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1.  はじめに 
  
温室効果ガスの削減対策の一つに，燃料として使用

する石油（ガソリン）の一部をエタノ－ルに代替する

方法が提案されている。特にブラジルやアメリカでは，

エタノ－ルの製造を勢力的に進めており，両国で世界

生産量の 6 割以上を占めている（図－1）1） 。これら

のエタノ－ル生産国では，糖質系のサトウキビやデン

プン系のトウモロコシなどの各地域特性に適した作物

が原料として用いられている。しかしこのような中，

アメリカでは 2006 年の 1 年間でトウモロコシの価格が

2 倍近くに高騰したため，それに関わる食品の物価上

昇を引き起こしている。また，人口増大に伴う食糧確

保が世界的な課題である今，トウモロコシ等の食糧を

エネルギ－生産の原料として用いることは得策ではな

い。このことから，食糧問題とエネルギ－問題の衝突

を回避するために，非食用系バイオマスであるリグノ

セルロ－スがエタノ－ルの原料として注目されている。 
 

2.  バイオエタノ－ル製造方法とその課題 
 
バイオエタノ－ルの製造は①前処理，②糖化，③発

酵，及び④精製から成り，その工程は原料によって異

なる（図－2）2）。 
 サトウキビ等の糖質系バイオマスの場合には，単糖

を直接得ることができるため，微生物によるエタノ－

ル発酵及び精製を経て製造できる。また，トウモロコ

シ等のデンプン系バイオマスでは，残渣に対してアミ

ラ－ゼ処理を施すことでデンプンを単糖へと変換した

後，先と同様の発酵・精製工程を経る。一方，木材や
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図－1 世界におけるエタノ－ル生産量 

Fig.1 Tne ethanol quantity of production of in the world 
 
草木等のリグノセルロ－ス系バイオマスは，その強固

な構造により粉砕後の残渣に対して高温高圧の条件下

で行う物理化学的処理により糖化を行う。 
このようにリグノセルロ－ス系バイオマスを原料と

したエタノ－ル製造技術は，他のバイオマスと比較し

てその工程が複雑である。 
 

図－2 バイオエタノ－ルの製造プロセス 
Fig.2 The manufacturing process of bioethanol from each 

biomass 
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3.  木材からの糖化方法 3.  木材からの糖化方法 表－1 酸加水分解法による糖化性能4）

  Table 1 The perfomance of acid－hydrolysis method 
リグノセルロ－スの一つである木材は，主にヘミセ

ルロ－ス，セルロ－ス及びリグニンの成分が含まれて

いる（図－3）。これらの内，エタノ－ル原料となる成

分はヘミセルロ－ス，及びセルロ－スであり，既往技

術である酸加水分解法によって糖化が可能である。 

リグノセルロ－スの一つである木材は，主にヘミセ

ルロ－ス，セルロ－ス及びリグニンの成分が含まれて

いる（図－3）。これらの内，エタノ－ル原料となる成

分はヘミセルロ－ス，及びセルロ－スであり，既往技

術である酸加水分解法によって糖化が可能である。 
  

 
図－3 木材の主成分 

Fig.3 The main ingredient in wood 
 
一般的な酸加水分解法としては，濃硫酸法及び二段

階希硫酸法があり，両手法の糖化性能を表－1 にまと

めた。 
濃硫酸法の代表的な操作条件は，粉砕後のバイオマ

スと希硫酸（～8%）を常温にて数時間混合し，ヘミセ

ルロ－スを分解・分離する。その後，残渣に対して 50
～85%硫酸を加え，70～80℃で数分間処理することで

可溶性のグルコ－スポリマ－に転換する。さらに，溶

液の酸濃度を 6%まで希釈した後，100～140℃にて 20
～30 分反応させ，単糖を得る4）。この手法は，酸の使

用量が多いため，環境負荷が大きい。また，生成され

た糖が過剰に分解されるため，利用可能な糖収率は必

ずしも高くないことが指摘されている5）。 
一方，2 段階希硫酸法は，第 1 段階目に残渣と希硫

酸を 140～150℃，0.3～0.7MPaの条件下で反応させるこ

とで，90%のヘミセルロ－スを糖化できる。さらに第 2
段階目では固液分離後の残渣に対して，180℃～240℃，

1.4～2.0MPaの条件下で処理し，セルロ－スを糖化する
4）。この手法は，濃硫酸法と比較してヘミセルロ－ス

の糖化率が高く，薬剤使用量も抑えられることから，

ヘミセルロ－スの糖化には，希硫酸法が適していると

考えられる。この希硫酸法の特長を生かし，2007 年 1
月にバイオエタノ－ル・ジャパン・関西株式会社

（BJK）は，環境省の助成を得て希硫酸法を採用した

エタノ－ル製造プラント（大阪府堺市，大阪エコタウ

ン）を開設した（図－4）。本施設では現在，木材中の

ヘミセルロ－スからのエタノ－ル製造を実施している
6）。これに対し二段階目の希硫酸処理では，セル 

 
ロ－スの糖化率は 60%と比較的低い。そのため，セル

ロースを高収率で糖化できる技術が求められている。 
 以上のように，濃硫酸及び希硫酸法を用いて木材中

のヘミセルロ－ス及びセルロ－スを糖化することがで

きる。しかし，反応条件が厳しいために投入するエネ

ルギ－や設備及び運転などにかかるコスト低減等，改

善すべき課題も残されている。このような背景の中，

現在，次世代のバイオエタノ－ル生産としてリグノセ

ルロ－ス系バイオマスを対象とした効率的なエタノ－

ル転換技術の開発が世界的に検討されている。 
 

 

図－4 バイオエタノ－ル製造プラント 
Fig.4 The manufacturing plant of bioethanol 

 

4.  酵素糖化法 
 

上記に述べた糖化技術の課題を解決する手法として，

近年，酵素糖化法が注目されている。酵素糖化法は，

微生物が生産する酵素であるセルラ－ゼを用いて，ヘ

ミセルロ－ス及びセルロ－スを単糖に変換する手法で

ある。この手法の特長としては，常温・常圧での反応

であることから，省エネルギ－での運転が可能である。

さらに，糖化と発酵の工程を同時に行う同時糖化発酵

が期待できることから（図－5），プラントのコンパク 
ト化も図れる。また同時糖化発酵は，糖化された糖が

 濃硫酸法 2 段階希硫酸法

酸濃度（%） 8～85 0.5～1.5 

ヘミセルロ－ス 80 90（1 段階目）糖化率

（%） セルロ－ス 80 60（2 段階目）

リグニン ヘミセルロ－ス

27% 

セルロ－ス 

33% 

40% 
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図－5 同時糖化発酵 

Fig. 5 The simultaneous saccharification and fermentation 
 
速やかにエタノ－ル発酵に用いられるため，糖の蓄積

に伴う酵素反応の阻害を回避でき，結果的に糖化反応

が効率的に進むというメリットも有している。しかし，

木材中のセルロ－スは，ヘミセルロ－スやリグニンに

よって取り込まれているため，酵素が作用し難いとい

う課題がある5）。 
 
 これを解決するために希硫酸法と酵素法を組み合わ

せた手法が提案されている。具体的には，粉砕した残

渣に対して希硫酸処理を行い，ヘミセルロ－スを糖化

した後，固液分離後の残渣に対してセルラ－ゼ処理を

行うものである5）。既に月島機械株式会社は 2005 年度

環境省委託事業の中で，木材に対して希硫酸処理を行

い，その残渣に対しての酵素糖化法の検討を行ってい

る7）。しかし，残渣中に含まれるリグニンによって酵

素反応が阻害されることが示唆されている。そのため，

高い糖化率を得るには多量の酵素を用いる必要があり，

製造コストが高くなることが課題である。 
 

5.  本研究の目的 
 これまで木材の糖化技術について述べたが，効率的

な酵素糖化法の確立が，エタノ－ル製造全般の効率化

に大きく貢献する。そこで本研究では，木材からの酵

素糖化法によるエタノ－ル製造システムを確立するこ

とを目的としている。ここでは，BJK のエタノ－ル製

造プラントにおいて木材に対して希硫酸処理を行った

後のリグノセルロ－ス残渣を用いて，高収率でセルロ

ースを糖化できる前処理技術の検討を行った。 

6.  酵素糖化法の前処理法の検討 
 
6.1  はじめに 
本研究では，酵素糖化法の前処理としてリグノセル

ロ－ス残渣をアルカリ条件下で酸化処理するAlkaline 
Oxidation（A/O）法に着目し，試験を行った。A/O法は，

1984 年にGould8）によって提案された手法であり，粉

砕後のバイオマスをアルカリ溶液に浸漬させた後，酸

化剤である過酸化水素を添加して処理を行う手法であ

る。Gouldの報告によれば，様々なバイオマスに対して

A/O処理を行うことで酵素糖化法が促進されることが

示されている（表－2）。この結果，トウモロコシや麦

ワラなどのソフトバイオマスに対してはA/O法の効果

が高く，一方，ケナフやオ－クなどの木質系に対して

はその効果は低いと結論付けている。また，これまで

の既往研究において，木材などの木質系のバイオマス

に対してA/O処理が有効であるという報告はない。そ

こで，木材に希硫酸処理を行ったリグノセルロ－ス残

渣に対してA/O処理を行い，その効果を実験的に評価

した。 
 

表－2 A/O 処理後の残渣に対する酵素糖化率 
Table 2 The saccharification ratio on biomass by A/O 

treatment 

  糖化率（%） 

バイオマス アルカリ処理 A/O 処理 

麦ワラ  27 93 

トウモロコシ 茎 50 100 

 穂 32 100 

 殻 62 99 

大麦  27 82 

大豆 ワラ 46 75 

ケナフ  26 58 

オ－ク  22 53 

 
6.2  実験方法 
6.2.1  A/O 処理 

供試バイオマスには，BJK のエタノール製造プラン

トにて木材に対して希硫酸処理処理を行った後のリグ

ノセルロース残渣を用いた。250mL 容バイアル瓶に乾

燥重量あたり 10g のリグノセルロ－ス残渣を量り取り，

スラリー濃度が 10%になるように水酸化ナトリウム溶

液を添加した後（終濃度：3%），3 時間攪拌させた(ア
ルカリ処理)。その後，30%過酸化水素を所定量加え，
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さらに 15 時間攪拌した(酸化処理)。尚，溶液中のリグ

ニンの影響を調査する際には，アルカリ処理後に吸引

濾過にて固液分離を行い，濾液と同量の 1%水酸化ナト

リウム溶液と回収した残渣を混合させ，酸化処理を行

った。酸化処理後は吸引濾過にて残渣を回収するとと

もに，蒸留水で洗浄した後に 100mL の 200mM クエン

酸溶液（pH4.8）で中和・洗浄を行った。 
6.2.2  残渣中の成分分析9） 

105℃のオーブンにて 3 時間乾燥させた残渣を試料と

して用いた。10mL 容試験管に 0.3g 試料と 72%の硫酸

溶液を加え，適宜攪拌を行いながら，30℃にて 1 時間

保持した。その後，この混合物と 84mL の蒸留水を

100mL 容バイアルに添加し，オ－トクレ－ブ処理

（121℃，１時間）を行った。オ－トクレ－ブ処理後は，

吸引濾過にて固液分離を行い，回収した残渣を 105℃
にて一晩乾燥させた後の重量を測定した（W1）。乾燥

後の残渣は 575℃で 3 時間強熱減量を行い，その重量

を測定した後（W2），下記の式にて酸不溶性リグニン

の含有率を求めた。 
酸不溶性リグニンの含有率（%） 
=100×（W1－W2）／（0.3×試料の固形割合） 
また，セルロース含有率は炭酸カルシウムにて中和

した濾液の糖濃度を HPLC にて測定し，その値から求

めた。 
6.2.3  糖化試験 

 100mL 容量のバイアル瓶に乾燥重量あたり 2.5g にな

るように A/O 処理後の残渣を量り取り，15FPU/g－原

料のセルラ－ゼ（ジェネンコア社製）溶液（pH4.8）を

添加した。尚，スラリ－濃度は 5%とし 200mM クエン

酸溶液（pH4.8）にて調整した。反応は 40℃で行い，

144 時間後の溶液中のグルコ－ス濃度を測定した。ま

た糖化率は，溶出したグルコ－ス量をセルロ－ス量に

換算し，下記の式にて求めた。 
糖化率（%） 
＝100×溶出したセルロ－ス量／固形のセルロ－ス量

（試験開始時） 
尚，1FPU は濾紙から 1 分間に 1μmol のグルコ－ス

に相当する還元糖を生成する酵素量を示す。 
 
6.3  A/O 処理に伴う酵素糖化の促進効果 

A/O処理に伴う酵素糖化の促進効果を確認するため

に，過酸化水素濃度を 150mg－H2O2/g－原料としてA/O
処理を行い，糖化試験を行った。また，比較対照とし

て，AO処理を実施しない未処理系に対しても同様の糖

化試験を行った。その結果，どちらの系もセルラ－ゼ

による糖化を確認できたが，その糖化率は，未処理系

がおよそ 40%に対してA/O処理系は，70%近い値を示し

た（図－6）。このことからA/O処理を行うことで，酵

素糖化法が促進されることが示された。 
 ここで，処理前後の残渣中の成分を分析したところ，

処理に伴いリグニンの含有率が低下していることが明

らかとなった（図－7）。そのため，A/O 処理に伴う糖

化反応の促進は，セルロ－スを取り巻いているリグニ

ンが除去され，セルラ－ゼの反応部位が増えたためで

あると推察される。 
 以上の結果から，木材に対して希硫酸処理を行った

残渣に A/O 処理を行うことで，酵素糖化が促進される

ことが明らかとなった。 
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図－6 A/O 処理に伴う酵素糖化の促進効果 
Fig.6 The accelerated effect of enzymatic saccharification by 

A/O treatment 
 

0

20

40

60

80

100

120

処理前 処理後

含
有

率
(%

)

リグニン セルロース

 
図－7 処理前後における各成分の含有率 

Fig.7 The ingredient ratio of cellulose and lignin before and 
after A/O treatment 
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6.4  A/O 処理に影響を及ぼす因子検討 
6.4.1  過酸化水素濃度の影響 

 A/O処理には，薬剤濃度や反応時間など反応因子が

あり，これらの因子が処理効率に及ぼす影響を把握す

ることで，A/O処理の 適化が可能である。そこで，

まず過酸化水素濃度を 60～320 mg－H2O2/g－原料とし

てA/O処理を行い，残渣に対して糖化試験を行った。 
その結果，過酸化水素濃度が増加するにつれて，糖

化率が上昇する傾向が確認された（図－8）。そのため，

AO 処理を効率良く行うためには，過酸化水素濃度を

高める必要があることが示唆された。 
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図－8 過酸化水素濃度による糖化率 
Fig.8 The saccharification ratio on H2O2 concentration 

 
6.4.2  溶液中のリグニンの影響 

 6.4.1 の結果から A/O 処理を効率的に行うには，過酸

化水素濃度を高める必要があることが示された。しか

し，過酸化水素はリグニン以外の物質にも反応するこ

とから，経済的な処理を行うためには薬剤の使用量を

極力抑えることが必要である。一方で，A/O 処理にお

いてリグノセルロース残渣とアルカリ溶液を混合する

と，固形中のリグニンが溶解する。そのため，過酸化

水素を添加した際には，溶解したリグニンによって固

形への反応が阻害されている可能性が考えられる。 
 そこで，アルカリ処理後に濾過工程を加えてリグニ

ン溶液を除去するプロセスにて A/O 処理を行った（図

－9 プロセス B）。図－10 にプロセス A 及び B で過酸

化水素濃度を変化させて A/O 処理を行った残渣の糖化

率を示す。どちらの系も過酸化水素濃度が高い程，糖

化率は高い値を示したが，その糖化率は，アルカリ処

理後に固液分離を行うプロセス B の方が高い値を示し

た。そのため，プロセス B にて A/O 処理を行うことで

過酸化水素の使用量を削減できることから，ランニン

グコストを低減できる可能性が示唆された。 
 

プロセス A 
（従来法） 

プロセス B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－9 プロセス A 及び B の手順 
Fig.9 The procedure of process A and B 
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図－10 各プロセスにおける糖化率 

Fig.10 The saccharification ratio on process A and B 
 

7.  エタノ－ル製造システムの提案 
 以上の知見をもとに，A/O法を用いた木材からのエ

タノ－ル製造フロ－を図－11 に示した。粉砕した木材

に対して，まず希硫酸処理を行い，ヘミセルロ－ス由

来の糖化液を得て，微生物による発酵を行う。一方，

希硫酸処理後のリグノセルロ－ス残渣はアルカリ処理

を行い，固液分離を行った後，残渣に対して酸化処理

を行う（A/O処理）。A/O処理後の残渣は，セルラ－ゼ

とエタノ－ル発酵菌との共存した環境で処理（同時糖

化発酵）され，エタノ－ルまで転換される。尚，アル

カリ処理後のろ液は，再利用が可能であることから8），

処理に必要な水量を節約できる。このシステムにより，

既往技術よりも高収率でのエタノ－ル製造が可能であ

り（表－3），投入するエネルギ－を削減できる可能性

を有している。 

アルカリ処理

固液分離 

酸化処理（H2O2添加） 

アルカリ処理

リグニンの溶解 

アルカリ添加 

液分

残渣 
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図－11 木材からのエタノ－ル製造システムのフロ－ 

Fig.11 The flow sheet of manufacturing process of 
bioethanol from wood 

 
表－3 既往技術と本技術における糖化収率の比較 

Table 3 comparison of saccharification ratioon each system 
 濃硫酸法 二段階希硫酸法 本技術 

ヘミセルロ－ス 80% 90%（1 段階目） 90% 

セルロ－ス 80% 60%（2 段階目） 80% 

 

8.  今後の課題と展望 
今後は，アルカリや過酸化水素の 適な濃度を決定

することでA/O処理の 適化を図り，同時糖化発酵ま

での一連のシステムを設計するために必要なデ－タの

収集を行う。また，A/O法は麦ワラなどのソフトバイ

オマスやホテイアオイなどの水生植物に対しても有効

な技術である8）, 10）。そのため木材だけでなく，他のバ

イオマスへの適用も視野に入れ，本技術の適応範囲の

拡大を目指す。 
木材 
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