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　糖質やデンプン質、セルロース系の原料を混合した糖化液からのエタノール発酵は実施されていな
い。その理由として、例えば、高温熱水処理や希硫酸加水分解法では糖化温度や糖化時間の差に伴う
糖の過分解を要因とする発酵障害が懸念されることなどがあげられる。本研究では、エタノール生産
施設の簡素化のため、デンプン質原料とセルロース系原料を混合した場合の低温濃硫酸加水分解糖化
液に対するエタノール発酵実験を行い、発酵障害の有無を確認して混合原料からのエタノール生産の
可能性を検証した。その結果は、以下のように整理される。
１） デンプン・セルロース系混合原料の加水分解後の糖濃度は、デンプン質原料とセルロース系原料
を単独で加水分解した場合の糖濃度と相関関係が認められた。すなわち、デンプン質原料とセル
ロース系原料はそれぞれが単独に加水分解すると推察される。

２）15％ YPD培地で示される発酵特性と同等の発酵特性をデンプン・セルロース混合系のバイオマ
スでも示すことが確認された。このことは、発酵阻害要因となる物質が存在しないことを示唆し
ている。

３） 以上より、デンプン質原料とセルロース系原料を混合して用いる場合、原料種ごとで分けている
糖化・加水分解までの工程を原料種ごとに分けないで同時に糖化する可能性が実証された。

《キーワード：バイオエタノール；デンプン；セルロース；原料の混合；酸糖化液；生産システム》

　Ethanol fermentation using hydrolyzates containing starches, other carbohydrates, and cellulose 
has not been carried out. One reason is the concern over potential fermentation problems 
associated with hot hydrothermal treatment and dilute sulfuric acid hydrolysis, problems that 
could result from over-decomposition of carbohydrates caused by differences in optimal 
temperature and fermentation times between the materials. Toward simplifying ethanol production 
facilities, we conducted an ethanol fermentation experiment using a hydrolyzate prepared from a 
mixture of starch and cellulose by low-temperature concentrated sulfuric acid hydrolysis, in order 
to determine whether fermentation problems would occur and to examine the potential for ethanol 
production using such mixed materials.　The results are summarized below.
１）The monosaccharide content（%）produced by hydrolysis of materials containing starch and 
cellulose is the same whether those materials are mixed and then hydrolyzed or hydrolyzed 
separately.　It is thought the starch and the cellulose hydrolyze independently in either case.

３）Fermentation equivalent to that observed with 15% YPD medium was confi rmed for starch- 
and cellulose-based biomass, indicating the absence of fermentation-inhibiting factors.

３）These results demonstrate the feasibility of simultaneously saccharifying starch and cellulose 
materials to produce ethanol, thereby eliminating the need to saccharify and hydrolyze each 
material separately.

《Key words：bioethanol；starch；cellulose；mixture of raw material；acid hydrolyzate；
production system》
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　昨今、地球温暖化対策やエネルギーセキュリティの
観点からバイオエタノール等のバイオ燃料に対する関
心が海外のみならず国内でも高まっている。このよう
な状況の中、2007年２月、バイオマス・ニッポン総合
戦略推進会議は国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向
けた工程表をとりまとめた１）。
　諸外国では、バイオエタノールの大量生産技術が実
用化レベルで既に確立されている。たとえば、ブラジ
ルではサトウキビのような糖質原料から、一方、米国
ではトウモロコシのようなデンプン質原料からバイオ
エタノールの生産を実施している。また、サトウキビ
やトウモロコシなどは貴重な食料、飼料であるため、
食料、飼料と競合しない非可食部のエタノール原料の
確保をめざし、セルロース系資源からのバイオエタ
ノール生産の研究開発も活発に行われている。なお、
本文では、バイオエタノール原料を大きく分けて、糖
質原料、デンプン質原料、セルロース系原料と呼称す
る。糖質原料には、例えばグルコース、フルクトース、
シュクロースを主成分とするサトウキビや甜菜の搾汁
などがあり、デンプン質原料には、トウモロコシ、麦
などの穀類、甘藷、馬鈴薯、タピオカなどのいも類が
ある。セルロース系原料には、木質バイオマス、古紙
や稲わら、麦わらなどのセルロースを主成分とする原
料がある。
　国内では、エタノール生産は主として粗留アルコー
ルやエチレンの水和反応から行われており、糖蜜のよ
うなバイオマスからの生産はわずかである。セルロー
ス系資源からのバイオエタノール生産技術についても
まだ開発途中の段階にある。ＥＴＢＥ（エチル・ター
シャリー・ブチル・エーテルの略で、エタノールとイ
ソブチレンから製造される）、バイオディーゼルについ
ても小規模な取り組みが行われている程度であ
る２）、３）。今後、バイオエタノール等の国産バイオ燃
料を大幅に生産拡大していくには、その推進意義を啓
蒙することはもとより、生産技術の開発、普及、定着
が必要になるであろう。
　バイオエタノールは、先述の通り、糖質、デンプン
質、セルロース系の作物を原料としている。これら各々
の原料の性質に適し、かつ、異なった生産工程が現状
では採用されている。辿ってきたエタノール発酵技術
の発展過程が異なることや、糖化温度ならびに時間の
差に伴う糖の過分解を要因とする発酵障害が懸念され
るため、成分の異なる原料を混合するようなエタノー

ル発酵は実施されていない。
　また、バイオエタノール等の国産バイオ燃料の大幅
な生産拡大にあたっては、将来的に食料、飼料と競合
しないセルロース系原料の利用が期待されるものの、
その技術はまだ未確立であり、さらに、現時点では、
その原料を多量かつ安価に、また確実に入手できない。
当面、バイオエタノール生産現場での原料の安定確保
を考えると、セルロース系原料へ移行するまでは、糖
質やデンプン質原料を利用、あるいは糖質、デンプン
質原料を主としながらセルロース系原料も利用する方
法が現実的と想定される。
　一方、農村地域に賦存するバイオマスの種類・量は
各々の地域によって異なっている。多種多様なバイオ
マスを余すことなく効率的に有効活用することは地域
資源の循環利用の促進にも繋がると考えられる。しか
しながら、現状のバイオエタノール生産システムを地
域に導入する場合、エタノール原料の成分ごとに施設、
設備を設ける計画になってしまう。このことは初期に
投資する施設建設費を増加させ、経済収支の成立を困
難にしかねない。効率的、かつ経済的な設備計画を立
てられるようなエタノール生産技術が必要である。
　そこで、本研究では、デンプン質原料とセルロース
系原料を混合した場合の発酵障害の有無を実験で確認
して、エタノール生産の可能性を検証した。

　ここでは、性質の異なる原料の混合がエタノール生
産プロセスにもたらす利点について概説する。
　 に従来の農業系バイオマス原料を個別処理す
る場合とデンプン質原料とセルロース系原料を混合し
て処理する場合の基本フローを示す。但し、セルロー
ス系原料からエタノールへのフローは、前述のように
まだ実用段階には至っていない。なお、甜菜等の糖質
原料については原料を混合する利点を見出せなかった
ことから個別処理プロセスのままとした。原料を混合
することによる利点としては次のことが考えられる。
①原料貯蔵施設、洗浄・粉砕・乾燥などの前処理施
設を共有できる。
②デンプン質原料の糖化施設（酵素法による加水分
解施設）を削減できる。
③施設を共有することにより輸送設備の規模を縮小
できる。

　以上の利点に伴う経済効果として施設建設費の節減
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額を試算してみると、初期に投資する施設建設費が、
約30％軽減できることがわかった。また、将来の施設
維持管理費の軽減にも繋がると考えられる。
　なお、初期に投資する施設建設費の試算にあたって
は、北海道十勝地域で将来予想される耕作放棄地の土
壌保全のために栽培した資源作物を原料にするエタ
ノール生産のプロセスを想定した。十勝地域を対象と
した理由は、北海道を代表する畑作、畜産が展開され
ており、多様なバイオマスが賦存していることや、バ
イオエタノールに関する実証試験等の取り組みが既に
展開されているためである。
　検討の前提条件として、１年間に10,000kL のバイ
オエタノール生産の施設規模を想定した。この施設規
模は次のような条件から決定した。
①　エタノール原料として供給するバイオマス量は将
来予想される耕作放棄地面積をもとに推定した４）。

②　原料には、十勝地域の代表的な農作物の小麦、馬

鈴薯、甜菜、青刈りとうもろこし、牧草を選定した。
③　これら①、②の条件をもとに推定したバイオマス
量は、小麦、青刈りとうもろこし、牧草、馬鈴薯残
渣、甜菜残渣等のセルロース系原料が水分率を５％
に調整した状態でそれぞれ6,800t、5,900t、9,900t、
1,300t、4,000t（合計約27,900t）であった。馬鈴薯の
子実（水分率：77％）及び甜菜の根塊（水分率：75％）
は生原料で、17,700t、22,100t であった。

　実験のフローを に示す。酸分解法５）による糖
化技術およびエタノール発酵法〔いずれもＮＥＤＯ（独
立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）が
開発した〕を用いて、デンプン質原料ならびにセルロー
ス系原料の単独あるいは混合原料の糖化実験やエタ
ノール発酵実験などを実施した。また、糖化状態等の
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確認のため、事前に混合原料の成分分析を行った。

　デンプン質原料として馬鈴薯を、セルロース系原料
として混播牧草を用いた。 および は
本実験で使用した馬鈴薯ならびに混播牧草である。馬
鈴薯は市販品の男爵、混播牧草はチモシー（品種名：
キリタップ）とガレガ（同：ガレ）を組合せたものであ
る。混播牧草は、独立行政法人農業・生物系特定産業
技術研究機構北海道農業研究センターから提供を受け
た。イネ科牧草であるチモシーの生育ステージを指標
とすると、１番草の登熟期に収穫したものである。収
穫後には風乾を行った。

　エタノールに変換可能な糖、デンプン、セルロース、
へミセルロースの含有量を把握するため、馬鈴薯と混
播牧草の混合物の成分組成分析を行った。試料の採取
から各成分の分析に至るまでの実験方法はパルプ材の
実験方法を参考とした６）～ 11）。これらの実験方法は、
ＪＩＳ規格としては既に廃止されているが、紙パルプ
技術協会の団体規格として定め直されている。本実験
での混合原料の成分組成分析方法の概要を示すと、次
のとおりである。

１）試料
　後述の「３．３　加水分解・糖化実験」で採取した
混合原料の供試サンプルを一度、室内で放置してから
分析に供試した。したがって、一度絶乾状態にあった
サンプルは空気中の水分をいくらか吸収している。

２）水分・灰分
　水分は、前述の「１）試料」で調整した供試サンプ
ルを105±３℃で恒量になるまで数時間乾燥して求め
た。灰分は600℃で恒量になるまで数時間灰化して求
めた。

３）アルコール・ベンゼン可溶分
　ソックスレー抽出法よる測定を行った。供試サンプ
ルを５g程度採取し、アルコール・ベンゼン混合溶剤
を溶媒とする抽出を行い、さらに95％アルコールを溶
媒とする抽出を行った。溶媒はともに150g 用いた。
アルコール・ベンゼン混合溶剤を溶媒にして抽出した
後に残る試料（以下、脱脂試料とよぶ）はホロセルロー
スやリグニン等の分析に用いた。

４）ホロセルロース含有率
　300mL の三角フラスコに前述の脱脂試料を2.5g 入
れ、蒸留水を150mL 加えた。その後、亜塩素酸ナト
リウムを１g、氷酢酸を0.2mL 加えて、70 ～ 80℃で１
時間加温した。この操作を３回繰り返した後、ろ過、
洗浄、乾燥を行い、ホロセルロース含有率を求めた。

５）α－セルロース、β－セルロース、γ－セルロース
　前述の「４）ホロセルロース含有率」の実験で残っ
たホロセルロースをアルカリ分解し、不溶部をα－セ
ルロースとして秤量し、さらに可溶部に酸添加を行っ
て不溶部を秤量してβ－セルロースを求めた。γ－セ
ルロースはホロセルロ－スからα－セルロースおよび
β－セルロースを差し引いて求めた。

６）リグニン含有率
　脱脂試料を72％硫酸で分解し、酸不溶性リグニンと
酸可溶性リグニンに分離した。酸不溶性リグニンは硫
酸残渣物を秤量して求め、酸可溶性リグニンはろ液の
吸光係数と試料重量から求めた。

７）デンプン含有率
　酵素法による分析を行った。すなわち、50％エタノー
ルで低分子糖を抽出洗浄して除去し、グルコアミラー
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ゼによる酵素反応を行って、ブドウ糖を定量し、その
ブドウ糖を下式で換算して求めた。
　　デンプン（％）＝ブドウ糖（％）×0.9

１）試料
　馬鈴薯は、塊状の状態から のようにスライ
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ス状にして約６時間 /日、２～３日間、天日乾燥した。
また、混播牧草は、 の状態のまま馬鈴薯と同
様な天日乾燥を行った後、裁断した（ ）。両者
とも、その後、微粉砕、乾燥を行い密閉容器に入れデ
シケータ中に保存した（ 、 ）。混合原料用サ
ンプルは、これら馬鈴薯と混播牧草の乾燥物をそれぞ
れ重量が等しくなるように採取し、十分混合した。実
験には、馬鈴薯単独、混播牧草単独、混合原料の３通
りの試料を供した。

２）混練作業
　200g のサンプルと250g の80％濃度の硫酸を用意し
た。80％濃度の硫酸はサンプルに対して100％硫酸で
１：１の重量比である。サンプルと硫酸を約1/3量ず
つ万能混合撹拌機（ ）の反応容器内に入れ、３
回にわけて撹拌を行った。１回目は７～８分間、２回
目は15分間の撹拌を行った。これらの間、加温は行わ
なかった。３回目の撹拌時には、反応容器内を加熱し、
設定温度（50℃以下付近）に到達後1時間、同温にて撹
拌した。

３）酸糖化作業（加水分解）
　前述の設定温度（50℃以下付近）での１時間撹拌後、
硫酸濃度を30％相当にするための温水を注入した。次
に、ウォーターバスの設定温度を上げ、容器内温度を
93℃まで昇温させた。容器内温度が約90℃に達した時
点から１時間撹拌を行い、攪拌開始直後、30分後、60
分後の３回で糖類分析用のサンプリングを行った。

４）糖類分析
　採取した分析用サンプルを親水性ＰＴＦＥフィル
ター（47φ、0.5μm）を用いてろ過した。ろ液を分取
（100μ l）し、1000倍に希釈し、この希釈液を10ml シ
リンジとディスポーザブルフィルター（0.45μm）に
て精製した。液体クロマトグラフィーにて単糖類を分
析し、糖濃度（wt％）を算出した。

　酸糖化液には通常20 ～ 30wt％の硫酸が含まれてい
るため、このままでエタノール発酵用の糖化液として
使用することはできない。これは、発酵微生物の耐酸
性の限界を超えているため微生物が死滅し、エタノー
ルを生成し得ないからである。その対策としてＮＥＤＯ
では陰イオン交換樹脂を充填したクロマトグラフィー
分離の手法を用いて糖と硫酸を分離している５）。

　本実験でも、この酸と糖の分離方式に基づいて糖を
硫酸から分離し、糖化液を作った。得られた糖化液の
糖濃度を測定して成分の確認を行った。実験手順は次
のとおりである。
①酸糖化溶液をカラム実験装置へ投入し数分毎にフ
ラクション（分画）を採取する。

②採取フラクションを pH試験紙につけて、酸性を
呈しはじめるまでのフラクションを酸混入のない
糖質分として回収する。
③回収したフラクションは、微生物の混入等による
変質を防止するため、前述の①で採取した内の酸
混入フラクションを混ぜて pH2.0に調整して保存
する。なお、エタノール発酵実験の際には、回収
溶液は pH4.0程度に調整し用いる。
④回収溶液は液体クロマトグラフィーにて糖類の定
量分析を行う。

１）前
ぜん

培養
　試験対象糖化液のエタノール発酵実験に先立って、
採用する微生物の増殖、すなわち前培養を行う。
　本実験で採用したエタノール発酵菌は熊本大学所蔵
の Saccharomyces cerevisae KF-7株である。同株は凝集
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性をもち、現在わが国でエタノールの工業生産に採用
されている酵母と同等以上の発酵特性を有する株であ
る。
　 に前培養実験の概要を示す。この過程を通し
て発酵特性評価実験に必要なKF-7株量を得ることと
した。

２）本培養（発酵特性評価）
　300mL フラスコに本培養用の酸糖化培地を入れ、
その培地に前培養液10mLを植菌し、回分発酵実験を
行った。発酵温度は30℃、培養液の pHは4.5とした。
発酵開始から12時間後、24時間後に発酵液のサンプリ
ングを行い、エタノール濃度を分析した。対象サンプ
ルとして、15％ YPD培地（グルコース 150g/L、酵母
エキス 10g/L、ポリペプトン20g/L）で培養した場合
のエタノール濃度と比べて、試験対象糖化液の発酵特
性を把握した。

　馬鈴薯と混播牧草の混合原料の成分組成分析結果を
に示す。なお、主成分の合計値が約110%になっ

ている。この理由として、セルロース、ヘミセルロー
ス、リグニンなどの成分間の化学的結合があるため単
離する際に成分の変質が伴うこと、有機質各成分の分
離の不完全さがつきまとうこと、デンプンはブドウ糖

から換算して求めていることなどが原因と考えられ
る。ここでは合計値が100％になるような調整をせず、
得られたデータをそのまま示す。
　馬鈴薯と混播牧草の混合原料に含まれるセルロース
系成分の合計は71.4％であった。既存文献12）によると
牧草のセルロース系成分の合計は約90％であった。ま
た、牧草の成分に比較的近い稲わらやバガス（サトウ
キビの搾りかす）は、ホロセルロースが68 ～ 73％、リ
グニンが19 ～ 22％程度であり、これらの合計は85 ～
90％であった。本実験の混合原料の半分を重量比で牧
草が占めることから、今回のセルロース系成分分析結
果はこれら既存文献の参考値の半分程度になると予想
していた。しかし、本実験に供した混合原料のセルロー
ス系成分は予想に比べて幾分大きな値を示す結果と
なった。また、「五訂増補食品成分表2006」13）を用い
て試算した馬鈴薯のデンプン含有率は87％であった。
セルロース系成分と同様に混合原料の半分を重量比で
馬鈴薯が占めることを考慮すると、今回の実験ではデ
ンプン含有率が44％程度の値になると予想した。しか
し、本実験で測定した混合原料のデンプン含有率の方
が若干小さい値を示す結果となった。本実験に供した
混合原料は、馬鈴薯と混播牧草の混合原料としての標
準的な成分組成よりデンプン質が少なく、セルロース
系成分が多い状態であった。

　 に馬鈴薯と混播牧草の混合原料の加水分解中

5% YPD  50 g/L  10 g/L  20 g/L

 1L  10 g/L  20 g/L 
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の糖濃度の経時変化を示す。
　馬鈴薯と混播牧草の混合原料の酸糖化液は、グル
コースが約80％を占めており、その他にキシロース、
アラビノースが含まれていた。ガラクトースやマン
ノースは今回の実験では検知されなかった。加水分解
中の糖濃度の経時変化をみると、酸糖化作業の撹拌を
開始してから30分後が３点の内で最大値を示した。30
分後より60分後の方の糖濃度が低下していることか
ら、60分後までには酸糖化反応がほぼ終了したと判断
できる。
　 は、馬鈴薯単独、混播牧草単独、混合原料の
加水分解中の糖濃度の経時変化を比較したものであ
る。
　馬鈴薯単独、混播牧草単独の加水分解後の全糖濃度
の３点の内での最大値はそれぞれ15.3％、10.3％であ
り、平均で14.4％、9.6％である。一方、混合原料の全
糖濃度の３点の内での最大値は13.0％、平均値は
12.1％である。混合原料の糖濃度が馬鈴薯単独、混播
牧草単独の概ね中間値になっていることがわかる。こ
のことは、馬鈴薯と混播牧草を混合しても、それぞれ
のバイオマス種の構成成分である、セルロース、ヘミ
セルロース、デンプンおよび糖の組成比に準じてグル
コース、キシロースなどの単糖を生成することを示唆
している。すなわち、デンプンとセルロース混合系の
加水分解反応ではそれぞれが単独に反応しており、相
互の反応に悪影響を及ぼすことはないと推察される。

　 は、糖と酸を分離した後に得られた糖化液の
成分組成を示している。全糖濃度が6.2％、その内グ
ルコースが5.0％、キシロースが1.2％であった。糖と
酸を分離する前の糖化液と比べて各成分が約1/2に低

下していた（ 参照）。イオン交換カラムでの分離
の際の溶離水による希釈が原因であった。ＮＥＤＯが
開発した糖・酸分離技術におけるＣ６糖およびＣ５糖
の回収率は、それぞれ85％、90％である。実用化レベ
ルの段階では、疑似移動床方式の連続分離が行われる
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ため、糖濃度の低下はほとんどない。今回得られた糖
化液は、ＮＥＤＯが開発した本来の糖化技術仕様どお
りの糖回収状態になっていないが、発酵特性の評価に
支障はないと判断した。

　発酵開始後のエタノール濃度の経時変化を混合原料
と15％ YPD培地のそれぞれで示す（ ）。混合原
料の糖化液では、発酵開始12時間後に20g/L、24時間
後に17g/L のエタノール濃度が確認されており、15％
YPD 培地では同様に56g/L、63g/L のエタノール濃
度が確認された。比較対象の15％ YPD培地が混合原
料の糖化液に比較して約３倍の糖濃度であるため、
15％ YPD培地では高濃度の値を示していた。
　また、含まれるグルコース量からエタノールの生成
量を試算して求めた発酵効率は、混合原料の場合、発
酵開始12時間経過時が78％、24時間後が67％であった。
今回採用した混合原料の糖化液のような低糖濃度培地
では12時間程度で発酵が完了し、一部生成物の分解が
進んでいることが推察される。一方、15％ YPD培地
では12時間経過時が73％、24時間経過時が82％であっ
た。両者のグルコース基準のエタノール発酵効率は大
差なく、ともに80％程度の値を示している。本実験で
得られたデンプンとセルロース混合系の混合糖化液は
標準的な培地と同等のエタノール発酵特性を有してお
り、このことより、本実験の採用酵母菌に対して発酵
阻害現象はないことが証明されていると考える。

　本研究の結果は、次のように整理される。

①　今回採用した硫酸加水分解反応では、デンプン質
原料とセルロース系原料を混合しても、それぞれの
バイオマス種の構成成分である、セルロース、ヘミ
セルロース、デンプンおよび糖の組成比に応じてグ
ルコース、キシロースなどの単糖が他の多糖類の共
存による影響を受けることなく生成されることが証
明された。
②　デンプン・セルロース混合系のバイオマスでも
15％YPD培地（１％酵母エキス、２％ポリペプトン、
15％グルコース）で示される発酵特性と同等の発酵
特性を示していることが確認された。このことは、
デンプン・セルロース混合系のバイオマスを原料と
してもＮＥＤＯが開発した発酵プロセスで得られる
バイオマス酸糖化液には発酵阻害要因となる物質が
存在しないことを示唆している。
③　以上のことから、デンプン質原料とセルロース系
原料を混合して用いる場合、原料種ごとで分けてい
る糖化・加水分解までの工程を原料種ごとに分けな
いで同時に糖化する可能性が実証された。
　デンプン質とセルロース系バイオマスを同時に処理
することが可能となったことで、収穫時期に季節性
のある多種、多様な農業系バイオマスからのエタ
ノール生産プロセスが、より単純な方式になり、構
成装置の簡素化による生産原価の低廉化が期待され
る。

　本研究にあたって、北海道農業研究センター自給飼
料酪農研究チーム上席研究員高橋俊氏から混播牧草の
試料の提供を受けた。硫酸加水分解条件下での単糖回
収率等のエタノール変換に関する実験においては㈱テ
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クニカ坂本博之氏、河原直樹氏の協力を頂いた。また、
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