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【バイオマス特集】2006年掲載記事レビュー  
 

世界のバイオマス利用への取組状況 
―「NEDO海外レポート」2006年掲載記事のレビュー― 

 
NEDO技術開発機構 情報・システム部 

 

世界的にバイオマス利用へ注目が高まっており、世界各国で様々な取組が行われて

いる。NEDO海外レポート1 では、これまでにバイオマス特集や再生可能エネルギー

特集、および一般記事としてその都度興味深い記事を掲載してきた。昨年の 2006年 1
年間では 40件以上のバイオマス関係の記事を掲載している。本稿では、それらの記事
の概略を改めて紹介することにより、世界（主に欧米）でのバイオマス利用への取組

状況を概観することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1．世界におけるバイオマス利用の状況 
 
国際エネルギー機関(IEA)の統計資料によると2、2003 年における世界の一次エネル

ギー総供給量は10,579Mtoe3 であり、その内、再生可能エネルギーの割合は13.3%で
あり、その8割近く（全体の約1割）をバイオマス（CRW4）が占めている（図1参照）。 
 なお、ここでのバイオマスには薪や藁や木炭などの伝統的なバイオマスも含まれて

いる。このため、アジア、アフリカ、中南米などのOECD 非加盟地域が再生可能エネ
ルギーの主要消費国となっている。これらの地域では、調理や暖房を目的とする住宅

部門での消費が大半を占めている。 

                                                  
1 「NEDO海外レポート」のトップページ：http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/index.html 
2 世界エネルギー供給における再生可能エネルギーの役割  

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/987/987-01.pdf 
3 Mtoe：toeは石油換算トン。Mtoeは石油換算百万トン。1toeは 42GJ（ギガ・ジュール）。 
4 CRW：「可燃性の再生可能エネルギーおよび廃棄物」の略称。そのほとんどがバイオマス。 
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*一次エネルギー総供給量（Total Primary Energy Supply：TPES）は IEAの方法（Physical energy content 
methodology）を用いて算出された。外航船用燃料を含み、電気／熱の売買は除外される。数字は商用およ
び非商用のエネルギーを含む。  

**地熱、太陽熱、風力、潮力／波力／海洋エネルギー 
 ***再生可能エネルギー以外の廃棄物を含む 

                            （出典：IEA Energy Statistics） 
図 1 世界の一次エネルギー総供給量*の燃料別内訳（2003年） 

 

 

2．米国でのバイオマス利用への取組状況 
 
(1) 利用状況 
バイオマスは、米国において代替エネルギー原料として最も多く利用されている。

2003年以降4 年間連続して、代替エネルギー原料の上位にあり、その供給量は年間2.9 
×1015 Btu5、米国内で生成されている全エネルギー生産量全体の4%に相当する6。 

 
バイオディーゼル（国内生産が可能で、植物性オイルやレストランで廃棄の対象と

して発生する油を原料として再利用可能な代替燃料）は、米環境保護庁(EPA)に生物
分解性で安全な燃料として登録され、カリフォルニア州では同州大気資源局により定

められた新しい清潔なディーゼル基準に合致している代替燃料としての導入に着手さ

れている7。 
 

                                                  
5 Btu：英国熱量単位。1Btuは 252～253カロリー。 
6 米国におけるバイオマス利用動向  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/975/975-03.pdf 
7 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 
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(2) 政府による支援策 
 エネルギー省(DOE)や農務省(USDA)といった米国政府もバイオマスへの取組に力
を入れており、NEDO海外レポートでは下記のような政府による支援策についても紹
介してきた。 
 
1) DOEが、セルロース性エタノールおよび他のバイオ燃料開発の基礎研究を加速す
るための、新しいバイオエネルギー研究センターを設立するために、2 億5,000 万
ドルを提供8。 

2) USDAとDOEが、バイオマスの研究開発と実証に関わる17 件のプロジェクトに約
1,750 万ドルを拠出することを発表9。 

3) DOEが、代替輸送燃料の利用を拡大するため、E85（エタノール85％の混合ガソ
リン）やバイオディーゼル利用の促進のプロジェクトが含む16 件860 万ドルのプ
ロジェクトを発表10。 

4) USDAが再生利用エネルギーの普及促進を目指して1,900 万ドル基金の設立を発
表。この基金は、農業分野の新規ベンチャービジネス支援の一環として、特に再生

利用エネルギー・プロジェクトへの援助、開発のために設けられたもの。本年度の

プログラムでは、少なくとも51%がバイオマスエネルギー・プロジェクトに向けら
れている11。 

 
(3) 将来展望 

DOEは2006年7月に「セルロース性エタノールの利用に向けての障壁の解決」と題
したバイオ燃料研究の報告書を発表している。この報告書では、今後のバイオマス利

用を拡大していくためには、現在は用いられていないセルロース成分を経済的にエタ

ノールへ変換することが不可欠であるとの認識に立ち、セルロース性エタノール研究

のロードマップを提供し、科学的ブレークスルーが必要である重要な障壁（課題）と

領域などを提示している12。 
 
この報告書で提案されている技術的な戦略では、課題の達成度に合わせて、3 段階を

経て進められる（図2参照）。 
まず、5 年以内に研究段階が実施される。ここでは、高効率かつ経済的に収穫、分解、

エタノールへの変換を行う持続可能な方法を開発するために、既存の原料に関する理解

を深める。研究の中心となるのは、セルロース性バイオマスの酵素分解などである。 
 

                                                  
8 米国エネルギー省は新しい生物エネルギーセンターに2億5000万ドルを投資  

  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/983/983-06.pdf 
9 米政府がバイオ燃料の研究開発に1,750万ドルを拠出  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-08.pdf 
10 代替燃料の利用と利用可能性を増加させるために米国エネルギー省は800万ドルを助成 

  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-09.pdf 
11 米国農務省における再生可能エネルギー支援  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/975/975-04.pdf 
12 セルロース性エタノール利用に向けての障壁の解決（米国）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/984/984-02.pdf 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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次に、技術開発段階が10 年以内に実施される。ここでは、持続可能性、収穫量、お
よび組成の強化された次世代のエネルギー作物の開発とともに、新しい生物学体系を介

したバイオマスの同時糖化・糖の共発酵プロセスの開発を行う。 
その後、システム統合段階が15 年以内に実施され、並行的に開発された二つの成果

（エネルギー作物と、特定の農業生態系向けのバイオリファイナリー）がここで統合さ

れる。この高度に統合されたシステムでは、新しい酵素や改良された酵素を用いてバイ

オマスを糖化し、複数の安定した発酵プロセスを組み合わせて植物や微生物に適用する

ことにより、燃料エタノール生産全工程の加速化および簡素化を実現する。 
 

 
（出典：”Breaking the Biological Barriers to Cellulosic Ethanol: A Joint Research Agenda”,DOE,2006） 

 

図2 バイオエネルギーシステム開発の段階的な実施 
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(5) バイオマス利用促進への研究開発 
 米国の研究機関におけるバイオマス利用に関する研究開発の取組事例・研究成果に

ついても、NEDO海外レポートでは以下に示すように適宜取り上げてきた。 
 
1) 自動車燃料へのエタノールの使用は石油の節減になるほか、環境への影響もガソ
リンと比べて悪くないという研究成果を紹介13。 

2) ただし、エタノールを経済的に生産することが課題で、米国で最も豊富な農業残
渣であるトウモロコシ残渣（実以外の部分）から、エタノールを経済的に生産する

必要があり、そのための課題はリグノセルロース14 から糖を分離することである。
リグノセルロースの糖変換については多くの技術が開発されてきたが、現状では依

然としてコストは高く、得られる糖も少ない15。 
3) それに関連して、エタノール生産のスピードと効率性を高める遺伝子組み換え酵
母菌を開発した事例を紹介16。 

4) また、燃料となる作物を1 種類だけ栽培するのではなく、様々な種類の作物を一
緒に栽培する方が多くの収量を安定的に生産することができ望ましいと主張する研

究成果を紹介17。 
5) 石油に代わる持続可能な生物由来燃料の生産に最適なバイオマス源が模索される
中、多種類の野生草原植物からなるバイオマスが有力候補に浮上していることを紹

介18。 
6) ポプラの全DNA 塩基配列が初めて解読されたことに焦点を当てて、セルロース由
来エタノールなどのバイオ燃料の原料として理想的な樹木を作り出す基盤となるこ

とが期待されることを紹介19。 
 
 
3．欧州連合(EU)でのバイオマス利用への取組状況 
 

(1) 利用状況 
 EU全体および加盟国各国における、木質バイオマス(固体)、バイオガス(気体)、バ
イオ燃料(液体)それぞれについての利用状況をとりまとめた報告書を紹介した20。 
それによると、木質バイオマスのEU内での生産量は2004年で55.4Mtoe（対前年比

5.6％増加）、バイオガスは2005年で5Mtoe（対前年比15.9％増加）、バイオ燃料は2005
                                                  
13 ガソリンよりも省エネで環境に優しいエタノール（米国）  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/975/975-02.pdf 
14 リグノセルロースは、植物の細胞壁を形成するリグニン、ヘミセルロースおよびセルロースから構成される。 
15 エタノールをより経済的に製造する新プロセス（米国）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/977/977-12.pdf    
16 エタノールの生産性を高める遺伝子組み換え酵母菌（米国） 

  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/992/992-13.pdf 
17 植物の多様性が持続可能な燃料の鍵を握る（米国)   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/980/980-14.pdf 
18 多種類の草原植物は最適なバイオ燃料原料（米国）  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/992/992-14.pdf 
19 ポプラのゲノム解読でバイオ燃料に飛躍的進歩の可能性（米国）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/986/986-14.pdf 
20 木質エネルギー・バロメータ2005年-(EU)   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/983/983-01.pdf 
バイオガス・バロメータ2006年-(EU)   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/983/983-02.pdf 
バイオ燃料・バロメータ2006年(EU)   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/983/983-03.pdf 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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年で3.9Mt（対前年比65.8％増加）であり、バイオマス利用は毎年大幅に増加している。 
 

【木質バイオマス（固体）】 
  EU における木質バイオマス（木質廃棄物、黒液および収穫作物から出される固形
廃棄物を含む）利用は、2004年でEU の一次エネルギー総消費量の3.2%に達している。
木材および木材副産物による発電も急速に増えている。 
広大な森林資源を持つスウェーデン、フィンランド、オーストリアなどの国々で木

質バイオマス利用が活発である。 
 
【バイオガス（気体）】 
バイオガスとして、最も利用されている原料はごみ処分場の廃棄物である

（3,172.7ktoe）。続いて下水処理場（932.4ktoe）、その他の原料（854ktoe）となっ
ている。 

2004年から2005年の間に15.9%増加したが、大きく貢献したのは、下水処理場
（10.3%増加）やごみ処分場（12.8%増加）からのバイオガスよりも、その他の分野（58%
増加、特に農業分野）のメタン化によるバイオガスであった。 
 
【バイオ燃料（液体）】 

2005 年にEU で生産されたバイオ燃料は3.9Mt になり、2004 年と比較して65.8%
増加した。バイオディーゼルは総生産の81.5%を占め、残りはバイオエタノールである。 
バイオ燃料産業は主にこの二つの部門からなっている。バイオディーゼル(植物油メ

チルエステル)は菜種あるいはヒマワリ等のような油糧作物から作られる。一方、バイ
オエタノールは、主にビートあるいは小麦、大麦、トウモロコシ等の穀類の糖質を発

酵させて製造される。 
 
(2) 取組状況 
欧州委員会(EC)は2005年12 月に「バイオマス分野での行動計画」を発表した21。こ

の行動計画では、運輸、暖房、電力生産部門などに関する20 以上の行動が提案されて
おり、運輸部門でのバイオ燃料の利用促進、木材や廃棄物から液体燃料を生産する研

究技術開発への投資、各加盟国でのバイオ燃料行動計画の策定、農業従事者や山林の

所有者へのエネルギー作物栽培の利点に関する情報キャンペーン、暖房への再生可能

エネルギー源の利用促進を目的としたEU レベルの法規の策定といった行動が提案さ
れている。 
 
欧州委員会はさらに2006 年2 月に農産物からのバイオ燃料の生産を奨励するため

の「バイオ燃料のためのEU 戦略」を発表している22。この戦略では、以下の3 点を
                                                  
21 EC、バイオマス分野での野心的な行動計画を発表（EU） 

  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/975/975-06.pdf 
22 欧州委員会、バイオ燃料の生産を奨励（EU）   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/975/975-07.pdf 
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主要な目標としている。(1) EU 域内並びに発展途上国でのバイオ燃料の利用促進のた
めの行動、(2) バイオ燃料のコスト面での競争力の改善や「第2 世代（次世代）」バ
イオ燃料分野での研究の強化によるバイオ燃料の大規模な利用の準備、(3) 発展途上国
への援助（バイオ燃料の生産は、これらの国々の持続的な経済成長を促し得る）。 
 
また、欧州委員会では2005年3月に「エネルギー科学技術の指標と基準」と題した報

告書を発表している。この報告書は各種のエネルギー関係の技術テーマを取り上げ、技

術的および社会経済的なボトルネック、それに関連する数量的要因（性能、コスト等）、

今後の改善に向けた重要指標の分析（目標値の提示等）、および今後に向けての提言な

どを行っているものである。NEDO海外レポートでは、風力、地熱エネルギー、海洋エ
ネルギーなどを取り上げ適宜掲載してきたが、バイオマス技術についても紹介した23。 
 
(3) 将来展望 
欧州委員会のバイオ燃料研究諮問委員会は、2006年6月に「欧州連合におけるバイ

オ燃料―2030年以降に向けてのビジョン」と題する報告書を発表している。この報告
書では、2030年以降までを視野に入れた長期的な視点からバイオ燃料の導入の意義や
目標を示し、それを実現するためのテクノロジー・ロードマップの提示（次頁図3参照）
や欧州連合(EU)として望まれる政策の提言などを行っている24。 
 
4．各国での取組状況 
 NEDO海外レポートでは、米国、EU以外に、欧州ではドイツ、スウェーデン、ベル
ギー、オーストリア、北中南米ではカナダ、メキシコ、ブラジル、アジアでは韓国、

フィリピンでのバイオマス利用の状況について紹介してきた25。 
 
(1) 欧州 
【ドイツ】 
 バイオ動力燃料（自動車用燃料）の使用状況、使用促進のための税制優遇策などを

紹介26。別の記事では、バイオ動力燃料の普及に向けた官民の取り組み（官では税制優

遇、民では関連する技術開発など）を紹介27。さらに、ドイツ国内のバイオマス利用施

設数や、バイオエネルギーが農家によって大きな収入源になるため、酪農地域での普

及がめざましいことを紹介した28。 

                                                  
23 エネルギー科学技術の指標と基準－バイオマス技術（EU）  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/975/975-01.pdf 
24 欧州連合におけるバイオ燃料-2030年以降に向けてのビジョン(EU) 

   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/984/984-01.pdf 
25 今回のバイオマス特集では、さらにドイツ、イタリア、ベルギー、カナダについての最新情報を掲載しているので、
そちらも参照頂きたい。 

26 利用の拡大が進むバイオ動力燃料(ドイツ)  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/975/975-10.pdf 
27 バイオ動力燃料の普及に向けた官民の取り組み(ドイツ） 

   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/984/984-06.pdf 
28 酪農地域で拡大するバイオマス(ドイツ）   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/984/984-05.pdf 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート994号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/994/
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段階1 短期（～2010年） 
・ 現存の技術の向上。 
・ （リグノセルロース系バイオマスから生成した）次世代バイオ燃料の研究開発。 

次世代バイオ燃料の初の実証プラント。 
・ バイオリファイナリー構想に関する研究開発。 
 
段階 2 中期（2010年～2020年） 
・ 次世代バイオ燃料生産技術の展開。 
・ バイオリファイナリーの構想の実証。リグノセルロース系バイオマス燃料と、 
総合バイオリファイナリー工程の改良のための継続的研究開発。 

・ エネルギー作物と持続的農業に対する選択肢の開発。 
 
段階3 長期（2020年～） 
・ 次世代バイオ燃料の大規模生産。総合バイオリファイナリー複合施設の展開。 

 

（出典：欧州委員会 BIOFRAC “Biofuels in the European Union -A vision for 2030 and beyond-”） 

 
図3 テクノロジー・ロードマップ（未来の予想ロードマップ） 

 
 
【スウェーデン】 
 木質バイオマス（樹木）のリグニン成分をエネルギー源とする取組29、木質原料（お

が粉）からヘミセルロースとセルロースを抽出し、その糖液を発酵させて、自動車燃

焼のエタノールを製造する取組30 を紹介した。また、首都ストックホルムでのバイオ
エタノールやバイオガスを燃料とするバスに関する記事31 を掲載した。 
 
 
                                                  
29 新エネルギー源リグニンを商業ベースで生産開始(スウェーデン)  

  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/984/984-07.pdf 
30 石油依存脱却を目指すスウェーデン   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/976/976-11.pdf 
31 未来のバスはエタノールで走る(スウェーデン)   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/979/979-08.pdf 

2005 

2010 

2020 

「第一世代（従来型）」：EtOH、ETBE、
FAME、FAEEの現在のプロセスを発展 

「第二世代（次世代）」：EtOH、合成軽油、 
リグノセルロース系バイオマス DME、SNG 

総合バイオリファ 
イナリー施設 

2050 
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【ベルギー】 

木材のガス化によるコジェネレーションに取り組む企業32、バイオディーゼルの生産

に取組む企業33、バイオマスを利用した発電所34 に関する記事を掲載した。また、テ
ンサイやナタネ油を原料とするバイオ燃料に対する政府の促進策を紹介した35。 
 
【オーストリア】 

オーストリアの再生可能エネルギー全般に関する法制度や助成制度に関する記事の

中で、バイオ燃料に対する税制優遇について紹介した36。 
 
(2) 北中南米（除く米国） 
【カナダ】 

政府による「エタノール拡大プログラム（EEP）」などのカナダにおける輸送用バ
イオ燃料の実用化に向けての取組を紹介した37。 
バイオマス利用関連の研究開発に取り組んでいる研究機関（CETC-Ottawa）におけ

る最新の取組活動状況を中心に、カナダにおけるバイオマスの利用への取組状況（バ

イオマスの燃焼利用、バイオマスのエタノール生産、バイオディーゼルへの利用）を

紹介した38。 
 さらに、新エネルギー導入を進めるカナダ企業例として、バイオディーゼルの利用

に取組む企業39 40 や廃棄物の埋立地のメタンによる発電などに取組む企業41を紹介し

た。 
 
【メキシコ】 

バイオエネルギーは、メキシコの一次エネルギー消費の8%を占めており、主として
サトウキビのバガス（砂糖産業における電力、熱源に利用）や木屑（暖房や調理への

利用）が用いられている。同国における新エネルギー政策に関する記事の中で、バイ

オエタノールやバイオマス発電の現状、バイオマスの今後の展望や研究開発への取組

例などを紹介した42。 
 
【ブラジル】 

政府による代替エネルギー源多様化プログラム（PROINFA）でのバイオマス発電（主

                                                  
32 木材のガス化によるコジェネを推進するXylowatt社（ベルギー） 

  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/975/975-08.pdf 
33 NEOCHIM社バイオディーゼルの生産を開始(ベルギー)   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/984/984-04.pdf 
34 再生可能エネルギーの利用が加速するワロン地域(ベルギー) http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-06.pdf 
35 バイオ燃料の生産に乗り出すベルギー   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/984/984-03.pdf 
36 オーストリアの再生可能エネルギー  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-03.pdf 
37 カナダにおける輸送用代替燃料の実用化  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/975/975-05.pdf 
38 カナダ政府のバイオマスへの対応   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/983/983-04.pdf 
39 カナダにおける再生可能燃料戦略   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-07.pdf 
40 カナダにおける再生可能燃料戦略   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-07.pdf 
41 新エネルギー導入を進めるカナダ企業   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/970/970-11.pdf 
42 メキシコにおける新エネルギー政策の状況   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-04.pdf 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート994号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/994/
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にさとうきびのバガスを利用した発電）が、発電コストが低いなど経済的で実現可能

性が高いためプロジェクトの進捗が進んでいることを報告した43。 
また、政府がバイオディーゼルの普及を図るため、2004 年に「バイオディーゼル生

産・利用国家計画」をスタートさせ、税制優遇などの実施により、着実に計画が振興

していることを紹介した44。 
 
(3) アジア 
【韓国】 

2005 年に発効した「新エネルギー及び再生可能エネルギーの開発・利用・普及促進
法」で定める10種類の新・再生可能エネルギーとして、バイオエネルギーが挙げられ
ていること、およびそれらへの研究開発や普及促進に取り組んでいることを紹介した45。 
 
【フィリピン】 

フィリピンでの石油代替エネルギー開発や温暖化対策への取組に関する記事の中で、

バイオマス関係では、バガス（サトウキビの絞りかす）を原料とした発電所が建設さ

れたこと、70年代から動物の排泄物を利用したバイオガスの利用やバガス、椰子殻、
籾殻などを燃料として使うストーブなどが使用されてきたことなどを紹介した46。 

 
（NEDO情報・システム部 林 欣吾） 

 

                                                  
43 プロジェクトに遅れの目立つ代替エネルギー源多様化プログラム(ブラジル)  

  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/982-12.pdf 
44 着々と進行する「バイオディーゼル生産・利用国家計画」(ブラジル)  

  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/983/983-05.pdf 
45 新・再生可能エネルギーに係る技術開発と普及戦略（韓国） 

  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/975/975-13.pdf 
46 フィリピンにおける再生可能エネルギー、温暖化対策への取組状況 

  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-02.pdf 
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添付資料 「NEDO海外レポート」2006年のバイオマス関連記事リスト   

国  名 記事タイトル 
掲載号 

(発行日) 
世界： IEA 世界エネルギー供給における再生可能エネルギーの役割   987(10/18) 

バイオディーゼル燃料の動向（米国） 973(2/22) 利用状況 
米国におけるバイオマス利用動向（米国） 975(3/22) 
米国エネルギー省は新しい生物エネルギーセンターに2億5000万ドルを
投資(米国)    

983(8/16) 

米政府がバイオ燃料の研究開発に1,750万ドルを拠出（米国）   988(11/1) 
代替燃料の利用と利用可能性を増加させるために米国エネルギー省は

800万ドルを助成（米国） 
988(11/1) 

政府による

支援策 

米国農務省における再生可能エネルギー支援（米国）   975(3/22) 
将来展望 セルロース性エタノール利用に向けての障壁の解決（米国）  984(9/6) 

ガソリンよりも省エネで環境に優しいエタノール（米国）   975(3/22) 
エタノールをより経済的に製造する新プロセス（米国）    977(4/26) 
植物の多様性が持続可能な燃料の鍵を握る（米国)    980(6/21) 
ポプラのゲノム解読でバイオ燃料に飛躍的進歩の可能性（米国）  986(10/4) 
エタノールの生産性を高める遺伝子組み換え酵母菌（米国）   992(07/1/10)

米国 

研究開発事

例 

多種類の草原植物は最適なバイオ燃料原料（米国）  992(07/1/10)
木質エネルギー・バロメータ2005年-EUの2004年生産量は55.4Mtoeに-(EU) 983(8/16) 
バイオガス・バロメータ2006年-EUの2005年生産量は5Mtoeに-(EU)  983(8/16) 

利用状況 

バイオ燃料・バロメータ2006年-EUの2005年生産量は3.9Mtに-(EU)    983(8/16) 
EC、バイオマス分野での野心的な行動計画を発表（EU）   975(3/22) 
欧州委員会、バイオ燃料の生産を奨励（EU）    975(3/22) 

取組状況 

エネルギー科学技術の指標と基準－バイオマス技術（EU）   975(3/22) 

欧州

連合

（EU） 

将来展望 欧州連合におけるバイオ燃料-2030年以降に向けてのビジョン(EU)    984(9/6) 
利用の拡大が進むバイオ動力燃料(ドイツ) 975(3/22) 
酪農地域で拡大するバイオマス(ドイツ）  984(9/6) 

ドイツ 

バイオ動力燃料の普及に向けた官民の取り組み(ドイツ）    984(9/6) 
新エネルギー源リグニンを商業ベースで生産開始(スウェーデン)    984(9/6) 
石油依存脱却を目指すスウェーデン（スウェーデン）  976(4/12) 

スウェーデン 

未来のバスはエタノールで走る(スウェーデン)    979(6/7) 
木材のガス化によるコジェネを推進するXylowatt社（ベルギー）   975(3/22) 
バイオ燃料の生産に乗り出すベルギー(ベルギー)    984(9/6) 
NEOCHIM社バイオディーゼルの生産を開始(ベルギー)    984(9/6) 

ベルギー 

再生可能エネルギーの利用が加速するワロン地域（ベルギー）   988(11/1) 
オーストリア オーストリアの再生可能エネルギー（オーストリア）   988(11/1) 

カナダにおける輸送用代替燃料の実用化（カナダ） 975(3/22) 
カナダ政府のバイオマスへの対応(カナダ)  983(8/16) 
カナダにおける再生可能燃料戦略（カナダ） 988(11/1) 

カナダ 

新エネルギー導入を進めるカナダ企業（カナダ）   970(1/11) 
プロジェクトに遅れの目立つ代替エネルギー源多様化プログラム(ブラジル) 982(7/26) ブラジル 
着々と進行する「バイオディーゼル生産・利用国家計画」(ブラジル)   983(8/16) 

メキシコ メキシコにおける新エネルギー政策の状況（メキシコ）   988(11/1) 
韓  国 新・再生可能エネルギーに係る技術開発と普及戦略（韓国）   975(3/22) 
フィリピン フィリピンにおける再生可能エネルギー、温暖化対策への取組状況 988(11/1) 

（注）各記事へは「NEDO海外レポート」のトップ頁からアクセス可能。 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/index.html 
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