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【バイオマス特集】バイオ燃料 

 
米国のバイオエネルギー及びバイオ製品ロードマップ 

 
 米国の「バイオマス研究開発イニシアティブ1」はバイオ由来の製品とバイオエネルギー

の研究開発を促進させるために、農務省(USDA)とエネルギー省(DOE)により共催されて
いるものである。2007年10月、イニシアティブを構成する機関の一つである「バイオマス
研究開発技術諮問委員会2」は、今後の研究開発目標や達成のための戦略を示す「米国のバ

イオエネルギー及びバイオベース製品ロードマップ3」を公表した。これは2002年に策定
されたものの改訂版に当たる。NEDO海外レポートではバイオマス特集として、このロー
ドマップ（2007年10月改訂版）から、「エグゼクティブサマリー（大要）」と「第2章「Twenty 
in Ten」目標達成のための主要提案項目」を抜粋して紹介する。 
 
エグゼクティブサマリー 

エネルギー需要を賄うために米国ではここ数十年間輸入石油への依存度が増している。

エネルギーと化学品を供給するために、より幅広い国内の原料から、化石燃料への依存を

減らし将来のエネルギー供給を確保する道を見つけなければならない。バイオマス資源は

持続可能で環境に優しい原料であり、エネルギー源多様化に大きく貢献することができる。 
  
 バイオマス研究開発技術諮問委員会（以下、委員会）は、「米国のバイオエネルギー及

びバイオ製品ビジョン4」（以下、ビジョン）と「米国のバイオエネルギー及びバイオベー

ス製品ロードマップ」（以下、ロードマップ）を作り、達成可能な量的目標を明確化し、

それらの目標を可能にする研究開発(R&D)戦略を策定した。2002年に策定されたこれらの
文書は、米国農務省とエネルギー省が毎年発表する共同研究募集の案内に使用されてきた。

2005年に重要な進展があり、委員会は農務省とエネルギー省の長官からビジョンとロード
マップの改訂を依頼された。2006年11月に更新されたビジョンには、バイオ燃料、バイオ
電力及びバイオ製品が米国経済で果たすことができる役割についての意欲的目標が含まれ

ている。 
 
ロードマップの更新は、地域限定の問題や機会に適切に取り組むために米国各地で開催

された地域集会に基づき行われた。委員会は、ロードマップの改訂を進めるために、西・

東・中部の各地域にロードマップ地域研究集会の議長を任命した。各研究集会で協議が進

められたことにより、地域の専門家は、原料、生産、インフラ及び市場に関してビジョン

の目標を達成する上での障壁を特定できた。続いて研究集会の参加者らは、これらの障壁

                                                 
1 BRDI: Biomass Research and Development Initiative 
2 Biomass Research and Development Technical Advisory Committee。USDAや DOE内の専門
家の他、大学、各種団体、産業界など 30名の委員で構成される。 

3 the Roadmap for Bioenergy and Biobased Products in the United States 
4 the Vision for Bioenergy and Biobased Products in the United States 
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を克服するための技術的・政策的戦略の計画を立てた。 
 
改訂されたロードマップは、産業界、学界、政策決定者がビジョンの目標達成に必要な

ステップを実施するための参照文献として使用される。ロードマップでは、政策立案者用

に研究と政策措置についての具体的戦略が特定されており、バイオマス技術の推進に必要

な措置も特定されている。このロードマップによって、採算性があり持続可能で経済価値

のあるバイオ産業を実現できる。 
 
地域の特性―ロードマップ地域研究集会で、バイオマス技術の研究開発における大きな

障壁が特定された。最も重要なのは米国の主要な地域的特性に対応することである。米国

西部には十分に活用されていない土地が膨大にあるため、代替となるバイオマス原料の栽

培に使える可能性がある。ただ、西部は大変広大なため、現在利用可能な原料が広域に分

散していて収穫が難しい。米国東部は多数の小規模な土地の所有者から構成されている。

このことはバイオマス原料の生産規模の経済性に大きな難題があることを示している。そ

れに加え、東部の大部分のバイオマス原料は木質系バイオマス（図1参照）であるため、
燃料や電力、別の澱粉系原料の製品に簡単に変換できない。米国中部は、容易に燃料に変

換できる原料が大量にある（図2参照）が、最終製品を人口の多い西・東部に輸送するの
に必要なインフラがない。原料生産、バイオ燃料（製品）への変換設備、そして最終市場

の間の距離が近接しているという構造が出来上がれば、バイオマス技術に競争力をもたせ

る一助となりうる。 
 
図1 米国における林業残材量（2005年：郡別）    

 

 (出所：OAK RIDGE National Laboratory) 
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図2 米国におけるトウモロコシ茎葉排出量（2006年：郡別） 

 
(出所：OAK RIDGE National Laboratory) 

 
原料：多くの主要分野で研究の飛躍的進歩が必要である（例えば、バイオマスを燃料・

電力・製品に変換する費用効率を改善する、植物科学における進歩など）。地理情報シス

テム(GIS)5の研究開発も米国がバイオマスの利用可能性をより正確に特定する助けとなる。

研究開発の重点は最新の収穫技術に置かなければならない（例えば、シングルパス刈取機

(single pass harvesters)や森林廃棄物用精密機器(precision forest residue machinery)な
ど）。これによって、より大量のバイオマス原料をより低費用で収穫することが可能とな

るだろう。農業廃棄物、森林廃棄物、都市廃棄物のどの原料であっても、克服しなければ

ならない障壁がある。バイオマスは収集、貯蔵、輸送に費用がかさむ可能性があり、現在

のインフラでは対応できない。 
 
処理・変換：バイオマス原料の処理・変換には効率性が求められる。自然界に見られる

処理機構の再現を科学で実現することに努めなければならない。油／糖／蛋白質プラット

フォームが石油化学プラットフォームを代替できることを実証するには大きな飛躍的進歩

が必要である。バイオマス変換の副産物を活用し付加価値をつけるには、より一層の取り

組みが必要である。酵素技術は向上しているが、酵素の費用削減、化学反応のスピード向

上、燃料と製品の製造における費用効率性の増大については、まだ大きな改善がなされな

ければならない。原料と小売市場の双方に近い位置にモジュール式の6分散型処理・変換設

備を設置すれば、輸送・販売にかかる費用を削減できる。 

                                                 
5 地図データと位置に関連したデータを、総合的に作成・保存・利用・管理し、表示できる機能を
もった情報システム。 

6 規格化され、部品等の構成要素の交換が可能である方式。 
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インフラ：バイオマス製品の輸送とインフラには研究開発が重要である。流体の形で製

品を輸送するのに最も費用効率の良い方法は、パイプラインを通すやり方である。しかし、

現行の技術や規制ではバイオ燃料を石油系燃料と同じパイプラインで輸送することはでき

ない―この問題は解消しなければならない。 
 
最終消費市場：最終消費市場を発展させるためには、一般消費市場に最も適したバイオ

燃料の評価・開発を研究対象にすることが必要である。副生産物の新しい使用方法を特定

するための研究を継続することも必要である。 
 
研究開発以外の対策：バイオ燃料・電力・製品を支援する政策とインセンティブは、政

策決定者と民間の双方への便益面の教育も併せて進められなければならない。米国ではバ

イオマスを既存のインフラで収穫・処理・統合する技術系労働者が不足しているため、労

働者の教育も必要となるだろう。 
 
バイオエネルギーへの国民の興味が高まれば、このロードマップは、エネルギー安全保

障の向上と石油依存の低減を目指す他のイニシアティブの戦略指針にもなりうる。特にこ

のロードマップは、委員会のビジョンよりもより意欲的なバイオ燃料目標を設定したブッ

シュ大統領の「Twenty in Ten7」の目標達成に役立つ指針も提供できる。「Twenty in Ten」
はロードマップ地域研究集会の完了後に発表されたが、委員会は大統領の「Twenty in 
Ten」の目標を実施するために、省庁間バイオマス研究開発評議会(the interagency 
Biomass R&D Board)との調整を行って、同評議会とエネルギー省・農業省に15の提案項
目を提出した。これらの提案項目の中にはロードマップの第2章が含まれている。 
 
 
第2章 「Twenty in Ten」目標達成のための主要提案項目 
委員会が2005年後期にビジョンとロードマップの改訂に着手して以降、バイオ燃料市場

は急速な成長を遂げてきた。ブッシュ大統領は2007年の一般教書演説で、2017年までにガ
ソリンの20％を削減するという意欲的な「Twenty in Ten」の目標を設定した。この目標
は、再生可能燃料と代替燃料の併用および車両の燃費向上を通じて達成することが期待さ

れており、エタノールはガソリン需要の代替として重要な役割を果たしている。またブッ

シュ政権は、セルロース系エタノールにコスト競争力をつけるための手法を追求すること

をますます重要視してきた。 
  
委員会は、大統領の意欲的な「Twenty in Ten」の目標を全面的に支援している。委員

会のビジョン文書とロードマップ地域研究集会は「Twenty in Ten」が始まるよりも前に
行われたものであるが、大統領の目標達成には、委員会が今回のロードマップで示した概

                                                 
7 今後10 年間でガソリン消費量を20%削減するというもの。 
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要と同じ研究・政策分野における大きな進展が必要となる。これには、植物科学と変換技

術を進歩させて、セルロース系エタノールにコスト競争力をもたせることなどが含まれる。

バイオ燃料を製造・分配する技術とインフラの進歩だけでなく、原料の収穫・貯蔵・輸送・

処理を行うインフラの発展が必要となるだろう。 
 
バイオマス研究開発評議会の依頼を受け、委員会は、「Twenty in Ten」の目標に向け
た取組みとして連邦機関が評価・検討すべき優先的措置の特定を行った。これらの主要提

案事項はロードマップの後半部分で概説されている技術的・政策的戦略を補完している。 
 
2.1 原料 
1. 政府は、現在バイオ燃料の製造のために生産中の作物、もしくは製造に使える作物の収
量を増やすために、研究開発の資金を提供しなければならない。これには、従来の作物

育種、遺伝子組み換え作物、改良された農業手法、効率性・環境負荷を意識した化学／

天然材料の使用などへの資金提供が含まれる。バイオ燃料・電力・製品に使用される石

油の代替品を作るのに役立つ穀物や油料種子作物に、主な重点を置かなければならない。 
 
2. 「Twenty in Ten」の目標に向けた取組みでは、この先も穀物系エタノールとバイオ
ディーゼル用の大豆に頼る必要があるため、食物部門（飼料の入手可能性、食品の価格

など）と環境に対する潜在的影響（とその影響を軽減するための戦略）についての研究

が推奨される。 
 
3. 農務省は、適切に環境が保護されるという条件で、公／私有地内にある木質系廃棄物を
利用しやすくする措置を策定しなければならない。木質製品と木質系廃棄物の利用増加

は、バイオ燃料を長期開発するにあたり、必要不可欠である。 
  
2.2 処理・変換 
4. セルロース系原料からのバイオ燃料製造のコスト削減のために、研究開発を促進する。 
  
5. 再生可能なガソリン、ディーゼル、及び、より高価値な化学物質（例：プロピレン、
エチレン、その他の短鎖炭素化合物）を生産するために熱化学の研究を推進しなければ

ならない。製品（燃料）単体のコストだけではなく、事業の総価値に重点を置かなけれ

ばならない。また、石油を代替し、変換コストを改善する価値を持つ副産物にも重点を

置かなければならない。 
 
6. 政府はセルロース系バイオ燃料をまず20億ガロン拡大するための支援政策を策定しな
ければならない。例えば、数百万エーカー分のエネルギー作物・バイオ製品用作物（非

食用）を栽培する土地の確保、国中の原料からセルロース系バイオ燃料を年間20億ガロ
ン生産できる工場の建設などである。この政策は、これらの産業が自身の力で将来の成
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功に向けて発展する助けとなるだろう。 
 
7. 大学は、もしこの急速に成長している産業界がこの先10年間必要な労働力を開発する上
で有効ならば、原料及び収集・変換技術の研究開発を行わなければならない。研究大学

(research universities)とコミュニティカレッジ8がこの取組みに全面的に積極参加しな

ければ、科学者、技師、技術作業者を輩出するのは難しいだろう。また、バイオリファ

イナリー施設に携わりそうな準学士号の学生達のための必須技術訓練プログラムを、コ

ミュニティカレッジが開発できるような計画の策定も必要である。 
 
2.3 インフラ 
8.インフラの問題（バイオマスをリファイナリーに輸送する際の問題や、リファイナリーか
ら販売業者・エンドユーザーにバイオ燃料を輸送する際の問題など）の解決に重点的に取

り組む必要がある。取り組まなければならないインフラの要件は以下のとおりである： 
・原料とバイオ燃料の輸送（貨車の台数、交通制御、トラック輸送、幹線道路など）。 
・中西部から東海岸、フロリダ、西海岸の生産ターミナルへのバイオ液体専用パイプラ

イン。これらのパイプラインは、コロニアル・パイプライン9やプランテーション・パ

イプライン10のように、米国財務省による100%の融資保証、土地収用といった特別措
置の恩恵を受けた産業共同体として組織される可能性があり、将来の民営化を見越し

たものである。バイオ液体の範疇に含まれるものとしては、ガソリンやディーゼルの

代替燃料、食品・飼料や産業バイオ製品に使用される植物油、脂肪種子由来の化学薬

品などがある。 
  

既存のインフラを最大限活用できる方法（パイプラインの追加設置やパイプ・イン・パ

イプの使用、鉄道／水上輸送システムの改善、主要幹線道路の荷重制限の引き上げなど）

を決めるために分析を行わなければならない。その結果、必要に応じて新しいインフラ

の建設を検討する。 
 

9. 政府は、1960年に人類が始めて月に降り立った米国の宇宙プログラムのような、重大
な国家イニシアティブを開始するべきである。そのイニシアティブでは、大統領の提案

や委員会のビジョンにあるように、バイオマス燃料・製品・電力の増大を実現するため

に、必要なインフラ、人的資源、研究開発支援、及び政策を確実に整えるものとする。 
 

                                                 
8 米国の公立の 2年制大学。修了すると準学士号(Associate of Arts)が与えられる。看護師養成など
職業訓練を主としたところが多いが、4年制大学への編入も可能。 

9 Colonial Pipeline。製油所が集中する米国南部メキシコ湾岸から大消費地の東海岸にガソリン、
暖房油、航空燃料などを輸送するパイプライン（平均輸送量 1日 1億ガロン）。
http://www.colpipe.com/ 

10 Plantation Pipe Line Co.ルイジアナ州バトンルージュから首都ワシントンに伸びるパイプライ
ンで平均輸送量 1日 2,000万ガロン。http://www.plantation-ppl.com/ 
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2.4 最終消費市場 
10. E85 11ブレンド活動：  
・E85燃料供給インフラを導入するために、燃料小売業者に対する資金または新しいイン
センティブの提供を行う。目標は5年以内に米国の供給ステーション（ガソリンスタン
ド）の30％。 

・2012年までに火花点火エンジンの車の50%をE85のフレックス燃料車(FFV)12にするこ

とを推進する政策インセンティブを規定する。2017年までに火花点火エンジンの車の
90％をE85のフレックス燃料車にするためのさらなる政策インセンティブも必要であ
る。消費者がフレックス燃料車を容易に識別できるように、黄色の燃料キャップの使

用と／あるいは、目印を付けることも有益である。 
・エタノールの場合と同様に、再生可能なガソリンとその他の非化石燃料ガソリンにつ

いても、税と政策方針を平等に規定する。 
  

11. 石油の代替品の開発を進めるために、あらゆるバイオ由来の燃料・電力・製品を平等に
扱うことが重要である。バイオ製品とバイオ電力は、あらゆる政策の中でバイオ燃料と同

列のものに含められるべきである。農務省のバイオ製品優先ラベリング・イニシアティブ

に基づいて、公共機関は義務的、民間は任意に、再生可能なバイオ製品とバイオ電力の優

先的使用を定めなくてはならない。市場経済と持続可能性は共に考慮に入れるべき重要事

項であり、両立が不可能であるなどと政治的に正当化すべきではない。連邦政府は特定の

適当な輸送燃料を優先するべきではない。以下の開発を促進するべきである： 
 ・他のディーゼル代替品（再生可能なディーゼル及びバイオディーゼルなど） 
  ・他の代替液体輸送燃料―再生可能原料から製造されたあらゆる燃料は、エタノール

とバイオディーゼルのインセンティブ・プログラムに含まれなければならない。 
 

12. 連邦政府は現在のインセンティブの支援を継続し、これらと同じインセンティブをバ
イオ製品とバイオ電力にも適用するべきである。バイオディーゼルと再生可能なディ

ーゼルに対する現在のインセンティブは2008年12月31日に終了する。発展初期段階の
技術を促進し、研究開発を刺激し続けるためには、これらのインセンティブを2017年
まで延長・拡大することが必要である。エタノールとバイオディーゼル（及びその他

の国内のバイオ燃料）への助成であるエタノール物品税（従量課税）控除(VEETC: 
volumetric ethanol excise tax credit)を、現在の税率、もしくは原油価格が下落した場
合にはより高い税率で、永久的に延長することを検討しなければならない。このよう

に、産業への継続的な資金供給は絶対的に必要である。助成を延長する際にはバイオ

製品とバイオ電力を含めて拡大しなければならない。 
 

13. ここ数年間で再生可能燃料の生産・使用が急速に増加したことによって、より意欲的

                                                 
11 85%のエタノールに 15%の石油を混ぜた混合燃料。 
12 E85でもガソリン 100%でも走行可能なエンジンを搭載した自動車。 
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目標である20％に近づくためにも、バイオ燃料（エタノールなど）のブレンドレベル
10％を改正する必要性が高まってきた。法的な義務的ブレンドレベルが品質的に許容
できる燃料であることを保証するために、1990年以降米国の車と小型エンジンに使用
されていたE12、E15、E20のブレンドの影響について、総合的研究の実施と資金提供
を緊急に行う必要がある。研究調整評議会(CRC: Coordinating Research Council)を通
してこの研究を計画・実行する際には、自動車製造業者、小型エンジン製造業者、エ

タノール産業、石油産業、及び関連貿易業者が関与しなければならない。 
 

14. 国税庁(IRS: the Internal Revenue Service)は、米国で生産された全てのフレックス燃
料車、バイオディーゼル互換車13、及びハイブリッド車（乗用車、トラック、バス）に

対して代替ミニマム税(AMT)14の対象にせずに、20％の税額控除を行わなければなら
ない。さらに、潤滑油とエネルギー伝導流体（油圧作動油）に再生可能な石油代替品

を用いる産業機械や輸送機械に対しても税控除を行わなければならない。 
  

15. 連邦政府は、「Twenty in Ten」の意欲的な市場目標を支援するために、産業界と政
府が意見を出せる包括的なコミュニケーションと支援のプログラムを策定する必要が

ある。このプログラムでは、消費者と産業界の意識を高め、理解不足からくる障害を

減らし、課題（正味エネルギー収支、食品価格への影響、自治体への助成金の純費用

など）についての誤解に対応することに、重点を置かなければならない。「Twenty in 
Ten」で自動車ガソリンの代替品に取り組むと同時に、このプログラムでバイオ製品
やバイオ電力の認知度も高めなければならない。それは、バイオマス原料の収穫・収

集・処理などの分野への理解がより深まることで、バイオ製品やバイオ電力が「Twenty 
in Ten」の目標達成にも相乗的に役立つ可能性があるからである。バイオマス産業界
から出た意見を活用するための新しい組織が設立される可能性もある。 

 
 

編集：NEDO情報・システム部、翻訳：大釜 みどり 
出典：ROADMAP for Bioenergy and Biobased Products in the United States 

http://www.brdisolutions.com/default.aspx 
(Executive Summary (v, vi)、 
2. Key Recommendations for Achieving "Twenty in Ten" Goal (p5~7)) 

                                                 
13 バイオディーゼルでも石油系のディーゼルでもどちらでも走行可能な自動車。 
14 Alternative Minimum Tax (AMT)。通常の税金計算とは別の代替計算を並行して行い、通常税額
と比較して高い方を払う仕組み。経済的には所得を得ているが、政策的な控除などを利用して税

額を軽減していると思われる企業・個人から最低限の税額を徴収するために導入されたもの。（南

カリフォルニア日系企業協会サイトより。

http://www.jba.org/letter/public/information/index_017.html） 


