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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。 

 

目  次 
1．世界におけるバイオマス利用の状況 
2．米国でのバイオマス利用への取組状況 

 （1）利用状況、（2）政府による支援策、（3）将来展望、（4）研究開発事例 
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、（2）取組状況、（3）将来展望 
4．各国におけるバイオマス利用への取組状況 
 （1）欧州（ドイツ、スウェーデン、ベルギー、オーストリア） 

（2）北中南米（カナダ、メキシコ、ブラジル） 
（3）アジア（韓国、フィリピン） 

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 

< 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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*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 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 

石油 
34.4% 再 生 可

能 エ ネ
ルギー 
13.3% 

潮力 0.0005%
風力 0.051%
太陽 0.039%

 
 
地熱 0.416%

原子力
6.5% 

ガス 21.2% 

石炭 24.4%*** 

その他** 0.5%
水力 2.2% 

 

バ イ オ マ ス

(CRW)10.6％ 
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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/ >
　海外レポート994号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/994/
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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 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 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 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/ >
　海外レポート994号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/994/
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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、 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 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 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 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 

< 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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【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 ― 
 

1．概要：主な研究領域と主要国 
2．EC、加盟諸国およびその他の国の研究目的 
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 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 

資源 変換技術 燃料 市場 

*6 

*5 

*4 

*3 

*2 

*1 

*7 

*10 
*8 

*9 

 

 

< 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 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、 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 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。 
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この 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 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 

< 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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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 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 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 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） 
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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 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 
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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、 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 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。 
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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

< 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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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、 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。 
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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 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。 
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【バイオマス特集】バイオマス発電 

 
ドイツにおけるバイオマスの技術動向 

 
 連邦環境省の資料によると、2005 年末時点における電力供給全体に占めるバイオマ

スの割合は約 2.2％であり、熱供給では全体の約 5.1％をバイオマスが占めている。適

切な施策等を実施することにより将来、電力供給の 10％、熱供給の 20%までをバイオ

マスの利用により供給することが可能であるとされている。 
 
 このように今後の成長が期待されるバイオマスに関して、現在の技術動向を中心に

固体燃料、気体燃料（バイオガス）および液体燃料別にまとめた。 
 
固体燃料 
 2005 年末時点で固体燃料発電設備数は約 140 基であったが、そのうちのほとんどは

出力 20MW 以下のものである。稼動している発電設備の主流はバイオマスを直接燃焼

し、得られた蒸気で発電する蒸気発電であり、その他のプロセスを利用しているもの

は約 15 基にすぎない。 
 
 蒸気発電では、その約 85％が蒸気タービンを利用しており、蒸気を液化するまで冷

却して利用する復水タービンや蒸気を他の目的のためにサイクルから取り出す抽気復

水タービンが中心となっている。残りの約 15%は蒸気エンジンを利用しており、これ

らは 2MW 以下の発電設備となっている。 
 
 近の傾向では、蒸気タービンを大型化し 50MW 超の発電設備で利用するケースや

蒸気発電における高効率化、温室効果ガス排出の削減を追求する傾向が見られる。ま

た、蒸気タービンを数百 kW レベルに小型化する開発も見られ、たとえば 500kW の

ノーギア蒸気タービンのプロトタイプが 2005 年 10 月からザクセン州のドレスデンで

稼動している。 
 
 蒸気発電以外では、ORC(Organic Rankine Cycle)発電が 13 基あり、これらは主に

1MW 以下の小型設備である。ドイツでバイオマスを利用した ORC 発電が設置された

のは 2002 年であったが、2004 年の再生可能エネルギー法改正によって蒸気発電以外

で発電される電力に対する買取り価格が引き上げられたことで、ORC 発電が増加する

ようになった。ORC 発電では主にシリコンオイルが熱媒体として利用されている。 
 
 その他としては、バイオマスをガス化してエネルギーにするものや、熱源をシリン

ダーの外部から得るスターリングエンジンなどがある。しかしながら、まだ ORC 発電

以外は商業利用されておらず、これらの発電システムは実証段階となっている。 
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 木質バイオマスのガス化発電では、たとえば BISEA 社（ホムブルク市）が、流動床

ガス化炉で木質バイオマスをガス化し、菜種油を利用したオイル洗浄装置でガスから

タール分を除去し、そのガスでガスタービン発電する技術を開発している。 流動床ガ

ス化炉では、有害物質とタール分を減らすためにこれまではドロマイト添加処理のみ

が行われていた。このプロセスで得られた廃熱はさらに、ORC プロセスで発電用に利

用され、 終的に残った熱は他の企業に送られて木材の乾燥用に利用されている。 
 
バイオガス 
 2005 年末時点でバイオガス発電設備数は約 2,700 基である。発電には、主にジェッ

トエンジンないしガスエンジンが利用されている。連邦環境省の委託で行われた調査

によると、52％がジェットエンジン、41％がガスエンジン、4％が両方を組み合わせ

て発電している。マイクロガスタービン、スターリングエンジンあるいは燃料電池で

発電する技術は、まだ技術開発ないし実証段階である。 
 
 発電中に得られる熱を暖房に利用しているのは、全設備数の 86％に上るが、その熱

を使って ORC 技術でさらに発電しているのはまだ数基にすぎない。これは、バイオガ

ス発電設備の発電出力がドイツ平均で 250kW と小型設備が主流であるため、ORC 設

備も 50kW から 250kW 程度の小型のものにしか利用できないためであろう。 
 
 バイオガスの製造では、バイオガスを発生させるのに利用される家畜の糞尿などの

乾燥発酵技術にガレージ方式や栓流方式などが使われてきているほか、バイオガスを

天然ガスと同質にまで処理する技術も出てきている※。 
 
液体燃料 
 2004 年の再生可能エネルギー法改正によって、バイオディーゼルなどの植物油を使

って発電する設備の需要が増加しているほか、従来のオイル式設備をバイオディーゼ

ル用に改造するケースも増加している。 
 
 設備の発電出力は 10kW 以下のものが約半分を占め、それも含めた 100kW 以下の

設備だけで全体の 90％以上と小型設備が主流となっている。ただ 近は、工場や電力

会社などが 500kW や 1MW 超の設備に関心を示す傾向が顕著になってきている。 
 
 ディーゼルエンジンに利用する場合、バイオディーゼルエンジンのエネルギー効率

は、100kW 以下で 25％～37％、1MW 超の設備で 高 46％まで達成されており、オ

イル式設備と変わらなくなってきている。 
 

                                                  
※本件については、すでにバイオガスを自動車の燃料として配給するバイオガススタンドができたことを

報告した。No.984「酪農地域で拡大するバイオマス」2006 年 9 月 6 日参照。 
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小型設備用に直噴射エンジンや高圧噴射エンジンを開発しているケースも見られる。 
 
参考資料 
・Entwicklung der erneuerbaren Energien 2005 – Aktueller Sachstand – März 

2006, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
・Monitoring zur Wirkung des novellierten Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) auf 

die Entwicklung der Stromerzeugung aus Biomasse, 2. Zwischenbericht 
・Kurzüberblick zur Biomasenutzung in Deutschland 

(http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/4759/) 
・Bundesumweltministerium fördert innovative Anlage zur Erzeugung von Strom und 

Wärme aus Biomasse. (http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/37044/4593/) 
・Vorhaben: Bau und Betrieb der Biostromerzeugungsanlage BISEA 1, Kurz- 

beschreibung. (http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/37386/main) 
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【バイオマス特集】バイオ燃料 

 

イタリアのバイオ燃料普及に遅れ 
 
2003 年 5 月 8 日に EU 委員会と EU 国会は、運送におけるバイオ燃料あるいは他の

新エネ燃料利用を促進させるための EU 指令を制定した（2003/30/CE）。指針の第 3
条１項には「メンバー国は、バイオ燃料と他の新エネ燃料を各々の国の市場において

普及させること、そのために各国の目標を定めること」と記され、「各国の市場に出す

バイオ燃料量は、市場に出された運送用ガソリンと軽油全てのエネルギー濃度（ 低

発熱力）を基準にして計算されるが、その目標基準値は、2005年 12月 31日までに 2％、

2010 年 12 月 31 日までには 5.75％とする」と定められた。 
 
イタリア政府は、EU 指令を受けて 2005 年 5 月 3 日に「牽引のためのバイオ燃料、

または他の新エネ燃料利用促進にかかわる 2003/30/CE 指針の実行法（2005 年 5 月 13
日の暫定措置 128 号）」を制定した。これは、温室効果ガス排出削減、環境を尊重した

エネルギー源供給、新エネ源促進に貢献するためにバイオ燃料利用を促進することを

目的にしたものである。同法では EU 指令と同様に、市場に出された運送用ガソリン

と軽油全てのエネルギー濃度（ 低発熱力）を基準にしてバイオ燃料の市場流出量が

計算されているものの、その目標値は「2005 年 12 月 31 日までに 1％、2010 年 12 月

31 日までに 2.5％」とされた。この目標値は EU の目標基準値の半分しかない上に、

期限までに義務を実施するには諸々の問題が解決されなければならず、現段階では義

務遂行が不可能な状況にある。 
 
関係者は、イタリアの 2003/30/CE 指令実行法は EU 指令に部分的にしか準じてい

ないものだとして批判している。具体的には、同法において①バイオ燃料の生産地に

ついての言及がないことと、②バイオ燃料配給活動のための規定が定められていない

こと、などが問題視されている。特に①に関しては、生産地が明確にされなければ、

生産コストが安い開発途上国の燃料がイタリア市場で優先され、生産コストの高い欧

州とイタリアの生産者にとって不利になる可能性がある点が指摘されている。 
 
また、自動車に対してもバイオ燃料が利用可能となるよう、2006 年 7 月 1 日からガ

ソリンや軽油にバイオ燃料を混入することが法的に義務化された。しかし、石油精製

企業は「時間的余裕も無く 2006 年 7 月 1 日からの実施は不可能」として、バイオ燃

料混入義務を実行しているイタリア企業はない。 
  
このような状況下で、イタリアが EU による罰則対象となることを回避するために

も、本義務を実行に移す他の規定が必要となった。新エネ普及を政策の 1 つとしてい

る現政府は、目下国会で審議されている 2007 年度予算法案の中にバイオ燃料導入政策
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を盛りこんだ。2007 年度予算法案では 2005 年 5 月 13 日の暫定措置 128 号で定めら

れたイタリアの目標値を、2005 年 12 月 31 日までに 1.0％、2008 年 12 月 31 日まで

に 2.5％、2010 年 12 月 31 日までに 5.0％にそれぞれ上方修正した。また石油精製企

業に対するガソリンや軽油にバイオ燃料を混入させる義務開始日を 2007 年 1 月 1 日

に延期している。更にこれらの義務を実施させるために必要な具体的実行法は、2007
年度予算法が有効になった日から 6 ヶ月以内に関係省によって制定される。なお関係

者は、他にも行政プロセスの簡略化やバイオディーゼルの税控除を要求している。 
 
イタリアにおいて、バイオディーゼルは市場に実際に出回っているが（全体の 0.5

～0.6％）、バイオエタノールは、ほとんどゼロの状態だ。イタリアにはバイオエタノ

ール生産のための耕作地は、目下存在していない。だが、甜菜（てんさい）栽培農家

と砂糖精製企業は、バイオエタノール生産に大変な関心を示している。背景には、イ

タリア製砂糖は近年市場競争力を失っていることがある。EU は 2005 年 11 月 に、イ

タリアの甜菜栽培を 24 万 ha から 10 万 ha に減らすように命令したため、砂糖精製工

場は、19 ヵ所から 6 ヵ所に減らされることになる。甜菜耕作者や砂糖精製企業に対し、

EU は賠償金として 6 億ユーロ、さらに田園開発計画費として 1 億 8,500 万ユーロ、

合計 7 億 8,500 万ユーロを支払うことにしている。伊農業連盟(Confagricoltura)は、

この EU からの補償金はバイオエタノール生産を開始させるための開発費用として利

用されるべきであると主張し、とうもろこし耕作によるポー川流域開発計画と麦耕作

によるイタリア南部の開発計画の 2 つのバイオエタノール生産計画を準備している。 
 
イタリアの砂糖メーカーもバイオ燃料を生産するために動き出している。ファルック

グループ(Gruppo Falck)の新エネルギー技術会社アクテリオス社(Actelios Spa)と、砂糖

メーカーであるマッカフェッリグループ(Gruppo Maccaferri)のホールディング会社

SECI 社は、2006 年 5 月 16 日、マッカフェッリグループの 4 ヵ所の砂糖工場をバイオ

マスで供給される電力生産設備に転換するプロジェクト開発に関する合意を結んだ。 
 
砂糖工場をバイオマス電力発電所に転換させる技術研究 は以前から実施されてい

たが、この合意により、4 ヵ所の工場 1 が新たにバイオマス電力生産設備に転換され

ることになった。またこの合意を踏まえ、電力生産と電力配給のために一連の会社の

設立と、現地の地方自治体と農業電力生産開発のための協力合意の締結が予定されて

いる。 
 

参考文献 
イルソーレア 360 グラーディ誌、イルソーレ 24 オーレ紙、2003/30/CE 指針、 
2005 年 5 月 13 日の暫定措置 128 号、2007 年予算法案等 

                                                  
1 ①アレッツォ県のカスティリオン・フィオレンティーナ工場、②ラヴェンナ県のルッシ工場、 

③アスコリピチェーナ県のフェルモ工場、④カリアリ県のヴィッラソル工場 
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【バイオマス特集】バイオガス発電 

 

イタリア・クレモナ県下のリナルディ社のバイオガス発電所が落成 
 
2006 年 10 月にクレモナ見本市にあるコンフェランスセンターの大会議場ストラデ

ィヴァリウス室において、「バイオガスのためのシンポジウム」が開催された。シンポ

ジウムでは、イタリアにおけるバイオガスの現況が紹介され、将来の見通し等につい

て議論された。 
 
毎年実施されているこのシンポジウムは、バイオガス部門関係者全ての意見表明の

場となっている。 バイオマスに係わる幅広いテーマ、すなわち農業企業のための保証

制度や税制や法制、発酵の改善、バイオガス用タンクの建設、あるいは ENEL 電力網

連結、更には金融機関の優遇措置について等の諸々のテーマが本シンポジウムで話し

合われる。また、シンポジウムの終わりには、ロンバルディア州とヴェネト州におい

て実現されたバイオガス発電設備が毎回紹介されている。 
 
シンポジウムが行われた翌日の 10 月 13 日には、クレモナ県フォルミガラ市でリナ

ルディ兄弟が経営するサンタ・エウロジア家畜農場に設置されたバイオガス発電設備

がシンポジウム参加者に紹介されるとともに、落成式も実施された。 
 
バイオガス発電設備とは、バイオガス用タンクに回収された家畜飼育腐敗液と植物

バイオマスを高温で発酵させ、発酵時に発生したガスがコジェネレーション発電機を

通って電力に転換されるという発電設備である。落成式にはクレモナ県知事やクレモ

ナ県下の市長達も参加した。 
 
サンタ・エウロジア家畜農場のバイオガス発電設備は、毎日 25.7MW の電力を生産

できるものだ。この出力は 700 戸の中規模の建物に熱を供給し、2,500 世帯に電力を

供給できる電力量である。小さな町であれば、全ての住人の必要な電力を賄うことが

出来る量だ。 
 
バイオマス部門の専門誌は、電力を販売するという収入面からだけでなく、特に環

境を尊重するとの観点から、関係者がサンタ・エウロジア家畜農場の例を模範とする

べきであると評価している。サンタ・エウロジア家畜農場のタンクから派生される泥

は、ほとんど無菌状態であり、窒素含有物が極端に縮小されており、強烈な臭いは無

い。腐敗液から派生するバイオガスはクリーンなエネルギーであり、石油の値段が高

騰している今日においては、特に注目すべき重要なエネルギーである。 
 
リナルディ社のバイオガス発電設備は、バイオガス発電設備の実現と運営において
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リーダー格の地位にある環境技術会社、UTS Italia (Umwelt Tecnik Sud Srl)社によっ

て実現された。リナルディ社のバイオガス発電設備は、1 基目が 2004 年末に発注され

2005 年 6 月に操業が開始されている。 
 
この設備の生産性は開始時点で 75％であり、2005 年 9 月には 95％にまで達した。

近年、第 2 基目のバイオガス発電設備が設置され、リナルディ社のバイオガス発電設

備出力は 2 倍に増大し、その 2 基目の落成式が実施された次第である。 
 

参考文献 
ラ・プロヴィンチャ紙（クレモナの地方新聞）、ラジオ・RAI2 
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【バイオマス特集】  バイオマス発電   
 

オリーブから電気を（ベルギー） 
 

1991 年に創設されたベルギーの TPF グループは、設計・エンジニアリング、エネ

ルギーなどの事業を営む企業で、従業員は 650 人あまりである。同グループの 2005
年の年商は 8,154 万 8,000 ユーロ（連結ベース）で、2006 年度の年商は 1 億ユーロ（同）

を超えると予想されている。同グループは、スペイン、ポルトガル、フランス、ルク

センブルク、ポーランド、ルーマニアなどに進出しており、株主にはワロン投資地域

会社（SRIW）、SOCOFE などが名を連ねている。その傘下にある TPF-ECONOLER
社（以下 TPF-E 社）は、再生可能エネルギー、省エネ、コジェネレーション（熱電併

給）といった分野で、サード・パーティ・ファイナンス“Third Party Finance”の手

法を用いて、プロジェクトへの出資を行っている。なお、TPF の社名は、“Third Party 
Finance”の頭文字を取ったものである。 

 
サード・パーティ・ファイナンスは、省エネプロジェクトの各段階（構想、企業化

調査、建設、運営）を管理し、プロジェクトに適用される技術や工事請負業者を選択

するとともに、プロジェクトに必要な資金を調達するものである。この概念は英国で

生まれたものであり、ベルギーでは、TPF-E 社が発展させた。 
 
TPF-E 社の総投資額はおよそ 8,000 万ユーロに達し、ベルギー 大のサード・パー

ティ・インベスタ（Third Party Investor）となっている。同社は、廃棄物からのバイ

オガスの有効利用、風力発電、エネルギー監査といった分野で活動している。 
 
TPF-E 社は、ベルギーでは、例えばモン・サン・ギベール市のゴミ廃棄場で発生す

るバイオガスを利用した発電施設の建設プロジェクトにサード・パーティ・インベス

タとして参加した。このプロジェクトでは、家庭ゴミが腐敗する過程で発生する 1,070
万 kcal／時間のバイオガスを発電に有効利用することを目的に、6 基の出力 750kWe
のコジェネレーション・エンジンを設置し、4.4MW の発電に成功した。 

 
また、TPF グループは 近、資本の 70.67％を所有するスペインの子会社

ECONOLER-SPAIN 社（小水力発電、コジェネレーション）を通じ、オリーブ油の生

産過程で発生する廃棄物（オリーブの種、皮）を有効利用した熱電併給に取り組んで

いる。スペインで生産されるオリーブ油の 80%近くは、アンダルシア地方のコルドバ

州で生産される。同州では、オリーブ油の生産過程で 15～20 万トン近い廃棄物が発生

する。地元の協同組合 Andaluza Comarcal Agricola はこれを回収し、乾燥させて、化

学的方法で再びオリーブ油を抽出している。 
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このバイオマスプロジェクトでは、オリーブ油の二次抽出後に発生する廃棄物を乾

燥させ、顆粒状にしたものを燃焼させてコジェネレーションに利用する。顆粒状の廃

棄物は、850℃の温度で、10 トン／時間で燃やされる。24 時間体制で、年間 8～10 ヵ

月にわたり廃棄物が燃やされ（7～8 万トン／年）、蒸気タービンにより発電する。 
 
このプロジェクト（投資総額は 1,700 万ユーロ）のために設立された Bioenergetica 

Egabrense 社は、ECONOLER-SPAIN 社が 45％、再生可能エネルギーの生産、送電

を行う Microcentrales de Andalucia 社が 45％、残りの 10％は Andaluza Comarcal 
Agricola が出資している。 

 
コルドバ州の Cabraに建設された発電施設“BioEnergetica”は、Andaluza Comarcal 

Agricola のオリーブ油の生産施設に隣接している。“BioEnergetica”は、2006 年 9 月

から稼働しているが、年間 5 万 8,500MW の発電能力を有し、生産された電力は現在、

平均 105 ユーロ/MW（50 ユーロは政府の助成金）で販売されている。オリーブの廃棄

物を有効利用する大規模なバイオマス施設としては初めてのものとなる。 
 
TPF グループはこのほか、ポルトガルで子会社 TPF PLANEGE を通じ、オリーブ

の廃棄物を有効利用する施設を建設するプロジェクトや、木材あるいは廃木を利用し

た施設を 2 つ建設するプロジェクトを検討している。スペインでは、“BioEnergetica”
以外に、さらにバイオマスを利用する施設が建設される可能性がある。また、フラン

スでも子会社 Beterem を通じ、同種のプロジェクトが検討されている。EU 加盟国は、

再生可能エネルギーの利用促進のため様々な奨励策を打ちだしており、TPF はこうし

た好機を積極的に活用する意向を示している。 
以上 

 
参考文献 
 
TPF グループ： 
http://tpfgroup.customer.ipower.be/tpf/flash/content.asp?struct_id=167&pagetype=ho
me&language_id=6&pagecount=1&site=tpf 
 
ECONOLER SPAIN： 
http://www.econolersedisa.com/frances.htm 
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【バイオマス特集】  バイオディーゼル   
 
バイオディーゼル燃料、ガソリンスタンドにお目見え（ベルギー） 
 
ベルギーでは 2006 年 11 月 23 日、ガソリンスタンドでのバイオディーゼル燃料（以

下バイオディーゼル）の販売が始まった。販売を開始したのは Total Belgium 社（以

下 T 社）で、東フランドル州 Ertvelde に拠点を置く Oleon 社（以下 O 社）が T 社に

燃料を供給している。この日、ニヴェル市内の T 社のガソリンスタンドでは、連邦政

府のレインデルス副首相（蔵相）、トバック環境・年金相、ラリュエル中産階級・農業

相が、ベルギーで初めてバイオディーゼルを給油した。 
 
「バイオ燃料に関する 2006 年 6 月 10 日法」に基づきベルギーでは、11 月 1 日から

バイオディーゼルへの免税措置が適用されているが、現在、菜種油を原料に生産され

るバイオマス由来のバイオディーゼル FAME（Fatty Acid Methyl Ester：脂肪酸メチ

ルエステル）を供給できるのは O 社だけである。その O 社も 11 月中旬にやっと 初

の FAME を T 社に納入することができた。 
 
T 社は、O 社の納入した FAME を、アントワープ製油所で通常の軽油に混合し、自

社のガソリンスタンドに供給する。O 社は、11 月から 2007 年 1 月にかけ、毎月 120
万リットルの FAME を T 社に納入し、T 社は通常の軽油に 1％の FAME を混合する。

2007 年 2 月から 9 月にかけての 8 ヵ月間、O 社は 4,800 万リットルの FAME を供給、

通常の軽油への FAME 混合率は 3％に上昇する。なお、欧州連合（EU）の品質規格で

は、 大 5％（容量基準）まで混合が可能である。 
 
ベルギー連邦政府は、11 月 1 日からのバイオディーゼルへの免税措置の適用を前に、

免税措置の適用対象となるバイオディーゼル、バイオエタノールの生産業者の選定を

行っていたが、10 月 19 日、応札した 32 社の中からバイオディーゼルに関しては 4 社、

バイオエタノールに関しては 3 社を選出した。 
 
バイオディーゼルの生産を行うのは、上記の O 社の他に、オステンド市の Proviron

社、Gistel 市の Flanders Bio Fuel 社、Feluy 市の Neochim 社（以下 N 社）の 4 社。

11 月 1 日から 2007 年 9 月 30 日までの割当総量は 2 億 8,600 万リットルあまりで、

各社への割当量はそれぞれ 7,200 万リットル、4,832 万リットル、4,070 万リットル、

1 億 2,500 万リットルとなっている。第 2 次割当に関しては、まだ決定が下されてい

ない。 
 
O 社は、現在 40 万トンの生産能力を有するが、1,950 万ユーロを投じて生産能力 1

億 700 万トンの新工場を建設中で、同工場は 2007 年初頭には稼働する予定。他社は O

< 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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社に遅れをとっており、2007 年初めには N 社がバイオディーゼルの販売を開始する。 
 
ラリュエル農相は、「（バイオ燃料の生産は）ベルギーの農業の将来にとって非常に重

要である」ことを強調している。しかし、菜種は現在、1 万 1,000ha の耕地で栽培されて

いるにすぎず、十分な生産量とはいえない。農相は、「ベルギーの菜種だけからバイオデ

ィーゼルを生産するとした場合、18 万 ha の耕地が必要になる」としている。 
 
一方、バイオエタノールの生産業者として選定されたのは、Wanze 市の Raffineries 

Tirmontoises 社（Bio Wanze）とゲント市の Alco Bio Fuels 社、アールスト市の Tate 
& Lyle 社の 3 社で、各社の割当量はそれぞれ 7 億 5,000 万リットル、5 億 4,350 万リ

ットル、1 億 9,200 万リットルである。 
 
「バイオ燃料に関する 2006 年 6 月 10 日法」は、2007 年 10 月 1 日からバイオエタ

ノールへの免税措置の適用を開始すると定めており、バイオエタノールが正式にガソ

リンスタンドにお目見えするのは 2007 年秋となる。 
 
こうした中、ベルギー国内にガソリンスタンド網を展開する Octaplus 社（以下 Oc

社）が 10 月 11 日、「消費者や行政当局の関心を喚起するため」（同社のマーケティン

グの責任者）、ブリュッセル市内の自社のガソリンスタンドで早くもバイオエタノール

E85（エタノールを 85%混合したガソリン）の販売を開始した。このバイオエタノー

ルは一般に販売されているのではなく、特別な許可を受けたテスト車輌だけが試験的

に利用できる。現在、E85 を使用できる車輌は、Saab 9-5、Volvo V50、Ford Focus
の 3 車種のみである。 

 
Oc 社は、Alco Bio Fuel からバイオエタノールの供給を受ける。同社は、ゆくゆく

はベルギー国内の 30 ヵ所以上のガソリンスタンドで E85 を販売したいとしている。 
 
なお、フランスでは 10 月 9 日、E85 を供給する 初のガソリンスタンド（Total 社）

がパリ市内にオープンした。EU 域内では、スウェーデンが E85 などのバイオエタノ

ール利用のパイオニアで、他の加盟国を牽引する形となっている。 
 

参考資料 
・ベルギー連邦政府（バイオ燃料）： http://mineco.fgov.be/energy/biofuels/biofuels_fr.htm 
・Total Belgium：http://www.total.be/be/becorporate.nsf/VS_SWIPSA/C5FC5CEC804B

C84EC125722F004FF7CC?OpenDocument&UNI=201DE8B329AEBA96C125708500
24471F&LG=FR& 

・Oleon： http://www.oleon.com/EN/ 
・Octaplus： http://www.octaplus.com/octa.aspx?culture=fr-be&site=octa&tabid=312 
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【バイオマス特集】木質バイオマス セルロース性エタノール 

 

カナダのバイオマス利用技術の動向 
 
 カナダのエネルギー総消費量の約 6％がバイオマス由来エネルギーでまかなわれて

いる。しかしながら、カナダにおけるバイオマスは現在のところパルプ製紙会社によ

る余剰木材残渣の燃焼で得られた蒸気や電力の社内利用が主であり、その他では公共

施設や家庭で暖房や調理用に木材を燃料として利用するにとどまっている。その一方

で、カナダでは更なるバイオマス利用を促進する為、政府・研究機関・企業において、

研究開発・技術開発が活発に行われている。 
 
＜改良進むバイオマスの燃焼技術＞ 

バイオマスを燃焼して利用するのは古代から も安易な方法として行われている。

現在カナダで CETC1 が中心となり、国内外の企業、研究機関と協力して、装置の改

良を含めたバイオマス燃焼効果の向上、さらに効率的なエネルギー変換技術の改良が

進められている。CETC プログラムに協力している KMW システムス社 2 はスウェー

デンの旧親会社が開発した技術をもとに、バイオマス燃焼エネルギー・システム 3 と
名づけられ、鋸くずなどのバイオマスを、3 段階のプロセスでエネルギーに変換する

方法を確立した。同社の開発した技術はオンタリオ州政府の研究機関や天然資源省で

も評価され、ノバスコシア州のテイラー・ランバー社 4 をはじめ、幾つかの企業で、

蒸気の供給や発電を目的として利用されている。また、ブリティッシュ・コロンビア

州のパシフィック・バイオエネルギー社 5 では、燃料として利用するために木屑を圧

縮成型した円形型ペレットを各種産業用に供給しており、1998 年からは世界各国に輸

出している。同社の製品は環境対応型であるだけでなく、安価な原料を利用している

点で注目されている。 
 
＜期待高まるアイオジェン社の生産技術＞ 

バイオマスの燃焼利用はこのように各社で技術改良が進められているが、カナダで

も期待されているのは、バイオマスからのエタノールやバイオディーゼルの生産や

木材からの特殊な化学品を精製するなど付加価値の高い取り組みである。 
同分野で国内外から も注目されている技術は、アイオジェン社 6 によるセルロー

ス（繊維素）性エタノールの生産技術である。同社は、微生物による各種酵素の生産

                                                  
1 CETC (the Canada Centre for Mineral and Energy Technology) 

カナダ連邦政府天然資源省のエネルギー関連技術開発とその展開を担当する部門。 
2 KMW Systems Inc. URL; www.kmwenergy.com 1987 年オンタリオ州ロンドンに設立 
3 Biomass Fired Energy System  
4 Taylor Lumber Co. Ltd.  
5 Pacific BioEnergy Corporation.   www.pacificbioenergy.ca 
6 Iogen Corporation URL; www.iogen.ca 

< 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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販売を主な事業としており、天然資源省からの 2,110 万ドルの助成金に加え、ロイヤ

ル・ダッチ・シェル石油社 7 からの 4,600 万ドル、ペトロ・カナダ社 8 からの 2,470
万ドル、更に今年 5 月にはアメリカの投資会社、ゴールドマン・サックス社 9 からの

3,000 万ドルの投資により、セルロース性エタノール生産に取り組んできた。現在は未

だ実証試験の段階であるが、2007 年 9 月には本格生産工場を建設する計画である。 
 
小麦わらに含まれるセルロースを前処理した後、微生物 Trichoderma reesei の遺伝

子組換えにより誘導された変異株が生産する酵素セルラーゼを用いて、炭素数 5 から

6 の糖に加水分解している。次いで米国のパデュー大学で得られた Saccharomyces 属

酵母の変異株を使い、この糖を醗酵法によってエタノールに変換しているものとみら

れる。Trichoderma reesei 変異株が生産するセルラーゼの分子構造については、カナ

ダ国立研究審議会 10 の研究者との共同研究も行われている。 
 
同社によると、工場内には 420 立方メートルの醗酵槽が建設されており、試験段階

の現在はセルロース性エタノールを 1 日 1,500 リットル以上生産している。製品は市

販されてはいないものの、連邦政府の公用車は同社のエタノールをガソリンに混合し

て利用している。なお、この工場は年間 300 万リットルのセルロース性エタノールを

生産できるように設計されており、小麦わらや大麦わらの前処理能力は 1 日 40 トンま

で可能とのことである。今後本格的な商業生産のために、カナダ西部の小麦生産地近

くに大型生産工場を建設する計画である。 
 
参考文献  

Hui, J.P.N. et al; J. of Chromatography B, 
752 p349-368 (2001), Hui, J.P.M. et al; Glycobiology 12, p837-849 (2002)  

                                                  
7 Royal Dutch Shell URL; www.shell.com 
8 PetroCanada URL; www.petro-canada.ca 
9 Goldman Sachs & Co. URL; www2.goldmansachs.com 
10 The National Research Council of Canada URL; www.nrc-cnrc.gc.ca 
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【個別特集】NEDO 海外事務所報告  
 

大統領年頭教書演説（エネルギー政策）に対する各界の反応 
 

NEDO ワシントン事務所 

松山貴代子 

 
ジョージ・W・ブッシュ大統領が 2007 年 1 月 23 日に恒例の年頭教書演説を行った。

昨年・一昨年の演説では、対テロ戦争やイラク戦争の現状報告、イラク復興へのコミ

ットメントを熱弁した後で数々の国内政策を列挙した大統領であったが、今年は演説

の前半で①経済改革注 1；②教育；③ヘルスケア；④移民；⑤エネルギー；⑥判事指名

という国内アジェンダについての方針を述べ、後半で（i）対テロ戦争；（ii）軍備強

化；（iii）AIDS 救済計画とマラリア対策イニシアティブといった国際アジェンダにつ

いて語った。 
 

国内アジェンダの内のエネルギーについて、ブッシュ大統領は今後 10 年間でガソリ

ン消費を 20%削減するという「Twenty in Ten」というイニシアティブを新たに提案

したほか、米国エネルギー保障強化策として国内石油の増産をあげた。今年の年頭教

書演説で大統領は温暖化問題を取り上げるのではという前評判が高かったが、実際に

は、手が届くばかりとなった技術ブレークスルーが環境管理の向上や世界気候変動問

題への対応に役立つことになるという表現に留まった。ここでは、大統領のエネルギ

ー計画の概要と、大統領提案に関する各界の反応を紹介する。 
 
エネルギー政策 
 
1. 「Twenty in Ten」の目標達成に向けた手段 

➣ 2017 年までに年間 350 億ガロン注 2 の再生可能燃料・代替燃料使用を義務付け

る燃料基準を設定することによって、再生可能燃料と代替燃料の供給を拡大。

―これにより、2017 年の推定ガソリン消費量が 15%減少する。 
➣ 乗用車向けの企業平均燃費（Corporate Average Fuel Economy：CAFE）基準

の改革と引き上げ、および、軽トラック・スポーツ多目的車（SUV）向け基準

                                                  
注 1 財政支出改革、資金指定交付(earmark)半減、社会福祉(entitlement)プログラム改正、の 3 政策。 
注 2 現行法は燃料混合業者に対して、2012 年までに年間 75 億ガロンの再生可能燃料使用を義務付けてい

る。ブッシュ大統領が今回提案した年間 350 億ガロンという目標は、非常に野心的な数値ではあるも

のの、この目標達成のため、ホワイトハウスは対象燃料をコーン・エタノール、セルロース系エタノ

ール、バイオディーゼル、メタノール、ブタノール、水素、および、その他代替燃料（alternate fuels）
に広げ、「再生可能」ではなく、「代替」燃料使用基準（Alternative Fuel Standard）の義務付けへ

と変更している。その他代替燃料が何を対象とするか現時点では明白でないが、石炭液化

（coal-to-liquid）燃料が含まれるものと見られている。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート994号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/994/
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の引き上げ。―これにより、2017 年の推定ガソリン消費が 85 億ガロン（5%）

の減少となる。 
·  議会は乗用車向け CAFE 基準を改革すべきである。―ブッシュ政権は二度に

わたり、属性（サイズ等）別の燃費基準設定によって軽トラック向け CAFE
基準を引き上げてきた。議会は乗用車向け CAFE 基準に関しても、同様の属

性別アプローチを適用する権限を運輸長官に認可すべきである。 
 

2. 米国エネルギー安全保障を強化する計画 
➣ 環境を配慮した方法で国内の石油生産を拡大。 
➣ 戦略石油備蓄（SPR）を 2027 年までに倍増し、備蓄量を 15 億バレルまで拡大。 
 

各界の反応 
 
A. 業界団体 

a. 米国エタノール推進連合（American Coalition for Ethanol：ACE） 
ブッシュ大統領が明らかにした、再生可能燃料・代替燃料を 2017 年までに年

間 350 億ガロンにするという目標は、ACE が 2006 年中盤に発表した再生可能

燃料使用基準（Renewable Fuels Standard：RFS）目標注 3 に相応する政策であ

り、ACE はこれを歓迎する。大統領の提案は、野心的でありながらも達成可能

な RFS 目標こそが米国のエネルギー安全保障とエネルギー自立を強化する理想

的な戦略であるという、非常に説得力のあるシグナルを送っている。ACE はま

た、この他にも我々の立法議題が Tom Harkin 上院議員（民主党、アイオワ州）

と Richard Lugar 上院議員（共和党、インディアナ州）によって第 110 議会に

提出された「バイオ燃料安定供給保障法案（上院第 23 号議案）」に盛り込まれ

たことを歓迎している。 
 

b. 再生可能燃料協会（Renewable Fuels Association ： RFA） 
ブッシュ大統領の 2017年までに代替燃料を 350億ガロンまで拡大するという

目標は、一貫性のある重点的な政策が取られるのであれば、大いに達成可能な目

標である。地方経済の再生、温室効果ガス（GHG）排出の削減、不安定な世界

石油市場への依存度軽減を助長するエタノールの国内生産・消費拡大は、国全体

にとって魅力ある提案といえる。米国のノウハウを活用することで、我が国は世

界石油市場の価格変動性に対抗し、大統領の求めるガソリン消費削減を達成する

ことが可能である。RFA は、この業界を大胆な新展望へと導くアジェンダで大

統領に協力することを楽しみにしている。 
 
 

                                                  
注 3 ACE は 2030 年までに 600 億ガロンという目標を提示している。 
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c. 全米鉱業協会（National Mining Association：NMA） 
ブッシュ大統領が、輸送用の石炭液化（coal-to-liquid：CTL）燃料を含めた

代替燃料が国家のエネルギー安全保障強化に果たすべき重要な役割を強調した

こと、および、この重要メッセージを米国民および議会に伝える場として年頭教

書演説を選んだことを称賛する。南部諸州エネルギー審議会（Southern States 
Energy Board）が昨年夏に発表した研究報告は、国産炭の一部液化によって、

輸入エネルギーの相当量の相殺、沖合エネルギー資源保護コストの削減が可能で

あることを指摘したが、この研究結果にかんがみ、議会や州知事の間には強い

CTL 支持注 5 が存在している。大統領の CTL 支持は、地球気候問題への技術ベ

ース解決策やクリーンコール技術に関する長年の行政府努力を補完するもので

あり、NMA は行政府や議会と協力して、米国消費者や環境、経済や国家エネル

ギー安全保障にとって重要なこうした各種イニシアティブを進めていく覚悟で

ある。 
 

d. アメリカ石油協会（American Petroleum Institute：API） 
エタノール・その他バイオ燃料は我が国の現在および将来のエネルギーミック

スで重要な役割を担う燃料であり、2006 年には石油業界のエタノール消費量は

義務づけを 25%も上回るものとなった。石油業界はエタノールの主要使用者と

して、国内のエタノール利用拡大へ貢献していく意向であるが、ブッシュ政権提

案の数値目標達成には、更なる技術ブレークスルーを必要とする。国家エネルギ

ー安全保障のためには、商業的に実現可能な全てのエネルギー資源の活用、およ

び、国内の石油・天然ガス資源へのアクセス拡大が必要である。また、商業・産

業部門や消費者レベルでのエネルギー使用合理化に加え、新興エネルギー技術の

開発・実用化促進も必要である。 
 

e. 米 国 石 油 化 学 精 製 業 者 協 会 （ National Petrochemical and Refiners 
Association：NPRA） 
地政学的対立や不安定な価格及び逼迫した需給バランスを考慮すれば、米国民

や政府がエネルギーの安定供給を懸念するのは当然のことであり、NPRA も同

感である。米国のエネルギー政策は環境面で前進を続けながらも、石油製品や天

然ガス供給の国内生産を奨励し、代替燃料の効率的利用を促進していくべきであ

って、義務命令・価格規制・その他罰則措置をエネルギー政策として採用すべき

ではない。バイオ燃料は残念ながら、米国供給問題への特効薬でもなければ、エ

ネルギー自立の約束を果たすものでもない。NPRA は、エタノールやバイオデ

                                                  
注 5 議会では、Jim Bunnings 上院議員（共和党、ケンタッキー州）と Barack Obama 上院議員（民主

党、イリノイ州）が提出した「2007 年石炭液化燃料促進法案（Coal-to-Liquid Fuel Promotion Act of 
2007：上院第 154 号議案）」、Geoff Davis 下院議員（共和党、ケンタッキー州）が提出した「2007
年石炭液化燃料促進法案（下院第 370 号議案）」。州知事では、Brian Schweitzer モンタナ州知事（民

主党）が熱心な CTL 支持者。 
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ィーゼル、E-85（エタノール含有 85％のガソリン）、その他代替燃料の使用が

市場での価格決定に基づくのならば、その使用に反対ではないが、義務命令や補

助に基づくのならば、支持することは出来ない。NPRA は、代替燃料が採算性

の向上や技術の進歩に伴って、国家エネルギー供給の一環として成長すると信じ

るものの、これは長期的な話である。短期的現実としては、現行の 54 億ガロン

を大幅に超えたエタノール使用義務はトウモロコシ価格に影響を及ぼし、受け入

れ難い食品価格の上昇に繋がることになる。また、世界気候変動への対策討議に

あたっては、細心の注意を払って進めるべきであり、その政策は、米国精製業者

や石油化学業者が市場での競争力を維持できるようなコスト効率的な規制アプ

ローチに基づくものであるべきだ。 
 
B. 非営利団体およびシンクタンク 

a. エネルギー安全保障リーダーシップ審議会（Energy Security Leadership 
Council） 
我々は、ブッシュ大統領が審議会提言注 6 の主要部分を受け入れたことを歓迎

する一方で、国家エネルギー安全保障に不朽の変化をもたらす困難な作業が開始

したばかりであることを認識している。大統領が採用したプランは、石油依存―

輸送部門ニーズの 97%が石油依存―のもたらす深刻な経済・国家安全保障面で

のリスクに対応するもので、特に、燃費基準の改正・強化は、石油供給の乱れに

よる壊滅的な影響を緩和する も意義ある可能な施策と言える。審議会はブッシ

ュ政権との会談に加えて、上・下両院の超党派議員グループとも密接に協力を行

ってきた。包括的で意義ある法案の成立には、共和党と民主党、下院と上院、議

会と行政府の誠実な協力姿勢が必要である。審議会は、我が国の石油依存を大幅

に削減する国家エネルギー政策の法制化のために、全面的かつ積極的な支援を誓

約する。 
 

b. 世界気候変動に関するピューセンター（Pew Center on Global Climate 
Change） 
ブッシュ大統領が年頭教書演説で気候変動に言及したことは歓迎するが、大統

領提案はほんの微々たる第一歩でしかなく、実質的な GHG 排出削減からは程遠

いものである。10 年間でガソリン消費 20%削減という計画は、現行水準からで

はなく 2017 年の推定ガソリン消費量からの 20%減である。再生可能燃料利用拡

大案は、気候に優しい代替燃料を推進する可能性がある一方、気候にあまり優し

くない代替燃料の使用を促進する可能性もある。CAFE 基準の年率 4%引上げ案

は、乗用車向けの新たな CAFE 基準を約束するものではなく、自動車燃費基準

                                                  
注 6 実業家と軍事指導者で構成された同審議会は、『米国の石油依存度低減に関する我が国への提言

（Recommendations to the Nation on Reducing U.S. Oil Dependence）』という報告書を 2006 年 12
月に発表した。 
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の再考権限を行政府に付与するよう議会に要請しているにすぎない。この 2 つ

の措置を一緒にしても、輸送部門―米国 GHG 排出の約 3 分の 1 にあたるーから

の排出量の増加を止めるのがせいぜいである。また、電力・製造・ビルディング

といった他の重要部門からの排出に対応する提案が何ら提示されていないが、気

候変動に合理的な方法で対応しようとするのであれば、経済全体を対象とする強

制的なアプローチが必要である。 
 
c. Environmental Defense 

ブッシュ大統領は今回の年頭教書演説で始めて「気候変動」を口にしたが、言

葉以上のものが必要であることは明らかだ。2017 年のバイオ燃料生産 350 億ガ

ロン、および、CAFE 基準引上げという提案は意義深いものであり、正しい方

向へ導かれれば、バイオ燃料生産の 5 倍増に繋がり、低炭素含有燃料への資本

投資を刺激し、我が国のガソリン消費量を削減することになる。一方でブッシュ

大統領は、経済全体を対象とした GHG 排出上限の設定を支援する大きな機会を

逃している。排出上限なしでは、大統領提案は包括的で有効な地球温暖化対応に

程遠い内容である。地球温暖化に関しては、多くの実業家や政治指導者がブッシ

ュ大統領よりも遙かに先行している。我々はこうした意見の進展やモメンタムを

十分に活用し、経済全体の GHG 排出上限設定を絶えず支援し続けねばならない。 
 

d. 天然資源防衛委員会（Natural Resources Defense Council：NRDC） 
ブッシュ大統領のガソリン消費削減と代替燃料増産案は、我が国の危険な石油

中毒に終止符を打ち、地球温暖化を止めるために必要な第一歩である。しかしな

がら、口先よりも実践が大事であって、我々は正しい選択を行わねばならない。

石炭から輸送用液化燃料を作る工程は、今日の石油ベース燃料の約 2 倍の GHG
を排出する。絶滅危惧森林の木片からエタノールのような代替燃料を生産するこ

とは、環境面に広範な被害をもたらす可能性がある。NRDC 他の環境保護団体

と米国大手企業 10 社で形成した米国気候アクション・パートナーシップ（U.S. 
Climate Action Partnership：USCAP）が、発電所や工場といった排出源から

放出される GHG 排出量に強制的上限を設定する必要性を訴えたにも拘わらず、

不気味にもブッシュ大統領はこれについて沈黙している。健全なエネルギー政策

と地球温暖化傾向の減速・安定化・低下（slow, stop and reverse）計画はワン

セットで進められねばならない。 
 
e. 憂慮する科学者同盟（Union of Concerned Scientists：UCS） 

ブッシュ大統領の CAFE 基準引上げ提案は、年率 4%に匹敵するもので、CAFE
基準で我々が待ち望んでいた突破口となるかもしれない。但し、大統領と議会が

協力して法律を成立させて始めて打開策になるのであり、両者は 2017 年以降の

燃費改善についても引き続き協力していく必要がある。UCS の算定によると、

< 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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この燃費改善は 2017 年に GHG 排出量を年間 9,500 万メトリックトン（二酸化

炭素換算）削減することになる。一方、2017 年の再生可能・代替燃料生産 350
億ガロンという提案は推定ガソリン需要を一日 150 万バレル減らすことになる。

この目標が主としてエタノールで達成されるのであれば、GHG 排出量は 2017
年に 1 億 6,000 万メトリックトン減少するものの、代替燃料が石炭から生成さ

れるのであれば、GHG 排出量は逆に倍増することになる。地球温暖化に対応す

るためには、大統領は更に一歩進めて、電力その他汚染源も含めた経済全体の

GHG 排出上限を設定しなければならない。発電所に 2020 年の再生可能エネル

ギー使用基準（Renewable Portfolio Standard）を 20%と義務付ける法令が必

要である。 
 
f. 米国環境トラスト（National Environmental Trust：NET） 

ブッシュ大統領提案のどこにも、地球温暖化政策の大変革は見られない。目標

の数値は大きくて見栄えがするように計算されているが、大統領は地球温暖化に

関してもイラク同様に、議会や財界首脳や市民の声を無視し、全く非妥協的であ

る。大統領提案は、炭素排出が今後 10 年間で 14%増大することを許すもので、

地球温暖化を止めるには何らの効果もない。大統領のエタノール業界創設という

大博打は夢想にすぎない。カーター元大統領も 1970 年代に、大規模な代替燃料

業界の創設を提案したが、3 年後には石油価格が急落して全てが崩壊している。

年間 350 億ガロンのエタノール生産には、12.9 万平方マイルの農地―カンザス

州とアイオワ州の合計面積に相当―をトウモロコシ生産に充てる必要があるが、

これは殆ど考えられない。CAFE 基準引き上げに関しても、大統領は必要な権

限を全て有している。大統領が要求しているモデル毎の燃費設定は、デトロイト

が現行の微弱な基準に更なる抜け穴を開けようと、何年も前から主張してきたこ

とである。 
 
g. ケイトー研究所（CATO Institute） 

ブッシュ大統領によると、エタノールは米国が直面している経済・環境・外交

問題を全て解決する魔法の薬となるが、実のところは法外に高額で無駄の多い燃

料である。昨年の国内トウモロコシ生産量を全てエタノール生産に使用しても、

米国のガソリン消費は僅か 12%減少するにすぎず、国内のガソリン消費量を全

てコーン・エタノールで賄う為には、我が国の全耕作地をトウモロコシ生産に回

し、更に 20%の土地を開拓する必要がある。エタノールに商業メリットがある

のなら、政府補助など必要ない。商業メリットがないのならば、どれほど補助を

してもこれを助けることは出来ない。 
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h. ヘリテージ財団（Heritage Foundation） 
ブッシュ大統領が年頭教書演説で提案したエネルギー計画には幾つかの明るい

材料があったものの、全体としてはエネルギー価格上昇へと繋がるプランであっ

た。明るい材料としては、大統領が国内の石油・天然ガス生産拡大という、ワシ

ントンが着手可能な 善のアイデアを放棄していなかったことだ。国内探査・掘

削に関する連邦政府障害の除去は、国内供給を拡大し、ひいては価格低下にも繋

がる。議会の主導権が［民主党に］代わったため、こうした方策可決の見込みは

殆どないが、大統領は国内掘削論議が消滅しないよう、これを生かし続けるべき

である。一方、大統領が発表した 大のアイデアである「Twenty in Ten」は、

悪のアイデアでもある。現時点では再生可能燃料の殆どがコーン・エタノール

で賄われているが、現行 RFS は既に高額であることが判明している。エタノール

生産コストを大幅に引き下げるブレークスルーがなければ、「Twenty in Ten」
は、給油ポンプでの価格を更に高騰させる可能性がある。更に、コストを越えた

問題もある。エタノールの燃費はガソリンの 3 分の 2 である上、エタノール生産

はエネルギーを多量に消費するため、エタノール支持者が主張するようなエネル

ギー・ベネフィットは発生しない。また、大統領の乗用車向け CAFE 基準強化提

案は国民に選択できる車種を強いるものであって、これも米国民にとって悪いニ

ュースである。一般的に言えば、ブッシュ大統領のエネルギー政策は、カーター

政権時に見られたアプローチーエネルギー政策は連邦政府管理がベストーへと向

かっている。ブッシュ大統領は、政府管理というカーター型の思考ではなく、エ

ネルギー市場を自由化したレーガン型の施策を取るべきである。国内の石油・天

然ガス掘削規制を撤廃することによって市場を開放するもよし、精製所拡張から

石炭火力発電所・原子力発電所の新設を妨げている規制を合理化することもよし、

サトウキビから作られた［トウモロコシよりも］効率の良いエタノール輸入に関

する規制を廃止するのもよし。民主党主導の現行議会でこれ等を法制化すること

は容易でないため、悪いエネルギー法案に拒否権を発動するのがブッシュ大統領

にできる も重要な仕事となるかもしれない。                      
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【個別特集】NEDO 海外事務所報告  
  

中国の産業技術がアセアン諸国を席巻する時代の到来 
  

NEDO 技術開発機構 北京事務所  
曲 暁光 

はじめに 

 中国の経済力、技術力の向上に伴い、中国国内の市場ニーズを満たすとともに、東

南アジア、アフリカ諸国等開発途上国を中心に中国のプラント技術の本格的な海外展

開が図られている。この流れの大きな特徴としては、1950 年代から中国政府が実施し

ている、中国の外交上の友好国である、開発途上国に対する社会基盤整備、医療、教

育等の「ODA」（開発援助事業）に加えて、中国企業を主体に開発途上国への進出機運

が急速に高まりつつあることが挙げられる。 
 
 1970 年代末に「改革開放」(鄧小平の指導体制の下で、1978 年から開始された国内

体制の改革および対外開放政策)が提唱されて以来、中国政府は積極的に外資誘致を行

う一方、数年前に中国企業の「走出去」（海外進出）政策を打ち出し、様々な政策ツー

ルを活用して積極的に中国企業の海外展開を後押している。 

   

2007 年 1 月 14 日、フィリピン（セブ）で行われた中国・ASEAN 十カ国首脳会議 

出所：中国政府公式 HP http://www.gov.cn/ldhd/2007-01/14/content_495633.htm  

 
まず外交面においては、伝統的な友好国であるアフリカ諸国との関係を発展させつ

つ、同時に東南アジア諸国との関係強化にも力を注ぎ、中国企業の東南アジア進出の

環境整備を行いつつ、中国と ASEAN 諸国間の FTA（自由貿易協定）締結に向け、東

南アジア経済圏との一体化を図ろうとしている。 
一方で、金融面においては、中国政府は 1994 年に中国輸出入銀行を設立させ、中国

企業の輸出拡大、海外におけるプロジェクト獲得等を支援している。 
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また、技術分野においては、中国政府は先進国から技術を導入する際、技術移転を

前提条件とする「国産化」政策を通じて、中国の技術力の底上げを図っており、特に

2006 年には産業技術に関する 16 の重要分野（※）を新たに指定し、2010 年までにそ

れらの技術を確立・向上すべく、現在本格的な研究開発に取り組んでいる。 
近年、中国・ASEAN 諸国間の貿易は驚異的な伸びを見せ、2005 年の貿易総額は双

方の対話枠組みが構築された 1991 年当初の約 80 億ドルの 15 倍を超える 1303.7 億ド

ルに達している。ASEAN 諸国は中国にとって、すでに四番目の主要な輸出相手国と

なっている。 
 

中国の産業技術の海外展開に係る経緯 

 中国の産業技術の海外展開は現在まで、約 20 年毎に区切られた、三つの段階を経て

きた。 
(1) 第一段階として、1950 年代から 1970 年代後半までの約 20 年間、イデオロギーの

対立の表面化に伴い、米国等西側諸国に対抗する手段として、アフリカ諸国を中心

とする「第三世界」との団結強化を図るため、中国政府は自国経済が破綻状態にも

関わらず、アフリカ諸国等に対して鉄道、通信、電力等社会基盤整備にかかる支援

事業を行ってきた。 
(2) 続いて「改革開放」政策が提唱された 1970 年代末から 1990 年代後半までの約 20

年間は第二段階と考えられている。この段階では、外貨稼ぎのための労務輸出に主

眼が置かれていたが、中国企業が発展途上国を中心に EPC（エンジニアリング、調

達、建設）を行ったことを通じて、中国製の機械・プラントは広がりつつあった。 
(3) 1990 年代後半から現在に至る第三段階では、21 世紀に入り、「世界の工場」と呼

ばれるに至った中国で企業の製造技術が大幅に向上したこともあり、政府の「走出

去」（海外進出）政策と呼応して EPC 契約、資源開発、販売拠点の設立、合弁企業

等の様々な形で積極的に海外展開を図っているところであり、中国・ASEAN 諸国

間の重点協力分野が農業、通信、人的資源の開発、双方向的な投資、メコン川流域

の開発、交通、エネルギー、文化、観光、保健の 10 分野に広がり、全方位的に展開

されている。 
 
産業技術の開発に対する中国政府の強力な支援措置 

 このように好調な中国・ASEAN 諸国間の貿易は中国・ASEAN 諸国間の地政学的な

重要性、外交関係の強化、中国の経済成長とコストの安さ等様々な要因により支えら

れている感があるが、一方で中国政府が提唱する先端的な産業技術の「国産化」政策

も重要な一因である点も強調しておきたい。 
 先述したとおり、中国政府は大型プラントの技術輸入に関して技術移転を前提条件

とする「国産化」政策を強く掲げており、例えば中国が必要とする重要技術で「国産

化」が困難な技術はリストアップされ、輸入関税の減免の対象となる。また、2006 年

には従来の「国産化」路線を更に推し進め、超臨界発電、IGCC(石炭ガス化複合発電)
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など、エネルギー・環境等に係る 16 のプラント技術を新たに産業技術に関する 16 の

重要分野（※）に指定し、対象技術に関するプロジェクトの立案・事業化に際して産

業部門、大学、研究所の連携体制へのバックアップを図ると同時に、政府として事業

化許可の優先、技術導入時における輸入関税、輸入増価税の還付等具体的な優遇装置

を給付することにより、2010 年までにそれら技術の国産化の確立を目指している。 
2006 年 5 月に、国家発展改革委員会は技術政策を所管する「高技術産業司」に加え

て、「重大技術装備協調弁公室」をタスクフォースとして設置し、重要なプラント技術

の確立・国産化にかかる業務の支援・指導を横断的に行うこととした。その一環とし

て、 近天津で中国第一重型機械集団公司（CFHI）が設立した研究開発センターは国

家発展改革委員会の認定により「重型技術装備国家工程研究センター」と衣替えし、

重要な産業技術に関する国家の実験･研究センターとしての位置づけの下に、再スター

トを切った。 
このような官民一体による技術開発は当然ながら、中国技術の海外進出の加速を促

すものであるが、中国国内の技術開発動向をリアルタイムに把握の上、日本の優位性

を発揮して中国と連携していくことは日本国内の技術開発の発展のみならず、日本企

業の海外戦略に資するものと考える。 
 

華僑人脈の活用 

 前述したとおり、中国企業は 1980 年代から発展途上国で社会基盤整備事業を中心に、

自国の豊富な労働力を活用して EPC 業務を行ってきたことにより、発展途上国を対象

とするビジネスについての様々な知見･ノウハウを蓄積している。 
 ASEAN 諸国の多くの国において、巨大な華僑資本は得てして当該国の経済に高い

ウェートを占め、実質的な経済支配に至っているのが実情である。これら華僑資本は

改革開放政策の実施後、相次いで中国本土で投資を行い、結果として中国政府、中国

産業界と太いパイプを築き上げた。 
徐々にではあるが、中国と ASEAN 諸国が双方向的にビジネスを展開する際、特に

中国企業が相手国に進出する場合、共通の文化基盤を有する当地の華僑資本との人脈

を活用し、高い相乗効果を狙うことの重要性が認識されつつある。従って今後、中国

企業と華僑資本の連携が中国企業の東南アジア進出、市場拡大の大きな原動力となっ

ていくことは間違いない。 
2006 年 10 月末、中国広西チワン族自治区州都南寧で成功裏に開催された中国政府

(温家宝首相)の主宰による「中国･ASEAN 対話構築 15 周年記念サミット」では、温家

宝首相が各国首脳に対して、FTA（自由貿易協定）の加速、協力分野の拡大、鉄道・

道路網の整備、文化と人的交流の強化等を情熱的に呼びかけた。また、サミット終了

当日（2006 年 10 月 30 日）に、戦略的パートナーシップ関係の強化、政治と安全に関

する協力、経済協力、社会文化の協力、地域と多国間の協力を骨子とする「中国・ASEAN
記念サミット合同声明」が発表された。今次サミットをきっかけに、地政学的にも緊

密な関係にある、東南アジア諸国との経済連係がいっそう強まると予想されており、

< 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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今後は高まる技術力と安い労働力を武器に、中国企業の開発した「MADE IN CHINA」

の文字入りの機械やプラントが中国製の家電やアパレル、日常用品と同様に、東南ア

ジア諸国を席巻するとの期待が中国産業界で高まっている。 
過去、日本が技術を改良し、欧米諸国における日本製品の「安かろう、悪かろう」

といった悪しきイメージを払拭しつつ、世界で評価される優れた製品を作り出してい

った歴史は中国において再現されると考えるのが自然である。このことを念頭に、日

本企業もより広範なビジョンの下で、対中、及び対 ASEAN ビジネス戦略を構築して

いく必要があるであろう。 
 
（※）新たに指定された産業技術に関する 16 の重要分野は下記のとおり。 
(1) 大型クリーン高効率発電プラント。百万 kW 級原子力発電ユニット、超臨界発電

ユニット、ガス･蒸気コンバインド･サイクル発電ユニット、石炭ガス化複合発電ユ

ニット、大型循環流動床ボイラー、大型水力発電及び揚水発電ユニット、大型空冷

式発電及び大規模風力発電機等新エネルギー関連プラント 
(2) 1000kV 特別高圧交流と±800kV 直流送電･変電の設備の研究及び 500kV 交直流と

750kV 交流送電･変電に関する主要技術の全面的な確立 
(3) 百万トン級大型エチレンプラントとパラキシレン（PX）、高純度テレフタル酸 
（PTA）、ポリー樹脂プラントの国産化 

(4) 大型の石炭化学プラントの研究開発 
(5) 大型薄板冷延･熱延連続鋳造プラント及びメッキ塗装プラントの国産化 
(6) 大型の炭鉱坑内総合採掘、選炭設備、大型露天掘りの設備の高度化。大型の総合採 

掘、選炭設備の高度化と国産化 
(7) 大規模な海洋石油エンジニアリング設備、30 万トン鉱石･原油輸送船、浮体式の洋 

上石油生産･貯油･積出設備（FPSO）、10,000 個積み以上のコンテナ船、LNG 輸 
送船等 

(8) 技術導入と自主開発による時速 200km 以上の高速列車、地下鉄の新型車両等に関 
する主要技術 

(9) 大気汚染対策、都市と産業の排水、固体廃棄物処理等大型環境保護プラント及び海 
水淡水化、廃自動車の処理等資源総合利用の設備 

(10) 大断面の岩盤シールド等工事用機械に関する主要技術の把握 
(11) 自動化制御システムと主要な精密測定器 
(12) 大型の高精度化・高速化工作機械とデータ制御システム 
(13) 新型の繊維機械 
(14) 新型の高馬力化農業器具 
(15) 集積回路、新型平面ディスプレーの生産設備、デバイスの生産設備、鉛フリーの 

関連設備、デジタル化医療に関する映像設備、バイオと医薬生産用設備 
(16) 民間航空機及び航空機エンジン、機上設備 
（出所：2006 年 6 月 28 日付け新華社「装備製造業振興の加速に関する国務院の若干意見」） 
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【個別特集】NEDO 海外事務所報告 

 

米国エネルギー情報局による地球温暖化法案の経済影響分析報告 
 

NEDO ワシントン事務所 

松山貴代子 

 
エネルギー情報局(EIA)1 は 2007 年 1 月 11 日、『Cap-and-Trade 型制度による温室

効果ガス原単位削減提案がエネルギー市場および経済に与える影響 2』という報告書を

発表した。この分析報告は、Jeff Bingaman 上院議員（民主党、ニューメキシコ州）、

Mary Landrieu 上院議員（民主党、ルイジアナ州）、Lisa Murkowski 上院議員（共和

党、アラスカ州）、Arlen Specter 上院議員（共和党、ペンシルバニア州）、Ken Salazar
上院議員（民主党、コロラド州）、および、Richard Lugar 上院議員（共和党、インデ

ィアナ州）の要請に応えて作成されたもので、Bingaman 上院議員が草稿中の「米国

内エネルギー供給の炭素含有量を管理する法案 3」が法制化された際のコストを、2009
年から 2030 年までで国内総生産(GDP：gross domestic product)の 0.1%、2,320 億ド

ルと推定している。 
 

EIA が地球温暖化法案の経済影響を分析したのは今回が始めてのことではなく、

2006 年 9 月 5 日には、Tom Udall 下院議員（民主党、ニューメキシコ州）と Thomas 
Petri 下院議員（共和党、ウィスコンシン州）が 2006 年 3 月 29 日に下院へ共同提出

した「アメリカの競争力を保つ地球温暖化政策法案 4」の経済影響を分析した報告書 
『下院第 5049 号議案がエネルギーおよび経済面に与える影響 5』を発表している。EIA
は、下院第 5049 号議案が法制化されれば、経済にマイナスの結果をもたらす可能性が

あるという結論を出していた。 
 
ここでは、「アメリカの競争力を保つ地球温暖化政策法案（下院第 5049 号議案）」と

「米国内エネルギー供給の炭素含有量を管理する法案」によって設定される排出権プ

ログラムの内容、および、EIA による分析結果を比較対照する。 
 
 
 

                                                  
1 Energy Information Administration : 
2 “Energy Market and Economic Impacts of a Proposal to Reduce Greenhouse Gas Intensity with a 

Cap and Trade System” http://www.eia.doe.gov/oiaf/servicerpt/bllmss/pdf/sroiaf(2007)01.pdf 
3 “To manage the carbon content of United States domestic energy supply”。 
4 “Keep America Competitive Global Warming Policy Act：下院第 5049 号議案” 
5 “Energy and Economic Impacts of HR 5049, the Keep America Competitive Global Warming 

Policy Act” http://www.eia.doe.gov/oiaf/servicerpt/economicimpacts/index.html 
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 アメリカの競争力を保つ地球温暖化政策 

法案（下院第 5049 号議案） 

米国内エネルギー供給の炭素含有量を 

管理する法案 

提案者 

Tom Udall 下院議員（民主党、ニューメキ

シコ州）および Thomas Petri 下院議員（共

和党、ウィスコンシン州）。2006 年 3 月

29 日に下院へ提出 6。 

Jeff Bingaman 上院議員（民主党、ニュー

メキシコ州）。同法案の草案は現在、産業

界、環境保護団体、経済学者その他の利害

関係者の間で回覧中。 

排 出 削 減

目 標 お よ

び施行日 

・温室効果ガス（GHG）排出を市場ベース

の排出権プログラムによって規制する。

・2009 年の推定排出量を米国の排出上限 

とし、排出量を 2009 年水準で固定。 

・プログラムの開始は 2009 年 1 月 1 日。

・国家 cap-and-trade 型制度によって、GHG

排出を規制する。 

・米国経済の GHG 排出原単位を 2012 年   

から 2021 年までは年率 2.6%、2022 年以

降は年率 3.0%で削減。 

・プログラム開始は 2012 年 1 月 1 日。 

排 出 ク レ

ジ ッ ト の

算 出 と 設

定 

・排出クレジットは、環境保護庁（EPA）

が同プログラム施行に先立つ 3 年間の排

出量に基づいて設定。 

・二酸化炭素（CO2）の回収・貯留プロジ

ェクト、及び、植林や森林管理といった

生体炭素隔離プロジェクトで削減され

た GHG の量に等しい排出クレジットを

新たに発行し、それを配分可能な排出ク

レジットに追加。 

・年間の排出上限を、GHG 排出原単位の

削減目標率（上述）に基づいて設定。 

・排出上限は、推定 GHG 原単位に基づい

て毎年設定されるためにフレキシブル

であり、経済成長が予想以上のペースで

ある場合は将来の排出上限を引き上げ、

経済成長が予想以下である場合には排

出上限を下方修正する等の調整可能。 

対 象 と な

る産業 

・炭坑；石油精製所；天然ガス処理業者；

選炭工場（coal preparation plant）；石

油精製品輸入業者；天然ガス輸入業者；

石炭輸入業者。 

・但し、EPA によって排出量の測定・推定

が実行不能と判断された排出源は対象

外。 

・炭坑；石油精製所；天然ガス処理業者；

発電業者；炭素集約的な製造業者；フッ

素化ガスや窒素酸化物の製造施設所

有・運営者や輸出業者といった非燃料

（nonfuel）の規制対象機関。 

安全弁 

・プログラムのコストを抑えるため、「安

全弁（safety-valve）」価格を設置。 

・2009 年の当初価格は CO2 換算で 1 メト

リックトン当たり$6.82。 

・その後、安全弁価格は毎年、消費者物価

指数（Consumer Price Index = CPI）の

推定上昇率+1%または 2%で上昇。 

・経済への負担を制限するため、「安全弁」

プログラムを設定。 

・2012 年の当初価格は CO2 換算で 1 メト

リックトン当たり$7。 

・その後、安全弁価格は毎年、推定インフ

レ率+5%で上昇。 

                                                  
6  同法案は下院の各担当委員会 ―エネルギー・商業委員会、科学委員会、外交委員会、教育・労働委

員会― に付託されたが、動きはなかった。 

< 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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排 出 ク レ

ジ ッ ト の

配分方法 

・総排出クレジットの 10%を無償で石炭・

石油・天然ガス業界に配分。 

・残りの 90%は、 

O エネルギー省（DOE）の研究開発プロ

グラムに 25% 

O 国務省の途上国投資へ 10% 

O EPA を通じ、化石燃料発電業界に 5%

O EPA を通じ、エネルギー集約産業   

に 5% 

O EPA を通じ、個人や地方政府の技術移

行支援のため、州政府に 15% 

O 州政府の低所得者家庭エネルギー支援

計画（LIHEAP）に 5% 

O 財務省の一般会計に 25%配分。 

・財務省は、所有する排出クレジットを安

全弁価格で販売することが出来、その収

益は財務省の一般会計の歳入となる。 

・DOE、国務省、発電業界、エネルギー集

約産業、および、州政府は、所有する排

出クレジットを公開市場で販売し、その

収益を、当事者への補償、LIHEAP や技

術移行の支援、研究開発プログラムへの

資金供給等に利用する。 

・プログラム施行当初は、総排出クレジッ

トの 90%を、プログラムの影響を受ける

当事者に無償配分。 

O プログラム施行後 5 年間は、民間部門

―炭坑や石炭輸入業者、石油精製業

者や石油精製品輸入業者、天然ガス

処理工場や天然ガス輸入業者、非燃

料規制対象機関、石炭・石油・天然

ガス利用の発電所、炭素集約産業部

門…に 55%を配分。但し、民間部門

に無償配分される排出クレジットは

その後 30 年間で徐々に撤廃。 

O 農業部門の炭素隔離活動に 5%。 

O 政府または大統領に 29～30%。 

O 施行後 10 年間は、GHG 早期削減に

繋がるプロジェクトの実施機関へ

1%配分。 

・施行後 5年間は、総排出クレジットの 10%

をオークション用に配分。オークション

用クレジットは 30 年間で徐々に 65%ま

で引き上げ。 

・オークションや安全弁クレジット支払か

らあがった収益は、 高 500 億ドルまで

「気候変動信託基金（Climate Change 

Trust Fund ：CCTF）」に蓄積し、GHG

排出削減技術の研究開発実証へ利用す

る。500 億ドルを超過した分は、財務省

保管とする。  

EIAの検討

シナリオ 

・H.R.5049A ケース ― 安全弁価格が 2010

年から毎年、CPI の推定上昇率+1%で上

昇。 

・H.R.5049B ケース ― 安全弁価格が 2010

年より毎年、CPI 推定上昇率+2%で上昇。

・段階的オークション ― 上記「排出クレ

ジットの配分方法」通りに排出クレジッ

トを配分・競売。 

・全面オークション ― 2012 年から、排出

クレジットを全て競売。 

EIA の 

分析結果 

排出量および排出権価格 

・同法令の施行で、CO2 排出量（特に電力

排出量および排出権価格 7 

・同提案で、GHG 排出はレファレンスケ

                                                  
7 段階的オークションと全面オークションのシナリオでは、排出削減目標と安全弁価格が同じであるた

め、エネルギー部門への影響は相似している。特に記述がない場合、分析結果は両方のシナリオに該

当する。 
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部門と産業部門からの排出量）がレファ

レンスケースよりも減少するほか、CO2

以外の GHG 排出の伸び率が減速し、農

林業部門での炭素隔離が増加する。 

・H.R.5049A ケースでは、レファレンスケ

ースに比べ、GHG 排出が CO2 換算で

2020 年に 8 億 2,700 万メトリックトン

（10%）、2030 年に 11 億 500 万メトリッ

クトン（11%）減少。 

・排出クレジットの市場価格は上昇し、

2018 年には安全弁価格に達して、排出ク

レジットの追加販売を誘発することに

なる。2030 年の排出クレジット価格*は、

（i）H.R.5049A の場合で 1 メトリック

トン当たり$8.00、（ ii）H.R.5049B で

$10.00。安全弁が用いられない場合には

1 メトリックトン当たり$30.00 となる。

 

 

 

 

エネルギー市場 

・GHG 排出クレジット購入に伴う費用を

考慮に入れると、H.R.5049A の場合、

2030 年の石炭価格はレファレンスケー

スに比べ平均 46%増、ガソリン価格は

3%増、天然ガスは 5%増、電気料金は 6%

増となる。 

・電力部門では、天然ガスや再生可能エネ

ルギーおよび原子力の利用が拡大し、石

炭・原油への依存が縮減する。このため、

H.R.5049A の場合、2030 年のエネルギ

ー関連 CO2 削減総量の 68%が電力部門

での削減量となる。 

 

 

 

 

ースよりも減少するものの、GHG 原単

位削減目標を完全達成するのは 2025 年

以降となる。 

・レファレンスケースと比べ、GHG 排出

量は CO2 換算で 2020 年に 5 億 6,200 万

メトリックトン（7.4%）、2030 年に 12

億 5,900 万メトリックトン（14.4%）減

少。プログラムの初期は排出クレジット

の価格が比較的低額であるため、2020 年

には排出削減の約 66%がエネルギー部門

以外における削減となる。但し、2030 年

までには排出クレジット価格の高騰がエ

ネルギー部門（特に電力部門）の決定に

大きな変化をもたらすため、エネルギー

関連 CO2 排出の削減が GHG 排出総削減

量のほぼ 58%を占めることになる。 

・排出クレジットの価格*は、2012 年の 1

メトリックトン（CO2 換算）あたり$3.70

から 2030 年には安全弁価格である

$14.18 まで上昇する。 

 

エネルギー市場 

・GHG 排出クレジット購入の費用を考慮

すると、2030 年の石炭価格はレファレン

スケースに比べ平均 81%増、ガソリン価

格は 5%増、天然ガスは 11%増、電気料

金は（i）段階的オークションの場合 11%

増、（ii）全面オークションでは 13%増と

なる。 

・同提案は、原子力発電の新設・増設、お

よび、再生可能資源利用の発電を推進す

る。 

O 原子力発電設備容量は 2004 年から

2030 年までに 47 ギガワット（リフ

ァレンスケースでは 2005 年から

2030 年までに 9 ギガワット）増加。

O 2030 年の再生可能資源発電設備容

量（レファレンスケースでは 5,590

< 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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経済** 

・米国の全般的なエネルギーコストは、排

出クレジットコストの影響で、2020 年ま

でに約 6%上昇する。 

・エネルギー製品・サービスの 終価格の

上昇、および、間接価格の上昇により、

2020 年の消費者物価はレファレンスケ

ースよりも約 0.6%増となる。 

・排出クレジットが安全弁価格を誘発する

と、価格への影響が抑制され、国内総生

産（GDP）の損失が抑えられるものの、

GDP の年間損失は H.R.5049A の場合で

2009 年から 2030 年まで平均約 200 億ド

ル、H.R.5049B の場合で平均 230 億ドル

になると推定される。安全弁が取り入れ

られない場合には、年間の GDP 損失は

高 430 億ドルと推定される。 

・排出クレジットや安全弁クレジットの販

売で 2030 年にあがる推定収益は、 

（i）H.R.5049A の場合で 1,214 億ドル、

（ii）H.R.5049B の場合で 1,259 億ドル。

 

産業界の生産高 

・H.R.5049A の場合、エネルギー集約産業

の生産高は 2009 年から 2030 年まで、リ

ファレンスケースに比べ年間平均 0.64%

で縮小する。特に、アルミニウム製造は

平均 4.7%減となり、ガラスや鉄鋼、基礎

的な無機化学品の生産も 1%以上の減少

となる。 

億キロワット時）は、（i）段階的オー

クションの場合で 8,230 億キロワッ

ト時、（ii）全面オークションでは

8,570 億キロワット時まで拡大。 

経済** 

・段階的オークションの場合、2030 年の米

国卸売りエネルギー価格はレファレンス

ケースに比べ約 12%上昇する。これは、エ

ネルギー小売価格の約 8%増、CPI の 1%

増に相当する。 

・2009 年から 2030 年までの GDP 累計損失

は、（i）段階的オークションの場合で

2,320 億ドル（0.1%）、（ii）全面オークシ

ョンで 4,620 億ドル（0.14%）。 

・エネルギー価格の高騰と消費者支出の縮小

は投資を阻む傾向があるが、同提案には投

資活動支援に役立つ条項が多く盛り込ま

れているため、州政府や民間部門による省

エネ技術投資の拡大が期待される。 

・段階的オークションの場合、2017 年には

500 億ドルという CCTF 上限に達し、排

出クレジットや安全弁クレジットの販売

であがる収益は全て財務省に納入され

る。このため、政府財政赤字は 2030 年

には 590 億ドル縮減する。全面オークシ

ョンの場合、政府に入る収益が更に増え、

政府財政赤字は 2030 年に 2,000 億ドル

縮減する。 

*  2004 年のドル価値で表記。 
** 経済影響を示すドル価値は全て、2000 年のドル価値。 
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【個別特集】NEDO 海外事務所報告  

気候変動に関する政府間パネル IPCC 第一作業部会報告 
 

人間の活動が地球温暖化の原因であることは 90%確実とする報告書を発表 

 
NEDO ワシントン事務所 

松山貴代子 

 
 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は 2007 年 11 月の『第 4 次評価報告（Fourth 

Assessment Report）』注 1 正式発表に向けて作業を行っているが、2 月 2 日に IPCC の第一作

業部会が作成した「物理科学的根拠（Physical Science Basis）」の部分を公表した。この報

告書を作成した世界第一流の気候学者達は、これまでで も強い表現を用い、地球温暖化の原

因が人間の活動である「可能性が極めて高い（very likely）」と述べている。 
  
＜調査結果の概要＞ 
 
1. 世界的な二酸化炭素（CO2）・メタン・亜酸化窒素（N2O）の大気中濃度は 1750 年以

来、人間活動が原因で顕著に上昇しており、過去数千年にわたる氷床コアから判定した産業革

命前の濃度を大幅に上回っている。CO2 濃度の世界的上昇は主として化石燃料の使用と土地利

用の変化に因るもので、メタンと N2O の増加は主として農業に起因している。 
 

 産業革命前 2005 年 
CO2 の大気中濃度 約 280pm 379pm 
メタンの大気中濃度 約 716ppb 1,774ppb 
N2O の大気中濃度 約 270ppb 319ppb 

（IPCC 第一作業部会の報告に基づき、ワシントン事務所作成） 
 
2. 第 3 次評価報告書（Third Assessment Report）を発表して以来、人類活動に起因す

る温暖・冷却が気候に及ぼす影響についての理解が向上した。これが、人間の活動地球温暖化

の主要因であるという 90%の確信度（very high confidence）注 2 に繋がっている。 
 
 

                                                  
注 1 第二作業部会による気候変動の環境・社会面への影響に関する報告書は 2007 年 4 月に、

第三作業部会による温室効果ガス排出制限オプションおよび地球温暖化緩和オプションに関す

る報告書は 2007 年 5 月に発表予定となっている。 
注 2 報告書では「very high confidence」が 90%確信度、「high confidence」が 80%の確信度と

説明している。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート994号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/994/
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3. 下記のデータから明らかなように、気候システムの温暖化は疑う余地がない。 
 

· ここ 12 年間（1995 年～2006 年）の内 11 年が、地表温度の計器記録が始まった 1850
年以来、 も暑かった 12 年の中に入っている。 

· 1961 年以来の観測で、海洋平均温度が 3,000 メートルの深さに至るるまで上昇して

いることが判明した。 
· 第 3 次評価報告書発表以降の新データで、グリーンランドと南極の氷床の溶解が 1993

～2003 年の海面上昇の一因であった可能性が高い（likely）ことが判明した。 
· 平均海面は 1961 年から 2003 年まで年間平均 1.8 ミリメートルの割合で上昇した。 
 

4. 大陸規模・地域規模・海洋盆（ocean basin）規模で、数々の長期的な気候変化が観

測されている。 
 

· 北極の気温は過去 100 年間、地球全体の平均上昇率の約 2 倍のペースで上昇した。 
· 1978 年以来の衛星データで、北極海氷域が 10 年毎に平均 2.7%縮小していることが

判明した。 
· 1900 年から 2005 年までの降雨量は、南北アメリカの東部側・北欧・北方中央アジア

で増えた一方、サハラ砂漠・地中海・アフリカ南部・南方アジアの一部で減少してい

る。 
· 南北両半球で 1960 年代より、中緯度の西風が強まっている。 
· 1970 年代より世界各地…特に熱帯・亜熱帯地方…で、これまでよりも厳しく長く続

く旱魃が観測されている。 
· 1970 年頃より北部大西洋地域で、強い熱帯低気圧活動が増加している。 

 
5. 古気候情報は、過去 1,300 年において 20 世紀後半の暖かさが異常であるという解釈

を立証している。極地域が長期にわたって現在よりも暖かった時（約 12.5 万年前）には、極

氷体積の減少で海面が 4～6 メートル上昇した。 
 
6. 20 世紀中盤から観測されている地球平均温度の変化は、その殆どが、人類活動の影

響による温室効果ガス（GHG）濃度の上昇に起因する可能性が極めて高い。今回の調査結果は、

第 3 次評価報告書の「過去 50 年間に観測された温暖化の大半は GHG 濃度の上昇に依る可能

性がある」という結論からの進歩である。識別出来る人為的影響は今では、下記のような諸相

にまで広がっている。 
 

· 火山性・人造エアロゾルが温暖化を幾分相殺しているため、GHG 濃度の上昇が実

際に起こした温暖化は観測値以上である可能性がある。 
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· 観測されている広範な大気・海洋温暖化、および、氷河質量の減少は、過去 50 年

の地球気候変動が既知の自然的原因によるものではない可能性が極めて高いとい

う結論を裏付けている。 
· 要因分析調査（attribution study）により、人間が地表・大気圏の温度変化、海面

下数百メートルまでの温度変化の一因であることが立証されている。観測された対

流圏の温暖化と成層圏の冷却化は、GHG 排出増加と対流圏オゾン層破壊を合わせ

た影響に因る可能性が極めて高い。 
· 人為的強制が風パターンの変化の一因になっている可能性が高い。 
· 極端に暑い夜、寒い夜、寒い日の気温は、人為的強制に因る可能性が高い。 
 

7. 今後 20 年間は、IPCC「排出シナリオに関する特別報告書（Special Report on 
Emission Scenarios = SRES）」に提示された一連の排出シナリオで、10 年毎に約 0.2℃の温

暖化が推定される。全ての GHG とエアロゾルの濃度が 2000 年水準で保たれたとしても、10
年毎に約 0.1℃の温度上昇が予想される。 

 
8. GHG 排出が現行水準またはそれ以上で続いた場合、21 世紀には温暖化が更に進み、

地球気候システムに多くの変化を誘発することになる。こうした変化は 20 世紀に観測された

以上のものになる可能性が極めて高い。 
 
21 世紀末における世界平均の推定地表温度化と海面上昇 
 

 温度変化（℃） 海面上昇（メートル）

 善の上昇 
推定値 

可能性の高い 
上昇範囲 

モデルに基づいた範囲

(氷流の急激な動力学的

変化を除く） 
2000 年の濃度 0.6 0.3～0.9 NA 
B1 シナリオ 1.8 1.1～2.9 0.18～0.38 
A1T シナリオ 2.4 1.4～3.8 0.20～0.45 
B2 シナリオ 2.4 1.4～3.8 0.20～0.43 
A1B シナリオ 2.9 1.7～4.4 0.21～0.48 
A2 シナリオ 3.4 2.0～5.4 0.23～0.51 
A1FI シナリオ 4.0 2.4～6.4 0.26～0.59 

（表 SPM-2 に基づき、ワシントン事務所作成） 
Climate Change 2007: The Physical Science Basis, 
http://www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf, page.11 
 
9. GHG 濃度が固定化されたとしても、気候プロセスや気候フィードバックに関連する

タイムスケールのために、人類活動に起因する温暖化や海面上昇は数世紀の間続くことになる。 

< 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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＜ブッシュ政権の反応＞ 
 
IPCC 第一次作業部会が発表した報告書は、米国を含めた 113 諸国の代表が作成・合意した

内容であり、ホワイトハウス科学技術政策局（OSTP）の科学担当副局長で米国 IPCC 代表団

長である Sharon Hays 博士はこれを政策策定者にとっての貴重な情報源になると評価する発

言を行っている。気候変動に関与するブッシュ政権主要プレーヤーの発言は下記の通り： 
· John Marburger OSTP 長官 … ブッシュ政権は地球温暖化が人間活動に起因する

ものであり、対応しなければならない問題であることを認識している。（CNN.com, 
February 2, 2007） 

· Samuel Bodman エネルギー長官 … 報告書に満足であり、合意している。「人間

活動が地球気候変動の一因である」という問題が議論されることはもはやない。

（Greenwire, February 2, 2007） しかしながら、これがブッシュ政権による化石

燃料排出への上限設定の提案を意味することにならない。（USA Today, February 
2, 2007） 

· Stephen Johnson 環境保護庁（EPA）長官 … IPCC 報告書は気候変動に関する

一連の科学的知識にとって 高の日である。ブッシュ政権が気候変動科学研究や優

遇税制推進に前例のない 290 億ドルという投資を行ったことを誇りに思っている。

ブッシュ政権は［同問題への対応で］前進している。（Greenwire, February 2, 
2007） 
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【エネルギー】再生可能エネルギー 

 
欧州委員会が再生可能エネルギーのロードマップを提案 

－2020 年までに再生可能エネルギー比率を 20%に－ 

 
気候変動、石油を始めとした化石燃料への依存度の高まり、エネルギー価格の上昇

などの要因はすべて欧州の脆弱化につながるものである。持続可能な未来の鍵を握る

のは再生可能エネルギーである。1 月 10 日、欧州委員会は欧州エネルギー政策の一環

として長期的な再生可能エネルギーのロードマップを提案した。この提案は、2020 年

までに EU の再生可能エネルギー比率を 20%に引き上げ、輸送用燃料の 低 10%をバ

イオ燃料にするという拘束力のある目標を盛り込んでいる。また、電気、冷暖房、輸

送の各領域で使用される再生可能エネルギーを経済的・政治的な枠組みの中に取り込

むための道筋にも言及している。 
 
10 年前、EU は 2010 年までに再生可能エネルギーの比率を 12%に引き上げるため

の取り組みを開始した。これ以降、再生可能エネルギーの消費量は 55%増加している

が、2010 年までに比率が 10%を超える可能性は低い。このため、再生可能エネルギー

の政策を見直し、長期的視点に立った確実なビジョンを練ることが必要となっている。 
 
この春に開かれる EU 首脳会議でこれらの提案を議論した後、欧州委員会はロード

マップの施行を開始するための法案を 2007 年中にも提出する予定である。一連の法案

には法的拘束力を持つ目標が盛り込まれ、加盟国には自国の環境に 適な再生可能エ

ネルギー比率を決める権限が与えられる見通しである。また、国レベルの目標達成と

いう観点から、加盟国は明確な目的と各分野（電力、バイオ燃料および冷暖房）の目

標を示した国別行動計画（National Action Plans）の作成を義務づけられる。 
 
また、ロードマップは EU 全体が連携してバイオ燃料を開発する必要性を強調して

いる。自動車メーカー各社は間もなくバイオ燃料を動力源とする自動車の設計に乗り

出す見通しであり、早期の目標設定はとりわけ重要である。現在、バイオ燃料は他の

再生可能エネルギーよりも高価であるが、今後 15 年で輸送部門の石油依存を大幅に軽

減させることができる唯一の選択肢である。このため、欧州委員会は 2020 年までに輸

送用のガソリンとディーゼルの 10%をバイオ燃料にするという拘束力のある 低目標

値の設定を提案している。 
 
さらに欧州委員会は、再生可能エネルギーを EU のエネルギー・システムに統合す

る上で不合理な障害を取り除き、域内電力市場の拡大と自由化を推進することも目指

している。こうして市場の透明性が高められることにより、革新性に富んだ事業者の

新規参入も可能になるだろう。欧州委員会は、配電部門、電力調整部門、再生可能エ
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ネルギー産業と連携しながら電力系統への再生可能エネルギー統合をさらに進めてい

く。また、欧州委員会の財政ツールの有効活用が促される点も忘れてはならない。中

でも、構造基金（Structural Fund）1 と結束基金（Cohesion Fund）2 の活用が進むこ

とが予想される。 
 
また、欧州委員会の目標が達成されるためには、加盟国は政策を転換して再生可能

エネルギーの使用比率を全ての領域（電力、輸送、冷暖房）で大幅に高める必要があ

る。加盟国は、迅速で公平且つ簡素な再生可能エネルギーの認可手順を確立するよう

求められることになる。また、事前計画の仕組みを改善することも求められる。この

仕組みの中で、地方政府や市町村は再生可能エネルギーの展開に 適な地区の割り当

てを行い、それらを各地域の計画に統合していかなければならない。ロードマップの

目標を達成する上で自治体当局が果たす役割は大きい。 
 
出典：A Renewable Energy Roadmap: paving the way towards a 20% share of 
renewables in the EU's energy mix by 2020 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/13&format=H
TML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
 

翻訳：山本 かおり 

                                                  
1
 構造政策（地域支援政策）の実施のために分野によって幾つか設けられた基金で、主に地域を単位と

して、プロジェクトを自治体、中央政府、欧州委員会等で協議をしながら設定し、実施していく。（出

典：外務省 EU 関連用語集） 
2
 構造政策の実施スキームの一つで、運輸と環境を対象としてスペイン、ポルトガル、ギリシャ、アイ

ルランドを対象に支援を行っている。(出典：同上) 
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【エネルギー】研究開発 再生可能エネルギー 省エネルギー 

 

エネルギー分野の研究開発強化に動くスタンフォード大学（米国） 
 
  米スタンフォード大学の卒業生である J. A.プレコート氏は、同大学に対し、エネル

ギー関連の研究活動を強化する目的で「プレコート研究所(Precourt Institute)」を創

設するため、3 千万ドルという巨額の寄付金を拠出することを表明した。本研究所を

中核として、スタンフォード大学におけるエネルギー分野への研究開発が加速化する

と見られている。プレコート氏の寄付金は、各種研究開発プログラムへの基金、新た

なエネルギー関連学部の創設、現在新設中の環境エネルギー施設(Environment and 
Energy Building)の費用に充当される。プレコート研究所は、エネルギー効率向上を

軸とし、具体的なシステム開発フェーズまでの研究開発を強化することに重点を置く

とし、当面の研究分野として、建築物のエネルギー効率化、輸送・交通分野、燃料、

電力の分散を対象としている。更に、研究開発のみならず政策企画立案のための根拠

となるデータ提供等も行い、政策実行の迅速化の支援も進めていく予定である。 
 

スタンフォード大学は、従前より異分野提携プログラムと称する学際的な研究開発

環境の提供によって新技術の商業化を加速化していくという手法に長い実績を有して

おり、例えば環境エネルギー関連のプログラム例としてエネルギー・モデリング・フ

ォーラム 1、世界気候およびエネルギー・プロジェクト(GCEP)2、ウッド・インスティ

チュート 3、スタンフォード経済政策研究所(SIEPR)4 等が既に創設され実績を挙げて

いる。新設されるプレコート研究所も、これらの既存プログラムとの連携をとりつつ

エネルギー消費効率向上のための研究を遂行していことになる。 
 

プレコート研究所の創設のみならず、同大学ではエネルギー・環境の研究開発強化

が顕著になっている。同分野に関するプログラムですでに実績を挙げている事例とし

ては、例えば、地球温暖化現象の低減と地球規模のエネルギー・システムの開発をミ

ッションに掲げる「世界気候およびエネルギー・プロジェクト(GCEP)」が有名である。

GCEP では、企業からの寄付金を総額 2 億 2,500 万ドル 5 受け、スポンサー企業と共

同でプロジェクトの内容を考査した後、スタンフォード大学としてプロジェクトの目

標が GCEP の目指す内容と合致するかを判断した後、GCEP としてスタンフォード大

学を含め他の研究機関へプロポーザルの要請を行うといった形態を採用している。こ

の方式により、特定な領域に要する専門知識、技術、能力への対応を図っている。 

                                                  
1 Energy Modeling Forum 
2 Global Climate and Energy Project 
3 Woods Institute 
4 Stanford Institute for Economic Policy Research 
5 GCEP へ寄付を行っている企業と寄付金額は、以下の内訳となっている。ExxonMobil 社（1 億ドル）、

General Electric 社（5 千万ドル）、Schlumberger 社（2 千 5 百万ドル）、Toyota 社（5 千万ドル）。 
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GCEP における現在の共同開発で 3 例を以下に示す。 
 
1. 共同開発提携先：Carnegie Institution of Washington 

(1) 研究期間：2005 年 4 月～2008 年 3 月 
(2) 開発内容：Photosynthetic Bioelectricity  

光合成生体電気（ソーラエネルギーにおけるエネルギー収集効率度を高めるメ

カニズムの開発。葉緑体へナノスケールの電極を埋め込むことにより、生きて

いる生物細胞から直接電気を取得する可能性についての研究を実施する。） 
 
2．共同開発提携先：SRI International 

(1) 研究期間：2005 年 9 月から 2008 年 8 月まで 
(2) 開発内容：Optimization of Synthetic Oxygenated Fuels  

酸化化合物燃料合成物質の 適化 (斬新的な酸化化合物燃料と次世代燃焼エ

ンジン設計に必要となる化学運動の確立を目指す） 
 
3．共同開発提携先：University of New South Wales, Australia 

(1) 研究期間：2005 年 9 月から 2008 年 8 月まで 
(2) 開発内容：Nanostructured Silicon-Based Tandem Solar Cells  

ナノ組織によるシリコンをベースとした積層形太陽電池の開発 
 

上記 3 例の他にも、Delft University of Technology、Energy Research Centre（オ

ランダ）との炭素を含まない化石燃料変換への高度な膜分離技術に関する開発（2005
年 6 月から 2008 年 5 月まで）、財団法人地球環境産業技術研究機構（日本）との高度

なガス膜分離技術の開発（2005 年 9 月～2008 年 8 月）、Swiss Federal Institute of 
Technology Zürich（スイス）との二酸化炭素隔離オペレーションの 適化に要する数

値シミュレーションのフレームワークの構築（2005 年 1 月～2007 年 12 月）などが行

われている。 
 
参考資料  
・ Stanford University「Alumnus Jay Precourt commits $30 million to fund energy 

efficiency institute」
http://news-service.stanford.edu/news/2006/october11/precourt-101106.html，2006 年 10 月 5 日 

・ Clean Edge「Stanford Alumnus Commits $30 Million to University's Energy Efficiency 
Institute」http://www.cleanedge.com/story.php?nID=4348，2006 年 10 月 9 日 

・ Energy Modeling Forum 
http://www.stanford.edu/group/EMF/ 
http://www.stanford.edu/group/EMF/projects/index.htm 

・ Global Climate and Energy Project 
http://gcep.stanford.edu/ 
http://gcep.stanford.edu/about/index.html 
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【エネルギー】水素製造  風力発電  
 

風力から水素を製造する試作システムが稼働開始（米国） 
 

エクセル・エナジー社と米国エネルギー省の国立再生可能エネルギー研究所

（National Renewable Energy Laboratory：NREL）は昨年 12 月 14 日、風力発電機

から得られる電力を利用して純粋な水素を製造・貯蔵するユニークな施設を公開した。

この施設は将来のエネルギー生産のための重要かつ新しい雛形となる可能性がある。 
 
この日、数十名に及ぶ報道記者、環境専門家、政府関係者およびエクセル・エナジ

ー社の幹部らが施設を視察した。この施設は、コロラド州のゴールデンとボルダーの

間にある NREL の国立風力技術センター（National Wind Technology Center）に設

置されている。エクセル・エナジー社の Richard C. Kelly（会長、社長、兼 CEO）は

次のように述べる。「今日、我々は もクリーンな電力源の風力を利用し、理想的な燃

料の水素を生産開始する。風のエネルギーを使用して水素を発生させれば、その場で

水素をエネルギー源として貯蔵できる。したがって、風がいつ吹くかということは問

題ではなくなる。」 
 
この施設には 2 基の風力タービンが電解槽と呼ばれる装置に結合されており、風力

発電で得られた電気を電解槽内の水に通し、水素と酸素に分解する。生成された水素

は貯蔵され、発電機の動力である内燃機関の燃料、燃料電池の燃料として利用するこ

とができる。いずれの場合も有害な排出ガスは発生せず、唯一の副生成物は水である。

この施設は、新しい建物内にこれらの電解槽と水素貯蔵用の圧縮装置 1 基を始め、先

端技術を用いた 4 基の大型水素貯蔵タンク、水素を燃料とするエンジンで回転する発

電機および制御室を備えている。制御室では全てのプロセスがコンピューターによっ

て監視される。このプロジェクトの実施期間は 2 年で、総資金は 200 万ドルである。

プロジェクト資金はエクセル・エナジー社と NREL が共同で拠出する。 
 
NREL の Dan Arvizu 所長は次のように述べる。「このプロジェクトによって、研究

者は種々の電解槽を比較できるようになり、風力から水素を作るシステムの効率改善

に取り組むことができるようになる。さらに、このプロジェクトは、エネルギーの生

産・貯蔵・利用の過程で排出ガスを全く発生しないシステム構築の方向性を示してく

れる可能性がある。」 
 
現在のところ、風力と水素の利用には制限がある。ウィンドファームで発電できる

のは風が吹いている時だけであり、米国では約 3 分の 1 の時間に限られている。この

ため、バックアップ発電を行う必要があり、化石燃料が広く使われている。また、水

素は宇宙にある もありふれた元素だが、地球上には純粋な水素が存在しない。した
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がって、水の電気分解や天然ガスの改質によって水素を取り出す必要がある。これら

は多くのエネルギーを要するプロセスであり、温室効果ガスの排出につながる。 
 
Kelly は次のように述べる。「風力タービンと水素製造装置を結びつけることにより、

相乗効果が生み出され、それぞれの欠点がカバーされる。間欠的な風力エネルギーを

いつでも使用可能な燃料として貯蔵できると同時に、極めて環境に優しい方法で水素

を取り出すことができる。将来は、家庭やおそらく自動車の電源として利用できるよ

うになるだろう。」 
 
NREL とエクセル・エナジー社は、2007 年半ばを目途に同プロジェクトの運転状況

を公表する予定である。プロジェクトの成果は“Hydrogen Utility Group”において

も共有される。同グループは、電力産業における水素の役割に関心を持つ電力会社 9
社とエクセル・エナジー社で構成されている。 

 
Arvizu は次のように述べる。「知識を拡充し、技術革新の結果を共有する事は、

NREL の主要な目的の一つである。特にこのプロジェクトを契機として、我々とエク

セル・エナジー社の戦略的パートナーシップは次第に強化されてきている。このこと

は、研究上の発見がもたらす恩恵がエネルギーの消費者に行き渡るまでに必要な時間

と労力を減らすことに役立つ。」 
 
出典：Experimental "Wind to Hydrogen" System Up and Running 

http://www.nrel.gov/news/press/2006/485.html 
 

翻訳：山本 かおり 
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【エネルギー】水素経済社会  
 

世界エネルギー技術の展望 WETO H2 報告書（EU） 
－2050 年までの世界エネルギーの要因と制約－ 

 
はじめに 

 
WETO H2 研究は、次の半世紀の技術と気象変動ポリシー対する種々の異なったシナ

リオを調べるために、世界エネルギー・システムの標準的予測を展開しており、WETO 
H2 研究は、燃料として水素の広がりに特別な関心を持っている。 

 
この標準的予測は、世界の異なった地域の人口および経済成長の外因的な予測を採

用している。また、それは、化石エネルギー資源の入手可能性および未来の技術のコ

ストおよび能力に対して一貫した仮定をしている。この予測は、資源の制約の下にま

た気候政策の面から、国家および地域のエネルギー・システムならびにその国際エネ

ルギー市場における相互作用に関して 2050 年への展開を記述するために、世界エネル

ギーセクターシミュレーションモデルの POLES モデルを使用している。 
 
異なる 2 つのシナリオがこの報告書の中で考慮されている、カーボン固定化ケース

および水素ケースのシナリオである。カーボン固定化ケースは、CO2 濃度レベルを 550 
ppmv 以下にした長期的に互換性をもつ排出プロフィルを目指して、適度に野心的な

気候目標を持った世界の情勢を反映している。 
 
このシナリオは、EU 気候政策を描きだすためには意図されていない。EU 気候政策

は現在準備中であり、UNFCCC“ポスト 2012”交渉過程において提出されるであろ

う。その予測は、POLES モデルによる国際気候政策に関する先行研究であり、特に“欧

州温暖化ガス削減進路(European Greenhouse gas Reduction Pathways)” 1 の研究で

ある。 
 
標準的予測およびカーボン固定化ケースは、総合すれば、異なるポリシーコンテキ

ストでの世界エネルギー・システムの構造および展開において予測される大きな変化

を示している。以前のWETO-2030研究と比較して、2050年を対象にしたこの予測は、

限られた化石燃料資源および温室効果ガス排出の制限という一対の制約の結果を明白

に示している。WETO H2 によって提供される世界のイメージは、エネルギー・システ

ムへの根本的な変更の必要性を明らかにしている。 
 

                                                  
1 温暖化ガス削減進路(政策決定者サマリー)：

http://europa.eu.int/comm/environment/climat/pdf/pm_summary2025.pdf 
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水素シナリオは、代替技術経路と社会経済経路を考慮し、世界エネルギー・システ

ムに水素を組入れる可能な方法を例証している。それは、水素技術を、主として 終

用途側で、よりコスト効率の良い技術にするためのいくつかの技術ブレークスルーを

意味している。 
 
この報告書は、 初に、第１章でこの研究に使われる一般的な仮定を示し、次に第 2

章で世界および欧州の標準的予測の結果を示している。第 3 章では、カーボン固定化

ケースのエネルギー・システムと技術の結果を分析する。第 4 章は、水素技術の技術

的現状について議論し、また水素シナリオの結果を示す。 
 

前回の海外レポート 993 号では「世界エネルギー技術の展望 WETO H2 報告書の概要」

について報告している。( http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/993-03.pdf ) 
ここでは、第 1 章「2050 年までの世界エネルギーの要因と制約」の部分を記述する。 

 
2050 年までの世界エネルギーの要因と制約 

 
WETO H2 研究の標準的予測は、世界経済における進行中の動向および構造変化の継続

に起因するとして 2050 年までの世界のエネルギー情勢のイメージを提供している。この

予測は、環境的制約の下で世界エネルギーシナリオのシミュレーションと経済分析のため

のツールを提供している POLES モデル化システムで開発されている。 
 
このシステムは、動的な再帰的シミュレーションプロセスにより、一般均衡にはなく部

分平衡モデルである。エネルギー・システムの要因と制約の同定から、このモデルは、今

日から 2050 年までの、エネルギー開発、燃料供給、温室効果ガス排出、国際価格ならび

に 終使用者価格の経路について記述することを可能としている。 
 
これらの主要な要素のすべての変化が、分野レベルの相対的価格変化によって大きく決

定されるので、このアプローチはエネルギー・システムの主要な要素と強い経済的整合性

の高度な詳細を組合せている。このモデルは、22 のエネルギー需要セクターと、現在は、

一般的な非常に低いエネルギーの 終用途技術を含んだ約 40 のエネルギー技術で、世界

の 46 領域を識別している。したがって、それぞれのシナリオは、政策的制約の導入によ

って引起される初期の標準的ケースの経済的に矛盾しない変革の組み合わせとして説明す

ることができる。 
 
標準的予測への主な外因的入力は以下のものに関係している。エネルギー需要の主な要

因としての世界人口と経済成長、供給への重大な制約としての石油とガス資源、そして可

能性ある解答を決めるエネルギー技術の将来のコストと性能である。全てのケースで、予

測された動向は、既存の構造変化を外挿する、下に例証されるように、これは、世界経済
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とエネルギー・システムの一様な発展を全く意味しない。 
 
POLES モデルで実施された予測の重要な様相は、動的に変化する特性を持った技術間

の持続的な競争の枠組みに依存するということである。各々の重要技術の予測価格と性能

データは、この分析に適したやり方で、情報整理し標準化するカスタマイズされたデータ

ベースに集められ調べられている。 
 

後に、このモデルは、マクロ経済の影響の緩和シナリオを計算しないが、新しい技術

の具体化のコストとその技術と科学の経済指標の正確な検討からもたらされる利益に基づ

いた強健な経済的評価を作り出している。 
 
以下に、1.世界経済成長の要因、2.世界化石燃料資源、3.WETO H2 シナリオの技術ポー

トフォリオについての仮定を説明し、 後に重要な仮定をまとめている。 
 
1. 世界経済成長の要因 
 
この研究では、世界経済は 2030 年までは 3%／年で成長し、その後、2030 年と 2050

年の間で平均の 2%／年へと減速している。2030 年後の 20 年間のより低い成長は、部分

的に中東とアフリカを除くすべての領域において、一人当たりの GDP 成長がより低い結

果である、また、部分的には、人口増加の下降率の結果がある、 いくつかの地域では人口

減少さえ起きる。 

 
表 1：WETO H2 予測の世界人口と経済成長 

 
将来の経済成長率は、工業化された地域にわたっては概して類似している、経済成長率

は、2010 年から 2030 年までは大体 2%／年であり、2030 年から 2050 年までは 1.5%／年

である。 
 
図 1 に示されているように、経済成長は開発地域においてより速い。成長率は、解析期

間中アフリカと中東では 3～4%／年の間にあり、ラテンアメリカではやや低い。アジアで

は、2010 年と 2030 年の間で現在の 7%／年から 4%／年まで急速に下降する、そして、2050

< 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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年では 3%／年以下になる。これは、大部分はアジア経済が現在経験している急速な追い

上げプロセスの終了にあり、また、中国人口の高齢化の結果として生じる景気減速を反映

している。 
 

図 1：世界の主な地域の経済成長(%／年) 
 

経済成長動向の地域格差は、部分的には、基礎をなす人口動態に由来する。人口は、

2030 年までに、欧州、太平洋 OECD 諸国および CIS 諸国においては減少する。北米

とラテンアメリカならびにアジアは、1%／年弱の低いプラスの増加率を持っている。

アフリカおよび中東は、2030 年の後も成長率が 1.5%／年以上を越すただ一つの地域

である。 
 
経済成長要因の 2 番目の重要な要素は、一人当たり GDP 成長である。それは、長期

間にわたって労働力の移動と広域生産性を増加させる。世界の一人当たり GDP の平均

成長率は、この期間にわたって、単調にゆっくりと下がる。また、それは、長期的な

経済成長に関する多くの研究と一致し、平均生産性の成長は 2%／年の長期傾向を示す。

一人当たり GDP 成長の減少は、北米とアジアで も顕著である。ただし、この期間の

北米の一人当たり GDP は 高のままである。またアジアは現在の目覚ましい 5.5%／

年から半分に低下する。 
 
経済・人口統計の成長パターンは、長期間にわたり世界中の収入の不均衡を緩和す

る。アフリカは 後進地域のままに留まり、2050 年までの一人当たり GDP は、北米

の値の今日の 7%に対して、8%である。2050 年に、一人当たり平均 GDP が北米の 4
分の 1 以下のただ一つの地域はアフリカである。しかし、過渡期や開発中のすべての
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地域は、今日、4 分の 1 以下である。2050 年には、アフリカ以外のすべての開発地域

の 1 人当り平均所得は、およそ Eu15000 である。1990 年のヨーロッパ(中央ヨーロッ

パを含む)の値よりわずかに上である。（WETO H2 研究の人口および GDP 予測は、出

典 p19 の Box 1.を参照） 

表 2：世界の主な地域の一人当たり GDP(euro2005/年購買力平価) 
 
2. 世界の化石燃料資源 

 
将来の需要増加に見合う供給へのアクセスが困難かもしれないことを、現在の市場

の振舞ならびに 近の一連の研究 2 は示唆しており、石油とガス資源に関する仮定は

重要である。どのような長期的なエネルギー見通しも、何人かの地質学者がまもなく

起こると予測する「ピークオイル」および「ピークガス」の可能性を考慮しなければ

ならない。 
 
価格の必然的増加は、競合エネルギー技術の開発に大きく影響を及ぼし、将来のエ

ネルギー・システムを作り変えるかもしれない。WETO H2 は、石油とガス資源の評価

に特別の注意を払っている。（石油とガス資源の埋蔵量と生産のモデル化は、出典

p21-22 の Box 2.を参照）フランス国営石油研究所(IFP：Institut Francais du Petrole)
は、 終回収可能資源 3、発見、埋蔵量と累計生産量ならびに回収率に関する仮定を

調査している。 
 

                                                  
2 特に石油とガスジャーナル誌を参：the Oil and Gas Journal, Feb. 21 and Mar. 7, 2005, and IMF, 

April 2005, World Economic Outlook: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2005/01/pdf/chapter4.pdf 

3 例えば WETO-2030 で、URR のために POLES で使用された基礎的仮定は、各生産地域の石油とガス

の USGS の中央推定値に基づく。(すなわち 50%の発生確率) 

< 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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今日の石油の累計生産量は約 900 Gbl(ギガバレル)である。WETO H2研究では、1700 
Gbl 残存し、そのうちの 1100 Gbl が発見されていると仮定している。これらの 1700 
Gbl の、確認・未確認資源を含んで約 1000 Gbl が OPEC 国にある。回収可能な残存

資源は、従来石油の現在の生産で、60 年間の生産を示している。 
 
POLES 石油ガス・モジュールは、石油とガスの探査および生産の技術進歩をシミュ

レーションする。技術進歩は、特に情報通信技術からの波及により、1970 年代以降急

速であった。その主な効果は、試掘成功を向上させて、世界中で回収率を増加させた。 
 
POLES モデルは、 終回収可能資源(URR：Ultimate Recoverable Resources)を直

接に 新の回収率にリンクすることにより、改善された回収率をシミュレーションし

ている。 
 
石油の発見と生産のシミュレーションの結果は、向上した回収率のために、期間中

の 終回収可能資源量 URR は増加し、累積的な発見は探査努力に依存することを示し

ている。また、全累積的発見と累計生産量の間の差である埋蔵量も増加する。埋蔵量

の開発と拡大のこのプロセスは、米国内務省の地質調査所(USGS)が評価した全 終回

収可能資源が今日の 2600 Gbl から 2050 年のほぼ 3500Gbl までどのように拡大するか

を説明している。これは、2050 年までの石油の供給と需要バランスに重要な影響を持

っている。 
 
3. WETO H2 シナリオ中の技術ポートフォリオ 

 
技術の変化は、資源および排出に関する強い制約の取り扱いにとり非常に重要であ

る。どのような長期的なエネルギー見通しでも、技術的ブレークスルーと徹底した改

革を視覚化することが必要である。WETO-2030 は、大規模発電および再生可能技術

において、斬進的な改善を主に想定している。WETO H2 シナリオが取り組む新エネル

ギー技術ポートフォリオとしては、以下を含んでいる。 
 
－ 化学的、熱-化学的あるいは電気的な方法による水素生産 
－ 電力または水素を作る化石燃料燃焼プラントへの付属物としてカーボン捕獲・隔

離のオプション 
－ 化石燃料、再生可能エネルギーあるいは水素からの分散電力生産、コジェネレー

ション(熱併給発電)の有無 
－ 電力または水素によって動力が供給された自動車を含む、新しいエネルギー・シ

ステムと担体概念を持った超低公害車 
－ 著しく向上した熱伝導性能を持った低および超低エネルギー消費ビルディング

(各地域の現在のビルディングのエネルギー消費から係数2～4倍の減少を意味する) 
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太陽電池システムが設計へ統合される場合、これらはさらにエネルギー生産ビル

ディングになる。 
 
経済的、物理的および環境的な性能の予測は、TECHPOL 4 として知られているデ

ータベースの中で準備されている。表 3 は、この研究に含まれているエネルギー技術

をリストしている。 
 
TECHPOL データベースと POLES モデルに含まれている技術は、その競争性や見

通しの判断を意味していない。この問題は、主要な燃料やカーボン価値の相対価格を

含んだ、多くの要因に依存する。POLES 技術ポートフォリオは、2050 年までの技術

間競合プロセスに加わる、また、増加する研究開発および技術推進政策に対する候補

になるオプションを識別しようと追求している。 
 
これらのポートフォリオは、気候変動と戦うためのエネルギー技術の領域を識別す

る他の試みと比較している。例えば、“技術ウェッジ”アプローチ 5 は、そのほとんど

は POLES ポートフォリオに含まれている、15 の重要な技術オプションを識別してい

る。 
 
表 3：POLES モデルで考慮されたエネルギー技術 
 

= 大規模発電 

水力発電 

軽水炉(EPR を含む) 

新型原子炉(第 4 世代) 

粉炭、超臨界、CO2捕獲の有無 

統合石炭ガス化、CO2捕獲の有無 

石炭 従来型サーマル 

亜炭 従来型サーマル 

ガス 従来型サーマル 

ガスタービン 

複合サイクルガスタービン、CO2捕獲の有無 

石油 従来型サーマル 

石油燃料ガスタービン 

 

= 再生可能エネルギー資源 

小水力発電(<10MWe) 

陸上風力発電 

                                                  
4 TECHPOL は、FP6 フレームワークの SAPIENTIA および CASCADE-MINTS プロジェクトまたさら

に CNRS エネルギープログラムで開発されている 
5 S.Pacala と R.ソコロウの安定化ウェッジを参照：Solving the Climate Problem for the Next 50 Years 

with Current Technologies Science, Vol 305, Issue 5686, 968-972, 13 August 2004, 
http://www.sciencemag.org 

< 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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海上風力発電 

太陽熱発電 

バイオマス(木材燃料、廃棄物発電、生物燃料) 

バイオマスガス化発電 

 

= 分散発電 
熱電併合 

定置型燃料電池、天然ガス 

定置型燃料電池、水素 

ビル統合太陽電池システム 

農業電化用太陽電池システム 

 

= 水素生産 
ガス水蒸気改質、CO2 捕獲の有無  

石炭部分酸化、CO2 捕獲の有無 

バイオマス熱分解 

太陽高温熱分解 

原子炉高温熱分解 

水電気分解、専用原子力発電所 

水電気分解、専用風力発電所 

水電気分解、ベース負荷電力 

 

= 超低公害車/ビルディング  
内燃機関(ハイブリッドを含む) 

プラグイン・ハイブリッド 

電気、バッテリー 

ガス燃料電池自動車 

水素燃料電池自動車 

水素内燃機関 

低エネルギービルディング 

超低エネルギービルディング 

 
次の数 10 年間で、技術間競合は以下の 3 組の変数に依存するであろう。 

(1) 特別の投資と運転維持コスト、および各技術の性能(例えば効率)、 
(2) 主要な燃料費、 
(3) カーボン価格またはペナルティー、 

技術が将来のエネルギー・システムの形を決定するので、どのようなエネルギー

予測も技術間の競争の経済指標の変化を予想しなければならない。 
 
TECHPOL データベースの特に興味ある 14 の技術に関して、この研究での仮定は

次のことを示している。比較的旧式のものを含む多くの技術で、20～40%の大きなコ

スト低減がいまだ予想されることを示した。さらに大きな低減は、海上風力、水素燃

料電池および第 4 世代原子力発電のような、今日の先端技術のいくつかで達成される

かもしれない。 
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次の数 10 年間にわたる技術の資本費用における進展に関する専門家の予測によれ

ば、以下の 2 点に注意するべきである、 
－ 初に、投資コストは全発電原価の重要な要素である。しかし、主燃料と CO2

排出コストは同程度かやや大きいかもしれない。風力や太陽のような技術につい

ては、20～30%の低い運転稼働率は、技術比較においてさらに重要になる。 
 
－ 次に、これらの見込原価は現在の知識に基づいているので不確かである。水素技

術についての章では、より好意的な見通し結果を求めている。 
 

重要な仮定 

 
－ 人口 

世界人口は、2050 年に減少傾向で 89 億に達すると予想される。2030 年の後には、

欧州と中国を含む世界のいくつかの地域の人口は減少する。地球の人口は 21 世紀の

下半期に安定する。 
 
－ 経済成長 

工業化された地域の経済成長率は、非常に長期にわたれば 2%/年以下に収束する。

アジア新興経済の成長は、2010 年の後に著しく低下し、一方、アフリカと中東の成

長は逆に加速する。その結果、国際経済成長は、1990 年-2010 年の期間の 3.5%/年
から、2010 年と 2030 年の間で 2.9%／年、そして 2050 年までの 2.2%/年までと次

第に、減速する見込である。 
2050 年の世界 GDP 合計は現在の GDP の 4 倍に達する。 
 
－ 石油資源 

近、次の数 10 年間の石油とガス資源の入手可能性は、ますます問題となっている。

現在までに累積された石油の生産は 900 Gbl である。この研究での仮定は、識別さ

れた埋蔵量の残存は大体 1100 Gbl ということであり、また、まだ識別されていない

資源は 600 Gbl 程度である。 
技術進歩によるより高い回収率は、 終回収可能資源ベースを、今日の 2700 Gbl
から 2050 年の 3500 Gbl まで拡大すると予想されている。 
 
－ エネルギー技術 

技術開発は、将来のエネルギー・システム形成において重要であろう。次の 50 年の

技術的可能性の徹底的な調査は、エネルギー技術の新しいポートフォリオが、化石

燃料に基づいた従来のものと電力を主な担体とする再生可能資源に取り組むという

ことを示唆する。 
未来のエネルギー・システムでのカーボン捕捉・隔離、水素の生産と使用に対する

< 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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オプション、多様な電力配電システム、超低エネルギー消費で超低エミッションの

終用途技術、の役割を探求することは不可欠である。 
 
－ 気候変動ポリシー 

気候変動を管理するための国際協定は、いまだ交渉中である。また、その詳細な結

果は予測不能である。しかしながら、世界エネルギー・システムのどのような予測

も、少なくとも“ 小の”気候変動ポリシーを明らかしなければならない。 
これらは、世界の地域によって区別されて、低炭素ペナルティーあるいは“カーボ

ン価格”によって標準的予測に含まれている、つまり、開発途上の国よりも工業化

された国においてはより高い。 
 
－ 石油・ガス資源へのアクセス 

国際エネルギー市場の地政学は、健全な長期的エネルギー予測に対する重大な配慮

である、これらが影響しない経済動向の信頼できる説明は十分ではない。標準的予

測は、中東での石油生産設備の開発を部分的に抑制することにより、これらの状況

のいくつかを説明している。 
 
(出典：World Energy Technology Outlook - WETO H2,  

http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/weto-h2_en.pdf ) 
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【エネルギー】固体高分子形燃料電池  
 

水素動力の芝刈り機？（米国） 
－ 新しい設計は小規模燃料電池のドアを開く － 

 
燃料電池を芝刈り機やチェーンソーのような小さなマシンに使えるようにできるブ

レイクスルーで、効率的に水素燃料電池パワーを制御するための新しい機構が開発さ

れた。 
 
多くの標準的な燃料電池の設計では、電気出力を制御するために電子回路を使用す

る。しかし、そのような設計では、好ましい効率を達成するために、湿度や燃料の回

収ならびに循環を管理するための複雑なシステムを必要とする。 
 
この新しいプロセスは、燃料電池への水素供給を制御することにより、固体高分子

形(PEM)燃料電池からの電力出力を直接制御できることを実証し、内燃機関へのガソ

リン供給を制御するように、必要な電気出力と一致するように水素の量だけを制御す

ることを可能とした。 
 
このシステムは、反応容器の寸法を調整するために燃料電池の排水を利用するクロ

ーズドシステムとして機能している。反応容器は、水素ガスと酸素ガスが結合して、

水、熱および電力を作る電極集合体のあるところである。 
 
反応容器への水素流量の増加は、システムからより多くの水を押し出して、水位を

低下させることにより、反応が起る場所を増加させる。一方、水素流量の減少は、反

応容器の内部圧力を低下させ、タンクからの水の一部をシステムへ引き戻し、反応場

所を縮小させる。これにより、水素流量により燃料電池の出力を自動的に制御出来る

ことになる。 
 
また、反応容器底の水は、燃料電池反応が起るために必要とされる湿度を維持する

役目をする。このパテントの“自動加湿”設計は、ほとんどの燃料電池設計で問題を

引き起こしている、反応中に生成された水の革新的な利用を実証している。 
 
従来の燃料電池は、ガスを組合せて、適切な湿度レベルを維持し、システムから水

を除去するために、曲りくねったチャネルの複雑なネットワークを特色としている。

そのため、しばしば、水の水滴が狭いチャネルを詰まらせ、非効率的で不規則な電力

の生産に結びついている。プリンストンシステムは、単純な反応容器へ拡散によって

ガスを混合し、生成された水を排水するために重力を利用している。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート994号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/994/
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さらに、この反応容器は、従来の燃料電池が水素の完全な利用をするために必要と

する大きくて高価な燃料循環システムの必要性を排除している。このシステムは、タ

ンクの底の水によって有効に密閉され、燃料が逃げるのを防ぎ、ガスは結合するまで

反応容器に留まることを保証している。 
 
従来のほとんどの燃料電池は、開放型反応容器に繰り返し水素と酸素を流し、各循

環で燃料の約 30～40％を変換している。プリンストンシステムはクローズドシステム

なので、燃料の 100％を 1 回の通過で使用することができる。 
 
この新しい技術は、全米科学財団(NSF)の助成によりプリンストン大学のジェイ・

ベンチールと学生のクレア・ウーにより開発された。この結果はケミカル・エンジニ

アリング・サイエンス誌の 2007 年 2 月号に報告されている。 
 
この技術の 初の応用は小さなエンジンであろうと彼等は考えている。燃料電池は、

標準的設計における燃料循環や過剰水素の必要性のために、このような小さな燃料電

池では現在のところあまり効率的ではない。この新しい設計は閉鎖システムである。

したがって、燃料の 100％が使用され、また、高価な燃料循環システムの必要性がな

い。 
 
「排気制御を持たないような汚い小さな内燃エンジンの替わりとして、このシステ

ムは理想的である。この小型モータのための大規模な水素流通システムもまた必要が

無い。バーベキューで使用されるプロパンボンベのような、返却可能なタンクで水素

を供給することができる」とベンチールは述べている。 
 
ベンチールの次の目標は、出力を高めるためにこの新しい燃料電池をいくつか一緒

に接続し、現在、自動車産業でテストされている燃料電池と潜在的に競合することが

できるシステムの開発である。 
 

・Closed System Opens Way for More Practical Fuel Cell, 
http://engineering.princeton.edu/news/fuel_cell 
 

・C.H. Woo and J.B. Benziger. “PEM fuel cell current regulation by fuel feed 
control.” Chemical Engineering Science., 62 957, 2007. 

 
(出典：http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=108293&org=NSF&from=news) 
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【エネルギー】バイオマス ハイブリッド自動車  
 

米国エネルギー省はプラグイン・ハイブリッド自動車と 
E85 エンジンの高効率化を支援 

 
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局は、自動車の効率

を向上させて、かつ米国の外国石油資源への依存度を減らすための要請に、1,700 万ド

ルの資金提供をすることを発表した。 
 
資金提供は 2 件の別個の要請に提供される。一方はプラグイン・ハイブリッド電気

自動車技術を支援するための 1,400 万ドルで、他方は、E85（後出）エンジンの効率

を向上させるための研究に 300 万ドルが提供される。 
 
「ブッシュ大統領は、コンセプトカーだけでなく、一般市民の利用が可能となる、

代替燃料と省エネルギー技術革新の開発を約束している。 
 
バッテリー技術とエンジン効率を向上させることによって、我々は、外国石油資源

に対する依存度縮小に向けた大胆なステップを踏み出すことができる」とエネルギー

効率・再生可能エネルギー局次官補は述べる。 
 
DOE のフリーダムカー自動車技術プログラムは、プラグイン・ハイブリッド電気自

動車と E85 配合燃料に関する研究により、市場へ新しい効率的な技術をもたらす取り

組みへ導く。プラグイン・ハイブリッド電気自動車のバッテリー開発のための 1,400
万ドルの費用分担の要請は、プラグイン・ハイブリッド車がほとんどの毎日の通勤の

往復に必要な 40 マイルの電気的航続距離をもたらすことができるように、バッテリー

性能を向上させることを目標としている。DOE はまた、アルゴンヌ国立研究所のプラ

グイン・ハイブリッド電気自動車テストベッドを作っており、研究者が自動車の性能

を測定することを可能にしている。 
 
300 万ドルの費用分担の要請は、E85 エンジンの燃料経済性を向上させ、かつ排気ガス

を削減する工学的進歩を支援する。この要請は、さらに好ましい特性のエタノールガソリ

ン混合を利用するフレックス燃料自動車につながる研究開発計画に着手する役目をする。 
 
E85 はフレックス燃料自動車で使用することができ、85%のエタノールを含んでいるガ

ソリンエタノール混合自動車燃料である。E85 は、今日のあらゆる燃料の中で も高い酸

素含有量を持ち、従来のガソリンよりもさらに完全な燃焼とクリーンな燃焼を可能とする。 
 
(出典：http://www.energy.gov/news/4621.htm ) 

< 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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【産業技術】ライフサイエンス 

 

ケンブリッジで脳神経科学と社会に関するセミナーを開催（英国） 

 
ケンブリッジ大学は、科学技術の 新の研究活動･成果を紹介することを目的として

年 4 回開催するホライズン・セミナー（Horizon Seminar）の一環として 2006 年 10
月 12 日、「脳神経科学と社会(Neuroscience and Society)」を取り上げた。ホライズン・

セミナーのテーマについては、政府が実施するプロジェクト、フォーサイト（後述）

で取り上げられているテーマや政府の政策動向等を踏まえつつ設定されている。 
 
セミナーでは、「基礎脳神経科学」「トランスレーショナル（基礎から臨床に適用可

能）な脳神経科学」「臨床脳神経科学」「一般社会における脳神経科学の理解」という

４本の主要テーマ立てで、同大内外の研究者、有識者、産業界のリーダーらが、基礎

から臨床に至る脳神経科学研究の現状を浮き彫りにした。 
 
はじめに政府政策プログラムメンバー兼ケンブリッジ大教授であるホーン卿、およ

び臨床神経学部長コンプストン教授により、同大学における脳神経科学研究の発展と

現状が紹介された。同大学は脳の働きと神経科学とを統合するアプローチの必要性を

早くから認識し、1950 年代半ばから学際的取り組みを進めてきており、現在、脳神経

科学研究は 30 以上の学部および関係機関に所属する 284 学科において行われている。 
 
MRC(医学研究評議会)、ウェルカム･トラスト、MRC 認知脳神経科学ユニットから

年総額 2,000 万ポンドの助成金を受け、ウルフソン脳イメージングセンター、ガード

ン研究所やサンガー研究所等のウェルカム･トラスト臨床研究施設、ケンブリッジ医学

研究所、行動臨床脳神経研究所等、優れた研究施設を有する。また 1992 年以来、毎年

ケンブリッジ脳神経科学セミナーを開催しているほか、2005 年にはケンブリッジ脳神

経科学イニシアティブを始動させている。 
 
「基礎脳神経科学」に関しては、生理学部発達神経学のハリス（Bill Harris）教授

が、網膜の発達と変性を解明する画期的なアプローチとして、24 時間以内に神経系が

完成するゼブラフィッシュの透明な胚を用いた視覚系統の分子胚発生に関する研究発

表を行った。 
 
薬理学部マクノートン(Peter McNaughton)教授は、副作用として中毒を引き起こさ

ない新種の鎮痛剤開発、神経障害性疼痛の原因解明等へと繋がりうるものとして、熱

刺激による痛覚における分子・細胞レベルでの反応に関する研究を発表。 
 
分子生物学研究室のゴデート(Michel Goedert)博士は、家族型・散発型を含めたア
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ルツハイマー病、パーキンソン病等、神経変性疾病にタウタンパクおよびα-シヌクレ

インタンパクが関与していることを示す証拠について紹介した。 
 
「トランスレーショナルな脳神経科学」に関する発表では、実験心理学部エヴェリ

ット(Barry Everitt)教授が、新種の中毒治療研究について報告を行った。中毒は特定

刺激に対し脳内で行われる条件学習が原因となることが明らかになっているが、扁桃

において特定の分子操作を行うと共に計画的薬物投与を行うことにより、条件学習を

解体し中毒の再発を防ぎ禁断を促すという方法である。このアプローチは、トラウマ

後遺症や病的な恐怖症に対する治療効果にも役立つと述べた。 
 
精神医学科および脳マッピングユニットのブルモア（Ed Bullmore）教授は、これ

まで精神医学への影響力が乏しかった脳画像撮影を今後の臨床治療に役立てていくた

め、診断マーカー・予測マーカーの検証に加え、脳画像撮影を抗鬱剤等の初期臨床試

験における薬力学評価項目として活用していくことが肝要であると述べた。 
 
「一般社会における脳神経科学研究の理解」に関しては、「サイエンス」誌のスター

ン（Peter Stern）博士が脳神経科学の発展に対し科学雑誌が担う役割と、社会との積

極的な関わり合いに向けた同誌の取り組みについて紹介した。 
 
一方、科学史科学哲学科のコーンウェル（John Cornwell）博士は、メディアが神経

科学を一般社会にどのように伝えているか、それによって人々の“人間とは何か”と

いう概念にどのように影響しているか、といった点を取り上げた。 
 
精神医学科サハキアン（Barbara J Sahakian）教授は、現実に社会に浸透しつつあ

る認知強化・機能向上薬（スマート・ドラッグ）の使用是非について論じた。また、

人が意識せずに有している人種偏見、倫理観、虚偽、自制心等、脳画像撮影により判

断可能となる指標の利用の是非についても取り上げ、活発な議論の場を提供した。 
 
「臨床脳神経医学」の分野では、ヒト化したモノクローナル抗体 CAMPATH-1H を

用いた多発性硬化症（MS）治療薬開発に取り組むコール（Alasdair Cole）博士が、

研究の現状を紹介した。MS では、中枢神経の軸策を覆っている脂質であるミエリン

（myelin）損傷により脳からの信号の出入りが妨げられる。ミエリンの損傷は T 細胞

がミエリンを異物として誤認することで引き起こされる炎症が原因であり、

CAMPATH-1H は T 細胞に直接作用する。CAMPATH-1H を初期段階の患者に投与す

ることにより、これまで不可能であった MS 患者における長期的症状軽減が期待され

る。この治療法は 15 年前に構想されて以来、臨床試験を積み重ね、来年には治療薬完

成が見込まれている。 
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実験心理学科タイラー(Lorraine K Tyler)教授は脳における言語機能の解明を進め

ているが、言語障害を後遺症とする脳卒中患者の脳画像撮影を用いて、言語機能の回

復は脳が受ける損傷の大きさでなく損傷領域によって決定付けられること、加えて脳

の領域と言語機能は一対一の関係性にはなく、他領域との関係性によって言語障害の

内容・程度が決定されること、等の所見が発表された。 
 
パーキンソン病、ハンティントン病、アルツハイマー病等、中枢神経変性障害につ

いて研究を進める脳回復センターのバーカー（Roger Barker）教授は、パーキンソン

病の幹細胞治療における試行錯誤を取り上げ、今後の成功に向けては、①異種の患者

群から移植に適確な患者を同定すること、②患者の脳の微小環境を更に理解すること、

③実用的・倫理的・機能的に 適な移植細胞を同定すること、の３点の共存が必須で

あろうと述べた。 
 
閉会に当たっては、英国政府首席科学アドバイザー兼ケンブリッジ大研究部長であ

るデヴィッド・キング卿(Professor Sir David King)が、産・学・官の意思決定者に指

針を与えるビジョン策定を目的として英国政府が掲げるプロジェクト、フォーサイト

（Foresight）について紹介した。第一次フォーサイトでは脳神経科学およびコンピュ

ーター科学の発展を活用した「認知体系」が、第二次には科学技術進化が今後 20 年に

おける中毒・薬物使用に与える影響を扱う「脳科学・中毒・薬物」が、重点プロジェ

クトの一つとして取り上げられている。 
 

参考文献 
①Horizon Seminar のサイト 

http://www.rsd.cam.ac.uk/events/horizon/fourthseries/ns.html 
②Foresight のサイト 

http://www.foresight.gov.uk/ 
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【産業技術】ライフサイエンス 

 
イタリアのバイオテクノロジー産業の復活 

 
ヴァレーゼ産業大学とパヴィア大学の協力のもと、Biossom Associati 社（コンサル

タント・市場調査会社）がまとめた「2006 年イタリアにおけるバイオテクノロジー－

戦略と財政の分析」レポートが 近発表された。 
 
バイオテクノロジー開発のための協会 ASSOBIOTEC (Associazione Nazionale per 

lo sviluppo delle Biotecnologie)の依頼によって作られた同レポートでは、「イタリア

のバイオテク企業の多くは 2000 年以降に誕生しており、そのほとんどが中小企業であ

り、多くはイタリア北部に集中している。またバイテク企業の大多数がライフサイエ

ンスに係わる研究活動をしており、更に平均的に投資能力を持っている」というイタ

リアのバイオテク産業の実態を浮かび出させている。以下、このレポートの内容を概

観する。 
 

バイオテク産業に従事しているイタリア企業の数は、欧州ではドイツ（525 社）、英

国（455 社）、フランス（225 社）に次ぐ 163 社であり、欧州 4 番目である 1。一方、

従業員数においては、イタリア（8,389 人）はフランス（8,922 人）やスイス（8,819
人）と同じ規模にある。売上高においては、英国（50 億 4,100 万ユーロ）、デンマー

ク（46 億 9,700 万ユーロ）、ドイツ（30 億 3,500 万ユーロ）、スイス（21 億 5,700 万）

に次いで、イタリア（28 億 8,600 万ユーロ）は欧州で 5 番目に位置している。 
 
イタリアのバイオテク産業は、他の EU 諸国に比べ遅れて出発したが、過去 5 年間

で驚異的な成長を遂げた。 2005 年末時点におけるイタリアのバイオテク企業数は、

163 社あり、その内の 80％が中小企業である。この内の 73 社（45％）は、2000 年以

降に誕生している。地理的にはロンバルディア州（31％）、ピエモンテ州（17％）、ヴ

ェネツィア・ジュリア州（９％）、ヴェネト州（4％）、リグーリア州（3％）というよ

うに、イタリアのバイオテク企業の約 70%がイタリア北部に集中している。残り 30％
は、イタリア中部のトスカーナ州（12％）と南部のラツィオ州（4％）、カンパーニャ

州（3％）、プーリア州（4％）、サルデーニャ州（4％）に分布している。 
 
年間総売上高は 28 億 8,600 万ユーロ（前年比 18％増）、総利益 2 億 9,000 万ユーロ、

純利益 1 億 7,300 万ユーロであるが、売上高における地理的分布は上記の企業数の地

理的分布とは異なり、ロンバルディア州（39％）、ラツィオ州（39％）、ピエモンテ州

（3％）、トスカーナ州（10％）、残り 9％は他の州という状況になっている。総売上高

の 73％は、上位 30 社（総従業員 62％）によって実現されている。企業数と売上高が

                                                  
1  なお、イタリアの次にはオランダ、スウェーデン、デンマーク、スイス、スペインと続く。 

< 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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比例していないのは、イタリアでは中小企業数が多いためである。 
 
総従業員数は、8,389 人でロンバルディア州（44％）、ピエモンテ州（8％）、リグー

リア州（8％）、トスカーナ州（21％）、ラツィオ州（8％）であり、残り 11％が他の州

に分布している。 
 
イタリアのバイオテク産業を活動部門別に見るとライフサイエンス部門が圧倒的に

多く、病気治療のためのライフサイエンス部門が 69％、農業のためのアグロバイオテ

ク部門が 15％、産業・環境部門が 10％、情報バイオテク部門が 6％となっている。現

在 59 のプロジェクトが臨床実験されている段階とのことで、特に腫瘍学部門、呼吸器

官の炎症病理学における臨床学実験が展開されている。59 のプロジェクトのうち 3 つ

が第 3 段階 2 にあり、第 2 段階のプロジェクトが 13 あるとのことだ。 
 
企業規模について分析すると、131 社（80％／平均従業員数 14 名）が小企業で、そ

の内の 60％が 2000 年以降に設立された会社である。また、21 社（13％／平均従業員

数 107 名）が中企業、11 社（7％／平均従業員数 391 名）が大企業となっている。イ

タリアの中小企業は、ビジネスアイデアに溢れているが、市場が限られているために

大企業が関心をもたないバイオテク部門の研究開発や、大企業のために研究開発活動

を行うために誕生している。 
 
これらの中小企業には、研究がリスクを伴う革新的なものであったり、コアビジネ

スに導入できないジャンルのものであったりする背景により、大企業あるいは大学の

研究所から切り離されたスピンオフ会社が多く存在する。バイオテク企業 163 社のう

ちの 69 社がスピンオフ会社（その内の 9 社は大学からのスピンオフ）で、年売上高は

低く、資本金も 1 万～4 万ユーロの小規模企業である。 
 
これらの中小企業は、企業成長に相応しい資金を常に必要としている。

ASSOBIOTEC は、「大学・科学研究省の“FAR（Fondo per le Agevolazione alla 
Ricerca／研究優遇資金）”資金や経済開発省の“FIT (Fondo per l’Innovazione 
Tecnologico／革新的技術資金)”資金など、既に公的機関によって研究開発への資金投

入がなされているが、産業開発研究のための融資手段は非常に重要であり、これらの

公的資金が今後も確保されることを願う」と述べている。FAR 資金と FIT 資金は、バ

イオテク産業促進のために設けられた制度ではないが、両資金によって多くの小規模

バイオテク企業が誕生しているのは事実である。 
 
今日のイタリアでは、バイオテク企業に投資しようとする投資家はなかなかいない。

2005年、ベンチャーキャピタル(venture capital)やプライヴェートエクイティ(private 
                                                  
2 第 3 段階以後は、製品が登録され販売される段階となる。 
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equity)によって得られたイタリアのバイオテク企業のための資金は 600 万ユーロであ

った。米国でベンチャーキャピタルによって投資された 2005 年の総投資額が 33 億ド

ルで、欧州全体では投資額が 14 億ユーロとなっているのに比べると、イタリアの投資

額はすずめの涙程度である。また 2005 年に米国では 28 社、アジアでは 17 社、欧州

全体では 9 社のバイオテク企業が株式市場に上場したが、イタリアではゼロであった。

イタリアの Gentium 社は米国のナスダック市場に、Bioxell 社はチューリッヒの証券

取引所にそれぞれ上場したことに代表されるように、イタリア国内における資金獲得

は大変難しい状況にある。 
 

参考文献 
・イルソーレ 24 オーレ紙 
・Bisossom Associati“2006 年イタリアにおけるバイオテクノロジー－戦略と財政の

分析”レポート 

< 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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【産業技術】  ナノテクノロジー   
 

改良ナノドットは将来のデータ記憶装置の鍵（米国） 
 
毎年 2 倍の記憶量が繰り返し必要になるという、デジタルデータ保存の大きな難題

が、直径がわずか 10 億分の 1 メートルの磁気粒子の小さいが強力な解決法で可能とな

るであろう。 
 
このアイデアは、以前より改良されており、 近、米国標準技術研究所(NIST)の研

究者と共同制作者は、 高レベルの一様性を持って磁界に応答するナノドットアレイ

を作製した。この研究は、今日のハードディスクドライブの容量の少なくとも 100 倍

を持つ商業ベースにのるナノドットドライブの前途を明るくさせる。 
 
ナノドットは、小さな棒磁石のように北極および南極を持っており、強磁界に対応

して前後に（あるいは 0 と 1 の間）に切り替わる。一般に、ドットがより小さいほど、

切り替えを引起すのに必要な磁場はより強い。 
 
これまでは、ナノドットのスイッチング応答の大きなバラツキを理解し、制御する

ことができていなかった。新しい論文に報告されたように、NIST チームはバラツキを

平均スイッチング磁界の 5 パーセント以下へと著しく減少させることができた*。また

さらにバラツキの重要な原因であると考えられるものは、ナノドットの出発材料とし

て働く多層薄膜の設計にあることを識別した。 
 
幅 50 ナノメートル(nm)の小さなナノドットは、多層薄膜をパターン化する電子線

リソグラフィを使用して作り上げられた。鍵は、シリコンウェハ上にコバルトとパラ

ジウムの層を交互に置いた多層薄膜を作る場合、 初にわずか数ナノメートル膜厚の

タンタル・シードレイヤ層を置くことであった。 
 
シードレイヤ層は、作る薄膜の歪み、配向性あるいは構成を変化することができる。

異なるタイプの多層薄膜のスタックを作製し、比較することにより、スイッチング特

性に対する異なるシードレイヤ層の影響を分離することができた。さらに、リソグラ

フの変動、ナノドット形状あるいは結晶粒界のように、以前に重要であると疑われた

要因を除去することができた。 
 
ナノドットは、磁気データ記憶装置の密度を高めることが可能な方法として、世界

中で追求されている 2 つの主要なアプローチの 1 つである。もう一方は、レーザーを

使用して個々のビットを加熱しスイッチングする方法に関係している。 
論文の第一著者のジャスティン・ショーによれば、熱はナノドットをスイッチング
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するために必要とされる磁界の強度を下げるので、 終的な解決策は 2 つのアプロー

チの組合せであろうと考えている。 
 
このタイプのパターン化媒体を商業ベースに乗せるためには、まだ相当な研究を行

う必要がある。ドットの寸法は 10nm 以下に減らす必要がある、ディスク 1 枚当たり

1015 個のドットを無理なく作り上げる技術を開発する必要がある、そして、これらの

ナノスケールビットを追跡し、読取り、書き込むための新しい方式が考案されなけれ

ばならない。 
 

*J.M. Shaw, W.H. Rippard, S.E. Russek, T. Reith and C.M. Falco. 2007. Origins of 
switching field distributions in perpendicular magnetic nanodot arrays. Journal of 
Applied Physics. 101, 023909 (2007), Jan. 15. 
 
(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2007_0119.htm#nanodots ) 
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(01/19/07-02/01/07) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
1 月／ 
11：ブルックへイブン国研、金クラスタが燃料電池用プラチナ電解触媒を安定させると発見 

エネルギー省（DOE）傘下のブルックヘイブン国立研究所（BNL）の科学者が、プラチナ電解触媒
に金メッキを施すことで、プラチナ陰極電解触媒の分解を防ぎ、自動車用燃料電池の全般的安定性
を改善できることを発見。プラチナ・ナノ粒子に単一層の銅の代わりに金をかぶせ、1.2 ボルトの
電圧を何度かかけると、金の層が 3 次元の金クラスタに変貌し、燃料電池化学反応によるプラチナ
の酸化を防止する。プラチナの抗酸化の確認には、BNL の国家シンクロトロン光源研究所にある X
線や BNL の機能的ナノマテリアル・センターにある走査型透過顕微鏡、その他の電気化学手法を
駆使。BNL の実験では、プラチナ電解触媒に 0.6 ～1.1 ボルトで 3 万回以上の酸化還元反応を行わ
せたが、同触媒は安定性を保った。本研究は DOE 水素プログラムの助成を受けて実施。研究結果
は、2007 年 1 月 12 日号の「サイエンス」誌に発表。（Brookhaven national Laboratory Press 
Release） 

 
 
 
Ⅱ 環 境  
1 月／ 
15：地球温暖化への見解変更を盛り込むと予想される大統領の年頭教書演説 

Tony Blair 英国首相に近い英国高官によると、ブッシュ大統領は 1 月 23 日に行う年頭教書演説で、
地球温暖化に対する見解を大きく転換し、急進的施策について語る可能性がある。Blair 首相は今年
の辞任前に、気候変動に関する合意を固めるべく、昨年 12 月にブッシュ大統領と個別会談を実施。
情報筋によると、米国が参加することになれば、今年 6 月開催の G-8 サミットでポスト京都に関す
る合意がうまれる可能性も。グリーンピースの Kurt Davies 気候変動担当官も、ブッシュ大統領が
地球温暖化問題に昨年以上の譲歩をみせると予想。その一方で、昨年の年頭教書演説で大統領が行
った「米国が石油中毒である」との発言にその後のフォローアップが無かったことを指摘し、ブッ
シュ政権の見解の変化は歓迎するが、具体的フォローアップがなければ意味がないとしている。
（Greenwire） 

 
22：米国気候アクション・パートナーシップ、地球気候変動への迅速な対応を米国政府に要請 

米国を拠点とする大手企業 10 社（GE、デュポン、Alcoa、Caterpillar、Duke Energy、BP America
等）と有力な環境保護団体 4 グループ（Environmental Defense、天然資源防衛委員会（NRDC）、
世界気候変動に関するピューセンター及び世界資源研究所（WRI））から成る、米国気候アクション・
パートナーシップ（USCAP）が 1 月 22 日、1 年かけてまとめた報告書『アクション要求（A Call for 
Action）』を発表。USCAP は、気候変動に関する政策枠組みが即刻必要であることを指摘し、温室
効果ガス（GHG）排出の大幅削減を目的とする法案を迅速に立法化するよう連邦政府に要請。
USCAP が提示した政策案は、経済全部門を対象とする市場主導型の強制的かつフレキシブルな気候
保護アプローチ。報告書は、米国の気候変動法案に盛り込まねばならないデザイン原則として、世
界的な局面の認識と関与・技術の重要性の認識・環境面での有効性（即座の行動と今後数十年に及
ぶ不断の努力）・経済的な機会の構築（市場力の活用）・公正さ･早期行動の奨励等を指摘。また主要
な提言として、cap-and-trade 型プログラムの整備に加え GHG 低量放出施設や省エネ普及の推進政
策の１年以内の実施；世界の大気中 GHG 濃度を 450～550ppm（CO2 換算）で長期的に固定するた
め米国として短期・中期的な排出削減目標（排出上限を ①5 年以内に現状の 100～105%、10 年以
内に 90～100%、15 年以内に 70～90%と設定）及び長期的ターゲットゾーンの明確化（2050 年ま
でに現状レベルの 60～80%減まで排出削減）；段階的でコスト効果的なアプローチの採用；
Cap-and-trade 型プログラムを盛り込んだ全経済ベースで市場主導型のアプローチ；クリーンエネ
ルギー供給政策や積極的な技術研究開発実証プログラムによる補完；規制対象は「川上」または「ハ
イブリッド」方式；(制度外からクレジットを購入する)オフセットの容認；大量排出諸国全てからの
コミットメント獲得を目標とした国際交渉等を指摘。（USCAP News Release; USCAP’s “A Call 
for Action”） 

 
 
 
Ⅲ 議会・その他 
1 月／ 

5：アラスカ州選出の Ted Stevens 上院議員、乗用車の企業平均燃費引き上げ法案を提出  
企業平均燃費（CAFE）と気候変動対策の法律制定に反対の立場で知られる Ted Stevens 上院議員
（共和、アラスカ州）が 1 月 4 日、「1 ガロンあたり 40 マイルの乗用車 CAFE 基準を 2017 年まで
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に設定することを義務付ける法案（上院第 183 号議案 ）」を提出。気候変動に対する同上院議員の
見解の変化は、地球温暖化が地元アラスカ州にもたらす影響を懸念してのことと思われる。法案の
概要は、乗用車の現行 CAFE 基準（27.5 マイル／ガロン）の引上げ及び改正する運輸長官の権限の
明確化；車両の属性に基づいたクラス毎の CAFE 基準規定の容認；CAFE 基準の検討クライテリア
に「自動車の安全性」・「新基準が排出に及ぼす影響」・「米国の石油依存度削減ニーズ」の追加；規
制に対する対費用便益テストの実施等。Stevens 上院議員は、同法案提出に伴うプレスリリースで、
国内産出量増大と燃費改善を同一歩調で進める必要があると主張。（CQ.com; Senator Stevens 
Press Release） 

 
17：Murkowski 上院議員、気候変動影響緩和を狙った、効率改善・技術開発重点型法案を提出 

Lisa Murkowski 上院議員（共和、アラスカ州）が 1 月 17 日に、「2007 年再生可能エネルギー、燃
料削減及び経済安定促進法案（REFRESH Act：上院第 298 号議案) 」を提出。同法案は、温室効
果ガス排出上限設定などの直接的な対応ではなく、輸送部門におけるエネルギー効率改善と再生可
能エネルギー開発推進によって地球温暖化に対処しようとする内容。Murkowski 上院議員の同法案
は、2007 年 1 月上旬に Ted Stevens 上院議員（共和、アラスカ州）が提出した、「2007 年乗用車
燃費改善法案（上院第 183 号法案）」の姉妹法案で、両法案が成立すれば、2025 年までに一日の化
石燃料消費が約 500 万バレル減少する見込み。Murkowski 議員の上院第 298 号議案の概要は、地
熱発電・海洋エネルギー開発へのグラント(各 1 億ドル)、プラグイン・ハイブリッド自動車の生産
に有用な新技術開発へのグラント（1 億ドル）、商用トラック対象の燃費基準を導入した場合の経済
影響及び燃料節約に関する調査研究の実施・報告を国家高速道路交通安全局（NHTSA）に義務付
け、等。（Environment and Energy Daily; Press Release of Senator Lisa Murkowski） 

 
17：Pelosi 下院議長、地球温暖化問題を専門とする特別委員会を新設か？ 

Nancy Pelosi 下院議長（民主、カリフォルニア州）はここ 2 週間以内に、様々な気候関連科学や技
術、及びエネルギー問題を専門に扱う特別調査委員会の設立を発表するのではないかという噂あり。
しかし、同委員会が気候変動問題について、下院エネルギー・商業委員会が有する立法上の権限を
奪うことはない見込み。下院エネルギー・商業委員会の委員長は、自州自動車産業の強力な唱道者
である John Dingell 下院議員（民主、ミシガン州）で、同氏の地球温暖化に関する見解は、温室効
果ガス排出を削減する野心的な法案を支持する Pelosi 下院議長のそれとはかなり食い違っている。
新委員会の創設は、John Dingell 委員長に政治的圧力をかけるためではないかという憶測も。
Dingell 委員長は先頃、気候変動法案に対する支持を発表しているが、包括的な気候変動法案が同
委員長の指揮の下で承認される可能性は低いと見られている。（Environment and Energy Daily） 

 
19：下院本会議、2007 年 CLEAN エネルギー法案を可決 

下院本会議は 1 月 18 日夜、下院天然資源委員会 Nick Rahall 委員長（民主、ウェストバージニア
州）提案の「2007 年 CLEAN エネルギー法案（下院第 6 号議案）」を 264 対 163 で可決。同法案は、
石油業界や天然ガス業界が享受している生産インセンティブや優遇税制を一部撤回し、そこからあ
がる税収やロイヤリティ収入 (推定 140 億ドル) を再生可能エネルギーやエネルギー効率化技術の
開発・推進に充当するもの。法案提出時（1 月 12 日）に既に 198 名が法案の共同スポンサーにな
っていた。同法案は、(1)「2005 年包括エネルギー政策法」を修正し、メキシコ湾浅水域における
深井戸天然ガス生産のための特別インセンティブやメキシコ湾における深海生産へのロイヤリティ
軽減を撤廃する一方、(2）国産のクリーンな再生可能エネルギー資源と代替燃料の利用の推進、エ
ネルギー高効率製品・慣行の活用の奨励、及び再生可能エネルギー技術・エネルギー効率化技術の
研究開発普及の推進を目的に「戦略的エネルギー効率化・再生可能エネルギー備蓄」を創設。同法
案は 1 月 18 日の下院可決後、直ちに上院に上程。Harry Reid 上院民主党院内総務（ネバダ州）の
広報担当によると、Reid 院内総務は同法案を概ね支持。しかしながら、同院内総務はエネルギー政
策を委員会で吟味する計画であり、また、Pete Domenici 上院議員（共和、ニューメキシコ州）や
Chuck Grassley 上院議員（共和、アイオワ州）等の主要共和党上院議員が同法案を批判している
ため、上院での審議は下院のような速いペースでは進まない見通し。（Environment & Energy 
Daily; H.R.6 CRS Summary） 

 

< 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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