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序   文 

 研究成果シリーズは、農林水産省農林水産技術会議が研究機関に委託して推進した研究の成果を、総合的か

つ体系的に取りまとめ、研究機関及び行政機関等に報告することにより、今後の研究及び行政の効率的な推進

に資することを目的として刊行するものである。 

 この第443集「地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技術の開発－化石燃料に代替する新エ

ネルギー生産実用化技術の開発－」は、農林水産省農林水産技術会議の環境研究として、2001年度から2005年

度までの５年間にわたり、独立行政法人食品総合研究所（現 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構）

を中心に実施した研究成果を取りまとめたものである。 

 温室効果ガスの増加による地球温暖化は、既に地域的な気候変動を引き起こしているとの報告があり、今後、

他産業と比べて特に天候・気象変動の影響を受けやすい農林水産業において悪影響が懸念されている。また、

京都議定書によって、先進国は温室効果ガスを率先して削減していくことが義務づけられ、我が国は温室効果

ガス総排出量の６％削減を約束しており、平成14年３月には、この約束を確実に履行するための具体的対策を

取りまとめた「地球温暖化対策推進大綱」が決定されている。 

本研究は、化石燃料に代替する新エネルギー生産実用化技術の開発に資することを目的とした。 

 バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議の「国産バイオ燃料の大幅な生産拡大について」（平成19年２月総

理大臣報告）がまとめられるなど、現在のバイオマス燃料を巡る進展を踏まえると、本研究の成果は、道半ば

の感はあるものの、今後の農林水産関係のバイオマス研究開発及び行政を推進する上で有益な知見を与えるも

のと考え、関係機関に供する次第である。 

後に、本研究を担当し、推進された方々の労に対し、深く感謝の意を表する。 

2008年 1 月 

農林水産省農林水産技術会議事務局長 

竹谷 廣之 
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（委託先）アイシーエス株式会社 

Ⅳ 研究目的 

 地球の温暖化は、人類の生産活動や生活に大きな

影響を及ぼすと考えられており、農林水産業に対し

ても深刻な被害が及ぶことが懸念されている。地球

の温暖化進行の主因ともいうべき大気中の二酸化炭

素の増加は、人類の活動による二酸化炭素の大気中

への排出によるところが大きく、緊急の対策が必要

である。地球全体の人類の活動が今後とも拡大する

ことは確実と考えられ、エネルギー消費が拡大する

中で、二酸化炭素の排出量を削減することは極めて

難しい課題である。 

 バイオマスエネルギーの開発・利用は、この困難

な問題の有力な対策技術のひとつと考えられる。

元々大気中の二酸化炭素を吸収して育つバイオマス

（生物系資源）を利用したエネルギーは、化石エネ

ルギーと違い、再生可能かつクリーンであるため、

地球温暖化対策として積極的に開発・導入を推進す

べき新エネルギーとして期待できる。また、農林業・

食品産業由来の有機性廃棄物のリサイクル推進の観

点からも重要である。 

 本プロジェクトは、バイオマスをエネルギー源と

して利用するための効率的前処理技術の開発、前処

理されたバイオマスからのエタノール生産システム

の開発、バイオマスからの燃料ガス生産技術の高度

化、廃食油からの効率的ディーゼル代替燃料生産技

術の開発を目的とし、産学官の連携の下で実用化に

向けて、農林業・食品産業分野における廃棄物に由

来するバイオマスからのエネルギー源の生産・利用

について、革新的技術開発及びこれらを用いる地域

システム構築のための実証研究を総合的に実施する。 

 本プロジェクトでは、次に掲げる(1)～(3)の目標

を設定するとともに、その目標の達成のために以下

の１～５の研究課題を設定して研究を実施する。 

 (1) 廃棄物に由来するバイオマスの効率的な前処

理技術の開発 

 (2) バイオマスの効率的なエネルギー変換技術の

開発 

 (3) 地域レベルで実用化が可能なバイオマスエネ

ルギーの変換・利用システムの開発 

１ 有機性廃棄物の前処理技術の高度化 

 バイオマスの利用のためには、通常、乾燥や細断、

粉砕、軟質化等の前処理が不可欠である。本課題は、

バイオマスを酵素分解し、エタノールを生産する際

の効率を向上させるための効率的前処理技術の開発

を目的として実施する。すなわち、有機性廃棄物を

低コスト、省エネルギーで物理的に粉砕、乾燥等を

行う技術を開発するとともに、廃菌床等の木質系廃

棄物バイオマスをオゾン処理することにより糖化を

促進する技術、マイタケ菌を利用して脱リグニン化

を促進する技術を開発することを目的とする。 

２ 農産系廃棄物のエタノール変換システムの開発 

 通常バイオマスからのエタノール生産は、バイオ

マス多糖類の糖化、糖からの発酵によるエタノール

生産、エタノールの分離・濃縮・精製等の工程が必

要である。本課題では、これらの各工程の単位技術

の開発・ 適化・高度化を目的として実施する。特

に本課題では、大量に排出され、効率的なエタノー

ル生産に適していると期待された廃菌床からのエタ

ノール生産技術の開発・高度化を重点として実施す

る。 

 すなわち、廃菌床等の木質系廃棄物の難分解性糖

質物質の効率的糖化技術を開発するとともに、その

糖化液のエタノールへの変換効率向上を図る。また、

膜処理技術を活用してエタノール発酵液からエタ

ノールを抽出・分離・濃縮する工程を効率化する。

さらに、マイタケ菌床から微生物・酵素によるエタ

ノールへの変換及び膜分離を活用した高能率抽出を

行う技術を開発し、地域レベルでバイオマスエネル

ギーを生産するシステムのモデルを構築することを

目的とする。 

３ 農林系廃棄物等を用いたコ・ジェネレーション

システムの開発 

 多段階ガス化、コ・ジェネレーションシステムを

活用し、農業廃棄物等から熱分解によりエネルギー

回収を行うとともに、マテリアルリサイクル技術も

開発する。また、植物系廃棄物からの高カロリーガ

ス化、コ・ジェネレーションシステムを開発する。 
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４ 廃食用油からのディーゼル代替燃料変換技術の

開発 

 動植物油をディーゼル代替燃料として使用するた

めには、その粘度を軽油に近いレベルにまで低下さ

せる必要があるが、現在、検討されているのはアル

カリ触媒を用いたメチルエステル化法のみである。

この場合、副生するグリセリンを有効利用するため

には精製を行う必要があり、コスト低減の障害と

なっている。そこで、これらの問題を克服すること

が可能な油脂の低粘性化技術を開発し、廃食用油等

の天然油脂の効率的なエネルギー化を図る。 

５ 畜産廃棄物からのジメチルエーテル変換技術の

開発 

 家畜排せつ物等のメタン発酵では、発酵後の廃液

の処理に経費を要するという問題がある。また、ふ

ん尿以外の畜産廃棄物のメタン発酵については、ほ

とんど未着手である。さらに、メタン発酵技術共通

の特性として、日本においては発生したバイオガス

を流通させることができず、現場での熱利用または

発電に用途が限定されてしまう点がある。そこで、

廃液の低コスト処理技術を開発するとともに、と畜

場の有機性廃棄物をメタン発酵原料化し、さらに、

発生した粗バイオガスを精製し、クリーンな液体燃

料として、特にディーゼルエンジン用代替燃料とし

て注目されているジメチルエーテル（DME）へ変換

するシステムを開発する。 

Ⅴ 研究方法  

１ 有機性廃棄物の前処理技術の高度化 

 廃菌床の性状を把握し、各種粉砕処理操作を実施

して粉砕状況を確認する。粉砕処理としては、試作

したスクリュー圧縮粉砕機、ハンマーミル（乾燥系）、

マスコロダー（湿潤系）を検討し、変換チームでの

変換効率への影響及び処理コストなどの点から 適

処理条件を検索する。スクリュー圧縮粉砕機処理、

乾燥処理、ハンマーミル処理を前処理のシステムと

して想定してコスト試算を実施する。未利用木質系

資源の例として、マイタケ廃菌床・籾殻の成分分析

を行う。スギ木粉を試料として、乾式オゾン前処理

の 適処理条件を検討し、続いて実証プラントでの

オゾン前処理試験を行う。前処理のエネルギー収支

及びコストを検討する。湿式オゾン前処理の酵素糖

化率を検討する。スクリューパドル式リアクター及

び流動式リアクターを作成し、前処理効果を検討す

る。湿式オゾンリアクターを開発し、その前処理効

果を検討する。マイタケ菌床におけるグルカン成分

分析法を開発し、生育過程におけるグルカン成分の

変化を調べる。マイタケ廃菌床中のグルカン組成を

もとに糖化に用いる酵素の選択を行い、非セルロー

ス性グルカン分解酵素が廃菌床バイオマスの酵素糖

化効率に与える影響を調べる。マイタケ廃菌床から

の選択的脱リグニンを目的として、リグニン分解酵

素及び有機酸前処理が糖化効率に与える影響を調べ

る。 

２.農産系廃棄物のエタノール変換システムの開発

 バイオマスの効率的糖化及びエタノール変換技術

の開発のために、低利用多糖類を分解する酵素の分

子レベルでの特性改良を行い、また、遺伝子組換え

技術により改良した糸状菌のセルラーゼ標品を用い

た糖化技術を開発し、さらに、結晶セルロースを同

時糖化発酵させるセルラーゼ遺伝子群を導入した酵

母を開発する。また、有機性廃棄物の効率的分解が

可能な複合微生物叢を構築し、その菌叢を解明する。 

 発酵生産されたエタノールの効率的分離・濃縮・

抽出技術の開発のために、エタノール濃度応答ゲー

ト膜や、ゼオライト膜を用いたエタノールの浸透気

化濃縮技術を開発し、また、エタノールの膜分離技

術の実証研究を行い、さらに、膜分離技術を用いた

高効率エタノール濃縮･精製システムを開発する。 

 エタノール変換システムの構築のために、廃菌床

からのエタノール変換技術の実証研究を行うととも

に、エタノール生産用バイオリアクターを開発する。 

３ 農林系廃棄物等を用いたコ・ジェネレーション

システムの開発 

 高水分の農産廃棄物等からガス化効率を向上させ

るために、発酵乾燥やハウス乾燥などの化石系エネ

ルギーの利用量を抑えた予備乾燥システムを検討す

る。また、多段階ガス化、コ・ジェネレーションシ

ステムを試作し、運転試験を行い、設計仕様と適正

運転条件の決定を行うとともに、発電やガス化廃熱

を活用した食品残さの乾燥飼料化などのマテリアル

リサイクル技術を確立するとともに、システム評価

を行う。 
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 また、剪定残さ等植物系廃棄物については、浮遊

外熱式ガス化技術による高カロリーガス化しコ・

ジェネレーションシステムを試作し、運転試験を行

い、設計仕様や運転条件を確立するとともに、ガス

化材料の前処理としての植物系廃棄物の乾燥、破砕

技術を開発する。 

 

４ 廃食用油からのディーゼル代替燃料変換技術の

開発 

 アルカリ触媒を用いないメチルエステル化法（無

触媒メチルエステル化法）やマイクロエマルション

化法の特性評価を行い、反応条件やエマルション組

成の 適化を行う。また、無触媒メチルエステル化

反応の機構解明を行い、効率的かつ汎用的低粘性化

技術の基礎理論を確立する。さらに、無触媒メチル

エステル化反応を採用した小型プラントを建設し実

証試験を行う。マイクロエマルション化法及び無触

媒メチルエステル化法により低粘性化した廃食用油

を用いて単気筒直接噴射式ディーゼル機関による、

燃焼試験を行い、ディーゼル燃料としての特性（燃

費、出力、排気ガス組成等）を把握する。メチルエ

ステル化反応と熱分解とを組み合わせたSTING

（ Simultaneous reaction of Transesterification and 

crackING）法については、新たな反応管を設計・開発

することにより反応条件の低温・低圧化を図り、イ

ニシャルコスト及び変換コストの低減を目指す。 

 

５ 畜産廃棄物からのジメチルエーテル変換技術の

開発 

 高濃度の窒素が残留し茶褐色の着色が見られるメ

タン発酵廃液について、硫黄酸化細菌による脱窒の

適条件を求めるとともに、副次的に得られる色度

低減効果を調べる。メタン発酵原料としては未知で

ある家畜と体の消化管内容物の量と質、及びそれら

を用いてメタン発酵を行った際の発生ガスの量と質

を調べる。さらに、当該発生ガスを用いてDMEへ変

換するための精製条件を検討する。 

 

研究計画表（研究室別年次計画） 

研究期間 担当研究機関・研究室 
研   究   課   題 

13 14 15 16 17 機関 研究室 
 
１ 化石燃料に代替する新エネルギー生産実用 
化技術 
（１）有機性廃棄物の前処理技術の高度化 

１）有機性廃棄物の低コスト物理的前処理技術の開発

２）廃材・低級古紙等木質資源のオゾン前処理による
酵素糖化の促進 

３）廃材・低級古紙等木質資源の酵素糖化前処理利用

オゾンリアクターの開発 
４）マイタケ菌による菌床中の木質バイオマスからの

選択的脱リグニンと糖化効率に与える影響の解明

 
（２）農林系廃棄物のエタノール変換システムの開発 

１）糖化・エタノール発酵技術 
①低利用多糖類を分解する酵素の分子レベルでの

特性改良 
②遺伝子組換え技術により改良した糸状菌のセル

ラーゼ標品を用いた糖化技術の開発 
③結晶セルロースを同時糖化発酵させるセルラー

ゼ遺伝子群を導入した酵母の開発 
④複合微生物叢を用いた有機性廃棄物の効率的分

解 
２）分離・濃縮・抽出技術 

①エタノール濃度応答ゲート膜の開発 
 
②ゼオライト膜を用いたエタノールの浸透気化濃

縮技術の開発 
③エタノールの膜分離技術実証研究 
 
④膜分離技術を用いた高効率エタノール濃縮・精

製システムの開発 
 
 

      
 
 
 
（独）食総研 
 
（独）森総研 
（株）ﾀﾞｲﾄﾞｰﾌｼﾞﾃｯｸ 
（独）森総研 
（株）ブイエムシー 
（独）森総研 
東京大学大学院 
 
 
 
 
（独）食総研 
 
（独）食総研 
長岡技術科学大学 
（独）食総研 
大阪府立大学 
（独）食総研 
東京大学大学院 
 
（独）食総研 
東京大学大学院 
（独）食総研 
山口大学 
（独）食総研 
三井造船（株） 
（独）食総研 
 

 
 
 
 
製造工学研究室 
 
木材化学研究室 
 
木材化学研究室 
 
木材化学研究室 
森林化学研究室 
 
 
 
 
酵素機能研究室 
 
酵素機能研究室 
酵素工学研究室 
酵素機能研究室 
微生物機能開発学研究室

酵素機能研究室 
応用微生物学研究室 
 
反応分離工学研究室 
化学システム工学専攻 
反応分離工学研究室 
分子材料研究室 
反応分離工学研究室 
玉野事業所事業開発部

反応分離工学研究室 
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３）エタノール変換システムの開発

①エタノール変換技術実証研究

②エタノール生産用バイオリアクターの開発

（３）農林系廃棄物等を用いたコ・ジェネレーションシ

ステムの開発
１）ガス化処理材料の予備乾燥・成型技術の開発

２）多段階ガス化コ・ジェネレーションシステム開発

３）廃熱の多重利用システムの開発

４）地域のバイオマス構成に応じたコ・ジェネレーシ
ョンシステムの構築

５）剪定残さ等植物系バイオマスの乾燥・粉砕技術の

開発
６）剪定残さ等植物系バイオマスのコ・ジェネレーシ

ョンシステムの開発

（４）廃食用油からのディーゼル代替燃料変換技術の開

発
１）効率的油脂低粘性化技術の開発
２）無触媒メチルエステル化反応の機構解明

３）無触媒メチルエステル化プロセスの実証研究 

４）天然油脂原料を用いたバイオディーゼル燃料の燃
焼特性の解明

５）廃食用油からの高品質バイオディーゼル燃料製造

技術の開発

（５）畜産廃棄物からのジメチルエーテル変換技術の開

発
１）硫黄酸化細菌による廃液処理技術の開発

２）家畜と体消化管内容物等のメタン化技術
の開発

３）畜産廃棄物から産出されるメタンのガス精製技術
の開発

（独）食総研
（株）雪国まいたけ
（独）食総研

筑波大学

（独）農研機構・ 
九沖農研 

（独）農研機構・ 
九沖農研
（株）中国メンテナン

ス 
（独）農研機構・
九沖農研

（独）農研機構・
九沖農研
（独）農研機構・

九沖農研
（独）農研機構・
九沖農研

長崎総合科学大学

（独）食総研
（独）食総研

東京大学大学院
（独）食総研
アイシーエス（株）

（独）食総研
滋賀県立大学
（独）農研機構・ 

中央農研

（独）農研機構・ 
畜草研

（独）農研機構・ 
畜草研
（株）大林組

（独）農研機構・ 
畜草研
JFEﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（株）

反応分離工学研究室
研究開発室
反応分離工学研究室

応用生物科学系研究室

畜産総合研究チーム

畜産総合研究チーム

畜産総合研究チーム

畜産総合研究チーム

畜産総合研究チーム

畜産総合研究チーム

反応分離工学研究室
反応分離工学研究室

国際情報農学研究室
反応分離工学研究室

反応分離工学研究室
機械システム工学科
農産エネルギー研究

室

畜産環境部

畜産環境部

エコロジーエンジニアリング部

畜産環境部

DMEプロジェクト

注）文中の図、表、写真に付した番号は、課題番号とその中の一連番号を組合わせて表示してある。 

（例：１－(2)－１）－①の課題の１番目の図の場合は、図1211－１と表示） 

Ⅵ 研究結果 

１ 有機性廃棄物の前処理技術の高度化 

 廃菌床をそのままスクリュー圧縮粉砕機で１次粉

砕し、その後乾燥し、ハンマーミルで500ミクロン

メッシュ程度に微粉砕化することで酵素糖化効率が

向上することを明らかにした。現状の装置での処理

コストは、乾物換算で１kg当たり24円強となった。

乾式オゾン処理では、試料の含水率が40％の時、オ

ゾンの反応効率が 大となることを明らかにした。

また、針葉樹スギ木粉で酵素糖化率８割を達成した。

この結果を50キロスケールプラントで実証した。併

行複発酵試験により、オゾン前処理スギ木粉からエ

タノールが生産可能であることを確認した。残さの

発熱量測定からエネルギー収支を試算したところ、

オゾン添加量が対リグニンあたり0.4M以上ではマイ

ナスとなることが明らかとなった。木粉とオゾンの均

一な反応を達成するために、スクリューパドル式、流動

式リアクター実験機を試作した。内部に木粉のすりつ

ぶし効果とオゾンの浸透性を高めるリファイナーを

組み込んだ湿式前処理リアクターを開発した。菌床

バイオマスの成分分析法を確立した。これに基づき、

栽培過程においてマイタケは主に栄養剤として添加

されたコーンブラン由来のα-グルカンを代謝して

β-グルカンを生成し、基材であるおが屑をほとんど

利用していないことを明らかにした。廃菌床中に非

セルロース性グルカンが多く含まれているので、そ
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の分解酵素を加えることにより廃菌床バイオマスの

糖化効率が向上することを明らかにした。リグニン

分解酵素の添加は糖化率を下げるが、有機酸による

前処理は糖化率を向上させることを明らかにした。 

２ 農産系廃棄物のエタノール変換システムの開発 

 糖結合ドメインを付加したキメラキシラナーゼを

数種類作成し、不溶性キシラン分解活性の向上した

耐熱性キシラナーゼや水溶性基質分解活性の向上し

たキシラナーゼを得た。また、セルラーゼによるセ

ルロース分解において、問題になるセロビオースを

分解するために必要な酵素遺伝子の簡便なスクリー

ニング法を開発した。Tricoderma reesei相同組換え技

術の確立（形質転換体候補株の約20％前後が１コ

ピーの相同組換え株）及びそれぞれの遺伝子の上下

流領域を取得した。CBDを有するEG III（キメラEG 

III）の構築及びそのCBD変異体の構築により、不溶性

セルロースに対する活性は約2.5倍に上昇した。キメ

ラEG III遺伝子をT. reeseiのEG III遺伝子と交感する

ことに成功した。A. aculeatusの生産するセルラー

ゼ・ヘミセルラーゼのうち２種のエキソグルカナー

ゼ遺伝子、２種のエンドグルカナーゼ遺伝子（cmc1、

cmc2）、２種のエキソグルカナーゼ遺伝子（cbhI、

aviIII）、１種のβ-グルコシダーゼ遺伝子（bgl1）、２

種のキシラナーゼ遺伝子（xynIa、xynIb）、１種のβ-

マンノシダーゼ遺伝子（manB）を取得した。取得し

たセルラーゼ関連遺伝子のうち、cmc1、cmc2、cbhI、

bgl1、manBはA. oryzaeを宿主として、aviIIIはA. 

aculeatusを宿主として大量発現系を構築し、他のセル

ラーゼ成分の混入がないまで精製した酵素標品を調

製した。タイプの異なる３種のセルラーゼ、エンド

グルカナーゼ、エキソグルカナーゼ、β-グルコシ

ダーゼ遺伝子を染色体中に組み込み、それらを同時

に生産する酵母の育種に成功した。安定な微生物集

団の作製法を確立し、稲わらだけでなく、芝草に対

する分解活性も高く、また、幅広い温度条件で分解

能を示す微生物集団を新たに作製した。既存の稲わ

ら分解微生物集団について、その効率的な分解活性

を酵素学的に特徴付けた。また、単離した構成微生

物種と集団内で発現しているリグノセルロース分解

に関わる酵素群を関連付けた。ポリエチレン多孔膜

の細孔内に、エタノールの濃度に応じて、膨潤-収縮

するN-イソプロピルアクリルアミドとN-イソプロピ

ルメタクリルアミドとの共重合ポリマーをプラズマ

グラフト重合法でグラフト重合したゲート膜を開発

し、連続発酵-エタノール浸透気化連続抜き出しシス

テムの設計手法を確立した。エタノール選択透過性

膜の検討：マイクロ波加熱法により、製膜時間を1/10

に短縮し、実用化レベルである膜透過性１kg/m2h以

上の薄膜の製膜を達成した。マイクロ波加熱による

親水性ゼオライト膜の短時間製膜と新たに開発した

耐酸性の親水性ゼオライト膜の耐水性評価を行い、

長時間の安定性を実証した。従来のゼオライト膜に

比べ、より耐久性（耐酸性）に優れた親水性ゼオラ

イト膜としてＴ型、MOR膜構造規定剤を用いずに合

成したZSM－5膜が優れた水選択透過性能を有するこ

とを新たに見いだした。シリコン膜の３倍以上の膜

性能を有する“MFＩ構造を有するエタノール選択透

過膜としてアルミナを全く含まないシリカライト

膜”製膜法をスケールアップさせた。ゼオライト膜

を工業的に使用するための膜モジュールとして、２

種類のモジュール（円筒型モジュール及び二重円筒

型膜モジュール）を構築した。逆浸透ＲＯ法とパー

ベーパレーションPV法における透過現象を正確に表

現することのできる輸送方程式を溶解拡散機構に基

づいて導出した。本輸送方程式に基づくシミュレー

ション実験により、所要エネルギーの極めて少ない

エタノール濃縮システムを提案した。マイタケ廃菌

床の前処理法として、希硫酸、アルカリ、オゾン、

粉砕、保管処理を試みたところ、アルカリ、粉砕、

保管処理が有望であることが分かった。保管処理を

発展させることによって、キノコ栽培が木質バイオ

マスの前処理となることが期待される。各種前処理

と併行複発酵が可能なエタノール変換プラントを稼

動させた。アルカリ、粉砕、保管処理を行った廃菌

床をエタノール変換したところ、廃菌床からのエタ

ノール収率約60％を達成した。プラントの操作法な

ど試行錯誤を行い、pH調整の薬品などランニングコ

ストを減らすことができた。また、キシロースも糖

化で得られることが確かめられた。好気性菌（糖化

プロセス）と嫌気性菌（エタノール生産プロセス）

の併行複発酵による澱粉からのエタノールの生産用

のバイオリアクターとして、縦型２槽外部循環型環

状バイオリアクター及び気相－液相交換槽を用いる

バイオリアクターを開発した。また、固定化担体と

して、安価なヘチマ繊維体に人工的に機能化したア
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セチル化ヘチマ繊維体を開発し、上記のバイオリア

クターに用いた。熱分析装置（TG／DTA）を用いて、

廃菌床の熱的性質を明らかにするとともに、加熱処

理の 適化を行い、前処理チームと協力して物理的

前処理のスケールアップを行った。利用可能な廃熱

の発生場所を探索し、未利用の廃熱を利用する、地

域内の異なる産業機能を融合利用した環境低負荷型

有用物質生産システムを考案した。 

３ 農林系廃棄物等を用いたコ・ジェネレーション

システムの開発 

１）ガス化処理材料の予備乾燥・成型技術の開発に

おいては、高水分の家畜ふん堆肥材料を極力化石

エネルギーを使わずに乾燥するため、堆肥発酵乾

燥とハウス乾燥で予備乾燥するとともに、ガス化

のために炭化物の転動造粒やガス化材料の圧縮成

型技術の開発を行った。 

 発酵乾燥では含水率65％程度の牛ふん堆肥材料

を２週間で40－50％まで乾燥でき、ハウス乾燥で

は発酵乾燥した材料を１－２週間で25％まで乾燥

できた。ガス化のための炭化物の成型では、高速

ハンマーミルにより炭化物を250μm以下に粉砕で

き、１％濃度のPVAをバインダーにして直径１－２

cmの球形に成型できた。また、家畜ふん堆肥を直

接熱分解ガス化方式でガス化するための圧縮成型

では、穴径20mm、厚さ60mmの成型盤が適しており、

30kWの成型機で600kg/h以上の成型能力があった。 

２）多段階ガス化コ・ジェネレーションシステムの

開発においては、家畜排せつ物などの窒素や硫黄、

塩素分の含有量やタールの発生量が多い畜産系廃

棄物の炭化・不完全燃焼式熱分解ガス化の実証プ

ラント農林バイオマス２号機を開発した。乾燥堆

肥の炭化能力は174kg/hであり、炉圧と排ガスの酸

素濃度により自動制御ができた。ガス化では、水

蒸気吹き込みによりガス化温度を900℃以下に制

御でき、牛ふん堆肥を溶融させずにガス化できた

が、木炭に比べ64％の発熱量であった。発電機は

ガスが80％、A重油が20％の消費割合で40kWの発

電能力であった。 

 なお、畜産系廃棄物は腐食性ガスの発生量が多

いため炭化処理を入れていたが、炭化処理のため

の設備コストが高く、堆肥では補助金無しではエ

ネルギー化施設の採算がとれないため、2005年度

より直接熱分解ガス化方式に変更し、新たにガス

化炉を試作した。牛ふん堆肥を消石灰添加により

溶融温度を上げ、1,000－1,200℃でガス化し

900kcal/Nm3の熱分解ガスが得られた。牛ふん堆肥

乾燥物約１kgで１kWhの発電ができると想定され

る。 

３）廃熱の多重利用システムの開発においては、炭

化炉廃熱を利用した炭化材料の仕上げ乾燥と、発

電機のエンジン廃熱を利用した食品残さの乾燥シ

ステムを開発した。炭化材料はハウス乾燥した材

料を150℃の排気熱により約２時間で乾燥できる。

エンジン廃熱により約90℃の温風が得られ、撹拌

機付きの流動層乾燥機によりミカンジュース粕を

113kg/hの能力で乾燥できた。 

４）地域のバイオマス構成に応じたコ・ジェネレー

ションシステムの構築においては、九州沖縄地域

の家畜排せつ物やサトウキビの製糖残さの利用性

の検討と、エネルギー化システムのコスト解析を

行った。九州地域では全体の１／３に当たる160市

町村で家畜排せつ物が過剰となっており、熱分解

ガス化によるエネルギー利用が期待できる。多段

階ガス化システムのコスト解析結果から、本シス

テムは1,512－3,350円/t以上の処理経費が負担で

きる廃棄物には適応できるが、処理料金の安い家

畜排せつ物では施設整備に70％の補助金が必要で

あった。直接熱分解ガス化方式に変更することに

より約26％のコストダウンが図れ、自家発電利用

や、処理料金の高い生ゴミや汚泥を一部入れるこ

とにより補助金無しでも運営できるエネルギー化

システムになると考えられる。 

５）剪定残さ等植物系バイオマスの乾燥・粉砕技術

の開発においては、籾殻、剪定残さ、建築廃材、

竹加工残さ、竹間伐材チップ、バーク等を新方式の

浮遊外熱式ガス化方式の実証プラント農林バイオマ

ス３号機のガス化材料として供給するための破砕

法、乾燥法、土砂等の異物除去法を明らかにした。

籾殻はミキサー式破砕機で、剪定残さや建築廃材、

竹加工残さはハンマーミル式破砕機で、竹間伐材

チップとバークはエクストルーダ型の膨軟化装置

で２－３mm以下に破砕できた。破砕材料は３－７

日のハウス乾燥により含水率25％まで乾燥できる。

材料に混入した土砂は揺動プラス風力式の選別機

により91％除去できる。 
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６）剪定残さ等植物系バイオマスのコ・ジェネレー

ションシステムの開発においては、浮遊外熱式ガス

化方式と発電容量50kWのガスエンジン組み合わせた

実証プラント農林バイオマス３号機を開発した。１kg

のバイオマスから１kWhの発電ができ、エンジンに

供給されるガス化ガス燃料はH2、CO含有量が多く

発熱量が14－17MJ/Nm3と一般ガス化技術の４－６

倍の高カロリーガス燃料となることが確かめられ

た。50kWガスエンジンの発電効率は目標の20％を

達成し、このクラス発電のトップ効率であり、木

質系バイオマスを原料とした運転実験を行い、実

用システムとして適応できることを実証した。 

４ 廃食用油からのディーゼル代替燃料変換技術の

開発 

界面活性剤の存在下において廃食用油をエタノー

ルと混合し、マイクロエマルション化することで副

生成物を生じない簡便な低粘性化技術（マイクロエ

マルション化法）の提案を行うことを試みた。界面

活性剤として生物資源由来のモノオレインを用い、

成分組成（油脂、アルコール及び界面活性剤の比）

とマイクロエマルションの物理的特性（粘度等）と

の関係を明らかにした。マイクロエマルションの組

成を調整することにより、粘度を、6.58－20.7mPa・s

の範囲で制御できた。また、複素電気弾性率のピー

クを与える周波数から算出される緩和時間と系の粘

度との間に良好な相関関係があることを明らかにし、

マイクロエマルション系の粘度を迅速に把握するこ

とのできる新たな測定手法となり得る可能性を示唆

した。 

また、油脂を効率的に低粘性化するもう一つの方

法として、既に提案している触媒を用いないメチル

エステル化反応による方法（無触媒メチルエステル

化法）について、各種反応条件が反応速度や生成物

組成に及ぼす影響を明らかにし、無触媒メチルエス

テル化反応の機構の解明を試みた。過熱メタノール

蒸気を油脂中に吹き込むことによりメチルエステル

化を行う当該装置においては、290℃が 適な反応温

度であることを明らかにした。また、メタノール気

泡の反応液内滞留時間及びメタノール蒸気と原料油

の気液界面面積を増加させることが反応効率の向上

に重要であることを示した。さらに、廃食油中に含

まれる不純物が、無触媒メチルエステル化反応に及

ぼす影響を評価した結果、アルカリ触媒法において

反応阻害物となる水分や遊離脂肪酸が無触媒メチル

エステル化法では阻害物質とならないことが明らか

となった。このため、無触媒メチルエステル化法は

不純物除去のための前処理の観点からも優れた方法

であることが示された。 

 無触媒メチルエステル化反応を利用した油脂の低

粘性化については、小型プラントを建設し実証試験

を行った。16年度は、いくつかの無触媒メチルエス

テル化反応を採用した簡易実験装置を試作し、菜種

油を原料とした実験を行ってそれぞれの反応の状況

を確認した。また、実験結果より実証プラントに

適と思われる方法を選定し、基礎データをもとに小

型プラントを設計・建設した。17年度は、建設した

小型プラントを用いた反応実験を行い、80％以上の

高い変換率で、一日当たり40Lのメチルエステルを連

続的に製造することに成功した。 

 上記の検討により得られた試料については、滋賀

県立大学において燃焼試験を行い、これを用いた際

のディーゼル機関の燃焼及び排気特性を実験により

調べ、利用の可能性を検討した。マイクロエマルショ

ン燃料は、HCHOやCH3OH+C2H5OHの排気濃度はバ

イオディーゼルよりも高いがSmoke濃度が低く、重量

燃費が悪いが熱効率は高いことが明らかとなった。

エタノール濃度が高いと自着火しにくく、燃焼期間

が伸びた。また、本燃料は、動粘度がエタノール25％

の組成でバイオディーゼルの３倍と高く、実用に際

しては送液ポンプの改良や燃料加温などが必要であ

ると考えられた。無触媒メチルエステル化反応によ

り得られた燃料は、そのままでは機関を安定して運

転できないが、これを水洗・減圧乾燥処理すること

により安定した運転が可能となった。機関性能及び

排気特性に関して、水洗・減圧乾燥後の無触媒方式

メチルエステルをアルカリ触媒方式によるメチルエ

ステルと比較した結果、排気中の全炭化水素（THC）

濃度がアルカリ方式より高いが、それ以外はほぼ同

様の値を示した。 

 触媒を用いない油脂の低粘性化技術として提案さ

れているもう一つの方法であるSTING法 (Simulta-

neous reaction of Transesterification and crackING）は

実用化段階にあるが、小規模製造装置の実用化及び

製造コストの低減のためには反応条件を緩和する必

要がある。特に反応圧力については圧力容器関連の
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法規にも関連するため、可能な限り低減させること

が望ましい。しかしながら、実用規模の反応管にお

いて、反応圧力の低下は原料であるメタノールと油

脂の混合状態の悪化を招き、反応速度の低下及び未

反応生成物の増加が懸念される。そこで、反応圧力

を低減しつつ、混合状態を改善できる新たな反応管

の設計と検討を試みた。オリフィス型撹拌機構を反

応管内部に組み込み、オリフィス機構の形状が反応

に及ぼす影響を評価・検討した結果、反応に要する

圧力を従来の半分とすることができた。これにより、

製造装置本体の製造コストを 大で４割程度削減で

きる可能性が得られた。また、生産コストに関して

も１割程度削減できると考えられる。また、国産ト

ラクタに100％で供試し排ガスの測定を行った結果、

これまで供試してきたエンジンでの結果と同様に

NOxの低減が見られたが、高負荷時の黒煙排出量は軽

油とほぼ同程度と観察された。 

５ 畜産廃棄物からのジメチルエーテル変換技術の

開発 

硫黄と炭酸カルシウムの混合成型資材を充填した

カラムにUASBメタン発酵処理液を通水し、間欠曝気

を行うことで、アンモニアを硝化・脱窒し、着色度

を低減することができた。乳牛のと体の消化管及び

その内容物の重量構成比率と消化管内容物の化学的

性状、さらに、これらを用いて連続メタン発酵を行っ

た際のガス発生量と性状を明らかにした。硫化水素

濃度は200ppm程度であった。これに対し、DME合成

触媒の劣化試験から合成プラントに受け入れる精製

ガス中の硫化水素の許容濃度は0.1ppmであることが

判明したが、この差については鉄系、銅系の脱硫吸

着剤を用いることで対応可能なことを明らかにした。 

Ⅶ 今後の課題  

１ 有機性廃棄物の前処理技術の高度化 

 粉砕処理装置の効率や連続性の向上、処理に適し

た装置システム開発などを行う必要がある。オゾン

前処理コストは発生器のオゾン発生効率に大きく影

響されるので、さらに高濃度のオゾンガスを生成す

る発生器を用いて処理時間を短縮し、処理コストを

削減する必要がある。オゾン発生に伴うエネルギー

収支を改善するために、原料の一部を用いたガス化

発電やメタン発酵-燃料電池発電などの導入を検討

する必要がある。湿式オゾン前処理リアクターの省

エネルギー化が必要である。酵母菌代謝性有機酸を

利用したバイオマス前処理を確立し、前処理、酵素

糖化、エタノール発酵を一括化した連続プロセスを

構築する必要がある。 

２ 農産系廃棄物のエタノール変換システムの開発 

 糖化、発酵、濃縮のさらなる技術開発を行いバイ

オマスエタノール変換技術を実用化を図る必要があ

る。 

３ 農林系廃棄物等を用いたコ・ジェネレーション

システムの開発 

１）ガス化処理材料の予備乾燥・成型技術の開発に

ついては、発酵乾燥とハウス乾燥は高水分バイオ

マスのエネルギー化の前処理として適しているの

で、生ゴミや汚泥への適用を検討する必要がある。 

２）多段階ガス化コ・ジェネレーションシステムの

開発については、直接熱分解ガス化方式を適用す

ることにし、ガスの洗浄法や廃水処理対策の開発

を進め、家畜排せつ物と生石灰混合による乾燥促

進効果も検討する必要がある。また、バークや林

地残材チップ等への利用の拡大を図る必要がある。 

３）廃熱の多重利用システムの開発については、直

接熱分解ガス化方式の適用に変更し、将来的に、

廃熱ボイラーによる蒸気利用も視野に入れ廃熱の

有効活用法を検討する必要がある。 

４）地域のバイオマス構成に応じたコ・ジェネレー

ションシステムの構築については、エネルギー化

方式を多段階ガス化方式から直接熱分解ガス化方

式に変更し、新しい運転条件に合わせたシステム

設計を行い、コスト評価を行う必要がある。 

５）剪定残さ等植物系バイオマスの乾燥・粉砕技術

の開発については、自然に乾燥した植物系バイオ

マスの粉砕、また、竹チップやバーク等を膨潤機

とハンマーミルを組み合わせてガス化に適した形

状へ破砕する技術等に関して検討する必要がある。

さらに、ハウス乾燥で細かい粒径物が表面に浮き

出て水分蒸発を抑制するので撹拌機の運転方法等、

その対策に関しても検討する必要がある。 

６）剪定残さ等植物系バイオマスのコ・ジェネレー

ションシステムの開発は、木質系バイオマスを原

料とする本システムの適用は技術的には実用レベ
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ルにあると判断できるため実用展開に移る。当面、

プラント規模は50kW－500kWを対象とし、プラン

トの標準化とコスト評価を行い、高効率と同時に

ユーザーにとって魅力ある製品化を図る必要があ

る。また、木質以外のバイオマスについては燃料

性状とガス化特性を確認しながら、実用化を進め

る。バイオマスのガス化エンジン発電にはガスエ

ンジン使用と、ディーゼルエンジン使用（「農林バ

イオマス２号機」方式）があり、技術的にはガス

エンジンが高度であるが経済的にはディーゼル方

式にも優位性がある。実用化には２方式を比較検

討しながら進める。浮遊外熱式ガス化ガス燃料は

化学合成原料になることから、小規模メタノール

合成プラントへの展開を検討する必要がある。 

４ 廃食用油からのディーゼル代替燃料変換技術の

開発 

 本プロジェクトで開発された技術のうち、STING

法については、実用化段階に達したと考えられ、今

後は現場での性能評価によりその確立を図っていく

ことが期待される。また、無触媒メチルエステル化

法については、そのレベルを実用化の段階に高める

ためには、油脂と過熱メタノール蒸気との接触状態

と反応速度との関係を明らかにするなどして、 適

な接触機構を設計する必要がある。また、実際に本

技術の対象となることが想定されるバイオマス資源

は廃食用油であり、様々な不純物（水分、色素成分、

油脂の重合物、酸化生成物、遊離脂肪酸、天ぷら粕

等）が混入している。廃食油を原料としたディーゼ

ル代替燃料製造の実用化のためには、これらの夾雑

物の影響をさらに詳細に把握し、悪影響を有する成

分については、これを効率的に除去するプロセスの

開発が必要である。このため、精製油に不純物を混

合したモデル系を用いて、それぞれの成分がディー

ゼル代替燃料製造プロセスの性能に及ぼす影響を明

らかにし、効率的な前処理工程の確立を図る必要が

ある。さらに、上記の検討結果を踏まえて一日当た

り数百リットル程度のディーゼル代替燃料を廃食用

油から製造することのできる実証プラントを建設し

その性能評価を行うとともに、実証プラントでの製

造能力を基礎として、その経済性の評価を行う必要

がある。併せて、新方式により製造される燃料を用

いた燃焼試験も実施して、ディーゼル代替燃料とし

て用いた際の排ガス組成や出力に関しても従来法と

の比較を行い、実用化の可能性を確認していく必要

がある。 

５ 畜産廃棄物からのジメチルエーテル変換技術の

開発 

 メタン発酵廃液処理では、着色度の低下機構と

適条件を解明する必要がある。畜産廃棄物のメタン

化では、対象を食肉加工場まで広げるとともに、メ

タン発生率向上のための前処理技術及び硫化水素発

生の抑制技術を検討する必要がある。DME合成のた

めのメタンガス精製では、さらに効率の高い脱硫吸

着剤を探索するとともに、硫化水素以外の不純物に

よる触媒劣化についても検討する必要がある。 

Ⅷ 研究発表 

（第１章） 

１) 橋本由紀、五十嵐圭日子、鮫島正浩、細谷修二、

下田隆史、西堀耕三、大平安夫 2003：マイタケ

栽培過程における菌床バイオマスの分解と成分

変化について：第53回日本木材学会大会研究発表

要旨集，p.459. 

２) Igarashi, K., Tani, T., Kawai, R., and Samejima,

M. 2003 : Family 3 ß-glucosidase from cellu-

lose-degrading culture of the white-rot fungus Phan-

erochaete chrysosporium is a glucan

1,3-ß-glucosidase : Journal of Bioscience and Bio-

engineering, 95,572-576. 
３) Isobe, S., Qiangxian, Wu., Sakabe. H. 2002：

Research on Physical Treatment of Food Waste for

Material Recycling and Energy Conversion： UJNR

protein panel meeting, 12.3. 
４) Kawai, R., Yoshida, M., Tani, T., Igarashi, K.,

Ohira, T., Nagasawa, N., and Samejima, M. 

2003 : Production and characterization of recom-

binant Phanerochaete chrysosporium ß-glucosidase 
in the methylotrophic yeast Pichia pastoris： Bio-

science, Biotechnology, and Biochemistry, 67,1-7. 
５) Kawai, R., Igarashi, K., Ishii, T., Kitaoka, M.,

and Samejima, M. 2004 ： Kinetics of substrate

transglycosylation by glycoside hydrolase family 3
glucan 1,3-ß-glucosidase from the white-rot fungus 
Phanerochaete chrysosporium ：  Carbohydrate



― 11 ―

Research, 339,2851-2857. 
６) 川合理恵、五十嵐圭日子、鮫島正浩 2004：担子

菌 Phanerochaete chrysosporium由来ラ  ミナリ

ナーゼのβ-グルカンに対する加水分解挙動：第

54回日本木材学会大会研究発表要旨集，p.308. 

７) 川合理恵、五十嵐圭日子、鮫島正浩 2005：担子

菌Phanerochaete chrysosporiumが生産する新規β

-１，３-グルカナーゼの反応特性：第55回日本木

材学会大会研究発表要旨集，p.119. 

８) 川合理恵、五十嵐圭日子、鮫島正浩 2005：担子

菌Phanerochaete chrysosporiumがラミナリン分解

過程で生産する２種のβ-１，３-グルカナーゼと

その反応特性：日本応用きのこ学会第９回大会講

演要旨集,p.71. 

9) 鮫島正浩 2004：担子菌におけるセルロース分解

酵素系の多様性：日本応用きのこ学会第９回大会

講演 要旨集，p.17-19.

10)杉元倫子、真柄謙吾、細谷修二 2002：マイタケ

廃菌床の酵素糖化前処理としてのオゾン酸化：第

52回日本木材学会大会研究発表要旨集，p.670.

11) Sugimoto, T., Magara, K., Hosoya, S. 2003a ：

Effect of Ozone Pretreatment on Enzymatic Sac-

charification of Mushroom Grown Wood Meal：

Proceedings of 12th International Syposium on

Wood and Pulping Chemistry, Vol.II, p.227-230.

12)杉元倫子、真柄謙吾、細谷修二 2003b：木質バイ

オマスのオゾン前処理酵素糖化“マイタケ廃菌床

への適用”：第70回紙パルプ研究発表会講演要旨

集，p.138-143.

13)杉元倫子、真柄謙吾、細谷修二 2004a：木質バイ

オマスを原料としたエタノール生産のためのオ

ゾン前処理：第14回日本オゾン協会年次研究講演

会講演集，p.153.

14)杉元倫子、真柄謙吾、細谷修二 2004b：木質バ

イオマスのオゾン前処理による酵素糖化率向上

～処理条件の検討～：第54回日本木材学会大会研

究発表要旨集，p.456 .
15) Sugimoto T., Magara K., Hosoya S. 2005：

Ozone Pretreatment of sugi Sawdust for Enzymatic

Saccharification-Ethanol Fermentation ：  Pro-

ceedings of 13th International Syposium on Wood

and Pulping Chemistry Vol.3, p.379-382.
16) Yoshida, M., Ohira, T., Igarashi, K., Nagasawa,

H., and Samejima, M. 2002： Molecular cloning

and characterization of a cDNA encoding cellobiose

dehydrogenase from the wood-rotting fungus Grifola 
frondosa : FEMS Microbiology letters, 217,

225-230. 

（第２章） 

17) Chen, X., H. Kita, and K. Okamoto 2004. Sepa-

ration organic/water mixtures by pervaporation with

silicalite membranes. Transduction of Material Re-

search Society of Japan 29：2563-2566

18) Fujita, Y., S. Takahashi, M. Ueda, A. Tanaka, H.

Okada, Y. Morikawa, T. Kawaguchi, M. Arai, H.

Fukuda, A. Kondo 2002. Direct and efficient pro-

duction of ethanol from cellulosic material with a

yeast strain displaying cellulolytic enzymes. Applied

and Environmental Microbiology 68：5136-5141 

19) Haruta, S., Z. Cui, Z. Huang, M. Li, M. Ishii,

and Y. Igarashi 2002. Construction of a stable mi-

crobial community with high cellulose-degrading

ability. Applied Microbiology and Biotechnology

59：529-534

20) Haruta, S. and Y. Igarashi 2004. Bio-degradation

and re-utilization of organic solid wastes -functional

analysis and development of microbial community-.

Journal of Environmental Biotechnology 4： 29-39
21) Haruta, S., S. Kato, Z.J. Cui, M. Ishii, and Y.

Igarashi 2006. Combination of anaerobic and aerobic

microorganisms for effective bio-degradation of or-

ganic substances. Journal of Environmental Biotech-

nology in press 

22) Ike, M., K. Nagamatsu, A. Shioya, M. Nogawa,

W. Ogasawara, H. Okada, and Y. Morikawa 2006.
Purification, characterization and gene cloning of 46
kDa chitinase （Chi46） from Trichoderma reesei 

PC-3-7, and its expression in Escherichia coli. Ap-

plied Microbiology and Biotechnology in press 

23) Jiang, Z., Y. Zhu, L. Li, X. Yu, I. Kusakabe, M.

Kitaoka, and K. Hayashi 2004. Transglycosylation

reaction of xylanase B from the hyperthermophilic

Thermotoga maritima with the ability of synthesis of

tertiary alkyl-β-xylobiosides and xylosides. Journal 

of Biotechnology 114：125-134 

24) Kamada, T., M. Nakajima, H. Nabetani, N.



― 12 ―

Saglam, S. Iwamoto 2002. Availability of membrane

technology for purifying and concentrating oilgo-

saccharides. European Food Research and Tech-

nology 214：435-440 

25) Kanamasa, S., M. Mochizuki, G. Takada, T.

Kawaguchi, J. Sumitani, and M. Arai 2003. Over-

expression of Aspergillus aculeatus cellobiohy-

drolase I in Aspergillus oryzae. Journal of Biosci-

ence and Bioengineering 95：627-629

26) Kanamasa, S., G. Takada, T. Kawaguchi, J.

Sumitani, M. Arai 2001. Overexpression and puri-

fication of Aspergillus aculeatus β-mannosidase and

analysis of the integrated gene in Aspergillus oryzae.

Journal of Bioscience and Bioengineering 92：

131-137

27) Kanamasa, S., K. Yamaoka, T. Kawaguchi, J.

Sumitani, and M. Arai 2003. Transformation of

Aspergillus aculeatus using the drug resistance gene

of Aspergillus oryzae and the pyrG gene of Asper-

gillus nidulans. Bioscience, Biotechnology and

Biochemistry 67：2661-2663

28) Kato, S., S. Haruta, Z.J. Cui, M. Ishii and Y.
Igarashi 2004. Effective cellulose degradation by a
mixed-culture system composed of a cellulolytic

Clostridium and aerobic non-cellulolytic bacteria.

FEMS Microbiology and Ecology 51：133-142

29) Kato, S., S. Haruta, Z.J. Cui, M. Ishii, and Y.
Igarashi 2005. Stable coexistence of five bacterial

strains as a cellulose-degrading community. Applied

and Environmental Microbiology 71：7099-7106

30) Kato, S., S. Haruta, Z.J. Cui, M. Ishii, A. Yo-

kota and Y. Igarashi 2004. Clostridium stramini-

solvens sp. nov., a moderately thermophilic,

aerotolerant and cellulolytic bacterium isolated from

a cellulose-degrading bacterial community. Interna-

tional Journal of Systematic and Evolutional Micro-

biology 54：2043-2047

31) Kita, H. 2003. Fablication and application of zeo-

lite membranes. Material Research Sociery Sympo-

sium Proceedings 752：239-249

32) Kittur, F. S., S. L. Mangala, A. A. Rus’d, M.

Kitaoka, H. Tsujibo, and K. Hayashi 2003. Fusion

of family 2b carbohydrate-binding module increases

the catalytic activity of a xylanase from Thermotoga 

maritima to soluble xylan. FEBS Letters 549：
147-151 

33) Kondo M., T. Yamamura, E. Sugimoto, H. Kita,

and K. Okamoto 2005. Design and optimization of

pervaporation systems using zeolite membranes.

Transduction of Material Research Society of Japan

30：397

34) Mangala, S. L., F. S. Kittur, M. Nishimoto, K.
Sakka, K. Ohmiya, M. Kitaoka, and K. Hayashi

2003. Fusion of family VI cellulose binding domains

to Bacillus halodurans xylanase increases its cata-
lytic activity and substrate-binding capacity to in-

soluble xylan. Journal of Molecular Catalysis

B-Enzymatic 21：221-230

35) Miyagi A., M. Nakajima 2002. Membrane process

for emulsified waste containing mineal oils and non-

ionic surfactants（alkylphenolethoxylate）. Water

Research 36：3889-3897

36) 森川康 2001. バイオマス、発酵ハンドブック、

共立出版、483-484

37) 森川康 2002a. セルラーゼ・キシラナーゼ、キ

ノコとカビの基礎科学とバイオ技術（宍戸和夫

編）、アイピーシー、453-468

38) 森川康 2002b. セルラーゼの生産および遺伝子

組換え技術の適用、木材科学講座 11 バイオテ

クノロジー、海青社、99-104

39) 森川康 2002c. アルコール発酵（キシロース発

酵性微生物）、木材科学講座 11 バイオテクノ

ロジー、海青社、137-142

40) 森川康 2003. バイオマスアルコール生産技術、

バイオエネルギー技術と応用課題、シーエム

シー出版、165-177

41) Morikawa, Y. 2004. Induction mechanism of xy-

lanase III gene in Trichoderma reesei., Biotechnol-

ogy of Lignocellulose Degradation and Biomass

Utilization （eds. K. Omiya et al.）, Uni Publishers,

528-534

42) 鍋谷浩志 2005. 食品用膜、 先端の機能膜技術

－未来の膜を展望する－、シーエムシー出版、

187-197

43） 中嶋光敏 2001. 共通技術「反応・分離技術」「濃

縮・抽出技術」、流通利用技術-農林水産技術会



― 13 ―

議事局編・農林水産文献解題 25：330-347 

44) Rahman, M. M., S. H. Bhuiyan, S. Nirasawa, M.

Kitaoka, and K. Hayashi 2002. Characterization of

an endo-β-1,4-glucanase of Thermotoga maritima 

expressed in Escherichia coli. Journal of Applied

Glycoscience 49：487-495

45) Roble, N. D., J.C.Ogbonna, and H.Tanaka

2003a. A novel circulating loop bioreactor with cells

immobilized in loofa （Luffa cylindrica） sponge for

the bioconversion of raw cassava starch to ethanol.

Applied Microbiology and Biotechnology 60 ：

671-678

46) Roble, N. D., J. C. Ogbonna, and H.Tanaka

2003b. L-lactic acid production from raw cassava

starch in a circulating loop bioreactor with cells im-

mobilized in loofa （Luffa cylindrical）  sponge.

Biotechnology Letters 25：1093-1098

47) Shida, Y. 2004. Characterization of the egl3 pro-

moter from the filamentous fungus Trichoderma 

reesei., Biotechnology of Lignocellulose Degrada-

tion and Biomass Utilization （eds. K. Omiya et

al.）, Uni Publishers, 602-609

48) Takada, G., M. Kawasaki, M. Kitawaki, T. Ka-

waguchi, J. Sumitani, K. Izumori, M. Arai 2002.
Cloning and transcription analysis of the Aspergillus 

aculeatus No. F-50 endoglucanase 2 （cmc2） gene.

Journal of Bioscience and Bioengineering 94：

482-485

49) Tanaka, H., H. Aoyagi, S. Shina, Y. Dodo, T.
Yoshimura, R. Nakamura, H. Uchiyama 2006. In-

fluence of the diet components on the symbiotic mi-

croorganisms community in hindgut of Coptotermes 

formosanus Shiraki. Applied Microbiology and Bio-

technology in press 

50) Ying, C., H. Kita, and K. Okamoto 2004. Zeolite

T membrane ：  preparation, characterization,

pervaporation of water/organic liquid mixtures and

acid stability. Journal of Membrane Science 236：
17-27

51) Zhang, X., X. Chen, H. Kita, and K. Okamoto

2005. Fabrication of TS-1 catalytic membrane re-

actor for the selective oxidation reaction. Trans-

duction of Material Research Society of Japan 30：

396 

52) Zhengqiang, J., A. Kobayashi, M. M. Ahsan, L.
Lite, M. Kitaoka and K. Hayashi 2001. Charac-

terization of a thermostable family 10 endo-xylanase

（xynB） from Thermotoga maritima that cleaves

p-nitrophenyl-β-D-xyloside. Journal of Bioscience

and Bioengineering 92：423-428

（第３章） 

53)坂井正康・村上信明 2003a.草木バイオマスの高

カロリーガス化と応用展開，ケミカルエンジニアリ

ング，617-620

54) M.Sakai 2003b, Production of High heating value

Gas from Biomass and its Applications for Fuel

Gas,Gas turbine and Liquid fuel,Proceeding of In-

ternational seminar on Appropriate Technology for

Biomass Derived Fuel Production, 56-62

55)坂井正康・村上信明 2004a，バイオマス資源の電

力利用の可能性についての現状と展望，週間農林

56)坂井正康・村上信明 2004b，バイオマス資源から

のガス化メタノール燃料合成法の現状と展望，週

間農林

57)坂井正康 2004c，農林水産分野におけるバイオマ

ス研究の成果，総合科学技術会議有識者委員との

懇談会

58)坂井正康 2004d，循環型社会を目指して，平成16

年度長崎県「消費生活通信講座」

59)坂井正康 2004e，環境保全のためのこれからのエ

ネルギー，京都大学21世紀COE市民講座，主催・

京都大学

60)坂井正康 2004f，草は大事なエネルギー資源，バ

イオマスシンポジウム，主催・NPO法人九州バイ

オマスフォーラム

61)坂井正康 2004g，バイオマスからの熱化学的液体

燃製造技術の開発，第１回マリンバイオマスシン

ポジウム，主催・株式会社三菱総合研究所

62)坂井正康・薬師堂謙一 2005，小型可搬式・低コ

スト高効率の新しい熱・電エネルギーシステム

「農林バイオマス３号機の開発」，農林水産技術

研究ジャーナル，Vol.28 .No3

63) A.Tanaka 2005a, Energy Production from Agricul-

tural and Forestry Biomass by Gasifica-

tion,Biomass-Asia Workshop 2005, 148-151
64) 田中章浩，薬師堂謙一，嶋谷智佳子 2005b，沖縄



― 14 ―

街路樹剪定残渣を水分調整材とした牛ふんの堆

肥化特性，九州沖縄農業研究 第67号、99 

65) 田中章浩，薬師堂謙一，嶋谷智佳子 2005c，膨軟

化処理による竹残渣の堆肥化副資材利用，農業環

境工学関連７学会2005年合同大会講演要旨集，

413 

66) 宮城・坂井正康・村上信明 2004，浮遊外熱式バ

イオマス高カロリーガス化に関する基礎研究，第

13回日本エネルギー学会大会講演要旨集，202-203

67) 村上信明・宮城・坂井正康 2005，バイオマスの

高カロリーガス化に関する基礎研究，長崎総合科

学大学工学研究センター所報第19号，45～48

68) 薬師堂謙一 2001a，九州地域における畜産廃棄物

の現状とエネルギー利用について：：第194回エ

ネルギー専門講座「動き出したバイオマスエネル

ギーの開発と利用」（エンジニアリングニュース

社）

69) 薬師堂謙一 2002，九州地域におけるバイオマス

のエネルギー利用，環境双方向産学会要旨集

75-79

70) 薬師堂謙一 2003a，バイオマスの多段階ガス化／

コ・ジェネレーションシステム，九州地域バイオ

マス利活用推進シンポジウム（九州農政局）

71) 薬師堂謙一 2003b，家畜ふん尿の多段式コ・ジェ

ネレーション技術，平成15年度家畜ふん尿処理利

用研究会（畜産草地研究所）

72) 薬師堂謙一 2003c，バイオマスの多段階ガス化／

コ・ジェネレーションシステム，九州土木士会研

修会（九州土木士会）

73) 薬師堂謙一 2003d，家畜ふん尿等バイオマスの多

段階ガス化／コ・ジェネレーションシステム，東

北地域バイオマス利活用推進シンポジウム（東北

農政局）

74) 薬師堂謙一 2003e，家畜ふん尿等廃棄物系バイオ

マスの多段階ガス化／コ・ジェネレーションシス

テム，長崎県バイオマス利活用推進協議会（長崎

県）

75) 薬師堂謙一 2003f，家畜ふん尿等バイオマスの多

段階ガス化／コ・ジェネレーションシステムの開

発，バイオマスニッポンキャラバン（九州農政局） 

76) 薬師堂謙一 2003g，家畜ふん尿のエネルギー化に

よる食品残さの飼料化システム,月刊エコインダ

ストリー，8（9），13-18

77) 薬師堂謙一 2003h，バイオマスの多段階ガス化／

コ・ジェネレーションシステムの開発,農林経済

（時事通信社），9527号，8-12

76) 薬師堂謙一 2003i，家畜ふん尿の炭化・エネル

ギー化システム，農林水産技術研究ジャーナル

（農林水産技術情報協会），26（6），14-19

78) 薬師堂謙一 2003j，バイオマスの多段階ガス化／

コ・ジェネレーションシステム試験装置「農林バ

イオマス２号機」の開発，農林水産省プレスリ

リース

79) 薬師堂謙一・田中章浩・嶋谷智佳 2004a，発酵乾

燥による牛ふん堆肥材料の乾燥特性，九州農業研

究66，133

80) 薬師堂謙一 2004a，環境バイオの取り組み，第24

回地域産官学と技術士の合同セミナー（日本技術

士会）

81) 薬師堂謙一 2004b，廃棄物の総量規制無しに循環

は可能か？地域アンバランスとその是正に必要

な技術，日本土壌肥料学会2004年度福岡大会

82) 薬師堂謙一 2004c，家畜ふん堆肥の広域流通化と

エネルギー利用，農業環境工学関係４学会2004

年合同大会シンポジウム

83) 薬師堂謙一 2004d，家畜排せつ物等廃棄物系バイ

オマスのエネルギー利用,全国農業関係試験研究

場所長会

84) 薬師堂謙一 2004e，家畜ふん尿の炭化・エネル

ギー化システム，酪総研（酪農総合研究所），291，

6-8

85) 薬師堂謙一 2004f，家畜ふん尿の多段階式コ・

ジェネレーションシステム，農林水産技術研究

ジャーナル（農林水産技術情報協会），27（3），

35-40

86) 薬師堂謙一・田中章浩・嶋谷智佳子 2004g，牛ふ

んオガクズ堆肥および肉骨粉の燃焼温度と灰中

の肥料成分含有量，九州農業研究66、134

87) 薬師堂謙一 2005a，家畜ふん尿のガス化コージェ

ネレーション（農林バイオマス２号機），コージェ

ネレーション（日本コージェネレーションセン

ター），20（1），17-21

88) 薬師堂謙一 2005b，熱分解ガス化によるバイオマ

スのエネルギー利用，九州・バイオマスソリュー

ション講演要旨集，75-80

89) 薬師堂謙一、田中章浩、椎谷悟、藤原潤也 2005c，



― 15 ―

家畜排せつ物等バイオマスの熱分解ガス化・コー

ジェネレーションシステム，農業環境工学７学会

2005年合同大会講演要旨集，122 

（第４章） 

90) Wataru I, Yuuichi K, Kazuhiro T, Ken T, 2004a,
Development of New Process of Biodiesel Fuel from Animal 
Fat, AgEng2004, Paper Number： 007-257

91) Wataru I, Yuuichi K, Kazuhiro T, Ken T, 2004b,
The Non-glycerol Process of Biodiesel Fuel Treated in Su-
percritical Methanol, ASAE, Paper Number： 046073

92)飯嶋渡、2005a、STING法による廃食油のバイオ

ディーゼル燃料への変換、化学装置（3），32-36

93) 飯嶋渡、小林有一、竹倉憲弘、加藤仁、谷脇憲、

2005b、グリセリンを副生しない軽油代替燃料の

製造技術、農業技術 60（11），512-516

94) 飯嶋渡、2005c、STING法による軽油代替燃料製

造技術、TXテクノロジー・ショーケース プログ

ラム＆アブストラクト，P32

95) 飯嶋渡、2005d、グリセリンを副生しない軽油代

替燃料製造技術 （STING-Process）、筑波石川研

究交流会研究室レポート，P19

96)Wataru I, Yuuichi K, Kazuhiro T, Hitoshi K, Ken T、
2005, "Winterized" Bio-Diesel Fuel Produced from 

Animal Fat, Pacifichem 2005e, Symposium #71, 
Paper Number： unkown 

97) 飯嶋渡、小林有一、竹倉憲弘、加藤仁、谷脇憲、

2005f、STING法による軽油代替燃料製造技術、第

18回石川サイエンス・アンド・テクノロジー

フォーラム，P25

98) 石川智子、岩本悟志、鍋谷浩志、小坂田潔、宮脇

長人、相良泰行、2004a、無触媒反応によるバイ

オディーゼル生産の経済性評価、日本農芸化学会

大会2004年度大会（広島）

99) 石川智子、岩本悟志、鍋谷浩志、小坂田潔、宮脇

長人、相良泰行、2004b、無触媒メチルエステル

化反応を用いた廃食油からのバイオディーゼル

燃料生産に関する経済性評価、日本食品工学会第

５回（2004年度）年次大会（東京）

100)石川智子、岩本悟志、鍋谷浩志、小坂田潔、宮

脇長人、相良泰行、2004c、無触媒反応によるバ

イオディーゼル燃料生産に関する経済性評価、環

境科学会2004年会（兵庫） 

101)石川智子、岩本悟志、鍋谷浩志、小坂田潔、宮

脇長人、相良泰行、2005a、無触媒アルコリシス

反応によるバイオディーゼル燃料生産の実用化

に向けての経済性評価、日本農芸化学会2005年度

大会（北海道） 

102)石川智子、山崎理恵、岩本悟志、鍋谷浩志、小

坂田潔、宮脇長人、相良泰行、2005b、無触媒ア

ルコリシス反応によるバイオディーゼル燃料生

産方法の経済性評価と原料油の価格がバイオ

ディーゼル燃料の価格に及ぼす影響について、日

本食品工学会誌、6（2）、113-120 

103)岩本悟志、鍋谷浩志、2005、複素電気弾性率を

用いた菜種油/エタノール／モノオレインマイク

ロエマルションの状態解析、日本農芸化学会大会

2005年度大会（北海道） 

104)前田仁、鍋谷浩志、中嶋光敏、小坂田潔、山崎

理恵、相良泰行、2005、廃食用油を用いたバイオ

ディーゼル燃料の 適製造工程の開発、第６回日

本食品工学会年次大会、p.43（滋賀） 

105)Hiroshi Nabetani, Satoshi Iwamoto, Mitsutoshi Na-

kajima, 2004a, Current Research on Biodiesel Fuel

in Japan, II World Soybean Research Conference,

Foz do Iguacu, Brazil 

106)鍋谷浩志、岩本悟志、2004b、バイオディーゼル

燃料の生産 -触媒を用いないアルコリシス反応

装置の提案-、食品総合研究所 研究成果展示会,

東京国際フォーラム 

107)H. Nabetani, S. Iwamoto, 2004c, Current

research on biodiesel fuel in Japan, 2004 UJNR

Food and Agriculture Panel Meeting, Honolulu,

USA

108)H. Nabetani, S. Iwamoto, 2005a, Current Re-

search on Biodiesel Fuel in Japan, Biomass-Asia

Workshop 2005、EPOCHAL TSUKUBA, Tsukuba,

Ibaraki 

109)鍋谷浩志、岩本悟志、2005b、ドレッシングで創

る夢のクリーンディーゼル燃料、冷凍（日本冷凍

空調学会）、80（1）、33-36 

110)鍋谷浩志、岩本悟志、2005c、バイオディーゼル

燃料に関する研究開発の動向、日本マリンエンジ

ニアリング学会誌, 40（6）, 749-752 
111)鍋谷浩志、岩本悟志、2005d、Current Research on

Biodiesel Fuel in Japan、貿易・協力政策担当者検

討会 平成16年度報告書、p.211-220 



― 16 ―

112)鍋谷浩志、山崎理恵、前田仁、相良泰行、岩本

悟志、小坂田潔、宮脇長人、2005e、バイオディー

ゼル燃料作製のための無触媒アルコリシス反応

の解析、食品微細科学研究会第５回研究発表会 

113)小坂田潔、鍋谷浩志、2004、無触媒メチルエス

テル化反応を採用した変換技術、「農林水産バイ

オマス研究ネットワーク」第一回シンポジウム 

地域バイオマスとしてのナタネ・ヒマワリをどう

生かすか, 中央農業総合研究センター 

114)谷脇憲、飯嶋渡、2005、廃食油を軽油代替燃料

に変換するSTING法、農林水産技術研究ジャーナ

ル、28（12）, 10-14 
115)山根浩二、河崎 澄、青木岳夫、岩本悟志、鍋

谷浩志、2005、ディーゼル機関における菜種油・

エタノールマイクロエマルション燃料の燃焼お

よび排気特性、自動車技術会論文集、Vol.36,

No.6, １-６頁 

116)山根浩二、河崎 澄、青木岳夫、小坂田 潔、

鍋谷浩志、2006、無触媒アルコリシス反応による

バイオディーゼル燃料の製造とエンジン性能、自

動車技術会春季学術講演会にて発表予定 

117)山崎理恵、岩本悟志、鍋谷浩志、小坂田潔、宮

脇長人、相良泰行、2004a、過熱メタノール蒸気

による油脂のアルコリシス反応の解析、つくば科

学技術懇談会・学生研究交流会、産業技術総合研

究所 

118)山崎理恵、岩本悟志、鍋谷浩志、小坂田潔、宮

脇長人、相良泰行、2004b、無触媒メチルエステ

ル化によるバイオディーゼル燃料作製に及ぼす

操作パラメータの影響、環境科学会2004年会（兵

庫） 

119)R. Yamazaki, S. Iwamoto, H. Nabetani, K. Osa-

kada, O. Miyawaki, Y. Sagara, 2004c, Biodiesel

Fuel Production by Noncatalytic Alcoholysis of Oils,

Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering

2004（Fukuoka Japan） 

120)山崎理恵、岩本悟志、鍋谷浩志、小坂田潔、宮

脇長人、相良泰行、2004d、油脂の無触媒メチル

エステル化によるバイオディーゼル燃料作製、日

本農芸化学会大会2004年度大会（広島） 

121)山崎理恵、岩本悟志、鍋谷浩志、小坂田潔、宮

脇長人、相良泰行、2005、バイオディーゼル燃料

作製のための無触媒アルコリシス反応、日本農芸

化学会2005年度大会（北海道） 

（第５章） 

122)陳 昌叔、田中康男 2001．硫黄を利用した畜舎

汚水の脱色と窒素除去．日本水環境学会第35回大

会（講演要旨）：418. 

123)陳 昌叔・田中康男 2001．硫黄充填反応槽によ

る嫌気性処理後の畜舎汚水の窒素除去と脱色．日

本水処理生物学会誌．37（3）：93-98. 

124)陳 昌叔・田中康男 2001．硫黄酸化反応による

畜舎汚水の窒素除去と脱色．用水と廃水．43

（12）：25-31. 

125)田中康男 2002．畜産業における廃水問題の現状

と今後の取り組み．第44回水環境学会セミナー：

39-50 

Ⅸ 特許取得・申請 

（第２章） 

１)「キノコ廃菌床を原料としたエタノール変換方

法」（特願2004-203757）下田隆史、西堀耕三、城

内隆志、大平安夫、森川康 

２)「キノコ廃菌床を原料としたバイオマスエタノー

ル」（特願2004-270797）下田隆史、西堀耕三、城

内隆志、大平安夫、森川康 

３)「エタノールの発酵濃縮システム」（特願

2004-097710）鍋谷浩志、中尾真一 

４)「キノコ廃菌床の前処理及びその利用による糖、

エタノールへの変換方法」（特願2005-053831）下

田隆史、西堀耕三、城内隆志、中尾孝義、大平安

夫、森川康 

（第４章） 

５)「動植物油脂を原料としたガソリン代替燃料、灯

油代替燃料及び軽油代替燃料の製造方法」（特願 

2005-336080）飯嶋渡、小林有一、竹倉憲弘、加

藤仁、谷脇憲、山下光則、田辺眞介、坂上智隆 

（第５章） 

６)「排水処理方法および装置」（特許2000-3477161）

陳 昌叔・田中康男 

７ ) 「 排 水 の 脱 色 方 法 お よ び 装 置 」（ 特 許

2001-3477187）陳 昌叔・田中康男 

Ⅹ 研究担当者 

１ 有機性廃棄物の前処理技術の高度化  

独立行政法人食品総合研究所 



― 17 ―

 五十部誠一郎＊、坂部寛 

独立行政法人森林総合研究所 

 杉元倫子＊、眞柄謙吾、細谷修二 

株式会社ダイドーフジテック 

 大澤 敏＊ 

株式会社ブイエムシー 

 塩田剛太郎＊ 

国立大学法人東京大学 

 鮫島正浩＊ 

２ 農産系廃棄物のエタノール変換システムの開発 

独立行政法人食品総合研究所 

林清、北岡本光、韮澤悟、鍋谷浩志＊、中嶋光敏、

紙谷進、岩本悟志 

国立大学法人長岡技術科学大学 

 森川康＊、岡田宏文、小笠原渉 

大阪府立大学 

 川口剛司＊、荒井基夫 

国立大学法人東京大学 

 五十嵐泰夫＊、中尾真一＊ 

国立大学法人山口大学 

 喜多英敏＊ 

三井造船株式会社 

 阿部淳＊ 

株式会社雪国まいたけ 

西堀耕三＊、下田隆史、伊藤常雄、城内隆志、 

中尾孝義、吉野史彦 

国立大学法人筑波大学 

田中秀夫、青柳秀紀＊ 

３ 農林系廃棄物等を用いたコ・ジェネレーション

システムの開発 

独立行政法人生物系・特定産業技術研究機構九州沖

縄農業研究センター 

 薬師堂謙一、田中章宏＊、嶋谷智佳子 

株式会社中国メンテナンス 

 藤原潤也、松崎悦雄 

長崎総合科学大学 

 坂井正康＊，村上信明 

４ 廃食用油からのディーゼル代替燃料変換技術の

開発 

独立行政法人食品総合研究所 

 鍋谷浩志＊、中嶋光敏、岩本悟志 

国立大学法人東京大学 

 相良泰行＊ 

アイシーエス株式会社 

 小坂田潔＊ 

滋賀県立大学 

 山根 浩二＊ 

独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 中

央農業総合研究センター 

 飯嶋渡＊ 

５ 畜産廃棄物からのジメチルエーテル変換技術の

開発 

独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 

畜産草地研究所 

 田中康男＊、陳 昌叔、代永道裕 

株式会社大林組 

 小川幸正、加藤 顕＊ 

JFEホールディングス株式会社（旧日本鋼管） 

 大宮 衛＊ 

（＊執筆者） 

XI 取りまとめ責任者あとがき 

 1997年に採択された京都議定書は、2005年２月に

発効した。この京都議定書において我が国は、温室

効果ガス排出量を90年比で６％削減することが義務

づけられている。しかし、2003年度時点での排出量

は、90年度比で８％増となっているとされている。

今後、一層の省エネルギー対策や、新技術開発を進

める必要が指摘されている。 

 本プロジェクトは、このような背景の下に、農林

水産省委託プロジェクト「地球温暖化が農林水産業

に与える影響の評価及び対策技術の開発」の中の大

課題「化石燃料に代替する新エネルギー生産実用化

技術の開発」として、農業、畜産業、林業、食品産

業等から排出される廃棄物バイオマス等を活用した

バイオマスエネルギー（燃料）の効率的な生産技術

の開発を目的に、平成13年度から平成17年度までの

５年間にわたって実施された。 

 前述したように、プロジェクト当初には(1)～(3)

の目標を設定した。これらの目標については、(1)廃

菌床の様な木質系バイオマスの糖化率を向上させる

低コストの効率的な物理的前処理技術、オゾン処理
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技術やそのための装置システム、及び成分組成に適

した酵素等による前処理分解技術を開発するととも

に、(2)バイオマスからの高カロリーガスの生産が可

能なガス化技術の開発や、廃食油からの効率的

ディーゼル代替燃料生産技術の開発、さらに廃菌床

からのエタノール生産の実証等により、バイオマス

からの効率的なエネルギー生産技術の開発に成功し、

(3)新方式の浮遊外熱式ガス化方式による高カロ

リーガスの生産が可能な農林バイオマス３号機の開

発や地域レベルでの実用に適したバイオマスエネル

ギー生産システムの開発に成功する等、基本的には

目標達成できたものと考えている。 

 本研究で残された課題は、さらに、今後の研究に

より解決されることを、また、解明された新しい知

見や開発された技術が、今後、関係分野等へ移転さ

れ、廃棄物バイオマスの利活用や、二酸化炭素排出

量の抑制、地球温暖化防止に役立つことを、心より

期待したい。 

 後に、本プロジェクト研究の推進に当たり、外

部専門家として研究の評価やご助言を頂きました秋

田県立大学木材高度加工研究所教授・桑原正章先生、

広島大学大学院教授・鈴木寛一先生、筑波大学大学

院教授・前川孝昭先生に深甚なる謝意を表します。 

（推進リーダー：森勝美）
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第１章 有機性廃棄物の前処理技術の高度化 

１ 有機性廃棄物の低コスト物理的前処理技

術の開発 

ア 研究目的 

有機性廃棄物の再利用処理の一つの大きな課題は、

高水分状態のものが多く腐敗しやすいことである。

また、水分が多いことや密度が低いことは流通コス

トの増加につながる大きな課題である。ここではエ

タノール変換材料となる廃棄物（特に、高水分状態）

の物理的処理について、上記のような課題を解決す

べく、キノコ栽培に使用された後の廃菌床を試料と

し、発生場所での前処理を想定して検討を加えて、

変換素材の流通コストの低減、品質維持、さらに、

エタノール変換処理での効率向上、コスト低減に寄

与する前処理技術を開発することを目的とする。 

イ 研究方法 

(ｱ) 廃菌床の性状の把握 

廃菌床の性状を把握するために、砕いて水洗し、

乾燥した後、ふるいを用いて分けて粒度分布を測定

した。なお、水洗処理により菌糸はほぼ除去できる

ことがわかった。  

(ｲ) 廃菌床の粉砕処理 

ａ マスコロイダーによる粉砕処理 

 水洗処理後の試料については、乾燥処理を経ない

で、発酵処理の材料として供することが効率的であ

ると考え、湿潤状態での粉砕処理としてマスコロイ

ダー（増幸産業スーパーマスコロイダーMKZA10-15）

を用いた。実験では、クリアランス２条件（狭・広）

と繰り返し処理（３回まで）で効果を検討した。 

 ｂ スクリュー式圧縮粉砕機の試作と粉砕処理 

2軸完全噛み合い型でスクリュー交換が可能な試

験機（スクリュー式圧縮粉砕機：スエヒロEPM製：

スクリュー回転数400回転／分、処理量150 kg／時間、

バレルの加熱可能）を試作し、粉砕処理を実施した。

スクリューはせん断効果の向上のための幅広のデス

クタイプのスクリューや粉砕用のピンスクリューな

どを試作して、スクリューの効果なども合わせて検

討した。 

ｃ ハンマーミルによる粉砕処理 

 発酵処理での変換効率の向上が、スクリュー式圧

縮粉砕機などでの粉砕処理では、効果的に得られな

いために、スクリュー式圧縮粉砕機での粉砕処理後

に、試料を通風乾燥処理で乾燥した後、ハンマーミ

ル（Retsch社クロスビーターミルSK1）で粉砕処理を

実施した。スクリューについては、１mm、0.5mm、

0.25mmを使用した。 

(ｳ) 粉砕物の評価 

ａ 粒度分布 

 乾燥した廃菌床試料を用いて、標準ふるい（150

μmまで）を用いて各メッシュサイズでの各重量で

粒度分布を得た。また、ハンマーミルの粉砕物につ

いては、レーダー回折式粒度分布測定装置（島津製

作所SALD-2100）を使用して測定した。 

ｂ 表面構造 

 粉砕処理した試料について、走査型電子顕微鏡下

で表面構造を観察するとともに、比表面積を測定（窒

素ガス吸着法）した。 

ｃ 発酵処理に与える影響評価 

 協力機関であり、本研究に参画している筑波大

学・細胞機能開発工学研究室での発酵処理に各粉砕

処理物を提供して、その際の変換効率による評価を

行った。 

ｄ 粉砕時のコスト試算 

 実験室内での各前処理において使用した機器の電

力量を測定して、試料１kg当たりの処理に必要な電

力量を得て、電力料金１kWh20円として計算した。 

 ウ 研究結果 

(ｱ) 廃菌床の性状の把握 

図1110－１に廃菌床の粒度分布を示す。廃菌床に

は、200μmと4mmとの間で500μmと1.5mmにピークを

持つ分布が認められた。
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(ｲ) 廃菌床の粉砕処理 

ａ マスコロイダーによる粉砕処理 

 廃菌床（水分66％）に加水（ 終水分95％）して、

粉砕処理を実施したところ、クリアランスを狭くす

ることで、20％程度を200μm以下に粉砕できたが、

繰り返し回数による粉砕効果の向上はあまり認めら

れなかった（図1110－２）。 

ｂ スクリュー式圧縮粉砕機の試作と粉砕処理 

 廃菌床試料の粉砕後のスクリュー圧縮粉砕機内部

を写真1110－１に示す。この粉砕機において、処理

した廃菌床の粒度分布を図1110－３に示す。当初は

スクリューと先端部へのリバーススクリューあるい

はピンスクリュー（写真1110－２）を用いることで

の粉砕効果を明らかにした（図1110－３の2004年

データ）。さらに、せん断効果を強化する意味で、薄

型ディスク（写真1110－３）あるいはディスクの厚

みを増したスクリュー配置で粉砕効果は向上した。

また一度処理した試料を繰り返し複数回処理するこ

とで、更に粉砕効果は向上した（図1110－３の200rpm

の１stと２ndのデータ）  

図1110－１ 廃菌床の粒度分布

（水洗乾燥試料：Ｎ＝３） 

図1110－２ マスコロイダーの粉砕後の粒度分布 

 （クリアランスと処理回数の影響） 

501：（狭・１回処理）503：（狭・３回処理） 

251：（広・１回処理）253：（広・３回処理 

写真1110－１ スクリュー圧縮粉砕機での粉砕状況 図1110－３ スクリュー圧縮粉砕機による廃菌床の

粒度分布

①繰り返し処理での効果（200rpmの１stと２nd）

②スクリュー改善効果 2004年のデータ
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 ｃ ハンマーミルによる粉砕処理

ハンマーミル処理成分は400μm付近を主要粒子画分

とすることが明らかになった。

(ｳ) 粉砕物の評価

ａ 粒度分布(ｲ)の各粉砕処理の結果として記載。 
ｂ 表面構造(ｲ)の各粉砕処理の結果として記載。 
ｃ 発酵処理に与える影響評価

スクリュー式圧縮粉砕機処理で酵素の変換効率が初

期時に向上すること、スクリュー式圧縮粉砕機処理

後にハンマーミルで微粉砕化することで、大幅に向

上することが協力機関での検討で明らかになった。

 ｄ 粉砕時のコスト試算 

粉砕処理コスト及び乾燥処理コストから乾物ベース

でkgあたり24円のコストを算出した（表1110－１）。

乾燥処理は廃熱等を利用することでコストダウンを

図る必要があるが、粉砕処理のコストはスケール

アップしてもあまり変化しないことが予想され、こ

のコストに見合う収率の向上ができるかがシステム

の鍵となる。

圧縮粉砕機 通風乾燥機 ハンマーミル

写真1110－２ リバーススクリューとピンスクリュー 

写真1110－３ ディスクの設置 

写真1110－４ ディスク処理後の

廃菌床(分離部) 

 このスクリュー式圧縮粉砕機による廃菌床の処理前後

の表面構造を走査型電子顕微鏡で観察すると、ディスクを

用いた場合、微細化しているだけでなく、一部表面での構

造的にも解きほぐれた繊維分が増加していることがわ

かった（写真1110－４）。このスクリュー圧縮粉砕機での

処理において、処理中に加熱処理（200℃）、硫酸添加によ

るpH調製（pH４からpH２へ）、セルラーゼ添加処理を実施

したところ、加熱処理で、発酵処理での変換効率の向上が

認められた。 

表1110－１ 検討した処理装置での粉砕処理時のコスト試算 

処理量 75kg/時 50kg/回（12時間） ５kg/時 
処理電力量（運転時平均）

4.4kW 1.2kW 0.8kW

原料水分 66％ 66％→８％ ８％

コスト 乾物あたり（KWh=20円で計算） 
3.5円 16.9円 3.8円 合計 24.2円
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 エ 考 察 

廃菌床のエタノール変換の前処理としての粉砕処理

について検討した。廃菌床はその原料となるオガク

ズなどよりも粉砕しやすく、スクリュー圧縮粉砕機

での連続処理でもある程度、前処理が変換効率の向

上に寄与できることが明らかになった。更に実用的

な処理を想定して、スクリュー圧縮粉砕機処理時に

いくつかの併用処理を実施し、加熱処理（200℃）で

常温処理よりも変換効率が向上した（２割程度）。ま

た酵素（セルラーゼ）添加では加熱処理と同等の効

果が認められた。また、pH４の試料についてpH２に

低下する量の硫酸を添加して、加熱処理を併用した

場合、粉砕効果が も良好で変換効率の向上も認め

られた。ただし酵素コストや硫酸等の薬剤の後処理

を考慮すると、加熱処理のみの粉砕処理が現状では

効率的であると考えられる。

また、更なる変換効率の向上にハンマーミルによる

微粉砕化が効果があった。ただし、ハンマーミル処

理にはある程度の水分調製が不可欠であり、それら

のコストや連続的に安定的で 適な微粉砕粒子状態

に処理する方法についても検討する必要がある。

オ 今後の課題 

コスト試算において、 もコストのかかるのは乾燥

処理であるが、材料の搬送や保管を考慮しても乾燥

処理のメリットは大きく、この部分については廃熱

利用等での効率的な乾燥処理を想定したシステムの

構築が望ましい。更にスクリュー圧縮粉砕機につい

ては汎用的操作を前提として処理量に比べてモー

ター容量が大きいためコストがかかっているので廃

菌床を想定した装置開発により、この処理コストの

低減も期待できる。今後は、この知見を生かして、

想定される有機性廃棄物でのエタノール変換処理で

の前処理操作についても体系的に検討を加えて行く

ことが必要である。有機性廃棄物の変換処理には前

処理が不可欠であるが、変換素材への費用対効果に

おいて、変換処理の方向についても各素材別に十分

検討を加える必要がある

 カ 要 約 

いくつかの粉砕操作を実施し、さらに、アルコール

変換処理の操作性やコストを考慮した結果、実施し

た操作の中では、廃菌床をそのままスクリュー圧縮

粉砕機で１次粉砕し（その場合高温処理が望ましい）、

その後に廃菌床を乾燥し、ハンマーミルで500μmス

クリーン程度で微粉砕化することが変換効率の向上

に寄与できることが明らかになった。現状の装置で

の処理コストは乾物換算で１kgあたり24円強と高く、

さらに、装置の連続性の向上や処理に適した装置の

システム開発などを行う必要がある。装置の改良点

としては、粉砕時間、更に加熱時間を延長できる方

法や既に検討したスクリューの改善などによる粉砕

効果の向上を進める必要がある。

キ 引用文献 

 S.Isobe,Wu Qiangxian,H.Sakabe, Research on

Physical Treatment of Food Waste for Material Recy-

cling and Energy Conversion, UJNR protein panel

meeting, 2002.12.3
研究担当者 五十部誠一郎＊、坂部寛

２ 廃材・低級古紙等木質資源のオゾン前処理

による酵素糖化の促進 

ア 研究目的 

 間伐材、製材廃材、建築解体材等の木質系廃材は、

林地に放置されていたり、焼却または埋めたて処分

されているものが多く、現在有効利用されていない。

本研究はこれらの木質系資源に含まれるリグニンを

オゾンで酸化分解することにより多糖類の酵素糖化

率の向上を図り、低エネルギーでこれらの資源をエ

タノールに変換する技術の開発に資することを目的

とする。

イ 研究方法 

 (ｱ) 未利用木質系資源の例として、マイタケ廃菌

床・（マイタケ栽培前の主な菌床構成成分である）広

葉樹オガ粉とコーンブラン・籾殻などの成分は、硫

酸加水分解処理後の構成糖を中心に分析した。

 (ｲ) スギのこ屑を試料として、乾式オゾン前処理

の 適処理条件を実験室レベルで検討した。その

適条件を踏まえ50kgスケールの乾式オゾン前処理テ

ストプラントでの検討も行った。テストプラントに

て前処理した試料を用い、課題番号2310の(株)雪国

まいたけにて並行複発酵によるエタノール生産を

行った。

 (ｳ) 広葉樹系試料（マイタケ廃菌床・廃合板な

ど）・針葉樹系試料（スギのこ屑・建築解体材など）・

籾殻に実験室にて乾式オゾン前処理を施し、処理の

効果を検討した。

 (ｴ) パルプ漂白用のQuantum社製ミキサーや課題
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アラビノース ラムノース ガラクトース グルコース キシロース マンノース 糖合計 クラーソンリグニン 灰分

菌床* 1.1 0.36 0.97 47 15 1.3 66 18 -

廃菌床 0.65 0.43 0.82 30 11 1.8 45 24 1.8

番号1130で試作されたリアクターを用い、湿式オゾ

ン前処理についても検討を加えた。

 (ｵ) 乾式オゾン前処理については、エネルギー収

支及びコストを検討した。

ウ 研究結果 

(ｱ) 未利用木質系資源の構成糖分析

菌床は広葉樹オガ粉（主にブナ）とコーンブラン

よりなり（絶乾重量の混合比で3.6：１）、マイタケ

収穫後にはその71％が廃菌床として得られた。表

1120－１に、マイタケ栽培前の菌床と、収穫後の廃

菌床の構成糖分析の結果を示す。マイタケは白色腐

朽菌の一種であるが、栽培前後でリグニンはさほど

減少しておらず、グルコースの顕著な減少が確認さ

れた。硫酸加水分解で得られるグルコースは、オガ

粉のセルロース由来のものとコーンブランのデンプ

ン由来のものを含んでいる。

表1120－１ マイタケ菌床・廃菌床の構成糖分析（試料重量あたりの％） 

 籾殻には灰分が18.6％含まれ、糖成分の合計は

55.1％（内、グルコースが33.8％、キシロースが

17.3％）であった。

(ｲ) 乾式オゾン前処理の 適処理条件検討

 スギのこ屑の乾式オゾン前処理の際の試料含水

率・粒子径・粉砕の効果、投入するオゾンの流量・

濃度、前処理温度（発熱の抑制）の影響について実

験室レベルで検討したところ、オゾンの流量・濃度、

前処理温度は、検討した範囲では影響が確認されな

かった（杉元・真柄・細谷 2005）。一方、試料含水

率はオゾンの反応効率（＝投入オゾンの無駄の少な

い）を大きく左右することがわかった（図1120－１）。

適含水率条件（40％前後）で試料を処理すると、

投入オゾン量に比例してリグニンが分解され（杉

元・真柄・細谷 2005）、酵素糖化率が向上し、 終

的に対出発試料糖成分あたり糖化率８割を達成した

（図1120－２）。
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図1120-2 乾式Ｏ3前処理スギのこ屑の糖化率 

 （◆：実験室，★：テストプラント） 

＊テストプラントについてはＯ3投入量

＊ブナオガ粉とコーンブランそれぞれの分析結果より算出
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 また、試料粒子径・粉砕の効果については、オゾ

ン前処理スギのこ屑でも乾燥工程により糖化率が減

少し、その後の粉砕工程で糖化率が回復することが

確認された。予め粉砕したスギのこ屑にオゾン前処

理を施したものについても、諸々の工程の影響が相

殺され、結果的に通常条件でオゾン前処理を施した

場合と同様の結果を示した（杉元・真柄・細谷 2005）。 
 以上の結果を踏まえ、反応槽がドラム型となった

50kgスケールのテストプラントにてスギのこ屑をオ

ゾン前処理したところ、実験室での場合と同様の高

糖化率を達成した（図1120－２）。また、ここで得ら

れたオゾン前処理スギのこ屑から、並行複発酵でエ

タノールが生産可能であることを確認した。

(ｳ) 他試料への適用

 今回効果を確認した木質系資源全てにおいて、オ

ゾン前処理による糖化率の向上効果が確認された。

しかし、向上の程度には差があり、廃菌床などは建

築解体材・廃合板などに比べ効果が低かった（杉元・

真柄・細谷 2003a, b）。
(ｴ) 湿式オゾン前処理の検討

マイタケ廃菌床については、パルプ漂白用の

Quantum社製ミキサーを用いて湿式オゾン前処理を

行った。元々オゾン前処理の効果が出にくい廃菌床

を用いたこと、パルプと性状が異なり本来期待され

るせん断力が働かなかったことなどから、オゾン前

処理の効果はほとんど確認できなかった（杉元・真

柄・細谷 2003a）。
 一方、試料としてスギのこ屑を用い、課題番号1130

で試作された湿式オゾンリアクターを用いた場合に

は、乾式同様に糖化率が向上した。

 (ｵ) 乾式オゾン前処理のエネルギー収支及びコス

ト計算

 糖化残渣からのエネルギー回収を考え、残渣の総

発熱量を測定した。オゾン前処理によりリグニンの

分解が進んでも、残渣あたりの総発熱量はほとんど

変化しなかった。糖化率が向上するに従い発生量は

減少するので、その発生量がエネルギー回収に大き

く影響することが明らかとなった（図1120－３）。こ

の結果を踏まえたエネルギー収支の概算を図1120－

４に示す。

 また、テストプラントにてスギ木粉をオゾン前処

理した場合のコスト試算を表1120－２に示す。処理

の程度に関わらず平均で約109円／糖kgとなった。

図1120－３ Ｏ3前処理スギのこ屑糖化残渣の 

総発熱量 
図1120－４ 乾式Ｏ3前処理のエネルギー収支概算 

 ：残渣の発熱量 

：残渣の発熱量×残渣の発生量)(
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前処理時間(hr) 2 4 6 8 10

原料投入量(kg) 26.3 29.1 27.2 27.0 22.5

投入オゾン量(C6-C3あたり） 0.50 0.91 1.5 2.0 3.0

酸素ガス使用量(m
3

) 18 36 54 72 90

電気使用量(kWh) 28.8 69.6 91.2 125 144

糖化率(%) － 20.1 28.1 41.5 47.3

生産費(円/kg糖) 108 105 101 123

表1120－２ スギ木粉オゾン前処理テストプラント運転状況

 エ 考 察 

 （ｱ） 未利用木質系資源の構成糖分析

マイタケは白色腐朽菌の一種であるが、栽培前後

でリグニンがさほど減少していないことなどから、

主にコーンブランをエネルギー源としていることが

示唆された。

 （ｲ） オゾン前処理による糖化率向上

 乾式・湿式を問わず、基本的にオゾン前処理によ

る糖化率向上は、投入オゾン量に比例していた。乾

式はオゾンの反応効率の良さがメリットであるが、

反面工程管理が難しい（金属が混入した際の発火の

問題など）面があり、湿式は溶媒である水へのオゾ

ンの溶解性が問題となる反面、工程全体をウエット

な状態で管理できるためオゾンとの反応と平行して

力学的な処理を加えることも可能な点などが利点と

して考えられる。（湿式で乾式よりも糖化率が勝った

リアクターは、叩解による効果も含めての結果で

あった。）

また今回用いた木質系試料に関しては全ての場合

で糖化率向上が確認されたが、マイタケ廃菌床など

効果が出にくい試料もあった。そのため、他の前処

理とオゾン前処理とを比較・評価して適切な試料に

用いる必要はある。その点、爆砕処理の効果が出に

くい針葉樹系試料であるスギのこ屑で、高い効果が

あったことは特筆すべきである。

 (ｳ) 乾式オゾン前処理のエネルギー収支及びコス

ト計算

 今回のテストプラントでは、本来再利用されるべ

きオゾン発生器の冷却水や未反応酸素が回収されて

いないため、オゾン発生に必要な電気代のみの検討

となった。

 またエネルギー収支は、リグニンC６－C３ １ユ

ニットあたりの投入オゾン量が約0.36molとなる点

で、マイナスとなった。

オ 今後の課題 

 オゾン前処理は酵素糖化率の向上面で非常に良い

成果を得たが、テストプラントでの実証試験の結果、

糖（エタノール）生産コストはオゾン発生コストに

大きく影響された。現有の機械では５g／分のオゾン

供給（約３％）であるが、より高濃度のオゾンガス

（例えば20％程度）を製造できる発生器を用いるな

どして前処理時間を短縮すれば、工程全体で評価し

た場合の生産コストを更に削減する可能性がある。

また、オゾン発生に使用する電力は、原料である

木質系資源の一部を用いたガス化発電やメタン発酵

-燃料電池発電などで補うことが可能と思われるの

で、現有のテストプラントを更に発展させて、木質

バイオマスからのエタノール製造の低コスト化とエ

ネルギー収支の改善を図る必要がある。

 カ 要 約 

(ｱ) オゾン前処理による糖化率向上

乾式・湿式を問わず、基本的に前処理の際の投入

オゾン量に比例して木質系資源の酵素糖化率が向上

し、 高で糖化率８割（対出発試料糖成分あたり）

を達成した。乾式オゾン前処理の場合には、試料含

水率がオゾンの反応効率に大きく影響した。一連の

実験室で行われた結果を踏まえ、テストプラントで

乾式前処理したスギ木粉試料でも、高い糖化率向上

性を確認した。

 (ｲ) 乾式オゾン処理のエネルギー収支及びコスト

計算

 エネルギー収支は、オゾン投入量がリグニンC６-C３

１ユニットあたり約0.36molでマイナスとなった。ま

た前処理の程度に関わらずその生産コストは、平均

で約109円／糖kgとなった。
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３ 廃材・低級古紙等木質資源の酵素糖化前処

理用オゾンリアクターの開発 

ア 研究目的 

未利用バイオマス資源のエネルギー化を目指し、

酵素糖化の前処理として効率的なオゾンリアクター

の開発を目的とする。開発に当たっては、酵素糖化

を阻害しているリグニンをオゾンで効率よく分解す

るため、オゾンに対する試料の反応性を高め、リグ

ニンまでオゾンを効率的に浸透させることをポイン

トとしている。これらを考慮して、試料の形態にあっ

た、湿式及び乾式のリアクターを開発する。

イ 研究方法 

 (ｱ) シングルディスクリファイナーを用い、すり

つぶし効果を高めるため、供給するのこ屑の大きさ、

リファイナーへ導入するフィーダー速度、リファイ

ニング時の水分量、ディスククリアランスの調整を

行い、各種の微細繊維を得る条件を検討した。すり

つぶし効果について繊維の保水性の指標となるフ

リーネス等を測定した。

 (ｲ) 相互に逆回転する２枚の溝付き円盤（ディス

ク）を持つ湿式オゾンリアクターを試作し、オゾン

供給量や試料濃度を変化させ、反応中のオゾンの消

費量を測定した。また、供給オゾン量当たりの糖化

率への影響を検討した。

 (ｳ) 乾式オゾンリアクターの開発では、スク

リューパドル式リアクター及び流動式リアクターを

作成し、前者では、原料の流入、排出スクリュー部、

オゾンとの混和部を調整し、オゾンガスと原料の接

触性を制御する。後者では、廃菌床などの原料にも

対応できる、破砕と撹拌力を高めるための装置の改

良を進める。

 (ｴ) 湿式オゾンリアクターの開発では、相互に逆

回転する円盤で、試料をすりつぶし、その中にオゾ

ンガスを導入する装置を試作し、回転数、クリアラ

ンスを可変にして、オゾンの浸透性を検討する。

ウ 研究結果 

 (ｱ) シングルディスクリファイナーとオゾンリア

クターを連結した酵素糖化のための湿式オゾン前処

理装置を開発し、適正な試料供給速度、リファイニ

ング時の試料濃度、ディスククリアランスの長さを

明らかにし、160～640mlの４段階のフリーネスを有

する微細化繊維を調製した（表1130－１）。

(ｲ) 微細化繊維を湿式オゾンリアクターに導入し、

反応中のオゾンの消費量、供給オゾン量当たりの酵

素糖化率への影響を検討し、供給オゾン量の90％以

上は反応に消費されること、また、投入オゾン量が

木材試料の対リグニン当たり、0.5倍及び２倍モル量

で試料炭水化物のそれぞれ30～43及び60～80％の糖

化率が得られ、これまでに開発されている乾式リア

クターと比較して、高い酵素糖化効率が得られるこ

とが明らかになった（表1130－２、図1130－１）。

 (ｳ) 乾式リアクターの開発では、リグニンとオゾ

ンの均一な反応を達成するために、スクリューパド

ル式、流動リアクター実験機を試作、改良し、スギ

木粉や廃菌床のオゾン前処理を実施し、多様な形態

の試料との反応性に関するデータを得ることができ

た。リアクターをより密閉系にし、オゾンガスのリー

クを 小限にする課題が残された。

 (ｴ) 湿式リアクターの開発では、リアクター内に

試料のすりつぶし効果とオゾンの浸透性を高める

ディスク型装置を試作し、オゾン酸化効率を検討し

たが、発熱によるオゾン分解を防ぐことが困難なた

め、試料のリファイニング部を独立させリアクター

に高い撹拌効果を持つ溝付き円盤型を採用し、乾式

より優れたオゾン酸化が可能なリアクターを開発し

た。
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図1130-1 オゾン処理と酵素糖化のデータ

（直線は、乾式処理時と場合）
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表1130－１ リファイナー処理したスギ材木粉の 

 フリーネス 

フリーネス

フィーダー速度

(kg/hr) 
試料濃度 

(％)
クリアランス

(mm)

640 ml 4   0.5 0.3

465 ml 4   0.5 0.2

320 ml 6 1 0.2

160 ml 6 1 0.1

表1130－２ リアクター中のオゾン吸収量 

フリーネス

0.5倍 
(mol) 

2倍 
(mol) 

  320 ml 92.2 90.6 
  160 ml 94.8 90.9 

 エ 考 察 

当初、リファイニングとオゾン処理を一体として、

リファイニングによる微細繊維化とオゾン浸透性向

上を同時処理する装置開発を検討してきたが、リ

ファイナーのディスククリアランスを短くすること

により、すりつぶしとオゾン酸化性を高めようとす

ると発生する摩擦熱でオゾン自体の分解が無視でき

ないことが明らかになり、リファイニングとオゾン

処理を分離し、連続的に処理するプロセスに変更し

なければならなくなった。

 オ 今後の課題 

バイオマス資源の存在形態により、乾式、湿式リア

クター（図1130－２、図1130－３）それぞれの利点

が認められるが、これまで水に対するオゾンの溶解

性が低いため、湿式リアクターの開発に苦慮してい

た。本プロジェクトで得られた成果から、湿式リア

クターのエネルギーバランスを更に詳しく精査する

ことにより、近年広く求められている環境に優しく、

省コストで安全な装置開発を行うことが必要である。 

図1130－２ 湿式リアクター外観

図1130－３ 湿式リアクター試料投入口

 カ 要 約 

 (ｱ) 乾式リアクターの開発では、リグニンとオゾ

ンの均一な反応を達成するために、スクリューパド

ル式、流動リアクター実験機を試作、改良し、スギ

木粉や廃菌床のオゾン前処理を実施し、多様な形態

の試料との反応性に関するデータを得ることができ

た。リアクターをより密閉系にし、オゾンガスのリー

クを 小限にする課題が残された。

 (ｲ) 湿式リアクターの開発では、リアクター内に

試料のすりつぶし効果とオゾンの浸透性を高める

ディスク型装置を試作し、オゾン酸化効率を検討し

たが、発熱によるオゾンの分解を防ぐことが困難な

ため、試料のリファイニング部を独立させ、リアク

ターに高い撹拌効果を持つ溝付き円盤型を採用し、

乾式に比べて優れたオゾン酸化が可能なリアクター

を開発した。

研究担当者 塩田剛太郎＊

４ マイタケ菌による菌床中の木質バイオマ

スからの選択的脱リグニンと糖化効率に与

える影響の評価 

ア 研究目的 

 本研究では、マイタケ廃菌床バイオマスを効率的

に酵素糖化するための条件を設定すること、また、

マイタケ菌自身の能力を利用した前処理法を開発す

ることを目標に、栽培工程におけるマイタケ菌の作

用による菌床バイオマス構成成分の変化について、

図1130－１ オゾン処理と酵素糖化のデータ 

（直線は、乾式処理時の場合） 
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特に、リグニン、ヘミセルロース並びにセルロース

等のグルカン成分の変化に着目して化学分析を行う

ことを第1の研究目的とした。また、バイオマス中の

セルロース分解を抑制し、一方においてリグニンを

選択的に分解できるマイタケ菌培養条件の設定並び

にこの目的に対応する変異株を取得することを第2

の研究目的とした。さらに、廃菌床バイオマスの成

分分析結果に基づき、効率的な酵素糖化を行うため

に必要な酵素を組換え発現系を利用して生産し、ま

た、その添加効果を明らかにすることを第３の研究

目的とした。

イ 研究方法 

(ｱ) 菌床バイオマス構成成分の分析法

ブナ木粉及びコーンブランから構成される実証培

地の菌床バイオマスを２Mのトリフルオロ酢酸

（TFA）で121℃、60分間処理し、さらに、３％硫酸

で121℃、30分間処理する２段階の加水分解法により

分画した。得られたTFA処理可溶画分及び硫酸処理可

溶画分について、セルロース系グルカン及び非セル

ロース系グルカン（α-グルカン、β-グルカン）な

ど各構成成分の定量分析を行った。また、硫酸処理

不溶画分をリグニンとみなして定量を行った。さら

に、この手法を用いて実証培地におけるマイタケ菌

栽培工程での菌床バイオマス中の各構成成分の経日

変化を調べた。

 (ｲ) マイタケ菌からのセロビオース脱水素酵素遺

伝子のクローニングとその発現挙動の解析

 セルロースを唯一の基質とする合成培地において

培養したマイタケ菌からmRNAを抽出し、セロビオー

ス脱水素酵素（CDH）遺伝子のcDNAクローニングを

行った。また、セルロース培地並びにブナ木粉及び

コーンブランから構成される実証培地でマイタケ菌

を培養し、それぞれの培養系におけるCDH遺伝子の

発現応答をRT-PCR法により調べた。

(ｳ) マイタケ菌廃菌床の酵素糖化

微粉砕化した廃菌床バイオマスが10mg/mlになるよ

うなサスペンジョンを50mMの酢酸ナトリウム緩衝

液（pH 4.0）中において調整し、これに0.1mg/mlなる

ようにセルラーゼ剤（メイセラーゼ、明治製菓社製）

を添加し、37℃で酵素糖化を行った。一定時間反応

後、グルコーステスト（ワコー社製）を利用して生

成したグルコース量を定量し、酵素糖化効率を求め

た。また、前項における構成成分の分析結果から、

廃菌床中には多量の非セルロース系β-グルカンが

含まれることが明らかになったことから、セルラー

ゼ剤に加えて、更に0.02mg/mlの菌細胞壁グルカン分

解酵素剤（メガザイム社製）を添加、廃菌床バイオ

マスの糖化効率に与える影響を調べた。

 (ｴ) 担子菌Phanerochaete chrysosporium由来バイオ

マス分解酵素の組換え体生産と廃菌床バイオマスの

酵素糖化に与える添加効果

 担子菌Phanerochaete chrysosporiumから３種のβ-

１，３-グルカナーゼ遺伝子並びにリグニン分解酵素

MnP5をcDNAとしてクローニングし、これを酵母菌の

発現系において組換え酵素として生産した。得られ

た酵素の機能並びにマイタケ廃菌床グルカンの糖化

効率に与える影響を調べた。

 (ｵ) 有機酸処理が廃菌床バイオマス酵素糖化に与

える影響

 酵母によって代謝されやすい0.2Mの有機酸（クエ

ン酸、コハク酸、マロン酸）によってマイタケ廃菌

床を121℃、60分間オートクレーブ処理し、廃菌床の

酵素糖化向上に与える影響を調べた。

ウ 研究結果 

 (ｱ) マイタケ菌栽培工程における菌床バイオマス

構成成分の変化

 マイタケ菌栽培工程90日間における菌床絶乾重量、

並びに各画分量の変化を図1140－１に示す。その結

果、マイタケ栽培工程においてリグニン（硫酸不溶

画分）は目立って分解されていないことがわかった。

また、セルロース量（硫酸可溶各分）は培養75日目

から90日目の子実体形成時にのみ減少する傾向が認

められた。
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図1140－１ マイタケ菌栽培工程における菌床バイオマス成分の変化

 TFA可溶画分と硫酸可溶画分について、それらを構

成する各グルカン成分量の定量を行った。その結果、

図1140－２に示すように栽培初期15日間において、

非セルロース系グルカン量が著しく減少することが

わかった。また、図1140－３に示すように、その変

化を与える原因は培地成分の一つであるコーンブラ

ン中に含まれるα-グルカン（デンプン）の急速な分

解に基づくものであることが明らかとなった。一方、

栽培工程中を通して、非セルロース系β-グルカン成

分の増加が認められた。培養90日目の子実体収穫後

の廃菌床バイオマスにおいては、非セルロース系β-

グルカンが全グルカンの30％近くを占めている（橋

本ら、2003）。

図1140－２ 全グルカン構成の変化 図1140－３ 非セルロース系グルカン構成の変化

 (ｲ) マイタケ菌培養系でのセロビオース脱水素酵

素遺伝子の発現挙動

 セルロースを唯一の基質とする培地でマイタケ菌

を培養するとセロビオース脱水素酵素遺伝子の顕著

な発現が認められた。しかしながら、木粉とコーン

ブランから構成される実証培地においては、同遺伝

子の発現を確認することはできなかった（Yoshidaら、

2002）。従って、実証培地中では、マイタケ菌による

セルロース分解は起こっていないと考えられた。

(ｳ) マイタケ菌廃菌床バイオマスの酵素糖化

 微粉砕化した廃菌床バイオマスは残リグニン量に

ついては、未培養の微粉砕木粉と同程度であるにも

関わらず、未培養の微粉砕木粉に比べてセルラーゼ

による糖化効率が著しく高い。この結果により、廃

菌床バイオマスの酵素糖化については積極的な脱リ

グニン除去が必要ではないことが明らかとなった。

また、図1140－４に示すように、セルラーゼ剤に加

えて、菌細胞壁グルカン分解酵素剤を加えて酵素糖
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化を行うと、廃菌床バイオマスの酵素糖化効率は著

しく促進され、初期糖化速度は5.3倍、 終糖化率は

60％以上に達した。

図1140－４ 各条件下での酵素糖化効率 図1140－５ β-1,3-グルカナーゼの効果 

 (ｴ) 遺伝子組換えバイオマス分解酵素の添加が酵

素糖化効率に与える影響

 担子菌P. chrysosporium由来の３種のβ-１，３-グ

ルカナーゼ遺伝子を酵母菌において大量発現させ、

組換え酵素として生産した（Kawaiら、2003, 2004,
2006a, 2006b）。図1140－５に示すように廃菌床バイ

オマスからのグルコース生産性はβ-１，３-グルカ

ナーゼの一つであるGH55酵素で顕著であり、また、

GH16をこれに加えると相乗的効果が認められた。ま

た、これらの酵素の添加は前述の細胞壁グルカン分

解酵素と同様に廃菌床バイオマスの酵素糖化効率向

上に顕著な効果を示した。一方、同菌由来のリグニ

ン分解酵素MnP５の添加はセルラーゼによる酵素糖

化効率に対して影響ないか、やや阻害する傾向を見

せた。

 (ｵ) 有機酸処理が廃菌床バイオマス酵素糖化に与

える影響

 ３種の有機酸処理の中では、クエン酸によるオー

トクレーブ処理が酵素糖化効率に対して も良い効

果を与え、酵素糖化効率がコントロールに対して約

20％向上した。

 エ 考 察 

 (ｱ) マイタケ菌栽培工程における菌床バイオマス

構成成分の変化

 マイタケ菌は栽培工程において、主としてコーン

ブラン由来のデンプンを利用して生育していると考

えられた。一方、木質バイオマス中のセルロースの

分解については、培養終期の子実体形成時にのみ起

こると考えられた。また、リグニン分解については

残リグニン量を見る限りでは起こっていないと思わ

れた。さらに、栽培工程中でマイタケ菌による著し

いβ-グルカンの合成が行われていると考えられた。 
(ｲ) マイタケ菌廃菌床バイオマスの酵素糖化

微粉砕化されたマイタケ菌廃菌床バイオマスは相

当量のリグニンが含まれるにも関わらず、未培養処

理の微粉砕木粉に比べて著しく酵素糖化効率が高い。

その理由としては、マイタケ菌栽培工程においてリ

グニンそのものは分解されていないが、ヘミセル

ロース成分等の分解によりセルロースとリグニン間

の結合が緩み、セルロースに対するセルラーゼのア

クセシビリティが高まったことが考えられる。また、

この結果は、より積極的な脱リグニン処理を行うた

めの培養工程の改善や菌株の改良が必ずしも必要で

はないことを示唆した。

さらに、廃菌床バイオマスの構成成分を定量解析

した結果、菌体壁成分であるβ-１，３-グルカンが

非常に多く含まれることが明らかとなった。また、

β-１，３-グルカナーゼを添加することにより酵素
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糖化効率は著しく向上するが、これは菌体壁グルカ

ンを分解することにより木粉由来のセルロースが露

出してセルラーゼが効率的に作用できるようになっ

たためと考えられる。

オ 今後の課題 

(ｱ) 有機酸を利用したバイオマス前処理法の確立

酵母菌代謝性有機酸を利用したバイオマス前処理

を確立することで、酵素糖化効率の向上を図るとと

もに、前処理、酵素糖化、エタノール発酵を一括化

した連続プロセスを構築する。

 (ｲ) 組換え酵素の複合化による効率的な酵素糖化

系の確立

 バイオマスの酵素糖化の 適化を目指して、担子

菌由来のクローン化酵素の合目的な組み合わせによ

る複合酵素系を確立する。

 カ 要 約 

廃菌床バイオマス構成成分の分析結果に基づき、

酵素糖化効率の向上のためには、セルラーゼ剤に加

えて、β-１，３-グルカナーゼを添加することが重

要であることを示した。また、廃菌床の酵素糖化の

ためには、積極的な脱リグニン処理は必ずしも必要

ではないことが示唆された。
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第 2 章 農林系廃棄物のエタノール変換システムの開発 

１．糖化・エタノール発酵技術 

(1) 低利用多糖類を分解する酵素の分子レベルで

の特性改良 

ア 研究目的 

 農林系廃棄物をエタノールに変換するには、まず

初めに多糖類を分解し糖化する工程が必要である。

でん粉等は容易に糖化できるが、セルロース及びヘ

ミセルロースの糖化は困難であり、このことが木質

バイオマス資源のアルコールへの変換のネックの一

つとなっている。またセルラーゼによるセルロース

の分解過程において、生成物であるセロオリゴ糖が

セルラーゼの阻害剤として作用し、酵素分解効率を

著しく低下させることが知られている。

そこで、本研究課題では、前半に主として木質バ

イオマス資源分解に関与する酵素（キシラナーゼ、

β-グルコシダーゼ、セロオリゴ等分解酵素等）を対

象に、その特性を改良し、天然には得られない特性

を有する酵素を開発することを目的とした。研究後

半においてはセロオリゴ糖に直接作用しセルラーゼ

の阻害を回避させる酵素系についての検討を行った。 
イ 研究方法 

(ｱ) キメラ化によるβグルコシダーゼの特性改良

本研究を開始する以前に、糖加水分解酵素ファミ

リー３に属する常温性（Cellvibrio gilvus由来）及び中

度耐熱性（Agrobacterium tumefaciens由来）βグルコ

シダーゼ遺伝子の取得が終了していた。そこで、ゲ

ノム配列が明らかにされた超耐熱性細菌由来のファ

ミリー３βグルコシダーゼ（TM0025）の取得及びそ

の改変を目指した。目的遺伝子をT. maritimaゲノム

DNAからPCRで増幅し、遺伝子をクローニングした。

さらにpET系発現ベクターに組み替えて大腸菌によ

り大量発現させた。

 A. tumefaciens並びにT. maritima由来のβ-グルコ

シダーゼは、酵素の特性が大きく異なっていて、両

酵素のアミノ酸配列の一致率は、Ｎターミナルドメ

インで45％、Ｃターミナルドメインで37％である。

アミノ酸配列のアライメントに基づき３個のキメラ

酵素遺伝子を構築し、大腸菌で発現させた。

 (ｲ) 糖結合ドメイン付与によるエンドキシラナー

ゼの特性改良

 特性の優れたキシラナーゼに糖結合ドメインを付

与することによりさらに優れた活性を持つ酵素を得

ることを試みた。アルカリ領域での活性に優れたア

ルカリキシラナーゼ遺伝子を好アルカリ性細菌であ

るBacillus halodurans C125ゲノムからクローニングし

大腸菌で発現させた。また、耐熱性キシラナーゼ遺

伝子をT. maritimaゲノムからクローニングし大腸菌

で発現させた。それぞれの酵素に糖結合ドメインを

付加したキメラ酵素を作成しそれらの性質を調べた。 
(ｳ) 耐熱性セロビオースホスホリラーゼの取得

 セロビオースホスホリラーゼは主にバクテリアに

分布する菌体内酵素である。これらのバクテリアは

セルロースをセロビオースまで分解するセルラーゼ

系を菌体外に分泌する。これらの酵素をセルラーゼ

とあわせてセルロースの糖化に用いる可能性を考慮

して耐熱性酵素の取得を目指した。遺伝資源として

中度耐熱性細菌Clostridium thermocellum及び高度好

熱性細菌T. maritimaを用いた。セロビオースホスホリ

ラーゼの共通配列から設計したプライマーにより酵

素遺伝子の内部配列を増幅した後TAIL-PCR法によ

り遺伝子全長を取得した。得られた酵素遺伝子を大

腸菌で発現し、酵素の性質を調べた。

 (ｴ) セロビオースホスホリラーゼ近傍遺伝子の探

索

 セロビオースホスホリラーゼは、菌体外酵素でセ

ルロースをセロビオースまで分解後、菌体内に取り

込んで資化するための酵素であると考えられる。そ

のためセロビオースホスホリラーゼを持つ細菌はセ

ロビオーストランスポーターを持つことが予想され

る。そこでC. gilvusのセロビオースホスホリラーゼ遺

伝子近傍をインバースPCR法により調べることによ

りセロビオーストランスポーター遺伝子の探索を

行った。

ウ 研究結果 

(ｱ) キメラ化によるβグルコシダーゼの特性改良

超好熱細菌T. maritimaのゲノムから、β-グルコシ

ダーゼ（bglB, TM0025）遺伝子をクローニングし、

大腸菌で発現させた。得られた酵素を完全精製し、

その特性を明らかにした。本酵素反応の至適pHは5.0、

至適温度は85℃であったが、70℃での至適pHは酸性
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側にシフトし3.5であった。パラニトロフェニルグル

コシドに対するKm値は0.0039mM、kcat値は6.34s-１で

あった。本酵素はセロオリゴ糖への作用の弱い典型

的なアリールβグルコシダーゼであった。また、直

鎖アルコールが存在すると酵素反応が促進されるこ

とから糖転移作用を有することが明らかとなった

（Goyal et al. 2001a）。
 A. tumefaciens並びにT. maritima由来のβ-グルコ

シダーゼは、酵素の特性が大きく異なっている、両

酵素のアミノ酸配列の一致率は、Ｎターミナルドメ

インで45％、Ｃターミナルドメインで37％である。

アミノ酸配列のアライメントに基づき３個のキメラ

酵素遺伝子を構築し、大腸菌で発現させたところ、

Ｃターミナルドメインで遺伝子置換した２個のキメ

ラ酵素では、活性型となった（図1211-１）。活性型

として得られた２個のうち、At625／534Tmキメラ酵

素の特性を解析したところ、耐熱性に関しては、両

親酵素よりも低下していたが、反応の至適pHは、A. 
tumefaciens由来のβ-グルコシダーゼと類似していた

（Goyal et al. 2001b）。

 (ｲ) 糖結合ドメイン付与によるエンドキシラナー

ゼの特性改良

 好アルカリ性B. halodurans C-125株由来キシラ

ナーゼA（XynA）遺伝子を大腸菌で発現させた。XynA

はキシランを基質として用いたとき強い基質阻害が

観察された。そのKi値は0.04％（pH4.3），0.07％

（pH7.3），0.11％（pH 8.8）であり、pHが高くなる

につれ増加する傾向があることがわかった（図1211

－２）。合成基質であるaryl-xylobiosideの場合そのよ

うな基質阻害は認められなかった。また、

aryl-xylobioside を基質としてキシラナーゼ A の

pH-kcat曲線を調べたところ、その至適pH範囲は

pH5.8からpH 8.8までとなり、以前キシランを基質と

して用いて報告されたものとは異なっていた。この

違いは基質阻害によるものであり、より正確な速度

論パラメーターを得るには、基質阻害のない

aryl-xylobiosideを用いることが必要であることがわ

かった（Nishimoto et al. 2002）。

T. maritima 由来のxynB遺伝子をクローニングし、

大腸菌で発現させた。得られた酵素を完全精製し、

その特性を解析した。本酵素は、70℃ではpH5.0から

11.4で、100℃ではpH7.0から8.5で安定であった。反

応の至適pHは6.14、至適温度は90℃であった。本酵

素は幅広い基質特異性を示し、30℃におけるパラニ

トロフェニルキシロビオシドに対するKm値は

0.0095mM、kcat値は16.4s-１であった。アルコール

存在下では、本基質の分解速度が２倍ほど上昇した

が、これはTLC分析から糖転移作用によることが明ら

かとなった（Zhengqiang et al. 2001）。
 Clostridium stercorariumキシラナーゼA由来の直列

に二つ並んだファミリー４セルロース結合ドメイン

（CBD）をB. halodurans由来キシラナーゼA（XylA）

のC末端に結合させたキメラ酵素を作成した（図1211

－3）。XylAはアルカリ領域で活性があるCBDを持た

ない酵素である。キメラ酵素はXylAとほぼ同様の活

性を示した。キメラ酵素は酸膨潤セルロースに結合

図1211－１ キメラβグルコシダーゼの 

 構築と活性 

 At: A. tumefaciens由来 

 Tm: T. maritima由来 

 矢印は交換位置を示す 

図1211-2 キシランによる基質阻害 

□pH4.3, △pH7.3, ○pH8.8
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したが、XylAは結合性を示さなかった。キメラ酵素

は、可溶性キシランに対してはXylAと活性に違いが

見られなかったが、不溶性キシラン分解活性は有意

に高い活性を示した（図1211－４）（Mangala et al.

2003）。

 Streptomyces thermoviolaceus STX-II由来ファミ

リー２b糖結合モジュールをT. maritima由来シングル

ドメイン超耐熱性ファミリー10キシラナーゼである

XynBのＣ末端に結合させたキメラキシラナーゼ

（ XynB-CBM2b ）を作出した（図1211－５）。

XynB-CBM２bのpH特性や耐熱性はXynBと同様で

あった。XynB-CBM２bは、種々の不溶性キシランに

結合したが、不溶性キシランとpNP-キシロビオシド

に対する活性はXynBと違いがなかった。しかしなが

ら、XynB-CBM２bの可溶性キシランに対する活性は

XynBと比較して有意に上昇していた（表1211－１）

（Kittur et al. 2003）。

(ｳ) 耐熱性セロビオースホスホリラーゼの取得

PCR法を用いて、C. thermocellum YM４株由来セロ

デキストリンホスホリラーゼ遺伝子のクローニング

を行った。セロデキストリンホスホリラーゼ遺伝子

は、984アミノ酸残基のポリペプチド鎖をコードする

2952 bpのオープンリーディングフレームを含んでい

た。得られたアミノ酸配列は、C. thermocellum 
ATCC27405株由来セロデキストリンホスホリラーゼ

と高い相同性（92％）を示したが、C. stercorarium由

来のセロデキストリンホスホリラーゼとは相同性が

低かった（20％）。組換えセロデキストリンホスホリ

ラーゼはセロトリオース以上のセロオリゴ糖を加リ

ン酸分解し、セロビオース以上のセロオリゴ糖をア

クセプターとして認識した。温度安定性は60℃以下

であり、至適pHは7.0－7.5であった（Krishnareddy et

al. 2002）。

図1211－４ 好アルカリキシラナーゼ 

  への基質結合ドメイン付 

  加の効果 

 Ａ：可溶性キシラン分解 

 Ｂ：不溶性キシラン分解 

○キメラ酵素、●親酵素

図1211－５ 超耐熱性キシラナーゼへの基質

  結合ドメインの付加

図1211－３ 好アルカリキシラナーゼへの基質 

 結合ドメインの付加 

A 

B 

表1211－１ 超耐熱性酵素への基質結合 

  ドメイン付加の効果 

キシラン 不溶性 可溶性 

親酵素  0.97 s-1    33 s-1  

キメラ酵素   1.05 s-1    57 s-1

（数字は反応速度） 
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 C. thermocellum YM4由来組換えセロビオースホス

ホリラーゼを精製し反応機構を調べた。反応機構は

リン酸がセロビオースより先に結合するOrdered bibi

型であり、Cellvibrio gilvus由来セロビオースホスホリ

ラーゼとは異なっていた。逆反応において本酵素は

アクセプターのβアノメリック水酸基を認識した。

しかしながら、１-デオキシ体でも反応性を示し水酸

基が反応に必須でないことが示された。反応速度解

析から本酵素がアクセプター分子の３、４位水酸基

を厳密に認識するもののまた、２、６位に関しては

認識が甘いことを証明した。セロビオース合成反応

において拮抗基質阻害現象が見られた。温度安定性

は60℃以下であり、至適pHは7.0－7.5であった （Kim

et al. 2002）。
T. maritima MSB８由来のセロビオースホスホリ

ラーゼ遺伝子cepAをクローニングし、大腸菌中に発

現させた。 大活性はpH6.2－7.0，80℃でみられ、

活性化エネルギーは73.7kJ/molであった。セロビオー

スの加リン酸分解において、酵素と基質（セロビオー

ス、リン酸）の結合順序はランダムであり、生成物

の遊離はグルコース、グルコース-１-リン酸の順序

で行われると決定した。得られた反応機構を

random-ordered bi bi機構と命名した。本酵素は逆反応

において、グルコース以外にマンノース、２-デオキ

シグルコース、６-デオキシグルコース、キシロース

をアクセプターとして認識した。本酵素は他の報告

されたセロビオースホスホリラーゼと異なり種々の

β-グルコシドアクセプターとして認識しβ-セロビ

オシドを合成した（図1211－６）（Rajashekhara et al.
2002）。

 (ｴ) セロビオースホスホリラーゼ近傍遺伝子の探

索

 C. gilvusセロビオースホスホリラーゼ遺伝子近傍

をインバースPCR法により増幅し配列を調べた。Virio

属細菌のゲノムシーケンスの結果から、C. gilvusでは

CBP遺伝子の上流領域にセロビオーストランスポー

ター遺伝子が存在することが期待された（図1211－

７）。その結果CBP下流領域ではVibrio属細菌と同様に

アルドースエピメラーゼ遺伝子が存在するものの上

流領域ではCBP遺伝子と逆向きにDNA合成に関わる

と考えられるデオキシシチジンセアミナーゼ遺伝子

が存在することがわかった。

 エ 考 察 

(ｱ) キメラ化によるβグルコシダーゼの特性改良

本検討により超耐熱性βグルコシダーゼの取得に

成功した。また、キメラ化を行ったが残念ながら耐

熱性が両親酵素よりも低下した。本酵素はアリール

βグルコシダーゼでありセルロースの分解への利用

価値は低いと思われた。

図1211－６ T.m CBPのアクセプターとなり 

 うる基質 
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HO

HO
HO OH
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HO
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HO
HO OH

O NO2

セルロース

セロビオース

セロビオーストランスポーター

セルラーゼ

セロビオース
ホスホリラーゼ

グルコース＋グルコース１リン酸

図1211－７ セロビオースホスホリラーゼ生

産菌のセロビオース資化機構の

推定 

表1211－２ 種々の由来のセロビオースホスホリラーゼの基本的性質 

由来 アミノ酸数 耐熱性 適pH kcat
Cellvibrio gilvus    822  40℃  7.0-7.5  60 s-1 
Clostridium thermocellum   811  60℃  7.0-7.5  11 s-1 
Thermotoga maritima   813  80℃  6.2-7.0  5 s-1 
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 (ｲ) 糖結合ドメイン付与によるエンドキシラナー

ゼの特性改良

 好アルカリ性及び超耐熱性キシラナーゼの取得に

成功した。前者に糖結合ドメインを付与したところ、

予想通りに不溶性キシランに対する活性が上昇した。

後者の場合は予想に反して可溶性キシランに対する

活性の向上が見られた。これらの酵素は将来的にバ

イオマス糖化に利用することが考えられる。

(ｳ) 耐熱性セロビオースホスホリラーゼの取得

中度及び高度耐熱性セロビオースホスホリラーゼ

及び中度耐熱性セロデキストリンホスホリラーゼを

取得した。得られた酵素の 適pHを調べたがすべて

中性領域であった（表1211－２）。菌体外載せるラー

ゼの 適pHは一般的に弱酸性（pH４－５程度）であ

り、残念ながらこれらの酵素を直接セルラーゼと同

時に作用させようとするとpHが一致しないことがわ

かった。

 (ｴ) セロビオースホスホリラーゼ近傍遺伝子の探

索

 C. gilvusセロビオースホスホリラーゼ近傍遺伝子

の探索を行ったが、解析した範囲にはセロビオース

取り込み遺伝子を見いだすことができなかった。ま

た、Vibrio属細菌の遺伝子との比較から、取り込み遺

伝子はセロビオースホスホリラーゼ遺伝子近傍にな

い可能性が考えられた。

オ 今後の課題 

セロビオース取り込み遺伝子は、エタノール発酵

酵母に組み込むことによりセロオリゴ糖を直接発酵

できる酵母を作出できる可能性がある。本研究内の

検討では残念ながら該当遺伝子を得ることができな

かったが、今後も遺伝子探索の検討を継続的に行い

セロビオーストランスポーターの存在を明らかにす

るとともにバイオマス利用への応用を図る。

 カ 要 約 

 研究前半において、耐熱性・好アルカリ性などに

優れるβグルコシダーゼやキシラナーゼを取得し、

遺伝子工学的手法によりそれらの特性を改変した。

その結果不溶性キシラン分解活性の向上した耐熱性

キシラナーゼや水溶性基質分解活性の向上したキシ

ラナーゼを得た。研究後半では、耐熱性セロビオー

スホスホリラーゼを取得した。
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(2) 遺伝子組換え技術により改良した糸状菌のセ

ルラーゼ標品を用いた糖化技術の開発 

ア 研究目的 

 セルロース系バイオマスの糖化には糸状菌

Trichoderma reesei由来のセルラーゼ標品が 適であ

ると考えられている。このセルラーゼ標品にはセロ

ビオハイドロラーゼ（CBH）やエンドグルカナーゼ
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（EG）の多数の成分が含まれており（図1212－１）、

それらの協奏作用によりセルロースを効率的に加水

分解する。しかし、セルロースが結晶構造をとって

いるため、その加水分解速度はアミラーゼによるで

んぷんの分解に比べ非常に遅い。これがセルロース

系バイオマスの有効利用を実用化する上での大きな

課題となっている（森川 2003）。

 本研究は、セルラーゼ成分を遺伝子組換え技術を

用いて改変し、その改変遺伝子を元のT. reeseiの遺伝

子と相同組換えで交換することにより、結晶セル

ロースを効率的に加水分解可能なセルラーゼ標品を

調製すること、及びこれを用いて前処理セルロース

系バイオマス（まいたけ廃菌床）の糖化を試みるこ

とを目的としている。

イ 研究方法 

(ｱ) T. reeseiにおける相同組換え技術

本研究室でクローニングしたキシラナーゼIII遺伝

子（xyn３）（Ogasawara et al. 2006）をモデル遺伝子

として用いて、相同組換えによるxyn３欠失株を造成

することで、相同組換え技術を確立させた。xyn３の

上流及び下流遺伝子を含んだDNAの構造遺伝子部分

に大腸菌由来のβ-グルクロニダーゼ遺伝子（gus）

（Jefferson et al. 1986）を挿入した断片にA. nidulans

由来アセトアミダーゼをコードするAmdS遺伝子

（amdS）（Hynes et al. 1983）をマーカーとして組み

込んだDNA断片を構築し、この断片を用いてプロト

プラスト化したT. reesei PC-3-7株を形質転換し

（Penttila et al. 1987）、アセトアミドを唯一のＮ源と

した 少培地で生育してくる形質転換候補株を選抜

し、安定化させた。この中からサザーン解析により

相同組換えを起こし、かつ１コピーで形質転換され

た株を選択した。

 また、相同組換えを予定しているT. reeseiセルラー

ゼ遺伝子CBH I及びII（cbh1及びcbh2）、EG I～III遺伝

子（egl1～3）の上流及び下流の充分な長さの塩基配

列を有するDNA断片をクローニングした。

(ｲ) T. reeseiセルラーゼ成分の改変

ａ タンパク質工学的改変

T. reeseiセルラーゼ成分の中で唯一セルロース結

合領域（CBD）を持たないEG IIIにCBHのCBDを付加

したキメラ酵素（CBD I-EG IIIとCBD II-EG III）の遺

伝子を構築し、Schizosaccharomyces pombeで発現させ

（Okada et al. 1998）、精製後、単独でのセルロース

分解能及び他のCBHとの協奏作用による結晶セル

ロース分解能などを評価した。

 さらに、CBD II-EG IIIのCBD II（CBH IIのCBD）の

セルロース面と接触する領域のアミノ酸を部位特異

的変異で他のアミノ酸に変換したCBD II-EG IIIの

CBD変異体を構築し、精製後、セルロース結合能を

含む同様な評価を行った。

ｂ 進化分子工学的改変

 進化分子工学的改変のためには、大腸菌あるいは

酵母Saccharomyces cerevisiaeでの変異ライブラリー

の構築が必須である。CBH Iについては従来から大腸

菌や酵母で活性のあるタンパク質としての発現がで

きないという結果が得られているので、まず可能性

の高いEG I及びIIについて両宿主での発現を検討し

た。ランダム変異としてはエラープローン法を採用

図1212-1 研究目的の概念図 
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した。

 (ｳ) 相同組換えによるT. reeseiセルラーゼ標品の

高活性化

 実際に機能の向上した２種のキメラEG IIIをEG III

の上流及び下流のDNA断片を使って、T. ressei 
PC-3-7を形質転換し、 終的にはノーザン解析によ

り１コピーの相同組換え体を選抜した。セルロース

をＣ源としてこれらの相同組換え体を培養し、得ら

れた培養上清（粗酵素標品）のセルロース分解活性

を測定した。

ウ 研究結果 

(ｱ) T. reeseiにおける相同組換え技術の確立

  a 相同組換え効率

 xyn3をモデルとして、xyn3をgusに置き換えたsal I

断片とamdSが挿入されたp3SR2（図1212－２）とを用

い て 、 T. reesei PC- ３ - ７ を 形 質 転 換

（cotransformation）し、アセトアミドを唯一のＮ源と

した 少培地での生育をメルクマールに形質転換体

の候補株を選択した。それらの培養上清のSDS-PAGE

におけるXYN IIIバンドの消失さらにはサザーン解析

の結果、表1212－１に示したように、xyn3配座での

相同組換えでかつ１コピーの形質転換体は一株も得

られなかった。そこで、図1212－２に示したxyn3の

３’下流領域にamdSを組み込んだDNA断片を構築し、

同様に形質転換しスクリーニングを行った結果、

xyn3配座での相同組換えでかつ１コピーの形質転換

体が多数得られ、候補株からの取得率は28％となっ

た（表1212－１）。詳細は省略するが、それ以後も種々

の形質転換を行ったところ、相同組換え体取得率は

20－30％であった。これらのことから、T. reeseiにお

ける相同組換え技術が確立できたと言える。ただ、

技術的にはプロトプラスト再生率が10－30％、形質

転換効率が～10/μg-DNAと低いのが課題である。

表1212－１ 形質転換効率 

図1212－２ 相同組換え用DNA断片 

図1212－３ 相同組換え用上流及び下流DNA断片 
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ｂ 相同組換え用遺伝子の取得

相同組換えのためにはそれぞれの構造遺伝子の５’ 
上流及び３’ 下流の１－３kbpのDNA領域が必要であ

る。以下の(ｲ)で述べるEG IIIを除いて、今後の相同

組換えの対象とするCBH I＆II及びEG I～IIの４遺伝

子を対象に、それらの領域をクローニングした（図

1212－３）。これによって、構造遺伝子及びプロモー

ター領域を変異させた主要なセルラーゼ遺伝子の相

同組換えが可能になった。

(ｲ) T. reeseiセルラーゼ成分の改変

ａ タンパク質工学的改変

構造活性相関を目的としたタンパク質工学的改変

はT. reeseiセルラーゼで数多く見られているが、活性

等の機能の向上した変異体の作製は、ほとんど報告

されていない。担当者らもCBH IIのトンネル構造を除

去し、CBH及びEGの両方の性質を持ったスーパーセ

ルラーゼ構築を試みたが、構造の不安定性をもたら

し成功していない。

 そこで、T. reeseiセルラーゼの中で唯一セルロース

結合領域（CBD）を持たないEG IIIにCBH I及びCBH II
のCBDをそれぞれＣ及びＮ末端に付加した２種のキ

メラ酵素遺伝子を構築し、Schizosaccharomyces pombe

で発現させた（図1212－４）。精製したこれらのキメ

ラ酵素単独でのセルロース分解能やCBHとの協奏作

用による結晶セルロース分解能などを評価した。そ

の結果、単独での不溶性セルロースに対する分解能

が向上するとともに、結晶セルロース（BMCC：バク

テリア産生微結晶セルロース）に対するCBHとの協

奏作用が増加し、CBD付加効果が認められた（図1212

－５）。CBH IIのCBDが発現中にリンカー部位で一部

がプロテアーゼで切断されていることが判明したの

で、切断が出来ないように部位特異的変異を行った

結果、CBDがほとんど切断されなくなるとともに、

分泌量も大きく増大した。

 さらに、セルロースへの結合能力が低いCBD II-EG

IIIのセルロース結合に関与していると考えられる

CBDのアミノ酸残基の変異を試みた。CBD変異体の

S. pombeでの発現が非常に不安定になったため、発

現宿主をPichia pastorisに変更した結果、いずれも良

好な発現が認められた。精製後、セルロース結合能、

セルラーゼ活性（表1212－２）及びセルロース分解

での相乗効果を検討した結果、CBD II-EG IIIのCBD

変異体Ｙ31Ｗは結合能や不溶性セルロース分解活性

も向上し、相乗効果も上昇した。一方セルロース結

合能が低下した変異体はいずれも活性や相乗効果も

低下した（data not shown）。

図1212－４ CBDを持つキメラEG III 

  構築概念 

図1212－５ CBH IIとのBMCC分解における相乗効果 

点線は相乗効果がないと仮定した場合の還元糖量 
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ｂ 進化分子工学的改変

 タンパク質工学的改変の充分な指針が見出せない

ため、改変の手段として、進化分子工学を取り入れ

ることとした。そこで、①多数の遺伝子の変異体を

発現させるために、形質転換効率の高い宿主、現状

では大腸菌、あるいは、酵母（S. cerevisiae）、を用い

ること、②多数の発現した酵素変異体の中から活性

等機能の向上した変異体を効率よく選択すること、

③スクリーニングした変異体の性質等を確認するた

めに、その大量発現系を確立することなどが必要で

ある。

③の大量発現系はT. reeseiの主要セルラーゼにつ

いては完成しているので、まず、①の各種セルラー

ゼ遺伝子の大腸菌あるいはS. cerevisiaeでの発現を試

みた。CBH Iの大腸菌や酵母での発現が困難であるこ

とは既に多数の報告があり、CBH IIのS. cerevisiaeで

の発現は確認されている。また、EG IIIは大腸菌及び

酵母で発現することは既に明らかになっていた

（Okada et al. 2000）。そこで、主要なEG として、EG

I及びIIを選び、これらの大腸菌と酵母での発現を試み

た。

 その結果、大腸菌でのEG Iの発現は種々検討したも

のの発現は困難であったが、大腸菌（シグナルペプ

チドを除去した成熟タンパク質としての発現）での

EG II（表1212－３）、及び酵母でのEG IとEG IIの発現

には成功した。そこで、大腸菌でのEG IIIの変異ライ

ブラリーを作り、現在ランダム変異法（エラープロー

ン）及びスクリーニング法を検討している。

表1212-2 EG III、キメラEG III及びCBD変異体の活性 

表1212－３ EG I及びEG IIの大腸菌での発現 表1212－４ キメラEG III相同 

 組換え株の活性 
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(ｳ) キメラEG IIIの相同組換え

 実際に活性の向上したキメラ変異体を構築できた

ので、上流及び下流配列を含むキメラEG III遺伝子を、

セルラーゼ高生産株であるT. reesei PC-３-７のegl

３配座への相同組換えを試みた。

図1212－６に示したように、CBD IはＣ末に、CBD

IIはＮ末に付加されているので、挿入断片作成上シグ

ナル配列はすべてCBH II KRのシグナル配列で統一す

ることとした。

 コントロール（EG IIIではあるが、シグナルはCBH

IIのものを含む）と併せて３種を形質転換し、安定化

後、形質転換候補株を選択した。これらの候補株か

らサザーン解析により、egl３配座で相同組替えし、

かつ１コピーのものを選択して、アビセルをＣ源と

した通常のT. reeseiセルラーゼ生産培地で７日間培

養した。

 培養上清のセルラーゼ活性を測定したところ、表

1212－４に示したようにコントロールのEG IIIに比

べて、アビセル分解活性は10％前後向上していた。

しかし、元のPC-3-7株の活性に比べて若干低く、こ

の原因は十分解明できていないが、図1212－６に示

したようなシグナルペプチドの問題ではないかと推

察している。詳細なサザーン解析やノーザン解析を

含めて今後十分な検討が必要である。

 エ 考 察 

(ｱ) T. reeseiにおける相同組換え技術の確立

研究結果で述べたように、T. reeseiの相同組換え技

術は確立でき、相同組換えに必要な主要セルラーゼ

遺伝子の上流及び下流遺伝子も取得できたので、残

るは(ｳ)で述べるセルラーゼの改変を如何に達成で

きるかにかかっているといえる。しかし、T. reesei

の形質転換体の取得にはまだ課題も残っている。す

なわち、プロトプラスト再生率も 大で30％前後で

あり、その低再生率も影響してか形質転換効率が ～
10/μg-DNAと低いことである。実験技術的には、用い

るDNA量からみて形質転換候補株は100－200株取得

できるので、１コピーの相同組換え体を効率よく選

抜するスクリーニング法が重要である。

(ｲ) T. reeseiセルラーゼ成分の改変

 タンパク質工学的改変も今後構造機能相関の研究

が進むにつれて種々の試みも可能であるが、現状で

はランダム変異を使った進化分子工学的改変が重要

である。本研究では、主要なEGと考えられているEG

I－IIIの大腸菌あるいは酵母（S. cerevisiae）における

活性のある形での発現に成功しており、EGの活性向

上を目的とした進化分子工学的改変に取り組みつつ

ある。

CBHに関しては、CBH IIがS. cerevisiaeで発現する

ことは確認されているので早急に変異処理を行う予

定であるが、活性検出が難しくスクリーニング法の

検討が必要である。一方、T. reeseiセルラーゼの中で

発現量が多く結晶セルロース分解には一番重要と考

えられているCBH Iについては、進化分子工学に使用

可能な宿主での発現が不可能であり、今後in vitroタ

ンパク合成系での発現を検討する必要があろう。

(ｳ) キメラEG IIIの相同組換え

 本研究は、実際に改変したセルラーゼを相同組換

えで元の遺伝子と置き換えることによって、全体の

セルラーゼ活性を増強させることが目的であり、２

－３倍に活性が向上したキメラEG IIIを用いて実際

の相同組換えを実施した。その結果、２種のキメラ

EG III相同組換え体が生産したセルラーゼ活性は、同

じシグナルを有したコントロールのEG IIIよりも向

上した。しかし、元の親株であるPC-３-７株の活性

図1212－６ キメラEG III相同組換え模式図 

CBH II KR シグナル 
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よりも低かったため、この原因を解析中である。今

回相同組換えに用いたEG IIIはEGの中でも転写比率

は低い（EG IはEG IIIの20倍、EG IIは２倍）ので、２

倍程度の活性増強では、全体のセルラーゼ活性に対

する影響は小さい可能性もある。

 以上のことから、活性等機能の向上した相同組換

え株の取得のための基本的な技術は完成できたと考

えられ、今後は主要なセルラーゼ（CBH I、CBH II及
びEG I）の機能を飛躍的に向上させることによって、

本研究の目的が達成可能と判断される。

オ 今後の課題 

 考察で述べたように、本研究の目的は基本的には

達成できたが、相同組換えによるT. reeseiセルラーゼ

標品の飛躍的活性向上には、T. reeseiセルラーゼの中

でも発現量の多いCBHやEG Iを対象に、進化分子工学

的改変によって活性等の機能を大きく増大させる必

要がある。また、本研究では扱わなかったが、セル

ロースからのグルコース生産に必須のβ-グルコシ

ダーゼの機能（セロビオースに対する活性向上、グ

ルコースによる生成物阻害の緩和など）の向上も重

要である。今後、これらの酵素に絞って活性等の機

能を向上させれば、相同組換え技術でセルラーゼ標

品の飛躍的活性向上が可能となる。

一方、本研究グループでは、別途T. reeseiセルラー

ゼ遺伝子の転写制御機構の解明にも取り組んでいる。

このプロモーターの制御機構を応用することが可能

になれば、主要なセルラーゼを思い通りの比率で発

現させることができる。これらの応用を本研究の成

果に取り入れることができれば、T. reeseiセルラーゼ

標品の飛躍的活性向上がさらに可能となると期待で

きる。

 また、2005年４月にT. reesei QM9414の全ゲノム配

列が公表された（http：//www.gsphere.lanl.gov/trire1.
home.html）ことから、これまでとは異なるアプロー

チも必要となっている。

 カ 要 約 

 本研究は、T. reeseiセルラーゼ成分を遺伝子組換え

技術を用いて改変し、その改変遺伝子を元のT. reesei

の遺伝子と相同組換えで交換することにより、結晶

セルロースを効率的に加水分解可能なセルラーゼ標

品を調製すること、及びこれを用いて前処理セル

ロース系バイオマス（まいたけ廃菌床）の糖化を試

みることを目的としていた。この目的を達成するた

め、１）相同組換え技術の確立、２）セルラーゼの

改変、及び３）改変セルラーゼの相同組換えによる

活性向上、の３点から研究を進めた。

 (ｱ) 相同組換え技術の確立では、xyn３遺伝子をモ

デルとして、～10コロニー / μg DNAの形質転換効率

で選択した候補株の～30％が１コピーで相同組換え

できる技術を確立した。また、相同組換えに必要な

主要セルラーゼ遺伝子の上流及び下流領域のDNA断

片のクローニングにも成功した。

 (ｲ) セルラーゼの改変では、タンパク質工学的改

変として、唯一セルロース結合領域（CBD）を持た

ないEG IIIにCBHのCBDを付加した２種のキメラEG

IIIを構築・発現させ、不溶性セルロース分解活性や

CBHとの相乗効果を向上させることが出来た。つぎ

に、そのCBDのタンパク質工学的改変に取り組み、

CBD II-EG III Y31W変異体がさらに分解活性や相乗

効果が増強されていた。また、進化分子工学的改変

に取り組み、EG IをS.cerevisiaeで、 EG IIを大腸菌で

発現させることに成功し、現在、エラープローンPCR

法による改変に取り組んでいる。

 (ｳ) 改変セルラーゼの相同組換えによる活性向上

では、上記で構築したキメラEG III遺伝子を用いて、

高セルラーゼ生産株のT. reesei PC-３-７株を形質転

換し、相同組換え株を取得し、それらのセルラーゼ

生産能力を検討した。その結果、元のPC-３-７株の

活性よりは低下したものの、同じシグナルペプチド

を有するコントロールのEG IIIよりは約10％程度の

活性増強が認められた。

 以上の結果、本研究の基本的な目的は達成され、

今後主要なCBH IとII及びEG IとIIの飛躍的な活性等

の機能向上が重要であると判断された。

キ 引用文献 

Hynes et al. 1983. Isolation of genomic clones con-

taining the amdS gene of Aspergllus nidulams and their

use in the analysis of structural and regulatory mutations,

Mol. Cell. Biol. 3： 1430-1439.
Jefferson et al. 1986. β-Glucuronidase from Es-

cherichia coli as a gene-fusion marker. Proc. Natl.

Acad. Sci. USA. 83：8447-8451.

森川 康 2003. バイオマスアルコール生産技術.

柳下立夫監修, バイオエネルギー技術と応用展開.

シーエムシー出版. 165-177.
Ogasawara et. al. 2006. Cloning, functional expres-



― 43 ―

sion and promoter analysis of xylanase III gene from

Trichoderma reesei. Appl. Microbiol. Biotechnol. （in

press）.

Okada et al. 1998. Molecular Characterization and

Heterologous Expression of the Gene Encoding a

Low-Molecular-Mass Endoglucanase from Trichoderma

reesei QM 9414. Appl. Environ. Microbiol. 64：

555-563.

Okada et al. 2000. Identification of active site car-
boxylic residues in Trichoderma reesei endoglucanase

Cel12A by site-directed mutagenesis. J. Mol. Calysis

B： Enzymatic 10：249-255.

Penttila et al. 1987. A versatile transformation sys-

tem for the cellulolytic filamentous fungus Trichoderma

reesei. Gene 61：155-164.

研究担当者（森川 康＊、岡田宏文、小笠原 渉）

(3) 結晶セルロースを同時糖化発酵させるセルラー

ゼ遺伝子群を導入した酵母の開発 

ア 研究目的 

セルロース性物質をエタノールなどの有用物質に

変換するには、まず単糖にまで分解する必要がある。

しかし、植物体に代表される天然のセルロース性物

質は、セルロース、ヘミセルロース、リグニンといっ

た高分子物質の複合体であり、強固な結晶構造のた

めに極めて難分解性である。現在、行われている糖

化法は硫酸を用いた酸糖化法が主流であるが、過分

解や使用した硫酸の後処理などの問題点が実用化を

困難にしている。これらを解決するために、セルラー

ゼなどの酵素を利用した酵素糖化法が穏和で環境に

優しい方法として注目されている。結晶性セルロー

スを酵素によって効率よく単糖にまで分解するには

分解様式や基質特異性などが異なる複数のセルラー

ゼ成分が同時にセルロース分子を攻撃することが必

要であり、さらにそれらの相乗効果が重要であると

考えられる。本研究では、我々が強力なセルラーゼ

生産菌として土壌から分離した糸状菌Aspergillus 
aculeatusが生産するセルラーゼ成分のセルロース分

解機構、相乗効果の機構を明らかにするとともに、

セルロース分解に重要なセルラーゼ成分を特定し、

それらの遺伝子を酵母に同時に導入することによっ

て、セルロース性物質から直接エタノールを生産す

る酵母を育種することを 終目標とし、本研究では

大きく分けて以下の２つの研究課題を設定した。

 (ｱ) 結晶性セルロース分解に重要なセルラーゼ成

分の解析

 現時点で 強とされているのはTrichoderma属のセ

ルラーゼ剤であるが、それにも単糖生成力が乏しい、

ヘミセルラーゼ活性が弱いという弱点が指摘されて

おり、Trichoderma属のセルラーゼ剤でセルロースを

処理するとその反応生成物に多くのオリゴ糖が残存

することが知られている。そういった欠点を補うセ

ルラーゼ生産菌をスクリーニングした結果、我々は

土壌中から糸状菌A. aculeatusを分離し、本糸状菌と

Trichoderma属のセルラーゼ剤とをアルカリ処理した

稲ワラなどのセルロース性物質に同時に作用させる

と強い相乗作用を示し、ほぼ完全に単糖にまで速や

かに分解することが可能であることを示した（図

1213－１）。これら両者のセルラーゼ剤は相乗作用解

明のためのいいモデルとなると考えられる。

 セルロース性物質を効率よく単糖にまで分解する

には、少なくても３種のタイプの異なるセルラーゼ

（エキソグルカナーゼ、エンドグルカナーゼ、β-グ

ルコシダーゼ）が必要であり、それらが協同して作

用することによりはじめて可能になると考えられて

いる（相乗作用）。土壌から分離された糸状菌A. 
aculeatusはセルラーゼ・ヘミセルラーゼをはじめとす

る多種多様な多糖分解酵素を大量に分泌生産する有

用微生物である。これまでにA. aculeatusの培養液か

らは９種のセルラーゼ成分と７種のヘミセルラーゼ

成分がすでに単離・精製され、それらの酵素化学的

性質及び物理化学的性質が明らかにされている（表

1213-１）（Murao, S. et al 1979, Murao, S. et al 1988,
Arai, M. et al 1995, Fujimoto, H. et al 1995, Ooi, T.
et al 1995）。さらに、これらのうち２種のエキソグル

カナーゼ（FI-avicelase, FIII-avicelase）、２種のエン

ドグルカナーゼ（FI-CM-cellulase, FII-CM-cellulase）、

１種のβ-グルコシダーゼ（β-glucosidase １）の構

造遺伝子が、また、３種のヘミセルラーゼ成分

（FIa-xylanase, FIb-xylanase, β-mannosidase）の構

造遺伝子がクローニングされており、塩基配列も、

既に決定されている（表1213－２）（Ooi, T. et al

1990a, b, Takada, G. et al 1998, Kawaguchi, T. et al
1996, Takada, G. et al 1999）。したがって、セルロー

ス性物質の効率の良い分解に必要とされているタイ

プの異なるA. auleatus由来のセルラーゼ遺伝子を取

得していることになる。しかし、セルロース性物質
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の効率の良い分解にこれらすべての酵素が必ずしも

必要とは考えられず、また、これらすべての遺伝子

を酵母に同時に導入して発現させることは、酵母に

対して大きな負荷となることから非現実的であり、

この中で分解に重要な役割を演じているセルラーゼ

成分を特定し、必要 小限の酵素の組み合わせを決

定することが必須である。そのような組み合わせを

決定するためには大量の酵素標品が必要であるため、

精製した各セルラーゼ成分を用いて行うには、精製

のための多大な労力が必要となり、現実的には不可

能といえる。また、精製した酵素では他のセルラー

ゼ成分の混入の可能性が否定できないという問題が

いつもつきまとう。つまり、活性が極めて低く検出

できないような酵素成分であっても、他の酵素成分

とともに作用することによって前述の相乗効果が現

れ、活性が何倍にも上昇することが考えられること

から、単一の酵素成分の活性を正しく評価できない

ことが十分にあり得るのである。この危険性を排除

するには、大腸菌や酵母などの本来セルラーゼを生

産しない微生物を宿主として遺伝子を発現させ、そ

の発現産物を精製することが もいい方法と考えら

れる。以上のことから、すでに取得しているセルラー

ゼ成分の遺伝子をまず酵母において発現させ、その

発現産物を精製することを目標とした。これは、そ

れぞれの遺伝子が酵母において発現可能かどうかを

判定する意味もある。また、一般に糸状菌の遺伝子

を酵母で発現させた場合、大量の発現産物を得るこ

とが困難だとされているため、同族の糸状菌である

Aspergillus oryzaeの高発現系を用いた大量発現につ

いても検討することとした。我々の過去の実績から、

A. aculeatusの遺伝子をA. oryzaeに導入して発現さ

せた場合、数百mg/lもの生産量が期待できることが明

らかとなっている（Kanamasa, S. et al 2001）。こうし

て得られた大量の酵素標品を様々に組み合わせた再

構成系を構築し、そのセルロース性基質に対する活

性や分解率を測定し、それぞれのセルラーゼ成分の

重要性を評価し、酵母に導入するべきセルラーゼ成

分遺伝子を特定することを目標とした。

図1213-1 A. acuelatus とTrichoderma のセルラーゼ剤による相乗効果 

(▲): 0.5％ A. aculeatus セルラーゼ 

(■): 0.5％ Trichoderma セルラーゼ 

(●): 0.25％ A. aculeatus セルラーゼ ＋ 0.25% Trichoderma セルラーゼ 

基質: アルカリ処理した稲ワラ 
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 (ｲ) セルロース性物質から直接アルコール発酵す

る酵母の育種

 アルコール発酵性酵母であるSaccharomyces cere-

visiaeはセルロース資化能を持っていない。したがっ

て、セルロース性物質からエタノールを生産しよう

とする場合、まずセルロースを酵母が炭素源として

利用できる形、すなわち、単糖にまで加水分解する

ことが必須である。現在は硫酸による酸加水分解が

主流となっているが、その条件によっては未分解反

応産物である酵母が利用できないセロオリゴ糖が残

渣として反応溶液に残存したり、また過分解産物に

よる酵母の生育阻害などの問題が指摘されている。

さらに、使用した硫酸の処理にコストがかかるなど

の問題もある。一方で、硫酸糖化よりも穏和で環境

に優しい方法としてセルラーゼ剤による酵素糖化が

注目されているが、酵素糖化法では実際上バッチ法

によるため酵素は使い捨てであることから酵素のコ

ストを相当下げなければ実用化は難しく、現在のセ

ルラーゼ剤の力価を数十倍に上昇させる必要がある。

これらの問題を解決するには酵母そのものにセル

ロース資化能を賦与することが考えられる。以上の

見地から、本研究課題では、A .aculeatusのセルラー

ゼ成分のうち、結晶性セルロース分解に重要なもの

を特定し、それらの遺伝子をより安定に保持される

表1213－１ A.aculeatusの生産するセルラーゼ・ヘミセルラーゼ 

表1213－２ A.aculeatusからクローン化されたセルラーゼ関連遺伝子 
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酵母染色体に導入し、発現させることにより、セル

ロース性物質から直接アルコールを発酵生産する酵

母を育種することを目標とした。そのために、まず

結晶性セルロースを完全に単糖にするために 低必

要だと考えられるエキソグルカナーゼ（cbhI）、エン

ドグルカナーゼ（cmc1, cmc2）、β-グルコシダーゼ

（bgl1）のタイプの異なる３種のセルラーゼ成分を同

時に分泌生産する酵母の創製を目指した。その 終

目標を達成するべく、第１段階としてより発現しや

すいと考えられる自立複製能を有するプラスミドに

よる発現を行うことで目的の遺伝子が酵母ないで発

現することを確認し、その後原則的にシングルコ

ピーしか導入されない染色体組み込み型ベクターに

よる発現を行うこととした。

イ 研究方法 

(ｱ) 菌株、プラスミド、培養方法

 大腸菌の宿主にはEscherichia coli DH５ α［supE44 
Δ lacU169（ψ 80 lacZDM15） hsdR17 recA1 endA1 
gyrA96 thi-1 relA1］を、プラスミドはpUC118／119

を主として使用した。糸状菌の宿主にはA. oryzaeの

野性株RIB40株由来のniaD300株（niaD）を用いた。

niaD300株は硝酸還元酵素遺伝子（niaD）を欠損して

おり、硝酸塩を単一炭素源とする培地は生育できな

い。糸状菌用発現プラスミドは大関(株)によって開

発されたpNAN8142を使用した（図1213－２）。本プ

ラスミドは形質転換の選択マーカーであり、かつ組

換えの際の標的遺伝子として機能する完全なniaD遺

伝子を持っている。また、プロモータプローブベク

ターを用いてA. nigerのゲノムから単離した強力な

プロモータにA. oryzaeのアミラーゼ関連遺伝子で見

出された正の転写制御に関わるシス領域である

Region IIIを12コピー挿入することによって改良した

極めて強力なプロモータであるP-No.8142を有して

いる（Ozeki, K. et al 1996, Minetoki, T. et al 1998）。
このプロモータ下流に存在するマルチクローニング

サイトに遺伝子を挿入することで、炭素源に左右さ

れずに構成的な高発現を可能にすることが明らかと

なっている。E. coliはLB培地（１％ Bacto-tryptone,

0.5％ yeast extract, 0.5％ NaCl, pH 7.0）で37℃に

て培養し、必要に応じて適量のアンピシリン、

isopropyl- β -D-thiogalactopyranoside （ IPTG ）、

5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D- galactopyranoside

（X-gal）を培地に添加した。A. oryzaeは基本培地

［0.3％ NaNO3, 0.13％ KCl, 0.13％ MgSO4･7H2O,

0.38％  KH2PO4, 0.0001％  Mo7O24･4H2O, H3BO3,

0.0002％  CoCl ･ 6H2O, 0.0002％  CuSO4 ･ 5H2O,

0.005％ EDTA, 0.0005％ FeSO4･7H2O, 0.0005％
MnCl2･4H2O, 0.002％ ZnSO4･7H2O（pH 6.5)］に特

に断らない限り１％のグルコースを炭素源として添

加した。培養は37℃で行った。

 酵 母 の 宿 主 は Saccharomyces cerevisiae FY833

［MATa, his-Δ200, ura-52, leu-Δ1, lys2-Δ202, 
trp-Δ63]、FY834 [MATα, his-Δ200, ura-52, leu-Δ

1, lys2-Δ202, trp-Δ63]、HYP100 ［MATa, his-Δ200, 
ura-52, leu2-3, lys2-801, trp-Δ 1, ade2-101］、

KYC509［MATa his-11,15 ura-1 leu2-3 trp1-1 ade2-1]、

を使用した。酵母形質転換体のスクリーニングには

基本培地［0.67％ yeast nitrogen base w/o amino acids, 
2％ glucose, 1 M sorbitol（pH 6.0）］に適宜100 mg/l 
L-leucin, 20 mg/l uracil, 20 mg/l L-tryptophan, 20 mg/l 
L-histidine, 30 mg/l L-lysine･HCl, 20 mg/l adenine sul-

fate,を添加した。酵母栄養培地としてYPD培地

［2.0％ Bacto Tryptone, 1％ Bacto yeast extract,

0.5％ NaCl（pH 6.0）を使用した。酵母の培養は30℃

で行った。

RegionⅢa RegionⅢb

P-No.8142
XbaI, SphI, NdeI, SpeI, PmaCI, NotI, HindIII, SalI, XhoI

SmaI

niaD

EcoRI

BamHI

Amp

P-No8142

T-agdA
PstI

Tth111I

図1213－２ 糸状菌高発現ベクターpNAN8142の構造 
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(ｲ) 形質転換

大腸菌の形質転換は、Hanahanの方法（Hanahan, D.
1983）により行った。A. oryzaeの形質転換は、五味

らの方法（Gomi, K. et al 1987）に準じて行った。す

なわち、 少液体培地にて約12時間振盪培養したA.

oryzaeの若い菌糸を集めprotoplasting buffer［0.3％

Yatalase, 0.2％ lysing enzymes, 0.8 M NaCl, 10 mM

リン酸バッファー（pH 5.6）］に懸濁し、30℃で約２

時間ゆっくりと振盪した。ミラクロスを用いた濾過

により細胞残渣を除去した後、遠心でプロトプラス

トを集め、さらにtransformation buffer［0.8 M NaCl, 50
mM CaCl2, 10 mM Tris-HCl buffer（pH 7.5）］でプロ

トプラストを２回洗浄した。少量のtransformation

bufferにプロトプラストを再懸濁し、そこにプラスミ

ド溶液と1/5容のPEG solution［50％  polyethylene 
glycol 4000, 50 mM CaCl2, 10 mM Tris-HCl buffer（pH

7.5）］を添加した後、15分間氷上に放置した。さら

に、１mlのPEG solutionを加え室温で20分間放置した。

10倍量のtransformation bufferで希釈後、遠心でプロト

プラストを集め、少量のtransformation bufferに再懸濁

後、１％ グルコース及びスタビライザとして1.2 M

ソルビトールを加えた固体培地（1.5％ agar）上に塗

布した。30℃で数日培養後に硝酸資化能の回復に

よって出現したコロニーを形質転換体とした。

酵母の形質転換は、酢酸リチウム法、または、エ

レクトロポレーション法で行った（Broach, J. R. et

al 1979, Ito, I. et al 1983, Harashima, S. et al 1984）。
エレクトロポレーション法は、一晩YPD培地で振盪培

養した菌体を新しいYPD培地に接種し、５時間30℃で

激しく振盪培養した。集菌後氷冷した滅菌水で数回

洗浄し、さらに氷冷した１M sorbitolで数回洗浄した。

終的に40μlの氷冷した１M sorbitol溶液に懸濁し

0.2cm-gapのキュベットに移して、Gene Pulser IIで、

キャパシタンス25μF、パルスコントローラ200Ω、

タイム５msec、電圧1.5Vの条件下でパルスをかけた。

すぐに0.2mlの１M sorbitolを添加し、穏やかに混合後、

１M sorbitolを含む選択プレートに塗布した。30℃で

３～７日間培養し、出現したコロニーを形質転換体

とした。

(ｳ) プレートアッセイ

 A. oryzaeの形質転換により取得した形質転換体の

中から、まず、目的の遺伝子発現株のスクリーニン

グをプレート上のアッセイにより行った。得られた

形質転換体を１％ グルコースを炭素源とした 少

培地に１％ carboxymethyl cellulose（CMC）を添加（エ

ン ド グ ル カ ナ ー ゼ ）、 ま た は 、 50mM ４

-methylumbelliferyl-β-D-glucoside（MU-glu）（β-グ

ル コ シ ダ ー ゼ ）、 あ る い は 、 50mM ４

-methylumbelliferyl-β-D-lactoside（MU-lac）（エキソ

グルカナーゼ）を20μl塗布したプレート上で30℃、

２～３日間生育させた。その後、エンドグルカナー

ゼ生産株はコンゴーレッド染色法（Wood, T. M. et al
1998）によりコロニー周辺CMC分解によるハロが形

成されたものを選択した。β-グルコシダーゼ及びエ

キソグルカナーゼ生産株は紫外線照射下で酵素活性

により生成した４-methylumbelliferonによる蛍光を観

察し、目的の形質転換体を選択した。酵母の形質転

換体の中から目的の遺伝子発現株のスクリーニング

もA. oryzaeの場合と同様に行ったが、β-グルコシ

ダーゼ活性の検出には適宜合成基質として５

-bromo- ４-chloro-３-indoryl-β-D-glucoside（X-glu）

も併用した。

(ｴ) 酵素活性測定法

ａ エンドグルカナーゼ活性

生成した還元当量をSomogyi-Nelson法（Somogyi, M.

1952）により定量することによって行った。100μl

の粗酵素液と100μlの１％ CMC溶液 [100 mM酢酸

バッファー（pH 5.0)] を混合し、37℃で10分間反応

させた。反応後、１ml Somogyi液を加え反応を停止し、

0.8ml蒸留水を加えて15分間煮沸し、その後流水で5

分間冷却した。そこに、１ml Nelson液を加えよく撹

拌した。20分間室温に放置した後、７ml蒸留水を加

えてよく混合し、遠心分離した上清の500 nmの吸光

度を測定した。１unitは、１分間に１μmolのグルコー

スに相当する還元当量を生成する酵素量とした。

ｂ β-グルコシダーゼ活性

 100μlの粗酵素液と100μlの３mM p-nitrophenyl-β

-D-glucopyranoside（pNp-glu）[100 mM酢酸バッファー

（pH 5.0）] を混合し、37℃で10分間反応させた。そ

の後２mlの１M炭酸２水素ナトリウム溶液を加えて

反応を停止し、405nmの吸光度を測定した。酵素活性

単位は、１分間に１μmolのp-nitrophenolを遊離させ

る酵素量を１unitと定義した。

ｃ エキソグルカナーゼ活性

基質としてp-nitrophenyl-β-D-lactoside（pNp-lac）を

用いてβ-グルコシダーゼ活性測定法と同様に行っ
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た。

(ｵ) セルラーゼ成分遺伝子の発現システムの構築

  ａ A. oryzaeを宿主とした発現ベクターの構築

(a) β-グルコシダーゼ（BGL1）

 bgl１遺伝子の翻訳開始点より約60bp上流に存在す

るXhoIサイト及び終止コドンより約300bp下流に存

在する SphIサイトで遺伝子全長を切り出し、

pNAN8142のマルチクローニングサイト上の同サイ

トに挿入した。これをpNAN-BGL1-Aと命名した。bgl1

遺伝子の翻訳開始点直前にXhoIサイトが作製される

ように設計したPCRプライマー：BGL1-F;5' - t a a  c t c g 

a g A T G A A G C T C A G T T G G C T - G A G G C G G - 3'（下線

部XhoIサイト）、BGL1-R；5' - G A G C A A G A G T G T C A 

- A C G G C G A G C T C C - 3'（499-525 nt in bgl１）を用い

てbgl１遺伝子がクローン化されているプラスミド

（pH３K）を鋳型としたPCRを行い、遺伝子前半部分

である534bpの増幅断片を得た。これをpUC118のSmaI

部位にサブクローニングした（pBPA）。次にpBPAを

Aor51HI及びSphIで消化し、ここにpH３K由来の遺伝

子後半部分であるAor51HI/SphI断片を挿入した

（pBGL１）。 後にpBGL１からXhoI/SphI消化により

遺伝子全長を切り出し、pNAN8142のマルチクローニ

ングサイト上の同じサイトに挿入した。こうして作

製したベクターをpNAN-BGL1-Bと命名した。

 BGL１のシグナル配列は糸状菌のシグナル配列と

しては典型的とは言えないことから、A. aculeatusの

セロビオハイドロラーゼⅠ（CBHI）のシグナル配列

に置き換えたものも作製することにした。cbhI遺伝子

のシグナル配列部分が増幅されるように、また、翻

訳開始点直前にXhoIサイトが作成されるように設計

したプライマー： C B H s i g -  F;  5'  -  t a a c t c g a g A T G G

T -  T G A C T C T T T C T C C A T C T A C A A A A C A G C -  3'

（下線部XhoIサイト）、CBHsig-R；5'  -  G A C C T G C T 

G C G C A T T G C T G G T G -3'（50-71 nt in cbhI）を用

いてPCRを行い、80 bpのcbhI 遺伝子のシグナル配列

をカバーする増幅断片を得た。これをXhoIで消化し

た断片を、pNAN-BGL1-AのXhoIとAor51HIの断片と

入れ替えた。こうして作製したベクターをpNAN-BG

L1-Cと命名した。これら３種の発現ベクターの構造

を（図1213－３）に示した。構造上の違いを簡単に

説明すると、pNAN-BGL1-AではpNAN-BGL1-Bに比

べて遺伝子上流の非翻訳領域が約60 bp長く、また、

pNAN-BGL1-CはpNAN-BGL1-Bと基本的には同じ構

造であるが、シグナル配列がCBHIのものと置き換

わっている。

(b) FI-CM-セルラーゼ（CMC1）

 cmc1 遺伝子の開始コドン直前にXhoIサイトを作

製するように、PCRプライマーを設計した：開始コド

ン周辺をカバーするforward primer （cmc1-F）;5' - a t c 

c t c g a g a A T G A A G G C C T T T C A C C T C C -  3’（下線部

XhoIサイト）、終止コドン周辺をカバーするreverse

primer （cmc1-R）; 5' - c a c a g a g t a c c a a c c t a C T G T A C G 

-3'。これらをプライマーとしてcmc1遺伝子全長をク

ローン化したプラスミドpCMG14を鋳型としたPCR

を行い、特異的な増幅断片を得た。この断片をXhoI

とEcoRVで二重消化し、得られた断片をpBluescriptに

サブクローン化した（pCMG15）。pCMG14を翻訳開始

コドン直後に存在するStuIとEcoRIで二重消化し、得

られた断片を同じ制限酵素で処理したpCMG15とラ

イゲーションした。このプラスミドからcmc1遺伝子

全長をXhoI/XbaI消化により切り出し、pNAN8142の同

サイトに挿入した。構築した発現プラスミドを

pNAN-cmc1と命名した。
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(c) FII-CM-セルラーゼ（CMC2）

cmc2遺伝子の開始コドン直前にXhoIサイト、3’末

端にSphIサイトを作製するように、PCRプライマーを

設計した：開始コドン周辺をカバーする forward

primer（cmc2-F）; 5'-t a c c t c g a g A T G A A G T T C A C C G T 

T T T G G C A C T G C T T C T C T C -3'（下線部XhoIサイト）、

終止コドン下流のreverse primer（cmc2-R）；5' - t g a g c 

a t g c c t a t t c - c a t t c g g t c t a g g c a a t a c -3 '（下線部SphIサイ

ト）。cmc2 遺伝子をクローン化したプラスミドを鋳

型としたPCR増幅断片をpBluescriptのEcoRVサイトに

クローン化した。このプラスミドをSfi I及びNspVで消

化し、クローン化したcmc2遺伝子の同断片と入れ替

えた。さらに、XhoI及びSph Iで消化して得た遺伝子

全長を含む断片をpNAN8142の同じサイトに挿入し

た。こうして構築した発現ベクターをpNAN-CMC2

と命名した。

(d) FIII-アビセラーゼ（CBHI）

cbhI 遺伝子の開始コドン直前にNot Iサイト、3’末

端側は構造遺伝子下流に存在するSpe Iサイト直後を

カバーするように、PCRプライマーを設計した：開始

コドン周辺をカバーするforward primer （cbh-F）; 5' - 

t t a a g a a t g c g g c c G C A A C C A T G G T T G A C - T C T T T C T C 

C A T -3'（下線部NotIサイト）、SpeIサイト下流の

reverse primer （cbh-R）; 5' - T C A G T G A T A A G A A A A 

A A A A A A A C A G C C T T T C A T T T G C T A G - 3'。cbhI 遺

伝子をクローン化したプラスミドを鋳型としたPCR

増幅断片をpBluescriptのEco RVサイトにクローン化

した。このプラスミドをNot I及びSpe Iで消化し、ク

ローン化したpNAN8142の同じサイトに挿入した。こ

うして構築した発現ベクターをpNAN-CBHと命名し

た。

 ｂ S. cerevisiaeを宿主とした発現システムの構築

(a) 自立複製能を有するプラスミドを利用した分

泌発現システムの構築

 cmc1の発現ベクターは、大腸菌と酵母のシャトル

ベクターであるYep13（Broach, J. R. et al 1979）上の

酵母由来 glycelaldehyde-3-phosphate dehydrogenase

（GAP）遺伝子のプロモータ下流にcDNAを鋳型とし

てPCRで増幅したDNA断片を挿入することによって

構築した。それ以外の４種のセルラーゼ遺伝子 （cmc

２, cbhI, aviIII, bgl１）についても同様に、PCRで増

幅したcDNAクローン断片を大腸菌と酵母のシャト

ル ベ ク タ ー で あ る pMA91 上 の 酵 母 由 来

phosphoglycerate kinase（PGK）遺伝子のプロモータ

下流に挿入することによって構築した。使用した２

種の酵母発現用ベクターは、どちらもleu２遺伝子を

選択マーカーとして持っており、宿主としてロイシ

ン要求性変異株を用いることで形質転換体を選択で

きる。また、用いたプロモータは、どちらも解糖系

の酵素遺伝子のものであり、炭素源によらず構成的

な高発現を可能とする。それぞれの発現プラスミド

の名称と模式図を（図1213－４）に示した。
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図

Open hatch represents the region of signal sequence.
pNAN-BGL1-A has extra part of 5 ’-noncoding region (70 bp) in comparison 
with pNAN-BGL1-B. pNABGL1-A and -B have the original signal sequence 
(open hatch) of BGL1, while pNAN -BGL1-C has that from CBHI of A. 
aculeatus.
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with pNAN-BGL1-B. pNABGL1-A and -B have the original signal sequence 
(open hatch) of BGL1, while pNAN -BGL1-C has that from CBHI of A. 
aculeatus.

図1213－３ 糸状菌におけるbgl1発現ベクターの構造
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構築した５種のセルラーゼ成分遺伝子発現ベクター

を酢酸リチウム法、あるいは、エレクトロポレーショ

ン法によりSaccharomyces cerevisiae DC5 [α, leu2-3, 
leu2-112, hi43, can1] に導入した。形質転換後、細胞

のロイシンを含まない固体培地上に塗布し、30℃で

数日間培養後出現したコロニーを形質転換体とした。

得られた形質転換体から目的の遺伝子を発現してい

る株を次のように選択した。エンド型セルラーゼ

（CMC1, CMC2）では１％ CMCを含む培地に植菌後

30℃で３～５日間培養し、プレートをコンゴーレッ

ドで染色したときにコロニーの周辺にハロを形成す

るものを生産株とした。エキソ型セルラーゼ（CBHI,

AVIIII）では、培地に0.05％ 4-methylumbelli- feryl-

β -D-cellobioside （4-MU-cel）、または、0.05％

4-methylumbelliferyl-β-D-lactoside（4-MU-lac）を添

加したプレートに植菌し同様に30℃で3～5日間培養

した後、紫外線照射下で蛍光を発するものを生産株

とした。BGL1の形質転換体では、蛍光基質として

4-methylumbelligeryl-β-D-glucoside（4-MU-glc）を用

いて同様に紫外線照射下で蛍光を発するものを生産

株とした。なお、酵母には内在性のBGLが存在するた

め、目的の遺伝子断片を含まないベクターのみで形

質転換した形質転換体をコントロールとし、蛍光強

度を比較することで選択を行った。

(b) 染色体組込型プラスミドを利用した分泌発現

システムの構築

すべてのセルラーゼ成分の遺伝子の発現に、PGKプ

ロモータを用いることとした。また、今回は一つの

細胞に複数のセルラーゼ遺伝子を導入することが目

的であるため、それぞれの発現プラスミドで異なっ

た選択マーカー（染色体と組み換えを起こすときの

標的遺伝子）を導入した。構築したプラスミドの構

造を（図1213－５）に示した。形質転換は前述と同

様に酢酸リチウム法、または、エレクトロポレーショ

ン法により行った。宿主は今回用いた組み換えのた

めの標的遺伝子すべてに変異を持った多重変異株を

使った。使用した酵母宿主とその遺伝子型を（表1213

－３）に示した。取得した形質転換株の活性の確認

には前述と同様に１％  CMCを含む培地に植菌後

30℃で３～５日間培養し、プレートをコンゴーレッ

ドで染色したときにコロニーの周辺にハロを形成す

る も の （ エ ン ド グ ル カ ナ ー ゼ ）、 0.05 ％

4-methylumbelliferyl-β-D- cellobioside（4-MU-cel）、

または、0.05％ 4-methylumbelliferyl-β-D-lactoside

（4-MU-lac）を添加したプレートに植菌し同様に

30℃で３～５日間培養した後、紫外線照射下で蛍光

を発するもの（エキソグルカナーゼ）、蛍光基質とし

て4-methylumbelligeryl-β-D- glucoside（4-MU-Glc）

を用いて同様に紫外線照射下で蛍光を発するもの

（β-グルコシダーゼ）を生産株とした。

図 自律複製型プラスミドによるセルラーゼ発現ベクターの構造

YEpM98R PGAP TGAPScmc1 cmc1 gene
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PGAP and P PGK show the promoters of glyceraldehyde -3-phosphate 
dehydrogenase gene and phosphoglycerate kinase gene, respectively, 
from S. cerevisiae. T GAP and T PGK show the terminators of 
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase gene and phospho-
glycerate kinase gene, respectively, from S. cerevisiae. 
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図1213－４ 自律複製型プラスミドによるセルラーゼ発現ベクターの構造
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ウ 研究結果 

 (ｱ) 酵母を宿主としたセルラーゼ成分遺伝子の発

現

  ａ cmc1遺伝子

構築した酵母発現プラスミドYEp93RをS. cere-

visiaeの種々の株に導入したところS. cerevisiae DC５

株が も生産性が高かったことから、以降の実験に

は、この株を宿主として用いた。S. cerevisiae DC5株

を宿主として得られた形質転換体をYNBD液体培地

に接種し、30℃で振盪培養した。CMC1の生産量は培

養10日目に 大となり、約300 units/l に達した（図

1213－６）。これは、酵母で生産された組み換えCMC1

がA. aculeatus の培養液から精製したCMC1の比活

性と同じであると仮定すると、約４mg/l の生産性に

相当する。形質転換体の培養液を濃縮後、

SDS-polyacrilamide gel electrophoresis（SDS-PAGE）に

供し、抗体によって検出した結果、A. aculeatus から

精製したCMC1と同じ位置にバンドが確認できた。そ

れに加えて、それより分子量が大きな位置にもう１

本バンドが確認され、活性染色法（Béguin, P. 1983）
によって、どちらも活性体として生産されているこ

とが明らかとなった。分子量の大きなタンパクバン

ドは、endoglycosidase Hで処理するとA. aculeatus 由
来のCMC1と同じ分子量となることから、糖鎖付加に

よる修飾を受けていると考えられた。

 培養10日目の培養上清を出発材料として精製を

行った。糖鎖付加による修飾を受けているものと受

けていないものをまとめて、収率は約25％であった。

それぞれの酵素の酵素学的性質を明らかにし、A. 
aculeatus から精製したものと比較したところ、糖鎖

を持たない酵素は大きな差異は認められなかったが、

糖鎖付加により修飾された酵素は熱に対する安定性

が向上していた。
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図1213－５ 染色体組込型発現プラスミドの構造 

表1213－３ 組み込み型ベクターによる発現で用いた酵母宿主



― 52 ―

  ｂ cmc2 遺伝子

 pMC2についても同様にS. cerevisiae DC5株に導入

したときに も発現量が多かった。１％ CMCを含む

培地上でコンゴーレッド染色により明確なハロが確

認でき、目的のCMC2タンパクが効率よく分泌発現し

ているとが明らかとなった（図1213－７）。形質転換

株をYPD液体培地で振盪培養し、その培地上清の酵素

活性の経時変化を追った結果、培養２～３日目の早

い時期に、約1.6units/mlの活性に達し以後変化がな

かった。これは酵素量にして約24mg/l の生産量に相

当する。本研究では他のセルラーゼ成分を含まない

セルラーゼ標品を得ることが目的であるが、酵母は

内在性のβ-グルコシダーゼを生産することが知ら

れている。したがって、この酵母由来のβ-グルコシ

ダーゼと目的酵素とを分離することが必要である。

酵母由来のβ-グルコシダーゼは陰イオン交換樹脂

に吸着するが、CMC2は吸着しないことが分かってい

たので、培養上清を陰イオン交換樹脂によるカラム

クロマトグラフィーに供し、素通り画分を酵素標品

とした。得られた粗酵素液の比活性は32.3 U/mgで

あった。

  ｃ cbhI遺伝子

 酵母宿主S. cerevisiae DC5株をcbhI発現プラスミド

pMAA1で形質転換した。得られた形質転換体を

4-MU-celを含むプレートに接種し終日間30℃で培養

後、紫外線照射下で観察したところ、強い蛍光を発

する株が得られた。しかし、cbhI 断片を含まないベ

クターのみによる形質転換体でも蛍光を発したため、
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図1213－６ 形質転換株の培養経過 
(○): 酵素活性、(●): 生育 

図 1213 -7 酵母による の分泌生産 

pMC2 による形質転換株 

ベクターによる形質転換株 

図1213－７ 酵母によるの分泌生産 
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酵母内在性のβ-グルコシダーゼは4-MU-celを切断

することが示唆された。したがって、CBHIに特異的

な合成基質である4-MU-lacを基質として蛍光を発す

る株を目的のCBHI生産株とした。酵母由来のβ-グル

コシダーゼは4-MU-lacを基質として切断する活性が

ないことが示されている。これまでと同様に、形質

転換体をYPD液体培地で培養し培養経過を調べた結

果、培養上清の活性は10日目に 大となり、50 mU/l 
であった。これはタンパク量にして約５mg/l と少な

いものであった。続いて、酵母由来のβ-グルコシ

ダーゼと分離するために部分精製を行った結果、

終的な粗酵素液の比活性は32.8mU/l となった。精製

したCBHIをSDS-PAGEに供した結果、約117 kDaと94

kDaの２種類のCBHIが生産されていることが分かり、

過剰糖鎖付加による修飾を受けていることが示唆さ

れた。

  ｄ aviIII 遺伝子

 酵母宿主S. cerevisiae DC5株をaviIII発現プラスミ

ドpMAA3で形質転換した。得られた形質転換体から

AVIIIIを生産する目的の株を選択するにあたり、CBHI

と異なりAVIIIIは4-MU-lacを基質としないことから

酵母由来のβ-グルコシダーゼと区別することが困

難である。したがって、今回は液体培養をした培養

液を粗酵素液として活性を測定し、その比活性とベ

クターのみで性質転換した株の粗酵素液の比活性と

を比較することで目的の形質転換体を選択した。液

体培養した培養上清から酵母由来のβ-グルコシ

ダーゼを除き粗酵素液とした。 終的な比活性は

9.34 mU/mgであった。酵母で発現させたAVIIIIも他と

同様過剰糖鎖付加により修飾されており、分子量が

A. aculeatus のものに比べてかなり大きくなってい

た。

  ｅ bgl1 遺伝子

 pMAB2でS. cerevisiae を形質転換し、得られた形

質転換株を4-MU-glcによるプレートアッセイを行っ

たが、紫外線照射下の蛍光強度はベクターのみの形

質転換株であるコントロールと大きな差が認められ

なかった。このことから、発現量が極めて少ないか、

または、発現していないものと考えられた。この一

つの原因として、A. aculeatus のBGL1の分泌シグナ

ル配列が酵母でうまく機能しない可能性が考えられ

た。したがって、新たにBGL1のシグナル配列部分を

A. aculeatus のCBHIのシグナル部分に置き換えた発

現ベクターpMAB1を構築し、S. cerevisiae DC5を形質

転換した。その結果、4-MU-glcを基質としたプレー

トアッセイでコントロールと比べて明らかに強い蛍

光を発する株が取得でき、それを目的のBGL1生産株

とした。形質転換酵母の培養液を各種クロマトグラ

フィーにかけ、酵母由来のβ-グルコシダーゼと分離

し、比活性14.6units/mgの酵素標品を得た。 
ｆ 再構成系のよるセルラーゼ活性及びアビセ

ル分解率

 部分精製した酵母で生産させた各セルラーゼ成分

を様々に組み合わせた複合酵素系のアモルファスセ

ルロースであるリン酸膨潤セルロース及び結晶性セ

ルロースであるアビセルに対する活性とアビセルの

分解率を測定した（表1213－４）。これから明らかな

ようにできるだけ多くのセルラーゼ成分を混ぜるこ

とによって、当然セルロースはより効率よく分解さ

れる。しかし、表層提示酵母で発現させるセルラー

ゼ成分の種類には限界がある。それぞれのタイプで

考えると、エンド型セルラーゼは、どちらかという

とCMC2がより有効であり、エキソ型セルラーゼでは、

それほど違いは認められない。また、単糖にまで分

解するには、やはりβ-グルコシダーゼは必須と考え

られる。酵母で発現させた酵素標品では量的に不十

分であったため、さらに、細かい組み合わせによる

解析が不可能であった。しかし、表から分かるよう

に、活性の強さと分解率が必ずしも一致しない場合

があることが分かり、本課題の趣旨から活性を指標

にするのではなく分解率、特に単糖の生成率を指標

にした解析をする必要があることが示された。これ

から、アモルファスセルロースを基質としたさらに

細かい解析のためには多くの酵素標品が必要となる

ことが予想されるため、次に述べるA. oryzae を宿主

とした大量発現系の構築を行うことにした。
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 (ｲ) A. oryzae を宿主としたセルラーゼ成分遺伝子

の大量発現

  ａ cmc1遺伝子

 構築した発現プラスミドpNAN-CMC1をA. oryzae-

niaD300株に導入した。硝酸塩を単独窒素源とする選

択培地上に生育したコロニーを形質転換体として選

択し、さらに、１％ CMCを含む培地に接種し、コン

ゴーレッド染色によりコロニー周辺にハロを形成す

る株をCMC1生産株（A. oryzae CM C1株）とした（図

1213－８）。一方、pNAN8142で形質転換したコント

ロール株（NAN株）ではハロの形成は見られなかっ

た。CMC1株の生産性を液体培養で調べた結果、少な

くとも培地1 l当たり約700mgであった。培養液を粗酵

素液として、Butyl-Toyopearlによる疎水クロマトグラ

フィー、ついでDEAE-Toyopearlによる陰イオン交換

クロマトグラフィーの２段階で容易に電気泳動的に

均一な酵素サンプルを取得した。

  ｂ cmc2遺伝子

構築した発現プラスミド p NAN-CMC2をA. 
oryzaeniaD300株に導入した。硝酸塩を単独窒素源と

する選択培地上に生育したコロニーを形質転換体と

して選択し、さらに、１％ CMCを含む培地に接種し、

コンゴーレッド染色によりコロニー周辺にハロを形

成する株をCMC2生産株（A. oryzae CMC2株）とした。

CMC2株の生産性を液体培養で調べた結果、少なくと

も培地１l 当たり約124 mgであった。

  ｃ cbhI 遺伝子

 pNAN-CBHをプロトプラスト-PEG法によりA. 
oryzae niaD300株に導入した。硝酸資化能を指標とし

て1次スクリーニングを行い取得した形質転換株を

4-MU-lacを含むプレートに植菌し、数日培養後に紫

外線照射によって蛍光を発する株を選択しCBHI生産

図1213 -8 プレートアッセイによるCMC1活性の確認

Left panel; NAN 株、Right panel; CMC1 株
図1213 -8 プレートアッセイによるCMC1活性の確認

Left panel; NAN 株、Right panel; CMC1 株

表1213－４ 再構成系によるセルロース分解

図1213－８ プレートアッセイによるCMC1活性の確認 

Reconstitution Hydrolysis of Avicel Activity

CMC1 CMC2 Hase AVIIII CBHI BGL1 Hydrolysis Degradation HCase Avicelase

(%) (%) (%) (%)

○ ○ ○ ○ ○ ○ 80 82 100 100

× ○ ○ ○ ○ ○ 78 80 45 70

× ○ × ○ ○ ○ 60 62 41 67

○ × × ○ ○ ○ 46 46 84 90

× × × ○ ○ ○ 45 45 27 36

× × × ○ ○ × 22 39 3 4

× × × ○ × × 9 16 0 0

× × × × ○ × 14 17 2 1

Hase; Hydrocellulase purified from A. aculeatus , HCase; Hydrocellulase acutivity measured by using 
phosphate-swollen cellulose as a substrat e. Avicelase activity was meaqsured by using Avicel as a 
suvstrate. Cellulase activities are shown in relative value, taken the activity when all components were 
mixed as 100%. 
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株とした。A. oryzae は多核体であるため、さらに、

単胞子分離を繰り返して安定な形質を示すホモカリ

オン株を純化し、CBH株とした。また、コントロー

ルとしてベクターのみによる形質転換株をNAN株と

した。両者のグルコースを炭素源とした液体培地に

接種し、30℃で液体培養を行い、培養上清の酵素活

性を測定した。培養75時間後に酵素活性は 大にな

り、その値は約７mU/mlであった。これは、約950 mg/l 
の生産量に相当する。一方、ベクターのみを導入し

たNAN株においては、酵素活性は検出できなかった。

培養５日目のCBH株の培養上清をSDS-PAGEで分析

したところ、少なくても80％が目的タンパク質であ

り、分子量もA. aculeatus から精製したものと同じで

あったことから、同様の翻訳後修飾を受けているも

のと考えられた。

  ｄ bgl1 遺伝子

構築した３種のプラスミドをそれぞれA. oryzae 
niaD300株に導入し得られた形質転換体をMU-gluを

含むプレートに植菌し、数日培養後に紫外線照射下

で蛍光を発するものを選択した（図1213－９）。発現

ベ ク タ ー pNAN-BGL1-A 、 pNAN-BGL1-B 、

pNAN-BGL1-Cによる形質転換体の中から も強い

蛍光を発するものを選択し、それぞれ、A. oryzae 
BGL1-A1株、BGL1-B1株、BGL-1C1株とした。また、

pNAN-BGL1-Aの形質転換体の中から、さらに、別の

生産株を選択しBGL1-A2とした。一方、コントロー

ルとしてpNAN8142で形質転換した株（NAN株）も作

製し、同様にプレートアッセイした結果、顕著な蛍

光は観察されなかった。選択した形質転換体は、シ

ングルスポアアイソレーションを繰り返し、発現の

表現型が安定なホモカリオンとなるまで純化した。

 A. oryzae BGL1-A1株、B GL1-B1株及びBGL1-C1

株について、BGL1生産性を液体培養で調べた。それ

ぞれの形質転換体を発現用培地にて培養し、BGL1活

性が低下するまで活性測定を続けた。その結果、４

日目で比活性が 大となり、その後６日目から比活

性が低下し始めたため、８日目で活性測定を終了し

た。報告されているA. aculeatus 由来のBGL1の比活

性（28.9 units/mg protein）を用いてそれぞれの分泌

生産量を推定した。結果、培養上清1 l中にBGL1-A1、

BGL1-B1、BGL1-C1株から、それぞれ 大で約1.27、

0.49、0.47gのBGL1が分泌されていることが推定され

た。また、BGL1-A2株の生産量は0.52 g/l であった。 
BGL1-A1株を液体培養しその上清をSDS-PAGEで分

析した。その結果、遺伝子導入したことによって新

たに出現した３本のタンパクバンドが観察された

（130K, 100K, 3.2K Da）。Western blot分析を行った

ところ、130K及び100Kのタンパクは抗BGL1抗体と反

応し、確かにbgl1遺伝子の産物であることが確かめら

れた。また、PAS染色によっても130K及び100Kのタ

ンパクは陽性であった。それぞれのタンパクの由来

を明らかにするために、Ｎ末端アミノ酸配列を決定

したところ、130K及び100Kのタンパクは、どちらも

DELAFであり、A. aculeatus から精製したBGL1と完

全に一致した。また、3.2KのタンパクのＮ末端アミ

ノ酸配列はVATETであり、この配列はBGL1の675か

ら679番目のアミノ酸残基と一致した。これらのこと

から、130Kの発現産物がプロテアーゼによって100K

と3.2Kのタンパクに分解されたものと考えられた。

さらに、X-gluを基質として活性染色（Geerlings, A. et

al 2000）を行った結果、130Kのタンパクにのみ活性

があることが分かった（図1213－10）。

図1213－９ 形質転換体のBG L1生産の確認 
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FY833 (-) FY833 (+) FY834 (-)

FY834 (+) KYC509 (-) KYC509 (+)

HYP100 (-) HYP100 (+)

FY833 (-) FY833 (+) FY834 (-)

FY834 (+) KYC509 (-) KYC509 (+)

HYP100 (-) HYP100 (+)

図1213-11 染色体組込型発現ベクターによるCMC1の生産 

(+): cmc1遺伝子導入株、(-): ベクターのみのコントロール 

図1213－12 染色体組込型発現ベクターによるCMC2の生産 

(+): cmc2 遺伝子導入株、(-): ベクターのみのコントロール 

FY833 (-) FY833 (+) FY834 (-)

FY834 (+) KYC509 (-) KYC509 (+)

HYP100 (-) HYP100 (+)

FY833 (-) FY833 (+) FY834 (-)

FY834 (+) KYC509 (-) KYC509 (+)

HYP100 (-) HYP100 (+)

(ｳ) 酵母における染色体組込型ベクターによるセル

ラーゼ遺伝子の発現

ａ セルラーゼ成分遺伝子の単独発現

  (a) cmc1遺伝子の発現

構築した染色体組込型発現プラスミドで（表1213

－３）に示した４種類の酵母宿主をhis3遺伝子のマー

カーとして形質転換した。その結果すべての形質転

換体がCMCを含むプレート上でコンゴーレッド染色

によって明確なハロを形成し、分泌発現しているこ

とが確認できた（図1213－11）。

  (b) cmc2 遺伝子の発現

 構築した染色体組込型発現プラスミドで（表1213

－３）に示した４種類の酵母宿主をleu2 遺伝子の

マーカーとして形質転換した。その結果すべての形

質転換体がCMCを含むプレート上でコンゴーレッド

染色によって明確なハロを形成し、分泌発現してい

ることが確認できた（図1213－12）。

  (c) bgl1 遺伝子の発現

 構築した染色体組込型発現プラスミドで（表1213

－３）に示した４種類の酵母宿主をura3 遺伝子の

図1213－10 発現産物のSDS-PAGE分析および活性染色 
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図1213－13 染色体組込型発現ベクターによるBGL1の生産 

右パネル: bgl1遺伝子導入株、左パネル: ベクターのみのコントロール 

マーカーとして形質転換した。その結果、KYC509を

除く形質転換体が4-MU-glcを含むプレート上で紫外

線照射よって明らかにコントロールと比べて強い蛍

光を発したことから、目的の遺伝子産物が分泌発現

していることが確認できた（図1213－13）。

(d) その他の遺伝子の発現

 cbhI、aviIII 遺伝子についても同様に４種類の宿主

に染色体組込型発現ベクターを導入したが、プレー

トアッセイにおいて活性は検出されなかった。

ｂ 複数のセルラーゼ成分遺伝子を発現する酵母

の育種

まず、単独発現が可能であることが示されたbgl1 
遺伝子及びcmc1 遺伝子を同時に導入した酵母の作

製を試みた。その結果、プレート上においてβ-グル

コシダーゼ活性とエンドグルカナーゼ活性の両者を

検出できる形質転換体の取得に成功した（図1213－

14）。こうして得られたCMC1とBGL1の両方を同時に

生産する酵母に、さらにcbhI 遺伝子を導入したとこ

ろ、微弱ながらCBHI活性が検出された。このことか

ら、エキソグルカナーゼ、エンドグルカナーゼ、β-

グルコシダーゼの３種のセルラーゼ成分を同時に分

泌生産する酵母の育種に成功したと考えている。

エ 考 察 

 (ｱ) 異種宿主におけるセルラーゼ成分遺伝子の発

現

他のセルラーゼ成分の混入のない酵素精製標品を

取得するために、まずセルラーゼ生産菌でないS. 
cerevisiae を宿主としたセルラーゼ遺伝子の発現系

構築を試みた。その結果、生産量は数mg/l から数十

mg/l であり発現量としては満足のいくものではな

かった。これまでの報告からも酵母での異種タンパ

クの分泌発現量はこの程度であり、酵母の能力を考

えるとプロモータなどの検討を加えても発現効率が

向上することは期待できないと思われる。しかし、

終目標であるセルロース資化性酵母の育種という

見地から、ここで対象としたセルラーゼ成分遺伝子

が酵母において発現可能であることを確認できたと

いうことは大きな成果だといえる。

 酵母では大量にセルラーゼ成分を生産させること

は困難であることから、セルラーゼ生産菌と同じ属

の糸状菌であるA. oryzae を宿主とした大量発現を

目指すこととした。A. oryzae はセルラーゼ遺伝子を

持っていることから大量発現を目的としたセルラー

ゼ成分に他のセルラーゼの混入という問題があるが、

ここで用いたプロモータは炭素源としてグルコース

を用いても構成的な高発現が可能であり、培養時に

高濃度のグルコース存在下ではセルラーゼやアミ

ラーゼなどのカーボンカタボライトリプレションの

制御を受ける遺伝子の発現はほぼ完全に抑制される

ことが知られており、その可能性は無視できると考

えている。実際、今回の形質転換体ではグルコース

を炭素源として培養したとき、精製をしていない培

養上清そのものにも目的の酵素活性以外のセルラー

ゼ活性を検出することはできなかった。

 一方、aviIII 遺伝子はA. oryzae を宿主とした発現

系でも理由は不明だが発現が認められなかった。そ

c c TfTf

図1213－14 cmc1, bgl1 同時発現株 

左パネル: β-グルコシダーゼ活性 

右パネル: エンドグルカナーゼ活性 

c: コントロール 

Tf: 形質転換株 
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こで、セルラーゼ生産菌であるA. aculeatus の宿主ベ

クター系を開発し、同じ改良プロモータを利用した

発現を試みたところ発現が確認できた。まだ発現量

を正確に測定していないが、培養条件などを 適化

することによってA. oryzae を宿主とした他のセル

ラーゼ成分と同程度の発現量が期待できると考えて

いる。ヘミセルラーゼ成分であるβ-マンノシダーゼ

（MANB）遺伝子についてA. aculeatusを宿主とした

発現を試みたところ、A. oryzae を宿主としたときよ

り、はるかに大量に生産された。これは、自己の遺

伝子であることが理由の一つとも考えられるが、A. 
aculeatus がA. oryzae よりタンパクの分泌生産能に

優れており、異種タンパク生産のための道具として

の可能性を示すものである。これは、本研究から派

生した副次的な結果といえる。（表1213－５）に異種

宿主における各セルラーゼ成分の発現量をまとめて

示した。

 (ｲ) 酵母を宿主とした染色体組込型ベクターによ

るセルラーゼ成分遺伝子の発現

 染色体外に保持されるプラスミドはプラスミド上

にある選択マーカーに対する選択圧をかけていない

と容易に脱落することが知られている。一方、外部

から導入した遺伝子を染色体内に組み換えによって

挿入することにより形質が安定に保持されるととも

に、染色体と挙動をあわせるので、安定に子孫に遺

伝子が伝達されると考えられる。したがって、実用

的な面を考えると本研究では染色体組み込みベク

ターによる発現の方が有利だと判断した。染色体に

組み込む場合、一般的に遺伝子は１コピーのみであ

ることからジーンドーセージ効果を期待することは

できないが、自立複製型プラスミドによる発現量か

ら、遺伝子のコピー数よりも遺伝子自体の発現効率

が律速になっていると思われ、細胞に数コピー存在

する自立複製型プラスミドでの発現量と大きな差は

ないものと考えている。

 今回の本研究では結晶性セルロースから直接アル

コール発酵する酵母の育種を 終目標とし、そのた

めに 低限必要なエキソグルカナーゼ、エンドグル

カナーゼ、β-グルコシダーゼを同時に生産する酵母

を作製することとした。まず、エンドグルカナーゼ

とβ-グルコシダーゼを同時に生産する酵母の作製

には確実に成功した。セルロース性物質の前処理方

法により天然の結晶性セルロース性物質から脱リグ

ニンし、ほとんどアモルファスセルロースに変換で

きるのであれば、この2種のセルラーゼ成分を生産す

る酵母で充分である可能性がある。さらに、これら

の２種のセルラーゼ成分に加えてエキソグルカナー

ゼ遺伝子も導入した酵母を作製し、極めて微量なが

らエキソグルカナーゼ活性を検出した。本形質転換

株の染色体DNAをの解析から確実に目的遺伝子が組

み込まれていること、cbhI 遺伝子単独発現に成功し

ていることから３種のセルラーゼ成分を同時に生産

する酵母の育種に成功したものと考えている。今後

リン酸膨潤セルロースや不溶性セロオリゴ糖を唯一

の炭素源として生育するかどうかなどの確認が必要

である。

n.d: not done

発現量（mg/l） 

酵素遺伝子 S. cerevisiae A. oryzae A. aculeatus 

エキソグルカナーゼ

  cbhI 5 950 n.d.
  aviIII 10 - expressed

エンドグルカナーゼ

  cmc1 4 700 n.d.
  cmc2 24 130 n.d.

β-グルコシダーゼ 
  bgl1 （1 コピー） 22 500 n.d.

（多コピー） 1,250

ヘミセルラーゼ

  xynIa 30 n.d. n.d.
  manB n.d. 270 2,550

表1213－５ セルラーゼ成分の異種宿主における発現 
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オ 今後の課題 

(ｱ) セルラーゼ成分の相乗作用

遺伝子を取得しているすべてのセルラーゼ成分の

大量発現が可能となったことから、酵素標品を容易

にかつ大量に取得することができる。それらを用い

て各セルラーゼ成分間の相乗作用の機構を解明する

ことが必須である。酵母で発現させたセルラーゼ成

分の再構成系での実験結果から、必ずしも活性の強

さと水解率が一致しない場合も見られることから、

様々な酵素を組み合わせた再構成系で活性や水解率

だけでなく酵母によるアルコールへの変換という見

地からは単糖の生成率も考慮に入れて評価する必要

があると考えられる。その上で、様々なセルロース

性基質に 適なセルラーゼ成分の組み合わせを決定

する必要があり、それらの遺伝子を酵母に導入する

ことを考えなくてはいけない。

(ｲ) 酵素成分の改良

 今回得られた酵母のセルラーゼ生産能では実用的

に充分ではないと思われる。酵母の異種タンパク生

産能はそれほど高くなく、発現量を増大させること

は容易ではない。したがって、個々のセルラーゼ成

分の酵素としての能力を向上させることが必要と考

えられる。この点に関してはすでに着手しており、

単糖の生成には必須であるβ-グルコシダーゼの遺

伝子をランダム変異処理し比活性の向上した変異酵

素の取得を目指しつつある。

(ｳ) 酵母宿主の選定

今回作製した複数のセルラーゼ成分を同時に生産

する酵母は、あくまで実験室酵母を材料に行ったも

のであり、実際の実用化を考えると凝集性やアル

コール生産能に優れた２倍体酵母などの実用性酵母

を用いるべきであるが、数種類の遺伝子を導入する

ための異なった栄養要求性変異をもつ実用性酵母は

存在しない。したがって、将来、研究目的にかなっ

た酵母宿主の選定とそれに対する栄養要求マーカー

の賦与といった研究が必要になると考えられる。

 カ 要 約 

(ｱ) セルラーゼ成分の異種宿主による発現

ａ 酵母を宿主とした発現

 ２種のエキソグルカナーゼ（AVIIII, CBHI）、２種

のエンドグルカナーゼ（CMC1, CMC2）、1種のβ-グ

ルコシダーゼ（BGL1）、１種のヘミセルラーゼ

（XYNIa）の分泌発現に成功した。それらの発現量は

数mg/l から数十mg/l であった。 
  ｂ A. oryzae を宿主とした発現

１種のエキソグルカナーゼ（CBHI）、２種のエンド

グルカナーゼ（CMC1, CMC2）、１種のβ-グルコシ

ダーゼ（BGL1）、１種のヘミセルラーゼ（MANB）の

分泌発現に成功した。それらの発現量は数十mg/lから

１g/l以上であった。 
  ｃ その他

A. aculeatus の宿主ベクター系を開発した。それを

用いてA. oryzae では発現できなかったAVIIIIの発現

に成功した。また、manB 遺伝子の発現ではA. oryzae 

を宿主としたときより、はるかに大量の酵素が生産

され、A. aculeatus は異種タンパク生産のための道具

として優れている可能性が示された。

 (ｲ) セルロースから直接アルコール発酵する酵母

の育種

 β-グルコシダーゼ（BGL1）とエンドグルカナーゼ

（CMC1）を同時に生産する酵母を作製した。さらに、

その菌株にエキソグルカナーゼ生産能を賦与した３

種の異なるタイプのセルラーゼを同時に生産する酵

母の作製に成功した。
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(4) 複合微生物叢を用いた有機性廃棄物の効率的

分解

ア 研究目的 

 稲わらやマイタケ廃菌床等の有機性未利用資源を

効率的に分解する微生物集団の分解機構を解明し、

その集団または生産する酵素群によって、未利用有

機資源を効率的に分解し、低分子化合物を蓄積させ

ることを目指す。

イ 研究方法 

(ｱ) 天然リグノセルロースを効率的に分解する微

生物集団の作製

ａ 微生物集団の作製

 マイタケ廃菌床、落ち葉、芝草を漉き込んだ土壌

を積み上げ、発酵を開始した。数回切り返しを繰り

返し、温度が50℃以上に上昇した内部から土壌を採

取し、接種源とした。過去の報告（Haruta, S. et al.,
2002a）に習い、ペプトン、酵母エキスを含む液体培

地に芝草、廃菌床等を加え、継代培養を繰り返した。

ろ紙を安定に分解する18種の培養系を数ヶ月のうち

に得ることに成功した。これらを基にして、培養温

度を50℃、60℃としたもの、また、50℃培養につい

ては、培養液量を少なくし浅くした条件で、さらに、

継代培養を行った。これら３種の条件で得られた微

生物集団をD50（50℃培養）、D60（60℃培養）、S50

（D50よりも培養液深さが浅い条件）と名付けた。

ｂ 微生物集団の安定性評価

 継代培養毎の分解速度を比較し、機能の安定性と

して評価した。構成細菌種の安定性は、培養液から

全DNAを抽出しPCR-DGGE法＊1（Haruta, S. et al.,

2002b）を用いて評価した。

ｃ 微生物集団のリグノセルロース分解特性

 培養温度、培養液量の異なる条件で分解量を測定

した。また、異なるリグノセルロース物質に対する

分解性を評価するとともに、分解に伴う生産物を検

出・定量した。
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(ｲ) 微生物集団による効率的リグノセルロース分

解機構の解明

 既に作製している稲わら分解微生物集団（Haruta,

S. et al., 2002a）を対象とした。

ａ 構成微生物種の単離・同定

栄養培地を用いた平板培養法で分離し、セルロー

ス分解菌の単離にはセルロース付着性及び分解性を

指標に集積培養を行った後、寒天平板でのコロニー

を純化した（Kato, S. et al., 2004a）。16S rRNA遺伝

子配列を基に系統解析を行った。また、特異的PCR

プライマーをデザインして、定量PCR法により菌種特

異的定量に利用した（Kato, S. et al., 2004b）。
ｂ リグノセルロース分解関連酵素活性の検

出・定量

 無細胞抽出液、または、培養ろ液を用いて、セル

ラーゼ、キシラナーゼ、セロビアーゼ、キシロビアー

ゼ、アラビノフラノシダーゼ、フェルラ酸エステラー

ゼ、ラッカーゼ、ペルオキシダーゼ、アミラーゼの

活性を測定した。各酵素の測定は既法に準じた（Wood,

W. A., and S. T. Kellogg, 1988; Mastihuba, V. et al., 
2002; Blum, D. L. et al., 2000; Bourbonnais, R., and 
Paice, M. G., 1990）。

ｃ 単離細菌と集団での酵素活性の比較

 セルラーゼ、キシラナーゼ活性についてカルボキ

シメチルセルロースまたはキシランを含むゲルを用

いて、SDS-PAGEで酵素タンパク質を分離した。未反

応の基質をCongo redで染色して、それぞれの活性バ

ンドを検出した。

ウ 研究結果 

(ｱ) 天然リグノセルロースを効率的に分解する微

生物集団の作製

 新たに作製した３種の微生物集団は、どれも継代

培養を繰り返してもPCR-DGGEプロファイルは一定

であり、主要な細菌種は固定されていた。これら微

生物集団の芝草分解量を比較したところ、集団D50

が培養開始から12日で約70％（乾燥重量）を分解し

たのに対し、他の２集団は40～60％程度であった。

集団S50による芝草分解は培養液深さを深くしたほ

うが、むしろ分解量は高く、浅い条件での分解に至

適化されていなかった。また、D50は45～55℃で高い

分解能を示したのに対し、D60では60℃が至適分解温

度であったが、他の温度では 大活性の70％以下で

あった。さらに、異なるpHの培地で培養したところ、

D50はpH5.0からpH10.0の広い範囲で分解性を示し

たのに対し、D60ではpH6.0-10.0、S50ではpH5.0-8.0

と分解可能pH範囲は狭くなっていた。

D50について各種リグノセルロースの分解を測定し

た（図1214－１）。マイタケ廃菌床についてはアルカ

リ溶液で前処理することで約20％の重量減少が見ら

れた。芝草については、12日間の培養で60％以上の

分解が観察された。芝草分解に伴う生成物量の推移

を測定したが（図1214－２）、オリゴ糖など分解代謝

物の蓄積はほとんど見られなかった。

＊1：DGGE法とは、同じ長さの二本鎖DNA断片をそ

の配列の違いで分離できる電気泳動法。細菌の分類

に16S rRNA遺伝子の配列の違いが利用されるが、細

菌群のDNAを調製し得られるPCR-amplified 16rRNA

遺伝子断片をDGGE 法で分離することにより、細菌

群の複雑さや構成群についての情報が得られる。
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(ｲ) 微生物集団による効率的リグノセルロース分

解機構の解明

 既に作製している稲わら分解微生物集団から主要

構成細菌種を分離し（Kato, S. et al., 2004b）、それ

ぞれの酵素活性を測定した（表1214－１）。これら酵

素活性の組合せにより、集団による高効率分解が進

行していると考えられた。さらに、SDS-PAGEでタン

パク質を分離後、CMCase及びXylanase活性を示すタ

ンパク質バンドを検出して、集団内で発現している

これら活性がCSK1株に由来することを明らかにした。

その酵素活性量は集団内では20～75倍高くなってお

り、また、CSK1株細胞数も純粋培養条件より高く、

集団内でCSK1株の生育が促進されていることが分

かった。他の細菌の培養上清にCSK1株の生育促進効

果が見出され、これら相互作用が重要であると考え

られた。

 分離した細菌の有機物利用性を調べた結果、非セ

ルロース分解菌の一部にオリゴ糖、エタノール、グ

ルコース、または、酢酸の利用性が確認された。そ

こでまず、エタノールやグルコース利用性のあるM1

－5株を除いた組合せで集団を再構成したが、充分な

効果は見られなかった。一方、オリゴ糖利用性の高

いFG4株を除いたところ、オリゴ糖蓄積量は４倍程度

上昇し、１gのセルロース分解から約0.15gのオリゴ

糖が回収できた。ただし、これらM1-5株やFG4株を

除いた組合せの再構成集団は安定性に乏しく、継代

培養を繰り返すと、分解能が消失した（Kato, S., et

al., 2005）。
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図1214－１ 微生物集団D50による各種 

リグノセルロース分解 

●マイタケ廃菌床、▲芝草

アルカリ溶液で前処理

した廃菌床

図1214-2 D50による芝草分解生成産物 
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表1214－１ 微生物集団から分離した微生物種及びその酵素活性

比活性（U/mg）2) 
株名 近縁種1) CMC- 

ase 
Xyla- 
nase 

Cello- 
biase 

Xylo- 
biase 

A.furano- 
sidase 

F.este-
rase 

CSK1 Clostridium 
straminisolvens3) 

0.29 0.76 18 1.4 2.7 - 

FG4 Clostridium 
thermosuccinogenes - - 28 16 111 - 

M1-1 Bacillus 
licheniformis 

- - - 0.98 517 - 

M1-3 Pseudoxanthomonas 
taiwanensis 

0.11 0.057 11 44 63 - 

M1-4 Virgibacillus 
pantothenticus - - - - - - 

M1-5 Brevibacillus 
agri 

- 0.027 0.18 19 16 23 

M1-6 Bordetella 
petri 

- - - - - - 

稲わら分解微生物集団 3.2 15 39 232 21 145 

１）16S rRNA遺伝子の塩基配列を決定し、遺伝子データベースを検索した結果。

２）タンパク質あたりの活性として示した。各活性の定義は以下の通り。

 CMCase, カルボキシメチルセルロースを基質として１minに１μmolのグルコース等量の還元

力を生じる活性；Xylanase, キシランを基質として１minに１μmolのグルコース等量の還元力を生じ

る活性；Cellobiase, p-nitrophenyl-β-D-glucopyranosideを基質として１minに１nmolのp-ニトロフェ

ノールを生じる活性；Xylobiase, p-nitrophenyl-β-D-xylopyranosideを基質として1minに1nmolのp-ニト

ロフェノールを生じる活性；A.furanosidase（Arabinofuranosidase）, p-nitrophenyl-α-L-arabinofuranoside

を基質として1minに1nmolのp-ニトロフェノールを生じる活性；F.esterase（Feruloyl esterase）, フェ

ルラ酸エチルを基質として1minに1nmolのフェルラ酸を生じる活性

３）本研究で新種として命名、登録した（Kato, S. et al., 2004a）。

 エ 考 察 

(ｱ) 天然リグノセルロースを効率的に分解する微

生物集団の作製

安定な微生物集団を得るためには、継代培養開始

初期に強い選択圧をかけるのを避け、10回以上の継

代培養を続けることが重要であると考えられた。本

研究期間内でマイタケ廃菌床等を効率的に分解でき

る微生物集団の作製には至らなかったが、微生物源

の拡大や培養条件の改変も必要だったと考えられる。

また、本研究で作成した集団では、低分子物質の充

分な蓄積が見られていないが、異なる性質の集団を

容易に得ることが可能になったため、多くの集団を

作製し、その中からより有用な集団を選抜していく

ことができるであろう。

(ｲ) 微生物集団による効率的リグノセルロース分

解機構の解明

 微生物集団では多様な酵素活性が共同的に作用し

効率的に分解が進行していることが明らかとなった。

また、セルラーゼ等の中心的役割を担う酵素活性の

発現量も高く、その一因はセルラーゼ産生菌の生育

量の増大と考えられた。このように複合酵素剤を比

較的容易に取得できるという点で集団の利用性は高

いと考えられる。また、糖類等の蓄積を目指し、そ

れらを消費する細菌の除去を試みたが、部分的な効

果しか得られていない。機能未知の細菌種も構成種

として重要であると考えられ、１種の除去だけでな

く、さらに、これら細菌種の組合せを検討する必要

があると考える。
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オ 今後の課題 

(ｱ) 天然リグノセルロースを効率的に分解する微

生物集団の作製

 作製プロセスや培養条件の違いによって性質の異

なる微生物集団を得ることができたため、これらの

知見を踏まえ、より多様なリグノセルロース物質に

対しても効果のある集団の作製に取り組んでいきた

い。同時にマイタケ廃菌床等のリグニン含量の高い

基質の効率的分解を達成するため、白色腐朽菌等の

導入も試みる必要がある。

(ｲ) 微生物集団による効率的リグノセルロース分

解機構の解明

 集団内で促進される分解細菌の生育及び分解酵素

発現について、その機構を明らかする。また、再構

成した微生物集団に関する知見を基にして、構成メ

ンバーの入れ換え等により、集団機能の効率化及び

低分子化合物の蓄積へと集団機能の改変を目指した

い。

カ 要 約 

(ｱ) 天然リグノセルロースを効率的に分解する微

生物集団の作製

 芝草等の天然リグノセルロースを効率的に分解で

きる複数の安定な微生物集団を比較的短期間で再現

的に作製することが可能となった。ただし、マイタ

ケ廃菌床の効率的分解や低分子化合物の充分な蓄積

能を有する集団を得ることはできなかった。

(ｲ) 微生物集団による効率的リグノセルロース分

解機構の解明

 既存の稲わら分解微生物集団の構成微生物種を分

離し、各細菌種のリグノセルロース分解への寄与を

推定した。集団では、複数の分解関連酵素が発現し

ており、また、セルロース分解細菌の生育が促進さ

れておりセルラーゼ、キシラナーゼ活性が高くなっ

ていた。細菌種の再構成により、糖類の蓄積効果も

見られたが、集団としての安定性を維持するのは困

難であった。
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研究担当者（五十嵐泰夫＊）

２ 分離・濃縮・抽出技術 

(1) エタノール濃度応答ゲート膜の開発 

ア 研究目的 

エタノール連続発酵槽からのエタノールの抜き出

しに膜分離法、特に、浸透気化法（PV法）を用いる

場合、発酵槽内のエタノール濃度が低い時は抜き出

しを行わず、ある程度以上に濃度が高くなったとき
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のみ抜き出しをすることができれば、発酵効率、抜

き出しエネルギー効率を飛躍的に高めることができ

る。本課題では、膜自身がエタノール濃度をセンシ

ングし、ある濃度以上になると膜細孔を開き、濃度

が下がると再び膜細孔が閉じる「エタノール濃度応

答ゲート膜」を開発する。この膜を用いることによ

りセンサーシステムを用いることなく発酵槽の濃度

をコントロールし、膜のみでエタノールの抜き出し

を も効率良くコントロールすることが可能となる。

本課題ではこのような膜を開発し、さらに、それを

用い連続発酵-エタノール連続抜き出しを行い、シス

テムの有用性を立証する。

イ 研究方法 

(ｱ) エタノールセンシングゲート膜の開発

ポリエチレン多孔膜の細孔内に、エタノールの濃

度に応じて膨潤-収縮するN-イソプロピルアクリル

アミドとN-イソプロピルメタクリルアミドとの共重

合ポリマーをプラズマグラフト重合法でグラフト重

合し、エタノール濃度に応答して膜細孔が開閉する

ことを確認した。

(ｲ) 発酵液でのゲート効果

 発酵実験を行い、実際の発酵液を上記ゲート膜で

濾過し、細孔開閉に伴う膜透過流束のon-offを確認し

た。

(ｳ) システム評価

発酵液からエタノールを濃縮して取り出す浸透気

化膜とゲート膜の組み合わせについても検討したが、

これについては問題が残ったので、ゲート膜を浸透

気化on-offのためのセンシング膜として用いるシス

テムを提案した。

ウ 研究結果 

(ｱ) エタノールセンシングゲート膜の開発

PE-g-NIPAM/NIPMAM（60/40）にて、エタノール

濃度４－５wt％でゲートを開閉する膜の作製に成功

した。このゲート膜は、共存するグルコース濃度に

よりエタノールセンシング濃度が変化した。

図1221－１ エタノール濃度と透過流束の関係 図1221－２ グルコース濃度の影響

(ｲ) 発酵液でのゲート効果

 上記、(ｱ)で作成したゲート膜をエタノール発酵液

に適用したが、ファウリングによる性能低下が観察

された。そこで、精密ろ過膜をプレフィルターとし

てゲート膜と重ね合わせてファウリング抑制を試み

た。細孔径0.2μmのプレフィルターを用いることで、

ファウリングを抑制した。また、連続発酵試験から

の高エタノール濃度溶液の抽出にも成功したことで、

このゲート膜の実用化の可能性を示した。
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図1221－３ プレフィルターの影響１ 図1221－４ プレフィルターの影響２

図1221－５ 連続発酵エタノール溶液でのゲート膜の挙動

(ｳ) システム評価

ゲート膜をセンサーとした連続発酵とエタノール

濃縮浸透気化との組み合わせシステムを提案し、シ

ミュレーション手法を開発した。
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図1221－６ 提案したプロセスのフロー図

図1221－７ システム計算の一例

分離係数：40、

発酵液量：500 kg、

発酵速度：固定

 エ 考 察 

(ｱ) エタノールセンシングゲート膜の開発

ポリエチレン多孔膜の細孔内に、エタノールの濃

度に応じて膨潤-収縮するN-イソプロピルアクリル

アミドとN-イソプロピルメタクリルアミドとの共重

合ポリマーをプラズマグラフト重合法でグラフト重

合したゲート膜の開発に成功した。

(ｲ) 発酵液でのゲート効果

(ｳ) システム評価

ゲート膜を用いた連続発酵－エタノール浸透気化

連続抜き出しシステムを提案し、その設計手法を確

立した。

オ 今後の課題 

ゲート膜を用いた連続発酵－エタノール浸透気化

連続抜き出しシステムの実証には、ゲート膜、浸透

気化膜ともにある程度以上の大面積が必要となる。

しかし、この大面積化は大学等の研究室では不可能

で、企業等の協力が必要となる。可能であれば、開

発に協力してくれる企業を探して本研究を立ち上げ、

実証試験を行ってみたいと考えている。要素技術と

しての発酵、ゲート膜については何ら問題はないの

で、残された課題はシステムの実証である。

 カ 要 約 

ポリエチレン多孔膜の細孔内に、エタノールの濃

度に応じて膨潤-収縮するN-イソプロピルアクリル

アミドとN-イソプロピルメタクリルアミドとの共重

合ポリマーをプラズマグラフト重合法でグラフト重

合し、エタノール濃度に応答して膜細孔が開閉する

ことを確認した。続いて発酵実験を行い、実際の発

酵液を上記ゲート膜で濾過し、細孔開閉に伴う膜透

過流束のon-offを確認した。一方で発酵液からエタ

ノールを濃縮して取り出す浸透気化膜とゲート膜の

組み合わせについても検討したが、これについては

問題が残ったので、ゲート膜を浸透気化on-offのため

のセンシング膜として用いるシステムを提案した。

キ 引用文献 

 Y. Ito et al. 2005. Development of Gating Mem-

branes that are Sensitive to the Concentration of Etha-

nol. J. Membr. Sci, 261： 145-151
研究担当者（中尾真一＊）

(2) ゼオライト膜を用いたエタノールの浸透気化

濃縮技術の開発 

ア 研究目的 

 親水性及び疎水性のゼオライト膜を利用したエタ

ノールの低濃度域から高濃度域にわたる分離技術の

確立を目的に、高選択高透過性の水／エタノール分

離用ゼオライト膜の開発を行う。発酵エタノールの

膜による分離・濃縮プロセスの実用化技術を構築す
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るために、低濃度エタノールの分離濃縮のためのア

ルコール選択透過性膜の合成と高濃度エタノールの

脱水用の高性能膜の合成の両要素技術を確立し、ゼ

オライト膜によるエタノールの浸透気化分離技術の

実用化を目指す。

 イ 研究方法 

(ｱ) エタノール選択透過膜の検討

 低濃度エタノールの分離濃縮のための高選択高透

過性のアルコール選択透過性膜の開発を目的に、エ

タノール選択吸着能を有するMFI型ゼオライトにつ

いて、恒温槽での水熱合成製膜法のスケールアップ

を行い長尺（50cm長）の製膜条件を確立する。あわ

せて、製膜時間の短縮と薄膜化を目的にマイクロ波

加熱による水熱合成を行い、水／エタノール系の膜

分離性能を評価し膜構造を解析する。さらに、MFI

構造を有する新規なエタノール選択透過膜としてチ

タノシリケート（TS-1）膜の製膜の性能評価を行う。

(ｲ) 水選択透過膜の検討

Ａ型ゼオライト膜のマイクロ波加熱による製膜法

の検討を行い、膜構造の解析と水選択透過膜の膜分

離性能を評価する。さらに、耐酸性を有する親水性

ゼオライト膜としてT、MOR膜と新規にZSM-５膜の

製膜条件について検討し性能を評価する。あわせて、

新規に開発した耐酸性の親水性ゼオライト膜の耐久

性について長期間の評価を実施するとともに、膜モ

ジュール作製のため三井造船と共同で新規膜のモ

ジュール化を検討する。

ウ 研究結果 

(ｱ) エタノール選択透過膜

エタノールを選択吸着するMFI型ゼオライト（シリカ

ライト及びZSM-５）について、高温加圧系対応の電

子レンジ（図1222－１）を利用したマイクロ波加熱

による水熱合成を行い、従来のオーブン加熱法によ

る水熱合成法（図1222－２）にくらべ大幅に製膜時

間を短縮し透過物性にも優れたエタノール選択透過

性ゼオライト膜の製膜に成功した（表1222－１）。マ

イクロ波加熱法によるシリカライト膜と従来の水熱

合成シリカライト膜の構造をSEM観察で比較した結

果、図1222－３に示すようにマイクロ波で短時間に

製膜したシリカライト膜は結晶粒径が小さく薄膜化

しており透過流束が大きいことが明らかになった。

さらに、膜モジュール作成用に従来加熱法（図1222

－２）で50cm長のシリカライト膜の製膜条件を検討

した。製膜用のオートクレーブと恒温槽を図1222－

４に示す。高性能な膜の製膜が可能になり、これら

の膜は１ヶ月以上安定な膜分離性能を示した（図

1222－５）。ついで、シリカライト膜の骨格構造中の

ケイ素をチタンで置換したチタノシリケート（TS-

１）膜の水熱合成（図1222－６）を行った。図1222

－７にSEM写真を示す。TS-1膜は従来のシリカライ

ト膜に比べ結晶サイズが大きくなった。図1222－８

に示すようにTS-1膜はこれまでで も高い選択性を

示した、膜は緻密に製膜可能で、さらに、マイクロ

波加熱法による製膜も可能であった（図1222－９）。 

図1222－１ シリカライト膜製膜用 

 電子レンジ 図1222－２ シリカライト膜の製膜手順 

 (TPAOH:(n-Pr)4NOH) 
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表1222－１ マイクロ波加熱で製膜したシリカライトとＡ型ゼオライト膜の性能 

製 膜 条 件 浸 透 気 化 分 離
温度 時間 供給液 透過流束 分離ゼオライト膜

(ºC) (分) (wt%) (kg/m2h) 係数

シリカライト１） 170 120 EtOH / H2O 1.75 50 
175 60 (5/95) 2.52 61
175 120 1.84 73
185 60 2.42 66

（従来加熱50cm） 185 2400 0.8 80
Ａ２） 100 30 H2O / EtOH 1.9 10000 

 15+15 (10/90) 2.3 10000 
 30３） 1.2 4100

（従来加熱）  240 2 10000
1) 合成ゲル組成 TEOS:TPAOH:H2O=1:0.17:120，長さ 10cm
2) 合成ゲル組成 SiO2:Al2O3:Na2O:H2O=1:2:1:75 長さ 10cm,  3) 流通式

図1222－３ シリカライト膜表面の 

 ＳＥＭ写真 

上:マイクロ波合成,下:従来加熱 

図1222－４ 50cm長ゼオライト膜合成用 

  オートクレーブと恒温槽 

図1222－５ シリカライト膜の浸透気化 

分離性能の安定性 

 (EtOH/H2O 5/95wt%, 60℃ 

●透過流束、○分離係数)

波合成 加熱
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(ｲ) 水選択透過膜

 Ａ型ゼオライトについて、原料の種類、組成比や

熟成の有無、種結晶の有無、合成温度、マイクロ波

照射条件（出力・時間・圧力）について検討し、バッ

チ式（平成13年度）、流通式（平成14年度）及びゲル

交換式の種なし合成（平成15年度）のいずれの方法

においても従来法に比べ短時間で水選択透過膜を製

膜出来た（表1222－１）。図1222－10に膜のX旋回折

図を図1222－11に 適製膜条件を、図1222－12に流

通式の装置図を示す。さらに、A型ゼオライトにくら

べより耐久性（特に耐酸性）にすぐれた親水性ゼオ

ライト膜の検討を行い、Si／Al比を大きくとったＴ型、

モルデナイト（MOR）膜、さらに、構造規定剤を用

いずに合成したZSM-５膜（図1222－13）が優れた水

選択透過性能を有することを新たに見いだし、新規

に開発した耐酸性の親水性ゼオライト膜の耐久性評

価を行い長期間の安定性を実証した（表1222－２）。

あわせて、耐酸性膜モジュール作製のため三井造船

と共同で新規ゼオライト膜のモジュール化を検討し

た。

図1222－６ TS－１膜の製膜手順 

 TPAOH：(n-Pr)4NOH,  

焼成条件：空気中500℃，10時間 

H2O + (n-Pr)4NOH

室温攪拌

多孔質支持体

焼成

チタノシリケートチタノシリケート(TS(TS--1)1)膜膜

モル比;
SiO2:TiO2:TPAOH:H2O 
=1:0.005-0.02:0.17:80-150

水水 熱熱 合合 成成

(EtO)4Si

(n-BuO)4Ti + H2O2

室温攪拌

H2O + (n-Pr)4NOHH2O + (n-Pr)4NOH

室温攪拌

多孔質支持体

焼成

チタノシリケートチタノシリケート(TS(TS--1)1)膜膜

モル比;
SiO2:TiO2:TPAOH:H2O 
=1:0.005-0.02:0.17:80-150

水水 熱熱 合合 成成

(EtO)4Si

(n-BuO)4Ti + H2O2

室温攪拌

図1222－７ チタノシリケート膜 

表面のSEM写真 
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図1222－８ ＭＦＩ型ゼオライト膜の 

 エタノール選択透過性能 

図1222－９ マイクロ波加熱法により製膜 

 したTS-1膜の表面ＳＥＭ写真 
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図1222-10 １０Ａ型ゼオライト膜 

       のＸ線回折図 

図1222－11 マイクロ波加熱Ａ型ゼオライト 

適製膜条件 

図1222－12 循環式マイクロ波加熱装置（フロー図と装置） 

Si 源 

ムライト支持体

（ZSM-5種塗布） 

ZZSSMM--55 膜膜  
MMeemmbbrraanneess  

水 熱 合 成

水洗・乾燥

SiO2 : (0.0125-0.067) Al2O3 : 
(0.15-0.201) Na2O : NaF : 
 (30-60) H2O 

Al 源, NaOH, NaF, H2O 

170-185 ºC, 37.5 rpm, 3-4.5 days

図1222－13 親水性ZSM-5膜の製膜手順 

表1222－２ MORとZSM-5膜の90  

 wt. % 酢酸水溶液中で 

の浸透気化分離性能 

 （75℃）

膜 浸漬時間
透過流束
[kg/(m2·h)] α 

MOR 21.5 h 0.13 3550
50 d 0.059 460
77 d 0.06 440

 415 d 0.067 400 
MFI 14 h 0.60 1670

32 d 0.50 980
98 d 0.45 890
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 エ 考 察 

(ｱ) エタノール選択透過性膜の検討

実用化に向けてMFI膜の透過性向上を目的に、マイ

クロ波加熱法による短時間製膜及び薄膜化を検討し、

マイクロ波加熱法により製膜時間を１／10に短縮し

実用化レベルである膜透過性１kg/m2h以上の薄膜の

製膜を達成した。高速昇温で製膜時の結晶核の生成

が促進された結果、従来の水熱合成法よりも小さい

結晶を緻密に製膜出来た結果薄膜化が達成できたと

考えられる。さらに新規にチタノシリケート膜が高

いエタノール選択性を示すことを明らかにした。

(ｲ) 水選択透過性膜の検討

 マイクロ波加熱による親水性ゼオライト膜の製膜

と新規耐酸性の親水性ゼオライト膜の検討を行った

結果、マイクロ波加熱による親水性ゼオライト膜の

短時間製膜、流通式合成、種なし合成がいずれも可

能になった、さらに、新規な耐酸性の親水性ゼオラ

イト膜としてT型、MOR膜、構造規定剤を用いずに合

成したZSM-5膜が優れた水選択透過性能を有するこ

とを新たに見いだし、その安定性を実証した。

オ 今後の課題 

マイクロ波加熱による高速製膜法によりゼオライ

ト膜の均一薄膜化が可能となり、水透過流束、ある

いは、エタノール透過流束が従来膜に比べ大幅に増

加し実用化レベルの選択性と処理量を達成できた。

今後、蒸留法にかわる省エネルギー・低環境負荷型

の高効率分離法として膜モジュール化をすすめ、早

期の実用化を目指す。

 さらに、高選択高透過性の高性能なゼオライト膜

は、水／エタノール分離のみならず、有機液体分離

や高温の気体・蒸気分離においても有望で、関連の

膜分離技術及び反応分離（メンブレンリアクター）

への展開を図る。

 カ 要 約 

(ｱ) エタノール選択透過性膜の検討

マイクロ波加熱法により製膜時間を１／10に短縮

し実用化レベルである膜透過性１kg/m2h以上の薄膜

の製膜を達成した。

 ｲ) 水選択透過性膜の検討

 マイクロ波加熱による親水性ゼオライト膜の短時

間製膜と新規な耐酸性の親水性ゼオライト膜を見い

だしその安定性を実証した。新規ゼオライト膜とし

て従来のゼオライト膜にくらべより耐久性（耐酸性）

にすぐれたＴ型、MOR膜さらに構造規定剤を用いず

に合成したＺＳＭ-5膜が優れた水選択透過性能を有

することを新たに見いだした。

研究担当者（喜多英敏＊）

(3) エタノールの膜分離技術実証研究 

ア 研究目的 

本研究は発酵アルコール濃縮用膜分離装置でのエ

タノール変換システム形態を明確にし、膜分離装置

の経済評価を行い、その結果に基づき膜装置実現化

を目的とする。有機・無機膜にかかわらず工業的に

利用するための 小ユニットが膜モジュールである。

国研・大学等で開発される高選択透過性の水／エタ

ノール分離用ゼオライト膜をモジュール化し、エタ

ノール膜分離プロセスの経済性についてのFSを実施

する。

イ 研究方法 

国研・大学等で開発された高選択透過性の水/エタ

ノール分離用ゼオライト膜の製膜法を修得し、研究

室ベースの製膜法をスケールアップした。スケール

アップした製膜法により、モジュール化可能なサイ

ズのゼオライト膜が創製され、市販モジュールと同

型モジュールへ組込まれた。

 市販と同型モジュールでは、モジュール効率が十

分とは言い難かった。そこで、モジュール効率の向

上のため、モジュール内流れ観察を行った。その結

果、ゼオライト膜面上に形成される境界層の成長が、

モジュール効率の低下要因と分かったので、境界層

の成長を抑制する目的で、乱流促進材、気液二相流

れ及び充填物の検討が行われた。その結果に基づき、

充填物内蔵型円筒型膜モジュールが開発された。こ

のエタノール選択透過用ゼオライト膜モジュールと

水選択透過用ゼオライト膜モジュールをハイブリッ

ド化したエタノール膜分離プロセスが考案され、こ

のプロセスの経済性が検討された。

ウ 研究結果 

 研究室ベースのシリカライト膜をモジュール化可

能なサイズ（外径/内径12φ/９φ長さ400mm）までス

ケールアップし、その膜が市販モジュールと同型の

円筒型及び二重円筒型モジュールに組込まれた。膜

の片端は封止処理され、他端が解放されている。

 円筒型モジュールは、このゼオライト膜を両管板

から所定ピッチ配列で交互に差し込まれ、片端固定

された構造である。エタノール水溶液は膜の外側を
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流れ、膜外側に設けられた欠円形の邪魔板で加速さ

れかつ乱される。一方、透過物は膜内を通り両チャ

ンバーに集められる。円筒型モジュールでは、供給

液流速が遅すぎるためとモジュール構造に基づく偏

流のため、モジュール効率は約0.4であった。

 少量の処理対象物用二重円筒型モジュールは、片

封止処理された膜を円管に挿入・二重円筒管とし、

他端が解放されている。膜が直列に並ぶようその二

重円筒管を交互に連絡配管された二重円筒管群が、

真空容器に収められた構造である。供給液流速を速

くし、濃度分極層の成長を抑えるため、円管と円筒

状膜外側 の隙間を１mm程度にすることで、モジュー

ル効率は0.6に向上した。さらに、充填塔に用いられ

ているテープ状の金網を「の字型」に整形された金

網製の充填物が、これらのモジュール内に充填され

た充填物内蔵型膜モジュールが開発された。その効

率は、0.9以上の理想状態（セル装置）での膜性能と

同等となった（図1223－１、図1223－２、写真1223

－１）。

もろみ塔の代わりにシリカライト膜分離プロセス、

濃縮塔及び脱水塔の代わりにNaA型ゼオライト膜分

離プロセスを用いたエタノール膜分離プロセスを考

案し、その経済性検討を行った（図1223－３）。現状

の膜コストが高すぎるため、シリカライト膜プロセ

スのエタノール濃縮コストが高くなった。一方、脱

水プロセスでは、NaA型ゼオライト膜コストが安価で、

膜透過物凝縮システムも確立されているため、現状

のエタノール生産コストと比べ、競争力があった（表

1223－１）。

図1223－１ モジュール開発経緯とその概要

ﾓｼﾞｭｰﾙの構築

•• 膜形状膜形状((外径外径//内径×長さ）　内径×長さ）　

1212㎜㎜/9/9㎜×㎜×400400㎜㎜

•• 円筒型モジュール円筒型モジュール
膜膜99本本/22/22㎜ピッチで両管板から㎜ピッチで両管板から
差し込み構造差し込み構造

•• 二重円筒型モジュール二重円筒型モジュール
鋼管内径鋼管内径14.514.5mm/mm/膜外径膜外径1212mmmm
の二重円筒管構造の二重円筒管構造

•• 充填物内蔵型モジュー充填物内蔵型モジュー
ルル

シリカライト膜のス

ケールアップ

円筒型膜モジュー

ルの構築

二重円筒型膜モ

ジュールの構築

充填物内蔵型膜
モジュール

写真1223－１ 充填物内蔵型 

モジュール 

（組み立て写真） 
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図1223－２ 充填物内蔵型モジュール性能 
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図1223－３ 経済評価プロセスフロー

表1223－1 経済評価結果

 エ 考 察 

 円筒型モジュールでは、供給流速が遅くフローパ

ターンが層流で、欠円形邪魔板による加速効果が得

られていない。すなわち、全流量に対する隙間（円

筒内壁と欠円形邪魔板との隙間、膜と欠円形邪魔板

との隙間）流れの多さがモジュール性能の低下因子

であった。一方、二重円筒管型膜モジュールでは、

流路幅を狭めることで供給液流速を早め、円筒型モ

ジュールよりモジュール効率が向上したものの、膜

面上に形成された境界層厚みの制御は、十分できて

いなかった。そこで、境界層の成長を抑制する目的

で、乱流促進材、気液二相流れ及び充填物の検討が

行われた。乱流促進材は、膜面の境界層形成を抑制

できないため、モジュール効率の向上が認められな

かった。気液二相流れはモジュール効率を向上させ

るが、気相流れの制御が難しく、実用的でないこと

が判明した。それに対し、小片金網を膜面上に設け

ることで、境界層が剥離すると共に供給液のバルク

成分と膜面近傍の成分での撹拌効果が得られると考

察できた。その結果、充填物内蔵型円筒型膜モジュー

ルは理想に近い0.9以上の高い効率となったと思わ

れる。

オ 今後の課題 

 脱エタノールプロセスコスト低減のためには、製

膜コストの低減、透過エタノール蒸気の回収システ

ムの改良が必要である。

 カ 要 約 

国研・大学等で開発された高選択透過性の水/エタ

ノール分離用ゼオライト膜の製膜法を修得し、研究

室ベースの製膜法をスケールアップした。スケール

アップした製膜法により、モジュール化可能なサイ

ズのゼオライト膜が創製され、市販モジュールと同

型モジュールへ組込まれた。市販と同型モジュール

では、モジュール効率が十分とは言い難かったので、

撹拌効果を高める目的で、充填物内蔵型モジュール

を構築した。そのモジュール効率は0.9以上の理想性

(1,000　円）
a)装置費

脱ｴﾀﾉｰﾙ装置 脱水装置
装置本体 23,582,260 6,025,869
据付工事 1,023,100 735,960

合計 24,605,360 6,761,829
膜交換費 3,679,260 173,472
b)運転費
用役費(単価） 消費量　　費用 消費量　　費用
ｽﾁｰﾑ　(3000円/ton)  9,126kg/h  239,174 6,220kg/h     163,000
電　力　(20円/ｋｗｈ） 390kwH/h    68,120 614kwH/h    107,200
冷却水　(10円/ton)  2,250kg/h   25,610 1,213,212kg/h  106,000
小計 332,904 376,200
設備償却費(9年償却） 2,733,929 751,314
膜交換費（膜寿命5年） 735,852 34694.4
処理費合計 3,802,685 1,162,209
処理費/gal 76.0537 14.06614
ﾓｼﾞｭｰﾙ価格 400,000円/m2 210,000円/m2
膜価格 102,000円/m2 35,000円/m2

10％EtOH 

2%EtOH 

シリカライト膜

PV50℃ 
コンデンサー 

A型ゼオライト膜 PV110℃ コンデンサー 

99.5%EtOH 5000万gal/年 

81%EtOH 
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能であった。このエタノール選択透過用ゼオライト

膜モジュールと水選択透過用ゼオライト膜モジュー

ルをハイブリッド化したエタノール膜分離プロセス

が考案され、このプロセスの経済性が検討された。

 研究担当者 （阿部 淳＊）

(4) 膜分離技術を用いた高効率エタノール濃縮･精

製システムの開発 

ア 研究目的 

 発酵により得られたエタノール（濃度５％程度）

を燃料として活用するためには、高濃度に濃縮し精

製する必要がある。現在、この工程は蒸留法及び抽

出蒸留法により行われているが、この際１kgのエタ

ノールを得るために約８MJのエネルギーが消費され

ている。これは、エタノール自体の持つエネルギー

の4分の1以上に相当する。濃縮・精製に要するエネ

ルギーを削減するために各種の分離膜が開発され、

その応用が検討されているが、分離システムの構成

に関する検討が不十分であり、実用化に結びつくだ

けの性能が得られていない。本研究では、逆浸透（RO）

法、パーベーパレーション（PV）法などの各種の分

離膜プロセスを活用することにより、蒸留法・抽出

蒸留法に代わるエネルギー効率の高いエタノール濃

縮・精製システムを開発する。

イ 研究方法 

近年、その性能の向上が著しいRO膜、エタノール

選択透過性PV膜、水選択透過性PV膜等の各分離種の

膜に関して、その性能を表現するための数学モデル

を構築するとともに、モデルに基づいて複数種の分

離膜を組み合わせたシステムの 適化計算を行い、

エネルギー効率に優れたエタノール濃縮・精製シス

テムの開発を図る。

  a  ROは省エネルギー分離法とされるが、有機

液体の分離にはPVが主に検討されており、エタノー

ルの脱水等に既に実用化されている。しかし、PVは

相変化を伴うため省エネ性が判定しにくい。両者の

膜透過機構は溶解拡散機構であると考えられる。そ

こで、ROとPVの数学モデルの構築にあたって、溶解

拡散機構に基づく輸送方程式を導出し、これを用い

てエタノール選択膜と水選択膜のそれぞれについて

圧力条件などを変えたシミュレーション実験を行っ

た。

  b 導出された輸送方程式を基礎として、PVある

いはROを用いた１段プロセス並びにPV及びROを組

み合わせた多段プロセスに関してシミュレーション

を行い、プロセスの分離性能及び消費エネルギーの

評価を行った。

c 各種条件を変えて、原料濃度=５wt％、製品

濃度=96wt％、回収率≧95％を達成するために必要な、

膜面積、所要エネルギー及びそれに対するコストの

計算を行った。検討条件は、水選択膜分離係数

（Pw/Pe）：500～100000、エタノール選択膜分離係数

（Pe/Pw）：50～1000、圧力P1：５～50 MPa、P2：0.1 MPa、

温度：300Kとした。なお、コストの算出に際しては、

膜価格：10 000円/㎡、膜寿命：３年、電力料：15円/kWh

とし、熱エネルギーから電気エネルギーへの変換効

率を0.38として、膜コストとエネルギーコストとの

和を指標として 適化プロセスの提案を試みた。

ウ 研究結果 

(ｱ) RO法、PV法等の数学的モデル化及び計算機シ

ミュレーション 

 PV膜とRO膜でのエタノール水溶液処理の文献値

を気液平衡関係（実線）とともに図1224－１に示す。

それぞれの輸送方程式を図1224－２に示す。膜特性

は透過係数Pi（=DiCi
m・/lγi

m）で表すことができる。 
 選択性は透過係数比で表すことができ、エタノー

ル選択膜では、Pe/Pw、水選択膜ではPw/Peとなる。エ

タノール濃度に対する膜透過液濃度の計算結果を図

1224－３（PV）、図1224－４（RO、30MPa）に示す。

ROでは溶液の浸透圧のため、操作圧力が選択性に大

きく影響する。RO法は、PV法に比べて、低濃度では

エタノール選択性膜の分離性能が、また、高濃度で

は水選択性膜の分離性能が劣っていることがわかる。 
ROにおける圧力を高くすると、PVに選択性が近づく

ことがわかる（図1224－５）。
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図1224－１ RO及びPV実験値 

図1224－２ RO及びPVの輸送方程式 

図1224－３ PVシミュレーション結果 

図1224－４ ROシミュレーション結果 図1224－５ RO及びPVシミュレーション 

結果(Pe/Pw=50, Pw/Pe=100) 
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(ｲ) 組合せプロセスのモデル化

 輸送方程式に基づくシミュレーションの結果、PV、

あるいは、ROを用いた１段プロセスでは、エタノー

ルの濃縮は非常に困難であることが示された。また、

２種類のPV膜を組み合わせた２段プロセスでは、濃

縮は可能であるが、蒸発法と同等以上のエネルギー

を要することが示された。そこで、PV法に比べ濃縮

度合いは低いものの、相変化を伴わず加圧操作のみ

で濃縮が行え、このため省エネルギー性が期待でき

るRO法の適用を検討した。RO法では浸透圧の影響か

ら低エタノール濃度域ではエタノール選択透過膜は

使えず、また、高エタノール濃度域では水選択膜は

使用できない。そこで、水の浸透圧が急激に高くな

る70～80wt.％まで水選択膜を用いてRO法で濃縮し、

その後はエタノール選択膜を使い、PV法で96wt.％ま

で濃縮するプロセスを想定した。ただし、RO法濃縮

段の回収率が低いため、回収段が必要となるが、こ

こにも水選択膜を用いるRO法を使用した。製品濃度

96wt.％、回収率96.8wt.％とスペックを満たし、所要

エネルギーも蒸留法よりも小さくなり、膜プロセス

の省エネルギー性が確認できた。上述のプロセスで

は、所要エネルギーの大半が 終PV法濃縮段で消費

されているので、所要エネルギーをさらに減らす目

的で、 終濃縮段もRO法にかえてシミュレーション

を行った。ここでの膜はエタノール選択膜となる。

その結果、 終段をRO膜とすることにより、さらに

所要エネルギーが減少することが示された。

(ｳ) 適化システムの提案

分離係数{Pw/Pe､Pe/Pw}={500､50}､{10000､100}の２種

類の膜の組み合わせに関して、所要エネルギー、

小コストはそれぞれ3.5MJ/kg、15.0円/kg、2.1MJ/kg、

9.0円/kgであった。主圧力に対する（中間濃度､回収

段圧力 適化による）コスト 小点の変化をそれぞ

れ図1224－６､1224－７に示す。

膜の分離係数（Pw/Pe、Pe/Pw）とコスト 小点との

関係を図1224－８､1224－９に示す。水選択膜の性能

は、Pw/Pe≦10000ではコスト低減に大きく影響するが、

それ以上の性能であってもコスト低減に対する効果

は小さいことが明らかとなった。一方、エタノール

選択膜の性能は、コスト低減にはほとんど寄与しな

かった。

 コスト 小となる所要圧力は水選択膜の性能によ

り低下するが、単に圧力を高めるだけではかえって

コスト高となった。これは所要エネルギーの増加に

伴うものであった。

以上の検討の結果に基づき、本研究で開発されて

いる膜（Pw/Pe=10000、Pe/Pw=100）を用いた際の 適

プロセスの構成を図1224－10に示した。本プロセス

を用いることにより、エタノールを初期濃度５wt％

から96wt％にまで濃縮する際の所要エネルギーを

2.0MJ/kgにまで低減することができる。 

図1224－６ Pw/Pe=500､Pe/Pw=50からなる

３段リサイクルプロセスでの

主圧力に対するコスト 小点 

図1224－７ Pw/Pe=10000、Pe/Pw=100からなる３段

リサイクルプロセスでの主圧力に対

するコスト 小点 
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 エ 考 察 

(ｱ) RO法、ＰＶ法等の数学的モデル化及び計算機

シミュレーション

 ROとPVにおける透過現象を正確に表現すること

のできる輸送方程式を溶解拡散機構に基づいて導出

した。これは、膜分離プロセスの設計を行っていく

上での基盤となる手法となり得る。

(ｲ) 組合せプロセスのモデル化

ROは省エネルギー分離法とされるが、有機液体の

分離はPVが主に検討されており、エタノールの脱水

等に既に実用化されている。しかし、PVは相変化を

伴うため、これまではその省エネ性が判定しにく

かった。今回の組み合わせプロセスのモデル化によ

り、所要エネルギーの点から見たRO法の優位性が定

量的に示された。

(ｳ) 適化システムの提案

 様々な特性を有した逆浸透膜を組み合わせた膜濃

縮システムを想定したシミュレーション実験の結果、

所要エネルギーの極めて少ないエタノールル濃縮シ

ステムを提案することができた。ここで得られた知

見は、今後、エタノール濃縮用膜分離プロセスを設

計していく上での指針となるものと期待される。

オ 今後の課題 

本研究の結果から、逆浸透法を用いることにより、

蒸留法に比較してエネルギー的に優位性の高いエタ

ノール濃縮プロセスを構築できることが示された。

しかしながら、ここで提案したプロセスを現実のも

のとするためには、今後、①低エタノール濃度域で

の分離係数が500以上の水選択透過膜、②高エタノー

ル濃度域での分離係数が50以上のエタノール選択透

過膜、③操作圧力30MPa以上の超高圧逆浸透システム

の研究開発に取り組んでいく必要がある。

 カ 要 約 

 逆浸透（RO）法及びパーベーパレーション（PV）

法における透過現象を正確に表現することのできる

輸送方程式を溶解拡散機構に基づき導出した。本輸

送方程式に基づくシミュレーション実験により、所

要エネルギーの極めて少ないエタノール濃縮用膜分

離システムを提案した。

研究担当者（鍋谷浩志＊、中嶋光敏、紙谷 進、岩本

悟志）

３. エタノール変換システムの開発

(1) エタノール変換技術実証研究 

ア 研究目的 

マイタケ栽培後のオガコ菌床（以下廃菌床）中の

オガコは、マイタケによって大方利用されずに残っ

ているため、有望な木質バイオマス資源で肥料又は

図1224－８ 水選択透過膜の分離係数 

 (Pw/Pe)とコスト 小点との 

 関係(Pe/Pw=50) 

図1224－９ エタノール選択透過膜の分離

係数(Pe/Pw)とコスト 小点

との関係(Pw/Pe=500) 

図1224-10 Pw/Pe=10000、Pe/Pw=100 からなる３段リサイクルプロセス 
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ボイラー熱源として利用されている。㈱雪国まいた

けでは1日当たり 大約230ｔ（湿重）のマイタケ廃

菌床が排出されるので、それに含まれるセルロース、

ヘミセルロースの含有量は栽培前とほとんど変わっ

ておらず（図1231－１）、全てエタノール変換すれば

大44.1klのエタノールが得られる。そこで実証プラ

ントを用いて廃菌床からのエタノール変換システム

を構築し、エタノール収率50％以上でエタノールを

廃菌床から得る技術を開発し、廃菌床のエネルギー

資源化を図る。

図1231－１ キノコ成分がキノコ菌床中木質成分に及ぼす影響

1）アル/ベンはエタノール/ベンゼン（2：1）抽出物を指す。 

イ 研究方法 

(ｱ) エタノール変換効率化を目指したマイタケ廃

菌床前処理の研究

 エタノール変換効率を高めるために必要な廃菌床

の前処理法として、希硫酸処理、アルカリ処理、微

粉砕処理、オゾン処理、そして保管処理を試みた。

前処理効果の評価はセルラーゼ糖化によって生じる

グルコースまたは併行複発酵によって得られるエタ

ノール量を測定することで行なった。

 マイタケ廃菌床は、ブナオガコとコーンブランを

体積比で9：1に混合し、水を添加して含水率を65％

に調整し、その2.5kgをマイタケ栽培用袋に詰め、ブ

ロック状（大きさ：12 x 19.5 x 13cm）に成型し、105℃、

2時間滅菌したものにマイタケ菌（M51号）を接種し、

通常のマイタケ栽培に準じて約90日培養を行い、マ

イタケの子実体を発生させ、十分に子実体が成長し

た後に子実体を取り除いたものを用いた。

ａ 廃菌床の前処理法の検討

  (a) 廃菌床の希硫酸処理、または、アルカリ処

理

 ブロック状の廃菌床をプラスチック容器に入れ、

硫酸、または、アルカリ溶液を設定した量になるよ

うに入れた。よく廃菌床となじませ、オートクレー

ブで加熱処理後、室温まで温度を下げ、中和後、流

水で洗浄し、乾燥したものを、処理済廃菌床とした。

また、固形分の乾重量を処理前後で測定し、処理に

よる固形分の減少量を求めた。

  (b) 廃菌床の微粉砕処理

ブロック状の廃菌床を崩してよく攪拌した後に低

温真空乾燥し、廃菌床を粉砕容器に直径10mmのジル

コニアボールとともに入れ、遥動型ボールミル（ロッ

キングミルRM40、株式会社セイワ技研）にて、50Hz

の振動で連続30分行い、その後室温になるまで静置

することを繰り返し行ない、粉砕時間が合計２時間

になるまで行なったものを、微粉砕済廃菌床とした。 
  (c) 廃菌床のオゾン処理

株式会社ダイトーフジテック内に作られた、処理

能力50kg/hの乾式オゾン処理装置を用い、オゾン濃度

３％のガスを200l/min吹き込んで連続1時間反応させ

た。２時間以上反応させる場合は、数時間放置後再

度１時間処理を行った。

  (d) 廃菌床の保管処理

 廃菌床を新しいマイタケ栽培袋に入れ、栽培袋に

付けられたガス交換用フィルターより上部の開口部

をシーラーでシールし、設定した温度で12週間まで

保管した。保管後にアルカリや微粉砕処理などをす

るものについては前述と同様の方法で行なった。

ｂ 前処理効果の評価

  (a) セルラーゼ糖化

 50ml 三角フラスコに10ml の酢酸バッファー

（pH4.8）、１％の各種前処理済廃菌床、60FPU/g-バ
イオマスのセルラーゼオノズカRS、アジ化ナトリウ

11.5 11.1
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ム1mmol/lとなるようにそれぞれ添加した後、蓋をし、

50℃、120spm（往復振盪）にて反応させた。３日後

に一部をサンプリングし、５分煮沸して酵素を失活

させてから固形分を除いた。残った上清中のグル

コース濃度をグルコースセンサー（バイオセンサ

BF-4、王子計測機器株式会社）で測定した。収率は

廃菌床中に含まれる全グルカン量（含有量45％）か

ら計算される理論グルコース収量から算出した。

  (b) 併行複発酵

併行複発酵は40mlのクエン酸-酢酸バッファー

（pH5.0）中に10％の各種前処理済廃菌床、25FPU/g-
バイオマスのセルラーゼオノズカRS、１g/lの乾燥酵

母となるようにそれぞれ添加することで実施した。

発酵液は100mlの三角フラスコ内で発酵栓をし、37℃、

120spm（往復振盪）にて発酵させた。７日後に一部

をサンプリングし、遠心して固形分を除いた。残っ

た上清中のエタノール濃度をガスクロマトグラ

フィー（GC-14B、島津製作所）で測定した。カラム

はPorapakQ 50／80mesh（信和化工株式会社）を用い、

カラム槽温度は120℃とし、検出器は水素炎イオン検

出器を用いた。収率は廃菌床中に含まれる全グルカ

ン量（含有量45％）から計算される理論エタノール

収量から算出した。

(ｲ) プラント運転条件 適化の検討

 エタノール変換用プラントを本社敷地内に建設し、

併行複発酵法でエタノールを製造するため、 適な

酵母と酵素の選定を行い、 適な運転条件について

検討した。

ａ プラントの建設

株式会社雪国まいたけ本社敷地内に廃菌床の糖

化・発酵工程の前処理用反応タンク（容積50l、実働

20l）１基と糖化・発酵タンク（容積80l、実働20l）の

1基建設した。反応タンクは、希硫酸過熱処理、アル

カリ処理、オゾン処理、酵素処理のいずれにも対応

可能で、高圧（１MPa）処理は高圧ボイラーを付加に

より対応できるようにし、糖化・発酵タンクは固/液
体培養可能な仕様とした。また、容積5.4lの粉砕容器

を2個備えた遥動型ボールミル（前出）を別に導入し

た。

ｂ セルラーゼと酵母の選定

 集めた19種類の市販のセルラーゼの中から、プラ

ントで用いるのに 適なセルラーゼを糖化能力が高

いものや併行複発酵に用いたときに得られるエタ

ノール量が多いもの、及びコストが低いことを基準

に選定した。その結果、GODO TCD H3が も適して

いたため、プラントで使用するセルラーゼとした。

 取り扱いのしやすさから、乾燥酵母をプラントで

使用することとし、４種類の市販乾燥酵母をエタ

ノール生産量から評価した結果、カメリア酵母のエ

タノール生産量が多かったため、プラントで使用す

る酵母とした。

 以降、特別に表記が無い場合、プラントで用いた

セルラーゼと酵母は上記に従う。

ｃ プラントでの前処理と併行複発酵

 廃菌床のアルカリ処理は容積50lの反応タンクにて、

20lの系で行なった。アルカリと廃菌床の混合液をポ

ンプで固液分離装置に送り、廃液とアルカリ処理済

廃菌床に分けた。その後流水を用いて処理済廃菌床

に残ったアルカリを洗浄し、洗浄廃液が中性になっ

たところで処理済廃菌床を取り出し、以降の操作に

用いた。

微粉砕処理は前出の遥動型ボールミルで行なった。

保管処理はキノコの培養室を用いて行った。

 前処理済廃菌床は容積80lの発酵タンクで、20lの系

で併行複発酵法にてエタノール変換した。発酵は20l

のイオン交換水中に10％の各種前処理済廃菌床、

50FPU/g-バイオマスのセルラーゼ、１g/lの乾燥酵母

となるようにそれぞれ添加し、37℃で実施した。

(ｳ) プラントランニングコスト低減化の研究

 プラント運転の中で発酵時のpHや発酵液に添加す

る栄養源の必要性など調査した。また、前述の糖化

方法に従って行った、廃菌床糖化液中の単糖につい

て、HPLC（株式会社日立製作所）を用いて定量した。

カラムは脱塩カートリッジを付けたアミネックス

HPX-87P（日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式

会社）を用いた。カラム槽温度は85℃に設定し、検

出器は示唆屈折計を用いた。

ウ 研究結果 

(ｱ) エタノール変換効率化を目指したマイタケ廃

菌床前処理の研究

 キノコ菌が含まれる担子菌はリグニン分解能力を

持つため、キノコ菌が十分に蔓延した廃菌床は比較

的簡単にエタノール変換できると考えられたが、実

際は何らかの前処理が必要であった。そこで前処理

方法について検討を行った。リグノセルロース系バ

イオマスの前処理としては良く用いられているのは
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希硫酸処理である。Patrick Leeら（1997）は広葉樹の

エタノール変換の際に粉砕した広葉樹を５％硫酸、

100℃で処理することにより、糖化率50％となったこ

とを報告している。そこで廃菌床においても希硫酸

処理が適用できるか調査を行なったところ、硫酸濃

度1％でエタノール収率が25.1％となったが、硫酸濃

度0％のエタノール収率30％よりも低い値となり、期

待した効果が見られなかった。

 希硫酸処理に変わる前処理としてアルカリ処理を

試みたところ、１％NaOHまたは５％NaOH処理では

グルコース収率がそれぞれ56.0％、54.3％と１％硫

酸処理よりも高かった。廃菌床にはアルカリ処理が

有効であることから、その処理条件の検討を行なっ

た。図1231－２からNaOH濃度は１～５％、処理温度

は100℃、バイオマス量は20％、反応時間は60分が有

効であった。

 アルカリ処理は処理前と比較して廃菌床の重量が

50～60％減少し、アルコール収率が減少する。そこ

で前処理による固形分損失を防ぐ目的で、微粉砕処

理を行うことによりアルカリ処理条件を穏やかにす

ることを試みた。図1231－３に示したように、各種

粉砕機による粉砕廃菌床のうち小型の遥動型ボール

ミルによる微粉砕廃菌床はアルカリ処理無しの微粉

砕処理のみで、アルカリ処理以上の糖化率78.7％と

なった。この粉砕方法を行なうことで、アルカリに

必要な劇物と蒸気を用いずに、しかも固形分の流出

が無い、効果の高い前処理ができると考え、大型の

遥動型ボールミルを導入し、粉砕条件の検討を行

なった。粉砕容器内の固形分比率や試料とメディア

の体積比を調査したところ、固形分比率は50％、試

料とメディアの体積比は１：３が 適であった。粉

砕時間は２時間で十分であった。

 本研究に参画している森林総合研究所木材化学研

究室、株式会社ブイエムシー、株式会社ダイトーフ

ジテックの協力を得て、廃菌床のオゾン処理を行い、

処理効果を評価したところ（図1231－４）、オゾン処

理は時間を長くすることで廃菌床の糖化率を上昇さ

せうるが、アルカリ処理の効果には及ばなかった。

 当初の仮説であるキノコ菌による廃菌床処理につ

いてもう一度検証するために、廃菌床と栽培前菌床

で、前処理をした場合の糖化されやすさを比較した

（図1231－５）。実施した全ての前処理において、栽

培前菌床よりも高い糖化度が得られた。また、廃菌

床を25℃、12週間保管で、微粉砕処理効果を高めら

れることが分かった。同時に、廃菌床の一定期間保

管は特別な処理なしで、アルカリ処理を行ったのと

同等ないし、それ以上の高い糖化率が得られること

が分かった。そこで、高い糖化率が得られる保管条

件の調査を行なったところ（図1231－６）、廃菌床を

27.5℃で12週間保管した場合、25℃保管時より1.2倍

高い糖化度となり、29℃以上の高温での保管では急

激に保管効果が低下し、37℃では保管前よりも糖化

度は低くなった。一方、20℃より低温でも特別な処

理を行なわない場合、保管効果は低下するが、図1231

－７に示したように、冷蔵保管でも25℃保管と同様

に保管後のアルカリ処理効果を高める効果が認めら

れた。

 保管処理に必要な12週間はマイタケ栽培に必要な

期間と同程度なので、廃菌床を用いた培地を作成し、

マイタケ菌を植えて子実体形成することで、保管処

理とともに子実体を得ることができると考えた。実

施した結果が図1231－８である。栄養物であるコー

ンブランを添加しない場合、廃菌床の再利用によっ

て得られた２回目の廃菌床からのグルコース収量は、

保管12週間廃菌床の80.9％とやや糖化されにくかっ

たが、収穫直後廃菌床の7.6倍グルコースが得られた

ため、前処理効果があることが分かった。一方コー

ンブランを添加したものは前処理効果が低かった。
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処理量 5％ 10％ 15％ 20％ 

処理温度 100℃ 110℃ 120℃ 125℃ 

アルカリ濃度 0% 1% 5% 10% 

図1231－２ 各種アルカリ処理条件が廃菌床の糖化に及ぼす影響 

１）図下部の表がそれぞれの折れ線に対応する処理条件。 

２）処理量はアルカリ溶液中の廃菌床量を表す。 

３）処理温度はアルカリ処理時の温度を表す。 

４）アルカリ濃度は処理に用いたアルカリ溶液のNaOH濃度を表す。 

図1231－３ 粉砕機の種類が廃菌床の糖化に及ぼす影響 

図1231－４ オゾン処理時間が廃菌床の糖化に及ぼす影響 

アルカリ処理は比較のために行った、５％NaOH溶液、100℃、60分処理した廃菌床を糖化した結果。 
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図1231－５ 廃菌床の状態が前処理済廃菌床の糖化に及ぼす影響 

図1231－６ 廃菌床の保管温度が保管後廃菌床の糖化に及ぼす影響 

１）図中の温度で12週間保管後に特別な処理をせずに糖化した。 

２）25℃保管廃菌床の糖化で得られたグルコース量を1.0とした。 

図1231－７ 廃菌床の保管温度が保管後廃菌床のアルカリ処理に及ぼす影響 
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図1231－８ 廃菌床の再利用が廃菌床の糖化に及ぼす影響 

１）再利用は廃菌床のみでマイタケ栽培を行なった後の廃菌床 

２）再利用CBは廃菌床に重量の20％となるようにコーンブランを添加した培地でマイタケ栽培を行なった後の

廃菌床 

(ｲ) プラント運転条件 適化の検討

 (ｱ)の前処理試験結果及び選定した酵素と酵母を

用いてプラントで廃菌床のエタノール変換を行った。

前処理としてはアルカリ処理、微粉砕処理及び保管

処理を選択し、プラントに合わせた条件検討を行

なった後に、同じ時期に得られた廃菌床を用いて、

それぞれの前処理効果を比較した。その結果、 も

エタノール収率が高かったのは25℃、12週間保管し

た後に微粉砕処理をしたもので、エタノール収率は

59.3％であった（図1231－９）。25℃、12週間保管の

みの廃菌床はエタノール収率が52.3％であり、アル

カリ処理、微粉砕処理をした収穫直後の廃菌床より

も高い値となった。また、25℃、12週間保管のみで

エタノール収率が64.2％と高い収率を示した場合も

あった。これらの結果から、25℃で12週保管すれば、

その後に特別な処理をしてもしなくても、エタノー

ル収率50％以上となることが分かった。

図1231－９ 酵母の種類が廃菌床の併行複発酵に及ぼす影響 

１）25℃で図中の期間、廃菌床を保管した後にアルカリ処理、微粉砕処理を行った。

２）アルカリ処理は５％NaOH溶液、100℃、60分で行なった。

３）微粉砕処理は固形分比率50％、直径10mmのジルコニアボールと廃菌床の体積比を1：3とし、２時間粉砕

した。

(ｳ) プラントランニングコスト低減化の研究

 プラントでの併行複発酵では通常５NNaOHと濃リ

ン酸でpHを調整していたが、それらの使用量が多い

ので、pH調整せず、栄養源として添加していたペプ

トンと酵母エキスも添加しないで併行複発酵を行

なったところ、pH調整と栄養源が無くてもエタノー
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ル量にほとんど差が無く、コスト減が可能であるこ

とが分かった。

 糖化時の副産物としてグルコース以外の単糖につ

いて調査したところ（図1231－10）、前処理方法に関

係なく、キシロースがグルコースの１／３ほど得ら

れることが分かった。 もキシロース収量が多かっ

たのは、微粉砕処理済廃菌床で、廃菌床１gあたり

122.3mgのキシロースが得られた。これらをキシロー

ス発酵性の酵母でエタノール変換すると、廃菌床１

kgあたりに得られるエタノール量が保管処理で

42.5g、アルカリ処理で37.2g、微粉砕処理で62.4g増

えることになる。

図1231－10 前処理方法が糖化によるグルコースまたはキシロース収量に及ぼす影響

糖化酵素はセルラーゼオノズカRSを用いた。

 エ 考 察 

 (ｱ) エタノール変換効率化を目指したマイタケ廃

菌床前処理の研究

廃菌床の前処理法としては、アルカリ処理、微粉

砕処理及び保管処理が有効であることが分かった。

アルカリ処理は木質バイオマスより草本系バイオマ

スのほうで効果があるといわれていたが（Hsu、1996）、

廃菌床では木質バイオマスであるブナオガコが主体

であるにもかかわらず、アルカリ処理効果が高かっ

た。これは図1231－５で示されているように、廃菌

床のほうが栽培前よりアルカリ処理効果が高いこと

から、マイタケ菌が生育することで廃菌床中のブナ

オガコの性質が変化したためと考えられる。収穫直

後の廃菌床は前処理なしでは、ほとんど糖化されな

いことから、期待されたマイタケ菌によるリグニン

の分解、除去は、ほとんど行なわれていないが、ア

ルカリなどへの反応性を高めるような作用、例えば、

リグニン分子中の共有結合をある程度切るようなこ

と、が行なわれているものと推測される。

 微粉砕処理では遥動型ボールミルが衝突式微粉砕

機に比べて高い糖化率を示した（図1231－３）。衝突

式微粉砕機では試料同士を高速で衝突させて細かく

するが、木材は比重が軽く、衝突のエネルギーが小

さいため、ジルコニアボールを用いる遥動型ボール

ミルと比較して粉砕されにくかったものと考えられ

る。遥動型ボールミルは上下前後左右に激しく動く

ため、良く粉砕されて高い糖化率が得られたと考え

られる。また、ボールミルでの粉砕によって結晶セ

ルロースのアモルファス化が起こり、セルラーゼ糖

化されやすくなった（Changら、2000）ことも考えら

れる。

 今回の研究で廃菌床を一定期間保管することで糖

化されやすくなることが分かった（図1231－５）。特

に20～29℃で12週間保管した場合、特別な処理無し

でも高い糖化率となった（図1231－６）。マイタケ菌

は20～30℃の範囲では菌糸生長に差が見られず、至

適温度は24～27℃であるという報告（庄司、1996）

があることから、保管効果はマイタケ菌の生長が関

与していると考えられる。33℃や37℃では廃菌床が

濃緑色に変色していたため、廃菌床上に他の菌類が

繁殖し、マイタケの生長が妨げられたため 、保管の

効果が見られなかったと考えられる。また、廃菌床

の低温保管は低温によるマイタケ菌の活動が低下し

たために何も処理をしない場合糖化されにくかった

と推察される。しかし、図1231－７に示したように、

低温下で４週間以上保管後アルカリ処理をすると、

保管前より糖化されやすくなった。前処理後の糖化

で得られるグルコース量の増加は保管開始後 初の
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４週間でのみ見られたことから、マイタケ菌は保管

開始後 初の4週間は低温下でも作用し、おそらくは

木質分解系を働かせていると考えられる。これに関

しては現在調査中である。

 廃菌床を再利用してマイタケ栽培を行なった場合

でも、保管効果には及ばないものの前処理効果があ

ることが分かった（図1231－８）。保管効果に及ばな

かった原因の一つとして、再利用培地は一度滅菌し

ているため、廃菌床中に蔓延したマイタケ菌糸が死

滅しており、再度菌糸が蔓延するまでに時間がか

かったためであると考えられる。また、栄養源であ

るコーンブランを添加しないほうが、添加した廃菌

床再利用培地より前処理効果が高くなったことは、

担子菌のリグニン分解酵素活性は低窒素条件下で培

養したほうが高いという報告（Kirkら、1978）がある

ことから、コーンブランを添加しないことにより、

再利用培地中の窒素量が少なく、培地中のリグニン

分解酵素活性が比較的高かったためと推察される。

この再利用法は廃菌床の前処理と同時にキノコ子実

体を得ることができるため、改良を加えることで、

適な木質バイオマスの前処理となりうる。

 (ｲ) プラント運転条件 適化の検討

廃菌床の併行複発酵によるエタノール変換に効果的

なセルラーゼと乾燥酵母を決めることができた。

フラスコレベルで定めた前処理条件を基に、建設し

たプラントで実際に廃菌床のエタノール変換を行い、

併行複発酵法でエタノールができることが確認され

た。同一収穫時期の廃菌床を使用してアルカリ処理、

微粉砕処理及び保管処理のプラントレベルでのエタ

ノール変換に対する前処理効果の比較を行なったと

ころ（図1231－９）、25℃で12週間保管後に微粉砕処

理をした廃菌床のエタノール収率59.3％が も高い

値となった。糖化結果から見ると（図1231－５）80％

近いエタノール収率が期待されるが、微粉砕処理済

廃菌床は発酵タンクの壁面に付着しやすく、実際の

発酵に用いられない分が他の試験区よりも多かった

ために、エタノール収率が糖化率よりも低かったも

のと思われる。また、木質成分が全て発酵液中に投

入されるため、リグニン由来物質などが酵母の発酵

阻害をした可能性も考えられる。よって、装置の改

良や阻害物を調査することにより、微粉砕処理済廃

菌床からより高い収率でエタノールを得ることが可

能になると考えられる。また、廃菌床を保管するだ

けでも高いエタノール収率が得られることから、よ

り効率の良い保管システムを開発することで、エネ

ルギー消費やコストのかからない、エネルギー消費

が大きい微粉砕処理より有効な前処理法となるので、

研究を進める価値があると思われる。

 (ｳ) プラントランニングコスト低減化の研究

プラントでの併行複発酵はpH調整や栄養源の添加が

必要の無いことが分かり、プラント運転の簡略化と

コストダウンができた。

廃菌床のセルラーゼ糖化液中の単糖類を調査したと

ころ、前処理にかかわらずキシロースがグルコース

重量の１／３ほど得られることが分かった（図1231

－10）。これにより廃菌床１kgあたり、40～60g多く

エタノールが得られることが期待される。このキシ

ロースはオガコ中のヘミセルロースの主成分である

キシランがセルラーゼ中に含まれていたキシラナー

ゼによって分解されて生じたものであると考えられ

る。微粉砕処理や保管処理では処理後も廃菌床中に

キシランが残っており、キシロースが得られること

が想定されていたが、ヘミセルロース分が溶出して

いると考えられていたアルカリ処理済廃菌床からも

キシロースが得られた。廃菌床中のオガコ内部にア

ルカリに晒されていないところがあり、そこに残っ

ていたキシランからキシロースが得られたと考えら

れる。廃菌床からもキシロースが得られることが確

認されたので、キシロース発酵性の酵母を用いるな

ど、発酵システムを改良することにより、多くのエ

タノールを得ることが可能になると考えられる。

オ 今後の課題 

 (ｱ) エタノール変換効率化を目指したマイタケ廃

菌床前処理の研究

 微粉砕処理の糖化率が高かったが、現在の粉砕機

の処理能力を一日当たりトンレベルまで大型にする

には技術開発が必要である。また、保管処理は十分

な効果が得られるまで12週間かかるので、菌株や保

管条件の改良が必要であり、菌株の改良は遺伝子操

作も考慮に入れる必要がある。保管条件の改良法と

しての廃菌床の栽培への再利用法は菌株の改良など

も含めた研究が必要である。

(ｲ) プラント運転条件 適化の検討

今回は市販の酵素や酵母を用いたが、バイオマス

の併行複発酵によるエタノール変換用に必要な酵素

や酵母の開発が必要である。微粉砕処理済廃菌床で
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は糖化率に比べてエタノール収率が低かったので、

発酵基質に合わせた発酵タンクの改良も必要である。 
(ｳ) プラントランニングコスト低減化の研究

 キシロースが得られることは確認されたが、効率

良くキシロースをエタノールに変換する微生物は特

許で抑えられているか研究中であるが、それらに抵

触しないキシロースのエタノール変換条件を別途新

たに開発する必要がある。

カ 要 約 

 (ｱ) エタノール変換効率化を目指したマイタケ廃

菌床前処理の研究

マイタケ廃菌床の前処理法として、希硫酸、アル

カリ、微粉砕、オゾン、保管処理を試みたところ、

アルカリ、粉砕及び保管処理が有望であることが分

かり、それぞれの 適な条件を決めた。保管処理を

発展させた廃菌床の再利用法によって、キノコ栽培

が木質バイオマスの前処理となることが期待される。 
(ｲ) プラント運転条件 適化の検討

 各種前処理と併行複発酵が可能なエタノール変換

プラントを稼動させた。アルカリ、微粉砕、保管処

理を行なった廃菌床をエタノール変換したところ、

微粉砕処理と保管処理で廃菌床からのエタノール収

率60％が達成でき、目標を達成した。

(ｳ) プラントランニングコスト低減化の研究

プラントの操作法など試行錯誤を行い、pH調整の

薬品などを減らすことができた。また、キシロース

も糖化で得られることが確かめられ、より多くのエ

タノールが得られることが分かった。
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(2) エタノール生産用バイオリアクターの開発 

ア 研究目的 

未利用木質系バイオマスである廃マイタケ菌床か

らのエタノール生産プロセスは、廃マイタケ菌床を

前処理し、木質多糖成分が利用しやすくなった原料

を作製し、その原料を微生物（あるいは酵素）によ

り糖化発酵、エタノールを生産する各プロセスから

なる。前処理方法の開発による原料の作製や糖化用

の菌株の育種は本研究の複数の研究グループにより

達成される予定である。

 本研究では、本研究で開発される効率的な前処理

方法及び糖化用の菌株を 大限に活用できる、好気

条件下での糖化と嫌気条件下での発酵を同時に、か

つ効率的に行う併行複発酵型の高性能なエタノール

生産用バイオリアクターシステムの開発を試みた。

さらに、本研究を推進させる基盤技術として、セル

ラーゼ耐性を有する固定化担体としてのヘチマ繊維

体の改良及び廃マイタケ菌床の特性を利用した前処

理法の開発の検討を行った。

イ 研究方法 

(ｱ) 併行複発酵型エタノール生産用バイオリアク

ターの開発

廃マイタケ菌床の効率的な前処理による原料の作

製や糖化用の菌の育種が完成していなかったため、

廃菌床からの併行複発酵によるエタノール生産のモ

デルとして、不溶性で粉末の生キャッサバ澱粉から

のエタノール生産を対象に、固定化菌株を利用し、

糖化と発酵を同時に行う、併行複発酵型エタノール

生産用バイオリアクターの開発を行った。糖化菌と

してAspergillus awamori を、エタノール生産菌として

凝集性酵母Saccharomyces cerevisiae IR-2を実験に用

いた。循環型社会型の生産システムを目指し、固定

化担体として安価で再生可能な天然繊維であるヘチ

マ繊維体を用いた。

(ｲ) セルラーゼ耐性を有する固定化担体としての

ヘチマ繊維体の改良

 本研究で固定化担体として用いたヘチマ繊維体は、

廃マイタケ菌床と同質であるためセルラーゼなどの
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糖化酵素によって分解されてしまい、木質系バイオ

マスからのエタノール生産の系には使用できない。

そこで種々の物理的及び化学的処理によるヘチマ繊

維体へのセルラーゼ耐性能の付加を検討した。

(ｳ) 廃マイタケ菌床の特性を利用した前処理法の

開発

 木質多糖の利用効率を高める為に、圧縮粉砕処理

や乾燥粉砕処理などの物理的前処理を検討した。前

処理した廃菌床及び木材チップを基質として、市販

のセルラーゼ製剤（Celluclast1.5L及びNovozyme188、

(株)ノボザイム･ジャパンより分譲）による酵素反応

評価試験を行った。廃菌床の糖化効率を、さらに、

高めることを目的として、廃菌床の熱分析（TG／

DTA）を行い、得られた知見を基に、前処理チーム

（食品総合研究所：五十部博士）と協力して廃菌床

の前処理の改良による原料の作製を試みた。また、

現時点での 適な前処理条件下で作製した試料を用

いて同時糖化発酵によるエタノール生産を試みた。

ウ 研究結果 

(ｱ) 併行複発酵型エタノール生産用バイオリアク

ターの開発

併行複発酵型のエタノール生産用バイオリアク

ターとして、はじめに外部循環型バイオリアクター

（CLB、図1232－１A）を開発した。CLBの上流槽と

下流槽の間には電磁弁が装備されており、電磁弁の

開・閉サイクルの 適化により、上流槽に高い溶存

酸素濃度、下流槽には低い溶存酸素濃度をそれぞれ

維持し、高い酵素生産速度、エタノール生産速度及

びエタノール収率を得ることができた（図1232－１B、

Robleら2003a）。なお、CLBは乳酸発酵生産の系にも

有効であった（Robleら2003b）。次に、好気槽に気相-

液相交換槽を用いることで、固体培養と液体培養の

両者の利点を備え、高い糖化能力を有する新規なバ

イオリアクターシステム（ALAB）を開発した（図1232

－２A）。糖化酵素生産、糖化、エタノール生産を同

時に行うための 適な液相と気相の時間比を設定し

た結果、長期間にわたり、高い糖化酵素の生産性、

生澱粉からのエタノール生産性及び収率が得られた

（図1232－２B）。これらの値は、これまでの報告の

中で 高値であり、ALABが、固体培養と液体培養の

利点を十分に活かしたバイオリアクターである事が

証明された（Robleら2004a）。
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図1232-1A 外部循環型バイオリアクター 
( CLB ) 

図1232－１B CLBにおける糖化酵素 

及びエタノール生産 
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 (ｲ) セルラーゼ耐性を有する固定化担体としての

ヘチマ繊維体の改良

 様々な物理的、化学的な処理を検討した結果、無

水酢酸中で高温反応するアセチル化処理によりヘチ

マ繊維体にセルラーゼ耐性能を付加する事ができた。

また、ヘチマ繊維体のアセチル化処理には、オート

クレーブを用いることが簡便かつ有効であった。セ

ルラーゼ粗酵素液により、無処理のヘチマ繊維体は

短時間で分解されたのに対し、アセチル化ヘチマ繊

維体は長時間（720時間以上）耐性を有しほとんど分

解されることがなかった（図1232－３）。アセチル化

ヘチマ繊維体は、酵素反応による糖化や酵母による

発酵に阻害を生じず、優れた固定化担体である事が

証明された（秀野ら2002）。

 (ｳ) 廃マイタケ菌床の特性を利用した前処理法の

開発

 セルラーゼによる分解試験では、菌床の原料であ

る木材チップは、ほとんど単糖が生成しなかったの

に対し、廃菌床では単糖生成率が高く、マイタケに

よって廃菌床中の木質多糖が利用しやすい形に変化

したことが示唆された。また、廃菌床を乾燥粉砕処

理し、熱水抽出（オートクレーブ処理）を行うこと

で良好な結果が得られた（秀野ら 2004b）。廃菌床の

前処理に対する熱の効果を熱分析装置（TG/DTA）に

より詳細に検討したところ、 小DTA値で糖化率が

大となることが明らかになった。この知見を基に

乾熱機でスケールアップしたところ、200℃、30min

が 適加熱条件であった（図1232－４、秀野ら 2005）。
さらに、前処理チームと協力して熱を利用した物理

的前処理のスケールアップを行い、同時糖化発酵を

行ったところ理論収率の約60％のエタノールを得る

ことができた（図1232－５）。
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図1232－２Ａ 気相-液相交換バイオ 

リアクター ( ALAB ) 

図1232－２Ｂ ALABにおける糖化酵素 

及びエタノール生産 
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図1232－３ セルラーゼによる長時間酵素反応試験 
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 エ 考 察 

 本研究で開発したCLB及びALABは糖化と発酵の

併行複発酵型の高性能なエタノール生産用バイオリ

アクターである。また、CLB及びALABは構造が単純

なため安価でスケールアップも容易であると考えら

れる。

本研究で開発したセルラーゼ耐性能を有するアセ

チル化ヘチマ繊維体は長時間利用が可能な優れた固

定化担体であり、本プロセス以外にセルラーゼ関連

酵素生産や、セルラーゼ存在下の生産プロセスにお

いても使用可能であると考えられる。

本研究では、廃菌床に対する物理的前処理として、

適切な条件下での加熱粉砕処理が適していることを

示した。しかしながら、実用化を考えた際に、加熱

処理は経済的なボトルネックになる。そこで、熱が

余っている施設を探索したところ、クリーンセン

ター（ゴミ処理施設）に1000℃もの廃熱が存在し、

利用率が、わずか15％であることを突き止めた。こ

の廃熱の利用により経済性の問題を解決できる可能

性がある。

以上まとめると、廃菌床の効率的な前処理技術が完

成し、同時糖化発酵が容易な原料が作製され、それ

を効率的に糖化する菌が育種された場合、本研究で

開発したセルラーゼ耐性能を有する固定化担体であ

るアセチル化ヘチマ繊維体及びCLB、あるいは、

ALABと組み合わせる事で、廃菌床から低コストでエ

タノールを長期間にわたり高効率に生産することが

可能になると考えられる。

 オ 今後の課題 

現状では、廃菌床の効率的な前処理技術による原料

の作製や、高能力の糖化用の菌株の育種や酵素が確

立されたとは言い難い。現在、シロアリの木材分解

機構を模倣した木質系バイオマスの効率的な前処理

法についても研究をスタートさせている（Tanakaら

2006）。前処理技術や糖化用の菌株の育種が完成しだ

い、本研究グループが開発したバイオリアクターシ

ステムを用いて廃菌床からのエタノール生産システ

ムの構築を行いたい。なお、本研究において同時糖

化発酵による廃菌床からのエタノール生産実験を行

う過程で、多量の不溶性残渣が観察された。不溶性

残渣はリアクターを操作する上で大きな問題となる

だけでなく、新たな廃棄物となる。そこで不溶性残

渣の有効利用についても今後検討していく必要があ

る。

さらに、これまでの研究成果を総合的に生かして、

クリーンセンターの廃熱エネルギーを有効活用した

バイオマスからの有用物質生産システムをモデルと

する、地域内の異なる産業機能を融合利用した環境

低負荷型有用物質生産システム（図1232－６）の構

築を目指す予定である。
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図1232－４ 加熱処理の 適化 
図1232－５ 加熱粉砕処理を行った廃菌床か

らのエタノール生産 
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 カ 要 約 

 好気条件下での糖化と嫌気条件下での発酵を同時

に、かつ効率的に行う併行複発酵型の高性能なエタ

ノール生産用バイオリアクターとして、縦型２槽外

部循環型環状バイオリアクター（CLB）及び気相-液

相交換槽を用い、固体培養と液体培養の利点を十分

に生かしたバイオリアクター（ALAB）の開発に成功

した。また、セルラーゼ耐性を有する固定化担体で

あるアセチル化ヘチマ繊維体の開発及び廃菌床の

適な加熱乾燥粉砕処理法の開発などの基盤技術を確

立した。さらに実用性を考慮した、未利用の廃熱を

利用する、地域内の異なる産業機能を融合利用した

環境低負荷型有用物質生産システムを提案した。

キ 引用文献 

秀野晃大, J. C. Ogbonna,田中秀夫 2002、ヘチマ

繊維体に固定化した微生物によるセルロースからの

エタノール生産に関する研究、平成14年度日本生物
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第３章 農林系廃棄物等を用いたコ・ジェネレーションシステムの
開発 

１ ガス化処理材料の予備乾燥・成型技術の開

発 

ア 研究目的 

多段階ガス化、コ・ジェネレーション、廃熱乾燥

するシステムでは、発電量や廃熱利用量を 大にす

るため、ガス化装置に投入するバイオマスの水分と

悪臭量とを極力低下させておく必要がある。そこで、

堆肥化の発酵熱を利用した発酵乾燥で水分を50％以

下まで低下させる効率的な予備乾燥技術を開発する。

また、ガス収率を向上させるため、燃料用バイオマ

スの 適な成型条件を明らかにする。

イ 研究方法 

(ｱ) 乾燥試験

  ａ 発酵乾燥

 初期含水率65％の牛ふんとオガクズの混合物につ

いて、強制通気式発酵による発酵特性を検討した。

発酵槽への通気量は排気中のCO2濃度が2.5、3.5％

になるように制御した。また、紙添加効果を初期重

量に対して紙を５％添加し、排気中のCO2濃度3.5％

に制御して検討した。

  b ハウス予乾

 撹拌機付きの乾燥ハウスでの季節別の乾燥特性を

検討した。撹拌機（岡田、４型）は８～18時まで２

ｈ毎（６回/日）に作動する条件で検討した。 
(ｲ) 粉砕試験

牛ふん、鶏ふん及び炭化物を成型する前処理とし

て粉砕を行う必要がある。そこで、高速ハンマーミ

ルを用いて牛ふん及び鶏ふん炭化物を粉砕物出口の

穴径（下網径）を４、５、７mmの条件で微粉砕し、

下網径の粉砕物の粒径、及び粉砕処理能力等につい

て検討した。

(ｳ) 成型試験

ａ 粉砕炭化物の成型は、転動造粒機（啓文社

製作所、KC－15）を用いて行った。成型に使用する

バインダーには、PVA溶液（ポリビニールアルコール）

0.1、0.5、1.0、1.5、3.0％濃度、及びCMC溶液（カ

ルボキシメチルセルロースナトリウム）0.1、0.5、

1.0％濃度を用い、成型に適した濃度等を検討した。

成型物の強度は、圧縮試験機（NBM社、TG-5KN）で

測定した。

 ｂ 牛ふんオガクズ堆肥を直接熱分解ガス化で

エネルギー化するため、1,000～1,200℃でも溶融さ

せないための石灰添加量を求めるとともに、直径

20mmに成型するための成型盤の選定と成型能力を測

定した。

ウ 研究結果 

 (ｱ) 発酵乾燥による投入堆肥１ｔ当たりの水の蒸

発量（図1310－１）は、２週間の発酵で①3.5％区が

434kg、②2.5％区が427kgでほぼ同じであったが、③

紙入り3.5％区は約501kgと蒸発量が大きく、 終含

水率も発酵限界近い41.5％まで低下した。

図1310－１ 牛ふんの発酵乾燥による蒸発量の変化 

 (ｲ) 牛ふんの高速ハンマーミルによる粉砕処理速

度は下網径４、５、７ｍmの順に63、90、99kgDM/h、
消費電力量は3.9、3.8、3.6kWhであった。また、牛

ふん炭化物の粉砕処理速度は４mm径165kgDM/h、５

mm径160kgDM/h、７mm径160kgDM/h、消費電力量はそ

れぞれ2.1、2.1、1.9kWhであった。牛ふん炭化物の

平均質量粒径では、粉砕前0.67mmに対して粉砕後に

は0.09～0.10mmとなった（図1310－２）。鶏ふん炭化

物の高速ハンマーミル（下網径７mm）により粉砕で

は、処理速度は221.1kgDM/hであり、また、平均質量

粒径は粉砕前0.54mmが粉砕により0.08mmとなった

（図1310－３）。
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 (ｳ) 炭化物の転動造粒のバインダーにPVA溶液を

用いると同濃度CMC溶液の1.7倍の強度が得られた。

また、造粒速度は179kg/h（96kgDM/h）、含水率45.6％

であった（表1310－１）。炭化を行わずに牛ふんオガ

クズ堆肥を直接ガス化するために、牛ふんオガクズ

堆肥に消石灰を30％加えることにより、1,200℃でも

溶融しなかった。ペレット状（直径20mm、長さ50mm）

に成型した結果、30kWのローラーディスクダイ式成

型機での処理能力は600kg/ｈ以上であった（図1310

－４）。

表1310－１ PVAを用いた造粒能力のまとめ

                 図1310－４ ガス化用家畜排せつ物ペレット

 エ 考 察 

(ｱ) 発酵乾燥において通気エネルギー１kWh当た

りの正味の蒸発量は160kg以上であり、材料の発熱量

は下がるものの効率の良い乾燥方式といえる。また、

含水率約50％の堆肥を25％までハウス乾燥するため

の所要日数は、夏期が５～７日間、冬期が７～14日

間であり、投入エネルギー１kWh当たりの蒸発量は約

35kgである。従って、発酵乾燥とハウス乾燥を組み

合わせることで、牛ふんの様な高水分材料も夏期3週

間、冬期４週間程度で含水率25％程度のエネルギー

化材料とすることができる。また、古紙を入れ有機

物量を増やすことにより41.5％と発酵限界近くまで

２週間で乾燥できる。発酵乾燥とハウス乾燥方式は

他の高水分の生ゴミや下水汚泥処理にも応用できる

と考えられる。

 (ｲ) 炭化を行っていない牛ふんの高速ハンマーミ

ルによる粉砕処理では、下網径が大きくなるほど粉

砕能力が高くなる。炭化後の牛ふんでは、下網径の

影響は余りなく平均処理速度162kgDM/h、消費電力

2.05kWhであり、炭化処理によって処理速度は1.92

倍向上し、消費電力は45％低下する。また、炭化物

の粉砕では下網径４、５、７mmの全ての条件で97％

が粒径0.25mm以下となり、下網径７mmが粉砕条件と

して適している。また、高速ハンマーミル（下網径

７mm）によって、鶏ふんの様な硬い材料においても

重量の96％を粒径0.25mm以下に粉砕できる。

 (ｳ) 粉砕炭化物の転動造粒では、造粒物が湿った

状態においてはバインダー濃度よりも粒径が強度に

関係するが、乾燥するとバインダー濃度が影響し水

や低濃度バインダーでは乾燥すると強度が低下する。
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図1310－２ 牛ふんの高速ハンマーミル粉砕

による粒径質量分布の変化 

図1310－３ 高速ハンマーミル下穴径7mm

による鶏ふん炭化物の粉砕 

湿潤重量 含水率 乾物重

（kg/h) (%) (kgDM/h)

PVA 0.5% 147.5 40.3 88.1

PVA 1.0% 205.2 49.4 103.9

PVA 1.5% 183.9 47.2 97.1

平均 178.9 45.6 96.4

造粒試験
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転動造粒のバインダーにPVA溶液（ポリビニールアル

コール）を用いると同濃度CMC溶液（カルボキシメ

チルセルロースナトリウム）の1.7倍の強度が得られ、

牛ふん炭化物にはPVA濃度１％が適している。また、

炭化を行わずに牛ふんオガクズ堆肥を直接ガス化す

るために、牛ふんオガクズ堆肥に消石灰を30％加え

た材料のペレット化には、60mm厚の成型盤が適して

おり30kWのローラーディスクダイ式成型機での処理

能力は600kg/ｈ以上であり、牛ふんオガクズ堆肥単体

のものとほど同程度の成型能力を示した。

オ 今後の課題 

 (ｱ) 炭化物の高速ハンマーミルによる粉砕では、

粉砕処理能力に比較して材料供給能力が不足であり、

材料供給速度に関する検討が必要である。

 (ｲ) 転動造粒においては高粘度バインダーを使用

するなど低コスト化及び造粒物の低水分化が課題で

ある。また、家畜排せつ物を低コストの直接熱分解

ガス化でエネルギー化では、燃焼時の溶融防止のた

めに乾燥鶏ふんを利用するなど低コスト化及びその

場合の成型特性などを明らかにする必要がある。

 カ 要 約 

 (ｱ) 含水率65％の牛ふんとオガクズの混合物を強

制通気式発酵により２週間で50％以下、また古紙を

入れることで42％まで乾燥できる。通気エネルギー

1kWh当たりの正味の蒸発量は160kg以上あり非常に

効率の良い乾燥方式といえる。

 (ｲ) 含水率50％以下のバイオマスを25％程度まで

乾燥でき、乾燥所要日数は夏期が５～７日間、冬期

が７～14日間である。投入エネルギー１kWh当たりの

蒸発量は、約35kgある。

 (ｳ) 高速ハンマーミルにより炭化物を容易に微粉

砕できる。また、牛ふん炭化物等の転動造粒には、

用いるバインダーにはPVA（ポリビニールアルコー

ル）濃度１％が適している。

 (ｴ) 牛ふんオガクズ堆肥を直接ガス化するための

ローラーディスクダイ式成型機によるペレット化に

は、60mm厚の成型盤が適している。

キ 引用文献 

 薬師堂謙一 2002.成分調整成型堆肥の生産・利用

技術の開発.農機学会誌66(5).25-29

研究担当者（田中章浩＊、薬師堂謙一）

２ 多段階ガス化コ・ジェネレーションシステ

ムの開発 

 ア 研究目的

 家畜排せつ物等の地域の多様なバイオマスを、NOx

やSOx、NH3、H2S、ダイオキシンなどの有害物質の

発生を抑制しながら、多段式で炭化・ガス化処理し

てコ・ジェネレ-ションを行うシステムにおける、炭

化条件、発電量、排熱量及びシステムの適正運転性

能と設計仕様を明らかにする。

イ 研究方法 

 (ｱ) 窒素や硫黄、塩素成分を多く含みタール発生

量も多い家畜排せつ物を炭化→ガス化→コ・ジェネ

レーションしエネルギー利用する多段階ガス化、

コ・ジェネレーションシステム（農林バイオマス2号

機、材料投入量100kg/h以上、発電出力40kW）を試作

した。

 (ｲ) 材料含水率15％の牛ふんオガクズ堆肥を用い、

外筒加熱温度500～680℃、材料投入量116～174kg／h

の炭化試験を行った。また、炭化炉の自動制御化、

炭化炉脱臭炉の改良等を行った。

 (ｳ) 牛ふんオガクズ堆肥炭化物を球状に転動成型

した材料で、不完全燃焼方式の熱分解ガス化試験を

行った。ガス化炉はダウンフロー方式で燃焼させ、

内部に水蒸気と水を吹き込み燃焼温度を低下できる

ようにした。

 (ｴ) 家畜排せつ物の多段階ガス化ではコスト面か

ら炭化工程を省いた直接熱分解ガス化方式に変更す

る必要があった。そこで、農林バイオマス3号機（６

の「剪定残さ等植物系バイオマスのコ・ジェネレー

ションシステムの開発」を参照）の外熱用燃焼炉の

構造を基に不完全燃焼ガス化方式のガス化炉を2005

年度に試作し、牛ふんオガクズ堆肥ペレット（直径

20mm、長さ50mm、消石灰23％含有）でガス化試験を

行った。

 ウ 研究結果

 (ｱ) 試作した農林バイオマス2号機の処理システ

ムを図1320－１、1320－２に示す。炭化工程では、

ダイオキシンの発生を防止するため炭化炉内に過熱

水蒸気を吹き込み完全に酸素を遮断して炭化する方

式とした。ガス化工程は不完全燃焼による熱分解ガ

ス化方式とし、発電機は発生ガスの発熱量が低いた

め、安定的にエンジンを駆動するため、着火剤とし

てA重油等の液体燃料を併用するデュアルフュエル
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エンジンを採用した。また、炭化廃熱は炭化材料の

終乾燥に使用し、エンジン廃熱はエンジン冷却と

排気の両方を利用し熱風で食品残さを乾燥するシス

テムとした。

図1320－１ 農林バイオマス２号機の処理フロー

図1320－２ 農林バイオマス２号機の処理システム

 (ｲ) 炭化試験結果を図1320－３に示す。加熱温度

600℃、牛ふんオガクズ堆肥投入量174kg／hで発生す

る揮発分により炭化できた。炭化炉の自動制御化で

は、脱臭炉内圧と炭化炉加熱温度、脱臭炉酸素濃度

を基に自動制御ができた。

図1320－３ 炭化条件と牛ふん炭化物組成及び炭化物歩留まりの関係
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 (ｳ) ガス化炉は水蒸気と水を入れることにより燃

焼温度を制御することができ、牛ふんオガクズ炭化

物でも材料を溶融させずに900℃以下でガス化でき

た。ガス組成はH2が6.9％、COが12.4％と、炭のガ

ス組成のH2が9.3％、COが20.6％より劣った（表1320

－１）。発電能力は40kWであり、熱分解ガスが80％、

A重油を20％消費する。発電効率は30kW以上で30％

以上となった。

表1320－１ ガス化試験結果

注：低温炭化木炭は500℃以下で炭化された炭

 (ｴ) 試作した直接熱分解ガス化炉の主な仕様を表

1320－２に、試験時の温度変化を図1320－４に示す。

ガス化試験の結果、1,200℃の燃焼温度でもペレット

は溶融せず、ペレット燃焼量72kg/hで発生ガス量は

140.9Nm3／h、ガス組成はH2が11.6％、COが19.0％、

CH4が0.3％、CO2が9.9％、窒素他が59.3％であり、

低位発熱量は3,770kJ/Nm3（900kcal/Nm3）であった。

冷却、水洗後のガス中にはH2Sが10ppm、HClが6ppm

とごくわずか含まれているだけでNH3は完全に除去

できた。

表1320－２ 直接熱分解ガス化炉の仕様

図1320－４ 直接熱分解ガス化での各部温度

 エ 考 察 

 (ｱ) 炭化処理は、同一の処理量では炭化温度が高

くなるに従い炭化が進み、揮発分が減少し固定炭素

と灰分が増加する。また、同一の炭化温度では、処

理量が少ない方が同様に炭化が進む。炭化工程で炭

化を進みすぎるとガス化の際の発生エネルギー量が

減少するため、全体のエネルギーバランスから見て、

炭化物のエネルギー歩留まりを60％程度にする炭化

が適していると考えられる。また、供試材料の含水

率が15％であったので、炭化廃熱により５％以下に

乾燥できれば、220kg／hの炭化能力まで向上できる

と考えられる。なお、炭化の際の脱臭炉の自動制御

に関しては、炭化炉の加熱温度の関係から脱臭炉酸

素濃度を13－16％に設定すると熱量バランスが良い

ことがわかった。

 (ｲ) 熱分解ガス化においては、通常の炭であれば

1,100℃以上の温度でも溶融することはないが、

900℃以上で炭球の表面が溶け始め、1,000℃を越え

ると球が溶けて溶岩状になりガス化が不可能であっ

た。これは、牛ふんオガクズ堆肥炭に稲ワラ由来の

珪酸が多く含まれており、カリやナトリウム含有量

も多いためと考えられる。水蒸気や水をガス化炉内

に吹き込むことにより温度制御ができたが、ガス化

適温の1,000℃を切るため一酸化炭素濃度が低く発

熱量も少なくなったと考えられる。また、牛ふんオ

ガクズ堆肥中のカリやナトリウムがガス化の際に蒸

発しフィルターでも除去できないため、発生ガスは

　　　　　　　　吹込み流量 　　ガス化炉各部温度
下部空気 上部空気 蒸気 水 蒸気＋水 燃焼部 燃焼部 中部 上部 炭投入 ガス発生 H2 CO CO２
Nm3/hr Nm3/hr kg/hr kg/hr kg/hr 外側℃ 内側℃ ℃ ℃ kg/hr Nm3/hr ％ ％ ％

低温炭化木炭
16.4 81.8 0.00 0.0 0.00 1163 1115 167 132 36.0 187 6.3 19.3 7.3
16.4 81.8 6.98 0.0 6.98 1044 1024 147 155 36.0 194 8.6 19.4 8.1
16.4 81.8 9.30 0.0 9.30 1024 972 400 224 36.0 210 － 19.5 10.8
16.4 81.8 9.30 8.5 17.80 977 978 389 259 36.0 200 11.3 20.6 7.5
16.4 63.4 9.30 14.3 23.60 915 741 346 233 36.0 173 9.3 20.6 8.1

牛ふんオガクズ堆肥炭化物
16.4 61.2 9.30 14.3 23.60 843 825 299 97 35.0 158 6.9 12.4 10.3

量 　ガス濃度

ガス化方式 不完全燃焼方式
燃焼空気 ガス化用：上部、中部に２段
送風方式 燃焼用：ロストル下

　（ガス化の前後に使用）
各部とも３００℃以上に加温

炉断面寸法 □45cm

炉耐熱温度 1,300℃

着火方式 LPGバーナー

ガス冷却方式 水冷チャンバー

ガス清浄装置 サイクロン＋水洗スクラバー

材料投入方式 ダブルダンパによるバッチ投入
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水洗する必要があった。水洗したガスによる発電に

ついては、デュアルフュエル方式のため問題はな

かったが、発生ガスの発熱量が少ないため、A重油で

60kWの発電能力が40kWに減少した。

 (ｳ) 炭化工程を省いた直接熱分解ガス化において

は、牛ふんオガクズ堆肥の乾物重量に対し30％の消

石灰を混合することにより、溶融を防止しながらガ

ス化が可能であった。タール発生もなく、水洗後の

ガスの腐食性にも問題はなかった。1kWhの発電に要

するペレット量は1.63kg（内牛ふんオガクズ堆肥

0.97kgDM）と考えられる。なお、ガス化後の燃焼工

程で1,350℃に温度が上がった際には溶融が発生し

たため、燃焼温度は1,300℃以下に制御する必要があ

ることが分かった。以上ことから、直接熱分解ガス

化は家畜排せつ物に対応できると考えられる。

オ 今後の課題 

 (ｱ) 炭化＋ガス化の多段階ガス化方式は炭化設備

の整備コストが高額に上るため、微粉砕工程が必要

で1,512～3,530円／ｔ以上の処理料金に対応できる

バイオマスに限定する。

 (ｲ) 家畜排せつ物等のガス化については、2005年

度に試作した直接熱分解ガス化方式を適応すること

にし、ガスの洗浄法や廃水処理対策の開発を進める

とともに、家畜排せつ物と生石灰混合による乾燥促

進効果も検討する。また、バークや林地残材チップ

等への利用の拡大を図る。

 カ 要 約 

 家畜排せつ物などの窒素や硫黄、塩素分の含有量

やタールの発生量が多い畜産系廃棄物の炭化・不完

全燃焼式熱分解ガス化の実証プラント農林バイオマ

ス２号機を開発した。乾燥堆肥の炭化能力は174kg／

hであり、炉圧と排ガスの酸素濃度により自動制御が

できた。ガス化では、水蒸気吹き込みによりガス化

温度を900℃以下に制御でき、牛ふん堆肥を溶融させ

ずにガス化できたが、木炭に比べ64％の発熱量で

あった。発電機はガスが80％、A重油が20％の消費割

合で40kWの発電能力であった。

 (ｲ) 畜産系廃棄物は腐食性ガスの発生量が多いた

め炭化処理を入れていたが、炭化処理のための設備

コストが高く、堆肥では補助金無しではエネルギー

化施設の採算がとれないため、2005年度より直接熱

分解ガス化方式に変更し、新たにガス化炉を試作し

た。牛ふん堆肥を消石灰添加により溶融温度を上げ、

1,000－1,200℃でガス化し900kcal/Nm3の熱分解ガス

が得られた。牛ふん堆肥乾燥物約1kgで1kWhの発電が

できると想定される。

研究担当者（薬師堂謙一＊、田中章浩、藤原潤也、松

崎悦雄）

３ 廃熱の多重利用システムの開発 

ア 研究目的 

 多段階ガス化、コ・ジェネレーションシステムで

は、ガス化やエンジン廃熱が多量に発生する。そこ

で、廃熱により高水分で腐敗しやすい食品加工残さ

等を乾燥して飼料化するとともに、ガス化材料の乾

燥に多重に利用する、効率的な廃熱の利用システム

を開発する。

イ 研究方法 

 (ｱ) 炭化材料を炭化装置の排気により乾燥するた

め、静置型の通風乾燥機（図1330－１、表1313－１）

を試作し乾燥試験を行った。

 (ｲ) 食品残さ用乾燥装置を試作するためキャベツ

（市場残さを想定）やミカンジュース粕の通風乾燥

特性を求めた。また、ミカンジュース粕で乾燥温度

と乾燥物中の飼料成分含量の変化を明らかにした。

基礎試験の結果をもとに、エンジン廃熱を用いた撹

拌翼付きの流動層乾燥機（図1330－１）を試作し乾

燥試験を行った。

 (ｳ) 熱分解ガス＋Ａ重油併用型ディーゼルエンジ

ン発電機の発電出力別の、冷却熱及び排気熱回収装

置の熱回収特性を明らかにした。
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図1330－１ 炭化材料と食品残さ乾燥機の構造模式図

ウ 研究結果 

 (ｱ) 炭化廃熱による炭化材料の予備乾燥では、床

面積2㎡、堆積高さ0.5mの静置型乾燥装置を試作し、

炭化廃熱で乾燥を行った。１回当たりの炭化材料の

投入量は約320kgであった。含水率25％堆肥を５％以

下に下げるには約２時間を要した。なお、乾燥後の

排気にはアンモニアが約500ppm、NOｘとSOｘもそれ

ぞれ100ppm以上含まれているので吸引型の乾燥方式

とし、排気はスクラバーで洗浄後に大気放出した。

 (ｲ) ミカンジュース粕の乾燥による飼料成分への

影響を検討した結果、エネルギー及び粗蛋白質含量

は乾燥条件による影響を受けなかったが、乾燥温度

が80℃を越えると乾燥温度の上昇にともない も重

要なアミノ酸であるリジンの含量が急激に減少した。

（図1330－２）。

 (ｳ) ミカンジュース絞りかす発酵物は乾燥温度

80℃では含水比25％近くまで、120℃では35％までは

ほぼ同一の乾燥速度であり、その後急速に乾燥速度

が低下する（図1330－２）。特に、120℃では30％付

近から褐変が発生した（図1330－３、４）。高水分の

キャベツでは、乾燥開始後１時間程度は乾燥温度

100℃、風量水分比10L／s・kg（水）で乾燥できた。 
 (ｴ) ミカンジュース粕を撹拌翼付き流動層乾燥機

で、送風量45Nm3／min、乾燥温度80℃で乾燥させた

場合の蒸発能力は81kg／h、材料処理量は113kg／hで

あった。細かい粒子はサイクロンで回収することが

できた。

図1330－２ 乾燥温度とリジン含量の変化 図1330－３ ミカンジュース粕の含水比変化

表1330－１ 撹拌翼付き流動層乾燥機仕様

図1330－４ ミカンジュース粕の温度変化
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 (ｵ) 発電廃熱の回収はエンジン冷却用ラジエー

ターと、エンジンからの排気を水冷熱交換機で熱交

換して回収した。発電出力別の廃熱回収結果を図

1330－５に示す。ラジエーター廃熱と排気管廃熱の

熱交換機を直列に並べることにより、発電出力20kW

以上でほぼ90℃の温風が得られた。エンジンからの

熱回収効率は約50％である。発電機の発電効率は、

10kWで約20％、20kWで25％、30kW以上で30％を越

える。従って、発電と廃熱回収を合わせた総合熱効

率は70～80％と、当初目標の70％を越えることがで

きた。

図1330－５ 発電機エンジン廃熱の回収状況

 エ 考 察 

 (ｱ) 炭化廃熱の乾燥機への導入温度は設計値では

約200℃であったが、実際には300℃以上になり自然

発火した。このため、外気との混合冷却により導入

温度を150℃以下にしたが静置型の吸引通気にする

必要があった。炭化材料の含水率が25％以下であれ

ば炭化廃熱により炭化材料を含水率５％以下に乾燥

することができる。なお、排気の洗浄液にはアンモ

ニアと硝酸が含まれるため堆肥に散布し肥料として

利用できる。

 (ｲ) ミカンジュース粕の乾燥試験の結果、アミノ

酸含量の関係から材料温度は80℃以下で乾燥する必

要があることがわかった。従って、材料水分が多く

材料温度の上がらない乾燥初期には高温で乾燥し、

含水比が35％程度からは堆積高さを厚くし乾燥温度

を90℃以下に下げる２段階乾燥法が適していると考

えられる。

 (ｳ) 発電機のエンジン廃熱の回収では、発電機のA

重油による本来の発電容量は60kWであり、低発熱量

の熱分解ガスを使用するため40kWの発電容量となっ

ている。廃熱回収に関しては、20kW以上で80℃以上

の温風が得られるので、発電機の本来の定格容量の

１／３以上の負荷をかけた場合に廃熱乾燥ができる

ことが明らかとなった。

オ 今後の課題

 本研究の中では炭化廃熱と発電廃熱について通気

乾燥方式で乾燥試験を行った。直接熱分解ガス化で

は、発生ガス温度は800℃以上になるため、将来的に

は廃熱ボイラーによる蒸気利用も視野に入れ廃熱の

有効活用法を検討する。

 カ 要 約

 (ｱ) 炭化工程で発生する炭化廃熱を外気と希釈混

合し約150℃にし、静置型の通風乾燥を行うことによ

り、含水率25％の炭化材料を５％以下まで乾燥でき

た。乾燥の際にはアンモニアやNOｘが発生するが、

酸性水洗浄により回収でき堆肥と混合し肥料利用で

きる。

 (ｲ) ミカンジュース粕等の食品残さを発電廃熱で

乾燥し飼料利用する場合は、材料温度を80℃以下保

つように乾燥することにより、アミノ酸の分解を低

減した高品質乾燥ができる。乾燥の前段は材料水分

が多く材料温度が上がりにくいので撹拌翼付きの流

動層乾燥機で高速に乾燥し、材料含水率が30％以下

になった時点で材料温度を80℃以下に保つように静

置型通風乾燥機で乾燥する２段階乾燥が適している

と考えられる。

 (ｳ) 発電機のエンジン廃熱を利用する場合は、発

電機本来の定格発電容量の１／３以上の負荷をかけ、

ラジエーター廃熱と排気廃熱の熱交換機を直列に設

置することにより80℃以上の温風が得られる。発電

機の総合熱効率は70～80％が達成できた。

研究担当者（薬師堂謙一＊、田中章浩）

４ 地域のバイオマス構成に応じたコ・ジェネ

レーションシステムの構築 

ア 研究目的 

開発したバイオマスの多段ガス化、コ・ジェネレー

ション、廃熱乾燥複合利用システムを九州・沖縄地

域の各地域に適応させるため、畜産集中地帯やサト

ウキビ栽培主体の島しょ部地帯など地域別の適応シ

ステムを明らかにする。

イ 研究方法 

 (ｱ) 九州地域の市町村別の家畜排せつ物の産出量

の圃場面積の関係を明らかにした。
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 (ｲ) 沖縄本島南部地域でサトウキビ製糖残さのエ

ネルギー利用の可能性について調査した。

 (ｳ) 牛ふん堆肥のガス化後の燃焼灰について肥料

としての利用性を検討した。

 (ｴ) 多段階ガス化、コ・ジェネレーションシステ

ムの実規模の場合のコスト分析を行い導入の可能性

の検討を行った。また、多段階ガス化に変わって、

家畜排せつ物ペレットの直接熱分解ガス化の導入の

可能性を検討した。

ウ 研究結果 

 (ｱ) 各市町村別の作物栽培面積と家畜排せつ物の

産出量の関係を図1340－１に示す。九州地域には家

畜排せつ物の過剰な市町村（45t以上／ha・作）が約

160あり、九州の全市町村（2000年度）の約１／３を

占める。特に、鹿児島県と宮崎県の南九州地域に偏

在化している。

図1340－１ 市町村別の家畜排せつ物産出量

  （ｔ／ha・作）

 (ｲ) 沖縄本島南部の製糖工場からはバガスやト

ラッシュ等の製糖残さが発生しているが、多くは製

糖工場の燃料として利用されている。一方で、家畜

排せつ物の堆肥化施設では敷料不足が深刻な状態と

なっており、製糖残さの新たなエネルギー利用は困

難である。

 (ｳ) エネルギー化後の家畜排せつ物の燃焼灰には

窒素分が含まれず、リン酸、カルシウム、カリ主体

の有機質肥料として利用できる。

 (ｴ) 家畜ふん堆肥材料の処理量が34t／日規模（年

300日稼働）の多段階ガス化、コ・ジェネレーション

システム（図1340－２）を設備するには 低でも４

億２千万円程度かかり、70％補助でランニングコス

トを黒字にするには8,000円／t程度で処理できる廃

棄物を7t以上集めることが必要（表1340－１）である。

施設整備の補助がない場合は減価償却費が2,905万

円／年の支出増になり、家畜ふん堆肥材料の受け入

れ経費は600円／tから3,450円／tに増額となる。乾燥

鶏ふんや建築廃材の利用、売電から自家利用への変

更、汚泥等の受け入れなどにより2,140万円の収支改

善の可能性がある（図1340－３）が、この場合でも

家畜ふん堆肥材料の受け入れ経費は600円／tから

1,512円／tに増額となる。

 

 

図1340－２ 実規模の場合の家畜排せつ物エネルギー化システムのマテリアルフロー

60～

45～60
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食品廃棄物等

家畜ふん尿

地域におけるバイオマス循環利用システムの構築

肥　料

飼　料

・電力生産と廃熱の有効利用により、総エネルギー効率７０％を実現

・廃熱を利用したリサイクル飼料の生産と焼却灰の肥料化が可能

34 トン/日
(肉用牛1,300頭分に相当)　
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1.6 トン/日

ガス化を活用した高効率発電技術と

廃熱の有効利用システム

多段階ガス化／コ・ジェネレーション
システム

電　力
　4,000 ｋｗｈ/日

余剰電力より
（3,000 ｋｗｈ/日）、

３００世帯分の
電力を供給！

過リン酸石灰換算

豚500頭分相当

（実規模ベースで試算）

この他、窒素肥料も生産
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表1340－１ エネルギー化システムの収支試算

収 入 単 価 年 収 支 出 年経費 

家畜排せつ物処理料 600円／ｔ 6,120千円 減価償却費 9,524千円

食品残さ処理料 8,000円／ｔ 16,800千円 燃料費 9,910千円

売電収入 11円／kWh 9,900千円 光熱水量費 480千円

乾燥飼料販売料 20円／㎏ 9,600千円 通信費 240千円

焼却灰販売料 ５円／㎏ 2,550千円 定期点検保守料 1,300千円

脱臭、成形等資材費 2,900千円

機器消耗品費 1,200千円

修理費 2,250千円

人件費 14,500千円

収入合計 44,970千円 支出合計 42,304千円

差し引き ＋2,666千円

注：減価償却費は補助率70％での圧縮計算

図1340－３ 収支改善型エネルギー化システムのマテリアルフロー

 (ｵ) 直接熱分解ガス化は成型装置とガス化装置が

増額となるが、炭化工程が省略できるため多段階ガ

ス化方式に比べて25.7％のコストダウンとなる（表

1340－２、３）。売電から自家利用への変更、処理料

の高い生ゴミや汚泥を入れることにより採算性が改

善できる。

 エ 考 察 

(ｱ) 南九州地域では家畜排せつ物の過剰な市町村

が帯状に偏在化してる。これらの地域で家畜排せつ

物をエネルギー利用する場合には、液肥利用が困難

なためメタン発酵よりも熱分解ガス化が適すると考

えられる。 

 (ｲ) 沖縄県全体として堆肥不足となっていること

から、製糖残さや家畜排せつ物のエネルギー利用は

困難であり、エネルギー化の対象地域としては畜産

のウェートの低い離島地域と考えられる。

 (ｳ) 家畜排せつ物の堆肥生産の場合は、600円／t

の受け入れ価格で処理量がほぼ均衡するが、エネル

ギー化施設の場合は販売できるのは灰のみとなり、

減容化しているため販売総額も少なくなる。本シス

テムでは、含水率70％以下の堆肥材料の水分まで畜

産農家は副資材を購入して調整する必要がある。こ

のため、補助金がない場合は 低でも912円／tの負担

増となり、乳牛の場合で21,000円／頭以上の負担増

となる。従って、多段階炭化・ガス化によるエネル

ギー化施設を建設する場合は、生ゴミや水処理施設

発酵乾燥施設
（水分50-70％→40％）
一部完熟堆肥の出荷設
備が必要、堆肥脱臭用

ハウス予乾設備
（水分４０→２５％）

粉砕設備
土砂除去含む

発酵鶏ふん
低水分堆肥

乾燥鶏ふん
乾燥汚泥等

家畜ふん生堆肥材料
一次発酵中の堆肥
生ゴミ、脱水汚泥等

一部堆肥出荷

剪定残さ等植物系バイ
オマス（水分40%以上)

建築廃材等の
破砕物

炭化・ガス化・コジェ
ネレーション設備

農林バイオマス３号機

電　力

廃熱乾燥
設　　備

食品残さ等 乾燥飼料

または温水、温風利用

図１　農林バイオマス２号機システムのマテリアルフロー

表1340-2 支出総額の計算(多段階ガス化方式）
発酵乾燥 ハウス予乾 粉砕処理 エネルギー化 合 計

千円 千円 千円 千円 千円

整備費 90,426 36,641 18,280 273,900 419,247
構成比％ 21.6 8.7 4.4 65.3 100.0

減価償却費
通常計算 4,279 3,628 2,124 27,322 37,353
圧縮計算 951 806 472 6,072 8,301
構成比％ 11.5 9.7 5.7 73.1 100.0

流動経費 4,347 1,642 2,674 26,973 35,636
支出合計

通常計算 8,626 5,270 4,798 54,295 72,989
圧縮計算 5,298 2,448 3,146 33,045 43,937

表1340-3 支出総額の計算(直接熱分解方式）
発酵乾燥 ハウス予乾 粉砕処理 成型ｴﾈﾙｷﾞｰ化 合 計

千円 千円 千円 千円 千円

整備費 90,426 36,641 18,280 203,900 349,247
構成比％ 25.9 10.5 5.2 58.4 100.0

減価償却費
通常計算 4,279 3,628 2,124 18,351 28,382
圧縮計算 951 806 472 4,078 6,307
構成比％ 15.1 12.8 7.5 64.7 100.0

流動経費 4,347 1,642 2,674 17,173 25,836
支出合計

通常計算 8,626 5,270 4,798 35,524 54,218
圧縮計算 5,298 2,448 3,146 21,251 32,143

注：減価償却費の圧縮計算は補助残での計算値

表1340-2 支出総額の計算(多段階ガス化方式）
発酵乾燥 ハウス予乾 粉砕処理 エネルギー化 合 計

千円 千円 千円 千円 千円

整備費 90,426 36,641 18,280 273,900 419,247
構成比％ 21.6 8.7 4.4 65.3 100.0

減価償却費
通常計算 4,279 3,628 2,124 27,322 37,353
圧縮計算 951 806 472 6,072 8,301
構成比％ 11.5 9.7 5.7 73.1 100.0

流動経費 4,347 1,642 2,674 26,973 35,636
支出合計

通常計算 8,626 5,270 4,798 54,295 72,989
圧縮計算 5,298 2,448 3,146 33,045 43,937

表1340-3 支出総額の計算(直接熱分解方式）
発酵乾燥 ハウス予乾 粉砕処理 成型ｴﾈﾙｷﾞｰ化 合 計

千円 千円 千円 千円 千円

整備費 90,426 36,641 18,280 203,900 349,247
構成比％ 25.9 10.5 5.2 58.4 100.0

減価償却費
通常計算 4,279 3,628 2,124 18,351 28,382
圧縮計算 951 806 472 4,078 6,307
構成比％ 15.1 12.8 7.5 64.7 100.0

流動経費 4,347 1,642 2,674 17,173 25,836
支出合計

通常計算 8,626 5,270 4,798 35,524 54,218
圧縮計算 5,298 2,448 3,146 21,251 32,143

注：減価償却費の圧縮計算は補助残での計算値

表1340－２ 支出総額の計算(多段階ガス化方式)

表1340－３ 支出総額の計算(直接熱分解方式) 
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整備項目 金額 割合
万円 ％

炭化材料乾燥機 500 2.0
炭化炉 8,000 32.7
炭化物の破砕 500 2.0
炭化物の成型 800 3.3
成型物の乾燥 300 1.2
ガス化炉 6,100 24.9
コ・ジェネ 3,000 12.3
食品残渣乾燥機 5,250 21.5
合　　計 24,450 100.0

から発生する汚泥などのように工学で処理されてい

る廃棄物のエネルギー化に適した処理方法といえる。 
 (ｴ) 多段階炭化・ガス化処理によるエネルギー化

においては、炭化処理は「ダイオキシン特措法」の

対象施設となっており、炭化工程で発生する熱分解

ガスを800℃、２秒間以上で燃焼処理することが義務

づけられているため、大型の脱臭炉を別に設置する

必要がある。このため、炭化設備の設置費用が8,000

万円と高額になっている（表1340－４）。直接熱分解

ガス化では成型機の整備費が増額となり、ガスの洗

浄・浄化装置も必要となるが、炭化炉が不要となる

ため、概算で減価償却費を25％程度減額できると考

えられる。従って、自家発電利用や、処理料金の高

い生ゴミや汚泥を一部入れることにより、家畜ふん

堆肥原料の受け入れ価格を600円／tに押さえること

ができ、補助金無しでも運営できるエネルギー化シ

ステムになると考えられる。

表1340－４ 多段階炭化・ガス化によるエネルギー

化施設の整備費用と割合

注：炭化工程を省略すると炭化材料の乾燥機、炭化

炉、炭化物の破砕機が不要となる。一方で炭化

物の成型機とガス化炉が増額となる。

オ 今後の課題 

 エネルギー化方式を多段階ガス化方式から直接熱

分解ガス化方式に変更し、新しい運転条件に合わせ

たシステム設計を行い、コスト評価を行う必要があ

る。

 カ 要 約 

 (ｱ) 九州地域には家畜排せつ物が過剰な市町村が

全体の１／３に当たる160（2000年度）あり、南九州

地域に帯状に偏在化している。これらの市町村では、

液肥利用が前提となる家畜排せつ物のメタン発酵に

よるエネルギー利用が困難なことから、家畜排せつ

物を原料としたエネルギー化が可能と考えられる。

 (ｲ) 南西諸島地域においては、製糖残さをエネル

ギー利用できるのは畜産の割合の少ない離島地域に

限られる。

 (ｳ) 家畜排せつ物を用いた多段階炭化・ガス化に

よるエネルギー化システムの実用化には70％程度の

施設整備補助が必要となる。高額で処理できる生ゴ

ミや汚泥、乾燥鶏ふん等の導入により収支は一部改

善できるが、家畜排せつ物の処理経費は1,500円／t

以上となる。

 (ｴ) 炭化工程を省いた直接熱分解ガス化方式は、

多段階炭化・ガス化方式に比べ25％以上のコスト削

減になると推定される。家畜排せつ物の一部を生ゴ

ミや汚泥に置き換え、電力を自家利用すると補助金

無しでも運営できるエネルギー化システムになると

考えられる。

研究担当者（薬師堂謙一＊、田中章浩）

５ 剪定残さ等植物系バイオマスの乾燥・粉砕

技術の開発 

ア 研究目的 

都市部の剪定残さや建築廃材等の植物系の有機性

廃棄物は、畜産用の副資材や堆肥として一部利用さ

れているが、堆肥の品質などの面から処理に苦慮し

ているところが多い。これらの植物性廃棄物を800℃

以上の水蒸気と外熱により熱分解し高カロリーガス

に変換することは、バイオマスエネルギー利用の大

きな部分を占める。そこで、ガス化前処理として乾

燥、粉砕、土砂分の除去技術を開発する。

イ 研究方法 

(ｱ) 乾燥試験

ａ ハウス予乾：撹拌機付きの乾燥ハウスでの

季節別の乾燥特性を検討した。撹拌機（岡田、

４型）は８～18時まで２ｈ毎（６回/日）に作

動する条件で検討した。

(ｲ) 粉砕試験

 ａ 籾殻の粉砕処理能力及び粒径質量分布を明

らかにするために、バッチ式の粉砕機を用いて粉砕

時間３、５、7.5秒の条件で検討した。

 ｂ 街路樹剪定残さ２次破砕物をハンマーミル

（ダルトン、SBC-75KB-2）で下網径を４、５、７mm

の条件で粉砕した。
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 ｃ 建築廃材２次破砕物をハンマーミル（ダル

トン、SBC-75KB-2）で粉砕し、その後、混入してい

る土砂等の異物を土砂除去装置（原田産業、

DS-4DKBA2M）を用いて除去した。次に、異物を除

去した粉砕物を、自動篩（ダルトン、1001）によっ

て粒径３mm以上の物と、バイオマスエネルギー化シ

ステムに使用する３mm以下の物に分離した。粉砕機

及び土砂除去装置から発生する粉塵は、バグフィル

ター集塵機で除去した。土砂除去装置の異物排出口

の開口時間は２秒、開閉間隔を0.5、1.0、2.0、3.0

分と変化させて、異物除去効率の検討を行った。

ウ 研究結果 

 (ｱ) 樹園地残さ、竹、バーク、バガス等のバイオ

マスのハウス乾燥について、初期含水率は処理方法

等によって33～59％と変動が大きかった。また、水

分蒸発速度は季節や天気によって大きく変動し、夏

期には４～６kg/m2/日程度であるが冬期などで悪天

候の場合には1kg/m2/日程度まで減少した（田中ら

2005a、b）。しかし、夏期以外でも３～７日程度で含

水率25％まで乾燥できた。

 (ｲ) 籾殻（含水率9.6％）の粒径２mm以下の割合は

64.3％であるが、バッチ式粉砕機で３、５、7.5秒間

粉砕することにより、粒径２mm以下の割合は91.4、

96.7、99.0％と増加した（図1350－１）。処理能力は

粉砕3、5、7.5秒の順に94.5、87.4、78.7kgDM/h、ま

た粒径２mm以下の粉砕物量は86.4、84.5、77.9kgDM/h
となった。

 (ｳ) 剪定残さ２次破砕物の粒径7.5mm以上の重量

割合は34.6％と高いが、ハンマーミル粉砕によって

ほぼ全ての材料が５mm以下となった。粒径２mm以下

の重量割合は処理前19.4％であるが、ハンマーミル

粉砕において下網径を４mmとすることで66.2％、下

網径５mmでは65.9％となった。エネルギー化材料を

粒径2.8mm以下とすると材料歩留まりは、86.4％（下

網４mm）、81.6％（下網５mm）となった（図1350－

２）。

  図1350－１ 籾殻の粉砕時間と質量粒径分布 図1350－２ 剪定残さの粒径質量分布

 (ｴ) 建築廃材の質量平均径は処理前1.69mm、粉砕

後0.66mmであった。また、粉砕・異物除去後の質量

平均径は、粉砕物に混入している異物の29.6％が細

かい土であることから0.87mmと、粉砕後よりも平均

粒径が大きくなった（図1350－３）。建築廃材破砕物

（含水率15.5％）の質量ベースの異物混入割合は

14.8％（砂11.4％、土3.4％）であった。粉砕・異物

除去を組み合わせたシステムの処理能力は

779.5kgDM/h（4.42m3/h）であり、粉砕機の所要電力

は8.4kWhであった。粒径３mm以下の製品の処理重量

に対する歩留まりは平均76.9％であり、土砂除去装

置の設定に関わらずほぼ同じであった（図1350－４）。 

図1350－３ 建築廃材粉砕物の粒径質量分布
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 (ｵ) 土砂除去装置の除去率は１分間隔で２秒間排

出口を開く設定で一番高く、混入異物除去率は

49.2％である。土砂除去装置から排出された異物中

に建築廃材の破砕物が混入しており、重量ベースの

混入率は異物排出口の開閉間隔0.5、1.0、2.0、3.0

分の順に、27.1、20.7、8.2、8.6％であった（表1350

－１）。

表1350－１ 建築廃材中の土砂除去効率

 エ 考 察 

 (ｱ) 樹園地残さ、竹、バーク、バガス等のバイオ

マスのハウス乾燥では、乾燥の進行とともに細かい

粒径物が撹拌によって表面に浮出て蒸散が抑制され

る傾向が見られる。バイオマスには季節性があった

り種類によって初期含水率が違うため、夏期以外で

も３～７日程度で含水率25％程度まで乾燥できる。

 (ｲ) 籾殻のバッチ式粉砕機による粉砕では、５秒

間の粉砕によって籾殻の97％が粒径２mmとなり、比

較的小さな粉砕機でも処理速度は87kgDM/hを得られ、

５秒間粉砕する条件が処理能力及び歩留まりの面か

ら適している。

 (ｳ) 剪定残さ２次破砕物をハンマーミルで粉砕す

ることで、粒径２mm以下の重量割合は下網径4mmで

66.2％、下網径５mmで65.9％と約3.5倍に増加する。

また、粒径2.8mm以下では、材料歩留まりを86.4％（下

網４mm）、81.6％（下網５mm）と更に約20％向上す

る。

 (ｴ) 建築廃材の粉砕・異物除去を組み合わせたシ

ステムの処理能力は779.5kgDM/h（4.42m3/h）であり、

粒径３mm以下の歩留まりは77％程度である。土砂除

去装置の除去率は１分間隔で２秒間排出口を開く設

定で一番高くなるが、エネルギー化材料となる３mm

以下の材料に細かい土が９％程度混入する。

オ 今後の課題 

 (ｱ) ハウス乾燥で細かい粒径物が水分蒸発抑制す

るので、その対策が課題である。

 (ｲ) 建築廃材の混入土砂除去では、細かい土の除

去効率を高めることが課題である。

 カ 要 約 

 (ｱ) バイオマスのハウス乾燥過程では、バイオマ

スの種類によって初期含水率が違うため、夏期以外

でも３～７日程度で含水率25％まで乾燥できる。

 (ｲ) 籾殻のバッチ式粉砕機による粉砕では、５秒

間粉砕する条件が処理能力及び歩留まりの面から適

しており、５秒間の粉砕によって籾殻の97％が粒径

２mmとなる。

 (ｳ) 剪定残さ２次破砕物をハンマーミルで粉砕す

ることで、粒径２mm以下の重量割合は下網径５mm

で65.9％と約3.5倍に増加する。

 (ｴ) 建築廃材の粉砕・異物除去を組み合わせたシ

ステムの処理能力は779.5kgDM/h（4.42m3/h）であり、

粒径３mm以下の歩留まりは77％程度である。

 (ｵ) 土砂除去装置の除去率は１分間隔で２秒間排

出口を開く設定で一番高く除去率49.2％であり、エ

ネルギー化材料となる３mm以下の材料に細かい土等

が約９％混入する。

キ 引用文献 

 田中章浩ら 2005a.膨軟化処理による竹残さの堆

肥化副資材利用.農業環境工学関連７学会2005年合

同大会講演要旨集.413.

 田中章浩ら 2005b.沖縄街路樹剪定残さを水分調

整材とした牛ふんの堆肥化特性.九州沖縄農業研究

第67号、99.

研究担当者（田中章浩＊、薬師堂謙一）

処理能力 (kgDM/h) 769.4 771.5 796.3 780.6

合計（土砂）　（kgDM/h） 113.8 114.2 117.8 115.5

内訳　砂　（kgDM/h） 87.8 88.1 90.9 89.1

内訳　土　（kgDM/h） 26.0 26.1 26.9 26.4

混入率 14.8 14.8 14.8 14.8

除去土砂量　（kgDM/h） 52.3 56.1 49.1 42.9

内訳　砂　（kgDM/h） 41.7 45.7 39.2 33.3

内訳　土　（kgDM/h） 10.6 10.5 9.8 9.5

除去率　（％） 46.0 49.2 41.6 37.1

処理前

粉砕・土砂除去後
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0.1～0.7s

二次ガス化

バイオマス粉体全
量が水蒸気によっ
てガス化される。

６ 剪定残さ等植物系バイオマスのコ・ジェネ

レーションシステムの開発 

ア 研究目的 

 我が国ではバイオマス資源が小規模で散在してい

るため、小規模でも高いエネルギー変換効率が求め

られる。本研究では、新方式の浮遊外熱式高カロリー

ガス化法（図1360－１）によってバイオマスの高効

率エネルギー変換実用化技術開発を目指す。現在の

水蒸気タービン発電方式では、１千kWクラスで発電

効率10％程度に止まるのに対し、本技術で得られる

バイオマスガス化燃料は高カロリーであるため、ガ

スエンジン用に使用可能で、50kWの小規模プラント

でも20％の高効率発電を達成でき、コ･ジェネレー

ション時の総合熱効率は70％を見込むことができる。

本システムの実用化を研究目的とする。

イ 研究方法 

 (ｱ) 実用化試験に先立ち、研究室内の電気炉によ

る浮遊外熱式高カロリーガス化法の基礎ガス化特性

（粉体粒度、ガス化温度、水蒸気と粉体重量比など

の変化）データを取得した。

 (ｲ) 浮遊外熱式ガス化技術を基本として、50kWガ

スエンジン（キャタピラ製）発電システム「農林バ

イオマス３号機」（図1360－２）を設計・製作・設置

を行った。

 (ｳ) 本テストプラントによる実用化実証運転試験

を行った。

 (ｴ) 外熱用燃料に木質系チップ、ガス化原料粉体

に３㎜以下の木質粉を用いて、実用機設計のための

システム運転実験を行った。また、竹粉体原料につ

いても実験を行った。

   

  、 

     

    
                                           

 

 

 

ウ 研究成果 

 (ｱ) 外熱用バイオマスに建築廃材チップ、ガス化

原料用バイオマスには間伐材オガクズ（粒径３㎜以

下）を用いた実験を行ったところ、ほとんど問題も

なく、順調に運転を進めることができた。

(ｲ) 主な運転成績をまとめると、

  ａ 生成ガスは、H2、COを主成分とし（図1360

－３）、14～17MＪ／Nm3と一般ガス化技術の４～６

倍の高カロリーガス燃料となり、スス･タールもほと

んど発生しないことが確かめられた。

  ｂ 公称50kWガスエンジンは、市販の一般的仕

様（都市ガス･プロパン用）のエンジンであったが、

改造変更することなしに所定の100％負荷の出力が

得られた（図1360－４）。

 ｃ ガス燃料供給圧力は、0.11Maでプロパン時

の仕様0.2MPaより低い圧力で安定運転ができた。

 ｄ 燃焼排ガスは、非常にクリーンで、外熱用

燃焼排ガス、ガスエンジン排ガスとともに発煙する

ことはなかった。

 ｅ 負荷変化に対する出力・効率性能は、ほぼ

予想通りである（図1360－５）。

 ｆ プラントから排出されるガス性状は微量成

分（ダイオキシンを含む）分析を行い、クリーンで

公害性に問題ないことを確認した。

 (ｳ) 50kWで所期目標の発電効率（[外熱＋原料]基

準）20％を達成し、このクラス発電のトップ効率で

図1360－１ 浮遊外熱式効果カロリーガス化

１）チップ燃焼ガスによって反応管を約900℃

に加熱する。

２）反応管内に過熱水蒸気を送りこれに原料粉

体を供給浮遊させる。

３）原料粉体は水蒸気改質反応によって一瞬に

クリーンガス化する。 

図1360－２ 農林バイオマス３号機の概要図

１）熱ガス発生炉でチップを燃焼させ約

1,000℃の燃焼ガスを反応炉に送る。

２）反応炉内の反応管で発生したガス燃料は一

旦タンクに貯えられる。

３）タンクのガス燃料によってエンジンを駆動

させ発電する。 



― 106 ―

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

25% 50% 75% 100%

負荷

ガ
ス

組
成

(v
o
l%

)

H2

CO

CH4

C2H4

CO2

N2

あることを証明した。1,000kW時では30％の高効率が

予想される。

 (ｴ) 実用機設計と運転手法を確立するため、121時

間の連続運転を行い、実用運転に問題ないことを確

認し、また、ホットバンキング停止（プラントを温

度を保ったまま停止する）実験を行い、実機運用可

能である見通しを得た。

 (ｵ) 竹粉は木粉よりガス化速度が遅く、ガス化反

応部を1.5～2.0倍に設計しておく必要が確かめられ

た。

 
 

 エ 考 察 

 (ｱ) ガス化剤に水蒸気のみを使い、外部からの加

熱でバイオマスから 高品位のガス化ガス燃料が実

規模クラスのテストプラントで得られ、浮遊外熱式

ガス化法が有効であることが証明された。

 (ｲ) 得られるガス化ガス燃料は、これまでにない

高カロリー燃料で、スス・タールをほとんど含まな

いクリーン燃料になる。

 (ｳ) クリーン高カロリーガス燃料がバイオマスか

ら得られることから、バイオマスのエネルギー利用

範囲が拡大されたものと考えられる。

 (ｴ) 50kWガスエンジン発電に成功したこで、バイ

オマス高効率発電実用化に道が開けたと考える。

 (ｵ) 得られるガス燃料のガス組成は水素と一酸化

炭素が占める比率が高く、これは化学原料として使

用できる。先ず、メタノール合成原料に適している。

オ 今後の課題 

 (ｱ) 木質系バイオマスを原料とする本システムの

適用は技術的には実用レベルにあると判断できるの

で実用展開に移るが、当面、実験経験の多い木質系

図1360－３ ガス化ガス燃料組成

１）負荷変化でガス組成が変化するが、エンジン

駆動に問題はない。

２）低負荷では水素が増える。 

写真1360－１ 50kWガスエンジンと出力状況

１）市販ガスエンジンに全く手を加えることなく、

100％負荷運転可能。

２）写真はライト出力状況

図1360－４ 生成ガス流量と出力及び効率

１）生成ガス（ガス化ガス）変化時の出力と効率は

ほぼ予想値である。

２）100％負荷で所定の20％発電効率を達成した。 

図1360－５ 従来方式と本方式の発電効率比較

１）従来の水蒸気タービン発電では1,000kWで約

10％効率1,100 kW以下では出力が出せない。

２）これに対しエンジン発電では数kWから出力可

能で、発電効率も高い。
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燃料を対象にし、プラント規模は50kW～500kWとす

る。

 (ｲ) プラントの標準化とコスト評価を行い、高効

率と同時にユーザーにとって魅力ある製品化を図る

必要がある。

 (ｳ) 木質以外のバイオマスについては燃料性状と

ガス化特性を確認しながら、実用化を進める。

 (ｴ) バイオマスのガス化エンジン発電にはガスエ

ンジン使用方式と、ディーゼルエンジンエンジン使

用（「農林バイオマス２号機」方式）があり、技術的

にはガスエンジンが高度であるが経済的にはディー

ゼル方式にも優位性がある。実用化には2方式を比較

検討しながら進める。

 (ｵ) 浮遊外熱式ガス化ガス燃料は、化学合成原料

になることから、小規模メタノール合成プラントへ

の展開を検討する。

 (ｶ) 実用機運転を省力化するための改良ほか、原

料バイオマス性状変化による影響を明確にし、原料

性状の適用範囲の拡大を図る。供試原料は竹材（試

験の一部は実施済み）、根株、バークなどへ展開する。 
 カ 要 約 

 新しい方式の浮遊外熱式ガス化法は、草･木バイオ

マスを化石燃料なみのクリーンな高カロリーガス燃

料に転換することができる。このガス化法を基本と

した50kWガス化ガスエンジン発電実証機（「農林バイ

オマス3号機」と命名）実験を行った。所期のガス化

効率とこのクラス 高の20％発電効率を達成し、実

用化可能であることを証明した。

研究担当者（坂井正康＊、村上信明）
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第４章 廃食用油からのディーゼル代替燃料変換技術の開発

１ 効率的油脂低粘性化技術の開発 

ア 研究目的 

 動植物油をディーゼル代替燃料として使用するた

めにはその粘度を軽油に近いレベルにまで低下させ

る必要があるが、現在検討されているのはアルカリ

触媒を用いたメチルエステル化法のみである。この

場合、副生するグリセリンを有効利用するためには

精製を行う必要があり、コスト低減の障害となって

いる。そこで、これらの問題を克服することが可能

な油脂の低粘性化技術を開発し、廃食用油等の天然

油脂の効率的なエネルギー化を図る。

本課題では、アルカリ触媒を用いないメチルエス

テル化法やマイクロエマルション化法の特性評価を

行い、反応条件やエマルション組成の影響を検討す

る。

イ 研究方法 

 (ｱ) マイクロエマルションの成分組成と物理的特

性との関係の解明

廃食用油をマイクロエマルション化することで、

その粘度が低下し、ディーゼル代替燃料としての利

用が可能となる。マイクロエマルション化法は、副

生成物を生じない簡便な低粘性化技術として注目さ

れているが、界面活性剤の選択や組成の決定に際し

ては試行錯誤に頼らざるを得ないのが現状である。

そこで、成分組成（油脂、アルコール及び界面活性

剤の比）とマイクロエマルションの物理的特性（粘

度等）との関係を明らかにしていくとともに、選定

された組成のマイクロエマルションについては滋賀

県立大において燃焼試験を実施した。

 菜種油（日清オイリオ）、95％エタノール（関東化

学）、蒸留モノオレイン（太陽化学）を用いてマイク

ロエマルションを調製した。調製されたエマルショ

ンの粘度を37.8℃においてキャノンフェンスケ型粘

度計で測定した。電気物性測定は、液体測定用セル

（ Agilent 1645A ）を Precision Impedance Analyzer

（Agilent 4294A）に接続して40Hz～５MHzの周波数

範囲で行った。

 (ｲ) 廃食用油中に含まれる成分が無触媒メチルエ

ステル化反応に及ぼす影響の解明

アルカリ触媒を用いないメチルエステル化法（無

触媒メチルエステル化法）は、反応後のアルカリ除

去工程を必要としないため、メチルエステル化法に

よるディーゼル代替燃料におけるコスト低減のため

の有効な手法として注目されているが、油脂特に廃

食用油に含まれる成分が反応過程に及ぼす影響に関

しては明らかとなっていない。本研究においては、

廃食油中に含まれる成分の種類及び含有率が脂肪酸

メチルエステル（FAME）生成反応速度に及ぼす影響

の解明を試みた。

 供試材料には白絞油（明糖油脂工業）、廃食用油及

び廃食用油のモデル試料を選び、各試料のメチルエ

ステル化反応時に反応器から流出する蒸気（気相）

を主生成物とみなし、これらの組成成分割合を薄層

クロマトグラフィー/水素炎イオン化検出器及び高速

液体クロマトグラフィーを用いて分析した。

ウ 研究結果及び考察 

 (ｱ) マイクロエマルションの成分組成と物理的特

性との関係の解明

マイクロエマルションの粘度は、6.58～20.7

MPa・sの範囲で制御することができた（図1410－１）。

選定された組成のマイクロエマルションについては、

滋賀県立大において燃焼試験を依頼した。また、マ

イクロエマルションの誘電率と誘電損失は、10kHz

以下の低周波領域で急激に増大し、定量解析が困難

であることが確認された。これは、マイクロエマル

ションの連続相の電気伝導度の影響と思われる。そ

こで複素誘電率の逆数である複素電気弾性率を用い

て、マイクロエマルションの電気物性測定を行った

ところ、複素電気弾性率の虚部はピークを示し（図

1410－２）、そのピークを与える周波数から緩和時間

を算出することができた。粘性の高い油の組成が増

加することで系の粘性も増加するが、緩和時間はマ

イクロエマルションの油の含量に伴なって増大した。

図1410-3にマイクロエマルションの粘度に対する緩

和時間のプロットを示すが、粘度と緩和時間には、

一定の相関が見られた。従って、電気物性から得ら

れる緩和時間からマイクロエマルションの粘性を迅

速に把握できる可能性が示された。さらに、マイク

ロエマルションの複素電気弾性率のCole-Coleプロッ

ト（図1410－４）は、氷点以上の温度範囲では半円
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弧を描いたが、系の温度が氷点よりも下がると円弧

の形状が変化した。マイクロエマルションは温度に

よって相分離や凝固などの状態変化を起こすが、

Cole-Coleプロットの変化を追跡することで、マイク

ロエマルションの状態変化を把握できる可能性が示

された。電気物性によるバイオディーゼル燃料の固

化のモニタリングや安定性評価への応用が期待でき

る。

 (ｲ) 廃食用油中に含まれる成分が無触媒メチルエ

ステル化反応に及ぼす影響の解明

 表1410－１に新油（試料５）、廃食用油（試料１）

及び廃食用油のモデル試料（試料２～４及び６）の

成分組成を、図1410－５に供試試料１～６のメチル

エステル化反応時におけるFAME積算量の経時変化

をそれぞれ示す。これらの結果から、無触媒法にお

けるFAME生成の顕著な阻害要因となる物質はモノ

グリセリド（MG）であり、アルカリ触媒法において

阻害物質とされている水分ではないことが定量的に

解明された。

 表1410－２に供試試料の成分組成を、図1410－６

にトリグリセリド（TG）、ジグリセリド（DG）、MG

及び遊離脂肪酸（FFA）を主成分とする試料７、８、

10、11及び廃食用油（試料９）のFAME積算量の経時

変化をそれぞれ示す。水分と同様、アルカリ触媒法

において阻害物質とされているFFAを主成分とする

試料11のFAME生成量は全試料中 も大きく、また、

顕著な反応阻害傾向も見られなかった。以上の結果

から、無触媒法ではFFA及び水分による反応阻害が起

こらないため、これらの反応前除去工程は不要であ

ることが明らかとなった。従来のアルカリ触媒を用

いたメチルエステル化法においては、原料油中にFFA

が含まれていると、これが触媒であるアルカリと結

合し触媒の活性を低下させるため、反応に先立ち原

料油中のFFAを除去する必要がある。このため、廃食

用油を原料とする場合には、FFAを除去するための前

処理工程が必要とされている。これに対し、無触媒

メチルエステル化法においては、反応に先立ちFFA

を除去する必要がなく、前処理工程の観点からも本

方法の優位性が示されたものと考えられる。

図1410－１ マイクロエマルションの粘性の変化 図1410－２ 複素弾性率の周波数依存性 

図1410－３ マイクロエマルションの粘度と

緩和時間の関係 

図1410－４ 複素電気弾性率のCole-Coleプロット 
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 表1410－１ 供試材料の成分組成

試

料 
MG 
(％) 

DG 
(％)

水分

(％)

1 廃食油0.11mol 5.0 4.0 0.15

2 モデル試料0.12mol 5.0 1.0 0.19

3 モデル試料0.12mol 5.0 1.0 0.07

4 モデル試料0.12mol 5.0 1.0 0.02

5 新油0.12mol 0.3 1.0 0.02

6 モデル試料0.12mol 0.3 4.0 0.02

 図1410－５ 気相中のFAME積算量（mol）

表1410－２ 供試材料の成分

試

料 
TG FFA DG MG 

7 白絞油 98.7 0.0 1.0 0.3

8 エコナ 13.5 0.0 82.5 4.0

9 廃食用油 90.6 0.4 5.0 4.0

10 サンソフト 0.0 0.0 0.0 100

11 Oleic acid 0.0 100 0.0 0.0

  図1410－６ 気相中のFAME積算量（mol）

エ 今後の課題 

我が国において生物由来のディーゼル代替燃料の

原料となることが想定されるバイオマス資源のひと

つは廃食用油であり、様々な不純物が混入している。

廃食用油を原料としたディーゼル代替燃料製造の実

用化のため、これらの夾雑物の影響を、さらに、詳

細に把握し、悪影響を有する成分については、これ

を効率的に除去するプロセスの開発を行う必要があ

る。

 オ 要 約 

動植物油脂の粘度を低下させてディーゼル代替燃

料としての利用を可能とするための技術の効率化を

図るため、アルカリ触媒を用いないメチルエステル

化法やマイクロエマルション化法の特性評価を行い、

反応条件やエマルション組成の影響を検討した。マ

イクロエマルション化法においては、その電気物性

から系の粘度を迅速に把握することのできる手法を

開発した。また、無触媒法におけるメチルエステル

化反応の阻害物質は、モノグリセリドであることを

解明するとともに、アルカリ触媒法において反応阻

害物質となる遊離脂肪酸が、無触媒メチルエステル

化反応においては反応を促進することを明らかにし

た。これにより、無触媒法においては遊離脂肪酸及

び水分の反応前除去工程が不要であることが明らか

となった。

研究担当者（鍋谷浩志＊、中嶋光敏、岩本悟志）
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２ 無触媒メチルエステル化反応の機構解明 

ア 研究目的 

 軽油代替として注目されているバイオディーゼル

燃料（すなわち、脂肪酸メチルエステル（FAME））

は、アルカリ触媒を用いた植物油のメチルエステル

化を実用化された唯一の生産方法とするが、生成物

からアルカリ触媒を除去する精製工程を必要とする

ために、コストの低減が困難である。本課題では、

新しく提案した無触媒反応装置を用いた油脂のメチ

ルエステル化反応において、各種反応条件が反応速

度や生成物組成に及ぼす影響を明らかにすることに

より、メチルエステル化反応の機構を解明すること

を目的とした。

イ 研究方法 

(ｱ) 操作条件が無触媒メチルエステル化反応に及

ぼす影響の定量的評価

 本課題で新しく提案した無触媒反応装置（図1420

－１）を用い、反応温度、メタノール供給速度、操

作圧力、撹拌速度、原料油仕込量の５つの操作パラ

メータを変化させ、油脂のメチルエステル化反応を

行った。反応器内液（液相）と反応器から流出する

蒸気（気相）の２種の反応生成物を経時的に採取し、

その組成を薄層クロマトグラフィー/水素炎イオン化

検出器（TLC/FID）及び高速液体クロマトグラフィー

（HPLC）を用いて分析した。

(ｲ) 無触媒メチルエステル化反応の速度論的解析

 High-Oleic Sunflower Oilを原料油に用い、上記と同

様の反応装置を用いて反応を行った。なお、反応器

のメタノール蒸気吹き込み口には孔径20μmの金属

フィルタを装着した。本反応の反応温度依存性を評

価するため、図1420－２(A)の気液接触方式で、反応

温度250～330℃の範囲で変化させた。また、気液界

面の影響を評価するため、図1420－２に示したバブ

リング有及び無の二つの気液接触方式で反応温度

290℃の条件で反応を行った。反応器の気相及び液相

生成物を経時的にサンプリングし、TLC/FID及び

HPLCを用いて組成を分析した。

  図1420－１ 無触媒反応装置概略図

ウ 研究結果及び考察 

 (ｱ) 操作条件が無触媒メチルエステル化反応に及

ぼす影響の定量的評価

目的物であるFAMEは液相と気相の両相に含まれ

たが、気相の主成分がFAMEであることから、気相へ

のFAMEの流出速度を高めることが精製工程を省き、

効率的なFAMEの作製につながると考えられた。

FAMEの気相流出速度は290℃において 大値を示

し（図1420－３）、メタノール供給速度と原料油仕込

量に伴なって増加する傾向を示した（図1420－４、

図1420－５）。また、気相流出速度は操作圧力と撹拌

速度の増加に伴なって減少する傾向を示した（図

1420－６、図1420－７）。これらの結果から、メタノー

ル気泡の反応液内滞留時間及びメタノール蒸気と原

料油の気液界面面積を増加させることが反応効率の

向上に重要であると考えられた。

図1420－２ 過熱メタノール気泡と反応液

との気液接触方式；(A)バブリ

ング有、（B）バブリング無 
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図1420－３ 反応温度が反応に及ぼす影響

●総生成速度、■気相流出速度

図1420－５ 原料油仕込量が反応に及ぼす影響

●総生成速度、■気相流出速度

図1420－７ 撹拌速度が反応に及ぼす影響

●総生成速度、■気相流出速度

図1420－４ メタノール供給速度が反応に及ぼす

影響

●総生成速度、■気相流出速度

図1420－６ 操作圧力が反応に及ぼす影響

●総生成速度、■気相流出速度
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 以上より、操作パラメータが油脂の無触媒メチル

エステル化反応に及ぼす影響を明らかにし、バイオ

ディーゼル燃料反応装置の設計に当たって重要とな

る知見を得ることができた。

(ｲ) 無触媒メチルエステル化反応の速度論的解析

 脂肪酸メチルエステル（FAME）総生成速度の反応

温度依存性を示すアレニウスプロット（図1420－８）

より、活性化エネルギーが約８kcal･mol-1であること

を明らかにした。このことから、本反応は物質移動

律速であることが示唆された。図1420－９にバブリ

ングがFAMEの気相流出速度に及ぼす影響を示す。

FAME気相流出速度の差を気液界面積の差に起因す

ると仮定し、気液界面積を算出した（表1420－１）。

本反応をプラグ流反応と仮定し、気泡の終末速度を

計算して気泡径を推算したところ、気泡径２mmの場

合に、気液界面積が7.0×10-3 [m2] となり、表1420

－１のバブリング有（t=30 min）の場合と等しくなっ

た。

 

 

        

 以上の結果より、無触媒メチルエステル化法にお

いては気液界面における物質移動が反応を規定する

主要な要因であることが明らかとなり、気液界面の

接触機構の設計の重要性が示された。

図1420－８ 無触媒メチルエステル化反応のアレ

ニウスプロット（メタノール供給速

度1ml/min、操作圧力0.1MPa、撹拌速

度700rpm、原料油仕込量200 ml） 

図1420－９ バブリングがFAME気相流出速度に

及ぼす影響（バブリング：●有、■

無）（反応温度290℃、メタノール供

給速度1ml/min、操作圧力0.1MPa、撹

拌速度700rpm、原料油仕込量200ml）

表1420－１ バブリングの有無と反応時間による

気液界面積の比較 
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エ 今後の課題 

 本技術のレベルを実用化の段階に高めるためには、

油脂と過熱メタノール蒸気との接触状態と反応速度

との関係を明らかにし、 適な接触機構を設計する

必要がある。このため、無触媒メチルエステル化反

応機構を速度論的解析に基づきさらに詳細に解明す

る。

 オ 要 約 

植物油脂の粘度を低下させてディーゼル代替燃料

としての利用を可能とするための技術の効率化を図

るため、アルカリ触媒を用いないメチルエステル化

法（無触媒メチルエステル化法）を提案するととも

に、反応条件が反応に及ぼす影響を評価した。

 290℃、0.1MPaの条件でメタノール供給速度及び原

料油仕込量を大きく、撹拌速度を小さく設定するこ

とにより、効率よく目的物質である脂肪酸メチルエ

ステルを気相に取り出すことができた。

 反応の温度依存性を示すアレニウスプロットによ

り反応の活性化エネルギーを求めた結果、本反応が

物質移動律速であることを示唆した。

研究担当者（相良泰行＊）

３ 無触媒型メチルエステル化プロセスの実

証研究 

ア 研究目的 

 平成16年度、17年度の２ヵ年での研究目的は、原

料油に廃食用油を用いて、変換率80％、40L/dayのメ

チルエステルを製造可能とする無触媒型メチルエス

テル化実証プラントの設計・建設及び反応条件の確

立である。

イ 研究方法 

(ｱ) 実証プラントの設計及び建設（平成16年度）

気液接触方法の違う数種類の小型反応装置を作製

し、原料に菜種白絞油を用いていろいろな条件で実

験を行い反応性の違いを比較した。その結果から実

証プラントに 適と思われる方法を採用し設計・建

設を行った。

(ｲ) 実証プラントを用いた実験及び改造（平成17

年度）

 建設した実証プラントを用いて菜種白絞油を原料

とした実験を行い、その結果からさらに改造を施し

実験を行った。また小型反応装置と実証プラントを

用いて、廃食用油と菜種白絞油、各種植物油との反

応性を比較した。

ウ 研究結果 

(ｱ) 実証プラントの設計及び建設（平成16年度）

気液接触方法の違う小型反応装置の実験結果から、

本プロセスの反応は、過熱メタノール蒸気気泡界面

の更新を促進することが、反応効率に影響している

ことが明らかとなったため、実証プラントの反応器

にはドラフト式多孔板方式を採用し、設計・建設を

行った。

(ｲ) 実証プラントを用いた実験及び改造（平成17

年度）

 実証プラント（写真1430－１）を用いて菜種白絞

油を原料とした実験を行った結果、ドラフト式多孔

板方式では1.6L/hr（38.4L/day）のメチルエステルが

製造可能であることがわかった。さらに性能を上げ

るために、本プロセスの反応効率に大きく影響を与

えるもうひとつの要因である熱効率を良くすること

を考え、一般的に熱効率が良いとされているシェル

＆チューブ式多孔板方式（写真1430－２）に反応器

を改造した。改造後の実験においては1.2L/hr

（28.8L/day）のメチルエステルが製造可能であるこ

とがわかった。また、循環メタノール中に高沸物が

含まれていると、配管内でスケーリングを起こすお

それがあったため、メタノール循環ラインの改造も

行った。実証プラントを用いた実験結果のまとめを

表1430－１に示す。

 小型反応装置と実証プラントの両方で、菜種白絞

油と廃食用油とを用いた実験を、さらに小型反応装

置では各種植物油を用いた実験を行い、それぞれの

結果から反応性の比較を行った。その結果、廃食用

油の由来による反応性の違いは見られるが、同種の

植物油であれば廃食油と新油との差はほとんどない

ことがわかった。実験結果を表1430－２に示す。
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メタノール 原料油
［℃］ ［l/hr］ ［l/hr］ ［l/hr］ ［％］

1 1.1 0.7 0.70 64
3 1.6 1.6 0.53 100
3 1.8 1.3 0.43 72
5 1.6 1.6 0.32 100
6 1.8 1.3 0.22 72
9 1.7 1.4 0.16 82
12 1.7 1.5 0.13 88

270 3 0.7 0.2 0.07 29
1 0.7 0.3 0.30 43
3 0.8 0.4 0.13 50
5 0.6 0.3 0.06 50

300 5 0.6 0.6 0.12 100
310 5 0.9 0.9 0.18 100

2 1.3 0.9 0.45 69
5 1.2 1.2 0.24 100
7 1.5 1.2 0.17 80

0.3 0.2 0.11 0.37 55
0.6 0.2 0.16 0.27 80
0.9 0.2 0.18 0.20 90

エステル/供給原料油

290

320

290

改造前

改造後

エステル/メタノール
供給量

反応温度 エステル流出量

290

参考：ベンチプラント実験結果（代表例）

  写真1430－１ 実証プラント 写真1430－２ シェル＆チューブ式多孔板方式反応器

表1430－１ 実証プラント実験結果まとめ

 エ 考 察 

(ｱ) 実証プラント及び小型反応器を用いた実験

表1430－１の実験結果から、反応温度が高くメタ

ノール供給量が多い方がエステルの流出量は増加す

るが、単位メタノール当たりのエステルの流出量は

減少することがわかる。この結果は小型反応装置の

結果と同じであり、各条件における単位メタノール

当たりのエステルの流出量も小型反応装置の値とほ

ぼ同等であることからも、小型反応装置の結果が上

手く実証プラントに反映されていることが確認でき

た。

 実証プラント改造において、反応温度が高いほど

エステルの流出量は増加する傾向にあるが、熱によ

る油の劣化を避けることができないことから、反応

器内の熱効率を良くすることが品質を保ったままで

反応効率を上げることにつながると考えられた。そ

こで一般的に熱効率が良いとされているシェル＆

チューブ型の反応器を採用した改造を行い、実験し

たところ、改造前よりもエステルの流出量が減少し

てしまった。これは多孔板を設置することで過熱メ

タノール蒸気気泡を反応器内で均一に分散していた

ことが、逆に熱効率を下げてしまったと考えられる。 

(ｲ) 各種植物油（新油）と廃食用油の比較実験

 表1430－２の実験結果から、小型反応装置におい

て廃食用油は、同種の新油と比べると同程度反応し

ていることが確認される。実証プラントにおいても

改造後の実験ではやはりほぼ同程度の結果となって

おり、改造前の菜種白絞油の実験結果で、反応率80％

以上の条件におけるエステルの流出量は1.5～1.6L/
ｈrの実績を得ていることからも、廃食用油を用いて

も変換率80％、40L/dayは可能であることが示唆され

る。

オ 今後の課題 

 本研究で得られた知見をもとに小型反応装置を組

み直して実証実験を行うとともに、当該装置で種々

の原料を用いた実験を行いさらに知見を充実させて

いく。また、今後の反応装置開発においては、生成

したエステルの品質チェック及び燃焼実験結果から

も検討を行い、より実用性の高い実証プラントの設

計・建設を目指す。さらに、当該装置でのコスト試

算を行い事業性を検討する。

 カ 要 約 

平成16年度に建設した「無触媒型メチルエステル

化実証プラント」を用いた実験を行い、その結果を

表1430－２ 各種植物油と廃食用油との

比較実験結果 

原料油 反応温度 メタノール供給量 エステル流出量

［℃］ ［ml/hr］ ［ml/hr］
菜種白絞油 116
コーン油 70
大豆油 39
菜種白絞油＋ラード 42
廃食用油（大豆油由来） 47
菜種白絞油 128
廃食用油（給食センター） 135

［℃］ ［l/hr］ ［l/hr］
270 3 0.2
290 5 0.3
310 5 0.9
280 5 0.2
300 5 0.3
310 5 0.5

菜種白絞油

廃食用油（給食センター）

290
126

284

ベンチプラント実験結果

実証プラント実験結果
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もとに改造を施し、さらに実験を行った。

 本プロセスは、反応器内における熱効率と過熱メ

タノール蒸気の気泡界面の更新を活発に行うことが

反応効率に大きく影響するため、改造では一般的に

熱効率の良いとされるシェル＆チューブ型の反応器

に多孔板を設置した反応器を採用した。また、循環

メタノール中の高沸物濃度が高いと、配管内でス

ケーリングを起こすおそれがあるため、メタノール

循環ラインの改造も行った。

 実験結果から、多孔板でより均一に分散した気泡

は逆に熱効率を下げ、反応率を下げることがわかり、

今後のスケールアップを含めた反応器及び装置開発

において重要な知見を得ることができたとともに、

目的である廃食用油を原料に用いて変換率80％、

40L/dayのメチルエステルを製造可能とする実証プラ

ントとその条件を確立することができた。

研究担当者（小坂田潔＊ 笘篠勝彦 照井勉 高木

彩）

４ 天然油脂原料を用いたバイオディーゼル

燃料の燃焼特性の解明 

ア 研究目的 

 本研究では、２種類の植物油の低粘性化燃料につ

いて燃料及び燃焼特性を実験的に明らかにしディー

ゼル燃料としての有用性評価を行った。まず、トリ

グリセリドとエタノールのマイクロエマルション化

によってメチルエステル化せずにトリグリセリドを

低粘性化した燃料を製造し、これを用いた際の

ディーゼル機関の燃焼及び排気特性を実験によって

調べ、利用可能性を調べた。つぎに、無触媒メチル

エステル交換反応により製造されたバイオディーゼ

ル燃料のエンジン燃焼特性等を実験的に明らかにし、

従来のアルカリ触媒法によるメチルエステルと比較

し評価した。

イ 研究方法 

(ｱ) 菜種油エタノールマイクロエマルション燃料

原料油脂には、市販の菜種油を用い、モノオレイ

ンを相溶剤としてエタノール（純度95 Vol-％）をマ

クロエマルション化した燃料である。実験は、菜種

油、エタノール、モノオレインの割合を変化させて

試験燃料とし、発熱量、動粘度などの燃料性状を分

析した。エンジンベンチにおいて既存の固定式

ジャーク式燃料噴射ポンプを有する単気筒水冷横型

直接噴射式ディーゼル機関を使用し、改造なしで機

関回転速度一定で、機関の負荷を変更して燃費やPM

などの特性を調べた。運転は、あらかじめ軽油にて

１時間の暖気運転後に試験燃料に切り替えて行った。

また、ディーゼル機関用燃料として必要な自着火性

（セタン化）を調べるため、定容燃焼容器による燃

焼試験を行った。

(ｲ) 無触媒方式によるメチルエステル化燃料

 触媒を使用せずに無触媒でトリグリセリドとメタ

ノールのメチルエステル交換反応を行って製造した

燃料の性状の分析を行い、従来のアルカリ触媒法に

よるメチルエステルと比較検討した。無触媒方式及

びアルカリ触媒方式によるメチルエステルを燃料と

して、ディーゼル機関を運転し、機関性能及び排気

特性の調査及び定容燃焼容器による燃焼試験結果か

ら無触媒方式によるメチルエステルに対するディー

ゼル燃料としての評価を行った。

ウ 研究結果 

(ｱ) 菜種油エタノールマイクロエマルション燃料
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図1440－１ 定容燃焼容器FIAによる燃焼圧力上昇率変化

図1440－２ 菜種油・エタノールマイクロエマルション燃料と菜種油メチルエステル（RME）の機関性能と排

気特性（機関回転速度ne = 1800、 900rpm、静的燃料噴射時期：上死点前17oCA） 

 図1440－１は、ディーゼル燃料としての自着火性

を調べる目的で実施した実験結果であり、図1440－

２は単気筒直接噴射式ディーゼル機関のエンジンダ

イナモ試験結果である。また、表1440－１には代表

として菜種油35v％、エタノール及びモノオレインそ

れぞれ32.5v％の燃料性状値を以下のメチルエステ

ル燃料とともに示した。
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(Fueltech AS., FIA-100)
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表1440－１ 菜種油、エタノールエマルション、メチルエステルの主要性状

(ｲ) 無触媒方式によるメチルエステル化燃焼

図1440－３ ランシマット酸化安定性試験による結果

Mono-glyceride   　   (wt%)

Di-glyceride   　         (wt%)

Tri-glyceride   　     (wt%)

Kinematic Viscosity  mm2/s@40℃

Lower Calorific Value   MJ/kg

Cloud Point 　     ℃

Flash Point   ℃

Carbon      （ wt%）

Hydrogen        （ wt%）

Oxygen       （ wt%）

Sulfur    （ wtppm）

10% Carbon Residue （ wt%）

KF water    （ wt%）

Density　                       g/cm3

Free Glycerin         (wt%)

Coid Filter Pluging Point   ℃
Pour Point 　               ℃

100% Carbon Residue (wt%）

Alkali-
catalysis
RME
(Refined)

0.35

0.54

1.82

4.51

36.1

-6

180

77.0

12.0

10.3
-

3.25

0.10

0.880

0.01

-13
-12.5

0.01

Non-catalysis RME

5.77
0.888

0.14

36.1

-20.0
 6 

13

142

4.32

5.79

1.88

0.11

0.01

76.2

12.0

10.6
-

0.12

0.8939

30.3

16.5

67.7

12.2

16
< 3
2.51

10
0.918
35.1

Ethanol-
micro-
emulsion

Rape-
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図1440－４ 燃料の酸化劣化特性値の比較

図1440－５ 燃料の自着火性の比較
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図1440－６ ディーゼル機関における機関性能と排気特性の比較

 図1440－３及び1440－４は、燃料の酸化劣化の特

性値を比較して示し、図1440-5及び図1440-6は、燃

料の自着火性と機関性能・排気特性を示している。

 エ 考 察 

(ｱ) 菜種油エタノールマイクロエマルション燃料

図1440－１から、エタノール濃度が高いと自着火

しにくく、燃焼期間が伸びると言える。本燃料は、

動粘度がエタノール25％の燃料でバイオディーゼル

の３倍と高く、送液ポンプの改良や燃料加温などが

必要である。図1440－２は、機関回転速度900rpm一

定のもとで、機関負荷である正味平均有効圧BMEPを

変化させた場合の正味燃料消費率BSFC、各排気濃度

の測定結果を示す。図から、エタノールマイクロエ

マルション燃料は、HCHOやCH3OH+C2H5OHの排出

濃度は、RMEよりも高いがNOx濃度が低く、重量燃費

が悪いが熱効率は高い。なお、BSFCがRMEより高い

のは重量当たりの発熱量が低いためである。

(ｲ) 無触媒方式によるメチルエステル化燃料

表1440－１は、燃料性状を欧州バイオディーゼル

燃料性状規格準拠の京都市バイオディーゼル燃料暫

定基準と比較して示している。無触媒方式の場合、

モノグリセリドの残留量が多く、酸価が高く酸化安

定性が悪い。これは、メタノール残留やAVが高いこ

とからも燃料製造段階での有機酸の形成のためと考

えられる。また、無触媒方式によるメチルエステル

は、反応後のままで機関を安定して運転できないが、

水洗・減圧乾燥処理することによって安定した運転

が可能である。アルカリ触媒方式によるメチルエス

テルと比べて、排気中の全炭化水素（THC）濃度が

高いが、自着火性や他の排気特性、熱効率ほぼ同様

である。ただし、表1440－１に示すように水洗・乾

燥処理すると曇り点が高い。これは、燃料製造の高

温反応時に起こる不飽和脂肪酸の二重結合の位置が

変わる幾何異性化や、水-エステルのマイクロエマル

ションの形成のためと考えられる。

オ 今後の課題 

(ｱ) 菜種油エタノールマイクロエマルション

本燃料は低温時の相分離と低い引火点のため、ハ

ンドリングが難しいが定置用機関では使用可能であ

る。

(ｲ) 無触媒方式によるメチルエステル化燃料

 無触媒方式のメチルエステル燃料は、自動車用燃

料とする場合には欧州規格なみの高品質化が必要で

ある。 

 カ 要 約 

(ｱ) 菜種油エタノールマイクロエマルション

本燃料はストレートの植物油を使用する方法とし

ては、用途や使用条件が決まっている定置用機関で

の使用には問題はなく、熱効率や排気特性もメチル

エステルより良好である。

(ｲ) 無触媒方式によるメチルエステル化燃料

 無触媒方式のメチルエステル燃料は、自着火性、

機関特性、排気特性は従来のアルカリ触媒式と遜色

ないが、酸化安定性が悪い。
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５ 廃食油からの高品質バイオディーゼル燃

料製造技術の開発 

ア 研究目的 

 当 研 究 室 で 開 発 を 進 め て い る STING 法

（ Simultaneous reaction of Transesterification and

crackING）は実用化段階にあるが、小規模製造装置の

実用化及び製造コストの低減のためには反応条件を

緩和する必要がある。特に反応圧力については各部

品のコスト低減のためにも、30MPa以下とすることが

望ましい。しかしながら、実用規模の反応管におい

て、反応圧力の低下は原料であるメタノールと油脂

の混合状態の悪化を招き、反応速度の低下及び未反

応生成物の増加が懸念される。そこで、反応圧力を

低減しつつ、混合状態を改善できる新たな反応管の

設計と検討を目的とする。また、製造した燃料の利

用試験を並行して行い、通常業務に耐える燃料であ

ることの実証も進め、両者を合わせて、本技術の実

用化を推進する。

イ 研究方法 

(ｱ) 低圧対応型反応管の設計・開発

 ａ オリフィス型撹拌機構の開発

 反応管内部に組み込むためのオリフィス型撹拌機

構を試作した。撹拌機構中のオリフィス間距離及び

オリフィス絞り径と生成される燃料性状との関連を

検討し、製造コストも含め も効率的な構造を決定

した。反応装置には小型試験装置（オーエムラボテッ

ク製：SCW-R14）を用い、反応圧力20MPa、電気炉

温度430℃、滞留時間４分、メタノール：原料油混合

比を１：２に設定した。原料油には未使用キャノー

ラ油（日清オイリオ製：キャノーラ油）、メタノール

は試薬特級（和光純薬製）を用いた。製造された燃

料の評価には主として30℃における粘度を用いた。

粘度の測定には振動式粘度計（AND製CJV-5000）を

用いた。

ｂ 実証規模へのスケールアップ試験

 実証規模試験装置（東洋高圧製：STINGer）に新た

に設計した反応管を既設反応管の前に増設した（写

真1450－２）。原料油に廃食油（茨城県内の飲食店よ

り提供）を用い、反応圧力20MPa、電気炉温度を460℃

及び480℃、滞留時間４～10分、メタノール：原料油

混合比を１：２に設定し燃料製造を行い、新型反応

管増設前との性状の比較を行った。この時、コンパ

クトパワーメータ （共立電気計器製：Model 6300）
で消費電力を測定し、反応管増設前後の消費電力の

比較を行った。燃料性状としては密度＠15℃、動粘

度＠40℃、引火点（PM）、流動点、目詰まり点、灰分、

セタン指数、総発熱量をそれぞれJISに基づき測定し

た。また、ガスクロマトグラフィー（Agilent製：6890N,

Column：HP-INNOWax（ cross-linked PEG, 30m x

320um x 0.5um）, FID）を用い、改良前後の生成物の

定性分析を行った。

(ｲ) トラクタを用いた実証試験

供試トラクタ（ヤンマー製：YM3220D, 1.5L/24kW）

を用い、回転数を 大に固定し（約3,000rpm）、０kN、

５kN、15kNの３条件のけん引力を乾燥したアスファ

ルト路面上で与え、排気ガス中のNOx、濃度及びCO2

濃度をポータブル燃焼排ガス分析計（ testo製：

testo350M/XL）で測定した。供試燃料は廃食油（茨城

県内の飲食店より提供）を原料とし、STINGerを用い

て反応圧力20MPa、電気炉温度480℃、滞留時間5分、

メタノール：原料油混合比を１：２で製造した。比

較対象として軽油（JIS２号）を用いた。

また、2005年９月～2006年１月の５ヶ月間で約40

時間の稼動を行い、トラブル発生の有無など問題点

を検討した。

ウ 研究結果 

(ｱ) 低圧対応型反応管の設計・開発

 ａ オリフィス型撹拌機構の開発

 試作した反応管の概要を図1450－１に、装着の様

子を写真1450－１に示す。図1450－１中のL値（オリ

フィス間の距離）及びD値（オリフィスの絞り径）と

生成物の粘度の相関をそれぞれ図1450－２、 図1450

－３に示す。この時、D=1.8（流入管径の１／２）と

し、オリフィス機構のない条件をL=０とした。結果

として、オリフィスにより大幅に粘度低減が可能と



― 122 ―

なり、40MPa処理時に近い粘度まで低下することが可

能となったものの、オリフィス間距離に大きな差は

見られなかった。

ｂ 実証規模へのスケールアップ試験

 増設した反応管により、反応管容積が約300ml増加

した。この時の消費電力量を増設前と比較すると約

10％程度低下した（写真1450－２、図1450－４）。ま

た、廃食油を原料として製造された燃料の性状を分

析した結果、同一処理条件では流動点、目詰まり点

を中心に大きな改善効果が見られた（表1450－１）。

この時、灰分、総発熱量、密度、引火点等に大きな

変化はなかった。

 改良前後の生成物をガスクロマトグラフィーで定

性分析を行った結果の内、低分子成分部を図1450－

５、図1450－６に示す。改良により低分子成分、特

にC７～12の中鎖脂肪酸メチルエステルが増加して

いた。

  図1450－１ 試作反応管概要  写真1450－１ オリフィス装着図

  １）L：オリフィス間距離

  ２）D：オリフィス径

 図1450－２ オリフィス間距離の影響 図1450－３ オリフィス絞り径の影響

１）L=100に固定 

500 

メタノール 

油脂 

15 

Ｌ 

Ｄ 
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 写真1450－２ 追加反応管概要  図1450－４ 改良による消費電力量の変化

表1450－１ 燃料性状測定結果

各項目は以下に規定された方法で測定した。

１）密度（15℃）：JIS K 2249
２）動粘度（40℃）：JIS K 2283
３）引火点（PM）：JIS K 2265
４）流動点：JIS K 2269
５）目詰まり点：JIS K 2288
６）灰分：JIS K 2272
７）セタン指数：JIS K 2280
８）総発熱量：JIS K 2279

図1450－５ 反応管改良前の生成物のガスクロマトグラム
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図1450－６ 反応管改良後の生成物のガスクロマトグラム

(ｲ) トラクタを用いた実証試験

 供試トラクタの排ガスの測定結果を図1450－７、

1450－８に示す。NOx濃度については、低けん引力時

には大きな低減効果が得られたが、高けん引力では

軽油とほぼ同等であった。CO2濃度はけん引力による

影響は軽微であり、常に軽油よりも５％程度高く

なった。黒煙については軽油使用時にもほとんど観

察されなかった。

供試トラクタの燃料タンク内には軽油劣化生成物

の堆積が観察された（写真1450－３）。稼動開始から

２週間程度で燃料フィルタの閉塞が発生し、稼動後

２ヶ月、運転時間約20時間で流出量は 大となり、

閉塞の頻度も増加するとともに燃料タンク内の堆積

物の減少が見られた。燃料フィルタの閉塞が発生し

なくなった５ヶ月後には堆積物は、ほぼ全量流出し

ていた（写真1450－４）。

 ５ヶ月、40時間の稼動の結果、低温期に始動性の

低下が見られたものの、上記燃料フィルタの閉塞以

外のトラブルは発生しなかった。

  図1450－７ NOx濃度の比較    図1450－８ CO2濃度の比較

写真1450－３ 燃料タンク内の様子＊1 写真1450－４ 燃料タンク内の様子＊2
＊１ 2005年８月31日撮影：軽油代替燃料使用開始前
＊２ 2006年２月２日撮影：廃食油を原料として造した燃料100％で約40時間稼動後



― 125 ―

 エ 考 察 

(ｱ) 低圧対応型反応管の設計・開発

ａ オリフィス型撹拌機構の開発

 オリフィス型撹拌機構の装着により、粘度低減効

果が得られたが、オリフィス間距離の影響は軽微で

あった。オリフィス径と粘度はほぼ比例の傾向があ

り、オリフィス周辺での圧力差、流速差が大きい程

撹拌効果が高いと考えられた。本研究で用いた装置

の管径（φ８）、流速（0.2L/min）では管内の流体は

乱流にはならず、混合・反応は促進され難いと考え

られる。しかしながら、超臨界メタノールは油脂に

対する溶解性が高いため、オリフィス通過後の微小

な乱流であっても混合が促進され、その後の反応状

態を維持できるためであると考えられる。これによ

り、処理に要する圧力をこれまでの40MPaから20MPa

に半減させることが可能となった。装置製造に要す

る高圧部品は耐圧35MPa以上で価格が大きく増加す

るため、圧力を20MPaにしたことで装置の製造コスト

を低下させることが可能となり、 大で40％程度の

低減が可能と試算された。

ｂ 実証規模へのスケールアップ試験

 反応管の増設により消費電力量が低下したが、電

力投入から40分程度までの比較的低温で分解反応が

主流ではない時期には両者で大きな違いが見られな

いことからも、反応管内における油脂とメタノール

の混合状態が改善された結果、分解時に発生する反

応熱が増加し、電気炉加熱に要する電力が低下した

ためと考えられる。

 燃料性状が大幅に改善した原因については、上記

したように反応管内の混合状態が改善され、反応が

促進された結果と考えられる。特に中鎖脂肪酸メチ

ルエステルが増加していることからも撹拌効果によ

り管面に接触する機会が増加することで温度の高い

反応管面で熱分解反応が大きく促進されたことによ

る効果が高いと考えられる。

この結果から、処理温度を20℃低下させることが

可能であると考えられた。

(ｲ) トラクタを用いた実証試験

 供試トラクタのけん引力試験結果等と照合した結

果、本研究における機関負荷は約30％程度であると

推測された。これは試験を乾燥したアスファルト路

面で行ったため、供試トラクタのような高ラグタイ

ヤでは車輪のすべり率が高くなり、機関負荷が増加

しなかったと考えられる。そのため、軽油使用時で

あっても黒煙がほとんど観察されなかったと思われ

る。

 また、一般的なバイオディーゼル燃料使用時には

NOx濃度は軽油よりも増加することが知られている

が、本製造法による燃料は低負荷時には軽油よりも

低減されている。本燃料は通常のBDFよりも多成分か

らなり、初留点、引火点も軽油に近いことが燃焼状

態に影響を与えていると考えられる。

 日本国内の農家において供試トラクタクラスでの

一般的な年間利用時間は約20時間程度であり、本課

題では約２年分の稼動と同等であり、これまでのと

ころ、初期の燃料フィルタの閉塞以外のトラブルは

生じなかった。しかしながら、配管、パッキン、シー

ル等の腐食については稼動時間よりも接触時間に影

響を受けると考えられるため、より長期間の試験が

必要であると思われる。

オ 今後の課題 

(ｱ) 低圧対応型反応管の設計・開発

処理条件の低圧・低温化が可能であったが、処理

温度低下効果が予想よりも低かったため、電気炉を

含めた設計の見直しを行い、効率の向上が必要であ

る。また、より軽油に近い性状とするためセタン価

の向上、動粘度の低下を行う必要があると考えられ

る。

(ｲ) トラクタを用いた実証試験

 高負荷時の排気ガス成分を計測し、製造プロセス

の改良のための基礎資料とする必要がある。また、

配管、パッキン、シール等の腐食についてより長期

間に渡る試験を継続して実施する。

 カ 要 約 

(ｱ) 低圧対応型反応管の設計・開発

処理条件の低圧・低温化のため、反応管の改良を

行った。その結果、従来と比較して圧力を半減、温

度を20℃低下させることができ、装置本体コストを

大40％、燃料製造コストを約１割減少させること

が可能と考えられた。

(ｲ) トラクタを用いた実証試験

 本製造法で製造した燃料は低負荷時には軽油に比

してNOx濃度が低いことが明らかとなったが、負荷の

増加に従い、軽油と同等程度となった。また、短期

間の利用では燃料フィルタの閉塞以外に大きな問題

は生じなかったが、各部の腐食等の影響については
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より長期間の稼動試験が必要であると考えられる。

研究担当者（飯嶋渡＊） 
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第５章 畜産廃棄物からのジメチルエーテル変換技術の開発

１ 硫黄酸化細菌による廃液処理技術の開発 

 ア 研究目的

 嫌気性処理（メタン発酵）後の液には、高濃度の

窒素が残留する上に茶褐色の着色も強い。このため、

液肥としての利用をせずに浄化・放流を行う場合に

は、これらの除去が大きな課題となる。一般に窒素

除去のためには、まず好気性条件で有機体窒素とア

ンモニアを硝酸または亜硝酸まで硝化し、その後メ

タノール等の有機物を加えて還元し窒素ガスとして

除去する手法が採用される。しかし、この手法の場

合、必要 低限のメタノール注入量の制御が困難で

あるため、過剰量を注入して余剰分は後段に設置し

た曝気槽で生物分解させる必要がある。このため、

薬剤費、設備費等の経費が高くなる。これに代わる

脱窒法として、硫黄酸化細菌を利用した硫黄脱窒法

がある。この手法は、硫黄資材を充填した槽に通水

するだけであり、特別な制御や後処理が不要であり

脱窒プロセスが簡易化できる。また、付随的に着色

も軽減されるというメリットも期待できる。この技

術を、豚舎汚水の嫌気性処理液に適用する場合の

適条件を検討した。

イ 研究方法 

硫黄脱窒用に開発された硫黄・炭酸カルシウム混

合資材（粒径５～20 mm）を３L充填したカラム型リ

アクター（容積５L）に嫌気性処理（上向流嫌気性汚

泥床法：UASB法）を行った後の豚舎汚水を滞留時間

８時間で底部から通水した（図1510－１）。なお、底

部からは通水と同時に通気量10L/minで曝気も行える

ようになっている。実験時の温度は18～25℃であっ

た。約1ヶ月間予備運転を行った後、17日間連続曝気

実験を行い、その後、12日間は30分通気、30分停止

の間欠曝気実験を行った。

 着色の強度は、日本電色工業製NDR-2000を用い、

着色度として測定した。

図1510－１ 硫黄脱窒試験装置の概要

ウ 研究結果 

 連続曝気では、流入水中アンモニアの46％が硝化

され減少したが、そのかなりの部分が亜硝酸として

蓄積した。この結果、全窒素は流入水中濃度が278～

599mg/L、流出水中濃度が217～388 mg/Lで、平均除去

率は約20％と低かった。

 一方、間欠曝気では亜硝酸の蓄積は起こらず、全

窒素除去率は平均54％に高まった（流入水中濃度229

～435 mg/L、流出水中濃度100～187 mg/L）。曝気時に

生成した亜硝酸が曝気停止時に硫黄酸化細菌により

脱窒されたためと推定される。

 着色度の除去は連続通気時においては流入水平均

が1394度、流出水平均が714度で、除去率は50.2％で

あった（図1510－２）。一方、間欠曝気では流入水平

均が1201度、流出水平均が450度で、63％であった（図

1510－２）。間欠曝気の方が高くなった原因は不明で

あるが、硫黄酸化反応により着色が有意に低減でき

ることが確認された。

 

 
図1510－２ 着色度及び着色度除去率の経時変化

Ｐ

流入水

(UASB 処理水 )

Air

流出水

S  + CaCO 3

Pellet(3kg)

連続曝気 & 間欠曝気

5L(UASB 
メタン発酵処理水）

資材( 3 ㎏）

連続曝気または間欠曝気 
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 エ 考 察 

 間欠曝気により好気性、嫌気性の条件を繰り返す

ことにより、アンモニアの硝化と硫黄脱窒を単一の

リアクターで行えることが確認された。また、どち

らの条件においても着色度の低減が見られた。着色

度が低下する原因は今のところ明らかではないが、

硫黄が硫酸にまで酸化される反応の中間体として亜

硫酸が生じ、この亜硫酸の漂白作用により着色成分

が分解された可能性も考えられる。

オ 今後の課題 

着色度の低下機構を明らかにし、その 適条件を

解明することが今後の課題である。

 カ 要 約 

 硫黄と炭酸カルシウムを混合後破砕して成形され

た資材を充填した反応槽で間欠的に通気を行いなが

ら汚水を通水することでアンモニアの硝化・脱窒及

び着色度の低減を行うことができた。なお、実験結

果の詳細は下記引用文献（陳・田中2001a, b）におい

て公表し、また特許を２件（陳・田中2000，2001c）

取得した。

キ 引用文献 

 陳 昌叔・田中康男 2000．排水処理方法および装

置．特許第3477161号.

 陳 昌叔・田中康男 2001a．硫黄充填反応槽による

嫌気性処理後の畜舎汚水の窒素除去と脱色．日本水

処理生物学会誌．37（3）：93-98.

 陳 昌叔・田中康男 2001b．硫黄酸化反応による畜

舎汚水の窒素除去と脱色．用水と廃水．43（12）：25-31． 
 陳 昌叔・田中康男 2001c．排水の脱色方法および

装置．特許第3477187号.

研究担当者（陳 昌淑、田中康男＊、代永道裕）

２ 家畜と体消化管内容物等のメタン化技術

の開発 

ア 研究目的 

 牛のと殺は1日間の絶食後に行われるが、と体内に

は消化管内容物がかなり残っており、と畜場では廃

棄物として焼却または浄化処理が行われている。こ

れら消化管内容物は、ふん尿と異なり飼料の未消化

部分を含むことからバイオマスとしてはふん尿より

エネルギー価が高いと予想される。しかし、牛では

消化管内容物の大半を占めるルーメン内には大量の

微生物が存在することから、本研究では、ルーメン

内におけるこれら微生物の影響を考慮に入れ、ジメ

チルエーテル（以下DMEと略す）合成の原料として

適なメタン化技術を開発する。

イ 研究方法 

(ｱ) と体の各消化管内容物の重量比率と成分の把

握

 解体した牛より胃内容物（第１～４胃）と腸管内

容物（小腸～直腸）を採取し、各重量を測定した。

さらに腸管内容物については水分、強熱減量等を分

析した。

(ｲ) 消化管内容物等の連続メタン発酵処理試験

種汚泥5Lを投入したジャーファーメンター（容量

７L：写真1520－１）に消化管（胃と腸）、または、

消化管内容物との混合試料を毎日添加し連続処理試

験を行った。種汚泥は、家畜ふん尿を処理している

55℃高温メタン発酵施設より入手した消化汚泥を使

用した。試料投入に伴い流出した消化汚泥について

は、有機物量等を測定した。発生したガスは積算ガ

ス流量計で計量した。

写真1520－１ ジャーファーメンター

(ｳ) メタン発酵ガスの成分の把握

 上記メタン発酵試験で発生したガス中のメタン、

炭酸ガス濃度等を分析した。また、既存の各種メタ

ン発酵処理施設のガスを採取し、メタン発酵ガスか

らのDME合成において阻害となる微量成分（硫黄系

成分、シアン、塩素等）を分析した。

ウ 研究結果 

(ｱ) と体の各消化管内容物の重量比率と成分の把

握

畜産草地研究所内で解体された乳用及び肉用廃牛

より胃内容物（第１～４胃）と腸管内容物（小腸～

直腸）の重量と比率を測定し表1520－１の結果を得

た。さらに、内容物の性状を分析し表1520－２の結

果を得た。また、牛の各消化管等の重量比率を文献

にて調査し表1520－３のデータを得た（土屋 1969）。
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表1520－１ 牛の胃内容物と腸管内容物の比率

肉牛 乳牛1) 

重量2) 比率 重量2) 比率 

胃内容物 75kg 88.2 ％ 44kg 81.5 ％ 

腸管内容物 10kg 11.8 ％ 10kg 18.5 ％ 

１）体調不良で食欲不振だった 

２）kg 未満はロス分を考慮して切り上げ 

表1520－２ 牛の胃内容物と腸管内容物の性状

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表1520－３ 牛の胃内容物と腸管内容物の性状

腸管内容物

肉牛 乳牛

ﾙｰﾒﾝ

内容物 1)

水分  (%) 89.4 90.4 91.5 
蒸発残留物 (%) 10.6 9.6 8.5 
強熱減量   (%) 8.9 8.2 7.3 
粗蛋白質 (%-dry) 19 19 11 
粗脂肪   (%-dry) 4.3 12.6 0.53 
粗繊維   (%-dry) 16 18 29 
C  (%-dry) 47 49 42 
N     (%-dry) 4 3.9 1.7 
C/N 比   （－） 12 13 25 
P     (%-dry) 0.81 0.88 0.74 
S  (%-dry) 0.68 0.51 0.15 
Ca  (%-dry) 0.71 0.79 0.33 
Fe    (%-dry) 0.26 0.17 0.12 
Na    (%-dry) 2.0 2.7 4.6 
K  (%-dry) 2.2 1.8 0.88 
ＣＯＤCr  (%-dry) 76 97 －

１）前年度分析データ 

部位 重量 (kg) 平均値 (kg) 比率 

と体体重 357 ～527 414.67  100 % 

胃（内容物有） 20 ～ 62 46.04  11.16 % 

胃（内容物無） 11 ～ 19 14.12  3.42 % 

胃内容物1) － 31.92  7.74 % 

小腸（内容物有） 7.1～ 13 9.52  2.31 % 

小腸（内容物無） 5.1～  8.3 6.62  0.91 % 

小腸内容物1) － 2.9  1.4 % 
1) 内容物有－内容物無  （土屋 1962） 
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(ｲ) 消化管内容物等の連続メタン発酵処理試験

 表1520－３の構成比率を参考に消化管及び内容物

の混合物を調整（表1520－４）し、メタン発酵試験

用試料として使用した。連続処理試験を約40日間行

い、 終的に有機物負荷量2.5g-vs/L/日で運転した。

本試験により得られたガス発生量の結果を図1520－

１、図1520－２に示す。

表1520－４ メタン発酵試験用試料の性状

図1520－１ 日間ガス発生量の経日変化 図1520－２ 日間ガス発生量の経日変化

（消化管＋内容物）  （消化管のみ）

(ｳ) メタン発酵ガスの成分の把握

 上記の連続処理試験で得られたガス濃度の結果を

図1520－３、図1520－４に示す。また、既設の各種

メタン発酵施設（処理物：畜産ふん尿、生ごみ等）

のガス成分を調査して得られた結果を表1520－５に

示す。

図1520－３ ガス成分の経日変化  図1520－４ ガス成分の経日変化

 （消化管＋内容物） （消化管のみ）

試料名 構成 水分 固形物1) 有機物2)

消化管 
＋ 

消化管内容物 

胃内容物：   230g-dry 

腸管内容物： 400g-wet 

胃ミンチ：    1kg-wet 

小腸ミンチ： 270g-wet 

93.7% 6.3% 5.9% 

消化管 
胃ミンチ：    1kg-wet 

小腸ミンチ：  1kg-wet 
94.4% 5.6% 5.4% 

1)蒸発残留物
2)強熱減量
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表1520－５ 各種メタン発酵処理施設のガス分析結果例

 
 
 
 
 

 

 エ 考 察 

(ｱ) と体の各消化管内容物の重量比率と成分の把

握

 胃内容物のほとんどが未消化のわらで占められて

おり、消化管内容物全重量の80～90％が胃内容物で

あった。また、腸管内容物は大半がスラリー状の大

腸内容物、一部が固形状の直腸内容物であったこと

から、飼料の種類、解体前の牛への給飼状況（絶食

等）が大きく影響していると判断される。

(ｲ) 消化管内容物等の連続メタン発酵処理試験

投入有機物量と日間ガス発生量から、投入有機物

量当りのガス発生量を概算した結果、消化管・内容

物試料では0.72L/g-vs、消化管試料では0.8L/g-vsと

なった。消化管内容物のみでの発酵試験（0.41L/g-vs）

と比較して大幅に増加したことから、試料中に易分

解性である蛋白質・脂肪分が多くなった効果と判断

される。有機物分解率はいずれも55～60％前後で

あった。また、蛋白質分解で発生するアンモニア態

窒素の蓄積による発酵阻害は特に観察されなかった。

さらに、ルーメン内微生物による処理への影響はな

いと判断される。

(ｳ) メタン発酵ガスの成分の把握

 発生したガス中のメタン濃度は65～70％であり、

消化管内容物のみでの発酵試験（55％前後）と比較

して大幅に増加し、家畜ふん尿と食品加工廃棄物、

下水汚泥を処理しているメタン発酵処理施設と同等

に高いメタン濃度となっている。消化管由来の脂肪

分による効果と考えられる。また、DME合成におい

て阻害となる硫黄系成分である硫化水素濃度は

200ppm以上となっており、DME合成の際には硫黄系

成分等を除去する必要がある。

オ 今後の課題 

(ｱ) と体の各消化管内容物の重量比率と成分の把

握

 食肉加工工場における消化管内容物等の構成と発

生量、性状等を把握していく必要がある。

(ｲ) 消化管内容物等の連続メタン発酵処理試験

メタン発酵効率を上げるための消化管内容物の前

処理方法（可溶化等）を検討し、ガス発生量の増大

を図る必要がある。

(ｳ) メタン発酵ガスの成分の把握

 DME合成において阻害となる硫化水素の発生を抑

制する方法を検討する必要がある。

 カ 要 約 

(ｱ) と体の各消化管内容物の重量比率と成分の把

握

 消化管内容物全重量の80～90％が胃内容物である

ことがわかった。

(ｲ) 消化管内容物等の連続メタン発酵処理試験

 投入有機物量当りのガス発生量は、消化管・内容

物混合試料で0.72L/g-vs、消化管のみでは0.8L/g-vs

であり、有機物分解率はいずれも55～60％前後であ

ることがわかった。また、ルーメン内微生物による

処理への影響はないことがわかった。

(ｳ) メタン発酵ガスの成分の把握

発生したガス中のメタン濃度は、消化管・内容物

項目
ｻﾝﾌﾟﾙ

①1)
ｻﾝﾌﾟﾙ

②2) 
ｻﾝﾌﾟﾙ

③2)
ｻﾝﾌﾟﾙ

④3) 
水分  (%) － － 1.1 1.6 
メタン  (%) 49.4 57.4 59.5 68.0 
二酸化炭素 (%) 36.5 36.0 37.1 30.0 
窒素  (%) 10.1 1.2 0.2 0.5 
酸素  (%) 2.6 0.3 < 0.1 0.1 
水素  (%) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
アンモニア   (ppm) 49 0.1 0.1 < 0.1
硫化水素     (ppm) 1200 1109 1200 750 
二硫化炭素   (ppm) < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3
酸化硫化硫黄 (ppm) < 0.3 0.77 < 0.3 < 0.3
全硫黄       (ppm) 1200 － 1300 930 
シアン    (ppm) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
塩素    (ppm) < 1 1.6 < 1 < 1 
フッ素    (ppm) < 1 < 1 < 1 < 1 

1) 家畜ふん尿処理（脱硫を目的にガスに空気を混合）

2) (家畜ふん尿＋食品廃棄物)処理

3) 下水汚泥処理
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混合試料では65～70％であることがわかった。また、

DME合成において阻害となる硫化水素濃度は200ppm

程度であることがわかった。

キ 引用文献 

 土屋平四郎 1962．和牛の屠体に関する研究（第6

報 去勢牛肉について）．中国農業試験場報告Ｂ（畜

産部）．9：18-19．

研究担当者（小川幸正、加藤 顕＊）

３ 畜産廃棄物から産出されるメタンのガス

精製技術の開発 

ア 研究目的 

 家畜排せつ物等のメタン発酵では、発酵後の廃液

の処理とともに、メタンの利用技術自身が十分開発

されておらず、また、家畜排せつ物以外の畜産廃棄

物のメタン発酵については、ほとんど未着手である。

そこで、と体消化管内容物を含めたと畜場の有機性

廃棄物（家畜ふん尿、洗浄水及び生ごみ等を含む）

をメタン発酵して生成した粗ガスを対象とし、それ

を精製（不純物の除去）してジメチルエーテル（以

下DMEと略す）を合成するシステムを確立する。

イ 研究方法 

(ｱ) 触媒劣化試験

DME合成触媒には硫黄化合物（H2S）が主要な触媒

毒成分となるので、それによる触媒活性低下をベン

チスケールのDME合成試験設備により計測した。サ

ンプルガスは、H2S濃度が１、５、10、50、100ppmの

５種類を用いた。

(ｲ) 微量成分の除去方法の検討とその実施

 八木町バイオエコロジーセンターの協力を得て､

有機性廃棄物からの発酵メタン中に含まれる硫黄成

分の吸着除去実験を実施した。

ウ 研究結果 

(ｱ) 触媒劣化試験装置

実験に用いた装置のフローを図1530－１に示す。

図1530－１ 触媒劣化試験装置

 H2Sを含んだサンプルガスを減圧したのちDMEリ

アクターに導入し、生成したDMEをガスクロマトグ

ラフで連続的に計測することによって、DME合成触

媒の時間的活性劣化を計測した。その結果を図1530

－２に示す。

図1530－２ 被毒による活性低下

実験条件：W/F=2kg-Cat/(kgmol/h）, 260℃、5Mpa

T G
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(ｲ) 吸着脱硫実験装置

 京都八木町のバイオエコロジーセンターにて実施

した吸着脱硫実験装置のフローを図1530－３に示す。 

図1530－３ 吸着脱硫実験装置

 吸着剤としては酸化銅､酸化鉄を用い、ガス流量は

一定の条件下で、吸着剤の充填量を変えることによ

り、ガス空間速度（Space Velocity）が出口ガスのH2S

濃度に与える変化を測定し、図1530－４を得た｡

図1530－４ H2S吸着実験結果 ガス空間速度（SV）と出口濃度

 エ 考 察 

(ｱ) 触媒劣化試験

図1530－２より、触媒活性は時間とともに直線的

に低下しており、また、各線の勾配をガス中のH2S濃

度で除した値はほぼ一定となっていることがわかる。

これにより、活性劣化は導入された被毒物質量（H2S）

に比例することが明らかとなった。

 商用プラントでの活性低下を年間（約8,400hr）50％

と目標設定した場合、図1530－２の10ppmの結果では

活性が50％に低下するのが約55時間後となっており、

また、商用プラントでは触媒量が本実験条件の２倍

量あることを考慮して、

55hr × 2 × 10ppm / 8,400hr = 0.13ppm 

よって、触媒の活性低下から入り口ガスのH2S許容

濃度として、0.13ppm（余裕を見て0.1ppm）という値

が得られた。

(ｲ) 吸着脱硫実験

吸着の場合、出口ガスの濃度に も影響するのは

空間速度（Space Velocity：ガス体積流量m3/hrを触媒

体積m3で除した値、単位はhr-1）である。吸着に表面

拡散律速を仮定すると、次式が得られる。

     
dq
dt 

＝kaq 
q：吸着量kg/kg-ad、 
k：物質移動係数kg/m2hrΔq、 
a：表面積m2/kg-ad 

これを解いて

lnq ＝kat ∝ ka /sv 

よって、log10（出口濃度）と１/SVをプロットして

図1530－５を得た。



― 134 ―

図1530－５ 1/SV vs.LOG10（残留濃度ppm） 

 本図より、H2S濃度0.1ppmとなるのは縦軸が－１の

点で、

SV=1,000,000/455=2,200 hr-1 
 よって、この空間速度以下の装置であれば出口ガ

スH2S濃度0.1ppmが期待できるという、設備設計のた

めの基礎データが得られた。

オ 今後の課題 

(ｱ) 触媒劣化試験

触媒毒となるのは硫黄化合物だけではなく、発酵

メタンガスに不純物として含まれる窒素化合物、ハ

ロゲンなども考えられるので、これらによる劣化度

の調査が今後の課題である。

(ｲ) 吸着脱硫実験

脱硫吸着剤には、酸化亜鉛系も存在し、また、高

温操作では脱硫能力が増加するので、こうした効果

の計測が今後の課題である。

 カ 要 約 

(ｱ) 触媒劣化試験

DME合成触媒の活性劣化は導入された被毒物質量

（H2S）に比例し、商用プラントでの活性低下を年間

（約8,400hr）50％と目標設定した場合、入り口ガス

のH2S許容濃度として、0.13ppm（余裕を見て0.1ppm）

という値が得られた。

(ｲ) 吸着脱硫実験

 鉄系、銅系の脱硫吸着剤を用いた実ガス試験の結

果から、上記0.1ppmは空間速度SV=2,200 hr-1を用い

れば達成できることがわかった。

研究担当者（大宮 衛＊）
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