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技術論文
農業機械学会誌 75(3) 目 181~188. 2013 

可搬型リアクタによる飼料用米からのバイオエタノールオンサイト製造*

山崎裕文*1・北村 豊*Zt・藤枝 隆*3・元林浩太*4・重田一人叫

要 旨

軽量で動力源を要しない可搬型リアクタを試作して，飼料用米を籾のまま原料とする全粒糖化発酵法

により，バイオエタノールの実験的製造を行った。積算発酵温度とエタノール生成率の聞には正の相関

(r=0.93)が認められた。ラボスケール実験において. 3固までの蒸留残液の返し仕込みと籾の損傷処理

により，高温浸漬におけるエネルギーおよび時間をそれぞれ約 40%. 1時間低減できることが示された。

返し仕込みと籾の損傷処理を行った際のエタノール製造量は 17.7L/50 kg一籾となり，無水化過程の既往

値を含めた EPRは0.99となった。新潟県佐渡市でのバイオエタノール生産を前提とした場合，原料製造

から製品販売までの二酸化炭素排出量は 20.9kg-C02/GJと概算された。

[キーワード]全粒糖化発酵，可搬型リアクタ，二酸化炭素排出量，エネルギー収支，積算発酵温度

Onsite Bioethanol Production from Forage Rice Using Mobile Reactor* 

Hirofumi Y AMASAKI判.Yutaka KITAMURA州.Takashi FUJIEDA *3. 

Kota MOTOBA Y ASHI*4. Kazuto SHIGET A叫

Abstract 

We created a mobile reactor for onsite bioethanol production. without a power plant. by whole paddy 

saccharification and fermentation process using forage rice from paddy as raw material. We observed a 

strong positive correlation (r=0.93) between the cumulative fermentation temperature and the ethanol 

production rate. On a laboratory scale. we could decrease ener昂Tby about 40 % and the duration of boiling 

by 1 hour using slurry that was distilled thrice and physically damaged paddy. We were able to produce 

17.7 L of ethanol from 50 kg of paddy using this distilled slurry and physically damaged paddy. The energy 

profit ratio was 0.99 including the previous value for dehydration process. Carbon dioxide emission from 

bioethanol production in Sado city. Niigata. is estimated to be 20.9 kg-C02/G]. 

[Keywords] whole paddy saccharification and fermentation. mobile reactor. carbon dioxide emission. en巴rgyprofit ratio. 

cumulative fermentation temperature 

I はじめに

近年，世界規模の急速な産業発展に伴い，地球温暖化
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が深刻化している。 IPCCの第4次評価報告書によれば，

20世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇のほ

とんどは化石燃料使用が主因であり，自然要因だけでは

現在 (独)農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター(干331-8537埼玉県さいたま市北区日進町 1-40-2
TEL 048-654ー7108)
Bio-oriented Technology Research Advancement Institution. National Agriculture and Food Research Organization. 1-40-2. Nisshin 
choKita.ku. Saitama-shi. Saitama 331-8537. Japan 

U 会員，筑波大学生命環境系(〒305-8572茨城県つくば市天王台ト1-1 TEL 029-853-6971) 
Faculty of Life and Environmental Sciences. University of Tsukuba. 1-I-l.Ten-noudai. Tsukuba-shi. Ibaraki 305-8572. J apan 

*3筑波大学生命環境科学研究科

現在.経済産業省関東経済産業局

*4会員. (独)農業・食品産業技術総合研究機構(〒305-8517茨城県つくば市観音台3-1-1 TEL 0287-37-7803) 
National Agriculture and Food Res巴archOrganization. 3-1-1. Kan-nondai. Tsukuba-shi. Ibaraki 305-8517. Japan 

t Corresponding author : kitamura.yutaka.fm@u.tsukuba.ac.jp 



182 ( 70 ) 農業機械学会誌第 75巻 第 3号 (2013)

説明がつかないとされている (IntergovernmentalPanel 

on Climate Change， 2007)。これに対して，地球温暖化抑

制に効果があり，化石燃料の代替として期待されるバイ

オ燃料が脚光をあびており 中でもバイオエタノールは

ガソリン消費量を低減できる燃料として，我が固でも利

活用が推進されている(農林水産省， 2006)。バイオエタ

ノールの原料としては木質チップ，稲わら等の未利用バ

イオマスや，サトウキピ，飼料用米といった資源作物が

知られている。資源作物からのバイオエタノール生産を

実用化する上で問題となっているのが，その製造にかか

るコストやエネルギー消費である。そこで，本研究では，

飼料用米を対象とする省エネルギー型バイオエタノール

生成プロセスとして， I乾燥JI籾すりJI精米」を省いて

生籾を直接原料とする全粒糖化発酵法 (Fujiedaet al.， 

2012) に着目した。本法はコメの前処理に係る装置や手

聞を要しないため，従来法よりもコストやエネルギーの

削減が期待される。

一方，飼料用米の作付けが期待される日本の耕作放棄

地(平成 22年度)は 39.6万haにもおよぶ(農林水産省，

2010)。特に農作業が困難になりがちな中山間地におけ

る耕作放棄地率は 13.1%と平地の 5.6%よりも高くなっ

ている(農林水産省， 2009)。そこで，このような中山間

地でもコメを収穫したその場でエタノールに変換できる

小規模分散型製造(以下，オンサイト製造)を提案し

それに適した特徴を有する可搬型リアクタを試作した。

これは前述の全粒糖化発酵法をオンサイトで実施するこ

とを可能とするものであり，他の機械設備を要せず，簡

便な操作で運用できることから 個々の農家の副業とし

て導入される可能性がある。

本報では，中山間地向けのバイオエタノールオンサイ

ト製造法の確立を目指して，ベンチスケールリアクタあ

るいは可搬型リアクタを用いた全粒糖化・発酵を室内お

よび野外にて行い，その処理特性や操作条件，課題を明

らかにしたので報告する。

11 実験装置および方法

1. 可搬型リアクタ

図1に可搬型リアクタの概要を示す。円筒形の本体に

は，ステンレス鋼 (SUS304)を使用し，側面にはもろみ

のサンプル口および排出口を設けた。容量は 400Lで，

加温のための温水循環ジ、ヤケット等は有しないことか

ら，耐久性の評価が必要ではあるものの，既製品のドラ

ム缶を本体として流用することも可能であり，製造費を

安く抑えることができる。内容物の加熱は，リアクタ底

部に設けたかまど部に固形燃料(薪)を投入し燃焼に

よる直火で、行った。またその撹杵は，モーターなどを用

いず手動式の撹持機を設けて行った。上記の特徴によ

り， リアクタはガスや電気のない場所での使用が可能と

なる。なお，加熱機構を有する可搬型リアクタを有効に

活用するために，発酵過程のみを行わせるための断熱性

図 1 可搬型リアクタ模式図(単位:mm) 

Fig. 1 Schematic diagram of the mobile reactor 

表 1 夢あおばの成分

Table 1 The composition of Yumeaoba 

夢あおば

玄米
各成分

タンパク質(%) 6.5 
アミロース(%) 19.5 
脂肪酸 (KOHmg/l00 g) 18.2 

※ I青木ら (2010)の値よりヲ|用

夢あおば
白米諸1

7.5:t1.8 
20.2:t0.l 

コシヒカリ
白米※1

15.9土0.6
5.5士0.3

容器として，安価(定価 24990円)で軽量な 200L容ポ

リエチレン製ローリータンク (DY-200，(株)ダイライト;

900 x 575 x 575 mm) も使用した。

2. 実験方法

(1) 実験材料

原料には，平成 21・22年に新潟県上越市((独)農研機

構北陸センター内の圃場)と佐渡市(実証圃場)で生産

された飼料用米「夢あおば」を用いた(表 lに成分組成

を示す)。加熱用の薪は市販のものを用いた。また，液

化・糖化酵素には， αーアミラーゼ(液化酵素T，エイチ

ビィアイ(~~ミリ，グルコアミラーゼ(グルターゼ、 AN，エ

イチビィアイ(株))を， pH調整剤として乳酸((株)武蔵

野化学研究所)をそれぞ、れ用いた。発酵に用いる酵母は

乾燥協会焼酎 S-2(日本醸造協会)および乾燥パン酵母

(日本甜菜製糖(株))を用いた。

(2) 可搬型リアクタによる予備実験

可搬型リアクタによる全粒糖化発酵法の特性を明らか

にするため，新潟県佐渡市および筑波大学構内にて表2

に示す条件(RUN1 ~6) でエタノール製造実験を行った。

収穫した籾 50kgと水 175L(約 20
0

C) をリアクタに投

入し，カーボンニュートラル燃料とされる薪を一定の速

度で供給・燃焼させリアクタを直火加熱した。液温が約

98
0

Cに到達して，以後 1時間保持すること(高温浸漬)

により籾中の玄米を露出させ，糊化を促進させた。以降，
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表 2 可搬型リアクタによる予備実験条件

Table 2 Experimental condition of the demonstration experiment with 

mobile reactor 

RUN 発酵容器 籾乾燥 籾水分(%)

ローリータンク 鉦 30.8 
2 " " 26.5 
3 可搬型リアクタ " 26.5 
4 /， '/ 39.4 
5 。 有 13.1 
6 /， '/ 

発酵終了まで燃焼による加温は行わず，使用した液化酵

素の至適温度である 80t付近まで放冷により液温を下

げ，デンプン量の約 0.3%の液化酵素をリアクタに投入

し液温が65
0

Cに低下するまで、液化を行った後，乳酸を

投入して pHを約 4.5に調整し，デンプン量の約 0.1%の

糖化酵素を投入した。糖化は，放冷により i夜温が供試酵

母の最大増殖速度である 35
0

C (鈴木ら， 1972)に低下す

るまで行った。その後，吉留ら (2001)の方法に従って，

デンプン量の約 0.06%の乾燥焼酎酵母を投入し 96時開

発酵を行った。

(3) ベンチスケールリアクタによる改良実験

a. 蒸留残液返し仕込み バイオエタノールと製造法

が類似している焼酎製造では，その蒸留残i夜を有効利用

する取り組みとして，機能性を有する醸造酢の製造(森

村ら， 2002)や，嫌気性発酵によるメタン生成 (Issa-

zacharia et al.， 2009)等が検討されている。しかし，蒸留

残液の熱の回収利用を目的とした報告はほとんど見られ

ない。ここでは，蒸留直後の残液が高温であることに着

目し，蒸留残液の返し仕込み (Uedaet al.， 1991)による

高温浸漬のエネルギ一節約の可能性を検討するととも

に，蒸留残液の利用が発酵に与える影響を明らかにしよ

うとした。まず，粗大固形分を除いた発酵後のもろみを

0.5， 1.0， 2.0， 4.0 L採取し，ガスコンロで液量が約半分に

なるまで煮沸・沸騰させることで含有するエタノールを

揮発させ蒸留残液を得た。これらに蒸留水を加えて全量

を2.0LとしたものをそれぞれRUNB2~B5 の原料とし

て，籾 500gと共に 3L容ガラス製ベンチスケールリア

クタへ投入後，約 20
0Cの室温下でラパーヒータを用い高

温浸漬を行った。 98
0

C以上で 3時間保持した後，液温が

70
0

Cまで低下してから液化酵素をデンプン量の 0.3%加

え，恒温槽において 70
0

Cで 30分液化を行った。液温が

60
0

Cまで低下した後，乳酸を 3mL，糖化酵素をデンプン

量の 0.1%加えて 5時間糖化を行った。液温が35
0

Cまで

低下した後，酵母をデンプン量の 1%加えて 96時開発

酵を行った。なお対象区として，水のみで仕込む実験区

(RUN Bl)も設けた。

b 原料籾の損傷処理 高温浸漬はエタノール生成プ

ロセスの中でも特に多くの時間とエネルギーを要する。

そこで，籾に物理的損傷を加えることで籾殻の剥離を促

進し，高温浸漬時間の短縮を検討した。ここでは飼料用

/， 

高温浸i責時間 (min) 薪使用量 (kg)

90 24.0 

" 26.0 
'/ 30.0 
// 28.0 
120 20.0 

// 21.5 

米破砕機 (DX-80，(株)デリカ)を用いて，ロールミルの

間隙を 0.7，1.2， 1.7mmとして，籾表面に物理的な損傷

を与えた。得られた 3種類の籾(以下，損傷籾)と，対

象区として無処理の籾をそれぞれ供試原料として 500g

を3.0L容ガラス製リアクタへ投入し，籾の初期堆積高

さHa(mm)を測定した。次いで水2.0Lを加え， 20
0

Cの

室温下でラパーヒータを用いて加温し高温浸漬を行っ

た。 40分で 98
0

Cに到達し その後 98
0

C以上で 2時間保

持し経時的に籾の堆積高さ Hb(mm)を測定し，糊化

の進行を評価するために籾層の膨張率 E (%) =Hb/Ha 

XlOOを求めた。

(4) 可搬型リアクタによる実証実験

筑波大学構内に可搬型リアクタを設置し前述の結果

に基づき損傷を与えた籾 50kgを水道水(約 20
0

C)175L 

とともに投入した。その後， (1)と同様の方法で高温浸漬，

液化，発酵を行った。なお，高温浸漬時間は上記(2)の結

果に従い設定し，また発酵時のリアクタ側面に断熱材

(FG224ALK，パラマウント硝子工業(株))を巻き保温

した。発酵 96時間経過後，粗大固形分を除去したもろ

み液分を約半量になるまで煮沸・濃縮し，エタノールを

揮発させた。このj濃農縮もろみを蒸留残i液夜としし，高温の状

態で

f行子つた。返し仕込みの回数が0，1， 2， 3回の実験区を，

それぞれRUNC1~C4 とした。

3.分析項目と方法

リアクタ内の液温および外気温は，ハンデイロガー

(CHINO， MR2041 -MU)を用い， K熱電対により測定

した。グルコース濃度は，分析キット(グルコース C-II

テストワコー，和光純薬工業(株))を用い，ムタロター

ゼ・グルコースオキシダーゼ法 (Miwaet al.， 1972)によ

り測定した。エタノール濃度は，ガスクロマトグラフ法

により測定した。籾の含水率およびもろみの固形分濃度

は，炉乾法(試料約 10gを105
0

Cで72h乾燥)により測

定した。デンプン価は，国税庁所定分析法(国税庁， 2007)

を参考に求めた。また，エネルギー収支EPR(Energy 

Profit Ratio，一)は次式を用いて求めた。

EPR=~ Ft~ 
Fw+Fρ 

ここで，Ft:回収可能なエタノールのエネルギー (MJ)， 

Fw:薪のエネルギー (MJ)，Fp:籾生産に必要なエネル
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図 2 積算発酵温度とエタノール生成率との関係

Fig. 2 Relation between the curnulative fermentation 

temperature and the rate of produced ethanol 

ギー (M]) である。なお • Fwは無水化に必要なエネル

ギーを含ませていない。

111 結果と考察

1. 可搬型リアクタによる予備実験

表2の実験区において，デンプン価から算出した生成

可能エタノール量は RUN1.RUN2・3.RUN4. RUN5・

6の順に.16.4L. 16.3L. 14.4L. 20目OLと推算された(デー

タは示していない)。また予備実験において，エタノー

ルの生成は発酵 72時間で概ね収束したことから，粗大

固形分を除いたもろみに含まれるエタノール量(回収エ

タノール量)は発酵 72時間後の値として算出した。

図2に各実験区における発酵開始から 0.5時間毎に測

定した液温を累計した積算発酵温度('C・0.5h)と，回収

エタノール量 (L) と生成可能エタノール量 (L) より求

めたエタノール生成率(%)との関係を示した。全ての

プロッ トの相関係数は 0.73となり，また RUN6を異常

値と考えると，相関係数は O目93に増加し強い正の相関

を示した。このことから，発酵期間中にリアクタの温度

低下を抑制しもろみの積算発酵温度を向上させれば，

酵母の活性が保持されエタノール生成率が向上すること

がわかった。山根ら (1998)により，もろみの積算発酵

温度はエタノール濃度を一意的に決定する指標のひとつ

になると報告されており 本実験結果はこれを支持する

ものとなった。

一方，エタノ ール生成に基づくエネルギ一生成特性に

ついては，生成可能エタノール量が最も高かった RUN5

においても，回収エネルギ-Ft (249M])は全投入エネ

ルギ-Fw+九 (261M]) を下回り • EPR は0.95となっ
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図 3 回収エタノール量と固形分濃度の変化(l)(ラボ試

験)

Fig. 3 Change between the recovered ethanol and the 

solid concentration (1) (laboraωry experiment) 

た。全投入エネルギーの試算には，エタノールの無水化

や籾の乾燥 (RUN5・6)に必要なエネルギーを考慮して

おらず• EPRの向上には さらなるエタノーJレ生産量増

加および投入エネルギー削減の操作が求められる。な

お，ステンレスリアクタよりも放熱性の低いローリータ

ンクを用いた実験区 (RUN1・2)において，ロー リー タ

ンク(ポリエチレン製)へのもろみの移動に伴う雑菌汚

染は発酵過程において確認されなかったため，今後発酵

のみを放熱性の低いプラスチック製のタンクなどで、行わ

せる方法は有効であると思われる。

2.ベンチスケールリアクタによる改良実験

(1) 蒸留残液返し仕込みの発酵特性

図3にもろみの固形分濃度(%)と回収エタノーJレ量

(mL)の関係を示した。籾 500gを原料とした場合，回

収エタノール量は最大で 138mL(RUN B1).最小で 70

mL (RUNB5) となった。また もろみの固形分濃度は

最大で 6.7% (RUN B5)となった。蒸留残液をより多く

用いた実験区，すなわち返し仕込みの回数を増やしたと

想定される実験区ほど回収エタノール量の低下すること

が示された。立屋敷ら (1981)は，清酒の煮切酒が馬鈴

薯澱粉の糊化を抑制すると報告しており，その原因は主

として塩濃度の増加によるとしている。発酵開始時の糖

濃度は RUNB1で 104.5g/Lに対して. RUNB5では 80

3g/Lであり，今回の実験においても糊化が抑制されて

いると考えられる。また，菅間ら(1979)は甘藷焼酎製

造の際に， くみ水歩合を 30%に減らすともろみの濃縮

により発酵が著しく悪化することを報告している。これ

と同様に，今回も返し仕込みを繰り返すのに伴い，もろ
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図 4 膨張率の経時変化

Fig. 4 Change of the rate of expansion 

みが濃厚になり発酵効率が低下したものと思われる。ま

た. 4回の返し仕込みを想定した RUNB5ではその傾向

が顕著で、あったので，返し仕込みは 3回以内とすること

が適切であると判断した。

(2) 損傷処理籾の膨張性

図4に，無処理およびロールミル間隙1.7. 1.2mmで

損傷させた籾の高温浸漬における膨張率E (%)の経時

変化を示した。なお間隙 0.7mmで損傷させた籾では早

期に吸水が進み. 98
0

C到達時には水分がなくなり糊化が

困難な状態となった(結果は示していない)0 98"C到達

時を Ominとしたとき，無処理区の 98
0

C到達後 120min

経過した際の膨張率と，間隙1.7. 1.2mmで損傷させた

実験区の 98
0

C到達後 60min経過した際の膨張率にそれ

ぞれ有意差はなかった (p<0.05)。一方，ロール ミルの

間隙を狭くすると，隙聞を通る籾量が滅るため，単位時

間当たりの処理量が減少し消費エネルギーも増加する。

従って，加熱時間を 1時間短縮することが可能で¥所要

エネルギーをも節約できる間隙1.7mmの損傷操作が適

していると考えられた。

3.可搬型リアクタによる実証実験

(1) 損傷処理籾を用いた返し仕込みの発酵特性

図5に返し仕込みと籾の損傷処理の両方を適用した各

実験区の もろみ固形分濃度(%)と回収エタノ-}レ量 (L)
の関係を示した。籾 50kgを原料としたとき，回収エタ

ノール量は RUNC2において最大の 19.4L (エタノール

濃度 12.0%)を，固形分濃度は RUNC1において最大の

6.1 %を，それぞれ示した。水のみで、仕込む RUNC1よ

りも返し仕込みを行った RUNC2において回収エタ

ノール量が増加しまた返し仕込みの繰り返しによる固
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試験)

Fig. 5 Change between the recovered ethanol and the 
solid concentration (2) (bench experiment) 

形分増加は，ベンチスケール実験で確認されたほど大き

くなかった。これは籾の損傷処理による何らかの影響と

考えられるが，判然とはしなかった。なお. Zhanget al. 

(2010)は蒸留残液をメタン発酵させ，その消化液をエタ

ノール生産に使用する返し仕込みを行い，繰り返し回数

が増すほど目標エタノール濃度への到達時聞が長くなる

ことを報告している。特に.4. 5回目における発酵時間

の増加は顕著であったため，本方法においても，これ以

上返し仕込みを繰り返すとエタノール発酵効率が低下

し生成エタノ ール量が低下すると推測される。

(2) 返し仕込みによるエネルギ一節約

一方， 蒸留残液の廃熱利用により仕込み時の水温は約

50"Cを示し. 20"Cの水道水のみで実験を行う場合よりも

水加熱に関して約 40%の省エネルギーが見込まれるこ

とがわかった。 RUNC1-C4の平均で. 10%エタノー

ル水溶液を 99.5%に濃縮するのに要する熱量 9.66MJ/

kg-EtOH (大矢. 1993).薪の熱量 12.24MJ/kg(白石，

2001)に基づき無水化 (通常二回蒸留法)に要するエネ

ルギーも算入すると • EPRは最終的に 0.99とな った。

これは生成エネルギーと投入エネルギーがほぼ同程度に

なる計算で，事業化が可能なバイオ燃料生産が行われて

いるとは言えない。今後EPRを改善する方策として，

かまど部の断熱性向上，圃場発生した稲わらの熱源利用

による消費エネルギーの低減などが必要になると考えて

いる。なお，蒸留後の残液処理に関して，陳ら (2010)

はその農業利用において， トマト ・ダイコンを栽培し発

育によい影響を及ぼす可能性が高いことを明らかにして

いる。ただし蒸留残液により成分が異なるため，肥料
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図 6 二酸化炭素排出量評価のためのインベントリ分析

の範囲

Fig. 6 Range of inventory analysis for evaluating carbon 

dioxide emission 

分になる窒素・リン酸・カリウムの濃度を考慮した上で

の利用が必要だ、と思われる。

(3) 二酸化炭素排出量に基づく評価

図6にオンサイト製造におけるライフサイクルインベ

ントリ分析の解析範囲を示した。籾からバイオエタノー

ルを製造する場合， 1原料調達j，1製品製造j，1製品輸送j，

「製品販売・消費上「副産物処理」の 5つの工程が存在す

る。今回のインベントリ分析の範囲は「副産物処理」を

除いた I原料調達Jから「製品販売・消費」までとし

二酸化炭素排出量で評価を行った。また本研究では，新

潟県佐渡市の中山間地に見られるように水田が小規模か

っ分散して存在している地域での実用化を想定してい

る。そこで，実証試験を行った新潟県佐渡市における実

用化を前提としてインベントリ分析を行った。前述の実

験結果(生籾 50kgよりエタノール濃度 10%のもろみ

を177L生産)に基づき，エタノール製造条件を以下の

ように決定した。

-カーボンニュートラルエネルギーの地産地消を実現す

るため，高温浸i責に用いる薪は圃場周辺で収集可能な

間伐材， もしくは稲わら(バイオマス)を用いる。

-栽培圃場に可搬型リアクタを移動させ，生籾1.22t，水

4.27tを原料として発酵によりエタノールを生成し，

バイオマスを用いたオンサイトでの粗蒸留操作により

93%エタノールを 0.34t1尋る。
-蒸留によるエタノールの回収率を 90%とする。

-各圃場からの距離が一定となるよう，新潟県佐渡市国

仲平野の中心に位置する JA佐渡カントリーエレベー

ターに無水化施設を置く。

・オンサイトで得られた 93%エタノ-}レ 0.34tをJA佐

渡カントリーエレベーターまでガソリン貨物車で輸送

し，都市ガスを用いて無水化を行い 99.8%エタノール

0.318t (400L) を得る。

-生産された無水エタノールは 輸送を必要としないよ

う無水化施設内で販売する。

二酸化炭素排出項目は， 1原料調達」において生籾製造，

籾損傷処理，水道水の製造・供給， 1製品製造」において

エタノール製造，発酵液粗蒸留， 1製品輸送jにおいて粗

蒸留液輸送， 1製品販売・消費」においてエタノールの無

水化，エタノールの消費とした。ここで，生籾製造時の

二酸化炭素排出量 (kg-C02/kg一生籾)は，肥料・除草

剤・防除剤の製造，肥料・除草剤・防除剤の散布，収穫

で用いた燃料から算出した。すなわち平成 21年新潟県

佐渡市の真野，浜梅津圃場において，圃場を不耕起のま

ま籾を散播する湛水直播からその栽培・収穫までの燃料

消費量を測定・積算した結果， 0.077 ~0.090 kg-C02/kg 

生籾を得たので高位の 0.090kg-C02/kg一生籾を用いた。

肥料，農薬，薪製造の二酸化炭素排出係数はそれぞれ

1.64 kg-C02/kg-N， 1.44 kg-C02/kg-P205， 394.8 g-C02 

Ikg一除草剤， 364.8 g-C02/kg一殺虫剤， 266.6 g-C02/kg 

殺菌剤(小林ら， 2001;小林ら， 2006)， 4.7 kg-C02/GJ 

(株式会社森のエネルギー研究所， 2012)を用いた。ガソ

リン，都市ガス，水の二酸化炭素排出係数はそれぞれ，

2.32 kg-C02/L， 0目0499kg-C02/MJ， 0.200 kg-C02/m3を

用いた(環境省ら，2012;東京都， 2009)。また，輸送に

用いたガソリン貨物自動車(軽自動車)の燃費は， 2010 

年度燃費目標基準の 16目7km/Lとした。なお， 93%のエ

タノールを無水化(蒸気透過型ゼオライト膜による脱水)

するには， 0.68 MJ/kg-Et-OHが必要であるとされており

(中根， 2002)， この値に都市ガスの二酸化炭素排出係数

0.0499 kg-C02/MJを乗じ，無水化による二酸化炭素排

出係数として用いた。また，乾燥酵母生産において主な

二酸化炭素排出源と思われる，乾燥工程での二酸化炭素

排出量は 5.26g-COz/kg-酵母(メーカ←回答値)であり，

全体の排出量に及ぼす影響は小さいと考え，今回はその

値を除外した。酵素の二酸化炭素排出量に関しでも，酵

母の製造と比べて大差ないと考え，同様に含めないこと

とした。水田より発生するメタン，及び二酸化窒素の値

は非常に高い値を示すが，水稲作を行う意義はエネル

ギ一生産のみに限られず 生態系の保護や緊急時の食用

米製造など多面的であり，今回はその発生量を含めない

こととした。「原料調達jに使用する農業機械に関して

は，不耕起栽培・動力散布機による播種であることから，

動力散布機及びコンパインに限られ，生涯稼働時間に対

して，使用時聞が著しく小さく，また機械製造における

二酸化炭素に関して，信頼できるデータを得ることもで

きなかったことから，それらの製造にかかる排出量は除

外した。エタノール製造施設の建設で発生する二酸化炭

素に関しては，オンサイト製造であるため無水化施設の

みを建設すればよく，施設の建設，解体で発生する排出

量は大規模な製造法と比較すると著しく削減できると思

われるが，その値の算出には信頼できるデータが得られ

なかったため，今回その排出量は含めなかった。

表 3に籾 1.22tを用いエタノール 400Lを製造する際

の二酸化炭素排出項目とその排出量を示した。「原料調

達」では 90.7kg，1製品製造」では使用する薪の製造で

74.6kg，燃焼ではカーボンニュートラルな燃料であるバ

イオマスを用いるため Okg，1製品輸送」では1.3kg，1製

品販売Jでは 10.8kgの二酸化炭素をそれぞれ排出する。

従って，本研究で提案するオンサイト製造において発生
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表 3 二酸化炭素排出項目と排出量 (400Lエタ

ノール当たり)

Table 3 Carbon dioxide chapter and emission 

(on producing 400 L ethanol) 

排出項目 排出量 (kg)

原料調達 生籾製造 87.8 
燃料消費 32.8 
肥料製造 49.5 
農薬製造 5.5 

籾破砕 2.0 
水道水 0.9 

製品製造 エタノール製造 29.5 
薪製造 29.5 
薪燃焼 。

発酵液粗蒸留 45.1 
薪製造 45.1 
薪燃焼 。

製品輸送 粗蒸留液輸送 1.3 

製品販売・消費 エタノールの無水化 10.8 
都市ガス消費 10.8 

エタノール消費 。

する二酸化炭素排出量は， 20.9 kg-C02/G] (0.44 kg/L) 

と算出された。評価範囲が同ーとはいえず，一概に比較

できるものではないが，これはガソリンの製造から燃焼

までに発生する二酸化炭素排出量 77.7kg-C02/G] ((財)

石油産業活性センター， 2000) を大幅に下回る。経済産

業省におけるバイオ燃料技術革新協議会のバイオ燃料技

術革新計画 (2008) では，バイオ燃料には対ガソリン比

で5割以上の削減水準が設けられている。今回，ガソリ

ンと比較して約 73%の二酸化炭素を削減可能な燃料と

いうことになり，二酸化炭素削減の面からすると，本法

の有用性が期待できることが示された。

IV摘要

飼料用に低コストで生産された生籾を収穫地(オンサ

イト)で全粒糖化発酵法によりバイオエタノールに変換

できる，動力源を必要としない簡易で軽量な可搬型リア

クタを構築しそのプロセス特性の解析や操作条件の策

定を実験的に行うとともに，二酸化炭素排出に着目した

環境影響評価を行った。得られた知見は以下のとおりで

ある。

1) もろみの発酵期間中にリアクタの温度低下を抑制す

ることにより，エタノール生成率を向上できる。よっ

て発酵のみを断熱性タンクで行うことは可能で、ある。

2)蒸留残液の返し仕込みは 3固までの繰り返しが適当

であり，高温浸j責における約 40%の省エネルギーが

見込まれる。また原料籾の損傷処理は，例えば1.7

mmのローラ一間隙に設定したコメの破砕機などを

用いて処理することにより，高温浸j責を 1時間短縮

できる。

3)返し仕込みと籾の損傷処理により可搬型リアクタに

おけるエタノール回収は最大で約 17.7L/50 kg籾と

なり，無水化までをも含めた EPRは 0.99となった。

4)可搬型リアクタによる生籾からのオンサイトバイオ

エタノール生産を新潟県佐渡市で行うとした場合，

99.8%エタノールについて製造から販売までに発生

する二酸化炭素排出量は 20.9kg-C02/G]と導出され

た。
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