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(57)【 要 約 】
【課題】

分子内に酸性官能基または塩基性官能基を有する固体触媒を用いたセルロース

の加水分解方法、金属酸化物を用いたセルロースの加水分解方法、分子内に酸性官能基ま
たは塩基性官能基を有する固体触媒をセルロースに作用させてグルコースを生産する方法
、および金属酸化物をセルロースに作用させてグルコースを生産する方法を提供する。
【解決手段】

セルロースを含むセルロース原料を水に分散させることにより反応液を調

製し、セルロースの加水分解反応を触媒し、分子内に酸性官能基または塩基性官能基を有
する活性炭を上記反応液に加えた触媒反応液を調製し、上記触媒反応液を１２５℃から２
５０℃に加熱することにより、セルロースに上記固体触媒を作用させる。このときのセル
ロース残存率は、２６．６％〜４４．０％であった。
【選択図】

なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
セルロースを含むセルロース原料と分散水とからなる反応液を、所定温度で加熱処理す
る工程を含むセルロースの加水分解方法であって、
上記反応液に、セルロースの加水分解反応を触媒し、かつ分子内に酸性官能基または塩
基性官能基を有する固体触媒が含まれることを特徴とするセルロースの加水分解方法。
【請求項２】
上記セルロースの加水分解反応を触媒し、かつ分子内に酸性官能基または塩基性官能基
を有する固体触媒が活性炭であることを特徴とする請求項１に記載のセルロースの加水分
解方法。
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【請求項３】
上記セルロースの加水分解反応を触媒し、かつ分子内に酸性官能基または塩基性官能基
を有する固体触媒がゼオライト系物質であることを特徴とする請求項１に記載のセルロー
スの分解方法。
【請求項４】
セルロースを含むセルロース原料と分散水とからなる反応液を、所定温度で加熱処理す
る工程を含むセルロースの加水分解方法であって、
上記反応液に、セルロースの加水分解反応を触媒する金属酸化物が含まれることを特徴
とするセルロースの加水分解方法。
【請求項５】
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上記セルロースの加水分解反応を触媒する金属酸化物が酸化マンガン、酸化コバルト、
酸化鉄、酸化クロム、酸化モリブデンのいずれか１以上を含むものであることを特徴とす
る請求項４に記載のセルロースの加水分解方法。
【請求項６】
上記反応液には、セルロースが水に対し重量比１０％以上２０％以下となるように含ま
れていることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載のセルロースの加水分解
方法。
【請求項７】
上記所定温度が１００℃以上３００℃以下であることを特徴とする請求項１から６のい
ずれか１項に記載のセルロースの加水分解方法。
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【請求項８】
セルロースを含むセルロース原料と、分散水と、セルロースの加水分解反応を触媒し、
かつ分子内に酸性官能基または塩基性官能基を有する固体触媒とからなる触媒反応液を所
定温度に加熱する加熱ステップを含むことを特徴とするグルコースの生産方法。
【請求項９】
上記セルロースの加水分解反応を触媒し、かつ分子内に酸性官能基または塩基性官能基
を有する固体触媒が活性炭であることを特徴とする請求項８に記載のグルコースの生産方
法。
【請求項１０】
上記セルロースの加水分解反応を触媒し、かつ分子内に酸性官能基または塩基性官能基

40

を有する固体触媒がゼオライト系物質であることを特徴とする請求項８に記載のグルコー
スの生産方法。
【請求項１１】
セルロースを含むセルロース原料と、分散水と、セルロースの加水分解反応を触媒する
金属酸化物とからなる触媒反応液を所定温度に加熱する加熱ステップを含むことを特徴と
するグルコースの生産方法。
【請求項１２】
上記セルロースの加水分解反応を触媒する金属酸化物が酸化マンガン、酸化コバルト、
酸化鉄、酸化クロム、酸化モリブデンのいずれか１以上を含むものであることを特徴とす
る請求項１１に記載のグルコースの生産方法。
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【請求項１３】
上記反応液には、セルロースが水に対し重量比１０％以上２０％以下となるよう含まれ
ていることを特徴とする請求項８から１２のいずれか１項に記載のグルコースの生産方法
。
【請求項１４】
上記所定温度が１００℃以上３００℃以下であることを特徴とする請求項８から１３の
いずれか１項に記載のグルコースの生産方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、セルロースの加水分解反応を触媒し、分子内に酸性官能基または塩基性官能
基を有する固体触媒またはセルロースの加水分解反応を触媒する金属酸化物を用いてセル
ロースを加水分解する方法、およびグルコースを生産する方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
植物系バイオマスは、セルロース、ヘミセルロース、およびリグニン等よりなる天然の
高分子である。このうちセルロースは、植物細胞壁の主成分をなし、自然界に産出する有
機物中最も多量に存在するもので、グルコースがβ１→４結合により多数結合した鎖状高
分子化合物である。
【０００３】
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セルロースは、例えばセルロースエステルやセルロースエーテル等の有用な誘導体の原
料となる等、多様な用途を有し、エタノールの原料としても利用されている。セルロース
からのエタノールの製造は、セルロースをグルコースに加水分解し、これを酵母でアルコ
ール発酵させ、蒸留することにより行われる。セルロースの加水分解方法としては、セル
ラーゼによってセロデキストリン、セロヘキサオース、セロテトラオース、セロトリオー
ス、セロビオース等に分解し、さらにβ―Ｄ−グルコシダーゼによりＤ−グルコースに分
解する方法が一般的に知られている。また、セルロースを希酸やアンモニアと煮沸して加
水分解することにより、Ｄ−グルコースとする方法も知られている。
【０００４】
さらに、加圧熱水を用いた方法として、セルロース粉末を、２００〜３００℃に加熱し
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た加圧熱水と接触させて加水分解する方法や（特許文献１）、２５０℃付近の加圧熱水（
飽和蒸気圧以上に加圧して液体状態を保った加圧熱水）のイオン積が室温の水の１０００
倍以上に上昇することに着目し、この加圧熱水を用いて植物系バイオマスを加水分解しな
がらそれを構成する成分を順次回収する方法（非特許文献１）、植物系バイオマスを１４
０℃〜２３０℃で飽和蒸気圧以上に加圧した加圧熱水で加水分解してセルロースを抽出し
、前記セルロースを３８０〜４２０℃に加熱された雰囲気中でニッケル系触媒により分解
する方法（特許文献２）等が提案されている。
【０００５】
その他、鉱酸および／または有機酸による加水分解によって熱水凝集性セルロースエー
テルを解重合する方法についても報告されている（特許文献３）。

40

【特許文献１】特開平１０−３２７９００号公報（平成１０年（１９９８年）１２月１５
日公開）
【特許文献２】特開２００２−５９１１８号公報（平成１４年（２００２年）２月２６日
公開）
【特許文献３】特表２００３−５０８５９７号公報（平成１５年（２００３年）３月４日
公表）
【非特許文献１】九工研ニュース、１９９．１０、Ｖｏｌ．７

Ｎｏ．３

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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しかしながら、上記従来の方法では、以下のような問題点を生じるため、セルロースの
加水分解方法として、十分なものであるということはできない。
【０００７】
すなわち、セルラーゼを用いる方法では、セルロースの強固な結晶構造のため、加水分
解速度が極めて遅いという欠点がある。また、特許文献３に記載された発明のように、酸
等の薬品を用いた加水分解は、コストが高いという問題や、刺激性を有するため環境に対
する負荷が大きいという問題を生じる。さらに、特許文献１、２および非特許文献１に記
載された発明のような、加圧熱水を用いる方法では、反応の進行が遅いため効率的に加水
分解を行うことができないという問題がある他、熱水を加圧する必要があるため、加圧装
置が必要となり、全体として装置が大型化するという問題も生じる。
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【０００８】
また、上述のように、従来、セルロースを加水分解する方法が種々知られているが、分
子内に酸性官能基または塩基性官能基を有する固体触媒を用いてセルロースを加水分解す
る方法または金属酸化物を用いてセルロースを加水分解する方法については、知見が存在
しなかった。
【０００９】
本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、分子内に酸性官能基また
は塩基性官能基を有する固体触媒を用いてセルロースを加水分解する方法、金属酸化物を
用いてセルロースを加水分解する方法、および分子内に酸性官能基または塩基性官能基を
有する固体触媒をセルロースに作用させてグルコースを生産する方法、金属酸化物をセル
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ロースに作用させてグルコースを生産する方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、セルロースの加水分解反応
を触媒し、分子内に酸性官能基または塩基性官能基を有する固体触媒またはセルロースの
加水分解反応を触媒する金属酸化物を用いることで、安価に、かつ効率よくセルロースを
分解し、生成物としてグルコースを得ることができることを初めて明らかにし、本発明を
完成させるに至った。
【００１１】
すなわち、本発明に係るセルロースの加水分解方法は、上記課題を解決するために、セ
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ルロースを含むセルロース原料と分散水とからなる反応液を、所定温度で加熱処理する工
程を含むセルロースの加水分解方法であって、上記反応液に、セルロースの加水分解反応
を触媒し、かつ分子内に酸性官能基または塩基性官能基を有する固体触媒が含まれること
を特徴としている。
【００１２】
触媒反応は、反応物分子が触媒へ配位または吸着することにより開始され、触媒に配位
または吸着した反応物分子が分子内の結合を弱めたり解離することによって同じ分子の均
一系反応に比べて活性化エネルギーを著しく低下させ、これにより反応速度を増大させる
ものである。反応物分子が触媒へ配位または吸着する際は、触媒の有する表面積、表面電
荷や酸性官能基・塩基性官能基などが重要な役割を果たすため、分子内に酸性官能基また
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は塩基性官能基を有する固体触媒を用いることにより、反応物分子が触媒へ配位または吸
着する効率を高めることができる。
【００１３】
上記方法によれば、セルロースの加水分解反応を触媒し、かつ分子内に酸性官能基また
は塩基性官能基を有する固体触媒を用いるので、溶解したヘミセルロース成分が上記酸性
官能基または塩基性官能基によって迅速に分解または有機酸化すると考えられる。そして
、このヘミセルロース成分の分解物または有機酸化物がセルロースに作用することにより
、セルロースの分解を促進することができると考えられる。したがって、上記従来技術の
ように、反応の進行が遅いため効率的に加水分解を行うことができないという問題は生じ
ない。
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【００１４】
また、本発明に係る方法は、上記固体触媒を含む反応液を加熱処理するという簡単な手
順を含んでいれば行うことができる。したがって、非常に簡便かつ安価に、効率よくセル
ロースを加水分解することができ、大規模な反応装置も必要としない。また、酸等の薬品
を使用することもないので、環境に悪影響を与えることもない。
【００１５】
本発明に係るセルロースの加水分解方法は、セルロースを含むセルロース原料と分散水
とからなる反応液を、所定温度で加熱処理する工程を含むセルロースの加水分解方法であ
って、上記反応液に、セルロースの加水分解反応を触媒する金属酸化物が含まれることを
特徴としている。
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【００１６】
上記方法によれば、金属酸化物は分子中に酸性官能基または塩基性官能基は有さないが
、金属酸化物そのものが酸または塩基の効果を有するため、セルロースの加水分解反応を
触媒することができる。
【００１７】
また、本発明に係る方法は、上記金属酸化物を含む反応液を加熱処理するという簡単な
手順を含んでいれば行うことができる。したがって、非常に簡便かつ安価に、効率よくセ
ルロースを加水分解することができ、酸等の薬品を使用することもないので、環境に悪影
響を与えることもない。
【００１８】
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本発明に係るグルコースの生産方法は、セルロースを含むセルロース原料と、分散水と
、セルロースの加水分解反応を触媒し、かつ分子内に酸性官能基または塩基性官能基を有
する固体触媒とからなる触媒反応液を所定温度に加熱する加熱ステップを含むことを特徴
としている。
【００１９】
上記方法によれば、加熱ステップにおいて、固体触媒が分子内の酸性官能基または塩基
性官能基でセルロース原料中のセルロースを効率よく吸着し、セルロースの加水分解を促
進する。したがって、セルロースの加水分解生成物としてのグルコースを迅速かつ効率的
に得ることができる。
【００２０】
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また、本発明に係るグルコースの生産方法は、セルロースを含むセルロース原料と、分
散水と、セルロースの加水分解反応を触媒する金属酸化物とからなる触媒反応液を所定温
度に加熱する加熱ステップを含むことを特徴としている。
【００２１】
上記方法によれば、加熱ステップにおいて、金属酸化物そのものが酸または塩基の効果
を有するため、セルロースの加水分解を促進する。したがって、セルロースの加水分解生
成物としてのグルコースを迅速かつ効率的に得ることができる。
【００２２】
また、本発明に係るセルロースの加水分解方法およびグルコースを生産する方法では、
反応液には、セルロースが水に対し重量比１０％以上２０％以下となるよう含まれている
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ことを特徴としている。セルロースは水に不溶であるが、上記重量比で用いることにより
、水に均一に分散することができるため、セルロースの加水分解反応を速やかに進行させ
ることができる。
【００２３】
また、本発明に係るセルロースの加水分解方法およびグルコースを生産する方法では、
上記セルロースの加水分解反応を触媒し、かつ分子内に酸性官能基または塩基性官能基を
有する固体触媒は活性炭であることが好ましい。活性炭は、内部に大きな表面積を持つと
ともに、強い吸着性を有する。また、分子内に酸性官能基または塩基性官能基を有してい
る。そのため、セルロース原料に含まれるセルロースを効率よく加水分解することができ
る。
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【００２４】
また、本発明に係るセルロースの加水分解方法およびグルコースを生産する方法では、
上記セルロースの加水分解反応を触媒し、かつ分子内に酸性官能基または塩基性官能基を
有する固体触媒がゼオライト系物質であることを特徴としている。
【００２５】
ゼオライト系物質は、規則正しい網目構造を有するケイ酸塩であり、吸着作用を有し、
分子内に酸性官能基または塩基性官能基を有している。そのため、セルロース原料に含ま
れるセルロースを効率よく加水分解することができる。
【００２６】
また、本発明に係るセルロースの加水分解方法およびグルコースを生産する方法では、
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上記セルロースの加水分解反応を触媒する金属酸化物が酸化マンガン、酸化コバルト、酸
化鉄、酸化クロム、酸化モリブデンのいずれか１以上を含むものであることを特徴として
いる。これらの金属酸化物は、分子内に酸性官能基または塩基性官能基を有さないが、金
属酸化物そのものが酸または塩基の効果を有するため、触媒として用いることで、セルロ
ース原料に含まれるセルロースを効率よく加水分解することができる。
【００２７】
また、本発明に係るセルロースの加水分解方法およびグルコースを生産する方法では、
上記所定温度が１００℃以上３００℃以下であることを特徴としている。反応温度が１０
０℃未満であると加水分解反応の遅延を招き、３００℃を超えると、グルコースの分解を
生じてしまう。したがって、上記温度範囲で加水分解を行うことにより、加水分解を速や
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かに行うことができるとともに、生成物であるグルコースの分解を防ぐことができる。
【発明の効果】
【００２８】
本発明に係るセルロースの加水分解方法は、以上のように、セルロースを含むセルロー
ス原料と分散水とからなる反応液を、所定温度で加熱処理する工程を含むセルロースの加
水分解方法であって、上記反応液に、セルロースの加水分解反応を触媒し、かつ分子内に
酸性官能基または塩基性官能基を有する固体触媒が含まれるものである。
【００２９】
また、本発明に係るセルロースの加水分解方法は、以上のように、セルロースを含むセ
ルロース原料と分散水とからなる反応液を、所定温度で加熱処理する工程を含むセルロー
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スの加水分解方法であって、上記反応液に、セルロースの加水分解反応を触媒する金属酸
化物が含まれるものである。
【００３０】
また、本発明に係るグルコースの生産方法は、以上のように、セルロースを含むセルロ
ース原料と、分散水と、セルロースの加水分解反応を触媒し、かつ分子内に酸性官能基ま
たは塩基性官能基を有する固体触媒とからなる触媒反応液を所定温度に加熱する加熱ステ
ップを含むものである。
【００３１】
本発明に係るグルコースの生産方法は、以上のように、セルロースを含むセルロース原
料と、分散水と、セルロースの加水分解反応を触媒する金属酸化物とからなる触媒反応液
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を所定温度に加熱する加熱ステップを含むものである。
【００３２】
それゆえ、セルロース原料に含まれるセルロースの加水分解を迅速に行うことができ、
生成物としてのグルコースを効率よく得ることができるという効果を奏する。また、非常
に簡便な方法であるため、安価にセルロースを加水分解することができるという効果を奏
する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
本発明の一実施の形態について説明すれば、以下のとおりであるが、本発明はこれに限
定されるものではない。
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【００３４】
本発明に係るグルコースの生産方法は、本発明に係るセルロースの加水分解方法を用い
ており、各構成及び工程は本発明に係るセルロースの加水分解方法を全て含むものである
。したがって本発明に係るグルコースの生産方法の説明は、本発明に係るセルロースの加
水分解方法の説明と共通するものである。以下に本発明に係るグルコースの生産方法につ
いて説明する。
【００３５】
上記グルコースの生産方法は、セルロースを含むセルロース原料と、分散水と、セルロ
ースの加水分解反応を触媒し、かつ分子内に酸性官能基または塩基性官能基を有する固体
触媒とからなる触媒反応液を所定温度に加熱する加熱ステップを含む。ここで、酸性官能

10

基とは、分子中において水素イオンを放出する官能基のことをいい、塩基性官能基とは分
子中において水素イオンを受け取る官能基のことをいう。
【００３６】
セルロース原料としては、セルロースを含むものであれば特に限定されるものではない
が、例えば植物系バイオマス、すなわち広葉樹（例えばシイ）、竹、針葉樹（例えばスギ
）、ケナフ、家具の廃材、稲わら、麦わら、籾殻等の有機物を用いることができる。また
、木材等から分離された化学セルロースを用いても構わない。セルロース原料のセルロー
ス含有率は特に限定されるものではなく、含まれるセルロースを水に分散することができ
るものであればよい。セルロース原料の形状は、特に限定されるものではないが、水への
分散が容易であるため、粉末状であることが好ましい。
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【００３７】
上記分子内に酸性官能基または塩基性官能基を有する固体触媒は、セルロースの加水分
解反応を触媒するものであれば特に限定されるものではないが、内部に大きな表面積を持
ち、強い吸着性を有するとともに、分子内に多数の酸性官能基または塩基性官能基を有し
、セルロースを効率よく加水分解できることから、活性炭を用いることが好ましい。
【００３８】
活性炭としては、特に限定されるものではないが、セルロースを効率よく加水分解する
観点から、特に比表面積が大きく、酸化処理等によって表面の酸性官能基や塩基性官能基
を増加させたものが好ましい。活性炭の種類は特に限定されるものではなく、セルロース
の加水分解反応を触媒するものであればよい。例えば、木材、石炭、ピート、ヤシガラ等
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をそれぞれ原料とする活性炭を用いることができる。また、活性炭の粒径も特に限定され
るものではなく、粒状炭であっても、粉末炭であってもよい。
【００３９】
また、上記分子内に酸性官能基または塩基性官能基を有する固体触媒としては、ゼオラ
イト系物質を好適に用いることもできる。ゼオライトは、結晶アルミノ・シリケートの含
水アルカリ金属塩またはアルカリ土類金属塩であり、金属としてはナトリウム、カリウム
、カルシウム等が用いられる。ゼオライトは、極性の吸着作用を有し、分子内に酸性官能
基または塩基性官能基を有しているため、セルロース原料に含まれるセルロースを効率よ
く加水分解することができる。
【００４０】
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また、上記金属酸化物は、セルロースの加水分解反応を触媒するものであれば特に限定
されるものではないが、酸化マンガン、酸化コバルト、酸化鉄、酸化クロム、酸化モリブ
デンのいずれか１以上を含むものであることが好ましい。
【００４１】
上記触媒反応液のセルロース含有量は、特に限定されるものではないが、セルロースが
水に対し重量比１０％以上２０％以下となるよう含まれていることが好ましい。これによ
り、セルロースを沈殿させることなく水中に均一に分散することができるので、加水分解
反応を速やかに行うことができる。
【００４２】
なお、上記触媒反応液のｐＨは、特に限定されるものではなく、酸性、中性、アルカリ
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性のいずれであってもよい。セルロースの加水分解は、酸または塩基によって促進される
ため、上記セルロース原料および触媒の他に、酸または塩基を添加し、ｐＨを任意の値に
調 整 し て も よ い 。 例 え ば 、 酸 性 側 の 条 件 と し て は 、 ｐ H１ 以 上 ｐ H５ 以 下 が 好 ま し い 。 一 方
ア ル カ リ 性 側 の 条 件 と し て は 、 ｐ H９ 以 上 ｐ H１ ２ 以 下 が 好 ま し い 。
【００４３】
本発明に係るグルコースの生産方法は、上記加熱ステップを含んでいれば実施すること
ができる。加熱ステップは、上記触媒反応液を所定温度に加熱することにより、セルロー
スに上記固体触媒または上記金属酸化物を作用させるステップである。
【００４４】
触媒反応液を所定温度に加熱する方法は、特に限定されるものではなく、従来公知の方
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法を用いて行うことができる。例えば、市販のオートクレーブを用いて加熱することがで
きる。反応温度は、特に限定されるものではないが、１００℃以上３５０℃以下であるこ
とがより好ましく、１００℃以上３００℃以下であることがさらに好ましく、２００℃以
上２５０℃以下が特に好ましい。反応温度を上記範囲内とすることで、セルロースに上記
固体触媒または金属酸化物を効率よく作用させるとともに、生成物であるグルコースの分
解を防ぐことができる。反応温度が１００℃未満であると加水分解反応が遅延し、３５０
℃を超えると、グルコースの分解を招来してしまうため好ましくない。
【００４５】
触媒反応液の昇温速度および冷却速度は、特に限定されるものではないが、生成物の過
分解を防ぐ観点から速い方が好ましく、１００℃／ｍｉｎ以上であることが特に好ましい
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。
【００４６】
反応時間は、特に限定されるものではなく、触媒反応液は、設定した反応温度に到達し
た直後に冷却してもよいし、設定した反応温度に任意の時間保持してもよい。例えば、反
応温度が３００℃である場合は、３００℃に到達後数秒で冷却することが好ましい。
【００４７】
また、上記加熱ステップは、触媒反応液を攪拌しながら行うこともできる。攪拌の方法
は特に限定されるものではなく、従来公知の方法を用いることができる。例えば、公知の
スターラーバーを用いて攪拌すればよい。触媒反応液を攪拌することにより、上記固体触
媒または上記金属酸化物とセルロースとの接触頻度を増加させることができるため、セル
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ロース加水分解反応の効率を高めることができる。
【００４８】
加水分解反応終了後の残存セルロース、生成したグルコース等の定性分析および定量分
析は、従来公知の方法を用いて行う。例えば、ポストラベル蛍光検出法を用いたＨＰＬＣ
による単糖の定性および定量、エキソグリコシダーゼによる逐次分解とＭＡＬＤＩ−ＴＯ
Ｆ／ＭＳおよびＨＰＬＣを利用した２次元マップ法による糖鎖構造の決定等の手法を用い
ることができる。
【００４９】
また、反応時の圧力は、特に限定されるものではないが、例えば反応器内の自生圧（水
の飽和蒸気圧）以上２５ＭＰａ以下で反応を行うことができる。ただし、反応条件を一定
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に保つため、圧力は一定に保持することが好ましい。したがって、反応は耐圧密閉容器中
で行うことが好ましい。
【００５０】
以上のように、本発明に係るグルコースの生産方法では、加熱ステップにおいて上記固
体触媒または上記金属酸化物を用いてセルロースを加水分解し、グルコースを生成する。
これにより、セルロース原料に含まれるセルロースの加水分解を促進することができる。
【００５１】
本発明により、セルロースの加水分解反応を触媒し、分子内に酸性官能基または塩基性
官能基を有する固体触媒またはセルロースの加水分解反応を触媒する金属酸化物を用いて
セルロースを加水分解できることが初めて明らかになり、セルロースの加水分解を迅速に
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行うことができることが分かった。このような方法では、加圧熱水を用いる方法のように
、反応の進行が遅いため効率的に加水分解を行うことができないという問題は生じない。
また、非常に簡便なステップによって反応を行うことができ、反応装置も簡易なもので足
りるため、容易かつ安価にセルロースを加水分解し、グルコースを得ることができる。
【００５２】
なお本発明に係るグルコースの生産方法には、上記の工程の他、グルコース回収工程、
グルコース精製工程が含まれていてもよい。グルコース回収工程は、特に限定されるもの
ではないが、例えばゲルろ過、イオン交換樹脂を用いる方法等公知の方法が適宜利用可能
である。またグルコース精製工程としては、再結晶等の操作が挙げられる。
【００５３】
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なお、本発明は、以上説示した各構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に示
した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を
適宜組み合わせて得られる実施形態についても、本発明の技術的範囲に含まれる。
【００５４】
以下、本発明について、実施例に基づいてより具体的に説明するが、本発明はこれに限
定されるものではない。当業者は、本発明の範囲を逸脱することなく、種々の変更、修正
、および改変を行うことができる。
【実施例】
【００５５】
［実施例１］
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粉砕したセルロース系バイオマス１０．０ｇ（アルドリッチ社製）を耐圧密閉容器に封
入し、水６０．０ｇを加え、粉末ヤシガラ活性炭１０．０ｇを添加して、触媒反応液を調
製した。次に、上記触媒反応液を、攪拌翼を用いて攪拌しつつ、昇温速度１０℃／ｍｉｎ
で加熱し、セルロースの加水分解反応を行った。なお、反応は、反応器内の自生圧（水の
飽和蒸気圧）下で行った。触媒反応液の液温が表１に記載した所定温度に到達次第、触媒
反応液をほぼ３℃／ｍｉｎの速度で室温まで冷却した。ここで、室温とは、一般的な室温
の範囲内（１５〜２５℃）を示すものとする。
【００５６】
冷却後、容器内の生成物を回収し、反応終了後の残存セルロース量を滴定法で検出した
。活性炭を添加して加水分解反応を行った場合のセルロース残存率を、反応終了後の触媒
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反応液に含まれる固形物の重量に対するセルロースの重量比（％）として反応温度ごとに
求めた。その結果を表１に示す。
［比較例］
活性炭を添加しないこと以外は実施例１と同様にして、セルロースの加水分解を行った
。その結果を表１に示す。
【００５７】
【表１】
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【００５８】
表１に示した結果から明らかなように、反応温度１２５℃において、活性炭を添加しな
かった場合のセルロース残存率が８０．３％であったのに対し、活性炭を添加した場合の
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セルロース残存率は２６．６％となり、セルロースの加水分解が最も迅速に進行した。そ
の他の温度においては、活性炭を添加しなかった場合のセルロースの残存率が、表１に示
した１２５℃以外の全ての温度で９０％以上であったのに対し、活性炭を添加した場合の
セルロース残存率は４０〜４５％となり、セルロースの加水分解が迅速に進行した。
【００５９】
表１の結果から明らかなように、活性炭を触媒として用いることにより、セルロースを
効率的に加水分解することができるので、本発明に係るセルロースの加水分解方法および
グルコースの生産方法は非常に優れていることが分かる。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
以上のように、本発明では、セルロースの加水分解反応を触媒し、分子内に酸性官能基
または塩基性官能基を有する固体触媒またはセルロース分解能を有する金属酸化物を触媒
として用いるため、非常に簡便かつ安価に、効率よくセルロースを加水分解し、グルコー
スを得ることができる。そのため、本発明は、グルコースの原料としてのセルロースの利
用を促進することができ、エタノールの原料等としてグルコースを利用することが考えら
れる分野、例えばエネルギー分野、食品分野、薬品分野等に利用することが可能である。
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