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1.  国内外におけるCO2排出量 
 
産業革命以後，人類は化石燃料を利用してその文明

を発展させてきた。その結果，大気中のCO2濃度が増

加し，地球温暖化という深刻な問題を招いていること

は周知の事実である。2005 年におけるCO2排出量が高

い主要５カ国のCO2排出量を図－１にまとめた。日本

のCO2排出量は，米国及び中国に比べ低い値ではある

が，僅かながら増加傾向にある。特に，我が国では京

都議定書の発効を受け，2008 年から 2012 年の間にCO2

の排出量を基準年（1990 年)に対して 6%削減する目標

を掲げており，目標達成に向けた対策を講じる必要が

ある。このような中，2008 年には京都議定書目標達成

計画（全部改定）2)が閣議決定され，CO2を含めた温室

効果ガスの削減に取り組んでいる。 
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図－１ 各国におけるCO2排出量（化石燃料由来）

1)

Fig.1 CO2 emittion from energy use in countries 

2.  バイオ燃料に係る我が国の動向 
 
 2008 年に改定された京都議定書目標達成計画には，

バイオ燃料の普及が明記されており，各省庁では，バ

イオ燃料に係る施策の実施を予定している（2008 年

度）3)。また，エコ燃料利用推進会議（環境省）では，

表－１に示すように輸送用バイオエタノールの普及目

標を 2030 年までに 220 万kL（国産及び輸入の合計量)
とし，具体的な施策を実施している。 
 

表－１ バイオエタノールの導入目標4)

Table 1 Tageted volumes of bioethanol for transport in Japan 

 2010 年 2020 年 2030 年※

バイオエタノール導

入量（原油換算) 

5 万 

（約 3 万) 

約 100 万 

（約 60 万)

約 380 万 

（約 220 万)

単位：kL，※2030 年は輸入を含めた導入量 

 

3.  バイオエタノールによるCO2削減効果 
 
 バイオエタノールは，カーボンニュートラルとして

定義されており，燃焼によって発生したCO2に対して

は，京都議定書ではカウントしないことになっている。

そのため，バイオエタノールを混ぜた混合ガソリンを

使用した場合には，ガソリンに代替したエタノールの

分量だけCO2の排出量が小さくなる。 
環境省は，2003 年度に再生燃料利用推進会議を開催

し，バイオエタノールの普及策に対するシナリオを示

している5)。具体的には，エタノール混合ガソリン（エ

タノール混合割合：3%（E3)，10%（E10)）の普及シナ

リオで，その内容は，2012 年までにE3 ガソリンの普及

を目指し，2016 年からは，E10 ガソリンの供給を視野
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に入れたものである（図－２）。ここでのCO2削減量は，

E3 が全国へ普及する 2012 年で 249 万t，さらに 2020 年

のE10 普及の際には，854 万tと推定している。854 万t
は，2006 年度における運輸部門のCO2排出量（254 百

万t）6)と比較すると，約 3.4%にあたる。 
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図－２ E3 及びE10 普及シナリオとCO2削減量5)

Fig.2 Diffusion scenario of mixed gasoline and CO2 reduction 

volume 

 

4.  バイオエタノールの原料とCO2削減効果 
 
バイオエタノールの原料としては，糖質系のサトウ

キビ，デンプン系のトウモロコシ及びセルロース系の

木やワラが挙げられる。原料によってバイオエタノー

ルの製造工程は異なり7)，現在では比較的プロセスが簡

易であるサトウキビやトウモロコシを用いたエタノー

ル製造が主流である。 
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図－３ 各原料から製造されたバイオエタノールの温

室効果ガス削減割合（石油対比）8)

Fig.3 Estimation for paercent change in greenhouse gas emission of 

bioetanol manufactured from different materials 

 ここで，各原料における温室効果ガス削減効果を図

－３にまとめた。各原料において，CO2削減効果が確

認できるが，特にセルロース系バイオマスについては，

石油と比較して 90%以上の削減率を示している。 
一方で，バイオエタノールの増産に伴ってトウモロコ

シの価格が高騰し，それに関わる物価も上昇している。

また，世界的な食糧不足のためにその確保が喫緊の課

題である今，食糧を原料としたエタノール製造を今後

も拡大させていくべきではない。 
 以上のことからCO2の削減効果及び食糧確保の視点

を考慮すると，バイオエタノールの製造にはセルロー

ス系バイオマスが も適していると考える。 
 

5.  セルロース系バイオマスからのエタノー

ル製造の課題 
 

バイオエタノールは，前処理，糖化，発酵及び精製

の４つの工程を経て製造される。特に糖化工程での糖

の抽出率は，エタノール生産量に直接寄与するため，

効率的な手法を選択すべきである。既存の糖化技術と

しては，濃硫酸法，希硫酸法及び熱水法などの物理化

学的手法が挙げられるが，投入するエネルギーの削減

などの課題が挙げられる（表－２）。一方で，近年注目

されているセルラーゼを用いた酵素糖化法は，常温・

常圧での反応であるため，前述の手法と比較して投入

するエネルギーを抑えられる可能性がある。しかし，

バイオマス中に含まれるリグニンが酵素の反応効率を

低下させるため，多量の酵素を必要とする。 
 

表－２ 糖化手法における主な課題 
Table 2 Main ploblems of saccharification techniques 

 

6.  本研究の目的 
 

本研究では，省エネルギーかつ高効率でエタノール

を製造できるシステムの開発を 終目的としている。

本稿では，省エネルギーでの糖化が可能である酵素糖

化法に注目し，糖化反応を促進させる前処理技術の検

討を行った結果について掲載する。尚，前処理として

はアルカリ処理を用いて試験を行った。 

糖化法 主な課題 

物理化学的手法 投入エネルギーの削減 

生物学的手法 

（酵素糖化法） 

多量の酵素が必要 
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7.  実験方法 
 
7.1  前処理方法 
 バイオマスは，稲ワラ及びススキを試験に用いた。

試験に供するバイオマスに対しては，ボールミルで 30
秒間粉砕した。250mL 容バイアル瓶に乾燥重量あたり

10g のバイオマスを量り取り，スラリー濃度が 5%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：1%），24 時間攪拌させた。その後，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。 
7.1.1  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。 
7.1.2  糖化試験 
 100mL 容量のバイアル瓶に乾燥重量あたり 5.0g にな

るように A/O 処理後の残渣を量り取り，15FPU/g－残

渣のセルラ－ゼ（GC220：ジェネンコア社製）溶液を

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。 

ス量試験開始時のセルロー

溶出したセルロース量
）糖化率（ ×=100%  

尚，セルラーゼの活性は，NREL Technical Report10)に基

づいて測定した。 
 

8.  実験結果 
 

アルカリ処理による糖化率の向上を確認するために，

比較として，アルカリ処理を行わない系についても同

様の試験を行った。図－４に 144 時間後の糖化率を示

す。144 時間後の糖化率は，稲ワラ及びススキにおい

ても，アルカリ処理を行った系の方が高い値を示した。 
また，アルカリ処理を行った系の糖化率は，未処理の

系と比べて，稲ワラでおよそ 2 倍，さらにススキに対

しては 6 倍以上の値を示した。以上のことから，アル

カリ処理を行うことで，糖化率が高められることが示

された。 
ここで，処理前後の酸不溶性リグニンを分析したと

ころ，処理後の残渣のリグニンの含有率が低下してい

ることが確認された（図－５）。このことから，アルカ

リ処理に伴う糖化反応の促進は，セルロースを取り巻

くリグニンが前処理によって除去されることで，セル

ラーゼの反応部位が増加したためであるものと推察さ

れる。 
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図－４ アルカリ処理の有無による糖化率の違い 

Fig.4 The difference of saccharification ratio with or without 

alkaline treatment 
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図－５ 処理前後における酸不溶性リグニンの含有率 

Fig.5 The ingredient ratio of cellulose and lignin before and after 

pretreatment 
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9.  エタノール製造に係る課題 
 
9.1  製造プロセスについて 
先の実験結果からアルカリ処理によって酵素糖化反

応を促進できることを示した。アルカリ処理は，常

温・常圧での反応であるため，省エネルギーでの処理

が可能である。しかし，アルカリ剤の種類やその濃度

は，製造コストに影響するために，さらなる検討が必

要である。また，稲ワラやススキなどのバイオマスは

セルロースだけでなくヘミセルロースも含まれている

ため，ヘミセルロース由来の各糖の収率についても調

査すべき課題である。一方で，酵素糖化法が常温常圧

での反応である故に，糖化と発酵を同時に行う同時糖

化発酵の適用が可能である。このことから，今後はセ

ルロース及びヘミセルロースをエタノールに変換でき

る効率的なプロセスを確立していく。 
9.2  バイオマスの収集・運搬について 
 エタノール製造プロセスの 適化に加え，その原料

の収集・運搬における体制の確立が課題として挙げら

れる。例えば，稲ワラは家畜の飼料や鋤き込み等に利

用されている場合があるため，稲作農家をはじめ農協，

市町村等にエタノール製造に対する理解を得て，原料

供給に係る体制を構築しなければならない。また，北

海道地区における稲ワラからのエタノール製造の事業

化調査11)によると，10,000kL/年のエタノール製造を仮

定した場合，8 万トン弱の原料が必要である。この原

料の収集範囲は製造拠点から半径 50kmに渡り，腑存量，

発生時期，運搬距離や保管方法，さらにそれに係るコ

スト等など勘案し，効率化を図ることが必要である。 
 

10.  結語 
 
 今後，バイオエタノール製造の原料には，トウモロ

コシ等の食糧からセルロース系バイオマスへとシフト

していくと考えられる。バイオエタノールの製造は， 
CO2の削減効果だけではなく，その周辺地域の活性化

が図れる可能性も有している。また，富栄養化の湖沼

にて生育させた水生植物をエタノールの原料として利

用出来れば，環境浄化とエネルギー生産の両面で貢献

できる可能性も考えられる。 
 以上のように，バイオエタノールの製造には，CO2

排出量の削減だけではなく，他の方面へのプラスの効

果も期待できる事業である。 
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