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り上げられており，国際的な取組が求められている．
2019 年 6 月に開催された大阪 G20 では，共通の世界
のビジョンとして，2050 年までに海洋プラスチック
ごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを
目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を共有
した 3）．
　日本は，拡大生産者責任（Extended Producer 
Responsibility：EPR）原則に基づいて 2000 年から
容器包装リサイクル制度が完全施行され，所謂プラス
チック製容器包装がリサイクルの対象となった．各
自治体は，既存の容器包装（ペットボトル・缶・瓶
など）に加えて，プラスチック製のフィルム包装材・
容器（ボトル・トレーなど）・梱包材などの収集・運
搬・中間処理の負担が重くのしかかっている．さらに，
2020 年 7 月から「レジ袋有料化」がスタートしており，
2021 年 6 月には廃プラスチックの削減やリサイクル
を一層強化する「プラスチック資源循環促進法」が参
院本会議で可決，成立した．来年からこの法律が本格
施行されると，今まで容器包装リサイクルの対象品目

はじめに

　科学技術の発展，高度経済成長とともに世の中に幅
広く普及してきたプラスチックは，加工が容易で低コ
ストであることだけではなく，非常に利便性が高いた
め，多様・多種の製品を大量に生産・販売・消費して
きた．環境省が 2019 年に実施した一般廃棄物の組成
調査結果 1）では，プラスチック廃棄物は一般廃棄物
と産業廃棄物のいずれにおいても大きな割合を占めて
おり，一般廃棄物における湿重量比では全体の 11％
を占め，容積比では 48％を占めている．世界のプラ
スチック廃棄物発生量の推移 2）から，現状のペース
でプラスチックの生産と廃棄が続けば，2050 年まで
に年間 250 億トンの廃棄物が発生し，そのうち 120 億
トン以上を埋立処分せざるを得ないと予想している．
　近年，廃プラスチックの海洋汚染，中国の廃プラ輸
入禁止措置，使い捨て容器の使用増加，マイクロプラ
スチック問題などが，地球規模の環境問題として取

フォトニクスニュース　第 7 巻　第 4 号　2022 年

Abstract：Since the THz frequency corresponds to the frequency of vibration between the molecular chains that make up 
plastics, the dielectric constant in the THz region is sensitive not only to the material of the plastic, but also to strain and 
deterioration. The Shibaura Institute of Technology, the University of Tohoku and the University of Shizuoka are developing a 
plastic sorting device using THz waves that combine the properties of radio waves and light.　Solving a plastic waste problem is 
one of the most important issues in the achievement of the SDGs and the construction of a circular economy. Thus, this project 
will contribute greatly to building a new link and cooperation between each stakeholder.

Keywords：terahertz, plastic waste, semiconductor aaterials, non-destructive diagnosis, circular economy, SDGs, recycling

テラヘルツ波を用いた持続可能な開発目標
「つくる責任つかう責任」の達成

─プラスチック製容器包装のリサイクル効率向上を目指して─
Achievement of SDGs "responsibility to create and use" using terahertz waves: Going for improve the 
recycling efficiency of plastic containers and packaging
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いることがわかる 6）．これより廃プラスチックのリサイ
クルは CO2 発生量との関係も深い．プラスチックのマ
テリアルリサイクルは，地球温暖化の抑制につながり，
海洋汚染問題，漂着ごみ，資源の節約に寄与すると考
える．持続可能な開発目標（SDGs）の達成のためにも，
CO2 排出量の削減，廃棄物の適正処理と再資源化が非常
に重要なテーマであるため，廃プラスチック問題に関す
る政策的・技術的課題を明らかにしておく必要がある．
　前述したように，2022 年 4 月より「プラスチック
に係る資源循環の促進等に関する法律（プラスチック
新法）」が施行されるが，使い捨て製品と言われる，
プラスチック製のスプーンやフォーク，ストローなど
の削減が求められ，有料化も検討されている．このコ
ロナ禍においても，自炊，出前，ネットショッピング
などの増加によって使い捨て容器包装や製品が頻繁に
使用されており，これらの使い捨て製品が有料化され
た場合，レジ袋と同様に，消費者の消費パターンとリ
サイクル協力行動に様々な影響を及ぼすとともに，プ
ラスチック製品がより複雑化・多様化し，廃棄物の排
出が増えている 7）．

現在，本研究グループの芝浦工業大学，東北大学，
静岡大学が協働する JST-START プロジェクトでは，
電波と光の性質を併せ持つテラヘルツ波によるプラス
チック素材の分別装置を開発している．そこで，東北
地方のリサイクル企業の協力を得てプラスチック製容
器方包装の選別実験を行っており，プラスチック製容
器包装廃棄物の組成分析をしている．表 1 に示すよう
に，平内町（青森県）では，ポリスチレン（PS）の排出
量が多いことがわかる．水産加工業が多い平内町では，
PS のトレーや発泡スチロールが大量に使われているこ
とが推察される．このようにプラスチック製容器包装廃
棄物の発生には地域毎の特徴があることも明らかにな
っている．また，ポリプロピレン（PP），ポリエチレン

（PE），PS 以外のものとして，紙やペットボトルなども
混在しており，適切なリサイクルの妨げになっている．
　また，複合素材が多く，製品生産者はリサイクルし
やすい容器包装を選ぶより，デザイン性，機能性，利
便性などの優先順位が高く，販売増大を重視している

だけではなく，全てのプラスチック廃棄物を一緒に回
収することになる 4）．すなわち，今までより「つるく
責任つかう責任」が強く求められると言える．
　このように，プラスチック問題を巡る国際動向と法
整備の動きは，世界的に注目を浴びている「サーキュ
ラーエコノミー（Circular Economy）」の推進と「持
続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：
SDGs）」を達成するための重要な取り組みである．し
かし，これらの目標を実現するためには，高度の「マ
テリアルリサイクル技術」を開発した上，社会実装を
目指すべきである．再生プラスチックが，原料メーカ
ーや製造現場に受け入れられるためには，均一，かつ
高品質の原料を大量に提供できるシステムを構築する
必要がある．つまり，動脈産業と静脈産業における資
源循環のネットワークを構築するために，最も重要な
技術は廃プラスチックの高度な選別と品質管理である．
　本稿では，テラヘルツ波を用いたプラスチック選別
技術を提案し，プラスチック製容器包装廃棄物のリサ
イクル効率向上のための高度選別技術開発の可能性を
提案する．

プラスチック製容器包装リサイクルの現状

　プラスチック製容器包装は，我々の生活には欠かせ
ないものであり，食品に使用されるトレー・ボトル，
生活用品に使用されるカップ・パック類，ポリ袋・ラ
ップなど，家電製品や梱包材などに使用される緩衝材
類など，種類と材質が多様化・複雑化している．この
ような状況の中で，いかにプラスチック製容器包装の
排出量を減らしていくかが議論されており，2020 年
7 月より全国でレジ袋の有料化が実施され，消費者の
行動変容を促している．今まで自治体や企業は，3R

（Reduce, Reuse, Recycle）に向けた取り組みを行い，
プラスチック製容器包装の削減に貢献してきた．プラ
スチック製容器包装の削減率は，2004 年度から 2019
年度にかけて，17.6％削減されたとされ，再資源率も
2018 年度は 46.4％となっている．市町村から日本容
器包装リサイクル協会への引取量は，約 68.1 万トン
とされ，そのうちの 58.9％がケミカルリサイクルさ
れており，マテリアルリサイクルは，41.0％となって
いる 5）．しかしながら，プラスチック全体で見てみる
と，使用済みプラスチック製品の排出量は年間約 850
万トン（生産時のロス 68 万トンを含む）とされ，そ
のうちの約 186 万トン（排出量の約 22％）がマテリ
アルリサイクルされており，廃プラスチックのほとん
どがケミカルリサイクルやサーマルリサイクルされて

表 1　プラスチック製容器包装廃棄物の地域特徴（材質）

区分 青森市 平内町
（青森県）

郡山市
（福島県）

PP 38.3％ 28.1％ 34.6％

PE 25.5％ 7.0％ 23.3％

PS 16.3％ 54.4％ 21.8％

その他 19.9％ 10.5％ 20.3％
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ことがわかる．消費者も環境配慮型製品を購入する
より，見栄え，長期保存，高機能の製品など好む傾向
がある．このように生産者と消費者のニーズが合致し
ていることがリサイクル効率向上を妨げていると言え
る．利便性やデザイン性を重視していることにより，
複合素材のプラスチック製容器包装が多用されている
ことは（図 1，2），消費者の廃棄物分別が難しくなる
ことを意味する．プラスチック製容器包装を回収して
いる市町村では，住民は容器包装廃棄物からラベルや
キャップを外し，食べ残しなどによる汚れを除去して
から排出する義務があるため，消費者の負担が重い．
結局，リサイクル協力行動にも限界があり，これがリ
サイクル率を下げる原因の 1 つであると考えられる．
また，リサイクル業者は，廃プラスチックを主に比重
選別や近赤外線による選別を行っているが，現在の技
術には限度があり，リサイクルできない未利用廃プラ
スチックは，費用を掛けて埋立や焼却処理されている．
　リサイクルは環境に良いというイメージだけでは，
前に進むことができず，既存のリサイクルシステムに
おける経済的，環境的，政策的，技術的な課題を生産
者，消費者，市町村，リサイクル業者等の各利害関係
者が納得できる循環経済の仕組みを作らなければなら
ず，プラスチック製容器包装を素材毎に選別すること
は重要な意義がある．

テラヘルツ波の発生とスペクトル測定

　本研究グループはテラヘルツ波を用いたプラスチッ
クの素材識別手法を研究開発している．テラヘルツ波
は長年，発生と検出が困難であった電磁波で，この領
域でのデバイス・機器が近年実用化されつつあり 8），
車の自動運転（0.076 THz）をはじめとする活用が始
まっている．テラヘルツ波に厳密な定義はないが，周
波数として 0.1 ～ 10 THz，波長は 30 ～ 3,000 µm の
領域における電磁波である．この領域は電波と光波の
境界に位置するので，電波の透過性と光波の直進性を
併せ持つ電磁波である．テラヘルツ領域は従来の赤外
分析法で検出していた官能基に基づく実効質量の小さ
な局所振動モードというより，分子鎖間における骨格
振動のエネルギーに相当する．そのためテラヘルツ周
波数の誘電率に基づき，プラスチックが素材ごとに示
す固有のスペクトルに基づくプラスチックの識別・分
別が期待できる．
　現在は我々が従来から研究開発している絶縁性が
高い GaP を用いて 7.5 THz の広帯域まで任意の周波
数でテラヘルツ波の単色光を発生可能な装置のほか

（後述），市販装置であるテラヘルツ時間領域分光測定
（THz-TDS）9）によるスペクトル測定が可能である．
テラヘルツ帯の誘電率がプラスチックの素材で異なる
ので，分別する素材に合わせて周波数を選択し，単一
周波数のテラヘルツ光源を用いた測定系を構築するこ
とで，特定周波数の透過率もしくは反射率の特性に基
づく素材識別やテラヘルツカメラによるイメージング
測定も可能である 10,11）．金属以外の多くの材料を透過
し，直進性があるので分析システムを構築しやすい．
　図 3 は単一周波数の測定系を示しており，透過率
と反射率が同時に測定できる．0.09 THz と 0.14 THz
の光源は GUNN ダイオードと IMPATT ダイオード，

図 1　複合素材の容器包装材

　　　　　図 2　容器包装材の材質表示例
　　　　　　　　　［PET ＋ PE ＋ M（アルミ）］ 図 3　テラヘルツ透過／反射測定装置
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ヘルツ波の取り回しが容易になる．高強度出力が得ら
れる要因の 1 つは，GaP 結晶の TO フォノンが 11.01 
THz と高いことよって高いテラヘルツ透過率を示す
ことに由来する．また，励起光のエネルギーがバンド
ギャップエネルギーよりも低いために電子遷移を起こ
す吸収もなく，発熱が少ないために結晶に対する損傷
が起こらない．GaP 結晶自体も西澤完全結晶プロジェ
クト（ERATO）において開発されたものであり，低
欠陥結晶も高い耐レーザー損傷強度に重要である．こ
の光源の特徴は単一波長，高輝度，高周波数精度かつ
周波数掃引可変であり，これを利用した有機・無機結
晶の新規的な評価・識別技術として研究開発が進めら
れている 16）．光源開発初期は励起光にナノ秒パルス
励起光を用いていたが，より高周波分解能を目指し，フ
ーリエ限界の制限を避けるために連続波を採用した 17）．
種光として半導体レーザーとそれを増幅するファイバ
ーアンプを利用することで，0.6 ～ 6.0 THz の広い帯
域において MHz オーダーの周波数精度を持つ掃引可
変光源が実現し，テラヘルツレーザー分光スペクトル
測定に利用することができる．
　一方で，近年微細電子部品の溶接加工用に連続波単

検出器はショットキーバリアダイオードを用いてい
る．単一周波数を発生できるこれらの固体素子は小型
で可搬であり，ポータブル機器としても期待できる．
なお，識別に有効なテラヘルツ周波数はテラヘルツ領
域の透過率や反射率を連続的に測定したテラヘルツス
ペクトルから探索する．
　低周波領域における固定周波数の発振器としてはほ
かに TUNNETT ダイオードがある．TUNNETT ダ
イオードはトンネル注入走行時間効果負性抵抗ダイ
オードのことで，1958 年に東北大学の西澤潤一教授
により提案され 12），1968 年に実現された．30 GHz か
ら 3 THz の周波数帯で発振できるダイオードであり，
トンネル効果により電流を注入するために，雑音が少
なく高い周波数での動作が可能である．また，大学や
研究機関だけでなく民間企業でも研究開発がなされて
いる共鳴トンネルダイオードにおいて，基本波発振周
波数が 1 THz を越える光源が実現している 13）．

連続波 GaP テラヘルツ光源

西澤らが 1957 年に特許出願した「半導体メーサー」14）

は，半導体の材料に固有のエネルギーに相当する波長
を光として共鳴増幅して取り出す装置として記載され
ており，現在実現している半導体レーザーにほかなら
ない．この特許には半導体中に添加した不純物準位を
利用することも示唆されており，これはテラヘルツレ
ーザー光源に相当する．1963 年に西澤はより明示的
に複数のテラヘルツ波発生法を提案しており15），その
うちの 1 つが分子・格子振動を利用する手法であり，
現在我々が開発を進めているテラヘルツ光源につなが
る．我々が独自開発したテラヘルツ光源は，図 4 に示
すように半導体ガリウムリン（GaP）結晶に 2 つの赤
外線レーザー励起光を入射し，その差周波数に一致す
る定在波を励起してテラヘルツ波を発生させる，いわ
ゆる差周波発生（DFG）法を原理としている．非軸
角度位相整合配置により，テラヘルツ波の周波数を制
御するためには 2 つの励起光波長とそれらの角度を調
整するが，これによって広帯域掃引可変が実現すると
同時に，励起光が分離されることになるので出力テラ

図 4　GaP 結晶中でのテラヘルツ差周波発生 図 6　GaP テラヘルツ分光モジュール

図 5　ファイバーレーザーを励起光源とする
　　　　　 単一波長テラヘルツ光源
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テラヘルツ波によるプラスチックの材質識別

　図 7 にテラヘルツ領域における PE，PP，PS の透
過吸収スペクトルを示す．縦軸は透過率であり，ポリ

一波長ファイバーレーザーが実用化されており，高出
力・高耐久性・低価格が進んでいる．例えばイットリ
ビウム（Yb）を添加したファイバーレーザーであれ
ば，波長選択素子として Fiber Bragg Grating（FBG）
をファイバー両端に配置することで，およそ 1,050 ～
1,080 nm の帯域において数 10 W クラスの任意波長レ
ーザーが得られる（図 5）．これを励起光源とするテ
ラヘルツ光源では µW オーダーの強度が得られるの
で，室温動作可能な焦電型検出器による検出が可能と
なる．角度位相整合条件は，励起光の一方の入射光軸
をレンズの中心から平行にずらすことで，2 つの励起
光を GaP 結晶中で集光させつつ微小な角度を実現で
きる．これによって光軸調整は容易となり，装置の小
型化も容易である．この原理で作成する複数周波数の
テラヘルツ光源を分光測定に用いると，いわゆるポリ
クロメータ（GaP テラヘルツ分光モジュール）が実
現し（図 6），後述するプラスチック識別に適用可能
である． 図 7　PE，PP，PS の透過吸収スペクトル

　　　　　　（厚さ：1.5 mm）

図 8　サブテラヘルツ光源を複数個活用するプラスチック識別装置

図 9　テラヘルツによるプラスチック分別装置
（a）空気銃選別方式，（b）真空チャック選別方式．
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10 分までのサンプルにおいてきれいな直線関係が見
られる．赤外スペクトルにおける C ＝ O はカルボニ
ル基に帰属されるものであり，ピーク強度は熱劣化に
よるカルボニル基の生成量を示すので，熱劣化の程度
をテラヘルツを用いてスペクトルから見積ることがで
きる．

おわりに

　本稿ではテラヘルツ波を用いるプラスチックの素材
識別と劣化診断の可能性を分析・考察した．半世紀以
上前に元東北大学総長・西澤潤一先生の研究グループ
が行っていた半導体研究から始まったテラヘルツ波研
究を，地球環境問題の 1 つである廃プラスチックのリ
サイクル研究に応用し始めることができた．西澤先生
は「特定非営利活動法人全日本自動車リサイクル事業
連合」の名誉顧問を務められたことがあり，自動運転
に使われているテラヘルツ波を自動車リサイクル分野
に応用しようとしていたかもしれない．現在は，本グ
ループの東北大学の劉庭秀教授が当法人の顧問を務め
ており，使用済み自動車由来の廃プラスチックのリサ
イクルにも幅広く展開していきたい．
　世間で騒がれているプラスチックの問題は，単に廃
棄物の削減だけではなく，二酸化炭素の削減，資源の
節約，海洋汚染やマイクロプラスチック対策など，そ
の対応が簡単ではない．先進国はリニア経済システム
を作ってしまい，利便性と経済効率を求めてきた故に
大量生産・大量消費・大量廃棄の社会システムに慣れ
ており，使い捨て製品及び容器，多用かつ複雑な材質
のプラスチックを使い続けた結果，廃棄物の排出量を
減らすことができず，リサイクル効率を上げることも

オレフィン系の PE と PP は広帯域で透過率が大きい
のに対して，PS は 2 THz を超えるとほぼ透過しない．
また，PE では 2.2 THz に分子鎖間の並進振動モード
に帰属される鋭い共鳴吸収ピークが見られる 18）．PP
には 3.3 THz 付近にブロードな吸収ピークが観察さ
れる．このような領域全体での吸収強度の違いや特徴
的なピークの存在によりそれぞれの物質を識別するこ
とが可能である．このような素材による透過特性はプ
ラスチックの素材ごとに固有の誘電率によるものであ
り，透過率や反射率の違いを基に素材毎の識別ができ
る．スペクトル情報に基づき素材識別が可能な周波数
を知ることができ，その周波数における測定系を構築
すれば実用的な小型装置が実現する．図 8 は 200 GHz
以下で発振するサブテラヘルツ光源を複数個活用する
プラスチック識別装置である．装置サイズは A4（設
置面積）と小型であり，測定時間は 0.5 秒以下，サポ
ートベクターマシンによる識別により精度は高い．黒
色をはじめとする色付きや透明な薄板でも問題なく識
別できる．従来からプラスチックの素材選別に用いら
れている赤外線の反射率測定は色素により赤外線が大
きく吸収されるために色付きプラスチックの選別がで
きないが，テラヘルツ波は色素による吸収がないため，
着色の有無にかかわらず識別できる．ベルトコンベア
と組み合わせることで，空気銃や真空チャックにより
選別できる装置も構築している（図 9）．

テラヘルツ波による熱劣化診断

　プラスチック製品は熱や経年による劣化などで強度
や機能が低下すると，交換や廃棄の必要性が生じるだ
けではなく，リサイクル効率が下がる．例えば，高分
子量 PE は引張強さに優れているので，レジ袋をはじ
めとする様々な容器包装に幅広く使われているが，紫
外線や熱により劣化した PE はバージン材に比べれば
分子鎖が短く，酸化など変質していることが多く，マ
テリアルリサイクルには適していない．テラヘルツ波
を用いて，部品交換の判断や廃プラスチックのリサイ
クル性を評価できる．
　バージン材の PE を熱プレスでシート状に成形する
前に熱劣化処理を行い，150°で混錬させて作製した
PE は 2.2 THz 付近に観測される分子鎖間の並進振動
に帰属される吸収ピークは熱処理により低周波数にピ
ークがシフトする．同じ PE サンプルについて，内部
全反射法による赤外分光測定で 1,740 cm-1 付近に検出
される C ＝ O のピーク強度とテラヘルツ波の吸収ピ
ークをプロットすると図 10 に示すように，混錬時間

図 10　熱劣化 PE における C ＝ O のピーク強度と
              テラヘルツ吸収ピーク
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難しい状況である．また，中国政府が 2018 年に廃棄
物資源の輸入禁止措置をとるまでは，廃プラスチック
を再生資源として海外に輸出したのも事実である．一
方，中国，インドネシア，フィリピンをはじめとする
アジア諸国，開発途上国は安くて成形しやすいプラス
チックの生産・消費・廃棄量が急増しており，海洋汚
染の原因となっている 19）．このように，もはや廃プ
ラスチックの適正処理とリサイクルは，持続可能な社
会づくりのために，先進国だけではなく，開発途上国
が一緒に取り組まなければならない重要な課題の 1 つ
である．
　廃プラスチックのリサイクル率を向上させるために
は（特にマテリアルリサイクル），材質毎の識別及び
選別が大前提である．本稿で紹介したように，テラヘ
ルツ周波数帯における誘電率に基づく透過率／反射率
の違いから，素材毎の識別が可能であることがわかっ
た．これらの特徴を活かせば，高度な材質選別装置を
開発することができ，マテリアルリサイクル率が向上
するだけではなく，高品質の再生プラスチックを生産
することができると考える．
　また，本研究グループの実験では，PE の熱劣化に
よるカルボニル基の生成とテラヘルツスペクトルに検
出される分子鎖間の並進振動に帰属される吸収ピーク
のシフトは直線関係があり，熱劣化のテラヘルツ波を
用いる非接触診断の可能性が確認できた．この診断法
を確立することで，廃プラスチックの劣化度合によ
ってリサイクル方法の優先順位を決めることができれ
ば，再生プラスチックの品質向上，環境汚染の削減，
リサイクル費用の低減に役立つと考える．
　以上のように，テラヘルツ波を用いたリサイクル技
術は，製品をつくる側と製品を使う側の責任を明らか
にするためのエビデンスを提供することができ，各利
害関係者の役割と責任を明確にすることで，持続可能
な開発目標達成に大きく貢献するものと考える．
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式火薬銃を用いて，アモルファス炭素などから有機物
を生成することに成功している 1,2）．また，衝撃波発
生の駆動力としてレーザー照射を用いた実験も行われ
ている．McKay らは Nd:YAG レーザー（波長：1.06 
µm, エネルギー : 0.2 J, パルス幅：～ 15 ns, 繰り返し
周波数：10 Hz）を用いて，CH4 を主成分とするガスか
らはアミン等が生成するが，CO2 を主成分とするガス
からは有機物は生成しないと報告している 6）．一方で，
Civiš らはハイパワーレーザー（波長：1.3152 µm, パ
ルス幅：400 ps, エネルギー：97 ± 36 J）を用いて，
CO2-N2-H2O混合ガスから様々なアミノ酸を生成した 8）．
すなわち，ハイパワーレーザーを用いれば，CO2 から
の有機物生成が可能であることを示した．この実験結
果の違いは，レーザー照射で誘起される衝撃波圧力に
起因していると推察され，ns レーザーでも高圧を実
現できれば，有機物が生成する可能性がある．実際に，
Nna-Mvondo らは，CO2 を溶解した水を液体窒素で凍
らせ，ns レーザー照射によってアルコールなどを生
成している 9）．しかし，これらの実験で生成した有機
物は質量分析などで検出されたのみで定量値はなく，
生成量が微量だった可能性がある．これらの研究は気
相反応または固体中の反応であるが，後期重爆撃期に
はすでに海洋が形成されていたと考えられていること
から，大気中の CO2 や N2 が溶解した海洋に隕石が衝
突し，海洋中の反応で有機物が生成した可能性もある．
そこで我々は，CO2 を溶解させた超純水中へのレーザ
ー照射を行い，レーザー誘起衝撃波による有機物創製

はじめに

　CO2 を主成分とする無機環境の原始地球において，
生命の起源となる有機物生成反応が起こった．反応の
駆動力は，隕石の衝突や海底熱水孔（地球内部で高温
になった海水の吹き出す場所），隕石飛来による供給
などが提唱されている 1-3）．生命の起源となる有機物
生成反応を模擬した実験も盛んに行われている．有
機物生成の最初の模擬実験は，Miller によって行われ
た 4,5）．当時は，原始地球の大気は CH4 が主成分と考
えられており，Miller は CH4 を主成分とする混合ガ
ス中の放電により，有機物の生成に成功している．そ
の後，生命の起源の模擬実験として，様々なエネルギ
ーを用いて CH4 を主成分とするガスからの有機物創
製実験が行われ，CH4 から様々な有機物生成が報告さ
れている 6）．しかし，現在の理論では原始地球の大気
成分は CH4 を主成分とする還元的組成ではなく，CO2

と N2 が主成分であったと考えられている 7）．近年で
は，CO2 を主成分とするガスからの有機物生成も検討
されているが，化学的に安定な CO2 から有機物を生
成することは容易ではない 6）．
　約 38 ～ 40 億年前に，隕石が頻繁に地球上に衝突し
た後期重爆撃期があったと考えられている 1,2）．隕石
の衝突によって発生する衝撃波が生命の起源となる有
機物生成反応の駆動力とする説があり，衝撃波を利用
した模擬実験も行われている．例えば，古川らは一段

Abstract：Formation of C2 organic molecules from CO2 molecules dissolved in ultrapure water was induced by fs laser 
irradiation in CO2-saturated ultrapure water, although ns laser irradiation produced CO and H2 only. Carbon source was revealed 
by isotope experiment using 13CO2. Based on the result of fs laser irradiation in Ar or CO2 saturated HCOOH and (COOH)2

solutions, the formation of larger organic molecules was indicated. Laser induced shock wave is strongly suggested to be the 
driving force for the chemical reactions.

Keywords：CO2 conversion, laser-induced chemical reaction, C-C bond 
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結果と考察

　図 2 に CO2 飽和超純水への fs レーザー照射によっ
て生成した H2，CO，HCOOH，（COOH）2 量のレー
ザー照射時間依存性を示す．レーザー照射時間が長く
なると生成量が増える傾向が確認された．また，CO，
HCOOH， （COOH）2 と比較して H2 の生成量が多かっ
た．これは，H2 源となる H2O の量が CO2 と比較して
多いためと考えられる（25℃ , 1 気圧における CO2 の
溶解度は 33 mM）11）．実際，fs レーザー照射による
H2 生成反応はこれまでにも多数の報告がある 12）．注
目すべき結果は，CO2 を飽和させた超純水から CO, 
HCOOH 及び （COOH）2 が生成したことである．炭素
源は溶解した CO2 のみであるため，（COOH）2 などが
CO2 から生成したと推察される．炭素源を明らかにす
るために 13CO2 で飽和した超純水への fs レーザー照
射実験を行った．レーザー照射後の気体及び液体を
それぞれ GC-MS，IC-MS によって調べた結果を図 3
に示す．13CO 及び 13（COOH）2 のピークが確認された
が，12CO 及び （12COOH）2 のピークは確認されなかっ
た．すなわち，図 2 で検出された炭素化合物は水中に
溶解した CO2 由来であることが示された．一方で，fs
レーザーの代わりに ns レーザーを同様の条件で照射
した場合，（COOH）2 などが観測されず，H2 と CO の
みであった（表 1）．また，超純水によって湿潤させ
た CO2 ガスに fs レーザーを照射しても H2 と CO のみ

について検討した．

実験

　図 1 にレーザー照射実験の写真を示す．パイレック
スセル中の超純水に CO2 を 10 分間流通させた後，セ
プタムを用いてセルを密閉した．照射するレーザーに
はパルス幅 100 fs，波長 800 nm，エネルギー 5.5 mJ/
pulse，繰り返し周波数 100 Hz の Ti:Sapphire レーザ
ー（Spitfire Pro，Spectra Physics）及び，パルス幅
8 ns，波長 532 nm，エネルギー 5.5 mJ/pulse，繰り
返し周波数 10 Hz の Nd:YAG レーザー（LAB-170-10，
Spectra Physics）を用いた．焦点距離 8 mm，NA 
0.5 の非球面レンズを用いて，水中に集光照射した．
焦点におけるビーム系は 175 µm と算出され 10），強
度は 2.3 × 1014 W/cm2（fs レーザー照射実験）及び
2.2 × 109 W/cm2（ns レーザー照射実験）となる．レ
ーザー光は最大 20 分間照射した．比較の ns レーザ
ー照射実験では，繰り返し周波数が 10 Hz のため 100
分間の照射を行い，10 分間の fs レーザー照射の結果
と比較した．反応生成物はガスクロマトグラフィーと
イオンクロマトグラフィーを用いて定性定量分析し
た．なお，ガスクロマトグラフィーには TCD（Thermal 
Conductivity Detector）検出器及び active carbon カ
ラムが装備されたガスクロマトグラフを用いており，
検出可能なガス成分は H2, CO である．生成した有機
物の炭素源を調べるため，13CO2 飽和超純水への fs レ
ーザー照射実験を行い，生成物をガスクロマトグラフ
ィー質量分析装置（GC-MS）とイオンクロマトグラ
フィー質量分析装置（IC-MS）によって分析し，炭素
源を明らかにし た．反応のメカニズムを調べるため，
Ar または CO2 飽和 HCOOH または（COOH）2 水溶液
及び湿潤させた CO2 ガスへの fs レーザー照射実験を
行った． 

図 1　（a）CO2 飽和超純水，（b）超純水存在下の CO2

　　　　　　ガスへの fs レーザー照射実験

図 3　13CO2 飽和超純水中への fs レーザー照射生成物の
（a）IC-MS クロマトグラムと（b）GC-MS クロ
マトグラム

図 2　CO2 飽和超純水への fs レーザー照射によって生
成した H2，CO，HCOOH，（COOH）2 量のレーザー
照射時間依存性，（b）は（a）の拡大図
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観測された（表 1）. これらの結果より，本反応は水
中に存在する CO2 と fs レーザー特有の反応であるこ
とが明らかとなった．
　ここで fs レーザーによる水中 CO2 分子からの有機
物生成の反応メカニズムについて考察する．レーザー
照射によって誘起される有機物生成反応には，レーザ
ーと CO2 の相互作用，高温プラズマ，レーザー誘起
衝撃波等の影響が考えられる．実験的にこれらを完全
に分けて調べることは困難であるため，これらの影響
の可能性についてそれぞれ述べる．
　強度が 1014 W/cm2 以上になる fs レーザー照射では，
多光子プロセスが期待できる 10）．仮に，fs レーザー
と CO2 分子の相互作用によって反応が誘起されるな
らば，CO2 ガスへの fs レーザー照射によっても有機
物が生成する可能性が高い．CO2 への fs レーザー照
射実験については多数報告されているが 13,14），ガス中
へのレーザー照射では，CO2 のフラグメントイオンや
イオン化した CO2 分子のみが検出されており，有機
物生成は約 100 J/pulse のハイパワーレーザーを用い
た場合 8）以外は報告例がない．我々の実験でも，超
純水で湿潤させた CO2 ガスに fs レーザーを照射して
も，CO と H2 以外は検出されなかった．H2 が検出さ
れたため，気相中の水分子の反応は進行している．し
たがって，fs レーザーと分子の相互作用が反応の主な
駆動力であれば，CO2 と H2O の反応物が生成しても
よく，fs レーザー照射によって誘起される多光子プロ
セスでは実験結果を説明することは難しい．fs レーザ
ー照射による分子のイオン化効果についても同様であ
り，イオン化効果が反応の駆動力であるならば，CO2

ガスへの fs レーザー照射によって有機物が生成する
と期待できるが，生成しなかった．すなわち，イオン
化効果だけでは実験結果を説明することはできない．
　次に，fs レーザー照射によって生成する水和電子な
どの還元剤の効果について述べる．水中へのレーザー
照射によって水和電子や水素ラジカルなどの還元剤が
生成し，プロトンや金属イオンを還元することで水素
や金属ナノ粒子を生成すると報告されている 10,12）．レ
ーザー照射によって生成する強還元剤が CO2 も還元
して有機物を生成している可能性がある．仮にレーザ

ー照射によって生成する水素ラジカル等の強い強還元
剤によって CO2 が還元されて HCOOH や（COOH）2 が
生成するなら，大量の H2 を生成した ns レーザー照
射でも CO2 が還元されて有機物が生成する可能性が
高い．しかし，生成したのは CO のみであり，有機物
は生成しなかったため，強還元剤による CO2 還元反
応では，有機物生成の実験結果を説明できない．
　次に，レーザー照射によって生成するプラズマの温
度効果について述べる．レーザー照射によってプラズ
マが生成することはよく知られており，fs レーザーを
用いた場合にはプラズマフィラメントが生成する 15）．プ
ラズマ生成によって局所的な温度上昇が生じるため，
高温反応場によって CO2 が有機物に変換される可能
性がある．レーザー生成プラズマの温度については多
数の報告がある．例えば，fs レーザーで誘起されるプ
ラズマの温度は 104 ～ 105 K であり，ns レーザーでは
6.96 × 105 K との報告がある 16）．高温反応場によっ
て CO2 が還元されて有機物が生成するならば，ns レ
ーザー照射でも同様の反応が期待できる．しかし，ns
レーザー照射では有機物が生成しないため，高温反応
場では実験結果を説明することができない．
　最後に，レーザー誘起衝撃波について述べる．レー
ザー誘起衝撃波によって誘起される化学反応について
は，多数の報告がある．例えば，ナノ秒レーザー照射
による CH4 からのアミン生成 6）や CO2 を溶解させた
氷への ns レーザー照射による CH3OH 生成などが報
告されている 9）．衝撃波によって誘起される化学反応
は，衝撃波圧力が影響する．我々は，過去の報告例を
基に，レーザー照射によって誘起される衝撃波圧力を
算出した．衝撃波圧力と速度の関係は，式（1）のよ
うに報告されている 17,18）．

 　　       
（1）

　ここで，c1，c2 は定数，c0，ρ0，us はそれぞれ，音速，
媒質の密度，衝撃波波面の速度であり，水を用いた場
合では，c0 ＝ 1,483 m/s，c1 ＝ 5,190 m/s，c2 ＝ 25,306 
m/s，ρ0 ＝ 998 kg/m3 である 17）．我々の実験と同様
の条件で水中にレーザーを照射した際に発生する衝撃
波速度は，30 km/s （fs レーザー）19）， 4.5 km/s（ns レ
ーザー）18）と報告されている．これらの値から，fs レ
ーザー及び ns レーザー照射で発生する衝撃波圧力は
それぞれ，1.9 TPa，7.4 GPa と算出される．実験的に
求めた値ではないが，fs レーザー照射のほうが大きな
衝撃波圧力を印加できることが示された．すなわち，
ns レーザー照射で CO2 が変換されないのは，圧力が
小さかったためと推察される．これらの議論は，衝

表 1　CO2 飽和超純水への fs, ns レーザー照射及び超純
水で湿潤させた CO2 ガスへの fs レーザー照射に
よって生成した H2，CO，HCOOH，（COOH）2 量
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る．Ar 飽和 （COOH）2 への fs レーザー照射実験で
は，CO2 飽和超純水への fs レーザー照射実験と比
較して，同レベルの CO 生成と多量の HCOOH 生
成が確認された．これは，（COOH）2 の分解によっ
て CO 及び HCOOH が生成したことを示している．
レーザー照射後の （COOH）2 量が 439.33 µmol（減少
量 60.67 µmol）に対して，CO, HCOOH の生成量はそ
れぞれ 0.26, 2.65 µmol と少なかった．この結果から
も，CO， HCOOH 以外の物質生成が示唆される．ま
た，CO2 飽和 （COOH）2 への fs レーザー照射では，
CO，HCOOH 生成量が増加した．これは，炭素源が
CO2 と（COOH）2 に増えた効果と考えている．また，
レーザー照射後の（COOH）2 量が 411.85 µmol（減少
量 88.15 µmol）に対して，CO と HCOOH 生成量がそ
れぞれ 0.48, 6.10 µmol と低く，CO, HCOOH 以外の物
質生成の可能性を示唆している．これらの結果から，
fs レーザー照射によって，水中の CO2 分子が反応し，
CO, HCOOH が生成するが，同時に分解反応も起こっ
ており，他の有機物（C2H4，CH3OH など）が生成し
ている可能性が示された．実際に，図 4 に示すように，
CO2 飽和 0.1 M（COOH）2 への fs レーザー照射では，
m/z ＝ 97，117 の物質が検出されており，CO2 を飽
和させた超純水からアルコールや，より炭素鎖が大き
くなった他の有機物が生成していることが明らかと
なった．この結果は，CO2 を飽和させた超純水にレー
ザー誘起衝撃波を繰り返し印加することで，HCOOH
や （COOH）2 よりも大きな分子が生成できる可能性を
示唆している．Ishikawa らは，ヘキサンなどの液体
アルカンに fs レーザー誘起衝撃波を印加することで，
様々な有機物が生成可能であると報告している 20）．こ
の反応では，炭素数が原料アルカンの 2 倍の有機物が
主生成物として検出されているが，同時に C-C 結合
生成反応も生じている．これらの結果から，繰り返し
の衝撃波印加によって，水中に溶解した CO2 分子が

撃波圧力以外の効果を完全に否定するものではいが，
水中 CO2 分子からの有機物生成反応の駆動力として，
衝撃波圧力のみで実験結果を説明することが可能であ
り，反応の駆動力になっている可能性が高いと考えて
いる．
　レーザー照射時間が長くなると，単位時間当たり
の HCOOH や （COOH）2 の生成量が減少する（図 2）．
このことは，fs レーザーによる衝撃圧力で生成物の
分解や反応が進み，他の物質が生成している可能性
を示唆している．そこで，Ar または CO2 で飽和し
た HCOOH，（COOH）2 水溶液への fs レーザー照射
実験を行った．その結果を表 2 に示す．本実験では，
0.1 M の溶液 5 mL を使用したので，レーザー照射
前の各溶液中に含まれる HCOOH，（COOH）2 は 500 
µmol である．Ar 飽和 HCOOH 水溶液へのレーザー
照射では，CO2 飽和超純水へのレーザー照射と比較
して CO，（COOH）2 の生成量が多かった．炭素源が
HCOOH のみであるため，HCOOH の分解と反応に
よって CO と（COOH）2 が生成したと推察される．ま
た，レーザー照射後の HCOOH 量が 402.50 µmol（減
少量 97.5 µmol），CO 及び（COOH）2 の生成量がそれ
ぞれ 0.78，2.15 µmol であり，反応前後の C，H，O
の量に見かけ上の変化が生じている．HCOOH は分
解して CO2 が生成しやすいため，一部は CO2 に分解
されたと推察されるが，CO，（COOH）2 以外の物質が
生成している可能性がある．次に，CO2 飽和 HCOOH
水溶液へのレーザー照射実験では，CO と（COOH）2

の生成量がさらに倍以上になった．これは，炭素源
が CO2 と HCOOH になった効果であると推察され
る．すなわち，CO2, HCOOH の分解による CO 生成，
CO2 と CO2，HCOOH と HCOOH，CO2 と HCOOH
の反応による （COOH）2 生成が示唆された．また，
レーザー照射後の HCOOH 量が 335.50 µmol（減少
量 164.5 µmol），CO と （COOH）2 の生成量がそれぞ
れ 1.89, 4.36 µmol であり，この結果もまた，反応前
後の C，H，O の量に見かけ上の変化を示している．
HCOOH は CO2 雰囲気下では安定であるため，分解
によって CO2 が生成した可能性は低い．すなわち，
CO と （COOH）2 以外の物質が生成した可能性があ

表 2　Ar または CO2 飽和 0.1 M HCOOH, （COOH）2 へ
　　　の fs レーザー照射 fs レーザー照射後の H2，CO，
　　　HCOOH，（COOH）2 量

図 4　CO2 飽和 0.1 M（COOH）2 水溶液へのレーザー照
射により生成した物質の IC-MS クロマトグラム
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起点となり，HCOOH や（COOH）2 だけではなく，様々
な有機物を生成できる可能性があると考えている．

まとめ

　CO2 を溶解させた超純水中へのレーザー照射による
有機物生成について検討した．レーザー誘起衝撃波に
よる TPa オーダーの衝撃波圧力を印加することによ
って有機物が生成することが明らかになった． 今回
の研究は，レーザー照射によって水中 CO2 分子から
有機物を生成する初の成果である．生命を構成する分
子を作り出すにはアミン等を作り出す必要があるが，
原始地球の主成分である CO2 ＋ N2 ガスを用いれば，
アミン等の N 含有有機物生成も期待できる．
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編 集 後 記
本小特集号では，持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）とフォトニクスに

関連する研究をご紹介，解説いただきました．ご存知の通り，SDGs は国際連合により 2015 年 9 月に

採択された 17 の世界的目標で構成され，2030 年までの達成が目指される具体的指針です．残された

期間は 10 年を切っていますが，2020 年の評価では，我が国において「達成には程遠い」や「課題が多い」

と評価されている目標や，世界的に見ても，達成している国がまだない目標も多くあります．本小特集

号では，特に，そのような「達成には程遠い」や「課題が多い」目標を中心に，フォトニクスで解決で

きないか，解決できそうな取り組みという観点で原稿を依頼させていただきました．年末年始をまたぐ

お忙しい中，ご協力をいただきました著者の先生方，編集にご協力いただきました皆様に深く感謝申し

上げます．

　加えて「SDGs とフォトニクス」という技術的解決の側面を模索する立場にあると思われる本誌で

「SDGs を語る上で，ジェンダー平等を語らないわけにはいかない」という編集担当者の強い思いを実現

してくださり，巻頭言をいただきました近藤高志先生，この意図をご理解いただきました分科会幹事の

皆様に重ねて御礼申し上げます．

（京都工芸繊維大学電気電子工学系　北村 恭子）
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