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第１章 小規模木質バイオマス発電の経済性評価 
－岩手県陸前高田市生出地区における木炭発電の費用推計－ 

 

林 岳  
 

１．はじめに 
 

農村地域には都市地域にはない多様な資源があり，これらを活用することで地域活性化

に結びつけようとする取組が各地で行われている。このように，農村地域に賦存する地域

資源をいかに活用するかが，当該地域の活性化の成否につながるといっても過言ではない。

特に国土の 2/3 が森林に覆われている日本において，森林資源は全国各地に普遍的に賦存

し，かつては建築用資材や家具などの調度品の材料として幅広く活用されてきた。しかし

ながら，近年は安価で大量に入手可能な輸入材との競争により，次第に木材価格が低下し，

森林管理の費用も賄うことができなくなる状況に追い込まれ，国内における森林資源の活

用は停滞してきた。このため，各地の山林では適切な管理がなされないまま森林が放置さ

れ，地滑りや洪水，生物多様性の喪失，鳥獣害などの災害や問題を引き起こす原因となっ

てきた。このような背景から，森林資源は今地域において最も活用が求められる資源でも

ある。 

しかしながら，森林資源の活用に際しては，コスト面などさまざまな課題があり，なか

なか容易には実現できていないのが現状である。最近は木質バイオエネルギーとしての木

材需要に注目が集まっており，これを機に森林管理の結果発生する間伐材需要の拡大が期

待されているが，これについても，固定価格買取制度（FIT 制度）や間伐に対する補助金

によりなんとか経済性を確保している状況であり，農村において地域資源を活用するにあ

たっては，まずはいかに経済性を確保するかという大きな問題が立ちはだかる。 

これまで，八木・中田（2007），中村・柴田（2013），石田他（2011）など，多方面から

森林資源のエネルギー利用における経済性に関する研究分析が行われてきた。岩手県陸前

高田市生出（おいで）地区では，木炭を燃焼させて水性ガスを抽出し，それを燃料に発電

機を回して発電するという取組が行われており，発電した電力は地域内の街灯などに使用

されている。このような木質エネルギーを用いたコミュニティレベルでの小規模な発電事

例は，陸前高田市の事例以外には見られず，本事例は非常に先進的，特徴的なものである。

このような小規模発電の計画推進においては，その経済性を明確にすることが求められ，

実際に経済面においてどのような課題があるのかを抽出することは，今後の地域資源活用

のための有効な情報を提供できると考える。 

そこで，本章では，岩手県陸前高田市生出地区における木炭からの発電を事例として取

り上げ，まず木炭からの発電に際しての発電コストを算出し，経済面での課題を抽出する。

その上で，生出地区で導入された木炭破砕機の費用削減効果を明らかにすること，人件費
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推計の際の賃金率設定についての課題を明らかにすることを目的とする。 

 
２．陸前高田市生出地区での木炭発電の概要(1) 
 
（１）生出地区の概要 

 

 岩手県陸前高田市矢作町生出地区は陸前高田市の内陸部に位置する人口約 300 人，世帯

数 110 世帯の山間の集落である（第１図）。集落は山に囲まれた南北に細長い平地に広がる

集落内を県道 246 号線が通っており，これが実質的に外部との唯一の連絡道となっている。

生出地区は陸前高田市の中心部からは車で 30 分ほどのところにあり，集落内には中心的な

施設となる研修・宿泊施設の「ホロタイの郷炭の家」（以下，炭の家）がある。  

 山林に囲まれた生出地区では，もともと炭焼きが盛んに行われており，現在も数人の住

民が炭焼きを続けている。集落内には岩手窯と言われる小型の炭焼き窯がいくつかあり，

炭の家にも研修用としての炭焼き窯が設置されており，初心者が炭焼きの技術を習得でき

る。生出地区は陸前高田市中心部まで通勤が可能であることから，若年層を中心に市中心

部へ働きに出ており，平日昼間は集落内で若い人の姿を見る機会はあまり多くない。しか

しながら，生出地区では自治会機能を有する生出地区コミュニティ推進協議会が積極的な

活動を行っており，集落の自治基盤としては陸前高田市内でも随一の活動状況である。ま

た，生出地区では集落外からの訪問者を積極的に受け入れており，首都圏の大学が毎年林

業研修のサイトとして利用しているほか，毎年 10 月にはおいで木炭祭りが開催され，陸前

高田市内のみならず，仙台市圏や首都圏からも来訪客を集めている。 

 

 
第１図 陸前高田市生出地区の位置 

 

陸前高田市 

生出地区 
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（２）生出地区で木炭発電を導入した背景 

  

生出地区は陸前高田市の内陸部にあり，東日本大震災の時も津波による直接的な被害は

なかったが，震災当時，集落内は数日間の停電に見舞われた。また，集落内を通る県道 246

号線は，ほぼ平行して流れる生出川の氾濫により，川にかかる橋がたびたび通行止めにな

る。系統電力の送電線も県道や生出川に沿う形で設置されており，災害の際は外部との往

来や電力の確保に大きな支障が発生する可能性がある。このように，生出地区は災害に対

して決して強固な基盤を有するとは言えない状況であり，特に地域内で自給できる自前の

電力の確保は生出地区の大きな課題でもある。 

生出地区では，2004 年から東北大学両角和夫教授（現東京農業大学教授）のグループと

共同で，木炭から水性ガスを取り出し，これを燃料に発電機を回すことで発電する（以下，

木炭発電）というプロジェクトに取り組んでいる。生出地区において，木炭発電を計画し

たそもそもの理由は，生出地区の森林の間伐作業から発生する間伐材の利用促進のためで

ある。生出地区に限ったことではないが，戦後に植林したスギ等の人工林が伐採期にある

にも関わらず，輸入木材との価格競争に伴う木材価格の低迷のために林業の採算が悪化し，

間伐などの森林管理作業はほとんど行われず，森林生態系が極めて劣悪な状態にある。そ

のため，生出地区では，悪化した森林生態系を修復するには，適正な間伐が不可欠と考え，

間伐促進のための間伐材需要拡大のため，間伐材を木炭にし，それを発電のために利用す

る計画を立てたのである(2)。さらに，木炭発電により，地域資源による再生可能エネルギ

ーの供給や非常時の電源確保にも貢献すると考えられる。 

 また，間伐材を木炭に加工し，これを燃焼させることで水性ガスを発生させて発電する

理由は以下の２点である。第１に，木材を直接燃焼させて発電する方式に比べ，維持管理

が容易である点である。木炭は 99%以上が炭素で構成されており，不純物が少なく，燃焼

後もタールやクリンカー(3)などが固着して燃焼室を劣化させたり，燃焼効率を低下させた

りする心配が少ないのである。第２に，もともと生出地区ではかつて木炭生産が盛んであ

り，地域の伝統工業を維持するために木炭を用いたのである。現在，木炭発電用の木炭を

供給しているのは，炭焼き窯を所有している住民であり，彼らが生出地区の伝統である炭

焼きを続けられるようにとの配慮が行われたのである。 

 

（３）木炭発電システムの概要 

  

木炭発電装置は，木炭自動車の原理を応用したものである。石油資源が極端に不足した

第２次世界大戦の戦時体制下の時期に，国内にある既存のトラック，バスを改造して木炭

自動車が製作され広く使われた。この自動車は，ガソリンの代わりに木炭から発生した水

性ガスでエンジンを動かすもので，生出地区の木炭発電装置は，この動力ユニットに発電

機を組み合わせて発電するものである。木炭発電の仕組みは，第２図に示すとおりであ 
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第２図 木炭発電装置の仕組み 

出所：東京農業大学両角和夫教授作成資料を著者が改変． 

 

る。発電装置自体はトラック型消防車の廃車体を再利用している（図中①）。これは，木炭

① 正面からみた木炭発電装置 
 （廃車となった消防車を再利用） 

② 背後からみた木炭発電装置 

   荷台に水性ガス発生装置を積

 

②背後からみた木炭発電装置 
 荷台に水性ガス発生装置を積載 

③ 車室の後部座席に発電機（4.8ｋW)を 

積載，動力は下部の動力伝達シャフトか 

ら得ている。車両は，４輪駆動車なので， 

前輪用の駆動力で車を走らせることが可 

能だが，陸運局の許可が必要。 

④ 木炭ガス発生装置 

   この装置には，約２０kg の木炭が入り，約４時間の連続運転が可能。空気を遮断して木炭 

 を燃焼させることで，木炭水性ガス （CO と H2） を発生させ，このガスをガソリンの代わりに 

自動車のエンジン （通常のガソリンエンジン） に送り，エンジンを動かし，この動力で発電機

を回す。 

木炭水性 

 ガス 

(CO･H2･他) 

エンジンへ 

乾燥層 
木炭 

還元層 

酸化層 
(燃焼部) 

灰層 

木炭水性ガス発生装置 

①  ② 

③ ④ 
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発電では発電用エンジン，動力伝達装置などは自動車のものをそのまま利用可能であり，

発電装置の開発・設計・製造コストの削減のために，廃車体を再利用したためである。こ

の廃車体の後部荷台に木炭から水素を取り出す装置（木炭水性ガス発生装置）を搭載し（図

中②），ここで発生した水性ガスをトラックのガソリンエンジンに送り込み，エンジンを稼

働させてその駆動力によって発電機を回転させる仕組みである（図中③）。 

これまで生出地区では１台の木炭自動車（通称たんたん号）と３機の木炭発電装置が作

成されており，木炭発電装置の前には木炭発電車の試作も行われている。３機の木炭発電

装置のうち，最初に作成された 1 機は県外の自治体に売却されたが，残りの２機は生出地

区に残されており，うち１機が第２図で示した現在使用中のもの，もう１機は 2014 年まで

使用されていたものである。通常は使用しないたんたん号及び木炭発電装置２号機ともに

未だ稼働可能である（本章末尾イラスト参照）。現行３機目の木炭発電装置の発電能力は

4.8ｋW であり，水性ガスにより稼働させるガソリンエンジンは 2L である。この前の 2 機

目は発電能力が 7.5ｋW であり第４号機より出力が大きかったが，ベースとなる車両に軽

トラックの廃車体を用いていたため，排気量 0.66L のエンジンでは発電のために高回転の

維持が必要となり，大きな騒音が発生する，長時間の運転に耐えられないなどの欠点を有

していた。現行型は，エンジンが 2L へと大型化し，発電能力を小さくしたため，エンジ

ン回転数を低く抑えられ，長時間の運転に耐えられるものとなった。また，現行型は，エ

ンジン出力に余裕があることから，広葉樹の木炭に比べてやや発熱量が低いスギなどの針

葉樹の木炭でも運転が可能という特長を有する。発電した電力は一旦バッテリーに蓄電し，

ここから電気器具等へ給電する方式を採用している。これにより，系統電力に接続しない

で生出地区内で発電から消費までのサイクルを完結させることが可能となる。 

木炭発電装置は炭の家の敷地内に設置されている。なお，生出地区では，木炭発電の他

にも木製大型水車を利用した小水力発電施設も設置されており，ここで発電した電力は地

域内の街灯に利用されている。これらの発電システムにより，非常時の電源確保にも備え

ることができる。 
 

３．発電コストの推計 
 
（１）評価範囲とデータ 

  

評価範囲は，生出地区の自治会組織である生出コミュニティ推進協議会が取り組むプロ

ジェクト全体で，スギの間伐材から木炭を製造し，その木炭を用いて木炭発電装置を稼働

させて発電するまでである。具体的な工程は第３図のとおりである。木炭の原料となる木

材は地元のスギ間伐材を利用する。これを岩手窯と呼ばれる伝統的な小規模炭焼き窯で木

炭にするが，間伐材は４m の長さなので，これを 70cm 程度にチェーンソーで切断し，さ

らに縦に４分割程度にして太さを細くする。この作業には薪割り機（燃料はガソリン）を

用いて行う。薪割り機は森林組合からレンタルする。 
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薪割り 窯立て 炭出し 炭割り 運搬 発電

投入物財 間伐材 ガソリン 電力
混合油
ガソリン

使用機材 薪割り機 軽トラック ブロアー
チェーンソー  

第３図 木炭発電のフローと本分析におけるシステム境界 

 

続いて，裁断した薪を炭焼き窯の中に詰め込む作業（窯立て）がある。この作業は人手

で行う必要があり，手間と時間のかかる作業である。窯立てが終わると，窯の口を土と粘

土で密封して火をつける。この後，薪が炭化し，木炭となるまでには２週間，窯が冷めて

木炭を出せる温度に低下するのにさらに５日から１週間ほどの期間を要するが，火を付け

た最初の半日程度は火加減の確認が必要だが，その後は放置してもほぼ問題ない。 

木炭ができあがった後，窯から木炭を搬出する作業（炭出し）と木炭発電装置に投入で

きるように木炭を細かく破砕する作業（炭割り）が必要になる。現在は木炭の破砕に機械

を用いているが，調査時点では手作業での破砕を行っていたため，ここでは手作業のデー

タをもとに費用を推計している。破砕した木炭は炭焼き窯からおよそ２km 離れた木炭発

電装置のある場所に輸送する。その後，木炭発電装置に木炭を投入し発電を行う。発電の

際に投入するエネルギーは木炭燃焼時に送風するためのブロアーを動かす電力である。過

去に木炭で発電した電力をバッテリーに保管しておいてブロアーに使用することができる

ので，今回の調査時には発電した電力量から差し引くかたちで，エネルギー消費としてカ

ウントした。 

推計には 2014 年に行った現地調査で収集したデータを用いた。具体的なデータ収集日

と作業内容は第１表のとおりである。このうち，2014 年６月 16 日の作業については，降

雨による一時中断があったが，それ以外の日については，悪天候による作業中断はなかっ

た。データ収集では，投入物財重量，容量などの他，作業者の作業時間，電気機器（ブロ

アー）の稼働時間，木炭発電装置の発電機稼働時間などのデータを収集した。 

 
第１表 データ収集実施時期 

日にち 作業内容
2014年6月16～17日 薪割り，窯立て
2014年7月8～9日 炭出し，炭割り
2014年12月5日 発電  
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（２）作業の詳細 

  
１）薪割り，窯立て 

 ここでは，木炭製造から発電までの作業の内容について詳細に解説する。まず 2014 年６

月 16 日の薪割りについては，作業者は生出地区の住民で炭焼きを行っている F 氏である。

当日，調査員 2 名（著者を含む政策研研究員）が生出地区に到着したのは 10:00 頃である

が，F 氏は既に薪割り作業を 9:00 頃から始めていたとのことであった。薪割り作業は 70cm

長に切断された丸太を割る作業で，作業には薪割り機を用いて行う（第４図）。エンジン油

圧式の薪割り機の動作は緩慢で，１回の薪割りに 30 秒ほどの時間を要する。丸い丸太を半

分に割り，割れた丸太を薪割り機の上で 90 度回転させ，さらにもう一度割ることで４分割

となる。したがって，１本の丸太を割るのに最低薪割り機２回の動作が必要で，４分割で

も太すぎる場合はさらにもう一度割る必要がある。このため，薪割り機に丸太を載せたり

下ろしたりする時間も含めると１本の丸太を薪割りのためには１分半から 2 分の時間を要

することになり，非常に労働集約的な作業である。この調査日の作業は，午前中は F 氏１

人だけで行っていたが，調査期間内に予定されていた窯立てまでの作業が終わらないこと

を懸念し，午後の作業からは２名の調査員のうち１名がデータ収集し，もう１人は F 氏の

作業補助をすることにした。作業補助とは，具体的には割る丸太を薪割り機に置く作業及

び割った薪を炭窯近くに並べる作業である。調査初日６月 16 日の作業は，予定していた薪

割りの作業をすべて終え，16:32 に終了した。 

 

  

いずれも著者撮影． 

第４図 薪割りと窯立ての様子 

 

 翌６月 17 日は，朝 8:35 から作業を開始した。この日の作業は窯立てである。はじめに

ケヤキなどの小枝を炭窯内の床部分に敷き詰める。これは，薪の接地部分を少なくするこ

とで木炭の焼ムラを少なくするためである。次に薪を炭窯の中に詰め込む（第４図）。炭窯

の口は小さく炭窯内は屈まないといけないほど天井が低いので，作業性は悪い上，薪もそ

れなりの重量があり重労働である。この日は，F 氏が炭窯内に入り，もう１人が作業補助

として炭窯の外から薪を送り込む作業分担で行った。しかし，途中で割った薪が足りなく
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なり，前日行った薪割り作業を再度行わなければならなくなった。そのため，薪割りと窯

立ての作業を交互に行うこととなった。一連の作業は炭窯が満杯になるまで行われ(4)，午

前中だけで作業は無事終了した。昼休みを挟んだ後，午後からは炭窯の口をふさぐ作業だ

けを行い，２日目の作業は 13:37 に終了した。作業により炭窯に投入した木材は 1.21m3 と

なった。この後，炭窯に火を付けることになるが，最初の８時間程度は火力の管理が必要

となるため，午後から火を付けると，火の管理を夜まで行わなければならない。そのため，

火の管理を日中だけにするよう翌日６月 18 日の早朝から火を付けることになった。 

 

 ２）炭出し，炭割り 

 火を付けた炭窯では２週間ほどで木炭ができあがり，その後冷ますのに５日から１週間

ほどの時間を要する。そのため，第１回調査から約３週間後の 2014 年７月８日から９日に

かけて生出地区での２回目の現地調査を行った。第２回調査の目的は炭窯からできあがっ

た木炭を搬出する作業（炭出し）と木炭発電装置に投入できるよう数 cm 角に細かく破砕

する作業（炭割り）である。 

 第２回調査の 1 日目，７月８日は 10:18 から作業を開始した。まず炭窯の口を開け，中

から炭を取り出す炭出しである（第５図）。炭窯から出した炭は運搬しやすいよう肥料用の

麻袋に詰め込み，重量を計測して袋ごとに番号を振った。作業は F 氏と調査員の２名が共

同で行った。具体的には F 氏が炭窯の中から木炭を出し，調査員が袋詰めするという形で

ある。計測の結果，今回できた木炭は麻袋の数で 29 袋，総量 245.9kg（風袋除く）となっ

た。木炭の搬出後，灰の処理や下敷きに使ったケヤキの炭なども取り出し，炭窯内をきれ

いにした上で炭出し作業は 12:40 に終了した。 

 昼休みを挟んで午後は炭割りの作業に従事した。炭割りはマイナスドライバーとハンマ

ーを用いて，木炭を数 cm 角にまで細かく裁断する作業である（第５図）。木炭発電装置の

窯に隙間なく詰め込むにはなるべく細かく砕いた方が良いが，あまり細かすぎると空気の

通りが悪くなり，燃焼効率が低下するため，木炭発電装置の運転を担当する地元住民 K 氏

の経験的感覚で数 cm 角が最適という結論を得ている。木炭を手作業で細かく破砕する作

業はかなりの重労働であり，通常は地元住民の作業ではあるが，今回は我々のデータ収集

のために木炭発電装置を稼働させるということもあり，調査員２名が交代で炭割り作業を

行った。木炭は１袋に８～10kg 程度入っているが，これをすべて炭割りするのに 40～50

分の時間を要し，さらに炭割り時に発生する粉炭が舞い上がり，一連の発電作業の中でこ

の炭割りが最も重労働かつ時間のかかる作業，そして最も劣悪な環境下での作業である。

割り終わった木炭はふるいにかけて細かな粉炭を除去した上で再び袋に入れた。調査１日

目は 17:19 に終了し，２日目も 8:54 から同様の炭割りを継続した。製造した木炭のうち，

１回の発電に必要な分のみを炭割りしたため，２日間合計で，製造した木炭の 21.4%にあ

たる 52.50kg の炭を割り，粉炭などを除いた実際に発電に使える細かな木炭は合計で

47.92kg となった。この結果，木炭の歩留まり率は 91.3%となり，約 9%が粉炭など発電に

は使えない分となった。そして，炭割りと同時並行で 10:01 から製造した木炭（割った分
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と割っていない分両方）をこれまで作業をしていた F 氏所有の炭窯から 2.2km 離れた木炭

発電装置の設置場所に運搬する作業を行った。作業は F 氏所有の軽トラックに割った木炭

を袋ごと積載し，木炭発電装置隣接の物置に格納する作業である。炭窯－木炭発電装置間

を２往復し，すべての作業は 11:52 に終了した。 

 

  

いずれも著者撮影． 

第５図 できあがった木炭と炭割り作業の様子 

 

 ３）木炭発電 

 木炭からの発電試験は，３機目の木炭発電装置の落成を待って行ったため，炭割り作業

から 5 か月後の 2014 年 12 月５日に行われた。発電作業の担当は地元住人である K 氏であ

る。作業は 8:51 から始まり，まずは前回の発電の時から木炭発電装置内に残っていた灰や

残り炭のかき出し，物置から木炭の運び出し，木炭発電装置の点検などの準備作業が行わ

れた。まず発電装置の窯に破砕した木炭を投入し火を付ける（第６図）。火を大きくするた

めにブロアーで空気を送り込む。火力が安定すると同時に木炭に含まれていた水分が蒸発

し始め，初めは水蒸気を含んだ白い煙が立ち上がる。木炭が乾燥してくると煙は無色に近

くなり，水性ガスが発生し始める。窯の上部の蓋を開けた状態でマッチで火を近づけ炎が

上がると水性ガスが十分に発生していることになるので，蓋を閉めて密閉状態とし，水性

ガスをエンジンへと供給する。水性ガスが十分にエンジンに供給された状態でセルモータ

ーを回せばエンジンがかかる。エンジンが暖まっていないかけ始めのときはエンジンの回

転が安定しないので，安定するまでエンジンを暖め，回転が安定した頃にギア操作をして

エンジンと発電機を直結する（第６図）(5)。今回のデータ収集時は，エンジンと発電機を

直結したのは 10:51 で，準備から実際の発電までの所要時間はちょうど２時間となった。

この後，発電は１時間 11 分継続し(6)，12:02 の時点で水性ガスの供給量が少なくなりエン

ジン回転が不安定化したため，発電機への接続を解除して発電を停止し，発電作業並びに

データ収集も終了した。なお，当日は計測機器が揃わなかったため，発電量のデータを取

得できかった。そのため，発電量は発電機の定格出力と稼働時間から推計することにした。 
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木炭発電装置の窯に木炭を投入    車内に設置した発電機 
いずれも著者撮影． 

第６図 木炭発電装置による発電風景 

 

間伐材量 × 間伐材単価

薪割り機レンタル日数 × レンタル料単価

ガソリン使用量 × ガソリン単価

潤滑油使用量 × 潤滑油単価

木炭製造労働時間 × 賃金単価

発電に用いた木炭量 × 単位あたり木炭製造費用

発電時の労働時間 × 賃金単価

発電機稼働時間 × 発電機定格出力

（－） ブロアー稼働時間 × ブロアー定格出力

木炭製造総費用（円）

単位あたり
木炭製造
費用

（円/kg）

木炭製造量
（kg）

発電総費用（円）

単位あたり
発電費用
（円/kWh）純発電量（kWh）

第７図 発電費用の推計フロー 
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（３）推計方法 

  

コスト計算の基本的なやり方は，第７図に示すとおり，現地調査でデータ収集した物

財・エネルギー投入量，労働時間にそれぞれ単価を乗じることで計算されるが，製造した

木炭のすべてが今回の発電に用いられたわけではないので，まずは木炭１kg あたりの製造

費用を計算し，この金額に発電で使用した木炭量を乗じて発電のための木炭費用を推計し

た。さらに，木炭費用に発電に伴う人件費を加えて発電総費用を算出し，これを発電時の

消費電力量を除いた純発電量で除することで，単位あたり発電費用を推計した（第７図）。 

推計では，第２表の投入物・エネルギー・賃金単価を用いた。まず木炭の原料となるス

ギ間伐材は陸前高田森林組合から地元で発生した間伐材を 2000 円/m3 で購入している。次

に間伐材の切断に用いるチェーンソーの燃料としては混合油を用いるが，この混合油はガ

ソリン：潤滑油＝50：1 で混合したものである。ガソリンの単価は石油情報センター（online）

より 2013 年６月 17 日週から 2014 年６月 16 日週までの 52 週分の岩手県レギュラーガソリ

ン小売価格を平均した 159.3 円/L を用いた。潤滑油の価格は当時の潤滑油の市販価格を参

考に 500 円/L とした。また，賃金は 2014 年当時の岩手県最低賃金 665 円/時を適用した。

この他，投入エネルギーとしては発電時のブロアーに使用する電力があるが，これは発電

量からブロアーでの電力消費量を差し引き純発電量を推計することで費用として考慮した。 

 
第２表 推計に使用した物財，エネルギー，賃金単価 

数値 単位

間伐材 2000 円/m3 森林組合からの購入単価

薪割り機
レンタル料

1000 円/日 森林組合からのレンタル料

ガソリン 159.3 円/L
石油情報センターより，2013年6月17日週から2014年6月16日週の岩
手県内レギュラーガソリン価格平均値

潤滑油 500 円/L 当時の実売価格から判断し設定

賃金 665 円/時間 2014年当時の岩手県最低賃金

電力 -- 円/kWh 発電量から消費量を差し引いて計算

注．潤滑油は混合油としてガソリン50：潤滑油1で混合してチェーンソーに使用している．

単価
データ出所

 
 

４．分析結果 
 
（１）木炭製造にかかる作業時間 

   

現地における合計３回５日間のデータ収集で得たデータは，主に作業時間に関するデー

タであった。第３表には 2014 年６月，７月に行った木炭製造に関するデータ収集における

調査日ごとの作業時間，休憩時間，昼休み時間が示されている。１日の作業開始から終了
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までの全体の拘束時間に占める作業時間の割合は，４日間の調査日の平均で 60%，残りの

約 40%が休憩または昼休みの時間となった。特に，薪割りと窯立てを行った第１回作業で

は，７時間 32 分の拘束時間のうち，実際に薪割り作業で労働したのは３時間 46 分と全体

のちょうど 50%となった。我々ホワイトカラーの労働時間から考えると，休憩時間がとて

も多く感じるが，これは薪割りの作業自体が肉体労働であり，休憩時間を挟みながらの作

業が必要であることが影響している。また，昼休みを２時間ほど取っている理由は，生出

集落内に食堂などがなく，調査員が昼食を取るために近隣の食堂までの往復に 40 分ほどの

時間を要するためであった。なお，薪割り・窯立て２日目は集落内の商店で昼食を購入し

て済ませたため，昼休み時間が短くなっている。 

 
第３表 調査日ごとの作業時間，休憩時間，昼休み時間 

（時間：分）
薪割り・
窯立て
1日目

薪割り・
窯立て
2日目

炭出し・
炭割り
1日目

炭出し・
炭割り
2日目

6月16日 6月17日 7月8日 7月9日
労働作業 3:46 2:56 3:33 3:28 13:43 59%

休憩 1:41 0:57 1:23 0:10 4:11 18%
昼休み 2:05 1:09 2:05 0:00 5:19 23%

合計（拘束時間） 7:32 5:02 7:01 3:38 23:13 100%
注．炭出し・炭割り２日目は同時並行作業があるので，のべ労働時間である．

合計時間 比率

 
  

第４表は作業項目ごとの時間である。これを見ると，木炭製造の作業全体のうち，薪割

りと窯立て，炭割りで多くの時間を費やしていることがわかり，これらの作業が労働集約

的であることがわかる。特に炭割りについては，第４表に掲げられている数値は炭窯で１

回に製造した木炭の 21%分のみであり，もし仮に製造したすべての木炭を破砕しようとし

た場合には 16 時間以上の作業時間が必要となる。したがって，炭割りの作業をいかに効率

化し，作業時間を削減するかが課題と言えよう。 

 
第４表 木炭製造における各作業時間 

（時間：分）
薪割り・
窯立て
1日目

薪割り・
窯立て
2日目

炭出し・
炭割り
1日目

炭出し・
炭割り
2日目

合計時間 比率

薪割り 3:46 0:45 4:31 33%
窯立て 1:54 1:54 14%
窯口塞ぎ 0:17 0:17 2%
炭出し 0:58 0:58 7%
炭割り 2:07 2:23 4:30 33%
移動 0:59 0:59 7%

準備その他 0:28 0:06 0:34 4%
3:46 2:56 3:33 3:28 13:43 100%

注．炭割りを行ったのは木炭全体の21%分のみであり，この分の労働時間を
    計上している．  
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（２）木炭製造の費用 

  

木炭製造における投入物・使用機材とその使用燃料種，使用量は第５表に示したとおり

である。木炭の原料となる間伐材以外はすべて燃料であり，それ以外の投入物は必要ない。

薪割り機と木炭の輸送に使用した軽トラックは燃料がガソリンである。軽トラックは炭窯

から木炭発電装置までの片道 2.2km を２往復したので，総走行距離 8.8km，軽トラックの

燃費を 10km/L として燃料使用量を計算した。 

 
第５表 木炭製造に伴う投入物・使用機材とその投入量 

投入物・
使用機材

使用燃料
投入量
使用量

単位 備考

間伐材 －－ 1.213 m3 樹種はスギ

薪割り機 ガソリン 4 L 機械は森林組合からレンタル

チェーンソー 混合油 0.9 L ガソリン50：潤滑油1の割合

軽トラック ガソリン 0.88 L
炭窯から木炭発電装置までの距離片道2.2kmを2往復，
軽トラックの燃費を10km/Lで計算  

 

第５表の投入量・使用量および第４表の労働時間に第２表の各単価を乗じることで，一

窯分の木炭製造にかかる費用の総額が計算できる。なお，第４表の労働時間のうち，炭割

り作業の時間は製造された木炭の 21%分であるため，ここからすべての木炭の炭割りする

時間を推計して，これを労働時間に加えた。木炭１kg を製造するのに必要な費用は第６表

のとおりであり，木炭１kg の製造費用は炭割りまで含めて 144.4 円となった。第６表の費

用の内訳を見ると，人件費が費用の大部分を占めていることがわかる。それ以外の費用は

間伐材購入費と機材（薪割り機）レンタル料が大きく，エネルギー投入にかかる費用はわ

ずかである。 

一般的な岩手木炭は１kg あたり 300 から 500 円程度で市販されているが，これはナラな

どの広葉樹を使用した木炭であり，その場合は材料となる原木の調達費用がより高くなる

はずである。生出コミュニティ推進協議会が東京農業大学などの研究実験などのため，試

験実施主体へ木炭を販売する際には１kg あたり 150 円で販売しており，この価格はほぼ木

炭製造の実費となっていることがわかる。また，両角（2010）によると，岩手県における

木炭の生産者価格は岩手県の県北地域で低く，陸前高田市などの県南地域で高い傾向にあ

る。遠野・陸前高田地域では，140.0～153.3 円/kg の価格となっており，今回推計された費

用とほぼ一致する（両角，2010，p.11 表－４）。ただし，両角（2010）の値は広葉樹木炭も

のであり，原木の調達価格が高くなる一方，本研究での推計費用に含まれる木炭の破砕費

用が両角（2010）の値には含まれていないため，結果として数値がたまたま一致したもの

と考えられる。 
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第６表 木炭 1kg あたりの製造費用 
（円/kg）
金額 構成比

人件費 122.7 84.9%
間伐材購入費 9.9 6.8%
燃料費 3.8 2.6%
機材レンタル料 8.1 5.6%
合計 144.4 100.0%  

 

（３）木炭発電の費用 

  

木炭発電の費用については，上記で求めた木炭製造の費用に発電に使用した木炭の量を

乗じ，さらに労働時間と賃金単価から求めた発電に要する人件費を加算することで推計し

た。調査日の稼働では，木炭発電に 17.45kg の木炭を使用したことから，木炭の調達費用

は 2521 円となった。また，発電作業に伴う労働時間はちょうど２時間となり，これに当時

の岩手県の最低賃金 665 円/時間を乗じ，人件費は 1330 円となった。よって，発電にかか

る総費用は 3851 円となった。一方，今回，発電された電力は，発電機の稼働時間 1 時間

11 分に定格出力 4.8kW を乗じることで計算され，5.68kWh となった。よって，発電にかか

る総費用 3851 円を発電量 5.68kWh で除し，1kWh あたりの発電費用は 690 円となった（第

８図）。 

この金額は，東北電力からの購入電力 28 円/kWh よりも大幅に高い金額である。このよ

うに，木炭発電を費用面だけで捉えると，購入電力を利用するよりも大幅な費用増となっ

てしまう。しかし，生出地区における木炭発電の導入理由は，電力費用の削減が目的では

ない。前述のとおり，生出地区で木炭発電を実施する理由は，間伐材の需要先の確保，非

常時の電力確保，伝統的炭焼き技術の継承などであり，決して安価な電力の確保が目的で

はない。これらの効果を総合的に勘案した上で費用と効果の比較が必要であると考える。

生出コミュニティ推進協議会においても，木炭発電の費用削減の方策を検討するとともに，

木炭発電で得た電力でグリーン電力認証を得て，都市部の企業に販売するという取組を行

っている。これにより，木炭発電の費用削減とともに電力による追加的収入を得ている状

況である。 

とは言え，購入電力で 28 円/kWh に対し，木炭発電では 690 円/kWh というのは，その差

のすべてを費用削減やグリーン電力販売で補うことはできず，やはりあまりにも大きな差

である。仮にボランティアを動員して人件費をゼロにしたとしても，物財費・エネルギー

費だけで 68 円/kWh となり，これでも系統電力にはかなわないのである。木炭発電の費用

構造を見ると，人件費が 90%を占め，木炭発電に多くの労力がかかっていることが窺える。

この要因は 2 つ考えられる。１つは，木炭製造及び発電自体が自動化・機械化されたもの

ではないこと，もう１つは，人件費の積算に際し，岩手県の最低賃金である 665 円/時間を

用いていることである。これらの 2 つ論点については，次節で詳しく議論する。 
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第８図 木炭発電の費用（１kWh あたり） 

 

５．作業工程の機械化による費用削減効果と賃金率の設定水準 

 
（１）木炭破砕機の導入による費用削減効果の推計 

  

本節では，まず一連の発電作業の自動化，機械化について考察する。前節の費用推計で

は，人件費が総費用の 90%を占め，一連の作業において，労働投入量の削減をいかに進め

るかが課題として示された。特に炭割りについては，前述のとおり，これまでの手作業で

の炭割りに必要な作業時間が炭窯一窯分の木炭を割るのに 16 時間以上も必要となる。木炭

発電費用の削減のためには，炭割りの効率化が必要であることは間違いない。この点は地

元でも認識されており，生出コミュニティ推進協議会では，製造した木炭の破砕作業を省

力化するため，2015 年に木炭破砕機を導入した。本節では，この木炭破砕機の費用面にお

ける導入効果を検証し，木炭発電における機械化による費用削減について議論する。 

木炭破砕機は，突起の付いた２つの回転ドラムで炭を挟み込みながら砕く装置で，上部

の投入口から木炭を投入すると，ドラムの間を通り抜ける間に破砕され，下にある炭受け

箱に落ちる仕組みである（第９図）。木炭破砕機は陸前高田市内の鉄工所に依頼して作成さ

れた。木炭破砕機の動力はモーターであり，モーターの定格出力 200W，電源は家庭用の

100V である。 
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左：菅野賀一氏提供，右：政策研研究員撮影． 

第９図 木炭破砕機の仕組みと実際の使用風景 

 

生出地区において，木炭破砕装置を用いた木炭の破砕作業が 2015 年３月 26 日に行われ，

我々もその日にデータ収集を行った。当日の作業では，スギの木炭を破砕したが，モータ

ーの出力が小さすぎる，もしくはプーリーの直径比が大きすぎるという理由で，回転が速

い一方で破砕力が小さく，時折木炭が破砕されずに詰まりドラムの回転が停止する事態も

発生した(7)。破砕された木炭は粉炭とともに機械下部の受け箱に溜まるので，ここから木

炭を取り出し，ふるいにかけた上で大きさが一定以上のものを袋詰めする作業を行った。 

今回のデータ収集では，20.55kg の木炭を破砕するのに 22 分，ふるいがけ，袋詰めに５

分の合計 27 分で作業が完了した。１kg の破砕に必要な時間はわずか１分 19 秒となり，手

作業で炭割り作業をしていた頃は，１kg の炭割りに５分 9 秒ほどかかっていたことを考え

ると，木炭破砕機は作業時間を 1/5 近くにすることができ，省力化効果は大きいと考えら

える。 

木炭破砕機を使用した際の木炭発電の費用については，前述のデータのうち，炭割りに

かかる作業時間を，木炭破砕機を導入した場合の作業時間（22 分）に置き換えることで推

計した。また，木炭破砕機で消費した電力は，ブロアーの消費電力と同様，発電量から控

除した。それ以外の前提条件・使用データについては一切変更していない。 

推計の結果，木炭破砕機を使用した場合には，木炭１kg あたりの製造費用が 104.4 円と

なり，これまでの 144 円から 28%削減できた（第７表）。また，木炭発電の費用も 559 円/kWh

となり，これまでの 690 円/kWh から比べると 19%の削減となった（第 10 図）。ただし，

この場合でも人件費の割合は 88%と依然高い状況である。 

 
第７表 木炭破砕機使用の木炭製造費用 

           

円/kg 構成比
人件費 82.7 79.2%
間伐材購入費 9.9 9.4%
燃料費 3.8 3.6%
機材レンタル料 8.1 7.8%
合計 104.4 100.0%  
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第 10 図 木炭破砕機を使用した際の木炭発電の費用 

 

（２）人件費削減と賃金率の設定水準 

 

前項では，木炭破砕機の導入により，木炭発電の費用を一定程度削減できることが明ら

かになった。このような作業工程の一部機械化は，費用削減だけでなく，木炭発電の工程

の過度な労働力依存を解消することにもつながるが，費用に占める人件費の割合が高いの

で，機械化による作業時間の短縮は費用削減に大きな効果を持つ。機械化だけでなくノウ

ハウの蓄積による作業効率化も同様の効果を持つであろう。 

一方で，作業時間の削減は，作業担当者が作業労働により得られる賃金獲得機会を失う

ことにもつながるため，特に地域住民の所得機会を確保するという観点からは，機械化に

よる労働削減は慎重に行うべきという意見もある。確かに，これまでも農村地域における

労働機会は大幅に減少し，農村住民が都市地域に移住したり，若い住民が就職先を求めて

都会へ流出したりする事例は数多く見られ，生出地区も例外ではない。地域活性化，定住

人口の増加には働き口の確保が重要であるという点は多くの自治体で認識されており，こ

れを目指す動きも各地で実施されている。そのため，農村における過度な労働投入の削減

は地域活性化や定住人口の確保の流れに逆行する可能性もあり，生出地区における木炭発

電の事例においても，省力化とコスト削減の間のバランスをうまく確保することが必要と

なるだろう。 

では，特に木炭発電の事例において労働者の賃金水準をどのように設定すべきであろう

か。この点に関しての論点は２つある。１つは，ボランティア的な労働の機会費用を費用
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として考慮すべきかという点，すなわち，賃金率を０とすべきか，０以外の一定の水準に

設定すべきかという点である。もう１つは，もし一定の水準に設定すべきとなった場合，

各県で定められている最低賃金が適切な水準であるかという点である。 

第１の論点については，取組の継続のためには木炭製造においても最低限一定の賃金水

準の人件費を費用として計上しておくべきという考え方がある。一方で，木炭製造・発電

では，作業者の賃金を費用としてする必要はないという考え方もある。すなわち，木炭発

電に際しては，職業としての専属スタッフを配置しているわけではなく，地元の作業従事

者は実際にこの作業から所得は得ておらず，木炭発電を所得獲得機会と見なすことはでき

ないという意見である。実際，生出地区での木炭発電に携わる住民は，すべて定年退職し

た人であり，発電作業はなかば地元住民の趣味的，ボランティア的なものであるとも言え

る。この考え方に基づいて考えると，そもそも木炭発電の作業は，木炭製造も含めてボラ

ンティアとして行われているので，費用として人件費を計上することは必要とせず，木炭

発電の費用としては，間伐材調達費，機材レンタル費，燃料代のみを計上すればよいとい

うことになる。どちらの考え方も一定の合理性を有し，木炭発電に要する労働力をどのよ

うに見るかによって変わってくる。そのため，どちらが正しいと一義的に結論を導くこと

は困難である。 

この点についての著者の見解としては，ボランティア労働という位置づけにするかしな

いかについては，生出地区の住民の中で判断すべきであり，その結果を踏まえて本分析で

の取扱いを決めることが望ましいと考えている。 

次に，第２の論点として，費用推計に用いた賃金率の設定水準が適正であるかという点

について議論する。第 11 図は，賃金率の設定水準を０円/時から 700 円/時まで変化させた

ときの発電費用の推移を表したものである。この図からわかるように，発電費用は賃金の

設定水準によって大きく異なることがわかる。一般用途向けの木炭製造では，木炭を販売

しても生産者の人件費が賄えないほどの低価格でしか売れないと言われており，木炭製造

自体の採算性は極めて低い。実際に，生出で木炭製造を行う F 氏も，木炭製造で得られた

純利益を労働時間で除すると，賃金率は 100 円/時くらいと言う。これに対して，今回の試

算では労働時間に 665 円/時の賃金率を乗じて人件費を計上しているため，人件費の割合が

非常に高くなっているのである。上述のような木炭製造における状況下で，木炭発電のた

めの木炭製造の費用推計において，賃金率を最低賃金の水準に設定するのは，一般的な木

炭製造の費用構造を反映しているとは言えず，若干違和感が残る。したがって，最低賃金

を適用した今回の推計では費用の過大評価の可能性が残されているのである。しかしなが

ら，最低賃金でなければ，どの賃金水準が最適かという問いに対しては，残念ながら未だ

結論が得られていない。今後，一般用途の木炭製造の費用などのデータを収集しつつ，最

適な賃金水準を見いだす作業が必要になろう。 

 



 - 19 - 

 
第 11 図 賃金率の設定水準と発電費用の関係 

 

６．おわりに 
 

本章では，岩手県陸前高田市生出地区における木炭からの発電を事例として取り上げ，

まず木炭からの発電に際しての発電コストを算出し，経済面での課題を抽出した。これに

ついては，木炭発電の一連の工程が労働集約的であるため，人件費が総費用の 90%を占め

ており，人件費をいかに削減するかが課題であることを明らかにした。次に，費用削減の

ための方策として生出地区で導入された木炭破砕機の費用削減効果を明らかにした。その

結果，木炭１kg あたりの製造費用を 28%，木炭発電の費用を 19%削減できることが示され

た。最後に，人件費推計の際の賃金率設定についての論点として，ボランティア労働の取

扱いを挙げ，木炭発電の一連の作業をボランティア労働見なすかどうかは，事業主体であ

る生出コミュニティ推進協議会の中で検討すべきと結論づけた。また，最低賃金が適切な

水準であるかという点を挙げ，これについては，未だ結論に至らないものの，一般的な木

炭製造の費用構造を考えても，最低賃金を適用することは費用の過大評価に繋がる可能性

を指摘した。 

 経済性の観点で見た場合，生出地区における木炭発電の取組は決して経済性が良いもの

ではなく，これだけを見れば，事業の意義は見当たらない。しかしながら，生出地区にお

ける木炭発電は単に経済的な利益を確保することを目的としていない。木炭発電を行う理

由は，地域内の間伐の促進，自給エネルギー源の確保，伝統工業である木炭製造の維持な

どである。木炭発電の導入を契機に，生出地区内では，山林所有者自らが間伐作業を行う

いわゆる自伐林業を目指した研修が 2014 年３月に実施され，間伐促進に向けた動きが進み

始めた。また前述のとおり，東日本大震災当時，生出地区は数日間の停電に見舞われた。

木炭発電により日頃からバッテリーに電気をためておくことで，停電時も一定時間の電気
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機器の使用が可能となった。さらに，現在主に木炭発電用の木炭を製造する F 氏はこれま

で木炭製造を行っていなかったが，木炭発電の取組もあり，定年退職を機に 2012 年に新た

に炭窯を設置し，木炭製造に取り組み始めた。したがって，木炭発電が木炭製造という伝

統工業の継承にも貢献していることは間違いない。 

このように木炭発電は様々な側面でその導入効果が見られる。しかしながら，これらの

効果は直接的に貨幣評価できるものではなく，経済収支の中には表れないものである。し

たがって，事業の良し悪しを検討するには，経済性だけでなくこれらの諸効果を含めて考

える必要がある。とはいえ，いくら直接的に貨幣評価できない効果があるとはいえ，あま

りにも経済性が悪い事業では，やはり地域住民の合意が得られない可能性が高く(8)，事業

の経済性はやはり精査しておく必要があると考える。その上で，事業の実施に関する住民

の合意を得るためには，費用を削減する努力を怠らないことが大切であろう。生出地区に

おいても，本稿で紹介した木炭破砕機の導入の他，大型炭窯の導入による木炭製造の効率

化なども検討しており，木炭製造及び木炭発電の費用をさらに削減することが期待されて

いる。 

最後に，本研究における費用推計の課題について２点触れておく。第１に減価償却費を

計上していないことである。木炭からの発電の取組は生出地区独自のものであり，国内に

おいても類似事例は見当たらない。そのため，機械の耐用年数や会計上で定められたもの

とは大きく異なる可能性があり，本研究では減価償却費を見積もることは行わなかった。

そのため，費用は過小評価になっている可能性がある。また，第２に前述のとおり，生出

地区における木炭発電では，木炭製造から発電までの一連の作業で手作業が中心となる。

発電に関しても，スイッチを押せばすぐに発電が開始されるものではなく，木炭発電装置

の操作者のノウハウ，勘，経験が発電量や投入木炭の多少といった発電の成否，そして発

電費用を大きく左右している。そのため，ノウハウを蓄積した特定の人しか発電作業を効

率的に行うことができないのが現状である。すなわち，このような状況は今回試算した発

電費用も，発電作業を担当する人によっては大きく値がずれ込む可能性が残されているの

である。本稿で紹介した費用推計の結果についても，かような要因によって大きく変化す

る可能性は否定できない点に留意されたい。 
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(1) 本節の本文の一部は，東京農業大学両角和夫教授が作成した資料の記述を，ご本人の承諾
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を得た上で著者が改変している。資料の記述の利用・改変のお願いにご快諾いただいた両角

教授には記して感謝申し上げる。なお，本文中の誤りはすべて著者の責任に帰する。 

(2) 岩手県及び陸前高田市における林業の概況については，両角（2015）を参照されたい。 

(3) クリンカーとは，燃焼時の高温によって，燃料に含まれる不純物が変質してできた半溶解

状の物質を指す。焼却灰と同様，クリンカー-が溜まると，燃焼効率の低下や機器の劣化を

招くことがある。 

(4) 木炭は空気のない状態で木材を燃焼させて蒸し焼き状態にしなければならないため，薪を

炭窯一杯に詰め込んで空気をなるべく少なくする必要がある。窯の高さが極端に低いのも空

気の残りを少なくするためである。 

(5) 前述のとおり，木炭発電装置には自動車の廃車体を利用しているので，マニュアル変速機

のギアを投入すると，車体のドライブシャフトを介してエンジンの回転が発電機に伝達する

仕組みになっている。 

(6) 木炭発電装置は約 20kg の木炭で 4 時間程度の稼働を想定しているが，これは広葉樹木炭の

場合である。スギなど針葉樹から製造した木炭では広葉樹に比べて密度が低いため，早く燃

え尽きてしまい，水性ガスの発生が持続しない。 

(7) このトラブルがその後も頻発したため，後日モーターを出力の高いものに交換した。その

結果，トラブルはおおむね解消された。 

(8) 木炭発電事業については，毎年生出コミュニティ推進協議会の総会において庶務報告とし

て地域住民にその活動報告を行っており，現状では一定の住民合意は得られているものと考

えられる。 
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