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(57)【要約】
【課題】酵素反応技術や化学薬品処理による方法では、
フェルラ酸の離脱やオリゴ糖の分子量低下を招き、工程
上の負荷が大きく産業利用が困難であったフェルラ酸結
合型糖質を高収率で得ることを可能にする。
【解決手段】植物細胞壁由来のペクチン含有原料を使用
し、ペクチン含有原料に、飽和蒸気圧以上の圧力制御下
において、加熱温度160〜180℃、加熱時間5〜15分の処
理条件により水熱処理を施す水熱処理工程を利用するこ
とにより、フェルラ酸基を持つアラビノオリゴ糖あるい
はガラクトオリゴ糖等のフェルラ酸結合型糖質を製造す
る。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
植物細胞壁由来のペクチン含有原料を用いてフェルラ酸結合型糖質を製造する方法であ
って、
前記ペクチン含有原料に、飽和蒸気圧以上の圧力制御下において、加熱温度160〜180℃
、加熱時間5〜15分の処理条件により水熱処理を施す水熱処理工程を備えるフェルラ酸結
合型糖質の製造方法。
【請求項２】
前記水熱処理工程における処理条件を、加熱温度160〜170℃、加熱時間5〜10分とする
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請求項１記載のフェルラ酸結合型糖質の製造方法。
【請求項３】
前記フェルラ酸結合型糖質として、フェルラ酸結合型アラビノオリゴ糖およびフェルラ
酸結合型ガラクトオリゴ糖とを製造する請求項１または２記載のフェルラ酸結合型糖質の
製造方法。
【請求項４】
前記ペクチン含有原料としてビートファイバーを使用する請求項３記載のフェルラ酸結
合型糖質の製造方法。
【請求項５】
植物細胞壁由来のペクチン含有原料に飽和蒸気圧以上の圧力下で水熱処理を施すことに
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より生成されるフェルラ酸結合型アラビノオリゴ糖。
【請求項６】
植物細胞壁由来のペクチン含有原料に飽和蒸気圧以上の圧力下で水熱処理を施すことに
より生成されるフェルラ酸結合型ガラクトオリゴ糖。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は食品加工残渣などのバイオマス資源に高圧水熱反応を直接作用させて、発酵や
酵素反応などのバイオプロセスを経ずに、植物細胞壁を構成する有用資源を工業的に分離
回収して得られるフェルラ酸基を有するアラビノオリゴ糖およびガラクトオリゴ糖等のフ
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ェルラ酸結合型糖質及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
植物細胞壁を構成する多糖類、特にビートパルプやリンゴに豊富に含まれるペクチンの
側鎖には、アラビノースをユニットとするアラビノオリゴ糖やガラクトースをユニットと
するガラクトオリゴ糖が含まれており、そのそれぞれのオリゴマーの末端にフェルラ酸が
付加していることが知られている（非特許文献１）。
【０００３】
アラビノオリゴ糖は1、5‑α‑Lアラビナンを主鎖としてL‑アラビノフラノース残基のO‑3
位またはO‑2位に所々α‑L‑アラビノフラノース残基が結合した2〜10糖からなるオリゴ糖
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である。
【０００４】
アラビノオリゴ糖は、ビフィズス菌のうち、特に成人の健康維持に重要と考えられてい
るビフィドバクテリウム
ム

アドレッセンティス（B.adolescentis）、ビフィドバクテリウ

ロングム（B.longum）と腸内最優勢菌であるバクテロイデス属のバクテロイデス

ブ

ルガータス（B.vulgatus）にのみ資化される。
一方、高タンパク高脂肪の食生活で増加する有害菌であるクロストリジウム

パーフリ

ンジェンス（ウェルシュ菌：C.perfringens）などには資化されないという報告がある（
非特許文献２）。
これはアラビノオリゴ糖がキシロオリゴ糖やフラクトオリゴ糖よりも高いビフィズス菌
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選択性を持つことを示し、特に、アラビノースが３個以上結合したアラビノオリゴ糖では
、その選択性が極めて高いことも報告されている（非特許文献３）
【０００５】
これらの報告よりアラビノオリゴ糖は、既存の選択的有用菌増殖因子（フラクトオリゴ
糖、キシロオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、乳果オリゴ糖、大豆オリ
ゴ糖など）とは異なるタイプのオリゴ糖である可能性がある。
【０００６】
さらにヒト介入研究の分野ではリンゴの摂取により有用菌が増殖し、有害菌が減少する
プレバイオティクスとしての効果が確認されているが、その効果はリンゴペクチン側鎖を
特徴づけるアラビノオリゴ糖類に起因することが示唆されており、ペクチン由来のフェル
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ラ酸、アラビノオリゴ糖やこれと類似するガラクトオリゴ糖のそれぞれが単独で機能性食
品成分として評価される一方で、フェルラ酸基を有するオリゴ糖の生理活性に対する期待
も大きい（非特許文献４）。
【０００７】
一般に、フェルラ酸が結合することにより糖鎖の性質は変化する。特に腸内の発酵性お
よび溶解度への影響が大きく、ラットにフェルラ酸を経口投与した場合、フェルラ酸は胃
でその多くが吸収されるが、フェルラ酸とオリゴ糖が結合したフェルロイルオリゴ糖では
胃での吸収率が低下し、胃腸管から盲腸までゆっくりと吸収が行われるため血漿中のフェ
ルラ酸濃度がより長時間維持されると考えられている（非特許文献５）。
【０００８】
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従来のアラビノオリゴ糖の製造方法としては、1、5‑アラビナンを原料とし、そこにバ
チルス・サブチリス（Bacillus subtilis）由来の酵素を作用させる方法が報告されてい
る（非特許文献６）。
【０００９】
またFERMP‑18941として寄託されているペニシリウム・エスピー（Penicillium sp．）G
ALA22を培養してオリゴ糖生成酵素を調製し、ビート搾汁粕やリンゴ搾汁粕などのアラビ
ナン含有繊維分に作用させ加水分解しアラビノオリゴ糖含有物を製造する方法が知られて
いた（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【００１０】
【特許文献１】特開２００４−１８０５５６号公報
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】Saulnier,L.& Thibault,J.F.Ferulic acid and diferulicacids as com
ponents of sugar‑beet pectins and maizebran heteroxylans. J SciFood Agr 79, 396‑
402 (1999).
【非特許文献２】池田義雄監修：ルミナコイドの保健機能と応用―食物繊維を超えて―、
シーエムシー出版(2009).
【非特許文献３】Suzuki,Y.,Tanaka、K.,Amano、T.,Asakura、T.& Muramatsu,N. Utiliza
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tion by Intestinal Bacteria andDigestibility of Arabino‑oligosaccharides In Vitr
o.Journal of the Japanese Society for HorticulturalScience 73,574‑579 (2004).
【非特許文献４】天野貴之、田中敬一、佐藤宏一、伊藤巌、石川悦夫、村松昇、立木美保
:リンゴペクチン摂取による血液成分の改善効果.園学雑 71(別2).461 (2002)．
【非特許文献５】Zhao,Z.,Egashira,Y.&Sanada,H. Ferulic acidsugar esters are recov
ered in rat plasma and urine mainly as the sulfoglucuronide of 66 ferulicacid. J
Nutr 133,1355‑1361 (2003).
【非特許文献６】Kaji,A.& Saheki,T. Endo‑arabinanase fromBacillus subtilis F‑11.
Biochimicaet Biophysica Acta (BBA) ‑ Enzymology 410,354‑360 (1975).
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
ペクチン由来糖質を回収し人体に対してプレバイオティクスの効果を得るためには、フ
ェルラ酸基を温存したまま糖質を回収する意義は大きい。
しかしながら1、5‑アラビナンを原料にアラビノオリゴ糖を得るために、ビート搾汁粕
やリンゴ搾汁粕等のペクチンを構成するアラビナン含有繊維分に酵素を作用させる方法で
は、高価な酵素を必要とし、反応速度が遅いという産業上の課題に加えて、フェルラ酸エ
ステラーゼ活性の無い特殊な酵素を選択しない限り、フェルラ酸基が離脱し、フェルラ酸
基を有するオリゴ糖を回収することが困難であった。
【００１３】
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また、酸/アルカリを作用させる方法では、中和・脱塩・精製の各プロセスに関わる環
境負荷や分離精製に要するコストが大きく、酸処理では、オリゴ糖が単糖にまで分解して
しまい、アルカリ処理ではフェルラ酸基が完全に遊離してしまうという課題があり、フェ
ルラ酸基を有するオリゴ糖を工業的に回収する有効な手法がなかった。
【００１４】
本発明は、これらの課題を解決すべくなされたものであり、植物細胞壁を構成するペク
チン由来の原料を用いてフェルラ酸基を有するアラビノオリゴ糖あるいはガラクトオリゴ
糖等のフェルラ酸結合型糖質の効果的な製造方法およびフェルラ酸結合型糖質を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１５】
水は高温高圧状態になると、密度に依存する物理化学的性質が大きく変化する。例えば
イオン積は常温に比べ3〜4桁大きくなり、これを加水分解反応場として種々の処理に利用
されている。本発明者は、植物細胞壁を構成するペクチン含有原料であるビートファイバ
ーに水熱処理を施すと、フェルラ酸結合型アラビノオリゴ糖およびフェルラ酸結合型ガラ
クトオリゴ糖が選択的に抽出されるという特徴的な作用を見出し、本発明に思到したもの
である。
すなわち、本発明は、植物細胞壁由来のペクチン含有原料を用いてフェルラ酸結合型糖
質を製造する方法であって、前記ペクチン含有原料に、飽和蒸気圧以上の圧力制御下にお
いて、加熱温度160〜180℃、加熱時間5〜15分の処理条件により水熱処理を施す水熱処理
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工程を備えることを特徴とする。
とくに、前記水熱処理工程における処理条件を、加熱温度160〜170℃、加熱時間5〜10
分とすることにより、フェルラ酸結合型糖質をさらに効率的に得ることができる。
【００１６】
また、ペクチン含有原料としてビートファイバーあるいはビートファイバーに類似する
ペクチン成分を有するビート搾汁粕等の植物細胞壁由来の原料を使用することにより、フ
ェルラ酸結合型糖質としてフェルラ酸結合型アラビノオリゴ糖とフェルラ酸結合型ガラク
トオリゴ糖を選択的に得ることができる。とくにペクチン含有原料としてビートファイバ
ーを使用することにより、フェルラ酸結合型アラビノオリゴ糖とフェルラ酸結合型ガラク
トオリゴ糖を効率的に製造することができる。
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フェルラ酸結合型糖質の製造に用いるペクチン含有原料には、ビート搾汁粕、みかんジ
ュース粕、リンゴ搾汁粕、落花生粕などの食品工場由来の植物性食品加工残渣を利用する
ことが可能であり、従来は廃棄処理されていたこれらの材料を有効活用することができる
。
【００１７】
ペクチン含有原料に水熱処理を施す際は、飽和蒸気圧以上の適宜圧力下において処理す
ればよいが、飽和蒸気圧以上の圧力0.1〜2.0MPaを保ちながら処理することによって、フ
ェルラ酸結合型アラビノオリゴ糖等のフェルラ酸結合型糖質を効率的に得ることができる
。また、フェルラ酸結合型糖質を効率的に得るには、フェルラ酸基の離脱を抑え、糖質が
単糖に分解されることを抑えるために、水熱処理の処理条件（加熱温度、加熱時間）を精
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密に制御することが必要である。加熱時間を長くすればフェルラ酸結合型糖質が効率的に
得られるというわけではない。
【発明の効果】
【００１８】
本発明に係るフェルラ酸結合型糖質の製造方法は、従来の酵素処理法に比べて反応が速
く、酵素回収や失活プロセスが必要なく、高い基質濃度が得られるため後工程における濃
縮プロセスが軽減される。また、酸・アルカリ処理プロセスのような中和・脱塩・精製の
各プロセスがないことから、環境への負荷を大幅に低減できる。また、本発明に係るフェ
ルラ酸結合型アラビノオリゴ糖、フェルラ酸結合型ガラクトオリゴ糖は、機能性食品成分
として有効に利用することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】ビートファイバーの可溶化液中に含まれるオリゴ糖およびフェルラ酸濃度を示す
グラフである。
【図２】バッチ式処理と連続式処理によるビートファイバーの可溶化率と可溶液のBrix濃
度とpHを測定した結果を示すグラフである。
【図３】水熱処理によって得られた可溶化液の単糖、オリゴ糖、ウロン酸の濃度を示すグ
ラフである。
【図４】ビートファイバーの可溶化液の[Water]画分と[MeOH/H2O]画分についての質量分
析結果を示すグラフである。

20

【発明を実施するための形態】
【００２０】
ビート搾汁残渣、みかんやリンゴ搾汁残渣など食品工場由来の様々なペクチン含有原料
があるが、その中でも砂糖の製造原料であるビートはL‑アラビノース含量で12〜20wt%と
他の残渣より大量のアラビナンを含有する。ビート根部から砂糖を抽出した残渣を洗浄・
脱水した後に乾燥し、粉砕・篩分したものがビートファイバーである。ビートファイバー
は天然の各種食物繊維製品のなかでも80％程度の高い繊維含有率を示す。
【００２１】
本発明においては、フェルラ酸結合型アラビノオリゴ糖、フェルラ酸結合型ガラクトオ
リゴ糖等のフェルラ酸結合型糖質の製造に植物細胞壁由来のペクチン含有原料を使用し、
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ペクチン含有原料に水熱処理を施すことを特徴とする。本実施形態においてはペクチン含
有原料としてビートファイバー微粉末(粒度100メッシュ通過物)を原料として選択したが
、ペクチン含有原料としては、ビートファイバー以外の適宜原料を使用することができる
。
【００２２】
なお、ビートファイバーはペクチン含有原料のうちでL‑アラビノースの含有量が特異的
に高いので、アラビノオリゴ糖の製造原料として有効に利用できる。一般に植物原料に水
熱処理を施す場合には、裁断、粉砕（微粉砕）、水との混合・分散といった前処理工程を
経る。特に連続式装置を用いる場合には、均質で滑らかなスラリー状原料を調製する必要
があるが、食物原料を単純に粉砕したものは繊維質で水への分散性が悪く不均質であるた
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め、解決すべき技術的課題のひとつとされていた。今回我々は、ビートファイバーを用い
ると、水と混ぜるだけで均質で滑らかなスラリー状原料を高濃度条件に簡単に調整できる
という利点を見出した。ビートファイバーは、衛生的な環境下で乾燥、粉砕、分級といっ
た二次加工がされており均質で安定した原料が確保できること、加工品として一般に流通
しており、加工原料でありながら安価に入手できるという利点もある。
【００２３】
実施例では、ビートファイバー3.89gと蒸留水35gを50mlのステンレス製水熱反応管（反
応管、ともいう）管内圧力が0.1MPaになるよう窒素ガスごと封入し、反応管を160〜190℃
に加熱したソルトバスに浸漬し、所定の反応時間を与えて水熱反応を行い、反応後は冷水
に浸漬して反応を停止した。

50

(6)

JP 2012‑187099 A 2012.10.4

【００２４】
水熱反応によりフェルラ酸結合型アラビノオリゴ糖と、フェルラ酸結合型ガラクトオリ
ゴ糖が遊離し、加熱温度170℃、反応時間5分とすることで、70％を越える理論収率を得る
ことができた。得られたフェルラ酸結合型オリゴ糖の持つアラビノ基、ガラクトシル基、
フェルラ酸基の含有割合は３６：１４：１を示し、極めて特徴的な糖質組成物を得ること
ができた。
【００２５】
反応管の管内圧力が0.1MPa以下になり反応温度時の飽和蒸気圧を下回ると水は急激に沸
騰し、水熱反応場が壊され、反応が停止してしまう。また、圧力を2.0MPa以上の高圧にし
てもペクチン由来のフェルラ酸結合型糖質の収率の向上には寄与しない一方で、反応装置
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に要求される耐圧仕様が上がり使用する材料やシール構造がより特殊になるほか、圧力制
御や運転管理が複雑になるというデメリットがある。
また、加熱温度160℃、加熱時間5分を下回ると、未反応部分が残り、収率の低下を生じ
る。また、加熱温度が190℃、加熱時間15分を上回ると、フェルラ酸の離脱が顕著となり
、分離されるオリゴ糖も低分子化して単糖が多く発生し、フェルラ酸結合型アラビノオリ
ゴ糖およびガラクトオリゴ糖としての収率が著しく低下する。
【００２６】
また、水熱反応管はスケールが大きくなると、反応開始までの昇温時間が長くなり、ま
た反応後の冷却効率も悪くなることから、管内での反応履歴に分布が生じ、水熱反応時の
熱履歴が制御できず収率低下を招く恐れがある。これを回避するためには連続式の水熱反
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応装置の利用が好ましい。
【実施例１】
【００２７】
以下に、本発明の実施例について具体的に説明する。
実験試料としてビートファイバー(日本甜菜製糖株式会社)を用いた。内容積50mLのSUS‑
316製反応管(耐圧硝子工業株式会社)に、ビートファイバー3.89gと蒸留水35gを仕込み、
よく混合した(原料濃度10wt%相当)。その後、ビートファイバーと蒸留水をよく馴染ませ
るため、ビートファイバーと蒸留水を収納した反応管を超音波洗浄槽(株式会社エスエヌ
ディ、US‑2)に10minかけた。
【００２８】
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次いで、反応管を密閉し、反応管内の圧力が0.1MPaになるよう窒素ガス(太陽日酸株式
会社、純度99.9％以上)を注入し、水熱処理を施した（水熱処理工程）。
水熱処理は、試料を収納した反応管を、あらかじめ所定温度に加温したソルトバス(ト
ーマス科学、セルシウス600H)に浸漬し、所定時間加熱した後、反応管を冷水に投入し反
応を停止させる方法で行った。本実験では、反応管内の温度が、あらかじめ設定した温度
の95%に達した時間を反応時間0min（反応開始時）として反応時間を設定した。
【００２９】
水熱処理により得られた生成物スラリーをガラス繊維ろ紙(ADVANTEC、GS‑25)とブフナ
ー漏斗を用いて吸引ろ過し、回収されたろ液を可溶化液とした。ろ紙上の残渣には可溶化
液が付着しているため、ろ紙上の残渣を約50℃の蒸留水500mLで洗浄し、洗浄液のBrix糖
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度が0.0％になるまで洗浄した。洗浄された残渣は105℃の定温乾燥機にて恒量になるまで
乾燥させた。そしてこの乾燥残渣を固体残渣とした。
【００３０】
水熱処理によるビートファイバーの可溶化率を以下の式より算出した。
可溶化率[wt%]＝｛１−(固体残渣の回収量[g]／ビートファイバーの仕込量[g])｝×100
【００３１】
可溶化液サンプルのpHおよびBrix糖度の測定はそれぞれ、pHメーター(HORIBA、F‑22)お
よびデジタル糖度計(ATAGO、IPR‑101)により測定した。
【００３２】
可溶化液サンプルのウロン酸濃度は3、5−ジメチルフェノール法により測定した。すな
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わち、試験管に可溶化液50μLと2%食塩水50μLを入れ、ボルテックスで撹拌後、濃硫酸80
0μLを氷冷しながら徐々に加えた。次いで、恒温水槽(EYELA、NTS‑4000)により70℃で10m
in加熱後、水中で20〜30秒冷却し室温とした。ここに0.1% 3、5−ジメチルフェノール酢
酸溶液40μLを加え、10min後に400nmと450nmの2波長の吸光度を測定した。450nmの吸光度
から400nmの吸光度の差を求め、あらかじめ求めておいた検量線よりガラクツロン酸とし
て定量した。
【００３３】
可溶化液サンプルに含まれる糖質の分析には下記の機器で構成されたHPLCシステムおよ
び分析条件を使用した。
10

[HPLCシステム]
高圧グラジェントポンプ

：LC‑20AD×2台

島津製作所

オートサンプラー

：SIL‑20ACHT

島津製作所

カラムオーブン

：CTO‑20A

島津製作所

屈折率検出器

：RID‑10A

島津製作所

[分析条件(A)]・・・グルコース、キシロース、アラビノース、ガラクトース、マンノー
ス、フルクトースの定量用
分離カラム：BioRad製、Aminex

HPX‑87P(7.8mm×300mm)

ガードカラム付属

カラム温度：85℃
移動相

：超純水

流量

：0.6 mL/min
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[分析条件(B)]・・・5‑HMF、フルフラール、酢酸の定量用
分離カラム：BioRad製、Aminex

HPX‑87H(7.8mm×300mm)

ガードカラム付属

カラム温度：35℃
移動相

：0.004M‑H2SO4

流量

：0.6 mL/min

【００３４】
可溶化液サンプルに含まれる単糖の測定は、可溶化液サンプルを蒸留水でBrix糖度にし
て1%程度に希釈した後、メンブランフィルターでろ過したものを上記HPLC分析条件(A)お
よび分析条件(B)に供した。
30

【００３５】
可溶化液サンプルに含まれるオリゴ糖の測定は、可溶化液の硫酸加水分解操作により増
加した単糖量を積算しオリゴ糖とした。すなわち、可溶化液サンプル2mLをネジ口試験管(
15mL容)にとり、4N‑H2SO4溶液2mLを加え密閉後、沸騰水浴中で3時間煮沸した。これを冷
却後、50mL遠心管に内容物を蒸留水10mLで洗いながら移した。そして水酸化バリウムの飽
和水溶液を用いてpH5.5になるよう中和をおこなった。pH値はpHメーター(HORIBA、F‑23)
で確認した。析出した硫酸バリウムの沈殿を12000rpm、10minの遠心分離によって固体と
上清に分離した。上清は50mL容メスフラスコに全量回収し、蒸留水を加えてメスアップし
た。得られた溶液をメンブランフィルターでろ過し、前記HPLC分析条件(A)および分析条
件(B)に供した。
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【００３６】
可溶化液サンプルに含まれるフェルラ酸の分析には下記の機器で構成されたHPLCシステ
ムおよび分析条件を使用した。
[HPLCシステム]
高圧グラジェントポンプ

：LC‑20AD×2台

島津製作所

オートサンプラー

：SIL‑20ACHT

島津製作所

カラムオーブン

：CTO‑20A

島津製作所

UV検出器

：SPD‑20A

島津製作所

[分析条件(C)]・・・ 遊離型フェルラ酸、糖結合型フェルラ酸の定量用
分離カラム：GLサイエンス
ODS‑3(4.6×250mm)

Inertsil
50

(8)

JP 2012‑187099 A 2012.10.4

カラム温度：40 ℃
移動相

：A液；50mＭ酢酸緩衝液(pH4.0)

溶出条件

：B液5% → 50％（0min → 30min、リニアグラジェント）

B液；アセトニトリル

流量

：1.0 mL/min

検出波長

：320nm

【００３７】
可溶化液サンプルに含まれる遊離型フェルラ酸の測定は、可溶化液サンプル1mLをエッ
ペンチューブにとり、12000rpm、10minの遠心分離によって沈殿物と上清に分離した。こ
の上清をメンブランフィルターでろ過し、HPLC分析条件(C)に供した。
【００３８】

10

可溶化液サンプルに含まれる糖結合型フェルラ酸の測定は、可溶化液を2N‑NaOHを用い
て加水分解し、増加したフェルラ酸量を糖結合型フェルラ酸とした。すなわち、可溶化液
サンプル1mLをエッペンチューブにとり、12000rpm、10minの遠心分離によって沈殿物と上
清に分離した。この上清を300μL取り、2N‑NaOH水溶液150μLを加えて65℃の水浴中で60m
in加水分解した。冷却後、2N‑HCl 150μLを加え中和した溶液をメンブランフィルターで
ろ過し、前記HPLC分析条件(C)に供した。
【００３９】
【表１】
20
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【００４０】
水熱処理の処理条件を変えたときのビートファイバーの可溶化率と可溶化液サンプルの
Brix糖度、pH、全糖濃度、ウロン酸濃度の値を表１に示した。

40

ここで、全糖濃度の値はHPLC分析により求められた単糖濃度およびオリゴ糖濃度の積算
値である。検討した水熱処理条件の範囲において、ビートファイバーの可溶化率は反応温
度の上昇、反応時間の経過に対し大きな変化を示さなかった。可溶化率は54〜59wt％でほ
ぼ一定の値をとり、反応時間が経過しても60wt％以上の可溶化はみられなかった。
【００４１】
一般的なビートファイバーの成分組成は、ペクチンおよびヘミセルロースで約55％を占
めており、セルロース23％、リグニン3%、残りがタンパク質や脂質や灰分である。温度20
0℃以下の水熱処理条件において、セルロースやリグニンは分解し難いことから、主にペ
クチン質とヘミセルロース成分が可溶化していると推定された。また、本実施例において
ウロン酸濃度はペクチンの主鎖に含まれるガラクツロン酸の挙動を反映し、全糖濃度は主
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にペクチンの側鎖に含まれる中性糖の挙動を反映している。表1より、ウロン酸濃度およ
び全糖濃度はともに170℃、5minで最大値を示し、反応温度の上昇、反応時間の経過に伴
い大きく減少した。
【００４２】
ビートファイバーの水熱処理により得られた可溶化液中に含まれるオリゴ糖およびフェ
ルラ酸濃度を図１に示した。全糖濃度は反応温度160℃では反応時間の経過に伴い増加し
、170℃以上では反応時間の経過に伴い減少する傾向を示した。全糖濃度は170℃、5minで
最大値28 g/Lを示し、180℃、5minにおいても27 g/Lと高い値を示した。
【００４３】
単糖およびオリゴ糖の割合に着目すると、オリゴ糖濃度は170℃、5minで最大値の22 g/
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Lであった。また、180℃、5minでの単糖濃度は170℃、5minの2倍近い値を示していたこと
から、生成したオリゴ糖の低分子化が進行していることが示された。
【００４４】
一方、可溶化液中に含まれるフェルラ酸は、その大部分が糖結合型フェルラ酸であるこ
とが分かった。フェルラ酸濃度の変化に着目した場合、遊離フェルラ酸の変化は単糖濃度
の挙動と、糖結合型フェルラ酸の変化はオリゴ糖の挙動とそれぞれよく一致することが分
かった。糖結合型フェルラ酸の最大値は、オリゴ糖と同じ170℃、5minにおいて0.5g/Lで
あった。すなわち、この糖結合型フェルラ酸はオリゴ糖に結合した状態でビートファイバ
ーから可溶化していることが分かる。
【００４５】
【表２】
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【００４６】
ビートファイバーの水熱処理により得られたオリゴ糖およびフェルラ酸の収率を表２に
示した。ここで表２中の数値は、ビートファイバーの乾燥質量を基準とした収率である。
可溶化液に含まれる単糖およびオリゴ糖の構成糖はアラビノース（Ara）を主成分とし、
次いでガラクトース（Gal）であった。その他に、グルコース、キシロース、フルクトー
ス等が微量含まれていた。すなわち、ビートファイバーの水熱処理により得られるオリゴ
糖の主要成分はアラビノオリゴ糖ならびにガラクトオリゴ糖であることが分かった。この
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アラビノオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖の収率は共に170℃、5minで最大値を示す。
【００４７】
アラビノオリゴ糖およびガラクトオリゴ糖は、ペクチンの主鎖であるラムノガラクツロ
ナン部位の側鎖に主に存在している毛状領域と呼ばれるアラビナン側鎖およびガラクタン
側鎖に由来すると考えられる。ビートファイバー中のアラビノース含量は約20wt%、ガラ
クトース含量は約5wt%と報告されており、本実施例により得られたアラビノオリゴ糖およ
びガラクトオリゴ糖の収率は、理論最大収率の70％から100％に近くに達することが分か
った。
【００４８】
また、ビートファイバー中のフェルラ酸（FA）は、同様にペクチン質の毛状領域のアラ
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ビナン側鎖およびガラクタン側鎖の末端に結合していることが知られており、その含有量
は1wt%未満と報告されている。本手法で得られた糖結合型フェルラ酸の最大収率は0.5 wt
％であり、その回収率は50％以上に達することが分かった。
【００４９】
表２に示した結果より、全糖収率の高かった170℃、5minおよび180℃、5minにおいて得
られたアラビノオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、糖結合型フェルラ酸の収率から、アラビノ
ース残基、ガラクトース残基、フェルラ酸基の含有割合（モル比）を計算すると、それぞ
れ、３６：１４：１、および１９：１３：１という値を示し、極めて特徴的な糖質組成物
が得られていることが分かる。
【００５０】
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上述した実験結果は、フェルラ酸結合型オリゴ糖を効率的に得る方法として水熱処理が
有効であることを示しており、フェルラ酸結合型オリゴ糖の収率について着目すると、水
熱処理における処理条件として、加熱温度160〜180℃、加熱時間5〜15分の温度履歴範囲
が好適に利用できる範囲であり、さらに好適には加熱温度160〜170℃、加熱時間5〜10分
の温度履歴範囲であるということができる。いずれの場合も加熱温度、加熱時間によって
フェルラ酸結合型オリゴ糖の収率が大きく変動するから、一定の収率を維持するには、水
熱処理における処理条件をできるだけ高精度に制御することが必要である。
【実施例２】
【００５１】
上述した実施例は、反応管に試料を収納し、バッチ式により水熱処理を施す方法による
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ものである。この水熱処理は、連続式の水熱処理装置を使用することにより連続処理とし
て行うことができる。以下では、連続式の反応装置を用いてビートファイバーを水熱処理
した結果について説明する。連続式の水熱処理を施す反応装置は、昇温部、反応部、冷却
部を連続的な配管構成とし、昇温部の投入端からスラリーポンプにより原料スラリーを供
給し、昇温部、反応部、冷却部の順に原料スラリーを通過させ、冷却部から製品スラリー
を排出する構成としたものである。
【００５２】
本実施形態においては、反応部の温度を最適条件である170℃とし、昇温部の通過時間
４〜６分、反応部の通過時間７〜１２分、冷却部の通過時間４〜６分、原料スラリーの処
理流量260〜470g/minとして処理を行った。
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図２に、バッチ式処理と連続式処理の場合における、ビートファイバーの可溶化率と可
溶液のBrix濃度、pHを測定した結果を示す。いずれも、反応温度を170℃に設定し、水熱
処理時間を変えて測定した結果である。バッチ式処理ではビートファイバー濃度を10wt%
とした原料スラリーを使用し、連続式処理ではビートファイバー濃度を12wt%とした原料
スラリーを使用した。
バッチ式処理の場合も連続式処理の場合も、可溶化率については反応時間を変えた場合
もほぼ同様の可溶化率となるという同様の傾向を示している。
【００５３】
図３は、水熱処理によって得られた可溶化液の単糖、オリゴ糖、ウロン酸の濃度を示す
。それぞれの棒グラフの最下段が単糖、中段がオリゴ糖、最上段がウロン酸の濃度である
。バッチ式にくらべて連続式処理による場合に濃度が増加しているのは、連続式処理では
、バッチ式処理よりもビートファイバー濃度の高い原料スラリーを使用したためである。
【００５４】

40

(11)

JP 2012‑187099 A 2012.10.4

【表３】

10

20
【００５５】
表３に、バッチ式処理の場合と連続式処理の場合における、オリゴ糖とフェルラ酸の収
率を示す。オリゴ糖の収率が良い、連続式の170℃、7分の結果と、バッチ式の170℃、8分
の結果を比較すると、ほぼ同等の結果が得られている。
また、表３は、連続式処理による場合もバッチ式処理による場合と同様に、可溶化液に
含まれるオリゴ糖の構成糖はアラビノースを主成分とし、ガラクトースを次成分とするこ
と、糖結合型のフェルラ酸基が得られることを示している。すなわち、連続式処理の場合
もバッチ式処理による場合と同様に、ビートファイバーを原料としてフェルラ酸結合型オ
リゴ糖を得ることができる。
【実施例３】
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【００５６】
ビートファイバーに水熱処理を施して得られるオリゴ糖がフェルラ酸結合型オリゴ糖で
あることを確かめるため、ビートファイバー可溶化液からフェルラ酸結合型アラビノオリ
ゴ糖を分離して分析する実験を行った。
まず、実施例２で得られたビートファイバー可溶化液（40ml）に合成吸着材（40ml：オ
ルガノ、XAD2）を投入し、60℃、１時間撹拌し、可溶化液成分を吸着材に吸着させた。
可溶化液成分を吸着させた吸着材を、はじめにMFろ過（洗浄なし）により非吸着画分を
分離し、次いで、水による溶出操作を行って[Water]画分を分離し、次いで、メチルアル
コールと水の混合液による溶出ろ過により[MeOH/H2O]画分を分離し、最後にメチルアルコ
ールによる溶出操作を行って[MeOH]画分を分離した。
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【００５７】
ろ過装置には、容量300mlの円筒容器（径47ｍｍ）の下部に、孔径0.45μｍのMFフィル
ターを備えたものを使用した。水の溶出操作では、ろ過容器に水を200ml供給し、20分間
撹拌しながらMFろ過、さらに約200mLの水で溶出して[Water]画分（約400ml）を分離した
。メチルアルコールと水の混合液による溶出ろ過操作では、メチルアルコールと水の１：
１で混合溶液を200ml供給し、20分間撹拌しながらMFろ過、さらに約200mLのメチルアルコ
ール/水混液で溶出して[MeOH/H2O]画分（約400ml）を分離した。メチルアルコールによる
溶出操作は、メチルアルコールを200ml供給し20分間撹拌しながらMFろ過、さらに約200mL
のメチルアルコールで溶出して[MeOH]画分（約400ml）を分離した。
【００５８】
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図４は、上記方法によって得られた[Water]画分と[MeOH/H2O]画分について、質量分析
した結果を示す。分析には下記の装置を使用した。
測定装置：AXIMA‑CFR Plus

島津製作所

Matrix溶液：DHBA
測定モード：reflectron,positive
レーザ強度：90
図４の[Water]画分のグラフでは、アラビノオリゴ糖（DP5‑DP11)由来の規則的な分子量
ピークが見られ、[MeOH/H2O]画分のグラフでは、アラビノオリゴ糖（DP5‑DP11)にフェル
ラ酸基（ΔM＝176）が結合した規則的な分子量ピークが見られる。
【００５９】
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[Water]画分では、水に溶解するアラビノオリゴ糖が溶出されるのに対し、フェルラ酸
基が結合したアラビノオリゴ糖は疎水性であることから、[Water]画分では溶出されず、[
MeOH/H2O]画分ではじめて溶出され、[MeOH/H2O]画分のグラフであらわれたものである。
この分析結果から、ビートファイバーに水熱処理を施して得られるオリゴ糖がフェルラ酸
結合型オリゴ糖であることが確かめられた。
【００６０】
前述したように、フェルラ酸結合型アラビノオリゴ糖およびフェルラ酸結合型ガラクト
オリゴ糖は、機能性食品成分として有望であると考えられている。本発明方法は、フェル
ラ酸結合型アラビノオリゴ糖およびフェルラ酸結合型ガラクトオリゴ糖を製造する方法と
して有効に活用することが可能であり、これらのオリゴ糖を機能性食品成分として産業的
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に製造する有効な方法として利用することが可能である。
また、上述したように、本発明方法によれば、水熱処理の反応条件を的確に制御するこ
とにより、フェルラ酸基を含有する割合の異なるオリゴ糖を生成することが可能である。
【００６１】
上記の水熱処理工程により生成されたフェルラ酸基を有するオリゴ糖は、一般的な固液
分離操作に加えて、膜分離、吸着分離、イオン交換分離、クロマト分離、濃縮などの物理
化学的処理や、酵素や微生物を用いた生物化学的処理、有機溶剤や無機塩など化学薬品を
用いた抽出あるいは析出など化学的処理や、その他の公知の方法を単独あるいは組わせた
分離精製工程を経ることによって不純物が除去され、高純度のフェルラ酸基を有するアラ
ビノオリゴ糖およびフェルラ酸基を有するガラクトオリゴ糖が得られる。
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【００６２】
上記実施例は、ペクチン含有原料としてビートファイバーを使用した例であるが、ペク
チン含有原料としては、ビート搾汁残渣、みかんやリンゴ搾汁残渣など種々の植物細胞壁
由来の材料を使用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
本発明により、従来得られなかったフェルラ酸結合型アラビノオリゴ糖、ガラクトオリ
ゴ糖を工業スケールで生産することが可能となり、食品残差の有効利用、バイオマス利用
、機能性食品、食品機能研究などの各産業分野に利用される。
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【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】
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