
焦点となる木質バイオの投資構造	



太陽光発電の後釜としての 
木質バイオマス発電事業	

!  太陽光案件多数に融資を行ったレンダーは、次のターゲットとして、木質バイオマス
発電に注力するように、関連事業者に働きかけている 
!  太陽光発電複数で実績を残した会社には、レンダーがおしかけている 

!  木質バイオマス発電所は、50MWで200億円規模と、融資案件としてたのもしい 

!  多くの太陽光発電事業者も、木質バイオマス発電の組成に意欲を燃やしている 

!  しかし、レンダーは多くの場合、20年間の燃料調達の評価をする基準を持ち合わせな
い 
!  PKSが数年後に輸入しにくくなる可能性はある 

!  しかし、数年後には代替燃料が登場しているかも知れない 

!  多くのレンダーは、総合商社・燃料商社経由の20年間の調達を要求する。自らが燃
料供給のデューデリをすることを避けている 

!  総合商社・燃料商社経由の燃料調達は5〜8％程度、燃料調達コストを押し上げる。
これにより、プロジェクトIRRが数％低下する。そのため、発電事業者の返済原資は薄
くなる 

!  固定価格買取制度下の発電は市場メカニズムの外にある売電事業。従って、市場の
影響を受けにくい燃料調達手法を工夫する必要がある 　 
!  →　後半のPKS代替燃料がカギ。発電会社が自社燃料供給源として保有／ファンドが具現化 



木質燃料価格を決めるフォーミュラ	

!  特にPKSを念頭に置くと、20年間の燃料価格が予測しにくいため、大型木質バイ
オマス発電所のプロジェクトファイナンスが成立しにくい状況にある 

!  レンダーは、商社を通じた燃料供給と、できるだけ長い年限の価格固定を求める
のが通例。各レンダーが右に倣えという状況 

!  発電案件プロジェクトファイナンスの法務で有名なベーカー・マッケンジー　江口
直明先生によれば、燃料価格を設定する際に、何らかのフォーミュラ（燃料価格
算出式）を考案し、それによって燃料価格のpredictabilityを増し、そのことによっ
てレンダーが貸しやすくなる方法はある、とのこと 

!  いずれにしても、燃料価格を長期的に予測可能なものにすることが重要 



資金需要	

!  日本のFIT制度という、世界的に見ても高水準の売電価格が20年間保証される事業への投
資という意味では、発電所本体だけでなく、燃料供給源も投資対象としてみなすべき 

!  来年度から20MW以上の発電案件は、21円/kWhに下がるため、もう出ないと見るべき 



PKS代替燃料について	



1. PKS代替燃料の必要性	

!  昨年後半から、3万kW以上の大型木質バイオマス発電所がプロジェクトファイナンス
を組む際に、主燃料がPKSであると、レンダーのOKが出ないケースが出始めた 

!  レンダーのプロファイOKが出ないと、用地を確保し、経産省認定を取得し、電力会社
接続合意を得て、あとは着工するばかりとなった案件が、先に進まない 

!  現在のPKS輸入量は、インドネシアとマレーシアから年間50万トン〜70万トン程度 

!  現在、日本の港湾近隣地域で建設中、あるいは建設予定の大型バイオマス発電所
（出力3万kW以上）は10件以上あり、すべてが2019年〜2020年に運開すると、既存
分（大型発電所）を合わせて、発電容量が250万kW程度になる（手元試算） 

!  これらがすべてPKSを焚くとすれば、おおむね1,000万トン／年のPKS輸入が必要。7割
だけPKS、残り国産燃料だとしても、700万トンが必要。これはマレーシア、インドネシ
アからの輸入可能量を超えると誰もが考えている 

!  よって、中長期の燃料供給の安定性、価格の安定が得られないとして、レンダーがプ
ロファイを認めない 

!  大型発電所が200億円〜400億円の総事業費の発電所を作るには、PKS以外の、「中
長期で調達量安定が見込める」、「中長期にわたり著しく価格が高騰する可能性のな
い」、PKS代替燃料が不可欠である 



Fresh Fruit Bunchの山。もぎ取り後1日程度で処理しないと、酸
化すると言われている	

PKSがどんどん出てくるパーム搾油プラントの吹き出し口	

Fresh Fruit Bunch。
見るからに油ぎって
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ストックパイルに不
可欠な「攪拌」を行う

重機。攪拌により、
下の湿ったPKSを表

に出し、乾燥させる 
湿ったPKSは、高温
多湿状態で放置する

と腐敗が始まる可能
性がある 



1. PKS代替燃料の必要性　付記	

!  PKSの流通構造は複雑であり、インドネシアの場合、パーム油産地に、4階層程度の
ブローカー構造があると言われている。以下は推測による 
!  第1階層　インドネシア国全体のPKSの流通に関する「権益」（一種の縄張り）を占有。彼が第二階層

の人たちに、各産地を割当、分割。対価として第二階層からキックバックを得る 

!  第2階層　各主要産地（スマトラ島など、島単位）を縄張りとする人たち。各産地の個別地域を第3階
層の人たちに分割。対価として第3階層からキックバックを得る 

!  第3階層　現実的に複数のパーム搾油工場からPKSを集めてくる権利を持つ人たち。彼らがPKS集積
地（ストックパイル）を持つ。彼らが日本の大手企業等と取引をする場合もある。第4階層が売った場
合にはキックバックを得る 

!  第4階層　第3階層のPKS集積を日本企業等に売るブローカー 

!  これら多層構造の流通・キックバック構造があり、日本企業がPKSを調達する場合に
は自動的にこの多層構造の人たちに、相当の上乗せコストを支払っている格好にな
る 

!  また、価格を第1階層が統制している様子がある。3年〜4年前は、PKSがFOB 30〜40
ドル／トンだった時代があるそうで、現在、80ドル／トンであるが、その間、PKS生産価
格が急上昇する理由はないので、単に、第1階層が、日本からの買付の勢いを見て、
値をつり上げたのではないかと推測される 

!  端的に言えば、価格決定メカニズムが大変に不透明。日本の買い手が価格決定の中
に入っていくことはできない。「トン80ドルだ」と言われれば、それをのむしかない 



2. 赤道直下で育つ樹種C 
　- 安価な木質ペレットの可能性	

!  「早生樹種」（Short rotation coppice）と呼ばれる、主に熱帯で育つ、成長が著しく早い樹種がある。 

!  アカシア・マンギウム（伐採まで7年）、アカシア・ハイブリッド（伐採まで5年）、ユーカリプタス（伐採
まで5〜8年、品種・地域による）などがある。これらを、木質ペレットの原料として活用する場合に
は、伐採可能年数分の「用地ブロック」を用意する必要がある 

!  例：アカシア・マンギウムの場合、毎年、同量の原料を得るには、7つの同面積のブロックを用意す
る必要がある。余裕を見れば8ブロック 

!  アカシア・マンギウムの収量は10〜20トン／ヘクタール／年。ベトナムの場合、南部に行くほど、単
位面積当たり収量が多いとする研究がある 

!  木質ペレット10万トンを生産するには、含水量の見合いで多め見積で15万トンの原料が必要。20ト
ン/ha/年として、1年分の原料生産に7,500haが必要 

!  毎年同量の原料生産のローテーションを回すには、7,500ha×7=52,500haないし
7,500ha×8=60,000haのプランテーションが必要になる 

!  60,000haは、東京ドーム約1万2,000個分の面積 

!  アカシア系、ユーカリプタス系で、潤沢なペレット原料を得るには、きわめて広大なプランテーショ
ンが必要に 

!  木質ペレット価格にはおおむね世界相場があり、これらの樹種のペレットはFOB 100ドル程度。日
本の発電用燃料ガイドラインが要求するFSC認証が付くと、FOB 120ドル程度。さらに、海運30ド
ル。商社が介在する場合は15ドル前後のマージン 

!  トータルで165ドルとなり、一般的な木質バイオマス発電所では採算ぎりぎりの水準。陸送コスト
20ドルが乗ると、採算割れの燃料となる 



2.赤道直下で育つ樹種C 
　- 安価な木質ペレットの可能性（2）	

!  アカシア等が数年のローテーション樹種であるのに対し、1年でローテーションする、著しく
成長の早いマメ科の樹種がある。これが 安値FOB 75ドル（自社で運営する場合）を実現
する可能性 

!  本セミナーでは「樹種C」と呼ぶことにする 

!  樹種Cは南米パナマ原産のマメ科の樹種。その後、メキシコ、ホンデュラス、コスタリカ、グ

アテマラ、ニカラグアなどに広がり、1930年代にインドネシアでも植樹されるようになった	

!  赤道帯でのみ育ち、苗木植え付けから1年で高さ2m〜12m程度の成木になる。日本の一般
的な樹木のようにまっすぐに高く生育するのではなく、細い枝が数多く繁茂する形状に育つ 

!  単位面積当たり収量はおそらく世界一。少なめの見積もりで40トン／ヘクタール／年の収
量がある 

!  従って、木質ペレット等、バイオマス燃料の原料にするのに適しているが、カリウムの値がきわめて
高いという成約がある。カリウムを除去しなければ、発電用燃料としては使えない	

!  マメ科であるため、空気中の窒素を固定し、根にたくわえる。すなわち、肥えていない土壌
でも肥料なしでよく育つ。インドネシアでは、荒れた土壌を肥沃にするため、樹種Cを植えて

いる事例もある。	

!  1年で成木になった後で刈り取り、切り株を放置しておくと、再び1年後には同程度の大きさ
の成木になる。関連の研究結果によると、それを15年程度、続けることができる	

!  葉や実は、山羊の餌にすることができる。これにより、樹種C栽培と山羊の畜産業を並行して行うことも可能。
山羊の肉、乳が換金可能な商品となり、雇用を生む。	



2.赤道直下で育つ樹種C 
　- 安価な木質ペレットの可能性（3）	

植え付け後1年程度の枝	



2.赤道直下で育つ樹種C 
　- 安価な木質ペレットの可能性（4）	

!  今年4月から5月にかけて、インドネシアの樹種Cの複数の専門家と情報交換をしつつ、インドネシア国環境林業省系企業、
および、同省系森林持続可能性政策アドバイザーY氏などを訪問し、サンプルの樹種Cおが粉（ジャワ島中部産）をいただ

いて、北海道林産試験場の小型ペレタイザーでペレットを試作した 

!  成分分析を行ったところ、1つを除いてすべての項目において、バイオマス発電所燃料用ペレットとしてふさわしい値だっ
た。しかし、カリウムのみが、3,230mg/kgときわめて高い値を示した。念のため、スマトラ島北端のアチェ州サンプル、ジャ
ワ島東端のマドゥラ島サンプルを分析したところ、6,000mg/kg以上のさらに高い値だった 

!  カリウムおよびナトリウムの値が合計で1,000mg/kgを超えると、特に流動床炉のプラントでは、カリウム・ナトリウムが500
度〜700度の熱で化合物となり、「ねばねばの性状」を示す。これが流動床炉底部の砂の流動を妨げる。また、冷えた際

にクリンカーとして炉の内部、配管の内部にこびりつく。すなわち、発電所プラントに致命的なダメージを与える 

!  しかし、時間をかけて解決法を探した結果、「1リットルの水に、12.5gの樹種C素材を、3時間漬けておくことで、カリウムが
除去できる」という研究論文が見つかった。等分の比率で試験したところ、95％のカリウムが抜け、カリウム問題が解決で

きる目処が立った 

!  しかし、使う水の量が著しく多い。年間30万トンのペレット生産工場においては、1日の樹種C原料処理量は1,300トン

（330日稼働）。これのカリウムを除去するには、10万トン／日の水を必要とする。オリンピックプール40杯分の水。しかし、
これでやっても、樹種Cの高生産性により、採算が取れるペレット事業は不可能ではない 

!  なお、大量の水を使わずとも、熱処理＋化学処理にて、カリウムを除去できる技術・装置を持っている会社が見つかり、こ

ちらで検討中 



3.栽培可能範囲が広いアカシア・マンギウム、アカシ
ア・ハイブリッドの展開。その他の樹種、国別の特徴 

!  樹種C（マメ科）は、赤道帯の土地でしか育たない。緯度が上がると、病気になりやすいと言われ
ている。プランテーション経営が可能な国は、パプアニューギニア、インドネシア、マレーシア、ス
リランカ、東アフリカ（ケニヤ、タンザニア） 

!  アカシア・マンギウム（マメ科、Acacia Mangium）、アカシア・ハイブリッド（マメ科、Acacia Hybrid）は
それ以外の国でもプランテーション展開できる。国としては、フィリピン、ベトナム、カンボジア、タ
イ、インド、東アフリカ以北・以南。また、赤道帯でアカシア・マンギウムがプランテーション栽培さ
れている事例もある（インドネシア、中部ジャワ） 

!  赤道帯以外でプランテーション展開が可能な樹種には、グリリシーディア（マメ科、Gliricidia）があ
るが、商用レベルの事例を聞かない 

!  その他にも、木質ペレットの原料になりうるSRC樹種は多数あり、探せば取組事例が見つかる 



3.栽培可能範囲が広いアカシア・マンギウム、アカシ
ア・ハイブリッドの展開。その他の樹種、国別の特徴 

植え付け後12ヶ月程度のユーカリプタス。
背は高いが幹が細く、伐採まで数年かか

る	

改良樹種アカシア・ハイブリッドの
「販売用苗木」を栽培している圃場。

ミャンマー・ヤンゴン郊外。1本数ドル
で販売 
アカシア・ハイブリッドは、「挿し木」
で増やす栽培法。よって、苗木栽培
に特殊なノウハウが要る	

植え付け可能になったアカシア・ハ
イブリッドの苗。”Corn-tainer”と呼ば

れる、三角錐形の苗木栽培容器で
育てる。Corn-tainerを使った苗木は 
直根（tap root）がよく育ち、土に植え
た後もたくましく成長する	



3.栽培可能範囲が広いアカシア・マンギウム、アカシ
ア・ハイブリッドの展開。その他の樹種、国別の特徴 



4. EFBペレットの動向 

!  EFB（Empty Fruit Bunch、「空果房」と訳される場合がある） 

!  EFBはパーム搾油工場では、日本で言う産業廃棄物扱い。パーム油生産量とほぼ同等の量（重量）が出
る。おおむね、Fresh Fruit Bunch重量の25％のパーム油がとれ、同じく25％のEFBが廃棄物として出る 

!  インドネシア、マレーシアともに、おおむね年間1,000万トン程度のEFBが出ている。両国とも、EFBの焼却
処分を認めていない。煙害のため 

!  EFBの含水率を落とせば、PKSと同等の重量当たり熱量を持つ。廃棄物として大量に出るため、燃料とし
てのポテンシャルは大きい 

!  しかし、EFBには、カリウム、ナトリウム、塩素が大量に含まれ、木質バイオマス発電燃料には向かない 

!  カリウム、ナトリウム、塩素を、コスト効率よく除去できる技術・装置があれば、事態が一変する 

どのパーム搾油工場を訪問しても、EFBはほぼこのように、野積み、
放置されている	



5.自社で20年間の安定供給を果たす 
燃料生産拠点を持つ利点 

!  EFBは、カリウム、ナトリウム、塩素を除去しない限り、発
電燃料として使えない 

!  EFBは、木質ペレットにおいても接着剤の役割を果たすリ

グニンを含んでおり、ペレット化が可能 

!  現状は産業廃棄物であり、集荷コスト＋アルファで原料
調達できる。トン5ドル程度？ 

!  年産10万トン級の木質ペレット工場生産ライン一式は4億
円（日系、東南アジア製）〜6億円（ドイツ製） 

!  カリウム、ナトリウム、塩素を除去する装置は、日系S社に
よると、年産10万トン級で4.5億円 

!  計10億円前後で、EFBペレット製造工場の本体一式は揃
う。あとは、土地、造成、基礎、建屋、電源、水関連等の
初期費用 

!  手元の簡易試算で、年産10万トン級、総事業費約15億
円。製品EFBペレットを世界相場100ドル／トンで売ると、
IRR 14％程度の好採算事業となる 

!  自社専用燃料製造設備として運用すると、FOB 80ドル程
度まで落とせる。これにより、発電事業の燃料コストが著

しく削減できるため、発電事業のIRRが跳ね上がる 

!  第一号プラント稼働後、ファンドスキームを組成する会社
を立ち上げることについて、金融系の仲間と議論中 



6.トレファクション燃料への橋渡し 

!  カリウム、ナトリウム、塩素を除去する装置は、2
水処理にてカリウム、ナトリウムを除去した後、
200度〜300度で一定時間、熱を加えて、処理す

る。これにより塩素が抜ける 

!  この温度帯は、いわゆるトレファクション（半炭
化）の温度帯と同じ。滞留時間30分程度をコント
ロールできれば、トレファクション燃料になる可
能性もある。現在、試験中 

!  インドネシア、マレーシアのEFBをペレット化しつ
つ、販売する一方で、同じEFBを、「トレファイド・
ペレット」として製品化する可能性 

!  前述の樹種Cについても、適切な用地さえあれ
ば、年産10万トン単位のトレファイド・ペレットの
原料とすることができる（カリウムを除去できるた
め） 



7. 石炭混焼燃料市場を見据えた 
トレファクション燃料生産量拡大のために 

!  石炭火力発電所におけるバイオマス燃料混焼の需要は、特に、COP21以降、拡大が予測されている 

!  欧州では、石炭火力全廃の議論も出ている。石炭火力発電所を廃棄せずに、トレファイド・ペレット、トレファ
イド・ブリケットを燃料として焚けば、応分の発電量が得られるのではないか？という発想もある 

!  日本の9電力会社が焚く石炭は、年間8,000万トン。熱量ベースで10％を混焼用トレファイド燃料にすると、
年間1,500万トンの市場が生まれる 

!  現状、年間1,500万トンのトレファイド燃料を供給できる国、企業は存在しない 

!  あり得るとすれば、インドネシア（カリマンタン島）、パプアニューギニア、東アフリカ等の広大な遊休地を使い、
樹種Cのような、単位面積当たり収量が著しく大きな樹種をプランテーション展開し、大量の原料調達を可能

にする。1拠点あたり、 低で1万ha。1万haは100km四方。これで10万〜15万トンのトレファイド燃料が生産
できる 

!  樹種Cの場合、前述のように、栽培可能なエリアは赤道帯に限られる。このうち、広大な面積が手当て可能
なのは、パプアニューギニア、インドネシア･カリマンタン、スリランカ（国策でEnergy Plantation政策が始動の
見込み）、ケニヤ、タンザニア。これらの国では、100万トン単位の生産が可能だと思われる 


