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73-1 
欧州連合
（EU） 

CORDIS 

    2019/1/10 

高速光通信おけるグラフェンの優れた性能 
(Graphene’s spectacular performance in high-speed optical communications) 

・ 欧州連合(EU) Horizon 2020 のグラフェン・フラッグシップが、シリコンフォトニクスにグラフェンシート
を集積し、データ転送速度が最高 50Gb/s のグラフェンベースデータ通信を初めて実証。 
・ グラフェン・フラッグシップ・プログラムは、産学による 10 年以内の革新的なグラフェンのアプリケー
ション開発の促進を目標とする。今回の研究結果は、同フラッグシップのパートナーである、AMO 
GmbH（ドイツ）、National Inter-University Consortium for Telecommunications(CNIT)(イタリア）、
Ericsson(スウェーデン）、ゲント大学(ベルギー）、Institute of Photonic Sciences(スペイン）、imec（ベル
ギー）、Nokia（ドイツおよびイタリア）、ウィーン工科大学(オーストリア）、およびケンブリッジ大学(イギリ
ス）によるもの。 
・ シリコンはフォトニクスへのモノリシックな集積に適しているが、シリコンフォトニクス技術の主要なコ
ンポーネントの速度向上と電力消費量・サイズの低減が単一チップでは達成できていない。グラフェン
の信号送信・変調・検出能力は、単一チップのシリコンフォトニクスを実現する次なる破壊的技術と考
える。 
・ グラフェンの有する整調可能な光学特性、高い電子移動度やシリコンフォトニクスとの適合性等に
より、位相変調器、スイッチや光検出器等のモノリシックな集積が可能となる。 
・ フラッグシップでは、現在シリコンフォトニクスで利用される高コストな SOI(silicon-on-insulator)ウェ
ハー技術を代替する、2 枚の単層グラフェン(SLG)による、パッシブ導波路に積層した SLG-インシュレ
ータ-SLG のスタックから成るキャパシタの構造を提案。 
・ このような構造では、光導波路の材料や、電界吸収・屈折変調メカニズムによらない変調器製造が
可能となる。さらに、Ge 光検出器を SLG に置き換えることで、高コストなエピタキシャル成長やそれに
伴うドーピング処理が不要となる。 
・ グラフェン合成には窒化シリコン(SiN)が最適な基板であり、高い電子移動度や可視光～赤外光の
透過性、シリコン・CMOS への適合性を提供する。パッシブ導波路プラットフォームとして、SiN はレー
ザーの統合や光導波路へのファイバーカップリングを容易にすることで小型のデバイス設計を可能に
する。 
・ グラフェンを集積した同フォトニックコンポーネントでは、グラフェンベース変調器がネットワークの送
信側で電子データを光信号にエンコードし、グラフェンベース光検出器が受信側で光変調を電気信号
に変換。今回実証した最高50Gb/sのデータ通信は、次世代データ通信におけるグラフェンベースのフ
ォトニックデバイス利用の前途有望な端緒を開くものと考える。 

URL:  https://cordis.europa.eu/news/rcn/130606/en  

  

 

《本誌の一層の充実のため、ご意見、ご要望など下記宛お寄せください。》 

E-mail：q-nkr@ml.nedo.go.jp 

NEDO は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称です。 
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関連情報  

      

CORDIS  Result Packs 

Graphene and 2D materials on track to innovative applications  

URL:  
https://cordis.europa.eu/article/id/401207-graphene-and-2d-materials-on-track-to-innovat
ive-applications/en  

関連情報  

      

Graphene Flagship ウェブサイト 

URL:  https://graphene-flagship.eu/  

73-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
イリノイ大学
シカゴ校(UIC) 

    2019/1/10 

二次元材料が一回の充電で 500 マイルの EV 走行を可能に 
(2D materials may enable electric vehicles to get 500 miles on a single charge) 

・ UＩC が、2D 遷移金属ジカルコゲニド(TMDCs)を使用してリチウム空気蓄電池の触媒を開発。 
・ 現在、実験段階にあるリチウム空気蓄電池は、エネルギー貯蔵容量がリチウムイオン蓄電池の 10
倍でより軽量。2DTMDCs による高度な触媒との組み合わせにより、リチウム空気蓄電池の効率性の
向上が可能となる。 
・ リチウムイオン蓄電池を使用する EV では、現在、一充電走行距離が約 100 マイル(約 161km)。
2DTMDCs 触媒を導入したリチウム空気蓄電池を使用すれば、約 400～500 マイルへの増加が見込
め、エネルギー貯蔵技術におけるブレイクスルーの可能性が期待できる。 
・ 2DTMDCs は、充放電中の蓄電池内で起こる化学反応等、他の物質との反応に有用な高導電性と
高電子移動度を有する特殊な化合物。リチウム空気蓄電池を模倣した電気化学的システムにおいて
15種類の TMDCsの触媒としての性能を調べた結果、白金等の従来の触媒材料に比して反応速度が
大幅に向上したことを確認。 
・ TMDCs は、蓄電池での電気化学的反応に関わるより優れた電気特性と広い反応表面積を有しな
がらその構造も安定しており、充放電の両反応を高速化する二機能性を提供する。 
・ 同材料はまた、充放電時にイオンが往来するイオン液体電解質との相乗効果も提示。TMDCs と電
解質が共触媒システムとして働き、電子移動の高速化を促進してより速い充電、より効率的なエネル
ギー貯蔵とエネルギーの放出を可能にする。 
・ このような新材料は、蓄電池技術開発を次のレベルへと押し上げる新たな道筋となるもの。TMDCs
触媒のより効率的で大規模な調整方法と製造方法の開発が今後の課題。本研究は米国立科学財団
(NSF)が一部支援した。 

URL:  
https://today.uic.edu/2d-materials-may-enable-electric-vehicles-to-get-500-miles-on-a-si
ngle-charge  

（関連情報)  

      

Advanced Materials 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

New Class of Electrocatalysts Based on 2D Transition Metal Dichalcogenides in Ionic Liquid 

URL:   https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201804453  

  

https://cordis.europa.eu/article/id/401207-graphene-and-2d-materials-on-track-to-innovative-applications/en
https://cordis.europa.eu/article/id/401207-graphene-and-2d-materials-on-track-to-innovative-applications/en
https://graphene-flagship.eu/
https://today.uic.edu/2d-materials-may-enable-electric-vehicles-to-get-500-miles-on-a-single-charge
https://today.uic.edu/2d-materials-may-enable-electric-vehicles-to-get-500-miles-on-a-single-charge
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201804453
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73-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミシガン大学 

    2019/1/11 

光で 100 倍速くなる 3D プリンティング 
(3D printing 100 times faster with light) 

・ ミシガン大学が、光造形 3D プリンティングを高速化する新手法を開発。 
・ 液体の光硬化性樹脂が入ったバットの下の透明ガラス窓を通した光の照射でオブジェクトを積層造
形する同 3Dプリンティング方法では、ガラス窓で樹脂が硬化し、プリンティングが中断する問題があっ
た。 
・ 新手法では、光活性と光阻害の両方を促進する 2 種類の光の使用により、樹脂硬化と液体状態の
維持を制御。さらに高度なパターンでの樹脂硬化が可能になる。今回、従来の 1Dのラインや 2Dの横
断面の連続積層に代わり、一回の光照射で 3Dの浅浮彫りや玩具のボート等が作製できることを実証
した。 
・ 窓とオブジェクトの間に樹脂硬化の起こらない広めの隙間を設けることで、強化パウダーを添加した
濃密な樹脂等による高耐久性のオブジェクト作製が可能になる。また、フィラメントによる 3D プリントで
はプリント層同士が接する面で脆弱な部分が発生するが、これに勝るプリントオブジェクト構造の完全
性も得られる。 
・ これまでは窓から酸素を透過させることで窓での樹脂硬化の問題に対処していた。酸素が樹脂に
浸透することで窓付近での硬化を防止して液体樹脂の膜が残るため、プリントした最新の部分が上方
へと移動できる。 
・ ただし、オブジェクトと窓の間の隙間はセロテープほどの薄さのため、プリントされているオブジェクト
が引き上げられる際に、最後に硬化した部分と窓の間の極微小な隙間へと液体樹脂が迅速に流入で
きる状態であることが必要。こののような制限により、バットの液体樹脂による現行の 3D プリンティン
グで作製できるオブジェクトは、歯科用品等の小型で比較的壊れやすい製品のみとなっている。 
・ 新手法では硬化を阻止する光により従来の酸素の効果を代替し、窓とオブジェクト間の隙間を数ミ
リメートルに拡大。これまでの数千倍速い樹脂の流れを実現。 
・ 同新手法について特許出願済み。スタートアップ企業設立を準備中。 

URL:  https://news.umich.edu/3d-printing-100-times-faster-with-light/  

（関連情報)  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

Rapid, continuous additive manufacturing by volumetric polymerization inhibition patterning 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/5/1/eaau8723  

【電子・情報通信分野】  

73-4 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ヴェストフ
ァーレン・ヴィ
ルヘルム大学

(WWU) 

    2019/1/8 

ナノ物理学者らが高性能な有機フォトトランジスタを開発 
(Nanophysicists developed a high-performance organic phototransistor) 

・ WWU と中国の研究者らが、検出した光を高効率で検知可能な電流に変換する、有機薄膜光検出
器(OPTs)アレイを開発。 
・ 光から電気信号への光検出器による変換は、画像処理、光通信や医療センシング等の多様なアプ
リケーションに不可欠。フレキシブルで低コスト、軽量で大面積プロセスと精緻な分子エンジニアリング
が容易な有機光検出器は、折り畳める電子デバイス等の次世代アプリケーションに向けて関心を集
めている。 
・ 現在の OPTs では、多くの有機光応答材料で電子移動度が低いことが電荷キャリアの輸送と収集
の効率を制限しているため、無機材料やハイブリッド材料による光検出器に比して開発に遅れをとっ
ている。 
・ 同薄膜 OPTs アレイは、電子移動と光電気特性の均衡のために 2.6-ジフェニルアントラセン(DPA)
をベースとしたもの。微小分子から構成される同 OPT デバイスは、高度な光感度性、光応答性と検出
能を提供する。これらの特性は、現在最高性能の OPTs を超えるもの。 
・ さらに、同OPTデバイスは空気中での高い安定性も提示。同OPTデバイスの高い性能は実験デー
タと原子論的シミュレーションによる説明が可能で、このことは合理的なデバイス開発において重要。 
・ WWU では、基礎研究とセンサー技術やデータ転送等の実際のアプリケーションの双方において、
DPAが高性能 OPTs 実現の機会を提供すると考える。 
・ 本研究には、German Research Foundation (SFB 858 und TRR 61)が資金を提供した。 

URL:  https://www.uni-muenster.de/news/view.php?cmdid=10020&lang=en  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Band-like transport in small-molecule thin films toward high mobility and ultrahigh detectivity 
phototransistor arrays 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-018-07943-y  

  

https://news.umich.edu/3d-printing-100-times-faster-with-light/
http://advances.sciencemag.org/content/5/1/eaau8723
https://www.uni-muenster.de/news/view.php?cmdid=10020&lang=en
https://www.nature.com/articles/s41467-018-07943-y
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73-5 

オランダ・アイ
ントホーフェン
工科大学
(TU/e) 

    2019/1/11 

「光で書き込む」高速・省エネの次世代フォトニックメモリデバイス 
(Next generation photonic memory devices are ‘light-written’, ultrafast and energy efficient) 

・ TU/e が、オールオプティカルスイッチング(all-optical switching: AOS)と磁気ハートドライブによる、
高速・高効率メモリデバイスのハイブリッド技術を開発。 
・ 同技術では、超短パルス光（フェムト秒）により高速・エネルギー高効率で磁気メモリに直接データ
が書込まれて記憶されると直ちにデータが移動し、残った空のメモリ領域に新たにデータが書き込ま
れる。 
・ 外部からの磁場によりビットの方向を上(1)か下(0)に変換する「スイッチング」には、フェムト秒の超
短レーザーパルスも利用できる。これは「オールオプティカルスイッチング(AOS)」と呼ばれ、より高速
でエネルギー高効率のデータ記憶を可能にする。 
・ AOS は、磁気メモリデバイスでの利用が期待される材料の一つである強磁性体において初めて観
測されたが、同材料では複数のレーザーパルスを要するためデータの書込みに時間がかる。 
・ 今回、スピントロニクスデータアプリケーションに最適な材料システムである、フェリ磁性体で単一の
フェムト秒レーザーパルスによる AOS を実証。より高速のデータ書き込みとエネルギー消費量の低減
が期待できる。 
・ 単一レーザーパルスによる AOSは、現行技術の速度の 100～1000倍のピコ秒オーダー。電気を使
用することなくオプティカルデータが磁性ビットに書き込まれるため、将来的にはフォトニック集積回路
での利用の可能性が見込める。 
・ 同 AOS をレーストラックメモリ(磁性ビットデータが電気で効率的に磁性ワイヤを移動)に統合したハ
イブリッドシステムを実証。同システムでは、光による磁性ビットでの書込み後、そのデータが直ちに電
気によりワイヤを移動して、新しいデータが書き込まれるスペースを残す。 
・ 今回はマイクロメーターサイズのワイヤを使用したが、将来的にはチップ集積に適したナノメーター
規模のより微細なデバイスの設計を予定。また、フォトニックデバイスとの統合に向け、光による磁気
データの読み込みについて研究を進めている。 

URL:  
https://www.tue.nl/en/news/news-overview/10-01-2019-next-generation-photonic-memor
y-devices-are-light-written-ultrafast-and-energy-efficient/  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Integrating all-optical switching with spintronics 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-018-08062-4  

73-6 

オーストラリア
連邦・ 

クィーンズラン
ド 

工科大学
(QUT) 

    2019/1/15 

ウルトラ超音波が技術革新をもたらす 
(Ultra ultrasound to revolutionise technology) 

・ QUT が、ナノファブリケーションとナノフォトニクスの両技術を組合せた、超高精度なオンチップ超音
波センサーを開発。 
・ 超音波はバイオ医療用の高解像度イメージングや水中の物体のソナーイメージング、ドローンのナ
ビゲーション等、多くのアプリケーションにおいて不可欠。これらのアプリケーションの向上に資する、
より小型で超高精度のセンサーを作製した。 
・ 同超音波センサーは完ぺきに近い超音波検出器で、空気分子からの極微小なランダム力を検出す
る超高感度を有する。直径 1mm を下回るサイズで、細菌への重力のような、超音波の極微小な力の
測定が可能となる。 
・ 同センサー技術の超高精度により、将来的にバクテリアや細胞の発する音を聴きとれるようになれ
ば、これらの生物システム機能に対する理解の向上が図れ、新しいアプリケーションが期待できると
考える。 

URL:  https://www.uq.edu.au/news/article/2019/01/ultra-ultrasound-revolutionise-technology  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Precision ultrasound sensing on a chip 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-018-08038-4  

  

https://www.tue.nl/en/news/news-overview/10-01-2019-next-generation-photonic-memory-devices-are-light-written-ultrafast-and-energy-efficient/
https://www.tue.nl/en/news/news-overview/10-01-2019-next-generation-photonic-memory-devices-are-light-written-ultrafast-and-energy-efficient/
https://www.nature.com/articles/s41467-018-08062-4
https://www.uq.edu.au/news/article/2019/01/ultra-ultrasound-revolutionise-technology
https://www.nature.com/articles/s41467-018-08038-4
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【環境・省資源分野】  

73-7 

欧州連合
（EU） 

CORDIS 

    2019/1/4 

循環型経済に向けた廃水処理の進展 
(Wastewater treatment progresses towards a circular economy) 

・  EU の資金提供による INCOVER(Innovative Eco-Technologies for Resource Recovery from 
Wastewater)プロジェクトでは、「バイオプロダクト回収産業とリサイクル水の供給に向けた」廃水処理
技術の推進を目指し、循環型経済に資する多様な革新的技術を開発。 
・ 廃水処理技術の運転コスト半減、付加価値のある副生物回収やGHGs排出量最大 80%の削減に向
けた新技術について、研究室での試験を終え、現在、ドイツとスペインの大規模な実証サイト 3 ヵ所に
て地方自治体、農場や食品・飲料産業からの廃水処理によるエネルギーや栄養分等の資源、バイオ
肥料やバイオメタン、バイオプラスチック等の生成物を回収の実証試験を実施中。 
・ スペイン、ビラダカンスの実証サイトでは、3 基の横型フォトバイオリアクター(photobioreactors: 
PBRs)で主にシアノバクテリアの微細藻類バイオマスを生成。1 基目の PBR に農業排水を供給してシ
アノバクテリア濃度を上げ、2基目と 3基目の PBRsでは生分解性バイオプラスチックであるポリヒドロ
キシ酪酸(PHB)を収集。3基目のPBRで回収したバイオマスを嫌気性消化槽にて二次汚泥と共に処理
し、バイオガスを生成する。その後汚泥処理湿地にて汚泥を処理し、沈殿槽の水は栄養分回収カラム
で処理されて太陽光駆動の超ろ過膜で殺菌後灌漑に利用。 
・ スペイン南部、チクラーナ・デ・ラ・フロンテーラとエル・トーヨーにてレースウェイ型微細藻類培養槽
(high rate algal ponds: HRAPs)を実証試験。フロンテーラサイトでは、嫌気-光光合成の 2 段階 HRAP
システムにより、PHB と異なる生分解性バイオプラスチックのポリヒドロキシアルカン酸(PHA)を生成。
PHA 生成後残ったバイオマスは、熱前処理と嫌気性同時消化プロセスによりバイオガスに転換する。
また、バイオガス改良技術でバイオメタンを生成。 
・ 3000㎡の HRAP実証機が設置されたエル・トーヨーサイトでは、嫌気や清澄器による前処理の無い
直接処理により灌漑用水を生成。このサイズでこのような処理をする世界初のフルスケールの HRAP
となる。フィルター使用により、リンや窒素の回収を強化。太陽光駆動の殺菌システムにより安全な灌
漑用水を、スマートな灌漑システムによりエネルギーと水の使用効率をそれぞれ確保する。 
・ ドイツ、ライプツィヒの実証サイトでは、酵母ベースのバイオ技術プロセスにより食品部門の工業廃
水から有機酸を生成。有機酸抽出後の残渣でバイオガスを生成し、発電や加熱に利用。最後に余剰
な嫌気性汚泥を過熱蒸気式炭化処理し、廃バイオマスをすぐに使用できる肥料に転換する。 
・ 同プロジェクトの成果は意思決定支援ツールに統合され、公共水道事業者がそれぞれのニーズに
最適な投資を選択できるよう支援。今後、同プロジェクトでは全プロセスの最適化を予定している。  

URL:  https://cordis.europa.eu/news/rcn/130536/en  

（関連情報)  

      

INCOVER プロジェクトウェブサイト 

Innovative Eco-Technologies for Resource Recovery from Wastewater 

URL:  https://incover-project.eu/  

  

https://cordis.europa.eu/news/rcn/130536/en
https://incover-project.eu/
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73-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ケース・ウェス
タン・リザーブ
大学(CWRU) 

    2019/1/11 

アンモニア合成をより「グリーン」に 
(Making ammonia ‘greener’) 

・ CWRU が、低温度・低圧下、プラズマを使用して窒素と水からアンモニアを合成する新プロセスを開
発。 
・ 同新プロセスは、開発者にちなみ「レナー-サンカランプロセス」と称される。高温度・高圧下のアン
モニア合成手法であるハーバー-ボッシュプロセスでは必要な水素や金属触媒を使用せずに、研究室
でのアンモニア合成に成功した。 
・ 固体、液体、気体に続く物質の第 4番の状態と言われる、陽イオンと電子から構成されるイオン化し
た気体のプラズマが、室温下で窒素分子の化学結合を活性化させる。 
・ 現在、商用のアンモニアはハーバー-ボッシュプロセスにより高温下の鉄触媒使用により窒素と水
素から生成されている。今回、このプロセス以前に開発された、窒素と酸素から硝酸を合成するノルウ
ェーのビルケン-エイデプロセスより、エネルギー集約的なプラズマ利用の着想を得た。 
・ 同新プロセスでは、ビルケン-エイデプロセスと同様にエネルギーを多量に使用するが、将来的には
再生可能エネルギーを統合することでこれを解決し、最終的にはハーバー-ボッシュプロセスを代替す
る可能性もあると考える。 
・ 同新プロセスでは、プラズマガスと水の表面との界面でアンモニアが合成される。固体金属触媒を
使用しないことが、不要な水素を生成せずにアンモニアが得られる要因の一つと考える。 
・ 現時点で合成できるアンモニアは少量で、エネルギー効率ではハーバー-ボッシュプロセスに劣る。
今後も同技術の最適化を継続し、再生可能エネルギーを利用したより小規模なアンモニア合成工場
の実現の可能性を探求する。 

URL:  https://thedaily.case.edu/making-ammonia-greener/  

（関連情報)  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

Catalyst-free, highly selective synthesis of ammonia from nitrogen and water by a plasma electrolytic 
system 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/5/1/eaat5778  

  

https://thedaily.case.edu/making-ammonia-greener/
http://advances.sciencemag.org/content/5/1/eaat5778
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【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

73-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
デラウェア大
学 (UD) 

    2019/1/8 

太陽エネルギー活用の障壁を克服 
(Breaking barriers in solar energy） 

・ UD が、薄膜太陽電池のエネルギー変換効率向上とコスト低減を可能にする、新しい蒸気搬送蒸着
(vapor transport deposition: VTD)システム(特許取得済）を開発。 
・ シリコンウェハーに比して太陽電池市場にて小規模でも占有率が増大している薄膜技術は、フレキ
シブルで軽量な太陽光パネルの迅速な製造や設計とアプリケーションの幅広い選択肢といった利点
を提供。2016 年にはエネルギー変換効率 22.1%を達成している。 
・ 太陽電池の薄膜材料は、熱と圧力によるプロセスで基板上に成長させて積層した、平方インチ当た
り数百万個の結晶から構成される。このような結晶成長時の各結晶粒子の特性の調整が重要とな
る。 
・ 新 VDT システムでは、薄膜成長時、太陽電池性能を向上させる特性が制御可能な温度にて追加
的な元素を微量添加(ドーピング)する。これにより導電性が向上して太陽電池の電圧が増加する。 
・ 今回は代表的なテルル化カドミウム(CdTe)薄膜材料を使用し、アンチモン(Sb)、ヒ素(As)およびリン
(P)による各ドーピングシナリオを試験した結果、全ドーパントが優れた特性を付加して高いドーピング
レベルを示したが、特にヒ素とアンチモンで顕著であった。 
・ 同 VDT システムでは、薄膜成長時の熱力学的な制限にも対処。CdTe 格子でテルル原子 1 個を除
去し、いずれかのドーパントを挿入して電子を失った状態は熱力学的に維持不可能だが、CdTe 格子
の急速成長・冷却により正孔を獲得することで導電性が向上。 
・ これまで困難とされてきた CdTe 薄膜の高いドーピングを今回実証し、1V 超の電圧と 25%のエネル
ギー変換効率の実現の見込みが得られた。今後は電子の流れの向上や、ドーパント量を低減した同
等の効果獲得を目指す。 
・ 米国立再生可能エネルギー研究所(NREL)が、同薄膜による高性能太陽電池製造方法を開発。UD
による同薄膜の測定値を認証し、同研究所にて同 VDTシステムを再現した。 

URL:  https://www.udel.edu/udaily/2019/january/solar-energy-renewable-photovoltaics-thin-film/  

（関連情報)  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

Overcoming Carrier Concentration Limits in Polycrystalline CdTe Thin Films with In Situ Doping 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41598-018-32746-y  

  

https://www.udel.edu/udaily/2019/january/solar-energy-renewable-photovoltaics-thin-film/
https://www.nature.com/articles/s41598-018-32746-y
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【新エネルギー分野（バイオマス）】  

73- 

10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2019/1/8 

触媒による急速熱分解の進展がバイオ燃料生成を促進 
(Advancements in Catalytic Fast Pyrolysis Give Biofuels a Boost) 

・ 米国エネルギー省(DOE)の国立研究所の NREL、パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)お
よびアルゴンヌ国立研究所(ANL)が率いる R&D コンソーシアムの Chemical Catalysis for Bioenergy 
(ChemCatBio)が、固定床反応器中での二機能触媒の使用による、触媒を使用した急速熱分解
(catalytic fast pyrolysis: CFP)の新手法を開発。バイオ原油収率増量とコスト低減を実証。 
・ CFP の利点の一つは様々なリグノセルロース系バイオマス原料を使用できること。原料の融通性と
多様な製品製造の可能性が見込めるバイオリファイナリーであるが、従来の CFP ではライザー反応
器でゼオライト触媒を使用。ゼオライトは大量にコークスを形成してバイオ原油の収率を低下させる。 
・ 今回実証した CFP プロセスでは、コークスの形成量が減少して反応時間が延長。さらに、従来の標
準的プロセスに比して高品質なバイオ原油収率量の大幅な増加を確認した。 
・ 新プロセスの技術的・経済的評価の結果では、燃料混合基材に対する炭素利用率が従来の CFP
プロセスに比して 50%向上。新プロセスでは高価な白金-二酸化チタン触媒を使用しているが、触媒寿
命の延長と炭素収率量の増加が燃料混合基材生成コストの低減をもたらした。 
・ また、ライフサイクル分析の結果では、燃料混合基材のサプライチェーン全体における GHGs 排出
量がガソリンに比して約 80%低減したことも確認。 
・ ChemCatBio コンソーシアムにおいて、NREL は CFP プロセスの改良、精留・燃料試験および技術-
経済分析を担当。PNNL はバイオ原油を水素化し、追加プロセスのため NREL に返送。ANL はライフ
サイクル・環境評価を実施。ChemCatBio の協力体制ではまた、触媒組成の正確な選択を支援する新
開発の触媒コスト概算ツールの『CatCost』を活用。 
・ 同新プロセスの経済的・環境的な利点に加え、この種類の触媒で統合的なバイオマス・ツー・混合
基材生成プロセスを実証したのは今回が初めてとなる。最終的な混合基材製品の分析の結果、燃料
として単独使用に適う特性は持たないが石油由来燃料との混合に適するという、未知の技術的課題
が判明した。 
・ 最適化を目指しさらに研究を進めることで、同 CFPプロセスのさらなる性能向上とコスト削減が可能
と考える。今回原料に使用したパイン材を森林残渣や一般廃棄物等にすることでコストの削減を図
る。 

URL:  
https://www.nrel.gov/news/program/2019/advancements-in-catalytic-fast-pyrolysis-give-bi
ofuels-a-boost.html  

（関連情報)  

      

Energy & Environmental Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Driving towards cost-competitive biofuels through catalytic fast pyrolysis by rethinking catalyst 
selection and reactor configuration  

URL:  https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2018/EE/C8EE01872C#!divAbstract  
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