
これからの再エネ発電、 
金融機関の姿勢と事業者の要求	

株式会社インフラコモンズ　代表取締役 今泉大輔	



本日のまとめ	

!  すでに無数のメガソーラー発電所が立ち上がった太陽光発電（資金需要も満た
された）の後釜として、木質バイオマス発電が取り上げられるのは自然な流れ 
!  案件が多いため 
!  ただし、20MW以上の大型案件は港湾近隣でのみ成立するため、適地がなくなりつつある 

!  現時点で、まだ操業開始していない大型木質バイオマス発電案件は、総計
1,000MW以上あると推計される（住友林業だけで200MW） 
!  木質バイオマス発電の売電価格は、来年度から、20MW以上の出力では24円/kWhから21

円/kWhに下がる可能性（各社が取り組む大型バイオマス案件は、すでに経産省認定取得が
終わっている） 

!  20MW未満は24円/kWhのままだが、安価な燃料供給を確保すれば、これからも十分に成立
する 

!  20年間の売電売上が固定化されているがゆえに、木質バイオマス発電事業の
利益、IRRを上げるには、燃料価格をできるだけ固定する方策が不可欠 

!  最終的な方法としては、「燃料供給」に投資するのが正しい 
!  比較的安価に製造ができる「EFBペレット」ないし「樹種Cペレット」の製造設備を自社で保有す

るか 
!  1本25億円〜50億円程度のファンドが、複数の燃料設備拠点を構築して、市場価格の影響

を受けない燃料供給を20年間行うか 



先日訪問した木質ペレット年産6万トン級ベトナム・ホーチミンシティ　G社	



ベトナム・ホーチミンシティの木質ペレット年産30万トン級T社	



インドネシア･ランプーンのパームオイルミルとPKSストックパイル	



(株)インフラコモンズ取締役 
今泉大輔　職務履歴	

!  米系コンサルティング業界の「リサーチャー」から→ 
　　　　発電事業立ち上げコンサルティングへシフト 
!  日本総研様 

!  電子商取引およびネット金融米国事例等、視察＆報告書作成多数 

!  デロイトトーマツコンサルティング様 
!  東京電力様のCRM、EAM導入案件で欧米のベンダー＆事例ヒアリング 
!  シナリオプランニング手法（ストラテジックフレキシビリティ）のローカライズ 

!  米大手証券チャールズシュワブ様日本市場参入支援業務 
!  トヨタ様 

!  系列広告代理店デルフィス様にてクレジットカード（TS CUBICカード）導入 

!  シスコシステムズ様のビジネスコンサルティング部門IBSG付き（2003年〜2010年半ば） 
!  Fortune Global 500企業に対するエンゲージメント支援 
!  電力（スマートグリッド）、金融（富裕層戦略）、通信（モバイル将来動向） 

!  2010年半ばから内外のインフラ事業（PPP/PFI）、発電事業、スマートシティにフォーカス	

!  2011年8〜10月にジャカルタを3回訪問し、同国のインフラPPP事業環境、スマートシティ事業可能性
を調査 

!  2011年秋〜　京都大学経営管理大学院のスマートシティ研究プログラムに参画 
!  タンザニアで発電、LNGプラント、天然ガス関連事業の可能性調査 

!  2013年から国内木質バイオマス発電案件の組成を始める。現在は輸入燃料の調達
が中心 

2013年6月刊行の自著 
技術評論社	



各主要ジャンルの現況	



太陽光発電の現況	

!  40円、36円、32円の時代に仕込んだ比較的大型案件（2MW以上）の「権利」がまだインターナル
マーケットに出回っている 

!  「権利」とは、土地の利用権（買取・賃貸）、経産省認定、電力会社接続合意（電力会社工事費見
積額確定済み）が揃っていて、資金さえ用意できれば、早期に着工可能な案件 

!  しかし、この権利案件も、間に複数のブローカーが入っており、法外に高いものになっているケー
スが少なくない（2MW分の権利が1億円以上等） 

!  値頃感のある「権利」は、EPC会社が買い、自ら施工して、完成品として売却する。2MW以上は
SPCが設立されるケースが多い。3割エクイティ、7割デット。この太陽光のデット部分は、地方銀
行等が積極的に貸していると聴く 

!  24円の時代に入り、新規案件はほとんどない状況だが、「ソーラーシェアリング」「アグリソー
ラー」と呼ばれる、農地で営農しながら上部空間にパネルを張る形態は、10MW〜40MWといっ
た巨大なものがまだ出回っている 

!  40円〜36円案件で、すでに稼働しているが、オーナーが手放したいと考える（毎月売電収入を得
るのに飽きた）ケースが出始めている。いわゆるセカンダリ案件。来年からはもっと出てくる可能
性。しかし、価格がまだ恣意的で、妙に高かったりする（市場価格が形成されていない） 

!  レンダーにおいては、太陽光は貸しやすいようで、一定基準を満たしたものであれば、比較的容
易に貸付が成立する。審査、デューデリ関連のノウハウは、日本全国隅々にまで行き渡っている
模様 



木質バイオマス　 
 - 国内未利用材（間伐材等）	

!  林業関係者の間では、「32円/kWh」という売電価格も、間伐材の搬出の現実を
知らない先生方が付けた価格として、現実的ではないという見方が一般的 

!  実際、山の奥から間伐した材のみを搬出するのは、大変に労働集約的な作業で
あり、1日に1人当たり何本も出して来られるわけではない、相応の機械等を使っ
たとしても 

!  今年度からできた、2,000kW未満の未利用材等を利用するケースの売電価格
「40円/kWh」でも、T社製木質バイオマス発電プラント一式が18億円前後（通例
5,000kWが25億円）であり、40円でIRRを10％以上にするには、間伐材の買取価
格を3,000〜4,000円程度にしないと合わないと言われている 

!  伐採と搬出には、適した時期とそうでない時期があり、未利用材（32円／40円対
象材）だけで焚くのは至難の技。 

!  一般木材（24円対象材）、輸入PKS（24円対象材）を適宜組み合わせることが、現
在、行われている（よって、売電価格32円で20年間行けると想定して、収支計画
を立てた案件では、今後、リターンが悪化する可能性） 

!  国産燃料そのものが、今後、出なくなるのではないか？という意見もある。理由
は、林道＆作業道で届きやすいところから伐採していくにつれ、伐採しにくい材
が残っていくため 



国産材　 
 - 価格表、間伐現場	

国産木質燃料買取価格の例	



木質バイオマス　 
 - 国内一般材	

!  国内一般材を必要としているのは、5MWクラスの山間に作られた発電所。年間6
万トン〜7万トンの木質チップを必要とする 

!  一般的に、複数の森林組合が広域で連携して、年間6万〜7万トンのチップ供給
体制を作るのは、あまり簡単ではない。1つの森林組合でカバーできるのは、年
間2万トン程度 

!  これにおいても、年数が経つと、伐採しにくい斜面等が残って行って、伐採・搬出
が大変になり、森林組合・伐採者が使うコストに合わない燃料になる可能性 

!  数年後に燃料不足に陥る5MW級発電所が少なからず出るのか？ 
!  すなわち操業停止した発電プラントがセカンダリ市場に回る。レンダーはプラント売却価格で

貸付金を回収？ 

!  セカンダリ発電プラントも、安い燃料供給があって初めて、残りの期間の採算が成立する 

!  あるいは、輸入燃料の安いものが現れて、それで20年間のFIT期間が満了するま
で操業が続けられるのか？ 
!  弊社では、FOB 100ドル前後で外販可能なEFBペレット、早生樹種Cペレットの事業化に取組

中。燃料生産設備等を自社保有すれば、FOB 80ドル程度が可能 



木質バイオマス　 
 - 海外一般材	

!  現状、海外一般材と呼べる燃料は、海外産FSC認証付き木質ペレットしかない。
これは、9電力会社の大型石炭火力発電所で、CO2削減を目的とした混焼用途
で使われている 

!  ただし、日本到着発電所渡し（大型石炭火力では、自前のバース、バキューム式
荷揚げ設備、保管用サイロを持っている）で、2万円以上／トン（商社マージン込
み）と高め 

!  この価格では、24円売電のFIT発電所では焚けない 

!  今後、発電所渡しで1万5,000円／トン以下で販売されるFSC認証付き木質ペレッ
トが出てくれば、多くの大型発電所でも利用する可能性が出てくる 
!  FITバイオマス発電所でも大型のものは港湾近隣で建設される＝陸送コストはほとんど無視

できる 

!  ちなみに、大型発電所で主に使われているPKSは重量当たり熱量が木質ペレット
とほぼ同等（4,000kcal/kg）。商社・燃料商社経由では1万3,000円／トン程度 



木質バイオマス　 
 - 農作物残さ（PKS）	

!  現在、大型木質バイオマス発電所でもっとも大量に使われているのが、マレーシ
ア、インドネシアから輸入されるPKS（Palm Kernel Shell）。現時点では年間80万ト
ン程度輸入されている 
!  大型木質バイオマス発電所とは、出力30MW以上を言う。現在建設中の大型案件では、

50MW〜75MWのものが10件はあるのではないかと思われる 

!  これら大型発電所は、燃料の陸送コストを最小化するため、港湾近隣区域で建設され
ている 

!  住友林業では、2020年までに、200MWの合計出力がある発電所3〜4件を具体化。同社が
日本最大（PKS燃料調達量もおそらく日本最大になる見込み、年間80万〜100万トン程度？） 

!  FOBで80ドル程度。CIFで100〜110ドル（商社を通さない場合）程度。商社を通す
と120〜130ドル程度（レンダーは商社経由の調達を条件とすることが多い） 

!  今後多数の大型発電所が操業開始予定であり、マレーシア、インドネシアからの
PKS輸入だけでは足りないとの見方が多い 

!  昨年後半から、PKSを主燃料とする大型発電所案件では、プロジェクトファイナン
スが成立しなくなった　 
!  →　よって事業者はPKS以外の輸入木質ペレット（FSC認証付き）を集めにかかっている。ただ

し、価格が安くなりにくい（CIF 130ドル以上が普通。商社を通す場合はCIF 140〜150ドル） 



植物油バイオマス発電　 
 - 農作物残さ（パーム系燃料油等）	

!  昨年半ばから、2MWで一式4.5億円程度の、パーム系燃料を焚くディーゼル発
電機を売る動きが出始めた 
!  安い理由は汎用型のディーゼル発電機を使うため 

!  IRRで12％以上は可能とのこと 

!  出力当たりの設備投資額は、現在のところ、最小 
!  太陽光2MWで7〜8億円。しかも昼間数時間しか発電しない 

!  木質バイオマスでは2MWのケースはまだ少ないが15億円以上 

!  主導する会社では、燃料油（パーム系）を80円/リットルで販売。この価格が続く
限りは良好なIRRが稼げる 

!  来年前半に第二世代とも言うべき、同種の発電所一式パッケージと燃料のコン
ビが出てくる。初期投資額さらに安い 

!  これを大規模展開する動きが出始めている。出力20MW〜50MW程度で 



バイオガス発電　 
 - 24円/kWh扱い	

!  食物残さ等からメタンガスを発生させて、そのガスをガスエンジン発電機に送り、
発電するタイプの事業 

!  一般的には、1,000kWの発電所を運営するのに、以下の原料が必要だとされて
いる 
!  牛糞：530トン／日 

!  鶏糞：130トン／日（ブロイラーの場合） 

!  食品廃棄物：90トン／日 

!  廃加工肉：15トン／日 

!  バイオガス発電の最大の課題は、毎日、同じ性状の原料が安定的に出てくるわ
けではないこと 
!  某案件では、お茶飲料OEM製造工場から毎日出る茶殻を原料として、発生するメタンガス量

を見積、20年間の売電売上を見積もって資金集めを行い、操業したが、実際には茶殻が年
間を通じて当初見込み量が出るわけではなく、季節に応じてコーヒー殻がメインとなり、メタン
ガス発生量が見込みとまったく異なってしまって、売電売上も計画値に届かない、という状況
に陥った 

!  20年間の原料調達をどう安定化させるかがカギ 

!  メタン菌の専門学者をチームに組み入れることが不可欠	



地熱（1）　	

!  地熱発電は、大型の1万kW級以
上のものと、数十kW〜2,000kW
程度の小型に分かれる 

!  地熱発電では、ターゲットとした地
点において、20年以上の操業が
可能な熱エネルギーがあるかどう
かを確かめるための過去調査の
吟味（NEDOが全国数十箇所の調
査実施済み）、電磁調査、ボーリ
ング調査が不可欠 

!  特にボーリング調査は数千万円以上のコストがかかり、適地ではないと判明し
た時にどのように回収するのかが課題 

!  風力発電の適地特定にかかるコスト構造と似たところがある	



地熱（2）　	

!  出力数十kW級のバイナリー発電
機（地熱発電のうち最小クラス）でも、
80度以上の温水が毎時75トン、20
度以下の冷水が120トン必要となる 

!  これをまかなうことができる温泉源
を確保することは容易ではない 

!  温泉事業者の反対姿勢も考慮 



!  MT法は、太陽活動に関連する地磁気脈動や雷の放電によ
る自然の電磁波を信号源とします。 

!  測定には電極と磁場センサーを地中に埋め、測定器につな
げて測定を行います。各測定点の比抵抗から、地域全体の
比抵抗構造を求め、地下の岩石や変質帯の分布、基盤構
造の推定を行います。 

ご参考： 
電磁探査 MT 法の装置	



ご参考： 
MT 法測定　センサー設置の説明図	

　電磁探査MT法におけるセンサー設置方法	

　電極	

　磁場センサー	


