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(57)【要約】
【課題】本発明は、不純物の少ない非イヌリン型フルク
タン抽出物を効率よく安定して製造する方法を提供する
ことを目的とするものである。
【解決手段】本発明に係る非イヌリン型フルクタン抽出
物の製造方法は、非イヌリン型フルクタンを含む可食性
植物体を粉砕し、ｐＨ調整剤を添加した抽出用の水に前
記植物体を添加してｐＨが８～１０の抽出液を調製し、
前記抽出液を加熱処理して殺菌した後強制冷却し、冷却
した前記抽出液を活性炭処理した後濾過して非イヌリン
型フルクタン抽出物を作製する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非イヌリン型フルクタンを含む可食性植物体を粉砕し、ｐＨ調整剤を添加した抽出用の
水に前記植物体を添加してｐＨが８～１０の抽出液を調製し、前記抽出液を加熱処理して
殺菌した後強制冷却し、冷却した前記抽出液を活性炭処理した後濾過して非イヌリン型フ
ルクタン抽出物を作製することを特徴とする非イヌリン型フルクタン抽出物の製造方法。
【請求項２】
　ｐＨ調整剤として水酸化カルシウムを用い、ｐＨが９．３～９．７の前記抽出液を調製
することを特徴とする請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　乾燥した前記植物体を用いて粉砕し、粉砕された前記植物体１重量部に対して５～１０
重量部の抽出用の水を添加して前記抽出液を調製することを特徴とする請求項１又は２に
記載の製造方法。
【請求項４】
　作製した非イヌリン型フルクタン抽出物を高濃度のエタノールで精製することを特徴と
する請求項１から３のいずれかに記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非イヌリン型フルクタンを含有するネギ属の可食性植物体を原料としてフル
クタンを抽出して製造する非イヌリン型フルクタン抽出物の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フルクタンは、ネギ属に属する植物、ラッキョウ、ニンニク、タマネギ等の球根部、キ
ク科オグルマ属の植物（Ｉｎｕｌａ）のキクイモ等をはじめ、ダリア、ゴボウ、アザミ、
タンポポ、ヤムイモ、アーティチョーク（朝鮮あざみ）、チコリー、葛芋、リュウゼツラ
ン（竜舌蘭）、アスパラガス、サヤマメ、リーキ、ヤーコン、小麦といった可食性植物体
に含まれる水溶性の食物繊維で、貯蔵多糖として植物体内に蓄積されている。こうした植
物由来のフルクタンは、ヒトにとっては難消化性の糖類で食物繊維として作用し、コレス
テロール低下作用、血糖値上昇抑制作用、便通改善効果などを介して生活習慣病の予防効
果があると考えられている。このうちチコリやダリアの根部などから抽出したフルクタン
は果糖がβ２→１結合した直鎖状のフルクタンでイヌリンと呼ばれ、工業的な製造が行わ
れている。一方、ラッキョウやニンニク、タマネギなどのネギ属の植物にもフルクタンは
含まれ、とくにラッキョウに多量に含まれるフルクタンは、イヌリンとは異なり冷水可溶
で、イヌリンよりも高分子で、分子量分布の幅も広く、結合様式にβ２→６結合を持つ非
イヌリン型のフルクタンであることが知られている。
【０００３】
　こうしたフルクタンを製造する方法として、例えば、特許文献１では、フルクタンを含
有する球根部に水を加えて破砕し搾汁を得た後冷蔵放置することでガム質を析出させ、可
溶性タンパク質を沈殿させてフルクタンを製造する点が記載されている。また、特許文献
２では、乾燥地に生育するアガベ植物から付加価値の高い、高水溶性のイヌリンを製造す
るために、アガベ植物のピーニャと呼ばれる球茎を細断し、常温で又は加熱して酵素類を
不活化すると共に組織を軟化させた後、搾って液汁を抽出し、吸着樹脂を用いて精製した
ものを濃縮液として、又は乾燥させることによって粉末として製造する点が記載されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３１１１３７８号公報
【特許文献２】国際公開第２００７／１４２３０６号
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１では、冷水に溶けやすいフルクタンを球根部から抽出することが可能である
が、球根部に含まれる有機酸及びアンモニアによりフルクタンを安定的に抽出することが
難しく、特にアンモニアの影響でｐＨの安定に時間がかかり量産化の点から問題があった
。また、特許文献１では、水酸化カルシウムによるアルカリ処理で除蛋白し、過剰な水酸
化カルシウムを炭酸ガスで中和しているが、中和時に生じる炭酸カルシウムが濾過分別を
妨げ、フルクタンの分離が難しくなって量産化の面で障害となる。
【０００６】
　また、特許文献２では、イヌリンの抽出方法が記載されているが、こうしたイヌリンは
冷水に溶けにくく、特許文献１に開示されたような冷水に溶けやすい非イヌリン型フルク
タンとは抽出条件及び安定化条件が異なるものとなっている。
【０００７】
　そこで、本発明は、不純物の少ない非イヌリン型フルクタン抽出物を効率よく安定して
製造する方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る非イヌリン型フルクタン抽出物の製造方法は、非イヌリン型フルクタンを
含む可食性植物体を粉砕し、ｐＨ調整剤を添加した抽出用の水に前記植物体を添加してｐ
Ｈが８～１０の抽出液を調製し、前記抽出液を加熱処理して殺菌した後強制冷却し、冷却
した前記抽出液を活性炭処理した後濾過して非イヌリン型フルクタン抽出物を作製するこ
とを特徴とする。さらに、ｐＨ調整剤として水酸化カルシウムを用い、ｐＨが９．３～９
．７の前記抽出液を調製することを特徴とする。さらに、乾燥した前記植物体を用いて粉
砕し、粉砕された前記植物体１重量部に対して５～１０重量部の抽出用の水を添加して前
記抽出液を調製することを特徴とする。さらに、作製した非イヌリン型フルクタン抽出物
を高濃度のエタノールで精製することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、上記のような構成を有することで、ｐＨ調整を必要最小限に抑えて不純物の
少ない非イヌリン型フルクタン抽出物を効率よく安定して製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る製造方法に関する工程説明図である。
【図２】実施例１における測定結果を示す表である。
【図３】実施例１における分析結果を示す表である。
【図４】実施例２における測定結果を示す表である。
【図５】実施例２における分析結果を示す表である。
【図６】実施例２におけるフルクタン分子量分布を示すグラフである。
【図７】実施例２におけるフルクタン分子量分布を示すグラフである。
【図８】実施例３における測定結果を示す表である。
【図９】実施例３における分析結果を示す表である。
【図１０】実施例５における分析結果を示す表である。
【図１１】実施例５におけるフルクタン分子量分布を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明に係る実施形態について詳しく説明する。図１は、本発明に係る製造方法
に関する工程説明図である。まず、原料は粉砕して使用する。原料には、非イヌリン型フ
ルクタンを含有する可食性植物が用いられる。原料としては、ネギ属に属する植物、ラッ
キョウ、ニンニク、タマネギ等の球根部、キク科オグルマ属の植物（Ｉｎｕｌａ）のキク
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イモ等をはじめ、ダリア、ゴボウ、アザミ、タンポポ、ヤムイモ、アーティチョーク（朝
鮮あざみ）、チコリー、葛芋、リュウゼツラン（竜舌蘭）、アスパラガス、サヤマメ、リ
ーキ、ヤーコン、小麦といった可食性植物が挙げられる。抽出効率の面からみると、非イ
ヌリン型フルクタンを乾燥物中に６０％以上含有するラッキョウが好ましい。
【００１２】
　こうした原料は、生のままで使用してもよいが、収穫後凍結処理したものや乾燥させた
ものでも使用できる。なお、生のままで使用する場合には、時間が経過するとともにフル
クタンの含有量が低下するので、収穫後できるだけ早期に処理することが望ましい。原料
は、予め粉砕処理するか、ホモジナイザー、パルパー粉砕器等の処理装置を用いて細かく
粉砕することでフルクタンの抽出効率を向上させることができる。粉砕処理後の粒子のサ
イズは、１０μｍ～１０００μｍが好ましく、１０μｍ～１００μｍがより好ましい。
【００１３】
　原料には水を添加して抽出処理を行う。添加する水量は、生の原料又は凍結した原料の
場合には、原料１重量部に対して１～４重量部の水を加えることが望ましいが、水を加え
ることなく処理することもできる。乾燥した原料の場合には、１重量部に対して５～１０
重量部の水を加えることが望ましい。水は、飲料用の水を使用すればよく、水道水でもか
まわない。
【００１４】
　ネギ属に属する植物、例えば、ラッキョウ、ニンニク、タマネギ等の球根部を用いる場
合には、アンモニアが含まれるが、原料を投入した溶液では球根部中に多く含まれる有機
酸により酸性を呈する。そして、抽出工程中にアンモニアが揮発するとさらに溶液の酸性
化が進行するようになる。フルクタンは、酸性の溶液中では分解して低分子化するため、
処理中はアルカリ性の状態を維持することが望ましい。そのため、抽出用の水にｐＨ調整
剤を添加しｐＨを調整して予めアルカリ性の状態に調製しておく。このことにより、植物
体に含まれる蛋白質は変性して、沈殿となり、加熱工程を組み合わせることで除去するこ
とができる。原料に抽出用の水を添加した初期状態での抽出液のｐＨは８～１０の範囲に
設定しておくことが好ましい。また、最終的に得られるフルクタンを食品用として用いる
場合、ｐＨを５．５～７．５に調整しておくことが望ましいと言われているが、初期状態
の抽出液を予め上記のｐＨの範囲に設定してアルカリ性に調製しておくことで、以後の工
程でできるだけｐＨ調整を行なわずに最終的なｐＨを５．５～７．５とすることができ、
ｐＨ調整工程を最小限に抑えて製造工程を簡略化することが可能となる。
【００１５】
　初期状態の抽出液のｐＨ調整剤としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化
カルシウム、水酸化マグネシウムといったものが挙げられる。水酸化カルシウムは、抽出
液の蛋白質成分や余分なミネラル成分を除去する特性を備えていることから、ｐＨ調整剤
として好ましい。また、抽出液を加熱する場合抽出液内の有機酸（クエン酸、リンゴ酸、
コハク酸等）がカルシウムと結合するようになり、結合物質は温度が高い程溶解しにくく
なって沈殿するようになるので、有機酸の除去の観点からも水酸化カルシウムは好適であ
る。また、抽出液を食品用に用いる場合でも、水酸化カルシウムに含まれるカルシウムが
液中に残留しても問題ない。
【００１６】
　なお、抽出液の濾過処理後に、脱塩装置、アニオン樹脂及びカチオン樹脂等により処理
して上述した水酸化カルシウムと同様の除去工程を行うのであれば、水酸化カルシウム以
外のｐＨ調整剤を用いても構わない。また、水酸化カルシウムを用いる場合、抽出用の水
に溶解しにくいので、予め抽出用の水に添加して撹拌した後原料に添加すれば、ｐＨが上
記の範囲に設定されたアルカリ性で安定した初期状態の抽出液を得ることができる。
【００１７】
　粉砕した原料に、ｐＨ調整剤を添加した抽出用の水を加えて、常温状態で１時間程度撹
拌して抽出液を調製する。次に、調製した抽出液を加熱温度４０℃～１００℃及び加熱時
間３０分～１４４０分、より好ましくは加熱温度６５℃～９５℃及び加熱時間３０分～３
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００分で加熱処理する。加熱処理では、原料から十分にフルクタンの抽出を行い、抽出液
の殺菌処理を行うとともに抽出液に含まれるアンモニアを揮発させることができる。また
、アルカリ性の抽出液を加熱することでカルシウムが沈殿するようになり、カルシウムを
除去することができる。
【００１８】
　加熱処理後、抽出液が６０℃になるまで強制的に冷却処理を行う。６０℃まで抽出液を
冷却することで、メイラード反応を抑制するとともにフルクタンの分解による低分子化を
抑止することができる。冷却処理した抽出液を常温状態で一晩放置した後、抽出液に活性
炭を添加して撹拌し、活性炭に臭み成分や着色物質を吸着させる処理を行う。使用する活
性炭の量は、乾燥重量に換算した原料１重量部に対して０．１～１重量部が好ましく、０
．３～１．０重量部がより好ましい。処理時間は３０分～１２０分が望ましく、処理温度
は２０℃以下又は４０℃以上に設定すれば微生物等の影響を抑制することができるが、臭
み成分及び着色物質の吸着には、２０℃以下又は４０℃～５０℃が好ましい。処理温度を
４０℃～５０℃に設定すれば、以後の濾過処理の際に抽出液の粘度を低くして処理時間を
短縮することができる。
【００１９】
　次に、抽出液の濾過処理を行い、抽出液中の原料の残渣等の沈殿物や処理に用いた活性
炭等の物質を除去する。濾過処理には、綿布ろ過、有効壁遠心分離機、デラバル型遠心分
離機、スクリューデカンタ、シャープレス型遠心分離器といった公知のものを使用するこ
とができる。また、こうした濾過処理の後、フィルタープレス、精密濾過器による精密濾
過処理を行うようにしてもよい。濾過処理の際の温度は、２０℃以下又は４０℃以上に設
定して微生物等の影響を抑制することが望ましい。なお、濾過処理は、活性炭処理と同時
に行うこともできる。
【００２０】
　次に、濾過処理した抽出液を減圧濃縮する。減圧濃縮処理には、グローバル濃縮機、薄
膜遠心濃縮機、フラッシュエバポレーター、凍結濃縮機といった公知の装置を使用するこ
とができる。減圧濃縮時には抽出液からアンモニアが揮発するようになるが、上述したよ
うに抽出液をアルカリ性に調製しておくことで、抽出液が酸性化せずにフルクタンの分解
を防止することができる。原料によっては減圧濃縮の際に抽出液が酸性とならないように
ｐＨ調整が必要な場合があるが、その場合には濃縮処理前に水酸化カルシウム等のｐＨ調
整剤を再度添加すればよい。濃縮処理の際の温度は、減圧下で３５℃～６５℃が望ましい
。濃縮処理により得られる濃縮固形分の濃度は、Ｂｒｉｘ＝１０％～７０％が望ましい。
乾燥粉末を製造する場合には、Ｂｒｉｘ＝１０％～５０％が望ましく、濃縮液として保存
する場合には、Ｂｒｉｘ＝５０％～７０％が望ましい。なお、濃縮処理の際に処理液を８
０℃以上に加熱して殺菌処理することが望ましい。
【００２１】
　濃縮処理後、凍結乾燥又は噴霧乾燥等の公知の乾燥方法により乾燥処理する。また、乾
燥処理前に加熱温度８０℃以上加熱時間３０分で濃縮液を加熱しながら撹拌して殺菌する
ことが望ましい。殺菌処理には、プレートヒーター、チューブラ殺菌機を使用するとよい
。
【００２２】
　以上のように処理することで、大量の原料を抽出液のｐＨをアルカリ性で安定させた状
態で効率よく処理することができ、品質の安定した非イヌリン型フルクタン抽出物を高い
収率で量産化することが可能となる。なお、非イヌリン型フルクタン抽出物は、用途に応
じて、上述の濾過処理した抽出液、上述の減圧濃縮した抽出液又は乾燥させた粉末として
製造すればよい。
【００２３】
　また、フルクタンの品質を高めるためには、濃縮液を膜精製して低分子化したフルクタ
ンを除去するようにすればよい。フルクタンの純度を高めるためには、抽出液に高濃度の
エタノールを添加してフルクタンを沈殿させ、沈殿したフルクタンを濾過処理により回収



(6) JP 2012-193256 A 2012.10.11

10

20

30

40

50

する精製処理を繰り返すことで、低分子の不純物を除去した高純度のフルクタンを製造す
ることができる。
【実施例】
【００２４】
　以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明が実施例によって限定される
ものではない。
【００２５】
　［実施例１］
　原料として乾燥ラッキョウを粒径２ｍｍ以下となる程度に粉砕して用い、原料１００ｇ
に対して６倍量、１０倍量、１５倍量又は２０倍量の抽出用の水を添加して抽出液を作製
した。抽出用の水として水道水を用い、ｐＨ調整剤として水酸化カルシウム１．３７５ｇ
を用いた。抽出用の水に水酸化カルシウムを添加して撹拌した後原料を投入し、常温で１
時間撹拌して抽出液を調製した後、９５℃で３時間加熱処理して抽出液を殺菌した。加熱
処理した抽出液を６０℃になるまで強制冷却した後一晩放置した。放置した抽出液に活性
炭５０ｇを投入し１時間撹拌して活性炭処理を行い、４５℃に加温した後珪藻土による濾
過処理を行った。処理された抽出液を減圧濃縮した後、８５℃の温水浴中で１時間加熱処
理した。
【００２６】
　抽出液の製造工程の各工程におけるｐＨ及び溶液中の固形分濃度（Ｂｒｉｘ；％）を測
定した。ｐＨの測定にはｐＨメータ（株式会社堀場製作所製Ｆ－５１型）を用い、固形分
濃度には、抽出液の糖度をデジタル糖度計（アタゴ社製Ｓｐｉｔｔｚシリーズ）を用いて
測定して得られたＢｒｉｘ値を固形分濃度とした。測定結果を図２に示す。
【００２７】
　図２の測定結果をみると、抽出用の水量の増加に伴い、最初の加熱処理（９５℃）後及
び濾過処理後のｐＨが高くなる傾向がみられるが、濃縮処理後の加熱処理（８５℃）後で
はｐＨに水量の増加との相関関係はみられなかった。６倍量の水量で抽出を行った場合、
他の水量の場合と比較して固形分量の低下がみられるが、１５倍量及び２０倍量の水を使
用した場合、１０倍量の水量の場合と比較してわずかな固形分量の増加がみられる。また
、抽出水量の増加に伴い、抽出液の褐変が進行していることが見受けられた。
【００２８】
　また、得られた抽出液について以下の項目について分析を行った。
＜フルクタン含有量＞
　抽出液に含まれるフルクタンの量は、フルクタンを加水分解して得られた果糖の量より
算出した。フルクタンの加水分解は、希釈した抽出液に１０％クエン酸溶液を添加してｐ
Ｈ３．０以下に調整し、１００℃で１５０分間加熱した後、１モル／リットルの水酸化ナ
トリウム溶液で中和し、定容した。その後、Ｆ－キット（ロシュ・ダイアグノスティック
ス社製）で加水分解物の果糖含量と、加水分解前の抽出液の果糖、スクロース含量を測定
し、次式によりフルクタン含量を算出した。
フルクタン含有量（ｇ／１００ミリリットル）＝０．９×｛加水分解後果糖含量－加水分
解前果糖含量－（加水分解前スクロース含量×１８０．１６／３４２．３）｝
＜参考純度＞
　抽出液の参考純度を、フルクタン含有量と固形分濃度から、次式により算出した。
参考純度（％）＝フルクタン含有量／Ｂｒｉｘ値×１００
＜カルシウム含有量＞
　抽出液に含まれるカルシウムの量は、カルシウムＥ－テストワコー（和光純薬工業株式
会社製）を使用して測定した。
＜カルシウム濃度＞
　抽出液のカルシウム濃度を、カルシウム含有量と固形分濃度から、次式により算出した
。
カルシウム濃度（％）＝カルシウム含有量／Ｂｒｉｘ値×１００
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【００２９】
　分析した結果を図３に示す。図３の分析結果をみると、抽出水量が６倍量の場合にカル
シウム及びフルクタンの含有量の低下がみられるが、１０倍量以上では大きな差はみられ
なかった。参考純度に関しては、各抽出水量の間で明確な差はみられなかった。６倍量以
上の抽出水量を使用することで、乾燥原料から多量のフルクタンを抽出できることがわか
ったが、より高い収率で抽出するためには、１０倍量以上の抽出水量を使用することが望
ましい。ただし、抽出水量が増加すると、濃縮時間が長くなって、加温による褐変が進行
し、製造コスト負担も増加することが考えられることから、乾燥原料からフルクタン抽出
物を製造する場合には、原料１重量部に対して１０重量部の抽出水量で抽出処理を行うこ
とが望ましい。
【００３０】
　［実施例２］
　次に、原料として乾燥ラッキョウを粒径２ｍｍ以下となる程度に粉砕したものを用い、
原料２００ｇに対して１０倍量の抽出用の水を添加して抽出液を調製する場合、水に予め
添加するｐＨ調整剤である水酸化カルシウムの添加量を変化させた。添加量は、原料２０
０ｇに対して２．０ｇ～３．２ｇの間で変化させた。製造工程では、抽出用の水である水
道水に水酸化カルシウムを加えて撹拌し十分溶解させた後原料を投入し、常温で１時間撹
拌した。撹拌後９５℃で１時間加熱処理して抽出液を調製した。抽出液を６０℃の温度状
態で１６時間撹拌して冷却した後、活性炭１００ｇを投入し１時間撹拌して活性炭処理を
行い、４５℃に加温した後珪藻土による濾過処理を行った。処理された抽出液を減圧濃縮
した後、８５℃の温水浴中で１時間加熱処理した。
【００３１】
　そして、各工程におけるｐＨ及び固形分濃度（Ｂｒｉｘ；％）を実施例１と同様に測定
した。測定結果を図４に示す。図４の測定結果をみると、固形分濃度では添加量の変化に
対して大きな変化はみられなかった。また、２．５ｇ以上の添加量の場合、添加量の増加
に伴いｐＨの上昇がみられるとともに各工程でｐＨが安定してアルカリ性を維持しており
、最終的な抽出液のｐＨがほぼ中性となって食品用として好適なｐＨに調整されている。
それに対して、添加量が２．５ｇより少なくなると、ｐＨは特に添加量に依存せずに不安
定な状態となっており、酸性状態になるとフルクタンが分解して抽出液の品質に影響が出
る可能性がある。いずれの添加量でも、８５℃の加熱処理後において抽出液にカルシウム
の析出が確認されたが、添加量が３．２ｇの場合にはカルシウムが多量に析出し、それ以
外の添加量では微量であった。また、添加量が３．２ｇの場合にはそれ以外の添加量の場
合よりも抽出液に強い渇変を呈していた。
【００３２】
　また、得られた抽出液を実施例１と同様に分析した。分析結果を図５に示す。また、抽
出液に含まれるフルクタンの分子量分布を以下のように測定した。
＜フルクタンの分子量分布＞
　フルクタンの分子量分布の分析は、高速液体クロマトグラフにより行った。分析条件は
以下の通りである。分析用の試料は、抽出液（粉末の場合には０．２モル／リットルの硝
酸ナトリウム溶液で希釈）を０．４５μｍのメンブレンフィルタに通して調製した。
装　置：ＣＣＰ＆８０２０シリーズ（東ソー株式会社製）
カラム：TSK guardcolumn PWXL, TSKgel G4000 PWXL, G3000 PWXL, G2500 PWXL（東ソー
株式会社製）
検出器：示差屈折計ＲＩ－８０２０（東ソー株式会社製）
溶離液：０．２モル硝酸ナトリウム溶液
流　速：１．０ミリリットル／分
アプライ量：１００μリットル
カラム温度：４０℃
測定した分子量分布を図６及び図７に示す。図５、図６及び図７をみると、水酸化カルシ
ウムの添加量の増加に伴い抽出液のｐＨの上昇がみられた。また、各抽出液において、フ
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ルクタンの含有量及び固形分濃度に大きな差はみられず、フルクタンの明確な低分子化も
生じていないと考えられる。抽出液に含まれるカルシウム量は、添加量が２．０ｇの場合
に他の添加量より低い値となったが、添加量が２．３ｇ以上では大きな変化はみられなか
った。こうした分析結果から添加量が２．０ｇ以上でフルクタンの分子量が低分子化せず
に抽出可能と考えられるが、ｐＨの安定性、ロットによる差、再度加熱する場合の低分子
化を考慮すると、抽出液のｐＨを安定させてフルクタンの低分子化を抑えるためには添加
量を２．５ｇ以上とすることが好ましい。
【００３３】
　したがって、乾燥原料からフルクタンを抽出する場合には、原料１重量部に対して原料
投入前の抽出用の水を１０重量部とし、原料に抽出用の水を添加した初期状態の抽出液の
ｐＨが９．３～９．７となるように水酸化カルシウムを添加することが望ましい。このよ
うに初期状態の抽出液をアルカリ性に調整することで、最終的に生成される抽出液のｐＨ
を６．２～７．３の中性に調整することができ、良質で安定した品質の非イヌリン型フル
クタン抽出物を作製することができる。
【００３４】
　［実施例３］
　次に、天然物である植物性原料を用いて量産化する場合、ロット間で原料の品質が異な
ってくるため、ロット間での抽出液の品質の違いについて検討した。
【００３５】
　原料として乾燥ラッキョウを粒径２ｍｍ以下となる程度に粉砕したものを用い、原料２
００ｇに対して１０倍量の抽出用の水を添加して抽出液を調製した。水には予め添加する
ｐＨ調整剤である水酸化カルシウムを１．３７５ｇ添加した。原料となる乾燥ラッキョウ
は、複数種類のラッキョウを乾燥させたものを別ロットとして、原料ＡからＧの７種類に
ついて抽出液を製造した。なお、抽出液の製造は、実施例２と同様に行った。
【００３６】
　各工程におけるｐＨ及び固形分濃度（Ｂｒｉｘ；％）を実施例１と同様に測定した。測
定結果を図８に示す。原料Ｆで製造工程中のｐＨの低下がみられるものそれ以外の原料で
はｐＨがアルカリ性で安定しており、また各原料における固形分濃度に大きな差はみられ
なかった。また、得られた抽出液を実施例１と同様に分析した。分析結果を図９に示す。
原料ＦでｐＨの低下がみられたものの、各原料のｐＨは中性でバラツキが少なく、フルク
タンの含有量に大きな差はみられなかった。カルシウム含有量では、原料Ｆがわずかに高
い値を示すものの、いずれも低い値であった。
【００３７】
　以上の結果からみると、原料である乾燥ラッキョウの品質の違いに対してもほとんど影
響を受けることなく良質で安定した品質の抽出液が得られることがわかる。なお、使用す
る原料については、事前に原料をｐＨ調整していない水に投入してｐＨを測定しておき、
測定されたｐＨに基づいて水酸化カリウム等のｐＨ調整剤の添加量を調整するようにして
もよい。
【００３８】
　［実施例４］
　次に、原料として乾燥ラッキョウを粒径２ｍｍ以下となる程度に粉砕したものを用い、
原料５００ｋｇに対して１０倍量の抽出用の水を添加して量産化に近い状態で非イヌリン
型フルクタン抽出物を作製した。
【００３９】
　まず、抽出用の水には予めｐＨ調整剤である水酸化カルシウムを６．９ｋｇ添加して撹
拌し、十分溶解させた状態で用いる。水酸化カルシウムを溶解させて抽出用の水に原料を
投入し、常温で１時間撹拌して抽出液を調製した。抽出液のｐＨは９．５であった。調製
された抽出液を９５℃の温度状態で１時間加熱処理した。加熱後の抽出液のｐＨは８．５
であった。加熱後の抽出液を６０℃に強制冷却して３時間撹拌した。撹拌後の抽出液のｐ
Ｈは８．５であった。抽出液に２５０ｋｇの活性炭を添加し１時間撹拌して活性炭処理を
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行い、４０℃～４５℃の温度状態を維持しながら珪藻土により濾過処理を行った。濾過後
の抽出液のｐＨは８．４５であった。次に、抽出液を減圧濃縮処理した。濃縮後の抽出液
のｐＨは６．８であった。濃縮した抽出液を８５℃の温度状態で１時間加熱して殺菌した
。加熱処理後の抽出液のｐＨは６．５３であった。加熱後抽出液を噴霧乾燥してフルクタ
ンを含有する粉末を２５４ｋｇ得た。乾燥ラッキョウからフルクタンの収率を計算すると
５０．８％であった。以上の製造工程にかかった処理時間は、２．５日であった。
【００４０】
　製造された粉末について分析したところ、粉末の１０％水溶液のｐＨは６．５７であっ
た。また、粉末のカルシウム含有量は０．４４％で、フルクタンの含有量は製造された粉
末中において８１．５％であった。したがって、量産化の規模で処理した場合でも効率よ
く良質の非イヌリン型フルクタン抽出物を作製できることが確認できた。
【００４１】
　［実施例５］
　原料である可食性植物体から製造されたフルクタンの抽出物には、原料に含まれるスク
ロース等の低分子の糖類や、製造工程での添加物から派生するカルシウム等の様々な低分
子不純物が含まれる。そこで、フルクタンの純度の高い粉末を得るために、エタノール処
理によりフルクタン分子を沈殿させた後、回収して再溶解させることで、高濃度のエタノ
ールに溶解可能な低分子不純物を除去する方法を行った。フルクタンの抽出物として実施
例４において作製された粉末を用い、粉末を水に投入して１０％水溶液を調製した。エタ
ノールとフルクタン水溶液の配合比は、重量比で以下の通りに設定した。
エタノール濃度７０％の場合；エタノール：水溶液＝７：３
エタノール濃度８０％の場合；エタノール：水溶液＝８：２
エタノール濃度９０％の場合；エタノール：水溶液＝９：１
【００４２】
　撹拌しているエタノール中に水溶液を徐々に添加してしばらく撹拌を行った後、４℃の
温度状態で一晩静置した。得られた沈殿を珪藻土濾過により回収し、蒸留水に溶解した後
、再度珪藻土濾過を行い、不溶性成分の除去を行った。得られた精製液に対して、更に２
回、同様の処理を行い、精製された抽出液を凍結乾燥させて粉末化した。得られた粉末に
ついて実施例１と同様の分析を行った。分析結果を図１０に示す。なお、比較のため使用
した食品用粉末についても同様の分析を行った。
【００４３】
　分析結果をみると、いずれの濃度でもエタノールで精製することで、乾燥ラッキョウか
らのフルクタン抽出粉末に対して、ｐＨの上昇、フルクタンの含有量の向上、低分子不純
物である糖類の含有量の低下がみられた。フルクタンの含有量は、７０％の濃度で処理し
た場合が最も高く、濃度の上昇に伴い低分子不純物の沈殿量も増加するためにフルクタン
の含有量の低下がみられた。一方、収率については、７０％濃度の場合よりも８０％及び
９０％濃度の場合のほうが向上した。
【００４４】
　図１１は、実施例２と同様に測定した各粉末に含まれるフルクタンの分子量分布を示す
グラフである。９０％濃度では大部分のフルクタンが沈殿から回収されているが、７０％
濃度では、分子量約６，０００以下の範囲の低分子領域のフルクタンが減少している。
【００４５】
　以上の実験結果からフルクタン溶液にエタノールを添加して沈殿させることで、フルク
タン粉末中の低分子不純物の除去が可能であり、より高純度なフルクタン粉末の調製が可
能であると考えられる。また、精製時のエタノールの濃度によっては、低分子領域のフル
クタンが減少するため、収率を考慮すると、８０％以上の濃度のエタノールで精製処理を
行うことが望ましい。一方、８０％未満の濃度のエタノールで精製処理を行った場合には
、純度の向上が期待されるとともに高分子領域で狭い分子量分布範囲を有するフルクタン
の調製が可能であると考えられる。
【産業上の利用可能性】
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【００４６】
　以上説明したように、本発明に係る非イヌリン型フルクタン抽出物の製造方法は、非イ
ヌリン型フルクタンを含む可食性植物体、例えば、ネギ属に属するラッキョウ、ニンニク
、タマネギ等の球根部に含有するフルクタンを効率よく抽出して良質の抽出物を安定して
製造することができ、大量に処理することで量産化を図ることが可能となる。そのため良
質のフルクタン抽出物を安価に安定して製造することができ、食品用にとどまらず、化粧
品、医薬品といった幅広い用途の原料として使用することが可能となる。

【図１】 【図２】

【図３】



(11) JP 2012-193256 A 2012.10.11

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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