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合同会社網⾛バイオマス第 3 発電所 
グリーンローン 
 

2022 年 6 ⽉ 27 ⽇ 

 

ESG 評価本部 

担当アナリスト︓篠原 めい 

 

格付投資情報センター（R&I）は、合同会社網走バイオマス第 3 発電所（以下、借入人）がグリーンロー
ン・フレームワーク（2022 年 6 月 27 日策定、別添）に基づいて実施する以下のグリーンローンについて、
「グリーンローン原則1」（2021 年 2 月改訂）及び環境省「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・
ローンガイドライン 2020 年版」に適合していることを確認した。オピニオンは下記の見解に基づいている。 
 

■概要 

評 価 対 象 合同会社網⾛バイオマス第 3 発電所グリーンローン 

資 ⾦ 使 途 網⾛バイオマス第 3 発電所の開発・建設 

借 ⼊ ⼈ 合同会社網⾛バイオマス第 3 発電所 

貸 付 ⼈ みずほ銀⾏をアレンジャー／エージェントとするシ団 

実 ⾏ 額 54 億円 

初回借⼊実⾏⽇ 2022 年 6 ⽉ 

  最 終 償 還 ⽇ 2037 年 9 ⽉ 

 

■オピニオン概要 

(1)調達資⾦の使途 
  グリーンローンの調達資金は網走バイオマス発電所 3 号機の開発・建設費用に充当される。網走バイ
オマス発電所 3 号機は借入人が北海道網走市の能取工業団地内で開発を進める 9.9MW の木質バイオマ
ス専焼発電プロジェクトである。発電した電力は FIT 制度を通じて 20 年間全量北海道電力ネットワー
クに売電する予定である。農山漁村再生可能エネルギー法のもとで自治体から「地域資源バイオマス発
電設備2」の認定を受けており、出力抑制ルールの対象外となっている。バイオマス発電事業の環境改善
効果として、年間 42.4 千 t-CO2 に相当する CO2/排出削減効果が見込まれる。バイオマス燃料について
は、その製造工程において土地利用変化に伴う GHG 排出や森林減少・生態系への影響がしばしば問題
とされるが、網走バイオマス発電所 3 号機で使用する燃料は基本的に北海道産木質チップを 100%採用
し未利用材が中心であることから、こうしたトレードオフの影響は最小化されていると判断した。借入
人が燃料供給会社との間で締結する燃料供給契約のもとで間伐材等由来の木質バイオマス約 75%、製材
端材等の一般木質バイオマス約 25%の供給割合が維持される。網走バイオマス発電所は排ガスや煤塵に
ついて環境法規制の適用を受けており、これらの環境規制値を遵守している。近隣住民に対しては発電

                                                      
1 ローン・マーケット・アソシエーション（LMA）、アジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション（APLMA）

並びにローン・シンジケーション＆トレーディング・アソシエーション（LSTA）が策定。 
2 FIT 制度の出力抑制ルールでは北海道電力ネットワークから出力抑制の要請があった場合には対応が必要となる。ただ

し、農山漁村再生可能エネルギー法のもとで自治体から「地域資源バイオマス発電設備」と認められたバイオマス発電設

備については出力抑制ルール上の優遇措置が適用される。バイオマス発電事業者は接続契約時に電力会社に対して、年間

の発電計画や発電設備の仕様等により、稼働率が高く燃料を保管できる発電仕様になっていないこと、未利用間伐材を主

な燃料としていることなどをもって出力抑制が困難な場合に該当することを証明できた場合に出力抑制の対象外となる。 
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所建設に関して個別に訪問して説明を実施しており、良好な関係が保たれている。以上から、対象プロ
ジェクトは「再生可能エネルギー」に該当するグリーン適格プロジェクトとして明確な環境改善効果が
見込めると判断した。 

 

(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス 
  JAPEX はスポンサーの中で最大の持分を有している。JAPEX は長年の主力事業である石油・天然ガ
スの E&P（Exploration and Production：探鉱・開発・生産）と供給に加え、脱炭素社会実現への世界
的な要請を踏まえた、「総合エネルギー企業」としての成長に向けた事業構造の変革に取り組んでいる。
2021 年 5 月、JAPEX は「JAPEX2050～カーボンニュートラル社会の実現に向けて～」（以下、
JAPEX2050）を策定した。JAPEX2050 は世界全体で 2050 年の CO2 ネットゼロを達成するために
JAPEX が果たすべき責務と取り組む課題を整理し、今後の自社対応並びに事業展開の方向性を示して
いる。JAPEX2050 において、JAPEX は再生可能エネルギープロジェクトの推進を重点項目の一つに掲
げ、特に天然ガス発電の経験を活用できるバイオマスや、E&P の知見との親和性が高い洋上風力を中心
に候補案件の拡大を含む事業化検討を推進している。対象プロジェクトは JAPEX2050 並びに各スポン
サーにおける環境への取り組みの一環であり、脱炭素社会の実現に向けた文脈に位置付けられている。 

借入人は再生可能エネルギー事業に関する投融資・資産管理・コンサルタントを営む株式会社ジャペ
ックスグリーンエナジー（JAPEX の 100%子会社、以下、JGE）にアセットマネジメントを委託してい
る。JGE の助言を踏まえ、各スポンサーが選任した職務執行者により執り行われる職務執行者会議にて
借入人の意思決定がなされる。各職務執行者の議決権は各社の持分に比例する。プロジェクトの選定に
おいても同様に、職務執行者会議が JGE の助言を踏まえたうえで意思決定する。各職務執行者は再生可
能エネルギープロジェクトに関する専門家または専門部署から選任されている。以上より、借入人にお
けるプロジェクトの評価・選定のプロセスは妥当と判断した。 

 

(3)調達資⾦の管理 
  グリーンローンによる調達資金は、調達後 1 年以内にその全額が対象プロジェクトに充当される。借
入人はバイオマス発電事業に関する助言、補助及び事務管理を JGE に委託している。JGE は借入人と
の業務委託契約に基づき、借入人の専用口座でグリーンローンの調達資金を管理する。JGE は対象プロ
ジェクトへの資金充当状況を借入人に毎月報告し、業務委託契約に基づいて証憑となる記録を管理する。
以上より、借入人における調達資金の管理は妥当と判断した。 

 

(4)レポーティング 
  借入人はグリーンローンの償還まで年 1 回、対象プロジェクトへの資金充当状況及び期待される環境
改善効果を貸付人に書面で報告する。環境改善効果のインパクトレポーティングでは、再生可能エネル
ギーに関する主要なレポーティング項目として国際資本市場協会（ICMA）が推奨する CO2 排出削減量
（t-CO2）、実質発電量（kWh）、出力（kW/h）を前提とともに報告する。バイオマス発電事業に係るラ
イフサイクルアセスメントを考慮のうえ、燃料として使用した木質チップの年間消費量（t）を併せて報
告する。以上より、借入人におけるレポーティングは妥当と判断した。 
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借⼊⼈／スポンサーの概要 
借入人である合同会社網走バイオマス第3発電所は、株式会社WIND-SMILE（以下、WIND-SMILE）が

2020年2月に網走バイオマス発電プロジェクトの事業主体として設立した特別目的会社である。2021年9月に

石油資源開発株式会社（以下、「JAPEX」）及び日本製紙木材株式会社が、2022年3月に三菱ガス化学株式

会社、SMFLみらいパートナーズ株式会社及び株式会社東京エネシス（以下、総称して「スポンサー」）が出

資者に加わり、スポンサー各社とともに事業を推進している。借入人とスポンサーの概要（2022年6月27日
時点）は下記の通りである。 

 

■借入人概要 

会社名 合同会社網走バイオマス第3発電所 

代表社員 石油資源開発株式会社 

職務執行者 石井美孝 

所在地 北海道網走市能取港町三丁目3番2 

スポンサー 石油資源開発株式会社（33.8％） 
三菱ガス化学株式会社（33.4％） 
SMFLみらいパートナーズ株式会社（20.0％） 
株式会社東京エネシス（7.0％） 
株式会社WIND-SMILE（5.1％） 
日本製紙木材株式会社（0.7％） 

 

■スポンサー概要 

会社名 石油資源開発株式会社 

代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 藤田昌宏 

所在地 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー 

事業概要 石油、天然ガスおよびその他のエネルギー資源の探鉱、開発、生産、販売と、

これらに関連する掘削などの請負事業、電気の供給等 

  

会社名 三菱ガス化学株式会社 

代表者名 代表取締役 社長 藤井政志 

所在地 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル 

事業概要 1. 以下の製品の製造、売買 

 無機・有機化学製品、石油化学製品 

 肥料、農薬、飼料、飼料添加物 

 合成樹脂、合成ゴムその他の高分子製品 

 染料、顔料、塗料、接着剤 

 医薬品、医薬部外品、医療用具、生化学薬品、食品、食品添加物 

 洗浄剤、漂白剤、ガス吸収剤 

 土木建築用・農水産用・流通関連用・電気機器用資材 

 窯業製品 

 情報通信機器およびその部品・部材 

 前記各製品に関連する製品 

 2. 天然ガス、石油その他の鉱物の採掘、加工、売買、コンサルティング 

3. 地熱等エネルギー、エネルギー関連技術開発、売買、コンサルティング 

4. 各種化学工業用、環境保全用その他各種機械設備の設計、製作、売買、運

転、監理、コンサルティング 

5. 各種化学工業関連技術の売買、研究、開発、調査受託、コンサルティング 

6. 環境測定、化学物質の安全試険、その他各種試験、分析受託、コンサルティ

ング 

 7. 土木、建築その他各種工事の設計、施工、請負、監理 
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8. 不動産の売買、賃貸借、管理およびその仲介 

9. 海上運送事業、貨物運送取扱業、倉庫業、旅行業 

10. 前各号に付帯関連する一切の業務 

  

会社名 SMFLみらいパートナーズ株式会社 

代表者名 代表取締役社長 寺田達朗 

所在地 東京都千代田区丸の内1丁目3番2号 

事業概要 不動産関連事業、環境エネルギー関連事業、その他金融サービス事業 

  

会社名 株式会社東京エネシス 

代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 熊谷努 

所在地 東京都中央区日本橋茅場町一丁目3番1号 

事業概要 1. 火力・原子力・水力発電所 変電所 化学プラント 工場 ビルディング  環

境関連設備 一般家屋等の機械装置および電気設備の企画 調査 設計 施

工 管理 

2. 情報・通信システム エレクトロニクス設備の企画 調査 設計 施工 

3. 土木 管路 洞道および建築工事の設計 施工 

4. 上記に関連する設備の運転および保守管理 

5. 機械器具、材料および燃料の製造、販売および賃貸 

6. 電気供給事業 

7. 労働者派遣事業 

8. 不動産の売買および賃貸ならびに管理 

  

会社名 株式会社WIND-SMILE 

代表者名 代表取締役 福留修蔵 

所在地 東京都江東区白河三丁目2番8号 WIND-SMILE本社ビル 

事業概要  再生可能エネルギー発電システムの設計、各種申請、施工、保守管理、販売

並びにコンサルタント業務 
 再生可能エネルギー発電向け燃料の生産、販売及び輸出入 
再生可能エネルギー発電システムによる売電事業 

  

会社名 日本製紙木材株式会社 
代表者名 代表取締役社長 井上茂 

所在地 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 御茶ノ水ソラシティ 

事業概要 原木・製材建材の輸入販売、国内産木材の販売、集成材・断熱材の販売等 
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1. 調達資⾦の使途 

(1) 対象プロジェクト 

 グリーンローンの調達資金は以下の対象プロジェクトのリファイナンスに全額充当される。調達資金の
使途はタームシート及び契約書に明記されている。 

対 象 プ ロ ジ ェ ク ト ︓ 網⾛バイオマス発電所 3 号機の開発・建設 

プ ロ ジ ェ ク ト カ テ ゴ リ ー ︓ 再⽣可能エネルギー 

 網走バイオマス発電所 3 号機は借入人が北海道網走市の能取工業団地内で開発を進める 9.9MW の木質
バイオマス専焼発電プロジェクトである。バイオマス燃料については、北海道産国内材 100％の木質チ
ップを使用し、発電した電力を加重平均売電単価約 30 円/kWh で 20 年間全量北海道電力ネットワーク
に売電する予定である。 

 発電所設備の EPC は WIND-SMILE、運開後の運用管理・運転保守等は WIND-SMILE の子会社であ
る合同会社 WOOD-SMILE に委託している。WIND-SMILE は 2019 年 2 月に運開した網走バイオマス
発電所 1 号機において、2MW クラスながら 3 号機と同様の（独）INTEC 社の木質バイオマス発電プラ
ントに関する知見を蓄積している。 

 なお、借入人は網走バイオマス発電所 1 号機と同様に、3 号機についても網走市との間で「地域資源バ
イオマス発電設備（出力抑制が困難な場合）」の認定要件に該当することを確認している。農山漁村再生
可能エネルギー法に従い、網走バイオマス発電所 3 号機は FIT 制度における出力抑制ルールの対象外と
なっている。 

 

■網⾛バイオマス発電所 周辺地図 

   [出所︓「網⾛バイオマス発電プロジェクトへ参画」（2021 年 10 ⽉ 1 ⽇リリース、JAPEX）] 

 

発電所の名称 電源種別 所在地 発電端出⼒ 総事業費 着⼯ 運開 

網⾛バイオマス 

第 3 発電所 

バイオマス 北海道網⾛市能取港町 

4 丁⽬ 1 番 

9,900kW 66 億円 2021 年 

5 ⽉ 

2022 年

冬 
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■網⾛バイオマス発電所 3 号機 現地写真（2022 年 6 ⽉時点） 

 

   [出所︓ 借⼊⼈より提供] 

 

(2) 環境改善効果 

 気候変動問題は人類共通の喫緊の課題として認識されている。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
3が 2021 年 8 月に公表した第 6 次評価報告書（第 1 作業部会報告書）では、極端な高温、海洋熱波、大
雨の頻度と強度の増加などは、地球温暖化の進行に直接関係していることは疑う余地がないとされ、気
候変動問題は世界各国が取り組まなければならない喫緊の課題であるとしている。 

 再生可能エネルギー電源への移行は気候変動問題の緩和に向けた国内外のエネルギー政策において最優
先課題とされている。国際エネルギー機関（IEA）が 2021 年 5 月に公表した「2050 年ネットゼロに向
けたロードマップ4」では、ネットゼロ排出シナリオの前提となる世界的なエネルギーシステム転換の方
向性の一つとして再生可能エネルギーの主力電源化が示唆されている。2050 年カーボンニュートラル
の実現を目指す日本でも同様であり、2021 年 10 月に閣議決定された「第 6 次エネルギー基本計画」（資
源エネルギー庁）は「S+3E5を大前提に再エネの主力電源化を徹底し、再エネに最優先の原則で取り組

                                                      
3 IPCC は国連気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change）の略。人為起源による

気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的と

して、1988 年に国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）により設立された組織。気候変動を 1.5℃未満に抑え、

パリ協定で合意した世界的な共通目標を達成するには、2050 年までに世界の CO2 排出量をネットゼロにしなければな

らないとした「1.5℃特別報告書」（2018 年 12 月発表）はその後における各国の政策や企業行動に大きな影響を与えた。 
4「2050 年ネットゼロに向けたロードマップ」は 2050 年までに世界全体の CO2排出量をネットゼロにするためのロード

マップを提供。2050 年ネットゼロ排出シナリオの想定において、エネルギーの需給構造をどのように転換すべきかをバ

ックキャスティングで示唆しており、ネットゼロ排出シナリオにおいては、2050 年には世界全体の一次エネルギー供給

量の 3 分の 2 を再生可能エネルギーが占めるとの将来像を描いている。 
5 S+3E は日本のエネルギー政策の基本方針であり、安全性（Safety）の確保を大前提に、気候変動対策（Environment）
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み、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促す。」としたうえで、木質バイオマス
を始めとしたバイオマス発電・熱利用などについては、「災害時のレジリエンスの向上、地域産業の活性
化を通じた経済・雇用への波及効果が大きいなど、地域分散型、地産地消型のエネルギー源として多様
な価値を有するエネルギー源である」と位置付けている。またバイオマス発電の導入拡大に向けては、
「限りあるバイオマス燃料の安定調達と持続可能性を確保しつつ、燃料費の低減を進めることが課題で
あり、こうした課題を克服し、地域での農林業等と合わせた多面的な推進を目指していくことが期待さ
れる」と言及している。 

 網走バイオマス発電所 3 号機のバイオマス発電事業から期待される環境改善効果は以下のとおりである。 

想定する環境改善効果 

CO2排出削減効果（推計値）： 42,415.6 (t-CO2/y) 

 

上記の環境改善効果についての説明 
 
CO2排出削減効果（推計値）は以下の計算方法に基づいている。 
 
＜計算式＞ 
CO2排出削減効果＝「実質発電量（kWh/年間）」×「電力の排出係数（t-CO2/kWh）」 
実質発電量（kWh/年間）＝出力（kW/h）×24時間（h）×365日（日）×設備利用率（％）－発電補機消費電力量（kWh/年） 
電力の排出係数：0.000601（t-CO2/kWh）（「電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）－R1
年度実績－R3.1.7環境省・経済産業省公表」における北海道電力の調整後排出係数 

 

(3) 環境⾯・社会⾯におけるネガティブな影響への配慮 

 対象プロジェクトにおいて想定される環境・社会面のリスクに対して、以下の観点から適切な保全措置
が講じられている。 

 泥炭地・森林を転用して栽培した資源作物を用いて製造されるバイオマス燃料について、土地利用変化
に伴う GHG 排出や森林減少・生態系への影響がしばしば問題とされるが、網走バイオマス発電所 3 号
機で使用するバイオマス燃料は基本的に北海道産木質チップを 100%採用し未利用材が中心であること
から、こうしたトレードオフの影響は最小化されていると判断した。借入人が燃料供給会社との間で締
結する燃料供給契約のもとで間伐材等由来の木質バイオマス約 75%、製材端材等の一般木質バイオマス
約 25%の供給割合が維持される。 

 対象プロジェクトは北海道環境影響評価条例における環境影響評価対象事業に該当しないが、排ガスや
煤塵については環境法規制の適用を受ける。網走バイオマス発電所はこれらの環境規制値を遵守してい
る。排ガスについては木質チップにおける硫黄成分の割合が低いため大気質への影響は低い。煤塵につ
いてはサイクロン、電気集塵機により、煤塵の飛散を防止しており、法令に基づく定期的な測定を実施
している。騒音及び振動に関しては規制区域外であるが、騒音や振動の対策が必要と予想される場所（空
冷式復水器、燃料搬送系統他）には、側壁や屋根、サイレンサーを設置し、煙突内の防音処置としては
ミネラルウールを使用した設計とするなど、近隣に配慮した防音対策を実施している。悪臭に関しては
条例の適用を受ける悪臭発生装置を設置していない。なお、近隣住民に対しては発電所建設に関して個
別に訪問して説明を実施しており、良好な関係が保たれている。 

  

                                                      
を進める中でも安定供給の確保（Energy Security）やエネルギーコストの低減（Economic Efficiency）を図るとの考え

方。 
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グリーンローンの調達資金は網走バイオマス発電所 3 号機の開発・建設費用に充当される。網走バイオマ
ス発電所 3 号機は借入人が北海道網走市の能取工業団地内で開発を進める 9.9MW の木質バイオマス専焼発
電プロジェクトである。発電した電力は FIT 制度を通じて 20 年間全量北海道電力ネットワークに売電する
予定である。農山漁村再生可能エネルギー法のもとで自治体から「地域資源バイオマス発電設備」の認定を
受けており、出力抑制ルールの対象外となっている。バイオマス発電事業の環境改善効果として、年間 42.4 
千 t-CO2に相当する CO2/排出削減効果が見込まれる。バイオマス燃料については、その製造工程において土
地利用変化に伴う GHG 排出や森林減少・生態系への影響がしばしば問題とされるが、網走バイオマス発電
所 3 号機で使用するバイオマス燃料は基本的に北海道産木質チップを 100%採用し未利用材が中心であるこ
とから、こうしたトレードオフの影響は最小化されていると判断した。借入人が燃料供給会社との間で締結
する燃料供給契約のもとで燃料は間伐材等由来の木質バイオマス約 75%、製材端材等の一般木質バイオマス
約 25%の供給割合が維持される。網走バイオマス発電所は排ガスや煤塵について環境法規制の適用を受けて
おり、これらの環境規制値を遵守している。近隣住民に対しては発電所建設に関して個別に訪問して説明を
実施しており、良好な関係が保たれている。以上から、対象プロジェクトは「再生可能エネルギー」に該当
するグリーン適格プロジェクトとして明確な環境改善効果が見込めると判断した。 

 

2. プロジェクトの評価と選定のプロセス 

(1) 包括的な⽬標、戦略等への組み込み 

 JAPEX はスポンサーの中で最大の持分を有している。JAPEX は長年の主力事業である石油・天然ガス
の E&P（Exploration and Production：探鉱・開発・生産）と供給に加え、脱炭素社会実現への世界的
な要請を踏まえた、「総合エネルギー企業」としての成長に向けた事業構造の変革に取り組んでいる。
2021 年 5 月、JAPEX は「JAPEX2050～カーボンニュートラル社会の実現に向けて～」（以下、
JAPEX2050）を策定した。JAPEX2050 は世界全体で 2050 年の CO2 ネットゼロを達成するために
JAPEX が果たすべき責務と取り組む課題を整理し、今後の自社対応並びに事業展開の方向性を示して
いる。JAPEX2050 において、JAPEX は再生可能エネルギープロジェクトの推進を重点項目の一つに掲
げ、特に天然ガス発電の経験を活用できるバイオマスや、E&P の知見との親和性が高い洋上風力を中心
に候補案件の拡大を含む事業化検討を推進している。 

 対象プロジェクトは JAPEX2050 並びに各スポンサーにおける環境への取り組みの一環であり、脱炭素
社会の実現に向けた文脈に位置付けられている。 

 借入人はグリーンローン・フレームワークにおいて、対象プロジェクトを通じて「CO2 排出量の削減」
及び「気候変動の緩和」に貢献すると宣言している。 

 

(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準 

 対象プロジェクトは再生可能エネルギー事業として先述の通り大きな CO2 排出量削減効果が見込まれ
る。JAPEX 並びに各スポンサーは対象プロジェクトで想定される環境・社会面のリスクを評価したう
えで必要な保全措置が実施されていること確認し、グリーンローンの適格プロジェクトとして明確な環
境改善効果が期待されると評価している。 

 

(3) プロジェクトの評価・選定の判断を⾏う際のプロセス 

 

 借入人は再生可能エネルギー事業に関する投融資・資産管理・コンサルタントを営む株式会社ジャペッ
クスグリーンエナジー（JAPEX の 100%子会社、以下、JGE）にアセットマネジメントを委託している。
JGE の助言を踏まえ、各スポンサーが選任した職務執行者により執り行われる職務執行者会議にて借入
人の意思決定がなされる。各職務執行者の議決権は各社の持分に比例する。 
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 プロジェクトの選定においても同様に、職務執行者会議が JGE の助言を踏まえたうえで意思決定する。
各職務執行者は再生可能エネルギープロジェクトに関する専門家または専門部署から選任されている。 

 

JAPEX はスポンサーの中で最大の持分を有している。JAPEX は長年の主力事業である石油・天然ガスの
E&P（Exploration and Production：探鉱・開発・生産）と供給に加え、脱炭素社会実現への世界的な要請
を踏まえた、「総合エネルギー企業」としての成長に向けた事業構造の変革に取り組んでいる。2021 年 5 月、
JAPEX は「JAPEX2050～カーボンニュートラル社会の実現に向けて～」（以下、JAPEX2050）を策定した。
JAPEX2050 は世界全体で 2050 年の CO2 ネットゼロを達成するために JAPEX が果たすべき責務と取り組
む課題を整理し、今後の自社対応並びに事業展開の方向性を示している。JAPEX2050 において、JAPEX は
再生可能エネルギープロジェクトの推進を重点項目の一つに掲げ、特に天然ガス発電の経験を活用できるバ
イオマスや、E&P の知見との親和性が高い洋上風力を中心に候補案件の拡大を含む事業化検討を推進してい
る。対象プロジェクトは JAPEX2050 並びに各スポンサーにおける環境への取り組みの一環であり、脱炭素
社会の実現に向けた文脈に位置付けられている。 

借入人は再生可能エネルギー事業に関する投融資・資産管理・コンサルタントを営む株式会社ジャペック
スグリーンエナジー（JAPEX の 100%子会社、以下、JGE）にアセットマネジメントを委託している。JGE
の助言を踏まえ、各スポンサーが選任した職務執行者により執り行われる職務執行者会議にて借入人の意思
決定がなされる。各職務執行者の議決権は各社の持分に比例する。プロジェクトの選定においても同様に、
職務執行者会議が JGE の助言を踏まえたうえで意思決定する。各職務執行者は再生可能エネルギープロジ
ェクトに関する専門家または専門部署から選任されている。以上より、借入人におけるプロジェクトの評価・
選定のプロセスは妥当と判断した。 

 

3. 調達資⾦の管理 

 グリーンローンによる調達資金は、調達後 1 年以内にその全額が対象プロジェクトに充当される。一時
的に発生する未充当資金は流動性預金で管理される。 

 借入人はバイオマス発電事業に関する助言、補助及び事務管理を JGE に委託している。JGE は借入人
との業務委託契約に基づき、借入人の専用口座でグリーンローンの調達資金を管理する。JGE は対象プ
ロジェクトへの資金充当状況を借入人に毎月報告し、業務委託契約に基づいて証憑となる記録を管理す
る。 

グリーンローンによる調達資金は、調達後 1 年以内にその全額が対象プロジェクトに充当される。借入人
はバイオマス発電事業に関する助言、補助及び事務管理を JGE に委託している。JGE は借入人との業務委
託契約に基づき、借入人の専用口座でグリーンローンの調達資金を管理する。JGE は対象プロジェクトへの
資金充当状況を借入人に毎月報告し、業務委託契約に基づいて証憑となる記録を管理する。以上より、借入
人における調達資金の管理は妥当と判断した。 
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4. レポーティング 

(1) 開⽰の概要 

 レポーティングの概要は以下の通り。 

 
 開⽰事項 開⽰タイミング 開⽰⽅法 

資
⾦
充
当
状
況 

 
・対象プロジェクトの概要 
（進捗状況を含む） 

・対象プロジェクトに充当した資⾦の額 
・未充当資⾦の額、資⾦充当の予定 
 

 
グリーンローンの
償還まで年 1 回 

 
貸付⼈に書⾯を提出 
 

環
境
改
善
効
果 

 
・年間発電量（kWh） 

と年間 CO2 排出削減量（t-CO2） 
・上記の計算前提（設備容量を含む） 
・燃料として使⽤した⽊質チップの 

年間消費量（t） 

 調達資金の充当計画に大きな変更が生じた場合や、充当後に充当状況に大きな変化が生じた場合は、速
やかに貸付人へ報告する。 

 

(2) 環境改善効果に係る指標、算定⽅法等 

 環境改善効果のインパクトレポーティングでは、再生可能エネルギーに関する主要なレポーティング項
目として国際資本市場協会（ICMA）が推奨する CO2 排出削減量（t-CO2）、実質発電量（kWh）、出力
（kW/h）を前提とともに報告する。 

 バイオマス発電事業に係るライフサイクルアセスメントを考慮のうえ、燃料として使用した木質チップ
の年間消費量（t）を併せて報告する。なお、バイオマス混焼率は 100%（木質チップバイオマス専焼）
である。 

 

借入人はグリーンローンの償還まで年 1 回、対象プロジェクトへの資金充当状況及び期待される環境改善
効果を貸付人に書面で報告する。環境改善効果のインパクトレポーティングでは、再生可能エネルギーに関
する主要なレポーティング項目として国際資本市場協会（ICMA）が推奨する CO2排出削減量（t-CO2）、実
質発電量（kWh）、出力（kW/h）を前提とともに報告する。バイオマス発電事業に係るライフサイクルアセ
スメントを考慮のうえ、燃料として使用した木質チップの年間消費量（t）を併せて報告する。以上より、借
入人におけるレポーティングは妥当と判断した。 
 

以 上 
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【留意事項】 
 セカンドオピニオンは、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定される関連業務（信用格付業以

外の業務であって、信用格付行為に関連する業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置と、信用格付と誤認

されることを防止するための措置が法令上要請されています。 
 セカンドオピニオンは、企業等が環境保全および社会貢献等を目的とする資金調達のために策定するフレームワークについての公的機関または民間

団体等が策定する当該資金調達に関連する原則等との評価時点における適合性に対する R&I の意見です。R&I はセカンドオピニオンによって、適合

性以外の事柄（債券発行がフレームワークに従っていること、資金調達の目的となるプロジェクトの実施状況等を含みます）について、何ら意見を表

明するものではありません。また、セカンドオピニオンは資金調達の目的となるプロジェクトを実施することによる成果等を証明するものではなく、

成果等について責任を負うものではありません。セカンドオピニオンは、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではなく、またそ

のように解されてはならないものであるとともに、投資判断や財務に関する助言を構成するものでも、特定の証券の取得、売却又は保有等を推奨する

ものでもありません。セカンドオピニオンは、特定の投資家のために投資の適切性について述べるものでもありません。R&I はセカンドオピニオンを

行うに際し、各投資家において、取得、売却又は保有等の対象となる各証券について自ら調査し、これを評価していただくことを前提としております。

投資判断は、各投資家の自己責任の下に行われなければなりません。 
 R&I がセカンドオピニオンを行うに際して用いた情報は、R&I がその裁量により信頼できると判断したものではあるものの、R&I は、これらの情報

の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&I は、これらの情報の正確性、適時性、網羅性、完全性、商品性、及び特定目的への

適合性その他一切の事項について、明示・黙示を問わず、何ら表明又は保証をするものではありません。 
 R&I は、R&I がセカンドオピニオンを行うに際して用いた情報、セカンドオピニオンの意見の誤り、脱漏、不適切性若しくは不十分性、又はこれら

の情報やセカンドオピニオンの使用に起因又は関連して発生する全ての損害、損失又は費用（損害の性質如何を問わず、直接損害、間接損害、通常損

害、特別損害、結果損害、補填損害、付随損害、逸失利益、非金銭的損害その他一切の損害を含むとともに、弁護士その他の専門家の費用を含むもの

とします）について、債務不履行、不法行為又は不当利得その他請求原因の如何や R&I の帰責性を問わず、いかなる者に対しても何ら義務又は責任を
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 セカンドオピニオンは、原則として発行体から対価を受領して実施したものです。 
 
【専門性・第三者性】 
R&I は 2016 年に R&I グリーンボンドアセスメント業務を開始して以来、多数の評価実績から得られた知見を蓄積しています。2017 年から ICMA
（国際資本市場協会）に事務局を置くグリーンボンド原則／ソーシャルボンド原則にオブザーバーとして加入しています。2018 年から環境省のグリ

ーンボンド等の発行促進体制整備支援事業の発行支援者（外部レビュー部門）に登録しています。 
R&I の評価方法、評価実績等については R&I のウェブサイト（https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html）に記載しています。 
R&I と資金調達者との間に利益相反が生じると考えられる資本関係及び人的関係はありません。 
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1．はじめに 

1-1．企業概要 

合同会社網走バイオマス第3発電所（以下、「当社」という。）は、2020年2月に網走バイオマス発

電プロジェクト（以下、「本プロジェクト」という。）のために株式会社WIND-SMILEが設立した会社で

ある。2021年9月に石油資源開発株式会社（以下、「JAPEX」という。）及び日本製紙木材株式会

社を、2022年3月に三菱ガス化学株式会社、SMFLみらいパートナーズ株式会社及び株式会社東

京エネシス（以下、総称して「スポンサー」という。）を出資者に迎え、事業を推進している。本プロ

ジェクトは北海道網走市で開発を進める9.9MWの木質バイオマス専焼発電プロジェクトであり、燃

料については、北海道産国内材100％の木質チップを使用し、発電した電力を加重平均売電単価

約30円/kWhで、20年間全量北海道電力ネットワークに売電する予定である。 

 

＜当社概要＞ 

会社名 合同会社網走バイオマス第3発電所 

代表社員 石油資源開発株式会社 

職務執行者 石井美孝 

所在地 北海道網走市能取港町三丁目3番2 

スポンサー 石油資源開発株式会社（33.8％） 

三菱ガス化学株式会社（33.4％） 

SMFLみらいパートナーズ株式会社（20.0％） 

株式会社東京エネシス（7.0％） 

株式会社WIND-SMILE（5.1％） 

日本製紙木材株式会社（0.7％） 

 

＜スポンサー概要＞ 

会社名 石油資源開発株式会社 

代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 藤田昌宏 

所在地 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー 

事業概要 石油、天然ガスおよびその他のエネルギー資源の探鉱、開発、生

産、販売と、これらに関連する掘削などの請負事業、電気の供給

等 

 

会社名 三菱ガス化学株式会社 

代表者名 代表取締役 社長 藤井政志 

所在地 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル 

事業概要 1. 以下の製品の製造、売買 

 無機・有機化学製品、石油化学製品 
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 肥料、農薬、飼料、飼料添加物 

 合成樹脂、合成ゴムその他の高分子製品 

 染料、顔料、塗料、接着剤 

 医薬品、医薬部外品、医療用具、生化学薬品、食品、食品添

加物 

 洗浄剤、漂白剤、ガス吸収剤 

 土木建築用・農水産用・流通関連用・電気機器用資材 

 窯業製品 

 情報通信機器およびその部品・部材 

 前記各製品に関連する製品 

2. 天然ガス、石油その他の鉱物の採掘、加工、売買、コンサル

ティング 

3. 地熱等エネルギー、エネルギー関連技術開発、売買、コンサ

ルティング 

4. 各種化学工業用、環境保全用その他各種機械設備の設計、

製作、売買、運転、監理、コンサルティング 

5. 各種化学工業関連技術の売買、研究、開発、調査受託、コン

サルティング 

6. 環境測定、化学物質の安全試険、その他各種試験、分析受

託、コンサルティング 

7. 土木、建築その他各種工事の設計、施工、請負、監理 

8. 不動産の売買、賃貸借、管理およびその仲介 

9. 海上運送事業、貨物運送取扱業、倉庫業、旅行業 

10. 前各号に付帯関連する一切の業務 

 

会社名 SMFLみらいパートナーズ株式会社 

代表者名 代表取締役社長 寺田達朗 

所在地 東京都千代田区丸の内1丁目3番2号 

事業概要 不動産関連事業、環境エネルギー関連事業、その他金融サービ

ス事業 

 

会社名 株式会社東京エネシス 

代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 熊谷努 

所在地 東京都中央区日本橋茅場町一丁目3番1号 

事業概要 1. 火力・原子力・水力発電所 変電所 化学プラント 工場 ビ

ルディング  環境関連設備 一般家屋等の機械装置および
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電気設備の企画 調査 設計 施工 管理 

2. 情報・通信システム エレクトロニクス設備の企画 調査 設

計 施工 

3. 土木 管路 洞道および建築工事の設計 施工 

4. 上記に関連する設備の運転および保守管理 

5. 機械器具、材料および燃料の製造、販売および賃貸 

6. 電気供給事業 

7. 労働者派遣事業 

8. 不動産の売買および賃貸ならびに管理 

 

会社名 株式会社WIND-SMILE 

代表者名 代表取締役 福留修蔵 

所在地 東京都江東区白河三丁目2番8号 WIND-SMILE本社ビル 

事業概要  再生可能エネルギー発電システムの設計、各種申請、施

工、保守管理、販売並びにコンサルタント業務 

 再生可能エネルギー発電向け燃料の生産、販売及び輸出入 

 再生可能エネルギー発電システムによる売電事業 

 

会社名 日本製紙木材株式会社 

代表者名 代表取締役社長 井上茂 

所在地 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 御茶ノ水ソラシティ 

事業概要 原木・製材建材の輸入販売、国内産木材の販売、集成材・断熱

材の販売等 

 

＜プロジェクト概要＞ 

事業主体 合同会社網走バイオマス第3発電所 

事業場所 北海道網走市能取港町四丁目1番 

出力 9,900kW 

総事業費 66億円 

着工 2021年5月 

運転開始予定日 2023年2月 

売電価格 FITによる20年間固定価格買取、 

加重平均売電単価約30円/kWh 

（未利用材32円/kWh：約75%、一般材24円/kWh：約25%） 

燃料 北海道産国内材木質チップ100％ 
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1-2．スポンサー企業の脱炭素に向けた方針 

当社代表社員であるJAPEXは、長年の主力事業である石油・天然ガスのE&P（Exploration and 

Production：探鉱・開発・生産）と供給に加え、脱炭素社会実現への世界的な要請を踏まえた、「総

合エネルギー企業」としての成長に向けた事業構造の変革に取り組んでいる。これまで、二酸化

炭素（CO2）の回収・貯留技術の実用化を目指す実証試験への参加や、再生可能エネルギー事

業体制の強化、JAPEXが筆頭で参画する天然ガス発電所の運転開始、環境負荷の低い天然ガ

スへの燃料転換などを進めてきた。 

2021年5月にJAPEXは「JAPEX2050～カーボンニュートラル社会の実現に向けて～」（以下、

「JAPEX2050」）を策定し、世界的な2050年のCO2実質排出量ゼロ（ネットゼロ）達成のために、

JAPEXが果たすべき責務と取り組む課題を整理し、今後の自社対応並びに事業展開の方向性を

より明確に示している。「JAPEX2050」の概要は以下の通りである。 

 

 

 

JAPEXは、JAPEX2050において、再生可能エネルギープロジェクト（特に、バイオマス

発電と洋上風力発電）の推進を重点項目の一つに掲げており、本プロジェクトはその

方針と合致したプロジェクトである。 

 

1-3．グリーンローンの位置付け 

当社は、上記「JAPEX2050」並びにスポンサー各社の脱炭素社会実現に向けた取り組みを推
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進するための資金調達として、本ローンによる資金調達を行う。 

 

2．調達資金の使途 

2-1．資金使途 

本ローンによる調達資金は、以下のプロジェクトに充当される予定である。 

事業区分 事業概要 

再生可能エネルギー バイオマス発電所 

本ローンは、網走バイオマス第3発電所の建設費用（開発コストを含む）として調達を行う。な

お、本ローンの資金使途には、上記の資金使途にて当社が過去に借入を行った借入金の借り

換えを含む。 

 

2-2．環境改善効果 

本プロジェクトにより想定される環境改善効果は、以下の通りである。 

想定する環境改善効果 

・CO2削減効果 42,415.6 (t-CO2/y) 

 

上記の環境改善効果についての説明 

・CO2削減効果の計算方法は以下の通りである。 

＜計算式＞ 

(1)CO2削減効果＝「実質発電量（kWh/年間）」×「電力の排出係数（t-CO2/kWh）」 

(2)設定値： 

①実質発電量（kWh/年間）＝出力（kW/h）×24時間（h）×365日（日）×設備利用率（％）－

発電補機消費電力量（kWh/年） 

②電力の排出係数：0.000601（t-CO2/kWh）（「電気事業者別排出係数（特定排出者の温室

効果ガス排出量算定用）－R1年度実績－R3.1.7環境省・経済産業省公表」における北海道

電力の調整後排出係数 

 

2-3．ネガティブインパクト 

プロジェクトがもたらすと想定される環境リスク及び主な環境保全措置は、以下の通りである。 

想定される環境リスク 主な環境保全措置および評価 

 山林の乱開発 

 燃料輸送による交通量の増加 

 排ガス（ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸

化物）、排水、騒音、振動、悪臭 

 産業廃棄物の不法投棄 

 燃料となる木質チップは、間伐材等由

来の木質バイオマス約75%、製材端材

等の一般木質バイオマス約25%の割合

で、全量北海道産国内材を使用する。 

 上記供給割合は燃料供給契約により
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これらによる自然環境及び地域住民への影

響が想定される。 

拘束しており、森林保全および持続可

能性につながっている。 

 発電所設備の環境性能は法令および

地域の求める要件を充足しており、排

ガスや排水は定期的な測定を行う。 

法令順守を徹底するとともに、近隣住民へ

の個別説明を実施したうえで事業を行って

いる。 

 

2-４．資金充当の予定 

調達資金は以下のスケジュールで充当される。 

 グリーンローンによる調達額 プロジェクトへの充当額 

2022年度 54億円 54億円 

合計 54億円 54億円 

 

3．プロジェクトの評価および選定のプロセス 

3-1．環境面での目標 

本ローンの調達資金を充当するプロジェクトにより達成される「環境面での目標」（グリーンロー

ンを通じて実現しようとする環境上のメリット）と関連する環境改善効果は、以下の通りである。 

対象プロジェクト 環境面での目標 環境改善効果 SDGsターゲット 

網走バイオマス 

第3発電所 

気候変動の緩和 CO2排出量の削減 7. エネルギーをみん

なに そしてクリーンに

／13. 気候変動に具

体的な対策を 

 

3-2．プロジェクトの評価・選定のプロセス 

本ローンの対象として選定されたプロジェクトは、再生可能エネルギーであり、1-2「スポンサー

企業の脱炭素に向けた方針」に記載された達成目標への貢献度、3-1「環境面の目標」に記載さ

れた環境改善効果がもたらされる蓋然性を考慮し、スポンサー各社が参加する当社職務執行者

会議の決裁により、対象事業の選定を行った。 

 

4．調達資金の管理方針 

4-1．調達資金の管理方法 

本ローンによる調達資金は、調達後1年以内にその全額が対象プロジェクトに充当される。 

当社は、株式会社ジャペックスグリーンエナジー（以下、「JGE」という。）とアセット・マネジメント
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契約（以下、「AM契約」という。）を締結し、当社が営むバイオマス発電事業に関する助言、補助及

び事務管理を内容とする業務をJGEに委託する。JGEは、かかる契約に基づき本ローンの調達資

金を管理し、当社に対して調達資金の充当状況を毎月報告する。 

 

4-2．未充当資金の運用方法 

調達資金は対象プロジェクトに充当されるまでの間、普通預金などの流動性預金で管理する。 

 

4-3．文書管理の方法 

当社の文書は、AM契約第8条（記録の保存）に基づきJGEにおいて保存される。 

当社は委託先管理を通じて、当社の文書取扱規程に従い、JGEが文書管理を適切に実施して

いることを確認する。 

 

5．レポーティング方針 

5-1．レポート方法 

当社は、本ローンによる調達資金のプロジェクトに対する充当状況や環境改善効果等について

の情報を、本ローンの完済までの間、1年に1回、貸付人へ報告する。 

 

5-2．開示内容 

報告は、以下の内容を含む予定である。環境改善効果の算定に当たっては、本フレームワーク

で定義した算定方法に則り、適切に実施する。調達資金の充当計画に大きな変更が生じた場合

や、充当後に充当状況に大きな変化が生じた場合は、速やかに貸付人へ報告する。示内容 

開示内容 

・プロジェクトの概要（進捗状況を含む） 

・プロジェクトに充当した資金の額 

・未充当資金の額、資金充当の予定 

・プロジェクトによる発電量とCO2削減量及びその計算前提 

 

6．外部レビュー方針 

当社は、本ローンによる資金調達を行う前に、本フレームワークと「グリーンローン原則2021」及

び環境省「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版」との適合性

について、第三者評価機関である株式会社格付投資情報センターより、セカンド・パーティー・オピ

ニオンを取得する。 

 

以上 
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