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1.  はじめに 

 

化石燃料の代替として期待されるバイオエタノール

は，食糧との競合が無いセルロース系バイオマスを原

料とした生産へ世界的にシフトしている 1)。特に日本

の農作物の代表である米の副産物である稲わらは，そ

の賦存量からもエタノール原料として期待されるバイ

オマスの一つである。 

セルロースは強固な分子間水素結合で高結晶である

ため，従来の物理化学的糖化方法では，多大なエネル

ギーと重厚な製造設備を要していた。これに対してセ

ルラーゼによる酵素糖化法は，常温常圧の反応である

ことから，省エネルギーな手法として近年注目されて

いる。しかし，植物細胞中のリグニンの存在や，セル

ロースの結晶性により糖化収率が左右されるため，酵

素糖化を促進するための前処理技術が必要となる。 

筆者らは，微粉砕等の代表的な前処理方法と比較し

て，アルカリを用いた常温処理がセルロース系バイオ

マスの酵素糖化効率を大幅に向上できることを見出し，

糖化効率向上のメカニズムについて報告した 2)。また，

このアルカリ処理と同時糖化発酵を製造工程に組み込

んだエタノール製造実証プラントを北海道恵庭市のサ

ッポロビール(株)工場内に建設し，2008 年から 2012 年

に渡る実証実験を行った。この結果，実証プラントに

て JIS 規格を満足する品質のエタノール製造に成功し

た 3)。 

一方，稲わらは水田に他のバイオマス同様薄く広く

分布しているため，大規模工場でのエタノール製造の

原料として考えた場合には，効率的な収集運搬方法が

必要である。また，稲わらは米の収穫時期である秋に

年一回しか収穫されないため，年間を通じて工場を稼

働させるためには，最長で 1 年間の保管が必要となる。 

筆者らは，実証プラントにおける運転とラボ実験に

より，アルカリ処理-同時糖化発酵プロセスを用いた稲

わらからのエタノール製造におけるマテリアルバラン

スを確定した。また，北海道南幌町の水田圃場にて稲

わらの収集運搬実証実験および保管実験を行った。 

以上の実験結果から，北海道において稲わらからバ

イオエタノールの大規模製造を行うことを想定し，最

適となる工場規模，原料の収集運搬範囲，工場設置場

所について検討を行った。 

本報においては，上記検討結果から北海道における

稲わらからのバイオエタノール製造モデルを構築し，

構築したモデルについてエネルギー調達法とエタノー

ル製造効率をパラメータとして，製造コスト，温室効

果ガス(GHG：greenhouse gas，本論文では CO2 を示す)

排出量のケーススタディを行った結果について報告す

る。 

 

2.  検討条件 

 

バイオエタノール製造モデルの検討に使用した各種

設定条件について以下に述べる。 

2.1  稲わらの収取運搬と保管 

2.1.1  稲わらの収集運搬 

稲わらの収集運搬については，従来の収集運搬の各

工程におけるコストを算出し，コストインパクトの高

い工程について改良方法を検討した。従来の稲わら収

集運搬工程と，改良後工程の作業フローを図-1 に示す。 

従来の収集運搬工程では，汎用コンバインでの稲刈

り後に，乾燥を目的としてテッダレーキで反転を 2 回

行う。次に，圃場に分散させた稲わらをテッダレーキ
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で集草後，集草した稲わらを自走式ロールベーラでロ

ール状に梱包する（写真-1）。梱包したロール状の稲わ

らは，トラクタフォークを使用して集積し，圃場外に

一次仮置きする。集積したロール状の稲わらは，トラ

クタフォークで運搬車両に積込み，堆肥場や畜産農家

に運搬される。 

 

 

 

 

 

 

 

 以上の従来工程におけるコストを算定した結果，反

転と梱包のコストが大きいことが判明した。反転工程

については，稲刈りに使用する汎用コンバインの稲わ

ら排出口にウィンドローワというアタッチメントを装

着することで，低コスト化を図った。ウィンドローワ

は，汎用コンバインに装着して排出される稲わらを刈

り株の上に乗るように誘導した乾燥を促進する装置で

あり，農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究

センターで開発したものである 4)。実際の圃場にて，

ウィンドローワを使用した乾燥実験を行った結果，テ

ッダレーキによる反転と同等に稲わらの乾燥が可能で

あり，反転と集草の工程が省略できることを確認した

（写真-2）。 

また梱包の工程においても，従来の自走式ロールベ

ーラから湿性土壌における作業効率に優れたセミクロ

ーラ型トラクター牽引式ロールベーラに変更すること

で，作業時間が短縮できることを確認した（写真-2）。

従来工程と改良後の工程におけるコストの比較を図-2

に示す。 

ウィンドローワの使用による反転・集草工程の省略

および梱包工程に使用する機械の変更により，稲わら

の収集運搬コストは 7,564 円/t から 5,113 円/t に削減可

能となった。なお，後述するバイオエタノール製造モ

デルの検討では，改良後工程の 5,113 円/t を収集運搬コ

ストとして使用した。 

 

 

 

図-1 稲わら収集運搬の従来工程と改良工程 

Fig. 1  Traditional process and improved process of rice 

straw collection 

図-2 稲わら収集運搬の従来工程と改良工程のコスト 

Fig. 2  Cost of the conventional process and the improvement 

process of rice straw collection conveyance 

写真-1 従来工程 

Photo. 1  Traditional process 

写真-2 改良工程 

Photo. 2  Improved process 
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2.1.2  稲わらの保管方法 

収集運搬と同じく南幌町にて，ロール状に梱包した

稲わらの長期保管実験を行った。その結果，稲わらロ

ールを 1 年間腐敗させずに保管するためには，梱包時

の含水率を 15％以下にすることが必要であることが明

らかとなった。 

前項に述べた収集運搬実験においては，ウィンドロ

ーワを装着しての稲わら収穫により，含水率が 15％程

度の稲わらを比較的容易に得られることが確認された。

保管実験においても，ウィンドローワによって乾燥し

た稲わらについて，屋外保管の試験を行った。その結

果，ウィンドローワによって乾燥した稲わらをロール

状に梱包し，透水性の低いシートで覆うことにより，

エタノールの原料として利用可能な状態で一年間保管

できることが確認された。この結果から，検討モデル

における稲わらの保管方法は，ウィンドローワで乾燥

した稲わらをロール梱包し，ブルーシート等の透水性

の低いシートで屋外保管することを前提条件とした。 

2.2  稲わらからのバイオエタノール製造 

2.2.1  大規模製造プロセス 

大規模製造時における稲わらからのバイオエタノー

ル製造プロセスおよび製造収率は，実証プラントにお

ける運転結果を基に決定した。大規模製造工場のバイ

オエタノール製造プロセスフローの概要を図-3 に示す。 

稲わらは裁断機で 1cm 以下に裁断され，所定濃度に

調製したアルカリ溶液を仕込んだアルカリ処理槽に投

入される。アルカリ溶液に浸漬することで，酵素分解

を阻害するリグニンの稲わら細胞内における結びつき

を緩め、セルラーゼの糖化性能を向上させる。 

アルカリ処理後の稲わらスラリーは固液分離機でア

ルカリ溶液と稲わらに分離後，中和槽内で稲わらに酸

を加えて酵素分解と発酵に適した pH に調整する。pH

を調整した稲わらスラリーは再度固液分離機により中

和廃液と稲わらに分離する。その後，同時糖化発酵槽

に中和後の稲わら，所定量のセルラーゼ，酵母前培養

槽で培養した酵母液を加え，37℃で同時糖化発酵を行

う。 

同時糖化発酵を所定時間継続した後，発酵液を蒸留

によりエタノール濃度約 90vol%に濃縮した後，濃縮後

のエタノール溶液を脱水装置で処理し，最終的に

99.5vol%以上の高濃度エタノールを得る。 

アルカリ処理後のアルカリ溶液は固液分離により回

収し，次の処理に再利用することでアルカリ薬剤の使

用量を低減している。所定回数再利用したアルカリ溶

液は中和によりリグニンを析出・除去した後，同時糖

化発酵工程に加えることで，アルカリ溶液中に溶出し

た糖もエタノールの原料に利用する。また，蒸留廃液

は酵母の培養液に，蒸留残渣はバイオマスボイラーの

燃料に利用することで，廃棄物の処分コストを低減す

るシステムとしている。 

 

 

 

2.2.2  大規模製造時のエタノール製造収率 

 前述の大規模製造プロセスにおける稲わらから製品

エタノールの製造収率を表-1 に示す。 

 

製造条件 製造収率 (L/t)※ 

野生株による C6 糖からの 

エタノール発酵 
150.8 

遺伝子改変菌による C5，C6

糖からのエタノール発酵 
216.0 

※稲わらの含水率を 15%とした湿重量当たりのエタノ

ール製造量 

 

 エタノール発酵に利用される酵母の野生株は，炭素

数が 6 の C6 糖のみからエタノールを発酵し，炭素数

が 5 の C5 糖からのエタノール発酵能を有しないもの

がほとんどである。しかし，稲わらは C6 糖であるグ

ルコースから構成されるセルロースのほかに，C5 糖で

あるキシロースを主な構成物とするヘミセルロースも

相当量含有している。 

 今回用いた稲わらにおいては，セルロースが稲わら

表-1 稲わらからの製品エタノールの製造収率 

Table 1  Manufacture yield of the product ethanol  

from rice straw 

図-3 大規模製造時における稲わらからの 

バイオエタノール製造プロセスフロー 

Fig. 3  The large-scale bioethanol manufacture process flow 

from rice straw 
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乾燥重量の約 35%を占めるのに対し，ヘミセルロース

も 15~20%存在している。近年では，C5 糖もエタノー

ルに転換可能な遺伝子改変菌が開発されており，この

ような菌を発酵に利用することで単位稲わら重量当た

りのエタノール製造収率が向上できる。本研究におい

ては，ラボ実験により遺伝子改変酵母（(株)ネオ・モ

ルガン研究所開発）を用いた結果，単位わら重量当た

りのエタノール収率が C6 糖からのみの場合に比べて

約 30%向上できることを確認した。 

 そこで，本試算においては実証プラント運転結果お

よびラボ実験結果より，単位わら重量当たりのエタノ

ール収率を，C6 糖からのみ製造される場合で 150.8L/t，

C5，C6 糖からの製造の場合で 216.0L/t とした。 

 

3.  北海道における稲わらを原料としたエタ

ノール大規模製造モデルの検討結果 

 

 稲わらの収集運搬実証実験，保管実験，およびエタ

ノール製造実証実験の結果のほか，北海道の稲わらの

賦存量，利用可能量から北海道における稲わらからの

バイオエタノール大規模製造モデルの検討を行った。 

3.1  稲わらの利用可能量及び工場規模の設定 

3.1.1  稲わらの利用可能量の算定 

 北海道においてコメの収穫量が多い石狩，上川，空

知地域を対象に，稲わらの利用可能量を試算した。「米

に関する資料(生産・価格・需要)平成 24 年 5 月北海道

農政部」記載の稲わら鍬込み量の 1/3 を堆肥化して圃

場還元，2/3 を利用可能量と想定して，上記地域のエタ

ノール原料としての稲わら利用可能量を算出した。 

その結果，石狩，上川，空知地域における稲わらの

利用可能量は 21 万 4 千 t/年となり，前述の C6 糖から

のエタノール製造収率 150.8L/t から，当該地域の最大

エタノール製造量は約 3 万 2 千 kL/年と計算される。 

3.1.2  工場規模の設定 

 工場規模の検討は，石狩，空知，上川地域の最大エ

タノール製造量を上限とし，4,000～32,000kL/年の範囲

でエタノール製造工場の規模の検討を行った。なお，

工場で使用する熱および電気は，バイオマス発電コー

ジェネレーションで賄うものとした。 

工場の年間エタノール製造量毎の稲わらの必要量，

収集範囲，収集運搬コスト，ランニングコスト，エタ

ノール製造コストの試算結果を表-2 に示す。 

ランニングコストは，薬品類等消耗品の他，バイオ

マス発電に使用するバイオマス収集費，人件費，設備

機器の償却費（15 年定額），設備機器メンテナンス費

とした。稲わらの収集運搬コストについて，製造収率

150.8L/t からエタノール製造量当たりの収集運搬コス

トを算出し，これに先のランニングコストを加えた値

をエタノール製造コストとした。エタノール製造コス

トの算定に使用した費用は以下のとおりである。 

・稲わら収集運搬費 

・薬品類等消耗品費 

・廃液等処理費 

・バイオマス発電用バイオマス収集費 

・人件費 

・設備機器償却費 

・設備機器メンテナンス費 

以上の年間費用合計を年間エタノール製造量で除し，

エタノール製造コストを算定した。 

 

 

エ
タ
ノ
ー
ル
製
造
量 

(
k
L/

年) 

稲
わ
ら
必
要
量 

(
t
/

年) 

稲
わ
ら
平
均
運
搬
距
離 

(
k
m) 

収
集
運
搬
コ
ス
ト 

(

円/
t) 

ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト 

(

円/
L) 

エ
タ
ノ
ー
ル
製
造
コ
ス
ト 

(

円/
L) 

4,000 27,000 24 5,132 222 256 

8,000 54,000 31 5,490 203 240 

12,000 80,000 36 5,722 198 236 

16,000 107,000 43 6,095 196 237 

20,000 134,000 50 6,444 195 238 

24,000 161,000 56 6,751 194 238 

28,000 187,000 63 7,123 197 244 

32,000 214,000 71 7,532 202 252 

 

試算の結果，年間製造量 12,000kL の工場規模でエタ

ノール製造コストが最も安価となった。したがって，

工場の最適規模はエタノール年間製造量 12,000kL，稲

わら収集量 80,000t，稲わらの平均運搬距離は 36km と

算定された。 

3.2  北海道モデルのケーススタディ 

前項までの稲わら利用可能量，工場の最適規模の検

討結果を基に，北海道における稲わらからのバイオエ

タノール製造モデルを構築した。構築したモデルの前

表-2 年間エタノール製造量毎の稲わらの必要量， 

収集範囲，収集運搬コスト 

Table 2  The necessary quantity of the rice straw for ethanol 

production, the collection range, and collection conveyance cost 
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提条件について以下に記載する。 

3.2.1  北海道モデルの前提条件 

 前項までに確定した原料の収集運搬，保管方法，エ

タノール製造工場の前提条件を表-3 に記載する。 

  

 

項目 工場の前提条件 

原料の収集地域 石狩，空知，上川 

原料収集運 

搬方法 

・ウインドローワ装着の汎用コンバインによ

る刈取・乾燥 

・セミクローラ式ロールベーラーによる梱包 

・20t トレーラーによるロール運搬 

原料保管方法 

・圃場内（非耕作期）及び圃場近辺に，簡易

なシート掛けをしてロールを保管 

・随時必要量を製造工場へ運搬 

工場規模 エタノール製造量 12,000kL/年 

稲わら単位重量

当たり 

エタノール 

製造収率 

150.8L/t 

（野生株による C6 糖からの生産） 

216.0L/t 

（遺伝子改変酵母による C5，C6 糖からの生

産） 

原料稲わら 

必要量 

80,000t/年 

（稲わら含水率 15％） 

稲わら平均 

運搬距離 
36km 

 

表-3 に示す前提条件に基づいて，表-4 に示す３つの

ケースを検討した。なお，エタノール製造コストにお

いては設備機器の償却費は算入しないものとした。 

 

 

ケ
ー
ス 

エネルギー調達方法 

エタノール

製造効率

(L/t-wet) 

(原料) 

１ 
蒸留残渣固形分，地域発生の林地残

材、間伐材、もみ殻、麦わら建築廃

材、公園剪定枝を燃料とした，バイ

オマス発電コージェネレーション 

150.8 

(C6 糖) 

２ 

216.0 

(C5,6 糖) 
３ 廃棄物焼却施設(発電施設)より供給 

 

3.2.2  製造コストのケーススタディ結果 

 表-4 に示した各ケースにおける原料の収集運搬コス

トおよびエタノールの製造コストを表-5 に示す。 

 

 

ケ
ー
ス 

収集運搬 

コスト 

(円/L) 

エタノール 

製造コスト 

(円/L) 

合計コスト 

(円/L) 

１ 39.2 134.5 173.7 

２ 27.4 92.2 119.6 

３ 27.4 57.8 85.2 

 

 エタノール製造コストはエタノール製造効率と，エ

ネルギー調達方法に大きく影響される。稲わら単位重

量当たりのエタノール製造効率は，発酵微生物がエタ

ノールに転換できる糖に依存する。発酵微生物を C6

糖資化性の酵母野生株から C5,C6 糖資化性の遺伝子改

変酵母に変更することで，表-4 に示したように，エタ

ノール製造効率は 150.8L/t から 216.0L/t に向上する。

この結果，単位エタノールあたりのコストが下がり，

また原料の必要量が少なくなるため収集運搬コストも

低くなる。 

さらに工場で使用する熱・電気が廃棄物焼却施設な

どから無償で提供された場合，エタノールの収集運搬

から製造まで含めたコストは 85.2 円/L まで低減できる。 

3.2.3  GHG 排出量のケーススタディ結果 

表-4 の検討ケースにおけるエタノール製造に要する

GHG 排出量を算定した。その結果を表-6 に示す。 

 

 

ケース エタノール製造量当たり GHG排出量（kg-CO2/L) 

１ 1.84 

２ 1.09 

３ 1.05 

 

 いずれのケースでも，ガソリンの GHG 排出量

2.38kg-CO2/L
5)よりエタノールの方が少ない結果となっ

た。表 -6 の結果とガソリン 34.6MJ/L，エタノール

23.6MJ/L の発熱量から，発熱量当たりの GHG 排出量

を表-7 に示す。 

発熱量当たりの GHG 排出量から GHG 削減率を計算

すると，ケース３でガソリンに対して 45.6％の削減効

表-3 原料の収集運搬，保管方法，エタノール製造工場の

前提条件 

Table 3  The precondition of collection conveyance of 

materials, storage and an ethanol production plant 

表-4 検討ケース 

Table 4  The examination case 

表-5 製造コストのケーススタディ結果 

Table 5  The case study result of a manufacturing cost 

表-6 エタノール容量当たり GHG 排出量 

Table 6  The amount of GHG discharge per ethanol capacity 
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果が見込める結果となった。この結果，年間エタノー

ル製造量 12,000kL のプラントでは，ケース 1 で 1,083t-

CO2/年，ケース 2 で 14,285 t-CO2/年，ケース 3 で

14,965 t-CO2/年の CO2削減効果と算定された。 

 

 

ケース 

エタノール発熱量

当たり GHG 排出量

（g-CO2/MJ) 

GHG 削減率※ 

１ 78.0 4.6% 

２ 46.3 43.4% 

３ 44.5 45.6% 

※ガソリン製造での GHG 排出量:a 

 エタノール製造での GHG 排出量：b 

GHG 削減率=(a－b)/a 

 

4.  おわりに 

 

2008 年から 2012 年に実施した稲わらからのバイオ

エタノール製造実験及び原料稲わらの収集運搬実験の

結果を基に，大規模エタノール製造工場の検討を行い，

エタノール製造北海道モデルの構築を行った。 

北海道では農業機械が大きく，農道の整備が進んで

いるため，稲わらの収集運搬コストは本土よりも低く

なる。一方北海道の稲わらの収穫期は降雨が多いため，

稲わらの乾燥工程にコストを要していたが，ウィンド

ローワの使用により乾燥工程を省略できた。 

またスケールアップの検討では，アルカリ処理の溶

液を再利用することで，アルカリ処理のデメリットで

ある薬剤コストを低減し，蒸留廃水を場内利用するこ

とで廃棄物処分費を削減，製造コストの低減を試みた。 

以上のように，実証プラントの運転及びラボ実験で

得られたエタノール製造に関する知見と，北海道の地

域特性を取り入れた稲わらの収集運搬プロセス，実際

の稲わら賦存量分布から計画した工場設置場所と原料

収集範囲を統合し，稲わらからの大規模エタノール製

造工場の北海道モデルを構築した。 

 

 

 

 

 

  

構築したモデルでエタノール製造効率とエネルギー調

達方法をパラメータとしたケーススタディを行った結

果，C5,C6 糖資化性の遺伝子改変菌を使用し，隣接す

る廃棄物焼却施設等から熱と電力の供給を受けること

で，原料の収集運搬からエタノール製造までの総コス

トは 85.2 円/L と試算された。またガソリンに対する

GHG 削減率も約 45%となり，設定ケースによって稲わ

らからのエタノール製造が GHG の削減に効果的であ

ることが確認された。ただし，これらを達成するには

C5,C6 糖の原料利用，セルラーゼの更なるコストダウ

ン，熱・電気の無償供給が必須である。また，セルロ

ース系バイオマスからのエタノール製造量確保は，国

のバイオエタノール将来目標からも必須であり，税の

減免措置，エタノールのガソリン直接混合の促進など，

行政面での指導も必要と考えられる。 

 

謝辞 

 

 本研究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」の補助金によってサッポロビール(株)と共同で行

われました。当事業の遂行に当たり，ご協力いただいた方々

に感謝いたします。 

 

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)  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

センター報第 42 号,61, 2009. 

3)  副島敬道，山本哲史，斎藤祐二，屋祢下亮，五十嵐正：

稲わらからのバイオエタノール製造技術開発, 大成建設技

術センター報第 43 号,51, 2010. 

4)  大谷隆二：自脱コンバインを汎用利用した稲 WCS の予乾

収穫体系, 農機学会誌, Vol.71, No.6, 12-15, 1999. 

5)  (財)石油産業活性化センター, 石油製品油種別 LCI 作成と

石油製品環境影響評価調査報告書, 2000. 

表-7 発熱量当たり GHG 排出量 

Table 7  The amount of GHG discharge per calorific value 


