
大成建設技術センター報 第 42 号(2009) 

 

 

非食用バイオマスからのエタノール転換技術 
 

副島 敬道*1・山本 哲史*1・瀧 寛則*1・屋祢下 亮*1・斎藤 祐二*1

 

Keywords : bio ethanol, biomass, cellulose, renewable energy 

バイオエタノール，バイオマス，セルロース，再生可能エネルギー 

 

1.  はじめに 
 
化石資源利用によるCO2排出量削減を目的に，バイ

オエタノールの製造と利用が国際的に進められている。

バイオエタノールの製造では，光合成で炭素固定した

植物体が原料となるため，バイオエタノールは地表面

での炭素循環を成立させるカーボンニュートラルな液

体燃料として位置付けられている。しかし，バイオエ

タノールの主要生産国であるアメリカ，ブラジルでは，

各々トウモロコシやサトウキビといった食料穀物から

生産している。特にアメリカでは，収穫したトウモロ

コシを燃料エタノール製造原料として販売するケース

が近年急増しており，食糧価格高騰といった新たな社

会問題を引き起こしている｡ 
このような背景から，食糧と競合しないバイオエタ

ノールの生産が注目され，第二世代といわれるセルロ

ース系バイオマスからの生産に関する研究開発が精力

的に進められるようになった1)｡ 
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，主に 6 炭糖であるグルコー

スがグリコシド結合したセルロース，5 炭糖と 6 炭糖

からなる多糖のヘミセルロース，フェノール性化合物

である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，ヘミセルロースがエタノールの原料

物質であり，糖化，発酵，蒸留，精製の工程を経て燃

料用エタノールとなる。特に，技術的に最も困難な工

程がセルロース，ヘミセルロースの糖化である。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，

従来までは高温での濃硫酸法，希硫酸法及び熱水法な

どの物理化学的糖化方法が検討されてきた。しかし，

これらの手法は，多大なエネルギーと重厚な製造設備

を要するため，近年では，省エネルギーな糖化手法と

して，常温常圧の反応であるセルラーゼによる酵素糖

化法が注目されている。ただし，酵素糖化では，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前

処理技術が必要となる。 
酵素糖化の代表的な前処理技術として，ボールミル

による粉砕処理が挙げられる。これは，バイオマスを

微粉砕化、低結晶化することにより，セルラーゼの反

応効率を促進できるが，微粉砕化のための投与エネル

ギーが多大であるとともに，設備磨耗などの課題から

実用化は難しい。そこで，筆者らは，より省エネで高

効率な酵素糖化の前処理方法としてアルカリを用いた

常温処理を検討した結果，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た2)。 
本報においては，このアルカリ処理法がセルロース

系バイオマスに与える影響について検討した結果と，

酵素糖化効率向上に寄与するメカニズムについて報告

する。 
 

2.  アルカリによる前処理効果の例 
 
 カッターミルで 1cm 長以下に裁断した稲わらを

1%NaOH 溶液に 18 時間室温で浸漬した。その後，固

形分を回収し中和後、セルラーゼによる酵素糖化（ス

ラリー濃度 5％，セルラーゼ添加量 15FPU/g-DM，糖化

温度 40℃，糖化時間 72 時間）を行った。酵素糖化後

に，溶液中に検出された糖濃度を前処理無しの対照系

と併せて図-1 に示す。稲わらを直接酵素糖化した対照

系では，溶液中に検出された全糖濃度は 1.77g/L（糖化

率 6.6%）であった。一方，NaOH で前処理した場合に

は，対照系の約 10 倍となる 17.66g/L（糖化率 65.7%）

もの糖が検出された。このように，酵素糖化前に

NaOH 等のアルカリによる処理を施すことにより，酵

素糖化効率を大幅に向上させることができる。 

＊１ 技術センター建築技術研究所環境研究室 

61-1

 



大成建設技術センター報 第 42 号(2009) 

1.77

17.66

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

前処理なし NaOH処理

全
糖
濃
度
（
g/
L
）

 
図-1 稲わらの酵素糖化後に回収された糖濃度と 

糖化率 
Fig.1 Sugar dencity and saccharification rate detected 

enzymatice saccharification of rice straw 
 

3.  実験方法 
 
 上述したとおり、アルカリによる前処理によって後

段の酵素糖化効率が大幅に向上するが，そのメカニズ

ムを知るために以下に示す実験を行った。 
3.1  結晶性セルロースを用いた前処理実験 
 市販の結晶性セルロースを用いた。実験では、アル

カリ処理とともに、対照系としてボールミルによる粉

砕処理も実施した。アルカリ処理では、固形分濃度が

5%になるように 1%NaOH 溶液に結晶性セルロースを

室温で浸漬した。15 時間経過後に回収した固形分をア

ルカリ処理後のサンプルとした。ボールミル粉砕処理

では，粉砕時間を 1 分，3 分とし，結晶性セルロース

をボールミル機で粉砕処理した。各々の粉砕時間で得

られた固形分をボールミル粉砕後のサンプルとした。 
処理前の結晶性セルロース及び前処理後の各サンプ

ルについて，各々分子量分布，比表面積，粒度分布，

結晶化度を測定した。 
3.2  稲わらのアルカリ，酸浸漬試験 
北海道南幌町から採取した稲わら（含水率 15％）

15g を 500ml の 1%NaOH 溶液，11.1%硫酸溶液，蒸留

水に各々17 時間室温にて浸漬後，ガラスフィルターで

固液分離を行った。分離した固形分に関しては，セル

ロース及びヘミセルロース含有率を測定した。また液

分に関しては，糖濃度，シリカ濃度，フェノール酸

（クマル酸，フェルラ酸）を測定した。 
 

3.3  分析方法 
セルロースの分子量分布は，熱重量－示差熱同時測

定（TG/DTA）法にて，熱分解開始温度及び吸熱ピーク

から各条件について相対的に比較した。比表面積測定

は窒素吸着法にて，粒度分布測定はレーザー回折法に

て行った。結晶化度は X 線回折測定により算出した結

晶ピーク面積と非晶質ピーク面積の面積総和比から求

めた。 
稲わら中の多糖含有率は，105℃のオーブンにて 3 時

間乾燥させた試料 0.3gと 72%の硫酸溶液を 10mL容量

の試験管に加え，適宜攪拌を行いながら，30℃で 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，

固液分離した濾液を炭酸カルシウムにて中和，分解濾

液中のC6 糖及びC5 糖の濃度から，グルカン，キシラ

ン含有率を算出した3)。浸出液中の糖濃度とフェノール

酸はHPLCにて，シリカ濃度は，誘導結合プラズマ発光

分析法（ICP/AES）にて測定した。 

(65.7%) 

(6.6%) 

 

4.  結 果 
 
4.1  結晶性セルロースの前処理実験結果 
前処理前後の TG/DTA 吸熱ピークを図-2 に示す。 

吸熱ピークの曲線は，ボールミル粉砕時間３分，アル

カリ処理を行ったサンプルで処理前の結晶性セルロー

スよりもブロードとなった。また，吸熱反応の開始は

アルカリ処理サンプルの方がボールミル粉砕処理のサ

ンプルより低く，アルカリ処理によって結晶性セルロ

ースがより低分子化されたと推察される。 
 

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0 200 400 600 800

Te
m

pe
ra

tu
re

 D
iff

er
en

ce
 (℃

/m
g)

Temperature (℃)

none
ball milling 1min
ball milling 3min
alkali treatment 

 
図-2 TG/DTA 吸熱ピーク図 

Fig.2 Curve line of endothermic peak 

 

61-2

 



大成建設技術センター報 第 42 号(2009) 

 比表面積の測定結果を図-3 に，粒度分布を図-4 に示

す。比表面積はボールミル粉砕により明確に増加した

が，アルカリ処理では比表面積の増加はボールミル粉

砕より顕著ではなかった。粒度分布は，ボールミル粉

砕 3 分で頻度の多い粒度分布域がやや減少したが、大

きな変化は確認されなかった。一方，アルカリ処理で

は，粒度分布が全体的に小粒径側にシフトしており，

アルカリ処理によって結晶性セルロースが微細化され

たと考えられる。 
 

 

図-3 比表面積測定結果 

Fig.3 Specific surface area 

 

 
図-4 粒度分布測定結果 

Fig.4 Particle size distribution curve 

 
 各試料の結晶化度およびセルロースの最も卓越した

結晶である面間隔 3.9Åの結晶子サイズとピーク面積を

図-5 に示す。ボールミル粉砕では，粉砕時間が長くな

るにつれ，結晶化度，結晶子サイズ，ピーク面積とも

低下した。一方，アルカリ処理でも低下傾向にはある

が，ボールミル粉砕ほど顕著ではなかった。 

 
図-5 結晶化度および面間隔 3.9Åの結晶の結晶子サイズと

ピーク面積 

Fig.5 Crystallinity of whole sumples and crystallite 

diameter, peak area of 3.9Å crystal 
 
4.2  稲わらのアルカリ，酸浸漬試験結果 
 NaOH 溶液，硫酸溶液，蒸留水に浸漬した稲わら及

び未処理の稲わらの固形分乾燥重量当たりのキシラン，

グルカンの含有率を図-6 に示す。未処理の稲わらでは，

乾燥重量当たり 36.9％のグルカン，16.6％のキシラン

が含まれていた。硫酸溶液で処理した場合には，グル

カン，キシランの含有率が低下しており，特にヘミセ

ルロース由来であるキシランの含有率が顕著に低下し

た。一方、NaOH 溶液で処理した場合には，乾燥重量

当たりのグルカン，キシランの含有率が増加した。こ

れは，稲わらに含まれる NaOH に可溶な成分が除去さ

れたため相対的にグルカン、キシランの含有率が増加

したものと考えられる。 

 
図-6 溶出試験前後における稲わらの含有糖比率 

Fig.6 Sugar content ratio of rice straw 
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各溶液処理で検出された浸出液中の糖濃度を図-7 に

示す。NaOH 溶液処理では，二糖類であるセロビオー

スが主な糖として検出された。一方，硫酸処理ではグ

ルコース，アラビノース等の単糖が高濃度で検出され

た。このように，処理に用いる溶媒の種類によって稲

わらから溶出される糖の種類と濃度は大きく異なった。

特に，硫酸処理では溶出量が多いことから，エタノー

ル原料となる糖類のロスが顕著であった。 
 

 

図-7 溶液に検出された糖濃度 
Fig.7 Densities of sugars detected in each solutions  

 
 表-１には，各溶液中に検出されたクマル酸，フェル

ラ酸，シリカの稲わら重量当たりの溶出量を示す。各

溶液処理で得られた溶液中のクマル酸，フェルラ酸は，

NaOH処理でのみ検出された。また，シリカに関しては，

蒸留水処理で若干溶液に検出されたものの，硫酸処理

では全く溶出せず，NaOH処理でのみ高濃度に検出され

た。稲わらはシリカを多量に含有する特徴を持ってい

る。また，クマル酸及びフェルラ酸は細胞壁のリグノ

セルロース中でリグニンと多糖を繋ぎ合わせる役割を

担っている5）。このため，これらの成分が溶液側に検

出されたNaOH処理では，稲わらのセルロースを取り巻

くリグノセルロースの構造が崩れている可能性がある。 
 

表-1 各溶媒中に検出された稲わらからの成分 
Table 1 Elements from rice straw detected in each solvents 

 

５. 考 察 

 

 セルラーゼによる酵素糖化を左右する要素は，セル

ロース系バイオマスのセルロースの結晶とリグニンと

言われている。バイオマスに含まれるセルロースは分

子間水素結合により強固な構造となっており，セルロ

ースの分子間に水が侵入しずらい状況となっている。

このため，水溶性のセルラーゼも同様にセルロース分

子間に侵入できず，高い酵素糖化性能が得られない。

また，リグニンはセルロースを取り巻いている成分で

あるとともに，セルラーゼの吸着も生じる。そのため，

酵素糖化の前にリグニンを取り除くことも重要な要素

である。 

本実験では，アルカリによる前処理効果を処理前後

の結晶性セルロース及び稲わらの物性変化から検討し

た。その結果，アルカリ処理によるセルロースの結晶

化度の低下だけでなく，微細粒化及び低分子化が促進

されることがわかった。この結果，後段の酵素糖化で

は添加したセルラーゼのセルロースへの吸着部位が前

処理により増加し，結果として酵素糖化性能が大幅に

向上すると考えられる。また，稲わらを用いた検討で

は，アルカリ処理によって溶液中にリグノセルロース

の結合を担うクマル酸，フェルラ酸が除去されている

ことが確認された。これらの成分がリグノセルロース

から取り除かれることにより，セルロースを取り巻く

リグノセルロースの構造が破壊され，結果としてセル

ロースへのセルラーゼの吸着効率が増大したものと考

えられる。 

 以上のようなアルカリ処理によるセルロースの低分

子化とリグノセルロースの構造破壊により，後段の酵

素糖化性能が大幅に向上するものと考えられる。 

 

６. おわりに 

 

バイオエタノールはカーボンニュートラルなエネル

ギー生産の一方策である。反面，食糧を出発原料とし

た生産では，原料となるサトウキビやトウモロコシへ

の畑地転作が世界規模で進み，大豆やオレンジが減産

し，結果として価格高騰に拍車を掛けているのも実状

である。このような状況の中，非食用資源であるセル

ロース系バイオマスからのエタノール生産が次世代の

バイオエタノールとして期待されている。しかしなが

ら，本報で紹介したとおり，セルロース系バイオマス

からのエタノール生産は，糖質系やデンプン質系バイ

オマスと比較して技術的なハードルが高いため，低コ

スト化が大きな課題となっている。特に，出発原料と

溶媒 
クマル酸 

(μg/g) 
フェルラ酸 

(μg/g) 
シリカ 
(μg/g) 

NaOH 100 86 510 

H2SO4 - - - 

蒸留水 - - 10 

NaOH H2SO4 蒸留水 
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なるヘミセルロース，セルロースを如何に効率的かつ

省エネルギーに糖化するかが技術的にも事業的にも克

服すべき大きな課題となっている。一方，稲わらやス

スキ等のソフトセルロースを対象とした場合には，そ

の賦存量，収穫時期，収集範囲等，地域事情に応じた

収集計画の最適化も必要である。これらのバイオマス

を用いた新しいエネルギー生産体制を整備するために

は，技術のブラッシュアップだけでなく，自治体等行

政も含めたより多くの関係者による協力と連携が必要

である。 
なお，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」の補助金によって行われたこ

とを付記する。 
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