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Abstract: Recently， demand for the bio-fuel (e必 ethanol)production to overcome green house gas emission 
has been overwhelmingly accepted in many countries. The majority of bio-ethanol is being produced from su幽

crose (e必 sugarcane)and starch (e必 corn)，simultaneously causing the problem of food shortage and the rise 
of commodity prices. Neverthelωs， demand for bio幽ethanolas an alternative fuel will increase in the near fu-
ture. To satisfy such demand， sustainable agriculture and new technology for effective bio-ethanol production 
from cellulosic materials are urgently needed. Here， we report the effective saccharification of several plant 
materials， which are mechano-chemically prepared using a high intensive ball mill. Enzymatic digestion of 
rice straw， sugarbeet and sugarcane with cellulase and xylanase was enhanced by treatment with the high in・
tensive ball mill. Analysis of the digωts with cellulase and xylanase revealed an increase in the amount of glu-
cose and xylose residues as compositional sugars. The results might be caused by the destruction of the physi同

cal structure of cell walls and non-crystallization of cellulose and depolymerization of wall polysaccharides， 
because of the occurrence of cello-oligosaccharides from cellulose paper and solubilization of the polysaccha-
rides from plant materials after treatment with the high intensive ball mill. We concluded that treatment with 
a high intensive ball mill as pre-treatment for enzymatic hydrolysis leads to the effective saccharification of 
plant cell walls. 
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コンパージミル(エネルギー集中型媒体ミル)によるイナワラ等の糖化効率の評価

竹田 匠lぺ二時堂満戸 谷一英小原実広中野友貴内宮博文l

l岩手生物工学研究センター (024-0003北上市成田 22-174-4)
2一関高等専門学校 (021-8511一関市萩荘字高梨)

セルロースは地球で最も多く存在するバイオポリマーで

あり，キ直物細胞壁の主要な糖鎖である 1，2) そのため主要な

構成糖はセルロースに由来するグルコースである.植物に

おけるセルロース生合成は細胞膜に形成されたロゼットと

いうセルロース合成酵素複合体により行われていると推察

されているお.それぞれのセルロース合成酵素援合体から

合成されたセjレロース繊維は疎水結合や水素結合により互

いが規則的に凝集してセルロースミクロフイブリルを形成

する.セルロースの物性や反応性の改良，構造の解析や評

価のために非結晶性セルロースの調製が必要であり，ボー

ルミルなどを用いた機械的粉砕法(メカノケミカル処理tJ

は容易な非結晶!生セルロース調製法である.コンパージミ

ル(エネルギー集中型媒体ミル)は高エネルギー付加型の

媒体ミルであり，回転する円筒容器 (1L) とその内壁近

* Corresponding author (T巴1.+81-197-68-2911， Fax. +81-197-68-
3881， E-m但1:ttak:eda@ibrc.or.jp). 

傍に固定されたガイドベーンを設けた装置である.円借容

器を高速回転させると，粉体の一部はガイドベーンと容器

内壁とのクリアランスを通過し薄い時科層を形成する.一

方，媒体ボール(および粉体の一部)はガイドベーンに

よって運動方向が変化し，容器内壁の粉体試料層と一点で

集中的に衝突する.すなわち 媒体ボールが円筒容器と同

伴して回転することなく，媒体の運動エネルギーを効率的

に粉体粒子に付与することが可能であり，粉砕効率を高め

ることカすできるの.

本報告ではコンパージミル(エネルギー集中型媒体ミ

jレ)を用いたイナワラ等の植物細胞壁のメカノケミカル粉

砕による分解効率の促進とその評価について報告する.

実験材料と実験方法

1. 粉末試料および微粉末試料の調製

イナワラ(コシヒカリの茎葉)はカッターミルで粉砕し
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カゲル上で分離した後， ThymoI/Ethanol-H2S04法で検出し

た.

5. アルカリ不溶性画分の調製

イナワラの粉末と微粉末，およびこれらのセルラーゼ、処

理後の不溶性画分を 24%水酸化カリウムで 40
0

C，18時間

処理を 3回繰り返した.その後，蒸留水で、アルカリ可溶性

糖を完全に除去した後，酢酸による中和，再び蒸留水で洗

浄し，凍結乾燥を行った.これにより得られた 24%水酸

化カリウム不溶性画分をセルロースとして評価した.コシ

ヒカリのイナワラ 50mg中に含まれるアルカ 1)不溶性画

分は 14.5mgであった.

1. セルラーゼ処理におけるコンパージミル処理の効果

乾燥させたイナワラ(コシヒカリの茎葉)をカッターミ

ルで粉砕した粉末の平均粒度 68.6μm，結品化度 42.3%で

あるが，コンパージミル(エネルギー集中型媒体ミル)に

より徴粉砕化された微粉末の平均粒度は 19.60μm，結晶

化度 21.3%であった.このようなイナワラの粉末と微粉

末にセルラーゼ、処理を施し，コンパージミルの微粉砕化に

よる細胞壁分解への影響を調べた (Fig.1 (A)). イナワラ

粉末に対して徹粉末では加水分解反応が促進され，大量の

糖が水可溶性酉分に検出された.イナワラ微粉末 50mg 

に対して 5mgのセルラーゼにより分解反応物が最大に達

20 30 40 

Cellulase added (mg) 

Fig. 1. Quantitative measurements of cel1 wal1 of rice straw hydro司

lyzed by Trichodenna reesei cel1ulase. 

Rice straw was ground to powder with a pestle in liquid nitrogen 
and then a portion was milled to fine powder with a high intensiv巴
bal1 milI. Powder (open circ1e) and fin巴powd巴r(c1os巴dcirc1e) were 
treated with Trichodenna cel1ulase (0.1-50 mg) for 18 h at 40

0

C. 
Th巴sugarssolubilized by c巴l1ulas巴hydrolysiswere removed by 
centrifugation (15，000 rpm， 5 min) and the amount was determined 
by the H2S04/ anthrone method (A). The ratio of digested c巴l1ulose/
total cel1ulos巴 wasexpressed as a percentag巴 (B).

結果と考察
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た後， 7](で、懸濁し，水不溶性画分を粉末(試料)として用

いた.サトウダイコンの根系やサトウキピの茎，スギオガ

クズ，セルロース紙(Whatman3 MM)は液体窒素中乳鉢

で粉砕した後，シヨ糖等を除くため蒸留水で

を粉末(試料)として用いた.これらの粉末はコンパージ

ミjレ勺こより微粉砕化し，水で懸濁した後，遠心分離

(15，000 rpm， 5分間)により得られた水不溶性関分を微粉

末(試料)として，また水可溶性画分を水可溶性糖として使

用した.コンパージミル微粉砕条件は，容器内容積 1Lを

用い，サンプル量 15g， <t 8クロム鏑球370g (容横 80

mL)を投入し， 700 rpm， 60分間粉砕とした.

2. セルロース結晶化震の解析

セルロースの結品化度は，日本電子製JDX“3530型 (Cu-

Ku線， 30 kV， 30 mA)をイ吏用し，粉末X線回折パターン

から Segalの文献匂を参照し次式から算出した.

結晶化度(%)= (Ib-Ia)/IbX100， 

Ib， 28=22.5
0

付近の(002)面の最大ピーク強度，

Ia， 28=18
0

のピーク強度

3. 細胞壁糖鎖の酵素的分解

イナワラの粉末および、微粉末の水不溶性画分(50mg)を

酢酸緩衝液中(100111M， pH 4.5)において，Trichoderma 

reesei由来のセルラーゼ [0.1-50mg (0.4-200 U)， SigmaJ 

で40
0

C，18時間，反応液量 10mLで反応させた.セル

ラーゼ処理後，遠心分離(15，000 rpm， 5分間)により上

清を回収し， H2S04/ Anthrone法刊こより全糖量を測定した.

この際，グルコースを標準物質として全糖量を算出した.

水不溶性蘭分に含まれているキシランの分解は，リン酸緩

衝i夜中(100111M， pH 6.0)において βXylanaseM 6 (20 U， 

M巴gazyme)で40
0

C，18時間，反応液量lOmLで反応させ

た.In vitroにおける βXylanaseM 6のカルボキシメチル

セルロースおよび 1，3-1，4-s司グjレカンに対する加水分解活

性は認められなかった.

コンパージミルで微粉砕化したセルロース紙 (Whatman

3MM)は，水で、懸濁後，遠心分離(15，000rpm， 5分間)

により水可溶性画分を得た.7](可溶性画分に含まれるセロ

オリゴ糖は酢酸緩衝液中(100111M， pH 4.5)， 40
0

C， 18時

間，反応液量 10 mLで s-glucosidase (0.2 U，前egazyme)

処理を行った.

4. 構成糖分析

水可溶性画分および酵素分解により生じた可溶性糖は

2M (最終濃度)トリプルオロ酢酸 (TFA)存在下 120
0

C，

2時間処理により加水分解した.加水分解産物は薄層シリ

カゲル上で分離した.その際，使用した展開溶媒はブタ

ノー lレ:酢酸:水=2: 1 : 1 (v/v)，その後，酢酸エチ

ル:ピリジン:水=8:2 : 1 (v/v)を用いた.溶媒を乾燥

した後， 0.5%チモールを合むエタノールー硫酸(19: 1， 

v/v)に浸し，乾燥後 105
0

Cで処理することで構成糖を検

出した (ThymoI/Ethanol-HzS04法).セルロース紙のセル

ラーゼ反応産物および反応産物の TFA分解産物はブタ

ノール:酢酸:水=2: 1 : 1 (v/v)を溶媒として薄層シリ

72 
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するのに対して，イナワラ粉末では 50mgのセルラーゼ

処理においても微粉末セルラーゼ処理の分解反応物の 1/5

程度であった.セルラーゼ処理後の可溶性画分に含まれる

糖を薄層シリカゲル上で分離した結果，イナワラ粉末の水

可、溶性画分には少量のグルコースと薄層シリカゲルの原点

にその他の水可溶性糖が検出されたのに対して，イナワラ

微粉末の水可溶性画分にはキシロースやグルコースおよび

少量のセロピオースやキシロオ 1)ゴ糖と推測される糖，原

点にその他の水可溶性糖が検出された (Fig.2 (A)). また，

添加されたセルラーゼ量 (0.1-10.0mg)の増加に伴いキシ

ロースやグjレコース，原点のオリゴ糖量が増加しているこ

とが明らかとなった.これらセルラーゼ処理により生じた

水可溶性商分の糖を TFAにより加水分解して構成糖を薄

Xyl-凶 .... 

Glc-ー暑

C2四一酔

Origin田町凶

(A) 

層シリカゲjレ上で分離した結果，イナワラ粉末からは少量

のグルコース，イナワラ微粉末からはグルコースとキシ

ロースが検出された (Fig.2 (B)). 本実験に使用したセル

ラーゼ標品にはセルロースやキシランを分解する酵素が含

まれており，イネの主要細胞瞳成分であるセルロースやキ

シランの酵素分解が微粉砕化により促進され，多量のグル

コースやキシロースが構成糖として検出されたと推察され

る.

セルラーゼ処理によるセルロースの分解効率を明らかに

するため，セルラーゼ処理後の残濯をアルカリ (24%水

酸化カリウム)処理し，アルカリ不溶性画分をセルロース

残量として測定した.その結果，イナワラ粉末では約 20

%のセルロースが可溶化されたのに対して，イナワラ{殻粉
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Fig. 2. Separation of the Trichoderma reesei c巴llulasedigests of rice straw on thin lay巴rchromatography. 

Fine powder and powder of rice straw were digest巴dwith Trichoderma reesei cellulase (0.1-50.0 mg) for 18 h at 40
o
C. Th巴 solubilized

sugar obtained by Trichoderma cellulas巴 tr巴atmentwas hydrolyzed with 2 M TFA for 2 h at 120
o
C. Both the cellulas巴 digest(A) and TFA 

hydrolyzat巴 (B)were separated on a silica gel of TLC in butanoI/acetic acid/water (2:1・1)，followed by ethyl acetate/pyridine/water (8:2:1). 
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末ではわずか 1mgのセルラーゼ処理により約 80%のセ

ルロースが可溶化されたと推察された (Fig.1 (B)). ユー

カリ木粉のボールミル処理では，わずか 3%のリグニンの

抽出量が増加しただけであるためへイナワラのコンパー

ジミル処理においてもほとんどのリグニンの分解や低分子

化はほとんど起こらず，アルカリ不溶性画分にリグニンが

残存していると考えられる.しかし，イナワラのリグニン

含量が木粉に比べはるかに低いため，リグニンによる酵素

分解の阻害はほとんど生じていないと推測される.

2. コンパージミル処理によるセルロースの低分子化

ボールミルを用いた微粉砕化によりセルロースの結品度

が低下することは報告9)されているが，コンパージミル処

理によりセルロースの低分子化および可溶化も生じている

ことが明らかとなった (Fig.3 (A)). 主としてセルロース

から成るセルロース紙(Whatman3 MM)をコンパージミ

ルにより微粉砕化したところ，処理時間の増加に伴い水可

溶性糖は増加し，ミル処理 15分後に全重量の 0.1%，処理

120分後に 0.6%が水可溶性となった.また，水可溶性圏

分に含まれる糖は薄層シリカゲル上で分離した結果，グル

コースやセロピオース，セロトリオース，セロテトラオー

スおよび原点にそれ以上の分子量を有するオリゴ糖が検出

された (Fig.3 (A)). また，これらの水可溶性糖は β1，4-

glucosidas巴処理により大部分がグルコースへと分解されて

いるため，水可溶性糖の大部分はセルロースの低分子化に

より生じたセロオリゴ糖に由来することが示唆された

(Fig. 3 (B)). このようにコンパージミルを用いた微粉砕処

理により細胞構造の破壊やセルロース結品化度の低下，セ

ルロースの低分子化(可溶化)が起こり，セルラーゼ等に

よる細胞援分解を向上させたと考えられる.セルロースは

グルコース残基が s-l，4-グリコシド結合しているが，グル

コース残基の数が増加するにつれて水に対する溶解度が減

少し，グルコース残基が7以上の β1，4-グリコシド結合を

形成する糖鎖はほとんど水に不溶性を示す10) ここで検出
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Fig. 3. Analysis of solubilized sugars企omcellulose paper sub-
jected to a high intensiv巴ballmill. 

C巴llulosepaper (Whatman 3 MM  paper) was milled with a high 
intensive ball mill as described in the MATERIALS AND METHODS 

for 0， 15， 60 and 120 rr吐n，resp巴ctively.The fine powd巴，rwas sus-
pended in water， followed by th巴centrifugation(15，000 rpm， 5 min) 
to coll巴ctthe solubilized sugars. The amount of the solubi1ized sug-
ars was determined by H，S02/ anthrone method (A). Both th巴 solu-
bilized sugars (B) and the digest of solubiliz巴dsugars with s-
glucosidase (C) were develop巴don a silica gel of TLC in butanol/ 
acetic acid/water (2:1:1). 

されたセロオリゴネ窟はコンパージミルによりグルコース残

基が6以下であり，グルコース残基が7以上の糖鎮は水不

溶性ではあるが，低分子化していると推測される.

3. キシラナーゼ処理におけるコンパージミル処理の

効果

キシランに対する基質特異性が高いキシラナーゼ (β

Xylanase M 6)を用いて，撒粉砕化によるキシラン分解へ

の影響を調べた (Fig.4). その結果，イナワラ微粉末では

イナワラ粉末の約 4倍量の糖が可溶性画分に検出された.

キシラナーゼ処理により得られた可溶性画分を TFAで加

水分解した後，薄層シリカゲjレ上で分離した結果，主成分

としてキシロースが検出された (Fig.4 (B)). イナワラ粉

米では 2囲のキシラナーゼ処理を行ってもわずかのキシラ

ンが分解されたのに対して，微粉末では l閏自のキシラ

ナーゼ処理により分解可能なキシランが効率良く分解され

た.単子葉植物であるトウモロコシの主要ヘミセルロース
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Fine powder of rice straw， sugar beet and sugarcane was sus-
pended in water and the supematant was recovered by c阻むifuga-
tion. The amount of the solublized sugars in the supematant was 
measured by the H2S04/ anthrone method (A). KO， rice straw; SB， 
sugar b巴et;SC， sugarcan巴.TFA hydrolysates of the soluble sugars 
were separated on a silica gel of TLC (B). KO， rice straw; SB， 
sugar beet; SC， sugarcane 
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Table 1. Effects of milling on the digestion of cell wall material by cellulas巴

Sample 
Cellulase Solubilized sugar (ratio) 
(mg) (mg) 

Rice straw / Rice straw milled 0.1 3.70::tO.24/26.28::tO.50 (7.1) 

Rice straw / Rice straw milled 1.0 4.60::tO.50/40.55士4.87 (8.8) 

Sugarcane/ Sugarcane milled 0.1 2.28士0.36/25.77::tO.94(11.3) 

Sugarcane/ Sugarcane milled 1.0 3.33::t0.42/37.98::tO.32 (11.4) 

Sugar beet/ Sugar beet mill巴d 0.1 5.39::tO.62/24.57::t2.29 (4.5) 

Sugar b巴et/Sugar beet milled 1.0 8.72::t1.99/27.07::t5.17 (3.0) 

Cedar/ Ce伽 milled 0.1 0.021::tO.003/0.906::tO.047 (43.1) 

Cedar/ Cedar milled 0.5 0.032::tO.004/3.122::tO.123 (97.6) 

Cedar/ Ced訂 milled 1.0 0.094::tO.013/4.127::t0.123 (43.9) 

Cedar/ Cedar milled 2.0 0.128::tO.006/5.537士0.054(43.3) 

Plant wall materials w巴remilled by high intensive ball milling. The milled materials (50 mg) were treated with Trichoderma reesei cellu-
lase. The solubilized sugar was measeured by the anthrone/H，S04 method and the effect of milling was estimated in comparison with the di-
gestibility of non-mill巴dmaterials. 

はアラピノグルクロノキシラン (GAX)であると報告され

ている 11，12) イネも向様に主要ヘミセルロースであるキシ

ランが微粉砕化によりセルラーゼ標品 (Fig.2)およびキ

シラナーゼにより効率的に分解された.キシランはセル

ロースと水素結合を形成したり，他のヘミセルロースと複

雑に絡み合っているが，微粉砕化による細胞壁構造の破壊

が起こり，キシラナーゼが基質となるキシランを認識しや

すくなったため，キシランの分解が促進されたと推察され

る.

4. コンパージミル処理によって生じる水可溶性糖の

解析

コンパージミ jレによるイナワラの微粉砕化により，水可

溶性糠が生じた (Fig.5 (A)). 水可溶性糖を TFAで、加水分

解した後，薄層シリカゲル上で分離した結果，主としてグ

ルコースとキシロース，そして少量のアラピノースやガラ

クトース，ラムノースが検出された.この結果から，コン

パージミルによるイナワラの微粉砕化により細脆壁成分の

セルロースやキシラン， 1，3-1，4-s-グjレカン，ペクチンの

低分子化が生じ，水可溶性糖として検出されたと推察され

る.

5. コンパージミルによるその他の植物バイオマスの糖

化促進

前述のようにイナワラの微粉砕化により細脆壁分解が促

進されたため，サトウキピとサトウダイコンの搾りかす，

スギオガクズをコンパージミルにより微粉砕化し，細胞壁

成分の低分子化およびセルラーゼによる細胞壁分解への影

響を調べた.サトウキビおよびサトウダイコンの微粉末を

水で懸濁すると水可溶性糖が検出された (Fig.5 (A)). こ

の水可溶性糖を TFAで、加水分解した後，薄層シリカゲjレ

上で分離した結果，サトウダイコンの水可溶性糖からはラ

ムノースやアラピノース，グルコース，ガラクトース，グ

jレクロン酸などの単糖が検出された (Fig.5 (B)). またサ

トウキピからは主としてキシロースやグルコース，少量の

アラピノースやガラクトースが検:出された.これらの結果

より，コンパージミル処理により生じた水可溶性糖はセル

ロースやヘミセルロース，ベクチンなどの細胞壁成分が低

分子化した単糖やオリゴ糖であると推測された.次にセル

ラーゼ処理による細胞控分解への影響について調べたとこ

ろ，サトウダイコンおよびサトウキピの微粉砕化により細

胞壁分解が促進されることが明らかとなった (Table1). 

また，スギオガクズのミ jレによる微粉砕化を試みた結果，

セJレラーゼによる糖化効率は 10%程度であった.これは

コンパージミルによるリグニンの分解や低分子化が生じて

いないことが，酵素分解率が低かった原因のーっと推測さ

れた.

以上のようにコンパージミルを用いたイナワラ，サトウ

ダイコン，サトウキピ等の微粉砕化は細胞壁構造の破壊や

細胞壁成分の低分子を引き起こし，細胞壁分解酵素による

加水分解を促進するため，細胞壁糖化の前処理として有効

な手段になり得ると結論づけた.

現在，バイオエタノーjレの原料としてトウモロコシや小

麦の種子(デンプン)，サトウダイコンやサトウキピの

ショ糖が使用されているため，食料問題が生じている.元

来食料として利用されていたこれらのデンプンやショ糖を

食料として利用し，その残査や茎葉(イナワラやコーンス

トーパー，サトウダイコンやサトウキビの搾りかす)に合

まれるセルロース等の細胞壁糖鎖をバイオエタノールの原

料として利用することが望ましい.本報告で示されたよう

にコンパージミ jレを用いたメカノケミカル粉砕(微粉砕

化，非結品化，低分子化)はセルロースを主とする植物細

胞壁の糖化の前処理として有効な手段になり得る.今後は

省エネルギー型で多量粉砕可能なメカノケミカル粉砕装置

の開発が望まれる.
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コンパージミル(エネルギー集中型媒体ミル}による

イナワラ等の糖化効率の評髄
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近年バイオエタノールの原料として，膨大な量のトウモ

ロコシやサトウキピ等が使用されるようになった.その結

果，主要穀物の不足，食品価格の上昇を招いている.その

ため，食用部位は食料として利用し，茎葉(イナワラや

コーンストーパー，パガス)などをバイオエタノールの原

材料として効率良く利用することが望まれている.特に，

これらに由来する細胞壁糖鎖を効率良くグルコースへと変

換する糖化技術の開発が求められている.そこで，コン

パージミル(エネルギー集中型ミル)を用いてイナワラ，

サトウダイコンおよびサトウキピの搾りかす等を微粉砕化

して，セルラーゼによる加水分解の向上を検討した.その

結果，全種類の微粉末においてセルラーゼによる加水分解

が促進された.単子葉植物であるイネはヘミセルロースで

あるキシランが細胞構造の維持に重要な役割を果たしてい

ると考えられている.そこで，キシランに対して特異性の

高い s-Xylanas巴 M6を微粉末に処理し，キシランの加水

分解を調べた結果，微粉末におけるキシランの分解が促進

された.これは微粉砕化による細胞構造の破壊やキシラン

の低分子化がキシランの加水分解を促進したと推察され

た.また，セルロース紙を微粉砕化することによりグル

コースやセロオリゴ糖が生成されることより，高度に結品

化しているセルロースが非結晶化および低分子化している

ことが推察された.イナワラやサトウキどの鍛粉末を水で、

懸濁することで得られた水可溶性画分にはグルコースやキ

シロースを構成糖とする糖鎖が存在し，サトウダイコン微

粉末の水可漆性商分からはラムノースやアラピノース，グ

ルコース，ガラクトース，グルクロン酸などの構成糖が検

出された.これらの結果より，セルロースやヘミセルロー

ス，ベクチンの低分子化が起こっていることが推察され

た.このようにコンパージミルを用いた微粉砕化により，

細胞構造の破壊とともに細胞壁糖鎖であるセルロースやヘ

ミセルロース，ペクチンの低分子化が生じ，細胞壁分解酵

素であるセルラーゼやキシラナーゼによる加水分解が促進

されることが明らかとなった.
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