
WPAC 四半期通信 

2021年6月 第1版 第1号

カナダ木質ペレット協会(WPAC) のニュースレター第1号にようこそ！カ
ナダ木質ペレット業界を代表し、急成長と多様化のさなかにある当業
界の最新情報をお届けできるのは大きな喜びです。今後は4半期ごと
に発行し、市場や技術、イノベーション、安定性、持続可能性その他
さまざまなトピックの業界最前線をお伝えしてまいります。

2021年はすでに当業界にとっては胸躍る年となっています。国際市場
や国内でのチャンスがグローバルなグリーンエネルギー政策と相まって、
木質ベースのバイオエネルギーに対するニーズが促されており、大幅な
需要増と成長が見込まれています。

2015年には190万トンであったカナダ産木質ペレットの生産量は
2020年には320万トンと、5年の間に大きな成長を遂げました。こ
れによりカナダは国際貿易におけるバイオマス大国のひとつとなるに
至っています。WPAC会員企業の詳細は、Canadian Biomass 
Magazineによる2021年版マップをご覧くださいhttps://www.
canadianbiomassmagazine.ca/wp-content/uploads/2021/04/
CBM-PELLET-MAP-APR21-JLR-LR.pdf

この拡大に伴って当業界に対する注目も、当会会員の持続可能性に
対する信用が及ぼすグローバルな影響も増大しています。WPACは私
たちの力強い環境実績、すなわち伐採木の100%を最大にして最善
に利用し、森林減少に加担せず、かつては廃棄されていた木質原料
を責任ある再生可能エネルギーに転換して、低炭素社会を支援する
という努力を実証していく必要があると認識しています。

2月に行われたWPACアジア木
質ペレット会議はまさにその絶好
の機会であり、1日限りのイベント
であったにも関わらず、アジアと北
米全域から300近くもの科学者
やエネルギー生産企業、規制当
局、森林管理者などが参加され
ました。欠席せざるを得なかった
皆さまには市場予測から気候政
策、GHG排出量比較までに渡
ったプレゼンテーションの数々をご
覧 い た だ け ま す 。 当 協 会 ウ ェ ブ サ イ ト 
https://www.canadianbiomassmagazine.ca/virtual-events/
wpac-asian-wood-pellet-conference-japanese/ そのウェブサイトで
すが、このほど一新し拡充いたしました(www.pellet.org)。お求めのコン
テンツが検索しやすく、かつ会員、お客さま、ステークホルダー各位に有
用な最新の情報やリソースを提供しています。ぜひご高覧のうえ、率直
なご意見をお寄せください。

カナダ産ペレットの生産能力拡大に向け、将来を見据えた新規投資
が相次いでおり、業界は盛り上がっています。英国バイオエネルギー生
産大手DraxによるPinnacle Renewable Energy社の買収計画発
表も、カナダのペレット業に対するグローバルなアプローチの一例です。

カナダ産ペレットを長きに渡りご利用いただくとともに、最大のお客さまの
一つでもある住友商事様が先日発表されたエネルギーイノベーション・
イニシアチブ(EII)にも、大いに励まされています。カーボンニュートラルな
社会の実現と持続的なエネルギーサイクルに資する次世代事業の創
設を目指すとのことであり、WPAC会員の基盤である責任ある森林活
用と木質原料調達という原則はまさにそれに則しています。炭素の回
収や貯留、活用といったEII目標達成のお役に立てることを楽しみにし
ております。

それではWPACニュースレター第1号の特集記事をお楽しみください。
ご意見やご感想もぜひお寄せください。今後の参考にさせていただきま
す。

カナダ産木質ペレット年間生産量 (単位: 100万トン)

 専務理事メッセージ
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BioPower 社 高齢者施設に2万5000ドルを寄付
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商業・住宅向け木質ペレット生産のカナダ大手であるBioPower 
Sustainable Energy社はこのほど、オンタリオ州北西部のAtikokan
に新設されるAspen Court Seniors Livingの建設に2万5000ドル
を寄付しました。Aspen Court Seniors Livingはコミュニティの新た
な中心施設として、高齢者に安全で支援が得られ、手ごろな価格
の住まいと、家族にも近い生活の場を提供していきます。

「高齢者は地元だけでなく広域の事業において、我が社になくては
ならない戦力です。今後も地域の社会経済に大きく貢献していか
れることでしょう」とBioPower社CEOのMark Guillemette氏。「こう
した大変重要なコミュニティ施設建設へ寄付することで、同地区の
高齢者住宅危機の解決に一役買いたかった」といいます。

Aspen Courtの定員は約75名。2021年秋のオープンが予定され
ています。

左: BioPower Sustainable Energy社 Atikokan製材工場マネジャー Melissa Bates氏
右: Aspen Court Senior Living募金担当会長 Jim Turner氏

WPAC 会員企業 – 画期的な安全性イニシアチブを導入
WPAC会員企業は現在、BC州の森林安全審議会(Forest Safety 
Council)とのパートナーシップの下で、意欲的な安全イニシアチブに取
り組んでいます。当業界はすでに安全性において大きな向上を遂げて
はいますが、さらに実質的な利益をもたらす機会と考えています。

安全性に確かな実績があるとは言え、WPACの安全委員会はペレッ
ト工場は爆発や火災、致死事故などの深刻な被害に見舞われやす
いことを認めています。こうした災厄は従来の安全対策では必ずしも防
止しきれないものであり、調査の結果やWorkSafe BC (BC州労働基
準監督機関)からの強い奨励を受けて、CCM (Critical Control Man-
agement [重要危険管理])と呼ばれる体制を導入することにしました。

当イニシアチブの支援は、ノバスコシア州ハリファクス所在のダルハウジ
ー大学でリサーチ・アソシエートを務める工学修士のKayleigh Rayner 
Brown氏に依頼しました。安全対策によるリスク低減よりもデザインを
通じたハザード除去に焦点を当てたInherently Safer Design [本質
的に安全なデザイン]とCCMにおける第一人者の一人であり、産業界
のパートナー数社と協働して原子力、石油、航空製造業の工程安全
性やハザード分析にあたっています。すでにBC州森林安全審議会の
メンバーとともに州全域のWPAC会員工場でワークショップを開催して
結果を分析中であり、Inherently Safer Designの推進に向けた提言
を作成していただくことになっています。

WPACと会員企業は、同審議会とダルハウジー大学、Dust Safety 
Academyとの協働とWorkSafe BCの支持のもとでこのイニシアチブ
を率先しており、それを誇りとしています。試験プロジェクトの詳細は 
https://www.pellet.org/critical-control-management/ をご覧くだ
さい。
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持続可能性の確保

新たな視点の研究

ペレット工場17ヵ所
E2Eの輸送

港湾3ヵ所

石炭比
91.1%の
排出削減
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安全関連 最新情報
WPAC会員企業とその従業員は日々たゆむことなく、最先端の安
全実務の導入と浸透に努めています。その努力は業界全体として
評価されることも認識しており、規制当局や一般市民、従業員の家
族からの評判や信頼がかかっています。コロナ禍が世界に蔓延した
2020年に安全性にさらなる向上を成しえたのは、小さからぬ成果と
自負しています。

2020年の安全面の実績は、WPAC会員全社に渡って良好でし
た。これは会員企業とWPAC安全委員会の努力と注力を示すもの
に他なりません。

当安全委員会は昨年1年に渡って複数の主要イニシアチブを敢行
し、より安全な職場とハザードの低減/排除を促進してきました。そ

の一例はオペレータ向け教育ビデオの作成で、燃焼性合成ガス関
連のリスク低減を促すものです。さらにWPACはBC州森林安全審
議会とWorkSafe BC、そしてメディアパートナーであるCanadian 
Biomass社と協力し、ベルトドライヤー安全性シンポジウムを開催し
ました。

また新たに安全基盤づくりのためのウェビナーシリーズも立ち上げま
した。これも協働制作のシリーズで、安全性向上を目指してベスト
プラクティスを共有しようというWPAC会員のコミットメントを推進し、
ペレット業界における安全性基盤の核となるモジュールを提供しま
す。コース受講をご希望の方は https://www.pellet.org/webinars/
wpac-safety-foundation-webinar-series/ をご覧ください。

カナダ産ペレットは低炭素経済に貢献 – WPAC研究結果
新たな視点で石炭比91%のGHG削減を立証

カナダ産木質ペレットの90%は輸出向けであり、アジアでもっとも近いの
が4600海里離れた日本です。WPACはカナダ西部発の木質ペレットに
よる排出量低減を、科学的研究で実証することにしました。

WPACは会員企業からのデータ提供とカナダ政府の資金援助
を受け、Laborelec社に研究を依頼しました。同社はグローバルな
研究・技術サービス企業であり、省エネや環境に優しいソリューショ
ンを通じて、カーボンニュートラルな社会への転換の努力を支援して
おり、世界屈指の発電企業であるEngie社の傘下にあります。

本研究では17工場を対象に調査。各々のGHG報告は第三者が
監査し、もっとも広く認められているEU共同研究センターのデフォル
ト値(g C02/MJ)に基づいて分析しました。

その結果、日本で燃焼される木質ペレットのGHG排出量は石炭
比でわずか8.37%であることが分かりました(91%超を削減)。航海
海里がはるかに長い米国南部のアラバマ州からの発送でも石炭比
20.08%と、80%近く削減できることが判明しました。

研究の方法や結果、今後の活動等の詳細はWPACのファクトシー
ト最新号をご覧ください。
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Skeena社 - コロナニマケズ 
職場における新型コロナ対策指針がカナダ全域のペレット工場にも
及び、従業員と生産性を守るための新たな手順を編み出さざるを得
なくなってから1年が過ぎました。工場の安全基準を進化させてスタッ
フの安全を確保するという素晴らしい見本を、BC州テラスのSkeena 
BioEnergy社にみることができます。

同社はコロナ禍にいち早く対応。従業員へのPPE配布にとどまらず、
食堂や制御室などの共同スペースにサーキュレータを設置し、空気質
の改善を図りました。

「出社を恐れたり、給料が必要だという理由で [労働を]強要されてい
ると感じてもらいたくなかった。このため感染や隔離、家族の看病や濃
厚接触など、コロナが原因で欠勤する場合の欠勤手当制度を設け
て、また仕事に戻れるという安心感を持てるようにしました」とゼネラルマ
ネジャーのGreg DeMille氏は説明します。

他の多くのWPAC会員同様に、同社のサプライチェーンにも問題が起
きました。 

「供給は明らかに遅れており、深刻な場合もあります。特に米国や欧
州からのものが顕著です」とDeMille氏。「当社で何とかできるものでは
ないため、事前に備えておくのみです。備蓄に努め、入荷までの期間を
2-3週間、あるいは4週間余分に見ています」

これまで以上に工場の保守に力を注いでいることも、順調を維持して
いる理由のひとつです。パーツの寿命を確保することで、郵送到着の待
ち時間を凌ぐだけでなく、生産のダウンタイムを解消しました。

DeMille氏はまた、対面会議が不能となってからの体制にも皆がよく適
応していると胸を張ります。「全員がチームの一員としてビデオでコミュニ
ケーションする。透明性が大事なため、新たな方法で情報を交換して
いるわけですが、スタッフ全員が様々なツールを使いこなせたのは驚きで
した。本当によくやっています！」

パンデミックのさなかにおけるSkeena社の成功はチームワークの賜物で
す。全員がコロナ禍の早期終息を望んでいますが、たとえその日が来て
も、高められた生産とモラルの水準が落ちることはないでしょう。

左: Mayson Daponte氏
右: Richard Coss氏

ニュー・ピナクル号 日本へ処女航海
Draxグループの1社であるPinnacle Renewable Energyはこの
ほど 3万9000 DWTのハンディクラス船をリースし、日本における
木質ペレットの需要増に対応することになりました。MV (発動機
船)のニュー・ピナクル号で、3月の処女航海以来20名の乗組員
とともにバンクーバー-日本の約17日間の航路をほぼ休むことなく
往来してペレットを運び続け、複数の契約の供給量を満たしてい
ます。

同社のVaughan Bassett営業/ロジスティクス担当上席バイスプ
レジデントは「日本のお客さま向けの特別サービスを設けることがで
き、嬉しく思っています。元来の地の利をさらに活かせますから、日
本向けの配送では業界随一となるでしょう」と話しています。

Pinnacle社は従来より充実した配送体制を擁しており、今回のリ
ース船の追加はこれをさらに拡充したものです。環境も配慮して効
率よく速度を緩急し、燃料は超低硫黄燃料油(VLSFO)と低硫
黄ガスオイルのみを使用しています。船体は防汚ペイントで覆われ
ており、船倉は5つに分けて燃料効率の向上に貢献しています。

本ニュースレター発行時までには日本への2回目の配送を終え、5
月上旬の3回目の発送に備えて、ノースバンクーバーのFibrecoタ
ーミナルに向かっているはずです。
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ニュー・ピナクル号。BC州ノースバンクーバーのFibrecoターミナルにて
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初の沿岸州バイオヒート会議を開催 
カナダ木質ペレット協会とメディアパートナーであるCanadian 
Biomass Magazineは6月2日、初のカナダ沿岸州バイオヒート会
議「Net Zero by 2030: Growing the Region’s Largest 
Source of Renewable Energy (沿岸州最大の再生可能エネ
ルギー源を開発)」を開催。200名ものオンライン参加を得ました

ノバスコシアやニューブランズウィックなどのカナダ大西洋沿岸州は、
現地の再生可能な天然資源への転換によって年間320万トン
ものCO2排出削減が可能であり、これはカナダクリーン燃料規準
(Canadian Clean Fuel Standard)の液体燃料に関する2030
年目標の16%に相当します。こうした事実をアピールすることが本会
議の目的です。

上記目標の達成はすなわち、住宅や商業施設の暖房において10
億ドル近くが節約できることを意味します。その事実を病院や教育
委員会、事業者、林業従事者、バイオマス装置販売業者など様々
な企業や団体に解説しました。

会議にはカナダと欧州から専門家を招聘し、林産業の再活性化や
カナダの環境目標を念頭に置きつつ、バイオマスがエネルギー貧困の
解消にいかに役立てるかを話していただきました。 残念ながらご参加
いただけなかった皆さまにも、詳細をご覧いただけます。WPACホー
ムページ https://www.canadianbiomassmagazine.ca/virtual-
events/maritime-bioheat-conference/ までどうぞ。

5つの質問 - ジェナ・マクドナルド氏 (Port of Belledune)
過去14年に渡りカナダ大西洋州からの輸
出開発を支援してきたPort of Belledune 
(Belledune港湾運営会社)のジェナ・マク
ドナルド(Jenna MacDonald)氏。現在は
マーケティング/広報/政府担当バイスプレジ
デントとして、スタッフの中心となって同港の
改善と拡充の方策を探っており、それがカ
ナダ産木質ペレットの世界的需要に後れを
取るまいと努めるWPAC会員企業の助けと
なっています。港に姿が見えないときは圧力
鍋でこだわりのスープストック/ブイヨン作り、
あるいは自身のライフスタイルブログ www.
theresashoeforthat.com の執筆にあたっ
ているそうです。

「5つの質問」は木質ペレット事業の在り方
に影響を及ぼし、また支援を提供してくれる
業界関係者のインタビューコーナーです。第
1回ゲストにジェナを迎えられたのは大きな喜
びです。

Belleduneに就職することになった経緯
は？

に、Belleduneで仕事を得たいと強く思いま

した。当時は就職難だったのですが、ほとんど
心は決まっていたので、当時のCEOに自分
のアイデアを書きつづった手紙を送り始めた
のです。ついに面接をしてもらえるまで、相当
書きましたね。そして最終的に、事業開発と
いう新設のポストに就きました。

働き始めて一番驚いたことは?

船貨業の複雑さだけでなく、それがいかに小
さいかということです。貨物の国際輸送は巨
大産業ですが、その中の個々の業界はそれ
ら独自の小さなコミュニティも持っていることに
気がつきました。どれもがいまだに、まだまだニ
ッチなのです。

仕事の何にもっともやりがいを感じる?

[私の仕事は]パズルのようなもので、最善の
方法で出荷を最適化して組み立てることと、
航路選択の組合せです。私は謎解きにの
めり込む方で、お客さまのためにこうしたパズ
ルを解いて最高の効率を達成し、港とお客
さまの事業の成長に貢献したいといつも思っ
ています。

Belleduneに就職してから、木質ペレット業
界はどう変化した? 
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Jenna MacDonald, VP of Marketing for the Port of 
Belledune
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大きくなっていますね！最近新たに3社のお
客さまにご依頼いただきました。そのうち2社
はGroupe SavoieとJD Irvingで、製材企
業として創業したものの、自社の廃材を利
用した木質ペレット生産ラインの統合に成功
したのです。ニューブランズウィックにとっても私
たちの森林にとっても、また木質ペレット業界
にとっても素晴らしいことです。

実は私は、木質ペレットに強い思い入れがあ
るのです。就職した2007年当時、当港はち
ょうどShaw Resources社との話し合いを始
めたところで、同社初の木質ペレット出荷が

2008年でした。私が事業開発部門を担当
してから初めて扱ったのがペレットだったわけで
す。ですから業界の成長とカナダ産ペレットの
需要の増加を見ているとワクワクしますね。

ご自身とBelleduneの今後は?

2020年は18万トンにもう少しで手の届く量
の木質ペレットを輸出しました。2021年はそ
の記録を破ることが目標で、30万トンを超え
るペレット輸出プロジェクトが進行中です！
現在は港湾拡充が進行中で、倉庫の新設
がこれを支えています。その一つが第3ターミ

ナルに設けた4647 m2の木質ペレット置場
で、[港の]貨物取扱能力が増強されました。
またグリーンイニシアチブにも本格的に取り組
んでいます。カーボンニュートラルな物流ハブ
を目指してバイオ燃料を調査中ですし、木
質ペレットのようにより環境に優しい貨物の
出荷に力を入れています。また2018年には
Green Marine認証を取得するなど、法規
制の遵守のみにとどまらず、さらなる改善を
目指して常に努力しています。
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PacBio 社 – 廃材活用に13年の実績

クリーンエネルギーを
日本や欧州へ

22万5000MWhを
発電

輸送: 貨車1万4000台ペレット130万トン森林廃材167万トン

伐採後に打ち捨てられた傘木や枝木、低級材、朽木を廃棄させる
ことなく、そこに秘められた可能性を木質ペレットという形のクリーンエ
ネルギーに変えてきたのがブリティッシュ・コロンビア州プリンスジョージの
Pacific BioEnergy社です。

これら廃材は過去数十年間、伐採跡地の植林のために野焼きされ
てきました。しかしPacBio社のJohn Stirling社長兼CEOは2007
年、こうした林地残材の活用にチャンスを見出し、地元の製材工場
や伐採企業、請負業者と協働し、林地での[廃材]粉砕体制を
開発。以来167万トンの廃材を回収し、再生可能なクリーンエネル
ギーであるペレットとして世界各地のお客さまにお届けし、化石燃料
依存の低減を支援しています。

Stirling社長兼CEOは「この13年間で木質チップトラック7万1000台
分の残材を、伐採地から当社の現地工場に搬入しました。サプライチェ
ーン全体で雇用が生まれたと同時に、地域の空気質を向上させ、ヨーロ
ッパやアジアのお客さまのカーボンフットプリント低減に一役買っています」
と話しています。

今日ではBC州の環境対策の実績と木質原料の責任ある利用を
高く評価してくださるアジアやヨーロッパのお客さまに、同社製ペレット
が届けられています。


