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・・・特 集 国際会議案内・・・

第2回バイオディーゼル国際会議:科学と技術
2009年11月15～17日ドイツミュンヘンで開催！

今日の経済社会では競争力を維持し、費用効果の高いビジネスを実現することが大切である。
本会議は米国油化学会（AOCS）がバイオディーゼルの本場、ヨーロッパで開催するバイオディー
ゼル国際会議の二回目であり、産業の様々な分野において鍵となる科学情報と今後の技術動向をテ
ーマとしている。今回の会議はバイオディーゼル業界において影響力のある主要プレイヤーと本会
議で知り合う機会となり、ビジネスを成功させるための重要な情報を得ることができる。

オレオケミカル、特にメチル・エステルの業界や燃料関連の業界にとっては参加するだけの価
値が十分にある国際会議であろう。

■会議の組織委員会
委員長 マイケル J. ハース、USDA, ARS, ERRC,
(米国)
パオロ ボンディオリ Stazione Sperimentale Oli e
Grassi, (イタリア)
ティム ケンパー Desmet Ballestra North
America, (米国)
フローランス ラコステ Institut des Corp Gras,
(フランス)
マルセルS.F. リー・ケン･イ 香港大学 (香港)
ロバート マコーミック National Renewable
Energy Laboratory, (米国)
マーチン ミッテルバッハ Karl-Franz-Universität
Graz, (オーストリア)
タイガー ティアガラジャン、コンサルタント (米
国)
■協 賛

AOCS （米国油化学会）
Euro Fed Lipid

■参加組織
米国農務省農業研究局
イタリア熱技術委員会 - CTI エネルギー及び環境
米国油化学会欧州支部
米国油化学会産業用油脂製品部門
マレーシアパーム油評議委員会（MPOB）
ブルガリア国立バイオ燃料協会

■本会議のメディア・パートナー
Web Oleochemical
Biofuels Cities
Biofuels International
F+L Asia

■イベントスケジュール
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（本プログラムは2009年7月17日現在の予定で変
更される可能性がある）。
11月15日(日)

12:00-19:00 登録
14:00-17:30 本会議開始
17:30-19:00 歓迎レセプション

11月16日(月)
8:00-17:00 登録
9:00-12:00 平行セッション
12:00-14:00 昼食会
14:00-17:00 平行セッション

11月17日(火)
8:00-17:00 登録
9:00-12:00 平行セッション
12:00-14:00 昼食会
14:00-17:00 閉会式

■技術プログラム
このプログラムは暫定的なものであり、変更され

る可能性もある。

【11月15日 日曜日】
本会議：世界のバイオディーゼル産業概観
議長: 未 定
◎アジアにおけるバイオディーゼルの開発
モード バスリ ワヒド、マレーシアパーム油評議
会 (MPOB) カジャン、セランゴール (マレーシ
ア)
◎北米の展望
J. ジョーブ 国立バイオディーゼル委員会
（NBB）、（米国）
◎ヨーロッパの展望
未定
オープニング･スピーチ
トーマス ミールケ、オイルワールド（ドイツ）
【11月1 6日 月曜日】
◎バイオディーゼルの純度向上
共同議長: R. ヴェルヘ、ゲント大学（ベルギー）
及びS. フェンウィック、アーチャー・ダニエル・
ミッドランド株式会社 (米)
◎バイオディーゼル中の微量成分の分析と低温
浸漬フィルター試験への影響
テレサ オールマン 国立再生可能エネルギー研究
所 (米)
◎バイオディーゼルの純度向上のための戦略
デレック マスターソン クラウン・アイアン・ワ
ークス (米)
◎バイオディーゼルの低温特性

M. ブルーワー、R. マルパス、シェル・グローバ
ル・ソリューションズ、チェスター (英)
◎バイオディーゼルとグリセリンの浄化法
バルバラ ハルテン、ウェストファリア・セパレー
ター・プロセス株式会社、エルデ (独)
◎バイオディーゼルの低温浸漬フィルター試験
に影響を及ぼす要因
N. ジャイキーナ 1 、C. エヒム 2 、W. デ グレイ
ット 1 、F. ソラーニャ 1 、M. ケレンス 1 、1 デ
スメット バレストラ グループ、ザヴェンテン、
ベルギー、 2ゲント大学、ゲント、ベルギー
◎バイオディーゼル中の微量構成成分の沈降物
生成に対する影響
ハイイン タン 1,2、スティーブンO. サリー2、K.Y.
シモン Ng 2, 1国立バイオ燃料エネルギー研究所、
ネクストエネルギー、デトロイト、ミシガン（米
国）、2ウェイン州立大学、デトロイト、ミシガン
（米国）
◎廃食油を原料としたバイオ燃料蒸留による純
度アップ
ローランド ヴェルヘ、ゲント大学、ベルギー
◎微生物に汚染された石油とバイオマス燃料の
検出と修復技術
E. イングリッシュ、燃料品質サービス株式会社、
フラワリー支店、ジョージア30542（米国）
◎エンジンの運転性能と触媒の効果
議長: J. クラール、コーブルグ応用科学大学（ド
イツ）及び K. オヤマ、日本石油エネルギーセン
ター（日本）
◎ハイウェーでのトラック走行による#2ULSD
とB20 燃料の定量的比較評価と車両走行全体に
対する影響
C. マッキンリー、J. ランキーズ、B. タオ、パデ
ュー、ウェスト・ラファイエット、インディアナ
（米国）
◎バイオディーゼル混合燃料を使用するエンジ
ンから発生する排気ガスの特徴と排気ガス防止
システム
デビー ローゼンブラット、カナダ環境、オタワ、
オンタリオ州（カナダ）
◎排気ガスに対するバイオディーゼル混合の影
響と公衆の健康
オラフ シュローダー、ヨハン ハインリッヒ フォ
ン テューネン‐インステテュート
(vTI)、農業技術・バイオシステム エンジニアリ
ング研究所、38116 ブラウンシュバイッヒ（ドイ
ツ）
◎バイオディーゼル100％によるトラクター走行
性能の評価
N.D. リル、G.R. カウフマン、ペンシルバニア州
立大学、ユニバーシティーパーク、ペンシルバニ
ア（米国）
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◎多種類燃料発電機の性能、耐久性及び安定性
カピラ ワドメストリーゲ 1,2、ニコラス ジョンソ
ン 1,2、マーク ウィンストン‐ギャラント 1,2、ス
ティーブン O. サリー2、K.Y. シモンNg2、1国立
バイオ燃料エネルギー研究所、ネクストエネルギ
ー、デトロイト、ミシガン州（米国）、2ウェイン
州立大学、デトロイト、ミシガン州 (米国)
◎バイオディーゼル高濃度混合燃料からの排気
ガスに対する最新鋭後処理システムの効果研究
T. 金子、日本石油株式会社（日本）
◎原料の選択―バイオディーゼル原料ソース開発
議長: M. ミッテルバッハ、グラーツ大学、オース
トリア及びS. タイソン、コンサルタント（米国）
◎電力工場の廃液を利用した海洋性極小藻の最
新鋭養殖技術の現状
アミ ベン-アモッツ、NBT Ltd.、エイラット& シ
ームバイオティックLtd., アシュケ（イスラエル）
◎コーンオイル抽出プロセス、経済性と製品の品
質
ローレンスD. サリバン、ローレンスD. サリバ
ン株式会社（米国）
◎ヤロトファ油のホルボールエステルの隔離と
生産されたバイオディーゼルの品質
熱帯地方及び亜熱帯地方における家畜生産研究所、
ホーヘンハイム大学（独シュツットガルト）、デス
メット・バレストラグループ、法人ビレッジ(Da
Vincilaan 2, 1935 Zaventem,ベルギー)ラクシッ
ト K. デバッパ、ジェロエン マエス、ハリンダ
P.S. マッカー、ヴィム・デ・グレイト、クラウス・
ベッカー
◎有望なバイオディーゼルであるフィールド・グ
ンバイズナ油
農務省(USDA)、農業研究事業団(ARS)、
NCAUR(?)B.R. モーザー、G. クノース、S.F. ヴ
ォーン、T.A. イスベル(農務省(USDA)、農業研究
事業団(ARS)、NCAUR、（米イリノイ州ピオリア）
◎アメリカが発表した脂質によるバイオディー
ゼルの生産のためのライフサイクル・エネルギー
分析
米国クレムゾン大学D.E.ロペス、J. ムリンズ、
D.A.ブルース
◎方法分析と品質側面
議長：フランス ITERG F.ラコステ、フランス
CEN-WG24 TF Biodiesel B.ケイヒル、フランス
ヨーロッパ標準化委員会
◎米国材料試験協会 – アメリカにおける規格と
取り組み
全米バイオディーゼル委員会（米国）S.ハウエル、
◎EN 14214規格の規格変更のための考察
仏CEN-WG24 TF Biodiesel、ヨーロッパ標準化
委員会バリー ケイヒル

◎バイオディーゼルに含まれるSteryl配糖体の
測定のための分析的アプローチの比較
オーストリア化学研究所、オーストリア・グラー
ツ大学S.ショーバー、A.シュトデントシュニグ、
M.ミッテルバッハ
◎バイオディーゼルとプラント油の貯蔵寿命改
善と合成酸化防止剤
ドイツ・ランクセス社 アクセル インゲンドー
◎バイオディーゼル分析のためのフーリエ式赤
外線変換の導入による新しい進歩
米国・コグニス・コーポレーション バーバラ・シ
ュテフル、ナン・ワン、チン・フイ・ツェン
◎バイオディーゼルの長期保管における酸化性
安定性と性能、パイロットスケールにおける事例
米国・ノーバス・インターナショナル社. イブラ
ヒム アボウ ネメ
◎バイオディーゼルの酸化安定性の分析評価
フランス IFPザビエル モンターニュ
◎バイオディーゼルの世界標準の概要
米国・国際バイオ燃料センター米タミー・クライ
ン
◎実行可能エンジンと触媒実績Ⅱ
議長：ドイツ・コーブルグ大学応用科学 J.クラー

ル、財団法人石油産業活性センター K.オヤマ、

◎大豆バイオディーゼルを耐久性のある圧縮点

火エンジンに供給した際に発生する窒素酸化物

の排出増大原因による実験的研究

米国立研究所、米ペンシルバニア州立大学チャー

ルズ J. ミューラー、アンドレ L ボーマン、グレ

ン C. マーチン

◎規制または規制外排出規格のユーロ・フォー型

乗用車に動物性脂肪メチル・エステルを使用した

場合の影響

ギリシャ燃料技術及び貯油研究所、アテネ国立技

術大学、分析化学研究所化学部、アテネ国立カポ

ジスタン大学、ジョージ・カラバラキス、ディミ

トリオス・アンパッツォグル、スタモオウリス・

ウトウルナス、エヴァンゲロス・バケアス、

◎SCRとDPFシステムによるバイオディーゼル

の性能
R.L. マックコーミック,A. ウィリアムズ, J. ア
イルランド, D. ペーデルセン, 米国エネルギー省
再生可能エネルギー研究所
◎エンジン潤滑油におけるバイオディーゼル燃
料の影響
スティーブン Ｒ. カービー1, パン イェ 1, トー
マス マグアイア 1, ユ チャン 1, アンドレL. ベ
ーマン 1, ミヒャエル アレッシ 2, キャサリン リ
チャード 2, スチュアート マクタビッシュ 3, 1ペ
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ンシルバニア州立大学, ユニバーシティーパーク,
ペンシルバニア州, (米国), 2インフィニアム (米
国) L.P., リンデン, ニュージャージー州, (米国), 3

インフィニアムUK社, オックスフォードシャー
州, (イギリス)
◎大型車両用ディーゼルエンジンからのバイオ
ディーゼル混合窒素酸化物の排気
ジョン ヌスコブスキー, グレゴリー トンプスン,
ウェストバージニア大学, 代替燃料・エンジン・
排出センター(CAFEE), モーガンタウン, ウェス
トバージニア州,(米国)
◎ディーゼル、バイオディーゼル、バイオディー
ゼル混合の燃焼によって生じる異なる変異原性
ユルゲン ビュンガー1, ユルゲン クラール 2, ア
クセル ムナーク 3,オラフ シュレーダー3, イェン
ス シャーク 3, マルクス トリースラー4, エルン
スト ハリアー4, ゲッツ ヴェストファール 1, ト
ーマス ブリューニング 1, 1BGFA, 職業病医学研
究所, ドイツ社会損害保険, ルール大学 ボーフ
ム, 44789 ボーフム(ドイツ), 2コーブルク応用科
学大学, D-96406 コーブルク(ドイツ), 3F農村
部・森林・漁業 連邦研究所 (vTI), 38116 ブラウ
ンシュヴァイク(ドイツ), 4職業病研究機関, ゲッ
ティンゲン大学, 37073、ゲッティンゲン(ドイツ)
◎未来と開発生産技術
議長: W. デ グレイ, デスメ バレストゥラ, ベル
ギー; 坂 志朗, 京都大学(日本)
◎次世代不均一エステル交換触媒
デイブ サムス, カティリン社, 米国
◎酢酸メチルを用いた植物油の化学エステル交
換: 動力学と熱力学
A. カサス, J.R. ルイツ, M.J. ラモス,A. ペレツ,
カスティーリャ ラマンチャ大学, 化学環境技術
学会, 化学工学科, シウダードレアル（スペイン）
◎様々な油脂源からのバイオ燃料の無溶媒酵素
生成
ヨミ ワタナベ, 大阪市立工業研究所, 536-8553
大阪市城東区森之宮1-6-50 (日本)
◎脂肪酸エチルエステルの酵素生成
J. ブラスク, P.M. ニールセン, L.S. ペデルセン,
M.L. ダムストラップ, H.C. ホルム, ノボザイム
A/S, バウスヴェア（デンマーク)
◎遊離脂肪酸FFAのFAMEへの変換における不
均一触媒の使用
ルドルフ ワグナー, ランクセス社，レバークーゼ
ン(ドイツ)
◎バイオディーゼル生産の線維支持体における
リゾムコール族Mieheiリパーゼ固定化
ギュルシン エイレムÖzarslaner1, メフメト エ
ルハン カニシュ 1, エダ Öndül1, ナディア
Dizge2, ネディム アルバイラク, 1Yüzüncü Yıl
Üniversity, Van, トルコ, 2Gebze Yüksek

Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli, Turkey
◎不均一触媒としてアルカリメタルイオンドー
プ酸化カルシウムを用いた低品質原料からのバ
イオディーゼル
アムジャド・アリ, ディネシュ クマール,ヴシャ
ル・ムトレジャ, ターパル大学 化学・生物化学学
部, パティアーラ, パンジャーブ(インド)
◎超臨界カルボン酸エステルを用いたバイオデ
ィーゼル生産の新プロセス
坂 志朗, 京都大学大学院 エネルギー科学研究科
（日本）

第一回バイオディーゼル国際会議のセッション風景

【11月17日 火曜日】
◎エンジン燃料に代わる燃料(バイオディーゼル
に限らない)
議長：農務省(USDA)、東部地域研究所(ERRC)、
農業研究事業団(ARS)、A.A. ボーテング、ブラジ
ル大学 P.A.Z.スアレス
◎可燃性か否か：精製可能な粗バイオオイルや、
土壌を改良し炭素を固定化するバイオチャーに
用いられる熱分解
オーガナイザー：（米国）東部地域研究所(ERRC)、
農業研究事業団(ARS)、農務省(USDA)、ペンシル
バニア州ウィンドムア、A.A. ボーテング（米国）
◎第2世代バイオ燃料の生産過程における高速熱
分解の役割と可能性。
オーガナイザー：ゲント大学ウォルター・プリン
ス（ベルギー）
◎バイオディーゼルと再生ディーゼル：厳密比較
農務省(USDA)、農業研究事業団(ARS)、
NCAUR(?)、G.クノート（米国イリノイ州ピオリ
ア）
◎未加工の植物油を化合したトラクター用燃料
の性能
ペンシルバニア大学グレン R. カウフマン（米国
ステートカレッジ ペンシルバニア州）
◎バイオマスの物価安定政策 – オーデンワルド/
ハインハウスでのBtVBプロセス
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ヨーロッパバイオエネルギー研究所アストン大学
A.ハーヌング、Aアプフェルバッハー、
S.サギ（イギリス・バーミンガム）
◎脂肪性原料から熱触媒分解された炭化水素
ブラジル大学 P.A.Z.スアレス
◎再生ディーゼルの生産に対する取組
エクソン・モービル研究所P.L. ハンクス, K.Y. コ
ール, W.E. ルイス,（米国ニュージャージー州）
◎植物油の燃焼で生じるディーゼルエンジン排
気の強遺伝毒性の影響
ユルゲン・ビュンガー、ユルゲン・カール、ヨル
ン・ビュンガー、アクセル・ムナック、
オーラフ・シュレーダー、クラウディア・ハイン
リッヒ、エルンスト・ハリアー、トーマス・ブル
ニング、ゲッツ・ウェストファール（BGFA 職業
病医学研究所、ドイツ社会損害保険、独ルール大
学（ドイツ・ボーフム）、コーブルグ大学応用科
学部（ドイツ・コーブルグ）、連邦農業地域研究
所、林業と水産、（ドイツ・ブラウンシュワイク）、
職業病医学及び社会医学研究所、ゲッティンゲン
大学（ドイツ・ゲッティンゲン）、シュタインバ
イス バイオ燃料移転センター（ドイツ・コーブル
グ）
◎バイオディーゼル：巨大規模輸送、新しいグリ
セリンの使い方と一般的な話題
議長：マグラン・ミッドランド・パートナーズR.
ローレンス（米国）、P.M. パグリアロ（イタリア）
◎ガソリン及びバイオディーゼルの燃料添加剤
にグリセロールアセタールの導入
クラウディオ J.A. モタ、カロリーナ X. ア・ダ・
シルバ、パウロ H.S. リベイロ、
ワルター L.C. ゴンザルベス、リオデジャネイロ
連邦大学（ブラジル・リオデジャネイロ）
◎気相グリセロール変換のための多機能触媒
J.G.M.ブランディン、バイオ燃料ソリューション
P.C.フルテバーグ（スウェーデン・スカニア）
◎精製製品用パイプラインによるバイオディー
ゼル混合の運搬に伴う物流的課題
マグラン・ミッドランド・パートナーズ ロッド・
ローレンス（米国）
◎大豆メチルエステルポリストレンをコンクリ
ート剤に混合した場合の評価
パデュー大学K. コーテス、J.ワイス、B. タオ（米
国イリノイ州ウェストラフィエット）
◎グリセロールの挑戦：粗グリセロールをバイオ
ディーゼル燃料用の冷点抑制添加化学物に精製
イズミル技術研究所 エムレカグラー （トルコ,
イズミル,ウルラ）
◎グリセリンからのバイオディーゼル高圧分離
グレッグ・オースティック、レイチェル・バート
ン、山麓バイオ燃料工業、（米国ノースカロライナ
州ピッツボロ）

◎環境破壊なくして資源利用を維持するバイオ
ディーゼルの側面
議長：M.Q.ワン、アルゴンヌ国立研究所（米国）、
フランツィスカ・ミュラー・ランガ
（ドイツ DBFZ 社）
◎バイオ燃料維持のための円卓会議(RSB): バイ
オ燃料持続可能性プロトコル開発
エコール・ポリテクニック・フェデラル・デ・ラ
サーン(EPFL)シャルロッテ オーパル（スイス）
◎バイオ燃料の地球温暖化ガス規制制定に対す
る米国の取組
カリフォルニア大気資源委員会ジョン・カーティ
ス（米国）
◎バイオディーゼルの地球温暖化ガス排出と持
続可能性の側面
ESUサービス社 N. ユングブルート（スイス ウ
スター）
◎NBB持続可能性委員会の使命と活動
国際バイオディーゼル委員会 D. スコット(米国)

第一回会議の展示会場風景

第一回会議の展示会場風景（２）

◎バイオ燃料ライフサイクル 地球温暖化ガス排
出と土地利用の変化の影響
米国エネルギー省 ジア ハク
◎開墾とバイオ燃料炭素債務
シカゴ イリノイ大学 ステファン ミューラー,
（米国イリノイ州シカゴ）
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◎持続可能なパーム油脂生産 – 環境及び社会経
済的解釈
ユトレヒト大学、コペルニクス協会ビルカ・ヴィ
ッケ（オランダ・ユトレヒト）
◎バイオ燃料に対する支援方針と評価
経済協力開発機構(OECD) マルティン・フォン・
ランペ（フランス・パリ）
■閉会式：未来の展望
◎ラテンアメリカにおけるバイオディーゼル：開
発・供給とチャンス
イデルロン・アゼヴェド（ブラジルブラスパルマ）
◎未定

スコットランド作物研究所 フランク・ガンストー

ン（スコットランド）

◎インドにおけるバイオディーゼル市場の総括

インドバイオディーゼル協会 サンディープ・チャ

トルヴェディ（インド）

◎バイオディーゼル産業の国際的義務と成長の

見通し

バイオヒューエルパートナーズ クラウディオ ロ

ッキエッタ（イタリア）

これら全てのプログラムを聴講するには以下の登
録が必要。10 月 9 日までに登録すると早割で€50、
組み合わせ登録だとは€200お得となる。

登録料

早割
(10/9まで)

普通料金
(10/10以降)

全ての技術セッションに登録 €645 €695

研究者の登録
注意: 専任研究者であるとする大学教授によるレターヘッドが必要。

€225 €225

全ての技術セッション及び第3回実践的短期講習
両方組み合わせての登録

€1240 €1290

研究者の登録、第3回実践的短期講習
両方組み合わせての登録

€820 €820

*付加価値税
上記はネット参加料であり、この金額に19％
のドイツ付加価値税が義務として課せられる。
登録するときに登録料にこの付加価値税が追
加されて請求される。国際ビジネスの多くは
ドイツ税務署員に申請する事によって付加価
値税の還付を要求することができると思う。
登録者全てに付加価値税の申請、あるいは還
付請求のための付加価値税の送り状
（INVOICE）を事務局の方で作成してくれ
る。

以 上

弊誌は第一回の会議からメディア・パートナーとなってい
る。


