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【再生可能エネルギー特集】 

EU におけるバイオマス研究開発の主要課題（EU） 

EC の報告書「Key Tasks for future European Energy R&D（EU における将来のエ

ネルギー研究開発の主要課題）」からバイオマスに関する記述を抜粋し、紹介する。こ

の報告書は、2002 年 10 月にエネルギー諮問グループ（Advisory Group on Energy：
AGE）が、EU における短期・中期・長期にわたるエネルギー分野の研究開発戦略を策

定することを EC から依頼され、AGE に属する戦略ワーキンググループ（Strategic 
Working Group：SWOG）が 2005 年にまとめた最初の報告である。（URL は文末に示

す。） 
 
背景 
バイオマス・エネルギーは、植物が光合成によって太陽光エネルギーを炭水化物に固定

したものを供給源とするエネルギーで、人類の多くは伝統的にこのエネルギーを活用して

きた。化石燃料が到来するまで、人類は調理や冬の暖房に必要な燃料の大部分を森林から

得ていた。 
 
ところが、EU 加盟 15 ヶ国では、木質燃料は長い間、石炭、石油、ガスに取って代わら

れていた。バイオマスは西ヨーロッパの最も重要な再生可能エネルギー源であるにもかか

わらず、現在、EU 全体の一次エネルギー消費の約 5%に過ぎない。加盟国の中でもバイオ

マスの重要度は異なっている。例えば、ポルトガルでは一次エネルギーの 15%以上を、ル

クセンブルク、フィンランド、スウェーデンでは 20%以上をバイオマスが占めている。 
 

EU におけるバイオマス・エネルギーの供給源は今でも大部分が木材である。木材は、家

庭用暖房、地域暖房プラントや工業用の熱供給として、また、フィンランドやスウェーデ

ンでは主に発電プラントで発電用に燃焼されている。しかし、麦藁や、家庭／商／産業固

形廃棄物等の農業残渣を燃料として使用することが増えてきている。全ての農業残渣と商

業・家庭固形廃棄物の大部分は本来有機物であるため、一般的にバイオマスとして類別さ

れる。大雑把に分別された都市廃棄物の多くもバイオマスと考えられる。湿った農業・都

市廃棄物を処理するためには、燃焼する代わりに嫌気性分解を行うことができ、農場、食

品・家畜飼料産業・埋め立てゴミ処理地で使用するための開発が進んでいる。 
 
林業や製紙業から出る間伐材や廃材等の木材を、廃棄物を効率良く焼却するための燃料として

利用することも多い。この点が重要である。というのも、必要不可欠な産業活動（都市ゴミ処理）

あるいは収益の高い産業活動（材木・木製製品・紙製品の生産）の一環としてバイオマス燃料を

収集することでバイオマス活用の経済性が大幅に向上し、多額の助成がなくてもEU のエネルギ
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ー供給に占めるバイオマスの割合を 5%レベルに維持することが可能になったからである。 
 

木材やその他のバイオマスを燃焼すると CO2 が大気中に排出されるが、一般的にバ

イオマス燃料は CO2 を増加させることがなく、地球温暖化に関与しない（カーボン・

ニュートラル）と考えられている。動的均衡を保つような適切な管理が行われている

森林では、新しいバイオマスが成長することで、燃焼時に排出するのと同量の CO2 を

吸収する。かつて、単純なストーブで木材を燃やすことはエネルギー効率が悪く、CO
やその他の汚染物質を大量に排出するものであったが、現在のボイラーは効率性が格

段に向上し（設計からのアウトプットでは最大 90%）、排出量も低くなっている（CO
排出量は 0.2g／m3 以下）。 
 

しかし、バイオマスは大部分が炭水化物（CXHYOZ）であり、幾分湿っていることが

多いため、エネルギー含量（13～20 GJ/トン）が石油（CXHY：45 GJ/トン）と比べて

かなり低く、石炭（CH0.7：25～30 GJ/トン）と比較しても若干低くなっている。かさ

密度に関しても、木材は石油や石炭よりも密度が低いペレットやチップの形状である

ことが多く、木質燃料の長距離輸送のコストは高くなる。 
 

現在、EU のバイオマスによる熱生産は年間約 1.8EJ であり、発電量は約 22TWh
となっている。この供給電力は 80PJ に相当し、一次エネルギーで言うと 0.25EJ 程度

になる。 
 
潜在能力 

EU 加盟 15 ヶ国内の現存する森林から、燃料用木材をより一層活用するための潜

在量は少なくないが、非常に大きいわけではない。例えば、オーストリアの資源は

230 PJ/年と推定されるが、その中で約 122 PJ/年が現在使用されている。この比率

は広大な森林を有する加盟国としては標準的なものだが、多くの加盟国の潜在量はず

っと少ない。潜在能力の高さを示すのはフィンランドだけで、潜在量（350 PJ/年）

に対して現在の使用量（94 PJ/年）が大幅に下回っている。 
 

しかし、地球規模でのバイオマス生産の潜在能力は約 450 EJ/年と概算され、現在の地

球全体で消費される 50 EJ/年と地球全体での化石燃料消費の約 350 EJ/年と比較しても、

かなり大きいと評価されている。 
 

バイオマスの潜在能力が EU におけるエネルギー供給に今後一層貢献出来るかは、

次の 4 分野の進捗状況にかかっている。4 分野の中で一つでも進展が見られれば、実

現の可能性がある。 
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・ 現在使用されている以上のバイオマス燃料の活用、すなわち、熱あるいは電力、可

能ならば両方とも同時に供給する木材、農業残渣、商業／工業／家庭廃棄物の燃焼

を奨励する。 
 

・ 都市部の人口が多く、木材を供給する広大な森林が消失している加盟国でのバイオマス

供給を増加する。 
 

・ バイオマスの液化で、より柔軟な使用と経済的な長距離輸送が可能になる。これにより、

輸送用のバイオ燃料が可能になり、あるいは消費者からは遠く離れているが、生育環境

が良く、多くの土地が利用可能な場所でのバイオマス生産も可能になる。 
 

・ EU 域外でのバイオマス使用拡大を奨励する技術と設備を供給する。これにより、EU
内で使用するために輸入される化石燃料の世界的な軋轢の軽減、エネルギーを輸入する

ための外貨獲得にもなり、結果として地球温暖化を緩和することにもなる。 
 
木材と廃棄物のより一層の活用 

水力発電と同様に、しかし、他の大部分の再生可能エネルギーとは異なり、現

存する燃料用木材・廃棄物資源の従来通りの用途には助成金の支援がないことが

多い。ところが、木質残渣が手近に入手でき、小規模分散型プラントで燃焼する

ことが可能な農村地域等では、木材・廃棄物資源は石油に対抗できる。あるいは、

商業・都市廃棄物を焼却することで希少な埋め立て廃棄物処分場への輸送・処理

コストを節約できるような都市部では、石油やガスと競合できる状況もある。結

果として、多種多様の設備開発が進み、既に利用可能となり、様々な供給網も利

用されている。木材・廃棄物の従来どおりの用途を促進するために、製造業者は

今後もボイラー、燃料供給システム等の改良を続け、研究開発への税金控除等の

通常の方法で製造業者は奨励されるべきだが、現在のところ EU 全体での研究・

開発の貢献度はそれ程高くない、と戦略ワーキンググループ（SWOG）は考えて

いる。例えば、商業設備で見られる燃焼排ガスの汚染物質、重金属廃棄物、ボイ

ラー腐食等の問題を信頼性の高い方法で明確に対処することができれば、都市廃

棄物燃焼はより一層魅力的なものになる。EU 全体で行う研究開発、すなわち先進

技術や供給網概念を実証するプロジェクトによってこのような問題が解決できれ

ば、木材・廃棄物資源の活用は加速度的に進むと考えられる。さらに、ガス化燃

焼あるいは一連の混合燃焼オプションを実証し評価する必要もある。  
 
材木・廃棄物利用を拡大する効果的な方法は、経済的条件を平等にすることである。そ

のために、EU が CO2 隔離を行わずに燃焼する化石燃料に課す現実的な炭素税を導入し、

バイオマス・エネルギーが地球温暖化に与えるメリットを認識させることが必要である。

これは既にデンマークで実施され、天然ガス・エネルギーの基本的な費用が約 3.3 ユーロ
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／GJ、ウッドチップが 4.6 ユーロ／GJ であるのに対して、税制度によって、消費者が負担

する天然ガスの費用は 10 ユーロ／GJ となる。 
 
EU のバイオマス資源を増やす  

EU のバイオマス燃料供給は、エネルギー源となる作物を栽培することで確実に

増加する。多年生植物がエネルギー供給用作物として有望視されているが、それ

は一年生植物よりも肥料や農薬の投入量が少ないことから、大量のエネルギーを

必要とする肥料・農薬等の農業用化学物質の生産を削減することができるからで

ある。従来の農業と比べても、低投入型多年生作物は安定した生育環境を作るこ

とができ、その地域の植物・動物群の多様性が増すと予測される。  
 
草類は従来の刈り取り機で収穫できるという利点がある。しかし、北ヨーロッパでは、2

～4 回帰年で成長する早生樹種として知られるヤナギが好ましい。現在、エネルギー作物の

栽培は経済的に採算が合っていないが、食糧生産用農地を生産調整のために休耕する奨励や、

農業多角化促進等のために農業経営者に対して助成を行う必要がこれからもあるのであれば、

エネルギー作物栽培は経済的に継続可能となるだろう。 
 

SWOG が考える EU 全体での研究・開発の貢献は、多収穫量と環境への局地的

な影響とのバランスを取りながら、エネルギー利用に最適化した植物の栽培を目

指すことである。また、実地試験の結果を公表すること、そして、利用可能な技

術を駆使して少数の地域社会で完全なバイオマス供給網の運用実証を奨励するこ

とも EU 全体での研究開発の貢献である。  
 
バイオマス液化技術 
エネルギーを大量に輸送する最良の手段は、液体燃料としてタンカーやパイプラインで

運搬することである。液体燃料は固定的な用途だけでなく、輸送機関にも簡単に使用可能

であるために用途も広く、炭水化物である固形状のバイオマスを液体に変換することはこ

れまでも強く望まれていた。 
 
菜種由来のエステル・バイオ燃料は確かに製造可能だが、現在のところ、今後も経済性、エ

ネルギー回収率共に低いと予測されている。同様に、植物の糖質を発酵して製造するエタノー

ルも、ブラジルでは公的支援によって盛んに使用されているが、EU の寒冷・乾燥した国々で

推進するのは難しいだろう。EU で幅広く適用できるのは、バイオマス液化技術（BTL）によ

って糖質、スターチ、セルロース等、植物全体を液体燃料に変換する方法であると考えられる。 
 

BTL を行うためのガス化と熱分解には様々な選択肢があり、フィッシャー・トロプシュ

反応等の BTL に必要な化学反応も全て知り尽くされている。しかし、バイオマス由来液体
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燃料のコストは現在、12 ユーロ／GJ 以上であるのに対して、EU での原油は 1 バーレル当

たり 30 ユーロ（5 ユーロ／GJ に相当）で入手できる。コストの多くは、原料にかかるの

ではなく技術的なものであり、原油の生産コストは 0.5 ユーロ／GJ 以下であるため、海外

で生産されるバイオマス液体燃料が近い将来競合してくることはないと予測される。 
 

しかし、現地供給あるいは外部の供給源からカーボン・ニュートラルな液体燃料を

製造する BTL に潜在的可能性はあり、EU の研究開発、特に、木本のリグノセルロー

ス部分の生物変換プロセスを解明しようとする研究開発はもっともなことである、と

SWOG は考えている。固形状のリグニンから液化可能な糖質やスターチを分離する化

学的あるいは生物学的プロセスの代替的アプローチを追求する必要もある。この分離

によって固形状のリグニンは固形燃料としても使用可能となる。EU 内外で入手可能

な様々なバイオマス原料に合わせて、従来の BTL プラントの設計・運用を最適化する

研究開発は、BTL 燃料の変換技術とコストを軽減し、少なくとも不確かではないもの

にするために有益である。 
 
輸出用バイオマス燃焼・処理装置 

EU 以外のアジア、アフリカ、南／中央アメリカでのバイオマス・エネルギーの潜在

量は非常に大きい。このような貧困国では、木材や農業廃棄物を燃料として使用してい

るため、よりクリーンに効率よくバイオマス資源を活用することで多大な利益を得るこ

とができる。木材等のバイオマスは入手できるが石炭や天然ガスは入手できず、石油も

高額である農業過疎地では中規模分散型バイオマス発電プラントで電力を生産するこ

とが良い方法であるだろう。 
 

EU で使用するために既に開発されている、あるいは今後開発されるボイラー、発電、液

化等プラントが十分に役目を果たし、競争力を持ちえるならば、海外でも大きな市場を持

つはずである。SWOG は海外市場獲得を目的とした EU の研究開発プログラムは必要ない

としているが、欧州委員会（EC）は有益な情報を提供することで企業がベスト・プラクテ

ィスを採用できるように、また、研究開発の税金控除、輸出信用保証等の支援を行うこと

で企業は優れた製品を開発できるように奨励するべきである。 
 
SWOG 判定基準に対する評価 

同レポートで SWOG はバイオマス・エネルギーを含む 8 エネルギー分野の技術につ

いて評価し、当該技術の今後の重要性を判定している。助成する研究開発の優先度を決

定することに役立ち、同時に研究開発によって克服すべき EU におけるエネルギー技術

の弱点を明らかにするものである。表 1 は、バイオマス・エネルギーを評価した結果で

ある。評価基準は以下の 10 項目である。（1）EU 内における潜在的な経済的貢献度（当

該技術を使用することで、どれ位の電力、ガス、液体燃料、石炭等のエネルギーが節
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約でき、経済的に利用可能になるか）（2）供給されるエネルギーの日常的な運用や事

故が与える健康・安全面への影響（3）環境への配慮（供給されるエネルギーが地域的

には排気・土地利用・廃棄物処理、世界的には CO2 や温室効果ガスに関して、環境に

与えるライフサイクル・インパクト。）（4）投入される燃料・原料の持続可能性（EU
内だけでなく世界的な長期にわたる資源の利用可能性）（5）供給の安全保障（燃料・

原料供給や設備機器運用の安全性）（6）EU ニーズとの適合性（消費者ニーズや、現

状の需要曲線、供給方法との適合性）（7）技術の適性（どのようなサイズにもできる

テクノロジー・モジュール、商品化に必要な研究開発、計画開始や地方計画承認取得

に必要な介入等）（8）EU 全体での研究開発の必要性（欧州委員会の支援、EU 全体で

の取り組み等の必要性）（9）輸出市場や非エネルギー利益などの二次的（スピン・オ

フ）利益（10）その他の重要な特殊要因。 
 

表 1 判定基準によるバイオマス・エネルギーの評価 

判定基準 コメント 

(1) 潜在的な経済的貢献 
現在のエネルギー価格の場合： 

現在の 2 倍となる場合： 
現在の 4 倍となる場合： 

 
・小規模― しかし化石燃料に炭素税が課せられると

EU 需要の数パーセントとなる） 
・大きい― 総需要の 5～10%を増加 
・ 恐らく大きい― EU 内からと輸入 

(2) 健康・安全面への影響 
作業員に： 
一般的に： 

 
・ 良― 農業と同様 
・優良 

(3) 環境への配慮 
             地域： 
          地球温暖化： 

 
・ 良― 近代的な設備であれば 
・ 良― ライフサイクルにわたる慎重な監視が必要 

(4) 燃料・原料の持続可能性 ・ 優良 

(5) 供給の安全保証 ・優良― 現地供給が高まり、中東からのエネルギー

輸入が無くなる 

(6) EU ニーズとの適合性 ・かなりある― 燃料貯蔵が簡単になるが都市部への

エネルギー輸送は容易ではない 

(7) 技術の適性 ・ かなりある― 新規インフラが必要になる 

(8) EU 全体の研究開発の必要性 ・良― 長期的研究と現在のベスト・プラクティスの

拡大が必要 

(9) 二次的利益（スピン・オフ利益） ・ 優良― 関連設備の大きな市場が EU 外に存在する 

(10) 特殊要因 ・ 優良 ― 強力な公的支援 

 
エネルギー価格が顕著に上昇するか、あるいは大型炭素税が導入された場合には、

飛躍的な技術的進歩がなくとも、バイオ燃料の使用は EU エネルギー需要の 5～10%
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の範囲でかなりの量が伸びると予測される。より安価で効率的なバイオマス液化プロ

セスが開発されること、あるいは、現在のエネルギー価格が大幅に上昇することでバ

イオ燃料の使用はより一層拡大するだろう。 
以上 

翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 
 

（出典：http://europa.eu.int/comm/research/energy/pdf/swog_en.pdf） 
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