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（大橋俊夫）父が製造業の機械工業の販売をやっていまして、私は現在
様々な場所で活動をしています。ものづくりは産業と自然について興味
があり、元々電気自動車を作ろうということから活動を始めて会社を
やっています。しかし、これもどこかで見直しを図る時期がくると思っ
ています。最近このバイオマス、本当に聴き慣れない言葉で正確な語源
は無いのかもしれない。自然と人間が如何に共生していこうとするの
か、これからは自然を壊して社会を維持していくのではなく方法を考え
ようとしている。間伐材、ペレットを使ったストーブなど身近な話で今
日は行きたいと思います。今日は自然に馴染みがあり、環境に携わるお
仕事をしている方々が来ています。見て頂きたいと思って昭和２０年代
に私の父が作ったストーブのパネルを持ってきました。これは長野県内
に相当仕入れたストーブで、３０年代から電化が進んでお役目ゴメンと
なりました。
 
（春日嘉広）伊那でバイオマスが盛んになってきています。どうしてな
のか？上伊那のバイオのきっかけはわずか３年程前から伊那谷研究会で
ある１人の職員がきっかけで始まった。なので伊那が特別な地域という
わけではない。周りが森林に囲まれるという素地はあったが、それまで
はバイオマスなど無かった。長野県は薪ストーブの普及率は全国でも何
本に入る。上伊那の特徴は人で、関心のある人達が集まってやりだし
た。その中にはＮＰＯもいる。非常にそういった方達が新しい展開をし
ていってくれ、人のネットワークで始まった。キーパーソンはペレット
工場長の唐澤信男さん。騒音がうるさい肥料の工場に勤務していたので
少し声が大きいのが難点。最初からペレットではなく森林資源を何かに
使っていけないかなという主旨で始まった。それで工場を作った。森林
組合も無謀といえば無謀かもしれない。人と人とのつながりを大切に取
り組んでいる。色々な人との出会いを仕事の楽しさとしている。
（唐澤信男）私は無謀な中で昨年の４月からペレット工場の立ち上げに
携わっている。ようやく１２月１２日に伊那市の境になる高遠町の地籍
に完成した。花見に行く途中なので御覧いただきたい。私は全農関係の
肥料工場に３年間いた。ペレットの品質管理という命の部分の研究をし
て、２００１年上伊那地方事務所の所長が同級生で、研究会ができたば
かりだったので私がやることになった。ここから近いのでぜひ見てもら
いたい。ペレットミルはアメリカで開発されたもので味噌のチョッパー
みたいなもの。ミルは円盤状でリング状になってそれが回転して押し出
される。肥料をやっている頃は木質までペレットにするとは思っていな
かった。木質以外一切の材料は使っていない。木材に含まれるリグニン
という成分を高温と高圧で固めるという技術。１時間に１ｔしかでない



難しいもので、表面のつやが特徴である。水分を吸わない様に木を使わ
ないといけない。コーティング技術も私たちの技術の１つ。前は関心が
無かったが、林や雑木林は安らぐので何かしたいと思い始めた。皆さん
との関わり合い、人と人とのつながり、皆さんと会える事を夢にも思っ
ていなかった。これから普及には色々な技術が必要で、まだまだ普及し
ていない。品質を重視し、様々な開発をして、リンゴや桜の香りを入れ
て匂いがするペレットなど、化石燃料には無いもの、調理などにも使え
るペレットを開発していきたい。
 
（河合博）森世紀工房の事務局をやっています河合です。今座っている
家具は私達が作った物で、森の家具、カラマツを使った物です。座り心
地が良いでしょう？森世紀工房は、工房が１つあるわけではなく、県内
の多くの者が集まって森工房をつくっています。今日もここに来ている
小田原先生が全てデザインしたものを作っている。これまで競争をして
いた者達が、同じ物を作る。マーケットシェアからワークシェアへの変
換です。カラマツを使うのは県のプロジェクトで、多くのカラマツが山
の中で間伐されずにいる。輸入材が安すぎて売れない、だから切らな
い。我々は少しでもそういったことを無くすためにやっている。家具の
サイズはオーダーでやる。この机も多少反っていますが、こういったこ
とが嫌で家具メーカーはウレタンを大量に塗ります。私達は逆にそれが
嫌です。木が自然に動くということは押さえ付けられている力が悲鳴を
上げている状態で、止められているネジを外して上を湿らせて乾燥させ
ると反りは元に戻ります。こういうのが嫌で、純粋で無垢の木を使って
います。私の自宅は信濃町にあるのですがセルフビルダーで建設し、薪
ストーブを使っています。薪は夏に用意するのですが、すごく多く必要
で積み上げれば天井まで届く位です。今もうそれをほとんど使ってし
まった。ペレットをもう少し早く知っていれば良かった。日本の山の中
に木は余っている。アフガン、イラクが寒さに震えているのは、燃やす
木が無いから。日本は木を捨てるのではなく、そういった所に持ってい
くべく。それをペレットとして持っていくのが良い。ＮＧＯの方達の協
力も得られるので、何とかペレットを海外へ出せるのであれば参加した
い。
 
（北澤賢一）通常、輸入ストーブというと薪ストーブのこと。春日嘉広
さんが言ったように長野県はストーブ屋が異常に多い。大坂の友人が言
うには、日本１薪ストーブ屋が多いのだそうだ。私の造った薪ストーブ
は、メインとして上部にオーブンを付けて暖房しながら料理ができるよ
うにしている。家に客が来てじっくり話をした時、将来的に不安として
出るのが薪の話。薪ストーブには鋳物でない物がある。鋳物は急激な温
度変化に弱く歪む、さらにカラマツ針葉樹系のヤニを炊くと一気に高温
になり、異常燃焼をおこすので、普通のストーブ屋は９９％広葉樹を使



う事を薦めている。それなので私は鋼板を厚く使って短所を抑えてい
る。これにより急激な温度変化に強くなり、パンを焼いても壊れない。
針葉樹など間伐材をどんどん使ってもらいたいストーブである。腐った
木でも乾かして使える。乾かさないとススが出て煙突掃除が大変なの
だ。ペレットと薪の違いは、ペレットは煙突が簡易で良いが、薪は立派
な煙突がいる。断熱のエントツでないと長野県はダメ。エントツが短い
と外に煙が出た時に上昇気流が止まって、入る空気が少なくなる。住宅
には可燃性の物があって、どうしても断熱材を使ってやらねばならな
い。それでコストが高くなる。良い面としてペレットは持ち運びが便
利、燃料が重いと年を取ると大変、薪ストーブで将来的にペレットに変
換出来るようなストーブを開発したい。おまけに料理も出来る。そうい
うものを造りたい。
 
（宮坂源吉）御柱伐採の副委員長をやり、これまで太い木を伐ることに
携わってきた。会長を退いた。裏山の手入れをされていない里山を活性
化しようとして、森林について勉強をしようと思った。そして、福井、
東京、伊那谷を見学し、長野県の木こり講座にも行った。間伐で木を
切っても運び出しに手間がかかる。上伊那森林組合のように燃料を先に
作って、ストーブか燃料どっちを先にやるか？何か動く内に何とかなる
のだろう。我々は火が恋しくて薪ストーブがほしいのだろう。そして山
から薪を背負って来て使う。化石燃料を使うより温暖化防止に貢献して
いる。その網の声を大にしていく。手間がいらないのがペレットだが、
私はできれば子供には生活の中で火に関わりを持たせたいので薪ストー
ブを使わせたい。
 
（両角修次）森羅環境建築創作所と、おらが山里ネットワークをやって
いる。森に分け入って建築設計をやっている。富士見町に生まれて、古
い家が嫌で東京に出た。ところがバブルが終わり、壊す物を壊し作る物
を作る仕事をしてきた。何も考えていなかった。そして、ついにバブル
が弾けた。東京で暫くそういった生活をしていて、自分がそういった日
本の辿った道に、自分が関わっていると気付いた。ある展覧会に出て、
熊野の森、粘菌の関係性に関わる人の姿勢にもの凄く惹かれた。皆さん
は森の中から生まれて来る物に惹かれている。現代建築はたかだか１０
０数十年しかない歴史。それ以前に様々な物を日本人は手で作ってい
る。このたった１００年間で、とてつもない多くの化石燃料を全部使っ
ている。私もしているが、車に乗る、テレビ見る、１００年前の生活に
は戻れないかもしれない。そういったところで私達はもう１回考えるも
のは何なのか？実家で片付けをした時に、ざくざくと大工道具が出てき
た。小さいときには良く見ていた、カンナ、ノミ、今はそれを扱うよう
な店をし、来る客皆と盛りの話をしている。森で４０年木こりをしてい
る人と毎日木の話をしている。山、森、発見の場をつくりたい。囲炉裏



のある家、特に古い民家の再生などをしたい、既に何軒か手掛けた。ペ
レットストーブを見て、ちょっとメカニックな印象を受けた。薪や囲炉
裏とちょっと異質だが、火は人を和ませる。電気照明よりはいい。囲炉
裏の火を見ながら皆で何かやる。昔の生活の写真を見た時に、そこには
やはり囲炉裏に家族が何十人と集まって、写真から家族の暖かさを感じ
る。家族のつながり、忘れていた何か、現代社会の中に取り戻していか
ないと、このままでは大変なことになる。
 
（大橋俊夫）綺麗な水をみるとすぐに石をなげたくなるのが私の性分で
す。ペレット、間伐材の家具、木の家、色々やろうとしているが、はた
して長野県の森林資源がどれだけ継続的に供給できるのかな？さらに総
量が目の前にあっても、実際にそれが可能なのかな？ちょっと不安。化
石燃料を使ったものに比べて面倒臭かったり、ちょっとガマンをする？
それではちょっとした趣味になってしまう。我慢のバイオマスなら広が
らない。そうじゃないですか？
 
（河合博）今、長野県で稲荷山の養護学校の建設に、仮に全部木製にな
り信州の木材を使った。じゃあそれで山に幾らお金が戻ったの？それは
誰も分からない。材木屋から買っているだけで、循環型の中で実際のと
ころはそういったところを無視している。そこに興味を持たないで、山
側から原木市場で買ってそれで終わり。物の売り買いで終わってしまっ
ている。そのへんのネットワークを構築していかないといけない。長野
県には量的には十分ある。間伐しないと横の木が太らないのは当り前。
間伐しない木は、３０年５０年経っても細いままである。人間が１年間
に排出する二酸化炭素は８ｔで、１ｍ3だと０．３ｔくらいかな。木は
成長する段階で次々と二酸化炭素を吸ってくれる。量は確保できる。た
だ人間の意識が進んでいない。
 
（大橋俊夫）普通一般の人は、そういった木材産業の数字を知らない。
今日は県の人が来ているから、そこら辺をちょっと話してもらえます
か。
 
（春日嘉広）ペレット事業は資源の有効利用として考えている。化石燃
料をバイオマスで全て賄えるなどとは考えていない。材として出せる分
は材として出そう。山で伐った場所で時々利用して、使える物だけ使っ
ていた。昔はなるべく軽くして山から出すのが基本で余分な枝などは
伐っていたが、今は丸ごと持って来る。原木のままが増えてきた。建築
材にも使わない様な枝や梢などは、森に捨てていた。そこでその使わな
い部分をそのままトラックに積んでペレットに使ってほしいというこ
と。有効利用という発想だが現実には機能してない。いかに機能させて
いくか。夢、上伊那でストーブを製造し始めた。地域には非常に技術が



ある。製造業が盛んな諏訪地域にはもっとある。地元の木をペレットに
して、地元が作ったストーブでそれを還元する。人をキーにしての循
環。そういった上伊那の特性を出していきたい。本当のキーパーソンと
して、地域を変えていくには３つのキーがあると言われている。「よそ
者」、「若者」、「バカ者」。少しでも海外に依存する部分を減らすに
も価値があるかなと思う。
 
（大橋俊夫）そうは言っても豊富な資源を使っていこうじゃないかとい
うことですね。資源を土地に戻す話に関してどうですか。
 
（宮坂源吉）堆肥に戻すのは現実的である。人間が利用する分がどの位
あるのか、昔はもっと自然に帰すのが多かった。建築資材のコスト、昔
は外材がこれほど安くなるとは思わなかった。柱材は寸法的にはある。
国内産だけで賄える。林道をどんどん空けての時代ではない。間伐が
滞っているが、まだ今なら間に合う。
 
（大橋俊夫）材料として使い切れていないということだね。アイデアと
して苦しみながらバイオマスが出て、それだけだとちょっと大変だなあ
と思う。食事が出来てなどをペレットを糸口にし、どんな生活への糸口
があるのかその辺も必要じゃないですか。そういったストーブを造ろう
としている北澤さんどうですかね。
（北澤賢一）私は薪が大好きだが、森林資源で一言申せば針葉樹を植え
すぎた。周りを見回しても、スギやアカマツばかりで、どんぐりの木な
ど広葉樹があまり無い。どんぐりを食べる動物もその辺で食事ができる
から街まで下りて来ることはなかった。外材がこれほど安くなるとは考
えなかったのか？どんぐりは切っても芽が自然に出てくるので再生がき
く。そして１５～２０年位で薪にできる木となる。また伐ると横からで
てきて、また１５～２０年で使え再生ができる。マツ、スギは伐ればそ
れまで。どんぐりなど有効的に使えば自然のサイクルで有効的な燃料と
なっていく。ゆっくり熱も出て、火力もある。オキになったときは酸素
を取り込まなくなる。山出しのし易い所、そういった所にもどんぐりの
木、そういった山も作っていかないと。ストーブの活用は単に火が綺
麗、暖かいだけじゃなく、そこに料理が無いのが不思議だった。生活に
密着するもの。とにかく料理がないと変だと思う。この発想が大切で好
き。こういうのを作ってみたい。ガスの使用はぐっと下がるのでお勧
め。
 
（大橋俊夫）再生を考えているのですね。長野県はペレットを考えてい
るのは良いことだが、需要側でどういった生活をするのか住民の意見を
考えていない。需要側にアイデア出してもらう方策も必要です。パン、
ピザ、燻製、陶器を焼くなんてのも良いかも。テレビで天目茶碗を日本



で復活する若者の番組をしていたが、電気窯を使っている。昔は登窯
で、木でやっていた。長野県の間伐材を使った椅子を作りたかったが、
日本じゃ高くて、スウェーデンやフィンランドで作った方が安い、これ
は何か変でしょう。曲がる、油が出るからこそ日本の素晴らしい家具に
なるんじゃないかと思う。もっとアピールの方法がある。作り方やアイ
デアが必要ですね。古来からの道具、物を作り出すことに対して素晴ら
しい価値を出そうとしている両角さんどうですか。
 
（両角修次）茶碗を作るにもガス窯を使い、製品としての安定さを求め
過ぎ、１００数十年背負ってしまった。手作りは世界に２つ無い。習慣
的な芸術、誰もが同じ物を使える発想、他人は他の人が持っている物を
欲しがる。欲望の追求、それが消費社会。焼物、道具にしても自分の物
が１番使い易い。人間は元々ものづくりへの感性がある。昔は住宅も同
じ物が何１つなかった。木材を裏山で５～６年乾燥させて使う、そこに
こそバイオマス。かつての人は知恵として当り前に循環していた。流通
するようになって、欲望に頼っている。自分達が物をつくった時代に立
ち返りたい。北澤賢一さんの様に人間のものづくりライフスタイルには
ヒントがある。少しずつ地域毎にエネルギを変えてく必要がある。
 
（大橋俊夫）エネルギー、ペレットの話、こういう物をモジュール的で
拡大できるのは画期的なこと。薪は供給面ではなかなか手に入らなく、
搬送が大変。ペレットだと商売が楽ですな。１つの箱、袋、数量単位に
入れて販売するところが面白い。ペレットへの思いやこれからの可能性
はどうなのでしょう。
 
（唐澤信男）原材料が間に合うのか、ペレットそのものがどうなのか、
木材のことを勉強している最中である。ある雑誌では、１年間で必要な
エネルギーを木材にすると１家庭８９本の丸太が必要で、１人だと２２
本が必要だそうです。毎年賄えるのかという心配はあるが、有効資源の
利用、再生できる資源としての良さがある。工場には毎日大勢の見学者
が来るが、彼等からの話では、地域毎の燃料づくりとして、下伊那郡の
阿南町は竹が多いのでどうしようもない。その竹の経済を動かすために
工場で買ってもらいたいと言う。竹も自然に生えているもの、そういっ
たものを有効に使いながら燃料に使いたい。上伊那の工場は全国で８番
目、稼働中は５工場。１番重要なペレットミルについて、スウェーデン
は熱エネルギーの２５％を木質で取っている。薪からペレットに変わっ
てきている。便利性の面では、今日持ってきたストーブである。煙突の
灰が心配になるが、着火時に白い煙が少々出るだけで火の粉も出ない、
煙も少ししか出ない。木質のペレットは比重で０．６５と、軽い物なの
で場所を必要とする。場所を取るなりに日本の住宅に合う物を考えた
い。逆に家の形を考えていく必要もある。今のペレットは６ｍｍだが、



さらに小さいストーブには小さいペレットが必要である。料理には木の
良い香りが付いた方が良いのではという考えもあり、そういった特徴も
配合していく。今の設備は全国に先駆けて広葉樹と針葉樹を混ぜてもで
きる。熱以外に何か求めた時、そういった仕組みにも対応できなければ
ならない。これからも要望を聞きながら改良していきたい。着火性も大
切で、いかに火が着くか、速く燃えるか。現在は時間がかかる（現在５
分程度かかる）。その時間を少なくできるペレットも作りたい。
 
（河合博）ユーザーの話が大切との話し。面白いのはペチカとしてこれ
を使ったらどうかと思う。ペチカはオープンスタイルで、ダイニングと
リビングの境に使う。ペチカの素晴らしさとして、家の中にデザインし
て持ってくる。床暖房も含めて開発する。長野県は信州型ストーブと言
いながら何処でも同じ物も作ろうとしている。ペチカごとアフガンに技
術移転して輸出するのもどうでしょう。
 
（大橋俊夫）ペレットはセブンイレブンで売っているぐらいな気軽さに
しないと、上伊那まで行かないと無いの？ぱっと届く様な物として、
クーポンを付けるとか、おまけ等、そんな事をどんどん考えたらどうで
あろう。
 
（小田原健：株式会社ベル研究所）対流作用が起こる様な住宅が必要で
す。耐熱性が良い日本の住宅で、エネルギが現在より１/4下げられる様
な物を造ったらどうか。地球基準で考えるべき。
 
（伊藤優：アースデイ長野）ペレットストーブを造ろうとしている長野
県は、エンドユーザーの要望を聞くべき。県も政策出しっぱなしではな
く、方法をしっかりやってから実施していってもらいたい。良い物なの
で広げていく方法を考えてやってもらいたい。
 
（河合博）心配が１つあります。エネルギーはガスを使い出したからダ
メになった。ペレットは今後しばらくは需要があるが、水素燃料を使っ
た方法が開発される。山は木を育てるために５０年の目だが、２５年位
で水素に代わられてしまいます。その辺も考える必要がある。
 
（両角修次）エネルギーを逃がさない家が１つの目標で、昔風の生活を
求める人もいる。ぺレットストーブはデザインもしまりがあって良い。
湯気をデパ地下でわざわざ出るようにしている時代、何か人間の複合的
な雰囲気を感じる。いい道具はいい形をして、機能的で握った感じで分
かる。ナタ、オノ、皆さんこだわって昼夜をかけて手入れをする。キー
は自分が、自分でという事です。ペレットがそういう人達のニーズにど
う対応していくのか、ペレットがどう囲炉裏好きにも溶け込むのかが必



要ではないでしょうか。
 
（大橋俊夫）生物資源のバイオマスが日本を支えるか分らないが、地域
の産業や地域社会をつなげていく道具足りうるのかなと思う。やって行
くことや、問題は多いと思う。間伐材、木質、生ｺﾞﾐから水素を直接取
り出そうというう実験も始まった。映画のバックテュダフューチャー
で、生ゴミをエンジンに突っ込んで動かしていた。それが本当になる可
能性がある。戻るという考えではなく、新しい時代上るバイオマスをつ
くっていきましょう。
 
（北澤賢一）ペレットストーブは対流型があり、熱源に風を送るタイ
プ。薪ストーブは全て本体自体から熱が吹かれるタイプで、部屋全体を
暖めるもの。温風しか出ないストーブでは多くの人がかなり寒いので
は。ペレットストーブにも複写式もある。これも好みだが、お奨めは複
写式。温風のはスースーする。複写式はどこに居ても熱を感じて暖かく
なる。
 
（春日嘉広）私は個人的に利用するには薪ストーブなのです。ペレット
が１番に固執しているわけではない。薪は最高だが制約が多い。やはり
使いたいけど使えないという人もいる。間を埋めるのがペレットストー
ブ。決してＶＳではない。国内の大手でもペレットストーブを研究して
いるそうで問合せもあった。そのメーカーでは火のある家を商品化した
いと考えているらしい。ユーザーが、私は薪、私はペレットと、選べる
形の位置付けが必要かな。
 
（唐澤信男）私はペレットに人生を賭けているのでペレットをお奨めし
ます。ペレットは薪に比べて便利性がある。もっと生活の中で効率的な
物のペレットストーブであったり、色々と考えていかないといけない。
職人としても必要。挑戦はするが、森をつくるという考えが必要。我々
の知恵と工夫でそういった仲立ちができればと考えている。コンビニの
時代もいずれくる。今は最寄の森林組合へ行けば販売している。取敢え
ずそこに備蓄して、そこから何処へなどと考えている。今は普及待ち。
皆さんが色々と言って、ペレット作りをしてもらえるような道を開けて
もらいたい。
 
（大橋俊夫）毎回御柱を切っている宮坂さんは、森林財産の有効利用を
やっていく事も感じているのではないでしょうか。
 
（宮坂源吉）７年毎の１６本のモミの大木、１２０年物が１番若かっ
た。古いのは１８０年位の物。モミとツガが交じった様な木だった。
１，０００本植えて何本御柱になるか、間伐たり枯れたりしていくので



減っていく。次世代の芽をいかに作っていくのか、何世代も手を入れて
ようやく今回の使う木に成る。来年またそこに植林する予定。前に大鋸
屑のストーブを造った。それが前進。一般には普及しなかった。対流志
向はあまり好きでない。複写式をペレットストーブにして、コストを
もっと下げてほしい。
 
（大橋俊夫）森林資源を有効活用して単に使うだけでなく、地域の産業
おこしや、人のつながりの起爆剤になるかもしれない。今日はそんなと
ころが見えたのでは。北澤賢一さんの新型ストーブや、ペレットが地域
社会を活性化することを県に進めてもらいたい。
 
 
 
主催：匠の町しもすわあきないプロジェクト
記録：下諏訪町役場　井出博文
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