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藻類バイオ燃料への期待 
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食糧価格の高騰 CO2削減への要請 原油価格の高騰 

イメージ図:  National Algae Association web site （www.nationalalgaeassociation.com） より転載 

• 太陽光のエネルギーを用いて、
二酸化炭素を燃料に変換する
ことができます。 
 

• その変換効率は、植物の中で
も最大と言われています。 

• 原油の輸入価格の変動の影響
を受けづらい、安定的な価格
の燃料生産を目指します。 

• 光合成で藻を増やす、食糧と競合
しないバイオマス燃料です。 
 

• 食糧生産には使うことができない
土地も利用が可能です。 

藻類の大規模培養によるバイオ燃料 

藻類は、水中に生息している植物の総称であり、主に光合成によって増殖しま
す。その一部には育成の過程において燃料を生産するものがあり、世界の諸問
題に対する効果的な解決策として、藻の活用が注目されています 

食糧由来のバイオ燃料の例 

トウモロコシ サトウキビ 大 豆 

http://www.nationalalgaeassociation.com/


なぜ藻類が注目されているのか 

CO2削減に貢献する 

・発電所などの二酸化炭素か
ら炭素をリサイクルする手段
として活用できる。 

・もともとCO2が多かった地
球環境から、CO2を固定し、
O2が多い地球環境に変えた
のは藻類の力であることが知
られている。 

CO2 

Algae Corn パーム油 菜種油 

他のどんな植物よりも高効率 

・藻類は同じ再生可能資源で
あるパームと比較して、単
位面積当たり2-10倍の生産
性をもつ。 

・このことは藻類が他のどん
な植物よりも効率の良い
CO2固定能を持つことも示
す。 

農業と競合しない 

・藻類の培養には、土を必要
としないため農業と競合し
ない。連作障害も発生しな
い。 

・農業で使用する水の量の
100分の1で済む。水中で効
率的に使えるため、肥料使
用量も少なくて済む。 

・耐塩性の藻類を使えば海の
上での培養も可能になる。 

BDFとして使われて
いる菜種やパーム 

単位面積当たりのエネルギー生産量はバイオ系では最大です 
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バイオジェット燃料への期待 
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省燃費航空機の導入 

省燃費運行 

低炭素燃料の利用 

出典ＩＡＴＡ Technology_Roadmap_May2009.pdf 

2009 

2020 

＜航空機の排出するCO2量の推移予測＞  無対策の場合に予想される 

 CO2排出量増加予測値 

削減 

液体燃料が必要な航空需要増加が見込まれる中、バイオジェット燃料は、低CO2

排出であり、インフラ変更の不要なDrop-in Fuelとなります 



取組みの概要 
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CO2 

光合成 

太陽のエネルギーのみを利用 

エネルギー 原料 

油 

藻 

絞りカス(残渣) 

 高速増殖型ボツリオコッカス（榎本藻）を改
良した藻から、油を生産する技術開発を行っ
ています。 

 

 

 

 

 ジェット燃料としての利用を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

また、特性を活かした他用途開発も進めています。 

 

 

 

 

 

 我々が生産する油をMOBURA ：モブラ 
(藻+油)と名付けました。 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A3JvRPsZhk1Vw2QAzzCDTwx.;_ylu=X3oDMTBncmpvZXJpBHNlYwNzcgRzbGsDbWVkaWE-/SIG=14qrkpo7h/EXP=1431244761/**http:/ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%95%86%E6%A8%99%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF


藻から燃料ができるまで 
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藻体 
培養液 

藻油 

残渣 

濃縮 
藻液 

産業 
排ガス 培養液 

ジェット燃料 
ガソリン 
軽油など 

各種工場  

太陽光とCO2(産業ガスなど)で藻を培養します。藻液を濃縮して乾燥した藻から
油を抽出します。藻油は改質・精留し燃料を製造します 

水処理 

培養 抽出 改質・精留 濃縮 乾燥 



取組み推進体制 
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◆屋外太陽光下スケールアップ 
 培養技術と生産一貫プロセス 
 の確立 

◆遺伝子組換えによる高速 
   増殖型ボツリオコッカス 
 形質転換系の確立 

◆大量培養技術開発と 
 それを実現するための 
 品種改良 

注) なお、NEDO本委託事業の成果を含め、株式会社IHI、株式会社ちとせ研究所および有限会社ジーン・アンド・
ジーンテクノロジーは、2011年にIHI NeoG Algae合同会社を設立し（本社：神奈川県川崎市、共同代表:藤田朋
宏・成清勉)、藻類を活用したバイオ燃料製造の技術開発に取り組んでいます。 

NEDO 

IHI 神戸大学 ちとせ研究所 



取組みの特徴・強み 
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光合成のエネルギーのみで藻を増殖させていること 

生産する油が炭化水素であるため燃料への転換が 

容易であること 

藻の乾燥重量に含まれる油の割合が５０％、または
それ以上と大きいこと 

単位面積当たりの藻の生産性が大きいこと 

屋外での“安価で雑な”方法でも大規模栽培が可能であること 

粒径を大きくし、浮上特性を付与したため回収エネルギーが少ないこと 

遺伝子組換えでなく品種改良で様々な性能向上が可能であること 

将来の革新的な性能向上のための遺伝子組換えの基礎技術を得たこと 



これまで(2011年-2014年)の開発と実績 

２０１１〜 ２０１３〜 ２０１5〜 ２０２0 〜  

数百L規模 
屋外培養タル 

（横浜） 

百㎡規模 
屋外試験プラント 

（横浜） 

千㎡規模～ 
屋外大規模試験プラント 
（国内：鹿児島 → 海外） 

数百ha規模 
実機プラント 

（海外） 

• 屋外培養での藻の特性
把握（コンタミ対策な
ど） 

• 屋外で安定的な培養 
• 一連のプロセスの構築
と確認 

• 100㎡規模の面積で屋
外で安定培養ができる
ことの確認 

• 一連のプロセスの自動
化（機械化）試験 

• 太陽光での藻の特性把
握（最大効率培養法の
探索など） 

        

        

        

        

        

        

エネルギー 

藻油 

／乾燥藻 

CO2 

米国の大豆栽培 
(イメージ) 

• 国内（鹿児島）にて
1,500㎡規模の屋外安
定培養を確認 
 

• 海外適地での小規模培
養試験 
 

• 海外で段階的に培養規
模を拡大 

• 米国の大豆栽培や、マ
レーシアのパームオイ
ル栽培のような、大規
模で単位面積当たりの
コストが低い方法での
展開を目標にしている 
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(参考)初期試験の様子 
顕微鏡写真 （油が染み出している） 維持培養 2011 

屋外培養試 2012 油サンプル（左: 抽出直後 右: 精製後） 乾燥藻に火を付けた様子 

9 



(参考)品種改良結果の一例 

多糖分泌低減 

粒径の拡大 
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(参考)100㎡規模屋外培養試験プラント（IHI横浜事業所） 
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現在の試験と成果 

２０１１〜 ２０１３〜 ２０１5〜 ２０２0 〜  

数百L規模 
屋外培養タル 

（横浜） 

百㎡規模 
屋外試験プラント 

（横浜） 

千㎡規模～ 
屋外大規模試験プラント 
（国内：鹿児島 → 海外） 

数百ha規模 
実機プラント 

（海外） 

• 屋外培養での藻の特性
把握（コンタミ対策な
ど） 

• 屋外で安定的な培養 
• 一連のプロセスの構築
と確認 

• 100㎡規模の面積で屋
外で安定培養ができる
ことの確認 

• 一連のプロセスの自動
化（機械化）試験 

• 太陽光での藻の特性把
握（最大効率培養法の
探索など） 

        

        

        

        

        

        

エネルギー 

藻油 

／乾燥藻 

CO2 

米国の大豆栽培 
(イメージ) 

• 国内（鹿児島）にて
1,500㎡規模の屋外安
定培養を確認 
 

• 海外適地での小規模培
養試験 
 

• 海外で段階的に培養規
模を拡大 

• 米国の大豆栽培や、マ
レーシアのパームオイ
ル栽培のような、大規
模で単位面積当たりの
コストが低い方法での
展開を目標にしている 
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バイオ燃料用微細藻類  1,500m2培養試験 

鹿児島七ツ島において、1,500㎡の培養池で安定的な増殖が確認できています 



今後の開発課題 

今後、生産コストを下げるために、単位面積あたりの生産性の向上、より低コスト
な培養・収穫・油抽出・精製のシステム開発等を進めていきます 

2020年～ 

単位面積あたり
の生産量の向上 

より低コストな
大規模システム

開発 

油と残渣の用途
開発 
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商用化 
スケール 
アップ 

現在 2016年 2017年 2018年 2019年 

・海外での強い太陽光の特性を生かし
た培養手法の開発 

・さらなる品種改良による生産性向上 

・太陽光や気候の変化特性に合わ
せた培養手法の最適化 

コストダウンプロセス開発 /  
生産性向上 

パイロット規模培養 / 
コストダウン技術適用 

・ロケーションに合わせた低コスト培
養池工法の開発 

・省エネ手法（曝気、収穫など）の開
発 

・規模拡大するための拡張工法の
開発 

・大規模安定運用手法の構築 
・自動化・省力化手法の開発 

・燃料化条件の最適化 
・燃料用途以外の様々な業界の企業と

の提携・共同開発 

・燃料生産量の拡大 
・製品の質の担保・維持のための

運転・管理手法の構築 




