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略語集 

BFB Bubbling Fluidized Bed の略で、流動床のこと。 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social の略で国立経済社会開発銀行

のこと。 

BOP Balance of Plant の略で、主設備以外の付帯設備を指す 

BRL レアル。ブラジルの通貨単位。 

CAPEX Capital Expenditure の略で、設備投資金額のこと。 

CFB Circulating Fluidized Bed の略で、循環流動床のこと。 

CFR 国際商業会議所が策定する貿易条件（INCOTERMS）の一つで、Cost and Freight の略。

製品価格および輸出港から輸入港までの運賃を含む価格を指す。 

E-IRR Equity Internal Rate of Return の略で、投資家にとっての自己出資金に対する内部収益

率のこと。 

EPC Engineering, Procurement, Construction の略で、設計、調達、建設を指す。 

EPE ブラジル鉱山エネルギー省傘下のエネルギー研究公社。ブラジルにおいて、エネルギー

の長期需給計画を策定する。 

FDF Forced Draft Fan の略で、押込通風機のこと。 

FOB INCOTERMS の一つで、Free on Board の略。輸出貨物が本船に積み込まれた時点で売

り主の義務が免除される。 

GAH Gas Air Heater の略で、ボイラ煙道に設置される空気予熱器のこと。 

HRA Heat Recovery Area の略で、後部伝熱部のこと。 

IDF Induced draft Fan の略で、吸引通風機のこと。 

JBIC Japan Bank for International Cooperation、株式会社国際協力銀行の略称。 

JV Joint Venture の略で、共同企業体のこと。 

NDC 自国が決定する貢献（NDC：nationally determined contribution）。パリ協定に先立ち、各

国が作成した 2020 年以降の温室効果ガス排出削減目標。 

NEXI Nippon Export and Investment Insurance の略で、株式会社日本貿易保険の略称。 

NPV Net Present Value の略で、正味現在価値のこと。 

OPEX Operating Expense の略で、用役費、運営費などの事業運営に関わる費用を指す。 

P-IRR Project Internal Rate of Return の略で、ひとつの事業に投資した設備投資額に対する内

部収益率のこと。 

PR パラナ（州） 

PDE2029 Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 の略で、EPE が毎年作成する将来 10 年の

エネルギー拡張計画のこと。 
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略語集（続き） 

REN21 21 世紀のための自然エネルギー政策ネットワークで、自然エネルギーの促進を図るため

に政府機関、国際機関、NGO、産業界、地方自治体、研究機関など各ステークホルダー

の考えを共有し、活動を奨励しようとする世界規模の政策ネットワーク。 

RS リオグランデドスル（州） 

SC サンタカタリーナ（州） 

SP サンパウロ（州） 

SPC Special Purpose Company の略で、特定目的会社のこと。 

TIGAR Twin Ihi GAsifieR の略で、二塔式ガス化炉のこと 

USD ドル。米国の通貨単位。 
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1. 目的及び概要 

 背景・目的 1.1.

新興国を中心とした世界のインフラ需要は膨大であり、急速な経済成長により、今後の更なる市場の拡

大が見込まれている。 

このため、民間投資を喚起し、持続的な成長を生み出すための我が国の成長戦略・国際展開戦略の

一環として、日本の「強みのある技術・ノウハウ」を最大限に活かした、質の高いインフラの海外展開を促

進することにより、相手国の経済成長に貢献するとともに、我が国の力強い経済成長につなげていくこと

が肝要である。 

平成３０年６月７日に経協インフラ戦略会議で決定（改訂）されたインフラシステム輸出戦略では、インフ

ラシステムの海外導入のためには、相手国の実情を十分に踏まえ、様々な課題を複合的に解決できるソ

リューション提案を行ない、提案のコンセプトや技術の優位性・信頼性を相手国に十分に理解してもらうこ

との重要性が指摘されている。 

本事業は、ブラジル南部 RS 州における現地ニーズを踏まえ、以下の目的と背景に基づき創案された。 

目的１：ガス化プラントの導入による脆弱な天然ガス供給インフラの補完 

ブラジルエネルギー10 か年計画(PDE2027)では、ガス需要は年率 3.4%の伸び率で推移すると予

測されているが、ボリビアからの輸入ガスパイプラインの供給は不安定であり、国産天然ガスのプ

レサル鉱区からのガス供給も計画はあるが実現に疑問がある。そのため、これらに起因する天然

ガス価格の激しい価格変動も生じている。 

目的２：低品位炭及び未利用バイオマスのガス化原料としての有効利用 

RS州は石炭が豊富に賦存しているが、灰分が約50%と非常に多く利用が困難な低品位炭である。

加えて、炭鉱周辺では、ユーカリ間伐材、大豆殻等バイオマスが豊富に産出されるが、有効利用

は限定的となっている。 

目的３：化学原料の輸入依存から地産地消への転換によるエネルギーセキュリティの向上と価格の安定化 

世界最大級の農業国であるブラジルの南部には肥料工場や化学品工場が集積し、また大規模バ

イオディーゼル工場があるため特に尿素、メタノール等の化学原料の需要が多い。しかしながら、

現在、メタノールは 9 割、尿素は 7 割、アンモニアは 2 割が輸入であり、国際市況、季節、為替に

より価格が大きく変動している。 

目的４：RS 州の産業活性化、雇用の創出 

弊社が長年開発し、このほど商用フェーズに入った二塔式ガス化炉（以下「TIGAR」という。）は低

品位炭や各種バイオマスなど多様な原料をガス化でき、メタノール、尿素等のみならず多様な製

品を製造することが可能であり、RS 州が進めるケミカルコンプレックスに貢献できる可能性がある。

加えて、既存の石炭火力発電所の老朽化、廃止が進む中、石炭産業に従事する労働者の雇用

の機会創出が急務となっている。本事業では、1 プラントにつき 30～40 人規模の雇用を創出でき、

関連サプライチェーンや関連産業への波及効果も合わせると相当数の雇用創出が期待できる。 

こうした背景を踏まえ、本事業では、今後成長が見込まれるブラジル南部 RS 州における化学原料製造

分野においてインフラ案件を形成し、最終的に受注や事業化を目指す事業実施可能性調査の実施を目

的とする。 
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 調査概要 1.2.

(1) 調査項目 

①想定されるガス化原料と製品の需要及び価格に関する情報収集・調査・分析 

 RS 州産低品位炭２炭種の供給容量及び価格の調査 

 地産バイオマスの種類、集荷量、価格等の調査並びに集荷可能性の評価 

 製品としてのメタノール、尿素等の需要及び価格の調査並びに将来分析 

 

②ブラジルにおける競合他社、競合技術の動向調査及び競争優位性の評価 

 ガス化技術を有する海外競合他社のブラジルにおける進出動向調査 

 ガス化ガスの競合としての天然ガスの現状並びに将来の供給動向に関する調査 

 上記情報に基づく TIGAR の競争優位性の評価 

 

③市場調査結果を考慮した事業スキーム及び事業シナリオの検討 

 ガス化原料となる炭種、バイオマス種の決定並びに各消費量の決定 

 製品となる化学原料及びその製造量の決定 

 サプライチェーン全体を考慮したプラントサイト選定、製品輸送先の決定等 

 

④低品位炭とバイオマスを用いたガス化設備とシンガス合成設備の基本設計 

 プラント全体基本計画 

 TIGAR の検討 

 シンガス合成設備や周辺付帯設備の検討 

 プラント全体所内動力、ユーティリティ消費量等のまとめ、レイアウト計画他 

 プラント全体の建設費、運転費、保守費等の検討 

 

⑤原料と製品の輸送に関する調査検討 

 石炭輸送に関するルート・方法の調査検討、輸送費の調査検討 

 バイオマス集荷・輸送に関するルート・方法の調査検討、輸送費の調査検討 

 製品輸送に関するルート・方法の調査検討、輸送費の調査検討 

 

⑥事業体制とファイナンススキームの検討 

 ステークホルダー全体を考慮した事業体制の検討 

 JBIC、NEXI 等活用したファイナンススキームの検討 
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⑦製品製造コストと経済性検討 

 コスト積算条件、経済性検討条件の調査検討（税金、Tax incentive、補助金その他の設定） 

 サプライチェーン全体のコストとりまとめと製品販売単価の検討 

 経済性検討 

 上記検討結果に基づく事業実施可能性の評価 

 

⑧その他、案件を事業化するために必要となる活動 

ア．日伯経済合同委員会における本事業案の紹介（７月、サンパウロ） 

イ．コスト競争力強化策として、ローカル製作業者、据付業者等現地パートナーの調査 

ウ．事業実施に必要な環境ライセンス等の許認可や現地法規制などの調査 

エ．事業のリスクマネジメント、政策支援等の活用見込みの調査検討 

オ．事業化までの具体的なスケジュール、アクションプランの検討 

 

(2) 調査方法 

①想定されるガス化原料と製品の需要及び価格に関する情報収集・調査・分析 

 石炭については、現地炭鉱会社であるCopelmi社の協力のもと、候補炭として挙げているBaixo 

Jacui 炭と Candiota 炭のどちらか一方もしくは両方について、その供給容量や経済性検討で必

要となる価格を調査設定する。 

 地産バイオマス原料としては、ユーカリ、松等が期待できる。プラントサイト候補地周辺における

これらの集荷可能量を調査するとともに、集荷価格について調査検討する。 

 製品としてはメタノールもしくは尿素等を想定している。これらについても市場調査を実施すると

ともに需要や価格の将来予測の検討を行なう。 

 これらは、石炭企業、バイオマス関連企業、バイオディーゼル企業、肥料企業等現地企業を訪

問してヒアリングを行ない情報収集する。 

 

②ブラジルにおける競合他社、競合技術の動向調査及び競争優位性の評価 

 石炭ガス化の競合技術としては、Shell 炉や GE テキサコ炉などが挙げられる。また、バイオマス

ガス化技術を有する競合他社としては、Valmet や Gussing などが挙げられる。これらのブラジル

への進出動向を調査する。 

 石炭ガス化ガスの競合としては天然ガスが挙げられる。天然ガスは、隣国ボリビアからのパイプ

ラインでの輸入天然ガスと国内プレサル鉱区からの国産天然ガスがあるが、それらの現状並び

に将来の供給動向などを州政府等から現地でヒアリングを行なう。 

 これらの情報に基づいて、TIGAR の競争優位性を評価する。 
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③市場調査結果を考慮した事業スキーム及び事業シナリオの検討 

 想定される運転開始年度である 2023 年度以降の製品の需給バランスや価格その他の事業影

響因子を考慮し、より実現可能性の高いと期待される対象製品及び適切な製造量（TIGAR 容

量）を決定する。 

 ガス化原料としては、輸送距離等を考慮した石炭種や集荷可能性調査結果を考慮したバイオ

マス種の決定を行なう。 

 サプライチェーン全体を考慮したプラントサイト選定、製品輸送先の決定等も行なう。 

 上記の結果、１つ以上の事業スキームを選定し、以降の検討に続ける。 

 

④低品位炭とバイオマスを用いたガス化設備とシンガス合成設備の基本設計 

 設定した TIGAR 容量及び製品に基づいて、プラント主系統のシステムフローを検討し、全体ヒ

ートマスバランスを計算する。 

 ヒートマスバランス計算結果に基づいて、主要機器仕様（容量、基数、運転温度・圧力等）を検

討する。TIGAR 本体については、選定した原料のガス化に最適な設計となるよう数値解析を用

いて検討する。 

 シンガス合成設備や BOP については、外注により検討する。 

 これらの検討結果より、所内動力、ユーティリティ消費量等をまとめるとともに、プラント全体レイ

アウトを計画する。 

 最後に、上記計画に基づいて、プラント全体の建設費、運転費、保守費をとりまとめる。 

 

⑤原料と製品の輸送に関する調査検討 

 石炭の輸送価格や集荷も含めたバイオマスの輸送価格の調査検討を行なう。 

 製品についても、最終需要地を想定した上で、輸送価格の検討を行なう。 

 検討にあたっては、実際の輸送ルートや輸送方法などを検討した上で、現地での道路・鉄道・

水路（内海・外洋）・港湾のアクセス性についても確認するとともに、 必要に応じて現地輸送業

者から見積を取得する。 

 

⑥事業体制とファイナンススキームの検討 

 事業体制については、JV を事業母体とするか SPC を組成するか、コーポレートファイナンスとす

るかプロジェクトファイナンスとするかなど検討する。また、事業運営側とオフテーカ側との枠組

み、タイインポイントについても、検討する。タイインポイントの検討は、例えば石炭やバイオマス

をどこで受け取るかあるいは製品をどこで受け渡すかといったことで、石炭会社や製品のオフテ

ーカとなり得る会社と協議の上設定すると考えている。 

 ファイナンススキームの検討は、BNDES（国立経済社会開発銀行）や JBIC 等からのファイナン

スや、NEXI を活用した地場銀行からのファイナンスなどについて検討する。 
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⑦製品製造コストと経済性検討 

 前項までの検討結果に基づいて、事業に必要なコストをとりまとめる。コストについては、均等化

製造原価の算出手法（運転期間中の総コストと運転期間中の総製品製造量をベースに、適切

に割引率やインフレ率を設定して計算するもので、1Nm3 あたりもしくは１トンあたりのコストで表

す。）を用いて、製品製造コストを算出する。 

 想定した事業シナリオに基づいて、内部収益率（IRR）や正味現在価値(NPV)を計算するととも

に、事業リスクに応じたパラメータと変化幅を設定し、どの程度の変化まで事業として対応可能

かの分析も実施する。 

 

⑧その他、案件を事業化するために必要となる活動 

ア．日伯経済合同委員会における本事業案の紹介（７月、サンパウロ） 

7 月の日伯経済合同委員会（サンパウロ）において、本事業案を紹介することで、幅広くブラジ

ルでの波及をはかる。 

イ．コスト競争力強化策として、ローカル製作業者、据付業者等現地パートナーの調査 

プラントの製造や運転後のメンテナンスについて、日本もしくは日本近隣国（東南アジアなど）

で製作あるいは調達し、それをブラジルに輸送することは、輸送費の膨張を招くため、事業性

を毀損しうる要因となると考えている。このため、地場の製作業者、機器メーカ、土建業者、据

付業者、メンテナンスを担える業者等現地パートナーの調査も行ない、事業計画に反映する。 

ウ．事業実施に必要な環境ライセンス等の許認可や現地法規制などの調査 

事業実施にあたり必要となる環境ライセンス等の許認可や現地法規制などについて調査し、

事業計画に反映する。 

エ．事業のリスクマネジメント、政策支援等の活用見込みの調査検討 

リスクアセスメントを実施し、本事業の事業リスクを洗い出すとともに、これを緩和する方策や政

策支援等の活用見込みについて調査検討する。 

オ．事業化までの具体的なスケジュール、アクションプランの検討 

本調査において本事業が実現可能と評価された場合は、関係するステークホルダーとも協議の

上、実現に向けた具体的なスケジュール、アクションプランを策定した上で、実行に移す予定で

ある。 
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2. 調査内容及び結果  

 想定されるガス化原料と製品の需要及び価格に関する情報収集・調査・分析 2.1.

2.1.1. RS 州産低品位炭２炭種の供給容量及び価格の調査 

(1) RS 州の石炭供給容量 

ブラジルの石炭は、南部 3 州（RS 州、SC 州、PR 州）を中心に約 320 億トンの埋蔵量を誇る。このう

ち 89%にあたる 288 億トンが RS 州に分布しており、この為、RS 州は官民ともに石炭活用に非常に前

向きである。 

 

図表 2-1 地域別ブラジル石炭埋蔵量1 

（確認埋蔵量、確認可採埋蔵量、予想埋蔵量、準埋蔵量の総計） 

 

しかしながら、豊富な埋蔵量にもかかわらず、現在の RS州の石炭生産量は年間 500 万トン程度に

とどまっている。この要因として、RS 州で産出される石炭の多くが使い道が限定される低品位炭であ

るという事が大きい。 

特に、RS 州で最も石炭埋蔵量の多い Candiota（州都 Porto Alegre から南西へ約 300km）の石炭

は、高灰分（55%）、低発熱量（3,000kcal/kg 以下）という性状から、これまで地元の発電所向け以外

に活用方法がなく、また選炭による灰分の改善が難しいという欠点がある。石炭火力発電所におい

ても、灰分の多さからフライアッシュに起因するボイラ摩耗等が発生している。 

同じ RS 州内であっても、例えば Baixo Jacui 地域（主な炭鉱は図表 2-1 の Charqueadas と Leao

の一部）の石炭は Candiota 炭に比べ灰分が少ない。また、Baixo Jacui は州都 Porto Alegre から西

へ約 20～30km と比較的近距離なため、Candiota 炭よりも積極的に活用されてきた。 

 

 

                                                   
1 出所：Energy Mineral Resources: Coal and Uranium をもとに調査員作成 
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(2) 低品位炭 2 炭種の価格 

ブラジルでは、石炭は相対で取引されており、価格は公開されていない。協力企業の Copelmi 社

へのヒアリングによると、Candiota 炭の製品価格は Baixo Jacui 炭の製品価格の半額程度である。前

述の通り、熱量の低さと灰分の多さから Candiota 炭の活用方法が少ないことが主な原因である。 
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2.1.2. 地産バイオマスの種類、集荷量、価格等の調査並びに集荷可能性の評価 

ブラジルは 49 万 ha を超える広大な森林を有しており、これは世界の森林の 12%を占め、世界的に

見てもブラジルはバイオマスの豊富な地域と言える。2018 年にはブラジル全国で 1.1 億㎥の木質バ

イオマス燃料が集荷されており2、その量は今後も増加するとみられている。 

また、REN21 が発表した自然エネルギー世界白書 2018 によると、2017 年のバイオディーゼル生

産量は 1 位米国、2 位ブラジル、3 位ドイツ、またバイオエタノール生産量は、1 位米国、2 位ブラジル、

3 位中国となっており、ブラジルはバイオ燃料の生産において世界をリードしているといえる。 

図表 2-2 は、管理林で集荷されたバイオマスの実績値と予測である。2030 年には 2015 年の 2 倍

程度の木質バイオマスが生産されると予想されており、今後ブラジルは主要なバイオエネルギー製

造、ひいてはその輸出国として成長していくと期待される。 

 

図表 2-2 バイオマス集荷量実績と予測3（単位：百万トン） 

 
 

バイオマスの種類としては、中西部などではバガス（サトウキビの搾りかす）が主流であるに対し、

RS 州を含む南部ではユーカリ、マツ、大豆殻等多様なバイオマスを調達可能である。 

  

                                                   
2 出所：Food and Agriculture Organization of UN 
3 出所：Andrew Welfle, Balancing growing global bioenergy resource demands - Brazil's biomass potential and the 

availability of resource for trade, University of Manchester 
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図表 2-4 は現地のサプライヤー等へのヒアリングをもとに作成した、Candiota 近郊のバイオマスと

その製品価格（輸送費含む）である。 

 

図表 2-3 Candiota 近郊のバイオマス 

（左からユーカリ、マツのチップ化工場、アカシアのチップ化工場） 

 

図表 2-4 バイオマス製品価格（輸送費含む）価格4（単位：USD/トン） 

 

  

                                                   
4 出所：Copelmi 社からの受領資料を基に調査員作成 
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(1) ユーカリ 

a. 集荷可能量とカウンターパート 

ユーカリについては、Candiota の 100km 圏内に広大なユーカリ林があり、豊富な収穫量が見

込まれている。このユーカリ林の一部は、世界でも有数の紙パルプ事業者が植林、保有してお

り、本事業においてもこの企業がカウンターパートになり得る。 

 

図表 2-5 Candiota100km 圏内のユーカリ林分布（赤く塗られている部分）5 

 

 

b. 価格 

図表 2-4 で示すように、ユーカリの丸太は輸送費含む価格で 1 トン当たり 50USD 程度とみら

れ、1 トン当たり 16USD 程度の価格が提示されている廃材に比べ高価である。しかしながら、ユ

ーカリの廃材はユーカリ林で伐採後に剥きとられた枝や樹皮のため集荷方法が確立されておら

ず、葉がついた枝や土がついた樹皮が混合しているため品質に不安があり、本事業について

は丸太での調達が良いと見られる。 

  

                                                   
5 出所：Copelmi 社からの受領資料 
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(2) マツ 

a. 集荷可能量とカウンターパート 

マツは Candiota 近郊の Piratini 周辺に約 9,000ha の人工林が広がっており、地場の製材事

業者複数社が輸出向けの家具用木材加工のほか、州外のバイオマス発電所に向けてウッドチ

ップ供給等を行なっている。 

集荷量については、現地事業者によるとウッドチップ換算でひと月当たり 2,800-5,000 トン程

度とのことである。ユーカリと比較すると一事業者当たりのバイオマス生産量が少ないため、複

数社との供給契約を結び、必要量を確保することが想定される。 

 

図表 2-6 Candiota 近郊のマツ林分布（黄色の点線で囲われている部分）6 

 

 

b. 価格 

マツ廃材の輸送費含む価格は 1 トン当たり 35～40USD と比較的安価だが、丸太になると 1 ト

ン当たり 75USD とユーカリに劣後する。また、カウンターパートとなる事業者の現在のメインの供

給先である発電所に比べて本事業のバイオマス量は少なく、価格交渉も難しいと懸念されてい

る。 

  

                                                   
6 出所：Copelmi 社からの受領資料 
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(3) アカシア 

a. 集荷可能量とカウンターパート 

アカシアは Candiota から 200km ほど離れた Rio Grande 港周辺に加工場がある。加工事業

者はウッドチップやペレットを主に日本や欧州への輸出向けで製造しており、チップ化やペレッ

ト化して付加価値をつける方針のため、丸太での供給は行なっていない。 

 

b. 価格 

アカシアのウッドチップ価格（輸送費含む）は 1 トン当たり 167USD 程度と他に比べかなり高額

であり、ペレットについても 1 トン当たり 112USD 程度と、ユーカリの約 3 倍になっており、価格競

争力は低いとみられる。 

 

(4) 大豆殻 

a. 集荷可能量とカウンターパート 

RS 州内では年間 1,800 万トン以上の大豆を生産しており、大豆油やバイオ燃料の大手製造

事業者より供給が可能である。 

 

b. 価格 

既に飼料としての用途が確実にあるため、輸送費含む価格で 1 トン当たり 135USD 以上とユ

ーカリ等に比べて高額に設定されている。 

 

(5) もみ殻 

a. 集荷可能量とカウンターパート 

RS 州では、年間 870 万トン以上のコメが生産されており、Candiota の周辺 150km 圏内にコメ

の生産地帯が集積している。収穫したコメはもみ殻付きで、Candiota から約 150km 離れた

Pelotas にある大手コメ加工事業者のサイロにて保存され、使用時に合わせて脱穀作業をする

ため年間を通じた供給が可能になっている。 

現在、コメ加工事業者は年間 30,000 トン弱のもみ殻を燃料として外販しており、直近で 5 年

間の供給契約が結ばれているため、本事業で調達先とする場合、2024 年以降開始の契約とな

る見込みであり、運転開始には間に合わない。 

 

b. 価格 

年間を通じて供給量が安定していることもあり、輸送費含む価格で 1 トン当たり 35USD 程度と、

比較的価格競争力が見込まれる。 
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2.1.3. 製品としてのメタノール、尿素等の需要及び価格の調査並びに将来分析 

(1) 尿素 

a.  需要 

尿素の需要量は肥料、特に NPK（N=窒素、P=リン酸、K=カリウム）肥料の需要動向に影響を

受ける。図表 2-7 は世界的な NPK 肥料の消費動向であるが、そのうち尿素に 50%程含まれる

窒素の消費量が全体の 60%を占めている。また、今後もその伸びが予測されており、これに伴っ

て尿素の需要拡大も期待されている。 

 

図表 2-7 成分別 世界の肥料消費動向（単位：百万トン）7 ※予測値：2017 年以降 

 

 

地域別で需要量を見ると、アジアが最も大きな肥料市場であり、南米は他 3 地域と比べると消

費量が一番少ない。しかしながら、年平均成長率で見ると、2014～16 年の平均値から 2021 年

までの成長率が 4.4%と 4 地域の中で一番高く、今後南米地域の需要拡大が見込まれている。 

 

図表 2-8 地域別 NPK 肥料の窒素成分の消費動向（単位：百万トン）8 ※予測値：2017 年以降 

 

 

中でもブラジルは世界有数の農業国であり、肥料の消費量も多い。国際連合食糧農業機関

の統計によれば、2016 年時点でブラジルは、中国、米国、インドに続いて世界 4 番目、南米で

                                                   
7 出所：IFA, June 2017 

8 出所：IFA, June 2017 
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は最大の農業生産額を誇る。 

 

図表 2-9 農業正味生産額ランキング 20169（単位：百万 USD） 

 
 

ブラジルではコメ、大豆、トウモロコシ、サトウキビ、コーヒーといった多様な作物を栽培してお

り、作物によって施肥時期が異なる点、二期作等も盛んで作付け時期に偏りが少なく年間を通

じて需要量が比較的安定している点等が特徴といえる。 

図表 2-10 は 2016 年の尿素の輸入実績を示している。ブラジルはインド・米国に続いて世界

第 3 位につけており、肥料消費国として存在感を示している。 

 

図表 2-10 尿素輸入国ランキング 201610（単位：百万トン） 

 

また、尿素には、粒状（Prilled Urea）、顆粒状（Granular Urea）等と形状の違いがあり、その他

にも粉末状（Powder）を好むオフテーカがいるなど、オフテーカによってニーズが異なるため、

                                                   
9 出所：FAO 
10 出所：IFA, June 2017 
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契約交渉するうえで確認すべき事項である。 

 

b.  供給 

ブラジルにおける尿素の供給は、アルジェリア、ロシア、中東地域からの輸入品が多い。輸入

量については、RS 州だけで 2019 年 1 月～11 月で 600,000 トンの実績があり、年間輸入量は

800,000 トンに達するとの予想も出ている。 

 

図表 2-11 ブラジルにおける尿素の輸入元内訳 201811 

 

 

また、肥料会社にとって、尿素の品質も調達先を決める重要なポイントになっている。図表 

2-12 では 2016 年の尿素輸出国ランキングを示しており、中国を筆頭にロシアや中東地域がラ

ンクインしているが、中国からの尿素はブラジルでは多くは見られない。ブラジル国内の肥料事

業者の中には、安価だったために輸入した中国製の尿素の質が悪く結局輸入を取り止めた、と

いう話も聞く。本事業においても、調達先に選んでもらうためには、技術水準を満たした品質で

あることを十分に担保する必要がある。 

 

  

                                                   
11 現地企業のヒアリングをもとに調査員作成 
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図表 2-12 尿素輸出国ランキング 201612（単位：百万トン） 

 

 

a.  価格設定 

尿素の価格は、主な原料である天然ガスの価格変動に影響を受けるが、天然ガス価格と常

に連動しているわけではない。これは、中国などの安い尿素が石炭由来のものが多いこと、及

び需給バランスが背景にあるためである。 

図表 2-13 の通り、尿素の国際的な市場価格は変動が非常に大きい。そうした中、ここ数年

の傾向として国際市況は需給の引き締まりを受けており、価格は上昇傾向にある。 

 

図表 2-13 尿素の市場価格推移13（単位：USD/トン） 

 

ブラジル国内での取引価格については、国際的な市場価格の影響はないとは言えずオフテ

ーカは尿素のスポット価格はリファレンスプライスと位置付けている。しかしながら、両者の変動

の仕方が必ずしも一致するわけではない。 

 

オフテーカは FOB 価格ではなく、海上運賃を含めた CFR 価格を見ており、地場の貿易会社

                                                   
12 出所：IFA, June 2017 
13 出所：Market AMIS Monitor Archive 
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等が発表する尿素の CFR 価格の短期予測や Argus や Profercy といった世界的な価格データ

プロバイダーの情報を参考に、為替等を考慮し、取引の都度価格交渉がされている。 

こうして設定された CFR 価格に、ブラジル到着後の国内輸送価格等加えた価格（All-in 価格）

に対する価格競争力が、本事業において求められている。 

 

図表 2-14 尿素の取引価格設定イメージ14 

 

 

また、ブラジル国内の肥料業界では、取引通貨について USD 建が基本であるというのも特筆

すべき事項である。大豆、トウモロコシ、綿花等の農産物の多くが国外輸出を目的としており、

生産者の収入も外貨の影響を受けるほか、生産のコストの約 50%が肥料や農薬等 USD 建となっ

ており、収入、コストの双方で為替変動の影響を受けている。肥料業界の価格リスクは、USD の

為替変動に拠るものが大半を占めるため、その影響を少しでも抑えるために業界全体で USD

建の取引になっているとのことだが、一方、BRL 建の取引の選択肢があることは時として望まし

いとのコメントもあり、本事業では取引通貨についても今後のオフテーカとの重要な検討事項の

一つと認識している。 

 

(2) アンモニア 

a.  需要 

アンモニアは、化学品メーカで触媒として利用されるほか、尿素同様 NPK 肥料の製造に用い

られるが、需要量は尿素に劣後する。また、固形の尿素と違い、アンモニアは危険物扱いのた

め取扱いや貯蔵が難しく、取扱いにあたってはライセンス取得を必要とする。これらのことを理

由にアンモニアを使用していない肥料会社もある。 

現地企業へのヒアリングの中で、今後の需要見込みとして、2021 年にはブラジル全土で年間

200 万トン、RS 州では年間 5 万トンの需要が予測されているという調査結果もあり、アンモニアの

需要拡大が期待されている。 

 

 

                                                   
14 出所：調査員作成 
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b.  供給 

ブラジルではアンモニアの供給者が少なく、国内生産と輸入品は割合にすると 50：50 程度で

ある。国内生産は、主に国営石油会社 Petrobras 社が所有する尿素/アンモニア製造プラントが

賄っている状態である。 

Petrobras 社のアンモニア製造プラントは、1,000～3,000 トン/日程度と大規模で15、1970-80

年代に運転を開始した古いものも多い。一連の汚職問題16により、Petrobras 社は、石油ガスの

上流工程に注力する指針を示しており、プラントの売却意向が見受けられたものの売却交渉が

決裂、一部は売却ではなく賃借契約が決まるなど、今後の供給見通しは不透明である。現在、

Petrobras社からアンモニアを調達しているオフテーカからも、アンモニアの安定供給のため、サ

プライヤーの多様化を図りたいとの発言があった。 

輸入品については、2014 年頃まで RS 州内でも Rio Grande 港において年間約 5,000 トンの

アンモニアが輸入されていた。現在は SP 州の Santos 港に限定され、輸入業者も限定的とみら

れる。 

アンモニア輸出国の大半は、主に低コストの天然ガスを使用してアンモニアを製造している。

2016 年時点での最大輸出国はトリニダードトバゴ、次いでロシア、サウジアラビアとなっている。 

 

図表 2-15 アンモニア輸出国ランキング 201617（単位：百万トン） 

 

 

c.  価格設定 

アンモニアの価格は尿素以上に天然ガスの価格変動に影響を受け、変動が大きいといわれ

ている。また、ブラジル国内における尿素の取引価格が国際的な価格変動の影響をある程度

受けているのに対し、アンモニアは市場として確立されているというよりも個別取引のイメージが

強いとのヒアリング結果もあり、実際にブラジル国内でアンモニアが幾らで取引されているか、実

態は掴みにくいのが現状である。 

                                                   
15 出所：Petrobras 社 website, 
16 本稿 2.2.2 (2) a.参照 

17 出所：IFA, June 2017 
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図表 2-16 アンモニアの市場価格推移18（単位：USD/トン） 

 

 

(3) メタノール 

a.  需要 

ブラジルにおけるメタノールの需要は、バイオディーゼルの生成過程で用いられる部分が大

きく、バイオディーゼルの需要が主要なドライバーと言える。 

ブラジル政府は 2006 年以降、自動車向けディーゼルに一定量のバイオディーゼルを混合さ

せることを義務付けており、2009 年に制定された「Resolution#6」にてバイオディーゼルの義務

混合率が 5%まで引き上げられ、現在は 11%（B11）である混合率が 2023 年には 15%（B15）まで引

上げられることが予定されている。また、2017 年 12 月にはバイオ燃料活用促進を目的とした

「RenovaBio（国家バイオ政策）」が採択され、同政策はブラジルの温室効果ガスを 2030 年まで

に 2005 年比で 43%削減する目標（NDC）の達成、輸送用燃料の輸入依存からの脱却を主な目

的としている。特に、バイオエタノール、バイオディーゼルの活用を促進しており、これらの燃料

の生産量を今後 10 年で倍増させる計画で、今後メタノールの需要も更に拡大することが見込ま

れている。 

 

b.  供給 

ブラジルでは、メタノールの需要増加傾向に対し現在国内生産が追いつくことができずにい

る。現状として需要の 9 割を輸入に依存しており、主要な輸出元はトリニダードトバコ、ベネズエ

ラ、チリ等のラテンアメリカの天然ガス資源国である。 

 

  

                                                   
18 出所：Market AMIS Monitor Archive 
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図表 2-17 ブラジルにおけるメタノールの輸入元内訳 201619 

 

 

c.  価格設定 

メタノールは、天然ガス派生製品であるため、尿素以上に天然ガスの価格の変動に左右され

る。 

なお、一般的にバイオディーゼルコストに占めるメタノールの比率は 5%以下であるところ、メタ

ノールの供給を輸入に依存するブラジルではその比率が約 10%弱となっており、バイオディーゼ

ル普及のためにも、メタノールのコスト削減は急務の課題である。バイオディーゼル製造企業か

らも、コストには非常に敏感であるという意見があった。 

 

 

  

                                                   
19 現地企業のヒアリングをもとに調査員作成 
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 ブラジルにおける競合他社、競合技術の動向調査及び競争優位性の評価 2.2.

2.2.1. ガス化技術を有する海外競合他社のブラジルにおける進出動向調査 

(1) 石炭ガス化技術 

a.  ブラジル進出動向 

石炭ガス化は、南部 3 州、特に RS 州の石炭企業によって検討が進められてきた。直近では、

石炭ガス化大手の Shell 社及び GE 社のガス化ライセンス事業を買収した Air Product 社が、

Copelmi 社と共に RS 州内で石炭ガス化事業を計画中である。 

また、VAMTEC 社は中国企業と共に、Candiota にてメタノールの生産を計画している模様で

ある。 

 

b.  競合他社情報 

(a) Air Product 社 

Air Product 社は 1940 年創設の大手工業ガスサプライヤーで、酸素、窒素、アルゴン、

水素等の販売を手掛けており、ガス化炉への酸素供給事業者として 40 年以上の経験を有

している。2018 年 5 月にはオランダ Shell 社の石炭ガス化技術を、2019 年 8 月には米国

GE 社の石炭ガス化技術20を買収し、2019 年より中国で 2 つの石炭ガス化プロジェクトを推

進している。 

ブラジルでは、Copelmi社が2014年頃からRS州Guaibaにて、韓国POSCO Engineering

社と米国の GE 社と共にガス化事業展開を検討してきたが、2018 年以降はライセンスを GE

社より買い取った Air Product 社が中国 Zheijang Energy Group と共に Copelmi 社と案件開

発中である。 

 

図表 2-18 Air Product 社石炭ガス化事業実績21 

 

                                                   
20 GE と China Energy Group が JV 事業（中国におけるガス化事業）も含まれる。 
21 出所：デスクトップリサーチをもとに調査員作成 
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(b) VAMTEC 社 

VAMTEC 社は、ブラジルに本社を置くエネルギー総合企業であり、鉄、金属、ガラス、

肥料産業における原料生産やプロジェクト開発、各種取引等を行なっている。現在

Candiota において、中国の Qingdao Xinyutian Chemical 社と共に、石炭ガス化事業を計画

しており、本事業における一号機はメタノール製造を目的とし、生産量は年間 10 万トン、投

資額は約 100 百万 USD を予定している。 

2019 年 11 月末に、VAMTEC 社ならびに Qingdao Xinyutian Chemical 社は、RS 州の石

炭公社 CRM 社と覚書を締結し、CRM 社による同事業への石炭供給等について合意して

いる。また 12 月初旬には、RS 州知事 Eduardo Leite 氏と面談し、本計画について説明して

いる。州知事からは、特にライセンス取得プロセスの効率化について協力したい、との発言

があったようである。2020 年 1 月には Candiota 産出の石炭 20kg が中国のガス化炉で試験

され、結果が良好であったため、3,000 トンの石炭のガス化試験に向けて現在準備を進め

ている様子である。 

元々VAMTEC 社は、米国のガス化ベンチャーSES 社と共に同地域におけるメタノール

生産を計画していたが、SES 社のガス化技術売却等の報道が出ており、パートナーを変更

したものと推測される。 

 

(2) バイオマスガス化技術 

a.  ブラジル進出動向 

スウェーデン TPS Termiska Processor（TPS）社の技術（CFB ガス化炉）を用いて、ユーカリの

木を原料とした 32MW のバイオマスコンバインドサイクルプロジェクト（BIG-CC）が Bahia 州で検

討されていたが、経済性が見合わずプロジェクト化には至っていない。なお、バイオマスガス化

大手の Valmet 社や Gussing 社は、ブラジルでの事業経験はないものと考えられる。 

いずれのバイオマスガス化の技術についても石炭との共ガス化についてはまだ無いとみられ

る。 

 

b.  競合他社情報 

TPS 社は、燃焼エンジニアリングサービス、ガス化および燃焼の研究開発サービスを手掛け

るスウェーデンの企業である。2007 年に同じくスウェーデンのバイオ燃料の燃焼設備を手掛け

る ACAP Invest の傘下となった。 
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2.2.2. ガス化ガスの競合としての天然ガスの現状並びに将来の供給動向に関する調査 

(1) 世界的動向 

世界の天然ガス生産は着実に成長しており、2018 年には 38,679 億 m3 に達した。米国のエネル

ギー情報局によると、シェールガス等の生産が伸びることで、天然ガス市場は今後も安定的な成長

が予測されている。取引価格については、2008 年以降全般的に下落傾向にあったが、2017 年以降

は成長に転じている。 

 

図表 2-19 天然ガスの生産・価格推移22（単位：10 億ｍ3） 

 

 

図表 2-20 で示すように、シェールガス革命を背景に米国の台頭が顕著である。米国は今や世界

の成長の 45%を占める最大のガス生産国であり、そのガス生産量はここ数年で急増（2017 年比 11.5%

増）し、米国と中国だけで世界の消費量増加分の約 3 分の 2 を占めるに至った。こうした流れは天然

ガス価格の全体的な低下、ひいてはそれを原材料に製造された尿素とアンモニアの価格にも影響を

与えうる。 

  

                                                   
22 出所：(Historical Price) World bank pink sheet CMO Historical Data, (Production Trend) BP Statistical Review of World 

Energy 2019, (Forecast data) U.S. Energy Information Administration, International Energy Statistics 
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図表 2-20 天然ガス生産国、消費国、輸入国 201823（単位：10 億 m3） 

 

 

(2) ブラジル国内動向 

ブラジルエネルギー10 か年計画（PDE2029）によると、ブラジルの天然ガス需要は、水力発電への

依存から脱却し電源を多様化する過程で、2029年までに年率5%で成長すると予想されている。中で

も、ブラジル南部で特に産業が集中している RS 州では、天然ガスの需要が年々高くなっている。 

現在、ブラジルはボリビアからのパイプラインガス輸入と LNG 輸入が主要な供給源となっている。

RS 州をはじめブラジル南部への天然ガス供給に関しては、ロジスティクスの脆弱さから安定供給が

課題である。PDE2029 では、RS 州南部沖合で探鉱が行なわれている Pelotas 鉱区のプレサルの活

用や、南部における LNG 再ガス化設備新設の可能性について触れられているものの、具体的な計

画は見受けられない。 

  

                                                   
23 出所：Enerdata, Global Energy Statistics Year Book 2019 
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図表 2-21 ブラジルの天然ガス需給状況24（単位：10 億ｍ3） 

 

 

a.  Petrobras 社 

Petrobras 社はブラジルの国営石油会社である。ブラジル国内における石油産業をほぼ独占

しており、ガス市場もその例外ではなかった。しかし 2015 年の汚職問題発覚を受け、これまでの

市場独占体制を終焉させるべく、ガス市場の自由化を目指すこととなった。 

ガス市場自由化の一環として、Petrobras 社の所有するガス供給設備の一部を民間企業へ売

却する方針が固まる等、民営化やパイプラインの開放が始まりつつある。これにより、これまで政

府や Petrobras 社主導でガス価格が決定される状態から、市場原理に基づいた価格による適正

取引が促進されるとみられている。 

 

b.  プレサル 

ブラジル政府によると、国内の石油生産量のうち、現在プレサル由来のガスが 56%を占めて

いるが、2029 年には 80%弱まで増加する見込みであり、これに伴いプレサル由来の随伴ガスの

生産量も増加が期待される。 

プレサルとは、水深 3,000～5,000m 辺りにある超深海油田のことであり、主に Rio de Janeiro

沖合に位置する。近年、ブラジルではこのプレサル石油の生産が増加傾向であり、連邦政府も

生産拡大を目指している 

しかしながら、プレサルによる天然ガス生産は不確定要素も多い。採掘エリアから最終需要

エリアまでの長い輸送距離と莫大な輸送コストに加え、プレサルはCO2含有量が20%～30%程度

と高く、ガスパイプラインの腐食を防ぐために沖合での CO2 分離が必要である。CO2 分離には

4-6USD/MMBtu のコストがかかるため、安価での天然ガスの供給は期待できない。また、随伴

                                                   
24 出所：U.S. Energy Information Administration, International Energy Statistics 
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ガスのため、ガス生産量の予見が難しいという課題も抱えている。こうした投資コストの増加につ

いて懸念されており、今後、プレサルからのガス生産が政府の想定通り増加していくのか不透

明である。 

 

c.  ガスパイプラインおよび LNG 

2019 年に契約失効が予定されていたボリビアとのガス供給契約は、2 年間延長される方針だ

が、ガス供給量は現状よりも大幅に減少する可能性が高い。 

また現在、LNG は緊急的に火力による出力が必要となった場合にスポット市場から調達され

る、という需給状況になっており、価格の変動が高い。前述の通り、政府予測に則れば今後は

プレサルが電力向け需要をカバーする計画ではあるものの未だ不確定要素が多く、より安定的

なガスの供給手段が求められていると考えられる。 
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2.2.3. 上記情報に基づく TIGAR の競争優位性の評価 

(1) 海外競合他社に対する優位性 

2.2.1 章に示す通り、世界には複数のタイプのガス化炉が存在する。各ガス化炉（ガス化炉メーカ）は、

それぞれのメリット、デメリットを勘案して、ターゲットを絞っていくものと考える。TIGAR のメリットは、主に

以下の点である。 

① 褐炭のような比較的若い石炭の適用性が高い。 

② バイオマスのような比較的揮発しやすい原料への適用性が高い。 

③ 褐炭とバイオマスを同時にガス化炉に投入しても問題なくガス化ができる。 

④ 水蒸気ガス化のため、シンガス中の水素の濃度が高い。したがって、水素と窒素を合成するア

ンモニアなどの製造に適している。 

⑤ ガス化原料は微粉やスラリーにする必要がなく、前処理が容易である。 

⑥ 常圧かつ比較的マイルドな温度で運転するため、特殊な耐圧機器等は不要となり、CAPEX や

メンテナンスコストの低減につながる。 

⑦ CFB ボイラの応用技術のため、IHI の CFB ボイラの実績に基づき、１基あたり原料投入量 1,000

トン/日規模程度までの大型化が可能である。 

上記に示す TIGAR のメリットのうち、①②③⑤⑥は数千トン/日以上の規模の大型加圧噴流床ガス

化炉や大型加圧固定床ガス化炉に対する優位性であり、④は部分酸化ガス化炉に対する優位性であ

り、①③⑦は数百トン/日以下の小型バイオマス専ガス化炉に対する優位性となる。 

これらの点を踏まえると、原料消費量としては数百トン/日～数千トン/日規模のミドルレンジスケール、

ガス化原料としては褐炭単独、バイオマス単独もしくは褐炭/バイオマス共ガス化が TIGAR の優位性が

発揮できるエリアと考えられる。 

 

(2) 天然ガスに対する優位性 

かつて天然ガス蒸気改質によるアンモニア製造の代替として石炭ガス化によるアンモニア製造の検

討をしたことがある。その結果は、褐炭価格が 20USD/ton 弱の場合、天然ガス価格が 5USD/MMBtu

程度を境として、それ以下であれば天然ガス改質が優位に、それ以上であれば TIGAR が優位になると

いう結果であった。検討対象としているブラジル南部の天然ガス価格は 10USD/MMBtu 以上となって

おり25、天然ガスに対する優位性は大いにあると言える。 

なお、このことは、肥料、アンモニア、メタノールなど天然ガスを原料として製造する製品のほとんどが

輸入となっている理由が、現地で天然ガスから生産するより、外国製の製品を輸入した方が安価である

という経済合理性に基づくためであるということの裏付けにもなっている。 

 

 

  

                                                   
25 出所：現地協力会社からのヒアリングによる 
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 市場調査結果を考慮した事業スキーム及び事業シナリオの検討 2.3.

2.3.1. ガス化原料となる炭種、バイオマス種の決定並びに各消費量の決定 

(1) 石炭ガス化要素試験 

2.1.1 章に示す通り、本調査では RS 州に賦存する 2 種類の石炭を原料として化学原料を製造す

ることを検討する。石炭のガス化特性を把握し、プラント全体のヒートマスバランスを検討することを目

的に、 Baixo Jacui 炭および Candiota 炭の成分分析およびガス化速度確認試験を実施した。成分

分析結果を図表 2-22 に示す。また、Candiota 炭の外観写真を図表 2-23 に示す。 

 

図表 2-22 原料炭分析結果 

Sample coal   Baixo Jacui 炭 Candiota 炭 

Analysis date   2018/2 2018/2 

C wt%,ar 34.34 29.34 

H wt%,ar 2.35 1.98 

O wt%,ar 7.99 10.07 

N wt%,ar 0.29 0.15 

S wt%,ar 0.58 0.54 

Ash wt%,ar 42.15 48.02 

Total moisture wt%,ar 12.30 9.90 

Fixed carbon wt%,ar 25.77 24.25 

Volatile matter wt%,ar 19.78 17.83 

Calorific Value(HHV) MJ/kg,ar 13.7 11.5 

Fuel ratio - 1.3 1.36 

Ash fusion temp. 

(reduced atmosphere) 
      

Initial def. temp. ℃ 1,490 1,440 

Spherical temp. ℃ >1,500 1,480 

Hemispherical temp. ℃ >1,500 1,500 

Fluid temp. ℃ >1,500 >1,500 
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図表 2-22 原料炭分析結果（続き） 

Sample coal   Baixo Jacui 炭 Candiota 炭 

Analysis date   2018/2 2018/2 

Ash analysis       

 SiO2 wt% 60.1 64.9 

 Al2O3 wt% 26.9 21.3 

 TiO2 wt% 1.02 0.79 

 Fe2O3 wt% 3.2 4.1 

 CaO wt% 1.71 1.05 

 MgO wt% 0.61 0.83 

 Na2O wt% 0.26 0.3 

 K2O wt% 1.92 2.15 

 SO3 wt% 0.79 0.96 

 P2O5 wt% 0.07 0.06 

 MnO wt% 0.02 0.02 

 LiO wt% 0.03 0.01 

 V2O5 wt% 0.03 0.02 

 

図表 2-23 Candiota 炭外観写真 

 

 

 

ブラジルで産出される石炭は灰分が非常に多く、これに起因して発熱量が低い。石炭焚ボイラで
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使用することを想定すると、過大なマテリアルハンドリングシステムが必要であったり、伝熱部での閉

塞や摩耗対策が重要な課題となったりすることが想定される。一方、TIGAR を用いた流動床ガス化

炉での利用について、珪砂のような循環媒体を使用することを前提に設計されており、相応の設計

対応を行なうことで大量の灰分に対する懸念は低減される。ただし、低い発熱量はガス化効率を低

下させることにつながるため、プラント全体での熱バランスの最適化や、補助燃料によるガス化炉温

度制御などを検討する必要がある。また、O 分や揮発分が少ないため、比較的ガス化しにくい石炭

であると想定される。 

灰溶融点は高く、比較的低温でガス化を行なう TIGAR のプロセスでは溶融することが無いと想定

され、また Na や K といった低融点物質を生成しうるアルカリ金属の含有割合も低いため、スラッギン

グや後部伝熱部でのファウリング、流動床内のアグロメレーション生成といった灰トラブルの懸念が低

いと考えられる。 

 

次に、水蒸気ガス化反応におけるガス化速度データを取得した。試験装置を図表 2-24 に示す。 

 

図表 2-24 ガス化速度確認試験装置 

 

 

反応器は石英製Φ50×高さ 600mm の気泡流動床式で、流動化ガスとして水蒸気および窒素を

用いる。ベッド材には珪砂（粒径 300～420μm）を用いた。反応器は電気炉で加熱され、層内温度を

制御している。サンプルはあらかじめΦ0.5～1.19mm に粉砕分級し、装置上部のサンプルホルダー

に充填する。試験開始とともにサンプルを流動床の上に瞬間的に落下させ、発生するガスをサンプリ

ングし、その組成を分析する。炭素転換率はガスの量と供給した原料量の比とした。試験条件を図

表 2-25 に示す。 
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図表 2-25 ガス化速度確認試験条件 

Sample   Baixo Jacui 炭 Candiota 炭 

Weight g-a.d. 1.8 1.8 

H2O flow g/min 0.325 0.262 

N2 flow cc/min 460 540 

Reaction temp. deg.C 865 865 

u0/umf - 1.2 1.2 

S/C - 1.6 1.6 

 

ガス化速度確認試験の結果を図表 2-26 に示す。同図には比較のため、弊社で実施した褐炭の

試験結果も併せて示す。 

 

図表 2-26 石炭ガス化速度確認試験結果 

 

RS州炭は灰分量の多さによって発熱量が低く、分類としては低品位炭であるが、灰分以外の組成

を見ると瀝青炭や亜瀝青炭に近い組成割合であり、ガス化に時間を要し、褐炭と比較して 80～85%

程度のガス化速度であることが分かった。ガス化速度の速い褐炭やバイオマスのガス化炉と比較し

て、ガス化炉の長大化が考えられる。 
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RS 州の石炭について、Baixo Jacui 炭、Candiota 炭ともに、ガス化速度は遅いものの TIGAR への

適用は可能であることを確認した。本調査では価格や活用の要求度（2.1.1 章参照）、プラントサイト

候補地への輸送距離（2.3.3 章）などを考慮し、Candiota 炭をベースに事業の検討を行なうこととし

た。 

 

(2) バイオマスガス化要素試験 

2.1.2 章で示された RS 州で有望なバイオマス種について、価格優位性、集荷可能性、供給安定

性、プラントサイト候補地への輸送等を考慮し、本調査では木質バイオマス（ユーカリ、マツ、アカシ

ア）を有力候補とし、成分分析およびガス化速度確認試験を実施した。成分分析結果を図表 2-27

に、またサンプルの外観写真を図表 2-28 に示す。 
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図表 2-27 原料バイオマス分析結果 

Sample   Acacia Pinus Eucalyptus 

Analysis date   2019/7 2019/7 2019/7 

C wt%,ar 37.40 28.70 40.08 

H wt%,ar 4.46 3.31 4.55 

O wt%,ar 33.79 23.33 33.99 

N wt%,ar 0.27 0.18 0.01 

S wt%,ar 0.01 0.01 0.01 

Ash wt%,ar 0.17 0.07 0.46 

Total moisture wt%,ar 23.90 44.40 20.90 

Fixed carbon wt%,ar 10.56 8.49 14.85 

Volatile matter wt%,ar 65.37 47.05 63.79 

Calorific Value(HHV) MJ/kg,ar 13.0 10.3 15.4 

Fuel ratio - 0.16 0.18 0.23 

Ash fusion temp. 

(reduced atmosphere) 
        

Initial def. temp. ℃ 1,400 1,040 880 

Spherical temp. ℃ 1,480 1,080 1,450 

Hemispherical temp. ℃ 1,490 1,100 >1,500 

Fluid temp. ℃ 1,500 1,220 >1,500 

Ash analysis         

 SiO2 wt% 14.30 35.70 8.50 

 Al2O3 wt% 2.70 6.60 1.80 

 TiO2 wt% 0.09 0.05 0.03 

 Fe2O3 wt% 0.58 0.59 0.34 

 CaO wt% 42.90 11.50 42.70 

 MgO wt% 12.80 6.67 13.40 

 Na2O wt% 2.41 2.59 2.51 

 K2O wt% 8.42 16.40 11.20 

 SO3 wt% 1.68 4.38 1.36 

 P2O5 wt% 2.12 4.01 2.54 

 MnO wt% 0.18 5.89 2.20 

 LiO wt% 0.06 0.18 0.0 

 V2O5 wt% <0.01 <0.01 <0.01 
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図表 2-28 原料バイオマス外観写真 
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成分分析結果としては、弊社知見の一般的な木質バイオマスの分析結果と比較して、マツの到着

水分が高い以外大きな特徴は無く、従来のバイオマスガス化と同等な特性を有すると想定される。バ

イオマスの水分は丸太の状態での保存状態や期間によって大きく変動するため、ガス化効率を高め

るためには可能な限り脱水し、水分蒸発による熱損失を減少させることが肝要である。実プラント運

用にあたっては、バイオマスサプライヤとの十分な協議と契約、プラントへのバイオマスドライヤ設置

の検討といった配慮が必要になる。 

灰組成については、マツの K 分が高く、融点が若干低い数値を示した。ガス化炉および後流の熱

交換部での影響が考えられるが、そもそも灰分が 0.1%未満であり、石炭と共ガス化することで大部分

の灰は石炭由来となるため懸念は非常に低い。 

次に、水蒸気ガス化反応におけるガス化速度データを図表 2-29 に示す。試験装置は図表 2-24

に示したものと同様である。 

 

図表 2-29 バイオマスガス化速度確認試験結果 

 

3 種のバイオマスとも、一般のバイオマスガス化試験結果と同様に、褐炭と比べて良好なガス化速

度を示したことから、TIGAR への適用性が高いと言える。石炭とバイオマスを共ガス化させることで、

前述の石炭の遅いガス化速度を補完する役割としてバイオマスを活用できることが示唆された。 

また、どのバイオマスについてもガス化特性には大きな差が無いことから、バイオマス種が変わるこ

とに対する設計考慮はほとんど不要である。したがって、使用するバイオマスについては限定するこ
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となくプラントの計画を行ない、バイオマス種の違いについてはコストの感度分析を行なうこととする。 

 

(3) 原料消費量の決定 

原料消費量の決定にあたっては、製品製造量と原料集荷可能性を鑑みることが必要である。製品

および製造量については 2.3.2 章に記す通り、尿素製造量約 4 万トン/年とする。 

 

a.  Candiota 炭 

Candiota 地域周辺には 100 億トン以上の石炭埋蔵量があるが、現在の石炭生産量は 500 万

トン/年程度である。単純計算で 2,000 年分の石炭が賦存している。尿素 1 トンに対して石炭は

2.5 トンが必要であることが簡易的な試算でわかった。標準的な尿素合成プラントの製造量がお

よそ 3,000 トン/日であることから、同規模の尿素プラントを検討すると石炭消費量は 7,500 トン/

日、事業期間を 20 年と仮定すると総石炭消費量は 5,500 万トンとなり、石炭は十分に賦存して

いると言える。 

 

b.  バイオマス 

ブラジルは広大な土地を有しており、世界的に見ても有数のバイオマス大国である。例えば

現地マツ木材販売事業者へのヒアリングによれば、集荷量は 2,800 トン/月程度、すなわち約 90

トン/日であるとのことである。この規模の事業者に 10%増産してもらい、10 事業者と契約すると

仮定すると、マツの集荷量はおよそ 90 トン/日程度である。 

また、もみ殻を原料とした場合を考察してみる。現在、もみ殻は燃料として約 3 万トン/年外販

されている。全量をガス化原料として仮定すると、およそ 80 トン/日程度である。 

以上の試算の通り、ブラジルはバイオマス大国ではあるものの、その収穫可能量は石炭と比

較するとけた違いに少ないことがわかる。バイオマスを用いたプラントを計画する際には、この集

荷量を考慮したものでなければならない。なお、製品を尿素と仮定すると、尿素 1 トンに対して

バイオマスは 2.6 トンが必要であることが簡易的な試算でわかった。 

 

c.  共ガス化比率について 

現在市場にある尿素の多くは、天然ガスを原料に蒸気改質/アンモニア合成/尿素合成を行

なうことで製造されている。天然ガスと比較して石炭の CO2 排出量はおよそ 2 倍であるため、石

炭ガス化による尿素製造プロセスのCO2排出量を既存の天然ガス改質プラントと同等量に抑え

るためには、炭素量ベースで半分（2.3.1 章で示した成分分析結果をもとに算出すると、到着重

量ベースで石炭：バイオマス＝6：4 程度の割合）の原料にカーボンニュートラルであるバイオマ

スを利用する必要がある。昨今の脱炭素化の動向を考慮し、本事業では石炭/バイオマス共ガ

ス化プラントをベースとする。 

 

以上から、尿素 4 万トン/年製造するプラントの必要原料を整理すると、図表 2-30 の通りとな

る。 
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図表 2-30 原料必要量の整理 

No. Object Value Unit Note 

1 Target Urea production 40,000 tons/year From Chapter 2.3.2 

2 Target Urea production 110 tons/day   

3 Urea production from coal 66 tons/day 60% of production 

4 
Urea production from 

biomass 
44 tons/day 40% of production 

5 Coal amount 165 tons/day 
2.5 ton-coal/ton-Urea is 

needed. 

6 Biomass amount 114 tons/day 
2.6 ton-biomass/ton-Urea is 

needed. 

7 Total feedstocks amount 279 tons/day   

 

以上から、この規模のプラントであれば、石炭、バイオマスともに賦存量と比較して妥当性のある

規模感と言える。なお、本マテリアルバランスは概算値であり、精査したマテリアルバランスについて

は 2.4.1 章に記す。 
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2.3.2. 製品となる化学原料及びその製造量の決定 

(1) 製品となる化学原料の決定 

2.1.3 章に示す通り、ブラジルでの製造が考えられる化学原料として、アンモニア、尿素、メタノー

ルが考えられる。初期調査で、これらはブラジルでの消費量も多く、かつ、今後の需要の伸びも十分

に期待され、甲乙つけがたい製品群であることが分かった。しかし、限られた現地調査期間でオフテ

ーカ候補へのヒアリング、製品の動向調査を実施するうえでは、対象製品を絞ることが望ましい。  

本調査以前、弊社では製品としてアンモニア/尿素を主体に数多くのガス化設備の検討を実施し

てきており、尿素製造プラントの経済性を検討するうえでのバックデータを豊富に有している。また、

尿素はアンモニアと CO2 とを合成することで製造するため、石炭ガス化による尿素合成プロセスはア

ンモニア合成プロセスを含んでいる。尿素合成プロセスの検討を行なえば、簡易にアンモニア合成

プラントの経済性を検討することが可能である。よって、本検討では尿素を主軸に検討を進めることと

した。繰り返すが、メタノールが尿素に劣後するという調査結果が得られたわけではないことへの留

意が必要である。 

 

(2) 製造量の決定 

製品の製造量を決定するに当たっては、市場規模とプラント規模の妥当性を鑑みる必要がある。 

a.  製品市場規模 

2.1.3 章に示す通り、尿素は RS 州だけでも年間 80 万トン/年程度の量が輸入されている。本

事業を、地元の原料を用いた地産地消の事業であると想定し、初号機では RS 州の尿素シェア

の 5%を担うとすると、目標製品製造量は 4 万トン/年程度となる。 

 

b.  プラント規模の妥当性 

本事業は TIGAR の商用 1 号機となる可能性があり、インドネシアで 2017 年度まで実施した

TIGAR 実証事業からシンガス生成量ベースで 10 倍以内のスケールアップが妥当と判断する。

本事業のスケールアップは実証機の約 4～5 倍にあたり、この範囲に合致する。 

 

以上から、 本調査では尿素製造量約 4 万トン/年のプラントについて検討を行なうことと決定し

た。 

  



39 

 

2.3.3. サプライチェーン全体を考慮したプラントサイト選定、製品輸送先の決定等 

(1) サプライチェーン全体を考慮したプラントサイト選定 

本事業ではプラントを設置する場所によって、原料である石炭とバイオマスの輸送、および製品で

ある尿素の輸送が発生するため、経済性の最大化に関してサイト選定は非常に重要となる。 

2.5 章で示される各輸送費、および 2.3 章で精査された各輸送量をもとに、プラントサイトを Case 

A：炭鉱近傍、Case B：バイオマス集荷地近傍、Case C：オフテーカ近傍、と想定して輸送費用の算

出を行なった。なお、2.5 章に示される石炭の輸送費は、炭鉱近傍での金額であり、長距離（たとえ

ば炭鉱の所在する RS 州 Baje 市とオフテーカ候補の多い沿岸の Rio grande 市を輸送する場合の

250km 等）ではこれよりも高額となることが予想され、ここでは石炭の輸送費を尿素輸送費の調査結

果である“ドライ一般貨物の輸送費 13USD/トン”として算出した。また、2.7 章で示すとおり、プラント

の経済性を鑑みると、本事業の初期段階では石炭専ガス化プラントとなる可能性が高い。よって

Case 1：石炭/バイオマス共ガス化、Case 2：石炭専ガス化、としてケーススタディを行なった。結果を

図表 2-31 に示す。 

 

図表 2-31 プラントサイト候補地ケーススタディ結果 

 

 

  

Case 1: Coal and Biomass Co-gasification

(1) Transportation cost

Coal 13 USD/ton

Biomass 11 USD/ton

Urea 13 USD/ton

(2) Transportation amount

Coal 5.6 tons/hr 44,000 tons/hr

Biomass 3.8 tons/hr 30,000 tons/hr

Urea 5.3 tons/hr 42,000 tons/hr

(3) Total transportation cost (kUSD/year)

Case A Case B Case C

Next to

coal mine

Next to

biomass region

Next to

Customer

Coal - 572 572

Biomass 330 - 330

Urea 546 546 -

Total Cost 876 1,118 902
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図表 2-31 プラントサイト候補地ケーススタディ結果 （続き） 

 

 

Case 1、Case 2 ともに Case A：炭鉱近傍にプラントを設置する場合が最も経済性のある選択である

ことが分かった。製品が尿素のような一般的なバルクであり危険物等でない場合には、製品輸送費

が安価である。製品輸送量よりも原料の物量のほうが多いため、原料産地近傍にプラントを建設する

ことが望ましい。一方、製品がアンモニアやメタノールといった危険物、可燃物である場合、製品輸

送費が高額となるため、オフテーカ近傍にプラントを建設するほうが経済的である可能性もある。現

実的には、必要敷地面積がどの程度か、希望する地域に十分な空き地があるか、候補地近傍の住

民に対する配慮が必要かなどを調査し、総合的に判断する必要がある。 

次に、石炭供給元である Copelmi 社とともに、炭鉱近傍の候補地について調査した。図表 2-32

に、Copelmi 社から提示された炭鉱近傍のプラントサイト候補地を示す。 

 

  

Case 2: Coal-only gasification

(1) Transportation cost

Coal 13 USD/ton

Urea 13 USD/ton

(2) Transportation amount

Coal 11.5 tons/hr 91,000 tons/year

Urea 5.59 tons/hr 44,000 tons/year

(3) Total transportation cost (kUSD/year)

Case A Case C

Next to

coal mine

Next to

Customer

Coal - 1,183

Urea 572 -

Total Cost 572 1,183
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図表 2-32 炭鉱近傍のプラントサイト候補地26 

 

 

候補炭となる Candiota 炭は、Copelmi 社の運営する Seival coal mine（図中黒線、図中左に位置す

る赤枠は事務所兼石炭集荷設備）から産出する。Seiｖal coal mine の北東には最寄りの高速道路

BR-293 号線が走っており、高速道路と並行して物流用の鉄道が敷設されている。また、水源となり

得る河川として Candiota 川が Seival coal mine の北東に位置し、北から南に流れている。Copelmi 社

からは炭鉱近傍で建設地候補となる 4 カ所が示された。 

  

                                                   
26 出所：Copelmi 社から受領 
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a.  AREA 1 

AREA 1 の風景写真を図表 2-33 に示す。石炭供給元から最も近く、600m 程度である。南側

に石炭輸送用の道路（舗装済み）がある。敷地面積としては候補地の中で最大であり 24ha 程度

あるが、南から北に向かって下り坂になっており平地は少ない。BR-293 号線からは 4km ほど離

れており、こちらの道路は未舗装。未舗装の道路はかなりの凹凸があり、物流の観点からは道

路についても整地が必須と考えられる。Candiota 川からも最も遠く 5km 程度離れており、さらに

は川と候補地の間には炭鉱が存在しているため、ユーティリティのアレンジには深慮する必要

がある。ただし、炭鉱からは最も近いため、石炭輸送費は他の候補地と比較して若干安価であ

る（他候補地が 0.82USD/トンであるのに対し、0.73USD/トン）。 

 

図表 2-33 AREA 1 風景写真(北に向かって撮影) 
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b.  AREA 2 

AREA 2 の風景写真を図表 2-34 に示す。石炭供給元からは 4km 程度あり、道路は舗装され

ている。現在、西側で石炭採掘が行なわれているため敷地に接近することが難しかった。敷地

面積として 19ha 程度あり、遠目で見る限りは平たんであり木々も少なく、簡易な土木工事が見

込まれる。BR-293 号線からは 7.0km ほど離れており、こちらの道路も AREA 1 同様未舗装であ

る。Candiota 川からは 0.5km 程度であり、取水の観点では優れる。AREA 2 のみ土地の所有者

は Copelmi 社であり、敷地交渉については難航しないことが想定される。 

 

図表 2-34 AREA 2 風景写真（東に向かって撮影) 
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c.  AREA 3、4 

AREA3 および 4 については隣接しているため併せて記述する。AREA 3 の風景写真を図表 

2-35 に示す。石炭供給元からは 6.5km 程度で最も遠いが、石炭輸送のダンプカーは凹凸の多

い道路を難なく走行していた。敷地面積として AREA 3 が 18ha、AREA 4 が 9ha 程度あり、遠目

で見る限りは平たんであり木々も少なく、こちらも簡易な土木工事が見込まれる。BR-293 号線

に隣接しており、建設時および運開後の製品輸送は容易である。さらに、鉄道にも隣接している

ため、こちらの活用も見込まれる。鉄道の走る様子を図表 2-36 に示す。Candiota 川からの距

離は 1km 以内であり、取水の観点で優れる。 

 

図表 2-35 AREA 3/4 風景写真（西に向かって撮影) 

 

 

 

図表 2-36 鉄道走行の様子 
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候補地の諸条件を図表 2-37 にまとめる。物流経路や仮置き場の確保、ユーティリティアレンジ、

土木費用などを総合的に判断すると AREA 3 もしくは AREA 4 が有力であると考えられる。 

 

図表 2-37 候補地情報総括 

Subject Unit AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 

Area hectares 24 19 18 9 

Distance from Coal mine km 0.6 4.1 6.4 6.5 

Distance from High way km 4 2.6 0 0 

Distance from Railroad km 3.2 2.5 0 0 

Distance from River km 5.2 0.5 0.6 0.9 

 

(2) 製品輸送先の決定 

本調査では尿素を製品として決定した。RS 州における尿素の需要先は、Porto Alegre 港や Rio 

Grande 港周辺に集中している肥料メーカと推測される。また、年間尿素製造量 4 万トンは RS 州尿素

需要に対して充分小さいため、全量が予想需要地で販売可能であると想定して検討を行なう。 
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 低品位炭とバイオマスを用いたガス化設備とシンガス合成設備の基本設計 2.4.

2.4.1. プラント全体基本計画 

(1) プラント主系統システムフロー 

図表 2-38 に本調査のプラント主系統のシステムフローを示す。石炭およびバイオマスを TIGAR

に供給し、シンガスが得られる。シンガスは除塵、冷却などの処理を行ない、後流の処理に適した圧

力まで圧縮機によって昇圧される。次に、シンガス中の水素濃度を高めるためにシフト反応処理を行

なった後、シンガス中の CO2、H2S などの酸性ガスを分離し高濃度水素ガスを得る。この高濃度水

素ガス中はメタンや CO、微量の残留 CO2 を有しているため、目的の水素濃度となるよう PSA 処理を

行なう。酸性ガス吸収設備からのオフガスは、硫黄分を回収した後、フレア焼却する。また、ここで得

られた CO2 はのちの尿素合成に使用するため精製を行なう。高濃度水素ガスは PSA によって更に

水素純度を高めたのち、空気分離装置から得られた窒素とともに NH3 合成設備にて NH3 に変換す

る。最後に、NH3 および CO2 をもとに尿素合成を行なう。 

燃焼炉に供給されたチャーは空気燃焼され、窒素、水分、CO2を主成分とした燃焼排ガスとなる。

燃焼排ガスはサイクロンによって循環媒体を分離し、熱回収を行なったのちバグフィルタでフライアッ

シュを除去したのち排気筒より排気する。 
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図表 2-38 プラント主系統システムフロー 
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(2) ヒートマスバランス 

上記のプラント主系統システムフローおよび 2.4.2 章に示す石炭およびバイオマスガス化試験結

果より、ヒートマスバランスを計算した。結果を図表 2-39、図表 2-40 に示す。 

 

図表 2-39 ヒートマスバランス(石炭/バイオマス共ガス化) 

Item Unit Value Note 

Coal consumption tons/day 141   

Biomass consumption tons/day 94   

Flue gas amount Nm3/hr 27,700   

Effluent water amount tons/day 660 Water intake amount: 2,000 tons/day 

Urea production tons/day 134 80 Turndown of urea plant is 60%. 

NH3 production tons/day 0 31 NH3 is extracted at the inlet of urea plant. 

 

図表 2-40 ヒートマスバランス（石炭専ガス化） 

Item Unit Value Note 

Coal consumption tons/day 275   

Biomass consumption tons/day 0   

Flue gas amount Nm3/hr 29,500   

Effluent water amount tons/day 660 Water intake amount: 2,000 tons/day 

Urea production tons/day 134 80 Turndown of urea plant is 60%. 

NH3 production tons/day 0 31 NH3 is extracted at the inlet of urea plant. 

 

(3) 主要機器仕様 

前項で得られたヒートマスバランスの結果をもとに、各設備の詳細検討を行なった。図表 2-41 に、

主要機器の仕様について示す。 
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図表 2-41 主要機器仕様 

System Equipment Q'ty Specification 

Syngas line 

TIGAR (gasifier) 1 
Capacity: Max 275 tons/day,  

Operation temperature: 850 deg.C 

Pre gas 

purification 

system 

Syngas cooler 1 Water wall + Inner tube type 

Bag filter 1   

Water scrubber 1 Spray tower 

Oil scrubber 1 Packed tower 

Syngas compressor 1 Discharge pressure: 3.8MPaG 

Shift converter  1 CO conversion ratio: 94% 

Acid gas treatment system 1 High pressure chemical treatment type 

H2 PSA system 1 Total Recovery rate: 87% 

NH3 synthesis system 1 Total Recovery rate: 99.9% 

Urea synthesis system 1 Total Recovery rate: 99.9% 

Flue gas line 

TIGAR (combustor) 1 
Operation temp.: 950 deg.C,  

furnace inside desulfuration type 

Flue gas 

system 

Heat recovery 

area 
1 Water wall + Inner tube type 

Gas air heater 1 Metal tubular heat exchanger type 

Bag filter 1   

 

  



50 

 

2.4.2. TIGAR の検討 

(1) TIGAR の特徴 

ガス化とは、固体原料とガス化剤を反応させて水素と CO を主成分とするガス（シンガス）を得るプ

ロセスをいう。ガス化剤としては酸素、空気、水蒸気等が用いられ、ガス化炉の形式としては固定床・

噴流床・流動床などがあり、それぞれ異なる特徴を持っている。 

弊社は、経済産業省及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の支援のも

と、循環流動床ボイラの技術を応用した二塔式ガス化炉 TIGAR (Twin IHI Gasifier) を開発した。

TIGAR の基本的な構造・原理を図表 2-42 に示す。また、TIGAR の特長を以下に示す。 

 

図表 2-42 二塔式ガス化炉 TIGAR の構成 

 

 

 バブリング流動床のガス化炉と、循環流動床の燃焼炉で構成されている。（故に、「二塔式」と称す

る。） 

 ガス化炉内では吸熱反応、燃焼炉内では発熱反応が起きており、循環媒体(主に砂、石灰石)を介し

て、熱の授受が行われ、熱バランスが保持されている。 

 ガス化炉の酸化剤は水蒸気を使用している。水蒸気ガス化反応＋水性ガスシフト反応(図表 2-43

に示すガス化基本反応式中b.c.d.)が主体のため、酸化＋部分酸化＋ブドワール反応(同e.f.g.)が主

体の噴流床ガス化炉と比較して、石炭ガス化ガス(シンガス)中水素濃度が高い。したがって、水素を

利用する化学製品（尿素、メタノール等）の製造に適している。 
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図表 2-43 ガス化基本反応式 

No. Reaction formula Note 

a. Coal → H2 + CmHn + C (Char) Coal pyrolysis reaction 

b. C + H2O → CO + H2 
Steam gasification reaction 

c. C + 2H2O → CO2 + 2H2 

d. CO + H2O → CO2 + H2 Water gas shift reaction 

e. C + O2 → CO2 Oxidation reaction 

f. C + 1/2O2 → CO Partial oxidation reaction 

g. C + CO2 → 2CO Boundouard reaction 

h. C + 2H2 → CH4   

i. CO + 3H2 → CH4 + H2O   

 

 流動床技術の応用のため受入原料への制約が少なく、水分や揮発分が多く熱量が低い褐炭や亜

瀝青炭などの低品位炭、さらに木質チップをはじめとするバイオマスへの適用性が高い。 

 常圧運転のため原料投入も簡易で、粉体にして気流搬送したり、スラリーにしたりといった複雑な原

料前処理や、ロックホッパといった加圧システムが不要で、10mm 程度に粗粉砕した原料をフィーダ

で投入するだけで良い。さらに、常圧、低温運転のため、高価な材料や特殊な機器が不要である。

そのため、機器費が安価になる。その上、予備品、メンテナンス品も多くのサプライヤーから選択でき、

短納期で安価に調達可能である。 

 運転手法が、世界で広く普及している循環流動床ボイラに似ているため、循環流動床ボイラの運転

に習熟した者であれば、容易に TIGAR の運転、メンテナンスが可能である。プラント所内動力をまか

なう発電設備に循環流動床ボイラが適用された場合、運転員の共有も可能である。 

 

(2) 燃焼炉圧力分布シミュレーション 

本調査では、石炭およびバイオマスの共ガス化を考慮する。一般に、バイオマスのガス化は、芳

香族化合物を主とするタールの発生量が石炭と比較して多いという特徴がある。タールの発生量を

抑制するためにはガス化炉の温度を適切な値で制御することが重要で、そのためにはガス化炉に熱

を供給する循環媒体の循環量を必要量確保する必要がある。また、タール発生量を抑制するために

は循環媒体の種類も重要な要素である。一般に CFB では循環媒体に珪砂が用いられる。循環流動

床ガス化では、循環媒体としてオリビンを選択するとタール発生量が抑制されるという知見がある。珪

砂とオリビンでは密度をはじめとする物性が異なるため、その違いを明らかにして設計する必要があ

る。TIGAR の設計にあたっては、選択した循環媒体で、設計した循環量を確保することが重要であ

るため、粒子の挙動を把握し燃焼炉内の圧力分布を確認するために粒子流動解析を行なった。 

粒子流動解析にあたっては、CPFD 社の BARRACUDA®を使用した。図表 2-44 にシミュレーショ

ン条件を示す。 
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図表 2-44 シミュレーション条件 

 
Unit Silica sand Olivine sand 

Standard - JIS #7 JIS #6 

Apparent density kg/m3 2,570 3,250 

Rotating rate kg/s 77.78 77.78 

Air flow rate m/s 5.2 7.5 

Combustor height m 16 22.5 

Combustor section area m2 5.76 3.96 

Operation temperature deg.C 950 950 

 

図表 2-45 にシミュレーションで得られた圧力分布を示す。シミュレーションの結果、循環媒体とし

て珪砂を選択した場合、炉底部の圧力は 9kPaG であることが分かった。一方、オリビンを選択した場

合、炉底部圧力は 18kPaG 必要である。両循環媒体ともに炉内位置によるばらつきは無く、高さに沿

って圧力が低下することが分かった。タール低減効果を狙ってオリビンを選択すると FDF の揚程が

高く必要となるため、機器費用の増大につながる。 

 

図表 2-45 燃焼炉内圧力分布 
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図表 2-46 にシミュレーションで得られた粒子分布を示す。両循環媒体とも炉底粒子の比率が高

く、高さに沿って希薄になる結果となった。また、炉底部でのばらつきが大きいことが分かった。 

 

図表 2-46 粒子分布 
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図表 2-47 に粒子運動方向に関するシミュレーション結果を示す。粒子は燃焼炉の中心で上方

向に上昇するが、壁付近では下降流となるものが多いことが分かった。 

 

図表 2-47 粒子縦方向運動結果 

 

 

解析の結果、設計の妥当性が確認され、現設計で問題なく運転できることを確認できた。一方、オ

リビンを選択した場合には機器費の増加が懸念される。本調査では、循環媒体の差異以外の方策

で、ガス化炉出口のタール発生量を目標値まで抑制できることが確認されたため、循環媒体として珪

砂を選択することとした。 

 

(3) ガス化設備システム構成 

次にシステムの構成を示す。 

炭鉱よりトラックで運ばれた 50mm アンダーの褐炭は、石炭受入供給設備にて貯蔵、搬送、10mm

アンダーに粉砕され、TIGAR ガス化炉に供給される。同時にバイオマスを共ガス化する場合、敷地

内にて丸太保管されているバイオマスを 50×30×5mm 程度にチップ化し、TIGAR へ供給する。石

炭供給 100%容量の石炭ハンドリング設備と、バイオマス 40%（投入炭素ベース）容量のバイオマスハ

ンドリング設備を有し、プラント立ち上げ時やバイオマスハンドリング設備停止時など状況に応じて石
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炭専ガス化も可能となる設計としてプラントのリライアビリティを向上させている。 

バブリング流動床のガス化炉では、ガス化炉内部の循環媒体の温度が目標温度となるよう循環流

動床の燃焼炉にて熱せられた循環媒体(砂、石灰石など)が炉底から供給される水蒸気によって流動

している。供給された石炭は、高温の循環媒体との接触により水分の蒸発、熱分解が起こった後、流

動用の水蒸気によって水蒸気ガス化反応を起こす。発生したシンガスは、ガス化炉上部より粗ガス

精製設備に送られる。 

ガス化炉に投入された石炭の一部は、未反応チャーとして、循環媒体とともに燃焼炉に送られ、

燃焼する。循環媒体は、燃焼炉で加熱された後、サイクロンで分離され再びガス化炉へと送られる。

一方、サイクロンを出た燃焼排ガスは、後部伝熱部にてガス化用の水蒸気を発生させるため熱回収

され、さらに GAH にて燃焼用の空気によって約 140℃まで熱回収される。その後、バグフィルタにて

除塵され、排気筒から大気開放される。 

なお、ガス精製プラントの水素分離設備で回収されたメタン等の可燃成分は、燃焼炉に送られ燃

焼される。また、S 分の燃焼により発生する SO2 については、炉内を循環する石灰石により炉内脱硫

が行なわれる。 
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2.4.3. シンガス合成設備や周辺付帯設備の検討 

(1) 粗ガス精製設備 

ガス化炉で生成されるシンガスは、800℃以上の高温ガスである。また、原料中の灰分をフライアッ

シュとして同伴している。粗ガス精製設備では、このシンガスを次工程であるシンガス圧縮機に供給

させるため、冷却除塵を行なう。 

図表 2-48 に粗ガス精製設備の概略プロセスフローを示す。初めに、高温のシンガスは、シンガス

クーラと呼ぶ熱交換器にて 160℃程度まで熱回収される。シンガスは熱を効率的に回収するための

インナーチューブ構造熱回収部で目的温度まで冷却される。 

シンガスは、バグフィルタにてフライアッシュが除去された後、スクラバに導かれる。スクラバは水ス

クラバとオイルスクラバで構成される。水スクラバはバグフィルタで落とし切れなかった微細なフライア

ッシュの除塵、アンモニアをはじめとする水溶性不純物の除去、重質タール分の除去を行なう。シン

ガスは、75℃～80℃程度の水分飽和状態となってオイルスクラバに導かれ、オイルスクラバにおいて

シンガス中に含まれるタール分を除去する。 

40℃程度まで冷却されたシンガスは、ガス化炉の圧力を制御する IDF を通過し、次工程であるシ

ンガス圧縮機へ導入される。 

 

図表 2-48 粗ガス精製設備概略プロセスフロー 
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(2) シンガス圧縮機 

粗ガス精製設備で処理されたシンガスは、シンガス圧縮機によって後流のシフト反応設備および

酸性ガス吸収設備の適正運転圧力まで昇圧される。 

図表 2-49 にシンガス圧縮機の概略プロセスフローを示す。シンガスは 4 段のレシプロ式圧縮機

により 3.7MPaG まで昇圧される。中間段で生成する凝縮水はセパレータで分離回収し、排水処理設

備に送られる。 

 

図表 2-49 シンガス圧縮機概略プロセスフロー 
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(3) シフト反応設備 

図表 2-50 にシフト反応設備の概略プロセスフローを示す。シンガス圧縮機を出たシンガスは、数

式 2-1に示す水性ガスシフト反応により CO を CO2に変換し、水素を生成する。本反応は発熱反応

であるため、平衡的に低温側が有利となる。従って、反応器は高温シフト反応器および低温シフト反

応器の 2 段構成とし、そのあいだに冷却装置を設置する。 

 

数式 2-1 CO+H2O↔CO2+H2  

 

本反応は H2S 存在下で Co-Mo 系触媒において進行し、H2S 非存在下で行なわれる Sweet Shift

反応に対して、Sour Shift 反応と呼ばれる。Co-Mo 系触媒は S 分によって硫化された状態において

のみ活性を有し、ガス中の硫黄濃度が低い（100ｐｐｍ～500ppm 程度以下）条件下では還元され触

媒活性が失活する。本プロセスではシフト反応入口において 600ppm 程度の H2S が含まれている。

また、シフト反応器上流で 4.0MPa の過熱蒸気を供給している。蒸気は数式 2-1 に示すとおり本平

衡反応における水素製造の原料であり、反応の進行を促進する。過熱蒸気は TIGAR 後流の HRA

にて生成された過熱蒸気である。 

シフト反応によって生じた反応熱の一部は、ボイラ給水の加熱および 0.8MPa の飽和蒸気の生成

に使用される。 

 

図表 2-50 シフト反応設備概略プロセスフロー 
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(4) 酸性ガス吸収設備 

本設備は、シフト反応設備出口のガス中の H2S および CO2 をアミン水溶液により分離回収する化

学吸収設備である。シンガスから CO2 を除去するプロセスとしては化学吸収のほかに、レクチゾール

法を代表とする物理吸収法がある。また、同じ化学吸収法であっても、吸収液の選定によっては数

十 kPa 程度の低圧で反応を行なう方法もあるが、本調査では 3.3MPa 程度の高圧で化学吸収を行な

う高圧化学吸収法を選定した。 

本調査では、二段吸収プロセスを想定して検討を行なった。二段吸収プロセスとは、吸収塔での

シンガス中の酸性ガスを、低圧フラッシュ塔底部からのセミリーンアミン溶液と、蒸気再生塔からのリ

ーンアミン溶液の 2 種類のアミン水溶液により吸収する方式のことで、リーンアミンのみを用いる一段

吸収プロセスと比較してリーンアミン溶液の循環量を少なくすることができる。また、吸収工程を高圧

下で運転し、吸収液の再生を減圧および加熱で行なう方式とした。リーンアミン循環量の低減、およ

び減圧による部分再生を組み合わせることで、蒸気再生塔のリボイラへの飽和蒸気供給必要量を大

幅に低減させた。 

図表 2-51にシステム概略プロセスフローを示す。シンガスは吸収塔に供給され、塔の中段から供

給されるセミリーンアミン溶液と塔内で向流接触することで、ガス中の酸性ガスの大半がアミンに吸収

される。吸収塔の上段にはリーンアミン溶液が供給され、塔頂において目標濃度まで酸性ガスが除

去される。 

吸収塔底部の酸性ガスを含んだリッチアミン溶液は、フラッシュドラムで 700kPa 程度まで減圧され、

溶液に含まれる酸性ガスが放散する。この放散するガスは大部分が H2S であるため、硫黄回収設備

に送られ、硫黄ケーキとして S 分を回収する。フラッシュドラム底部のリッチアミン溶液は低圧フラッシ

ュ塔に供給され、蒸気を多量に含む蒸気再生塔塔頂のガスと向流接触することで酸性ガス成分の

一部を脱離し、セミリーンアミン溶液として再生される。低圧フラッシュ塔頂部の酸性ガスは高濃度の

CO2 ガスであり、高度精製を行なったのちに後流の尿素合成設備へ導入される。 

低圧フラッシュ塔底部のセミリーンアミン溶液の一部は吸収塔の中段に循環され、残りはさらなる

再生のため蒸気再生塔に供給される。このセミリーンアミン溶液は底部に付属するリボイラによって

発生する蒸気と向流接触することで酸性ガス成分を脱離し、リーンアミン溶液として再生される。蒸気

再生塔底部から得られるリーンアミン溶液は吸収塔に循環利用される。 
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図表 2-51 酸性ガス吸収設備概略プロセスフロー 
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(5) 水素分離設備 

本設備は、酸性ガス吸収設備を出た水素リッチなガス中の、CO、CO2、CH4 といった不純物を吸

着除去し、水素の純度を要求値まで高めるために設置される。 

図表 2-52 に水素 PSA 設備概略フローを示す。本調査では、この工程に PSA（Pressure swing 

adsorption）法を採用した。吸着塔は全部で 5 塔あり、水素リッチガスは吸着工程にある塔に供給さ

れ不純物を除去した後、窒素製造設備で製造された窒素を、H2：N2 比が 3：1 となるよう添加し NH3

合成設備へ供給される。吸着塔は吸着運転中の塔と、再生運転中の塔を順番に切り替えることで連

続的に水素を生産する。 

再生運転によって発生するオフガスは可燃性ガスである CO や CH4、水素のロス分を含むため、

圧力変動の防止を目的としたオフガスタンクを経由した後、TIGAR の燃焼炉に供給されガス化反応

の熱源として利用される。 

 

図表 2-52 水素 PSA 設備概略フロー 
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(6) アンモニア合成設備 

水素および窒素の混合ガスによるアンモニア合成は、通常390℃～510℃の温度域で、アルカリお

よびアルカリ土類金属酸化物で活性化した鉄触媒を介し、数式 2-2 に示す発熱反応式で進行す

る。 

数式 2-2 3H2+N2→2NH3 

 

図表 2-53 にアンモニア合成設備の概略フローを示す。原料ガスは、リサイクルガスとともに

16MPa 程度まで昇圧され、180℃まで予熱したうえでアンモニア合成器に導入される。本合成器によ

るアンモニア合成率はおよそ 20%である。アンモニア合成器は、起動時に不活性ガス（窒素）を用い

て昇温することができるように、蒸気ヒーターを有している。 

部分的にアンモニア合成が進んだガスは 450℃程度あり、蒸気過熱器、蒸発器、給水加熱器、冷

却器、チラーを介して 0℃まで冷却される。この一連の冷却操作でアンモニアは凝縮し、セパレータ

ドラムによって液体アンモニアとリサイクルガスとを分離する。 

分離されたアンモニアは貯留タンクに送られる。本プラントの主製品は尿素であるが、現地オフテ

ーカへのヒアリングにより、アンモニアの市場も見込まれることが分かった。よって本プラントはアンモ

ニア貯留タンクおよび払い出し設備も有する計画とし、100%容量のアンモニアも製品として提供でき

るよう設備設計を行なった。 

 

図表 2-53 アンモニア合成設備概略フロー 

 

  



63 

 

(7) 尿素合成設備 

尿素は、数式 2-3 および数式 2-4 に示す反応に従って、液体アンモニアと気体 CO2 を 190℃、

20MPa 程度で反応させることにより生成する。数式 2-3 はアンモニウムカルバメート反応と呼ばれ、

発熱反応で反応速度が速く、数式 2-4 に示すカルバミン酸アンモニウムの脱水反応は吸熱反応で

反応速度が遅い。 

数式 2-3 2NH3+CO2←→NH4COONH2+Q 

数式 2-4 NH4COONH2→NH2CONH2+H2O-Q 

 

図表 2-54 に尿素合成設備の概略フローを示す。液体アンモニアは上流から 20MPa 程度まで昇

圧され、リサイクルアンモニアとともに尿素合成器に導入される。同反応器には、酸性ガス吸収設備

で分離した CO2 も供給され、反応器内で前述の数式 2-3、数式 2-4 が行なわれる。カルバメート反

応は自発的に進み、放出された熱を用いて脱水反応が行なわれる。反応器頭頂部はおよそ 190℃

に制御されるが、カルバメート反応による発熱量では熱量が不足するため、反応器に導入される前

に液体アンモニアを蒸気で加熱する。 

反応器上部では未反応のアンモニアと CO2 を含む気体と、尿素およびカルバミン酸アンモニウム

溶液である液体とを分離する。液体はその後中圧（2MPa 程度）、低圧（0.4MPa 程度）で運転される

精留塔を経由し、さらに脱水反応を進めるため加熱されるとともに脱圧することで液中の未反応のア

ンモニア、CO2 が回収される。その後濃縮器によって 70%程度まで濃縮を行ない、尿素溶液タンクへ

送られる。一方、反応器、各精留塔から得られる気体は未反応のアンモニアを含むため、洗浄塔に

送られる。洗浄塔ではリサイクルされる冷アンモニアを用いて未反応アンモニアを精留する。塔頂の

コンデンサから得られるアンモニアは、リサイクルアンモニアとして原料の液体アンモニアとともに反

応器へ再度送られる。塔底部のカルバミン酸アンモウム溶液は反応器へリサイクルされる。 

尿素溶液は再度蒸発器へ送られ、90%程度まで濃縮されたのちに減圧容器内に噴霧される。

減圧容器内で尿素溶液は尿素の融点以下まで冷却され、固体尿素が得られる。固体尿素は減圧器

底部に設置されたロータリーバルブを介してグラニュール造粒設備へ供給され、製品尿素が得られ

る。一方、蒸発器および減圧器上部からは再度未反応のアンモニアが気体として得られるため、凝

縮操作を行ない冷アンモニアとして回収される。 
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図表 2-54 尿素合成設備概略フロー 
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2.4.4. プラント全体所内動力、ユーティリティ消費量等のまとめ、レイアウト計画他 

(1) プラント全体所内動力、ユーティリティ消費量まとめ 

前項までに行なった各設備の詳細検討の結果から、プラントのユーティリティおよび所内動力をま

とめた結果を図表 2-55 に示す。 

 

図表 2-55 ユーティリティまとめ 

Subject Value Unit Note 

Water intake 86 tons/hr Including cooling water vaporization. 

Water discharge 28 tons/hr   

Instrument air 540 Nm3/hr   

Auxiliary fuel (Fuel oil) 5 L/hr   

Electric power 3.9 MW   

pH control chemicals 90 kg/day   

Flocculant etc. 35 kg/day   

Fly ash 65~132 tons/day Discharge as dry ash. 
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(2) 全体レイアウト計画 

2.3.3 章に記した通り、本プラントの候補地として 4 カ所が想定されているが、ここでは最も敷地面

積の狭い AREA 4 を用いて全体レイアウトの計画を行なった結果について記述する。 

 

a.  石炭/バイオマス共ガス化ケース 

石炭/バイオマスを共ガス化する場合の全体配置図を図表 2-56 に示す。 

 

図表 2-56 ケース①プラント配置図（AREA 4） 

 

 

石炭/バイオマス共ガス化の場合、全体で 210m×340m の敷地が必要である。本候補地には

北東に高速道路、南西に鉄道がある。また、鉄道の先には取水先の Candiota 川が流れる。 

この規模のプラントでは、原料、製品ともに鉄道を使う規模の物量ではないため、石炭ヤード、

丸太置場、アンモニア、尿素払出設備をすべて北東の高速道路沿いに配置している。現地調

査の結果、高速道路の交通量は非常に少なく、また路幅は十分に広いため、各配送車も充分

にすれ違うことができることが分かっている。また、石炭およびバイオマスは安価なベルトコンベ

ヤで、TIGAR に供給するために必要な高さまで運ばれる。そのため、石炭ヤードおよびバイオ

マスチップパイルに対し、TIGAR 設備は 150m 程度離れた位置に設置される。 

  



67 

 

b.  石炭専ガス化ケース 

石炭専ガス化の場合の全体配置図を図表 2-57 に示す。 

 

図表 2-57 ケース②プラント配置図（AREA 4） 

 

共ガス化を行なうケース①に対して、広大な敷地を占有する丸太置場、チップ置場が削除で

きるため、総敷地面積は 210m×270m 程度に収まる。また TIGAR からの距離的な制約があるバ

イオマスが無いため、フレキシブルな設備配置が可能となる。ケース①同様、石炭ヤード、アン

モニア、尿素払出設備を北東の高速道路沿いに配置する。 
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2.4.5. プラント全体の建設費、運転費、保守費等の検討 

(1) プラント全体の建設費 

ここまでで記載した検討結果をもとに、各設備費用の見積結果や社内データを活用し、プラント全

体の建設費を以下のとおり定めた。この金額は設計用役費、各種機器/材料の購入費、プラントサイ

ト候補地への輸送費、現場土建建設費用のほか、一般管理費やコンティンジェンシー費用、土地取

得費用、SPC 設立のための諸経費（建設/運転ライセンス取得費、弁護士費用、保険料等）を含んだ

金額となっている。 

 

ケース①バイオマス共ガス化ケース：167MUSD 

ケース②石炭専ガス化ケース：161MUSD 

 

(2) プラント運転費、保守費等 

2.4.4 章に記したユーティリティ消費量や、2.4.5.(1)に記した建設費をもとに、プラント運営にかかる

固定費および変動費を以下の通り定めた。 

 

図表 2-58 プラント運転費、保守費等 

  Cost item Unit Value Note 

Variable 

Cost 

Coal USD/ton 18 Indicative price 

Biomass USD/ton 38   

Coal transportation cost USD/ton 0.8   

Biomass transportation cost USD/ton 12   

Urea transportation cost USD/ton 12.8   

Electric power  USD/kWh 0.07   

Water USD/ton 0 Intake from river 

Other utility cost kUSD/year 500 Bed material, catalyst, chemical, etc. 

Fixed 

Cost 

Labor cost       

 General manager kUSD/year 91 1 person 

 Administrative staff kUSD/year 27 5 persons 

 Operation manager kUSD/year 36 2 persons 

 Operator /Field engineer kUSD/year 23 15 persons 

Maintenance cost kUSD/year - 2% of EP cost 
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 原料と製品の輸送に関する調査検討 2.5.

2.5.1. 石炭輸送に関するルート・方法の調査検討、輸送費の調査検討 

プラントサイトは、Candiota 炭の炭鉱近くに建設することを想定している。貯炭場から約 4km 離れた

Pampa Sul 発電所（345MW）へは図表 2-59 に示すようにベルトコンベヤで石炭が輸送されており、同様

の輸送方法も考えられるが、本事業で計画している石炭/バイオマスガス化プラントにおける石炭の消費

量であれば、トラック輸送の方が安価であることが初期的な調査で判明した。石炭の輸送費は、炭鉱から

4km までの距離であれば 0.73USD/トン、4-8km であれば 0.82USD/トン程度の見込みである。 

石炭の消費量は最大 275 トン/日である。トラック容量が約 50 トン/台とすると、輸送台数は１日あたり 5.5

台となる。これを実働 12 時間で輸送すると仮定すると、2.2 時間に 1 台のトラックを受け入れる計算となり、

実現性に問題はない。 

 

図表 2-59 ベルトコンベヤによる石炭輸送 
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2.5.2. バイオマス集荷・輸送に関するルート・方法の調査検討、輸送費の調査検討 

現在、原料として検討しているユーカリ、マツの木質バイオマスは、いずれも Candiota から 100km 圏内

に森林もしくは木材加工場があり、そこから丸太あるいはウッドチップをトラックで輸送することとなる。バイ

オマスのサプライヤーは、輸送費を含めた金額を提示しており、輸送費だけであれば、100km あたり

11-12USD/トン程度である。 

バイオマスの消費量は最大 94 トン/日である。丸太のかさ密度を 0.75 トン/m3 とすると、１日あたり

126m3 輸送することとなる。トラック容量は現地調査の結果から 16m3/台（高さ 2m×幅 2m×奥行 4m と想

定）とすると輸送台数は１日あたり 7.8 台となる。これを実働 12 時間で輸送すると仮定すると、1.5 時間に 1

台のトラックを受け入れる計算となり、実現性に問題はない。 
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2.5.3. 製品輸送に関するルート・方法の調査検討、輸送費の調査検討 

尿素、アンモニア、メタノールの製品の輸送においては、オフテーカまでの距離の他、製品の特性に配

慮した輸送方法の検討の必要がある。 

 

(1) 尿素 

尿素は、Candiota からオフテーカの所在する Rio Grande 港までは約 200km、Pelotas ヘは約

150km の距離があり、トラック輸送が基本的な輸送方法となる。また、Candiota から Rio Grande 港の

間には線路が敷設、1 日 2 往復の鉄道が運行されており、収穫された大豆の輸送等に利用されてい

るため、鉄道で製品を輸送することも可能である。鉄道輸送の場合、Rio Grande 港駅到着後、オフテ

ーカの工場まではトラック輸送が必要となる。現在、検討中のプラントにて生産される量では、鉄道利

用のメリットが出る物量には達しておらず、トラックでの輸送が妥当だと考えられる。尿素のようなドラ

イ一般貨物の相場は、Candiota から Rio Grande 港までは、50BRL/トン、約 360km 離れた Porto 

Alegre までは 75BRL/トン程度である。 

尿素製造量は 134 トン/日である。プリル尿素のかさ密度は 0.75 トン/m3 のため、１日あたり 179m3

を輸送することとなる。尿素輸送トラックの容量を 1 台あたり 20m3 と想定すると、輸送台数は 1 日あた

り 9.0 台となる。これを実働 12 時間で輸送すると仮定すると、1.4 時間に 1 台のトラックで搬出される

計算となり、実現性に問題はない。 

 

(2) アンモニア 

アンモニアの輸送は、アンモニアが危険物に該当するため、輸送ライセンスを保有する輸送業者

に限定される。ライセンス保有業者は複数あるものの、プラントでの積荷及びオフテーカのサイトでの

荷下ろしを考慮すると、オフテーカが現在利用している輸送業者を利用するのも一案である。オフテ

ーカからは、アンモニアは Candiota にて引渡し、輸送はオフテーカ自身で既往の輸送業者を手配

することも問題ないとの発言を得ている。その場合の輸送費はオフテーカ負担及びオフテーカによる

輸送業者との交渉になるが、ブラジルの石油化学品業界の専門家曰く 40-60USD/トン程度はかかる

と見られる。 

 

(3) メタノール 

メタノールは、引火性であり、これも危険物輸送のライセンスを必要とするため、取扱いはライセン

ス保有業者に限定される。メタノールのオフテーカとなり得るバイオディーゼル製造事業者は、Porto 

Alegre 近郊に所在し、トラック輸送のみ、トラックと Patos 湖の水上輸送を組み合わせた複合輸送の

二通りのルートが考えられる。水上輸送の場合には、Candiota から Pelotas までトラックで輸送し、

Pelotas 港から Porto Alegre 港までは船で輸送、Porto Alegre 港からオフテーカのサイトまでは再度ト

ラックで輸送することになる。地場の輸送業者へのヒアリングより、メタノールの輸送には国際規格の

危険物液体貨物の輸送手段である ISO タンクコンテナを用いることが妥当だと判明した。20 フィート

コンテナで換算すると、トラック輸送の場合であれば 690USD、複合輸送の場合には 1,520USD 程度

の輸送費を要する。同輸送業者からは、水運を活用した複合輸送の経済性を確保するためには、少

なくとも年間 300,000 トンの製品の輸送量が必要とのコメントも得た。  
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 事業体制とファイナンススキームの検討 2.6.

2.6.1. ステークホルダー全体を考慮した事業体制の検討 

(1) 事業体制 

弊社はメーカであり、尿素/アンモニア製造販売事業については知見・経験とも全くない。同様に、

ブラジルにおける事業については、過去において造船事業の実績はあるものの、エネルギー分野で

の事業となると実績はない。このような観点から、弊社単独でのブラジルにおける尿素/アンモニア製

造販売事業の展開は非常にリスクが大きいと考えられ、ブラジル及び尿素/アンモニア製造販売事

業に知見・経験のある事業パートナーの存在が理想である。一方で、TIGAR は実証段階を終了し商

用段階に入っているものの、いまだ商用実績がない状況である。かかる状況で、本事業に対して共

同出資者を探すことは非常に困難と考える。 

また、融資についても同様であり、プロジェクトファイナンスの組成が理想であるが、商用実績がな

いことによりプロジェクトファイナンスの組成が厳しくなる可能性もある。 

経済的に成り立つことが示せれば、おのずと出資者も集まると考えられるし、融資も好条件で可能

となると考えられるため、まずは経済的に成り立つビジネスモデルを確立することが重要と考える。事

業体制の検討は、その後の課題とする。 

 

(2) EPC 体制 

前項同様、弊社のエネルギー部門はブラジルでの工事実績が乏しい。このため、リスク最小かつ

経済性最大（CAPEX 最小）にするべく、図表 2-60 に示すような EPC 体制を想定した。 

ケース１は弊社が EPC フルターンキー工事の元請になるものである。TIGAR という弊社独自の新

技術を含むプラントの EPC フルターンキーを引き受ける会社がないと考えられるため、このような体

制を考えた。ただし、前述のようにブラジルでの工事経験に乏しいため、現地エンジニアリング会社と

協力体制を結び実施する必要がある。 

ケース２は SPC が TIGAR パートと Non-TIGAR パートに個別に発注するものである。TIGAR パート

の元請は弊社がなり、現地 CFB ボイラメーカに製作、据付を委託する。Non-TIGAR パートは、現地

エンジニアリング会社と第三国エンジニアリング会社を併用して、リスク最小かつ CAPEX 最小な工事

体制を組成する。TIGAR パートは弊社独自の新技術であるが、Non-TIGAR パートは、コンベンショ

ナルな技術であることから、この体制も成立しうると考えた。 

どちらの体制が現実的かつ適当かを判断するのは今後の課題となるが、本想定体制に基づいて

ブラジル現地企業の調査を実施した。その結果は 2.8.2 章に示した。 

  



73 

 

図表 2-60 想定される EPC 体制 

 

  

SPC（IHI 含む） 

（発注者） 

ケース１ 

IHI 

（EPC の元請） 

現地 

CFB ボイラメーカ 

第三国 

エンジニアリング会社 

現地エンジニアリング

会社 

現地 

据付業者 

SPC（IHI 含む） 

（発注者） 

ケース２ 

IHI 
現地もしくは第三国 

エンジニアリング会社 

第三国もしくは現地 

エンジニアリング会社 

現地 

CFB ボイラメーカ 

現地 

据付業者 

TIGAR パート Non-TIGAR パート 
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2.6.2. JBIC、NEXI 等活用したファイナンススキームの検討 

本事業のファイナンススキームを検討するにあたって、国際協力銀行（JBIC）のリオデジャネイロ駐在員

事務所に赴いた。先方より、本事業に適用できる可能性のある融資として、投資金融についてご説明い

ただいた。投資金融は、日本企業の海外における生産拠点の設立・増設や資源開発など、海外での事

業展開に必要な長期資金を対象とする融資であり、本事業は弊社がブラジルに SPC を設立し、石炭/バ

イオマスをガス化し、化学原料を製造する事業であることから、投資金融が該当する。投資金融には、対

象事業により様々な融資形態（現地金融機関、内国本邦企業、現地子会社等）があるが、本事業の適切

な資金活用の形態について検討する。 

 

図表 2-61 JBIC 投資金融スキーム図27 

 

(1) JBIC 質高インフラ環境成長ファシリティ（QI-ESG） 

QI-ESG は日本企業の持つ「ノウハウやその技術を広く活用しつつ、地球環境保全に資するイン

フラ海外展開などを推進する」ことを目的に創設された融資メニューであり、2018年7月1日より2021

年 6 月 30 日まで（契約調印基準）の 3 年間、官民合わせて 500 億 USD の貢献を表明している。 

本プログラムで対象となる案件は、「温室効果ガスなどの排出削減又はその他地球環境保全目的

に資する案件」の一般業務のみである。これに合致すると、融資条件の緩和、金利優遇、日本資本

の出資比率低減などの適用を受けることができる。案件分野については、これまで JBIC が地球環境

保全業務（GREEN）として支援してきた分野に加え、「大気汚染防止」、「水供給・水質汚染防止」、

「廃棄物処理」等の地球環境保全目的に資するインフラ整備を幅広く支援する。 

支援手法の多様性も本プログラムの特徴である。これまでの GREEN では、金融手法は事業開発

等金融と出資のみに限定されていたが、QI-ESG では投資金融を新たに追加している。 

                                                   
27 出所：JBIC ホームページ 
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また、手続きの合理化・効率化も進んでおり、GREEN 対象案件全件で求められていたような温室

効果ガスに関する「測定・報告・検証（MRV）」の実施は求められず、出融資保証決定時に「計画排

出削減量の検証」のみが必要となっている。更には、「定性的に地球環境保全目的に資することが

明らかな場合、定量的確認を省略可能」としており、借入人負担が大きく軽減されている。 

対象事業の候補となる具体的分野を図表 2-62 に示す。 

 

図表 2-62 対象事業の候補一覧28 

 

 

(2) JBIC 特別業務の対象拡大 

JBIC は「海外インフラ事業に対する更なるリスクテイクを可能とするため、2016 年 10 月より特別業

務を開始」しているが、新たに、日本政府が進める「質の高いインフラ投資」推進に向け、特別業務

による支援対象を拡大している。図表 2-63 に示すとおり特別業務の対象案件は大きく 4 種類設定

されており、いずれも海外インフラ事業で一般業務の範囲内ではリスクテイクが困難なものに適用さ

れるが、このうち④が今回拡大されたものである。すなわち、民活インフラ事業に対するファイナンス

であって、当該事業に用いられる技術の不確実性（技術リスク）や事業組成の不確実性（事業化リス

ク）がファイナンス返済等に影響を及ぼすものに対しても、JBIC のリスクテイク能力を発揮して、プロ

ジェクトファイナンスを可能とするものである。新リスク類型の下では、日本企業が優位性を持つ技術

が十分な商業運転実績を有していない場合（つまり、TIGAR のように、実証プロジェクトは成功裏に

完遂したが、商用１号機の実績がないというものが、これに該当すると考えられる。）であっても、JBIC

                                                   
28 出所：JBIC からの受領資料をもとに調査員作成 
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負担で追加的に雇用する技術コンサルタントを用いて、当該技術の実証試験・事業等の実績を分析

した上で、商業運転が可能と判断される場合には、プロジェクトファイナンスを提供する。 

なお、特別業務は投資金融も対象であるが、貸付金の利率については、当該貸付金等が回収不

能となる危険性等を勘案した適正なものとなるため、商用実績を多数有する技術に対する金利に比

べれば高く設定されることが予想される。 

 

図表 2-63 特別業務において対象とする案件29 

 

 

(3) 本事業への適用に向けて 

QI-ESG の適用については、投資金融の支援対象分野に高効率石炭発電、石炭ガス化、高効率

ガス発電が挙げられていることから、天然ガス改質尿素と同等レベルの CO2 排出量（石炭/バイオマ

ス共ガス化の場合）である本事業は十分に支援対象になり得ると考えられる。しかしながら、本スキー

ムが一般業務のみを対象とすることから、TIGAR の商用実績がないことに起因する技術リスク及び事

業リスクを JBIC がどの程度見積るかにより、適用不可となる可能性も考えられる。加えて、本スキーム

の期限は 2021 年 6 月 30 日（契約調印基準）であり、本事業の投資判断がこれに間に合わない可能

性も非常に高い。融資条件の緩和や金利優遇など非常に魅力的な支援スキームであるため、引き

続き本スキームの適用を視野に入れたい。 

次に、特別業務の適用については、本スキームが十分な商業実績がない技術についても対象と

するということから、支援対象になり得ると考えられる。しかしながら、JBIC がリスクテイクをしてプロジ

ェクトファイナンスを組成するというものの、回収不能リスクを勘案した適正な金利設定がなされるとい

うことから、QI-ESG の適用が難しい場合に適用を検討することになるものと考える。 

  

                                                   
29 出所：JBIC からの受領資料を基に調査員作成 



77 

 

 製品製造コストと経済性検討 2.7.

2.7.1. コスト積算条件、経済性検討条件の調査検討（税金、Tax incentive、補助金その他の設定） 

(1) 経済性検討条件 

各種資料や、現地におけるヒアリングに基づいて、本事業の経済性検討条件を図表 2-64 のとおり設

定した。 

 

図表 2-64 経済性検討条件 

経済性検討条件 数値 備考 

建設期間 3 年  

運営期間 20 年  

年間稼働時間 7,920 時間/年 年間稼働率 90% 

インフレ率 4%  

為替レート（円/USD） 110 円/USD  

為替レート（BRL/USD） 3.9BRL/USD  

D/E Ratio 70/30  

金利 2% JBIC 低金利融資想定 

返済期間 15 年  

減価償却 定額法、15 年  

実効税率 34% 図表 2-66 における IRPJ/CSLL のみ考慮

し、その他の税は非考慮 

副生物や公的インセンティブ 非考慮  

 

(2) 税務面 

本事業において適用され得る租税公課について、本事業の再委託先である PwC アドバイザリー

合同会社が所属する PwC グローバルネットワークのうち、PwC Brazil の税理士法人に調査を依頼し

た。検討においては、図表 2-65 に示す想定されるステークホルダーマップに基づいて調査を行な

い、適用され得る租税公課については図表 2-66 に示している。 

現段階の経済性分析では、実効税率として IRPJ/CSLL のみ考慮しているが、本事業のビジネスス

キームや各費用がより具体化し、正確な税金額が確定した段階で、経済性分析にも取り入れる必要

がある。 
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図表 2-65 想定されるステークホルダーマップ 

 

 

図表 2-66 本事業に関わる税金項目一覧 

税金項目 税率 補足 

連邦税・負担金 

IRPJ/CSLL 

（法人所得税/ 

法人利益に対する

社会負担金） 

実質利益に

対し 34% 

15%（IRPJ 基本税率）＋10%（年額 24 万レアルを超え

る利益に対する追加課税）＋9%（CSLL） 

PIS/COFINS 

（社会統合基金/社

会保険融資負担

金） 

総売上高ま

たはサービス

の輸入額に

対し 9.25% 

1.65%（PIS）＋7.6%（COFINS） 

PIS は失業保険や金銭的援助の財源として民間企

業が負担。COFINS は、社会保障や医療福祉の財

源に充当される。 

州税 

ICMS（商品流通サ

ービス税） 

7～35% 

 

付加価値税の一種であり、州により、また州内・州間

によって税率が異なる。本事業においては免税とな

る可能性もある。 

市税 

ISS（サービス税） 

 

役務額に対

し 2～5% 

 

役務提供を行なう法人に対し、役務提供者の所在

する市が課税するもの。税率はサービスの種類や市

により異なる。役務輸入の場合、役務提供者が納税

者だが、ブラジル企業が支払い時に源泉徴収を行

なう。 
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2.7.2. サプライチェーン全体のコストとりまとめと製品販売単価の検討 

2.4.5 章にまとめた CAPEX、OPEX を積算し、製品製造原価を算出した。初年度尿素製造原価（Rio 

Grande 港渡し）は、下式にて算出した。なお、金利、建中金利、割引率、インフレ率等の影響は考慮して

いない。また、利益も含まれていない。 

 

初年度尿素製造原価＝（イニシャルコスト/20 年＋ランニングコスト）/年間尿素製造量 

 

初年度尿素製造原価を図表 2-67 に、その比率を図表 2-68 に示す。なお、Case1 として石炭/バイオ

マス共ガス化、Case2として石炭専ガス化として比較したが、Case1はマテリアルハンドリング設備を2つ持

つこと、バイオマス価格が石炭価格に対して高価であることから、原価に差が生じる。 

尿素の市場価格帯は、図表 2-67 に示すとおり大きな変動があるものの、中間値として 280USD/トン程

度で推移している。本検討では利益を含まない製造原価が 340～370USD/トン程度であることから、事業

の成立は非常に厳しいということがわかる。 

 

図表 2-67 初年度尿素製造原価 
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図表 2-68 初年度尿素製造原価割合 
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2.7.3. 経済性検討 

2.7.1 章に示す経済性検討条件に基づいて、内部収益率（IRR）を計算するとともに、経済性の試算結

果への影響が強いと考えられる項目について、その感度を分析した。感度分析項目と振れ幅を図表 

2-69 に、各分析結果を図表 2-70 に示す。 

 

図表 2-69 感度分析の条件 

Item Range 

CAPEX -30% Base +50% 

Product price -30% Base +30% 

Coal ratio for feed - 50% 100% 

Power unit price -0.04 USD/kWh Base +0.02 USD/kWh 

Coal price -5 USD Base +5 USD 

 

 

図表 2-70 感度分析結果 
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図表 2-70 感度分析結果（続き） 
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図表 2-70 感度分析結果（続き） 

 

 

 



84 

 

感度分析の結果、原価比率の高いCAPEX および収入に直結する製品価格に対する感度が非常に高

いことがわかった。本調査で尿素価格は変動が大きいことがわかっており、事業の経済性に与える影響

は甚大であるため注意が必要である。また、石炭比率を 100%まで上げる（石炭専ガス化とする）と、原料

価格が安価になるため、IRR は 2%ほど向上する。石炭専ガス化はCAPEXの削減にもつながるため、事業

性の向上には有効な手段である。なお、石炭価格、電気代単価については、±1%程度の変動に収まる。 

 

次に、プラント規模を増加させたときの経済性についても評価を行なった。 

一般的に製造プラントの経済性は、スケールアップすることで向上する。これは、プラント建設単価がプ

ラント規模の 0.7 乗則に従って低下するためである。したがって、プラント規模に対するパラメータスタディ

を実施することで、本事業における規模に対する損益分岐点の評価を行なうことができる。なお、スケー

ルアップにあたっては、TIGAR 単機容量を最大 1,000 トン/日とし、それ以上は TIGAR の基数（ｔｒａｉｎ数）

を増やすと想定した。図表 2-71 に示す通り、石炭/バイオマス共ガス化ケースでは、500 トン/日×１基に

スケールアップするとＩＲＲは約-3%、1,000 トン/日×１基としてもＩＲＲは 0%未満、1,000 トン/日×8 基とする

とＩＲＲは約 5%となった。また、石炭専ガス化ケースでは、500 トン/日×１基にスケールアップするとＩＲＲは

約-1%、1,000 トン/日×１基とするとＩＲＲは約 2%、1,000 トン/日×8 基になるとＩＲＲは約 7%となった。 
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図表 2-71 プラント規模に対する経済性 
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2.7.4. 上記検討結果に基づく事業実施可能性の評価 

ブラジルは金利が高いことがよく知られており、近年経済の安定化に伴い低下してきてはいるものの、

日本などに比べると依然として高水準である。ブラジルのインフラ投資案件に対してよく利用される

BNDES の金利が７～8%程度であることから、IRR のハードルレートは低く見積もっても 10%程度、通常であ

れば 15～20%に設定されると考えられる。前項に示す経済性検討の結果を鑑みれば、想定したビジネス

スキームで事業化するのは困難であることがわかる上、ブラジル現地の投資を呼び込むことも難しいと言

える。 

一方、ブラジルの銀行を使うのではなく、JBIC の低金利融資を使うことができると仮定とすれば、IRR の

ハードルレートは幾分低く設定することが可能になると考える。仮にそれを 5%と設定した場合、石炭/バイ

オマス共ガス化ケースでは、1,000 トン/日×8 基のとき、石炭専ガス化ケースでは、1,000 トン/日×3 基～

550 トン/日×8 基のときに達成しうることがわかる。このことより、あくまで低金利融資を使うことが前提であ

るが、数百トン/日規模のスモールスケールでは事業が成り立たないが、数千トン/日規模のラージスケー

ルでは事業が成り立つということがわかった。ただし、この場合においても、ブラジル現地の投資を呼び込

むことは難しいと言える。 

なお、感度分析の検討において CAPEX と製品価格の感度が高いという結果となったが、CAPEX につ

いてはコストダウンに継続して取り組むこと、製品価格についてはより好条件で販売できる事業スキーム

や販売先を調査検討することで、事業性の改善を求めていくことは言うまでもない。 
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 その他、案件を事業化するために必要となる活動 2.8.

2.8.1. 日伯経済合同委員会における本事業案の紹介（７月、サンパウロ） 

(1) 目的 

本案件の事業化のため、ブラジル最大の経済規模のサンパウロ州（アルゼンチンの経済規模に

相当）工業連盟（FIESP）での日伯経済合同委員会で紹介することで、現地経済界からの支援、優良

現地パートナーの発掘を行なう。 

 

(2) 第 22 回日伯経済合同委員会 

日伯経済合同委員会は、経団連と CNI（ブラジル全国工業連盟）の共催で毎年、日本とブラジル

交互に開催されており、今回第 22 回はサンパウロで、2019 年 7 月 29 日（月）、30 日（火）の二日間

に渡って実施、経済連携協定（EPA）、農業、日伯協力での SDGs 実現などについて、討議された。

アジェンダを図表 2-72 に示す。 

第 1 セッション 日伯経済の中長期的展望 

第 2 セッション 日本メルコスル EPA 締結に向けて 

第 3 セッション ブラジルにおける農業ビジネスと物流 

第 4 セッション SDGs における日伯協力 

なお、第 2 セッションでは、日本メルコスル EPA の早期締結を求める共同声明（経団連及び CNI）

が採択された。（図表 2-73 参照） 

 

(3) TIGAR 事業の紹介 

第 4 セッションでは、2030 年までの SDGs 実現に向け、日本とブラジルの間で期待されているビジ

ネス協力などが議論され、その中で弊社久保田（理事）から「ブラジルにおける SDGs に向けた弊社

の取組と将来ビジョン」と題し、RS 州での TIGAR ガス化事業の展望を紹介した。 

 

(4) 委員会での反応 

第 4 セッションのモデレータ、元ブラジル開発商工大臣 Luiｚ Fernando Furlan 氏からは、「RS 州の

発展に寄与する素晴らしい試みで大変興味深い。是非成功することを期待する。」とのコメントがあり、

好評を博した。 

登壇後の現地の日系含めた企業が個別に挨拶に来られ、ブラジルでの TIGAR 事業に是非協力

したい旨の発言があった。挨拶に来られた企業の中には、バイオエタノール大手の副社長もおられ、

今後 RS 州から他の州へ事業拡大する上での繋がりをつくることができた。 
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図表 2-72 第 22 回日伯経済合同委員会 Agenda 
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図表 2-73 共同声明 
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2.8.2. コスト競争力強化策として、ローカル製作業者、据付業者等現地パートナーの調査 

弊社は、日本（兵庫県）及びインドネシアにボイラ工場を所有している。日本、アジア、オセアニア地域

が納入先であればこれらの工場で TIGAR を製造し、現地に輸送することが考えられる。しかしながら、ブ

ラジルにTIGARを建設する場合、これらの工場から非常に遠いため、選択肢の１つとしてブラジル現地の

ボイラ工場に製作を委託するということが考えられる。既述のとおり TIGAR は CFB ボイラの応用技術であ

るため、CFB ボイラあるいは BFB ボイラの実績を有する現地ボイラメーカの調査を実施した。調査結果を

図表 2-74 にまとめる。 

 

図表 2-74 現地ボイラメーカ調査結果 

社名 HPB – Engenharia e 

Equipamentos Ltda. 

CALDEMA 

EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS LTDA  

CBC INDUSTRIAS 

PESADAS S.A. 

提携企業 米国 B&W の CFB/BFB の

ライセンシー 

フィンランドFWのBFBのラ

イセンシー 

日本 MHPS の子会社 

本社所在地 Sertãozinho 

（SP 州） 

Sertãozinho 

（SP 州） 

Jundiaí 

（SP 州） 

CFB/BFB ボイ

ラの実績 

CFB、BFB とも実績あり。 ライセンシーだが、BFB の

実機実績はない。 

BFB は実績あり。 

TIGAR 製造の

見積可否 

可能 可能 可能 

メーカ所掌 設計から据付試運転まで

対応。 

未回答 設計から機器製造まで対

応。据付は他社。 

耐火材 耐火材も調達可能。施工も

所掌可能。 

未回答 耐火材は現地工事側所掌 

その他のヒアリ

ング内容 

 主な顧客は製紙工場 

 世界初のバガス焚き

BFB ボイラを製造 

 メンテナンスも対応 

 その他ローカルルー

ル、材料支給、耐火

材の調達他について

聴取 

 ストーカボイラを中心

に事業展開 

 その他ローカルルー

ル、材料支給、耐火

材の調達他について

聴取 

 南米最大のボイラメー

カ 

 メンテナンスも対応 

 その他ローカルルー

ル、材料支給、耐火

材の調達他について

聴取 

 

また、TIGAR 以外の部分（尿素/アンモニア製造プラント、BOP など）を外注する可能性のあるブラジル

現地エンジニアリング会社や EPC 会社の調査も実施した。調査結果を図表 2-75 に記す。 
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図表 2-75 現地エンジニアリング会社/EPC 会社調査結果（1） 

社名 Confab Equipamentos COBRAZIL S.A. 
Engecampo Engenharia 

Industrial 

本社所在地 Pindamonhangaba 

（SR 州） 

Belo Horizonte 

（Minas Gerais 州） 

Porto Alegre 

（RS 州） 

協業形態  ラ イ セ ン サ ー か ら

Basic design を 買 っ

て、詳細設計以降据

付まで可能。 

 製造、調達、試運転も

可能。 

 据付、試運転、メンテ

ナンスに対応 

 エ ン ジ ニ ア リ ン グ は

Promon と提携 

 調達、据付が主。 

 エンジニアリングはパ

ートナー企業 

 土木工事も可能。 

尿素/アンモニ

ア製造プラント

の実績 

なし なし なし 

その他特記事

項 

－ RS 州 Pampa Sul 発電所

（Candiota 炭の Seival 炭鉱

至近）の建設工事の実績

あり 

－ 

 

図表 2-75 現地エンジニアリング会社/EPC 会社調査結果（2） 

社名 HMV Engenheiros Promon engenharia 
Radix Engenharia e 

Software SA 

本社所在地 Porto Alegre 

（RS 州） 

São Paulo 

（SR 州） 

Rio de Janeiro 

（Rio de Janeiro 州） 

協業形態 －  EPC 対応可能 

 設計レビュー、コンサ

ル、オーナーズエンジ

としても対応可能 

 EPC 対応可能 

 設計レビュー対応可

能 

尿素/アンモニ

ア製造プラント

の実績 

なし あり あり 

その他特記事

項 

詳しい情報交換は行なえ

ず 

COBRAZIL とはパートナー

でもあり競合でもある。 

－ 
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2.8.3. 事業実施に必要な環境ライセンス等の許認可や現地法規制などの調査 

(1) 環境ライセンス 

a. 環境規制 

ブラジルでは、1970 年代の急速な工業化に伴い、1981 年に「環境基本法（Lei da Polotica 

Nacional de Meio Ambience – No. 6,938 de 17/01/1981）」が制定され、同法によって環境ライ

センス制度が導入された。続いて、1986 年に制定された「CONAMA 決議書第 1/86 号

（RESOLUÇÃO CONAMA No.001）」及び 1997 年制定の「CONAMA 決議書第 237/97 号

（RESOLUÇÃO CONAMA No.237）」にて具体的なライセンスの要件や審査・承認プロセスが規

定された。 

国土の 4 割を、アマゾンを含む自然保護区域・原生林が占めるブラジルでは、特に原住民や

生態系への配慮が重視され、インフラ建設他、製造業や農業等もライセンス取得の対象となる。 

 

b. 管轄組織 

連邦レベルでは、連邦政府が環境政策を立案し、連邦環境審議会（CONAMA：Conselho 

Nacional do Meio Ambiente）が環境改善・保護にかかる法令の審議・策定を行なったうえで、ブ

ラジル環境・再生可能天然資源院（IBAMA：Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis）が環境アセスメントの審査・承認を担当する。各州では、連邦政

府の環境当局の支部が、連邦策定のガイドラインに則り、環境行政を行なう。RS 州では、環境局

（FEPAM：Fundação Estadual de Proteção Ambiental）が環境許認可の管轄機関である。 

本プロジェクトは、サイトがウルグアイ国境まで60km程度の場所であるため、IBAMAが管轄す

る可能性もあるものの、石炭火力発電所と比較しても事業規模が小さく、産業用プラントであるこ

とから、FEPAM が許認可手続きを管轄する可能性があり、まずは FEPAM に対してプロジェクト

の事前説明をするのが良いのではないかと RS 州の事情に詳しい環境コンサルタントからコメント

を得ている。なお、IBAMA、FEPAM のどちらが管轄しても、必要な手続きは同様である。 

 

c. 許認可手続き 

(a) ライセンスの種別 

プロジェクトの実施にあたり、事前許可（LP: Licença Prévia）、設置許可（LI: Licença de 

Instalação）、操業許可（LO：Licenca de Operaçãoor）の 3 種のライセンスの取得が必要であ

り、中でも最も時間を要するのが環境影響評価（EIA：Environment Impact Assessment）を

経て取得する LP である。 

(b) 取得フロー 

ライセンス取得に要する期間は、当局が EIA 実施時のモニタリング期間を４シーズン（１

年）と設定するか、2 シーズン（半年）と設定するかに依拠するが、LP 取得までに 17～28 ヶ

月程度を要する見通しである。ライセンス取得の流れを、図表 2-76、図表 2-77 および図

表 2-78 にて示す。  

LP 取得に際しては、正式な申請書類（Formulário para Licenciamento Ambiental de: 

ATIVIDADES INDUSTRIAIS LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO– LP e 
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LI））の提出に先立ち、当局に対して事業の基礎情報を説明することから始まる。基礎情報

には、対象技術、サイトの立地、生産物、石炭、水、その他のエネルギー消費量、廃棄物、

排出量が含まれる。特に、技術と立地は、なぜそこでその事業を実施するのかという理由

の説明が重要になる。 

石炭/バイオマス共ガス化は、ブラジルにとっては新しい技術のため、当局に対しプロセ

スをわかりやすく説明することが、許認可取得時の重要事項となる。また、Candiota では既

に石炭火力発電所の建設実績があるため、石炭や水の消費量、排出量は石炭火力発電

所と比較をしつつ説明すると良いのではないかと、当地の石炭火力発電所のライセンス取

得に関わる環境コンサルタントからアドバイスを得た。 

一般的なプロセスとして、申請書類を当局に提出したのち、当局にて EIA の仕様書

（TOR：Terms of Reference）を発行し、その TOR に基づいて EIA 及びモニタリングが実施

される。アンモニア・尿素合成プラントの場合には、アンモニア取扱いにかかるリスク分析も

EIA の対象に含まれる。EIA レポート及びそのサマリーを提出し、当局がレポートの評価を

実施したのち、LP が発行される。当局が必要と判断した場合、市民社会、関係行政機関、

50 人以上の市民から実施要請があった場合には、パブリックコンサルテーションが行なわ

れる。LI は、サイトの土地利用及び水の利用許認可とともに、エンジニアリングと環境対策

の詳細を記した環境基本計画（Plano Básico Ambiental：PBA）を当局に提出し、その評価

ののちに発行される。 

 

図表 2-76 ライセンス種別と全体の流れ30 

 

  

                                                   
30 出所：現地ヒアリングをもとに調査員作成 
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図表 2-77 EIA から LP 発行までの流れ31 

 

 

 

図表 2-78 LI 発行の流れ32 

 
 

(c) 申請書類 

申請書類（Formulário para Licenciamento Ambiental de: ATIVIDADES INDUSTRIAIS 

LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO– LP e LI）は、FEPAM のウェブサイト

に掲載されている。申請時点で、ガス化工程の詳述ほか、プラントサイト、製品、石炭の消

費量、水源と取水量、SOx、NOx、PM 等の排出量の記載が求められる。申請書はポルトガ

ル語での記載になるが、記載項目の抄訳を図表 2-79 に示す。 

                                                   
31 出所：現地ヒアリングをもとに調査員作成 
32 出所：現地ヒアリングをもとに調査員作成 
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図表 2-79 申請書類（抜粋）33 

  

                                                   
33 出所：FEPAM ホームページ 
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図表 2-80 記載項目34 

 

  

                                                   
34 出所：FEPAM ホームページ、ポルトガル語の原文を抄訳 
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2.8.4. 事業のリスクマネジメント、政策支援等の活用見込みの調査検討 

(1) 事業のリスクマネジメント 

ブラジルのカントリーリスクについては、考えられるリスクとその内容及び現状を整理した。事業リスクに

ついては、想定されるリスクとその対応方針について検討整理した。結果をそれぞれ図表 2-81、図表 

2-82 にまとめた。 

 

図表 2-81 ブラジルのカントリーリスク 

分野 リスク内容 現状 参照 

為替 レアルの対ドル

の為替変動 

1980 年代の為替変動によるデノミは、1994 年のレアルプラン

導入後は無い。米国の金利変動などへの影響は受ける。

（4.35BRL/USD＠2020 年 2 月 19 日） 

 

インフレ インフレ率の高

騰 

1980 年代のようなハイパーインフレは無く、政府のインフレ目

標 4.5±1.5%内で推移している。2019 年の見通し 3.33%。（外

貨準備高：3,700 億 USD 強） 

JETRO 講

演資料 

金利 政策金利の上

昇による借入金

利の上昇 

ルセフ政権の 2015 年に 14.25%あった政策金利は段階的に引

き下げられ、6.5%に据え置かれた後（中銀通貨政策委員会 10

会議連続据え置き）、現在 5.0%である。 

なお、現状は JBIC などブラジル外の融資元を優先的に検討

している。 

大使講演

資料 

労務 従業員との労働

訴訟 

2017 年 11 月の労働法改正（70 年ぶり）で労働者側に偏った

労働法制が見直され、労働訴訟は激減。現在も労働法制は

改正継続中。ボイラメーカからのヒアリングでも同様の発言を

拝受。 

 

税務 複雑な税制 税制簡素化のため州税を国税に一本化する動きがある。（た

だし、税率が軽減されるわけではない。） 

 

財政 財政悪化による

経済成長悪化 

財政支出の上限設定（2016 年）。年金改革法案の下院通過

（8 月）、上院で可決成立（10 月）。歳出削減効果は 10 年間で

8,000 億 BRL（約 21 兆 6,000 億円）。 

 

汚職 汚職は文化とい

う風土 

ペトロブラスを中心とした汚職事件（Lava Jato）への摘発（2015

年～）、事件を陣頭指揮したモロ判事が現法務大臣となり、汚

職からの脱却をはかっている。 

腐敗行為防止法（2014 年施行）、リニエンシー制度。 

 

犯罪 強盗などの犯罪 現ボルソナーロ大統領は、財政再建・汚職撲滅・治安回復を

公約に当選。治安維持のための銃所持緩和は国民から支持

されていない。 

汚職と同じくモロ判事を治安対策大臣に起用。1～7 月の殺人

数 22%減、車盗難 7%減、貨物盗難 23%減、銀行強盗 35%減。 

JETRO 講

演資料 
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図表 2-82 事業リスク 

想定されるリスク 現状もしくはリスク対応方針 

建
設
期
間 

ローカルルールや規

格への適用不足によ

る設計後戻り 

ブラジルのローカルルールやレギュレーションに適切に対応するため、現

地エンジニアリング会社でのレビューを行なって設計 FIX とする。そのた

め、現地でのボイラやプラントで実績のある企業を調査し、評価していく。 

主に据付工事に起

因する下振れ、工期

遅延等 

CFB ボイラの EPC 工事、尿素/アンモニア製造プラントの EPC 工事、ブラ

ジル RS 州での工事の実績・経験を有する会社を採用する。そのため、現

地のボイラメーカ、エンジニアリング会社、建設会社等調査し、評価してい

く。 

運
転
期
間 

石炭の価格高騰 Candiota 炭は灰分多く、選炭もできない低品位炭のため価格高騰のリスク

は少ない。 

バイオマスの価格高

騰 

バイオマスは種類によって価格の変動あり、幅広い候補（オプション）を検

討する（マツ・ユーカリ・アカシア、もみ殻、大豆殻、サトウキビバガス等）。バ

イオマスの価格高騰・必要量の減少に対しては、石炭でリスク対応できるよ

うなプラント仕様とする。 

肥料、アンモニアの

価格変動 

尿素は海外からの輸入が 80%もあり、市場価格の変動が大きい。国産の安

定した価格での供給を強みに、お客様の要望にこまめに対応した製品供

給で、フレームワーク契約（1 年毎更新など）を結ぶ。 

肥料、アンモニアの

価格低減 

シェールガスの世界的増産や安価な水素の普及拡大があれば、肥料、ア

ンモニア価格が低減していくと考えられる。これらは近い将来のことではな

いが、注視していく。 

電気価格の変動や

高騰 

今後、電気はさらなるコモディティ化が進むと考えられ、むしろ価格下落が

起こる期待がある。 

事
業
環
境 

RS 州への安価な天

然ガスの導入 

現状はボリビアからのパイプラン天然ガスとプレサル鉱区の石油随伴天然

ガスの２つのルートから供給されている。前者はパイプラインの脆弱性やボ

リビアとの契約問題があり将来は不透明である。後者は天然ガス中に CO2

が約 20%～30%含まれているため分離にコストがかかり、価格が高い。その

ため、安価な天然ガスの導入リスクは小さいと言える。ただし、近年 LNG タ

ーミナルが増設されているという話もあり、天然ガスが安価に輸入されてく

る可能性も否定できない。今後の天然ガスの動向は引き続き注視する。 

石炭の打ち切り、

Divestment 

世界的な脱石炭の流れを受けて石炭利用が認められなくなるリスクがある

が、現時点では以下の理由により、その懸念は小さい。 

 ブラジルの電力は水力発電が主であり、もともと CO2 排出量が非常に

少ない。そのため、石炭からの CO2 排出が多少増えても、国全体の

CO2 排出量にはほとんど影響がない。 

 地域人口の 80～90%がなんらかの石炭関連の仕事に従事しており、

地域の雇用の確保が最重要との連邦政府の見解。 

競合他社、競合技術

のブラジル進出 

TIGARの強みを活かしたスケールや原料をターゲットとすることで差別化を

図る。 

 

(2) 政策支援等の活用見込み 

政策支援等の調査のため、鉱山エネルギー省（MME）、農牧省（MAPA）、在伯日本国大使館及び RS

州エネルギー環境局への調査を行なった。 

 

a.  鉱山エネルギー省（MME: Ministério de Minas e Energia） 

石炭近代化政策（Modernizacao Industrial Carvao）担当より、「RS 州と SC 州の石炭の活用に関し
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て、発電だけでなく、新たな有効利用方法を検討することが重要と考えており、TIGAR ガス化でのケ

ミカルプロダクトの生産は、この石炭近代化政策で重要な役割を担うと考える。」とのコメントを拝受し

た。 

また、新しい石炭政策をブラジルの産業界とともに検討中であるとの説明を受けた。新政策は、産

炭地の雇用の維持、エネルギーの安定供給、環境配慮の 3 点から検討されている。産炭地では地

域によっては、80-90%の雇用が石炭産業に依存しており、地域社会・経済の発展からも、石炭産業

の維持は重要課題に位置付けられている。エネルギー供給においては、特にブラジル南部はエネ

ルギー・電力を輸入しているため、地場のエネルギー源を活用して需要を満たすことが重要である。

環境配慮については、新しい技術の導入が解決に寄与できると考えられている。かかる中、石炭/バ

イオマスのガス化は、効率的に石炭を活用できることから、新政策のコンセプトと合致するとのコメント

を拝受した。 

産業政策の中に石炭ガス化が入ることで、不測の事態での連邦政府からのサポートが考えられ

る。 

 

b.  農業畜産食料供給省（MAPA: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento） 

TIGAR によって製造された尿素、アンモニアの価格が、尿素、アンモニアの輸入価格より高かった

場合、その差を補填する補助金付与の可否を質問したが、そういった制度はないとの回答であっ

た。 

また、大量の農業からの廃棄物の処理が課題になっており、今後固形廃棄物（Solid Waste）の処

理に関する法令を制定していく予定、とのコメントを拝受した。TIGAR による農業廃棄物の有効活用

の可能性が示唆された。 

 

c.  RS 州エネルギー環境局 

農業を使途とする尿素、アンモニアは、ICMS（商品流通サービス税）の減免措置対象になるとのコ

メントを拝受した。 

また、RS 州政府から、同州の主要な投資誘致インセンティブである企業オペレーションファンド

（FUNDOPEM/RS）の紹介を受けた。FUNDOPEM/RS は、州内で雇用や富の創出に資する産業プ

ロジェクトに対し、機器や工事等の投資額を上限として ICMS の月次累積額の 90%を資金調達という

形で利用することができる。ただし、その金額は猶予期間（grace period）ののちに納める必要がある。

また、この事業を進めていく上で双方が情報交換を綿密に行なって平仄を合わせていくことが重要

である旨のコメントを拝受した。 

2020 年 7 月に RS 州知事が来日予定であり（滋賀県の姉妹都市訪問）、その際弊社への訪問をす

るとともに MOU が結べればさらなるドライビングフォースになるとのコメントを拝受した。知事との連携

を深めること（横浜等見学等）でさらなるサポート（土地借用、原材料価格）への布石としたい。 

 

d.  在伯日本国大使館 

日本大使館より、経済省（財務省、経済企画庁、化学技術省の一部などを合わせた非常に影響

力の強い省）へ本案件を紹介頂けるとのこと。 
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また、事業準備にかかる費用負担（旅費等）の軽減を図ろうとするなら、「令和２年度質の高いイン

フラの海外展開に向けた事業の実施可能性調査」の公募に応募するのがよいとのコメントを拝受し

た。 

 

また、バイオ燃料の活用促進を目的とした RenovaBio（国家バイオ政策）について調査した。 

本政策は、2016 年 12 月の COP21 に向けて提出されたブラジルの NDC の達成（2030 年までに 2005

年比で温室効果ガスを 43%削減）、輸送用燃料の輸入依存からの脱却を主な目的とし、ブラジルの今後

10 年間のバイオ燃料政策として位置付けられ、特にバイオエタノール、バイオディーゼルの活用を促進し

ており、10 年間で生産量を約 2 倍にする計画である。本政策では、炭素排出原単位を 2018 年の 74.25 

g-CO2/MJ から 2028 年に 66.75 g-CO2/MJ に低減する目標を設定し、①バイオ燃料認証制度の導入、

②カーボンクレジット制度の導入の２つの施策を導入して、その達成を目指している。 

 

図表 2-83 にバイオ燃料の認証制度及びカーボンクレジット制度を示す。MME 傘下の国家石油・天然

ガス・バイオ燃料監督庁(ANP: Agência Nacional do Petróleo、 Gás Natural e Biocombustíveis)に選定さ

れた認証機関（ブラジル全土で 9 社）が、バイオ燃料製造事業者及び輸入者に対して排出原単位に基づ

いた証明書を発行する。バイオ燃料製造事業者あるいは輸入者は、バイオ燃料生産者適格要件を満た

す必要があり、証明書は、排出削減効果によってグレードが異なり、4 年に一度更新される。2019 年 10 月

にバイオ燃料製造事業者及び輸入者に対する認定が開始され、2020 年 1 月にカーボンクレジット制度が

開始された。将来、メタノール生産事業を展開する際には、これら認証を得たバイオ燃料製造事業者が

オフテーカ候補になる。 

 

図表 2-83 バイオ燃料の認証制度及びカーボンクレジット制度35 

 
                                                   
35 MME、USDA 発表資料を基に調査員作成 
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2.8.5. 事業化までの具体的なスケジュール、アクションプランの検討 

本調査で対象とした石炭/バイオマス共ガス化による尿素/アンモニア製造プラントは、商用１号機と

して考えているスモールスケール（～500 トン/日-原料ベース）では、事業性が乏しいことが確認できた。

そのため、今後は以下のアクションプランで事業性の高い案件の創出を目指すこととなる。 

 安価な原料である農業残渣のガス化原料としての可能性調査 

ブラジルで入手可能な農業残渣としては、オレンジ皮、バガス（サトウキビの搾りかす）、ココナッ

ツ殻、もみ殻、コーヒーかすなどが挙げられる。これらの一部はいわば 2 次利用品であり、ほぼ

無料もしくはむしろ有償にて引き取ることができる可能性がある。それらの入手可能性や価格等

調査し、TIGAR ガス化プロジェクトとの適合性を検討する。 

 付加価値の高い（高額で売却できる）製品の調査 

尿素、アンモニア、メタノールは、コモディティ商品である。コモディティ商品は一定の品質基準

を満たす前提で価格のみで差別化され、価格競争にならざるを得ない。ラージスケールであれ

ばそのようなビジネスモデルでも対応可能であるが、スモールスケールの地産地消を目指す場

合は、何に付加価値を求め、それをどのように収益化し、どの製品の収益性が高いのかを見極

める必要がある。加えて、今後は、RenovaBio というバイオ燃料に対するインセンティブ制度など

も含めたトータルの収益性を考えることとなる。 

 

本調査結果に基づく事業化までのアクションとスケジュールについて図表 2-84 に示す。これは、2

号機以降のラージスケールにも適用可能である。 

 

図表 2-84 事業化までのアクションとスケジュール 

 

年度

ｶ月＼Q 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TIGAR見積設計（フロントローディング） 9

Non-TIGARパートFEED 9

Non-bind Agreement with stakeholder 9

ファイナンス組成 9

デューデリジェンス 9

FID

SPC設立 3

EPC発注

各種本契約締結 12

調達/製造（建築許可に関しない部分） 24

調達/製造/現地工事/試運転（建築許可に関する部分） 24

営業運転開始

【許可申請手続き】

事前プレゼン申請書類の提出～TOR発行 3

環境アセス実施，モニタリング(6ヶ月~12か月) 6

環境影響評価レポート作成～提出 6

FEPAMによる審査 3

パブコメ募集 3

事前許可(LP)取得

建築許可申請書の作成～提出 3

FEPAMによる審査 3

建築許可(LI)取得

営業許可(LO)作成～申請～取得 6

※許可申請手続きは実線が最短ケース，点線が最長ケースで，約６ヶ月程度の誤差がありうる。

5
項目

1 2 3 4
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3. まとめと今後の課題 

 まとめ 3.1.

本調査の結果、想定したビジネススキームで事業化するのは困難であることがわかった。そのため、

TIGAR の商用初期段階におけるスモールスケール事業の実現のためには、より安価な原料、より高額で

売却できる製品、公的な支援（税優遇、インセンティブ等）が必要であることもわかった。一方で、スケール

アップにより自立した事業となる可能性についても確認ができた。 

しかしながら、ブラジルという市場は、未利用の石炭が多量に賦存していること、同じく未利用のバイオ

マスが多量に存在していること、これらを原料としてガス化することにより得られる製品の多様な市場があり、

今後の伸びも期待できることも確認できた。世界一複雑と言われる税制度などの事業リスクはあるものの、

この市場の魅力が非常に大きいことも確認できたことである。 

今後は、次項に記載した課題を踏まえてその解決に向けたアクションを幅広く追及していくこととなる。 
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 今後の課題 3.2.

本調査結果を踏まえた今後の課題を図表 3-1 にまとめた。 

 

図表 3-1 今後の課題 

切り口 事業の課題 課題解決に向けたアクション 

原料  経済性向上のため、原料価格

の低減 

 ＴＩＧＡＲ適合性が高く、より安価に入手可能なガ

ス化原料の調査 

製品  経済性向上のため、製品価格

の高価格化 

 付加価値が高く、より高額で販売できる製品の調

査 

ビジネス

モデル 

・事業 

 経済性向上のため、収益力の

向上 

 弊社の化学製品販売事業の

経験不足 

 世界一複雑と言われる税体系 

 Renovo Bio 等インセンティブの活用、By-Product

の販売等も含めた経済性が向上するビジネスモ

デルの考案 

 製造販売事業に代わるビジネスモデルの模索 

 複雑な税体系を経済性検討に確実に反映 

EPC  経済性向上のため、CAPEX

の低減 

 弊社のブラジルでの工事経験

不足 

 一定の品質を確保できることを前提に最も

CAPEX が安価となるＥＰＣ体制の構築 

 弊社のブラジルでの工事経験不足を補う現地パ

ートナーの選定 

ＴＩＧＡＲ  経済性向上のため、CAPEX

の低減 

 適用可能なガス化原料の拡大に向けた技術開発 

 継続的なコストダウン活動 

事業パー

トナー 

 弊社の新規分野でのブラジル

での経験不足 

 弊社の化学製品販売事業の

経験不足 

 本事業の可能性を見出しリスクとリターンを正当に

分かち合う、経験のある事業共同実施者の事業

参画模索 

 




