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木質バイオマス・リグニンから
有価材料（グラフェン）の生成
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国内では年間1550万トンの木質廃材が排出されている
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林地残材：樹皮を多く含み含水率が高い
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建設発生木材

現在、ほぼ未利用

2020年までの利用率目標：30％

目標達成が困難な状況

廃材リサイクルの活用背景



木質バイオマスの再利用
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廃材を原料とした機能性材料

セルロース

• セルロースナノファイバー
• バイオエタノール
• プラスチック材料
• 食品・薬品 等

ヘミセルロース
• 水に不溶な多糖類
• 材料原料の利用率１％程度
• 構造が不均一

グルコース分子からなる難消化性の多糖類

リグニン

• 水に不溶な芳香族化合物
• 材料原料の利用率１％程度
• 構造が不均一

• 黒液
• ファイバー
• グラフェン 等
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20～
30％

20～
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種別 単位当たり発熱量 定義及び備考

石油系
燃料

原油 38.3 MJ/L 化学工業のみ調査

ガソリン 33.4 MJ/L 工業用ガソリンを除く

軽油 37.7 MJ/L 構外運搬に使用されたものは除く

B・C重油 50.8 MJ/kg
液化石油ガス 50.1 MJ/kg
オイルコークス 33.3 MJ/kg 生コークスを含む

非石油
系燃料

石炭 26.1MJ/kg 無煙炭を含む

液化天然ガス 54.7 MJ/kg 地域のガス事業者から液化天然ガス専
用の導管で供給されているものを含む

黒液 13.6 MJ/kg1) パルプ・紙・板紙工業のみ調査

廃材 17.1 J/kg1) バーク・木くずなどを含む

廃タイヤ 33.2 MJ/kg 廃棄物タイヤ原形のまま、チップ状にし
たもの

文献： T. IKEDA,製紙産業における黒液のエネルギー利用, 日本印刷学会, 49, 2012, 324
1) 絶対重量

黒液の発熱量は低い

有価材料への変換が期待されている
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Cu

Cu

リグニンは重金属を吸着する

リグニンの構造式

ここに注目！
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アルカリリグニン (AL)
1.0 g

Fe(II)担持リグニン溶液

Fe(II)担持リグニン

熱処理後のFe(II)担持リグニン

Fe(II)水溶液 (50 mL) + 
NH2OH·HCl (pH 4~5)

振とう撹拌
(1500 rpm, 3時間 )

凍結乾燥 (48時間)

熱処理
(1300 ℃, 1 h, アルゴンガス)

[Fe(II)]int = 0.050 ~ 5.0 mmol/g

実 験

補足資料１



D band G band

2D band

Nicolet Almega XR (Thermo Fisher Scientific K.K.)

グラフェン

熱処理後の鉄担持リグニンのラマンスペクトル
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結 果

 コバルト(II)やニッケル (II)イオンを吸着させてもできる
補足資料２、３



各種グラフェン生成方法

生成方法 手法とデメリット 参考試料
アーク放電法 比較的高純度なカーボン生成が可能だが、残留触

媒や不純物が多く含まれる
1. S. Iijima, Nature, 
1991, 354, 56. 

レーザー蒸発法 比較的高純度なカーボン生成が可能だが、残留触
媒や不純物が多く含まれる

2. K. S. Novoselov, et 
al., Science, 2004, 306, 
666. 

Scotch Tape法 K. S. Novoselovらがグラフェンの単離に成功した方
法であり，グラファイトの一部を粘着テープで剥
離させる手軽な方法だが、大量生産には不向き

3. E. P. Randviir, et al., 
Mater. Today, 2014, 17, 
426. 

CVD法（化学的気
相合成法）

メタンガスなどの気相の炭素源を重金属触媒（金
属基板あるいはナノ粒子）存在下で高温熱処理す
ることによってカーボン材料を生成する方法。使
用ガス種によっては危険性を伴う

4. J. Tang and N. 
Shintani, Mater. Integr., 
2012, 25, 46.

SiC分解法 質の良いグラフェンをSi基板上に生成できる。
非常に高価。

亜臨界水熱電解 電気分解による合成
亜臨界水中で酢酸を電気分解すると、陰極表面に
グラフェンが成長
亜臨界水条件場を作る必要がある

5. T. Tomai, et al., 
Carbon, 158, 2020, 
131.



触媒として
鉄(II)イオンを担持

低酸素雰囲気下
で熱処理
（1000～1300 ℃）

グラフェン30％～
50％を含む炭素材
料を生成

リグニン

鉄担持リグニン

Fe

Fe

Fe

Fe

シーズ

RSC Advances, 11 (2021) 18702 

金属担持➡乾燥➡熱処理とプロセスが簡単



①グラフェンpowder (単層、比表面積 400-1000 m2/g)

612,000円/g

②グラフェン積層微小板(比表面積750m2/g) 

364円/g

本開発の製造コスト

690円/g
（試薬50円 + 使用電力640円）

従来のグラフェンは平均1000円/g

グラフェン様リグニンの比表面積

300～400 m2/g
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グラフェンの市場規模

複合材料分野
 航空宇宙や自動車分野での軽量化のニーズや医療分野の市場拡大を背景にグ

ラフェン複合材や高強度合金、次世代複合材、高機能複合材などの開発が活
発化

 カーボンニュートラル時代に向けてバイオマス由来の材料開発が注目

グラフェンバッテリーの世界市場
 2024年段階で1億6800万ドル、2030年には6億900万ドルに増加すると予測

参考記事：宮崎日日新聞（2020/02/05）
https://www.the-miyanichi.co.jp/special/dreamNews/detailep.php?id=0000209590
Dream News(2020/02/05) https://www.dreamnews.jp/press/0000209590/

今後の課題： 比表面積の改善
グラフェンの生成割合を増やす



廃材およびリグニンの完全資源化
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お問い合せ先

高知大学次世代地域創造センター内
地域連携課産学官民連携推進係（大崎・下元）
・電話：088-844-8481
・FAX：088-844-8556
・E-mail：kt04@kochi-u.ac.jp
・HP：https://www.kochi-u.ac.jp/cersi/
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凍結乾燥100 ℃乾燥

熱処理（1時間＠1200℃）

熱処理後，かさ高い泡沫状の金属担持リグニンが生成

乾燥方法も重要！補足資料１
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金属種の影響

Fe(II)よりCo(II)やNi(II)の方が、結晶性が良い
強度比には多少差があるが、2Dバンドは再現よく検出された

D
G

2D D
G

2D
D

G
2D

AL-Co(II)0.25 mmol/g-HT AL-Ni(II)0.25 mmol/g-HTAL-Fe(II)0.25 mmol/g-HT

補足資料２



数社から購入したリグニンの比較

T社

D
G

2D

N社

S社

アルカリリグニンの質量：1.0 g
Fe(II)濃度：0.050 mmol/L
熱処理温度：1200 ℃ (1時間)

 水中で分散しやすいものは、
グラフェンを生成しやすい

補足資料３

ただし、水の中で分散性の
低いリグニンは作りにくい

社会実装に向けた課題


