
【再生可能エネルギー】藻類バイオ燃料 ASP 
 

NREL で藻類研究が活発に（米国） 
 
 再生可能燃料を作り出すため

に、藻類の脂質（油分）の秘密

を明らかにすることが課題とな

っている。米国エネルギー省

（ the U.S. Department of 
Energy：DOE）の国立再生可能

エネルギー研究所（ National 
Renewable Energy 
Laboratory：NREL）の研究者

らは、再びこの課題に取り組ん

でいる。 
 
 1978 年～1996 年まで、DOE
は Aquatic Species Program
（ASP）注 1の下で、NRELの微細藻類の研究に資金提供していた。この期間、3,000
種の藻類が様々な水生生息地から採取された。そして、輸送用燃料生産に使用できる

可能性を持った約 50 種類が、研究者らの目に留まった。 
 
 藻類由来の石油の価格は 1996 年、1 バレル当たり約 80 ドルと推定されていたが、

一般の石油価格が 1 バレル約 20 ドルであったことと予算の制約により、DOEはASP
への資金提供を停止した。藻類はハワイ大学に送付・保管され、NRELの研究チーム

は約 20 年間の研究を、同プログラムのクローズアウト・レポート注 2にまとめた。 
 
藻類が競争に復帰 

 10 年後、2007 年エネルギー自給・安全保障法（the Energy Independence and 
Security Act of 2007：EISA）注 3が議会により可決された。同法は、米国の再生可能

燃料の生産と使用を、2022 年までに 360 億ガロンにすることを要求している。EISA
は、このうち、でんぷんベースのエタノールの使用に 150 億ガロンの上限を定め、残

りを「先進バイオ燃料」（基本的に他のもの）で補うことを求めている。 
 

                                                  
注1 ASP は藻類から再生可能な輸送用燃料を開発するプログラム。 
注2 http://www.nrel.gov/docs/legosti/fy98/24190.pdf 
注3 http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:h6enr.txt.pdf 
（NEDO 海外レポート 1015 号、2008 年 1 月 23 日発行「2007 年エネルギー自給・安全保障法」ファク

トシート参照（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1015/1015-14.pdf）） 

NREL藻類研究所に保管されているこれらの試験管

には、数種類の藻類から抽出された脂質（油分）が

そろえられている。これら試験管は、新たな ASP
の下、NREL で行われた研究結果が、色鮮やかに例

示している。 
Credit: Dennis Schroeder
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 NREL は過去に先進バイオ燃料研究を行っていたことから、時代の最先端にあった。

2006 年、NREL の研究チームは藻類研究のため、新たな助成金獲得に動き始めた。

NREL のプリンシパル・グループマネージャーの Al Darzins 氏は、「我々は最初の ASP
とはまったく異なった、もうひとつの ASP を開始した。資金提供に関しても、以前の

ASP を超えている」と語った。 
 
 研究チームはわずか数年間で 800 万ドル以上の資金を集めた。Darzins氏によれば、

目標のひとつはプログラムの資金調達を多様化することだった。DOEは再度、このプ

ログラムへ資金提供を行っているが、国防省（米空軍科学研究局（the U.S. Air Force 
Office of Scientific Research）と共同で）や、NRELと共同研究開発契約を締結して

いるChevron社注 4などの企業も資金を提供している。 
 
 NREL の研究チームは、資金の一部を使用して、新種の藻類を見つけ出すための生

物資源調査（bio-prospecting）を行うことにより、前回のプログラムでの研究を再度

調査した。しかし今回の研究は、新技術の恩恵によりずっと速く進んでいる。 
 
 「我々は、淡水、汽水（半塩水）そして塩水など、異なる環境から 400 種近くの藻

類を収集した。そして現在では、わずかな時間でサンプルを処理することが可能な、

より高い処理能力（スループット）を持つ装置を利用することができる。（実際はもう

少し理解しにくいことであるが）装置を使うことを、ピンセットを使うことだと考え

てほしい。我々は実際、意のままに、ひとつひとつの藻を水のサンプルから分類、識

別し、ひとつの種類の藻を純粋培養することができるのだ」Darzins 氏はこのように

述べた。 
 
生態に着目 

NREL のチームはサンプルを採取した後、それら生物の生態を理解することに焦点

を合わせた。Darzins 氏は、「その生物の生態や、培養方法を理解していなければ、大

量培養をしたり、管理したりすることはできない」と語った。 
 
 同研究チームは、モデル生物として藻類の一種であるクロレラ・ブルガリス

（Chlorella vulgaris）を選んだ。研究者らは、分子生物学と生化学の面から（このモ

デル生物の）全貌を捉えようと取り組んでいる。彼らの考えによれば、クロレラ・ブ

ルガリスは成長が速く、大量の脂質を作り出すことから優れた研究テーマとなってい

る。 

                                                  
注4 http://www.nrel.gov/features/20090403_algae.html 
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 しかし藻類を扱う上で困難なこ

とのひとつは、細胞から脂質を取

り出すことであり、これは特にク

ロレラ･ブルガリスに当てはまる。

主 席 研 究 管 理 者 （ Principal 
Research Supervisor ） の Phil 
Pienkos 氏は、「我々は通常、細胞

から脂質を取り出すため、何かし

らの溶媒を使用するが、そう簡単

ではない。細胞壁が溶媒に対する

抵抗性を持っているためである。

NREL はより効率的に脂質を抽出

するために、藻の細胞壁の分解に

役立ち、溶媒が細胞に浸透できる

酵素の発見に取り組んでいる」と語った。 
 
 Pienkos 氏によれば、細胞壁を簡単に壊す酵素を発見することができれば、その酵

素に反応する遺伝子を分離し、採取する直前に藻を操作して酵素を生成させることが

できるかもしれない。 
 
 また、Pienkos 氏は次のように述べた。「細胞が、自ら弱体化するような酵素を生じ

させることができれば、我々は、その細胞が生きている状態で脂質を分離した後、再

度、培養することができるかもしれない。これが実現すれば、本当のコスト削減にな

るだろう」 
 
 Darzins 氏は、「NREL は藻類の代謝工学に目を向けているが、これら生物がどのよ

うに機能しているかの基本を解明したにすぎない。我々は、遺伝子組み換え生物を研

究室外で培養しているわけではなく、制御された研究室内で利用しているのだ。これ

により、たくさんのことが解明されると考えている」と述べた。 
 
藻類をエタノールへ 

 先進バイオ燃料の導入を加速させるため、オバマ大統領と DOE のスティーブン・チ

ュー長官は、米国再生・再投資法（the American Recovery and Renewal Act）に基づ

き、バイオ燃料についての新たな研究に 8 億ドルを投入することを発表した。同発表

によれば、この投資には、藻類からバイオ燃料を作り出す大量生産プロセスの研究、

開発および導入のための資金援助が含まれている。Algenol 社は、2,500 万ドルを獲得

して、光バイオリアクター藻類バイオ燃料システム（photo-bioreactor algal biofuels 

NREL で培養されている藻類を観察する主席研究

管理者の Phil Pienkos 氏（手前）とプリンシパル・

グループマネージャーの Al Darzins 氏（後方）。

NREL ではこれらの非常に小さく、油分を含んだ

生物の生態と遺伝子構造の理解に重点が置かれて

いる。 
Credit: Dennis Schroeder
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system）のパイロット試験を行い、NREL は同社の商業生産の加速を支援している。 
 
 Peienkos 氏は、「Algenol 社は、二酸化炭素（CO2）を直接エタノールに変換すると

いう、藻類を利用したユニークな技術を持っている。同社の光バイオリアクター・シ

ステムは、エタノールの継続的生産を可能にするため、藻類を採取する必要がない」

と語った。 
 
 NREL は Algenol 社と共に、2 つの分野に取り組んでいる。すなわち、①エタノー

ル生産施設の技術経済分析とライフサイクル分析、そして、②藻類を育成するため使

用される燃焼排ガスの構成物質に対する藻類の感受性の評価である。 
 
 そして、Pienkos 氏は次のように述べた。「大部分の人は、規模の小さな研究をする

際、空気と純度の高い CO2 を混ぜ合わせて使用する傾向がある。しかし、研究規模を

拡大する場合、異なる構成物資から成る、産業から排出された CO2 の使用を考慮しな

ければならない。藻類の生産に対する燃焼排ガスの長期的影響については、まだ確か

なことが分かっていないのである」 
 
藻類を選別するために光を使う 

 企業が藻類からエタノール、グリーンディ

ーゼルまたはジェット燃料までをも作り出そ

うと躍起になっているか否かにかかわらず、

重要なのは、その環境で入手可能な（何十万

種類とはいわないまでも）何千種類もの藻類

の中から正しい藻類を分離することである。

プロジェクト達成のための正しい候補を水の

サンプルから選別するには、多大な費用がか

かる。NREL は石油を作り出すのに最も適し

た藻類を選び出すために赤外線を利用し、こ

の問題を解決している。 
 
 Lieve Laurens 研究員は、「藻類バイオマス

の油分の従来の測定方法は、非常に煩雑であ

る。最長で 2 日間という長い時間がかかり、

たくさんの化学薬品を使用する。我々は近赤

外分光法を用いて、ほんの数分間で、藻の油

分を測定している」と語った。 
 
 このプロセスでは、サンプルに高周波数帯域の光（スペクトルの可視光線から赤外

Lieve Laurens 研究員は、藻類に含ま

れる油分の革新的測定方法の開発に

おいて、NREL を支援している。 
 

Credit: Dennis Schroeder
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線領域までの波長）を照射する。いくつかの異なる検出器で、サンプルが吸収した光

の量に対する反射した光の量を測定する。Laurens 氏によれば、藻類バイオマスの中

の異なった分子は、その吸収ピークが異なるため、その藻類の「指紋」となる。その

後、その指紋は数学モデルで分析され、ある特定の藻類の油分を測定するのに用いら

れる。 
 
 この方法は細胞を破壊せず、現時点では、藻の種類を選ばないようである。Laurens
氏は、「この場合、我々はバイオマスをスキャンし、続けてそのバイオマスで何か別の

ことをすることができるのである」と語った。研究者らは、この方法を他に応用でき

るかの検討を重ねている。さらに同氏は、「例えば、大量の油分を作り出す藻類を探し

出すため、従来の方法で培養株保存施設（culture collection）にある多数の藻類を油

分測定しなくても、この方法で検査することができるようになるだろう」と追加した。 
 
 他の計画では、研究者がリアルタイムで監視できるのか、藻類の採取に適した時期

を判断することができるのかを調べるため、生育培養にこれらの赤外線方法を用いる

ことになっている。さらに、藻類保護を目的とした応用もある。 
 
 また、Laurens 氏は次のように述べている。「屋外のオープンポンド型システムでは、

他の藻類が池に根付き、本来培養しようとしている藻類を駆逐してしまう可能性があ

る。しかしこの方法により、培養している藻類の健康状態を監視するのに便利になる

だろう」 
 
残渣で何を作るか？ 

 ある藻類が選ばれ、培養され、最終的に油分が採取されると、後に残渣バイオマス

と呼ばれる残渣が残る。NREL の研究者らが取り組んでいるもうひとつの問題が、こ

の残渣をどうするかである。エタノールやバイオガスの生産に利用することはできる

のだろうか？ 
 
 藻類の変換を「半分のコスト（製造コストを半分にする）」で行うためには、研究者

らは藻類バイオマスが何から構成されているのかを理解しなければならない。研究チ

ームは、NRELの幅広い知識をバイオマス組成分析注 5の研究の場に結集している。

Laurens氏は、「組成分析グループの専門知識は非常に大きな知識ベースであるため、

藻類に関してはゼロから始める必要はない。我々には、使用することができる特定の

方法があり、また、独自であり、いくつかの創造的解決策が必要なものがいくつかあ

る。例えば、藻の炭水化物（糖質）は、トウモロコシ茎葉などのバイオマスに含まれ

ているものと比較すると、大きく異なる」と述べた。 
 
                                                  
注5 http://www.nrel.gov/features/20100914_biomass.html 
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 NREL の研究者らが、輸送用燃料（種類を問わない）のために藻類を利用する際に、

多くの新たな課題に直面したとしても、その取り組みは、最終的には成果をあげるだ

ろう。 
 
 「藻類は多くの可能性を持っている。NREL は誇大な宣伝に惑わされることなく、

適切な取り組みや研究を判断し、成果を挙げてきた。そして、DOE、産業界および一

般の研究団体の信頼できるアドバイザーでもある。我々のメッセージは、藻類バイオ

燃料の可能性が極めて大きく、大変革をもたらすかもしれないということである。し

かしこの挑戦は、大変革と同様にかなり困難なものでもある。手一杯の難題が我々を

待ち構えている」Darzins 氏はこのように述べている。 
 
 NREL の微細藻類バイオ燃料についての取り組みの詳細は下記のサイトから参照で

きる： 
http://www.nrel.gov/biomass/proj_microalgal_biofuels.html 
 
 また、下記の国家藻類バイオ燃料技術ロードマップ（National Algal Biofuels 
Technology Roadmap）サイトから参照できる： 
http://www1.eere.energy.gov/biomass/pdfs/algal_biofuels_roadmap.pdf 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
出典：本資料は以下の NREL 記事を翻訳したものである。 
“Algae Research in Full Bloom at NREL” 
（http://www.nrel.gov/features/20101102_algae.html） 
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