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NREL の研究所に陳列される貯蔵容器には、高エタノー
ル混合率のガソリンを使用した際の自動車の排気ガスが

保管されている。これまでの研究結果は、エタノールが増

えても、排出ガスに大きな変化は見られなかった。 
Credit:Heather Lammers 

【バイオマス】中濃度エタノール混合燃料 
 

NRELチームがエタノール中濃度混合燃料のテストを実施（米国） 
 

ダイエットを行うのは、人間にと

って良いことだろう。そして、従来

の燃料へのエタノール混合比率を上

げるガソリン「ダイエット」は、従

来の車や小型エンジンを傷めること

がなければ、環境や経済にとって良

いものとなるだろう。国立再生可能

エネルギー研究所(NREL: National 
Renewable Energy Laboratory)の
研究者たちは、このことの解明を試

みている。なぜなら、これらの新し

いエタノール混合比率が、米国が石

油燃料から離脱しようというときに

重要な役割を演じるかもしれないか

らである。 
 
2007年エネルギー自立・安全保障法 (EISA: Energy Independence and Security Act of 

2007) 注1は、高エタノール混合率燃料の探求を後押しする一つの力である。この 2007 年
の法律は、米国が 2022年までに 360億ガロンの再生可能燃料を使用することを義務づけ
ているが、その過程で 2012年までには 150億ガロンの使用が義務づけられており、こち
らのベンチマークはすぐ目前に迫っている。 
 
「我々は現在、より多くのエタノールを燃料に使用する方法の模索に追われている。」と、

NRELの燃料性能グループのシニアプロジェクトリーダー、Keith Knoll氏は述べた。 
 
現在、エタノールは最も普及しており、容易に利用できる再生可能燃料であるが、結果的

にこのエタノールは、EISAで要求されている 360億ガロンの義務量の大半を占めるもの
とみられている。モーター燃料として使用されるエタノールは通常 E85 注2であり、これは、

フレックス燃料車(FFV: Flexible Fuel Vehicle)のみで使用できる燃料である。エタノール
はまた、一酸化炭素排出やスモッグを削減するため、混合率 10%の標準ガソリン(E10)と
して普及しているが、エタノール混合率を現在の 10%から提案されている E15や E20に
まで上げることについては、多数の問題や課題が提起されることになる。 

                                                 
注1 http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:h6enr.txt.pdf  
注2 エタノール 85%、ガソリン 15%の混合燃料。 
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2003年 Buick LeSabre について、エタノールとガソリンの
混合燃料で走行中の排ガスをNRELの研究者がテストした。
初回の研究では、大部分の車は高エタノール比率燃料にうま

く適応したが、より広範囲な研究が現在行われている。

Credit:Keith Knoll 

たとえば、E20は現在、環境保護局(EPA: Environmental Protection Agency)の大気浄化
法の下、従来の自動車への使用が認められてはいない。この点で、NRELや米オークリッ
ジ国立研究所(ORNL:Oak Ridge National Laboratory)は、E15や E20のような混合率が
市場において現在どのような影響を与えるのか理解するのに極めて重要な役割を果たすこ

とになる。この研究では、エタノール混合率の高いものを使用することで、排ガス、排気

温度、触媒コンバータ、エンジンの性能および耐久性に関して悪影響を及ぼすことがある

かどうかを調査する。  
 
 
自動車には影響なし 

 

NREL と ORNL が、E15や E20
といった中濃度のエタノール混合の

研究を行っている中で、小型エンジ

ンや自動車の最初の試験データが

2008年 10月に公開され、2009年 2
月に更新された注3。その他の自動車

への影響を検討する追跡調査報告書

が、今後一年間に発行される。エタ

ノール混合率の燃料を既存の自動車

に使用するほとんどの場合、この試

験では、特に大きな予想外な結果や

短期間での影響は見られなかった。 
 
「これまでのところ、我々にとって

予想外というものは何もなく、15%
および 20%のエタノール比率でも、
自動車には大した影響は見られない。」と Knoll氏は述べた。 
 

NRELの試験で使用される自動車は、現在使用されている車の代表的なものを選ばなけ
ればならないことになっており、これに使用された 16台の車は、1999年型から 2007年
型までのもので、その走行距離計は 10,000～100,000 マイルを示していた。  

 
この試験で使用された車はすべて、燃料効率でいくぶんロスを示したが、エタノールは

ガソリンよりもエネルギー密度が低いため、これは予測されていたことである。 
混合レベル E20では、ガソリンのみのものと比較した場合、１ガロンあたりの走行距離の
低下率は、7.7%であった。「我々が調査したもう一つの課題は、高エタノール混合率のも
                                                 
注3 http://www.nrel.gov/docs/fy09osti/43543.pdf  
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写真:Keith Knoll氏、NRELの燃料性能グループのシニア
プロジェクトリーダー、エタノール比率 15～20% 燃料で
動く自動車やその他エンジンの試験を行う NREL のトッ
プ。米国の法律は、再生可能燃料の使用について、2012年
までの増加を命じている。Credit:Heather Lammers 

のを使用した場合、大気質に意図しない影響が出るかどうかというものである。」と、Knoll
氏は述べた。  
 
これまでの研究結果では、エタノール混合率が増加しても、排出ガスは概して変わらず、

窒素酸化物や非メタン有機ガスの排出量にも大きな変化はなく、どのエタノール比率であ

っても、一酸化炭素の排出量は減少した。 また、エタノールとアセトアルデヒド排出量が
増加したが、これらは、その他の大気毒性のある炭化水素排出量削減で、環境面の均衡を

保っている。  
 
エタノール混合率が増加した場合に、触媒コンバータがどのように反応するかというこ

ととなると、アクセルを強く吹かしたり、長距離の坂を上るなどの高出力作動時にエンジ

ン制御システムがどのように燃料／空気比を制御するかにより、結果は異なった。これら

の取り組みにおいて、エタノール混合率を上げた燃料に対応した自動車では、触媒作用に

変化は全く見られなかった。－ 実際このうちの数台は、さらに高い混合比率レベルのエ

タノールを使用しても、低温で走行した。 テストされた自動車 16台のうちの 7台は、高
出力作動時には、高エタノール混合率の燃料に適応しないということがわかった。これら

の自動車は、E20 を使用すると、ガソリンのみの場合と比較して約 29 ～35 ℃高い温度
で走行し、出力を上げると、触媒温度が上昇した。この温度上昇による長期的な影響につ

いては、同じく DOEが資金援助して現在行われている別の実験で調査されている。 
 
「これらの一次結果は興味深いものだが、次のステップは、より多くの自動車を使用した

更に大がかりな研究になり、エタノールが触媒コンバータに与える長期的影響、運転のし

易さやエンジンの耐久性など、その他多数の問題を調査していく」 と、Knoll氏は述べた。 
 
 
小型エンジンに期待 
 
自動車用エンジンが高エタノー

ル燃料に順応するものとみられる一

方、非自動車用小型エンジン 
(SNRE: small non-road engines) 
の場合には、同様に順応するとは言

えない。このテーマに関する 2009
年 4 月の Chicago Tribune 記事で
は、「静かにアイドリングしているチ

ェーンソーをイメージして欲しい。

それが突然、まるで誰かがスロット

ルを入れたかのように、勝手にスピ
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ンし出すのである。」と、これを不気味な状況と捉えている。 
 

Chicago Times の記事は独創的ではあったが、実験で得られた内容に対する見解を誇張
したものであった。たとえば、その実験で少し良い結果が得られたのは、手持ち式トリマ

ー(刈り込み用の機械)であったが、Knoll 氏は、「非自動車用小型エンジンに高エタノール
燃料を使用した場合には、問題が生じる。これは、さらに研究が必要な分野である」と述

べた。 
 
この段階のテストで、NREL と ORNLは、SNREを 28台使用した。非自動車用の小

型エンジンは、自動車とは違ってフィードバック制御システムも排気酸素センサーも持た

ないが、このことは、このエンジンは追加されたエタノールを自動的に補正できないとい

うことを意味する。このため、高エタノール混合燃料を使用した小型エンジンは、より高

温で作動する傾向があった。排気装置、シリンダーヘッド、シリンダーの温度はそれぞれ

上昇した。排気温度は、燃料をガソリンのみから E15 に替えると 10～50℃上昇、また、
ガソリンのみから E20に替えると、20～70℃上昇した。 

 
刈り込み用機械の話に戻すと、高エタノール混合燃料で作動した場合、3 台の芝刈り機
のアイドリング速度は高くなり、クラッチがときどき勝手に連動した。しかし、これにつ

いては簡単に打開できるものと Knoll 氏は考えている。「小型エンジンは、燃料の違いに
対処できるように設計されている。これらのエンジンは、エタノール 20%への変更には対
処できないかもしれないが、多くは現在 E10で作動している。将来の設計は、我々が使う
ことになるどのようなエタノール基準でも作動するよう設計されるだろう。」 
 
自動車用エンジンと小型エンジン両方の初めての試験を深読みしないことだと Knoll氏
は警告した。「良いデータを得ることはできたが、これはとても小さなサンプルであり、は

るかに大きなプログラムの一部にすぎない。」 
 
 
今後の試験と判断 

 
この試験すべての焦点は、EPA のような政策立案者が、米国人が毎日運転する既存の自
動車に新しいエタノール混合率が与える影響についての評価や理解を助けることである。 
 
現在、米国のエタノール産業は、あらゆるタイプの自動車への E15使用許可を EPAに
求めている。現在、国中の大部分のガソリンスタンドではすでに、10%のエタノール混合
率の燃料を販売している。 
「長期的解決策として、消費者のために我々が重点を置くものは E85と考えている。使
用可能な燃料補給所が少なく、実際に道路を走るフレックス燃料自動車の数は限られてい
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るため、現在 E85の利用は限られている。我々の研究は、政策立案者に信頼できるテクニ
カルアドバイスを提供し、E15 や E20 のような混合燃料の市場における将来性を判断す
る上でのサポートを行っている。」と、Knoll氏は述べた。 
 
将来の中濃度エタノール混合燃料の研究は、以下のような見通しである。 
 
- 排ガス規制  
- 燃料供給装置の互換性 
- エンジンの耐久性  
- 蒸発ガス 
- 運転のしやすさ  
 
この研究は、NREL 注4 と ORNL 注5からの技術支援を受け、米国エネルギー省バイオマ

スプログラム(U.S. Department of Energy's Biomass Program 注6)と EERE(エネルギー効
率・再生可能エネルギー局)自動車技術プログラム(Energy Efficiency and Renewable 
Energy Vehicle Technologies Program 注7)が共同で主導し、資金提供を行っている。チー
ムは、EPA 注8、米国の自動車メーカー、エンジンメーカー、石油業者、バテル記念研究所

(Battelle Memorial Institute 注9)からの代表者たちと密に仕事を行い、しっかりとしたテ
ストプログラムを開発、実施している。 

 
翻訳：NEDO (担当 総務企画部 原田 玲子) 

 
出典：“NREL Team Tests Higher Ethanol Fuel Mix”  
http://www.nrel.gov/features/20090918_ethanol.html                                             
 
 
 
 

                                                 
注4 http://www.nrel.gov/vehiclesandfuels/ 
注5 http://www.ornl.gov/ 
注6 http://www1.eere.energy.gov/biomass/ 
注7 http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/ 
注8 http://www.epa.gov/ 
注9 http://www.battelle.org/  


