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(57)【要約】
【課題】本発明は、セルロース系物質の分解、セルロー
ス系物質からのセルロース誘導体の製造、酵素糖化のた
めのセルロース系物質の前処理のための簡便な方法を提
供することを目的とする。
【解決手段】セルロース系物質とポリ酸と水性媒体とを
含む混合物にマイクロ波を照射するという簡便な手段に
より、セルロース系物質を分解することができるととも
にグルコース等のセルロース誘導体を製造することがで
きる。得られたセルロース系物質の分解物は酵素糖化処
理の原料としても利用することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
セルロース系物質とポリ酸と水性媒体とを含む混合物にマイクロ波を照射することを特
徴とする、セルロース系物質の分解方法。
【請求項２】
セルロース系物質とポリ酸と水性媒体とを含む混合物にマイクロ波を照射することを特
徴とする、セルロース誘導体の製造方法。
【請求項３】
セルロース系物質を請求項１の方法により分解して分解物を得る前処理工程と、
前処理工程により得られた分解物を原料として用いて酵素糖化を行う酵素糖化工程と
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を含む、セルロース系物質の酵素糖化方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はセルロース系物質の分解方法、セルロース系物質誘導体の製造方法、及びセル
ロース系物質の酵素糖化のための前処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、石油資源の枯渇やエネルギー問題を解決する手段として、強固な繊維質であるセ
ルロースを簡便に短時間で分解し、化学製品の原料や燃料となるセルロース誘導体を製造
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する方法が求められている。セルロースは最も多量に存在するバイオマスである。セルロ
ースを化学製品の原料や燃料などの有用物質に変換するためにはセルロースを分解し、低
分子量のセルロース誘導体を得る必要がある。
【０００３】
セルロースの分解方法としては、セルロース分解酵素を用いる生物学的方法が一般的で
ある。生物化学的方法を用いる場合でも、酸処理やアルカリ処理などが施される。一方、
酸やアルカリによる加水分解によってセルロースを分解する方法もあるが、工程が煩雑に
なり、後処理などに時間と手間を要する。その他に、セルロースの熱分解なども行われる
(特許文献1)。近年、マイクロ波照射(特許文献2) や超臨界水処理、レーザー加熱などの
新しいセルロース分解技術が開発されているが、いずれも高価な装置を必要とするなどの
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不利な点があり一般には普及していない。
【０００４】
セルロースを分解して得られる有用物質としてレボグルコサンがある。セルロースから
のレボグルコサンの製造法としては、非プロトン性の有機溶媒とともにセルロースを耐圧
容器内で加熱する方法が提案されている (特許文献3)。しかしながらこの方法は耐圧容器
を必要とし、レボグルコサンの分離過程が煩雑になるという問題がある。
【０００５】
一方、セルラーゼ等の酵素を用いてセルロース系バイオマスから糖を製造する技術が「
酵素糖化」である。セルロースは結晶構造を有している等の理由からセルロース系バイオ
マスに直接酵素を作用させたとしても効率的な酵素糖化はできない。このため酵素糖化に
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先立ってセルロース系バイオマスをアルカリ処理する等の種々の前処理方法が検討されて
いる (特許文献4、5)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特公平6‑72003号公報
【特許文献２】特許2560223号公報
【特許文献３】特開2003‑342289号公報
【特許文献４】特開2008‑535523号公報
【特許文献５】特開2008‑535524号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、簡便な手順によりセルロース系物質を分解する方法、及びセルロース系物質
からグルコース、フルフラール、レボグルコサンなどの有用なセルロース誘導体を製造す
る方法を提供することを解決すべき課題とする。
【０００８】
本発明はまた、簡便な手順により酵素糖化のためにセルロース系物質を前処理する方法
を提供することを解決すべき課題とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
ポリ酸を使用せずにセルロース粉末を水に分散させて、密閉しない状態でマイクロ波を
照射すると、水が蒸発されるだけでセルロースはほとんど分解されない。そのため、ポリ
酸を使用せずにセルロースをマイクロ波で分解する場合には、共存する水を循環させるよ
うに装置設定を行うか、耐圧製の容器内に密閉する必要がある。また、光触媒として知ら
れている酸化チタンを共存させてマイクロ波を照射しても、開放系ではセルロース分解は
ほとんど起きない。
【００１０】
ところが、本発明者らは、驚くべきことに、可溶性光触媒であるポリ酸を、水系媒体中
でセルロースと共存させた混合物にマイクロ波を照射することにより、10〜20分間程度の
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短時間でセルロースを分解することができ、グルコース、フルフラール、レボグルコサン
等を製造することができることを見出した。この方法は開放系でも実施することができ、
特殊な装置を必要としない。また、家庭用電子レンジを用いても簡便に実施することがで
きる。
【００１１】
本発明は以下の発明を包含する。
(1) セルロース系物質とポリ酸と水性媒体とを含む混合物にマイクロ波を照射することを
特徴とする、セルロース系物質の分解方法。
(2) セルロース系物質とポリ酸と水性媒体とを含む混合物にマイクロ波を照射することを
特徴とする、セルロース誘導体の製造方法。
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(3) セルロース系物質を(1)の方法により分解して分解物を得る前処理工程と、
前処理工程により得られた分解物を原料として用いて酵素糖化を行う酵素糖化工程と
を含む、セルロース系物質の酵素糖化方法。
【発明の効果】
【００１２】
本発明によれば、簡便な手順により、セルロース系物質を分解する方法、セルロース系
物質からグルコース、フルフラール、レボグルコサンなどの有用なセルロース誘導体を製
造する方法、並びに、酵素糖化のためにセルロース系物質を前処理する方法が提供される
。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】図1は、セルロースを水に分散させた状態の写真（a）と、ケイ酸タングステンを
共存させてマイクロ波を照射した後の状態の写真（b）を示す。
【図２】図2は、（a）セルロース、（b）ポリ酸不存在条件で20分間マイクロ波照射した
セルロース、(c)ポリ酸共存下で20分間マイクロ波照射したセルロース、（d）ポリ酸共存
下で20分間マイクロ波照射したセルロースを水で洗浄したもの、それぞれについてのX線
回折図を示す。
【図３】図3は、（a）セルロース、（b）ポリ酸不存在条件で20分間マイクロ波照射した
セルロース、(c)ポリ酸共存下で20分間マイクロ波照射したセルロース、（d）ポリ酸、そ
れぞれについての赤外吸収（IR）スペクトルを示す。
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【図４】図4は、マイクロ波照射によるセルロース分解により生じた生成糖濃度のマイク
ロ波照射時間依存性を示す。
【図５】図5は、マイクロ波照射によるセルロース分解により生じた生成物のガスクロマ
トグラフィー分析結果を示す。
【図６】図6は、生成水溶性糖濃度及び水溶性糖への転化率のマイクロ波照射時間依存性
を示す（セルロース10mg、溶媒10ml）。
【図７】図7は、HPLCの測定結果であり、ポリ酸存在下でのセルロースのマイクロ波照射
処理により、グルコースが分解物として生じることを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
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本発明において「セルロース系物質」とはセルロースを含む物質を指す。化学物質とし
て純粋なセルロースには限定されず、リグニン、ヘミセルロース等の他の物質とセルロー
スとが組み合わされたものも包含される。本発明に用いられる「セルロース系物質」の典
型例としては、植物由来のセルロース含有バイオマスが挙げられる。また、製紙類など再
生セルロースや再生不可能な古紙・廃材も含まれる。
【００１５】
「ポリ酸」とは酸基が縮合して生成した高分子量のオキソ酸を指す。ポリ酸には、中心
イオンが1種のイソポリ酸と、2種又はそれ以上のヘテロポリ酸があるが、本発明にはどち
らも好適に使用することができる。中心イオンとしては3族〜6族の元素、特にB、Si、P、
S、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W等の元素のイオンが挙げられる。ポリ酸はポリオキソメタレー
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トとも呼ばれる。好ましいポリ酸としては、イソポリタングステン酸、イソポリモリブデ
ン酸、ヘテロポリタングステン酸、ヘテロポリモリブデン酸が挙げられる。ヘテロポリタ
ングステン酸の典型例としてはケイ酸タングステン等が挙げられ、ヘテロポリモリブデン
酸の典型例としてはモリブドリン酸等が挙げられる。
【００１６】
本発明で用いられる「水性媒体」とは水または水と他の水溶性有機溶媒（例えばエタノ
ール）との混合溶媒を指し、好ましくは水である。
【００１７】
本発明の方法ではセルロース系物質とポリ酸と水性媒体とを含む混合物にマイクロ波が
照射される。セルロース系物質、ポリ酸、水性媒体の配合比率は特に限定されないが、典
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型的には、セルロース系物質100質量部に対して、ポリ酸は50〜5000質量部、好ましくは5
0〜3500質量部、典型的には50〜500質量部混合され、水性媒体は50〜500質量部混合され
る。
【００１８】
上記混合物中のポリ酸の濃度は好ましくは1.0×10‑4〜1.0 mol/l、より好ましくは1.0
×10‑3〜1.0×10‑1 mol/lである。ポリ酸の濃度がこの範囲である場合に、セルロースか
らグルコースへの転化の効率が高くなるため好ましい。
【００１９】
本発明では通常のマイクロ波加熱装置を用いて前記混合物にマイクロ波照射を行う。照
射されるマイクロ波の周波数は特に限定されず、例えば915〜2,450MHzの周波数帯のマイ
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クロ波を用いることができる。照射方法も限定されず、連続照射であってもよいしパルス
照射であってもよい。
【００２０】
マイクロ波照射の際、前記混合物は、マイクロ波加熱耐性のある容器に収容される。当
該容器を開放した状態でマイクロ波照射をしてもよいし、当該容器を密閉した状態でマイ
クロ波照射をしてもよい。
【００２１】
マイクロ波照射の時間は、マイクロ波の出力に応じて適宜決定することができる。例え
ば出力500 W〜700 Wのマイクロ波を照射する場合、5〜20分間のマイクロ波照射を行う。
マイクロ波照射が開放系で実施される場合、水性媒体が加熱により蒸発し乾燥するまで照
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射を行うことができる。
【００２２】
本発明の第一の実施形態は、前記混合物へのマイクロ波照射によりセルロース系物質を
分解する方法である。セルロース系物質は分解され、低分子量化されたセルロースや、グ
ルコース、レボグルコサン、フルフラール等のセルロース誘導体や、他の糖類を生じる。
こうして得られたセルロース系物質の分解物は種々の用途に用いることができる。例えば
セルロース系物質の分解物を直接燃焼させることにより燃料として利用することができる
。また、微生物を利用した燃料電池や低温作動型の燃料電池の燃料としても供し得る。
【００２３】
本発明の第二の実施形態は、前記混合物へのマイクロ波照射によりセルロース誘導体を
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製造する方法である。セルロース誘導体としてはグルコース、レボグルコサン、フルフラ
ール等が挙げられる。生じたセルロース誘導体は必要に応じて分離し精製することにより
利用することができる。
【００２４】
製造されるセルロース誘導体はグルコースであることが特に好ましい。グルコースを製
造する方法は、以下の条件で行われることが好ましい。前記混合物中での反応開始時のポ
リ酸の濃度は好ましくは1.0×10‑4〜1.0 mol/l、より好ましくは1.0×10‑3〜1.0×10‑1 m
ol/lであり、セルロース濃度は好ましくは100〜5000 mg/lである。マイクロ波照射時間は
好ましくは2.5〜20分間、より好ましくは3〜20分間である。この条件での処理により、出
発原料であるセルロース系物質からグルコースを良好な転化率で得ることができる。ただ
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し、セルロース誘導体を製造する場合のマイクロ波照射時間は、共存するセルロースとポ
リ酸の量及び性質に大きく依存するため、この時間内に限定されるものではない。
【００２５】
本発明の第三の実施形態は、セルロース系物質を上記手順により分解して分解物を得る
前処理工程と、前処理工程により得られた分解物を原料として用いて酵素糖化を行う酵素
糖化工程とを含む、セルロース系物質の酵素糖化方法である。セルロース系物質がセルロ
ース含有バイオマスである場合には、前処理工程において、セルロースが分解されるとと
もに、リグニン、ヘミセルロース等の共存物質が分解され、糖化酵素の作用に適した形態
となる。酵素糖化工程では、前処理工程で得られた分解物に、セルラーゼ等の糖化酵素を
作用させ、所望の糖類を生成することができる。
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【実施例】
【００２６】
実施例1
水10mLに10mgのケイ酸タングステン（ポリ酸）（Alfa Aesar Tungstosilicicacid hydr
ate (H4SiO4・12WO3・xH2O）, Reagent Grade）を溶解し（ケイ酸タングステン濃度：2.9
9×10‑4 mol/l）、10mgのセルロース（Nacalai Tesque (code 07748‑75)）を分散させた
。この分散溶液を家庭用の電子レンジで3〜20分間マイクロ波照射（2450 MHz, 500W）し
た。
【００２７】
比較のために、ポリ酸が添加されていない以外は同様の条件でセルロース分散液を調製
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し、マイクロ波照射した。
【００２８】
図1（a）は、セルロースを水に分散させた状態を示す。図1(b)はポリ酸共存下でマイク
ロ波を照射した後の状態写真を示す。マイクロ波照射後は水の蒸発とともに黒色粉末が残
存していることが観察された。
【００２９】
X線回折による評価
（a）セルロース、（b）ポリ酸不存在条件で20分間マイクロ波照射したセルロース、(c
)ポリ酸共存下で20分間マイクロ波照射したセルロース、（d）ポリ酸共存下で20分間マイ
クロ波照射したセルロースを水で洗浄したもの、それぞれについてＸ線回折図を得た。結
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果を図2に示す。
【００３０】
セルロース結晶に由来するピーク (図2(a)) は、マイクロ波照射だけではほとんど変化
しない (図2(b)) が、ポリ酸を共存させると図2(c)のようにセルロース結晶に由来するピ
ークが大幅に低下し、結晶性が低下することが分かる。また、セルロースの結晶性の低下
とともに、d=10〜12Åに新たなピークが出現しているのが観察される。このピークは、残
存ポリ酸およびセルロース誘導体に起因する。ただし、これらは可溶性であり、水で洗浄
すると図2(d)のようにピークが消滅する。また、図2(d)のようにセルロース結晶に由来す
るピークが再度見られることから、共存させるポリ酸の量が少ない場合、すなわちポリ酸
濃度が低い場合にはセルロースは完全に分解されているわけではなく少量は残存している
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と考えられる。
【００３１】
赤外吸収スペクトルによる評価
更に、（a）セルロース、（b）ポリ酸不存在条件で20分間マイクロ波照射したセルロー
ス、(c)ポリ酸共存下で20分間マイクロ波照射したセルロース、（d）ポリ酸、それぞれに
ついて赤外吸収(IR)スペクトルを得た。結果を図3に示す。
【００３２】
マイクロ波を照射しただけでは、アルコール性水酸基（‑OH基）に関与する3000〜3600
cm‑1のピークが少しだけシャープになる以外に赤外吸収特性にほとんど変化がない (図3(
b))。一方、ポリ酸を共存させてマイクロ波照射を行うと、3000〜3600 cm‑1のピークに大

20

きな変化が現れ、セルロース結晶のもとになっている水素結合に大きな変化が起こってい
ることがわかる(図3(c))。また、セルロース分子間の水素結合に関与するC‑H伸縮振動由
来の2902 cm‑1のピーク強度、C‑O‑Cグリコシド結合に由来するとされている1163 cm‑1と
グルコース環に関与するとされている1112 cm‑1も低下していることが観察された。IRデ
ータからもセルロース結晶に大きな変化が生じていることが確認された。
【００３３】
セルロース分解による糖の生成
ポリ酸共存下でマイクロ波照射したセルロース分散溶液中の糖濃度を経時的に分析した
。糖濃度（水溶性糖と還元糖）の測定は、一般的な測定法であるフェノール硫酸法とソモ
ギネルソン法によって行った。
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【００３４】
結果を図4に示す。マイクロ波照射によりセルロースが分解し、糖が生成することが確
認された。セルロースの水溶性糖への転化率は、10分間マイクロ波照射を行った時点で最
大となり、約20%であった。図4に示されるとおり、全糖量に対して還元糖の量が少ない（
例えば、10分間マイクロ波照射を行った時点で、水溶性糖の10%程度が還元糖であり、90%
程度が還元性を有していない糖であった）。これは、後述するとおり、セルロース誘導体
である生成糖の還元末端が固定化されているレボグルコサンなどが多く含まれるためであ
る。
【００３５】
更に、セルロース分散溶液に10分間マイクロ波照射を行って得られた生成物をガスクロ

40

マトグラフィー分析に供した。測定用サンプルは、マイクロ波照射後の黒色粉末に10mLの
水を加え、そこから3μlの上澄み液を取り出して用いた。DB‑WAXキャピラリーカラムでヘ
リウムをキャリアーガスに用い、カラム温度は60℃〜245℃までは、10℃/minで昇温し、
その後245℃で一定に保った。インジェクターおよびディテクターの温度は300℃とした。
【００３６】
結果を図5に示す。主生成物は、フルフラールとレボグルコサンであることが確認され
た。これらはどちらも化学製品の製造原料や各種薬品に用いることができる有用な物質で
ある。
【００３７】
実施例2
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水90mLに200mgのケイ酸タングステン（ポリ酸）（Alfa Aesar Tungstosilicicacid hyd
rate （H4SiO4・12WO3・xH2O）, Reagent Grade）を溶解し、100mgのセルロース（Nacala
i Tesque (code 07748‑75)）を分散させた。この分散溶液を家庭用の電子レンジで10分間
マイクロ波照射（2450 MHz, 500 W）して黒色粉体を得た。
【００３８】
X線回折による評価からセルロース結晶に由来するピークの強度が大幅に低下し、6%の
転化率でセルロースが糖に転化された。また、この糖には10%程度の還元糖と還元性を持
っていない糖が90%含まれていた。主生成物は、フルフラールとレボグルコサンであった
。
【００３９】
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実施例3
ビーカーに10‑2 mol/l、10‑3 mol/lおよび2.99×10‑4 mol/l のケイ酸タングステン水
溶液10 mlをそれぞれ調製し、それぞれに10mgのセルロースを分散させた。得られた混合
物を市販の電子レンジに設置し、マイクロ波を照射した。ケイ酸タングステン濃度以外の
条件、使用装置等は実施例1と同じである。2.99×10‑4mol/l のケイ酸タングステン水溶
液を用いた処理は、実施例1での処理に相当する。
【００４０】
照射後の試料をろ過して残留物を取り除いた後、フェノール硫酸法により各照射時間の
試料中の水溶性糖の濃度を求めた。反応開始時の系中にセルロースは1000mg/l存在する。
このため、照射処理後の試料中の水溶性糖濃度が Y mg/lである場合、セルロースから水
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溶性糖への転化率は 100 x Y/1000 (%)の算式から算出することができる。
【００４１】
結果を図６に示す。実施例1に相当する、2.99×10‑4mol/l のケイ酸タングステン水溶
液を用いた条件ではセルロースの水溶性糖への転化率が最大でも約20%であったが、10‑2
mol/lのケイ酸タングステン水溶液を用い、3分間照射した場合、セルロースの水溶性糖へ
の転化率が約94%に高まることを見出した。すなわち、ケイ酸タングステンの濃度を調節
することにより、セルロースの水溶性糖への転化率を90%以上にまで高められることが確
認された。
【００４２】
実施例4
‑2
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mol/lのケイ酸タングステン（Alfa Aesar Tungstosilicicacid hydrate (H4SiO4

・12WO3・xH2O）, Reagent Grade）水溶液100 mlに100 mgのセルロース（Nacalai Tesque
(code 07748‑75)）を分散させ、市販の電子レンジに設置し、11.5分間マイクロ波（2450
MHz, 500W）を照射した。得られた生成物（残渣）に100 mLになるように精製水を加えて
残渣を溶解させた。得られた試料を、高速液体クロマトグラフ（HPLC）分析に供した。
【００４３】
高速液体クロマトグラフ分析には、島津製作所製Prominenceを用い、カラムにナカライ
テスク製COSMOSIL Sugar‑Dを用いた。移動相はアセトニトリル：水＝75：25の混合溶液、
流速は1.0 mL/min、温度30℃検出器にはRI（示差屈折率）検出器を用いた。
【００４４】
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比較のために、フルクトースとグルコースの混合水溶液を標準試料として同様のHPLC分
析を行った。
結果を図7に示す。上記条件によるセルロースのマイクロ波照射処理により、グルコー
スが分解物として選択的に生じることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
本発明は、以上の実施例に加え、多岐にわたる実験例を積み重ね、得られたデータを整
理した結果、ポリ酸を共存させて水とセルロースが存在する条件でマイクロ波照射を行え
ば、セルロースが分解して糖を生成し、その生成物にはグルコース、フルフラール、レボ
グルコサン等が含まれることを立証した。
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【００４６】
本発明は、ポリ酸を共存させることで非常に簡便にセルロースの分解を促進し、分解と
同時に糖を生成することに成功したものであり、その意義は極めて大であると確信する。
本方法に関する具体的データ等の開示、及びこれに関漣して誘導される新たな技術的可能
性、発展性等の研究開発は、今後の研究に待つところ大であり、委ねられているものであ
るが、天然に存在するバイオマスの有効利用において優れた作用効果を奏しうることの可
能性は極めて甚大である。
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