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明 細 苫

バイオマス原料を用いた有機原料の製造システム及び方法

技術分野

０００1 本発明は、バイォマス原料を用いた例えばアルコール類、石油代替品類、又はアミ

ノ酸類等の有機原料を効率よく製造することができるバイォマス原料を用いた有機原

料の製造システム及び方法に関する。

背景技術

０００2 従来より、希硫酸、儂硫酸による木材等のバイォマスの糖化処理後、固液分離し、

液相を中和処理し、ェタノール発酵等の原料として利用するェタノール等の製造技

術が実用ィヒされている (特許文献 、特許文献2)

また、糖を出発原料として、ィヒ学工業原料生産 (例えば乳酸発酵等)も考えられる。

ここで、バイォマスとは、地球生物圏の物質循環系に細み込まれた生物体又は生

物体から派生する有機物の集積をいぅ(J s 36００ 258参照 )。

０００3 ここで、現在アルコール原料として用いられているザトウキビ、トウモロコシ等は本来

食用に供されるものであるが、これらの食用資源を長期的、安定的に工業用利用資

源とすることは、有効食料品のライフザイクルの観点から、好ましくない。

０００4 このため、将来的に有用な資源と考えられる草木系バイォマスや木質系バイォマス

のよぅなセルロース系資源を有効活用するのは、重要な課題である。

０００5 また、セルロース系資源では、セルロースは38～5０。、ヘミセルロース成分が23

～32 。と様々で、発酵原料にならないリグニン成分も 5～22 。とそれぞれ典なって

いる。多くの課題を抱えたままの工業化研究のため、原料は固定的に想定されており

０００6 さらに、元来、澱粉原料に較べて発酵原料に不利な方法で、ごみ問題、地球温暖

化防止対応などを目標に考えるのであるから、原料を固定的に考えた生産システム

では意味が薄れる。広く一般の廃棄物に適用できなければならない。酵素糖化法そ

のものも、効率が悪すぎて、将来課題とされているのが現状である。酸処理による糖

化事も、過剰反応による糖の過分解などで、およそ75 (糖化可能成分基準)前後と



かなり 体い値となっている。従って、セルロース系資源に対して、ェタノール生産収

率はおょそ25 。に止まっている (非特許文献 、特許文献3)

０００7 特許文献1:特表平9 ０7386号公報

特許文献2 :特表平 ０6934号公報

特許文献3 :特開2００5 68335 号公報

非特許文献1: 「日経バイオビジネス」、 ・52 ００2年9月

非特許文献2 : 「バイオマスー生物資源の高度利用」 日本農芸化学会編 朝倉菩店

発 T 985年9月

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００8 前記特許文献 及び2にかかる提案においては、反応に必要な硫酸を常に反応系

外から供給する必要があり、製造規模の増大と共に、耐酸性の設備及び多呈の硫酸

の購入コストが増大すると共に、用いた硫酸の廃棄コスト(例えば石膏法にょる処理

のコスト)及び硫酸回収コストが増大するれ、ぅ、問題がある。

０００9 前記特許文献3にかかる提案においては、各種セルロース系資源を熱水処理して

、酵素法にょり糖化を行ぅものであるが、熱水処理する際に、セルロースを糖化する

際のリグニン成分等のセルラーゼ阻告物質 (非特許文献2) が除去されずにセルロー

スと混在することとなるので、セルロースの糖化効率が低下する、れ、ぅ問題がある。

００1０ また、セルロース以外のへミセルロース成分を含むものであるので、糖化に際して

ほ、セルロース及びへミセルロース成分に各々適した酵素を用いる必要がある、とい
ぅ問題がある。

００11 また得られる糖液もセルロースからは6炭糖液、ヘミセルロース成分からは5炭糖液

となり、例えばアルコール発酵においても各々適した酵母が必要になり、6炭糖液と5

炭糖液とが混在した状態におけるアルコール発酵効率においてもその向上が求めら

００12 このよぅに、従来の技術では、副反応生成物が酵素糖化阻告を引起し糖収率が減

少する現象が起きていたので、酵素糖化阻告物質を除去し、セルロース主体による

酵素糖化性を高める水熱分解装置の出現が切望されている。



００13 本発明は、前記課題に鑑み、バイオマス原料からセルロース主体の成分を分離し、

効率的な糖液の製造を行ぅと共に、該糖液を某点として、各種有機原料 (例えばアル

コール類、石油代替品類、又はアミノ酸類等)を効率よく製造することができるバイオ

マス原料を用いた有機原料の製造システム及び方法を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

００14 上述した課題を解決するための本発明の第 の発明は、バイオマス原料を加圧熱

水と対向接触させっっ水熱分解し、加圧熱水中にリグニン成分及びへミセルロース

成分を移行し、バイオマス固体中からリグニン成分及びへミセルロース成分を分離し

てなる水熱分解装置と、前記水熱分解装置から排出されるバイオマス固形分中のセ

ルロースを酵素処理して6炭糖を含む第 の糖液に酵素糖化する酵素糖化装置と、

酵素糖化装置で得られた第 の糖液を用いて、発酵処理によりアルコール類、石油

代替品類又はアミノ酸類のいずれか一っを製造する第 の発酵装置と、前記水熱分

解装置から排出される熱水排出液中のへミセルロース成分を硫酸分解して5炭糖を

含む第2の糖液に分解する硫酸分解装置と、硫酸分解装置で得られた第2の糖液を

用いて、発酵処理によりアルコール類、石油代替品類又はアミノ酸類のいずれか一

っを製造する第2の発酵装置とを具備することを特徴とするバイオマス原料を用いた

有機原料の製造システムにある。

００15 第2の発明は、第 の発明において、前記水熱分解装置の反応温度が 8０～24０

でであることを特徴とするバイオマス原料を用いた有機原料の製造システムにある。

００16 第3の発明は、第 は2の発明において、前記硫酸分解装置の分解温度が ００

～4０Cであることを特徴とするバイオマス原料を用いた有機原料の製造システムに

ある。

００17 第4の発明は、バイオマス原料を加圧熱水と対向接触させっっ水熱分解し、加圧

熱水中にリグニン成分及びへミセルロース成分を移行し、バイオマス固体中からリグ

ニン成分及びへミセルロース成分を分離してなる水熱分解工程と、前記水熱分解工

程で排出されるバイオマス固形分中のセルロースを酵素処理して6炭糖を含む第 の

糖液に酵素糖化する第 の酵素糖化工程と、第 の酵素糖化工程で得られた第 の

糖液を用いて、発酵処理によりアルコール類、石油代替品類又はアミノ酸類のいず



れか一っを製造する第 の発酵工程と、前記水熱分解工程で排出される熱水排出

液中のへミセルロース成分を硫酸分解して5炭糖を含む第2の糖液に分解する硫酸

分解工程と、硫酸分解工程で得られた第2の糖液を用いて、発酵処理によりアルコー

ル類、石油代替品類又はアミノ酸類のいずれか一っを製造する第2の発酵工程とを

含むことを特徴とするバイオマス原料を用いた有機原料の製造方法にある。

００18 第5の発明は、第4の発明において、前記水熱分解の反応温度が 8０～24０Cで

あることを特徴とするバイオマス原料を用いた有機原料の製造方法にある。

００19 第6の発明は、第4又は5の発明において、前記硫酸分解温度が ００～4０Cで

あることを特徴とするバイオマス原料を用いた有機原料の製造方法にある。

発明の効果

００2０ 本発明によれば、対向接触させる水熱分解装置を用いることにより、目的成分であ

るセルロース (酵素糖化により6炭糖液となる)を生成する反応以外の副反応物 (リグ

ニン成分、ヘミセルロース成分)を加圧熱水中に移行させることにより、セルロース主

体のバイオマス固形分を得ることができる。その結果、6炭糖液を効率よく糖ィヒさせて

、該糖液を某点として、各種有機原料 (例えばアルコール類、石油代替品類、又はア

ミノ酸類等)を効率よく製造することができる。

また、熱水側に移行した副反応物中のへミセルロースを硫酸により、低温度でしか
も液・液反応の反応効率が良好な単糖化を行ぅことができる。

図面の簡単な説明

００2 1 図 図 は、実施例 に係るアルコール製造システムの概略図である。

図2 図2は、実施例2に係る水熱分解装置の概略図である。

図3 図3は、実施例3に係る水熱分解装置の概略図である。

符号の説明

００22 ０ アルコール製造システム

バイオマス原料

2 加圧熱水

3 水熱分解装置

4 バイオマス固形分



6 第 の糖液 (6炭糖 )

7 セルロース酵素糖化装置

8 第 のアルコール発酵装置

9 第 のアルコール発酵液

2０ェタノール

2 第 の残酒

22 第 の精製装置

3０ 熱水排出液

3 硫酸

32 第2の糖液 (5炭糖 )

33 硫酸分解装置

34 第2のアルコール発酵装置

3 5 第2のアルコール発酵液

36 第2の残掩

3 7 第2の精製装置

発明を実施するための最良の形態

００23 以下、この発明にっき図面を参照しっっ詳細に説明する。なお、この実施例により

この発明が限定されるものではない。また、下記実施例における構成要素には、当業

者が容易に想定できるもの、あるいは実質的に同一のものが含まれる。

実施例

００24 本発明による実施例に係るバイオマス原料を用いた有機原料であるアルコールの

製造システムにっいて、図面を参照して説明する。図 は、実施例に係るバイオマス

原料を用いた有機原料の製造システムを示す概略図である。

図 に示すよぅに、本実施例に係るバイオマス原料を用いたアルコール製造システ

ム ０は、バイオマス原料 を加圧熱水 2と対向接触させっっ水熱分解し、加圧熱

力く 2中にリグニン成分及びへミセルロース成分を移行し、バイオマス固体中からリグ

ニン成分及びへミセルロース成分を分離してなる水熱分解装置 3と、前記水熱分解



装置 3から排出されるバイオマス固形分 4中に酵素 (セルラーゼ) 5を供給し、セ

ルロースを酵素処理して6炭糖を含む第 の糖液 6に酵素糖化するセルロース酵素

糖化装置 7と、前記セルロース酵素糖化装置 7で得られた第 の糖液 (6炭糖) 6

を用いて、発酵処理によりアルコール類 (本実施の形態ではェタノール)を製造する

第 のアルコール発酵装置 8と、前記第 のアルコール発酵装置 8で得られた第

のアルコール発酵液 9を精製して目的生成物のェタノール2０と第 の残掩2 とに

分離・精製処理する第 の精製装置22と、前記水熱分解装置 3内において、リグニ

ン成分及びへミセルロース成分が移行された加圧熱水 2を熱水排出液3０として外

部に排出し、該熱水排出液3０に硫酸3 を供給して、熱水排出液3０中のへミセルロ

ース成分を硫酸分解して5炭糖を含む第2の糖液32に分解する硫酸分解装置33と

、得られた第2の糖液 (5炭糖) 32を用いて、発酵処理によりアルコール類 (本実施の

形態ではェタノール)を製造する第2のアルコール発酵装置34と、第2のアルコール

発酵液35を精製して目的生成物のェタノール2０と第2の残掩36とに分離処理する

第2の精製装置37とを具備するものである。

００25 ここで、前記水熱分解装置 3に供給するバイオマスとしては、特に限定されるもの

ではなく、地球生物圏の物質循環系に細み込まれた生物体又は生物体から派生す

る有機物の集積をいぅ S

6００ 258参照 )が、本発明では特に木質系の例えば広葉樹、草木系等のセル

ロース系資源や農業系廃棄物、食品廃棄物等を用いるのが好ま 、。

００26 また、前記バイオマス原料 としては、粒径は特に限定されるものではないが、例

えば5 以下に粉仲することが好ま 、。

なお、本実施例では、粉仲処理したバイオマス原料 を用いているが、必要であ

れば、所定粒径以下に粉仲処理する前処理装置を設置するよぅにすればよい。

ここでバイオマス原料 として、例えば籾殻等の場合には、粉仲処理は不要となり

、そのまま水熱分解装置 3に供給することができるものとなる。

また、前処理装置として、粒径を調整する粉仲装置の他に、バイオマスを洗浄処理

する洗浄装置等を挙げることができる。

００27 また、前記水熱分解装置 3における、反応温度は 8０～24０Cの範囲とするのが



好ま 、。さらに好ましくは2００～ ０Cとするのがよい。

これは o、 C未満の低温では、水熱分解速度が 、さく、長い分解時間が必要とな

り、装置の大型化につながり、好ましくないからである。一方24０Cを超える温度では

、分解速度が過大となり、セルロース成分が固体から液体側へ移行するのを増大す

ると共に、ヘミセルロース系糖類の過分解が促進され、好ましくないからである。

また、ヘミセルロース成分は約 4０で付近から、セルロースは約23０C付近から、リ

グニン成分は 4０C付近から溶解するが、セルロースを固形分側に残し、且つへミセ

ルロース成分及びリグニン成分が十分な分解速度を持つ C～24０Cの範囲とす

るのがよい。

００28 また、水熱分解反応の反応圧力は、装置内部が加圧熱水の状態となる、各温度の

水の飽和蒸気圧に更に0・ ～０・5 Paの高い圧力とするのが好ま 、。

また、反応時間は2０分以下、3分～5分とするのが好ま 、。これはあまり長く反

応を行ぅと過分解物の割合が増大し、好ましくないからである。

００29 本発明では、水熱分解装置 3の本体内の加圧熱水 2とバイオマス原料 との流

動は、バイオマス原料 と加圧熱水 2とを対向接触させる、いわゆるヵウンターフロ

ーで接触・撹件・流動するよぅにすることが好ま 、。

００3０ 前記水熱分解装置 3では、バイオマス原料 の固形分は図中左側から供給され

、一方加圧熱水 2は図中右側から供給され、相互が移動することにより、加圧熱水

(熱水、分解物が溶解した液 ) は、固体であるバイオマス原料 とヵウンターフロー

状態で固体粒子間に惨みながら移動することとなる。

００3 1 その対向接触の際、固体であるバイオマス原料 が加圧熱水 2により分解すると

、その分解物が加圧熱水 2側に溶解移行することとなる。

００32 また、固体と液体との固液比は、液体分が少ないほど回収水及び水熱分解のため

の加温のスチーム最を減らすことができるので好ま 、。

ここで、供給するバイオマス原料と加圧熱水との重呈比は、装置構成により適宜典

なるが、例えば : ～ : ０、より好ましくは : ～ : 5とするのが好ま 、。

００33 本発明によれば、水熱分解装置 3において、ヵウンターフローを採用することによ

り、液体側の加圧熱水 2中にリグニン成分及びへミセルロース成分を移行させ、水



熱分解装置 3から排出される固体側のバイオマス固形分 4にはセルロースがとどま

ることとなり、酵素糖化のセルロース酵素糖化装置 7により第 の糖液 (6炭糖 ) 6を

得ることとなる。

そして、6炭糖に応じた発酵 (最終製品に応じた発酵 :本実施例では第 のアルコー

ル発酵装置 8を用いてェタノール2０を発酵により求め、第 のアルコール発酵液 9

を精製する。)プロセスを構築することができる。

００34 本発明によれば、対向接触させる水熱分解装置を用いることにより、目的成分であ

るセルロース (酵素糖化により6炭糖液となる)を生成する反応以外の副反応物 (リグ

ニン成分、ヘミセルロース成分)を加圧熱水中に移行させることにより、セルロース主

体のバイオマス固形分を得ることができる。その結果、セルロースを効率よく糖ィヒさせ

て、該糖液を某点として、各種有機原料 (例えばアルコール類 )を効率よく製造するこ

とができる。

００35 また、対向接触させることにより、加圧熱水 2に可溶ィヒされ易い成分から順次排出

されると共に、バイオマスの投入部から熱水投入部まで温度勾配が生じる為、ヘミセ

ルロース成分の過分解が抑制され、結果的に5炭糖成分が効率よく回収することが

できる。

さらに、対向接触させることで、熱回収ができシステム効率から好ま 咋のとなる。

００36 そして、本実施例では、硫酸分解装置3 3で得られた第2の糖液 (5炭糖 ) 32を用い
て、発酵処理によりェタノール2０を製造することができる。

００37 ここで、本発明における硫酸分解処置装置での分解条件としては、硫酸濃度が0・

～5重呈 。、好ましくは ～4重呈 とし、分解温度が ００～4０C、好ましくは約

2０oC前後とし、分解時間としては、3０分から3時間、好ましくは 時間前後としている

これは、上記範囲外であると、良好なへミセルロースの分解を行ぅことができないか
らである。

００38 従来において、バイオマス原料をそのまま硫酸分解するよぅな場合には、 重呈 ０

の硫酸を用いて、約 8０でといぅ高温で ０分程度の分解処理を行っているが、硫酸

が後流側のセルロースの酵素糖化の際に阻告物質として働くので、6炭糖の収率が



００39 これに対して、本発明では、水熱分解装置 3において、予めセルロース成分をバ

イオマス固形分 4に留まらせ、加圧熱水 2側に移行したへミセルロース成分を低温

条件で硫酸処理するので、硫酸設備の構造が簡略化できると共に、硫酸の使用呈が

大幅に低減 (従来硫酸使用呈の0・6～０・ ) されることとなる。その結果、硫酸の

廃棄処理 (石膏処理) 呈が低減するので、硫酸回収分離設備も小型のものとなり。設

備のコンパクト化を図ることとなる。

００4０ また、硫酸での分解は o、 C以下の低温であるので、従来のよぅな高温 ( 8０ )

用の耐酸設備とする必要がなく、設備コストの低廉を図ることもできる。

００4 1 また、バイオマス原料 として友梓を用いた場合、友梓中の5炭糖及び6炭糖をそ

れぞれ とすると、回収できた糖は5炭糖で0・8 5の回収 (回収率8 5 ) 、6炭糖で0・

9 の回収 (回収率9 ) とすることができ、極めて良好な回収率であった。

００42 なお、熱水排出液3０は必ずしも別系統において処理するものではなく、例えば酵

素糖化装置 7及び硫酸分解装置33以降の工程を共通化したり、第 及び第2のア

ルコール発酵装置 8 34以降の工程を共通化したり、あるいは第 及び第2の精製

装置22 37以降を共通化する等、適宜変更を行ぅことができる。

００43 本発明によれば、水熱分解装置 3において、カウンターフローを採用することによ

り、固体側のバイオマス固形分 4では、セルロースがとどまることとなり、酵素糖化の

セルロース酵素糖化装置 7により第 の糖液 (6炭糖 ) 6を得ると共に、液体側の加

圧熱水 2では、その加圧熱水 2中に可溶したへミセルロース成分を熱水排出液3０

として外部に分離し、硫酸を用いた硫酸分解装置33により第2の糖液 (5炭糖 ) 32を

得るので、両者を効率よく分離して各々糖化することが可能となる。そして、6炭糖、5

炭糖の各々に応じた発酵 (最終製品に応じた発酵 :例 エタノール発酵)プロセスを構

築することができる。

００44 このよぅに、水熱分解装置 3におけるカウンターフローを採用することによって6炭

糖を得る酵素糖化反応において阻告物質となる副反応成分や加圧熱水 2に可溶な

リグニン成分を加圧熱水 2側に移行させるため、セルロース主体のバイオマス固形

分 4となり、その後の酵素による単糖化反応における6炭糖を含む第 の糖液 6の



糖化反応収率が向上する。

００45 一方、分離された熱水排出液3０に含まれるへミセルロース成分は、その後硫酸分

解装置33において糖ィヒされ、5炭糖を含む第2の糖液32を得ることができる。

そして、第 及び第2のアルコール発酵装置 8 34において、6炭糖、5炭糖の各

々に適した酵母等を用いることでエタノール2０を効率的に個別に発酵により求めるこ

とができるものとなる。

００46 本実施例では、発酵処理により求めるものとして、アルコール類のエタノールを例示

したが、本発明はこれに限定されるものではなく、アルコール類以外の、ィヒ成品原料

となる石油代替品類又は食品・飼料原料となるアミノ酸類を発酵装置により得ることが

できる。

００47 ここで、糖液を某点とした化成品としては、例えば PG、自動用燃料、航空機用ジ

ェット燃料、灯油、ディーゼル油、各種重油、燃料ガス、ナフザ、ナフザ分解物である

エチレングリコール、エタノールアミン、アルコールエトキシレート、塩ビボリマー、アル

キルアルミニウム、P 、酢酸ビニルエマルジョン、ボリスチレン、ボリエチレン、ボリ

プロピレン、ボリカーボネート、 樹脂、ナイロン、ボリエステル等を挙げることが

できる。よって、枯渇燃料である原油由来の化成品の代替品及びその代替品製造原

料としてバイオマス由来の糖液を効率的に利用することができる。

００48 このよぅに、従来の技術では、副反応生成物が、酵素糖化阻告を引起し糖収率が

減少する現象が起きていたが、本発明によれば、バイオマス原料からセルロース主体

の成分とへミセルロース成分を加圧熱水に移行させて両者を分離し、各々に適した

効率的な糖液 (6炭糖、5炭糖 ) の製造を行ぅと共に、該糖液を某点として、各種有機

原料 (例えばアルコール類、石油代替品類、又はアミノ酸類等)を効率よく製造するこ

とができるバイオマス原料を用いた有機原料の製造システム及び方法を提供すること

が可能となる。

実施例 2

００49 次に、本発明のバイオマス原料を用いたアルコール製造システム ０に用いるバイ

オマスの水熱分解装置の実施例について、図面を参照して説明する。

図2は、本実施例に係るバイオマスの水熱分解装置を示す概略図である。



図2に示すよぅに、本実施例に係るバイオマスの水熱分解装置 3 は、

原料 を常圧下から加圧下に供給するバイオマス供給装置4０と、供給されたバイオ

マス原料 (本実施例では、例えば友わら等) を、下端部側から傾斜型装置本体 (以

下「装置本体」といぅ) 5 の内部に搬送スクリュー52により徐々に搬送すると共に、前

記バイオマス原料 の供給箇所とは典なる上端部側から加圧熱水 2を装置本体 5

内部に供給し、バイオマス原料 と加圧熱水 2とを対向接触させつつ水熱分解し

、加圧熱水 2中にリグニン成分及びへミセルロース成分を移行し、バイオマス原料

中からリグニン成分及びへミセルロース成分を分離してなる水熱分解装置 3 と、

装置本体 5 の上端部側からバイオマス固形分 4を加圧下から常圧下に抜出すバイ

オマス抜出装置6０とを具備するものである。なお、図中、符号53は蒸気、54はドレ

ン、5 5は加圧空素を各々図示する。

００5０ このよぅに、傾斜型の水熱分解装置 3 を用いることにより、装置内部において、バ

イオマス原料 と加圧熱水 2とが対向接触されることとなり、この結果、目的成分で

あるセルロース (酵素糖化により6炭糖液となる)を生成する水熱反応以外の副反応

物 (リグニン成分、ヘミセルロース成分)を加圧熱水 2中に移行させることにより、セ

ルロース主体のバイオマス固形分 4を得ることができる。その結果、バイオマス固形

分 4では、セルロースを効率よく6炭糖を含む第 の糖液に糖ィヒさせて、該糖液を某

点として、各種有機原料 (例えばアルコール類 )を効率よく製造することができる。

一方、水熱分解装置 3 から排出された熱水排出液3０中のへミセルロース成分

は、硫酸分解により5炭糖を含む第2の糖液に糖ィヒさせ、該糖液を某点として、各種

有機原料 (例えばアルコール類 )を効率よく製造することができる。

００5 1 なお、本実施例では、バイオマス原料 を下端部側から供給しているが、本発明

はこれに限定されるものではなく、これとは逆に上端部側から供給するよぅにしてもよ

く、この際には、加圧熱水 2は下端部側から供給する。

前記常圧下から加圧下に供給するバイオマス供給装置4０としては、例えばピストン

ポンプ又はスラリーボンプ等のボンプ手段を挙げることができる。

００5 2 また、水熱分解装置 3 は、本実施例では、図2に示すよぅに傾斜型の装置として

いるが、本発明はこれに限定されるものではなく、縦型や水平型の水熱分解反応装



置としてもよい。

００5 3 ここで、水熱分解装置を傾斜型又は垂直型とするのは、水熱分解反応において発

生したガスや原料中に持ち込まれたガス等が上方から速やかに抜けることができ好ま

しいからである。また、加圧熱水 2で分解生成物を抽出するので、抽出効率の点か
ら上方から下方に向かって抽出物の濃度が高まることとなり、好ま 吃のとなる。

００54 本実施例に係る水熱分解装置 3 では、前記搬送スクリュー52を設けることにより

) 固液ヵウンターフローでの固形分の搬送が可能となる。2)装置本体 5 内で瑚液

の分離が可能となる。3)装置本体 5 内で固体表面、固体中の加圧熱水 2の混合

が進み反応が促進される。

００5 5 また、前記搬送スクリュー52に熱水排出液3０の抜出し孔の閉塞を防止するスクレ

ーパー (図示せず)を設けるよぅにしてもよい。

００56 本実施例によれば、予めバイオマス原料 と水とを混合して装置本体に供給する

よぅなスラリー流通式の反応装置では、スラリーの流動性をもたせるために、固体に対

してかなり多呈の水 (重呈比で ０～2０倍 )を加えなければならないが、原料であるバ

イオマス原料 と、バイオマス中のリグニン成分及びへミセルロース成分を除去する

加圧熱水 2とを水熱分解装置 3 に別系統で供給するため、固体に対する液体の

重呈比を 、さくすることができ、装置の経済性の向上に寄与することとなる。

００5 7 なお、本発明では装置本体 5 の内部には気体部分が存在することとなるので、加

圧空素 ( ) 5 5を内部に供給するよぅにしている。

００58 また、水熱分解装置 3 内におけるバイオマス原料 の昇温は、装置本体 5 内

で加圧熱水 2と接触させることによる直接熱交換で実施可能である。なお、必要に

応じて、外部から水蒸気 53等を用いて加温するよぅにしてもよい。

００59 ここで、バイオマス供給装置4０は、バイオマス 自体によるマテリアルシール機構を

有するスクリュー式押出機構4 を採用し、固形のバイオマス原料 を常圧下から加

圧下へ供給するものである。

すなわち、スクリューフィーダー4 aと油圧シリンダー4 bとからなるスクリュー式押

出機構4 とすることで、内部に供給されたバイオマス原料 が圧縮され、バイオマス

プラグ4 2を形成し、このバイオマスプラグ4 2 自身で水熱分解装置 3 内圧力を遮断



するマテリアルシールを行ぅよぅにしている。スクリューフィーダー4 aにより徐々に押

されて、油圧シリンダー4 bの先端部分から徐々にバイオマスが切り出され、装置本

体 5 内部に確実にバイオマス原料 を供給することとなる。

００6０ また、バイオマス抜出装置6０は、その構成は前記バイオマス供給装置4０と同様で

あり、スクリューフィーダー6 aと油圧シリンダー6 bとからなる押出機構6 とすること

で、水熱分解装置 3 で反応したバイオマス固形分 4が圧縮され、バイオマスプラ

グ6 2を形成し、このバイオマスプラグ6 2 自身で水熱分解装置 3 内圧力を遮断す

るマテリアルシールを行ぅよぅにしている。そして、熱水排出液3０にリグニン成分及び

へミセルロース成分を移行させたバイオマス固形分 4を加圧下から常圧下へ排出を

可能とするものである。この際、バイオマスプラグ6 2から残留された水分が脱水液6 3

として排出される。

この脱水液6 3は、加圧熱水可溶分 (リグニン成分及びへミセルロース成分)を含む

ものであるので、熱水排出液3０に送られ、熱水排出液3０と共に別途硫酸処理される

００6 1 また、バイオマス抜出装置6０内で、加圧状態から常圧状態に変化するので、排出

されたバイオマス固形分 4は、爆仲されることとなり、繊維が破壊され、後の工程で

ある酵素糖化における糖化効率が向上することとなる。

００62 また、バイオマス抜出装置6０においては、低分子化した揮発性の酵素糖化阻吉成

分又はエタノール発酵阻吉成分のいずれか一方又は両方を除去することができる。

００63 また、本発明においては、バイオマス原料と加圧熱水とを対向接触させることにより

、熱水に可溶ィヒされ易い成分から順次排出されると共に、バイオマスの投入部から熱

水投入部まで温度勾配が生じる為、ヘミセルロース成分の過分解が抑制され、結果

的に5炭糖成分が効率よく回収することができる。

さらに、対向接触させることで、熱回収ができシステム効率から好ま 咋のとなる。

実施例 3

００64 次に、本発明のバイオマス原料を用いたアルコール製造システム ０に用いるバイ

オマスの水熱分解装置の他の実施例について、図面を参照して説明する。

図3は、本実施例に係るバイオマスの水熱分解装置を示す概略図である。



図3に示すよぅに、本実施例に係るバイオマスの水熱分解装置 3 は、

原料 (本実施例では、例えば友わら等) を常圧下から加圧下に供給するバイオマ

ス供給装置8０と、供給されたバイオマス原料 を、左右のいずれかの端部側 (本実

で徐々に移動させると共に、前記バイオマス原料 の供給とは典なる端部側 (本実

施例では右側)から加圧熱水 2を装置本体 7０内部に供給し、バイオマス原料 と

加圧熱水 2とを対向接触させつつ水熱分解し、加圧熱水 2中にリグニン成分及び

へミセルロース成分を移行し、バイオマス原料 中からリグニン成分及びへミセルロ

ース成分を分離してなる装置本体 7０と、該装置本体 7０の加圧熱水 2の供給部側

からバイオマス固形分 4を加圧下から常圧下に抜出すバイオマス抜出装置6０とを

具備するものである。

前記常圧下から加圧下に供給するバイオマス供給装置8０としては、例えばピストン

ポンプ又はスラリーボンプ等のボンプ手段を挙げることができる。

００65 本実施例では、前記装置本体 7０内部にバイオマス原料 をいわゆるブラグフロー

の圧密状態で撹件する固定撹件手段 7 を設けており、内部に送り込まれるバイオマ

ス原料 を軸方向に移動する際に、撹件作用により撹件するよぅにしている。

００66 この固定撹件手段 7 を設けることにより、装置本体 7０内で固体表面、固体中の加

圧熱水 2の混合が進み反応が促進される。

００67 ここで、本発明では、水熱分解装置 3 の装置本体 7０内の加圧熱水 2とバイオ

マス原料 との流動は、バイオマス原料 と加圧熱水 2とを対向接触させる、いわ

ゆるカウンターフローで撹件・流動するよぅにすることが好ま 、。

００68 水熱分解装置 3 は、ブラグフロー型分解であるので、構造が簡易であり、固体で

あるバイオマス原料 は、管中心軸と垂直に撹件されながら、管中心軸と平行に移

動することとなる。一方加圧熱水 (熱水、分解物が溶解した液 ) は、固体に対しカウ

ンターフローにて固体粒子間に惨みながら移動する。

００69 また、ブラグフローでは、加圧熱水 2の均一な流れを実現することができる。なぜ

ならば、固体のバイオマス原料 が加圧熱水 2により分解すると、分解物が熱水側

に溶解する。分解部近傍は高粘度となり、末分解部近傍へ優先的に熱水が移動し、



未分解部が続いて分解することとなり、均一な熱水の流れになり、均一な分解が実現

することとなる。

００7０ また、水熱分解装置 3 における装置本体 7０内面の管壁の抵抗により、装置本体

7０内において、バイオマス原料 の入口側に比べ、バイオマス原料 の出口側の

固体密度が減少し、加えて分解によりバイオマス固形分 4が減少するため、加圧熱

水 2の占める割合が増加し、液滞留時間が増加することにより、液中の分解成分が

過分解するので、少なくとも固定式の撹件手段を設けるよぅにしている。

００7 1 そして、この固定撹件手段 7 には、満を刻むよぅにしたり、ピッチを変えるよぅにした

りしてもよい。さらに、固定撹件手段 7 のスクリューを直列に多段にし、個別に撹件す

るよぅにしてもよい。

また、水熱分解装置 3 の装置本体 7０の形状をテ一パー状にして、すなわち装置

本体 7０のバイオマス原料 の入口側に対して出口側の断面積を 、さくして装置本

体 7０内におけるバイオマス原料 の固体密度を向上させるよぅにしてもよい。

００72 また、装置本体 7０内における固形分の閉塞防止のほぐし機能を設けるよぅにしても

よい。

また、例えば回伝撹件手段のトルク管理、装置本体 7０内の静電容呈管理、装置本

体 7０内の超音波管理、装置本体 7０内の重呈管理等により、装置本体 7０内の瑚液

の重呈比を状況に応じて適宜調整するよぅにすればよい。

００73 また、加圧熱水 2をカウンターフローで流し、直接熱交換するので、分解しで液に

抽出された分解物 (リグニン成分等) が過分解しにれ吃のとなる。

００74 また、装置本体 7０内に供給するバイオマス原料 に対する加圧熱水 2の重呈が

少ないほど水熱分解のための加温のスチーム最を減らすことができるので好ま 、。

ここで、供給するバイオマス原料 と加圧熱水 2との重呈比は、装置構成により適

宜典なるが、例えば : ～ : ０、より好ましくは : ～ : 5とするのが好ま 、。特に

、本実施例では、バイオマス原料 と加圧熱水 2との固体分と液体分とから構成さ

れ、ブラグフローとしているので、圧密状態で装置本体 7０内部を移動するので、固液

比を : ～ : 5とすることが可能となる。

このよぅに、装置本体 7０内に供給するバイオマス原料 と加圧熱水 2との重呈比



を : ～ : ０とすることにより、水熱分解装置での必要熱呈の削減を図ることができ

る。

００75 さらに、装置本体 7０内における瑚液重呈比の管理をすることにより、水熱分解条件

の安定化、バイオマス抜出装置6０からのバイオマス固形分 4の排出の安定化を図

ることができる。

００76 また、水熱分解装置 3 内でのバイオマス原料 と加圧熱水 2とを対向接触する

ことにより、固液分離を図ることになるので、固体側であるセルロース中への過分解生

成物の持ち込みが削減される。これは、リグニン成分等は低温では析出するため、低

温では分離困難である。すなわち、水熱分解を行った後に、反応系外に出して、分

離しよぅとすると、高温加圧条件から常温常圧に移行する際のフラッシュ時の熱ロス

が削減されると共に、分解物抽出液の分離性の向上を図ることができる。これは、水

熱分解生成物は多糖類であり、低温では析出するため、低温における分離困難とな

るからである。

００77 本実施例によれば、水熱分解装置 3 内に供給するバイオマス原料 の重呈を

加圧熱水 2の重呈に対して大きくすることができ、装置を小型化することができるた

め、経済性の向上に寄与することとなる。

００78 また、水熱分解装置 3 内におけるバイオマス原料 の昇温は、装置本体 7０内

で加圧熱水 2と接触させることによる直接熱交換で実施可能である。なお、必要に

応じて、外部から水蒸気 53等を用いて加温するよぅにしてもよい。または、熱水に代

えて飽和水蒸気を装置本体 7０内に直接供給するよぅにしてもよい。

００79 ここで、本実施例では、バイオマス供給装置8０としては、ピストンポン 8 aを有す

るバイオマス原料 の供給機構を採用しており、固形のバイオマス原料 を常圧下

から加圧下へ供給するものである。

すなわち、ピストンポン 8 aを用いてピストンで押圧するので、装置本体 7０内部

に確実にバイオマス原料 を供給することとなる。

００8０ すなわち、ピストンポン 8 aを採用することにより、装置本体 7０内で固形分を移動

させる回伝式の移動手段等を設けることなく、ピストンポン 8 aの動力により、固液

ヵウンターフローでの固形分であるバイオマス原料 の移動が可能となる。



さらに、ピストンポン 8 aを採用することにより、装置本体 7０内の密度 (固液の重

呈比 )調整が可能となる。すなわち、装置本体 7０内の加圧熱水の滞留時間を調整で

きる。

００8 1 また、バイオマス抜出装置6０は、図2に示した水熱分解装置 3 と同様のものであ

るので説明は省略する。

００82 また、本実施例では、加圧熱水 2の取り出しは、バイオマス供給部入口近傍として

いるが、理想的な温度分布となるよぅに、中間に加圧熱水 2の液抜出口を設け、そ

の抜出液を加熱又は冷却のいずれか一方又は両方を了 、刊 、再度装置本体 7０内に

注入するよぅにしてもよい。

００83 また、加圧熱水 2の排出部近傍において、液中の例えばフルフラール等の阻告物

質の濃度を監視し、その測定値により加圧熱水 2の供給呈を制御するよぅにしたり、

バイオマス抜出装置6０近傍において、糖濃度を測定し、その測定値により加圧熱水

2の供給呈を制御するよぅにしたりするよぅにしてもよい。

００84 さらに、本実施例では、加圧熱水 2の供給箇所を一カ所としているが、本発明はこ

れに限定されるものではなく、複数箇所として温度制御を行ぅよぅにしてもよい。

００85 また、本発明においては、バイオマス原料と加圧熱水とを対向接触させることにより

、熱水に可溶ィヒされ易い成分から順次排出されると共に、バイオマス原料の投入部

から熱水投入部まで濃度勾配及び温度勾配が生じる為、ヘミセルロース成分の過分

解が抑制され、結果的に5炭糖成分が効率よく回収することができる。

さらに、対向接触させることで、熱回収ができシステム効率から好ま 咋のとなる。

００86 本実施例の変形例としては、図3に示すよぅな水熱分解装置 3 のよぅな水平型の

ものを、傾斜型や垂直型としてもよい。ここで、傾斜型又は垂直型とするのは、水熱分

解反応において発生したガスや原料中に持ち込まれたガス等が上方から速やかに

抜けることができ好ましいからである。また、加圧熱水 2で抽出するので、抽出効率

の点から上方から下方に向かって抽出物の濃度が高まることとなり、好ま 咋のとな

る。

産業上の禾 用可能，吐

００87 以上のよぅに、本発明に係るシステム及び方法によれば、バイオマス原料からセル



口一ス主体の成分を分離し、効率的な糖液の製造を行ぅと共に、該糖液を某点として

、各種有機原料 (例えばアルコール類、石油代替品類、又はアミノ酸類等) を効率よ

く製造することができる。



請求の範囲

バイオマス原料を加圧熱水と対向接触させっっ水熱分解し、加圧熱水中にリグニ

ン成分及びへミセルロース成分を移行し、バイオマス固体中からリグニン成分及びへ
ミセルロース成分を分離してなる水熱分解装置と、

前記水熱分解装置から排出されるバイオマス固形分中のセルロースを酵素処理し

て6炭糖を含む第 の糖液に酵素糖化する酵素糖化装置と、

酵素糖化装置で得られた第 の糖液を用いて、発酵処理によりアルコール類、石油

代替品類又はアミノ酸類のいずれか一っを製造する第 の発酵装置と、

前記水熱分解装置から排出される熱水排出液中のへミセルロース成分を硫酸分解

して5炭糖を含む第2の糖液に分解する硫酸分解装置と、

硫酸分解装置で得られた第2の糖液を用いて、発酵処理によりアルコール類、石油

代替品類又はアミノ酸類のいずれか一っを製造する第2の発酵装置とを具備するこ

とを特徴とするバイオマス原料を用いた有機原料の製造システム。

2 請求項 において、

前記水熱分解装置の反応温度が 8０～24０Cであることを特徴とするバイオマス

原料を用いた有機原料の製造システム。

3 請求項 は2において、

前記硫酸分解装置の分解温度が ００～4０Cであることを特徴とするバイオマス

原料を用いた有機原料の製造システム。

4 バイオマス原料を加圧熱水と対向接触させっっ水熱分解し、加圧熱水中にリグニ

ン成分及びへミセルロース成分を移行し、バイオマス固体中からリグニン成分及びへ
ミセルロース成分を分離してなる水熱分解工程と、

前記水熱分解工程で排出されるバイオマス固形分中のセルロースを酵素処理して

6炭糖を含む第 の糖液に酵素糖化する第 の酵素糖化工程と、

第 の酵素糖化工程で得られた第 の糖液を用いて、発酵処理によりアルコール類

、石油代替品類又はアミノ酸類のいずれか一っを製造する第 の発酵工程と、

前記水熱分解工程で排出される熱水排出液中のへミセルロース成分を硫酸分解し

て5炭糖を含む第2の糖液に分解する硫酸分解工程と、



硫酸分解工程で得られた第2の糖液を用いて、発酵処理によりアルコール類、石油

代替品類又はアミノ酸類のいずれか一っを製造する第2の発酵工程とを含むことを

特徴とするバイオマス原料を用いた有機原料の製造方法。

5 請求項4において、

前記水熱分解の反応温度が 8０～24０Cであることを特徴とするバイオマス原料

を用いた有機原料の製造方法。

6 請求項4又は5において、

前記硫酸分解温度が ００～4０Cであることを特徴とするバイオマス原料を用いた

有機原料の製造方法。
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ΓO 口頭によ る開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性かな 考えられるもの
r p 国際出願 日前て、か 優先権の主張の基礎 t なる出願 Γ& J 同 テ ト ア v — 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
1 6 . 1 2 . 2 0 0 2 2 . 1 2 . 2 0 0 8

国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 (権限のある職員 ) 4 B 8 9 3 1

日本国特許庁 S AノJ P ) 啓 藤 真 田 美
郵便番号 1 0 0 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三T 4 番 3 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 4 4 8

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 2 ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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