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1.  はじめに 
 

オイルリファイナリー技術により，石油はガソリン

や軽油などの液体燃料，プラスチックや合成繊維など

の化学製品に転換され，人類の発展に大きく貢献して

きた。しかし，近年では化石資源由来 CO2 による地球

温暖化や化石資源の枯渇が懸念されており，石油代替

としてカーボンニュートラルな植物資源の利活用，バ

イオリファイナリーが注目されている。 

植物資源の中でもセルロース系バイオマスは食料と

競合しないため，セルロース系バイオマスの利活用と

してバイオ燃料や化学製品への転換技術が世界的に検

討されている１）。セルロース系バイオマスは，セルロ

ース，ヘミセルロース，リグニンの三大成分で構成さ

れ，主要要素であるセルロースはグルコースが鎖状に

連なったものである。セルロースを酸や分解酵素等で

加水分解することにより，セルロースからグルコース

等の単糖を得ることができる。また，生成した単糖を

例えば様々な手法で発酵利用することにより，ガソリ

ン代替のバイオエタノールや軽油代替のバイオブタノ

ールまで転換することができる。現在では，バイオリ

ファイナリー技術の発展に伴い，化石資源由来合成高

分子の 95％をグルコースから作り出すことが可能と言

われている２）。このように，バイオリファイナリーの

多くはグルコースを始めとする単糖が出発原料である

ため，植物資源から単糖を効率的に生成すること，す

なわち「糖化」がバイオリファイナリーの基本となる。 

セルロース系バイオマスは木質系，草本系に分類さ

れるが，木質系は賦存量が多い上，草本系と比較して

エネルギー密度が高く利用価値の高いバイオマスであ

る。しかしながら，木質系バイオマスのセルロースは

分子間の水素結合によって分子鎖同士が強固に結合し

高結晶となっている。また，セルロース分子鎖周辺を

ヘミセルロースとリグニンが複雑な三次元網目構造状

で取り巻いており，セルロースの分解酵素であるセル

ラーゼを直接作用させても高い糖化性能が得られない。 

本研究では，木質系バイオマスの酵素糖化に着目し，

酵素糖化性能を向上させる前処理方法として，プラス

チック成型に用いられてきた二軸押出機による湿式ア

ルカリ処理法の適用性を検討した。本報では，様々な

木質系バイオマスの酵素糖化に及ぼす本処理法の効果

及びその作用機構について報告する。 

 

2.  木質系バイオマスの酵素糖化における前

処理法の検討 
 

 木質系バイオマスのセルラーゼによる酵素糖化を促

進するには，以下の３つがポイントとなる。 

①木質系バイオマスの比表面積の拡大 

②結晶性の低下 

③セルロース分子鎖を取り囲むリグニンの離脱 

そこで，酵素糖化の前処理として，木質系バイオマ

スの微粉砕とアルカリ酸化処理（A/O 処理）３）及び酵

素糖化を組み合わせたプロセスを考案した。 

 図-1 に，乾式微粉砕，湿式微粉砕を導入した際のプ

ロセスの概要を示す。乾式微粉砕系では，まず木質系

バイオマスの比表面積を拡大するために微粉砕する。

その後，NaOH 及び H2O2を用いて A/O 処理を行い，固

液分離で回収した固体をセルラーゼで酵素糖化するプ

ロセスである。 

湿式微粉砕系では，木質系バイオマスを NaOH と混

合し湿式微粉砕を行う（A 処理）。その後，H2O2 で酸

化処理（O 処理）を行った後，セルラーゼで酵素糖化

するプロセスである。 
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図-1 検討プロセスの概要 
Fig.1  Outline of an examination process 

 

2.1 実験装置 

2.1.1 乾式微粉砕 

乾式微粉砕機としてホソカワミクロン製 ACM を用

いた。図-2 に示すように，本微粉砕機は高速回転する

テーブルに取り付けたハンマーで原料を衝撃粉砕し，

粉砕物を気流輸送する機構である。粉砕時には各々独

立したモータで粉砕ローターと分級ローターの回転数

を制御し気流に抵抗をつける。この結果，抵抗に打ち

勝った軽量粒子のみが系外に排出されることとなり，

分級ローターの回転速度に伴い，より小さな粒径分布

を得ることが期待できる。なお，本機器は別途評価し

た各乾式微粉砕機の中で も粉砕性能の優れた機器で

ある４）。 
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図-2 乾式微粉砕機の概要 

Fig.2  Outline of a dry type pulverizing mill  

 

2.1.2 湿式微粉砕 

湿式微粉砕機として DJK 社製二軸押出機 HK25D を

用いた（スクリュー径 25mm，L/D41.0，スクリューと

シリンダー間のクリアランス 0.5mm）。二軸押出機はプ

ラスチック成型機の一種であり，硬質塩ビパイプ，シ

ート，板，異型製品の製造に広く利用されている。図-

3 に示すように，二軸押出機のシリンダー内部には２

本のスクリューが内臓されており，スクリューの軸方

向に混練や剪断，戻し等の機構を持たせるため，ニー

デイングやリバースといったユニットでスクリューを

自由に構成することができる。また，軸方向に設置し

たスクリュー外部のバレルによって反応温度をユニッ

ト毎に 200℃まで設定可能である。シリンダー内部で

は，２本のスクリューが同一方向に回転することによ

り投入原料に剪断力を連続的に与える結果，硬質塩ビ

のような流動性と熱安定性の悪い材料を分子レベルま

で混練することができる。 

 

 

モータ

原料投入

混練処理物 スクリュー（2本） シリンダー

バレル（ユニット毎に200℃まで設定可能）

 
図－3 湿式粉砕機の概要 

Fig.3  Outline of a wet type pulverizing mill  

 

2.2 供試木材 

 写真-1 に示す 10mm 角の市販の杉材を用いた。乾式

微粉砕では杉材を無加工のまま用いたが，湿式微粉砕

ではこのままでは機器に導入できないため，別途ハン

マーミルで前粉砕し，目開き 2mm の篩を通過した

2mm アンダーを用いた。 

 

 

写真-1 供試木材（10mm 角杉材） 
Photo.1  Wood used for the examination  

(Japan cedar of  a 10-mm angle)   

 

2.3 実験条件及び方法 

2.3.1 乾式微粉砕 

粉砕ローターの回転速度を 6,800rpm，ブロア風量を

15m3/h とし，分級ローターの回転速度を 1,000～

4,000rpm まで変化させ杉材の乾式微粉砕を行った。写

真-2 には一例として分級ローター回転速度 3,000rpm で

処理した杉材の様子を示すが，いずれの条件ともパウ

ダー状まで微粉砕された。各条件で得られた微粉砕木

材を表-1 の条件に基づき NaOH 水溶液で処理した。

NaOH の乾燥木材重量当たりの添加量を 20w/w％とし，

NaOH 水溶液に対する乾燥杉材重量（以降、スラリー

濃度と称す）を 15w/v％とした。なお，反応温度を室

温及び 130℃とし，室温系では 18 時間攪拌し，130℃

系では無攪拌の状態で 15 分間高温高圧処理を行った。

アルカリ処理後にスラリー濃度を 10w/v％になるよう
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に蒸留水で調整した。さらに H2O2 を乾燥木材重量当た

り 5w/w％になるように添加し，室温にて 18 時間攪拌

を継続した。 

 
  

 
写真-2 分級ローター回転速度 3,000rpm で微粉砕した杉材

Photo.2  Japan cedar fine-ground at the classification rotor 
revolving speed of 3,000 rpm 

 

表-1 アルカリ前処理条件 
Table 1  Alkali pretreatment conditions 

項 目 室温系 130℃系 

スラリー濃度（%） 15 15 

乾燥杉材重量当たりの NaOH 添加量（%） 20 20 

反応温度 室温 130℃ 

反応時間 18 時間 15 分 

  
2.3.2 湿式微粉砕 

所定の NaOH を混合した水溶液に 2mm 以下に粗粉

砕した杉材を混合しスラリー濃度を 15w/v％に調整し

た。これを表-2 に示す各バレルの温度に調整した二軸

押出機 HK25D に投入し，湿式アルカリ処理を行った

（No.1；原料投入側，No.6；吐出側）。いずれの条件と

もスラリー供給速度を 0.5kg/h，木材の滞留時間を 15

分とした。写真-3 には吐出した杉材スラリーの様子を

示すが，リグニンの可溶化により褐色を呈したペース

ト状となっていた。処理されたスラリーを回収し，ス

ラリー濃度を蒸留水で 10w/v％に調整した。その後，

H2O2 を乾燥木材重量当たり 5w/w％になるように添加

し，室温にて 18 時間攪拌を継続した。 

 

 

 
写真-3 二軸押出機から吐出したスラリー 

Photo.3  Slurry breathed out from two- axis extrusion machine 
 

表-2 湿式微粉砕での実験条件（二軸押出機 HK25D） 
Table 2  Experimental conditions in wet fine pulverization  

(two- axis extrusion machine HK25D) 
乾燥木材重量当たり

NaOH 添加率（%）

バレルの設定温度（℃） 

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 

0 50 100 130 130 50 30 

20 

30 30 30 30 30 30 

50 50 75 75 50 30 

50 100 130 130 50 30 

50 100 160 160 50 30 

50 100 200 200 50 30 

  
2.4 評価方法 

2.4.1 物性評価 

ロータップ試験機で乾式微粉砕後の杉材を10分間分

級し，Rosin-Rammlerの式に基づき平均粒子径（50％通

過篩経：D50）を計算した。また，各微粉砕処理後の

杉材の結晶化度及び結晶サイズを紛体X線回折にて分

析し，Segal法に基づき算定した。 

2.4.2 酵素糖化 

酸化処理後のスラリーから遠心分離で回収した固形

分を，200mM クエン酸緩衝液（pH4.4）にて十分洗

浄・中和した。酵素糖化前の組成を把握するために，

中和後の固形分の一部を絶乾し，10mL 容試験管に 0.3g

加え，72%の硫酸溶液を混合し攪拌を行いながら 30℃

で 1 時間保持した。この混合物と 84mL の蒸留水を

100mL 容バイアルに移し，オ－トクレ－ブ処理（121℃，

１時間）を行った。処理後に固液分離し，分離液を炭

酸カルシウムで中和した後，液中の各単糖を HPLC で

定量し酵素糖化前の糖組成及び単糖量を算定した。 

200mMクエン酸緩衝液（pH4.4）にて洗浄・中和した

固形分を用いて，表-3に示す条件にて酵素糖化を行っ

た。なお，用いたセルラーゼはダニスコ社製アクセレ

ラーゼDuetであり，添加量は乾燥固形重量当たり

15FPU/g（1FPUとはセルロースから1μmol/minの還元糖

を生成に要する酵素量）に統一した。得られた糖液中

の各単糖をHPLCで定量することにより，C6糖（グル

コース，マンノース，ガラクトース）及びC5糖（キシ

ロース，アラビノース）量を求めた。酵素糖化前の糖

組成及び単糖量との関係から，C6糖及びC5糖の酵素糖

化率を決定した。 

 

表-3 酵素糖化条件 
Table 3  Conditions of enzymatic saccharification 

項 目 条件 
スラリー濃度（w/v%） 5 
セルラーゼ添加量（FPU/g） 15 
糖化温度（℃） 35 
糖化時間（日） 3 
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2.5 実験結果 

2.5.1 乾式微粉砕 

図-4 に示すとおり，D50 は分級ローターの回転速度

の上昇に従い指数的に減少した。なお、回転速度

4,000rpm の場合は、D50 が 100μm を下回った。 
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図-4 分級ローター回転速度と D50 
Fig.4  Revolving speed of a classification rotor, and D50 

 

図-5，6 には，C6 糖，C5 糖酵素糖化率の結果を示す。

各酵素糖化率は分級ローター回転速度の高速化に応じ

て上昇したが，2,000rpm 以上では顕著な変化は見られ

なかった。また，C5 糖，C6 糖酵素糖化率ともに，ア

ルカリ処理時の反応温度は室温系よりも 130℃系が高

い結果となった。なお，本実験で得られた も高い酵

素糖化率は，分級ローター回転速度 2,000rpm で微粉砕

し 130℃でアルカリ処理した条件であり，C5 糖，C6 糖

酵素糖化率は各々32.6%，15.3%であった。 

■130℃
◆常温

 

図-5 分級ローター回転速度と C6 糖酵素糖化率 
Fig.5  Revolving speed of a classification rotor, and the enzymatic 

saccharification rate of C6sugar 

■130℃
◆常温

 
図-6 分級ローター回転速度と C5 糖酵素糖化率 

Fig.6  Revolving speed of a classification rotor, and the enzymatic 
saccharification rate of C5 sugar 

2.5.2 湿式微粉砕 

図-7 に，二軸押出機での 大設定温度と C5 糖，C6

糖酵素糖化率との関係を示す。 大設定温度 130℃で

湿式アルカリ処理した条件が C5 糖，C6 糖ともに も

高い酵素糖化率となった。これらを前述した乾式微粉

砕後に A/O 処理を行うプロセスと比較すると，C5 糖，

C6 糖ともに３倍程度糖化性能が向上したこととなる。 

 表-4 には，蒸留水または NaOH 水溶液を用いて二軸

押出機での湿式処理を行った杉材の結晶化度，結晶サ

イズ並びに C5，C6 酵素糖化率の結果を示す。蒸留水

で湿式処理した杉材の結晶化度は 68.5%であったが，

NaOH 水溶液で処理した場合には 44.3%となり，結晶

サイズも同様に低下した。このように，NaOH 水溶液

を用いた湿式微粉砕処理により木材の結晶性が著しく

緩和されることがわかった。これに伴い，蒸留水系で

得られた酵素糖化率は，C5 糖が 13.4％，C6 糖が

13.9％であったが，NaOH 水溶液系では C5 糖が 100％，

C6 糖が 51.1％の酵素糖化率となった。 

以上のように，NaOH 水溶液を用いた二軸押出機で

の湿式アルカリ処理は，乾式微粉砕系では成し得ない

高い酵素糖化性能が得られることがわかった。 

 

■C5糖
◆C6糖

 

図-7 二軸押出機の 大設定温度と酵素糖化率 
Fig.7  The maximum preset temperature of  two-axis extrusion 

machine, and enzymatic saccharification rates 

 

表-4 二軸押出機処理における NaOH の効果 
Table 4  Effect of NaOH in two- axis extrusion machine 

processing 
評価項目 蒸留水 NaOH 水溶液 

処理木材の結晶化度（％） 68.5 44.3 

処理木材の結晶サイズ（nm） 3.68 3.56 

酵素糖化率 

（％） 

C5 糖 13.4 100.0 

C6 糖 13.9 51.1 

  
 

3.  二軸押出機による湿式アルカリ処理の最

適化 
 

前述のとおり，二軸押出機による湿式アルカリ処理
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では，乾式微粉砕後に A/O 処理を行うプロセスと比較

して，後段の酵素糖化性能を飛躍的に向上できること

がわかった。そこで，二軸押出機による湿式アルカリ

処理の 適条件について検討した。 

 

3.1 実験方法 

二軸押出機として㈱DJK 二軸押出機 HK25D を用い

た。供試木材は 2mm アンダーに事前粉砕した杉材であ

る。二軸押出機でのアルカリ処理におけるパラメータ

としては， 大設定温度，木材乾燥重量当りの NaOH

添加率，スラリー濃度及びスラリー供給速度の４つで

ある。そこで，表-5 に示すとおりパラメータ毎に各々

３水準を設定し，各条件にて杉材の二軸押出機処理を

行った。なお，二軸押出機での湿式アルカリ処理後の

操作は 2.4.2 に準じた。 

 

表-5 実験条件 
Table 5  Experimental conditions 
パラメータ 水準 

大設定温度（℃） 110、130、150 

乾燥木材重量当りの苛性ソーダ添加率（w/w%） 5、10、20 

スラリー濃度（％） 10、20、30 

スラリーの供給速度（kg/h） 0.2、0.5、1.0 

  
3.2 実験結果 

表-6 に実験結果をまとめて示す。各実験から得られ

た C6 糖酵素糖化率は 14～71％，C5 糖酵素糖化率は

34.4～100%と各パラメータの設定水準によって大きく

変化した。これらの結果を統計的に評価するため，田

口メソッド５）に準じて解析を行った。 

田口メソッドは品質管理手法であり実験計画法の１

つとして知られている。特徴は，出力値よりもバラツ

キを重視した管理方法で，実際の生産ラインでの品質

管理を行うコストカットに有効な手法である。様々な

操作因子，例えば温度や圧力等はいくら制御しても厳

密には変動する。もし，操作因子が全く変動しないと

仮定すると操作因子と出力には線形性が成立する。今

回の実験では，田口メソッドを二軸押出機の操作因子

の影響評価に用いたが，糖化試験には全くバラツキが

ないものと仮定し解析を行った。 

田口メソッドにおける望大特性の SN 比（SN＝-

10×logσ2；σ＝各酵素糖化率の逆数）を求めた。その結

果を表-7 に示す。また，各実験で求めた SN 比に基づ

き算定した C6 糖酵素糖化率，C5 糖酵素糖化率の補助

表を各々表-8，9 に示す。なお，表-8，9 の各パラメー

タ水準における ΣSN 比は，表-7 に示した各実験条件の

SN 比から算定した（例えば， 大設定温度 130℃では，

No.1～No.3 までの SN の和）。 

 

表-6 実験結果 
Table 6  Experimental results 

No.

大設定

温度 
（℃） 

NaOH 
添加率 
（wt%） 

スラリー 

濃度 
（%） 

供給速度 
（kg/h） 

C6 糖 

糖化率 
（%） 

C5 糖 

糖化率 
（%） 

1 130 5 10 0.2 21.4 53.5 

2 130 10 20 0.5 34.9 88.7 

3 130 20 30 1.0 52.3 85.1 

4 150 5 10 0.2 14.0 34.4 

5 150 10 20 0.5 47.9 81.1 

6 150 20 30 1.0 29.4 70.2 

7 110 5 10 0.2 27.2 66.4 

8 110 10 20 0.5 22.6 82.6 

9 110 20 30 1.0 71.0 100 

  
表-7 各実験から求めた酵素糖化率における SN 比 
Table 7  S/N ratio calculated from each experimental results 

No. 
C6 糖糖化率 

SN 比 

C5 糖糖化率 

SN 比 

1 26.6 34.6 
2 30.9 39.0 
3 34.4 38.6 
4 22.9 30.7 
5 33.6 38.2 
6 29.4 36.9 
7 28.7 36.4 
8 27.1 38.3 
9 37.0 40.0 

  
表-8  C6 糖酵素糖化率の補助表 

Table 8  Auxiliary table of enzymatic saccharification of C6 sugar 

パラメータ 

大設定温度 NaOH 添加率 ｽﾗﾘｰ濃度 供給速度 

℃ 
ΣSN 

比 
wt% 

ΣSN 

比 
% 

ΣSN 

比 
kg/h

ΣSN 

比 

水準-1 130 91.83 5 78.22 10 83.06 0.2 97.24

水準-2 150 85.90 10 91.55 20 90.80 0.5 88.91

水準-3 110 92.80 20 100.76 30 96.67 1.0 84.37
  

表-9  C5 糖酵素糖化率の補助表 
Table 9  Auxiliary table of enzymatic saccharification of C5 sugar 

パラメータ 

大設定温度 NaOH 添加率 ｽﾗﾘｰ濃度 供給速度 

℃ 
ΣSN 

比 
wt% 

ΣSN 

比 
% 

ΣSN 

比 
kg/h

ΣSN 

比 

水準-1 130 112.12 5 101.74 10 109.8 0.2 112.8

水準-2 150 105.84 10 115.48 20 109.7 0.5 112.3

水準-3 110 114.78 20 115.53 30 113.2 1.0 107.7
  

以上の田口メソッドによる望大特性評価の結果，各

パラメータの 適値は C6 糖，C5 糖酵素糖化率とも同

様であり，表-10 に示す値であることがわかった。なお，

本算定で求めた各パラメータの 適値は，あくまで実

験で設定した水準範囲での評価である。 

表-7 に示した C6 糖，C5 糖酵素糖化率の SN 比から，

各パラメータの変動（Sa； 大設定温度，Sb；NaOH

添加率，Sc；スラリー濃度，Sd；供給速度）を算定す

ることにより，酵素糖化性能に及ぼす各パラメータの
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寄与率を求めた。その結果，表 -11 に示とおり Sb 

（NaOH 添加率）が酵素糖化性能に も高い寄与率を

持つことがわかった。 

 

表-10 各パラメータの 適値 
Table 10  Optimal value of each parameter 

パラメータ 適値 

大設定温度（℃） 110 

乾燥木材重量当り NaOH 添加率（w/w%） 20 

スラリー濃度（%） 30 

スラリーの供給速度（kg/h） 0.2 
  

表-11 酵素糖化に及ぼす各パラメータの寄与率 
Table 11  Contribution of each parameter exerted on enzymatic 

saccharification 
  C6 糖糖化率 C5 糖糖化率 

SF 8131.8 12302.0 

St 154.4 64.1 

因子 変動 寄与率（%） 変動 寄与率（%） 

Sa 9.3 6.03 14.1 21.94 

Sb 85.6 55.45 42.1 65.64 

Sc 31.1 20.13 2.7 4.16 

Sd 28.4 18.38 5.3 8.26 

  
 

・ CF；修正項＝（SN 比の合計）2／N 

・ St；全変動＝Σ（個々の SN 比）2－CF 

・ Sa；因子「 大設定温度」の変動＝（因子「 大

設定温度」の SN 比）2／（水準数）－CF 

・ Sb；因子「NaOH 添加率」の変動＝（因子「NaOH

添加率」の SN 比）2／（水準数）－CF 

・ Sc；因子「スラリー濃度」の変動＝（因子「スラ

リー濃度」の SN 比）2／（水準数）－CF 

・ Sd；因子「供給速度」の変動＝（因子「供給速

度」の SN 比）2／（水準数）－CF 

 

4.  二軸押出機による湿式アルカリ処理の適

用範囲 
 

杉材，建設廃木材，草，枝等の異なるバイオマスを

原料に，二軸押出機による湿式アルカリ処理の適用性

を検討した。 

 

4.1 二軸押出機及び供試原料 

DJK 社製二軸押出機 HK25D を用いた。また，供試

原料としては，第二章で用いた杉材，DINS 堺㈱エタノ

ールプラントより採取した合板を主体とした建設廃木

材，一般廃棄物である草系剪定材，枝系剪定材を用い

た。なお，建設廃木材，剪定材については，石，砂，

砂類等の異物が混在するため，事前に大洋マシナリー

社製縦型+横型風力選別機で異物を除去し，2mm の篩

を通過した 2mm アンダーを供試原料とした。 

 

4.2 実験条件及び方法 

二軸押出機の 大設定温度を 110℃，乾燥重量当り

の NaOH 添加率を 20w/w％，スラリー濃度を 30w/v%，

スラリー供給速度を 0.5kg/h とし，各供試原料の湿式ア

ルカリ処理を行った。処理後のスラリーを回収し，

2.3.2、2.4.2 に示した手順に準じて酵素糖化を行った。 

 

4.3 実験結果 

各植物原料から得られた酵素糖化率の結果を図-8 に

示す。C6 糖酵素糖化率は，杉材で 63.1％，建設廃木材

で 63.6％であったが，草系，枝系剪定材はこれらの値

を上回り，70％近くの酵素糖化率を示した。一方，C5

糖に関しては，剪定材の糖化率は杉材や建設廃木材を

下回った。剪定材は木材と比較してヘミセルロース含

量が高く，未分解のヘミセルロース成分が残存したも

のと考えられる。ただし，C6 糖，C5 糖の総合的な酵

素糖化性能は杉材や建設廃木材と同等と考えられ，建

設廃木材，剪定材ともに二軸押出機での湿式アルカリ

処理が可能と考えられる。 
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図-8 各植物原料の酵素糖化率 

Fig.8  Enzymatic saccharification rate from each plant materials 

 

5.  二軸押出機による湿式アルカリ処理の作

用機構の検討 
 

 前述のように，二軸押出機を用いた湿式アルカリ処

理により，木質バイオマスの酵素糖化を著しく向上で

きることが確認された。そこで，処理前後の木質物性

の変化から本前処理方法の作用機構について検討した。 

 

5.1 二軸押出機及び供試原料 

二軸押出機として東芝機械㈱TEM-58SS-10（スクリ

ュー径 57.2mm，L/D41.4，スクリューとシリンダー間
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のクリアランス 0.4mm）を用いた。また，供試木材と

して，4.1 に示した建設廃木材を用いた。 

 

5.2 実験条件及び方法 

表-12 に実験条件を示す。なお，二軸押出機における

大設定温度はいずれも 110℃とした。各実験条件で

処理した建設廃木材スラリーの一部を蒸留水及び

200mM クエン酸緩衝液（pH4.4）にて十分洗浄し，酵

素糖化試験及び各分析用のサンプルとした。 

 

表-12 実験条件 
Table 12  Experimental conditions 

No 
NaOH 添加率 
（w/w%） 

スラリー濃度 
（%） 

スラリー供給速度

（kg/h） 

１ 20 30 4.2 

２ 20 40 3.15 

３ 20 50 2.52 

４ 15 30 4.2 

  

5.3 評価方法 

5.3.1 酵素糖化 

2.4.2 に示した条件に準じた。 

5.3.2 熱分解温度 

回収した固形分を硫酸水溶液で pH7.0 に中和後，ガ

ラスフィルターを用いた吸引ろ過を行った。回収した

固形分は物性変化が懸念されたため特に乾燥を行わず

TG-DTA 分析に供した。 

TG-DTA 分析は，N2雰囲気下で昇温速度 20℃/min で

常温から 510℃まで分析し，この間の TG 並びに DTA

を測定し熱分解温度を算定した。 

5.3.3 強熱減量残物中の Na 含量 

熱特性分析で使用したサンプルの一部を電気マッフ

ル炉にて強熱処理（510℃）した。冷却後，固形残物を

回収し，残物中の Na 含量を蛍光 X 線にて算定した。 

 

5.4 実験結果 

表-13 に各サンプルの熱分解温度，強熱処理後残物中

の Na 含量及び酵素糖化性能を示す。NaOH を 20w/w％

添加した条件（No.1～3）では，C5 糖，C6 糖酵素糖化

率は，各々90%以上，60％以上となった。また，熱分

解温度は条件によって変化したが，供試建設廃木材の

熱分解温度よりも相対的に低下する傾向が見られた。

これは，木質を構成するリグニンやヘミセルロース，

セルロースの低分子化，低結晶化が促進されたことを

示唆するものである。また，強熱処理後に回収した残

物中の Na 含量は，供試建設廃木材で 0.2%であったの

に対して，処理後にはすべてのサンプルとも上昇して

おり，二軸押出機による湿式アルカリ処理では、溶液

中の Na イオンが木材内部まで浸透していることが示

唆された。 

 

表-13 実験結果 
Table 13  Experimental results 

No. 
熱分解温度

（℃） 

残物中 
Na 含量 

（w/w%） 

C5 糖糖化率 
（%） 

C6 糖糖化率

（%） 

供試建設廃木材 311.6 0.2 分析せず 分析せず 

1 293.2 9.4 93.0 63.7 

2 262.0 8.1 100 67.8 

3 262.4 11.6 99.8 70.0 

4 321.2 1.8 89.1 54.3 

  

図-9，10 には，C6 糖酵素糖化率と熱分解温度，強熱

処理残物中の Na 含量との関係を示す。その結果，熱

分解温度，強熱処理残物中の Na 含量とも C6 糖酵素糖

化率と高い相関が確認された。 
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図-9 C6 糖酵素糖化率と熱分解温度 

Fig.9  Enzymatic saccharification rate of C6 sugar and thermal 
decomposition temperature 
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図-10 C6 糖酵素糖化率と強熱処理残物中の Na 含量 

Fig.10  Enzymatic saccharification rate of C6 sugar and Na 
content in ignition loss leftovers 

 

6.  考 察 
 

 以上のように，酵素糖化の前処理として二軸押出機

による湿式アルカリ処理を行うことにより，乾式微粉

砕では得られない極めて高い酵素糖化性能を難分解の

木質系バイオマスから得られることが明らかとなった。 
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 副島ら１）は，アルカリ処理によるセルロースへの基

礎的作用機構を把握するために，結晶性セルロースを

用いた検討を行った結果，アルカリ処理そのものはセ

ルロース結晶化度の低下よりも分子鎖の切断による低

分子化に寄与することを把握している。 

一方，本報で示したとおり，二軸押出機を用いた湿

式アルカリ処理では，木材の結晶化度が 68.5％から

44.3％まで大幅に低下するとともに，酵素糖化率と熱

分解温度には高い相関が確認された。以上の結果，二

軸押出機での湿式アルカリ処理では，NaOH によるセ

ルロース分子鎖の切断と二軸押出内での連続的なせん

断による相乗効果により，木材の結晶化度の低下が促

進されたと考えられる。さらに，NaOH によるアルカ

リ可溶性リグニンの溶解・離脱も平行して生じ，結晶

化度とともに熱分解温度も低下したものと推察される。

また，本実験では二軸押出機で処理したサンプルを蒸

留水で十分洗浄したにも関わらず，固体中に Na が検

出されるとともに， Na 含量と酵素糖化率にも高い正

の相関が確認された。これは二軸押出機による湿式ア

ルカリ処理によって，木材組織内部まで水が浸入しや

すい環境が形成されたことを示唆している。この結果，

後段で添加したセルラーゼも水と同様に木材内部まで

侵入し，セルロースやヘミセルロースへ容易にアタッ

クし，結果として高い酵素糖化性能を示したものと考

えられる。 

木質系バイオマス，特に都市型バイオマスである建

設廃木材や草系，枝系剪定材を原料とした試験の結果，

二軸押出機での湿式アルカリ処理はいずれの植物原料

からも高い酵素糖化率を得ることができた。この結果，

二軸押出機を用いた湿式アルカリ処理工程を酵素糖化

の前処理プロセスとすることにより，様々な未利用の

木質系バイオマスを原料にグルコースを始めとする単

糖を高効率で生成できることが明らかとなった。 

 

7.  おわりに 
 

 バイオリファイナリーに積極的な米国では，バイオ

リファイナリー基幹物質としてコハク酸，フマル酸， 

 

 

 

リンゴ酸，キシリトール等の12物質を規定し，国家戦

略として化学製品に占めるバイオマス由来製品の割合

を2020年に10％，2050年には50％とする目標を掲げて

いる６）。しかしながら，現状では石油由来製品と比較

してバイオマスから安価に目的物質を製造できないた

め，実用化されているものは数少ない。 

 筆者らは，バイオリファイナリーの一種として，セ

ルロース系バイオマスからのバイオエタノール製造に

着目し，特に反応の第一段階である「糖化」の効率化

について技術開発を進めてきた１），３），４）。前述のと

おり，バイオマスの糖化はバイオリファイナリーの基

本であり，本報では，二軸押出機による湿式アルカリ

処理と酵素糖化のプロセスにより，様々な未利用の木

質系バイオマスから単糖を効率的に転換できることを

見出した。 

すでに顕在化している原油価格の高騰，本技術も含

めた技術革新による低コスト化，またカーボンニュー

トラルの認識の高まりにより，今後，世界的にバイオ

リファイナリーが加速し，地球温暖化防止に大いに貢

献することを期待したい。 

なお，本研究は平成22年度，平成23年度環境省地球

温暖化対策技術開発事業の委託事業として実施したこ

とを付記する。 
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