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【バイオマス特集】研究開発状況  
 
欧州におけるエネルギー研究の現状と展望―バイオエネルギー 

 
欧州委員会（EC）は2006年12月に「欧州におけるエネルギー研究の現状と展望－欧

州委員会、加盟国および非加盟国の研究開発ポートフォリオの比較検討1」と題する報

告書を発表した。この報告書では、原子力を除く全てのエネルギー研究領域（12領域）
における、欧州委員会、EU加盟諸国の公的資金を受けた研究のマップ作りや、米国や
日本との比較分析を行っている。 
本稿では、前号の「水素・燃料電池」に引き続き「バイオエネルギー」を取り上げ

その全文を紹介する。 
 
 
 
 
 
 
1. 概要：主な研究領域と主要国 
  バイオエネルギー 
研究開発領域 エネルギー用作物、燃料用バイオマス 
商業化 技術の活用とバイオマス資源に依る 
主要国 米国、スウェーデン、オランダ 
期待される EUエネ
ルギー政策目標への

貢献 

総エネルギー消費量の 8.5％を 2010年に達成目標、 
再生可能エネルギーの 3分の 2の割合。 

EUの政策による 
後押し 

RES-E指令 2、バイオ燃料の利用促進に関する指令 3、共通農

業政策(CAP)4、近く再生可能エネルギー源も対象となる結束

基金 5 

主要加盟国 
スウェーデン、オランダ、フィンランド（左記 3国が、バイオ
エネルギー研究開発に対する加盟国の資金拠出額の 56％まで
を占める） 

                                                  
1 “The State and Prospects of European Energy Research Comparison of Commission, Member and 

Non-Member States R&D Portfolios” 
2 域内電力市場における再生可能エネルギー由来の電力の生産促進に関する指令： 

“Directive 2001/77/EC on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in 
the internal electricity market” 

3 “Directive 2003/30/EC on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport” 
4 Common Agricultural Policy (CAP): EUの農業分野における共通政策。農産物の域内自由流通と農家
保護を目的とした価格支持政策などがその主な内容である。 

5 Cohesion Fund: 加盟国間の経済格差縮小のために基金を創設し、一人あたり GDPが加盟国平均の
90%を下回る国（アイルランド、ギリシャ、スペイン、ポルトガル）に対して、環境およびインフラ
整備計画への資金援助を行なっている。 

― 目 次 ― 
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3．バイオエネルギーの研究資金 
4．評価と結論 
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EU25ヵ国の代表的な再生可能エネルギーは、水力発電とバイオマスである。バイオ
マスは、温室効果ガスの排出量削減、京都議定書の目標達成、化石燃料の代替などに

役立つ重要な選択肢の一つとして考えられている。現在、一次エネルギー需要のうち

バイオエネルギーが占める割合は、加盟国によってかなりばらつきがある。大きいと

ころでは、ラトビア、フィンランドなどの国で20％以上、スウェーデンで20％弱の割
合である。 

 
再生可能資源であるバイオマスには、極めて多彩な種類（木材、藁、農業廃棄物、

穀物、種子、紙、ダンボール、油脂など）がある。バイオマスは、固体・液体・気体

に変換させることにより、電気や熱、ガス、輸送燃料、原料（バイオ化成品、建築材

料）などの多種多様な最終消費用製品を生産することができる。またバイオマスは、

いくつかの基礎的なプロセス（燃焼、ガス化、熱分解、液化（熱化学的処理）、発酵（生

物学的処理））を経ることにより、エネルギーに変換することが可能である。さらにバ

イオマスは現在の、主に化石燃料資源（石炭、石油、天然ガス）の代替となることが

できる上、長期保存も容易にできる。図1はバイオエネルギーの変換経路を表している。

供給の安全保障についても、利用可能なバイオマスが世界中に膨大にある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (注)合成ガスは、アップグレーディング用触媒が必要。改質を必要とする。 
図中：*1燃焼、*2ガス化、*3熱分解、*4発酵、*5抽出、*6嫌気性消化、*7エステル化、 

*8ジメチルエーテル、*9フィッシャー・トロプシュ合成油、*10コジェネレーション 

（出所：欧州委員会 運輸エネルギー総局） 

図1 バイオエネルギーの変換経路 
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このように多種多様で柔軟性に富んでいることから、エネルギー目的としてだけで

はなく、他の産業で使う原料を生産する目的としても、バイオマスの利用は戦略的に

重要視されている。さらに既存のエネルギーシステムの中でバイオエネルギーの利用

が増えることによって、欧州内の発展途上地域が利益を得るだろう。 
 
原料から最終消費者市場へのエネルギーチェーンの各段階全てが研究活動の対象であ

る。これはまた、バイオエネルギー変換チェーン全体の研究や理解へとつながっている。 
 
 
2. EC、加盟諸国およびその他の国の研究目的 
 

ECのバイオエネルギー分野の研究開発(RTD)の方向は、二つの戦略的目標に向けら
れている。 
研究活動の中短期的展望としては、現在の用途と既存の市場に対する迅速且つ重要

な貢献を行うことを目指している。これらの技術分野（より効率的な燃焼／コジェネ

レーションや燃料生産など）は、EUの再生可能エネルギー白書の中で定義されている
EU目標や京都議定書の目標を達成するために極めて重要である。 
主に中長期の研究として扱われるのは、将来の持続可能なエネルギーシステムの中

でのバイオマスの前提条件や選択肢、ならびに可能性のある変換経路として考えられ

る関連技術の選択肢についてである。 
費用対効果の改善とその他の環境面の利益は中短期・中長期双方の戦略の指針となっ

ており、運用改善とエネルギー市場への統合という目標を伴うものである。これらの目

標を実現するための技術的な研究領域は、バイオマス変換経路の全段階にわたっている。 
以下は現在の研究分野である。 
 
バイオ廃棄物とエネルギー作物 
エネルギーの生産、サプライチェーン・ロジスティクスの開発、分離技術・前処理

技術の開発において、最も適したエネルギー作物と農業廃棄物の特定。 
変換プロセス 
大規模／小規模プラント（燃焼、ガス化、熱分解など）用の、費用対効果が高く、

信頼できる技術の最適化。 
バイオリファイナリー 
バイオ燃料とバイオ生産物のための統合変換プラント。 

バイオマスの使用と、化石燃料との共同利用 
排出、腐食、燃焼作用、その他関連する問題の、モニタリングと制御。 

社会経済的な研究および前標準化研究 
バイオマスをより一層活用する上での障壁を打破するための研究、および標準化に

つながる研究活動。 

< 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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この最後の項目は、FP56のBIONORMプロジェクト（主にバイオ固形燃料への取り
組みが行われた）の研究対象であった。 
 

BIONORMプロジェクトは2002年1月～2004年12月まで実施された。総予算は570
万ユーロ。技術規格の整備と標準化が大きく促進された意義深いプロジェクトであり、

20の新しい技術規格と技術標準が策定された。さらに、NAS7の様々な国が統合された

ことにより、これらの国々の標準化に向けた必要条件が考慮され、それらの技術規格

の必要条件の達成が実現化された。 
 

BIONORMプロジェクトの目的は、バイオ固形燃料の欧州標準化プロセスのための
科学的背景を提供することであった。このプロジェクトの焦点は、バイオ固形燃料を

支援し市場を拡大するための品質保証システムを開発することであった。このシステ

ムは、既存の手法を改良するために大規模なサンプリングテストに基づいたもので、

このプロジェクトの結果は、「CEN8 / TC9 335 - Solid Biofules」の作業にも直接貢献
した。 
 
同プロジェクトにより、物理的テストと機械的テストにおける含水量・容積密度・

粒度分布・耐久性などの各データシートと実験手順の指針が開発された。 
 
さらに、燃料品質に最も影響を与えると考えられる要素が特定され、同時に消費者

と監督機関に信頼を与える施策が定められた。開発すべき標準規格化草案の基本的手

順や骨組みが承認された。 
 
このような統合化に向けた取り組みは、FP6の欧州研究圏ネットワーク(ERA-NET)

バイオエネルギープロジェクトの中の、加盟国の研究開発活動の一次調査で示された、

「ほとんどの国が非常に重要な役割を何らかの形で果たしている」研究領域にとって

重要となる。欧州における中短期の研究をより一層統合するために、ECの運輸エネル
ギー総局10は、バイオマス行動計画(BAP)11を開始したが、これはEUの2010年に向け
た戦略的な再生可能エネルギー目標を支援し、これらの目標達成を促進する具体的行

動を提案するものである。BAPはバイオエネルギーの全部門を対象としており、これ
にはバイオマスや、農林業関係の廃棄物、様々な廃棄物の生分解可能な成分などが含

                                                  
6 FP5：第 5次欧州研究開発フレームワーク計画（期間：1998～2002年）。その次が FP6（同：2002～

2006年）。FP7が 2007年 1月より始まっている。 
7 Newly Associated States (NAS): FP5関連で、研究開発のために EUに加盟する候補国のことを指す。
これにあたるのは、ブルガリア、キプロス、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニ

ア、マルタ、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スロベニア。 
8 European Committee for Standardization (CEN): 欧州技術委員会 
9 技術委員会 
10 European Commission Directorate-General for Energy and Transport 
11 Biomass Action Plan: BAP 
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まれる。ここではすべてのエネルギー分野（冷暖房、電力、輸送用バイオ燃料など）

を扱い、各界の利害関係者（産業界、公益企業、団体、NGO、中央政府、ECの関係総
局）がこの計画に携わる。特にバイオ燃料12分野における研究開発目標の精度を高める

ことに総力をあげて共同で取り組んでいく。 
 
欧州全域のバイオエネルギー研究の全体的展望を考慮すると、総体的な目標（技術

開発や費用削減など）は、ECが主導する研究と相似している。バイオエネルギーの取
り組みの歴史が長く、利用可能な原料を用いて関連組織や関連産業が携わってきた

国々もあるが、研究開発の優先順位づけや変換経路の検討・追求に関しては、国によ

ってかなりの相違がある。スウェーデン、フィンランド、オランダ、オーストリアな

どの国々は、バイオマスの研究活動の体系的な定義づけと調整を何十年か前に始めた。

一方、新規加盟国の大半と、ドイツやイギリスなどの国々は、これからその課題を達

成していかなくてはならない。 
 
特にノルディック諸国ではバイオマスの利用が古くから行われてきた。森林系バイ

オマスが主に熱源として現在まで使用されてきた。発電や様々な燃料の生産は、包括

的なコンセプトと戦略の中に着実に組み込まれてきた。 
 
スウェーデンは、ヨーロッパの中でもバイオエネルギーが産業化された最も古い実

績を有する国のうちの一つである。特に中心的なものは、森林系の固形燃料と輸送燃

料用エタノールである13。グリーン電力証書（使用電力のうち、定められた割合の再生

可能エネルギー由来の電力が必要）や炭素税などの政策手段は、スウェーデンにおけ

るバイオエネルギーの導入を強く促進してきた。この理由としては、たいていの場合

において、これが再生可能エネルギーの最も費用効率が高い方法であることが挙げら

れる。 
 
フィンランドでは、フィンランドのエネルギー研究開発の全課題の中で、バイオエ

ネルギーの技術開発に最も高い優先順位が与えられている。研究開発の資金は主に、

フィンランド技術庁(TEKES)14によるClimBusプログラム15から拠出されている。この

プログラムは、温室効果ガスの排出を削減するために、費用効果の高さの点で国際的

にもトップクラスの製品とサービスを開発することを目標にしている。 
 
オランダでは、オランダ再生可能エネルギー研究ポートフォリオの中で、バイオマス

                                                  
12 EUのバイオマス行動計画と比較。 
13 EC 2005 NNE Research in Europe. Country Reports p.236; STEM 2004. 
14 National Technology Agency of Finland: TEKES 
15 “Business Opportunities in Mitigating Climate Change (ClimBus)”: 気候変動を緩和する研究を促
進し、ビジネスにつなげることを目的としている。（2004～2008年） 

< 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/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.994,  2007.2.7 

17  

が太陽光発電の次に高い資金拠出額となっている。オランダのエネルギー研究戦略16の

重点であるバイオマス研究は、3つのカテゴリー（発電、コジェネレーション、製品と
燃料）に分かれている。 
 
ポーランドでは、バイオマスは強みであり資産である。林産物や農業系廃棄物が豊

富であり、エネルギー作物用の土地面積が 150 万 ha ある。主要な研究課題は、ガス
化のほかに、原料の前処理や燃焼、コジェネレーションがある 17。 
 
米国のバイオマス研究活動の包括的目標は、供給の安全保障を強化することである。

バイオエネルギー産業の創造により外国産原油への依存を減らす、もしくは終わらせ

るための方法として、この包括的目標が米国のバイオマスプログラムの中ではっきり

と強調されている。このバイオマスプログラムの目的は、民間企業の取り組みと競合

したり重複したりせずに、将来商業化の土台を築くことができる前商業化段階の技術

の開発に対して、連邦政府の資金を割り当てることである。商業化の前段階における

「研究開発の中核的プログラム」と個別の技術目標は、以下の4つの主分類に分かれて
いる。 

 
・原料仲介(Feedstock Interface)―持続可能なバイオマス原料の供給不足の問題に
取り組む。 

・糖プラットフォーム(Sugar Platform)―前処理、酵素、プロセスの統合、分留の
基礎、その他の先進的課題に取り組む。 

・熱化学プラットフォーム(Thermochemical Platform)―燃料と化成品を生産する
ために、バイオマスのガス化技術と、石油産業で現在使用されている技術の間の

互換性を確実にする。 
・製品(Products)―輸送用バイオ由来燃料、既存の汎用化成品の代替、全廃棄物の
効率的利用(熱、電力)に取り組む。 

 
5つめの取り組み領域は統合バイオリファイナリーである。これは産業界主導のプロ

ジェクトであり、中核的プログラムの研究開発の要素を、商業的に実現可能なバイオ

リファイナリーに統合することを目的としている。 
 
米国エネルギー省(DOE)と農務省は、共通の利益がある技術課題に関する共同研究

プログラムを実施してきた。 
 
日本の「経済構造の変革と創造のための行動計画」(1997年)は、将来成長の可能性

がある新規産業分野の一つとして新エネルギーを位置づけ、この分野の開発と成長を

                                                  
16 the Dutch Energy Research Strategy (EOS)、「SenterNovem 2004」p. 5ff 
17 Grezegorz Wisniewski 2004 
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奨励するプログラムについて説明している。日本は太陽光発電、風力、バイオマス、

燃料電池を新エネルギーとしている。日本のバイオマス部門における研究開発目標は、

「循環型社会」の形成、「新戦略産業」の育成、ならびに農林業や地域共同体の活性化

を目指した戦略的目標の中に組み込まれている。 
 
ブラジル・中国・インドなどの新興国では、急増するエネルギー需要を充足させ、

供給の効率性や持続性を改善するためにバイオマスの研究活動が増えている。 
 
ブラジルは、次の3つの特筆すべき経済的且つ持続可能なバイオエネルギー活動を行

っている：(1)サトウキビからの輸送用バイオエタノールの生産、(2)木材からの大規模
な木炭製造、(3)輸送用ハーブ油の生産である。ブラジルではまだバイオマスの残渣物
が効率的に利用されていないため、ブラジルとEUで共同研究できる可能性がある。 
 
中国の第10次5ヵ年計画では、エネルギー利用効率の増加、省エネルギー、再生可能

エネルギー源の利用増加についての意欲的な目標が掲げられた18。中国のバイオマス研

究の要となる中心研究領域は、発電と液体燃料の変換技術である。後者の液体燃料の

変換技術では、様々な原料の多様な変換技術（野生油脂植物のエステル化、加水分解

など）を研究する研究開発プロジェクトの取り組みが何件か行われている。 
 
インドは、農林産業系残渣物をバイオマスとして大量に入手することが可能である。

推計では、総エネルギー消費量の約46％が様々なバイオマス資源から生産されている19。

新エネルギー省(MNES)20はバイオエネルギーの利用を促進するために様々なプログラ

ムを立ち上げた。「バイオマス発電とコジェネレーションに関する国家プログラム

(National Program on Biomass Power/Cogeneration)」では、燃焼、焼却、熱分解ガス
化などの技術を採用することにより、様々なバイオマス原料の利用を最適化することを

目標としている。また、研究開発では、農村部の電化計画を促進する小規模な用途に主

な重点を置いている。 
 
 
3. バイオエネルギーの研究資金 
 
ECが資金拠出する研究 

FP5とFP6（前出）の間では研究領域のウェートについては変更があったものの、研
究課題については比較的一貫性がある。原料についての専門的な研究が減少してきてい

る一方で、バイオ液体に関する研究・実証プロジェクトは、ECがバイオエネルギーに投
                                                  
18 Xinhe BAO 2005, Issues and Opportunities for international Collaboration in Energy Science and 

Technology: The Chinese Perspective. IEA AEGSET Workshop, Nov. 16, 2005, Oak Ridge 
19 TERI（ニューデリー）2001年、“Survey of renewable energy in India”  
20 The Ministry of Non-conventional Energy Sources: MNES 

< 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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入した総資金のうち少なくとも40％の割合を占めており、燃焼／コジェネレーションと
ともに高い注目を集めている。原料研究の一部は、エネルギー変換チェーンの様々な段

階を研究している統合プロジェクトを通してカバーされている。 
 

FP6の新しい目玉は、化成品やその他の原材料、アップグレードされた燃料の生産
などについての統合コンセプトを研究する、バイオリファイナリープロジェクトであ

ろう。 
 
欧州諸国でバイオマスの研究開発が重要視されていることは、2000年～2004年期に

毎年、比較的安定して7,400万ユーロ前後の資金額が投入されていることに表れている。
ECの資金拠出額と合わせると、欧州の資金拠出額は年間で総額約１億300万ユーロに
なる。 
 
EU加盟国レベルの研究 
スウェーデンは、再生可能エネルギーの技術開発の総資金額のうち、60％以上をバ

イオマス研究に拠出してきた。フィンランドの現行のClimBusプログラムは運用期間
が2004年～2008年であり、総予算は推計で7,000万ユーロを超える。2004年～2005年
の公的研究プロジェクトに対する資金投入の内訳は以下のとおりである：45％―クリ
ーンエネルギー生産とバイオ燃料、10％―ビジネスサービス、14％―省エネ技術、4％
―その他の温室効果ガス対策、27％―未来の技術・ビジネス21。2000年～2004年期の
年間平均予算額は740万ユーロであった。スウェーデンとフィンランドの両国が、バイ
オマス分野の研究開発に公的資金を割り当てたことは、持続可能なエネルギーの未来

に移行するためにバイオエネルギーが重要視されていることの表れである。オランダ

では、2000年～2004年期の再生可能エネルギーの研究開発に対する年間拠出額のうち、
36％弱がバイオマスの研究開発に投入された。 
これらの国とは全く対照的に、ドイツでは、2004年の再生可能エネルギーの研究開

発に対する全資金拠出額のうち、8.5％しかバイオマスに投入されなかった。また、そ
の翌年の2005年には、バイオマスに対する研究開発の資金拠出額は前年度の2倍が予
定されていたが、最終的に12.5％にしかならないと見込まれる。この理由としては、
再生可能エネルギーに対する全投入資金額の増額が予想されていることが挙げられる。 
 
米国および日本の研究 
全世界的には、米国は群を抜いて最も高い単独のバイオエネルギー研究開発予算を

計上している。DOEは、2003年～2008年期の米国バイオマスプログラムについて、総
額2億8,600万ユーロの資金拠出を要請した。予算の振り分けは、以下の5つの技術分野
で計画されている：(1)原料仲介（4,440万ユーロ)、(2)糖プラットフォーム（5,890万
ユーロ)、(3)熱化学プラットフォーム（5,380万ユーロ）、(4)製品（1,510万ユーロ）、(5)
                                                  
21  Jatta Jussila 2005 
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バイオエネルギーの技術開発への年間平均拠出額（2000～2004年） 

統合バイオリファイナリー（6,670万ユーロ）。なお、予算の残額のうち4,540万ユーロ
はプログラムの運営のためのものである。 

 
日本は、バイオマスの技術開発に対する資金投入を大幅に増やした。2002年は約

2,800万ユーロであったが、2006年の計画予算は6,400万ユーロを超えた。二つの主要
な研究開発は以下の方針のもとで進められる。 

 
・有機性廃棄物の利用と関連技術の開発（流動床燃焼／複合燃焼／熱分解など） 
―2,090万ユーロ。 

・地域的なバイオマスエネルギー利活用システムの実地試験―4,320万ユーロ。 
 
新興国の資金拠出に関するデータは、体系化された形での入手ができなかった。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）ある年のデータが欠落していた場合は、それ以外の年の平均投資額を採用した。 
ECの資金投資データは、4年間にわたる定期的なデータが採用された。 

                                                                      (データ出典：IEA) 

図2  欧州全域、世界の主要国におけるバイオエネルギー技術開発への 
年間資金投資額（2000年～2004年 単位百万ユーロ） 

 
 
4. 評価と結論 
 
中心的技術 
次の表では、ECとその他の国々でバイオマス部門の副部門（技術分野）に分配され

た公的資金の割合が相対的に比較されている。データに使用されている年に関しては、

常に一貫性がとれているわけではない。また、予算の明細さも国によってばらつきが

ある。これらの理由により、データは注意して解釈する必要がある。 

< 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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重要領域 EC1 米国 2 日本 スウェーデン オランダ フィンランド
原料（作物と廃棄物）             

液体燃料             

ガス化             

燃焼             

複合燃焼 
／コジェネレーション             

支援活動、標準化             

■(バイオエネルギーへの資金拠出の 30％以上) ■中比率(15％以上) ■限定的(同 15％以下)  
1：ECのFP6に基づく。 
2：2003年～2008年期のプログラムの年間平均資金拠出額に基づく。 

 
 
現在バイオエネルギー研究についての取り組みが行われている全ての国々において、

バイオマスは従来の研究戦略とは違って、エネルギー問題や気候問題だけではなく、

別の産業分野で新しい代替の生産物をつくり出すという課題にも関わる、一つの革新

的部門としてより明確なとらえ方をされている。より高価値の生産物の生産とより大

量のエネルギー生産を両立させ、任意に組み合わせた変換技術を採用することによっ

て、燃料や化成品、材料および電力を、競争力のあるバイオマスから生産できる可能

性が多大にある。これを現実化させることで、バイオリファイナリーのコンセプトが

実証される。 
 

ECと米国の研究開発ポートフォリオについては、技術研究が一つの一貫したコンセ
プトに統合されている割合と、その結果として関連する技術的・社会経済的な研究開

発の必要性に対して資金を投入する割合に、大きな違いがみられる。 
 
米国のバイオマスプログラム(Biomass Program)では、そのコンセプトのフレーム

ワークにおいて克服すべきあらゆるレベルの全課題が述べられている。さらに、掲げ

た目標―バイオリファイナリーでの、化成品・原材料・バイオ燃料の複合生産による

付加価値の実現―を達成するために、連携の必要がある部門間の関係も明確化されて

いる。しかし米国でも資金は同じく限られているため、この予算的に厳しい枠組みで

は、より短期の技術研究（複合燃焼など）への資金拠出はこれまで行われてこなかっ

た。米国のエネルギープログラムにおける、供給の安全保障のためのバイオマスの戦

略的役割は、DOEと農務省の遺伝子組み換え作物の共同技術開発研究を通じて強調さ
れており、輸出が重要な要素であるのと同様に原料の安定供給を確立する上での重要

な要素となる可能性がある。 
 
これと対照的にEUでは、これまで全ての研究を一つの特定の目標のもとに整備する

ことは行ってこなかった。しかし、個々の研究領域（液体燃料の生産など）を向上さ
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せていくために重要な、より多様な研究の必要性には取り組んでいる。このように、

研究結果の普及や、関連分野の中の異なるプロジェクトの研究結果を統合化すること

に関しては、加盟国が独自に大半の研究開発活動を実施しているために、欧州の利害

関係者に対して一定の課題が残っているといえる。それと同時に、欧州の知識基盤は、

限られた数の国々―すなわち、EUレベルや国際エネルギー機関(IEA)レベルでの連携
活動で、最も精力的に活動している国々―に、限定されていることを述べておかなけ

ればならない。 
 
EUの再生可能エネルギー目標と気候目標については、ECの研究ポートフォリオで、

中短期の研究の優先順位づけに関しての整合性がとれている。これらの研究の焦点は、

発電、燃焼／コジェネレーションによる加温・冷却、およびガス化経由の費用効率が

良いバイオ燃料（特に輸送用）の生産である。ノルディック諸国、オランダ、オース

トリアなど、熱心なエネルギー戦略を開発した国はこれまで、原料の入手可能性や、

関連の産業体系および／もしくは能力・知識に十分に基づいた上で、研究開発の優先

順位を決定してきた。充分なバイオマス資源が中期的に不足しているため、オランダ

などの国では個別に持続可能なバイオマスの輸入の動向を調べているが、これはEUレ
ベルでの課題ではない。 
 
日本は農業国ではないため、有機廃棄物を利用するための関連技術（流動床燃焼、

複合燃焼、熱分解など）に力を注いでいる。 
 
資金拠出 
欧州におけるバイオエネルギーの研究開発への公的資金拠出のレベルは、欧州の主

要な競合国である米国に比べて3分の1以上、上回っている。これは、現在特定の研究
が焦点になっていることや、かなり古くから特定の研究分野が存在していたことがそ

の理由である。欧州は、燃焼／コジェネレーションだけでなく、バイオディーゼルと

バイオオイルの生産の専門的知識・技術も保有している。バイオエネルギーに対する

欧州の全公的資金の30％近くはECから拠出されている。一方、バイオエネルギー以外
の再生可能エネルギー分野に対しては約15～20％である。これらの数値からも、欧州
の殆どの国でバイオエネルギーの研究開発が十分な注目を集めていないことが裏付け

られている。 
米国は巨額の単独国家予算を持っているが、プログラム戦略をバイオリファイナリ

ー・コンセプトに向けて新しく方向づけする上では、現在、公的支援領域（コジェネ

レーションなど）の資金が不足している。 
日本のバイオエネルギー研究に対する資金拠出レベルはECと同じレベルであるが、

廃棄物リサイクルに関係する特定の技術領域に限定されている。 
 
 

< 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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研究と技術開発 
欧州におけるバイオエネルギーの利用状況に関しては、大変精力的に取り組んでい

る国があるにもかかわらず、ほとんどの国では依然として成り行き任せ状態である。

研究についても状況は同じである。FP6の調整行動(Coordinated Action)では、費用効
率の改善と、バイオエネルギー部門に最大限の研究効果を実現化することを目標にし

て、バイオエネルギー研究の国家プログラムのネットワーク化に着手した。

「ERA-NETバイオエネルギー」の目標は、国家研究プログラムの強化である。連携す
ることによって、この国家プログラムはより良質な結果になると予想される。さらに、

連携することで、追加情報の交換が進み重複が避けられることが期待されている。 
 
しかし、これ以上の連携がECと加盟各国の間には必要である。欧州域内において既

存の知識や成熟した技術を伝達するための支援を行ったり、更なる技術の発展を促し

たりするだけではなく、将来の欧州エネルギーシステムの中でバイオエネルギーが果

たすべき役割についての共通概念を発展させることも必要となってくる。既にその他

のエネルギー分野(太陽・水素など)に関してはビジョンが明確化されている。この課題
は、バイオマスをより一層活用するための具体的な機会と同じく、欧州内の各地域の

様々な状況を考慮して、ECと加盟国間で連携して達成されなくてはならない。そうで
なければ、欧州の中で欧州研究圏(ERA)22から利益を得られない地域が出てくる恐れが

ある。特に、バイオエネルギーの利用強化のための特別な社会経済的機会（地域経済

の発展と雇用創出）からの恩恵を得ることができない地域が出てくることが懸念され

るだろう。 
 
出典：The State and Prospects of European Energy Research 

http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/portfolios_report_en.pdf (p65-p72) 
 

翻訳・編集：大釜 みどり 

                                                  
22 European Research Area (ERA): EU加盟国の研究活動の調整・統一化を進めるとともに、専門知識
を集積し、産業技術研究基盤の強化を図ることを目的としたもの。 


