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プロジェクト概要 
作成日 2003.06.19

制度・プログラム名  

事業名(プロジェクト名) バイオマスエネルギー高効率転換技術開発「セルロー

ス系バイオマスを原料とする新規なエタノール発酵

技術等により燃料用エタノールを製造する技術の開

発」 

PJコード E01040 

事業担当推進部室・担当者 エネルギー・環境技術開発室 

事業の概要 国内に産する未利用のセルロース系（木質系）バイオマスを対象として、転換技術

を含む、新規かつ高効率な製造技術の開発により、安価な燃料用エタノールを提供

すると共に、燃料としての性能、安全性を検討する。  
１．事業の目的・政策的位置付

けについて 
               

【ＮＥＤＯが関与する意義】 

・セルロース系バイオマスを原料とするエタノール燃料の導入は化石燃料の消費を

抑制し、地球温暖化ガスの排出を抑制することであり、公益性が高い。 
・京都議定書で定められた 2010年までに 1990年比で CO2放出を 6％減少させな
ければならないという国家目標を達成するための一環としての位置づけとなる。 

・国が関与し、開発を積極的に推進しなければ、エネルギー問題、環境問題で多大

の行政負担と社会的損失が生じると見込まれる。 
 
【実施の効果（費用対効果）】 

バイオマス・エタノール製造技術が完成して、燃料エタノールとしてガソリンに

10％混入して大規模に使用する場合の効果として以下のことが考えられる。    

・地球温暖化ガスである CO2の放出の削減 
例：ガソリン年間使用量 6,000万 kLに 10％エタノールを混入した場合、京都議
定書の目標である 2010年までの CO2削減目標 6％(7,400万トン）のうち、約 1％
（1,187万トン）の削減に相当。）                      

・ゴミ焼却による（ダイオキシン発生などによる）環境汚染の軽減        

・最終ゴミ処分場対策問題の軽減                       

・新規産業による雇用の創出 
など、金額での予測は困難であるが、広範な効果が予測される。 

 
【事業の背景・目的・位置付け】 

○20世紀においては化石資源の大量消費により、世界の産業は大発展を遂げたが、
その一方で地球温暖化、環境破壊、資源枯渇の問題が顕著となった。21世紀の人
類は持続的、再生可能、かつ環境調和型の産業、エネルギーシステムの構築が必

須である。EU 及び米国は夫々包括的なバイオマス計画を立案し推進中であり、
ブラジルはすでに年間 1,300万 kLにもおよぶバイオマスエタノール（サトウキ
ビ原料）を導入して、CO2の放出削減などを図っている。           
○資源エネルギー庁の調査によれば国内の未利用バイオマス資源のエネルギー賦

存量は原油換算で 2,600万 kLと推定されている。再生可能なバイオマス資源、
特にセルロース資源からの石油代替燃料あるいはガソリン添加用含酸素化合物

としてのエタノール製造技術を開発することは、CO2放出削減の重要な対策の一
つであり、世界初の実用化技術としても挑戦的な開発課題である。       

○欧米では国家政策としてバイオマス原料のエネルギー転換技術開発と実用化の

試みが過去 20 年以上にわたって進められてきた。セルロース原料のエタノール
転換技術開発にについては、特に米国で 2010年～2015年の工業化を目指して強
力に推進されている。国内でも選択的な酸糖化技術、遺伝子工学によるエタノー

ル発酵微生物の育種技術、省エネルギー的なエタノール分離膜の開発など、最近

の技術の進歩を組み合わせて、革新的なバイオマスエタノール転換技術開発を目

指すものである。 
２．研究開発マネジメント 
について 

【事業の目標】 

セルロース系バイオマス原料より、エネルギー回収率約 35％以上でエタノールを発
酵法で製造する新規技術を開発する。この新規技術には、連続濃硫酸前処理法、細

胞表層提示技術によるセルロース・キシロース発酵能を持つ温度耐性凝集性酵母の

育種とこれによる連続発酵法、浸透気化膜利用のエタノール脱水化等の高効率、省

エネルギー技術が含まれる。 
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主な実施事項 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度  
1.ｼｽﾃﾑ最適化及び
総合調査研究 

      

２．前処理糖化・ｴﾀ

ﾉｰﾙ発酵技術開発 
      

３．同上、パイロッ

ト試験 
      

４．膜によるｴﾀﾉｰﾙ

抽出・脱水技術開発 
      

【事業の計画内容】 

５．自動車燃料適用

性試験 
      

（単位：百万円） H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 総額 
（当初）           0 一般会計 

（実績）           0 
（当初） 36 601 895 618 482 2632 石炭石油

特会 
（実績） 35 601       636 
（当初）           0 特会 

 
（実績）           0 
（当初）           0 特会 

 
（実績）           0 
（当初） 36 601 895 618 482 2632 

【開発予算】 

総予算額 
 

（実績） 35 601 0 0 0 636 
【開発体制】 経済省担当原課 

運営機関 
プロジェクトリーダー 
委託先 
 
共同研究先 

資源エネルギー庁新エネルギー対策課 
新エネルギー・産業技術総合開発機構 
（社）アルコール協会 斉木 隆 
（社）アルコール協会、日揮㈱、関西ペイント㈱、（独）

産総研、㈱ﾊﾞｲｵ・ﾅﾉﾃｯｸ・ﾘｻｰﾁ・ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰﾄ 
なし 

【情勢変化への対応】 ○高濃度アルコール系燃料による自動車エンジンの火災事故続発対策として、本年

第 156 国会では、「揮発油等品質確保法」改正案が成立した。本プロジェクトで
はガソリンへの数％までのエタノール添加を想定しているが、今後本プロジェク

トにおいて自動車燃料適用性につき、安全性など調査研究の予定。 
○環境省は自動車排気ガス中の NOx と粒子状物質の総量削減方針を決定した。

NOx用触媒は硫黄が触媒毒であり、ガソリンの低硫黄化を推進する方向となって
いる。脱硫に伴いガソリンのオクタン価が低下するため、オクタン価向上剤とし

てのエタノールが評価される可能性がでてきている。 
○建設リサイクル法施行（2002 年）により量的にもコスト的にも有力な原料とし
て、建築廃材が排出される可能性がある。 

【今後の事業の方向性】  

３．研究開発成果 

 (要素技術含む) 

１．システム最適化及び総合調査研究： 
（１）エタノール発酵微生物の育種研究動向、アジア各国のエタノール燃料導入計

画と実態、国内原料事情等を調査。 
（２）研究推進委員会等により研究開発計画の策定、成果の評価等プロジェクトを

効率的に推進。                           

２．前処理・糖化： 
（１）酸加水分解・糖化工程で C6,C5単糖を夫々９０％、８５％の高収率で得た。 
（２）連続前処理加水分解・糖化の最適条件（酸濃度、硫酸／バイオマス比、混練
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り条件、温度、時間、）を解明。 
（３）糖／酸分離に関し、糖回収率９９％、酸回収率９７％以上を達成。     

３．エタノール発酵微生物の育種改良： 
（１）９種類のセルラーゼ遺伝子をクローン化し、大腸菌、酵母等で発現。今後の

セルラーゼの改良強化研究の基礎を確立。 
（２）酵母への細胞表層提示技術による一部セルラーゼ活性の付与、及び、ザイモ

モナス等へのキシロース発酵性の付与に成功。 
（３）温度４２℃あるいは pH３．０の条件で増殖する酵母を検索・取得。耐性遺

伝子を検索中。また、耐熱性付与のため、トレハロース高蓄積株育種に必要

なプラスミドベクターを構築。                     

４．高効率発酵技術研究： 
（１）耐熱性凝集性酵母は発酵温度３０～４０℃で７～８vol％のエタノール生成。

針葉樹に多いマンノースの発酵性を確認。補助栄養成分として安価な CSL
を検討 し、その有効性を確認。生成エタノール濃度 8.3vol%、生産性
21g/L・hrを達成。 

（２）凝集性ザイモモナス株を検索取得し、2 ケ月間の安定した連続発酵に成功。
エタノール生成濃度 6.5vol％、生産性 17g/L・hrを達成。         

５．膜濃縮プロセス研究： 
（１）シリカライト分離膜の分離性能を低下させる発酵成分と対策を解明。 
（２）新規ゼオライト膜の製膜に用いる種結晶の水熱合成技術確立。実用サイズ管

状膜の基礎製膜技術確立。蒸気分離試験装置等を開発（商品化を検討中）。 
( 特 許 ・ 論 文 等 に つ い て 
件数を記載) 特許 11 件（特許申請1件、申請準備中10件） 

論文 13 件 

４．実用化、事業化の見通し 

 

・原料調査の結果、林産系廃材約 500 万トン、製材系廃材 450 万トン、建築廃材
480 万トンなど合計約 2700万トン／年の排出量と推定。この内の利用可能量は
1200 万トン、製造可能なエタノール量は約 325 万 kL と推定した。有望地域と
して製材系では中国地方（呉、福山等）、北陸地方（富山、新湊等）、建築廃材で

は関東（川崎、千葉）、近畿地方（堺、尼崎）などが考えられた。 
・50 トン／日（年産約 5,000kL 規模）の建築廃材処理プラントを例として、その
事業性を検討した場合、製品無水エタノールの工場出荷単価 40～50 円／L の見
通しが出てきている。 
・大都市圏では 100～200トン／日処理レベルが適当であり、事業採算性も向上す 
る。 

・2005年までをめどに商業設備１号機稼動を目指し、その後、年間 1～2機程度の
ペースで、はじめは地方都市を中心に普及を図る。 
・廃材処理 50トン／日プラントから約 10kL／日のエタノールが製造され、E5と
してスタンドで販売すると、１日約 4,000台の乗用車への給油分に相当する。こ
れは人口 20～30万人程度の地方都市の需要に対応できる量である。 

実施時期 １５年度 中間評価実施予定 評価履歴 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 

実施時期 １７年度 事後評価実施予定 

５．評価に関する事項 

【評価実施時期】 

【評価項目・評価基準】 評価予定 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
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バイオマスエネルギー高効率転換技術開発 
「セルロース系バイオマスを原料とする新規なエタノール発酵技術等 
により燃料用エタノールを製造する技術の開発」（中間評価） 

評価概要（案） 
 
１．総論 
１）総合評価 

本プロジェクトは、カーボンニュートラルであるバイオマスからのエタノール生産

を目指しており、化石燃料の消費抑制、CO2 の放出削減の両面から重要である。その

実用化は限られた民間企業の努力によって完成し得るものではなく、ＮＥＤＯの関与

により複数の企業、大学等による共同開発を行う国家的プロジェクトに相応しい。 

建築廃材等のセルロース系バイオマスを主原料と捉え、酵母の遺伝的育種によるセ

ルロースの効率的糖化法および膜技術を用いた省エネルギー的エタノール抽出・脱水

技術の開発を重点目標としていることは適切である。研究開発体制は、各要素技術の

開発に必要な専門家が広く含まれておりバランスがとれている。 
順調に研究開発が進んでいると判断される。濃硫酸法によるバイオマス糖化につい

てはほぼ完了し、また、セルラーゼ処理およびエタノール生産菌の育種については、

複数の微生物のそれぞれに特長が認められ好成績を収めている。 

ただし、醗酵プロセスにおける従来の酵母による醗酵、EG-BGL 共発現酵母による醗

酵、ザイモモナスなど細菌による醗酵のどのプロセスに優位性があるかを明らかにし

て、実用化に向けて最終的には原料の種類に応じて微生物種を選択していく必要があ

る。また、最終的には、バイオマス変換システムとしてのエネルギー効率や経済効率

について的確な試算が行えるようプラント設計を進めることを期待する。 

 

２）今後に対する提言 
セルロース系バイオマスを主原料とした場合に、従来法では克服できなかったセル

ロースの効率的糖化および省エネルギー的エタノール抽出・脱水膜技術の開発が本プ

ロジェクトの特色であり、今後もそれらを重点目標として推進することを望む。ここ

で、特に、原料となるセルロース糖化効率の向上と建築廃材等に含まれる可能性のあ

る有害物質の除去が実用化を左右することを常に認識して開発を進めて欲しい。早期

実用化のためには、最終目標の反応温度 35℃については、30℃での生産性との得失の

評価を明確にする必要がある。バイオマス糖化のためのセルラーゼ生産菌とエタノー

ル生産菌の育種については、育種のための遺伝子について具体的に選択をした上でさ

らに一段の努力を期待する。無水エタノール生産に関しては、もろみからの濃縮と抽

出エタノールの膜脱水でのトータルのエネルギー削減率を明確化する必要がある。酸

糖化と酵素糖化のつなぎ目における固液分離や pH 調整の課題、醗酵液からのエタノ

ール回収における膜の課題など、各要素技術のつなぎ目にみられる弱さや問題点の解

決が必要である。酸糖化法と酵素糖化法の得失についても検討して頂きたい。経済性

については評価精度の向上を計り明確化しておくべきである。 
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２．各論 
１）事業の目的・位置付け 
本プロジェクトは、カーボンニュートラルであるバイオマスからのエタノール生産

を目指しているが、これは化石燃料資源の温存とCO2 放出削減の両面から世界的に重

要である。特に、セルロース系の未利用原料からエタノールを生産するニーズは現在

も高く、またこうした技術開発は、ガソリンにエタノールを添加利用する社会の方向

性に対応している。その実用化は１民間企業でなし得る規模を越えており、ＮＥＤＯ

の関与により企業、大学等による共同開発を行う国家的プロジェクトに相応しい。 

技術のオリジナリティーも十分あり、わが国で進む細胞表層提示酵母技術などを活

用することで、国際的に競争力のある技術の開発が期待できる。 

ただし、根拠としている国内木質資源量の算定値は楽観的であり、実際に利用可能

な量を再度調査すべきであろう。 

 

２）研究開発マネジメント 
建築廃材等のセルロース系バイオマスを主原料と捉え、従来法で克服できていない

部分、すなわち酵母の遺伝的育種によるセルロースの効率的糖化法および膜技術を用

いた省エネルギー的エタノール抽出・脱水技術の開発を重点目標として設定している

ことは適切である。ただし、最終目標の反応温度 35℃については、30℃での生産性と

の得失の評価を明確にする必要がある。 

開発体制については、醗酵プロセスに強みを持つ企業が醗酵プロセスを担当し、育

種など基礎研究が必要な部分には大学が加わる等バランスがとれた体制となってい

る。木質バイオマスの流通や賦存量を把握できる専門家や木材の化学分析ができる専

門家の参画があればさらなる体制の強化が見込める。 

多岐にわたる研究を集約したシステム最適化設計の成果が本プロジェクトの成否

を決めると判断されるため、各グループの研究の成果が最終目標達成に向けてどのよ

うに集約されるかについて明確にすることが重要である。 

 
３）研究開発成果 

中間目標の設定値をすべて達成しており、順調に研究開発が進んでいると判断され

る。濃硫酸法によるバイオマス糖化についてはほぼ完了している。セルラーゼ処理お

よびエタノール生産菌の育種については、おのおの複数の微生物を用いており、それ

ぞれに特長が認められ好成績を収めている。こうした基礎研究に進展が認められるこ

とから今後の醗酵ブロセス改良への貢献が期待できる。 

ただし、醗酵プロセスにおける酵母による醗酵、EG-BGL 共発現酵母による醗酵、ザ

イモモナスなど細菌による醗酵のどのプロセスに優位性があるかを明らかにして、実

用化に向けて最終的には原料の種類に応じて微生物種を選択していく必要がある。ま

た、脱水に関しては製膜技術が確立されたので、もろみからの濃縮と抽出エタノール

の膜脱水のトータルとしてのエネルギー削減を明確にしたデータが要求される。各要

素技術のつなぎ目に問題があると思われる。例えば、酸加水分解とその後処理として

の酵素加水分解での固液分離や pH 調整の問題、また、生成アルコールの膜濃縮の際
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の醗酵液中に含まれる固体微粒子やスライムによる膜の目詰まり防止策や膜の耐用

性の向上などに関する問題などについて具体的な対策を検討する必要がある。 

 
４）実用化・事業化の見通し 
本プロジェクト終了時の商業設備の規模は10kLエタノール/日と決して大きいとは

いえないが、原料供給およびエタノール生産技術開発の進捗状況から判断して、次第

に根拠地となる原料供給地域を拡大して波及していくことが期待できるシナリオに

なっている。エタノールを自動車燃料に添加することに対する環境は整備されつつあ

り、本プロジェクトにおける木質バイオマスからエタノールを生産する新しいプロセ

スは、その要素技術の開発も順調に進んでいることから、実用化への期待がもてる。 

ただし、実用化のシナリオに関して、木質バイオマスは含水率が相対的に低いこと

から燃焼に適しているが、これを敢えてエタノール化に持っていくメリットを明確に

示すことが、本プロジェクトの優位性を明らかにする上で重要である。また、最終段

階のアルコール醗酵を酵母系あるいは細菌系のどちらが適当であるかを、それぞれの

特徴を比較しながら論じ、実用化に向けて最終的には原料の種類に応じて微生物種を

選択していく必要がある。さらに、木質系原料の破砕や前処理の効率向上、原料とな

るセルロース糖化過程の効率向上、建築廃材等に含まれる可能性のある有害物質除去

の必要性の有無が実用化の成否を大きく左右することを認識し、このような前処理や

副産物処理等に対する経済性への波及、プラント建設コストの削減、採算規模の問題

等について技術アセスメントを確実に進めることを望む。 
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評点結果 
 

2 .1  

2 .3  

2 .0  

2 .4  

0 .0  1 .0  2 .0  3 .0  

４．実用化 ・事業化の見通し  

３．研究開発成果  

２．研究開発マネジメント  

１．事業の位置付け ・必要性  

平均値  
 

 
評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.4 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ａ 

２．研究開発マネジメントについて 2.0 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ａ 

３．研究開発成果について 2.3 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ａ 

４．実用化・事業化の見通しについて 2.1 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｄ Ａ 
（注）A=3、B=2、C=1、D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
 ＜判定基準＞ 
(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について
・非常に重要          →A 
・重要             →B 
・概ね妥当           →C 
・妥当性がない、又は失われた  →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化・事業化の見通しについて
・非常によい          →A 
・よい             →B 
・概ね適切           →C 
・適切とはいえない       →D 

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 
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