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(57)【要約】
【課題】過分解物の生成を抑制するとともに、糖化率の
増加を図ることのできる加圧熱水によるバイオマスの加
水分解法および加水分解装置を提供すること。
【解決手段】加水分解装置１００は、第一の加水分解装
置１１０と第二の加水分解装置１２０とを備えている。
第一の加水分解装置１１０は、バイオマスが投入される
原料槽１０と、加水分解（糖化）処理を行う糖化槽２０
と、加水分解後の水可溶分を回収する受器３０と、加水
分解後の残渣を回収する固液分離槽４０と、を備えてい
る。糖化槽２０は、バイオマス含有水スラリーが流入す
る流入口と、この流入口とは反対側に設けられ、加水分
解後の残渣が流出される出口と、この出口側に設けられ
たフィルター２１と、を備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加圧熱水を用いたバイオマスの加水分解方法であって、
　加水分解反応が行われる糖化槽から、加水分解反応により得られた水可溶性オリゴ糖お
よび／又は単糖を選択的に逐次抽出する
　ことを特徴とするバイオマスの加水分解方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のバイオマスの加水分解方法において、
　前記糖化槽内に設けられた無機分離膜で前記水可溶性オリゴ糖および／又は単糖を選択
的に逐次抽出する
　ことを特徴とするバイオマスの加水分解方法。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のバイオマスの加水分解方法において、
　前記糖化槽の出口に設けられた固液分離槽で前記水可溶性オリゴ糖および／又は単糖を
分離する
　ことを特徴とするバイオマスの加水分解方法。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載のバイオマスの加水分解方法において、
　前記加水分解反応は、少なくとも２段の前記糖化槽で行われ、
　加水分解反応後に前記糖化槽に残った重質分が次の糖化槽へ連続的に導入される
　ことを特徴とするバイオマスの加水分解方法。
【請求項５】
　請求項４に記載のバイオマスの加水分解方法において、
　前記バイオマスは、セルロース系バイオマスである
　ことを特徴とするバイオマスの加水分解方法。
【請求項６】
　請求項５に記載のバイオマスの加水分解方法において、
　１段目の前記糖化槽の加圧熱水は、１５０℃以上２２０℃以下の温度であり、
　２段目以降の少なくとも１段の前記糖化槽の加圧熱水は、２２０℃以上３００℃以下の
温度である
　ことを特徴とするバイオマスの加水分解方法。
【請求項７】
　請求項４から請求項６のいずれかに記載のバイオマスの加水分解方法において、
　最終段の糖化槽出口からの重質分は８０℃以下に冷却される
　ことを特徴とするバイオマスの加水分解方法。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれかに記載のバイオマスの加水分解方法において、
　前記加圧熱水の圧力は、前記糖化槽内の飽和水蒸気圧以上である
　ことを特徴とするバイオマスの加水分解方法。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれかに記載のバイオマスの加水分解方法において、
　バイオマスに対する体積基準のスラリー液空間速度（ＬＨＳＶ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｈｏｕ
ｒｌｙ　Ｓｐａｃｅ　Ｖｅｌｏｃｉｔｙ）は、０．５／ｈｒ以上６０／ｈｒ以下である
　ことを特徴とするバイオマスの加水分解方法。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９のいずれかに記載のバイオマスの加水分解方法において、
　前記糖化槽内に充填された固体酸触媒を用いて加水分解する
　ことを特徴とするバイオマスの加水分解方法。
【請求項１１】
　請求項１から請求項１０のいずれかに記載のバイオマスの加水分解方法において、
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　加水分解反応後に得られた水可溶性オリゴ糖および／又は残渣に酵素を作用させる
　ことを特徴とするバイオマスの加水分解方法。
【請求項１２】
　加圧熱水を用いたバイオマスの加水分解を行う糖化槽と、
　前記糖化槽で加水分解された水可溶性オリゴ糖および／又は単糖を透過する無機分離膜
と、
　前記糖化槽で加水分解後に残った重質分を分離する固液分離槽と、を備えた
　ことを特徴とするバイオマスの加水分解装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加圧熱水によるバイオマスの加水分解方法および加水分解装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、温暖化防止の観点から再生可能エネルギーであるバイオマスの活用が注目されて
いる。特に、バイオエタノールの利用に関しては関心が高まっている。
　バイオエタノール（バイオマスエタノールとも言う）の製造方法としては、従来デンプ
ンから製造する方法が中心であったが、デンプン系バイオマスの資源量および穀物価格へ
の影響から、最近ではセルロース系バイオマスからエタノールを製造する方法の開発が進
められている。セルロース系バイオマスからエタノールを製造する方法としては、セルロ
ース系バイオマスを加水分解（糖化）することで、従来の発酵エタノール法を活用するこ
とができる。したがって、セルロース系バイオマスの加水分解（糖化）技術の開発が重要
となる。
【０００３】
　バイオマスの加水分解（糖化）技術として、硫酸中で加水分解を行う方法が提案されて
いるが、エタノールを得る迄に硫酸を除去、中和するなどの複雑な工程になってしまう。
また、硫酸を使用するために反応器の腐食や廃液処理の問題もある。
　また、超臨界水または亜臨界水を用いてバイオマスを糖化する技術も検討されているが
、単糖（ヘキソース、ペントース）が二次分解してしまい、発酵阻害物質が生成（沖野ら
、“次世代バイオエタノール生産プロセスの開発” 、触媒,49(4), 271-275, (2007)参照
）したり、糖収率が低下するという問題がある。
　そこで、処理温度を低下させ過分解物の生成を抑制し、且つ糖収率の増加を図る手段と
して処理温度を低下させた加圧熱水による糖化処理が特許文献１および非特許文献１に記
載されている。
【０００４】
　特許文献１には、セルロース粉末を充填させた糖化槽に加圧熱水を流すことにより水溶
性オリゴ糖類を得る技術が記載されている。
　また、非特許文献１には、原料であるコーンストーバーを加圧熱水に接触させることに
より、ヘミセルロースからキシロオリゴ糖を得る方法が記載されている。
【０００５】
【特許文献１】特許第３０４１３８０号
【非特許文献１】Bioresource Technology,96,1986-1993(2005)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、バイオエタノールの原料として用いられるセルロース系バイオマスには
、セルロース以外にもヘミセルロースが含まれており、これらは結晶性の違いから糖化に
最適な温度が異なっている。したがって、特許文献１または非特許文献１のような構成で
は、セルロース系バイオマスの糖化において十分な糖収率を得ることができない。
【０００７】
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　本発明の目的は、過分解物の生成を抑制するとともに、糖化率の増加を図ることのでき
る加圧熱水によるバイオマスの加水分解法および加水分解装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のバイオマスの加水分解方法は、加圧熱水で行うバイオマスの加水分解方法であ
って、加水分解反応が行われる糖化槽から、加水分解反応により得られた水可溶性オリゴ
糖および／又は単糖を、選択的に逐次抽出することを特徴とする。
【０００９】
　この発明では、糖化槽内でバイオマスの加水分解反応が進行中の間も、加水分解により
得られた水可溶性オリゴ糖および／又は単糖を糖化槽から逐次抽出している。これにより
、単糖の過分解を抑えて水可溶性オリゴ糖および／又は単糖（以下、水可溶性オリゴ糖等
と呼ぶこともある）を回収することができ、収率が向上する。一方、糖化槽に残存してい
る水スラリーは加水分解反応する時間が長くなるので、より確実に加水分解され、糖収率
が向上する。
【００１０】
　本発明のバイオマスの加水分解方法において、前記糖化槽内に設けられた無機分離膜で
水可溶性オリゴ糖および／又は単糖を選択的に逐次抽出することが好ましい。
　この本発明では、糖化槽内に無機分離膜が設けられ、糖化槽内の加水分解反応により生
成した水可溶性オリゴ糖等は無機分離膜を透過する。したがって、水可溶性オリゴ糖等を
選択的に抽出することができ、糖収率の向上を図ることができる。
【００１１】
　本発明のバイオマスの加水分解方法において、前記糖化槽の出口に設けられた固液分離
槽で水可溶性オリゴ糖および／又は単糖を分離することが好ましい。
　この発明では、糖化槽で加水分解反応されなかった重質分が固液分離槽に導入され、固
体と液体とに分離される。液体中には水可溶性オリゴ糖等が溶け込んでいるので液体を回
収することにより、糖収率がさらに向上する。
【００１２】
　本発明のバイオマスの加水分解方法において、前記加水分解反応は、少なくとも２段の
前記糖化槽で行われ、加水分解反応後に前記糖化槽に残った重質分が次の糖化槽へ連続的
に導入されることが好ましい。
　この発明では、少なくとも２段の糖化槽にて、少なくとも２回の加水分解を行う。した
がって、１回の処理で加水分解されなかった重質分を再度糖化槽に導入することにより、
確実に加水分解することができる。すなわち、糖収率が向上する。
【００１３】
　本発明のバイオマスの加水分解方法において、前記バイオマスは、セルロース系バイオ
マスであることが好ましい。また、１段目の前記糖化槽の加圧熱水は、１５０℃以上２２
０℃以下の温度であり、２段目以降の少なくとも１段の前記糖化槽の加圧熱水は、２２０
℃以上３００℃以下の温度であることが好ましい。
【００１４】
　セルロースには、ヘミセルロースとセルロースとが含まれており、これらの加水分解温
度はそれぞれ異なっている。
　この発明によれば、１段目の糖化槽では、加圧熱水の温度１５０℃以上２２０℃以下で
加水分解反応を行う。ここでは主にヘミセルロースが分解される。また、２段目以降の少
なくとも１段の糖化槽では、加圧熱水の温度２２０℃以上３００℃以下で加水分解を行う
。ここでは主にセルロースが分解される。
　このように、各物質が分解されるのに最適な温度でそれぞれ加水分解を行うので、各物
質が確実に分解され、また、過分解物の生成を抑制することができる。また、加水分解さ
れにくい重質分が再度糖化槽に導入されることにより、加水分解される可能性が高くなり
、糖収率が向上する。
【００１５】
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　本発明のバイオマスの加水分解方法において、最終段の糖化槽出口からの重質分は８０
℃以下に冷却されることが好ましい。
　この発明によれば、オリゴ糖等の過分解を抑制すると共に、排熱からのエネルギー回収
を図ることができる。また、最終段の糖化槽からの重質分が８０℃を超えると、後段の酵
素による糖化や発酵に障害を与えるおそれがある。
【００１６】
　本発明のバイオマスの加水分解方法において、前記加圧熱水の圧力は、前記糖化槽内の
飽和水蒸気圧以上であることが好ましい。また、バイオマスに対する体積基準のスラリー
液空間速度（ＬＨＳＶ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｈｏｕｒｌｙ　Ｓｐａｃｅ　Ｖｅｌｏｃｉｔｙ）
は、０．５／ｈｒ以上６０／ｈｒ以下であることが好ましい。さらに好ましくは、１／ｈ
ｒ以上１０／ｈｒ以下である。
　このような条件下で加水分解反応を行うので、加水分解反応がより促進され、糖収率の
向上を図ることができる。
【００１７】
　本発明のバイオマスの加水分解方法において、前記糖化槽内に充填された固体酸触媒を
用いて加水分解することが好ましい。
　固体酸触媒を使用することにより、糖化槽内の加水分解反応がより促進される。したが
って、低圧低温であっても糖収率が高いため、糖収率の向上とともにエネルギーの低減を
図ることができる。
　なお、固体酸触媒としては、例えば、ゼオライトやアルミナ等を使用することができる
。
【００１８】
　本発明のバイオマスの加水分解方法において、加水分解反応後に得られた水可溶性オリ
ゴ糖および／又は残渣に酵素を作用させることが好ましい。
　この発明では、バイオマスの加水分解の後に残った残渣に酵素を作用させる。これによ
り、残渣を単糖にまで分解することができ、総合的な糖収率を向上させることができる。
　なお、酵素としては、例えば、セルロースについてはセルラーゼを使用することができ
る。
【００１９】
　本発明のバイオマスの加水分解装置は、加圧熱水を用いたバイオマスの加水分解を行う
糖化槽と、前記糖化槽で加水分解された水可溶性オリゴ糖および／又は単糖を透過する無
機分離膜と、前記糖化槽で加水分解後に残った重質分を分離する固液分離槽と、を備えた
ことを特徴とする。
　この発明によれば、糖化槽でバイオマスの加水分解反応が進み、この加水分解反応で得
られた水可溶性オリゴ糖等が糖化槽内に設けられた無機分離膜により抽出され、糖化槽内
に残った残渣は固液分離槽によりさらに分離され、さらに水可溶性オリゴ糖等を回収する
ことができる。したがって、糖収率が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
[加水分解装置の構成]
　図１は、本発明のバイオマスの加水分解方法における一実施形態の加水分解装置の概略
図である。
　図１に示すように、本実施形態の加水分解装置１００は、第一の加水分解装置１１０と
第二の加水分解装置１２０とを備えている。
【００２１】
　第一の加水分解装置１１０は、原料が投入される原料槽１０と、原料槽１０から導入さ
れた水スラリーの加水分解（糖化）処理を行う糖化槽２０と、糖化槽２０の加水分解反応
により得られた水可溶性オリゴ糖等を回収する受器３０と、糖化槽２０の加水分解反応の
残渣を回収する固液分離槽４０と、を備えている。
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　原料槽１０と糖化槽２０とは流路９１によって接続され、原料槽１０の水スラリーが流
路９１を通って糖化槽２０へ導入される。流路９１上には、原料槽１０の水スラリーを糖
化槽２０へ押し出すポンプ１５と、流路９１内を流れる水スラリーの温度を調整する加熱
器１６とが設けられている。
【００２２】
　また、糖化槽２０と受器３０とは流路９２によって接続され、糖化槽２０で抽出された
水可溶性オリゴ糖等が流路９２を通って受器３０へ回収される。流路９２上には、糖化槽
２０から抽出した水可溶性オリゴ糖等を冷却する冷却器２５と、糖化槽２０内のフィルタ
ー２１からの抜き出し圧力を調整する圧力調整弁２６が設けられている。
　さらに、糖化槽２０と固液分離槽４０とは流路９３によって接続され、糖化槽２０の加
水分解反応後の残渣が固液分離槽４０へ導入される。流路９３上には、糖化槽２０の加水
分解反応後の残渣を冷却する冷却器２７と、糖化槽２０内の圧力を調整する圧力調整弁２
８が設けられている。
　そして、固液分離槽４０と受器３０とは流路９４によって接続されている。
【００２３】
　原料槽１０に投入する原料としては、セルロース系バイオマス（またはリグノセルロー
スともいう）を用いる。具体的には、スギ、ブナ等の木質系や、稲わら、コーンストーバ
等の草本系の素材である。
【００２４】
　原料槽１０は、原料であるリグノセルロース含有水スラリーを生成する槽である。リグ
ノセルロースの配合量は、ポンプの仕様、能力が適う限り、スラリー濃度を高くした方が
好ましい。これにより、水の加熱が不要になるため、省エネルギーとなる傾向がある。
【００２５】
　糖化槽２０は、リグノセルロース含有水スラリーを加水分解（糖化）する槽である。糖
化槽２０は、リグノセルロース含有水スラリーが流入する流入口２０Ａと、この流入口２
０Ａとは反対側に設けられ、加水分解後の残渣が流出される出口２０Ｂと、この出口２０
Ｂ側に設けられたフィルター２１と、フィルター２１を透過した水可溶性オリゴ糖等を流
出させるための流出口２０Ｃと、を備えている。
　フィルター２１は金属または焼結金属等の無機分離膜であり、水可溶性オリゴ糖等を選
択的に透過させる。
【００２６】
　受器３０は、糖化槽２０内のフィルター２１を透過した水可溶性オリゴ糖等を回収する
。固液分離槽４０は、糖化槽２０内で加水分解反応した後の残渣を固体と液体とに分離す
る。
　固液分離槽４０で分離された液体分は流路９４を通って前述の受器３０に回収され、固
体となった重質分は第二の加水分解装置１２０へ導入される。
【００２７】
　流路９１上に設けられたポンプ１５は、原料槽１０のリグノセルロース含有水スラリー
を糖化槽２０に導入する。また、同じく流路９１上に設けられた加熱器１６は、糖化槽２
０に導入されるリグノセルロース含有水スラリーの温度を調整する。さらに、圧力調整弁
２６および２８は、糖化槽２０内のフィルター２１からの抜き出し圧と糖化槽内２０の圧
力をおのおの調整する。
　ポンプ１５、加熱器１６、圧力調整弁２６および２８は、糖化槽２０内が以下の条件を
満たすように適宜調製される。
【００２８】
　温度は、１５０℃以上２２０℃以下、好ましくは１５０℃以上２００℃以下である。温
度が１５０℃未満であると加水分解反応が遅くなり、糖収率が低くなってしまい実用的で
ない。一方、２２０℃を超えると、過分解が増加して全体の糖収率を低下させる恐れがあ
る。
【００２９】
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　圧力は、糖化槽２０内が飽和水蒸気圧以上となるように圧力調整弁２６または２８によ
り調整する。上記温度範囲では、例えば、０．５ＭＰａ以上１０ＭＰａ以下である。
【００３０】
　液空間速度（ＬＨＳＶ）は、０．５／ｈｒ以上６０／ｈｒ以下であることが好ましく、
より好ましくは１／ｈｒ以上１０／ｈｒ以下である。液空間速度（ＬＨＳＶ）が０．５／
ｈｒ未満であると、処理時間が長く経済性を低下させる恐れがある。一方、６０／ｈｒを
超えると、加水分解反応が遅くなり、糖収率が低くなってしまい実用的でない。
【００３１】
　また、糖化槽２０内には図示しない固体酸触媒が充填されていてもよい。固体酸触媒は
、固体であるため、糖の加水分解反応においてほとんどエネルギーを必要とせず、また、
回収および再利用ができるので廃液の問題も生じない。すなわち、環境にやさしい触媒で
ある。
　固体酸触媒としては、例えば、ゼオライトやアルミナなどが挙げられる。
【００３２】
　流路９２上に設けられた冷却器２５は、糖化槽２０の加水分解反応により得られた水可
溶性オリゴ糖等を８０℃以下に冷却する。そして、必要によりエネルギー回収を図る。ま
た、流路９３上に設けられた冷却器２７は、固液分離方法に応じて冷却度合いを調整する
。
　なお、第一の加水分解装置１１０においては、この冷却器２７を含まない構成としても
よい。
【００３３】
　次に、第二の加水分解装置１２０について説明する。
　第二の加水分解装置１２０は、第一の加水分解装置１１０と略同じ構成である。すなわ
ち、第一の加水分解装置１１０で得られた重質分が投入される原料槽５０と、原料槽５０
から導入された水スラリーの加水分解（糖化）処理を行う糖化槽６０と、糖化槽６０の加
水分解反応により得られた水可溶性オリゴ糖等を回収する受器７０と、糖化槽６０の加水
分解反応の残渣を回収する固液分離槽８０と、を備えている。
　原料槽５０と糖化槽６０とは流路９６によって接続され、原料槽５０の水スラリーが流
路９６を通って糖化槽６０へ導入される。流路９６上には、原料槽５０の水スラリーを糖
化槽６０へ押し出すポンプ５５と、流路９６内を流れる水スラリーの温度を調整する加熱
器５６とが設けられている。
【００３４】
　また、糖化槽６０と受器７０とは流路９７によって接続され、糖化槽６０で抽出された
水可溶性オリゴ糖等が流路９７を通って受器７０へ回収される。流路９７上には、糖化槽
６０から抽出した水可溶性オリゴ糖等を冷却する冷却器６５と、糖化槽６０内のフィルタ
ー６１からの抜き出し圧力を調整する圧力調整弁６６が設けられている。
　さらに、糖化槽６０と固液分離槽８０とは流路９８によって接続され、糖化槽６０の加
水分解反応後の残渣が固液分離槽８０へ導入される。流路９８上には、糖化槽６０の加水
分解反応後の残渣を冷却する冷却器６７と、糖化槽６０内の圧力を調整する圧力調整弁６
８が設けられている。
　そして、固液分離槽８０と受器７０とは流路９９によって接続されている。
【００３５】
　原料槽５０には、第一の加水分解装置１１０で得られた重質分が投入される。また、熱
水槽９０から流路９５を介して熱水が供給され、原料槽５０内にて重質分含有水スラリー
が生成される。熱水の温度は、原料槽５０に投入される重質分の温度と同じかそれ以上で
あることが、エネルギー効率面から好ましい。また、熱水は、ポンプの仕様や能力に適う
限り、固体の重質分の濃度が高くなるように供給される。
【００３６】
　糖化槽６０の構成は、前述の糖化槽２０と同じ構成である。糖化槽６０は、重質分含有
水スラリーが流入する流入口６０Ａと、この流入口６０Ａとは反対側に設けられ、加水分
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解後の残渣が流出される出口６０Ｂと、この出口６０Ｂ側に設けられたフィルター６１と
、フィルター６１を透過した水可溶性オリゴ糖等を流出させるための流出口６０Ｃと、を
備えている。
　フィルター６１は金属または焼結金属等の無機分離膜であり、水可溶性オリゴ糖等を選
択的に透過させる。
【００３７】
　受器７０は前述の受器３０と同じ構成であり、糖化槽６０内のフィルター６１を透過し
た水可溶性オリゴ糖等を回収する。
　また、固液分離槽８０は前述の固液分離槽４０と同じ構成であり、糖化槽６０内で加水
分解反応した後の残渣を固体と液体とに分離する。
　固液分離槽８０で分離された液体分は流路９９を通って前述の受器７０に回収される。
【００３８】
　流路９６上に設けられたポンプ５５は、原料槽５０の重質分含有水スラリーを糖化槽６
０に導入する。また、同じく流路９６上に設けられた加熱器５６は、糖化槽６０に導入さ
れる重質分含有水スラリーの温度を調整する。さらに、圧力調整弁６６および６８は、糖
化槽６０内の圧力を調整する。
　ポンプ５５、加熱器５６、圧力調製弁６６および６８は、糖化槽６０内が以下の条件を
満たすように適宜調製される。
【００３９】
　温度は、２２０℃以上３００℃以下、好ましくは２２０℃以上２７０℃以下である。温
度が２２０℃未満であると加水分解反応が遅くなり、糖収率が低くなってしまい実用的で
ない。一方、３００℃を超えると、過分解が増加して全体の糖収率を低下させる恐れがあ
る。
【００４０】
　圧力は、糖化槽６０内が飽和水蒸気圧以上となるように、圧力調整弁６６および６８に
よって調整される。上記温度範囲では、例えば、２．５ＭＰａ以上１０ＭＰａ以下である
。
【００４１】
　液空間速度（ＬＨＳＶ）は、０．５／ｈｒ以上６０／ｈｒ以下であることが好ましく、
より好ましくは１／ｈｒ以上１０／ｈｒ以下である。液空間速度（ＬＨＳＶ）が０．５／
ｈｒ未満であると、処理時間が長く経済性を低下させる恐れがある。一方、６０／ｈｒを
超えると、加水分解反応が遅くなり、糖収率が低くなってしまい実用的でない。
　また、糖化槽６０内には、糖化槽２０と同様の固体酸触媒を充填していてもよい。
【００４２】
　流路９７上に設けられた冷却器６５は、糖化槽６０の加水分解反応により得られた水可
溶性オリゴ糖等を８０℃以下に冷却する。冷却器６５により、水可溶性オリゴ糖等の過分
解を抑制できる。
　また、流路９８上に設けられた冷却器６７は、糖化槽６０の加水分解反応後の残渣であ
る重質分を冷却する。重質分に一部含まれている場合がある水可溶性オリゴ糖等が過分解
する恐れがあるため、速やかに８０℃以下に冷却することが好ましい。固液分離器８０で
固体分として残った残渣を、別途、酵素等で発酵させる場合は、発酵に用いる酵素に適し
た温度以下まで下げないようにすると、エネルギー効率が良い。
【００４３】
[加水分解装置の動作]
　次に、加水分解装置１００によるバイオマスの加水分解の流れの一態様を説明する。
　まず、第一の加水分解装置１１０の原料槽１０に、バイオマスであるリグノセルロース
と水とを投入して、混合原料を調整する。このとき、リグノセルロースの配合量は特に限
定されないが、ポンプ５５の輸送能力や加水分解の効率化という点から、１０～３０質量
％となるように調整することが好ましい。
　次に、糖化槽２０内が温度１５０℃以上２２０℃以下、圧力が飽和水蒸気圧以上、液空
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間速度が０．５／ｈｒ以上６０／ｈｒ以下となるようにポンプ１５、加熱器１６、圧力調
製弁２６および２８を調整する。
　このような条件下で、リグノセルロース含有水スラリーが、原料槽１０から流路９１を
通って糖化槽２０へ導入される。
【００４４】
　そして、糖化槽２０内では加水分解反応によりオリゴ糖が生成する。この条件下で分解
されるのは主にヘミセルロースである。生成したオリゴ糖は水に溶けた状態でフィルター
２１を透過し、流路９２を通って受器３０に回収される。
　糖化槽２０内には、加水分解されなかったリグノセルロースや水不溶のオリゴ糖を含む
重質分が残渣として残り、流路９３を通って固液分離槽４０へ導入される。
　なお、固液分離槽４０へ導入する前に、この重質分を再度糖化槽２０に導入してもよい
。
　固液分離槽４０では、固体と液体とに分離され、液体は水可溶性オリゴ糖等として流路
９４を通って受器３０に回収される。
【００４５】
　一方、固体として残った重質分は、第二の加水分解装置１２０の原料槽５０に、例えば
圧送で投入される。
原料槽５０には、さらに熱水槽９０から流路９５を介して熱水が供給され、重質分含有水
スラリーが生成される。重質分の配合割合は、重質分含有水スラリー全量基準で２０質量
％である。
　次に、糖化槽６０内が温度２２０℃以上３００℃以下、圧力が飽和水蒸気圧以上、液空
間速度が０．５／ｈｒ以上６０／ｈｒ以下となるようにポンプ５５、加熱器５６、圧力調
製弁６６および６８を調整する。
【００４６】
　このような条件下で、重質分含有水スラリーが、原料槽５０から流路９６を通って糖化
槽６０へ導入される。
　そして、糖化槽６０内の加水分解反応によりオリゴ糖が生成する。ここで分解されるの
は主にセルロースである。オリゴ糖は水に溶けた状態でフィルター６１を透過し、流路９
７を通って受器７０に回収される。
　糖化槽６０内には、加水分解されなかったリグノセルロースを含む重質分が残渣として
残り、流路９８を通って固液分離槽８０へ導入される。
　なお、固液分離槽８０へ導入する前に、この重質分を再度糖化槽６０に導入してもよい
。
　固液分離槽８０では、固体と液体とに分離され、液体は水可溶性オリゴ糖等として流路
９９を介して受器７０に回収される。
　このように、受器３０および受器７０に回収されたオリゴ糖は、水溶液から公知の方法
で単離、精製することにより、燃料、繊維、複合材、食品等の各種用途に利用することが
できる。
【００４７】
　さらに、最終的に得られた残渣を分解して単糖を製造することができる。残渣を単糖に
加水分解する方法としては、酵素を用いることが好ましい。酵素としては、例えば、セル
ラーゼ、ヘミセルラーゼなどが挙げられる。
　得られた単糖は発酵によりアルコール等に利用することができる。
【００４８】
　以上に述べた本実施形態においては次に示す作用効果がある。
　本実施形態では、糖化槽２０（または糖化槽６０）内にフィルター２１（またはフィル
ター６１）を設けたので、加水分解反応により生成した水可溶性オリゴ糖等を、糖化槽２
０（または糖化槽６０）から逐次抽出することができる。したがって、糖化槽２０（また
は糖化槽６０）内に残った重質オリゴ糖の反応時間を長くすることができ、糖収率が向上
する。
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　また、生成した水可溶性オリゴ糖等を逐次抜き出すことで、過分解を抑制できる。
　すなわち、過分解物の生成を抑制して糖収率を向上させることができる。
【００４９】
　また、加水分解後の残渣である重質分を固液分離槽４０（または固液分離槽８０）で固
体と液体を分離して液体を回収するので、さらなる糖収率の向上を図ることができる。
【００５０】
　さらに、フィルター２１（またはフィルター６１）が糖化槽２０（または糖化槽６０）
の出口２０Ｂ（または出口６０Ｂ）側に設けられている。糖化槽２０（または糖化槽６０
）の流入口２０Ａ（または流入口６０Ａ）から加水分解反応が始まり、出口２０Ｂ（また
は出口６０Ｂ）付近では加水分解されたオリゴ糖の含量が多くなっている。したがって、
このような構成であれば、オリゴ糖の収率が高い。
【００５１】
　そして、バイオマスの加水分解を、反応条件の異なる２段の加水分解装置で行っている
。１段目では、１５０℃以上２２０℃以下の加圧熱水で加水分解を行うので、バイオマス
中のヘミセルロースが加水分解される。２段目では、２２０℃以上３００℃以下の加圧熱
水で加水分解を行うので、セルロースが加水分解される。
　このように、各物質の最適温度で加水分解を行うので、各物質が確実に分解され、糖収
率が向上するとともに、過分解物の生成を抑制することができる。
【００５２】
　また、本実施形態では、第一の加水分解装置１１０および第二の加水分解装置１２０の
加水分解反応で得られたオリゴ糖等や残った重質分の熱回収を図っているので、エネルギ
ー効率が向上する。
【００５３】
　さらに、加水分解反応の触媒として、糖化槽２０または糖化槽６０内に固体酸触媒を充
填していてもよい。固体酸触媒を用いることで、より低圧低温にしても糖収率を低減させ
ることなく加水分解反応を実施することができる。また、前述のとおり、固体酸触媒は環
境にやさしい触媒であり、エネルギー低減を図ることができる。
【００５４】
　そして、本実施形態の加水分解装置１００で最終的に得られた残渣を酵素により単糖に
分解してもよい。これにより、総合的な糖収率の増加を図ることができる。
【００５５】
　なお、本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　例えば、本実施形態では、第一の加水分解装置１１０と第二の加水分解装置１２０とを
連続的に運用したが、第一の加水分解装置１１０のみを使用したバッチ式を用いてもよい
。バッチ式であれば、装置を小型化でき、導入費用を抑えることができる。
【００５６】
　また、第一の加水分解装置１１０で糖化槽２０の加水分解反応終了後、糖化槽２０内に
残った残渣を再度、糖化槽２０の流入口２０Ａから導入してもよい。これにより、まだ加
水分解反応していないバイオマスや重質分の加水分解反応時間が長くなり、より多量に加
水分解することができる。したがって、糖収率が向上する。
【００５７】
　そして、本実施形態では、１段目でヘミセルロースを加水分解し、２段目でセルロース
を加水分解したが、ヘミセルロースのみを加水分解する際には、１段目の加水分解のみを
実施すればよい。このように、加水分解の対象に応じた処理条件を選択することで、確実
に加水分解することができ、糖収率が向上する。
【実施例】
【００５８】
　次に、実施例および比較例を挙げて本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれら
の実施例の記載内容に何ら制限されるものではない。
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【００５９】
　原料として杉粉（粒径平均１５２μｍ（８０～１２０メッシュ））を用いて加水分解処
理を行い、過分解物、水可溶分、水不溶分の質量を測定した。なお、加水分解は、実施形
態に示した２つの実験装置による連続糖化式ではなく、１つの実験装置を用いたバッチ式
で２回処理を行った。
【００６０】
　過分解物、可溶化度の解析方法は以下の通りである。
＜過分解物＞
　過分解物は、ゲルパーメーションクロマトグラフィ (ＧＰＣ)法で示差屈折率検出器（
ＲＩＤ : Refractive Index Detector）を用いて分析した。
　過分解物は、水可溶物を上記分析装置で分析した際の全ピーク面積に占める過分解物の
ピーク面積割合とする。ＲＩＤを用いているので、ピーク面積比は概略重量比に相当する
。
　過分解物＝（過分解物のピーク面積）／（水可溶分のピーク面積）×１００
　ヘミセルロースの分解を対象とした場合には、ペントースのピーク以降に流出するピー
クを過分解物とする。
　尚、加圧熱水処理による過分解物のみではなく、元来細胞中に含まれている遊離物等も
考えられるが、分析上の区別はしていない。
　セルロースの分解を対象とした場合には、ヘキソースのピーク以降に流出するピークを
過分解物とする。
【００６１】
＜可溶化度（水可溶分）＞
　可溶化度は以下の式で定義される。
　可溶化度＝（原料の乾燥質量－残渣物の乾燥質量）／原料の乾燥質量×１００
　なお、質量は試料を室温のデシケータに一日保管して含有水分量が一定となった時点で
測定する。
【００６２】
　[実施例１]
　前述の実施形態に記載した第一の加水分解装置１１０を用いた。
　原料の杉粉１５質量％を含む水スラリーを原料槽１０で作成し、ポンプ１５で糖化槽２
０に流入させた（ＬＨＳＶ：４／ｈｒ）。圧力調整弁２６および２８で糖化槽２０内を実
験圧４ＭＰａに調整し、加熱器１６で１９０℃に調整した。そして、水スラリーを糖化槽
２０に１５分滞留させた。
　定常運転になった後、糖化槽２０内のフィルター２１を通し、冷却器２５および２７で
４０～６０℃に冷却し、受器３０と別の受器に試料を採った。両試料ともアスピレータで
吸引ろ過して析出物と濾液に分けた（一段目の加水分解処理）。
　析出物は、二段目の加水分解の原料に用いる前に、室温のデシケータに一日保管して含
有水分量が一定となった時点の質量を測定した。
【００６３】
　次に、この析出物を原料槽１０にて１５質量％の水スラリーに調整し、ポンプ１５で糖
化槽２０に流入させた（ＬＨＳＶ：４／ｈｒ）。圧力調整弁２６および２８で糖化槽２０
内を実験圧４ＭＰａに調整し、加熱器１６で２４０℃に調整した。そして、水スラリーを
糖化槽２０に１５分滞留させた。
　定常運転になった後、糖化槽２０内のフィルター２１を通し、冷却器２５および２７で
４０～６０℃に冷却し、受器３０と別の受器に試料を採った。両試料ともアスピレータで
吸引ろ過して析出物と濾液に分けた（二段目の加水分解処理）。
　析出物は、室温のデシケータに一日保管して質量を測定した。
【００６４】
　[比較例１]
　糖化槽２０にフィルター２１を設けなかったこと以外は、実施例１と同様に処理を行い
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　以上の測定結果を、原料に対する質量割合で評価する。
【００６５】
【表１】

【００６６】
　表１からわかるように、実施例１では過分解物の生成が抑制され、水可溶分の割合が大
きい。一方、比較例１では、過分解物が生成され、水可溶分の割合が小さい。すなわち、
実施例１では、加水分解が効率よく行われたと言える。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明は、バイオマスを原料とした燃料、繊維、複合材および食品等に利用することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明における一実施形態の糖化装置の概略図。
【符号の説明】
【００６９】
１００…加水分解装置
１１０…第一の加水分解装置
　１０…原料槽
　２０…糖化槽
　２１…フィルター
　３０…受器
　４０…固液分離槽
１２０…第二の加水分解装置
　５０…原料槽
　６０…糖化槽
　６１…フィルター
　７０…受器
　８０…固液分離槽
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