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【ナノテクノロジー・材料分野】  

76-1 

カナダ・マク
マスター大

学 

    2019/3/1 

マクマスター大学エンジニアらが消防士や鉱山・石油堀削労働者をハイリスクな状況で追跡する耐燃
焼性センサーを開発 
(McMaster engineers create a fireproof sensor to track firefighters, miners, oil workers in high-risk 
situations) 

・  マクマスター大学、カリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA)と University of Chemistry and 
Technology Prague によるエンジニアチームが、摩擦帯電を利用した耐燃焼性の自家発電型低コストセ
ンサーを開発。 
・ 新タイプのカーボンエアロゲルナノ複合材より主に構成される同センサーは、ボタン型電池程度のサ
イズ。 
・ 接触による摩擦が継続して起こるブーツの底部やジャケットの脇の下に配置することで、センサーの
作動に必要な電力を供給。高リスクな環境下で作業に従事する消防士や鉱山労働者等の挙動を追跡
できるようになる。 
・ 以前開発した同様な追跡機能を有する自家発電型センサーでは、高温度下での作動が不可能だっ
た。新センサーでは、機能を損失すること無く、ほとんどの木材が燃焼し始める、最高で 300℃の耐久を
確認した。 
・ 同センサーの上市に向け、産業パートナーとの協働を希望している。 

URL:  
https://www.eng.mcmaster.ca/news/mcmaster-engineers-create-fireproof-sensor-track-
firefighters-miners-oil-workers-high-risk  

（関連情報)  

      

Nano Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Fire-retardant, self-extinguishing triboelectric nanogenerators 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285519301399?via%3Dihub  
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《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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76-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ミネソタ大

学 

    2019/3/7 

超高感度バイオセンサー実現への最初の一歩となるグラフェンベースの新デバイス 
（New graphene-based device is first step toward ultrasensitive biosensors）  

・ ミネソタ大学が、ほぼ完ぺきな効率性で分子レベルでの疾病診断を可能にするグラフェンを使用した
超高感度バイオセンサー開発の契機を提供する、グラフェン・プラズモン共鳴デバイスを開発。 
・ タンパク質の構造を精査する超高感度バイオセンサーにより、アルツハイマーや慢性消耗病等のタ
ンパク質のミスフォールディングに由来した、人間や動物の疾病の正確な診断が可能になる。このよう
なセンサーはまた、新薬品の開発技術にも有用。 
・ 超微量のタンパク質分子の構造の検出・理解には技術的な課題が多くあるが、今回開発したグラフェ
ンを使用したデバイスと、その特殊な製造プロセスが、これらの課題の解決に貢献できることを期待す
る。 
・ グラフェンを使用したバイオセンサー開発では、グラフェンの単一原子の薄さによって効率的な光との
相互作用が得られないことが課題となっている。光の吸収と局所電界への光の変換は疾病診断の際の
微量分子の検出において不可欠。今回と同様なグラフェンナノ構造を利用した過去の研究では、10%を
下回る光吸収率を実証したのみ。 
・ 同新デバイスはグラフェンと金ナノリボンを組合わせたもの。接着テープの使用と同大学が開発した
ハイテクなナノファブリケーション技術の「テンプレート・ストリッピング」により、グラフェンを配置する超
平坦な金ナノリボンのベース層を作製した。 
・ このような単一原子の薄さのグラフェンデバイスに光を照射することで、局所電界の光吸収率が 94%
という前例の無い高効率性でのプラズモンの波の発生を確認。グラフェンと金ナノリボンの間に挿入し
たタンパク質分子の単一層を観察するのに充分なエネルギーを獲得した。 
・ 本研究には主に米国科学財団(NSF)が資金を提供。また、ミネソタ大学の Institute for Mathematics 
and its Applications (IMA)が追加的支援を提供した。 

URL:  
https://twin-cities.umn.edu/news-events/research-brief-new-graphene-based-device-first-
step-toward-ultrasensitive-biosensors  

関連情報  

      

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

Graphene acoustic plasmon resonator for ultrasensitive infrared spectroscopy 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41565-019-0363-8  

76-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・シカゴ大学 

    2019/3/7 

電子機器や自動運転車の赤外線カメラを実現を可能にする技術革新 
(Breakthrough could enable infrared cameras for electronics, self-driving cars)  

・ シカゴ大学が、コロイド状量子ドット(CQDs)を使用したデュアルバンドの赤外線撮像技術を開発。 
・ 可視光に比してエネルギーの弱い赤外光を捉える赤外線カメラは、可視光カメラより高価。新技術は
飛躍的に費用効果的な赤外線カメラの開発の可能性を導き、家電や自動運転車での利用の可能性が
期待できる。 
・ 従来の赤外線カメラは半導体の積層により製造されており、その煩雑でエラーの起こりやすいプロセ
スにより高価となるため家電への導入が難しい。 
・ 新技術の赤外線カメラでは数 nm の CQDs 粒子を使用。このようなスケールではサイズによって変化
する特性が現れ、CQDs 粒子を適切なサイズに調節することで制御が可能。CDQs 粒子を赤外領域の
短波長(テキスチャーや化学組成）と中波長(温度検）を検出するサイズに調整してシリコンウェハーに配
置する。 
・ 同赤外線カメラは、ビーカーに第一溶液と第二溶液を順次注入した 5～10 分間後に得られる溶液か
ら容易に製造できる。 
・ 自動運転車や家電への導入に加え、25,000 ドルを超える高価な研究室用の赤外線検出装置を代替
する可能性や、タンパク質が発する赤外線領域の信号検出等、多様な分野での利用が期待できる。 
・ 本研究には、米陸軍研究所(ARL)と米国科学財団(NSF)が資金を提供した。 

URL:  
https://news.uchicago.edu/story/breakthrough-could-enable-infrared-cameras-electronics-
self-driving-cars  

（関連情報)  

      

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

Dual-band infrared imaging using stacked colloidal quantum dot photodiodes 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41566-019-0362-1  

  

https://twin-cities.umn.edu/news-events/research-brief-new-graphene-based-device-first-step-toward-ultrasensitive-biosensors
https://twin-cities.umn.edu/news-events/research-brief-new-graphene-based-device-first-step-toward-ultrasensitive-biosensors
https://www.nature.com/articles/s41565-019-0363-8
https://news.uchicago.edu/story/breakthrough-could-enable-infrared-cameras-electronics-self-driving-cars
https://news.uchicago.edu/story/breakthrough-could-enable-infrared-cameras-electronics-self-driving-cars
https://www.nature.com/articles/s41566-019-0362-1
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【電子・情報通信分野】  

76-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞ
ﾓｱ国立研究
所(LLNL) 

    2019/2/20 

過去のコンピューター技術で未来の 3D プリンテッドメカニカルロジックゲートを作る 
(Researchers look to computing’s past to unlock 3D-printed mechanical logic gates for the future) 

・ LLNL とカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)が、高温等の電子機器には過酷な環境において
も周囲の変化に反応できるメカニカルロジックゲートを、3Dプリンティング(2光子ステレオリソグラフィー）
作製する技術を開発。 
・ 電子部品を持たずに機械的な力でブーリアン演算を実行する同ロジックゲートは、あらゆる構造物の
構成・埋め込み部品として利用でき、電力を使用することなく物理的に形状を変化させることで環境に
対応するようプログラムできる。 
・ メカニカルロジックゲートは一般的なコンピューターのように高性能ではないが、例えば金星のような
厳しい環境で活動するローバー(移動車）や、電子機器を破壊する放射線や電磁パルス下で使用する
低性能コンピューターにおいて有用。ローバーが過熱した場合に制御システムを発動させて冷却剤を取
り込むための孔を作るといった利用方法も考えられる。 
・ 同ロジックゲート設計では、微細な数ミクロンから大型サイズへのスケールアップと迅速なプロトタイ
プの作製も可能。 
・ 同ロジックゲートデバイスの形状の変化は、スイッチのように機能するマイクロフレクシャゲートによる
もの。連結したフレクシャゲートが刺激を受けると、電力を使用せずにメカニカルロジック演算に利用で
きる一連の形状変化を引き起こす。 
・ 同ゲート自体は移動することで、トランスデューサーから圧力パルス等の外部バイナリ信号を取り込
んで論理演算を実行。その結果がデバイスの形状を物理的に変化させる、全ゲートを通じたドミノ効果
を作る挙動に変換される。 
・ このようなロジックゲートは、ワクチンや食料品の温度情報を収集して特定の基準を超えた際に通知
したり、橋梁内部で構造への荷重データを収集する等、高容量材料に内蔵するシンプルなロジックとし
て、通常ではデータ収集が困難な場所での用途が考えられる。 
・ 同ロジックゲート構造の 3Dプリント後、光ピンセットとして機能する様々なレーザーで適所に変形を加
え、再びこの光ピンセットを利用してスイッチングを作動させる。現時点では 2D の設計であるが、3D で
の実現を目指す。 
・ 同ロジックゲートが安定したパーソナル制御システムの設計に利用できることを期待し、同設計の無
償公開を予定している。同技術はまた、学習ツールとしての利用も可能。商用 3D プリンターで独自のロ
ジックゲートを作製することで、コンピューターの仕組みを学習できる。 
・  同技術のスケールアップの可能性探求と伝達化学物質の研究に向け、Laboratory Directed 
Research and Development (LDRD) プログラム下にて新しいプロジェクトを開始している。  

URL:  
https://www.llnl.gov/news/researchers-look-computing%E2%80%99s-past-unlock-3d-printed-
mechanical-logic-gates-future  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Additively manufacturable micro-mechanical logic gates 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-019-08678-0  

  

https://www.llnl.gov/news/researchers-look-computing%E2%80%99s-past-unlock-3d-printed-mechanical-logic-gates-future
https://www.llnl.gov/news/researchers-look-computing%E2%80%99s-past-unlock-3d-printed-mechanical-logic-gates-future
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08678-0
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【環境・省資源分野】  

76-5 

シンガポー
ル・南洋（ナ
ンヤン）理工
大学(NTU) 

    2019/2/25 

有毒廃棄物と廃棄物処理コストを 90%超低減する薄膜水処理の新システム 
(New membrane water treatment system to reduce toxic waste and waste disposal cost by over 90 
per cent) 

・ NTUが、水流速度を 30%向上させる、3個のホローコアを備えた中空糸膜を新たに開発。現在建設中
のパイロットプラントでの実証を予定。 
・ NTUのイノベーション企業である NTUitive (NTUitive Pte Ltd)の一環として、革新的な分離・ろ過技術
の開発と商業化を目的とする国家機関の Separation Technologies Applied Research and Translation 
(START) Centre (シンガポール経済開発庁(EDB)と NTUが支援)と、液体廃棄物ゼロの水処理システム
を専門とする地元の浄水技術企業の Memsift Innovations Pte Ltd.が共同で、新たな研究パートナーシ
ップとライセンス契約の下、国内の半導体企業に新中空糸膜を実証する廃水処理のパイロットプラント
を建設している。 
・ NTU の NTUitive は、イノベーションの奨励、企業家精神の育成と研究開発の商用化を促進する革新
的エコシステムを開発する NTUのミッションを支援している。 
・ 同パイロットプラントでは一日当たり最高 5,000L の廃水処理が可能。これにより、年間で最大 160 万
L の水（25 万ドルの廃水コスト）を節約できる。廃水の 90%超を浄水し、金属廃棄物を回収して販売・再
利用する。 
・ 現在、国内の半導体工場では、製造プロセスで排出した有毒な廃水は廃水処理設備に輸送・焼却処
理されている。このような廃水処理プロセスでは、現在建設中のパイロットプラントの 5 倍のエネルギー
コストがかかっている。 
・ 新開発の中空糸膜による浄水システムは、熱による従来の分離プロセスに比して低圧力・低温度で
作動するため、省エネで運転コストを低減し、貴金属や資源を回収しながら環境保全に貢献する。 
・ 同パイロットプラントは 2019 年の第二四半期に始動し、その結果を同技術の商業化に活用する予
定。廃水を資源に転換しながら産業用水にリサイクルして公共のネットワークからの給水を低減する、
循環経済の実現への一手段を実証する。これは、シンガポールによる「Four National Taps 戦略」が供
給する上水の節約の一助となる。 
・ 同パイロットプラントでの試験が成功すれば、Memsift 社が NTUitive よりフルラインセンスを獲得して
共同で商業化する。他の SGM-MEM コンソーシアム(2018 年設立。シンガポールの浄水膜エコシステム
の 24 産業メンバーが加盟。Memsift社も一員)メンバーにも、商用提携に向けて技術を提供予定。 

URL:  
https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=5998275d-2762-4be3-
b9e5-2366f1de24ce  

76-6 

オーストラリ
ア連邦・ 
ロイヤルメ
ルボルン 
工科大学
(RMIT) 

    2019/2/27 

クライメイト・リワインド：CO2 を石炭に還す 
(Climate rewind: Scientists turn carbon dioxide back into coal) 

・ RMIT を始めとする国際研究チームが、CO2 を捕獲して固体炭素粒子に効率的に転換する技術を開
発。 
・ 同技術は、大気から CO2を取り込んで安全かつ永続的に貯蔵する新手段として、現在の CO2回収・
貯留(CCS)を代替する持続可能なアプローチと考える。 
・ CCS技術では、主に CO2を液体に圧縮して貯蔵現場へと輸送するか地下に注入するが、エンジニア
リングと経済性における課題や環境への懸念から制限される。 
・ CO2 を固体に転換するには極めて高い温度が必要なため、産業的には実現が困難。今回、液体金
属を触媒として利用し、室温下においてスケーラブルなプロセスで効率的に CO2 を炭素に転換可能な
ことを実証。さらに研究を進める必要があるが、本研究は炭素の固体貯蔵方法実現への重要な第一歩
と考える。 
・ 新設計の液体金属触媒は、その表面を化学的に活性化しながら極めて効率的な導電を促進する特
殊な表面特性を備える。CO2 が溶け込んだ、液体電解質と微量の液体金属が入ったビーカーに電流を
流すと、CO2 は徐々に固体炭素片へと変化して液体金属の表面から自然に剥がれていく。 
・ このような炭素は電荷を保持できるため、電極として産業利用も可能。また、同プロセスの副生物とし
て合成燃料も得られる。 
・ 本研究チームには、ミュンスター大学(ドイツ）、 南京航空航天大学(中国）、ノースカロライナ州立大
学(米国）およびニューサウスウェールズ大学、ウーロンゴン大学、モナシュ大学、クイーンズランド工科
大学(オーストラリア）の研究員が含まれる。 
・ Australian Research Council Centre for Future Low-Energy Electronics Technologies (FLEET)と ARC 
Centre of Excellence for Electromaterials Science (ACES)が本研究を支援した。 

URL:  https://www.rmit.edu.au/news/all-news/2019/feb/carbon-dioxide-coal  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Room temperature CO2 reduction to solid carbon species on liquid metals featuring atomically thin 
ceria interfaces 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-019-08824-8  

https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=5998275d-2762-4be3-b9e5-2366f1de24ce
https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=5998275d-2762-4be3-b9e5-2366f1de24ce
https://www.rmit.edu.au/news/all-news/2019/feb/carbon-dioxide-coal
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08824-8
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76-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・国立再生
可能ｴﾈﾙｷﾞ
ｰ研究所
(NREL) 

    2019/2/27 

NRELがプラスチックをより優れた製品にアップサイクルするクリーンな技術を開発 
(NREL Pioneers Cleaner Route to Upcycle Plastics into Superior Products) 

・ NREL が、プラスチックのアップリサイクル方法を新たに開発。PET ボトルプラスチックとバイオベース
化合物の化学的結合により高価値の繊維強化プラスチック(FRPs)を作製する。 
・ 同手法で作製した FRPs は原料の PET の 2 倍超の価値を有し、石油由来の標準的な FRPs に比し
て 2 倍の強度と繊維ガラスへのより優れた接着力を備える。 
・ 現在のリサイクルのほとんどが、経済的なインセンティブに欠けるダウンリサイクリングであることに
加え、米国では年間 2千 6百万トンの PETが生産されているが、そのうちの僅か 30%が PETボトルとし
てリサイクルされている。 
・ このような背景において、今回開発の技術はプラスチックの再利用の経済的インセンティブを高め
る、米国の循環型材料経済社会実現に向けた飛躍的な進展であると考える。 
・ さらに、同技術のプロセスは石油ベースの FRPs の標準的な製造プロセスに比してエネルギー効率
的で有害性も低い。同 FRPsの供給網の分析を実施し、石油由来の FRPs製造プロセスに比してエネル
ギーの大幅な節約と温暖化ガス排出削減効果を確認した。 
・ 同研究結果は、世界中のリサイクルの取組を支援する、プラスチックを長寿命な高性能材料にアップ
リサイクルする持続可能な手段の実現のための重要な一歩と考える。 

URL:  
https://www.nrel.gov/news/press/2019/nrel-pioneers-cleaner-route-to-upcycle-plastics-
into-superior-products.html  

（関連情報)  

      

Joule 掲載論文(フルテキスト） 

Combining Reclaimed PET with Bio-based Monomers Enables Plastics Upcycling 

URL:  https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(19)30047-9  

  

https://www.nrel.gov/news/press/2019/nrel-pioneers-cleaner-route-to-upcycle-plastics-into-superior-products.html
https://www.nrel.gov/news/press/2019/nrel-pioneers-cleaner-route-to-upcycle-plastics-into-superior-products.html
https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(19)30047-9
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【バイオテクノロジー分野】  

76-8 

欧州連合
（EU） 

CORDIS 

    2019/3/4 

プラスチック袋を代替する環境に優しい製品がすぐそこに 
(Eco-friendly replacement for plastic bags in the pipeline) 

・ EU が資金を提供する『PAPTIC プロジェクト(実施期間：2016 年 11 月～2019 年 4 月）』では、欧州に
おけるプラスチック廃棄物削減に対処するため、木質繊維ベースの新バイオプラスチック材料である
『PAPTIC®』の開発と、その製造規模の産業レベルへのスケールアップを支援する。 
・ 同新材料は紙の再生可能性とプラスチックの資源効率性および機能性を組合せたもの。開発完了時
には、最低でも 85%の再生可能な物質を含む、100%生分解性でリサイクル可能な PAPTIC 製の袋が登
場する。同新材の製造プロセスは特許取得済み。 
・ 同新材料は、生分解性とリサイクル可能性を両立させた初めてのプラスチック代替材料として急速な
普及が期待できる。 
・ 同プロジェクト完了後(2019 年）にフルスケール製造の開始を予定。当面は既存の製紙用設備を使用
して同材料をベースにした製品を生産する。オリジナルの PAPTIC プロセスほどの効率性、経済性や持
続可能性はないが、2018 年に関連商品の提供を既に開始している。 
・ 同プロジェクトの第 2 フェーズでは、事業をオリジナルの PAPTIC 技術に徐々に移行させ、材料のコ
スト効率性、環境的なフットプリントやスケーラビリティーの向上を図る。 
・ 第 3 フェーズでは製造業者に PAPTIC 技術ライセンスを供与し、さらなるスケールアップを図る。EU
の支援により設けられたプロトタイプの製造実証ラインによる同技術の普及を見込む一方で、製造機器
第一号を独自に構築し、高品質材料の安定した供給を実証することで投資家の技術的リスクを最小限
に抑える。 
・ PAPTICプロセスは製紙プロセスに容易に導入でき、特に地方での雇用損失の回避の一助となること
から、紙の消費量の低減により低迷する製紙産業に加え、プラスチックの使用量低減の影響を受ける
プラスチック製造関連ビジネスにも新たな機会を提供できる。 

URL:  http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=49935  

（関連情報)  

      

PAPTIC プロジェクト 詳細 

URL:  https://cordis.europa.eu/project/rcn/206086/factsheet/en  

（関連情報)  

      

PAPTIC ウェブサイト 

URL:  https://paptic.com/ 

76-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ウィスコン
シン大学マ
ディソン校 

    2019/3/6 

植物からのプラスチック生成には遺伝子組換え微生物が鍵に 
(Engineered microbe may be key to producing plastic from plants) 

・ ウィスコンシン大学マディソン校が、遺伝子操作した微生物により、生分解性ポリマーの原料となる
PDC(2-ピロン-4,6-ジカルボン酸）をリグニンから直接獲得する技術を開発。 
・ リグニンは化学物質やプラスチックの製造に使用できる芳香族化合物を石油に次いで豊富に含む資
源だが、複雑で大きなリグニンの分子を有用な構成物質に効率的に分解することは困難とされている。 
・ 石油製品による汚染後の芳香族化合物を豊富に含む土壌から初めて分離された微生物であるノブ
スフィンゴビウム・アロマチシボラン (Novosphingobium aromaticivorans)は、リグニンのほぼすべての成
分をより小さな芳香族炭化水素に分解する能力を有する。 
・ PDCは従来この分解プロセスにおいて代謝中間体として得られるが、同微生物の遺伝子を 3個除去
することで、リグニンから PDC を直接獲得できるようにした。 
・ 日本では、PDC はプラスチックボトルや合成繊維等の PET ポリマーの添加剤として石油ベースのも
のと同等かより優れているとされ、既に様々な製品で使用されている。 
・ PDC は既存の技術において獲得が困難だが、主に焼却処理されているリグニンを高効率・高収率に
PDC に転換できれば、リグニンの産業利用の市場を変革し、新たな産業の創造にもつながると考える。 
・ 遺伝子操作した同微生物は、現時点でリグニン中の有用な化合物の最低でも 59%を PDCに転換でき
るが、同研究結果がさらなる可能性を示唆していることから同微生物の遺伝子操作を進展させる。 
・  同技術について特許出願中。本研究には米国エネルギー省 (DOE)および Chilean National 
Commission for Scientific and Technological Research が資金を提供した。 

URL:  https://news.wisc.edu/engineered-microbe-may-be-key-to-producing-plastic-from-plants/  

（関連情報)  

      

Green Chemistry 掲載論文(フルテキスト） 

Funneling aromatic products of chemically depolymerized lignin into 2-pyrone-4-6-dicarboxylic acid 
with Novosphingobium aromaticivorans 

URL:  http://dx.doi.org/10.1039/C8GC03504K  

  

http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=49935
https://cordis.europa.eu/project/rcn/206086/factsheet/en
https://news.wisc.edu/engineered-microbe-may-be-key-to-producing-plastic-from-plants/
http://dx.doi.org/10.1039/C8GC03504K
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【新エネルギー分野（バイオマス）】  

76-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ユタ大学 

    2019/3/4 

藻類をバイオ原油に高速転換する技術を開発 
(Turning algae into fuel 
University of Utah engineers develop fast method to convert algae to biocrude) 

・ ユタ大学が、特別設計したジェットミキサーを利用して藻類から脂質（バイオ原油）を極めて高速に大
量抽出する技術を開発。 
・ 微細藻類等の微生物は持続可能な燃料源として期待されているが、水分を多く含む藻類からのバイ
オ原油抽出に必要なエネルギー量が、バイオ原油が提供できるそれを上回っている。 
・ 同大学が開発した新型のジェットミキサーは、従来技術より少ないエネルギー量で藻類から脂質を高
速抽出する。藻類によるバイオ燃料生産における主要な障壁を取り除いて効率化とスマート化を実現し
た、エネルギーの等価性達成に近づく重要な進展と考える。 
・ 藻類からの現在の脂質抽出方法では、最初に藻類から水分を除去してスラリー状か乾燥したパウダ
ー状のバイオマスを得るが、このプロセスにおいてエネルギーを最も大量に使用する。 
・ バイオ燃料はディーゼル油と混合して長距離トラックやトラクター等のディーゼルエンジン駆動機器で
使用されるが、藻類からの水分除去プロセスにかかる高エネルギーのため効率性や経済性に課題が
残る。 
・ 新設計のジェットミキサーでは、リアクタ内で藻類の噴流に溶剤の噴流を当てて局所的な乱流を発生
させ、溶剤の噴流に「飛び移った」脂質を抽出する。同溶剤はその後再利用できる。 
・ 同技術は藻類以外にバクテリア、菌類やその他の多様な微生物由来の油脂にも応用が可能。 
・ 米国エネルギー省(DOE)は、2017 年の米国の一次エネルギー全使用量の約 5%がバイオマス由来と
報告。バイオマスには木材燃焼、トウモロコシ等の穀物からのエタノール、食品廃棄物等の転換による
バイオガスが含まれる。 
・ 藻類の利点は、池、用水路やカスタム設計したバイオリアクタにて産出し、収穫して燃料を大量に生
成できること。藻類を大量に成長させることで CO2 の削減にも貢献できると考える。 

URL:  https://unews.utah.edu/turning-algae-into-fuel/  

（関連情報)  

      

Chemical Engineering Science: X 掲載論文(フルテキスト） 

Algal lipid extraction using confined impinging jet mixers 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590140018300029  
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