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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラッキョウをフルクタン非発酵性乳酸菌により発酵させ、かつ乾燥させてなることを特
徴とするフルクタン含有発酵食品。
【請求項２】
　ラッキョウをフルクタン非発酵性乳酸菌により発酵させた後乾燥させることを特徴とす
るフルクタン含有発酵食品の製造方法。
【請求項３】
　フルクタン非発酵性乳酸菌は、ラクトバチルス属、ロイコノストック属、ラクトコッカ
ス属、エンテロコッカス属、ストレプトコッカス属、ペディオコッカス属、テトラジェノ
コッカス属の中から選択されるフルクタン非発酵性乳酸菌を１種又は２種以上を混合した
ものであることを特徴とする請求項２に記載のフルクタン含有発酵食品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有効成分としてフルクタンを含有する発酵食品及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ラッキョウ、ニンニク、タマネギ、キクイモ、チコリ、ダリア、ヤーコン、ゴボウなど
多くの植物には貯蔵多糖としてフルクタンを含有するものがある。この植物フルクタンは
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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。またフルクタンなどの難消化性の糖類は、一部腸内細菌に利用され、ビフィズス菌や
乳酸菌などの有用な腸内細菌を増やす作用（プレバイオティクスと呼ばれる）があると言
われている。
【０００３】
　一方、乳酸菌は、発酵乳や、漬物、味噌、醤油などの伝統的な発酵食品の製造に深く関
わっているとともに、腸管を介した宿主への生理機能（プロバイオティクスと呼ばれる）
が注目を集めており、腸内細菌のバランスを回復し下痢、便秘などの症状を改善するだけ
でなく、免疫機能を高めたり、過剰な血中コレステロール値を低下させるなどの効能も知
られている。
【０００４】
　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、特に、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結合を持つことなどが知られている（非特許文献
１，２）。そして、特許文献１に記載されているように、ラッキョウのフルクタンを製造
する方法についても提案されている。
【０００５】
　こうした植物体に含まれるフルクタンと乳酸菌との関係については、非特許文献３にお
いて、ラッキョウの漬物に関する分析が行われている。
【特許文献１】特許第３１１１３７８号公報
【非特許文献１】小林恭一，渕上小百合，松下ひろみ，西川清文，稲木幸夫，ラッキョウ
フルクタンの性質とその利用について，福井県農業試験場報告，３５，２３（１９９８）
【非特許文献２】小林恭一，齋藤忠夫，西川清文，稲木幸夫，岡田早苗，ラッキョウ下漬
乳酸菌が分解するフルクタンの化学構造の特徴，日本乳酸菌学会誌，１１，１，４（２０
００）
【非特許文献３】小林恭一，花らっきょうと乳酸菌，化学と工業，７９，１７５（２００
５）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　非特許文献３に記載されているように、五訂食品成分表によれば生ラッキョウの食物繊
維含量は２１％と高いが、ラッキョウの甘酢漬の食物繊維含量は３．４％と低下している
。こうした現象は、甘酢漬製造工程において水溶性食物繊維であるフルクタンが果糖に加
水分解されてしまうためであると考えられる。したがって、ラッキョウの甘酢漬は、ラッ
キョウの豊富なフルクタンを摂取する上で必ずしも適した加工法とは言い難い。しかも、
甘酢漬の製造工程中におけるフルクタンの加水分解は、主に下漬け工程中に生育するフル
クタン発酵性乳酸菌によることが明らかとされている。
【０００７】
　そこで、本発明は、フルクタン非発酵性乳酸菌を用いることで、有効成分としてフルク
タンと乳酸菌とを併せ持つフルクタン含有発酵食品及びその製造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】
　本発明に係るフルクタン含有発酵食品は、ラッキョウをフルクタン非発酵性乳酸菌によ
り発酵させ、かつ乾燥させてなることを特徴とする。
【０００９】
　本発明に係るフルクタン含有発酵食品の製造方法は、ラッキョウをフルクタン非発酵性
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乳酸菌により発酵させた後乾燥させることを特徴とする。さらに、フルクタン非発酵性乳
酸菌は、ラクトバチルス属、ロイコノストック属、ラクトコッカス属、エンテロコッカス
属、ストレプトコッカス属、ペディオコッカス属、テトラジェノコッカス属の中から選択
されるフルクタン非発酵性乳酸菌を１種又は２種以上を混合したものであることを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、フルクタン非発酵性乳酸菌を用いてフルクタンを含有する可食性植物
体を発酵させるので、従来のラッキョウ漬物のようにフルクタンが加水分解せず、多くの
フルクタンを含有するフルクタン含有発酵食品を得ることができる。
【００１１】
　また、フルクタン非発酵性乳酸菌を用いているので、低塩下であっても大腸菌群などの
グラム陰性菌の生育が抑制されるため、加熱殺菌工程を省くことが可能となる。したがっ
て、添加した乳酸菌を死滅させることなく製品化することができ、フルクタンと乳酸菌と
を併せ持つフルクタン含有発酵食品を得ることが可能となる。
【００１２】
　そして、フルクタン非発酵性乳酸菌を用いてフルクタンを含有する可食性植物体を発酵
させた後乾燥させることで、乳酸菌を死滅させることなくフルクタンと乳酸菌とを併せ持
つフルクタン含有発酵食品を得ることができ、乾燥後粉末化するなどしてさらに加工しや
すくすることも可能となる。さらに、乳酸発酵することにより、生ラッキョウの持つラッ
キョウ臭や、辛み、苦みを軽減し、嗜好性を改善することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　フルクタンを含有する可食性植物体としては、例えば、ラッキョウ、ニンニク、タマネ
ギ、キクイモ、チコリ、ダリア、ヤーコン、ゴボウが挙げられる。この中では、ラッキョ
ウやニンニク、タマネギなどのネギ属の植物を用いるとよい。特に、ラッキョウは、フル
クタンの含有率が２１％と高く、最も好ましい。
【００１４】
　原料となるフルクタン含有植物体は、生鮮物の状態、若しくは冷凍保存した後に解凍し
た状態で用いるか、あるいは加熱殺菌を行った後に用いるようにする。
【００１５】
　フルクタン非発酵性乳酸菌は、ラクトバチルス（Lactobacillus）属、ロイコノストッ
ク（Leuconostoc）属、ラクトコッカス（Lactococcus）属、エンテロコッカス（Enteroco
ccus）属、ストレプトコッカス（Streptococcus）属、ペディオコッカス（Pediococcus）
属、テトラジェノコッカス（Tetragenococcus）属の中からフルクタンを発酵できない乳
酸菌を選択する。乳酸菌がフルクタン発酵性かフルクタン非発酵性であるかどうかは、糖
類発酵性試験に用いるＹＰ（Yeast-Pepton）培地に、ラッキョウから調製したフルクタン
またはイヌリンを１％加えた培地に接種することで判定することができる。
【００１６】
　こうして選択されたフルクタン非発酵性乳酸菌を１種又は２種以上を混合したものを前
培養し、原料の１／１０００から１／１００００の液量を接種する。この場合、乳酸菌が
利用できる糖類（例えばグルコース）を全重量の１％程度加えることで乳酸菌の生育を促
し、酸生成を高めることができる。また、その際に食塩又はエタノールを乳酸菌の生育を
妨げない程度に添加すれば、その浸透圧の作用により植物体から乳酸菌の生育に必要な栄
養分を溶出させることができるだけでなく、他の雑菌の生育を抑えることができる。
【００１７】
　一部の低温生乳酸菌をのぞけば乳酸菌は温度１５℃以上であれば生育することができる
。４０℃以上では生育が弱まることが多く、通常の乳酸菌の生育適温は３０℃付近であり
、２０℃～３０℃で乳酸発酵させることができる。乳酸菌は、生成した乳酸により生育が
妨げられるためｐＨが４以下に低下したならば、冷蔵や冷凍することで生存を図ることが
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できる。また、フルクタンは、酸性条件で高温下に置かれた場合加水分解して果糖を生成
するため、フルクタンを保持する上でも低温におくことが望ましい。凍結乾燥などの方法
をとれば、乾燥後も乳酸菌を生きたまま保つことができ、乳酸菌とフルクタンの機能を併
せもつ製剤の製造も可能となる。
【実施例１】
【００１８】
　供試菌株として、ラッキョウから分離した以下のラクトバチルス属乳酸桿菌を用いた。
（１）フルクタン発酵性乳酸菌　２１ｆ２株
ラッキョウ下漬液を滅菌生理食塩水で希釈し、下記の分離培地に混釈し３０℃で４８～７
２時間培養後、クリアゾーンを形成したコロニーを釣菌し、乳酸菌を分離した。乳酸菌実
験マニュアル（小崎道雄監修　朝倉書店、東京、１９９２）に従って同定を行うとともに
、フルクタンを糖源としたときの発酵性について調べ、フルクタン発酵性ラクトバチルス
属乳酸桿菌２１ｆ２株を選択した。
分離培地：ＧＦＹＰ白亜寒天培地（グルコース５ｇ、フルクトース５ｇ、酵母エキス１０
ｇ、ペプトン５ｇ、酢酸ナトリウム２ｇ、ツイーン８０　０．５ｇ、硫酸マグネシウム０
．２ｇ、硫酸マンガン１０ｍｇ、硫酸第一鉄１０ｍｇ、塩化ナトリウム１０ｍｇ、蒸留水
１０００ｍｌ、炭酸カルシウム５ｇ、寒天１２ｇ、シクロヘキシミド１０ｍｇ、アジ化ナ
トリウム１０ｍｇ）
（２）フルクタン非発酵生乳酸菌株　Ｎｏ．１２６株
上記（１）と同様に分離・同定しフルクタン非発酵性ラクトバチルス属乳酸桿菌１２６株
を得た。
【００１９】
　＜ラッキョウ漬けの調製＞
ラッキョウ１．６ｋｇに５％（ｗ／ｗ）食塩水１．６ｋｇを加え、ＦＹＰ　ｂｒｏｔｈ（
フルクトース１０ｇ、酵母エキス１０ｇ、ペプトン５ｇ、酢酸ナトリウム２ｇ、ツイーン
８０ ０．５ｇ、硫酸マグネシウム０．２ｇ、硫酸マンガン１０ｍｇ、硫酸第一鉄１０ｍ
ｇ、塩化ナトリウム１０ｍｇ、蒸留水１０００ｍｌ、ｐＨ６．８）で３０℃２４時間培養
したＮｏ．１２６株培養液を４．５ｍｌ添加して密封し、室温で５日間下漬け発酵を行っ
た後漬け液を取り除いて脱塩せずに調味液に漬け込み冷蔵した。
【００２０】
　比較のため、２１ｆ２株を用いたラッキョウ漬けを調整した。ラッキョウ１．６ｋｇに
１８％（ｗ／ｗ）食塩水１．２ｋｇを加え、ＦＹＰ　ｂｒｏｔｈで３０℃２４時間培養し
た２１ｆ２株培養液を４．５ｍｌ添加して密封し、室温で３週間下漬け発酵を行った後、
流水で一晩脱塩して調味液に漬け込み冷蔵した。
【００２１】
　＜フルクタンの測定＞
調整したラッキョウ漬けは、半年間冷蔵保存した後含有するフルクタンの量を測定した。
フルクタンの定量は、試料約５０ｇを精秤して２倍容の水を加え、小型ミキサーでホモジ
ナイズしてミラークロスで濾過し、残渣を集める操作を繰り返し行った。各操作で得られ
た濾液を合わせ、遠心分離機（１０，０００ｒｐｍ、１５分間、４℃）で遠心分離し、上
清を２５０ｍｌに定容した（水抽出液）。
【００２２】
　水抽出液から２５ｍｌをとり５倍容のエタノールを加えて一晩冷蔵（４℃）保存した後
、上記と同様の遠心分離操作を行って沈殿を集め、水に再溶解させた。この操作を２回繰
り返し水に再溶解させ２５ｍｌに定容した（エタノール沈殿画分）。
【００２３】
　水抽出液及びエタノール沈殿画分から一定量をとり、それぞれ２０％クエン酸溶液でｐ
Ｈを３．０に調製し、沸騰水中で２時間加水分解を行った後１Ｎ－ＮａＯＨ溶液で中和さ
せて定容した。
【００２４】



(5) JP 4162048 B2 2008.10.8

10

20

30

40

　定容した溶液を、Ｆ－キット（ロシュ・ダイアグノスティックス社製）で果糖を測定し
、加水分解前の抽出液も同様にＦ－キットで果糖及びスクロースを測定した。測定結果に
基づいて、次式によりフルクタンの含有量を算出した。
フルクタンの含有量＝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））
【００２５】
　フルクタンの分子量分布の測定は、高速ゲル濾過法により行った。分析条件は下記のと
おりである。ゲル濾過用の試料は、加水分解前の抽出液５ｍｌにエタノール２５ｍｌを加
え一晩冷蔵（４℃）保存した後フルクタンを沈殿させて上記と同様の遠心分離操作を行っ
て上清を除去し、沈殿を集めて水に再溶解させ、０．４５μｍのメンブレンフィルタ（ク
ラボウ社製）を通過させて調製した。
カラム　YMC Pack Diol 200(500×8.0mmID)＋ Diol 300(300×8.0mmID)直列
検出器　RI（shodex RI-SE61）
ポンプ  島津LC-10ADｖｐ
移動相  milliQ
カラムヒーター Sugai U-620 
温度　３５℃
流量　１．０ｍｌ／分
【００２６】
　＜生菌数の測定＞
大腸菌群はデゾキシコレート寒天培地（日水製薬社製）を、乳酸菌は炭酸カルシウム加Ｍ
ＲＳ寒天培地（Ｄｉｆｃｏ社製）をそれぞれ用い、混釈平板培養により計数測定した。大
腸菌群は３６℃２４時間、乳酸菌は３０℃４８時間培養した後、コロニー数をカウントし
た。
【００２７】
　＜フルクタン発酵性の確認＞
添加した乳酸菌が下漬け中に増加しているかどうかの確認を行うために、乳酸菌の計数に
用いた炭酸カルシウム加ＭＲＳ寒天培地のクリアゾーンを示したコロニーから、ランダム
に５株ずつ釣菌し、ＦＹＰ高層培地（フルクトース１０ｇ、酵母エキス１０ｇ、ペプトン
５ｇ、酢酸ナトリウム２ｇ、ツイーン８０　０．５ｇ、硫酸マグネシウム０．２ｇ、硫酸
マンガン１０ｍｇ、硫酸第一鉄１０ｍｇ、塩化ナトリウム１０ｍｇ、蒸留水１０００ｍｌ
、炭酸カルシウム５ｇ、寒天１２ｇ）に穿刺培養した後、ＦｎＹＰ　ｂｒｏｔｈ（ラッキ
ョウフルクタン１０ｇ、酵母エキス５ｇ、ペプトン５ｇ、酢酸ナトリウム２ｇ、ツイーン
８０　０．５ｇ、硫酸マグネシウム０．２ｇ、硫酸マンガン１０ｍｇ、硫酸第一鉄１０ｍ
ｇ、塩化ナトリウム１０ｍｇ、蒸留水１０００ｍｌ、ｐＨ６．８）に接種し、３０℃で２
４時間培養後、滴定酸度を求めてフルクタン発酵性を調べた。
【００２８】
　＜発酵経過＞
図１には、実施例であるＮｏ．１２６株を用いたラッキョウ漬け及び比較例である２１ｆ
２株を用いたラッキョウ漬けについて、それぞれの発酵経過をｐＨにより示したグラフで
ある。実施例では食塩濃度が低いため、酸度の上昇（ｐＨの低下）が速やかに進行し、ｐ
Ｈは３日後には３．１まで低下した。比較例では２１日後に３．５まで低下した。
【００２９】
　表１は、実施例及び比較例に関する下漬け４日後の漬け液の食塩濃度、酸度、乳酸菌数
及び大腸菌群を示したものである。大腸菌群に関しては両区とも陰性であり、乳酸菌数に
関しては実施例では１０8レベルに達し、比較例では１０6レベルであった。
【００３０】



(6) JP 4162048 B2 2008.10.8

10

20

30

40

50

【表１】

【００３１】
　なお、菌数計測に用いたシャーレから釣菌した乳酸菌は、いずれも実施例ではフルクタ
ンを発酵せず、比較例ではフルクタンを発酵したことから、添加した乳酸菌が増加したこ
とが推定できた。
【００３２】
　＜フルクタン残存量＞
表２は、実施例及び比較例で調製したラッキョウ漬け中のフルクタン含有量を示したもの
である。実施例では比較例に比べ明らかに多量のフルクタンが残存することがわかる。
【００３３】
　図２は、含有されるフルクタンに関するゲル濾過による分子量分布パターンを示してお
り、左側が実施例を、右側が比較例を示している。図２を見ると、実施例に含有されるフ
ルクタンは、高分子量から低分子量の広い範囲のフルクタンを多く含有していることがわ
かる。
【００３４】

【表２】

【実施例２】
【００３５】
　冷凍ラッキョウ１ｋｇについて各ラッキョウを縦に半割りにし、チャック付きポリ袋（
株式会社生産日本社製；ユニパック２８０×２００×０．０８ｍｍ）に投入し、エタノー
ル５％水溶液２００ｍｌと１０ｇのグルコースを添加し、さらに実施例１で使用したＮｏ
．１２６株培養液（ＦＹＰ　ｂｒｏｔｈ　３０℃２４時間培養）１ｍｌを添加して密封後
温度３０℃で放置した。対照として、冷凍ラッキョウを同様に処理し乳酸菌を添加しない
区を設けた。４８時間後に両方とも開封し、全量をフリーザー（三洋電機株式会社製；温
度－２０℃）で凍結して真空凍結乾燥を行った。
【００３６】
　処理工程において、乳酸菌添加時、４８時間放置後、凍結後、凍結乾燥後の大腸菌群及
び乳酸菌数を実施例１と同様の方法で測定した。また、凍結乾燥後のラッキョウをミル（
イワタニ社製）で粉砕・粉末化した後、フルクタン含有量、分子量分布パターンを実施例
１と同様の方法で測定した。またこの乾燥粉末について、官能評価を行った。福井県食品
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加工研究所職員８名をパネルに、酸味、辛み、苦み、甘み、ラッキョウ臭について、ラッ
キョウを凍結乾燥した粉末を基準に２点比較法で実施した。
【００３７】
　表３は、処理工程の間のｐＨ、乳酸菌数、大腸菌群の変化を示したものである。実施例
である乳酸菌添加区では、４８時間後にはｐＨは３．４まで低下し、乳酸菌数も１０10Ｃ
ＦＵ／ｇまで増加したが、対照無添加区では、ｐＨは実施例よりも高めに推移し、乳酸菌
は検出できなかった。また、対照無添加区では大腸菌群が増加し、ガス膨張も認められた
が、乳酸菌添加区では大腸菌群、ガス膨張ともに認められなかった。また、増加した乳酸
菌は、冷凍後及び凍結乾燥後も生存しており、凍結乾燥後で１０8ＣＦＵ／ｇ以上を示し
た。
【００３８】
【表３】

　さらに、乳酸菌添加区のフルクタン含量は５３．５ｇ／１００ｇで、生ラッキョウをそ
のまま凍結乾燥した場合（５４．９ｇ／１００ｇ）とほとんど差が認められなかった。
【００３９】
　図３は、含有するフルクタンに関するゲル濾過によるフルクタン分子量分布パターンを
示しており、左側が乳酸菌添加区の場合を、右側が生ラッキョウの場合を示している。図
３を見ると、両者の間にほとんど差が認められず、乳酸菌添加区に生ラッキョウと同様の
フルクタンが加水分解されずに含有されていることがわかる。
【００４０】
　表４に、得られた乾燥粉末の官能評価結果を示す。生ラッキョウを凍結乾燥したものと
比較すると、酸味を有し、辛み、苦み、ラッキョウ臭が軽減された。なお、生ラッキョウ
１ｋｇを原料にして実施例２の処理を行うことで、４４９ｇの凍結乾燥粉末を得ることが
できた。
【００４１】

【表４】
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【００４２】
　以上のように、実施例２の方法を用いることで、フルクタンを損なうことなく含有する
とともに乳酸菌を含有し、辛み、苦み、ラッキョウ臭が軽減された乾燥物を得ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】実施例及び比較例に関する発酵経過をｐＨにより示すグラフである。
【図２】実施例及び比較例の含有フルクタンに関するゲル濾過による分子量分布パターン
を示すグラフである。
【図３】乳酸菌添加区及び生ラッキョウの含有フルクタンに関するゲル濾過による分子量
分布パターンを示すグラフである。

【図１】

【図２】

【図３】
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