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2015：Austro Fomaと熱供給事業

主催：プラチナ社会研究会（事務局：三菱総合研究所）
株式会社アルファフォーラム

日程：2015年9月30（水）成田空港集合
～10月9日（金）成田空港解散

宿泊場所：Austria Vienna,Graz,Linz

参加費用：560,000円（消費税含まず）



はじめに

日本では電力固定価格買取制度（FIT）による再生可能エネルギーの活用
が進められている。しかしながら、再生可能エネルギーに含まれる木質
バイオマス利用の先進国である欧州では、「電力」ではなく「熱」での利用
が多い。エネルギー効率の高さと、自立型地域システムを目指すことに
よって「熱供給事業」が普及しています。

今回はその背景と地域熱供給事業者、ボイラメーカ、設置・メンテナンス事
業者、断熱配管等のパーツ供給メーカ（業者）に具体的な話を聞き、わ
が国での「木質バイオマスエネルギー利用熱供給事業」の普及に資する
情報を収集します。

また、本年は４年に一度の欧州林業機械展（Austro Foma）が開催されます。
架線系林業機械、車両系林業機械をはじめとする先進林業機械が実演
をするので、木材関係者や木材活用に興味のあるかたは必見です。

森林資源の豊富なわが国において、「国際競争力を持った木材利活用計
画」に資する価値ある情報を取得し、有意義な時間を提供します。



Einführung

Japan hat jetzt ein Problem von Unfällen von Kernkraftwerken in 

Fukushima Tohoku Erdbeben, das am 11. März stattgefunden 

verursacht worden. Deutsch Bundeskanzlerin Angela Merkel 

hat versprochen, sich von Kernkraftwerken in Deutschland und 

Österreich entschieden, sich auf Politik für erneuerbare 

Energien konzentrieren. Österreich Technologien für 

erneuerbare Energien, hat über die beste Technologie für 

holziger Biomasse-Technologie. In Österreich, wissen Sie, die 

Idee der klimaneutralen Holz. Holz-Biomasse zu sagen, dass 

Japan, das bereits niedrige sowohl Bekanntheitsgrad Leistung, 

Unterstützung der Regierung verzögert wurde. Dieses Projekt 

untersucht das Potenzial von Holz-Biomasse noch wenig in 

Japan bekannt ist, ist das Ziel, das Wissen zu lernen, auch 
weiterhin Holz effizienter zu nutzen.



熱供給事業を立体的に情報収集

断熱配管等
パーツメーカ

中小型ボイラ
設備設計

切削チッパー

熱供給
事業者

低炭素地域システム

国際競争力のある木材による



林業機械展示
Austro Foma

・タワーヤーダ
・ﾊｰﾍﾞｽﾀ・ﾌﾟﾛｾｯｻ
・フォワーダ
・オートチョーカ
・ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ 他

視察カテゴリー

川上 川中 川下

具体的な視察先企業は変更の可能性があることをご了承ください。

★★注力視察

・ボイラーメーカー

・チップ・ﾍﾟﾚｯﾄ流通

・移動式チッパー

・熱供給事業者

・ギュッシング市

・CLT利用建物など

・世界遺産（GRAZ

旧市街）

・ホームセンター



視察ツアー概要
今回のツアーは木質バイオマス利用熱供給事業の実情や、オーストリア林

業機械展から見る木質バイオマスを中心とした自然エネルギー環境の
視察になります。オーストリアは古くから林業が盛んであり、現在では欧
州のバイオマス利用先進国になっています。豊かな森林資源を上手に
利用し、良質な材木を生産するとともに、廃材、間伐材等の木質バイオ
マスを燃料とする地域熱供給システムの実現にも成功しております。

日本国内でも製材所、プレカット工場等から出る材木の廃材処理はもとより、
環境保全意識の向上と共に、再生エネルギーであるバイオマス利用の
動きがますます高まっています。本ツアーでは木質バイオマスに焦点を
当て、見学・ディスカッションをすることをテーマとしております。

ツアー前半では再生可能エネルギーを活用した地域暖房を積極的に推進し
ている町やボイラーメーカ、販売・設置業者、熱導管メーカなどに訪問し
ます。地域担当者や各業者のレクチャーを受けながら、再生エネルギー
の活用についてだけでなく、オーストリアの住宅事情、材木の使い方など
普段日本に居ただけでは聞けない様々なことを学ぶことができます。



欧州林業機械展



ペレット・チップ輸送



木質バイオマスボイラ



熱供給事業



住宅



世界遺産 （GRAZ旧市街）



＜資料：Austriaの木材利用＞
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月日（曜日）
都市

宿泊地など
時間 内容

交通
機関

宿泊ホテル 備考

10:00
成田空港集合
※集合場所は追って連絡します。

11:20
OS052（ウィーン直行便　予定）
食事：機内

Air

16:20
到着
→タクシーで宿泊ホテルへ移動

18:00
宿泊ホテルロビー解散
夕食：個々人自由

TAXI

朝食：宿泊ホテル（宿泊費に含む） ↓
8:45 宿泊ホテルロビー集合 ↓

9:00
→貸切バスでグラーツへ移動
昼食：道中立寄り

Bus

13:00 ★ボイラメーカ ↓ KWB社予定
15:00 ★バイオマス市場 ↓

16:30 夕食：宿泊ホテル（宿泊費に含む） ↓
木質バイオマス利用
のホテルに宿泊予定

19:30 宿泊ホテルロビーにて解散 ↓
朝食：宿泊ホテル（宿泊費に含む） ↓

8:15 宿泊ホテルロビー集合 ↓
8:30 宿泊ホテル発 ↓
9:00 ★ボイラ販売・設置業者 ↓ KWB社代理店予定

12:00
移動
昼食：道中立寄り

↓

14:30
★中・小規模の地域熱供給事業者
視察後、Hitzendorf地域の方と軽食予定

↓
Hitzendorf地域
※ヤナギ栽培も有。

19:30 宿泊ホテルロビーにて解散 ↓
朝食：宿泊ホテル（宿泊費に含む） ↓

8:45 宿泊ホテルロビー集合 ↓
9:00 宿泊ホテル発 ↓

10:30
★木質バイオマスタウン
昼食：バイオマスタウン内

↓ Gussing地域

17:00
宿泊ホテルロビーにて解散
夕食：個々人自由

↓

ウィーン

グラーツ

成田

ウィーン

2015 Austro Foma（林業機械展）と
木質バイオマス熱供給事業視察ツアー　行程

グラーツ

グラーツ

10月3日（土）
グラーツ

10月2日（金）

10月1日（木）

9月30日（水）

ウィーン

グラーツ

グラーツ



朝食：宿泊ホテル（宿泊費に含む） ↓
午前中：グラーツ市内観光（案内します）
昼食：グラーツ市内

↓

14:00 →貸切バスで宿泊ホテルからリンツへ移動 ↓

リンツ 17:00
宿泊ホテルロビー解散
夕食：個々人自由

↓

朝食：宿泊ホテル（宿泊費に含む） ↓
8:45 宿泊ホテルロビー集合 ↓
9:00 宿泊ホテル発 ↓

★大規模ボイラ地域熱供給事業者
★熱導管メーカ

↓

18:00
宿泊ホテルロビー解散
夕食：個々人自由

↓

朝食：宿泊ホテル（宿泊費に含む） ↓
8:45 宿泊ホテルロビー集合 ↓
9:00 宿泊ホテル出発 ↓

10:30
★Austro　Foma2015（入場料は参加費に含む）
昼食：会場内

↓ 林業機械実演見学

17:00 レセプション参加（20:00頃まで） ↓
21:30 宿泊ホテルロビー解散 ↓

朝食：宿泊ホテル（宿泊費に含む） ↓
8:45 集合 ↓
9:00 宿泊ホテル発 ↓

↓
↓

17:00 →貸切バスで宿泊ホテルからウィーンへ移動 ↓

ウィーン 19:00
宿泊ホテルロビー解散
夕食：全体ミーティング及び食事会（参加費に含む）

↓

朝食：宿泊ホテル（宿泊費に含む） ↓
9:45 宿泊ホテルロビー集合 ↓

10:00
宿泊ホテル発
→タクシーでウィーン空港へ移動

TAXI

12:00 ウィーン空港　到着 ↓
13:20 OS051（成田直行便　予定） Air
7:30 成田空港到着
8:00 解散

機内

・夕食は、10月1日（木）のホテル内および10月7日（水）の全体ミーティングのみ参加費に含む。
・その他の昼食・夕食は都度実費精算。

10月7日（水）

・尚、行程は変更の可能性あり

10月8日（木）

10月9日（金）

ウィーン

成田

リンツ市内観光10:30

リンツ

10月6日（火）
リンツ

ウィーン

リンツ
10月4日（日）

リンツ

グラーツ

リンツ

リンツ

10月5日（月）



ご旅行条件
○旅行期間： 2015年9 月30 日(水) 成田空港集合～10 月9日(金) 成田空港解散

○旅行代金： 560,000 円（旅行保険、税抜）

○募集人数： 30名様（最少催行人員10 名様）

○利用予定航空会社：オーストリア航空（OS）

○締め切り： 8月31 日月曜日18:30 まで

○団 長：菅原 章文（㈱三菱総合研究所 プラチナ社会研究会 事務局）

○責任者：小林靖尚（㈱アルファフォーラム 代表取締役社長）

○集合場所： 9月30日10:00 成田空港

○解散場所： 10 月9 日8:00 成田空港

※詳細な集合場所、解散場所は決定次第お伝えいたします。



参加費に含まれているもの

・飛行機チケット

（成田⇔オーストリア エコノミークラス往復分）

・燃料サーチャージ（価格変動するため通常含まれませんが
今回は参加費に含まれます。）

・朝食付き宿泊代金（2～3 人一部屋が基本になります。）

・移動費（専用貸し切りバスチャーター）

・ヒアリング先への謝金

・林業機械展AustroFoma入場料

・視察見学先手配連絡費用および事務連絡通信費用

・通訳・ガイド費用（ドイツ語→日本語の通訳が1名同行し
ます。）



申込方法など
＜お申込方法＞
申込用紙に必要事項をご記入の上、 8月31 日（月）までに下記、メール
またはFAX にお送りください。参加費用の請求書、振込先等はお申し込
み後にお伝えいたします。

＜お申込先＞
メール：taki@a-forum.jp ※メールの場合は、可能であれば、PDFファイルにしてお送りください。
FAX：03-6273-7237

（担当：㈱アルファフォーラム 高城玲奈）

＜キャンセル料について＞
受付開始から8 月31 日月曜日18:30 までキャンセル料はかかりません。
8月31 日月曜日18:30 以降9月11 日金曜日18:30 まで参加費用の40％
9月11 日金曜日18:30 以降から当日まで参加費用の80％
当日後のキャンセル及び無断キャンセルは全額負担

＜オプション＞
・ファーストクラス・ビジネスクラスご希望の方は別途ご相談ください。
・居住地域周辺の空港から羽田空港までの飛行機チケットをご希望の方は、片道6000円～（場所による）で承りますので、
ご相談ください。

・一人部屋ご希望の方、通常参加費用プラス70,000 円（税抜）で承ります。
・原則、ツアー行程に沿って実施させて頂きますが、如何にしても途中参加や途中解散等の必要がある場合は、
ご相談下さい。

・早期予約はチケット等の割引の関係上、通常より低価格にてご案内可能となります。



お問い合わせ先

株式会社三菱総合研究所 プラチナ社会研究会事務局

東京都千代田区永田町2-10-3

担当：菅原章文

TEL： 03-6705-6009 FAX：03-5512-5039

e-mail：sugahara@mri.co.jp

株式会社アルファフォーラム （企画及び視察報告書作成担当）

東京都千代田区神田美土代町11-8 SK美土代町ﾋﾞﾙ８F

担当：小林靖尚、高城玲奈

TEL03-6273-7236 FAX：03-6273-7237

e-mail 小林 kobachan@a-forum.jp

高城 taki@a-forum.jp



Austria 訪問地

●宿泊地：
・Graz（グラーツ）
・Linz（リンツ）
・Wien（ウィーン）

●視察地：
・Graz
・AustroFoma
（林業機械展）

Wien

Graz

Linz

Austro Foma


