
NEDO 海外レポート 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

０ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

URL：http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/ 

《 本 誌 の 一 層 の 充 実 の た め 、 掲 載 ご 希 望 の テ ー マ 、 ご 意 見 、 ご 要 望 な ど 下 記 宛 お 寄 せ 下 さ い 。》      

NEDO 技術開発機構 研究評価広報部 E-mail：q-nkr@nedo.go.jp Tel.044－520－5150 Fax.044－520－5162  

NEDO 技術開発機構は、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称です。 

Copyright by the New Energy and Industrial Technology Development Organization. All rights reserved. 

ISSN 1348-5350 

2008.7.23         BIWEEKLY              1026

〒212-8554 
神奈川県川崎市幸区大宮町1310 
ミューザ川崎セントラルタワー 
http://www.nedo.go.jp 

Ⅱ．一般記事 
 

1． 環境 
     CO2 回収･地中貯留技術の商業化に 13 億ドルの投資計画 (米国)                      71 
      海水温と海面の上昇値が従来予測より 50％大きいとの研究結果（米国）                  74

2． エネルギー  
     西部を再生可能電力網でつなぐ計画（米国）                                         77
     2025 年までに太陽エネルギーで米国の電力の 10％を賄える可能性                    80

3． 産業技術    
   太陽エネルギーの多彩な集光器アプローチ（米国）                              81

世界が変った日－インターネット開発 20 周年記念－(米国)                          83

Ⅰ．テーマ特集   － バイオマス － 
 

1. 欧米のバイオ燃料に関する新しい局面  
-米国から欧州へのバイオディーゼル輸出が示唆するもの-                        1 

2. バイオ燃料バロメータ 2008 (EU)                                             5 
3. EU が米国からのバイオディーゼル輸入の調査を開始                          24 
4. 全米最大のバイオディーゼル工場がテキサスで生産を開始                      26 
5. バイオディーゼル(B20)の新規格とラベリング（米国）   27 
6. バイオディーゼル混合燃料についての Q&A（米国）                           30  
7. バイオマス複数年プログラム計画（米国）                                   35  

8. エネルギー省と農務省共同のバイオマス研究開発プロジェクト（米国）              45 
9. 米国エタノール産業の生産効率分析（2007 年）                             48 
10. バイオ燃料がなければガソリン価格と石油消費量が増加する試算（米国）            56 
11. 次世代バイオ燃料の生産を切り開くバイオマス分解菌（米国)                    58 
12. 米国における藻類のバイオマス活用の現状                                    62 
13. ドイツにおける BTL 商業化プロジェクト                                       65 
14. 第 2 世代バイオ燃料のフルスケール生産実証設備を建設（カナダ）                  68 



【バイオマス特集】 特集概観   

欧米のバイオ燃料に関する新しい局面 

米国から欧州へのバイオディーゼル輸出が示唆するもの 

 
本稿の表題は今回の NEDO 海外レポート「バイオマス特集」のハイライトを象徴する

ものであるが、本稿（記事①）では今回特集の特徴とポイント、及び各記事の背景に関す

る情報を紹介することとしたい（記事番号は本号特集記事の掲載順、目次参照）。 
  
1.欧州のバイオ燃料の現状（記事②「バイオ燃料バロメータ 2008 年」参照） 

 NEDO 海外レポートでは「バイオ燃料バロメータ」について、2005 年版以降毎年取り

上げて来た。毎年のバロメータでは、バイオ燃料（バイオディーゼル及びバイオエタノー

ル）について、直前の年（暦年）の生産や消費の実績を紹介し、前年との比較をしている。 
 

表 1：欧州のバイオ燃料の生産量及び消費量の推移 

 2003 2004 2005 2006 2007 
生産量   
バイオエタノール＊１ 

    (単位：千 kl） 
425 423 721 1,593 1,771

バイオディーゼル 
(単位：千トン) 

   同上  (千 toe 換算) 

1,445 1,933 3,184 4,890 
 

(4,205) 

5,713

(4,913)
消費量（単位：千 toe＊２） 1.515 1.933 2.992 5,602 7,694

バイオエタノール＊１ 272 271 557 872 1,166

バイオディーゼル 1,243 1,662 2,245 4,074 5,774

その他（純植物油など） 190 656 754
＊１：バイオエタノールの生産データは 2 つの団体からのものがあるがここでは。EBIO(欧州バイオエタ

ノール燃料協会)の数字を使用している。 
＊２：石油（原油）換算千トンのこと。なお、2003 年および 2004 年の消費量はデータがないので、生産

量に次の係数を掛け合わせて算出した（輸送中のロスは微少なので生産＝消費とみなした）。 
バイオエタノール 1 トン＝0.64toe。バイオディーゼル 1 トン＝0.86toe。 

注：2005 年以前の数値は過去のバロメータのもので、今回（2008 年版）に記載された 2006 年及び

2007 年の数値とは必ずしも統計的な連続性はない。 
出典：EurObserv’ER（一部編集部にて算出） 

 
ここで注目すべきなのは、表中カッコ内で記載したバイオディーゼルの生産量と消費量

とのギャップである。特に 2007 年において消費量(toe)＞生産量(toe 換算)で大きな差が見

られる。バロメータは、これは 2007 年には米国から 100 万トンの輸入があったためと説

明している。この問題についてはバロメータ本文及び別掲記事「記事③ EU が米国からの
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バイオディーゼル輸入の調査を開始」も参照されたい。 
 
バロメータでは例年、欧州全体の数字を紹介した後、主要国別の状況、特にバイオ燃料

普及のための政策（法制、税制、補助金など）及び主要な製造メーカーの動向について記

述してきたが、そうした記述に加えて、2008 年版ではバイオ燃料の輸入問題に相当の紙面

を割いている。 
 
EU の中でもバイオ燃料の輸入に対する考え方には大きな相違がある。ドイツとフラン

スはあくまでも自国（あるいは EU 域内）生産を中心にすべきという考え方である。一方、

英国、オランダ、北欧諸国は、バイオ燃料普及目標1達成のためには、自国にバイオ燃料資

源の無いところでは輸入で賄うのは当然とのスタンスである。 
 

表 2：バイオディーゼルの生産・消費量の EU 国別シェア(2007 年：上位 5 ヵ国) 
生産量 消費量  
（千トン） シェア （千 toe） シェア 

1 位 ドイツ 2,890 50.6% ドイツ 2,957 51.2% 

2 位 フランス 872 15.3% フランス 1,161 20.1% 

3 位 イタリア 363 6.4% オーストリア 367 6.4% 

4 位 オーストリア 267 4.7% 英国 271 4.7% 

5 位 ポルトガル 175 3.1% スペイン 261 4.5% 

出典：EurObserv’ER より編集部算出 

 
 

表 3：バイオエタノール生産・消費量の EU 国別シェア(2007 年：上位 5 ヵ国) 
生産量 消費量  
（千 kl） シェア （千 toe） シェア 

1 位 フランス 578 32.6% ドイツ 293 25.1% 

2 位 ドイツ 394 22.2% フランス 273 23.4% 

3 位 スペイン 348 19.6% スウェーデン 182 15.6% 

4 位 ポーランド 155 8.8% スペイン 113 9.7% 

5 位 スウェーデン 70 4.0% ポーランド 85 7.3% 

出典：EurObserv’ER より編集部算出 

 
2.米国のバイオディーゼルに関する情報 

                                                 
1 バイオ燃料に関する EU 指令（2003 年）では、2010 年までに全燃料消費量中のバイオ燃料の割合を 5.75%
（エネルギー換算）とする目標が設定されており、さらに 2020 年にはこれを 10%とすることが欧州委員会か

ら提案されている。 
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 今回特集では、上記の欧州の状況との関係で、米国におけるバイオディーゼルの状況を

見ると、既に大量に普及しているバイオエタノールとは違って、米国でのバイオディーゼ

ルの生産量は微少なものと考えられがちである。しかし、2007 年の米国のバイオディーゼ

ル生産量は欧州に輸出していることでも分かるように、4 億 5,000 万ガロン（約 151 万ト

ン2）に達している。これは欧州で 1 位のドイツ（生産量 289 万トン）の半分強に達し、

第 2 位のフランス（同 87 万トン）の 2 倍近くになっている（表 2 参照）。 
 さらに生産能力のほうは年産 22 億 4,000 万ガロン（約 750 万トン）に達し、欧州の 2007
年の生産実績（570 万トン）を上回る。さらに本年になって新工場も稼働した（記事④「全

米最大のバイオディーゼル工場がテキサスで生産を開始」参照）。 

 
 今後はこの生産能力に見合った国内需要の拡大が課題であるが、特に規格を整備するこ

とで自動車メーカーからの支持も取り付け、今後の普及を図る動きが本格化してきた。本

号ではこれに関連して以下の記事を掲載した。 
記事⑤ バイオディーゼル(B20)新規格とラベリング（米国） 

記事⑥ バイオディーゼル混合燃料についての Q&A（米国） 

 

 米国ではバイオディーゼルを石油系ディーゼルにブレンドした混合油については、これま

で 5%以下のもの(B5)についてしか定めがなかったが、新たに B5～B20 に相当する混合油

について規格を設定3し、給油所でもラベル表示もすることになった。今年 12 月 16 日よ

り実施される（記事⑤参照）。また、記事⑥は一般消費者向けにバイオディーゼルの普及を

図るために本年 4 月に Web 上に公開されたものである。 
 
 米国産バイオディーゼルの主要原料は大豆油と言われており、世界 大の大豆生産国で

ある米国では、豊富なトウモロコシを原料にバイオエタノールの生産が急速に拡大したの

と同様に、今後大豆ベースのバイオディーゼル生産が急速に拡大する潜在的な可能性があ

る。その場合、またしても「食糧か原料か」という論争がなされるであろうことは想像に

難くない。 
 
3.米国のバイオ燃料研究開発に関する情報 

 米国の再生可能燃料協会(RFA: Renewable Fuels Association)によれば、米国のバイオ

エタノールの生産は 2007 年には 65 億ガロン（約 2,460 万 kl）に達している（2006 年は

49 億ガロン）。これが原料のトウモロコシ価格の急騰を引き起こしたとも言われている。

米国政府はこれに対して反論を試みているが（記事⑩ バイオ燃料がなければガソリン価

格と石油消費量が増加する試算（米国）参照）、他方では食糧と競合しないセルロース系

                                                 
2 1 ガロン=3.785 リットル、バイオディーゼルの密度を 0.886kg/l で計算。 
3 これは既存車に B20 の使用を認めたというわけではない。自動車メーカーが使用を認めた特定の車種に給油

する場合のバイオディーゼル混合油の規格を定めるものである。 
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エタノールの研究開発に戦略的に取り組んでいる。このうち以下の 2 つの記事はそうした

米国政府の取組の一端を紹介したものである。 

記事⑦ バイオマス複数年プログラム計画（米国） 

記事⑧ エネルギー省と農務省共同のバイオマス研究開発プロジェクト（米国） 

 

 このうち記事⑦で紹介する「複数年プログラム」では、下記の 3つのカテゴリーで作業

を進めていくが、その中心は「原料と変換技術のコアの研究開発」であり、2012 年及び

2017 年のセルロース系エタノールの生産コスト目標を設定している。 

(1) バイオマスの原料と変換技術のコアの研究開発 
(2) 統合バイオリファイナリーの産業規模での実証・評価 
(3) セルロース系技術の市場普及を加速させるための分野横断的な市場転換の取組み 

 
今回特集ではまた、米国におけるエタノール産業のコスト分析、および次世代バイオ燃

料の研究開発に関するトピックスを掲載している。 

記事⑨ 米国エタノール産業の生産効率分析（2007 年） 

記事⑪ 次世代バイオ燃料の生産を切り開くバイオマス分解菌（米国） 

記事⑫ 米国における藻類のバイオマス活用の現状 

 

このうち記事⑨ではトウモロコシ 1ブッシェル当たりのエタノールの生産量、エタノー

ル生産に係わるエネルギー消費量、複製品（家畜飼料）に関することなどの分析結果を紹

介している。 

 

4.その他 

 ドイツにおける BTL 及びカナダにおけるセルロース系エタノールの実証プラントに関

する記事を記載した。 

 

 NEDO 技術開発機構 研究評価広報部 
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【バイオマス特集】 バイオ燃料 
 

バイオ燃料・バロメータ 2008 年(EU) 
－EU の 2007 年消費量は 7.7Mtoe1に－ 

 
今日、欧州では、輸送用燃料の総消費量のうち 2.6%をバイオ燃料が占めている。EU 指

令で定められている 2010 年のバイオ燃料導入目標は 5.75%であるため、4 年間で目標の

ほぼ半分が達成されたことになる。バイオ燃料が複雑な環境的、経済的問題の中心に置か

れている今、EU が 5.75%という目標を達成するには、バイオ燃料の生産量を引き上げる

必要があるとともに、輸入も求めていかねばならないことは疑いない。 
 
運輸部門におけるバイオ燃料の利用を促進する EU 指令が定められてから 4 年強が経ち、

2007 年、EU のバイオ燃料消費量は約 7.7Mtoe に達した（「計算方法について」を参照）。

この数字は、道路交通における全燃料消費量の 2.6%である（2010 年の目標として EU 指

令で定められている 5.75%の半分を若干下回る）。 
 
本バロメータで利用しているデータの大部分は欧州各国のエネルギー関連団体、エネル

ギー関連省庁、および公的統計機関から入手したものである。本稿における 2007 年の統

計値は暫定的な数値である。各加盟国はバイオ燃料の EU 指令目標値に対する経過報告を

欧州委員会に提出することが義務付けられており、これらの報告結果を受けて、今後数ヵ

月間のうちに正確な統計値が算出されることになる。 
計算方法について 
バイオ燃料の原油換算量（単位：toe）の計算に独自の変換率を適用している国があるが、

これは、バイオ燃料 1 リットルあたりのエネルギー含有量が国によって異なるためである。

このような違いは、特にバイオディーゼル部門で多く見られ、バイオエタノール部門では

極めて少ない。 
重量あるいは容積のみが入手可能な場合には、本稿では欧州委員会の推奨する変換率

（バイオエタノール 1 トン＝0.64toe、バイオディーゼル 1 トン＝0.86toe、バイオエタノー

ル 1m3＝0.78toe、バイオエタノール 1m3＝0.51toe）を適用している。 
欧州委員会は、再生可能エネルギーに関する新しい指令のプロジェクトで、輸送燃料の

エネルギー密度を計算するための新しい係数（真発熱量＝J（ジュール 2）で表示）を採用

することを予定している。それぞれの係数は次の通りである。 
・バイオエタノール：27MJ/kg（1 トンあたり 0.6449toe に相当）、21MJ/l（1m3あたり 0.5016toe

に相当） 
・バイオディーゼル：37MJ/kg（1 トンあたり 0.8837toe に相当）、33MJ/l（1m3あたり 0.7882toe

に相当） 

                                                 
1  Mtoe＝石油換算百万トン、toe＝石油換算トン 
2 . 熱量の単位で 1cal=4.19J。MJ：mega joule(メガジュール)は 100 万 J 
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表 1  EU のバイオ燃料消費量（2006 年） 

単位：toe 

国名 
   バイオ 

エタノール

    バイオ 
ディーゼル

その他* 総消費量

ドイツ 304,738 2,532,003 638,484 3,475,225
フランス 147,800 589,400 0 737,200
オーストリア 0 333,429 n.a. 333,429
スウェーデン 162,875 44,981 14,617 222,473
英国 48,450 131,820 0 180,270
スペイン 114,522 54,102 0 168,623
イタリア 0 148,967 0 148,967
ポーランド 52,548 42,218 0 94,766
ポルトガル 0 70,312 0 70,312
ギリシャ 0 46,440 0 46,440
オランダ 15,349 14,761 1,810 31,920
チェコ共和国 1,140 18,290 0 19,430
リトアニア 5,500 13,900 0 19,400
スロバキア 340 12,820 0 13,160
ハンガリー 11,656 334 0 11,990
ブルガリア 0 8,223 0 8,223
スロベニア 170 4,092 0 4,262
デンマーク 3,611 0 0 3,611
アイルランド 1,117 710 1,230 3,057
ルーマニア 0 2,752 0 2,752
ラトビア 1,037 1,447 0 2,484
ベルギー 0 897 0 897
マルタ 0 835 0 835
フィンランド 820 0 0 820
エストニア 0 633 0 633
ルクセンブルク 0 538 0 538
キプロス n.a. n.a. 0 0
EU の合計 871,673 4,073,904 656,141 5,601,718

*ドイツ、アイルランド、オランダでは純植物油の消費量、スウェーデンではバイオガスの消費量 
n.a.：未入手                          出典：EurObserv’ER 2008 
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表 2 EU のバイオ燃料消費量（2007 年／推定値） 

単位：toe* 

国名 
   バイオ 
エタノール

    バイオ 
ディーゼル

その他** 総消費量

ドイツ 293,078 2,957,463 752,207 4,002,748
フランス 272,937 1,161,277 0 1,434,215
オーストリア 21,883 367,140 0 389,023
スペイン 112,640 260,580 0 373,220
英国 78,030 270,660 0 348,690
スウェーデン 181,649 99,602 n.a. 281,251
ポルトガル 0 158,853 0 158,853
イタリア 0 139,350 0 139,350
ブルガリア 66,160 46,336 0 112,496
ポーランド 85,200 15,480 0 100,680
ベルギー 0 91,260 0 91,260
ギリシャ 0 80,840 0 80,840
リトアニア 11,600 41,000 0 52,600
ルクセンブルク 865 34,098 0 34,963
チェコ共和国 180 32,660 0 32,840
スロベニア 794 12,993 n.a. 13,787
スロバキア 13,262 n.a. 0 13,262
ハンガリー 9,180 0 0 9,180
オランダ 8,670 n.a. 0 8,670
アイルランド 2,352 4,612 1,410 8,374
デンマーク 6,025 0 0 6,025
ラトビア 1,738 2 0 1,740
マルタ n.a. 0 0 0
フィンランド n.a. n.a. n.a. n.a.
キプロス n.a. n.a. n.a. n.a.
エストニア n.a. n.a. n.a. n.a.
ルーマニア n.a. n.a. n.a. n.a.
EU の合計 1,166,243 5,774,207 753,617 7,694,097
*推定値 

**ドイツ、アイルランド、オランダでは純植物油の消費量、スウェーデンではバイオガスの消費量 
n.a.：未入手                       出典：EurObserv’ER 2008 

 
 
EU で 7.7Mtoe のバイオ燃料を消費 

EU におけるバイオ燃料消費量は引き続き増加の傾向を見せたが、その成長率は 2006
年よりも低かった。石油換算で計算すると、2005 年から 2006 年の成長率が 86.9%(+ 2.6 
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Mtoe)であったのと比べて、2006 年から 2007 年の成長率は 37.4%(+ 2.1 Mtoe)にとどまっ

た（表 1、表 2）。バイオディーゼルの消費量は、2006 年の 4.1Mtoe から 5.8Mtoe に増加

した(+ 41.7%)。バイオエタノールの消費量は、そのまま石油と混合されたものと予め

ETBE3（バイオエタノールを 47%含む製品）に変換されたものを合わせて 1.2Mtoe であ

り、2006 年の 0.9Mtoe と比べて 33.8%増加した。その他のバイオ燃料には純植物油など

があるが、欧州のバイオ燃料消費量全体のうちこれらが占める割合は 10%未満である（図

1）。この分野に大きな伸びが見られなかった理由としては、2006 年前半のドイツにおけ

る純植物油消費量についての公式なデータを入手できなかったことが挙げられる4。 
バイオディーゼル消費量の著しい伸び（2006 年～2007 年で+1.7Mtoe）には、EU 指令

によって定められた義務を達成するという各加盟国の意志が表れているだけでなく、ディ

ーゼル燃料に対する需要が高い（2006 年の道路輸送部門におけるディーゼル燃料の市場シ

ェアは 61.5%）という欧州市場の特徴も関係している。欧州市場にはもともと従来の（石

油系の）ディーゼル燃料が大量に輸入されていたため、バイオ燃料の消費量にもその影響

が表れたといえる5。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 EU における総バイオ燃料消費量の内訳*（2007 年、エネルギー換算） 
*EurObserv'ER による調査の中で明らかになった分。  出典：EurObserv’ER 2008 

                                                 
3
 エチルターシャリーブチルエーテル。エタノールとイソブテン（石油精製や石油化学での副産物）を反応さ

せて製造する。 
4 原注：UFOP (Syndicate for the Promotion of Vegetable Oil and Oilseed Plants)によれば、2006 年のドイ

ツの純植物油消費量は 108 万トン (970,000 toe) 程度であったという。 
5 原注：欧州では、ガソリンの生産過剰とディーゼル油の生産不足という燃料に関する不均衡が拡大し続けて

おり、主要な問題のひとつとなっている。欧州における製油部門のインフラは、ガソリンの生産量がその他

の石油製品（ディーゼル油、灯油、重油など）と比べて 大になるように開発された。その後、自動車部門

でディーゼルが優勢になったことにより、石油製品の販売業者はディーゼルの輸入およびガソリンの輸出を

行うようになった。 

純植物油 バイオエタノール

バイオディーゼル 
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バイオエタノール消費量の伸びはバイオディーゼルよりも低かったが(+ 0.36 Mtoe)、こ

れには、欧州ではガソリンの方がディーゼルよりも市場シェアが小さいという事実ととも

に（2006 年の道路輸送部門におけるガソリンの市場シェアは 36.9%）、穀物の価格が急騰

したことも影響している。しかしながら、このような不利な状況にもかかわらず、欧州に

おけるバイオエタノール消費量は引き続き増加している。現在購入されている穀物の中に

価格急騰以前に既に農家との契約が成立していたものが含まれていること、テンサイ（サ

トウダイコン）を原料としたバイオエタノール生産には価格急騰による影響が比較的少な

いこと、ブラジルを中心とした第三国からのバイオエタノールの輸入が急増していること

などがその理由である。サトウキビを原料としてブラジルで生産されているバイオエタノ

ールは、主にスウェーデン、英国、オランダで消費されており、デンマークとドイツにお

ける消費量は比較的少ない。 
 
減速するドイツ 

2007 年もドイツは引き続き欧州 大のバイオ燃料消費国であった。ドイツの運輸部門で

は 400 万 toe を超えるバイオ燃料が消費されたが、これは EU におけるバイオ燃料消費量

全体の半分以上の量に相当する。この数字は、ドイツにおけるバイオ燃料導入率が EU 加

盟国の中で 大(7.3%)であることを映し出している。ドイツ環境省によれば、同国のバイ

オ燃料推定消費量は、バイオディーゼル 300 万 toe 弱（3,318,382 トン）、純植物油 75 万

toe 強（752,207 トン）、バイオエタノール 29 万 toe 強（459,710 トン）とされている。つ

まり、ドイツのバイオ燃料消費量は 2006 年から 2007 年にかけて 15.2%増加したことにな

る（エネルギー換算）。この増加は、バイオディーゼルの消費量の増加(+ 16.8%)によるも

のである。バイオエタノールの消費量は、前述の理由により若干減少した(- 3.8%)。バイオ

燃料部門全体としては、消費量が 86.2%の伸びを示した 2006 年と比べて、より穏やかな

成長となった。 
ドイツでは消費量に制限のない免税措置というバイオ燃料にとって非常に有利な制度

が採られていたが、今回の成長率の鈍化には、この制度の下でのバイオ燃料の過度な成長

を抑制するという政府の意志が表れている。2007 年 1 月 1 日にはバイオ燃料に関する法

律(Biokraftstoffquotengeset)が発効し、バイオ燃料に対する部分的な課税が、割当制度（バ

イオ燃料の導入義務付け）と組み合わされて再び導入された。この法律では、一定比率以

上のバイオ燃料を導入することが燃料販売業者に義務付けられており、その割当はエネル

ギー含有量に応じて（エネルギー含有量の関数として）定められている。2007 年には、デ

ィーゼル燃料へのバイオディーゼルの導入割当率は 4.4%、ガソリンへのバイオエタノール

の導入割当率は 1.2%であった。バイオエタノールのガソリンへの導入割当率は 2008 年に

は 2%、2009 年には 2.8%、2010 年には 3.6%となる。さらに 2009 年以降は、両方の燃料

に総合的に適用される導入率も追加される予定であり、この値は 2009 年には 6.25%とさ

れ、その後 2015 年までに 8%に引き上げられる。ガソリンとディーゼルそれぞれに対して

定められている導入率については、この総合的な導入率とは別に引き続き適用される。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1026,  2008.7.23 

10 

 
この法律では、これら以外の未開拓なバイオ燃料に対しては、より有利な税制度が維持

されることになっている。純植物油と純バイオディーゼル6は割当の枠外とされ、2011 年

末までの移行期間が定められて、この間に段階的に優遇措置が縮小されていく。また、バ

イオガスや E857など次世代バイオ燃料8の場合も同様で、2015 年までの間に徐々に優遇措

置が縮小されることになる。これらの燃料は、生産コストが高価であることから、現状で

は引き続き税の全額免除の対象とされている。 
さらに、ドイツの環境大臣は、バイオエタノールのガソリンへの混合率を 2009 年以降

5%から 10%に引き上げることを目的とした「E109プロジェクト」を中止すると発表した。

この決定は、技術的な理由で E10 を利用できない自動車の数が 330 万台になると推定し

た自動車輸入業者協会(VDIK)による報告書を受けて下されたものである。E10 プロジェク

トが進められた場合、このような車の所有者は「スーパープラス」と呼ばれる、より高価

で、より環境負荷の大きい燃料を利用しなくてはならなくなることが分かっていた。 
 
前進を続けるフランス 

2007 年、フランスは予定通り、運輸部門におけるエネルギー消費量の 3.5%をバイオ燃

料で賄った（2006 年は 1.76%）。フランス産業省エネルギー部局(DIDEME)10はバイオ燃

料の消費量が 140 万 toe 以上に増えると見込んでいるが、これは 2006 年の 2 倍量である。

この成長は特にバイオディーゼル部門(+97%)に負うところが大きく、バイオディーゼルの

消費量は 1,161,277toe (1,472,273m3)に達した。バイオエタノールの消費量もまた大きな

伸びを示し(+ 84.7%)、272,937toe (536,909m3)となった。 
バイオ燃料の消費は今後も拡大が続く見込みであり、4 月 2 日にフランス農業団体連合

会(FNSEA)11の総会で発表されたフランス大統領による声明もこの流れを後押しするもの

であった。この声明によれば、ディーゼル燃料とガソリンに対するバイオ燃料の導入率を

7%に引き上げるという 2010 年の目標に向け、今後も取り組みが続けられるという。大統

領はまた、バイオ燃料に関する環境評価基準を欧州同盟国との間で定める必要があるとい

う考えも示している。政府はこの目的を達成するために、2005 年の財政法第 32 条によっ

て、付加価値税を除いた販売額に基づいてガソリンとディーゼル油に税金が課せられる「汚

染事業総合税(TGAP)」と呼ばれる新しい税制度を導入した。この税金の税率は 2007 年に

は 3.5%であったが、今年は 5.75%、2010 年には 7%に引き上げられる。この制度では、

販売する燃料へのバイオ燃料の導入率（エネルギー含有量ベース）に応じて税金が減額さ

れる仕組みになっている。2008 年の時点では、バイオ燃料がエネルギー含有量で 5.75%
以上含まれる燃料を販売する販売業者は、この税金を完全に免除されている。 

                                                 
6 石油系のディーゼルに混合されずそのままの形で利用されるバイオディーゼル。 
7 バイオエタノール 85%、ガソリン 15%の混合燃料。 
8 食糧と競合しないバイオマス原料を利用して生産されるバイオ燃料。 
9 バイオエタノール 10%混合ガソリン。 
10 Direction de la demande et des marchés énergétiques 
11 Federation Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 
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フランス政府はまた、このほかにも部分的な免税制度を設けている。たとえば、バイオ

燃料の生産には化石燃料の生産よりも余計にコストがかかることから、このような生産コ

ストの差を補うために消費税の免税が実施されている。また、入札を通して購入された生

産許可取得済の生産設備に対する免税なども行われている。 
 
スペインでは 2010 年以降 5.8%の導入率を義務化 

2007 年、スペインのバイオ燃料消費量は 2 倍以上に伸びた（2006 年には 168,623toe
であったが 2007 年には 373,220toe となった）。スペイン産業省によれば、2007 年の同国

のバイオ燃料推定消費量は、バイオディーゼル 260,580 toe（30.3 万トン）、バイオエタノ

ール 112,640toe（17.6 万トン）とされている。ここでもまた、この成長は主にバイオディ

ーゼルの成長によるものであった。バイオエタノールの消費量にはあまり変化が見られな

かったが、バイオディーゼルの消費量は 1 年間で事実上 5 倍に増加した。 
スペインでは税金が全額免除される制度が 2012 年まで継続される予定であり、バイオ

燃料の発展に非常に有利な状況となっている。バイオ燃料の生産コストが石油製品の生産

コストと切り離して考えられるようになった場合、この全額免除という制度は疑問視され

るようになる可能性もある12。しかしその場合にも、バイオ燃料に石油製品よりも高額な

税金が課せられるようになるとは考えられない。 
2007 年 6 月 15 日、スペイン下院は、輸送燃料に対するバイオ燃料の導入を 2009 年か

ら義務化することを定める新しい法案を可決した。この制度で義務付けられる導入率は、

2009年には3.4%、2010年には5.83%となる。今年いっぱいは導入率に対する規制はなく、

強制力のない目標として 1.9%という数字のみが定められている。 
 
EU 指令に異議を唱える英国 
 2007 年には、英国においてもまた、バイオ燃料消費量が倍増した。英国歳入税関庁(HM 
Revenue and Custom)によれば、同国のバイオディーゼル消費量は 3 億 4,700 万リットル

（270,660 toe に相当）に達し、105.3%の成長率を記録したとされる。また、バイオエタ

ノール消費量も 1 億 5,300 万リットル（78,030 toe に相当）で、61.1%の成長率を示した。 
昨年 4 月、英国政府は、輸送用バイオ燃料市場を発展させることを目的として「再生可

能輸送燃料義務(Renewable Transport Fuel Obligation：RTFO)」という制度を導入した。

この制度は、一定の割合の再生可能エネルギー由来燃料を輸送燃料の一部としてガソリン

スタンドで販売することを義務付けるものである。バイオ燃料の導入率が定められた割合

に達しない場合、販売業者は不足分に対して罰金を支払わなければならない。この制度が

発足してから 初の 2 年間は 1 リットルあたり 15 ペンスという金額が定められている。

義務付けられる導入率は、2008 年～2009 年の間は販売量の 2.5%、2009 年～2010 年には

                                                 
12 これまでの政策は、バイオ燃料の生産コスト＞石油製品の生産コストというのが暗黙の前提になっており、

市場での価格競争力において石油製品対比で劣位にあるバイオ燃料に価格競争力を持たせるものであった。

しかし昨今の石油価格の高騰によりこの前提が崩れ、バイオ燃料の生産コストを石油製品のそれと関連させ

て考える必要性がなくなる可能性が出てきたことを示唆している。 
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3.75%、2010 年～1011 年には 5%となる。これらの導入率は容積で示されており、EU 指

令で掲げられている導入量よりも少なくなるように故意に設定されている13。英国政府は

この理由を、環境影響の少ない持続可能な方法でバイオ燃料の導入率を高めることが不可

能であるためだと説明している。さらに、燃料に関する欧州標準規格においてもまた、今

のところ（バイオ燃料の）混合率は容積計算で 5%に制限されている14。 
 
欧州のバイオ燃料産業と輸入の問題 
石油系燃料の価格が高騰していること、また欧州委員会の野心的な政策を加盟国の多く

が取り入れていることから、ここ数年、欧州のバイオ燃料産業の発展に有利な状況が続い

ていた。欧州委員会の掲げる政策は、2003 年に発効したバイオ燃料の利用を促進する EU
指令15と昨年 1 月に発表された再生可能エネルギーに関する包括的な提案16によって表明

されており、後者では、2020 年までに輸送用燃料の消費量における再生可能エネルギーの

割合を 10%に引き上げるという目標が定められている。 
 
産業界ではこのような状況を受けて、今後見込まれるバイオ燃料の需要を満たすために

多数の生産設備に投資を行ってきた。欧州バイオディーゼル審議会(European Biodiesel 
Board：EBB)によれば、2007 年時点で EU には 185 のバイオディーゼル生産設備があり

（25 ヵ国に分散）、その総生産能力は 1,000 万トンを超えていたという。また、欧州バイ

オエタノール燃料協会(European Bioethanol Fuel Association：EBIO)によれば、2007
年時点でバイオエタノール生産設備は 38 あり（16 ヵ国に分散）、その総生産能力は 35 億

5,700 万リットルに達していた。さらにこのとき、合計 38 億 2,600 万リットルの生産能力

に相当するバイオエタノール生産設備が建設途中であった。 
しかしながら欧州のバイオ燃料産業を取り巻く状況は、昨年以降、バイオエタノールとバ

イオディーゼルの両部門ともに悪化している。これにはさまざまな理由がある。 
 2007 年のバイオディーゼル生産量は 570 万トン程度17であり、2005 年と比べて 54%の

伸びを見せた 2006 年の 490 万トンから僅かに増加しただけであった（表 3）。つまり、生

産能力に大きな余裕があるにもかかわらず、欧州におけるバイオディーゼル消費量の著し

い増加は、欧州内の生産業者らに対して殆ど恩恵をもたらしていないということである。

EBB はこの理由を、米国からのバイオディーゼルの輸入（大豆油由来のものが 80%を占

める）が大幅に増えたためだと説明している。米国からの輸入量は 2006 年には 8 万トン

                                                 
13 EU 指令では導入率をエネルギー換算で定めている。 
14 欧州の自動車用の燃料規格ではバイオエタノールのガソリンへの混合は欧州規格 EN228 により 5%（容量

ベース）以下と定められており、バイオディーゼルのディーゼル燃料（軽油）への混合も欧州規格 EN590
により 5%（容量ベース）以下と定められている。 

15 DIRECTIVE 2003/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 May 
2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport 
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/doc/biofuels/en_final.pdf 

16 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the 
promotion of the use of energy from renewable sources 
http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_directive_en.pdf 

17 消費量は約 671 万トン（本稿表 2 より編集部算定）。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1026,  2008.7.23 

13 

程度であったが、2007 年には 100 万トンを超えた。 
バイオディーゼルにごく少量でも鉱物ディーゼルが含まれていればその燃料を混合燃

料と見なしてトン当たり 300 ドル（200 ユーロ）の補助金を支給するという制度を米国政

府は採用しており、米国からの輸入量が著しく増加したのはこの制度が原因であると EBB
は主張している。この制度を利用し補助金を受けて生産された B99（99%のバイオディー

ゼルを含むディーゼル燃料）が、米国から欧州へ輸出されているという。B99 は、EU 諸

国の税優遇制度にも適合している18。今年 4 月 25 日、欧州の企業にこれ以上の損害が及ば

ないように、EBB は欧州産業界の名の下に、欧州委員会に申し立て（「反補助金・反ダン

ピング措置を求める申し立て(a joint anti-subsidy and anti-dumping complaint)」）を提

出した19。欧州では、ドイツなど多数の国が、バイオ燃料の導入率を引き上げつつ、同時

にバイオ燃料に対する税金を増額していくことを予定している。そのため、今後バイオ燃

料の輸入量の増加が見込まれており、それがまたこの問題をより一層センシティブなもの

にしている。 
欧州におけるバイオエタノール生産の状況もまた、2007 年以降、好ましくない方向へと

進んでいる。欧州バイオエタノール産業を代表する 2 つの組織がそれぞれの推定生産量を

公表しているが、どちらのデータにおいてもバイオエタノールの生産量は 17 億リットル

強とされている。欧州エタノール生産者協会（(European Union of Ethanol Producer：
UEPA)の発表では 17 億 800 万リットル、EBIO の発表では 17 億 7,100 万リットル。表 4、
表 5）。これらの数字からは、過去 2 年間の急激な成長の後、伸び率が大幅に鈍化している

ことがわかる。 
この鈍化の主な原因は、穀物価格の上昇である。穀物の価格が上がったことにより、穀

物を原料とするバイオエタノール生産者の利益が大きく落ち込んだ。そのためにバイオエ

タノールの生産を一時的に中止している業者も出ている。また、この鈍化を引き起こして

いるもう 1 つの原因として、バイオエタノールの輸入量が増加しているということも挙げ

られる。バイオエタノールはブラジル（ 大量）、南アフリカ、パキスタン、ウクライナな

どから輸入されているが、これらの輸入品はどれも低価格に維持されている。このような

状況は今後も続く可能性があり、既に新しい生産設備の建設を遅らせている業者もある。

輸入品のバイオ燃料は、今のところ持続可能性の基準や環境保護の規制対象とされていな

いため、UEPA はこのような競争は不公平だと考えている。UEPA は、持続可能な開発の

基準を遵守したバイオ燃料生産を確実に実施していくために、欧州産業の投資を保護する

意志決定が行われることを期待している。 
これらのことから、バイオ燃料に関する EU 指令の要求を満たすために多大な投資を続

けてきた欧州のバイオ燃料産業にとって、現状は困難な状況にあるといえる。 

                                                 
18 つまりこれらの燃料は、米国で既に補助金を受けているにもかかわらず、欧州においてもさらに税金の免除

を受けていることになる。 
19 2008 年 6 月 13 日、欧州委員会はこの申し立てを受けて調査を開始することを発表した。（NEDO 海外レ

ポート本号「EU が米国からのバイオディーゼル輸入の調査を開始」参照。） 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/936&format=HTML&aged=0&languag
e=EN&guiLanguage=en 
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表３ EU のバイオディーゼル生産量（EBB） 
（2006 年～2007 年） 単位：千トン 

国名 2006 年 2007 年* 
ドイツ 2,662 2,890 
フランス 743 872 
イタリア 447 363 
オーストリア 123 267 
ポルトガル 91 175 
スペイン 99 168 
ベルギー 25 166 
英国 192 150 
ギリシャ 42 100 
デンマーク 80 85 
オランダ 18 85 
ポーランド 116 80 
スウェーデン 13 63 
チェコ共和国 107 61 
スロバキア 82 46 
フィンランド 0 39 
ルーマニア 10 36 
リトアニア 10 26 
スロベニア 11 11 
ラトビア 7 9 
ブルガリア 4 9 
ハンガリー 0 7 
アイルランド 4 3 
マルタ 2 1 
キプロス 1 1 
エストニア 1 0 
合計 4,890 5,713 

*推定値 
+/-5%までは誤差の範囲とする。        出典：EBB 2008 
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表４ EU のバイオエタノール生産量(UEPA) 

（2006 年～2007 年）単位：百万リットル 
国名 2006 年 2007 年* 
フランス 293 550 
ドイツ 395 399 
スペイン 396 383 
ポーランド 130 120 
スウェーデン 72 70 
イタリア 128 60 
フィンランド 0 32 
スロバキア 0 30 
チェコ共和国 17 25 
英国 0 18 
オランダ 15 11 
ハンガリー 35 9 
アイルランド 1 2 
ギリシャ 3 0 
ラトビア 12 0 
リトアニア 18 0 
合計 1,514 1,708 

*推定値                    出典：UEPA 2008 

 
表 5 EU のバイオエタノール生産量(EBIO) 

（2006 年～2007 年）単位：百万リットル 
国名 2006 年 2007 年* 
フランス 293 578 
ドイツ 431 394 
スペイン 396 348 
ポーランド 161 155 
スウェーデン 140 70 
イタリア 78 60 
チェコ共和国 15 33 
スロバキア 0 30 
ハンガリー 34 30 
オランダ 15 14 
リトアニア 18 20 
英国 0 20 
ラトビア 12 18 
合計 1,593 1,771 

*推定値                    出典：EBIO 2008 
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バイオ燃料の主要生産者 
①フランス 

Diester Industrie は、バイオディーゼル生産量で欧州首位の企業グループである（表 6）。
同グループは現在フランスに 7 つの生産工場（Grand-Couronne、Compiègne 第 1・第 2、
Sete、Boussens、Montoir/Saint-Nazaire、Le Meriot）を所有しているが、今年末までに

さらに 3 つの新工場（Coudekerque、Grand-Couronne 第 2、Bordeaux/Bassens）が加

わり、その総生産能力は 200 万トン（23 億リットル）を超えることになる。Diester 
Industrie では、2008 年末には生産量が 160 万トンに届くと推定している。 
 

表 6 主要バイオディーゼルメーカー上位 10 社（2007 年）  
単位：トン 

企業名 国名 工場数 総生産能力（トン／年）

Diester Industrie フランス 7 1,240,000
VERBIO AG ドイツ 2 380,000
Cargill ドイツ 2 370,000
Biopetrol ドイツ 2 350,000
Ital green oil イタリア 1 300,000
Gate ドイツ 2 260,000
Novaol イタリア 1 250,000
Saria Bio ドイツ 3 212,000
Greenergy 英国 1 200,000
Petrotec ドイツ 2 185,000

出典：EurObserv'ER 2008 (D'APRÈS REUTER) 

 
②ドイツ 
現在欧州でバイオディーゼル生産の首位に立つのはフランス企業だが、ドイツもまた複数の

大規模企業を持ち、欧州におけるバイオディーゼル主要生産国としての地位を維持している。 
 

VERBIO (Vereinigte BioEnergie AG)は、バイオディーゼルとバイオエタノール両方の

市場分野において重要な位置を占める企業グループである。同グループは 5 つの生産工場

を所有しており、うち 2 つはバイオディーゼルの生産工場（Schwedt と Bitterfeld に所在）、

あとの 3 つはバイオエタノールの生産工場（Schwedt、Wismar、Zorbig に所在）である。

これらの工場の 2007 年時点での生産能力は、バイオディーゼル 38 万トン、バイオエタノ

ール 27 万トンであった。2007 年、バイオディーゼルは安定した生産量が維持されたが

（2006 年は 348,475 トン、2007 年は 349,577 トン）、バイオエタノールの生産量は穀物

価格の上昇による影響を受けて減少した（2006 年は 168,628 トン、2007 年は 123,751 ト

ン）。この影響により、同グループの 2007 年の売上は 2006 年の 4 億 4,620 万ユーロより

も少ない 4 億 800 万ユーロとなった。 
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Biopetrol Industrie AG もまた、ドイツのバイオディーゼル企業のひとつである。同社

の生産能力は 2007 年には 35 万トンであったが、2008 年の年末までに 40 万トンに増える

予定である。120 人の従業員を抱えるこの企業は、2007 年に売上が著しく減少したことを

発表した。同社の売上は、2 億 1,810 万ユーロから 1 億 2,760 万ユーロにまで落ち込んだ

と見られる。 
 
Choren 社の生産設備で、次世代バイオ燃料の商用生産がとうとう開始された20。このド

イツ企業は、石油企業のシェル、自動車メーカーのフォルクスワーゲン、ダイムラーの協

力を得て、廃材から 1,800 万リットルのバイオ燃料を生産することを計画している。同社

はまた、2010 年までに 1 億リットル規模の 2 つめの工場を建設する予定である。 
 
③エタノール産業 
エタノールの生産（食品産業のアルコールは除く）は、バイオ燃料用の生産だけではな

い。バイオ燃料の占める割合がどれだけ大きくなっても、そのほか医薬品、化粧品、パラ

ケミカル（特殊化学）などで使われるアルコールもこの中には含まれる。フランスでは、

農業アルコールの中で燃料用バイオエタノールが占める割合は 50%強である。また生産さ

れたエタノールは、常に用途の内訳が明確になっているわけではないため、輸送燃料用の

バイオエタノールは生産者が発表しているエタノール生産量の一部に過ぎないという点に

留意する必要がある。 
 

表 7 主要バイオエタノールメーカー上位 10 社（2007 年）   
単位：百万リットル 

企業名 国名 工場数 総生産能力 原料 
Tereos フランス 7 740 テンサイ、小麦 
Abengoa Bioenergie スペイン 3 520 穀物、ワインのアルコール分

VERBIO AG ドイツ 2 330 穀物（ライ麦、小麦、大麦）

CropEnergies AG ドイツ 1 300 小麦、テンサイ 

Cristanol フランス 3 290
テンサイ、ワインのアルコー

ル分 
Agrana Bioethanol 
GmbH 

オーストリア 1 240 小麦、トウモロコシ 

IMA (Bertolino 
Group) 

イタリア 1 200 ワインのアルコール分 

SFKAB スウェーデン 1 100 ワインのアルコール分 

Akwawit ポーランド 1 100
穀物（小麦、トウモロコシ、

大麦、ライ麦）、糖蜜 
Saint Louis Sucre フランス 1 90 テンサイ、糖蜜 

出典：EurObserv'ER 2008 (D'APRÈS EBIO) 

                                                 
20 NEDO 海外レポート本号「ドイツにおける BTL 商業化プロジェクト」参照。 
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欧州におけるエタノール生産のリーダーである Tereos は、ビート、サトウキビ、穀物を

原料として使うフランスの製糖企業グループであり、デンプン製品、アルコール、エタノ

ールなどの製品を国内外で生産している（表 7）。Tereos は、フランス国内の生産設備（Bucy、
Morains、Artenay、Lillers、Origny-Sainte-Benoite）とチェコ子会社の Agroetanol TTD
でビート由来のバイオエタノールを生産しているほか、プロバンス工場と Lillebonne に新

設された工場では小麦からエタノールを生産している。2007 年 6 月に稼働が開始された

Lillebonne 工場は、1 年間に 82 万トンの小麦から 3 億リットルのバイオエタノールと 30
万トンの Stillage（バイオエタノール生産の残渣物で家畜飼料に利用される）を生産する

能力を持つ。Tereos が欧州内に所有しているバイオエタノール生産設備の総生産能力は 7
億 4,000 万リットル程度であり、その大部分は自動車燃料用である。同グループはまた、

ブラジルに所有している子会社を通して、2007 年にはブラジル内の 5 つの工場（Cruz Alta、
Severinia、Tanabi、Andrade、Sao Jose）で 3 億 8,500 万リットルのバイオエタノール

をサトウキビから生産した。2007 年、Tereos グループの売上は全体で 4%増加し、23 億

7,800 万ユーロとなった。 
 
Abengoa Bioenergy もまた、欧州を代表する燃料用バイオエタノール生産業者のひとつ

である。この企業グループは、スペイン国内に 3 つの生産設備（Cartagena の

Ecocarburantes Espanoles、Teixero のBioetanol Galicia、BabilfuenteのBiocarburantes 
Castilla y Leon）を持つほか、フランスのピレネーアトランティック県にある Lacq の石

油コンビナート内にもバイオエタノール生産工場（Abengoa Bioenergie France）を所有

している。フランス工場は 2007 年に稼働が開始され、今年中に本格運転が始まることに

なっている。これら 4 つの工場の生産能力は、それぞれ 1 億 5,000 万リットル、1 億 7,600
万リットル、2 億リットル、2 億 5,000 万リットルである。同グループはまた、4 億 8,000
万リットルの生産能力を持つ 5 つめの工場を 2007 年からオランダのロッテルダムに建設

しており、この工場は 2009 年の年末に稼働開始予定である。さらに、英国の

Stallingborough にもこれとまったく同じ生産能力を持つ設備が建設されることになって

いるが、この設備は現在開発段階にあり、2010 年に完成が予定されている。このほか国際

的な事業展開として、バイオエタノールの主要生産国である米国（7 億 5,000 万リットル）

とブラジル（1 億 3,200 万リットル）にも生産拠点を所有している。 
 
Abengoa Bioenergy はまた、20 万トンの生産能力を持つバイオディーゼル工場の建設

も計画している。この工場はスペイン、カディス県近くのサンロケにあるジブラルタル精

製所に建設される予定である。同グループの 2007 年の売上は、2006 年の 4 億 7,600 万ユ

ーロから約 6 億 1,400 万ユーロに伸びており、欧州内での雇用者数は 393 人であった。 
 
ドイツの製糖企業グループ Zudzucker の子会社である CropEnergies も、非常に好調な

伸びが見込まれている企業である。CropEnergies は 2008 年から 2009 年の期間にバイオ

エタノールの生産能力を 7 億 6,000 万リットルに増やす予定である。計画されている大規
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模な投資の中には、歴史あるツァイツ工場を拡張し、生産能力を 2 億 6,000 万リットルか

ら 3 億 6,000 万リットルに増やすというものもある。同社はまた、ベルギーの Wanz でも

3 億リットル規模のバイオエタノール生産設備の建設を進めている。2006 年から 2007 年

にかけての同社のバイオエタノール生産量は、2 億 2,900 万リットルであった。 
 
複雑な環境 
バイオ燃料は現在、世界的なレベルで、環境と経済の非常に重要な問題の中心に位置付

けられている。EU 諸国がバイオ燃料の開発に取り組む主な目的は、原料生産地の環境に

悪影響を与えることなく化石燃料の利用による CO2 排出量を削減するということにある。

また、バイオ燃料の開発を進めることによって、地域内に新たな雇用と富が生まれるほか、

食糧の生産力を 大限に高め、動物飼料の需要を満たすために必要な輪作体系21を維持す

ることも可能になる。さらに、バイオ燃料にはもう１つ大きな利点がある。現在、炭化水

素（原油や天然ガス）の流通は生産国によって制限されているが、バイオ燃料の導入が進

めば、エネルギー調達源の多様化を実現することができる。金融投機に起因した原油市場

の緊張により、今年 5 月には 1 バレルあたり 135 ドル22という歴史的な原油の高値が記録

された。このような状況から、持続可能性に関する基準を満たしているとは言い難いバイ

オ燃料を消費、販売するという誘惑に屈している国もある。 
国内のトウモロコシ生産量の大部分をバイオ燃料として利用するという米国の選択が、

トウモロコシ価格の急騰を招く原因となったことは間違いない。しかし、米国におけるト

ウモロコシの生産方法を考えると、この選択によって温室効果ガスの著しい削減が実現さ

れることはない。ブラジルの場合は、2 億ヘクタールを超える未開拓な土地を有している

ことと、穀物ではなくサトウキビを原料としてバイオ燃料を生産しているということから、

米国とはまた異なった状況にある。サトウキビの生産による CO2排出量は少ないが、何千

年もの間大量の CO2 を貯蔵してきた草原などの土地を開墾するということが問題になっ

ている。このような土地の開墾が環境に与える影響を評価する研究が現在実施されている。 
 
これらの問題をより一層複雑にしているのは、原料用農産物の大幅な価格上昇である。

この価格上昇の原因となっているのは、ここ数年にわたり世界的に農業生産を制限し、農

作物備蓄量の異常な減少を引き起こしている一連の気候災害、アジアにおける生活水準の

向上、原油価格の上昇、そして原料用農産物に対する金融投機などである。今回の食糧危

機の影響を も強く受けているのは、巨額の債務を抱えた発展途上国である。これらの国々

は、借金を返すために、食糧用作物の栽培を犠牲にして輸出用の作物を栽培せざるをえな

い状況にある。これらの国々ではこれまで、大国で補助金を受けて栽培された低価格な穀

物を輸入して、国内の食糧を賄ってきた。この食糧危機に歯止めをかけるには、農作物の

                                                 
21 輪作：同じ土地で数種類の農作物を順番に育てる農業の手法。異なる性質の作物を周期的に育てることによ

り、連作（同じ作物を続けて育てること）による土壌成分の偏りや病害虫の発生を抑制する効果がある。バ

イオ燃料用作物の需要に応えるために輪作体系が崩れ、土壌の悪化などのほか、食糧として需要のある作物

が栽培されなくなるなどの問題が発生している。 
22 この「バイオ燃料バロメータ 2008 年」は 6 月半ばに発表された。 
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需要増に対応できる世界的な農業の基盤を確立するとともに、食糧の供給を確保するため

に食糧用作物の栽培を優先的に行う必要がある。バイオ燃料が 近の食糧価格高騰のスケ

ープゴートになるようなことがあってはならない。 
 
2020 年の目標は 10% 

バイオ燃料に関する EU 指令では、2010 年までに全燃料消費量中のバイオ燃料の割合

を 5.75%（エネルギー換算）まで増やすことを目標としているが、これらの目標の達成は、

各加盟国の政策レベルでの意志決定の問題である。この問題に関しては、ほとんどの加盟

国が楽観的な見通しを示す経過報告書を提出している。特に 大消費国であるフランス、

ドイツ、オーストリアなどは、目標をさらに先まで進めることを決意している。一方、英

国やイタリアなどその他の国々では、今のところ指令の遵守に必要な奨励策が十分に実施

されているとはいえない。また、現時点でバイオ燃料の導入率が非常に低く、自国の生産

能力を大幅に強化するという方針を採っていない国は、EU 指令による導入目標を達成す

るために輸入量を増やす方向に進む可能性も高い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 現在の傾向とバイオ燃料指令の目標の比較（単位：％） 
出典：EurObserv’ER 2008 

 
EurObserv’ER では、2010 年には欧州のバイオ燃料消費量は 17.5 Mtoe になると推定し

している。これは十分に目標導入率を達成できる数字であり、道路輸送における燃料消費

量の予想である 300 Mtoe のうちの 5.8%に相当する（図 2）。この推定値は、各加盟国の

公的機関の専門家へ送った質問書と、各加盟国が定めた新しい目標に基づいて算出された

ものである。 
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EU は既に将来に目を向けている。持続可能性の基準を満たし、また次世代バイオ燃料

の推進を図るというバイオ燃料生産全体のあり方の中で、10%のバイオ燃料を導入すると

いう目標を掲げることに EU 首脳会議（欧州理事会）は合意している。ここで依然として

残るのは、バイオ燃料の認証基準が未定義だという問題である。フランスやドイツなどの

ように自国の生産部門を保護している国と、英国、オランダ、北欧諸国などのように輸入

に頼って需要を満たそうとしている国では主張に相違がある。前者の国々は、原料生産国

でバイオ燃料が食品価格や環境に与える影響（森林破壊、生物の多様性の保護、水質汚染

など）を制限するために厳格な基準を定める必要があると主張している。一方、後者のグ

ループは市場の開放をより強く主張しており、この場合には価格が物事を調整する基準で

なければならないとされる。また、温室効果ガス対策としてのバイオ燃料の有効性につい

ても議論が行われている。輸入に頼っている国々は、サトウキビを原料とするバイオエタ

ノール生産を支持し、CO2排出量の 50%減を許可する認証の実現に賛成している。また国

内生産に主に頼っている国々は、第一段階として削減量を 35%とする期間を設け、その間

に採算のとれる次世代バイオ燃料産業を発展させたいと望んでいる。 
 
バイオ燃料は、ほかの再生可能エネルギー分野と同様に、規範的な環境レベルを実現で

きるものでなければならない。EU は現在の試練を受け入れ、従来のバイオ燃料の持つ環

境的な制約を補うことのできる次世代バイオ燃料の開発を積極的に進めていく用意ができ

たようである。 
 
出典：Sources: Federal Office of Economics and Export control (Germany), Institute for 
Renewable Energy (EC BREC I.E.O), Ministry of Economics of republic of Latvia, 
Ministère de l’économie et du commerce extérieur (Luxembourg), Statistics Sweden, 
CREs (Greece), Ministry of industry and Trade (Czech Rep.), Custom administration 
(Slovenia), Sustainable Energy Ireland, Malta Resources Authority, Statistik Austria, 
statistics Lithuania, Danish energy Agency, Ministry of economy development (Italy), 
DIDEME-DGEMP (France), National statistics (United Kingdom), Ministère de 
l’économie (Belgium), Ministry of Industry, Tourism and trade, Directorate General for 
energy policy and mines (Spain), Custom administration (Slovenia), UEPA. 
 

翻訳：桑原 未知子 
 
出典：BIOFUELS BAROMETER 7.7MTOE CONSUMED IN EU IN 2007 
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/observ/baro185.pdf 
フランスの Observ’ER（Observatoire des énergies renouvelables：再生可能エネルギー

観測所） が作成した刊行物を許可の基に翻訳・掲載した。この刊行物は「EurObserv’ER 
プロジェクト」の成果であり、その詳細は下記のとおりである。 
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This barometer was prepared by Observ’ER in the scope of the “EurObserv’ER” Project which 
groups together Observ’ER (FR), ECN (NL), Eclareon (DE), Institute for Renewable Energy 
(EC BREC I.E.O, PL), Jozef Stefan Institute (SL), with the financial support of the Ademe and 
DG Tren (“Intelligent Energy-Europe” programme), and published by Systèmes Solaires, le 
Journal des Énergies Renouvelables. The sole responsibility for the content of this publication 
lies with the authors. It does not represent the opinion of the European Communities. The 
European Commission is not responsible for any use that may be made of the information 
contained therein. 
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EU の輸送用バイオ燃料消費量（2007 年） 

EU 内で消費された輸送用バイオ燃料の内訳(単位：toe)* 
 
■バイオエタノール  ■バイオディーゼル  ■その他** 
（赤色の数字は消費量の合計を表す） 
 

n.a. 未入手 
* 推定値 
**ドイツ、アイルランド、オランダでは純植物油の消費量、スウェーデンではバイオガスの消費量 
***バイオディーゼルが消費されているが、調査時にデータを入手できなかった 
 

出典：EurObserv’ER 2008 
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【バイオマス特集】 バイオディーゼル 
 

EU が米国からのバイオディーゼル輸入の調査を開始 
 

2008年 6月 13日、欧州連合(EU)は米国からのバイオディーゼルの輸入について、反補

助金(anti-subsidy)と反ダンピング(anti-dumping)の調査を開始した。欧州産業界の申し

立てた訴え(complaint)を欧州委員会(EC: European Commission)が審査した結果、調査開

始に正当な理由があることが判明した―欧州市場におけるバイオディーゼルのダンピング

（不当廉売）1 の証拠だけでなく、米国のバイオディーゼル部門に補助金が出されている

という十分な証拠が提供された。同申し立てでは、このダンピングと補助金が、欧州のバ

イオディーゼル産業に悪影響を及ぼしたとの主張がなされている。現在、欧州委員会によ

る詳細な調査が行われており、EU の貿易規則のもとで、措置が妥当なものであるかの判

定を行う。 
 
 欧州委員会の通商担当報道官ピーター・パワーは次のように話している：「EU は不公

平な貿易慣行を容認しない構えであると私達は常々述べてきた。根拠が十分にある訴えに

対しては、いかなるものでも積極的に調査していく所存である。欧州委員会は調査を隅々

まで行い、その調査結果に従って裁決する。」 
 
米国からのバイオディーゼル輸入に係る反補助金と反ダンピングの訴えは、2008 年 4

月 29 日に欧州委員会に申し立てが行われた。この申し立ては、欧州の大部分のバイオデ

ィーゼル生産者の利益を代弁する、欧州バイオディーゼル委員会 (EBB: European 
Biodiesel Board)により行われた。欧州委員会が調査した結果、追加の手続きを開始する

にあたり、申し立ての内容が EU の反補助金基本規則 2と反ダンピング基本規則 3の要件

を充足していると判断した。 
 
反補助金の訴えについては、米国でバイオディーゼル分野の輸出に補助金が出されてい

るという大きな証拠を EBB が提出した。これらの補助金に該当するのは、連邦政府の物

品税控除と所得税控除、生産能力の増加のために資金を提供する連邦政府のグラントプロ

グラムなどがある。さらに、州レベルでも様々な補助金プログラムが存在する。 
反ダンピングの訴えについては、EU 市場におけるバイオディーゼルのダンピングの十

分な証拠を EBB が提出した。 
 

                                                 
1 ダンピング（不当廉売）： 国内価格よりも安い価格で、国外に輸出販売すること。 
2 the basic anti-subsidy Regulation: 理事会規則(EC)  No 2026/97 
3 the basic anti-dumping Regulation: 理事会規則(EC)  No 384/96 
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EBB は、この補助金やダンピングの影響により、共同体産業(Community industry)の
指定価格の下落および市場占有率の低下が起こったこと、そしてそれにより、欧州産業界

の総合業績と財政状況に大きな悪影響が出たと主張している。 
 
欧州委員会はこれから申し立ての内容についての調査を行う。欧州委員会は遅くとも

2009 年 3 月 13 日までに暫定調査結果を作成し、その結果を EU 加盟国に提示する。もし

措置の妥当性が認められた場合は、当該製品に特殊関税がかけられることになる。（補助

金に対しては「相殺関税(CVD: countervailing duties)」4と呼ばれる関税が、ダンピング

に対しては「反ダンピング関税」と呼ばれる関税がかけられる。） 
 
こうした手続きは、EU の様々なバイオ燃料政策とは関係なく開始された。 

 
 
背景 

EU 市場に輸入されるバイオディーゼルの大部分は米国から輸入されており、その他の

輸入品の市場占有率は小さい。米国からのバイオディーゼルの輸入は、2005 年の約 7,000
トンから、2007 年には約 100 万トンに増加した。 
 

反補助金と反ダンピングの手続きは、貿易政策の標準的な要素であり、自由で公正な貿

易を確保するためのものである。反ダンピングと反補助金の調査に関する規定と手続きの

詳細情報については、下記のサイトを参照されたい： 
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/index_en.htm 
 

EU の貿易政策の詳細については、以下の URL を参照されたい： 
http://ec.europa.eu/trade/ 
 
 

翻訳：大釜 みどり 
出典：http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/936&format=HT
ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

                                                 
4 輸出国政府が補助金を出し不当に安い価格で輸出が行われて、輸入国の国内生産者が重大な損失

を受ける場合、それを相殺するために輸入国の政府が一方的に該当製品に課する税。 
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【バイオマス特集】バイオディーゼル  

 
全米最大のバイオディーゼル工場がテキサスで生産を開始 

 
 2008 年 6 月グリーンハンター・エネル

ギー社（GreenHunter Energy, Inc.）は、

テキサス州ヒューストンにあるバイオディ

ーゼル工場の商業運転を開始した。この工

場は年間に 1 億 500 万ガロン（約 40 万 kl）
のバイオディーゼルを精製することができ

る。この生産能力は米国のバイオディーゼ

ル工場の中で 大のもので、ワシントン州

にあるインペリアム・リニューアブルズ社

（Imperium Renewables）の能力(1 億ガ

ロン／年)を上回る。因みに、全国のバイオ

ディーゼル委員会（National Biodiesel 
Board：NBB）によれば、米国のバイオデ

ィーゼルの全生産能力は 2007 年に 22 億 4,000 万ガロン/年に達したが、市場の条件が未

整備なため生産は 4 億 5,000 万ガロンに留まっているという。 
 
 グリーンハンター・エネルギー社は、この新施設は動物性脂肪、植物油、あるいは両方

をブレンドしたものからバイオディーゼルを生産でき、生産時に二酸化炭素が排出されな

いと主張している。元々この施設はチャネル精製社（Channel Refining Corporation）所

有の廃油リサイクル工場で、2007 年初頭にグリーンハンター・エネルギー社が買収してバ

イオディーゼル工場に転換した。結果として、ヒューストンのバイオリファイナリーは 70
万バレルの貯蔵能力、必要な規模の 5 倍のメタノール蒸留システム、および副産物の未処

理グリセリン 1 を中和するシステムを持つことになった（この中和システムにより、グリ

セリンの製品価値を上げることができる）。同社は元石油企業経営者の Gary Evens 氏によ

り設立された。 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典： 
http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/news/news_detail.html?news_id=11800 

                                                 
1 副産物のグリセリンにはバイオディーゼル生産時の触媒や脂肪酸などが混入しており、有効な用途がないと

される。昨今のバイオディーゼルの急速な普及に伴い、副産物のグリセリンが供給過剰になっているため、

価格が大幅に下落しているといわれる。グリセリンの製品価値を上げるための精製技術が研究されている。

（参照：NEDO 海外レポート 973 号（2006 年 2 月 22 日）、バイオディーゼル燃料の動向（米国）

（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/973/973-15.pdf）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GreenHunter Energy 社の完成間近のバイオ 
ディーゼル新工場(テキサス州ヒューストン)。
概観は製油所と似ている。 
写真提供：GreenHunter Energy 社 
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【バイオマス特集】バイオディーゼル規格   

 
バイオディーゼル(B20)の新規格とラベリング(米国) 

 
１．ASTM インターナショナル 1による新規格制定 

 世界 大の規格開発機関のひとつである ASTM インターナショナルは、バイオディーゼ

ル 6~20%を含有する混合ディーゼル燃料に対する新規格を承認した。全国バイオディーゼ

ル委員会（National Biodiesel Board：NBB）によれば、バイオディーゼル 20％混合油(B20)
の ASTM 規格は、こうした混合油のディーゼル車での使用を全面的に認めるための決定的

なハードルであった。 
 

新規格の設定により、自動車メーカーおよびエンジン製造会社は、自社のディーゼルエ

ンジンで B20 をテストし、消費者がディーゼル車にこれと同じ品質の燃料を給油すると承

知できるようになる。目下、クライスラー社は同社のドッジラム小型ディーゼルトラック

への B20 の使用を支持しているが、B20 の使用はフリート車両に限るとしている。同様に、

GM 社もバイオディーゼル 5％混合油(B5)を同社の全ての車種に認めているが、B20 の使

用は限られた車種、なかでも政府用のフリート車両向けに特別装備を施したしたものに限

定している。B20 の新規格を設定する一方で ASTM インターナショナルは、B5 およびバ

イオディーゼル 100％(B100)の規格も変更した。 
 

2．連邦通商委員会による規格制定とラベル表示 

一方、連邦通商委員会(Federal Trade Commission：FTC)は、2007 年エネルギー独立・

安全保障法（Energy Independence and Security Act of 2007：EISA）第 205 条に従い、

バイオディーゼル、バイオマスベースのディーゼル、およびこれらを混合した燃料の表示

要件の策定作業に入った。 

2008 年 3 月 11 日にルール策定案公告（notice of proposed rulemaking：NPR）を発表

し、一般からの意見（パブリックコメント）を求めた（2008 年 4 月 7 日締め切り）。この

公告で、委員会はバイオディーゼル燃料に対する等級、証明、表示要件を加えるよう燃料

等級規則の修正を提案した。一般からのコメントは全体として委員会の修正案を支持する

ものであった。それを受けて、委員会は 6月、 終修正の官報公示を承認した。この公告

の内容は現在、プレスリリースと共に FTC のウェブサイトから入手できる。 

                                                 
1 ASTM International：米国試験・材料協会は ASTM 規格で広く知られている世界 大級の民間規格制定機

関である。ASTM は米国で 1898 年に American Society for Testing and Materials の名称で設立され、90 年

代半ばの欧州を中心とした国際標準化への動きに伴って、2001 年に国際標準化機関を強調する ASTM 
International へと改称された。ASTM は独立した非営利団体で、材料・製品・システム・サービスに関する

規格を会員の自発的な発案と総意によって作成し、出版している。現在、120 ヵ国以上からの総計 3 万 2,000
名以上の製造業者、使用者、 終消費者、政府、学会代表者等が会員となって、製造、調達、規定に関する活

動の基本となる文書を作成している。（出典：（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）HP
（http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/export_12/04A-011014）） 
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編集部注：ここで言う「バイオディーゼル」とは「バイオマスベースのディーゼル」の

うち、次の条件を満たすものである。 

１） 脂肪酸モノアルキルエステル（代表的なのが脂肪酸メチルエステル）であること  

２） ASTM の D6751 規格を満たすもの 

・上記の条件を満たさない場合は「バイオマスベースのディーゼル」のカテゴリー

になる。 

 

 

 このラベル要件の作成過程で、エンジンの保証書に関する懸念も浮上した。たとえば動

物性脂肪のようなバイオマスを直接ディーゼル燃料の特性を持つ液体に変換する企業もあ

る。これはバイオディーゼルとディーゼル燃料の境界線を曖昧にする製品である。FTC は

初め全ての再生可能ディーゼル燃料を同じように扱うよう提案したが、NBB は全てのバ

イオマス由来ディーゼル燃料が、必ずしも自動車メーカーが認めるディーゼル燃料として

ASTM 規格を満たさない可能性があると警告した。その一方で、バイオマス由来の ASTM
規格を満たすディーゼル燃料はバイオディーゼル（通常、標準的なディーゼル車はバイオ

ディーゼルの混合率が 20％に制限されている）よりもずっと高い混合率で使用され得るの

である。このような指摘を考慮し、FTC は混合バイオディーゼルとバイオマス由来の混合

ディーゼル燃料とで別々のラベル要件を設定することを決定した 
 

  
 連邦通商委員会は、給油所において混合バイオディーゼルの計量器には青いラベルを、バイオマ

スから生産された混合ディーゼルの計量器にはオレンジのラベルを貼るよう要請する計画である。 

(連邦通商委員会 提供) 
 
 
 終版の修正では、既存ルールの等級および証明要件は、バイオディーゼル 5％以上、

あるいはバイオマスベースのディーゼル 5％以上を含有している燃料にも適用される。公
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告では修正後のルールに関する背景を説明し、バイオディーゼルおよびバイオマスベース

のディーゼルについて記述し、法定の表示要件に関する情報を提供し、提出されたコメン

トについて検討し、 終修正について詳述している。この修正は 2008 年 12 月 16 日に発

効する。 
 
 

翻訳：吉野 晴美 
編集：NEDO 技術開発機構 研究評価広報部 

 
出典： 
EERE プレスリリース 
http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/news/news_detail.html?news_id=11838 
 FTC プレスリリース 
http://www.ftc.gov/opa/2008/06/fuelfyi.shtm 
FTC 公告 
http://www.ftc.gov/os/2008/06/R811005fuelfrn.pdf 
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【バイオマス特集】 バイオディーゼル 

バイオディーゼル混合燃料についての Q&A（米国） 

クリーンシティプログラムの消費者向けファクトシートより 

 
 米国エネルギー省(DOE)エネルギー効率・再生可能エネルギー研究所局(EERE: Energy 
Efficiency and Renewable Energy)の代替燃料および革新的車両データセンター

(Alternative Fuels and Advanced Vehicles Data Center)は、バイオ燃料の普及を目的と

した様々な情報を提供しているが、2008 年 4、月消費者向けに Q&A 形式の「バイオディ

ーゼル混合燃料に関するファクトシート」を発表したのでこれを紹介する。 
＊＊＊ 

 
 バイオディーゼルは国内で生産でき、新しいあるいは使用済みの植物油、動物性脂肪、

およびレストランから出た再処理油脂から作ることができる再生可能燃料である。バイオ

ディーゼルの物理的特性は、石油ディーゼルと類似しているが、バイオディーゼルは温室

効果ガスの排出と有害物質による空気の汚染を顕著に削減する。しかも生物分解され、燃

焼時の空気汚染が少なく、石油ディーゼルに代わり得るものである。 
 
 バイオディーゼルは様々な比率で混合し、使うことができる。たとえば、B100（バイオ

ディーゼル 100%）、B20 (バイオディーゼル 20%、石油ディーゼル 80%)、B5 (バイオディ

ーゼル 5%、石油ディーゼル 95%)、B2 (バイオディーゼル 2%、石油ディーゼル 98%)があ

る。 も一般的なバイオディーゼルの混合は B20 で、1992 年制定のエネルギー政策法 1

のフリート車両基準に適合している。 
  
自分の車のディーゼルエンジンに B20 を使えますか？ 
 
 その車が 1993 年以降の製造であれば、走行にほとんど影響なくディーゼルエンジンや

燃料インジェクション装置にバイオディーゼルを使用できます。しかしそれ以前の車なら

ば、注意が必要です。エンジンが互換性のないエラストマーと一緒に組み立てられている

ことがあり、混合率の高いバイオディーゼルを繰り返し使った場合に故障する可能性があ

ります。 
 
 製造年に拘わらず、バイオディーゼルを使用する前に、エンジンの製造元者(OEM)の注

意情報を調べてみるのが良いでしょう。ほとんどの OEM は自社のエンジンに 大 B5 ま

での混合を認めています。もし燃料が一定の規格と基準を満たしていれば、B20 まで認め

ているケースもあります。ある種の農業用装置に対しては、B100 を認めたものさえあり

                                                 
1 Energy Policy Act: EP Act 
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ます。 
 
 もし OEM の注意情報を見つけられなかった場合は、エンジン製造会社のウェブサイト

をチェックするか、ディーラーに相談してあなたの車に適したバイオディーゼルの混合率

を見つければ良いでしょう。更に、NBB2のウェブサイト で一般的な情報を得ることもで

きます。製造者別の情報も見ることができます 3。 
 
バイオディーゼルは手近なところで入手できますか？ 
 
バイオディーゼルは 50 州の全てで入手できます。NBB の集計によれば、2007 年には 4

億 5,000 万ガロン（約 170 万 kl）のバイオディーゼルが販売されました。2000 年に 200
万ガロンだったことを考えると 4、大幅な伸びです。2008 年 1 月現在、米国の年間生産能

力は 22 億ガロン以上です 5。バイオディーゼル混合燃料の小売り業者（石油販売会社およ

びバイオディーゼル販売会社）の数は増加しています。AFDC6ウェブサイトの代替燃料ス

タンドの位置表示ツールによれば、国内には 800 以上のバイオディーゼルスタンドがあり

ます。あなたの地域にあるバイオディーゼルスタンドは、インターネットで検索できます

（http://afdcmap2.nrel.gov/locator）。 
 
バイオディーゼルで走ったときの性能はディーゼルと同じですか？ 
 

B20 で走行した場合のエンジンの試験結果を見ると、燃料消費量、 高出力、トルクは

通常のディーゼルとほぼ同じでした。バイオディーゼルには、ディーゼルよりセタン価（デ

ィーゼルの着火性を測定する尺度）が高く、潤滑性（振動を減らす能力）も高いといった

望ましい特徴がいくつかあります。さらに B20 のエネルギー含量は、ディーゼルの＃1 と

＃2 の中間 7です。 
 
バイオディーゼルは寒冷な気候でもよく走れますか？ 
 
 通常の＃2 ディーゼルのように、バイオディーゼルに含まれる凝固点の高いある種の化

合物は、寒冷な気温で凍ります。純粋なバイオディーゼルは＃2 ディーゼルよりも高い温

度で凍りますが、B20 混合燃料は＃2 ディーゼルと同じ燃料管理技術が施されています。

気温が低くなるにつれ、B20 が適切に混合されていることが更に重要になり、燃料のプロ

                                                 
2 National Biodiesel Board（全国バイオディーゼル委員会）

(www.biodiesel.org/resources/fuelfactsheets/standards_and_warranties.shtm) 
3 www.biodiesel.org/pdf_files/OEM%20Statements/oem_matrix.pdf 
4 www.biodiesel.org/pdf_files/fuelfactsheets/Production_Graph_Slide.pdf 
5 www.biodiesel.org/buyingbiodiesel/producers_marketers/ProducersMap-Existing.pdf 
6 Alternative Fuels and Advanced Vehicles Data Center （代替燃料および革新的車両データセンター） 
7 #1(No.1 Diesel)はケロシン（灯油）相当品。#2(No.2 Diesel)は米国で通常使用されているディーゼル（軽油）。 
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セス変化に対する感度が上がります。5％あるいはそれ以下の混合率の場合、低温流動特

性 8（低温での走行を測る尺度）に若干の影響があります。低温流動特性とバイオディー

ゼルの取扱については NREL9 のサイトから「バイオディーゼルの扱いとガイドライン使

用」をダウンロードしてください。 
  
バイオディーゼルは車のフィルターを詰まらせませんか？ 
 
バイオディーゼルには、燃料に含まれるバイオディーゼルの量に応じた溶剤効果があり

ます。たとえば、B100 は B20 より高い溶剤効果を示します。これにより、燃料システム

をきれいにし、過去のディーゼル使用により燃料タンクの壁やパイプに溜まった付着物を

取り除くこともあります。バイオディーゼルの混合率が高い燃料では、この付着物の除去

が原因で初めはフィルターが詰まるかもしれません。ですので、詰まった燃料フィルター

を積極的にチェック、交換することが必要です。ひとたび付着物が除去された後は、通常

の交換スケジュールに戻って大丈夫です。この問題は B20 またはそれ以下の混合率の燃料

の場合には、それほど多くみられません。低混合の場合、フィルターを詰まらせるという

証拠はないのです。 
 
長期間バイオディーゼルを使うとエンジンに何か影響がありますか？ 

 
B20 またはそれ以下の混合率の燃料に関する調査では、バイオディーゼルに特徴的な長

期的な影響はみられませんでした。一般的に B100 は、長期的にはある種のエラストマー

や天然ゴムの化合物を溶かし劣化させます。高混合率のブレンド（B20 以上）は、バイオ

ディーゼルとは両立しないエラストマー化合物を含んだ燃料システム部品（主に燃料ホー

スと燃料ポンプシール）に影響を与える可能性があります。バイオディーゼルの混合率が

下がれば、そうした影響は減少します。詳しい情報は、www.biodiesel.org でみられます。 
 
ディーゼルエンジンに植物油を使用できますか？ 

 
 純粋な植物油はバイオディーゼルと同じものではなく、通常、大量使用あるいは長期使

用に認められる燃料とは考えられていません。植物油は合法的な自動車用燃料ではないた

め、バイオディーゼル燃料の規格も品質基準も満たしておらず、EPA10 に登録されていま

                                                 
8 流動点(軽油全体が固まったような状態となり、燃料パイプの中を流れなくなる温度)や目詰まり点＊（CFPP: 

Cold Filter Plugging Point）に代表される特性。 
＊軽油は、温度が下がるとワックス分の結晶が析出して燃料フィルターに詰まり、燃料がエンジンに供給さ

れず、エンジンが止まってしまう。「目詰まり点」とは、軽油がプレフィルターを通ることができる目安

の温度。 
9 National Renewable Energy Laboratory（国立再生可能エネルギー研究所）

（www.nrel.gov/vehiclesandfuels/npbf/pdfs/40555.pdf） 
10 Environmental Protection Agency （米国環境保護庁） 
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せん。詳しい情報は EERE のサイト 11から「ディーゼル燃料としての純植物油」の項をダ

ウンロードしてください。 
  
バイオディーゼルは普通のディーゼルより排ガスがきれいなのですか？ 

 
普通のディーゼルエンジンでバイオディーゼルを使うと、未燃焼炭化水素(HC)、一酸化

炭素、硫酸塩、多環芳香族 HC、ニトロ多環芳香族 HC、および粒子状物質の排出をかな

り抑えます。バイオディーゼルの混合率が高いほど、こうした化合物の排出は少なくなり

ます。従って、B100 は排出量削減の点でベストであるといえます。しかし、これより混

合率が低くても、効果はあります。B20 は粒子状物質の排出を 10％、一酸化炭素の排出を

11％、未燃焼炭化水素の排出を 21％削減しました（図 1 参照）。窒素酸化物の排出に関す

る研究では矛盾する結果が出ているため、追加的な試験と分析が行われています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1 重量車両エンジンに対するバイオディーゼルの平均排出量の影響 

 
 
バイオディーゼルを使うと、バイオディーゼル燃焼に伴う二酸化炭素の放出が、原料が

育つ間に吸収された二酸化炭素と相殺されるため、温室効果ガスの排出も減ります。B100
はディーゼルに比べ、75％以上二酸化炭素の排出を削減しました。B20 でも二酸化炭素の

排出が 15％抑えられました。 
 
バイオディーゼルには基準があるのですか？ 

 
 混合バイオディーゼルは、規格 D6751-07B に合格しなければなりません。これは

                                                 
11 Energy Efficiency and Renewable Energy（エネルギー効率再生局）

（www.eere.energy.gov/afdc/pdfs/39733.pdf） 

 
排
出
量
の
変
化
率

NOx：窒素酸化物 
PM：粒子状物質 
CO：一酸化炭素 
HC：炭化水素 

バイオディーゼルの混合率 

（出典：環境保護庁、ドラフトレポート EPA 420-P-02-001、2002 年 10 月） 
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ASTM12 International によって設定された基準で、米国における混合バイオディーゼルの

品質を保証しようとするものです。この基準に達したバイオディーゼルは、燃料のブレン

ド基材あるいは添加剤として法的に環境保護庁に登録されます。2008 年 1 月時点で、

ASTM International は混合バイオディーゼル用の系統だった規格を検討しています。 
 
バイオディーゼルにはインセンティブや税控除があるのですか？ 

 
 2004 年アメリカ職業創出法（公法 108－357）は、バイオディーゼル燃料に対する税制

上のインセンティブを設けており、混合業者や小売業者が対象になります。2005 年エネル

ギー政策法第 1344 条は、バイオディーゼル生産者に対する税額控除を 2008 年末まで延長

しました。控除額は、農産物からのバイオディーゼル 1 ガロンに付き 1 ドル、廃油脂を原

料とするバイオディーゼル 1 ガロンに付き 50 セントになっています。詳しい情報につい

ては、EERE のサイト 13から「代替燃料データセンターの州・連邦インセンティブおよび

法律セクション」でご確認ください。 
 
バイオディーゼルについての、より詳しい情報はどこで手に入りますか？ 

 
 「代替燃料データセンターのバイオディーゼルセクション」をご覧ください 14。 
 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：http://www.eere.energy.gov/afdc/pdfs/42562.pdf 
 
 

                                                 
12 American Society for Testing and Materials l（国際米国材料試験協会） 
13 www.eere.energy.gov/afdc/fuels/biodiesel_laws.html 
14 www.eere.energy.gov/afdc/fuels/biodiesel.html 
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【バイオマス特集】 研究開発 セルロース系エタノール 
 

バイオマス複数年プログラム計画（米国） 
 
 米国エネルギー省(DOE: Department of Energy)エネルギー効率・再生可能エネルギー

局(EERE: Energy Efficiency and Renewable Energy)は 2008 年 3 月、バイオマスに関す

る複数年プログラム計画(MYPP: Multi-Year Program Plan)を公開した。NEDO 海外レポ

ートでは「バイオマス特集」としてこの計画書のエグゼクティブ・サマリー（要旨）及び

関係するいくつかの表を紹介する。 
＊＊＊＊＊ 

 
エグゼクティブ・サマリー（要旨） 

 
ブッシュ大統領は2007年の一般教書演説で、米国の石油依存を低減させるために、ガソ

リンの消費量を今後10年間で20％削減する目標（「Twenty in Ten」）を掲げ、国を挙げ

て支援するよう求めた。この目標が掲げられた背景には、米国の輸入石油への依存が持続

的に増えているために、米国の燃料供給が崩壊の危機にさらされていること、事業者と個

人に経済的、社会的不安が生じていること、そして、米国の安全保障に影響が及んでいる

ことが理由として挙げられる。 
 
プログラム目標 
米国エネルギー省(DOE)は、米国のエネルギー安全保障の課題に対処する上で、多様な

エネルギーポートフォリオが重要であることを認識している。このためDOEは、信頼でき

てクリーンで低価な、様々なエネルギーの供給を通してエネルギーの安全保障を向上させ

るために、戦略計画で目標を設定した。大統領とDOEの双方の目標を達成するための重要

な戦略の一つである、DOE-EEREのバイオマスプログラム1では、他の政府機関や産業界、

学術機関と連携を取り、バイオ燃料、バイオ製品、バイオ発電技術の開発に重点を置いて

いる。（*付表1参照） 
 
このバイオマスプログラムはEEREの戦略計画の4つの重要事項を支援している： 

・輸入石油への依存を大幅に減らす 
・国内の様々な持続可能なエネルギー資源の使用を促進する 
・エネルギーの生産と消費により排出される二酸化炭素を削減する 
・国内のバイオ産業を確立する 

 
バイオマスは、私達が現在使用している液体輸送燃料の代替となり、より安定したエネ

ルギーの未来を創る可能性がある、ただ一つの再生可能エネルギー資源である。私達は米

                                                 
1 Biomass Program  http://www1.eere.energy.gov/biomass/ 
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国原産のバイオマス資源を利用して、車に燃料を供給し、全米に新しい経済機会を提供す

ることが可能である。 
 

大統領の目標を達成するための米国の取組みには、バイオマス生産からバイオ燃料消費

に至るまで（農家の農場から消費者の車両まで）のサプライチェーン全体が含まれる（図

A 参照）。EERE の複数年プログラム計画には、大統領の「Twenty in Ten」の目標達成を

助け、EERE のエネルギーの優先事案を支援するために策定されたサプライチェーンにつ

いての、戦略目標、達成目標、取組対象、活動、およびマイルストーン（節目）が詳述さ

れている。 
 
また、この複数年プログラム計画では、米国が持続可能なエネルギー安全保障を獲得す

る助けとなるような、より長期的な目標に関する枠組みも策定された。 
バイオマスプログラムのビジョン、ミッション、および戦略目標は、DOEの戦略計画お

よびEEREの戦略目標と直接整合がとられている。 
バイオマスプログラムで策定された包括的な達成目標は、大統領の目標を達成する一番

の近道であるセルロース系エタノールに重点を置いた現行の戦略を反映しており、コスト

競争力のあるセルロース系エタノールの生産を可能にするのに必要な技術的進歩と、石油

燃料の置換え目標の達成に必要なバイオ燃料の生産増加に取り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
バイオマスプログラムは、戦略を継続的に更新するとともに、石油を置き換える将来の

目標計画に向けた、その他のバイオ燃料、バイオ製品およびバイオ発電の貢献度を評価す

る。バイオマスプログラムのビジョン、ミッション、戦略目標および達成目標は以下の図

Bで示す。 
 
 

原料の生産 原料のロジス

ティクス 
バイオ燃料 
の生産 

バイオ燃料 
の販売 

バイオ燃料

の最終消費

図 A：バイオマスの生産からバイオ燃料の消費までのサプライチェーン（出所 EERE） 
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注1) 成熟技術の加工コストは、創業期のプラントに関わる追加コスト（リスクファイナンシング、

稼動開始までの長い時間、平均以下の稼働率、その他）を含まないように、建設後に操業が成

功している幾つかのプラントのコストについて示している。 
注2）ここでのモデルコストは、以下のような米国再生能エネルギー研究所(NREL)の報告書等で定

義されたコスト予測モデルを参考・使用している。 
・”Lignocellulosic Biomass to Ehanol Process Design and Economics Utilizing Co-Current 

Dilute Acid Prehydrolysis and Enzymatic Hydrolysis for Corn Storver,” NREL 
TP-510-32438, June 2002. 

・”Thermochemical Ethanol via Indirect Gasification and Mixed Alcohol Synthesis of 
Lignocellulosic Biomass,” NREL/TP-510-41168, April 2007. 

・Feedstock Logistics Design Report (final editing in progress as of 09/27/07). 
 

ビジョン 
以下に貢献する、実現かつ持続可能な国内のバイオマス産業： 
・再生可能なバイオ燃料・バイオ製品の生産、バイオ発電 
・米国のエネルギー安全保障の強化 
・米国の石油依存の低減 
・環境便益（温室効果ガスの排出量削減を含む）の提供 
・全米における経済機会の創設 

ミッション 
米国の豊富で再生可能なバイオマス資源を、費用競争力があり高性能の、バイオ燃

料、バイオ製品、およびバイオ発電に開発・変換する。これは、標的を定めた研究

開発と実証を通して達成され、統合バイオリファイナリーの普及につながるだろ

う。支援は官民の連携を通して行われる予定である。 

戦略目標 
大統領の目標（2017年までにガソリンの使用量を20％削減）を支援する国内の新しいバイオ産

業の創出を通して、全米でバイオ燃料を製造し石油依存を低減させるために、持続可能でコス

ト競争力のあるバイオマス技術を開発する。 

達成目標 
・研究開発を通して、エタノールのコスト競争力を高める。成熟技術注 1 のモデル注 2 コスト

は、2012 年までに 1 ガロン当たり 1.33 ドル、2017 年までに 1 ガロン当たり 1.20 ドル。

・2017 年までにバイオ燃料の生産・使用を 大化し、2030 年までに 2004 年のガソリン

消費量の 30％をバイオ燃料に置き換えることを促進するための、環境作りを支援する。

図 B：バイオマスプログラム戦略の枠組み （出所 EERE） 
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プログラム戦略 
大統領の目標を達成するためには、連邦・州の政策決定者、産業及び農業関係者、およ

び、金融・ビジネスの企業家の協調努力が必要である。学術機関と国立研究所の学際的な

科学技術の専門知識を連携させることは、強い技術基盤を構築する上で必要不可欠である。

このためバイオマスプログラムでは、統合バイオリファイナリー構築に関わる技術的・経

済的課題に対処する取組みを強化するために、新たな連携と戦略的提携が進められている。 
 
バイオマスプログラムの作業構造は、以下の3つの大カテゴリーに分かれている（*付表

2参照）： 
(1) バイオマスの原料と変換技術のコアの研究開発 
(2) 統合バイオリファイナリーの産業規模での実証・評価 
(3) セルロース系技術の市場普及を加速させるための分野横断的な市場転換の取組み 

 
多種多様なバイオマスの原料、変換技術、統合オプション、潜在的製品によって、実現

可能なバイオリファイナリーのシナリオを多数作成できる。このため、バイオマスプログ

ラムでは、妥当と考えられる7つのバイオリファイナリー経路の枠組みが作成された。こ

の枠組みでは、特定の種類の原料について、バイオマス生産からバイオ燃料消費に至るま

でのサプライチェーンの 初の3要素―原料の生産・ロジスティクス・変換―を統合して

いる。このアプローチによって、機会の評価や、研究評価の優先順位の確立、商業化に向

けた進捗状況の測定が能率化されている。 
 
 図Cは技術開発の時間計画表の概要であり、技術開発のクリティカルパス2の完了までを

通した、バイオマスプログラムの主要な取り組みが示されている。バイオマスプログラム

は、先進技術の基礎科学と研究開発を支援するためにこの先も継続される見通しである。

ライフサイクルの費用便益、持続可能性、および環境負荷についての詳細な分析は、マイ

ルストーンとしてはっきりと詳述はされてはいないが、バイオマスの将来の取組みについ

ての判断を行う際の情報となるだろう。 
 
このアプローチによって、必要な技術的基盤は確実に発展し、技術的障壁が浮上した時

の解決策を探求することもできる。さらに、性能を証明するのに必要不可欠な実証活動も

行え、民間セクターの取組みと競合・重複することなく将来の商業化に向けた土台を築け

る。この計画では、原料入手を確実にするために必要な基盤インフラに取り組むだけでな

く、バイオ燃料を生産するために重要な技術的進歩にも取り組み、 終消費者の求める品

質と性能を備えた製品が安全に流通できることを目指す。 

                                                 
2 クリティカルパス：詳細な計画立案とその管理のための体系的手順であり、プロジェクトの完成

を遅らせないために絶対に遅らせてはならない工程の組み合わせのこと。換言すると、前が終わ
らないと次に進めない工程の中で も長い工程のことを指し、クリティカルパスの長さ＝プロジ
ェクト全体の長さとなる。クリティカルパスでない工程を短縮しても、プロジェクト全体の短縮
にはならない。 
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原料のコアの研究開発

市場の転換 

変換技術のコアの研究開発

統合バイオリファイナリー

バイオ燃料のインフラ
国の目標：E10、地域の目標：E85 を整備する。注 1

商業的に受容できる性能・コスト目標を達成する統合技術の実証・評価の完了。 

バイオマスをコスト競争力のある液体燃料に変換する生化学／熱化学技術の開発。 

持続可能な原料の生産・運搬技術と、利用しやすい原料供給の開発・評価。 

市場転換の促進のために効果的なコミュニケーション・政策・連携をとる。 

コスト競争力のあるセルロース系エタノール

セルロース系エタノールにより「Twenty in Ten」に貢献

コ
ア

の
研
究
開
発

 
分

野
横

断
 

実
証

・
普
及
 

技 術 開 発 の 時 間 計 画 表 

変換技術の主要な研究開発 
6. セルロース系原料をエタノールに

変換する加工コストの削減：2012
年に$0.82／ガロン。 

7. セルロース系原料をエタノールに
変換する加工コストの削減：2017
年に$0.60／ガロン。 

 
原料の主要な研究開発 
4. 生産加工コスト（収穫、貯蔵、前処理、輸送等）を削減：

2012 年に$0.37／ガロン。十分に高品質な原料の供給：
2012 年に 1 億 3 千万乾重トン(dry tons)／年。 

5. 生産加工コスト（収穫、貯蔵、前処理、輸送等）を削減：
2017 年に$0.33／ガロン。十分に高品質な原料の供給：
2017 年に 2 億 5 千万乾重トン (dry tons)／年。 

 
市場の転換 
12. 2012 年までに、産官学のステークホルダーの連携と、政策・規制・認可・基準を策定する機関の

連携を通して、多くの産業界の変換を促進する。 

統合バイオリファイナリー 
8. 様々な経路を用いた統合バイオリファイナリー

の実証（2012 年までに 3 プラントの運用を成功
させる）。 

9. エタノールの製造コストで初期プラントを評価
し、目標と比較する。 

バイオ燃料のインフラ
10. 環境保護庁(EPA)および運輸省(DOT)と

連携し、基準の策定を完了させ、2012 年
までに E15 と E20 の試験を終了させる。

11. 輸送のキャパシティを増やし、バイオ燃
料を 240 億ガロン販売する。 

概括 
研究開発を通して、コスト競争力のあるセルロース系エタノールを生産する。  
成熟技術のモデルコストは、2012 年に$1.33／ガロン。                      

研究開発を通して、コスト競争力のあるセルロース系エタノールを生産する。   *付表 3 参照 
成熟技術のモデルコストは、2017 年に$1.20／ガロン以下。 

2017 年までにバイオ燃料の生産を 大化するための環境作りを支援する。 
（高効率性技術、十分なインフラ、適切な政策、消費者の支持など） 

 

図 C：技術開発におけるバイオマスプログラム戦略 （出所 EERE） 

技 術 開 発 の 時 間 計 画 表 の 説 明

注 1）E10：エタノール10%、ガソリン90%の混合燃料。同様にE85 はエタノール 85%、ガソリン 15%の混合燃料。
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バイオマスプログラムの複数年プログラム計画は、原料を多様化させることによって、

全米に普及するバイオ燃料、バイオ製品、およびバイオ発電の量を段階的に増加させるこ

とを目的としている。このアプローチは、早期のうちに石油の代替に大きな影響を与える

だけでなく、長期的にも再生可能で持続可能なエネルギーへのパラダイムシフトを促進す

るだろう。 
 
 

翻訳・編集：NEDO 研究評価広報部 
 

出典：“Biomass Multi-Year Program Plan” 
http://www1.eere.energy.gov/biomass/pdfs/biomass_program_mypp.pdf 
（P3-6（エグゼクティブ・サマリー）、P32（付表 1）、P41（付表 2）、P75-77（付表 3）） 
 
参考資料 
付表 1：バイオマス―バイオ燃料のサプライチェーンにおける連邦政府機関の役割概要 
付表 2：プログラム複数年計画目標 2007～2022 年 
付表 3：原料プラットフォーム：コアの研究開発についての作業概要 
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付表 1：バイオマス―バイオ燃料のサプライチェーンにおける連邦政府機関の役割概要 3（出所 EERE） 

 
                                                 
3 “National Biofuels Action Plan Workshop Summary Report (May 2007)”から抜粋：http://www.biofuelspos

tureplan.govtools.us/documents/NationalBiofuelsActionPlanWorkshopSummaryReportFinal-5-30-07.pdf 
4 ロジスティクスは一般的に様々な範囲や定義で用いられるが、本稿では収穫、貯蔵、前処理、輸送などを指す。 

政府 
機関 原料の供給 原料のロジ

スティクス 4 バイオマスの変換 バイオ燃料の

販売 
バイオ燃料の 
最終消費 

エネル

ギー省 

持続可能な土地・作物

の管理。植物科学。遺

伝育種。 

持続可能な

バイオマス

の収穫。持続

可能な作物

残渣の処理。

生化学的変換（前処理・酵素の

コスト削減）。バイオマスの取

扱困難性(recalcitrance)。燃料

への熱化学的変換（ガス化と熱

分解）。統合バイオリファイナ

リー。 

安全で適正で

費用効果的な

バイオ燃料の

輸送／販売シ

ステムの開発。 

エンジン 適化

／認証。車両の排

ガスの影響。バイ

オ燃料車の市場

認知度／影響。 

農務省 
持続可能な土地・作

物・森林の管理。植物

科学。遺伝育種。 

持続可能な

バイオマス

の収穫。持続

可 能 な 作

物・森林の残

渣処理。 

生化学的変換（前処理・酵素のコ

スト削減）。森林資源の取扱困難

性。燃料と電力への熱化学的変

換。農場内のバイオ燃料システ

ム。森林原料用の統合バイオリフ

ァイナリー。 

   

環境 
保護庁 

バイオ燃料サプライ

チェーンのライフサ

イクルが健康／環境

に与える影響。持続可

能な大量のバイオ燃

料の実現可能性。原料

の改良。 

バイオ燃料

のサプライ

チェーンの

ライフサイ

クルが健康

／環境に与

える影響。認

可。 

バイオ燃料サプライチェーンの

ライフサイクルが健康／環境に

与える影響。バイオ廃棄物からエ

ネルギーへの変換。認可。試験手

順と性能の評価。バイオ燃料生産

の市場への影響。 

バイオ燃料サ

プライチェー

ンのライフサ

イクルが健康

／環境に与え

る影響。認可。 

バイオ燃料サプ

ライチェーンの

ライフサイクル

が健康／環境に

与える影響。エン

ジン 適化／認

証。車両の排ガス

の影響。バイオ燃

料車の市場認知

度／影響。 

商務省・ 
標準技

術局 
   

触媒の設計、生体触媒の処理、バ

イオマスの特徴付け、標準化。基

準の開発、施策、モデリング。 

貯蔵コンテナ

ー、パイプライ

ン、燃料配送シ

ステムの材料

の信頼性。 

バイオ燃料の材

料・データ・仕様

の標準的基準。 

運輸省  
原料の輸送

インフラの

開発。 
 

安全で適正で

費用効果的な

バイオ燃料の

輸送／販売シ

ステムの開発。 

 

国立科

学財団 

エネルギー資源とし

てバイオ燃料の原料

と廃棄物を改良する

ための基礎科学。 

原料の前処

理を改良す

るための基

礎研究。 

生化学／熱科学変換技術の基礎

研究。     

内務省 森林の管理。 

森林の管理

と火事の防

止（森林間伐

材の回収）。

国有地におけるバイオリファイ

ナリーの許可。     

国防 
総省 

原料加工の基礎研究

開発（都市固定廃棄物

／バイオマス） 
 固形廃棄物のガス化。   バイオ燃料のテ

スト。 
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付表 2：プログラム複数年計画目標 2007～2022 年（出所 EERE） 
プログラム複数年目標 2007 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 

コアの研究開発 
原料         
農業残渣の加工経路         
2009 年：試作装置で乾燥トウモロコシ茎葉と乾燥麦わらの原料の統合ロジスティク
ス（収穫、貯蔵、前処理、輸送など）を評価。     o    

2012 年：試作機で湿潤トウモロコシ茎葉の原料の統合ロジスティクスを評価。        o 
エネルギー作物の加工経路         
2009 年：試作装置で乾燥スイッチグラスの原料の統合ロジスティクスを評価。     o    
2011 年：試作装置で木質系エネルギー作物の原料の統合ロジスティクスを評価。       o  
2012 年：試作装置で湿潤スイッチグラスの原料の統合ロジスティクスを評価。        o 
変換         
農業残渣の加工経路         
2012 年：パイロット規模でトウモロコシ茎葉（乾燥／湿潤）の統合的な前処理、酵
素加水分解、エタノール生成を評価。        o 

2009 年：パイロット規模でトウモロコシ茎葉由来と麦わら由来のリグニンからクリ
ーンな合成ガスを生成する統合ガス化を評価。     o    

2010 年：パイロット規模でトウモロコシ茎葉と麦わらからクリーンな合成ガスを生
成する統合ガス化を評価。      o   

2012 年：パイロット規模でトウモロコシ茎葉と麦わらベース（リグニン／バイオマ
ス）の合成ガスから生成した、混合アルコールによるエタノールの統合生産を評価。

       o 

エネルギー作物の加工経路         
2017 年：パイロット規模でスイッチグラス（乾燥／湿潤）の統合的な前処理、酵素
加水分解、エタノール生成を評価。        2017 

2009 年：パイロット規模で雑種ポプラ由来とスイッチグラス由来のリグニンからク
リーンな合成ガスを生成する統合ガス化を評価。     o    

2010 年：パイロット規模で雑種ポプラとスイッチグラスからクリーンな合成ガスを
生成する統合ガス化の評価。      o   

2012年：パイロット規模で雑種ポプラとスイッチグラスベースの（リグニン／バイオ
マス）の合成ガスから生成した、混合アルコールによるエタノールの統合生産を評価。

          o 

実証開発 
統合バイオリファイナリー           

トウモロコシ乾式粉砕機の経路改善           

2012 年：トウモロコシ乾式粉砕機で、トウモロコシ繊維―エタノールの経済的な変
換プロセスを実証・評価。          o
農業残渣の加工経路           
2012 年：実証／商業規模で農業残渣―エタノール統合プロセスを実証・評価。          o
2012 年：実証／商業規模で農業残渣（リグニン由来／バイオマス由来）の合成ガス
からエタノールを生成するプロセスの実証・評価。          o
エネルギー作物の加工経路           
2017 年：実証／商業規模でエネルギー作物―エタノール統合プロセスを実証・評価。          2017
2017 年：実証／商業規模でエネルギー作物（リグニン／バイオマス由来）の合成ガ
スから製造した混合アルコールによる、エタノールの生成プロセスを実証・評価。          2017 

バイオ燃料のインフラ           
全バイオリファイナリーのエタノールへの変換経路           
2012 年：EPA 及びDOT（運輸省）と連携し、基準の策定と、E15／E20 の販売シ
ステム及び車両のテストを完了。          o
バイオ燃料360億ガロンの輸送・販売キャパシティの開発。          2022 
実証：パイロット規模以上で、総合運転が設計通りに稼動しているか、および性能指標（個別／統合システム）

を全て達成しているかについて評価。 
評価：パイロット規模以上で、プロセスとシステムにおいて望み通りの結果と当初の意図を確実に達成させる。

評価は全ての性能目標をただ達成するに留まらない。同プログラムが次の優先項目に移行できるように、
プログラムの取組みを、実際にシステムが充足・達成しているかどうかを評価する。 
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付表 3：原料プラットフォーム：コアの研究開発についての作業概要（出所 EERE） 
プラットフォームの目標：将来の商業規模バイオリファイナリーに向け、リグノセルロース系原料を供給
するために、持続可能でコスト効果的な新しい原料の生産、ロジスティクス技術、手法を開発すること。
原料プラッ
トフォーム
作業要素 

詳細 克服課題 開発する 
変換経路 

1.1 原料生産 

1.1.1  
地域的連携 

原料の地域的連携を確立して、原料生産とバイオ燃料生

産（エタノールなど）の地域の機会を特定する。 
2007-2012 
・地域ベースの原料資源のコスト・入手可能性を評価。

・地域の各原料資源の量を特定。 
・原料の種類と地域に特有の持続可能な農業活動の明確

化・検証。 
・米国のバイオマス資源基盤についての情報を蓄積・共

有・分析するための GIS 資源評価ツールの開発。 
2013-2017 
・地域特有の多年生作物プログラムの開発。 

・資源の利用可

能性、コスト 
・持続可能な生

産 
・作物遺伝学 

・トウモロコシ

湿式粉砕機 
・トウモロコシ

乾式粉砕機 
・天然油処理 

・農業残渣処理

・エネルギー作

物処理 
・森林資源処理

・廃棄物処理 

1.2 作業システムのコアの研究開発 

1.2.1  
収穫と回収 

原料収穫・回収システムの効率性を改善して、コストを

削減し、入手可能なバイオマス原料の量を増大させる。

2007-2012 
・単位操作を減らし、あらゆる種類の原料への農業的影

響と操作上の影響を低減するような、革新的な収穫／

回収法を開発する。 
・収穫に関する品質の要件を定量化・実証する（例：組

成、前処理、混入物、大量処理）。 
・既存装置では高コスト・非効率的な種類別・状況別課

題に対応するため、森林資源の回収に特化した革新的

装置を開発・テストする。 
2013-2017 
・新しい高収量のエネルギー作物用収穫システムの開発。

・持続可能な収

穫 
・原料の品質・

モニタリング 
・バイオマスの

材料特性 
・全体の統合化 

・農業残渣処理

・エネルギー作

物処理 
・森林資源処理

1.2.2  
貯蔵 

原料の貯蔵システムへの悪影響を 小限に抑える。 
2007-2012 
・資源の種類・地域に固有の、乾物減量・組成変化・及

びバイオマスの機能的変化について、貯蔵オプション

と影響を評価。 
・主要コスト、安全性、インフラの課題を特定し、産業

規模の貯蔵コストを 小限に抑える経路を開発。 
・可溶性糖質と炭水化物の減少の理解。ならびに、貯蔵

中の原料からこれらの可溶性糖質と炭水化物が減少す

るのを予防し、回収できるかについての可能性を評価。

2013-2017 
・ 先端の変換システム（植物が本来持っている酵素を

含むなど）と相性が良い貯蔵システムの開発。 

・原料の品質・

モニタリング 
・貯蔵システム 
・全体の統合化 

・農業残渣処理

・エネルギー作

物処理 

1.2.3  
前処理 

各種原料とバイオリファイナリーの形態の各組み合わせ

において、装置の生産能力・中身密度・品質の点につい

ての、前処理システムの 適化・個別調整を行う。 
2007-2012 
・バイオリファイナリー原料の品質要件をベースとして、

各種原料についての前処理要件を策定する。 
・各種資源ごとの前処理要件に適合する装備・手法の開発。

・分別(fractionation)、生産能力、効率性の面で粉砕機の

形態（構造）の 適化。 

・原料の品質・

モニタリング 
・バイオマスの

材料特性 
・バイオマスの

物理的状態の

変化（粉砕、

圧縮など） 
・全体の統合化 

・農業残渣処理

・エネルギー作

物処理 
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・バイオマスの分解を制御し望ましい流動特性を生み出

す革新的な容積圧縮法の開発。 
・前処理された原料の流動特性を理解・制御し、輸送・

出荷・待機時間の運用に関する問題を 小限に抑えた

製品を提供する。 
2013-2017 
・前処理、および、 先端のバイオマス分別・混合システ

ムの開発を行い、バイオマスの市場価値を 大化し、バ

イオリファイナリーの製品の均一性を 大限に高める。

1.2.4  
出荷・輸送 

輸送コストを 小限に抑えるために原料の特性を 適化。
2007-2012 
・出荷・輸送の要件に関連した、原料の物理的特性・流
動特性の 適化。 

・輸送キャパシティを 適化するための革新的な出荷方
法の開発。 

2013-2017 
・ 先端の出荷・輸送概念の開発（スラリーシステムを
含む）。 

・バイオマスの
材料特性 

・バイオマス材
料出荷・輸送 

・全体の統合化 

・農業残渣処理
・エネルギー作

物処理 

1.3 原料の統合化 

1.3.1  
生産と作業
の統合化 

原料の生産部門および輸送部門の内部間、ならびに、両
部門間の、接点の明確化・調整・整理。 
2007-2012 
・乾燥農業原料について、生産能力、中味密度、流動特
性、組成、品質の要件を満たす、統合的な原料作業シ
ステムの評価。 

2013-2017 
・湿潤農業原料について、生産能力、中味密度、流動特
性、組成、品質の要件を満たす、統合的な原料作業シ
ステムの評価。 

・全体の統合化 
・農業残渣処理
・エネルギー作

物処理 

1.3.2  
原料プラッ
トフォーム
の分析 

標準分析ツールを開発・利用して、ステークホルダーか
ら提供された情報も合わせ、現在及び将来のバイオマス
原料供給・コスト・品質に関わる媒介変数を試算する。
2007-2012 
・信頼できて産業界が利用しやすい、現在及び将来の原
料供給に関するデータの作成（種類、価格、量、場所）。

・原料供給システムの 適化プロセス及びコストモデル
を開発し、技術目標を分析的に開発・評価する。 

2013-2017 
・全バイオマス資源のうち、持続可能な利用が行え、バ
イオリファイナリーで回収できるフラクション（構成
部分）について、信頼できる分析を行う。  

・資源の利用可
能性、コスト 

・貯蔵システム 

・トウモロコシ
湿式粉砕機 

・トウモロコシ
乾式粉砕機 

・天然油処理 
・農業残渣処理
・エネルギー作

物処理 
・森林資源処理
・廃棄物処理 

1.4 基礎と新しい概念 

1.4.1  
先端の原

料生産 

バイオエネルギー生産における、バイオマス原料を改善
するための、ツールと戦略を開発する。 
2007-2012 
・バイオマスの総資源基盤を増やすだけでなく、バイオ
エネルギーとして持続可能な利用が行えるようなフラ
クションを増やすことも目的として、収量の増加と発
展しつつあるエネルギー作物の品質向上に関連した、
ゲノミクス戦略・農業戦略を開発する。 

・植物の細胞壁の組成・構造を設計・操作（植物細胞壁
の酵素発現システム等）して、発酵性糖の製造を 大
化する。 

2013-2017 
・選ばれたエネルギー作物の生産量増加を実証。 
・原料におけるセルラーゼ発現の実証。 

・持続可能な生
産 

・作物遺伝学 
・全体の統合化 

・農業残渣処理
・エネルギー作

物処理 
・森林資源処理
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【バイオマス特集】 研究開発 

 
エネルギー省と農務省共同のバイオマス研究開発プロジェクト（米国） 
 
本年 3 月に米国エネルギー省と農務省は 21 のプロジェクトに対し、今後 3 年間で 大

1,845 万ドルを提供することを発表した。これらのプロジェクトは全米 16 州で大学および

民間企業において実施される予定で、バイオ燃料生産用の作物の品種改良や、バイオ燃料・

バイオ製品の生産コストプロダクト及びバイオエネルギーからの発電コストの削減のため

の研究などが行われる。今回選定されたプロジェクトは、エネルギー省と農務省のバイオ

マス研究開発支援プログラムである「バイオマス研究開発イニシアティブ（Biomass 
Research and Development Initiative）」1の一環であり、同プログラムから資金提供を受

けることになる。 
 
これらのプロジェクトは、2006 年 1 月 31 日にブッシュ大統領が一般教書演説で掲げた

「先進エネルギー・イニシアティブ（Advanced Energy Initiative: AEI）」に基づき、自

動車燃料や家庭・ビジネスにおけるエネルギー資源の変革を目的としている。下表に示す

21 プロジェクトへの支援総額 1,845 万ドルのうち 1,323 万ドルが農務省から、残りの 522
万ドルがエネルギー省から支出される。 
 

表 バイオマス研究開発イニシアチブに選定された 21 プロジェクト 

支援対象組織 支援額（ 大） プロジェクトの概要 
ニュージャージー州立大

学ラトガース校 
Rutgers, The State 
University of New 
Jersey（NJ） 

$971,799 米国の特定地域における 適のバイオマス

生産性やスイッチグラス・パフォーマンスを

特定するためのコンソーシアムを設立する。

 

Agrivida 社 
Agrivida, Inc.（MA）  

$982,589 バイオ燃料生産を改善するための植物の改

良に関する研究を行う。 
 

フロリダ大学 
University of Florida 
（FL） 

$866,576 発酵性糖の生産増加のためサトウキビの遺

伝子組み換えに取り組む。 

セレス社 
Ceres, Inc. （CA） 

$839,909 植物の細胞壁におけるセルロース及びヘミ

セルロースの生合成や沈着に関する遺伝子

を特定し、特性を明らかにする。 
セレス社 $883,290 草本・木質作物の熱化学プロセスにおける使

                                                 
1 2000年 6月に成立した「2000年バイオマス研究開発法（Biomass Research and Development Act 
of 2000）」に基づき設立されたプログラムで、補助金の助成や政府機関による民間企業への委託契

約、その他の財政支援を通じて、バイオマスの研究開発・実証を促進することを目的としている。 
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支援対象組織 支援額（ 大） プロジェクトの概要 
Ceres, Inc. （CA） 用について評価する。 
コロラド大学 
Regents of the 
University of Colorado
（CO） 

$1,000,000 バイオマスを合成ガスに変換する太陽熱化

学反応システムを開発する。 

ノースカロライナ州立大

学 
North Carolina State 
University（NC） 

$999,889 セルロース系バイオマスからの低コストの

エタノールに関する先進技術を開発する。 

ミネソタ大学 
Regents of the 
University of Minnesota
（MN） 

$975,676 セルロース系バイオマスをバイオオイルに

変換する熱分解システムを開発する。 

ミネソタ大学 
Regents of the 
University of Minnesota
（MN） 

$715,340 米国のバイオエネルギー政策の目標を達成

するための道筋を作成し、経済的コストや環

境への影響を設定、将来的な技術的問題を特

定する。 
ミネソタ大学 
Regents of the 
University of Minnesota
（MN） 

$576,368 褐色腐朽菌による糖化における促進剤とし

てのリグニンを研究・分析する。 

ケンタッキー・リサーチ・

ファンデーション大学 
University of Kentucky 
Research Foundation
（KY） 

$999,964 セルロース系エタノールからペントース誘

導体を分離・回収させるための先進的セラミ

ック材料を開発する。 

バテル記念研究所 
Battelle Memorial 
Institute, on behalf of 
DOE’s Pacific Northwest 
National Laboratory
（WA） 

$1,000,000 イオン溶液を用いてバイオマスから燃料や

化学品への触媒変換に取り組む。 

パッカー・エンジニアリン

グ社 
Packer Engineering Inc.
（IL） 

$1,000,000 農場におけるバイオマスから合成ガスへの

変換や、熱、電力、肥料に関する研究開発を

行う。 

カンザス州立大学 
Kansas State University
（KS） 

$690,000 セルロース系エタノールの生産を増やすた

めのペレット飼料作物や多年生牧草を実証

する。 
アクロン大学 
The University of Akron
（OH） 

$743,904 グアユール（天然ゴムの一種）バイオマスに

関する臨界超過手法についての研究開発を

行う。 
 

パデュー大学 
Purdue University （IN） 

$1,000,000 バイオマスから高エネルギー密度の液体燃

料を直接生産する低コストで多収量のプロ
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支援対象組織 支援額（ 大） プロジェクトの概要 
セスを開発する。 

アイオワ州立大学 
Iowa State University
（IA） 

$944,899 バイオマスによる合成ガスからエタノール

を触媒生産する手法を開発する。 
 

コーネル大学 
Cornell University（NY） 

$998,943 分子構造や動力学モデリングに関するナノ

スケールでの解明を通じ、より効果的な酵素

変換プロセスを開発する。 
 

GE グローバル・リサーチ 
GE Global Research
（NY） 

$820,035 タール変換のための触媒部分酸化とバイオ

マスのガス化を統合する。 
 

テキサス・エンジニアリン

グ実験ステーション 
Texas Engineering 
Experimental Station
（TX） 

$600,000 カルボン塩酸の生産やケトンへの変換のた

めのバイオマスの嫌気発酵の商業的実現可

能性を実証する。 
 

ワシントン州立大学 
Washington State 
University（WA） 

$839,909 新世代のバイオ燃料及びバイオ製品のプロ

ダクト多様化戦略を提供する。 
 

出典）エネルギー省, “USDA, DOE to Invest up to $18.4 million for Biomass Research, 
Development and Demonstration Projects,” March 4, 2008 
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【バイオ燃料】バイオエタノール   

 
米国エタノール産業の生産効率分析（2007 年） 

 
 米国の再生可能燃料協会（Renewable Fuels Association: RFA）は、現在の米国エタノ

ール産業を評価するために、エタノール生産工場の調査を行った。この調査は同協会の依

頼によりアルゴンヌ国立研究所輸送研究センターによって行われたもので、2008 年 3 月

に同センターから発表された。NEDO 海外レポートでは「バイオマス特集」としてこの全

訳を掲載する。 
＊＊＊＊＊ 

 
要約 

 2007 年、再生可能燃料協会（Renewable Fuels Association: RFA）は、現在の米国エタ

ノール産業を評価するために、エタノール生産工場の調査を行った。同調査は、トウモロ

コシのドライミルおよびウェットミル 1 双方で操業している工場を対象とした。特に工場

のタイプ、所有形態、生産能力、原料、生産量、副産物、操業用燃料と電気使用量、水の

消費量、製品の輸送と販売が調査対象の項目になっている。調査に対する回答は、2006
年のデータを基にしている。RFA の要請により、アルゴンヌ国立研究所（ANL）は RFA
と非開示協定（non-disclosure agreement: NDA）を結び対価を金銭以外で受け取るとい

う形で調査データの統計分析を行った。2007 年 11 月から 2008 年 1 月まで、ANL は生デ

ータを処理、分析した。この広範な技術メモは、ANL の分析を要約した正式な文書化に資

するものである。  
 
 調査に協力したのは 22 施設で、年間の燃料エタノール生産量は 18 億 1,300 万ガロンに

のぼり、2006 年の米国の生産量（49 億ガロン）の 37％に相当する。今回の調査の分析結

果を、2001 年に農務省(USDA)が実施したエタノール工場に対する調査結果と比較した。

その結果、今回の分析から以下の点が明らかになった。 
  

●トウモロコシ 1 ブッシェル 2あたりのエタノール産出量は、ドライミルで 6.4%、ウェ

ットミルで 2.4%増加していた。 
●全エネルギー消費量（化石燃料および電気）は、2001 年の調査時と比較して、ドライ

ミルで 21.8%、ウェットミルで 7.2%減少していた。 
●2001 年からの大きな変化としては、ドライミルで系統電力の使用が 15.7％減少してい

た。 

                                                 
1 ドライミルはトウモロコシの胚芽を除去し粉砕（製粉）・発酵処理する方法でエタノールの抽出

を目的とした製造工程。ウェットミルは、でん粉を作ることを目的とした製造工程があり、得ら

れたでん粉はぶどう糖や異性化糖などの糖に転換される。 
2 トウモロコシの場合、1 ブッシェル=25.401kg。 
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●ドライミルで、操業用燃料の使用が石炭から天然ガスへ移行していた。 
●ドライミルからのエタノール生産時の飼料副産物である DDGS(dried distillers 

grains with solubles)3の 1/3 以上(37%)が、実際にはウェットフィードとして販売さ

れ、その結果、乾燥用に使用する工場の熱利用が削減された。 
●副産物としての CO2の回収と生産が増加しており、調査対象のエタノール生産能力の

23.5%相当の施設が CO2を外部に販売していた 4。 
● 後に、ドライミルでの水の使用量が 2001 年時の調査から 26.6%減少していた。 
 
 

結果 

1. 総合結果 

調査に協力したのは 22 施設で、年間の燃料エタノール生産は 18 億 1,300 万ガロンにの

ぼり、2006 年の生産量（49 億ガロン）の 37％に相当する。回答者の大部分はドライミル

の場合は有限責任会社(Limited Liability Corporations: LLC)5所有施設で、ウェットミル

の場合は投資家所有の施設であった（表 1）。データから、トウモロコシエタノール産業（特

に近年ではドライミルによる操業分）が急速に発展してきた様子がうかがえる。ドライミ

ル施設の 2/3 は 2001 年以降に建設され、そのうち 1/4 は 2001-2007 年の間に施設拡大を

行っていた。トウモロコシは現在でもエタノールの主原料で、エタノール生産量の 97％を

占めている。残り 3％は、ミロ（ソルガム）である。 
 

表 1 エタノール工場の所有権形態 

ドライミル % ウェットミル % 
LLC 52 投資家所有 83 
農家所有の会社 11 一般株式 17 
投資家所有 24   
一般株式 13   

 
 

                                                 
3 ドライミルでは、トウモロコシからエタノールへ転換した後の残余部分が distillers grains（DG）

と呼ばれる副産物である。通常これは乾燥されて dried distillers grains（DDG）となり、さら

に solubles と呼ばれる物質を添加したものが DDGS。DDG や DDGS は、家畜飼料として利用

されている。（出典：唐澤 哲也、郷 達也、特別レポート 米国における燃料用エタノールの

生産拡大が飼料穀物の需給へ与える影響 
（http://lin.lin.go.jp/alic/month/fore/2006/oct/spe-01.htm）） 

4 糖が発酵プロセスでエタノールと CO2が発生するが、この CO2を炭酸飲料水用に飲料メーカーが

購入する。この CO2をそのまま大気中に排出している工場もある。 
5 LLC の場合、「出資額範囲内の責任」「内部自治原則」「定款により自由な組織設計

が可能」で、出資が金銭に限られないので、農家が土地、農機、原料穀物、労働力な

どを提供することで出資者になることが出来る。1990 年代末以降に設立されたエタノール

プラントの多くが LLC の形態で運営されているのにはこうした背景がある。 
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2. 生産 
ドライミル、ウェットミルともに、個別の生産能力には大きな差がある（表 2）。年間の

平均生産量はドライミルでは 5,270 万ガロンで、ウェットミルでは 1 億 4,590 万ガロンで

あった（表 2）。2006 年のトウモロコシ 1 ブッシェルあたりの変性エタノール 6の生産量

は、ドライミルでは 2.81 ガロンで、ウェットミルでは 2.74 ガロンであった。1 ブッシェ

ルあたりの 大生産量は、ドライミルでは 2.96 ガロンで、ウェットミルでは 2.87 ガロン

であった。トウモロコシの年間平均処理量は、ドライミルでは 1,700 万ブッシェルで、ウ

ェットミルでは 5,270 万ブッシェルであった。 
 

表 2 工場ごとのエタノール生産量 

 ドライミル ウェットミル 
エタノール総生産量(100 万ガロン/年)   
平均値±S.D.＊ 52.7±21.6 145.9±92.8 
範囲 28.7~105.5 48.8~297.8 
産出高（gal de. /ブッシェル）＃   
平均値±S.D.＊ 2.81±0.09 2.74±0.13 
範囲 2.62~2.96 2.51~2.87 
トウモロコシ投入量（100 万ブッシェル/年）＊＊   
平均値±S.D.＊ 17.7±9.1 52.7±32.7 
範囲 1.7~37.0 16.3~106.5 

＊S.D.：標準偏差   ＊＊：ミロを原料としたエタノールは対象外 
＃gal denatured ethanol：変性エタノールガロン 
 
 
3. 副産物 
 DDGS が主たる副産物である。しかし工場は、次第に多くのウェット DDGS を動物の

飼養場に供給するようになっている。ウェット DDGS の発送により、エタノール工場にお

けるDDGSの乾燥用の光熱費を削減できる。データからは、現在DDGS の1/3以上(36.7%)
がウェットフィード（飼料）として販売されているのがわかる（表 3）。エタノール生産時

の副産物として排出される二酸化炭素(CO2)は、ドライミル、ウェットミルともに増加し

ている。CO2の回収と外販は、ドライミルでは生産されたエタノールの 32%分のエネルギ

ーに相当し、ウェットミルでは 17％に達した。双方をあわせると、エタノール生産能力の

23.5%に相当するものであった。 
 
 

                                                 
6 燃料用のエタノールは飲料用に転用（酒税の脱税）が出来ないように少量の他の物質を添加して

ある。 
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表 3 エタノール工場で生産された副産物 

 ドライミル ウェットミル 
副産物（乾燥 ポンド/ガロン） DDGS CGF/CGM＊＊＊ 
平均値±S.D.＊ 5.9±0.8 6.5±2.0 
範囲 4.7~8.1 3.3~9.5 
ウェットフィードとして売られる比率(%)   
平均値±S.D.＊ 36.7%±

37.0% 
41.1%±45.9% 

範囲 0~100% 6~100% 
エタノール生産量に対する CO2の外販比率(%)＊＊ 31.6% 16.9% 

＊S.D.：標準偏差 
＊＊：エタノール生産の副産物としての CO2 を外部に販売（注 5 参照）している施設の比率（エタ

ノール生産量ベース） 
＊＊＊CGF（corn gluten feed コーングルテンフィード）：コーンスターチを製造する際、胚芽から外

皮や繊維を乾燥したもの 
CGM（corn gluten meal コーングルテンミール）：コーンスターチを製造する際、胚芽から外
皮や繊維を除去した後、分離したタンパク質区分を乾燥したもの（出典：唐澤、前掲論文） 

 
 
4. エネルギー 

 平均的なドライミル施設は、燃料用エタノール（変性ガロンとして）を 1 ガロン生産す

るのに、電力を含めると 31,070Btu (British thermal unit:イギリス熱単位) 必要である

（表 4）。ドライミルの平均電力使用量は、1 ガロンに付き 0.70kWh である。大部分のド

ライミル施設(86％)は、天然ガスを使用して施設操業のために必要な蒸気を生み出すため

の熱を発生させる（Btu 換算）。残りの 14％は石炭動力のドライミルで、操業用燃料とし

て一部天然ガス（3－23％）で石炭を補っている。 
 
 ウェットミルに関しては、1 ガロンのエタノール（変性ガロンとして）を生産するのに

47,409 Btu が必要である。ウェットミルは大量の電力を必要とするが、その大部分は内部

電力用にコジェネ（熱電併給）能力が備わっており、系統電力の純需要を削減する。エタ

ノール 1 ガロンの生産に必要な天然ガスおよび石炭の平均使用量は、表 4 に掲載した。操

業用燃料として石炭を利用した場合、エタノール生産に必要なエネルギーは更に多くなる。 
 
表 5 にドライミルおよびウェットミルの操業用燃料別の詳細を示した。ドライミルでは

79.2％が天然ガス、次いで石炭が 12.7％、系統電力が 7.9%である。ウェットミルでは、

石炭が優勢で(71.6%)、天然ガスは 27.1%である。バイオガス、タイヤ燃焼、残油、液化石

油ガス(LPG)は、それぞれ 1.2%以下である。 
 
 
 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1026,  2008.7.23 

52 

表 4 エタノール工場のエネルギー消費量 

 ドライミル ウェットミル 
電気を含む総エネルギー使用量(Btu/ガロン)1   
平均値±S.D.２ 31,070±7,490 47,409±14,641
範囲 17,706~44,034 28,795~63,422 
電気３(kWh/ガロン)   
平均値±S.D.２ 0.7±0.35 1.96±0.67 
範囲 0~1.57 0.75~2.89 
天然ガス 4,6(Btu/ガロン)   
平均値±S.D.２ 27,589±6,358 14,461±9,586 
範囲 16,000~36,883 3,397~30,830 
石炭 5,6(Btu/ガロン)   
平均値±S.D.２ 29,174±1,708 30,448±21,158
範囲 27,966~30,381 0~58,553 

1 変性エタノール 
2 S.D.：標準偏差 
3 ドライミル用は系統電力。ウェットミル用は系統電力とコジェネ使用。 
4 天然ガス動力のエタノール工場 
5 石炭動力のエタノール工場（Btu 換算 3－23％の天然ガスを併用） 
6 ほとんどのウェットミルは、操業用燃料として石炭と天然ガスを使用している。ただし 1 施設の
みは天然ガス 100％。 
 
 

表 5 エタノール生産工場における操業用燃料の比率 (単位：％) 
 ドライミル ウェットミル 
系統電力 7.9 －1 
天然ガス 79.2 27.1 
液化石油ガス 0.2  
石炭 12.7 71.6 
残油 0.02 0.04 
バイオガス  0.1 
タイヤ  1.15 

1 ウェットミルの燃料タイプ別の比率は、系統電力とコジェネを区別していな
い工場もあるため、系統電力を除外している。ほとんどすべてのウェットミ
ルはコジェネ能力があるため、系統電力の需要は小さいと考えられる。 
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5. 水 

 エタノール（変性ガロンとして）1 ガロンを生産するのにドライミルでは現在 3.45 ガロ

ン、ウェットミルでは 3.92 ガロンの水を使用している（表 6）。回答者のうち水の消費量

が一番少なかったのは、ドライミルでは 2.65 ガロン/ガロン、ウェットミルでは 1.2 ガロ

ン/ガロンであった。水の使用量は、回答者によりばらつきが大きかった。新しい工場は水

の消費量が少ない傾向にあったが、これは、デザインの改善によるものであると考えられ

る。平均すると、エタノール（変性）1 ガロンの生産のために使用する蒸気は、ドライミ

ルでは 14.5 ポンド、ウェットミルでは 29.5 ポンドであった。 
 

表 6 水および蒸気の使用量 

 ドライミル ウェットミ

ル 
水 (ガロン/ガロンエタノール)1   
平均値±S.D.２ 3.45±0.59 3.92±1.76 
範囲 2.65~4.90 1.20~6.10 
蒸気 (ポンド/ガロンエタノール)   
平均値±S.D.２ 14.47±7.63 29.54±14.47 
範囲 0.60~29.60 13.40~45.70 

1 変性エタノールガロン 2 S.D.：標準偏差 
 
 
 
6．製品の輸送と販売 

 エタノールとその副産物は、多様な輸送形態（トラック、バージ（はしけ）、鉄道および

パイプライン）で目的地に出荷される。表 7 で示したように、エタノールの輸送はかなり

鉄道に依存しており、ドライミルからの出荷分の 3/4 (74%)、ウェットミルからの出荷分

の 2/3 (66%)を占めている。DDGS の輸送に関しては、鉄道とトラックが二分しており、

ウェットミルからの副産物であるコーングルテンフィード(CGF)とコーングルテンミール

(CGM)の大半(76%)はトラックで輸送される。ドライミルからの CO27のほとんど（83％）

はトラックで、残り（17％）はパイプラインで輸送される。ウェットミルの場合は、CO2

の半分はパイプライン経由、37％が鉄道、13％がトラックで輸送される。 
  
 
 
 
 

                                                 
7 注 5 を参照。 
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表 7 製品と副産物の平均輸送形態 

 トラック 鉄道 バージ パイプライン

ドライミル 
エタノール  26.3% 73.7%   
DDGS  43.5% 56.5%   
ウェットフィード 100.0%    
CO2  83.3%   16.7% 

ウェットミル 
エタノール  25.0% 66.0%  9.0%  
CGF/ CGM  76.0%  1.0% 24.0%  
CO2  13.0% 37.0%  50.0% 

 
 原料と製品を輸送する際の燃料は、主としてディーゼルが使われている（表 8）。 
ドライミル製品の工場と配送圏の分布を図 1 に示した。ドライミル製品の販売に関するデ

ータは不完全であるため、紹介しない。ウェットミルで生産されたエタノールは主として、

国防石油行政区 8（Petroleum Administration for Defense District: PADD）1 (43%)と
PADD 2 (31%)に分布している。残りは、PADD3 が 11%、 PADD4 が 4% 、PADD5 が

11%である。 
 

表 8 ドライミルからの製品の輸送燃料＊ 

 ガソリン ディーゼル LPG E85＊＊ 
全輸送燃料に占める比率 13.0% 75.2% 9.4% 2.4% 

＊ ウェットミルのデータは入手不能 
＊＊ ガソリンに対して、エタノールを 85％混合した燃料。 
 

図 1 ドライミルで生産されるエタノールの分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 エネルギー省が統計資料で通常使用している地域分類で、PADD1~5 まである。 

PADD1：東海岸（17 州と DC）、 PADD2：中西部（15 州）、 PADD3：湾岸（6 州）、PADD4：
ロッキー山脈（5 州）、PADD5：西海岸（5 州）とアラスカ、ハワイ 
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7．2001 年の農務省によるエタノール工場調査との比較 
 今回の調査時のデータと統計分析を、エタノール工場のエタノール産出量とエネルギー

使用に関する農務省の調査（2001 年）と比較した。表 9 に変性エタノールの比較結果を

示す。エタノール産出量はドライミルで 6％、ウェットミルで 2％増加した。全エネルギ

ー消費量(化石燃料および電気)は、2001 年の調査時に比べドライミルで 21.8％、ウェット

ミルで 7.2％減少していた。2001 年の調査から、大きく変化していた別の要因は、ドライ

ミルで系統電力の使用が 15.7％減少していたこと、また水の使用量が 26.6%減少していた

ことである。 
 

表 9 エタノール生産工場における産出量とエネルギー使用量の比較 

 ドライミル ウェットミル

RFA による 2007 年の調査結果 
産出量（gal de. /ブッシェル）＃ 2.81 2.74 
全エネルギー消費（Btu/ gal de.）＃ 31,070 47,409 
全エネルギー消費量に対する系統電力の比率 7.9% NA 
水の使用量（ガロン/ gal de.）＃ 3.45 3.92 
農務省による 2001 年の調査結果＊ 
産出量（gal de. /ブッシェル）＃ 2.64 2.68 
全エネルギー消費（Btu/ gal de.）＃ 39,719 51,060 
全エネルギー消費量に対する系統電力の比率 9.4% 0% 
水の使用量（ガロン/ gal de.）＃＊＊ 4.7 NA 
2001 年の調査からの変化 
産出量（gal de. /ブッシェル）＃ +6.4% +2.4% 
全エネルギー消費（Btu/ gal de.）＃ -21.8% -7.2% 
全エネルギー消費量に対する系統電力の比率 -15.7%  
水の使用量（ガロン/ gal de.）＃ -26.6%  

＊ 出典：Shapouri, Duffield and Wang、 トウモロコシエタノールのエネルギー 
バランス： 新版、米国農務省 AER/814、2002 年 7 月 

＊＊ Shapouri, H. and Gallagher, P.、米国農務省による 2002 年のエタノール生産 
費用調査、2005 年 7 月 

＃gal de. = gal denatured ethanol：変性エタノールガロン 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：http://www1.eere.energy.gov/biomass/pdfs/anl_ethanol_analysis_2007.pdf 
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【バイオマス特集】 バイオエタノール 
 
バイオ燃料がなければガソリン価格と石油消費量が増加する試算（米国） 
 
 米国エネルギー省(DOE: Department of Energy)サミュエル・ボードマン長官と農務省

(USDA: Department of Agriculture)エドワード・シェーファー長官は 2008 年 6 月 11 日、

バイオ燃料、食料、ガソリン価格およびディーゼル価格に関する多くの課題に取り組んで

いる上院議員ジェフ・ビンガマンからの質問に対して、回答を送付した 1。書簡の内容は

以下のとおりである。 
 
バイオ燃料がない場合、ガソリン価格が 1 ガロン当たり 20～35 セント増加する可能性が

ある。 
・DOE の試算では、第一世代のバイオ燃料であるエタノール 2がない場合、ガソリン価

格が 1 ガロン当たり 20～35 セント高くなる可能性がある。 
 
・これは、標準的な世帯で年間約 150～300 ドルの節約となることを意味する。 

 
・米国全体で年間のガソリン消費量が約 1,400 億ガロン 3というデータに基づくと、ガ

ソリン代は 280～490 億ドルの節約となる。 
 
・エタノールの使用量は、2005 年のエネルギー政策法で策定された「再生可能燃料使用

基準(RFS: Renewable Fuel Standard)」4の義務要件を既に超えている。精製業者や

ガソリン販売業者は経済的に優位性があり、法律で定められているよりエタノールを

多く使用していることが実証された。 
 
バイオ燃料は米国の石油依存を低減させている。 

・DOE の試算によると、バイオ燃料がない場合、現状の走行レベルを維持するために

は、2008 年で 72 億ガロンのガソリンが余分に消費されざるを得ない（5％の増加）。

このように、ガソリンの需要が増加すれば、基本的な需要と供給の関係により、米国

民のガソリン購入価格が高騰することになるだろう。 
 
バイオ燃料は温室効果ガスの排出量を減らしている。 

                                                 
1 http://www.energy.gov/media/Secretaries_Bodman_and_Schafer_Ltr_to_Sen_Bingaman.pdf 
2 この試算は、エタノールとガソリンの現在の価格差と、石油の供給弾力性のデータに基づいてい

る。したがって、試算結果には幅がある。 
3 約 5 億 3,000 万 kl で日本の約 9 倍。 
4 同法令の定める再生可能燃料使用基準量は、2006 年が 40 億ガロン、2007 年が 47 億ガロンと増

加し、2012 年には 75 億ガロンであるが、2007 年の実績は既に 65 億ガロンになっている。 
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・DOE の科学者達によると、米国産のトウモロコシ由来エタノールは、燃料の完全な

「ライフサイクル」（栽培から燃料生産、燃焼まで）を考慮した場合、ガソリンと比

較して温室効果ガスの排出量が 19％減となることが分かった。 
・DOE の科学者達の試算によると、バイオ燃料の生産と使用により、2007 年には 1,300

万トンの温室効果ガスが回避された。 
 
・セルロース系（スイッチグラス、トウモロコシ茎葉、木材チップ、その他の非食物資

源）由来の次世代バイオ燃料は、トウモロコシ由来のエタノールよりも温室効果ガス

を大幅に削減できる見込みがある（ガソリンと比較して、86％以上）。 
 
世界の食料価格高騰の要因のうち、現在のバイオ燃料が占める割合はごくわずかである。 
・世界の食料価格高騰の主要因は、現在のバイオ燃料以外の要素にある。 

- 石油価格とガス価格の高騰は、肥料、収穫、輸送の価格高騰をもたらしている。 
    - 発展途上国の食料需要は増加しており、人々の食生活も改善されている。 

- 二年間にわたる悪天候と干ばつにより、世界の一部の地域で不作となった。 
- いくつかの国により輸出規制が課せられた。 

 
将来のバイオ燃料は、食料と燃料の競合性の問題を緩和するだろう。 

・セルロース系バイオ燃料の原料は、作物の栽培に適さない土地で生産される可能性が

あり、森林残渣から収集できる可能性もある。 
- ブッシュ政権は、新しいバイオ燃料技術（特にセルロース系バイオ燃料に重点を

置いた技術）の研究開発と実証に対して、10 億ドル以上を拠出することを発表。

以下が助成対象である： 
     (1)バイオエネルギー研究センター：科学者達が協力し、食物繊維の変換によっ

て、よりコスト効果的・効率的な燃料を生成する。 
          (2)商業規模／小規模のバイオリファイナリー：新しいバイオ燃料技術の商業化

に向けた計画を立て、画期的発見と新規プロセスのテストを行う。 
 

 
翻訳：大釜 みどり 

出典：http://www.energy.gov/news/6335.htm 
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【バイオマス特集】第 2世代バイオ燃料 遺伝子解析 

次世代バイオ燃料の生産を切り開くバイオマス分解菌（米国） 

トリコデルマ・リーゼイの遺伝子解明が進む 

 
軍需品を劣化させる厄介者は、程なくバイオ燃料生産者への贈り物になるかもしれない。

優れた性能を持つバイオマス分解菌のゲノム 1 解析により、驚くべきことにそのバイオマ

ス分解菌が植物の細胞壁を破壊する際に使う遺伝子の数は、 小限であることが示された。

これはバイオ燃料生産用に改良した酵素をさらに改善する機会があることを浮き彫りにす

るものである。この結果は、米エネルギー省共同ゲノム研究所（U.S. Department of 
Energy Joint Genome Institute：DOE JGI）およびロスアラモス国立研究所（Los Alamos 
National Laboratory ：LANL）が率いる産官学の研究者チームにより 5 月 4 日の Nature 
Biotechnology に電子出版された。 
 

 
 
発表された分析で対象となっているトリコデルマ・リーゼイ(T. reesei)の発見は第二次

大戦時にさかのぼり、当時は南太平洋で軍服やテントを劣化させる原因であると考えられ

ていた。この祖先系統はそれ以来、広く産業に応用可能な変種を生み出し、今日では特に

セルラーゼ 2 やヘミセルラーゼ 3 といった酵素の豊富な供給源として知られ、現在リグノ

セルロースからのバイオ燃料の生産にむけた 初のステップとして、植物の細胞壁破壊に

触媒作用を及ぼすための研究が進められている。 
 

                                                 
1 全遺伝子情報 
2 植物は、ブドウ糖を結合させてセルロース（植物細胞の細胞壁や繊維の主成分）を作る。このセルロースを

分解する酵素がセルラーゼ。 
3 ヘミセルロースを分解する酵素がヘミセルラーゼ。ヘミセルロースは、植物細胞壁に含まれる、非水溶性の

多糖類（セルロースを除く）の総称。セルロース、リグニンとともに木材質の主要成分を構成する。 

<顕微鏡写真> 
フィンランド技術研究センター(VTT) Mari 
Valkonen 氏の提供による顕微鏡写真。赤く

着色されているのは小気泡膜付きの T. 
reesei 菌糸で、青は細胞壁キチン。 
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「T. reesei のゲノムから得られた情報により、現在リグノセルロースを発酵性糖に変換す

るのにかかる莫大なコストを削減するために、変換に 適な菌の種族の研究を加速させる

ためのロードマップが示されるだろう。」DOE JGI の責任者で論文の上級著者の一人であ

るエディ・ルービン氏はこう述べている。「T. reseei や他の菌類からの改良された産業用

酵素の「カクテル」により、ミスカンザス 4 やスイッチグラス 5 といった多年生植物、ポ

プラのような成長の早い樹木からの木材、農業の作物残渣、市町村から出るゴミなどの原

料から次世代バイオ燃料へのバイオマスの変換がより経済的になる可能性がある。こうし

た絶え間ない進歩を通じて、ガソリンに依存した輸送部門をカーボンニュートラル戦略に

いずれは転換できると期待している。」 
 
何千年にもわたり、文明は住と食を求めて、自然の恵みに依存してきた。安価で豊富な

化石燃料は工業化時代の経済エンジンの原動力になり、石油から合成された広範な種類の

製品を生み出した。しかし、輸送に必要な輸入石油への依存に対する懸念が高まり、21 世

紀にはエネルギー問題に対処するために微生物の代謝プロセスを利用するいわゆる「白」6

バイオテクノロジー（産業バイオテクノロジー）へシフトすると考えられる。 
  
研究チームは、T. reesei の 3,400 万のヌクレオチド 7ゲノムを、予め特性が明らかにな

っている 13 種の菌と比較し、直感とは反したものがあることを発見した。T. reesei は旺

盛な多糖分解植物として広く知られていたが、その強力な分解機構を働かせる遺伝子の数

は 小限であることがわかった。 
 
「我々は T. reesei が大量に分解酵素を生産することに気づいていた。しかし、生産してい

る酵素タイプがいかに少ないかを知り驚いた。それは、そのタンパク分泌システムが並は

ずれて効率的であるということである。」同研究の主執筆者で、ロスアラモス国立研究所の

DOE JGI 支援を受けているニューメキシコ大学の研究者、ディエゴ・マルチネス氏はこ

う述べた。その後、研究チームは T. reesei の複雑な分泌経路の構成要素に着目し、これが

T. reesei のすぐれた能力に重要な役割を果たしているとの感触を得たのである。 

                                                 
4 イネ科の植物で、Miscanthus sinensis（イネ科ススキ属ススキ）と Miscanthus sacchariflorus（イネ科ス

スキ属の多年生在来植物オギ）のハイブリッド。エネルギー効率が高く、栽培が簡単であるが、4m 近くの高

さにまで成長するため、貯蔵、輸送上の難点が指摘されている。（参照：NEDO 海外レポート 1021 号(2008
年 4 月 23 日)、「バイオマス資源として注目されるミスカンザス(EU)」、

（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1021/1021-07.pdf）） 
5 多年生のイネ科の植物で、米国ではロッキー山脈以東の至る所で自生している。セルロースを大量に含み、

エタノールの原料として期待されている。 
6 バイオテクノロジーは、主に３つのカテゴリーに分類される。①赤バイオテクノロジー：医療健康分野、②

緑バイオテクノロジー：食料分野、③白バイオテクノロジー：工業分野（出典：スペインビジネス

（http://www.spainbusiness.jp/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,4928839_36877827_36778665_0,00.ht
ml）） 
7 ヌクレオチド（核酸）は、ヌクレオシド（塩基と糖が結合した化合物の一種）にリン酸基が結合したもので、

DNA（デオキシリボ核酸）や RNA（リボ核酸）を構成する単位。遺伝情報の保存や発現に関与する。 
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「イースト菌と共通祖先からの分岐以来、分泌機構にはほとんど変化がみられないが、

T. reeseiがセルラーゼの生産に重要なある種のタンパク結合を処理する方法には興味深い

若干の違いがある。」とマルチネス氏は言う。 
 

T. reesei と他の菌種との比較分析で、糖質関連酵素の遺伝子がクラスター（集団）を作っ

ているのが観察された。これは特殊な生物学的役割、すなわち多糖分解を示すものである。

「T. reesei にとって植物の組織は主たる養分ではないようである。セルロースとヘミセル

ロースを調べた結果、こうした分解遺伝子の機構が反応性のよさの秘訣であるらしい。」と

マルチネス氏は述べた。 
 
「トリコデルマ・リーゼイゲノムの配列解析は、燃料や化成品の製造用に再生可能な原

料を使うことに向けた重要な一歩である。」Novozymes8（この研究に関する共同研究団体

の一つ）での第二世代バイオ燃料に関する研究活動の責任者、ジョエル・チェリー氏は言

う。「この柔らかい腐敗菌は、世界で も驚異的なセルラーゼの生産者として役立っており、

すでに世界中の繊維産業は広範な種類のセルラーゼ製品の主原料として利用している。ま

たこの菌は、セルロース系バイオマスを発酵性糖に分解する酵素を生産する 上の生物で

もある。発酵性糖は生物学的方法で燃料や建築用の化学ブロックに変換されうる。ゲノム

に書き込まれた情報により、我々は、どのようにこの菌がセルロースをこれほど効率的に

分解するかについてさらに理解を深め、どのように必要な酵素をこれほど驚異的に生産す

るかについて知ることができるのである。この情報を利用すれば、2 つの特性（セルロー

ス分解能力と酵素生産能力）を改善し、セルロース系バイオマスを燃料や化成品に変換す

る際の費用を削減することができるかもしれない。」 
 
 同研究の他の著者は以下の通り。Thomas Brettin, David Bruce, Chris Detter, Cheryl 
Kuske, Olga Chertkov, Melissa Jackson, Cliff Han, Monica Misra, Nina Thayer, Ravi 
Barbote, and Gary Xie (ロスアラモス国立研究所内 JGI-LANL)、Jarrod Chapman, Igor 
Grigoriev, Isaac Ho, Susan Lucas, Nicolas Putnam, Paul Richardson, Daniel Rokhsar, 
Asaf Salamov and Astrid Terry （カリフォルニア州ウォルナットクリーク、

JGI-Production Genomics Facility：JGI-PGFacility）、Scott Baker and Jon Magnuson
（パシフィック・ノースウェスト国立研究所）。他の研究機関は以下の通り。米農務省森林

製品研究所、 オレゴン州立大学, ニューメキシコ大学、ウィーン工科大学, カトリック大

学(チリ)、技術研究センター（フィンランド）、第 I および 第 II Aix-Marseille 大学（フラ

                                                 
8 ノボザイム社はデンマークのバイオ企業で、医薬と臨床検査用の酵素を除いた産業用の酵素と微生物製剤の

分野において、世界で 46%の市場シェアをもつ。（参照：NEDO 海外レポート 1013 号(2007 年 12 月 12 日)、
「デンマークの再生可能エネルギー政策と技術」

（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1013/1013-12.pdf）） 
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ンス） 
 
米 DOE JGI（エネルギー省科学局による支援）はスタンフォード大学ヒトゲノムセン

ターと連携して、クリーンエネルギーの生産および環境的特性解析と汚染除去に関連した

DOE の任務を支援しゲノミクスを発展させるために、5 つの国立研究所（ローレンスバー

クレー、ローレンスリバモア、ロスアラモス、オークリッジ、パシフィック・ノースウェ

スト）の専門家を結集している。カリフォルニア州ウォルナットクリークにある DOE JGI
の Production Genomics Facility は、こうした課題へのシステムベースの科学的アプロー

チを可能にする統合高性能配列解読装置とコンピュータ解析を提供している。 
 

編集：NEDO 研究評価広報部・翻訳：吉野 晴美 
 
出典：http://www.jgi.doe.gov/News/news_5_4_08.html 
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【バイオマス特集】 研究開発 

 

米国における藻類のバイオマス活用の現状 
 

 
アルジェノール社のバイオフィールズ社（メキシコ）への技術提供 

メリーランド州のアルジェノール・バイオ燃料社は、メキシコのバイオフィールズ社か

ら 8 億 5,000 万ドルの投資を受け、バイオフィールズ社が行っている微小藻類からエタノ

ールを生産する事業に技術を提供する。 
 
今回の事業ではまず初めに、メキシコのソノラン砂漠のプラントで、塩水を使い、年産

100 万ガロンのエタノールを生産することを計画しており、2012 年までには生産を全体で

10 億ガロン、１エーカーあたりで 6,000 ガロンに増大させるとしている。 
 
アルジェノール社は、CEO ポール・ウッズが 1980 年代に開発した、藻類の細胞からエ

タノールを取り出す技術を活用している。この技術は、藻類を乾燥し、加圧してバイオデ

ィーゼル用の油を抽出するという、コストのかかる工程を省略できるものであった。 
 
同社はバイオフィールズ社との契約に加え、非公開の個人投資家から 7,000 万ドルの資

金提供を受けていると発表している。一方バイオフィールズ社は、メキシコの国営石油企

業である Pemex(メキシコ石油公社)と、売買契約を既に結んでいるとしている。 
 
藻類のバイオマス利用への取り組み 

藻類バイオマス利用を基盤とした研究開発は、米国国防総省が、藻類燃料の生産コスト

は１ガロン当たり 20 ドルを超えると推計したにも関わらず、その開発は積極的に行われ

ており、 近では以下のような例が報告されている。 
 

・カリフォルニア州のオーロラ・バイオフュエルズ社は、総費用 2,000 万ドルの藻類バ

イオマスプロジェクトを立ち上げると発表した。 
  このプロジェクトには、技術開発の初期段階から協力してきたノヴェンティ＆ガブ

リエルズ・ベンチャー・パートナーズ社や、オーク・インヴェストメント・パートナ

ーズ社が共同出資を行う。 
オーロラ社はＵＣ（カリフォルニア大学）バークレー校のタシオス・メリス教授が

開発した、オープンポンド・システムによる藻類の培養技術を用い、藻類からのバイ

オ燃料を生産する予定である。オーロラ社は、バイオ燃料の生産に係るコストを、従

来の生産手法に比べ半減させることができるとしている。 
 
・ワシントン州では、起業家、科学者と企業経営者のグループが、藻類バイオマスの技
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術開発と商業利用の促進のために藻類バイオマス機構を設立した。このグループは、

10 月 23 日・24 日にシアトルで、第２回の藻類バイオマスサミットの開催を予定して

いる。 
 
・テキサス大学の研究チームは、軟質のセルロース、グルコース（ブドウ糖）、スクロ

ース（ショ糖）を分泌する藍藻の開発に成功した。このチームはサイエンス・デイリ

ー紙に、「藻類バイオ燃料の生産規模が拡大した場合、微生物が、アメリカ合衆国の交

通用燃料の大きな部分を担うことができるであろう」と語っている。藍藻は、非農地

の栽培施設で、日光と塩水で育つものである。このチームは、藍藻から分泌されるセ

ルロースは軟質でゲル状であり、分解が容易であるうえ、このとき微生物は糖分やセ

ルロースを分泌し、組織を壊さずに、かつ糖分を抽出する強力な酵素を使わずに、バ

イオ燃料の原料を絶えず創り出すことができるとしている。 
 

・テキサスでは、ＵＳサステイナブル・エナジー社が、原料として 20 ポンドの藻類を

用いたバイオ燃料の製造試験を行っている。現在既に、40％の水分を含んだ、原油を

5％含む藻類バイオ燃料 20 ポンド用いた導入試験を 近行い、発火性の燃料の生成に

成功している。 
 
藻類バイオマスの商用化への見通し 

藻類バイオマスの商用化への見通しについてもいくつか調査がなされ、近いうちの商

用化が可能であるとの調査結果が出ている。 
 
・ワシントン州のバイオベンチャー企業、バイオナヴィタス社の調査によると、藻類バ

イオ燃料の生産が商用レベルに到達するのには４年かかるが、藻類バイオマスに関連

する排水処理ビジネスは、もっと早い段階で商用レベルに達するとされている。 
 
・フロリダ州のペトロアルジェ社は、藻類バイオ燃料の生産事業者が、藻類に生じる遮

光作用を回避するための方法を変化させ差別化させることによって、来年には、商業

生産の段階に到達できるという希望的観測を述べている。 
 
 
（出典） 
“Algenol signs $850 million deal with BioFields to develop 100 Mgy algae ethanol 
plant, 1 Bgy capacity eyed”  
Biofuels Digest 
http://biofuelsdigest.com/blog2/2008/06/12/algenol-signs-850-million-deal-with-biofield
s-to-develop-100-mgy-algae-ethanol-plant-1-bgy-capacity-eyed/ 
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“Algenol trains algae to turn carbon into ethanol”  
Jun 11, 2008 REUTERS 
http://www.reuters.com/article/environmentNews/idUSN1032368520080611?pageNum
ber=2&virtualBrandChannel=0 
 
“Algae are fueling a boom in energy research” 
Dec 23, 2007 Deseret News 
http://deseretnews.com/article/1,5143,695237893,00.html 
 
“Start-up enlists algae for toxic clean-up, fuel” 
May 5, 2008 Cnet News 
http://news.cnet.com/8301-11128_3-9934274-54.html 
 
“Biotech pros press algae into biodiesel production” 
June 10, 2008 Cnet News 
http://news.cnet.com/8301-11128_3-9964587-54.html 
 
“Algae Startups Confront Promise of Miracle Fuel With Big Summer” 
May 29, 2008 Popular Mechanics 
http://www.popularmechanics.com/science/earth/4266137.html?series=19 
 
“Race to algae-based biodiesel heats up” 
May 2, 2008 Cnet News 
http://news.cnet.com/8301-11128_3-9933355-54.html?tag=newsmap 
 
“Newly Created Microbe Produces Cellulose And Sugars For Biofuels” 
Apr. 24, 2008 Science News 
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/04/080423115917.htm 
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【バイオマス特集】 第 2 世代バイオ燃料 

ドイツにおける BTL 商業化プロジェクト 

 
商業プラントが操業開始 

今年 4 月、ドイツ東部ザクセン州のコーレン・インダストリーズ社（CHOREN Industries 
GmbH）がブランデンブルク州シュベート市に建設を進めていた次世代バイオ燃料 BTL
（Biomass to Liquid）1の商業プラントが完成したと報じられた。開所式にはメルケル首

相も出席している。 
ドイツは軽油に比べて二酸化炭素排出量を約 90%削減し、食糧供給と競合しない合成バ

イオ燃料として、BTL に大きな期待をかけている。シェル、ダイムラーベンツやフォルク

スワーゲンがプロジェクトを支援している。 
 
フライベルク市にあるコーレン社の実証プラントでは、すでに 2002 年以来、22,500 時

間以上の試験操業を成功裏に終えている。実証プラントで生産された BTL 燃料はダイム

ラーやフォルクスワーゲンの車両でもテストされ、排出低減や燃焼特性の点でも良好であ

ることが証明されている。 
本格生産のさきがけとして建設されたシュベート市のプラント（「ベータ・プラント」）

は同社が開発した Carbo-V 法 2により間伐材および廃材などの木質バイオ原料から燃料を

生産するもので年間 18,000kl の生産能力を持つ。完全操業までには 8～12 ヵ月の準備期

間が予定されている。生産される合成ディーゼル燃料は、現在広く使用されているバイオ

ディーゼルと異なり、どのようなディーゼルエンジンにも使用することができる。 
 
Carbo-V 法による BTL プラントは 3 段階で構成されている。 

第 1 段階：木質バイオマスを摂氏 400 度から 500 度で部分酸化して固体の「バイオコ

ークス」とタール分を含むガスに分離 
第 2 段階：灰の溶融点を越える温度で生成されたガスを燃焼室内で酸化 
第 3 段階：このガスに粉末状のバイオコークスを噴射しガス化炉内で反応させること

により原料ガスを精製する。原料ガスは成分調整により発電用や熱供給用に

も利用することができる。 
 
原料ガスは更に触媒を用いるフィッシャー・トロプシュ法（FT 合成）3 により炭化水素

                                                 
1 原料となるバイオマスをガス化させ、このガスを合成して液体燃料としたもの。 
2 Carbo-V 法の特徴としては第二段階における高温での熱分解によりタール分をほとんど含まない高品質のガ

スを生成でき、プロセス全体の熱効率が高いこと、さらにコークスもガス化するために資源効率が向上するこ

とが挙げられる。 
3 石炭、天然ガス、バイオマスなどを原料としたガス（一酸化炭素と水素）から炭化水素を合成する方法。 
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に合成され、液体燃料（商品名「SunDiesel®」）が得られる。 
合成燃料プラントでの FT 合成の利用にはシェルが協力し、ベータ・プラントにも同社が

約 15 年前からマレーシアの GTL4 プラントで活用している SMDS（Shell Middle 
Distillate Synthesis）法が導入されている。シェルは技術開発のほか、プラントの運転も

支援することになっているほか、市場への導入に際しても 2 社の自動車メーカーと共に重

要な役割を担う。 
 
＜ベータ・プラントの概要＞ 
・年産：1800 万リットル（1.8 万キロリットル） 
・原料：木質原料 6.5 万トン 
・投資額：約 1 億ユーロ（168 億円） 
・従業員：約 70 名 
・プラント熱出力：45 MW 

 
今後の展望と課題 

コーレン社はベータ・プラントの運転が順調に進展した場合、2009 年中にはさらに大規

模の「シグマ・プラント」（年産 27 万キロリットル、投資額約 4 億ユーロ、約 670 億円）

の建設を開始し、2013 年までに操業を開始することを計画している。ベータ・プラントで

生産される燃料の生産コストは 1 リットルあたり 1.0 ユーロ前後の予定だが、シグマプラ

ントでは 1 リットルあたり約 0.6 ユーロとバイオディーゼルと同等の水準になることが期

待されている。 
 
①政府による助成 
第一世代バイオ燃料の普及に貢献してきた現行のバイオ燃料比率法ならびにエネルギー

税法のバイオ燃料に対する優遇措置は 2015 年以降も適用されるかは不明である。コーレ

ン社が数年後に操業開始を予定するシグマ・プラントやこれに後続する事業の成功と次世

代バイオ燃料の普及にはさらに長期にわたる政策面からの支援が必要である。コーレン社

経営陣は、今後ドイツが温暖化対策を推進するためには代替燃料の大幅な利用拡大が不可

欠であることからこの点については楽観的に見ている。 
 
②原料バイオマスの確保 
合成バイオ燃料事業のもう一つの課題は、将来の原料の確保である。従来のバイオ燃料

利用はすでに現在の時点で発展途上国における環境破壊や社会問題につながる可能性が指

摘されており、次世代バイオ燃料には原料自給率の大幅な向上が切実な要求となっている。 
コーレン社は今後数年間の原料は充分に確保されているとしているが、将来の大規模プ

                                                 
4 Gas to Liquid のことで天然ガスから FT 合成製造された液体燃料。 
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ラント建設と生産量拡大にも対応するための準備を開始している。コーレン・インダスト

リーズの子会社、コーレン・バイオマス社は 5 月中旬にシュベート市近隣の企業、大学、

営林署などと共同で高成長性の樹木を栽培し合成バイオ燃料の原料を自給するための実証

事業を開始した。今回実施された作業では 22 種類の苗木 35 万本が植栽され、3 年後には

伐採できる体制となる。この計画が順調に進展すると 2012 年から 2013 年にはシュベート

市にある同社の生産施設に約100万トンの木質バイオマス原料を供給することが可能であ

る。 
植林される樹木はポプラ、柳など、約 20 年間にわたって輪伐が可能な樹種であるため高

能率の生産が可能であるほか、肥料の使用量も現在のバイオ燃料の主流である菜種栽培な

どに比べて大きく減少、さらに同一生産量あたりの栽培面積は約 1/3 程度（1 ヘクタール

あたり燃料生産量は 2,000 リットルから 5,000 リットル／年）となるため環境収支は大幅

に改善する。 
 
出典： 
（１）コーレン社プレスリリース、2008 年 5 月 21 日 
http://www.choren.com/de/choren_industries/informationen_presse/pressemitteilungen
/?nid=187  
（２）同上、2008 年 4 月 18 日 
http://www.choren.com/de/choren_industries/informationen_presse/pressemitteilungen
/?nid=184 
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【バイオマス特集】 第 2 世代バイオ燃料 

第 2 世代バイオ燃料のフルスケール生産実証設備を建設（カナダ） 

 
カナダ政府の次世代バイオ燃料ファンド 

カナダの John Baird 環境大臣は 2008 年 3 月、アイオジェン社(Iogen Corporation、オ

ンタリオ州オタワ)がカナダ政府の次世代バイオ燃料ファンド（NextGen BioFuels Fund）
を獲得したと発表した。総額 5 億カナダドルの同ファンドは、農業残渣や木質残廃材をバ

イオ燃料に転換する革新的技術に対し、1 プロジェクト当たり 2 億カナダドル、あるいは

初期投資額の 40%の資金のいづれか少ないほうの額を融資するもので、持続可能技術開発

カナダ（SDTC：Sustainable Development Technology Canada）によって運営されてい

る。農業残渣や木質残廃材をバイオ燃料に転換する特許技術が対象で、カナダ市場での実

証プロジェクトをサポートすることで商業化を加速することを目的としている。 
 

アイオジェン社の事業 

このファンドによって融資を受け、同社はサスカチュワン州に、商業規模の第 2 世代バ

イオ燃料製造設備（初期投資額 3 億カナダドル）を 2008 年後期から建設することになっ

た。本事業においては、同社とパートナー契約を締結したシェル、ゴールドマンサックス、

ペトロカナダが共同事業者となっている。 
 
アイオジェン社は、本来パルプや製紙産業用の酵素を生産する会社であるが、農業廃棄

物を主とした植物セルロースから、微生物を利用した燃料用エタノールの本格的工業生産

技術を開発してきており、2004 年から第 2 世代のバイオ燃料（セルロース・エタノール）

を製造し、政府公用車やレース車に供給してきた実績を持つ。 
 
また、世界 長のロードレースである米国の Air Force 25 Hours of Thunderhill レース

にもセルロース・エタノール（E85）1を供給している。同社は既に、フォルクスワーゲン

とシェルと共同で、ドイツにおいてセルロース・エタノールを製造販売する場合の経済性

の検討を行うことも発表している。 
 
アイオジェン社の技術は、同社と協力グループによる25 年間にわたる投資額1 億3,000 

万カナダドルの研究開発の結果生まれたもので、この中には天然資源省など連邦政府から

の 2,100 万カナダドル以上に上る補助金も含まれている。また、 近 3 年間は Guelph 大

学とセルロースを糖化する技術について 60 万カナダドルの研究費で共同研究を実施して

きた。 

                                                 
1 エタノール 85%、ガソリン 15%の混合燃料。 
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バイオ燃料普及の効果 

同社の発表では、穀類からのエタノールは温室効果ガスを 40％削減できるが、セルロー

スからだと 90％削減できるという。また、カナダ政府の試算では、カナダ国内の 35％の

ガソリン車が 10％セルロース・エタノールを含んだ E10 燃料を使用した場合、年間 180
万トンの温室効果ガスを削減でき、これは 40 万台分の車を削減するのと同等の効果があ

るとしている。 
カナダには、穀物、油種、木質バイオマス、農業残渣、海藻など、入手可能なバイオマ

ス燃料が 1,990PJ（ペタジュール＝1015J）も存在しており、この大部分を占める非食用セ

ルロースからエタノールを製造することによって、温室効果削減効果ばかりでなく、農業

部門の雇用促進効果などの経済効果、石油依存からの脱却によるエネルギーセキュリティ

面での効果も大きいとしている。 
 
（出典） 
・NextGen BioFuels Fund 
http://www.sdtc.ca/en/funding/NextGen_Biofuels_Fund/index.htm 
・Iogen 社 HP 
http://www.iogen.ca/ 
http://www.iogen.ca/news_events/press_releases/SDTC_Iogen_Mar_14_E%20_2_.pdf 
http://www.iogen.ca/news_events/events/index.html 
http://www.iogen.ca/cellulose_ethanol/what_is_ethanol/index.html 
・Ethanol policy may damage agriculture and limit renwable energy options 
http://www.ffwdweekly.com/Issues/2007/0426/view.htm 
・Boost for biofuels, TheStar.com 
http://www.thestar.com/article/256025 
・EnergyCurrent News 
http://www.energycurrent.com/index.php?id=3&storyid=10958 
・Environmental Expert.com, Step forward for proposed world-leading ethanol refinery 
in Canada 
http://waste.environmental-expert.com/resultEachPressRelease.aspx?cid=10080&codi
=29078&idproducttype=6&level=4 
・ BioFuels Canada, Iogen enters due diligence phase for cellulosic venture in 
Saskatchewan 
http://www.biofuelsmagazine.ca/article.jsp?article_id=99&article_title=Iogen%20enter
s%20due%20diligence%20phase%20for%20cellulosic%20venture%20in%20Saskatche
wan 
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（関連情報） 
・NEDO 海外レポート No.1023, 2008.6.4、【再生可能エネルギー特集】バイオ燃料、セル

ロース系エタノールの商業生産(ブラジル)－ブラジルと米国の開発競争が過熱－ 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1023/1023-09.pdf 
・NEDO 海外レポート No.1017, 2008.2.20【バイオマス特集】バイオ燃料、次世代バイオ

燃料に注目するカナダ 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1017/1017-10.pdf 
・NEDO 海外レポート特別号、新エネルギー海外情報 2005 年度 No.6、カナダにおけ

る新エネルギー等実態調査 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/foreigninfo/05/6.pdf 
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【環境】CO2回収・貯留   
 

CO2回収･地中貯留技術の商業化に 13 億ドルの投資計画 (米国) 
再構築された FutureGen プログラム 1に対する助成の公募を開始 

 
 米国エネルギー省(Department of Energy：DOE)は、同省の再構築された FutureGen
プログラムに基づき、複数の商業規模のガス化複合発電（Integrated Gasification 
Combined Cycle：IGCC）2もしくは 先端の CO2回収・地中貯留（carbon capture and 
storage：CCS）技術 3を利用したその他（IGCG 以外）のクリーンコール発電へ投資すべ

く助成の公募を発表した。この公募は、温室効果ガスである二酸化炭素（CO2）を回収、

貯留する石炭ベースの発電技術を発展させるために、複数の費用分担型プロジェクトを実

行しようというものである。DOE は、2009 会計年度 4に厳選されたプロジェクトに対し

て 2 億 9,000 万ドルを助成する見通しで、その後の数年に 10 億 1,000 万ドル追加される

ことを見込んでいる（議会による予算承認の対象となる）。 
 
 「エネルギー省は、アメリカのエネルギー安全保障を高めること、そして国内に豊富に

存在する資源である石炭が、環境に負荷をかけることなく増大するエネルギー需要を満た

すように使用されることを確実にすることにより、CO2の排出問題に取り組むことを約束

する。」と Bud Albright エネルギー省次官は述べた。「公募の発表により、商業規模での

クリーンコール発電所における炭素隔離技術の導入に向け一歩近づくことになる。」 
 
 助成公募情報には、申請書の提出に関する指示、必要とされる任務と背景の概要、プロ

ジェクトの説明、および主要な技術目標と実績要件が示されている。また、評価基準、雛

形となる協力協定の契約条件、再構築された FutureGen プログラムの下での官民協力に

必要な費用分担について記載されている。申請の締め切りは 2008 年 10 月 8 日で、プロジ

ェクトの選考は 2008 年末までに行われる計画である。 
 
 DOE は、過去 5 年間に達成された CCS 技術における技術的な研究開発の進展に基づい

て FutureGen プログラムに対するアプローチを改革し、2008 年 1 月 30 日に発表した。

新アプローチは、クリーンコール技術に対する市場条件の変化に対応するものであるだけ

                                                 
1 FutureGen プログラムとは「米国エネルギー省主導のもとで進められているプロジェクトで、石

炭ガス化発電と発生する CO2の回収・地中貯留を行うことによってニアゼロエミッションを達成

する、大規模のプロトタイプ発電施設を建設、実証する」というもの。(久留島守広、CO2回収・

地中貯留(CCS)技術の現状と展望(世界)、NEDO 海外レポート 1020 号(2008 年 4 月 9 日)、p.6
から引用 

（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1020/1020-01.pdf）) 
2 化石燃料（石炭、重油他）をガス化してタービンで発電し、高温の排ガスにより蒸気を発生させ、

蒸気タービンでも発電を行う。燃料を 2 段階で使用するため、熱効率が高い。 
3 詳細は、久留島、前掲論文参照。 
4 2008 年 10 月～2009 年 9 月 
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でなく、納税者のリスクを制限し、この 新技術に対する連邦政府の投資を 大限にする

取り組みでもある。この新アプローチは、IGCC または CCS 技術を利用したその他（IGCG
以外）のクリーンコール商業発電施設を建設することにより、先端のクリーンコール技術

の短期での導入を加速することを目的としている。複数のプロジェクトに助成することで、

隔離する CO2 の量を、2003 年に発表されたコンセプトの下での隔離量と比べて少なくと

も倍増できると DOE は期待している。これらの発電所が操業すれば、世界でもっとも環

境に優しい石炭火力発電施設となる。すなわち、年間 100 万トンずつの二酸化炭素をそれ

ぞれ回収・貯蔵すると考えられている。 
 
 国家環境政策法を遵守することを条件とすれば、助成公募情報は、2015 年末までに発電

施設が操業し次第 IGCC または CCS 技術を利用した他のクリーンコール発電所が商業運

転することを想定している。FutureGen プログラムの新アプローチは、隔離による二酸化

炭素排出の回避あるいは削減に伴う問題に焦点を合わせている。複数プロジェクトから得

られた技術的、経済的、運用的な結果は、広範な炭素隔離活動に関連する規制を普及させ

るための情報を提供し、方向性を示すものとなろう。同時に、CO2のモニタリング、排出

軽減および検証のための技術と手続きの確立に資するものになるだろう。 
 
 DOE の助成公募情報は、プロジェクトのエネルギー変換システムから得られるエネル

ギー出力の少なくとも 50％は発電用に使用されること、またプロジェクトは米国内で行わ

れることを求めている。更に、FutureGen プログラムの目標は、合成ガスまたは燃焼排ガ

ス中の炭素含有量の 90％を回収することである。プロジェクトは、石炭の水銀含有量に応

じて少なくとも 90％の水銀排出を除去し、硫黄、窒素酸化物および微粒子の排出を 少レ

ベルにまで削減しなければならない。 
 
 安全で恒久的な隔離を保証するために、DOE はまた FutureGen プロジェクト用のモニ

タリングおよび検証実績の要件を助成公募情報に盛り込んでいる。たとえば、含塩層に年

間少なくとも 100 万トンの CO2を注入する 3～5 年間の実証期間中、CO2の回収、輸送お

よび貯蔵に関する数値化と評価を行うこと；注入実証試験停止後少なくとも 2 年間、注入

された CO2の漏洩をモニタリングして DOE へ報告すること；および将来の CO2管理シス

テムの費用評価に必要な情報を発展させることである。 
 
 クリーンコール技術はブッシュ政権の「よりきれいで、安全な将来のエネルギー環境に

関するビジョン」にとって極めて重要な要素である。新アプローチは、IGCC あるいは CCS
を利用したその他のクリーンコール技術の統合が、広範に使用され、より迅速に商業化さ

れるのを実証するであろう。それは経済成長を促し、連邦の投資を 大化する一方、納税

者のリスクを限定するという方法で生活水準を向上させるであろう。ブッシュ大統領の

2009 会計年度予算要求は、クリーンコールの研究、開発および展開に 6 億 4,800 万ドル

計上した。これは過去 25 年以上の DOE の石炭プログラムに関する要求の中で 大の額で
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あり、2001 年以降進めてきたクリーンコール技術に対する 25 億ドル以上の投資額を足場

にしたものである。 
 

新 FutureGen イニシアティブとエネルギー省の他のクリーンコールプロジェクトにつ

いての詳細は、化石エネルギー局のウェブサイト 5を参照のこと。 
 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：http://www.energy.gov/news/6359.htm 
 
 

                                                 
5 http://www.fossil.energy.gov/ 
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【環境】気候変動 
 
海水温と海面の上昇値が従来予測より 50％大きいとの研究結果（米国） 
 
 新の研究により、1961～2003 年の期間の海水温と海面水位の上昇値が、IPCC（気候

変動に関する政府間パネル）1が 2007 年に発表した第 4 次評価報告書 2の推定値よりも、

50％大きいとの結果が報告された。 
 
 この研究結果は Nature 誌 6 月

19 日号で発表された 3。ローレン

ス・リバモア国立研究所(LLNL: 
Lawrence Livermore National 
Laboratory)の気候科学者 Peter 
Gleckler らによる国際研究者チ

ームは、気候モデルと、改善した

観測結果の比較を行い、1961～
2003 年の期間の海面水位が毎年

約 1.5mm 上昇したとの見解を出

した。これは、42 年間で海面水位

が約 2.5 インチ 4 上昇したことに

相当する。 
 
 海洋上層 300m における海洋温暖化と熱膨張率は、これまでの推定値よりも 50％以上大

きい。 
 
 同研究では、世界海洋観測システム(GOBS)で 近発見された小規模ながらも組織的な

偏りを補正するとともに、データが乏しい海域の情報を補う統計技術を用いた。今回の結

果は、海洋の観測結果に対する科学者達の信頼を高めることとなり、さらに、気候モデル

によって、海水温の変動を、従来考えられていたよりも、より実際に近くシミュレートで

きることが証明された。 
 
 「このことは気候モデルの研究界にとって重要である。海面上昇と海洋温暖化の推定に

用いる気候モデルが、観測結果と密接に結びつくことが実証されたからである」と

Gleckler は話す。 

                                                 
1 IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change 
2 “IPCC Fourth Assessment Report (AR4)”  http://www.ipcc.ch/# 
3 “Improved estimates of upper-ocean warming and multi-decadal sea-level rise” 
4 約 6.35cm。 

Credit: LLNL (Photo by Bob Hirschfeld) 
海洋温度と大気温度の上昇は、アラスカの 
ハバード氷河などの氷河に影響を与える。 
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 気候モデルのデータは 13 の異なるモデルグループから分析を行った。全てのモデルデ

ータは、LLNL の「気候モデル診断・相互比較プログラム(PCMDI)5」に保存されている、

WCRP（世界気候研究計画）CMIP36の、多数モデル・データセットから取得した。 
 
 観測とモデルによって、温暖化が近年 も進行しているのは海洋の上層部であることが

確認されているが、温暖化は海面から 700m 以下の深部にも広がりを見せている。 
 
 この結果は、海面水位の上昇に寄与している他の要因（氷河 7、氷帽 8、グリーンランド

氷床と南極氷床 9、深海における熱膨張の変化など）についての 新の推定値と比較され

た。これらの個々の結果をひとつにまとめて研究すると、これまでの研究結果と比べて、

情報により整合性が出る。 
 
 海洋は地球の気候システムにおける熱の 90％以上を含有しており、気候変動の影響に対

して一時的なバッファ（緩衝体）の役割を果たしている。海洋温暖化と熱膨張率は、これ

までの推定値よりも海洋上層 700m で 50％大きく、また、上層 300m でも従来の推定値よ

り大きいという結果が出た。 
 
 「これは、いわばほんの氷山の一角にすぎない」と Gleckler は話す。「観測に基づいて

推定を行うには、構造的な不確実要素を定量化できるかどうかが重要な鍵となる。今回の

研究は重要な進展を示している。」 
 
 このチームの参加者には、オーストラリア CISRO 気象・気候研究センター10、南極気候・

生態系共同研究センター11、及び LLNL の研究者達が含まれる。 
 

                                                 
5 Program for Climate Model Diagnosis and Intercomparison 
6 Phase 3 of the Coupled Model Intercomparison Experiment 
7 氷河：降雪からできた氷の塊で、山岳地の斜面や窪地を覆ったり埋めたりしている。これは狭い

意味での氷河であり、山岳地にあることから山岳氷河とも言う。 
8 氷帽：山頂や北極の島を覆う帽子状の氷河。ノルウェイのノールアウストランネ島、アイスラン

ド等、多数ある。 
9 氷床：広大な地域を氷で覆う大規模な氷河。現在は、南極とグリーンランドのみにある。 
10 Centre for Australian Weather and Climate Research 
11 Antarctic Climate and Ecosystems Cooperative Research Centre 
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翻訳：大釜 みどり 
出典：https://publicaffairs.llnl.gov/news/news_releases/2008/NR-08-06-07.html 
(Copyright © Lawrence Livermore National Laboratory,  
Used with Permission. All rights reserved.) 
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(Credit: LLNL) 
a）各要因は以下のとおり。赤色：海洋上層 700m の熱膨張、橙色：深海の熱膨張、水色：南極

氷床とグリーンランドの氷床、紺色：氷河と氷帽、緑色：陸地の含水量。 
 
b) 海面水位の推定値は、黒の実線（今回の研究）、および、黄色及び赤色の点線（人工衛星高

度計による観測）で示した。青太線は各要因の寄与の合計値。灰色の網掛け部分は、海面水

位についての標準偏差／誤差の推定値。細い青線については、各要因の寄与の合計値（青太

線）に、海洋上層部における熱膨張についての標準偏差／誤差の厳密な推定値を含めたもの

である。時系列は全て、3 年間の移動平均(running average)により平滑化されており、1961
年時点と比較している。 
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【エネルギー】 再生可能エネルギー 電力系統  

西部を再生可能電力網でつなぐ計画（米国） 

 
 国立再生可能エネルギー研究所（NREL）とエネルギー省（DOE）は、西部の州が重大

な問題、すなわち地域に豊富に存在する再生可能エネルギー資源をどのように効率よく消

費者に届けるかという問題に取り組むのを支援している。 
 
 国内にある、太陽光、風力、その他の再

生可能な資源からの発電に も適した多く

の場所は西部にある。そして、国内で も

急速に発展している 10 都市のうち 8 都市

が、また急成長している州のうち 7 州が西

部にある。 
 
不完全な組み合わせ 
 発展している西部に資源が豊富に存在す

ることは完全な組み合わせのように思える

－ただし地図を見るまでは。西部地域は、

ウェスタン・インターコネクションとして

知られる巨大な送電網が縦横に交差してい

る。しかし、 高の再生可能資源が存在す

る遠隔地や複雑な地形の所まで延びている

ものはほとんどない。たとえ送電線が来て

いても、新規の再生可能電源に接続できる

だけの容量が十分ではないこともしばしばある（末尾の地図参照）。そして、多くの新規送

電プロジェクトは、それぞれ独立して進められている。 
 
西部州知事連合(Western Governors’ Association：WGA)1は、2015 年までに西部地域

に 3 万 MW のクリーンエネルギーを開発し、2020 年までにエネルギー効率を 20％向上さ

せることを支持しているが、地域に関する分析はこれまでなされてこなかった。 
 

                                                 
1 19 の州知事および 3 つのアメリカ領の首領から成る組織。西部にとって重要な政策問題に取り組
み、地域の社会経済構造を強化することを目指す。メンバーはアラスカ州、アリゾナ州、カリフ
ォルニア州、コロラド州、ハワイ州、アイダホ州、カンザス州、モンタナ州、ネブラスカ州、ネ
バダ州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州、オクラホマ州、オレゴン州、サウスダコタ州、テ
キサス州、ユタ州、ワシントン州、ワイオミング州、アメリカ領サモア、グアム、北マリアナ諸
島。（参照： http://www.westgov.org/wga_governors.htm； 
および http://www.westgov.org/wga_mission.htm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アラモサ太陽光発電所は約 8.2MW を発電
する。NREL は、発電所があるサンルイ渓谷
はコロラド州で も太陽光発電に適している
場所であると評価している。再生可能エネル
ギー資源は常に送電網の近辺にあるとは限ら
ない。これが、DOE および WGA の委託を受
け NREL が分析する問題の一つになってい
る。（写真は Steve Wilcox 氏によるもの） 
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DOE と WGA は今後 3 年で 230 万ドルをかけて西部地域における電力供給問題に取

り組み、西部 11 州、カナダ 2 州、および送電網の一部に組み込まれているメキシコ国内

の地域における再生可能エネルギーによる発電と送電の調整を増やしていく。 
 

NREL のチームは調整努力に貢献 
「この調査は、地域全体をみることによって非効率な部分をなくせるかを検討するもの

です。」NREL の上級アナリスト David Hurlbut 氏はこう述べている。「これは州にある火

力発電所を取り除き、消費者にとっての全体的な利益が改善しているか、またコストは低

くなっているかを知るために行う、地域的な代替手段に関する検討なのです。」 
 
NREL の Dan Arvizu 所長は 5 月 28 日に WGA で講演した。いくつかのチームは調査

に貢献しており、戦略的エネルギー分析および応用センター、風力システム統合チーム、

および集光型太陽熱エネルギー2プログラムが含まれる。 
 
「このプロジェクトの終わりには、データの改善や、どこに送電線を引くかについて

我々の地域が決断を下す際に役立つ情報が得られるはずです。」と WGA 議長である Dave 
Freudenthal ワイオミング州知事は語った。 

 
再生可能エネルギーに関する第二の調査 

NREL はまた、土地管理局（Bureau of Land Management：BLM）所有の土地で行わ

れている再生可能エネルギープロジェクトの環境および地域住民に対する影響モデルを策

定するために、同局と協力している。 
 
 太陽発電だけでも、BLM は西部 6 州で 125 の案件を考えている。これはほぼ 100 万エ

ーカーの土地をカバーするもので、潜在的に 7 万 MW を発電する能力がある。これは平均

的な米国の家庭 2,000 万世帯に電力を供給するのに十分なものである。 
 
詳細については、WGA の西部再生可能エネルギー圏のウェブページ 3を参照のこと。 

 
 

                                                 
2 Concentrating Solar Power：CSP。熱エネルギーを生産するために太陽エネルギーの集光と吸収
により生成された熱を使用するシステム。この形式の太陽エネルギーは、蒸気タービンや熱機関
による発電にただちに使用することもエネルギーとして貯蔵することもできる。(参照：米国エネ
ルギー省は集光型太陽熱エネルギーに 500 万ドル投資、NEDO 海外レポート 1013 号、2007.12.12、 
p.94、 
（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1013/index.html）） 

3 Western Governors’ Association の Western Renewable Energy Zones  
(http://www.westgov.org/wga/initiatives/wrez/) 
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この地図は、米国南西部で集光型太陽熱エネルギーにとって も有望な一部の場所は、地

域で も辺ぴなところにあることを示している。DOE および WGA は、再生可能エネルギー
資源のある場所から都市部へ一番うまく電力を届ける方法を探っている。 

 
<図内説明> 
太陽（直達日射量）資源データに関連する WGA のカバー領域 
潜在的な二酸化炭素吸収量のデータは西海岸地域炭素隔離パートナーシップ、南西地域炭

素隔離パートナーシップ、およびプレーンズ二酸化炭素削減パートナーシップから入手し
た。このデータは、油田、ガス田、および炭田を表している。油田およびガス田のデータは
国家機関から収集した。炭層のデータは米国地質調査所（U.S.G.S.）の国家石炭評価ウェブ
サイトから入手した（ただし、炭層が 10 フィート未満のものは除外）。このデータはまだ整
備中である。 

 
発電所および送電線に関するデータは Platts POWERmap および POWERdat プロダクツ、

©2005 より入手。 
 
 年間の太陽熱資源に関する推定は、直達日射量を基にしている。データは SUNY-Albany

の Richard Perez 氏が作成したものを、NREL が一部改変した。このデータは、1998－2005 年
の 8 年間の平均値である。 

 
翻訳：吉野 晴美 

 
出典：http://www.nrel.gov/features/0608_west_connect.html 
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【エネルギー】 太陽光発電 太陽熱発電 
 

2025 年までに太陽エネルギーで米国の電力の 10％を賄える可能性 
 
 米国内における太陽エネルギーによる電力供給量は、現在、国内発電量の 0.1％に満た

ないが、2025 年までに太陽エネルギーは国内電力需要量の 10％を供給できるまでに成長

する可能性があることが、 新の報告書により明らかとなった。 
研究出版社の Clean Edge 社と非営利組織の Co-op America により作成されたこの報告

書によると、2025 年には太陽光発電(PV)1システムにより発電された電力で国内電力量の

8％以上が賄われ、集光型太陽熱発電(CSP)2 システムからも 2％弱の電力が供給されると

いう予測が立てられている。（これらの予測値は、2025 年時点の太陽光発電システムが 5
万 MW 弱、集光型太陽熱発電システムが 6,600MW 以上と推定して算出。） 
 
 同報告書で示されているとおり、太陽エネルギーによる発電は過去 8 年間で急速に拡大

してきており、年間成長率は平均 40％となっている。また、化石燃料から発電される電力

はより高値になっている一方で、太陽光発電システムの 1 キロワット時当たりのコストは

安価になってきている。このため同報告書では、太陽エネルギーによる発電のコストが

2015 年には、米国の様々な市場における従来の電力源のコストと同等になると予測してい

る。ただし、10％の目標を達成するためには、太陽光発電事業者が発電システムの導入を

合理化して、太陽光発電を「プラグアンドプレイ」技術にする必要がある。すなわち、シ

ステムの構成部品の購入や、それらの組み立て、送配電網へのシステムの連系などを、簡

易化しなければならない。 
 
 同報告書は、電力会社にも責務を求めている。太陽光発電の便益を活かして、太陽光発

電を未来の「スマートグリッド」技術に組み入れ、太陽光発電能力を構築するための新し

い事業モデルを作る必要がある。 
また、同報告書では、現在の投資および生産税控除を長期延長することや、太陽光発電

システムを送配電網に連系するためのオープンスタンダードの策定、電力会社が太陽光発

電を料金ベースで選択肢に含められるようにすることなども求めている。 
Clean Edge 社のプレスリリース 3と同報告書の完全版 4を参照されたい。 

 
翻訳：NEDO 研究評価広報部 

出典：http://www1.eere.energy.gov/solar/news_detail.html?news_id=11835 

                                                 
1 PV: solar photovoltaic 
2 CSP: concentrating solar power 
3 “New Study Finds that Solar Could Provide 10% of U.S. Electricity Generation by 2025” 

(2008 年 6 月 17 日付): http://www.cleanedge.com/about/press.php#061708 
4 “UTILITY SOLAR ASSESSMENT (USA) STUDY -REACHING TEN PERCENT SOLAR BY 

2025”（2008 年 6 月）: http://www.solarcatalyst.com/utilitysolarstudy.pdf 
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【産業技術】  ナノテク  

 
太陽エネルギーの多彩な集光器アプローチ(米国) 

MIT の色素ガラスによるブレークスルーが太陽電池にエネルギーを導く 
 
マサチューセッツ工科大学(MIT)のエンジニアが、かつては失敗した技術を再び取り上

げて、精巧だが手頃な方法で、通常のガラスを先端技術の太陽集光器に変えることに成功

した。 
 
太陽電池パネルの表面から失われる光子を集めて太陽電池へ導くために、着色ガラスを

使用したこの技術は、やがてオフィスビルの屋根と同様に着色ガラス窓からエネルギーを

引き出すことを可能にするであろう。 
 
MIT の電気技術者マーク・バルドー、大学院学生マイケル・カリー、ジョン・メイプル

とティモシー・ハイデル、そしてポスドクのシャローム・ゴッフリーが、この発見をサイ

エンス誌 7 月 11 日号に発表している。 
 
「これは太陽エネルギーのコストを削減するための実際的な技術であると我々は考え

ている」とバルドーは語っている。 
 
研究者達は、ガラスパネルを、2 層またはそれ以上の層からなる太陽光を捕捉する色素

層で多層被膜した。この色素層は入ってきた光を吸収し、次に、ガラスの中へそのエネル

ギーを再放射し、ガラスはパネル端に沿って置いてある太陽電池へ光を導く導波管として

動作する。この色素は、鮮やかな色から可視光に対してほとんど透明な化学薬品にまで変

えることができる。 
 
この光エネルギーを集めてエネルギーを電力に変換するために、半導体材料が必要であ

るが、ガラスパネルの端は非常に薄いので僅かな量で充分である。「太陽電池は、集光器を

使うことにより、少なくとも 10 倍以上の電力を発生する」とバルドーは付け加えた。 
 
原材料は手頃であり、実験室条件からの拡張は比較的簡単で、また既存の太陽電池パネ

ルへの改造も容易なので、この技術は 3 年以内に市場への道を見つけると研究者は考えて

いる。 
 
この新技術は、太陽技術に光合成の能力をもたらすための全米科学財団(NSF)のナノス

ケール学際研究チームの取り組みから、一部分、提供されている。 
http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward.do?AwardNumber=0403781 
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ガラス上の薄い色素の集光層は、パネル端の 後までほとんど損失無く光を導くことが

可能となった。その結果、以前に失敗したプラスチック中の低濃度色素のような他の候補

より効率的となり、1970 年代に失敗したアイデアがこのアプローチで成功した。 
 
しかしながら、商品に必要な 20～30 年の寿命を持つシステムを作るための技術開発は

さらに必要である。付加情報は、以下の MIT リリースを参照のこと、 
http://web.mit.edu/newsoffice/2008/solarcells-0710.html 

 
(出典：http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=111903&org=NSF&from=news ) 
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【産業技術】 IT 
 

世界が変った日－インターネット開発 20 周年記念－(米国) 
 
「NSFNET バックボーンは、公式に回線運用を開始する状態に達しました」、ネットワ

ーク幹線(すなわちバックボーン)が改良されたことを発表するために、ハンス=ヴェルナ

ー・ブラウンという名のネットワークエンジニアは、20 年前のこの文章を、全米科学財団

(NSF)の新生 NSFNET プロジェクト・ユーザー宛に電子メールで送り出した。大部分の

人はその時のメッセージを受取らなかったが、この簡単な言葉により現代のインターネッ

ト誕生が発表された。 
 
NSFNET は、国防総省の ARPANET と類似のコンピュータネットワークを構築する試

みとして、全米科学財団によって数年前に構築された。ARPANET プログラムは、 終的

にインターネットを形作ったツールやプロトコルの多くを開発したが、その大部分は国防

総省の委託研究に依っていた。 
 
1980 年代の初めに、全米科学財団は、米国中の地域コンピュータネットワークに接続す

る、すべてのユーザーに開放されるネットワークである NSFNET を構築し始めた。(国防

総省プロジェクトから世界的現象まで、NSFNET がどのようにインターネットを推進し

たかについてのより完全な歴史は、 以下の NSFNET プロジェクトの特別報告を参照のこ

と、http://www.nsf.gov/news/special_reports/nsf-net/ ) 
 
NSFNET を作成する責任は、MCI（旧 Microwave Communications, Inc）、IBM、お

よび MERIT ネットワークと呼ばれるミシガン大学計算機ネットワーク技術コンソーシア

ムにより作られたチームに与えられた。そしてまもなく、彼らは、先例がない技術的な挑

戦をその手にすることになった。毎秒 56 キロビットの NSFNET バックボーンの 初の 6
ノードが 1986 年に運転を開始した時に、全米科学財団は、全ての学術界、政府機関、商

業組織がこのネットワークに接続することを認めるという重大な決定を下した。 
 
ネットワークの稼働後の数週間以内に、この新しいネットワーク上のトラフィックは数

週間毎に 2 倍の量へと増加を開始した。ネットワーク速度 56 キロビット/秒のバックボー

ンは、高速であると考えられていた、しかし、その速度は、オンライン上のすべての新規

ユーザーの要求を満たすほどは速くはなかった。 
 
ジョージ・ストローウェン(現全米科学財団 高情報責任者)は、その時アイオワ州立大

学のキャンパスネットワークの責任者であった。彼は、混雑したネットワークでいら立っ

ているネットワークユーザが、このネットワークは遅すぎる、こんなものは使えない、と

彼のデスクを叩いて文句を言ったユーザのことを思い出し説明した。 
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NSFNETプロジェクトのMERIT主任研究者だったブラウンとその時のMERIT責任者

のエリック・アウパールはこの問題に対応するために、その仕事を請け負った。このネッ

トワーク輻輳問題に取り組むために、他のプロジェクトチームメンバーとネットワークユ

ーザとの協力し、ネットワーク・バックボーンの改良が必要であることがすぐに明らかに

なった。 
 
MERIT チームは、 バックボーンを T1 レベルの速度(1.544 メガビット/秒)という、既

存のネットワークよりほとんど 28 倍もの高速に改良するという大胆な目標を決定した。

また、全米科学財団プログラムマネージャは、改良はできるだけ早く行うことが必要とさ

れるということを決定し、1988 年 7 月 1 日を完成日として設定した。 
 
ブラウンによれば、他のプログラムパートナーは、懐疑的であった。計画された改良に

関する遠距離通信チーム仲間の論議中に、「MCI は、56 キロビット/秒の回路に 1.5 メガビ

ット/秒の回線容量という要望に関して、我々があまり正気ではないと考えていたようであ

る」と彼は昨年のインタビューで語った。 
 
この懐疑にもかかわらず、長い時間と厳しい労働を通じて、仲間達はこの問題に対応し、

1988 年 6 月 30 日の完成予定日の 1 日前に改良を終えた。ブラウンは、新しいバックボー

ンの回線の準備ができたと発表し、その夜電子メール・メッセージを発送することが可能

になった。 
 
改良は成功だった。また、NSFNET 上のトラフィック混雑は少なくとも一時は取除か

れた。「T1 バックボーンのサービスが開始されるやいなや、突然に、アイオワ州立大学の

我々の学部からの苦情は止まった」ストローウェンは述べた。 
 
しかしながら、ますます商用ユーザーがオンラインして来ると、ネットワーク上のトラ

フィックは急上昇し続けた。数年以内に、商業ネットワークプロバイダーがこのトラフィ

ックに対応することができ、NSFNET は 1995 年に解役された。 
 
しかしながら、その時までに、「インターネット」は誰もが知っている言葉になり -- そ

して多数の世帯により使用されていた。 
 
この物語は歴史により多少見落とされているが、「インターネット」は我々の世界をよ

り小さくし、数え切れない方法で我々の生活を変化させた巨大なグローバネットワークで

ることを我々が今日知っていると同様に、NSFNET は現代の「インターネット」の先祖

として一般に受け入れられている。 
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そして、「インターネット」のすべては、20 年前の 7 月 1 日の、あの簡潔な電子メール

から立ち上がった。 
 

(出典： 
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=111824&org=NSF&from=news ) 
 

 
この画像は、1991 年 9 月の NSFNET T1 バックボーン上の数 10 億バイトで計られた回線トラフィックに

関する画像化研究による。トラフィック量の範囲は、紫(ゼロバイト)から白(1000 億バイト)までで表現され

ている。メリットネットワーク社によって集められたデータを表示した。 
(Credit: Donna Cox and Robert Patterson, courtesy of the National Center for Supercomputing 
Applications (NCSA) and the Board of Trustees of the University of Illinois) 
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