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版権の侵害は違法行為です。
オレオライン社の特別な合意なしに本レポートを配布することは版権侵害となりますのでご注意ください。

お問い合わせは info@office-ys.jp まで
グループ

メンバー

我々は 1986 年から正確な関連のある分析そしてグリセリン、オレオケミカル、植物油と関連市場の価格を出版しています.

◎参考価格には 10 月 1 日付三菱東京 UFJ 銀行対顧客売電信相場
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￥115.52/EUR 及び

￥84.56/USD

総論

ヨーロッパ、及び南アメリカと東南アジアにおいてもバイオディーゼル生産は現在ほぼ行き詰り状態である。2011 年 1 月 1
日施行予定のヨーロッパ再生エネルギー指針(RED)には大多数の企業がその数値に見合わないような持続可能基準がある。バイ
オディーゼルの消費者は産地追跡(トレーサビリティ)証明が持続可能である原料を使用していると証明することが求められてい
る。問題は、例えばヨーロッパでは菜種の今年の収穫分はすでにサイロに保管されており、農業従事者にとって自分たちの生産
のトレーサビリティを以前に遡って証明することは難しい。最低でも 35%の温室効果ガス節減を明らかにするはずの追加制約の
ある大豆とパームの原料についても問題は同じである。当面の間、ヨーロッパ当局はヨーロッパのバイオディーゼル産業がいか
にして法的にこの基準を回避していくかというヒントを未だに与えられない。ただひとつの協同組合につながるドイツの小さな
工場のように原料に近い、あるいはすぐ管理できるバイオディーゼル生産者はこれらの基準に見合うことができる。大多数の植
物油生産者にとっては、2009 年 4 月 23 日以降 RED の状況は知られているとはいえ、この出来高ではこの課題は不可能だろう。
収穫前の許された時間で完ぺきなトレーサビリティが必要だからとすべて管理下に置くのは不可能だと単に証明されただけであ
る。論理的にも、欧州連合は RED のタイミングを認めるにあたってもっと柔軟であるべきだ(例えば来年半ばまで認可を遅らせ
る)というのは明らかなようであるが、この問題についてはきちんと解明されるまでバイオディーゼル生産は事実上停止する。
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スペインでは、年末が近づいているが、政府は 2011 年とそれ以降のバイオディーゼル義務化を決定していない。現在のとこ
ろ、2010 年の混合義務は現時点で 5.83%である。他のヨーロッパの国々同様スペインはいまだに経済回復が見られず政府は消
費者を巻き込んでまでの値上げをためらっていると我々は信じている。スペインのバイオディーゼル協議会は当局にエネルギー
経済と有効計画が 2 年前 2008－2011 年の間にと同意した 2011 年には 7%の義務化を採用するよう促している。スペインではア
ウディ－フォルクスワーゲンを含む自動車メーカーの中には各ディーゼル車の燃料タンクのキャップの上に“バイオディーゼルは
いらない”と書いたステッカーを貼ったものもある。
サトウキビ由来のバイオディーゼルはブラジルで比較的少量ではあるが 2011 年から市販されることになっている。ブラジル
でバイオディーゼルを生産するための大豆の使用に対する反対の動きは広く批判されてきた、ということを“オレオラインバイオ
ディーゼルレポート”で再三述べてきた。沖合にかなりの鉱物油が貯蔵されているという最近の発見は、昨年 10 億米ドルもかか
った補助金を産業に与える価値があるかについて一石を投じた。さらに、ブラジルのバイオディーゼルプログラムの元々の構想
としては、ブラジル北東部の多数の非雇用者センターを支援するためのものであった。事実、今ではバイオディーゼル生産の
70%は過疎地である中西部に置かれており、決して小規模農家の組合が所有しているのではなく、国有の大手石油会社
Petrobras による買収の過程にある。
次回“オレオラインバイオディーゼルレポート”は 2010 年 10 月 18 日月曜日発刊となります。
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菜種油

植物油市場
この 2 週間で菜種油価格は 1.2%若干上昇し、大豆油とパーム油比で今では高い割増額が見込まれる。現
在ユーロが強いので 3 種の油の間で価格格差が明確である：菜種油価格は大豆油より 10%、パーム原油
より 23%高い。EUR 800 pmt FOB ロッテルダム渡しの現在の価格は、FAME-10 とあるいは純 RME を
生産するバイオディーゼル産業からの需要がさらに強まり値上がりすることがなければ、維持できるよ
うに見える。これは RED と東部ヨーロッパの作物被害に加えてさらに菜種油不足から必要とされている
持続可能基準の最優先事項である。基本的要因とバイオディーゼル法の現状のみを考慮すれば、菜種油
価格は年末まで(EUR 830-850)上昇し、大豆とパーム油同様の価格傾向を追随していくようであると我々
は考えている。

大豆油

北ブラジル（Mato Grasso Do Sul）全域のにわか雨の報告は新規作物作付の心配を和らげたが、雨はさ
らに今も必要で Mato Grasso や Goias のような大規模な栽培地域は未だに乾燥したままで作付け周期が
かなり遅れている。市場は大豆と大豆ミールの売却に神経質に反応している。大豆油先物は世界的な油
供給と好調な需要を逼迫させようとする考えにはあまり衝撃を受けていない。天候以外にも、2011 年 1
月 1 日発効の輸出税に関するアルゼンチン政策のような多くの不安定要素がある。政府は今度の選挙前
に農家の働きかけを鎮めるために税を下げざるを得なくなるかもしれない。おしなべてあらゆる商品に
全般に見通しの明るい勢いを与えているドル安は、いまも大きな懸念材料である。不安定さの増加や波
立つ値動きがあるかもしれないので、貿易業者はこの 2 つの面で警戒しなければならないだろう。アメ
リカ合衆国では収穫段階にも価格は守りに入ったままでその後再び強くなり始めると我々は予想してい
る。この先数週間は、FOB アルゼンチン価格が USD 950-1025 pmt とその後 USD 1050-1150 pmt への
上昇幅の弱気バイアスで一定値幅が上下する市場になるはずである。

パーム油

最近締結されたムンバイでの植物油会議で、一流のアナリストである Dorab Mistry 氏はﾊﾟｰﾑ油の早急な
調整価格は MYR 100/150 と予想されると述べた。その調整は需要が軟調気味のためすでに始まってい
るようである。供給において季節的栽培が原産地での在庫積み上げを起こし、パームファンダメンタル
が価格に重くのしかかっているとみられるので、貿易業者は大豆油とパーム油の価格差が大きくなって
いると見ている。インドのような仕向け地はうまくカバーされており、すぐに大規模な国内脂肪種子作
物を収穫すると思われるので需要は低迷を続けている。冬季が近づいているので中国もパーム輸入を縮
小している。それゆえ価格は短期にパーム原油のスポットが USD 890 pmt FOB インドネシア渡しと 11
月と 12 月荷が USD 875 pmt の現在のレベルから USD 830-845 pmt へと緩和されるはずである。パー
ム油はその後 2011 年第 1 四半期に、それまでに需要は大幅に強くなることが予想されるので、大豆油と
並行して上昇すると我々は予想している。インドネシアは 10 月のパーム原油輸出税を 9 月の 6%から
7.5%に値上げした。
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バイオディーゼル市場

ヨーロッパ

東南アジア

ヨーロッパのバイオディーゼル生産はこ、のレポートの総論で説明されたように縮小ペースで
行われている。FAME-10 は 2010 年 10 月 1 日現在ドイツで適用されドイツでの PME 販売は
外見上なくなるだろう。FAME-10 は最近 USD 1155 pmt FOB ARA の値を付け、一部
SME(SME は FAME-10 品質にするため RME と混合されている)価格の急騰のため 2 週間前比
では強気で上昇している。RME 価格はリットル当たり EUR 76/100 ドイツ工場出しで横ばい
である。
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10 月になり PME 生産の大半は現地の指令に合うように、アジアの国々に販売されるだろう。
冬季は毎年ヨーロッパでの PME 需要は低迷する；需要は南ヨーロッパからと幾つかの東南ア
ジア PME 生産者と年間購入契約を締結し終わった貿易業者からだけである。最近の PME 価
格は現時点で USD 970-980 pmt FOB 東南アジア渡しである。

アルゼンチン

現在アルゼンチンで生産される SME の大部分は、輸出と国内市場での従来の契約遂行に焦点
を当てている。大豆油価格が値上がりや持続可能基準に関する不確かさのために、バイオディ
ーゼル生産は削減された。SME は最近対大豆油で USD 35-40 pmt 高くオファーされてお
り、それはバルク積みがおよそ USD 1025 pmt FOB ということになる。下記は 10 月初旬の
SME 船積のスケジュールで、そのうちの 29,000 mt はヨーロッパへ上陸予定である。
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バイオディーゼル生産コスト計算モデル
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* CPO

注記：
上記は植物油の取替原価でのヨーロッパ、アルゼンチン、東南アジアでのバイオディーゼル生産モデルで、
一定の仮定に基づいて（例えば運賃及び変動費）作成しており、現実のコストは工場毎に異なるかもしれない。
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これらの相場は報告された二週間の市場の平均価格です。該当する期間の入札、オファ、
及びオレオラインのマーケットプレイスに投稿された、またはグループ会社のHBI社にて売買された
価格を基にして作成しております。我々は､これらは市場レベルを代表するものだと信じております。
しかしながら, オレオラインは､これらの数字やこのレポートの内容に基づいた商業決定の義務に関しての
責任を負うことは出来ません。
版権の侵害は違法行為です。
オレオライン社の特別な合意なしに本レポートを配布することは版権侵害となりますのでご注意ください。

お問い合わせは info@office-ys.jp まで

その他の市場レポート

四半期グリセリン市場レポート
週刊精製グリセリンレポート
隔週粗グリセリンレポート
隔週バイオディーゼルレポート
隔週オレオケミカルレポート
脂肪アルコール生産能力
中国脂肪酸生産能力
熱帯植物レポート

年間 EUR 1500
年間 EUR 1250
年間 EUR 1500
年間 EUR 1500
年間 EUR 1250
年間 EUR 1500
年間 EUR
800
年間 EUR
500

我々は貴社が見つける事の出来なかった特定の情報に関す
るテーラーメイドのレポートに特化しています。
お問い合わせは日本窓口
info@office-ys.jp まで

グループ

メンバー

我々は 1986 年から正確な関連のある分析そしてグリセリン、オレオケミカル、植物油と関連市場の価格を出版しています.

