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従業施設， 42巻 1号， 1 -7， 2011. 6 

論文

粉砕程度が稲わら含有デンプンおよび可溶性糖の抽出に及ぼす影響*1 

須永薫子り・本林隆*:J・平沢正川・大111泰一郎ネ 3・，t占佐草刈・東城清秀*3

， 11M業環境工学問迷学会2009年合同大会にて発表
村東京農工大学農学部，千 183-8509東京都府中市

ネ 3 東京農工大学大学院農学研究続，〒 183-8509東京都府中市

嬰 1:::. 
周

本論文では，ホールクロップ用飼料イネである水稲品穏リーフスターの穂，葉身，秤及び葉鞘(茎)を舟い，バイオエタ

ノール原料としての利用性を明らかにすることを白約にイネの粉砕特性，粉砕程度と可溶性糖およびデンプンの抽出量の関

係，粉砕エネルギーとデンプン総出率の関係を検討した。穂，~身，茎の器官加および未分離(ホール)試料について粉砕

特性を検討した結果，粗粉伴，微粉砕ともに器官別試料に比べホール試料において，より小さい粒径の相対粒子量が多かっ

た。器官別に粉砕することに比ベホールで粉降することが，微小粒子形成に効果的であると考えられた。ホー}L-試料の粉砕

程度と可溶性糖およびデンプンの1，hll'，i設を検討した。可溶性糖1lhtH笠は粉砕方法によらず間程度であり，デンプン抽出震は

粒径 50-100μmの相対粒子撃との関係が認められた。可溶性糖とデンプンの合言1-1111出量は粉砕程度により異なり，平均粒

径が 100μm以下の微粉砕試料を最大抽出可能量とした場合，平均粒筏が 232μmの粗粉砕試料で約 88%の抽出率であった。

可溶性糖およびデンプンの:jllI!':Hエネルギー効率は総粉砕のみを行う方法で最も高かった。

キーワ…ド.稲わら，デンブン，糖化，粉砕，バイオエタノー)L-

1. はじめに

今日，多様なバイオマス顕料から様々な形態のエネ

ルギーを取り出す方法が検討されており，その中でバイ

オエタノ-)(.，は有望な液体燃料として実用化に向けた製

造法の間発が進められている。一方，食糧と競合しない

第二世代バイオ燃料作物を利用することが求められてお

り，稲わらはそのーっとして期待されている(五十嵐，

2008)。稲わらをバイオ燃料とする場合，前処理が必要

であり様々な方法が検討されてきた(春田， 2008，安戸，

1989)。稲わらのセルロース利用を目的にコンパージミ

ル粉砕(竹田ら， 2009)，湿式ディスクミル粉時 (Hideno

et al.， 2009)，水蒸気破砕 (Nakamuraet al吋 2001)，難糖

化物質であるリグニン除去(Linet al.， 2009) も検討さ

れた。しかし，本研究で用いたホールクロップ用飼料イ

ネである水稲品種リーフスターは，収穫期の地上部バイ

オマス生産量が多く，子実部および稲わらとなる茎葉部

のデンプンや可溶性糖など比較的容易に拙出できてエタ

ノール原料として利用可能な非構造性炭水化物の蓄積量

が乾物重の 50%を超え リグニン含有量も少ない新た

な品撞である (Ookawaet al.， 2010，須永ら， 2009)。し

たがって，このようなリーフスターに含有された可溶性

糖やデンプンを原料とすれば，比較的安価な酵素を用い

た糖化や Saccharomyces等の静母を用いた発静などの

従来技摘でバイオエタノールが製造できると考えられ

る。そのためには，水稲茎葉部に蓄積された非構造性炭
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水化物を容易に抽出できる前処理方法の検討が必要とな

るO

前処理として細胞よりも小さいサイズに粉砕すること

で細胞の構造に影響を及ぼし外部からの影響を受けやす

くすることが知られている(横出ら， 2009)。また，デ

ンプンの抽出・糖化においても粒度が影響することが報

されている (Naiduet al.， 2007)。しかし，揺わらはケ

イ素を多量に含むため粉砕の所要エネルギーが大きくな

ると考えられることから 実用化には稲わらからのデン

プン等の抽出率が高く，かつ所要エネルギーの小さな粉

砕方法を選択する必要がある O

そこで本研究では，水稲品種リーフスターについて

イネの粉砕特性，粉砕相度と可溶性糖およびデンプンの

抽出量の関係，粉砕エネルギー効率を検討し，バイオエ

タノー)(.，製造における前処理としての粉砕方法を考察し

た。

2.実験材料および方法

2.1 実験梓料

水稲品種リーフスターを 2008年 5月22日に移植レ慣

行法で栽培を行った。 2008年 11月12日に採取し，地

上部全体をビニールハウス内で 10日間嵐乾した試料を

風乾試料とし粉砕試験に供した。供試試料の平均水分は

9.5% .w.b.であった。

風乾試料は器官別に分離せず(以下，ホール試料と称

する)に全量を一括処理した。ハサミで約 3cmに切断
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装置: (島津， SALD-2200) を用いて粒径および相対粒

子量を求めた。ここで，相対粒子量は全区間の合計を

100%としたときの各々の粒子佳匿聞に対応する割合(差

分%)である。 I-CE，I-DFおよび I-DGは簡い分けせず

に全量をレーザ回折式粒度分布装建で測定した。平均粒

径は粒径分布データを Rosin-Rammler分布に当てはめ

て算出した(表 1)。

jf.大Ii/奈-J'ls.M佐/[: . 'F-iJe 須永Z奈子，本林2 

2.3 粉砕エネルギーの計算方法

伊藤 (2005) の方法を参考に， Bondの式(1)から

粉砕エネルギーを求めた。供試試料については，全て同

様の粉砕仕事指数(眠)を有すると考え，本研究では

粉砕条件による補正係数 (C)を1として，粒度毎の電

力原単位 (E)と椙対粒子量の讃の和を算出し， R-HW 

の粉砕エネルギーを lとした相対値で示した。

E= 1O~(才一法:)C -・(1)

ここで，W;:粉砕仕事指数民Wh/t]

C; :粉砕条件による補正指数

P; :粉砕初期の粒径[f-lmJ
F鉛:粉体の 80%パス粒径 [μm]

E 粒度毎の電力原単位 [kWh/t]

2.4 糖およびデンプンの分析方法

デンプン，グルコース，フルクトースおよびシューク

ロースの定量は， 96穴マイクロプレートを用いた酵素

法による多試料微量分析法 (Gibonet al.， 2004) に準拠

して分析を行った。なお この分析方法は分析試料に均

質かつ微細な粒子を用いることで，微量 (10mg) なス

ケールで同時分析を可能にすることを特徴とした方法で

ある。しかし本研究では，粉砕試料の均質性を高め，繰

り返し精度を確保するため，分析サンプル量を 10倍量

にて分析を行った。可溶性糖およびデンプンはグルコー

ス当量で示した。

2.2 粒径の分析方法および平均粒僅

試 料 R-HW，R削HWB1および R証明TB3は ]ISZ-8801 

にしたがって節分けを行い， 100μm以上の粒子につ

いては， 500μmおよび 250μm邑舗で簡分けを行い，

100μm儲通過試料についてレーザ間折式粒度分布測定

表 1風乾試料の粉砕方法と王子均粒子径

平灼粒子径 (μm)微粉砕機粗粉砕機

3.1 イネの粉砕特性と粉砕エネルギー

3.1.1 イネの粉砕特性

イネの器官毎の粉砕特性を明らかにするため，熱風乾

燥試料を器官別におHWB1と向様の方法で粉砕し簡分

けを行った結果を図 1の (a) および (b) に訴した。粗

粉砕時に穂、は 500μm以上の粒子が 86%であった。穂、

軸および籾を含む穂を粗粉砕する場合，籾はせん断粗粉

砕機での粉砕が困難であり，微小粒子に粉砕されずに粉

砕機の網を通過したことが原鴎と考えられた。一方徹粉

砕では，葉や茎に比べ 100μm未満の粒子が多く 56%

であった。これは穂の主要な構成部分である玄米部分が

繊維質に比べ高速回転ハンマミルより効果的に粉碍され

たためと考えられた。

葉および、茎の粧粉砕で、は穏に比べて微小粒子が多かつ

3.結果および考察
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した試料を準備した(以下 R-Hと称する)0 R-狂を粗

粉砕機W(せん断粗粉砕機，以下粉砕機の特徴は神保

(1986) を参考に表記した。)で粉砕した試料を RァHW

と称した。 R-HWを微粉砕機 B (高速回転式衝撃粉砕機

ブレンダー)で 1間粉砕した試料を R忍WB1と表記し，

同微粉砕機で3思粉砕した試料を R-HWB3と表記した。

紐粉砕機W および撤粉砕機 Bは少量処理用の実験用機

器である。

工業用組粉砕機 C(せん断粗粉砕機，カッタミル閤定

7枚刃)で粉砕した後，工業用微粉砕機 E (高速回転式

衝撃粉砕機，ハンマミル， 12本国定ハンマ)を用いて

微粉砕を行った試料を I-CEと表記した。工業用粗粉砕

機 D(せん断組粉砕機，割定4枚刃)で、粗粉砕を行った後，

工業用微粉砕機 F(高速回転式衝撃粉砕機，ハンマミ)l--

6本非固定ハンマ)を吊いて撒粉砕を行った試料を I-DF

と表記した。 I-DFと同じ工業用粗粉砕機Dで粗粉砕後，

工業用微粉砕機 G(高速毘転式鏑撃粉砕機，ハンマミル

6本陣定ハンマ)で、微粉砕を行った試料を I-DGと表記

した。

風乾試料と問時期に採取した水稲試料を採取後ただち

に穂，葉身(以下，葉と称、す)，稗及び葉鞘(以下，茎

と称す)の 3器官に分離し， 90
0

Cで絶乾した試料を熱風

乾燥試料とし成分分析に供した。熱風乾蝶試料の粉砕方

法は R-HWB1と同様である。デンプンおよび可溶性糖

の分析には，収穫時の器官加乾物重の割合に応じて再混

合した試料を供した。

日:綴断用ハサミ

W:実j疑問粉粉待機(せん断粗粉砕機関定 6枚刃)

B:実験用微粉砕機(高速回転式衝撃粉砕機ブレン夕、一)

C:工業用組粉砕機(せん断粗粉砕機カッタ回定7枚刃)

D:工業用組粉砕機(せん断粗粉砕機カッタ閲定4枚刃)

E:工業問微粉待機(高速悶転式衝態粉砕機ハンマミ )1--12本国

定ハンマ)
F:工業用微粉砕機(高速回転式衝撃粉待機ハンマミル 6本非凶

定ハンマ)
G:工業用微粉時機(高速罰ijl.え式衝撃粉待機ハンマミル 6本国定

ハンマ)
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悶1ホールクロップ用飼料イネの粉砕特性

( a)器官別の粉粉砕の割合， (b)器官別の微粉砕の割合

(c)粒粉砕の粒筏分布， (d)微粉砕の粒筏分布

(e) ホール試料の粗粉砕の割合， (f)ホール試料の微粉砕の刻合

1 : 100μm未満の粒子， n: 100~250μm の粒子，
阪:250~500μm の粒子， N: 500μm以上の粒子

襲茎，菌葉，日穂， 0ホール試料

(e) 

ても同様であった。なお，茎では繊維質ではない粒子が

多かった。これはリーフスターの茎の性質であるデンプ

ン含有率の高い柔細胞部分 (Ookawaet al.， 2010) が粉

砕された粒子と考えられた。

本研究で用いたリーフスターの収量は，穂 5.7tha，l， 

葉 4.0tha'¥茎 15.3tha，lであった。これらの割合をそれ

ぞれの粒径区分の結対粒子量に掛け，図 1の (c) およ

び(d )に示した。粗粉砕，微粉砕ともに全ての粒径度

分で茎が最も多かった。

図 1の (e)および (0に器官を分けずに粉砕したホー

ル試料の結果を示した。粗粉砕の 500μm以上の粒子は，

-3-

た。葉および茎は微粉砕により 250μm未満の粒子が増

加した。特に葉に比べて，茎において 100μm未満の粒

子が増加していることから 繊維質の割合が多い葉に比

べ，穂と同様にデンプンなど非構造性炭水化物を多く含

む茎において高速回転ハンマミルが効果的に作用したと

考えられた。

器官加に微粉砕した試料の形状を実体顕微鏡で観察

した(岡 2)。穂は玄米と考えられる 50~ 100μm程度

の塊仁穂軸や籾殻と考えられる 200μm程度の繊維

質の粒子が観察できた。葉は矩径 100μm以上，長径

200μm程度の繊維質の粒子が多く観察され，茎につい
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(c) 、、，F''言。
〆
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a
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図2器官別微粉砕試料の形状
(a) :認し (b)・梁， (c)・茎

(a) 

50μm以下の粒子が増加することが分かつた。

工業用機器を使用した 3試料では， 500μm以上の大

きな粒子は含まれなかった。 I-CEの 100μm以上の粒子

はI-DF，I-DGに比べ少なかった。 100μm以下の粒子

では I-CEがI-DFとI-DGに比べ多かった。平均粒径は

I-CEが82μmであり， I-DFおよび I-DGは 100μmを

超えることから， I-DF， I-DGとは異なる粗粉砕機，微

粉砕機を使用した I-CEはI-DF.I-DGに比べ微小粒子を

生成する粉砕方法であると考えられた。一方，同じ粗粉

砕機を使用した I-DFおよびI-DGを比較したところ，微

粉砕に非固定ハンマを用いた I-DFは，平均粒掻が大き

く，粒佳 100~ 250μmの粒子が 60%を超え，生成さ

れた粒子の粒径分布範囲が狭くなる傾向があった。また，

微粉砕に臨定式ハンマを用いた I-DGでは，粒径 100~ 

250μmの粒子は少ないものの，生成された粒子の粒径

分布範囲が広い傾向であった。

器官別に粗粉砕した合計で 55% (c) であるのに対し，

ホール試料で 20% (e) と少なかった。せん断粗粉砕機

を使用して器宮別に粉砕する場合，籾だけでは 500μm

未満の粒子佳に粉砕することは困難であるが，茎や葉の

繊維質とともに粉砕することで微小粒子に粉砕できると

考えられた。なお，微粉砕においても器官別 (d) とホー

ル試料 (0で同様の傾向が認められた。器官別に粉砕

することに比ベホールで粉砕することが，微小粒子生成

により効果的であると考えられた。

3.1.3 粉砕エネルギーの特徴

粉砕エネルギーは式(l)により算出し， R-HWを1

とする相対値で国 4に示した。粉砕エネルギーは R-HW

が最も少なく，微粉砕の回数を増すことで増加した。一

方， I-CE， I-DF， I-DGの粉砕エネルギーは， R-HWの1.6

~2.2 倍であった。粒筏分布範囲が狭い I-DF の粉砕エ

ネルギーは粒径分布範囲が広t¥ I-DGに比べて小さかっ

た。

3.1.2 粉砕方法別の粉砕程度

ホール試料の粒箆の割合を図 3に示した。実験用機

器を用いて粉砕した 3試料(長HW，R-HWB1および

長百羽TB3) を比較すると，粗粉砕のみを行った R輔HWは

比較的大きな粒子である 100μm以上の粒子が全体の

94%を占めていた。これを微粉砕機 Bにより 1間粉砕

することで 100μm以上の粒子は 50%以下になり，微

粉砕を 3回繰り返すことで、微小粒子が増加し， 100μm 

以上の粒子は 40%以下になった。また，平均粒径も

R-H羽TIこ比べて R胆H羽TB1および R-H羽TB3が小さかっ

た(表1)0 100μm未満の微小粒子について比較した

ところ，粒佳 50~ 100μmの粒子は R目HWB1に比べ

長HWB3の方が少なく， 50μm未満の粒子は R召羽TB1

で35%，R-HWB3では 45%と増加した。このことから，

微粉砕機 Bの粉砕繰り返し題数を増加させることで，
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実験用機器を用いた粉砕試料と工業用機器を用いた粉

砕試料ではその勾配が異なった。他の粒径の椙対粒子量

や平均粒子径との相関は低かったことから，実験用機器

と工業用機器を用いた場合の水穏試料への影響は異なる

と考えられた。これらの結果から単純に粒子の大きさだ

けではなく，使用機器によって粉砕持の圧力や熱が粉砕

された微細粒子に影響し，全体としての抽出デンプン量

へ影響を与える可能性を示唆していると考えられた。
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豊富デンプンロ可溶性糖

粉砕程度が総わら含有デンプンおよび河溶性械の1lllt1'，に及ぼす影響
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3.2 粉砕方法の遣いによる糖およびデンプンの抽出量

3.2.1 可溶性糖の抽出量

風乾試料および熱風乾燥試料の可溶性糖抽出量を図 5

に示した。可溶性糖抽出震は，微粉砕を行った R-HWB3

が最大であり，風乾試料 6試料中で、は組粉砕のみを行っ

たR-HWが最小で、 R-HWB3の 92%であった。風乾試料

6試料では粗粉砕，微粉砕にかかわらず粉砕試料の可溶

性糖弛出量の差は 10%以内であった。風乾試料を 3cm 

程度に細断した R-Hは， R-狂WB3の 57%と少なかった。

これらのことから可溶性糖の抽出に及ぼす粉砕程度の影

響は小さいと考えられた。

一方，熱風乾;操試料(DR-HWB1)は， R召WB1に比べ

可溶性糖抽出量は 73%と少なく， 11也の風乾試料に比べ

少なかった。一般に，熱風乾燥を行うことで酵素活性を

失活させ採取後の変質を抑制できることが知られてい

る。本研究の採取後夜ちに熱風乾燥処理を行った試料に

比べ風乾試料において可用性糖が高い値を示したこと

は，次項に述べる結楽と合わせると水稲採取後にデンプ

ンが変質したことによるものと考えられた。 円)一
N
j
}
イ一ぜ〈窃
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3.2.3 可溶性轄およびデンプン抽出量

可溶性糖とデンプンの合計抽出量(以下，糖・デンプ

ン抽出量と称す)を図6に示した。糖・デンプン抽出量は，

熱風乾燥試料が最も多いことが分かった。熱風乾煤試料

を最大抽出量とした場合の各々の処理をしたときの糖・

デンプン抽出量を比較したところ，同じ粉砕方法である

風乾試料 R-HWB1のデンプン抽出量は熱風乾燥試料の

73%であり，糖・デンプン抽出量では熱風乾燥試料の

86%であった。風乾試料で抽出量が少なかったのは試料

中のデンプン含有量の差によるものであり，収穫誼後の

加熱処理を行わなかったことがデンプン含有量に影響を

与えたものと考えられた。

風乾試料の糖・デンプン抽出量から粉砕方法を比較

したところ，平均粒誌が 100μm以下であった R-HWB1

とR-HWB3およびI-CEは間程度の高い抽出量であった。

このことからこれらの糖・デンプン抽出量が風乾試料の

最大抽出量であったといえる。乾燥処理が同じ試料につ

いて，それぞれの糖およびデンプンもしくはその合計量

をその最大抽出量で除した髄をここでは抽出率と称すこ

ととする。程粉砕のみを行った長狂W の拙出率は 76%，

微粉砕した R-HWB1のそれは 88%であったことから微

小粒子を増加させることは，可i容性糖およびデンプンの

それぞれの抽出率を増加させることが確認された。ただ

し， RδWB1とR-H羽TB3およびI-CEの糖・デンプン抽

出率はほぼ阿倍であったことから，王子均粒子径で 80μm

から 50μm程度への微小粒子の増加が糖・デンプン抽

出率に及ぼす効果はほとんどないことがわかった。

図6 可i容'性糖とデンプンの抽出議
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3.2.2 デンプンの抽出量

風乾試料のデンプン抽出量(図 6) は， R-HWB1が最

大で，最小の I-DGはR-HWB1の 68%であった。この

ことから粉砕方法および粉砕程度の遣いがデンプンの抽

出に及ぼす影響は大きいと考えられた。実験用粉砕機を

用いた R-HW，R明日明TB1および R-HWB3について，粒

控 50-100μmの粒子の割合とデンプン抽出量の関係

を図 7に示した。密接な関係が見られることから，微粉

砕の回数を増やし，より微小粒子の割合を増加させるこ

とはデンプン抽出量の増加に寄与すると考えられた。

茎のデンプンの集積部位は繊維質な構造性炭水化物

の舟側の柔細施中に多く分布することが知られている。

微小粒子は，間 2に示した茎の柔細胞や籾等の断片を含

み，デンプン質の露出，表面讃の増加などを生じ，その

結果デンプン抽出量が増加したと考えられた。
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ホールクロップ用飼料イネである水稲品種リーフス

ターは，稲わらとなる茎葉部にデンプンや可溶性糖など

比較的容易に糖化が可能な非構造性炭水化物蓄積量の多

いことが報告されている。糖化にはデンプン等の抽出率

が高く，かつ抽出エネルギー効率の高い粉砕方法が不可

欠である o 本研究では，イネの粉砕特性，粉砕程度と可

溶性糖およびデンプンの抽出量の関係，粉砕方法の遠い

による抽出エネルギー効率を検討し，以下の知見を得た。

1)穂，葉身，梓及び葉鞘(茎)の各器官および未分離

(ホール)の試料について粉砕特性を検討した。器官

別の粗粉砕では 500μm以上の粒子の合計が 55%程

度であり，ホール試料では 500μm以上の粒子の割合

は20%前後であった。また粗粉砕，微粉砕ともに器

官別試料に比ベホール試料の平均粒径が小さかったこ

とから，ホールで粉砕することがより小さい粒子の形

成に有効であると考えられた。

2) 6通りの方法によりホール試料の粉砕程度を変え，

それぞれの可溶性糖(グルコース，フルクトース，

シュークロース)およびデンプンの抽出量を検討した。

可溶性糖抽出量は粉砕方法によらずほぽ同程度であっ

た。デンプン抽出量は，粉砕方法により異なり，粒径

50 ~ 100μmの粒子とデンプン抽出量に高い正の椙

隈が認められた。微小粒子を増加させることはデンプ

ン抽i出に効果的で、あると考えられた。微小粒子は茎の

柔細胞や籾の翫片を含み，デンプン質の露出，表面積

の増加などを生じるため デンプン抽出量が増加した

と考えられた。

3)可溶性糖とデンプンの合計抽出量は粉砕程度により

異なり，平均粒径が 100μm以下の微粉砕試料を最大

抽出量とした場合，平均粒窪が 232μmの粗粉砕試料

で 76%の抽出率であった。可法性糖およびデンプン

の発熱量と粉砕エネルギーから抽出エネルギー効率を

計算すると，粗粉碍のみを行う方法が最も効率が高い

結果であった。

まとめ4. 
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3.3 抽出エネルギー効率

本稿では，稲わらから抽出した可溶性糖，デンプン

について，それぞれの高位発熱量を単糖類(グルコー

ス，フルクトース): 15.6MJ/kg，二糖類(シュークロー

ス): 16.7MJ/kg，多糖類(デンプン): 17.5MJ/kg (小

木， 2006) として，抽出量に発熱量を掛け合わせた備を

抽出エネルギーとした。抽出エネルギー効率は抽出エネ

ルギーを前述した粉砕エネルギーで除したものとし，結

果は RァHWを1とした相対値で表し，図 8に示した。

粉砕エネルギーが最も少なかった長HWが最も抽出

エネルギー効率が高かった。微粉砕を行った試料では

I-DFが最も効率が高く R-HWの 63%であった。粗粉砕

のみを行う方法は，前述の通り最大抽出量の 76%を抽

出でき，さらに抽出エネルギー効率が最も高いことから，

稿わらの糖化前処理として有効な粉砕方法であると考え

られた。
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Effect of the Degree of Crushing on the Extraction of 
Soluble Sugars and Starch from Rice Straw* 1 

Kaoruko SUNAGA打，Takashi MOTOBAYASHI叫，Tadashi HlRASAWA *3， 

Taiichiro OOKAWAぺTadashiCHOSA吋 andSeishu TOJO叫

* 1 Presented atJoint Conference of Environmental Engineering in Agriculture 2009 

* 2 Faculty of Agriculture， TokYo University of Agriculture and Technology， Fuchu， TokYo 183-8509 

お 3Institute of Agriculture， Tokyo University of Agriculture and Technology， Fuchu， TokYo 183-8509 

Abstract 

τne characteristics of crashed rice and the correlation between the effect of saccharification fermentation and 

the degree of crashing were investigated using the rice forage cultivar 'Leaf-Star' to establish an efficient utilization of 

starch in the whole crop rice for bio-ethanol.τnen， the crushing energy and the energy from the crushed materials 

were examined. The degrees of crushing of separated organ samples， i.e.， head， stem， leaf， and a mixed sample， were 

compared using the same crushing conditions.τne small sizes of the relative particle mass of the mixed sample were 

larger than those of the separated organ samples.τnerefore， the use of a mixed organ sample was considered to be an 

effective way to obtain a smaller relative particle mass size.τne effect on the extracted amount of soluble sugars and 

starch due to differences in the degree of crushing of the samples were investigated.τne extracted amount of soluble 

sugars was the same despite differences in the degree of crushing.τnere was high correlation between the extracted 

amount of starch and a crushed particle size of 50 -100μm. The total amount of the extracted soluble sugars and 

starch， was affected by the difference in the degree of crushing of the material sample. If we assume the maximum 

extracted amount can be obtained when using particles less than 100μm in size， the extracted amount was 88% for a 

mean particle size of 232μm under a rough crushing condition. A comparison of the crushing energy and the energy 

from crushed materials indicated出atrough crushing was most effective for extracting soluble sugars and starch. 

Keywords: rice straw， starch， saccharification， crushing， bio-ethanol 
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