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1.  はじめに 
 
化石資源由来の CO2 排出量削減を目的に，化石燃料

の代替エネルギーの開発が国際的に進められている。

特に，ガソリンと混合して使用できるバイオエタノー

ルは，現行の原動機を使用できることから，化石燃料

の代替品として国際的に注目されている。 
バイオエタノールは，その原料を食料穀物から食糧

と競合しないセルロース系バイオマスへと国際的にシ

フトする動きにあり、セルロース系バイオマスからの

エタノール生産の研究開発が精力的に進められてい

る 1)｡日本においても，2030 年までにバイオ燃料の大幅

な生産拡大が掲げられており，そのほとんどをセルロ

ース系原料から生産するとしている 2)。 
セルロース系バイオマスとは、草木の葉や枝，幹な

どの植物体を指しており，セルロース，ヘミセルロー

ス，リグニンの三大成分から構成されている。この中

のセルロース，ヘミセルロースが酵素や物理化学的な

処理によってエタノールの原料となる糖にまで分解さ

れる。しかしながら，セルロース系バイオマスの糖化

は，デンプンや糖質系バイオマスと比較して，以下の

理由から非常に困難とされている。セルロースやヘミ

セルロースを糖へ分解する糖化酵素は，植物体のもう

一つの主成分であるリグニンの存在により，糖化効率

が大きく低下する。また，セルロースはグルコースが

重合した物質であるが，強固な分子間水素結合による

高い結晶性のため，その糖化は非常に困難である。  
セルロース系バイオマスから燃料用エタノールを生

産するには，糖化，発酵，蒸留，精製の工程を経るが，

前述のように糖化の工程が も困難であり，様々な糖

化方法の検討がなされている。本報では，草本系バイ

オマス（ソフトセルロース）からのバイオエタノール

製造に開発されている各種前処理・糖化方法の比較と，

アルカリ処理法と同時糖化発酵法をプロセスに取り入

れたバイオエタノール製造実証プラントによる稲わら

からのエタノール製造について報告する。 
 

2.  ソフトセルロースからのバイオエタノー

ル製造技術 
 
 平成 20 年度から開始された稲わらからバイオエタノ

ールを製造する実証事業，農林水産省｢ソフトセルロー

ス利活用技術確立事業｣には，当社とサッポロビール株

式会社の共同実施テーマである｢北海道ソフトセルロー

ス利活用プロジェクト｣の他，3 課題が採択されている。

これら採択課題に適用されている製造技術を図－1 に

示すとともに，以下に技術内容を紹介する 3)。 
 
2.1  アルカリによる前処理・同時糖化発酵（Ａ） 
 当社とサッポロビール株式会社で共同実施の｢北海道

ソフトセルロース利活用プロジェクト｣で採用している

方法である。原料の稲わらを裁断し，アルカリ溶液に

浸漬することでセルロース・ヘミセルロース・リグニ

ン間の結合を弱め，一部脱リグニンを行い，酵素の糖

化効率を向上させる 4)。アルカリ処理後の稲わらは，

酵素による糖化と酵母による発酵を同時に同一槽内で

行う同時糖化発酵によりエタノールを生産する（図

－1A）。本製造方法の特徴は，酵素糖化の前処理であ

るアルカリ処理を常温で行うことである。 
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図－1 ソフトセルロースからのエタノール製造 

プロセス 

Fig.1 Ethanol production processes of soft cellulosic resources 
 
2.2  水熱分解による前処理・酵素糖化（Ｂ） 
 原料の稲わらと 300℃以下の高温・高圧の熱水を水

熱分解槽内で反応させ，多糖の加水分解と脱リグニン

を行う。水熱分解後，酵素による糖化を 5 単糖と 6 単

糖で別々に行い，続いて 5 単糖と 6 単糖を各々別の発

酵によってエタノールを生産する（図－1B）。このプ

ロセスでは，化学薬品を使用しないが，水の加温・加

圧にエネルギーを要する。 
 
2.3  アルカリ蒸解による前処理・酵素糖化（Ｃ） 
 パルプ製造で用いるアルカリ蒸解を用いた方法であ

る。高温のアルカリ溶液による脱リグニン処理を行い，

後段の酵素糖化効率を向上させる方法である。原料の

稲わらとアルカリ溶液を圧力容器内に投入し，圧力容

器内を加温，加圧して高温化したアルカリ溶液によっ

て脱リグニンを行う。アルカリ蒸解後のわらは微粉砕

し，酵素による糖化，5 単糖，6 単糖ともに資化できる

遺伝子組み換え菌によってエタノールを発酵生産する

（図－1C）。このプロセスでは，前処理に薬品と熱の

両者を使用する点と発酵前の微粉砕工程でコストおよ

びエネルギーを要するが， 5 単糖と 6 単糖を同一微生

物で発酵できる点が有利である。 
 
2.4  熱水糖化法（Ｄ） 
 原料を熱水で処理することにより酵素を使用するこ

となく，直接糖化する方法である。微粉砕した稲わら

をエタノール存在下で加温，加圧し，一段階目でヘミ

セルロースを糖化して 5 単糖を得，二段階目でセルロ

ースを糖化して 6 単糖を得る。5 単糖と 6 単糖はそれ

ぞれ別の菌によって発酵され，エタノールが生産され

る（図－1D）。このプロセスでは，エタノールを溶媒

として使用するが，生産するエタノールで充当する。

ただし，糖化の際に微粉砕のための動力，加温，加圧

のための熱エネルギーを要する。 
 
2.5  製造方法の特徴 
 前述の 4 つのソフトセルロースバイオマスからの製

造方法について，それぞれの特徴を表－1 にまとめる。 
 
表－1 ソフトセルロースからのバイオエタノール製造方法

の特徴 
Table 1 Characteristics of bio ethanol production processes from 

soft cellulostic resources 
製造方法 特徴 

A:アルカリ処理・

同時糖化発酵 

・前処理に薬品を使用する 

・常温常圧の反応 

・設備の簡略化が可能 

・６単糖のみを利用 

B:水熱分解・ 

酵素糖化 

・前処理に薬品を使用しない 

・前処理時に高温，高圧を要する 

・５単糖、６単糖を利用 

C:アルカリ蒸解・

酵素糖化 

・前処理に薬品を使用する 

・前処理に高温，高圧を要する 

・５単糖、６単糖を利用 

D:熱水糖化 

・前処理に高温，高圧，エタノールを

使用する 

・原料を直接糖化できる 

・５単糖、６単糖を利用 

 
 表－1 に示すように，図－1A アルカリ処理以外の前

処理は高温，高圧を必要とする。しかし，セルロース

系バイオマスにを高温，高圧で前処理した場合，糖の

過分解により後段の微生物発酵を阻害するフルフラー

ルや 5HMF（5-ヒドロキシメチルフラール）といった

フラン類が生じる可能性がある。さらに，高温，高圧

を得るための熱源を確保する必要がある。 
 また，図－1 に記載のプロセス A 以外では 5 単糖，6
単糖いずれも使用してエタノールを生産するプロセス

を採用している。一般的に酒造等に使用されている酵

母（Saccharomyces cerevisiae）は 6 単糖の資化性のみを

有しており，プロセス A では一般的な Saccharomyces 
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cerevisiae を使用するため，現段階では 6 単糖からのみ

のエタノール生産となっている。これに対して，他の

プロセスでは，いずれも 5 単糖，6 単糖ともに利用し

てエタノールに転換するプロセスになっている。しか

し，5 単糖からエタノールを高効率で転換可能な菌は

非常にまれであるため，高効率の 5 単糖のエタノール

転換能を有する野生株を見つけてくるか，5 単糖資化

能を組み込んだ遺伝子改変菌を使用している。 
当社採用の酵素糖化法の場合，酵素はセルロースの

みではなく，ヘミセルロースも分解し，5 単糖も生じ

る。このため，現在採用している菌株から 5 単糖，6
単糖資化性の発酵微生物に変更することで， 5 単糖，

6 単糖ともにエタノールに転換できるプロセスに変更

可能である。 
 また，同時糖化発酵では糖化酵素が生成する糖を酵

母が直ちにエタノールに転換するため，槽内の糖濃度

が高くならない。このため，同時糖化発酵では酵素の

自らの生成物濃度が高くなると生成能力が低下し，酵

素の濃度阻害が起こらず，設備の簡略化のみならずエ

タノールの生産効率の向上にも寄与している。 
 

3.  アルカリ処理―同時糖化発酵法によるエ

タノール製造実証設備 
 
図－1A に示したプロセスにより，稲わらを原料とし

たエタノール製造実証設備を設計し，北海道恵庭市の

サッポロビール株式会社北海道工場敷地内に実証設備

を施工した。2009 年 7 月末に設備を完成，以降試運転

実施後，実証運転を 2012 年度までの実施予定で行って

いる。実証設備のプロセス概要を図－2 に示す。 
 

 
図－2 アルカリ処理，同時糖化発酵を取り入れた稲わらか

らのエタノール製造実証設備プロセス 

Fig.2 Ethanol demonstration production process using alkali 
treatment and simultaneous saccharification and fermentation 

 以下に実証プラントの基本的な運転プロセスについ

て記載する。 
バイオエタノールの原料である稲わらは，北海道南

幌町の水田でロールベーラーにより直径 120cm，高

さ 120cm，重量 150 から 200kg のロール状に形成され

た状態で実証プラントに搬入される（写真－1）。稲わ

らロールは，計量器で所定量を計量して裁断機に投入，

後段の液系における搬送のために 1cm 以下に裁断する。

裁断されたわらは，アルカリ溶液を張ったアルカリ処

理槽（写真－1）へ投入される。 
 

 
写真－1 稲わらロールとアルカリ処理槽 

Photo 1 Roll of rice straw and alkali treatment tank 
 
 約 18 時間アルカリに浸漬され，セルロース，ヘミセ

ルロース，リグニン間の結合を弱められた稲わらは，

アルカリ溶液と原料のわらに固液分離機（写真－2）に

より分離する。分離されたアルカリ溶液は，次回のア

ルカリ処理に再利用できるシステムとしている。原料

のわらは，中和槽内で酵素糖化と酵母のエタノール発

酵に適した pH=4.8 に調整される。 
 

 
写真－2 固液分離機 

Photo 2 Solid-liquid separator 
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pH 調整後のわらは，培養酵母と糖化酵素であるセル

ラーゼ，酵母の補助栄養剤とともに同時糖化発酵槽

（写真－3）に投入され，槽内でセルラーゼによる糖化

と酵母による発酵が同時に行われる。 
72 時間同時糖化発酵を行った発酵液は，蒸留器でエ

タノール濃度 90w/w%にまで濃縮され，ついで脱水装

置で水分子を除去して燃料用エタノールの規格である

99.5w/w%以上に精製する。 
以上のプラントプロセスにおいては，乾燥重量 85kg

の稲わらから 13L のエタノールが生産できる設計とな

っている。 
 

 
写真－3 同時糖化発酵槽 

Photo 3 Simultaneous saccharification and fermentation tank 
 

4.  実証プラントでのエタノール製造結果 
 
実際に北海道南幌町で採取された稲わらを原料とし，

当該実証プラントを使用してエタノールの発酵生産お

よび蒸留，脱水を行った。エタノールの生産に当たっ

ては，アルカリ処理後の中和をアルカリ処理槽で行い，

再度固液分離機で原料と中和廃液を分離するなど，前

述の基本プロセスから状況に応じ適宜変更してプラン

トを稼働させた。 
2009 年 10 月から 2010 年 3 月までに運転した，実証

プラントにおける，発酵仕込み時のわらからのエタノ

ール発酵収率を表－2 に示す。 
同時糖化発酵のわらからのエタノール収率は，設計

値に近い値で得られた。また，発酵液を蒸留，脱水し

て得られた 99.5w/w%以上の無水エタノールの，JASO
（エンジン油規格普及促進協議会）の燃料用エタノー

ル規格項目分析結果について表－3 に記載する。 
 
 

表－2 稲わらからのエタノール同時糖化発酵収率 
Table 2 Ethanol yield of simultaneous saccharification and 

fermentation by rice straw 
 発酵時わら

仕込み乾重

量(kg) 

同時糖化発

酵収率(%) 

エタノール

発酵生産量

(L) 
設計値 59.5 17.3 13.0 

1 47.5 16.6 10.2 
2 48.6 15.3 9.4 
3 47.8 16.5 10.0 
4 53.9 12.9 8.8 

 
 

表－3 稲わらから製造したバイオエタノールの JASO 規格

項目分析結果 
Table 3 Analysis of bioethanol made from rice straw about JASO 

standard 
試験項目 単位 規格値 分析結果 

外観 － 

無色透明で

懸濁物や浮

遊物が無い

こと 

無色透明で

懸濁物や浮

遊物が無し 

アルコール分 容量% 99.5 以上 99.8 

メタノール g/L 4.0 以下 0.38 

水分 質量% 0.7 以下 0.28 

有機不純物 g/L 10 以下 2.8 

電気伝導度 μS/m 500 以下 80 

蒸発残分 mg/100ml 5 以下 0.7 

銅 mg/kg 0.1 以下 0.01 未満 

酸度 質量% 0.007 以下 0.0056 

pHe － 7±1 6.3 

硫黄分 mg/kg 10 以下 3 未満 

 
 表－3 記載のように，稲わらから本実証プラントに

よって燃料用規格を満足するエタノールを生産するこ

とが出来た。 
 

5.  今後の課題 
 
以上のように，アルカリ処理，同時糖化発酵を取り

入れたバイオエタノール製造実証プラントによって，

稲わらから燃料用規格に適合したエタノールを生産可

能であることが実証された。 
また，前処理後の稲わらからは設計値に近い収率で

エタノールを発酵生産できた。しかし，前処理工程に

おいて，アルカリへの成分溶出として乾燥重量の 30%
を減と見込んでいたが，実際には 45%の減を生じ，原

料のロスが生じた。これは，アルカリ処理後の固液分
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離に使用している機械の性質によるもので，0.5ｍｍ以

下の固形分が液分中へ流出することが主な原因であっ

た。 
機械的な原料ロス以外にも，エタノール収率の向上

に関わる課題として，アルカリ溶液への糖の流出対策，

5 単糖の利用があげられる。製造コスト低減に関わる

課題としては，アルカリ処理時の薬剤使用量の低減，

酵母培養・同時糖化発酵培地材料の削減，等が今後の

課題である。 
以上の課題を解決することで，稲わらからのエタノ

ール大規模製造プラントへのスケールアップ要素を明

確にし，地域バイオマスを利用したエネルギー確保に

貢献できる技術を確立する。  

なお，本研究および実証プラント建設費の一部は農

林水産省「ソフトセルロース利活用技術確立事業」の

補助金によって行われた。 
 

参考文献 
 

1) 資源エネルギ－庁 第 8 回燃料政策小委員会 資料 5 
2) 国産バイオ燃料の大幅な生産拡大：バイオマス・ニッポ

ン総合戦略推進会議，

http://www.maff.go.jp/j/biomass/b_energy/pdf/kakudai01.pdf 
3) ソフトセルロース利活用技術確立事業バイオエタノール

通信 no.4，社団法人地域資源循環技術センター，

70p.,2010. 
4) 副島敬道，山本哲史，瀧 寛則，屋祢下 亮，斎藤祐二：

非食用バイオマスからのエタノール転換技術，大成建設

技術センター報，Vol.42，pp.61-1-61-5，2009. 


