合 → → → → 乾燥乾燥乾燥乾燥 → → → → 成型成型成型成型 → → → → 熱圧締熱圧締熱圧締熱圧締

• 木材同様に切削加工が可能木材同様に切削加工が可能木材同様に切削加工が可能木材同様に切削加工が可能



• 加工加工加工加工
フラッシュ、練り合わせ、フラッシュ、練り合わせ、フラッシュ、練り合わせ、フラッシュ、練り合わせ、
ＬＶＳ、ラッピング、ＶカットＬＶＳ、ラッピング、ＶカットＬＶＳ、ラッピング、ＶカットＬＶＳ、ラッピング、Ｖカット

• 家具家具家具家具
家具引出し前板家具引出し前板家具引出し前板家具引出し前板////側板、側板、側板、側板、

ＭＤＦの用途ＭＤＦの用途

家具引出し前板家具引出し前板家具引出し前板家具引出し前板////側板、側板、側板、側板、
テーブル、カウンター天板テーブル、カウンター天板テーブル、カウンター天板テーブル、カウンター天板

• 建材・内装材建材・内装材建材・内装材建材・内装材
室内ドア、ドア枠、フロア、室内ドア、ドア枠、フロア、室内ドア、ドア枠、フロア、室内ドア、ドア枠、フロア、
窓枠、キッチン扉窓枠、キッチン扉窓枠、キッチン扉窓枠、キッチン扉
クローゼット扉、室内収納、クローゼット扉、室内収納、クローゼット扉、室内収納、クローゼット扉、室内収納、
階段、框、幅木、廻り縁階段、框、幅木、廻り縁階段、框、幅木、廻り縁階段、框、幅木、廻り縁

• 建築・構造材建築・構造材建築・構造材建築・構造材
耐力壁など耐力壁など耐力壁など耐力壁など



エヌ・アンド・イーエヌ・アンド・イー((株株))（Ｎ＆Ｅ）について（Ｎ＆Ｅ）について

代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長 髙橋髙橋髙橋髙橋 英一英一英一英一 従業員数従業員数従業員数従業員数 70707070名名名名(2007/4/1 (2007/4/1 (2007/4/1 (2007/4/1 現在）現在）現在）現在）

資本金資本金資本金資本金 3750375037503750百万円百万円百万円百万円



Ｎ＆ＥのＮ＆ＥのMDFMDF製造工程製造工程

MDFMDFMDFMDF生産量：１２万生産量：１２万生産量：１２万生産量：１２万m3m3m3m3／年／年／年／年

国産材使用量：７万国産材使用量：７万国産材使用量：７万国産材使用量：７万m3m3m3m3／年／年／年／年
（丸太換算）（丸太換算）（丸太換算）（丸太換算）



Ｎ＆ＥのＭＤＦＮ＆ＥのＭＤＦ 「ＮＥＯボード」「ＮＥＯボード」

７０％：針葉樹チップ７０％：針葉樹チップ７０％：針葉樹チップ７０％：針葉樹チップ７０％：針葉樹チップ７０％：針葉樹チップ７０％：針葉樹チップ７０％：針葉樹チップ
（国内）（国内）（国内）（国内）（国内）（国内）（国内）（国内）

３０％：広葉樹チップ３０％：広葉樹チップ３０％：広葉樹チップ３０％：広葉樹チップ３０％：広葉樹チップ３０％：広葉樹チップ３０％：広葉樹チップ３０％：広葉樹チップ
（輸入ラワン）（輸入ラワン）（輸入ラワン）（輸入ラワン）（輸入ラワン）（輸入ラワン）（輸入ラワン）（輸入ラワン）

針葉樹タイプと広葉樹タイプ、２種類を作り分け針葉樹タイプと広葉樹タイプ、２種類を作り分け針葉樹タイプと広葉樹タイプ、２種類を作り分け針葉樹タイプと広葉樹タイプ、２種類を作り分け

ＮＥＯボードＮＥＯボードＮＥＯボードＮＥＯボード ＳタイプＳタイプＳタイプＳタイプ ＮＥＯボードＮＥＯボードＮＥＯボードＮＥＯボード ＫタイプＫタイプＫタイプＫタイプ



「ＮＥＯボードＳ」の原料内訳「ＮＥＯボードＳ」の原料内訳( 2006年度)

合板端材合板端材合板端材合板端材
１３％１３％１３％１３％

国産材国産材国産材国産材国産材国産材国産材国産材

７．７万７．７万７．７万７．７万７．７万７．７万７．７万７．７万m3m3m3m3m3m3m3m3

５５％５５％５５％５５％５５％５５％５５％５５％

外材等外材等外材等外材等外材等外材等外材等外材等
ロシア材・米材。。。ロシア材・米材。。。ロシア材・米材。。。ロシア材・米材。。。ロシア材・米材。。。ロシア材・米材。。。ロシア材・米材。。。ロシア材・米材。。。

５．７万５．７万５．７万５．７万５．７万５．７万５．７万５．７万m3m3m3m3m3m3m3m3

４５％４５％４５％４５％４５％４５％４５％４５％

ほとんど徳島県産ほとんど徳島県産ほとんど徳島県産ほとんど徳島県産
（丸太材積換算）（丸太材積換算）（丸太材積換算）（丸太材積換算）

背板背板背板背板
２６％２６％２６％２６％

チップ用材チップ用材チップ用材チップ用材
６１％６１％６１％６１％



ＮＥＯボードＳＮＥＯボードＳ 各種マーク各種マーク
間伐材マーク間伐材マーク間伐材マーク間伐材マーク サンキューグリーンスタイルマークサンキューグリーンスタイルマークサンキューグリーンスタイルマークサンキューグリーンスタイルマーク

Ａ－（１）－０６００１７Ａ－（１）－０６００１７Ａ－（１）－０６００１７Ａ－（１）－０６００１７認定番号Ｋ０４０９１６１認定番号Ｋ０４０９１６１認定番号Ｋ０４０９１６１認定番号Ｋ０４０９１６１

木材表示推進協議会木材表示推進協議会木材表示推進協議会木材表示推進協議会

Ａ－（１）－０６００１７Ａ－（１）－０６００１７Ａ－（１）－０６００１７Ａ－（１）－０６００１７認定番号Ｋ０４０９１６１認定番号Ｋ０４０９１６１認定番号Ｋ０４０９１６１認定番号Ｋ０４０９１６１

平成１９年度木づかい運動、平成１９年度木づかい運動、平成１９年度木づかい運動、平成１９年度木づかい運動、国産材利用推進部門にて林野庁長官国産材利用推進部門にて林野庁長官国産材利用推進部門にて林野庁長官国産材利用推進部門にて林野庁長官感謝状をいただきました感謝状をいただきました感謝状をいただきました感謝状をいただきました



Ｎ＆Ｅにおける木材利用Ｎ＆Ｅにおける木材利用 －現状－－現状－

製材工場製材工場製材工場製材工場

合板工場合板工場合板工場合板工場

A材・材・材・材・B材材材材

チップ用材チップ用材チップ用材チップ用材 単板端材単板端材単板端材単板端材

製材端材、背板製材端材、背板製材端材、背板製材端材、背板

4.74.74.74.7万万万万m3/ym3/ym3/ym3/y

２万２万２万２万m3/ym3/ym3/ym3/y

チップ工場チップ工場チップ工場チップ工場

Ｎ＆Ｅ工場Ｎ＆Ｅ工場Ｎ＆Ｅ工場Ｎ＆Ｅ工場

チップチップチップチップ

製材工場や合板工場から出る製材工場や合板工場から出る製材工場や合板工場から出る製材工場や合板工場から出る
端材をチップ化して原料に利用端材をチップ化して原料に利用端材をチップ化して原料に利用端材をチップ化して原料に利用

4.74.74.74.7万万万万m3/ym3/ym3/ym3/y

１万１万１万１万m3/ym3/ym3/ym3/y



国産材利用「ＮＥＯボード国産材利用「ＮＥＯボードSS」を拡大したいが・・・」を拡大したいが・・・

針葉樹タイプ増量針葉樹タイプ増量針葉樹タイプ増量針葉樹タイプ増量針葉樹タイプ増量針葉樹タイプ増量針葉樹タイプ増量針葉樹タイプ増量

広葉樹タイプ縮小広葉樹タイプ縮小広葉樹タイプ縮小広葉樹タイプ縮小広葉樹タイプ縮小広葉樹タイプ縮小広葉樹タイプ縮小広葉樹タイプ縮小

ＮＥＯボードＮＥＯボードＮＥＯボードＮＥＯボード ＫタイプＫタイプＫタイプＫタイプ

◇◇◇◇ 国内人工林の蓄積増大国内人工林の蓄積増大国内人工林の蓄積増大国内人工林の蓄積増大

◇◇◇◇ 資源転換の動き資源転換の動き資源転換の動き資源転換の動き

◆◆◆◆ 国内針葉樹チップの不足国内針葉樹チップの不足国内針葉樹チップの不足国内針葉樹チップの不足
・・・・ 外材の高騰外材の高騰外材の高騰外材の高騰
・・・・ 製紙用需要の増加製紙用需要の増加製紙用需要の増加製紙用需要の増加
・・・・ サーマル利用偏重の動きサーマル利用偏重の動きサーマル利用偏重の動きサーマル利用偏重の動きＮＥＯボードＮＥＯボードＮＥＯボードＮＥＯボード ＳタイプＳタイプＳタイプＳタイプ



徳島の木材チップ利用状況徳島の木材チップ利用状況
－カスケード利用されている－－カスケード利用されている－

製材工場製材工場製材工場製材工場

合板工場合板工場合板工場合板工場

チップ工場チップ工場チップ工場チップ工場

A材・材・材・材・B材材材材

ボード工場ボード工場ボード工場ボード工場

紙パルプ工場紙パルプ工場紙パルプ工場紙パルプ工場

バーク堆肥などバーク堆肥などバーク堆肥などバーク堆肥など

バイオマス発電バイオマス発電バイオマス発電バイオマス発電

木質廃材木質廃材木質廃材木質廃材

上質チップ上質チップ上質チップ上質チップ上質チップ上質チップ上質チップ上質チップ
中質チップ中質チップ中質チップ中質チップ中質チップ中質チップ中質チップ中質チップ 低質チップ低質チップ低質チップ低質チップ低質チップ低質チップ低質チップ低質チップ

（Ｎ＆Ｅ）（Ｎ＆Ｅ）（Ｎ＆Ｅ）（Ｎ＆Ｅ）



徳島の木材チップ利用状況徳島の木材チップ利用状況
－カスケード利用のバランスが変化－－カスケード利用のバランスが変化－

製材工場製材工場製材工場製材工場

合板工場合板工場合板工場合板工場

チップ工場チップ工場チップ工場チップ工場

A材・材・材・材・B材材材材

ボード工場ボード工場ボード工場ボード工場

紙パルプ工場紙パルプ工場紙パルプ工場紙パルプ工場

バイオマス発電バイオマス発電バイオマス発電バイオマス発電

木質廃材木質廃材木質廃材木質廃材

上質チップ上質チップ上質チップ上質チップ上質チップ上質チップ上質チップ上質チップ
中質チップ中質チップ中質チップ中質チップ中質チップ中質チップ中質チップ中質チップ 低質チップ低質チップ低質チップ低質チップ低質チップ低質チップ低質チップ低質チップ

（Ｎ＆Ｅ）（Ｎ＆Ｅ）（Ｎ＆Ｅ）（Ｎ＆Ｅ）
バーク堆肥などバーク堆肥などバーク堆肥などバーク堆肥など



原料の課題原料の課題 －針葉樹チップの不足－－針葉樹チップの不足－

• ７万７万７万７万m3/m3/m3/m3/年年年年 ＝＝＝＝ 5800m3/5800m3/5800m3/5800m3/月月月月 の国産材を使用の国産材を使用の国産材を使用の国産材を使用

• 4500m3/4500m3/4500m3/4500m3/月は確保の見込み月は確保の見込み月は確保の見込み月は確保の見込み

• あとあとあとあと1300m3/1300m3/1300m3/1300m3/月不足月不足月不足月不足 （丸太材積換算）（丸太材積換算）（丸太材積換算）（丸太材積換算）

チップの安定的確保が急務チップの安定的確保が急務



山林には林地残材が余っている山林には林地残材が余っている

• 林地荒廃、植林の障害、流木林地荒廃、植林の障害、流木林地荒廃、植林の障害、流木林地荒廃、植林の障害、流木

• 集材、出材が困難集材、出材が困難集材、出材が困難集材、出材が困難

• 用途、加工方法が無い用途、加工方法が無い用途、加工方法が無い用途、加工方法が無い



製材工場製材工場製材工場製材工場

合板工場合板工場合板工場合板工場

A材・材・材・材・B材材材材

間伐材間伐材間伐材間伐材
単板端材単板端材単板端材単板端材

製材端材、背板製材端材、背板製材端材、背板製材端材、背板

Ｃ材（林地残材含）Ｃ材（林地残材含）Ｃ材（林地残材含）Ｃ材（林地残材含）

Ｎ＆Ｅにおける今後の木材利用Ｎ＆Ｅにおける今後の木材利用
－林地残材も利用－－林地残材も利用－

チップ工場チップ工場チップ工場チップ工場

Ｎ＆Ｅ工場Ｎ＆Ｅ工場Ｎ＆Ｅ工場Ｎ＆Ｅ工場

チップチップチップチップ

林地残材を「Ｃ材」として林地残材を「Ｃ材」として林地残材を「Ｃ材」として林地残材を「Ｃ材」として
チップ工場に送りチップ化するチップ工場に送りチップ化するチップ工場に送りチップ化するチップ工場に送りチップ化する



全体的に木材チップの不足を解消全体的に木材チップの不足を解消
－－林地残材などを活用林地残材などを活用－－

製材工場製材工場製材工場製材工場

合板工場合板工場合板工場合板工場

チップ工場チップ工場チップ工場チップ工場

A材・材・材・材・B材材材材

C材材材材

ボード工場ボード工場ボード工場ボード工場

紙パルプ工場紙パルプ工場紙パルプ工場紙パルプ工場

バーク堆肥などバーク堆肥などバーク堆肥などバーク堆肥など

バイオマス発電バイオマス発電バイオマス発電バイオマス発電

木質廃材木質廃材木質廃材木質廃材

上質チップ上質チップ上質チップ上質チップ
中質チップ中質チップ中質チップ中質チップ 低質チップ低質チップ低質チップ低質チップ

（Ｎ＆Ｅ）（Ｎ＆Ｅ）（Ｎ＆Ｅ）（Ｎ＆Ｅ）

上質チップ上質チップ上質チップ上質チップ
中質チップ中質チップ中質チップ中質チップ 低質チップ低質チップ低質チップ低質チップ



1. 林地残材の出材、収集するしくみづくり、問題点の分析

2. 伐採時の根元からの伐倒、採材、運搬方法の確立

実証実験実証実験

林地残材を集荷、チップ工場へ運搬、チップ化後ＭＤＦ工場へ

（Ｈ１９年度～２１年度にかけて計画）

2. 伐採時の根元からの伐倒、採材、運搬方法の確立

3. 効率的な流通、安定需給を目指した取引価格の策定

4. 林業事業体への啓発、意識の浸透



概要概要

山土場山土場
C材（林地残材）材（林地残材）材（林地残材）材（林地残材）

実証実験実証実験実証実験実証実験

チップ工場チップ工場チップ工場チップ工場

Ｎ＆Ｅ工場Ｎ＆Ｅ工場Ｎ＆Ｅ工場Ｎ＆Ｅ工場

積み出し、運搬の検証積み出し、運搬の検証積み出し、運搬の検証積み出し、運搬の検証積み出し、運搬の検証積み出し、運搬の検証積み出し、運搬の検証積み出し、運搬の検証

チップ化歩留まり等検証チップ化歩留まり等検証チップ化歩留まり等検証チップ化歩留まり等検証チップ化歩留まり等検証チップ化歩留まり等検証チップ化歩留まり等検証チップ化歩留まり等検証 チップ形状、適性の検証チップ形状、適性の検証チップ形状、適性の検証チップ形状、適性の検証チップ形状、適性の検証チップ形状、適性の検証チップ形状、適性の検証チップ形状、適性の検証



実験エリアと関連事業所位置実験エリアと関連事業所位置

合板工場合板工場合板工場合板工場

吉野川流域吉野川流域吉野川流域吉野川流域

実証実験実証実験実証実験実証実験

チップ工場チップ工場チップ工場チップ工場

那賀川流域那賀川流域那賀川流域那賀川流域



実証実験実証実験実証実験実証実験 実験結果実験結果

各地の事業所を、出材能力、土場の状況、林地残材の状態、各地の事業所を、出材能力、土場の状況、林地残材の状態、各地の事業所を、出材能力、土場の状況、林地残材の状態、各地の事業所を、出材能力、土場の状況、林地残材の状態、
配送コストなどの角度から分析、評価配送コストなどの角度から分析、評価配送コストなどの角度から分析、評価配送コストなどの角度から分析、評価



私有林 E私有林 E私有林 E私有林 E

私有林 D私有林 D私有林 D私有林 D

私有林 C私有林 C私有林 C私有林 C

私有林 B私有林 B私有林 B私有林 B

私有林 A私有林 A私有林 A私有林 A

林業公社林業公社林業公社林業公社

県有林県有林県有林県有林

実証実験実証実験実証実験実証実験 実験結果１実験結果１
－出材量－－出材量－

那賀川流域那賀川流域那賀川流域那賀川流域
実績合計実績合計実績合計実績合計 1677m1677m1677m1677m3333(1989t)(1989t)(1989t)(1989t)

0000 200200200200 400400400400 600600600600 800800800800 1000100010001000 1200120012001200 1400140014001400

私有林 J私有林 J私有林 J私有林 J

私有林 I私有林 I私有林 I私有林 I

私有林 H2私有林 H2私有林 H2私有林 H2

私有林 H1私有林 H1私有林 H1私有林 H1

私有林 G私有林 G私有林 G私有林 G

私有林 F私有林 F私有林 F私有林 F

私有林 E私有林 E私有林 E私有林 E

材積（材積（材積（材積（m^3m^3m^3m^3））））

吉野川流域吉野川流域吉野川流域吉野川流域
実績合計実績合計実績合計実績合計 1676m1676m1676m1676m3333(1988t)(1988t)(1988t)(1988t)

全体全体全体全体
計画合計計画合計計画合計計画合計 3500m3500m3500m3500m3333

実績合計実績合計実績合計実績合計
3353m3353m3353m3353m3333(3977t)(3977t)(3977t)(3977t)
達成率達成率達成率達成率 96%96%96%96%

※原木ton→原木m3の係数は0.843で計算



計算式計算式計算式計算式

第１樹種  スギ第１樹種  スギ第１樹種  スギ第１樹種  スギ 第１樹種  スギ第１樹種  スギ第１樹種  スギ第１樹種  スギ

10.52ha10.52ha10.52ha10.52ha 10.27ha10.27ha10.27ha10.27ha

45～57年生45～57年生45～57年生45～57年生 40～60年生40～60年生40～60年生40～60年生

20.4m20.4m20.4m20.4m

23cm23cm23cm23cm 24cm24cm24cm24cm

①①①① 761本/ha761本/ha761本/ha761本/ha 1,500本/ha1,500本/ha1,500本/ha1,500本/ha

308m3/ha308m3/ha308m3/ha308m3/ha 730m3/ha730m3/ha730m3/ha730m3/ha

3,237.0m33,237.0m33,237.0m33,237.0m3 7,497.1m37,497.1m37,497.1m37,497.1m3

②②②② 254本/ha254本/ha254本/ha254本/ha 1,500本/ha1,500本/ha1,500本/ha1,500本/ha

③③③③ 110m3/ha110m3/ha110m3/ha110m3/ha 730m3/ha730m3/ha730m3/ha730m3/ha

樹種区分樹種区分樹種区分樹種区分

Ｂ：山林(主伐)Ｂ：山林(主伐)Ｂ：山林(主伐)Ｂ：山林(主伐)

所在地所在地所在地所在地 那賀郡那賀町那賀郡那賀町那賀郡那賀町那賀郡那賀町 三好市三好市三好市三好市

林名林名林名林名 Ａ：山林(間伐)Ａ：山林(間伐)Ａ：山林(間伐)Ａ：山林(間伐)

平均樹高　　　　　　m平均樹高　　　　　　m平均樹高　　　　　　m平均樹高　　　　　　m

平均胸高直径     cm平均胸高直径     cm平均胸高直径     cm平均胸高直径     cm

林令林令林令林令

面積面積面積面積

立木蓄積材積立木蓄積材積立木蓄積材積立木蓄積材積

伐採本数　　　本/ha伐採本数　　　本/ha伐採本数　　　本/ha伐採本数　　　本/ha

立木本数立木本数立木本数立木本数

立木材積　　　m3/ha　立木材積　　　m3/ha　立木材積　　　m3/ha　立木材積　　　m3/ha　

伐採材積      m3/ha伐採材積      m3/ha伐採材積      m3/ha伐採材積      m3/ha

事業箇所の事例紹介事業箇所の事例紹介事業箇所の事例紹介事業箇所の事例紹介

１．事業箇所の概要１．事業箇所の概要１．事業箇所の概要１．事業箇所の概要

実証実験実証実験実証実験実証実験

③③③③ 110m3/ha110m3/ha110m3/ha110m3/ha 730m3/ha730m3/ha730m3/ha730m3/ha

③`③`③`③` 1,159.0m31,159.0m31,159.0m31,159.0m3 7,497.1m37,497.1m37,497.1m37,497.1m3

④=②/①④=②/①④=②/①④=②/① 33.38%33.38%33.38%33.38% 100%100%100%100%

⑤⑤⑤⑤ 737.172m3737.172m3737.172m3737.172m3 4,952.666m34,952.666m34,952.666m34,952.666m3

⑥=⑤/③`⑥=⑤/③`⑥=⑤/③`⑥=⑤/③` 63.60%63.60%63.60%63.60% 66.06%66.06%66.06%66.06%

28.076m328.076m328.076m328.076m3 0000

⑦⑦⑦⑦ 765.248m3765.248m3765.248m3765.248m3 0000

66.03%66.03%66.03%66.03% 0000

⑧⑧⑧⑧ 201.94m3201.94m3201.94m3201.94m3 1,697.61m31,697.61m31,697.61m31,697.61m3

⑨⑨⑨⑨ 0.8430.8430.8430.843 0.8430.8430.8430.843

⑩=⑧*⑨⑩=⑧*⑨⑩=⑧*⑨⑩=⑧*⑨ 170.235m3170.235m3170.235m3170.235m3 1,431.085m31,431.085m31,431.085m31,431.085m3

⑪=⑩/③`⑪=⑩/③`⑪=⑩/③`⑪=⑩/③` 14.69%14.69%14.69%14.69% 19.09%19.09%19.09%19.09%

⑫=⑦+⑩⑫=⑦+⑩⑫=⑦+⑩⑫=⑦+⑩ 935.248m3935.248m3935.248m3935.248m3 6,383.751m36,383.751m36,383.751m36,383.751m3

⑬=⑫/③`⑬=⑫/③`⑬=⑫/③`⑬=⑫/③` 80.69%80.69%80.69%80.69% 85.15%85.15%85.15%85.15%
22.22%22.22%22.22%22.22% 28.90%28.90%28.90%28.90%

伐採率伐採率伐採率伐採率

A・B材利用材積A・B材利用材積A・B材利用材積A・B材利用材積

伐採材積      m3/ha伐採材積      m3/ha伐採材積      m3/ha伐採材積      m3/ha

伐採材積計伐採材積計伐採材積計伐採材積計

杭を含む利用材積杭を含む利用材積杭を含む利用材積杭を含む利用材積

杭を含む利用率杭を含む利用率杭を含む利用率杭を含む利用率

A・B材利用率A・B材利用率A・B材利用率A・B材利用率

杭利用材積杭利用材積杭利用材積杭利用材積

C材利用材積C材利用材積C材利用材積C材利用材積

C材利用率C材利用率C材利用率C材利用率

C材出材量(t)C材出材量(t)C材出材量(t)C材出材量(t)

材積換算係数材積換算係数材積換算係数材積換算係数

利用量上昇率     %利用量上昇率     %利用量上昇率     %利用量上昇率     %
(⑫-⑦)*100/⑦　(⑫-⑦)*100/⑦　(⑫-⑦)*100/⑦　(⑫-⑦)*100/⑦　

全利用材積全利用材積全利用材積全利用材積

全利用率全利用率全利用率全利用率



作業種作業種作業種作業種 　　山林　間伐　(　列状間伐　）　　山林　間伐　(　列状間伐　）　　山林　間伐　(　列状間伐　）　　山林　間伐　(　列状間伐　）

集材方法Ａ集材方法Ａ集材方法Ａ集材方法Ａ 　車両系（スイングヤーダー　半地曳き方式）　車両系（スイングヤーダー　半地曳き方式）　車両系（スイングヤーダー　半地曳き方式）　車両系（スイングヤーダー　半地曳き方式）

集材方法Ｂ集材方法Ｂ集材方法Ｂ集材方法Ｂ 　全木 　全木 　全木 　全木 

集材集材集材集材 平均＝25ｍ平均＝25ｍ平均＝25ｍ平均＝25ｍ

運搬運搬運搬運搬 平均＝880ｍ平均＝880ｍ平均＝880ｍ平均＝880ｍ 作業道総延長2550作業道総延長2550作業道総延長2550作業道総延長2550ｍｍｍｍ

トラック輸送トラック輸送トラック輸送トラック輸送 車両規模５トン車車両規模５トン車車両規模５トン車車両規模５トン車

トラックトラックトラックトラック 出発地：那賀町出発地：那賀町出発地：那賀町出発地：那賀町
国道国道国道国道

目的地：那賀町目的地：那賀町目的地：那賀町目的地：那賀町

経路・距離経路・距離経路・距離経路・距離 8.0km8.0km8.0km8.0km 31.6km31.6km31.6km31.6km 計計計計 39.6km39.6km39.6km39.6km

0ｍ～50ｍ　0ｍ～50ｍ　0ｍ～50ｍ　0ｍ～50ｍ　

420ｍ～1480ｍ　420ｍ～1480ｍ　420ｍ～1480ｍ　420ｍ～1480ｍ　

事業箇所の事例紹介事業箇所の事例紹介事業箇所の事例紹介事業箇所の事例紹介

２．伐採・集材方法２．伐採・集材方法２．伐採・集材方法２．伐採・集材方法 －Ａ－－Ａ－－Ａ－－Ａ－

実証実験実証実験実証実験実証実験

輸送運賃輸送運賃輸送運賃輸送運賃 1,410円/ｔ1,410円/ｔ1,410円/ｔ1,410円/ｔ

仕訳土場仕訳土場仕訳土場仕訳土場 　　有　　有　　有　　有 規模400㎡規模400㎡規模400㎡規模400㎡

作業工程作業工程作業工程作業工程 伐倒→集材→造材→フォワーダ積込→フォワーダ運搬→荷卸し→トラック積込→トラック輸送伐倒→集材→造材→フォワーダ積込→フォワーダ運搬→荷卸し→トラック積込→トラック輸送伐倒→集材→造材→フォワーダ積込→フォワーダ運搬→荷卸し→トラック積込→トラック輸送伐倒→集材→造材→フォワーダ積込→フォワーダ運搬→荷卸し→トラック積込→トラック輸送

各工程各工程各工程各工程 伐採伐採伐採伐採 集材集材集材集材 造材造材造材造材 積込･運搬積込･運搬積込･運搬積込･運搬 仕分･積込仕分･積込仕分･積込仕分･積込

作業人員作業人員作業人員作業人員 2人2人2人2人 1人1人1人1人 １人１人１人１人 1人1人1人1人

使用機器使用機器使用機器使用機器 ﾁｪﾝｿｰﾁｪﾝｿｰﾁｪﾝｿｰﾁｪﾝｿｰ ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｾｯｻｰﾌﾟﾛｾｯｻｰﾌﾟﾛｾｯｻｰﾌﾟﾛｾｯｻｰ ﾌｫﾜｰﾀﾞﾌｫﾜｰﾀﾞﾌｫﾜｰﾀﾞﾌｫﾜｰﾀﾞ ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙｸﾞﾗｯﾌﾟﾙｸﾞﾗｯﾌﾟﾙｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ

台数台数台数台数 1台1台1台1台 1台1台1台1台 1台1台1台1台 1台1台1台1台

油消費量㍑/台･日油消費量㍑/台･日油消費量㍑/台･日油消費量㍑/台･日 75757575 80808080 60606060 70707070

搬出経費等搬出経費等搬出経費等搬出経費等 機械損料機械損料機械損料機械損料 燃料代燃料代燃料代燃料代 人件費人件費人件費人件費 計計計計

C材/m3C材/m3C材/m3C材/m3 2064206420642064 694694694694 1,5011,5011,5011,501 4,2594,2594,2594,259



平成１９年平成１９年平成１９年平成１９年 素材生産事業位置図素材生産事業位置図素材生産事業位置図素材生産事業位置図 （那賀町）（那賀町）（那賀町）（那賀町）

実証実験実証実験実証実験実証実験



作業種作業種作業種作業種 　山林　主伐　(　皆伐　）　山林　主伐　(　皆伐　）　山林　主伐　(　皆伐　）　山林　主伐　(　皆伐　）

集材方法Ａ集材方法Ａ集材方法Ａ集材方法Ａ 　車両系（グラップル、　半地曳き方式）　車両系（グラップル、　半地曳き方式）　車両系（グラップル、　半地曳き方式）　車両系（グラップル、　半地曳き方式）

集材方法Ｂ集材方法Ｂ集材方法Ｂ集材方法Ｂ 　全木 　全木 　全木 　全木 

集材集材集材集材 平均＝25ｍ平均＝25ｍ平均＝25ｍ平均＝25ｍ

運搬運搬運搬運搬 平均＝880ｍ平均＝880ｍ平均＝880ｍ平均＝880ｍ 作業道総延長2960作業道総延長2960作業道総延長2960作業道総延長2960ｍｍｍｍ

トラック輸送トラック輸送トラック輸送トラック輸送 車両規模10トン車→トレーラー30トン車、及び10トン車車両規模10トン車→トレーラー30トン車、及び10トン車車両規模10トン車→トレーラー30トン車、及び10トン車車両規模10トン車→トレーラー30トン車、及び10トン車

トラックトラックトラックトラック 出発地：三好市出発地：三好市出発地：三好市出発地：三好市 経由地：大豊町経由地：大豊町経由地：大豊町経由地：大豊町 目的地：那賀町目的地：那賀町目的地：那賀町目的地：那賀町

経路・距離経路・距離経路・距離経路・距離 23.2km23.2km23.2km23.2km 187.9km187.9km187.9km187.9km 計計計計 211.1km211.1km211.1km211.1km

0ｍ～50ｍ　0ｍ～50ｍ　0ｍ～50ｍ　0ｍ～50ｍ　

420ｍ～1480ｍ　420ｍ～1480ｍ　420ｍ～1480ｍ　420ｍ～1480ｍ　

事業箇所の事例紹介事業箇所の事例紹介事業箇所の事例紹介事業箇所の事例紹介

２．伐採・集材方法２．伐採・集材方法２．伐採・集材方法２．伐採・集材方法 －Ｂ－－Ｂ－－Ｂ－－Ｂ－

実証実験実証実験実証実験実証実験

輸送運賃輸送運賃輸送運賃輸送運賃 4,310円/ｔ4,310円/ｔ4,310円/ｔ4,310円/ｔ

仕訳土場仕訳土場仕訳土場仕訳土場 　　有　　有　　有　　有 規模480㎡規模480㎡規模480㎡規模480㎡

作業工程作業工程作業工程作業工程 伐倒→集材→造材→フォワーダ積込→フォワーダ運搬→荷卸し→トラック積込→トラック輸送伐倒→集材→造材→フォワーダ積込→フォワーダ運搬→荷卸し→トラック積込→トラック輸送伐倒→集材→造材→フォワーダ積込→フォワーダ運搬→荷卸し→トラック積込→トラック輸送伐倒→集材→造材→フォワーダ積込→フォワーダ運搬→荷卸し→トラック積込→トラック輸送

各工程各工程各工程各工程 伐採伐採伐採伐採 造材造材造材造材 積込･運搬積込･運搬積込･運搬積込･運搬 仕分･積込仕分･積込仕分･積込仕分･積込

作業人員作業人員作業人員作業人員 1人1人1人1人 1人1人1人1人 ２人２人２人２人 １人１人１人１人

使用機器使用機器使用機器使用機器 ﾁｪﾝｿｰﾁｪﾝｿｰﾁｪﾝｿｰﾁｪﾝｿｰ ﾌﾟﾛｾｯｻｰﾌﾟﾛｾｯｻｰﾌﾟﾛｾｯｻｰﾌﾟﾛｾｯｻｰ ﾌｫﾜｰﾀﾞｰﾌｫﾜｰﾀﾞｰﾌｫﾜｰﾀﾞｰﾌｫﾜｰﾀﾞｰ ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙｸﾞﾗｯﾌﾟﾙｸﾞﾗｯﾌﾟﾙｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ

台数台数台数台数 1台1台1台1台 2台2台2台2台 2台2台2台2台

油消費量㍑/台･日油消費量㍑/台･日油消費量㍑/台･日油消費量㍑/台･日 75757575 72727272 80808080

搬出経費等搬出経費等搬出経費等搬出経費等 機械損料機械損料機械損料機械損料 燃料代燃料代燃料代燃料代 人件費人件費人件費人件費 計計計計

C材/m3C材/m3C材/m3C材/m3 1225122512251225 1,6741,6741,6741,674 2,4402,4402,4402,440 5,3395,3395,3395,339



平成１９年平成１９年平成１９年平成１９年 素材生産事業位置図素材生産事業位置図素材生産事業位置図素材生産事業位置図 （三好市）（三好市）（三好市）（三好市）

実証実験実証実験実証実験実証実験



林地残材の積み込み林地残材の積み込み

定尺の木材に比べて定尺の木材に比べて定尺の木材に比べて定尺の木材に比べて

林地残材は積み込み効率が悪い林地残材は積み込み効率が悪い林地残材は積み込み効率が悪い林地残材は積み込み効率が悪い

実証実験実証実験実証実験実証実験



林地残材の運搬林地残材の運搬

効率の良い運搬には、ダンプトラックが不可欠効率の良い運搬には、ダンプトラックが不可欠効率の良い運搬には、ダンプトラックが不可欠効率の良い運搬には、ダンプトラックが不可欠
チップについても同じ事が言えるチップについても同じ事が言えるチップについても同じ事が言えるチップについても同じ事が言える

実証実験実証実験実証実験実証実験



チップ運搬の問題チップ運搬の問題

グラップル付きダンプトラックなどがあれば・・・グラップル付きダンプトラックなどがあれば・・・グラップル付きダンプトラックなどがあれば・・・グラップル付きダンプトラックなどがあれば・・・

林地残材林地残材林地残材林地残材

小径・短尺材小径・短尺材小径・短尺材小径・短尺材

林地残材林地残材林地残材林地残材



伐採伐採伐採伐採
方式方式方式方式

出材出材出材出材
設備設備設備設備

出材出材出材出材
能力能力能力能力

土場土場土場土場
状況状況状況状況

残材残材残材残材
評価評価評価評価

配送配送配送配送
ｺｽﾄｺｽﾄｺｽﾄｺｽﾄ

総合総合総合総合
評価評価評価評価

県有林県有林県有林県有林 間伐間伐間伐間伐 △△△△ △△△△ △△△△ ○○○○ ○○○○ △+△+△+△+

林業公社林業公社林業公社林業公社 間伐間伐間伐間伐 △+△+△+△+ △△△△ △+△+△+△+ △+△+△+△+ ○○○○ △+△+△+△+
那那那那
賀賀賀賀
川川川川

実証実験実証実験実証実験実証実験

実験結果２実験結果２
－事業所別結果評価－－事業所別結果評価－

私有林 E私有林 E私有林 E私有林 E 主伐主伐主伐主伐 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

私有林 F私有林 F私有林 F私有林 F 間伐間伐間伐間伐 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

私有林 I私有林 I私有林 I私有林 I 主伐主伐主伐主伐 ◎◎◎◎ ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ △-△-△-△- ○+○+○+○+

私有林 J私有林 J私有林 J私有林 J 主伐主伐主伐主伐 ○○○○ △△△△ ○-○-○-○- ○+○+○+○+ △-△-△-△- ○-○-○-○-

川川川川
流流流流
域域域域

吉吉吉吉
野野野野
川川川川
流流流流
域域域域

◎◎◎◎：そのまま運用可能：そのまま運用可能：そのまま運用可能：そのまま運用可能 ○：若干の改善が必要○：若干の改善が必要○：若干の改善が必要○：若干の改善が必要 △：改善が必要△：改善が必要△：改善が必要△：改善が必要



実証実験実証実験実証実験実証実験

原木～チップ換算係数（スギ）の検証原木～チップ換算係数（スギ）の検証

投入原木重量：投入原木重量：投入原木重量：投入原木重量：35.535.535.535.5tontontonton

木質率：木質率：木質率：木質率：41.9%41.9%41.9%41.9% チップ生産量：チップ生産量：チップ生産量：チップ生産量：13.4413.4413.4413.44tontontonton（絶乾）（絶乾）（絶乾）（絶乾）原木材積：原木材積：原木材積：原木材積：29.929.929.929.9m3m3m3m3

係数：係数：係数：係数：0.8430.8430.8430.843 係数：係数：係数：係数：2.222.222.222.22

原木原木原木原木 2.2252.2252.2252.225 m3m3m3m3 絶乾チップ絶乾チップ絶乾チップ絶乾チップ １１１１tontontonton

原木原木原木原木 １１１１m3m3m3m3 絶乾チップ絶乾チップ絶乾チップ絶乾チップ 0.449t0.449t0.449t0.449t

係数係数係数係数2.2252.2252.2252.225

H19.12.8実施

原木１原木１原木１原木１m3m3m3m3あたりあたりあたりあたり －－－－ ４４９．４４４９．４４４９．４４４９．４Kg/m3Kg/m3Kg/m3Kg/m3

絶乾チップ１絶乾チップ１絶乾チップ１絶乾チップ１tontontontonあたりあたりあたりあたり －－－－ ２．２２５４２．２２５４２．２２５４２．２２５４m3/tonm3/tonm3/tonm3/ton



1. 出材、運送：
山土場までの出材効率化（機械設備）、
山土場の整備（仕分けスペース）
山土場からの道路整備

2. 情報の共有化：

これまでに見えてきた問題点これまでに見えてきた問題点

実証実験実証実験実証実験実証実験

伐採計画の把握、（いつどこにどれくらい集まるか）
需用者の情報（用途）
根元～梢まで使う意義の周知

3. チップコストの安定化（助成が必要）：
ボード原料として見合うものにできるか
運搬コストが大きい

4. チップ工場の不足：



1. 林地の整備が必要
林地残材の搬出は環境保護の観点からも急務

林地荒廃、河川への流出、再造林の障害林地荒廃、河川への流出、再造林の障害林地荒廃、河川への流出、再造林の障害林地荒廃、河川への流出、再造林の障害

2. 林地残材を出す事で林業事業者にメリットを
意識付けと動機付けが必要

林地残材を活用するには・・・林地残材を活用するには・・・

啓発、普及活動
林地残材の出材に対する評価と補助

3. 出材、運送
山土場までの出材効率化（フォアーダー改良等）
山土場の整備、山土場からの道路整備
組織化、合理化、情報の共有化
運送の効率化


