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【バイオマス】藻類系バイオ燃料 国家藻類系バイオ燃料技術ロードマップ  

 
藻類系バイオ燃料の商業化（米国） 

 
本稿では、エネルギー省（Department of Energy: DOE）が 2010年 6月 28日に発表
した、藻類系バイオ燃料の商業化に向けた三つの研究コンソーシアムに関するニュース・

リリースを紹介する。 
 
次に、DOEが同日発表した「国家藻類系バイオ燃料技術ロードマップ（National Algal 

Biofuels Technology Roadmap）」より抜粋して、技術的な課題を紹介する。三つの研究コ
ンソーシアムは、ロードマップに添って研究を実施していく。 

 
3 番目に、参考用として、藻類系バイオマスの基本について、同ロードマップから紹介

する。 
 
なお、同ロードマップでは技術的な課題とその内容について展開されているが、スケジ

ュールについては、特段触れられていない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 藻類系バイオ燃料の商業化に向けた三つの研究コンソーシアム 
 エネルギー省（Department of Energy: DOE）は、2010年 6月 28日に、選出した三つ
の研究コンソーシアムを発表した。これらのコンソーシアムは、最大 2,400万ドルの助成
を受け、藻類由来バイオ燃料の商業化に取り組む。この選考は、クリーンで持続可能な輸

送部門の発展や、国内バイオ産業での雇用創出を支援する一方で、温室効果ガスの排出を

削減し化石燃料への依存を軽減するのに役立つと考えられる。三つのコンソーシアムには、

学界、国立研究所、米国内に拠点を置く民間企業のパートナーが含まれている。プロジェ

クトは 3年間継続する予定である。 
 
 今回選出された三つのコンソーシアムは、それぞれ別々のアプローチを取る計画である。

アリゾナ州立大学率いる Sustainable Algal Biofuels Consortium（持続可能な藻類系バイ
オ燃料コンソーシアム）は、石油由来燃料の代替として藻類系バイオ燃料がどの程度受け

目次 
1. 藻類系バイオ燃料の商業化に向けた三つの研究コンソー
シアム 

2. 藻類系バイオ燃料商業化の課題 
3. 参考（藻類系バイオ燃料の基本） 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1066,  2010.9.15 
 

34 
 

入れられるかを検討する。最大 600万ドル供与される DOEの資金は、藻類燃料や燃料中
間生成物の物理的、化学的特性を分析することに加え、藻類から燃料や製品を生産する際

のバイオ化学的変換について研究することに使用される。 
 
また、カリフォルニア大学サンディエゴ校率いる Consortium for Algal Biofuels 

Commercialization（藻類系バイオ燃料商業化コンソーシアム）は、バイオ燃料の確実な
原料として藻類を使用するための開発に集中する計画である。最大 900万ドルに上るDOE
からの資金供与は、藻類の保護、藻類の栄養素の利用、遺伝的手段を模索する新たなアプ

ローチの研究を支援する。 
 
最後に、ハワイの有限責任会社（LLC）である Cellana 社率いる Cellana, LLC 

Consortium は、海水で培養する微細藻類から燃料や飼料を大規模に生産する方法につい

て研究する。DOE は、パイロット規模の試験藻場で新たな藻類収穫技術を導入する研究
や、養殖業向け飼料としての海洋性微細藻類の開発に最大 900万ドルを投資する。 
 
 これらの連携したグループは、藻類系バイオ燃料の使用という課題に取り組むに当たっ

て、DOE がこの日発表した「国家藻類系バイオ燃料技術ロードマップ（National Algal 
Biofuels Technology Roadmap）」に描かれたパスに従うことになろう（以下、ロードマッ
プ）。このロードマップは、2009年 6月に発表された草案に対する一般の意見を反映させ
たものである。草案には、DOE のロードマップ・ワークショップに参加した 200 名を超
える専門家や利害関係者の取り組みに関する要点が記載されている。ロードマップの最終

版は、藻類系バイオ燃料に関する未来の研究や藻類系バイオ燃料への投資を促すことを意

図している。 
 
詳細は、国家藻類系バイオ燃料技術ロードマップ注1および DOE のバイオマスプログラ

ム・ウェブサイト注2から参照できる。 
 
  

                                                 
注1 http://www1.eere.energy.gov/biomass/pdfs/algal_biofuels_roadmap.pdf 
注2 http://www1.eere.energy.gov/biomass/ 
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2. 藻類系バイオ燃料商業化の課題 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 藻類からバイオ燃料へ：今日のチャンスと課題 
豊富で、価格が手頃で、持続可能な原料の開発が、今日急成長しているバイオ燃料産業

の活力源である。藻類は、先進的バイオ燃料生産のための原料の重要な構成要素であると

みなされなければならない。セルロース系バイオ燃料の開発は、農業工学やプロセス工学

などから直接的な恩恵を受けているが、藻類の培養についてはセルロース系と同等規模の

農業企業は存在しない。藻類系バイオ燃料の課題に取り組み、商業化活動を支援するため

には、戦略的に組み立てられた相当規模の投資が必要である。 
 
 ロードマップ・ワークショップで提供された情報を検討した結果、藻類からバイオ燃料

への変換プロセスに伴うリスクや不確実性のレベルを下げて商業化に結びつけるためには、

今後も大規模な研究開発と実証（Research, Development and Demonstration : RD&D）
が必要であるとの結論が出された。さらに、こうした活動には、非技術的な分野（規制や

基準、官民パートナーシップ）での支援が必要である。ロードマップは、技術のギャップ

や分野横断的なニーズの見直しを基に、実行可能で持続可能な藻類系バイオ燃料産業の育

年 セルロース系
バイオ燃料 

バイオマス由
来ディーゼル 

先進バイオ燃
料 

全再生可能燃
料 

2009 N/A 0.5 0.6 11.1 
2010 0.1 0.65 0.95 12.95 
2011 0.25 0.80 1.35 13.95 
2012 0.5 1.0 2.0 15.2 
2013 1.0 a 2.75 16.55 
2014 1.75 a 3.75 18.15 
2015 3.0 a 5.5 20.5 
2016 4.25 a 7.25 22.25 
2017 5.5 a 9.0 24.0 
2018 7.0 a 11.0 26.0 
2019 8.5 a 13.0 28.0 
2020 10.5 a 15.0 30.0 
2021 13.5 a 18.0 33.0 
2022 16.0 a 21.0 36.0 
2023 b b b b 

 

先進バイオ燃料には、セルロース系バイオ燃料とバイオマス由来ディーゼル
が含まれる。 
a 後日、規則制定を通じて環境保護庁が決定（ただし 10億ガロン以上）。 
b 後日、規則制定を通じて環境保護庁が決定。 

表 1 再生可能燃料基準の量的要件（単位：10億ガロン） 
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成に向け、研究者やエンジニア、政策立案者、連邦機関、民間部門を指導して、国家レベ

ルの組織的な取り組みを実施することを目標に掲げている。 
 
2.2 技術的課題 
このロードマップは、藻類を原料とする燃料と副産物の生産技術の全体的な状況、およ

び、商業生産に向けた規模拡大の実現可能性と技術・経済的課題について述べた初めての

文書である。 
 

表 2 藻類バイオ燃料生産の技術的課題 
 
工程段階 研究開発上の課題
原料 藻類の生態 •最大限の多様性を実現するための、広範な環境から

の藻類株の採集 
•小規模、ハイスループット・スクリーニング注3技術
の開発 

•オープンアクセス注4・データベースの開発および詳
細な特徴を記した既存の藻類株の収集促進 

•燃料前駆物質生産のための遺伝学的、バイオ化学的
経路の研究 

•遺伝子操作技術や品種改良により、目標とする藻類
株への改良 

藻類の培養 •多面的アプローチの研究（たとえば、①開放式、閉
鎖式、ハイブリッド、沿岸/洋上のシステム、②光合
成独立栄養、従属栄養、両者の混合タイプ） 

•商業規模での丈夫で安定的な培養の実現 
•藻類からの燃料前駆物質（脂質など）生産性向上の
ためのシステムの最適化 

•持続可能で費用効果的な土地使用、水利用、栄養利
用の管理 

•環境リスクや環境への影響を明らかにし、解決 

収穫および脱水 •収穫方法の多面的アプローチに関する研究（たとえ
ば、沈殿、線状沈殿、気泡浮上分離法、ろ過、遠心
分離、海藻収穫の自動化（機械化）） 

•処理工程のエネルギー強度の最小化 
•資本コスト、操業コストの低減 
•システム全体の整合性、持続可能性という点での各
技術の評価 

                                                 
注3 ハイスループット・スクリーニング（high-throughput screening）とは、自動化装置・ロボットなどを利
用して迅速な物性評価を行う方法で、試料ライブラリの設計、合成、評価、情報処理等の段階から成るシ
ステムである。 

注4 オープンアクセスとは、主に学術情報の提供に関して使われる言葉で、広義には学術情報を，狭義には査
読つき学術雑誌に掲載された論文を，インターネットを通じて、誰もが無料で閲覧可能な状態に置くこと
を指す。（引用：「オープンアクセス」、ウィキペディア
（http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%A2%E3
%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9）） 
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工程段階 研究開発上の課題
変換 抽出および分別 •多面的アプローチの研究（高周波音による分解、マ

イクロ波、溶媒システム、超臨界流体、亜臨界水、
選択的抽出、分泌物） 

•望ましい中間生成物の高収量の実現、副産物の保存
•処理工程のエネルギー強度の最小化 
•廃棄物を最小限にするためのリサイクル・メカニズ
ムの研究 

•規模拡大に伴うさまざまな課題（運転時の温度、圧
力、運搬能力、副反応、分離）への取り組み 

燃料への変換 •液体輸送用燃料へ変換するための多面的なアプロー
チの研究（直接燃料生産、熱化学や触媒を利用した
変換、バイオ化学的変換、嫌気的消化など） 

•触媒特性、活動度、耐久性の向上 
•コンタミネーション注5および反応抑制剤の軽減 
•処理工程のエネルギー強度の最小化およびライフサ
イクル全体の温暖化ガス排出量の最少化 

•規模拡大後の高変換率の実現 

副産物 •付加価値のある化学物質、エネルギー、藻類の残余
物から得られる材料といった副産物（バイオガス、
動物用飼料/魚類用飼料、肥料、産業用酵素、バイオ
プラスチック、界面活性剤など）の特定と評価 

•副産物の抽出と回収の最適化 
•適用基準を満たすための、品質試験および安全性試
験を含む市場分析の実施 

インフラ整備 流通および利用 •さまざまな貯蔵方法や輸送シナリオを想定したコン
タミネーション、気候の影響、安定性および最終製
品の生産のための藻類バイオマス、中間生成物、バ
イオ燃料、バイオ製品の特徴付け 

•流通時の所要エネルギーやコストの最適化（生産工
場の立地との関連において） 

•使用に際しての全ての規制や顧客の要求との適合性
（例えば、自動車エンジンの性能や材質との適合性
など） 

資源および立地 •微小藻類（従属栄養および光合成独立栄養）および
大型藻類の生産システムの立地のための、土地、気
候、水、エネルギー、栄養資源要件の評価および特
徴付け 

•排水処理施設および/または CO2 排出施設との統合
（従属栄養性アプローチの場合） 
•塩分バランス、エネルギーバランス、水および栄養
素の再利用、熱管理に対する取り組み 

 
2.3 規制および基準 
 ロードマップの第一の目的は、藻類系バイオ燃料の商業化に伴う技術的課題やチャンス

を明確にすることであるが、基準、規制、政策の枠組みの下で RD&D 活動を実施する必
                                                 
注5 Contamination（汚染）とは、ここでは、培養したい藻類以外の藻類、細菌、生物が繁殖し、目的とする
藻類の培養が妨げられることを指す。 
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要があるとの認識が強調されている。藻類系バイオ燃料の開発者は、藻類を合法的かつ安

全に開発し、また最終製品（バイオ燃料や副産物）が適切な消費基準を遵守したものにな

るように、研究開発の段階から、事前に適切な法的要件を予測し理解しておく必要がある。   
 
この産業はまだ初期段階にあるため、藻類系バイオ燃料生産のさまざまな側面に関する

基準が存在しない。しかし、RD&D活動により、適切な法律の導入や基準策定に関する知
識を得ることができるのである。 
 
2.4 官民パートナーシップ 
 官民パートナーシップ（public-private partnership: PPP）の協力枠組みは、技術的課
題、経済的課題、政策上の課題、規制に関する課題に共同で取り組む機会を提供する。な

ぜなら、こうした問題を解決するにはさまざまな団体の参加が必要になるからである。し

かし、無数の問題が存在し、さまざまな利害（知的所有権など）が絡むことから、ベンチ

ャーを成功させるために官民パートナーシップを構築すること自体が難問である。さらに、

この産業を成長させるのに必要な知的才能や人材の育成に向け、教育支援を行うことが不

可欠になろう。 
 
 
3. 参考（藻類系バイオ燃料の基本） 
3.1 藻類原料 
 バイオエネルギーの原料としての藻類とは、微小藻類、大型藻類（海藻）、シアノバクテ

リア（正式名はラン藻）などの生命体の多様なグループを指す。藻類は、淡水、半塩水、

海洋、高塩環境から土壌まで、水生、

陸生のさまざまな自然生息環境で生

息し、また、他の生命体と共生関係

を築く。 
 
 生産システムで使用するために選

別された藻の株の生体を理解し、管

理し、活用することは、原料を燃料

や製品に加工するための基礎である。

新たな株を固有の環境から直接分離

することにより、バイオ燃料生産用

に藻類を大量培養するための、多用

途で安定した株を確実に確保できる

ようになるだろう。 
 
 

微小藻類   シアノバクテリア   大型藻類 
 

図 1 藻類原料 
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3.2 培養 
 微小藻類およびシアノバクテリアは、

開放池または閉鎖池での光合成独立栄

養注6様式（藻類の成長や新たなバイオ

マスの生成には、光が必要である）、あ

るいは従属栄養様式（藻類は光がなく

ても成長し、糖類などの炭素源を与え

られて新たなバイオマスを生成する）

で培養することができる。大型の藻類

（または海藻）は、一般的に、開放型

の洋上施設または沿岸施設という異な

る培養方法を利用する必要がある。 
 
 最適な培養システムを設計すること

は、使用する藻の株の生態を利用し、

それを最適な下流プロセシング（生成

物の分離、回収工程）と統合すること

でもある。どの培養システムを選ぶか

は、バイオ燃料システムの値ごろ感や拡張の可能性、藻の持続的培養にとって重要である。 
 
3.3 収穫／脱水 
 藻から液体輸送用燃料への変換プロセスには、いくつかの前処理（収穫、脱水など）が

必要である。藻類は主に水の中で育つため、燃料の抽出、変換に先立ち、収穫した藻類系

バイオマスを濃縮するための処理が必要な場合もある。

これらの工程は、エネルギー集約的（エネルギーを多

く消費する）になる可能性があり、また立地の問題に

直面することもある。 
 
藻類系バイオマスからは、主に三つの物質を抽出で

きる。その三物質とは、脂質（トリグリセリドや脂肪

酸を含む）、炭化水素、タンパク質である。脂質と炭化

水素は燃料（ガソリン、バイオディーゼル、ジェット

燃料など）の前駆物質であるが、タンパク質は副産物

（動物用飼料、魚類用飼料など）として使用すること

                                                 
注6 栄養源を他の生物に依存せず、二酸化炭素や水などを摂取して、光合成あるいは無機化合物（二酸化炭素
など）の酸化によりエネルギーを獲得すること。二酸化炭素を利用して光合成を行う場合を、光合成独立栄
養という。これとは対照的に、エネルギー源を他の生物に依存することを従属栄養（性）という。（参照：
「独立栄養（性）」weblio辞書、 
（http://www.weblio.jp/content/%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E6%A0%84%E9%A4%8A）） 

発酵タンク 
閉鎖式光バイオリ
アクター 

開放池 

図 2 培養システムの種類 

藻類脂質：バイオ燃料の前駆物質
 

図 3 抽出 
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ができる。 
 
抽出の際の課題のほとんどは、統合抽出システムの商業規模への拡大に関連するもので

ある。分析テクニックは数多く存在するものの、藻類製品に含まれるエネルギーより少な

い量のエネルギー消費で済む抽出システムを最適化することは、難問である。なぜなら、

必要とする製品の分離だけでなく、藻類系バイオマスの処理や乾燥に多くのエネルギーを

消費するからである。抽出プロセスを省いて藻類系バイオマスを生産するという選択肢も

研究されている。ただし、こうした選択肢を採用すると、規模拡大時に特有の多数の課題

に直面することになる。 
 
3.3 変換 
 燃料および製品への変換では、基本工程における決定ポイントがある。 

1) 藻類系バイオマス全体の変換 
2) 藻類代謝物の抽出 
3) 藻類直接分泌物の加工 

 
変換技術の選択肢としては、化学処

理、バイオ化学処理、熱化学的処理、

あるいはこれらの組み合わせがある。

使用する変換技術により、最終製品は

さまざまである。最終製品としてバイ

オ燃料に焦点を合わせると、課題に直

面することになる。なぜなら、こうし

た製品にはガソリンやディーゼル燃料

といったバルク商品に特有の、量が多

く相対的に価格が低いという問題が存

在するからである。 
 

3.4 藻類原料の利点 
 藻類は、エネルギー密度が高く、液

体輸送用燃料の代替物になるという理

由で、望ましい原料になり得る。研究

者の関心と世界中の起業家を結びつけ

る藻類系バイオ燃料生産には、以下の

ようないくつかの側面がある。 
 
①藻類は繁殖力が強いため、培養面

積 1 エーカー当たりのバイオマ

図 4 最終製品 
 

・バイオディーゼル 
・再生可能な炭化水素 
・アルコール 
・バイオガス 
・副産物 
（動物用飼料、肥料、産業用酵素、バイオプラ
スチック、界面活性剤など）
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ス収量を高めることができる。 
②藻類培養戦略は、通常の農業に使用される耕作地や栄養素（食料）との競合を最小限

にする、または回避することができる。 
③藻類の培養には、排水、生産水（produced water）注7、塩水を利用することができる

ため、限りある淡水の供給を巡る競争を軽減することができる。 
④藻類は、定置汚染源（発電所や他の産業排出源）の二酸化炭素を多く含む排ガスから

炭素をリサイクルすることができる。 
⑤藻類系バイオマスは、さまざまな燃料や価値のある副産物を生産するという統合バイ

オリファイナリー計画と両立させることができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集： NEDO（担当 総務企画部  久我 健二郎） 
翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美 ） 

 
出典： 
① 
DOE Awards $24 Million for Algal Biofuels Research 
（http://apps1.eere.energy.gov/news/news_detail.cfm/news_id=16126） 
② 
National Algal Biofuels Technology Roadmap 

(http://www1.eere.energy.gov/biomass/pdfs/algal_biofuels_roadmap.pdf) 
 

                                                 
注7 石油産業において、石油やガスの採掘時に産出される水を指す。 

作物 油の収量
（ガロン/エーカー/年）

大豆 48

カメリナ 62

ヒマワリ 102

ジャトロファ属 202

アブラヤシ 635

藻類 1,000~6,500b

 表 2 バイオマス原料からの油の収量比較 a

a 出典：Chisti, Y., 2007. Biodiesel from 
microalgae. Biotechnology 
Advances, 25(3), 294–306 

b 本報告書の推定値 


