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(57)【要約】
【課題】

バイオマス原料の硫酸処理後に、硫酸水溶液中の多糖あるいはオリゴ糖を効率

よく硫酸水溶液から分離・回収できる技術を提供すること。
【解決手段】

バイオマス原料の硫酸処理後に溶出した多糖あるいはオリゴ糖を、硫酸水

溶液中における多糖あるいはオリゴ糖との結合活性を有する不溶性素材を用いて、硫酸水
溶液と分離することを特徴とする、バイオマスの糖化・回収方法、鉱物の酸処理工程を経
て調製された無機物を有効成分とする、多糖あるいはオリゴ糖用吸着剤、これを用いた糖
分析用または糖分取用カラム、並びにこれを用いた糖の分析または分取方法を提供する。
【選択図】

なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
バイオマス原料の硫酸処理後に溶出した多糖あるいはオリゴ糖を、硫酸水溶液中におけ
る多糖あるいはオリゴ糖との結合活性を有する不溶性素材を用いて、硫酸水溶液と分離す
ることを特徴とする、バイオマスの糖化・回収方法。
【請求項２】
不溶性素材の有効成分が鉱物の酸処理工程を経て調製された無機物である、請求項１に
記載のバイオマスの糖化・回収方法。
【請求項３】
不溶性素材の有効成分が活性白土である、請求項１又は２に記載のバイオマスの糖化・
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回収方法。
【請求項４】
硫酸水溶液と分離した後、不溶性素材に結合した多糖あるいはオリゴ糖を加水分解し、
低分子オリゴ糖あるいは単糖として溶出させることを特徴とする、請求項１〜３のいずれ
か１項に記載のバイオマスの糖化・回収方法。
【請求項５】
硫酸水溶液と分離した後、不溶性素材に接触させる硫酸水溶液濃度を６４wt％以下に低
下させて、不溶性素材に対する糖の結合性を低下させることによって、不溶性素材に結合
した糖を遊離させることを特徴とする、請求項１〜３のいずれか１項に記載のバイオマス
の糖化・回収方法。

20

【請求項６】
不溶性素材がカラムに充填され、カラムクロマト法により不溶性素材と糖の結合および
硫酸水溶液と糖の分離を行うことを特徴とする、請求項１〜５のいずれか１項に記載のバ
イオマスの糖化・回収方法。
【請求項７】
不溶性素材を再使用することを特徴とする、請求項１〜６のいずれか１項に記載のバイ
オマスの糖化・回収方法。
【請求項８】
バイオマス原料がセルロースを含むことを特徴とする、請求項１〜７のいずれか１項に
記載のバイオマスの糖化・回収方法。
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【請求項９】
バイオマス原料が、稲わら、籾殻、麦わら、コーンストーバ、バガス、単子葉植物茎葉
、竹、芋、双子葉草本植物茎葉、広葉樹材、および針葉樹材からなる群から選ばれた少な
くとも１種以上であることを特徴とする、請求項１〜８のいずれか１項に記載のバイオマ
スの糖化・回収方法。
【請求項１０】
バイオマス原料が澱粉および／または砂糖を蓄積する植物体の一部または全部であるこ
とを特徴とする、請求項１〜９のいずれか１項に記載のバイオマスの糖化・回収方法。
【請求項１１】
バイオマス原料がキチンを含むことを特徴とする、請求項１〜７のいずれか１項に記載
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のバイオマスの糖化・回収方法。
【請求項１２】
鉱物の酸処理工程を経て調製された無機物を有効成分とする、多糖あるいはオリゴ糖用
吸着剤。
【請求項１３】
鉱物の酸処理工程を経て調製された無機物が活性白土である、請求項１２に記載の多糖
あるいはオリゴ糖用吸着剤。
【請求項１４】
請求項１２又は１３に記載の吸着剤を用いた、糖分析用または糖分取用カラム。
【請求項１５】
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請求項１４に記載のカラムを用いた、糖の分析または分取方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、バイオマスの硫酸糖化工程に関連するものである。セルロース、澱粉やキチ
ンなどを含む原料を硫酸加水分解した際に生成する、硫酸可溶性オリゴ糖や多糖に対して
適度な親和性をもつ不溶性素材を利用して、硫酸と糖の分離を行う。また、該不溶性素材
に吸着したオリゴ糖や多糖を希硫酸条件下で加水分解し、低分子オリゴ糖や単糖に変換し
て回収する。
【背景技術】
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【０００２】
バイオ燃料への世界的ニーズの高まりに対応して、糖質系バイオマス由来のバイオエタ
ノール製造技術開発競争が世界的規模で繰り広げられている。特に、食料資源と競合しな
いリグノセルロース系バイオマスの利用技術開発が、欧米のみならず我が国においても最
も重要なブレイクスルーとなりうると考えられている。
【０００３】
リグノセルロース系バイオマスの糖化技術開発は200年の歴史を有している。酸糖化を
中心に展開した糖化技術開発については、一時は、硫酸を用いた国産実用機の稼働に漕ぎ
着けたが、硫酸回収プロセス上の問題が顕在化し、間もなく操業停止となり、硫酸回収問
題は、「濃硫酸法の生命線」といわれてきた。もしも、糖分離・硫酸回収技術が開発され
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た場合には、これまでの硫酸糖化法の見直しが急速に加速し、実用化の可能性が飛躍的に
向上する。
【０００４】
また、馬鈴薯、甘藷、トウモロコシ、稲、ムギ、キャッサバ、サゴ等をホールプラント
として利用してエタノールを生産する際には、澱粉とセルロースを両方含む混合物からの
簡単な糖化法の開発が求められる。単数あるいは複数ステップの硫酸処理により澱粉とセ
ルロースを両方抽出し、グルコースの回収率を向上させるための技術開発がポイントとな
る。
【０００５】
また、食品産業等では、様々な多糖バイオマスを酸糖化により低分子化し、オリゴ糖ま
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たは単糖を回収する工程、特に用いる酸を効率的に回収する工程の開発が求められている
。キチン質バイオマスの低分子化に際しても、糖質の回収時に酸を希釈する必要があるた
め、酸の回収・再利用が困難となる。その他の植物、海藻、動物、微生物由来のバイオマ
ス原料からも、有用な糖質を安価に回収する技術が求められている。
【０００６】
さらに、糖質を効率的に吸着し、その相互作用の程度の差により、異なる構造の糖質の
分離、または糖質と糖質以外の物質との分離を行うための吸着剤や分析・分取方法などが
求められている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
糖加水分解後の、多糖やオリゴ糖を含む65wt%以上の濃度の硫酸溶液については、イオ
ン交換樹脂により、中性糖と硫酸の分配係数の差を利用して分離する方法が検討されてい
る。そのなかでも、疑似移動層を用いたクロマト分離装置を用いた発明が注目されている
（例えば、特許文献１、２参照）。カラムクロマトグラフィーの場合、水を溶離液として
両者を分離し、中性糖は希薄硫酸溶液とともに溶出することから、水酸化カルシウムなど
により中和し、硫酸を石膏として回収する。遅れて溶出する硫酸は、回収後に濃縮して再
利用する。しかしながら、この方法でも、高価な樹脂の劣化が起こり、製造コストに反映
されることから、現時点で実用技術にはなっていない。陰イオン交換樹脂膜や電気透析膜
を利用した分離技術についても検討されているが、糖漏れや膜の劣化等の問題が発生する
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。
【０００８】
また、硫酸を石膏や硫安等として回収した後に、硫酸を再生するための技術についても
検討されてきたが（例えば、非特許文献１参照）、有効な方法とはならなかった。石膏や
硫安が大量に生成する場合には、安定的かつ大規模な需要の確保が不可欠となる。
食品産業や糖質素材産業では、多糖の低分子化を目的として酸を使用する場合が多い。
その際の酸は回収しない場合が多く、中和工程も含めて製造コストに影響することとなる
。
【０００９】
【特許文献１】特表平１１−５０６９３４号公報
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【特許文献２】特表２００１−５１１４１８号公報
【非特許文献１】鈴木宏之著「バイオマスの科学的転換利用とエンジニアリングアプロー
チ」、武田書店、H12年発行
【課題を解決するための手段】
【００１０】
セルロースやキチンなどの結晶性多糖は65wt%以上90wt%以下、好ましくは72wt%以上85w
t%以下の硫酸水溶液と接触させることにより、結晶構造が膨潤するとともに部分的に加水
分解を受けて、硫酸水溶液中に溶出する。植物系バイオマス原料中などに存在するセルロ
ースを糖化する際には本処理が有効であり、高分子セルロースの殆どは、多糖またはオリ
ゴ糖の形で硫酸水溶液中へ溶出する。この混合物を希釈して希酸加水分解すれば、多糖や
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オリゴ糖は単糖にまで加水分解される。しかしながら、希硫酸処理後にグルコースと希硫
酸を分離することが困難であるほか、回収された希硫酸を再度、65wt%以上に濃縮する際
には相当のエネルギーを要する。
【００１１】
このような多糖の硫酸糖化を行う際の問題に対して、本発明者は、濃度の高い硫酸によ
り多糖を糖化する際には、重合度の高い状態で糖を硫酸水溶液に溶出させた後、濃度の高
い硫酸と重合度の高い糖とを、可能な限り硫酸の濃度を下げずに分離してしまうことが重
要であると考えた。大部分の硫酸と分離された重合度の高い糖は、残存する硫酸を希釈し
た後に、再度加水分解を行うことにより、低分子のオリゴ糖や単糖にまで加水分解できる
。そこで、硫酸処理後に溶解する糖質を吸着する活性をもつ不溶性素材をスクリーニング
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した結果、例えば、鉱物の硫酸処理物などが糖を吸着する現象を見出した。本発明は、こ
れらの知見に基づいて完成された。
【００１２】
すなわち、請求項１に係る本発明は、バイオマス原料の硫酸処理後に溶出した多糖ある
いはオリゴ糖を、硫酸水溶液中における多糖あるいはオリゴ糖との結合活性を有する不溶
性素材を用いて、硫酸水溶液と分離することを特徴とする、バイオマスの糖化・回収方法
である。
請求項２に係る本発明は、不溶性素材の有効成分が鉱物の酸処理工程を経て調製された
無機物である、請求項１に記載のバイオマスの糖化・回収方法である。
請求項３に係る本発明は、不溶性素材の有効成分が活性白土である、請求項１又は２に
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記載のバイオマスの糖化・回収方法である。
請求項４に係る本発明は、硫酸水溶液と分離した後、不溶性素材に結合した多糖あるい
はオリゴ糖を加水分解し、低分子オリゴ糖あるいは単糖として溶出させることを特徴とす
る、請求項１〜３のいずれか１項に記載のバイオマスの糖化・回収方法である。
請求項５に係る本発明は、硫酸水溶液と分離した後、不溶性素材に接触させる硫酸水溶
液濃度を６４wt％以下に低下させて、不溶性素材に対する糖の結合性を低下させることに
よって、不溶性素材に結合した糖を遊離させることを特徴とする、請求項１〜３のいずれ
か１項に記載のバイオマスの糖化・回収方法である。
請求項６に係る本発明は、不溶性素材がカラムに充填され、カラムクロマト法により不
溶性素材と糖の結合および硫酸水溶液と糖の分離を行うことを特徴とする、請求項１〜５
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のいずれか１項に記載のバイオマスの糖化・回収方法である。
請求項７に係る本発明は、不溶性素材を再使用することを特徴とする、請求項１〜６の
いずれか１項に記載のバイオマスの糖化・回収方法である。
請求項８に係る本発明は、バイオマス原料がセルロースを含むことを特徴とする、請求
項１〜７のいずれか１項に記載のバイオマスの糖化・回収方法である。
請求項９に係る本発明は、バイオマス原料が、稲わら、籾殻、麦わら、コーンストーバ
、バガス、単子葉植物茎葉、竹、芋、双子葉草本植物茎葉、広葉樹材、および針葉樹材か
らなる群から選ばれた少なくとも１種以上であることを特徴とする、請求項１〜８のいず
れか１項に記載のバイオマスの糖化・回収方法である。
請求項１０に係る本発明は、バイオマス原料が澱粉および／または砂糖を蓄積する植物
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体の一部または全部であることを特徴とする、請求項１〜９のいずれか１項に記載のバイ
オマスの糖化・回収方法である。
請求項１１に係る本発明は、バイオマス原料がキチンを含むことを特徴とする、請求項
１〜７のいずれか１項に記載のバイオマスの糖化・回収方法である。
請求項１２に係る本発明は、鉱物の酸処理工程を経て調製された無機物を有効成分とす
る、多糖あるいはオリゴ糖用吸着剤である。
請求項１３に係る本発明は、鉱物の酸処理工程を経て調製された無機物が活性白土であ
る、請求項１２に記載の多糖あるいはオリゴ糖用吸着剤である。
請求項１４に係る本発明は、請求項１２又は１３に記載の吸着剤を用いた、糖分析用ま
たは糖分取用カラムである。
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請求項１５に係る本発明は、請求項１４に記載のカラムを用いた、糖の分析または分取
方法である。
【発明の効果】
【００１３】
本発明によれば、バイオマス原料の硫酸処理後における糖質及び硫酸の効率的な回収技
術を提供することが可能となる。
また、ヘミセルロース、非晶性セルロース、澱粉等のように64wt%以下の希硫酸処理に
よって加水分解することにより低分子オリゴ糖や単糖となる糖質と65wt%以上の濃度の硫
酸処理によって膨潤・溶解する結晶性セルロースの両方を含むバイオマス原料を用いる場
合は、例えば、先に希硫酸処理によって前者を低分子化させた後に、結晶性セルロースを
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含む画分を不溶物として分離し、この不溶物に対して65wt%以上の濃度の硫酸で処理を行
い、本発明の方法を用いて糖液および硫酸を分離・回収することにより、低分子オリゴ糖
や単糖を得るための効率的工程を構築することができる。
さらに本発明によれば、植物系バイオマス原料の他にキチンを含むバイオマス原料にも
適用可能であり、N‑アセチルグルコサミンやグルコサミン塩などの有用物質を効率よく回
収することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
以下に本発明を詳細に説明する。
本発明は、バイオマス原料の硫酸処理後に溶出した多糖あるいはオリゴ糖を、硫酸水溶
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液中における多糖あるいはオリゴ糖との結合活性を有する不溶性素材を用いて、硫酸水溶
液と分離することを特徴とする、バイオマスの糖化・回収方法を提供する。
本発明は、現在、主流となっている、糖を早く、硫酸を遅く溶出させるクロマトグラフ
ィー技術とは逆に、硫酸存在下で糖を吸着させる不溶性素材を用いて糖と硫酸を分離する
という、全く新規な発明に基づいている。
【００１５】
本発明におけるバイオマス原料とは、再生可能な、生物由来の有機性資源のうち化石資
源を除いたものである。植物、動物や微生物由来のバイオマス原料として、農作物、樹木
、雑草等の高等植物、海藻類、動物や微生物のほか、産業上の目的等により、それらに対
して分離処理、混合処理、物理学的、化学的または生物学的処理等を施した資源が挙げら
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れる。例えば、植物としてのダイズ、その一部分である大豆（種子）、ダイズの茎葉や根
、大豆をゆでて圧搾して絞った豆乳、絞りかすのオカラはいずれもバイオマス原料である
。
【００１６】
本発明におけるバイオマス原料としては、セルロースを含むものが好適に用いられ、例
えば稲、稲わら、籾殻、麦、麦わら、トウモロコシ、コーンストーバ、バガス、その他の
単子葉植物茎葉、竹、芋、豆、サゴヤシ、双子葉草本植物茎葉、広葉樹材、針葉樹材、キ
ャッサバ絞りかす、製紙スラッジ、濾紙粉末セルロースなどが挙げられる。セルロース及
び澱粉を両方蓄積するバイオマス原料としては、例えば稲、芋、トウモロコシ、豆、サゴ
ヤシ、麦等が挙げられる。セルロース及び砂糖を両方蓄積するバイオマス原料としては、
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例えばサトウキビ、ビート、ソルガム等が挙げられる。これら植物系バイオマス原料は、
植物体の全部を用いても、種子、茎、葉、根など一部のみを用いても良い。
また、本発明におけるバイオマス原料としてはキチンを含むものも好適に用いられ、例
えばエビ殻、カニ殻などが挙げられる。
なお、これらバイオマス原料は、１種類を単独で、あるいは２種類以上を組み合わせて
用いることができる。
【００１７】
バイオマス原料の多くには、構造多糖あるいは貯蔵多糖としてのセルロース、ヘミセル
ロース、キシログルカン、ペクチン、澱粉、マンナン、グルコマンナン、ガラクトマンナ
ン、キチン、キトサン、イヌリン、アルギン酸、寒天、フコイダン、ラミナリン、β‑グ
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ルカン、プルランなどの少なくとも１種類が含まれている。バイオマス原料に存在するこ
れらの多糖を加水分解して低分子のオリゴ糖や単糖に変換することによって、付加価値の
高い最終製品とすることができる。さらに、これらの低分子オリゴ糖や単糖を糖源として
微生物発酵を行ったり、化学変換したりすることにより、バイオエタノール、ポリ乳酸、
アミノ酸、キシリトールやエリスリトールなどの糖アルコール類などの、付加価値や産業
ニーズの高い有用物質を製造することができる。本発明は、このような、バイオマス原料
中に含まれる多糖の効率的な酸分解工程に関するものである。
【００１８】
本発明におけるバイオマス原料の硫酸処理条件は、バイオマス原料に含まれる多糖の殆
どが、重合度２以上のオリゴ糖または多糖の形に分解される条件であれば良く、バイオマ
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ス原料の種類や形状に応じて適宜設定することができる。ここで、硫酸処理後に溶出する
多糖またはオリゴ糖の具体例としては、セロビオース、セロトリオース、セロテトラオー
ス、セロペンタオース、セロヘキサオース、マルトース、マルトトリオース、マルトテト
ラオース、マルトペンタオース、マルトヘキサオース、ジ‑N‑アセチルキトビオース、ト
リ‑N‑アセチルキトトリオース、テトラ‑N‑アセチルキトテトラオース、ペンタ‑N‑アセチ
ルキトペンタオース、ヘキサ‑N‑アセチルキトヘキサオースなどが挙げられる。例えば、
酸性白土では、セロオリゴ糖の重合度が高いほど、不溶性素材に対する吸着性が高く、単
糖であるグルコースでは、吸着がみられなかった。この場合、不溶性素材に対して多糖ま
たはオリゴ糖を吸着させるには、吸着の前段階としての硫酸処理において不溶性多糖の液
相への遊離を促しつつ、その加水分解による低分子オリゴ糖やグルコースの遊離を最低限
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に抑えるような条件設定が有効である。
【００１９】
結晶性セルロースを例とした場合、65wt%以上90wt%以下の濃度、望ましくは72wt％以上
85wt%以下の硫酸で0℃以上100℃以下、望ましくは10℃以上40℃以下の温度で1分間から2
時間程度処理することにより、硫酸が浸入してセルロースの結晶構造が壊れ、多糖または
重合度の高いオリゴ糖が効果的に遊離する。セルロースの硫酸処理条件、特に硫酸濃度、
反応温度や反応時間については、これまでに詳細に検討されているところである（社団法
人木材資源利用合理化推進本部編、木材化学調査研究報告書（S34年発行））。
【００２０】
バイオマス原料に対する硫酸処理の際に硫酸の浸透性を向上するためには、上記硫酸処
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理に先立ち、バイオマス原料を乾燥させたり、平均粒径数十μｍから数ｃｍ程度に粉砕ま
たは細砕したりする前処理を行うことが望ましい。また、上記硫酸処理において試料の実
質的な硫酸濃度を高く保ち、硫酸の使用量を節約するためにも、乾燥させたバイオマス原
料を用いることが望ましい。
【００２１】
また、ヘミセルロース、非晶性セルロース、澱粉等のように64wt%以下の希硫酸処理に
よって加水分解することにより低分子オリゴ糖や単糖となる糖質と65wt%以上の濃度の硫
酸処理によって膨潤・溶解する結晶性セルロースの両方を含むバイオマス原料を用いる場
合は、予め希硫酸処理を行って前者を低分子化させ、さらに結晶性セルロースを含む画分
を不溶物として分離した後、この不溶物に対して上記した65wt%以上の濃度の硫酸処理を
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行なうことが好ましい。
【００２２】
本発明で用いる不溶性素材とは、硫酸水溶液中の多糖又はオリゴ糖との結合活性を有す
るものを指す。このようなものは、例えば、鉱物の酸処理工程を経て調製された無機物を
有効成分とするものである。
本発明における鉱物には、無機物の結晶質、有機物を含む結晶質や人工結晶も含まれ、
例えば、タルク、パイロフィライト、ゼオライト、スメクタイト、酸性白土、セピオライ
ト、パリゴルスカイト、バーミキュライト、マイカ、緑泥石、カオリナイト、ディッカイ
ト、ナクライト、ハロイサイト、蛇紋石などが挙げられる。これらは１種類を単独で、あ
るいは２種類以上を組み合わせて用いることができる。
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【００２３】
本発明における鉱物の酸処理物は、上記した鉱物を適宜、粉砕あるいは成型し、硫酸な
どの強酸（例えば72wt％の硫酸）で処理することにより、金属イオンの溶出を経て特性を
改変し、イオン交換能を付与したものである。その方法には、様々なものがあり、鉱物の
種類、原料の入手場所、粒径、酸処理条件、他の処理との併用等によって、処理後に得ら
れる鉱物の特性は大きく異なる。
これら鉱物の酸処理工程を経て調製された無機物は、強酸処理を行っているため、強酸
に対して不溶性であり、高濃度の硫酸中での安定性が比較的高く、硫酸水溶液と糖質の分
離に用いた後も、再利用が可能である。本発明の特徴の一つは、硫酸水溶液中に存在する
多糖やオリゴ糖を吸着する活性を有する不溶性素材を再利用することができることである
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。
【００２４】
例えば、活性白土は、酸性白土をはじめとするモンモリロナイトやハロイサイトなどを
強酸で処理することにより、結晶構造内の金属を部分的に溶出させるとともに、表面積を
増して吸着能や触媒能を向上させたものである。活性白土は、製造時に強酸処理を行って
いることから、高濃度の硫酸中での安定性が比較的高く、再利用が可能である。
活性白土は、石油や油脂の脱色、接触分解、脱水・乾燥剤、医薬などに用いられている
。活性白土による物質の吸着機構については、イオン交換反応以外には不明な点が多い。
非イオン性の糖質が吸着する可能性を考えた場合、層間における特異的吸着、包接などが
寄与する可能性についても推測されている。各用途に対応した活性白土の処理技術が開発
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されており、既知の技術を利用して、本発明における吸着特性を最適化することは容易に
行うことができる。
また、バッチ法以外に、分離操作の効率化を目的として、粒径の大きい鉱物を用いた硫
酸処理、焼成処理や、他の無機物または有機物との混合・重合処理などを含むような既知
の成型工程を経て、容易にビーズや膜などの形状に組み立てることが可能である。
【００２５】
本発明の不溶性素材としては、上記した鉱物を酸処理して得られた無機物を有効成分と
して含むものであれば良く、当該無機物自体をそのまま不溶性素材としても良いし、適当
な助剤や支持体を併用して吸着剤として適当な形態に加工したものであっても良い。
【００２６】
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本発明では、バイオマス原料の硫酸処理により溶出した多糖あるいはオリゴ糖を、硫酸
水溶液中に存在する多糖やオリゴ糖を結合（吸着）する活性を有する不溶性素材を用いて
、硫酸水溶液と分離する。具体的には、粉末状又は粒状の不溶性素材を硫酸水溶液中に加
えて混合する、いわゆるバッチ法により吸着操作を行うことが可能である。その他には、
バッチ法と同様の原理を活用しつつ、既知の方法を用いて、不溶性素材を充填したカラム
に糖を含む硫酸水溶液を流すことによって不溶性素材と糖の結合および硫酸水溶液と糖の
分離を行うカラムクロマト法や、不溶性素材を固定した膜に糖を含む硫酸水溶液を通過さ
せる膜分離法としたプロセスで分離することが可能である。カラムとしては、例えば、サ
ンプル添加、カラム洗浄、溶出等の操作が簡易なスピンカラムとして組み立てることが可
能である。
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【００２７】
この分離処理における温度条件は室温でよく、硫酸水溶液に対する不溶性素材の使用量
は糖の重量の10倍から1000倍量、好ましくは20から50倍程度とすることが好ましい。
バッチ法による分離処理の具体例としては、糖を含む硫酸水溶液中に粉末状又は粒状の
不溶性素材を加えて混合し、室温下で15分間以上静置して糖を不溶性素材に結合させ、こ
れを固液分離して糖が吸着した不溶性素材を回収する方法が挙げられる。ここで固液分離
法としては、遠心分離法、濾過法などの既知の方法が挙げられる。
【００２８】
本発明では、このようにして糖を不溶性素材に吸着させて分離した後、適当な方法によ
り不溶性素材から糖を遊離させて回収する。
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例えば、セロオリゴ糖の活性白土に対する結合性は、重合度が上昇するほど大きく、ま
た、硫酸存在下で大きい。つまり、オリゴ糖の重合度を下げるような加水分解処理を行う
か、結合を強くする硫酸濃度を下げることなどにより、不溶性素材からの低分子オリゴ糖
または単糖の遊離が可能となる。
【００２９】
本発明において、不溶性素材に結合した糖の重合度を下げる方法としては、具体的には
、不溶性素材ごと、つまり硫酸水溶液と不溶性素材の共存下で希酸加水分解を行なった後
、固液分離操作によって液層に遊離した低分子オリゴ糖や単糖を回収するというプロセス
が例として挙げられる。ここで、糖の重合度は６糖以下に下げるのが好ましく、単糖にま
で下げるのが特に好ましい。
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糖が結合した活性白土などの不溶性素材を希硫酸中に置き、加熱して希酸加水分解を行
うことにより、結合性の低い低分子オリゴ糖や単糖が遊離する。希酸加水分解処理の条件
は、例えば0.5wt%以上64wt％以下、好ましくは0.5wt％以上15wt％以下の硫酸存在下で、4
0℃以上250℃以下、好ましくは90℃以上200℃以下で1分間以上とすることができる。
この加水分解法については、不溶性素材に対して希硫酸を加えることにより希硫酸に置
換する方法以外にも、水を加えて不溶性素材中に残存硫酸を発熱させる方法、熱水を加え
て加水分解を行う方法などの様々な方法で行うことができる。
【００３０】
本発明において、不溶性素材に接触させる硫酸水溶液濃度を下げる方法としては、具体
的には、遠心分離などの固液分離操作により不溶性素材を硫酸水溶液から分離した後、水
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や低濃度の酸水溶液を加えることによって、残存する硫酸を希釈あるいは置換することが
例示できる。ここで、硫酸濃度は64wt％以下に下げるのが好ましく、10wt％以下に下げる
のが特に好ましい。
【００３１】
低分子オリゴ糖や単糖は活性白土に対する結合性が低いことから、容易に不溶性素材と
解離して希硫酸溶液の方に遊離する。グルコースの溶解した希酸水溶液は、酸濃度が低い
ことから、水酸化カルシウム等のアルカリを用いて中和し、適宜、糖液の濃縮を行うこと
により、発酵工程等に供することができる。水酸化カルシウムを用いて中和した際に生じ
る硫酸カルシウムは石膏として用いることが可能となる。
【００３２】
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以上に説明した本発明の方法は、植物系バイオマス原料の硫酸処理を、ヘミセルロース
分離・回収のための希硫酸前処理と、その不溶性残渣に対する65wt%以上の硫酸によるセ
ルロース由来糖質の溶出のための処理とを含むような、二段階処理とする場合にも、二段
階目で溶出した糖質を回収するために有効である。一段階目に溶出する五炭糖を中心とし
た糖質は、単糖にまで分解されやすいことから、五炭糖のみを先に別画分として回収して
おくことは、全体の糖収率増加、薬液の節約という観点からも重要である。
【００３３】
また、本発明は、植物体に含まれる複数種類の多糖類を効率的に回収・糖化する際の基
盤技術として有用性が高い。例えば、稲全体のような、澱粉とセルロースの両方を含むバ
イオマス原料については、二段階酸糖化工程により双方由来の糖を回収することが可能と
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なる。
【００３４】
本発明は、植物系バイオマスの糖化目的以外にも、食品産業等における有用物質生産の
ために活用することができる。例えば、カニ殻、エビ殻等のキチンを含むバイオマス原料
等に存在するキチンを低分子化して、低級オリゴ糖や単糖を回収する際に本技術を用いる
ことにより、薬液の再利用が容易になる。単糖のN‑アセチルグルコサミンやグルコサミン
塩は、機能性糖質として注目されている。
【００３５】
本発明はまた、多糖あるいはオリゴ糖用吸着剤も提供する。この吸着剤は、前記した不
溶性素材からなり、鉱物の酸処理工程を経て調製された無機物、好ましくは活性白土を有
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効成分とするものである。ここでいう鉱物の酸処理工程を経て調製された無機物、活性白
土および不溶性素材については、以上で説明した通りであり、不溶性素材としては、上記
した鉱物を酸処理して得られた無機物を有効成分として含むものであれば良く、当該無機
物自体をそのまま不溶性素材としても良いし、適当な助剤や支持体を併用して吸着剤とし
て適当な形態に加工したものであっても良い。
本発明の吸着剤は、スピンカラムなどといった適当なカラムに充填してカラムクロマト
法による糖の分取や分析などの用途に用いることができる。このとき、当該カラムに用い
る本発明の吸着剤の形態は特に限定されない。また当該カラムには、本発明の不溶性素材
以外にも、同様の目的で通常用いられる他の吸着剤も適宜併用することができる。
【００３６】
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不溶性素材と硫酸中の溶質との相互作用が弱い場合には、溶質を不溶性素材に対して接
触させた後に、水、希硫酸や塩溶液などの移動相をカラムに流すことにより、相互作用の
差を利用して溶質と硫酸とを分離することが可能となる。また、その溶質と不溶性素材と
の相互作用の差により、溶質を形成する複数の糖を効率的に分離することが可能となる。
本発明では、糖質と相互作用（結合）する性質を有する、鉱物の酸処理工程を経て調製
された無機物を有効成分とする、多糖あるいはオリゴ糖用吸着剤を用いることにより、糖
質の分離が可能となることを見出した。また、本発明の吸着剤は、糖質の大量分取・回収
レベルのみならず、分析レベルでも活用することが可能となる。
【００３７】
例えば、活性白土に対しては、セロオリゴ糖の重合度が増加して４以上になると、硫酸
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非存在下でも吸着性が上がり、重合度４よりも５の方が高い吸着性を示す。例えば、希硫
酸を移動相として、硫酸濃度を64wt％程度から0wt％程度まで変化させることによって、
始めは不溶性素材との親和性が低い低分子の糖が溶出し、次第に親和性の高い高分子の糖
が溶出してくる。また、同じ重合度のグルコース重合物でも、マルトペンタオースとセロ
ペンタオースのような構造異性体については、その吸着挙動が異なる。このように、重合
度や構造により相互作用が異なることから、本発明のカラムを用いた糖質分離が可能とな
る。
なお、糖と糖の分離以外にも、糖と他の物質との分離についても、それぞれの相互作用
特性に応じた分離技術の開発が可能となる。これまで、酸処理した無機物を有効成分とし
た糖質の分析・分取技術は開発されていない。
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【００３８】
本発明の吸着剤を用いたカラムにより糖の分析・分取を行う際の移動相は、糖と不溶性
素材に対する相互作用を維持する、あるいは弱める作用を有する液体が用いられる。例え
ば、水、希硫酸、濃硫酸などの酸溶液、アルカリ溶液、塩溶液、メタノールなどの親水性
有機溶媒などやそれらの少なくとも二種類以上から構成される混合物が挙げられる。
公知のクロマト分離技術にならい、目的物の分離・分取条件が最適化するように、相互作
用を制御することができる。
また、本発明の糖の分析または分取方法を実施する際の条件は、糖溶液濃度や、用いる
移動相、併用する他の吸着剤の種類、混合割合などにより適宜設計することができる。
温度条件も特に限定されないが、糖が分解されない程度の条件とすることが望ましく、
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65wt％以上98wt％以下の濃度の濃硫酸を移動相とする場合には、0℃以上100℃以下で行う
のが好ましい。また、64wt％以下の希硫酸を移動相とする場合には、100℃以下とするの
が好ましい。
【実施例】
【００３９】
実施例１
風乾重量で60 mgのパリゴルスカイト粉末の入った1.5 ml容プラスチックチューブを用
意し、72wt%の硫酸を1 ml加えてボルテックスミキサーにより撹拌後、室温で16時間静置
した。得られた不溶物を1 mlの水で6回洗浄し、ヒートブロック上で乾燥させた後、これ
に対して、セロビオースまたはセロペンタオースを72wt%の硫酸に溶かして糖濃度を0.5%(
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w/v)とした糖液を400 μl加えて、室温でボルテックスミキサーにより撹拌した。これを
室温で15分間静置した後、遠心分離により固液分離し、上澄の液層を12.5 μl取り87.5
μlの純水と混合した。コントロールとして、硫酸処理パリゴルスカイトと混合する前の
糖液12.5 μlを用いて同様に試料を調製した。これをヒートブロック上、100℃で120分間
処理し、室温に戻した後に、1 N水酸化ナトリウム水溶液を297 μl加えて中和し、グルコ
ースC‑IIテストワコー（和光純薬工業株式会社）を用いて遊離グルコース量を定量して吸
着の評価を行った。吸着率は、双方の遊離グルコース量から、コントロールとした試料中
の生成グルコース量を100%として計算した。その結果、セロビオースまたはセロペンタオ
ースの硫酸処理パリゴルスカイトに対する吸着量は、グルコース換算でそれぞれ12%、38%
であった。
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【００４０】
実施例２
風乾重量で60 mgの活性白土粉末の入った1.5 ml容プラスチックチューブを用意し、72w
t%の硫酸または水に対してグルコース、セロビオース、セロトリオース、セロテトラオー
スまたはセロペンタオースを溶かして糖濃度を0.5%(w/v)とした液を400 μl加えて、室温
でボルテックスミキサーにより撹拌した。これを室温で15分間静置した後、遠心分離によ
り固液分離し、上澄の液層を12.5 μl取り87.5 μlの純水と混合した。コントロールとし
て、活性白土と混合する前の糖液12.5 μlを用いて同様に試料を調製した。これをヒート
ブロック上、100℃で120分間処理し、室温に戻した後に純水で25倍に希釈し、グルコース
C‑IIテストワコー（和光純薬工業株式会社）を用いて遊離グルコース量を定量して吸着の
評価を行った。吸着率は、双方の遊離グルコース量から、コントロールとした試料中の生
成グルコース量を100%として計算した。その結果を表１に示す。このように、活性白土に
対してオリゴ糖は吸着性を示し、重合度が高くなるに従い吸着率が高くなる傾向が見られ
た。また、水を溶媒とした場合と比較して、72wt%硫酸を溶媒とした際の方が吸着率は高
かった。
【００４１】
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【表１】
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【００４２】
実施例３
風乾重量で60 mgの活性白土粉末の入った1.5 ml容プラスチックチューブを用意し、60w
t%、48wt%または36wt%の硫酸に対してセロビオースを溶かして糖濃度を0.5%(w/v)とした
液を400 μl加えて、室温でボルテックスミキサーにより撹拌した。これを室温で15分間
静置した後、遠心分離により固液分離し、上澄の液層を12.5 μl取り87.5 μlの純水と混
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合した。コントロールとして、活性白土と混合する前の糖液12.5 μlを用いて同様に試料
を調製した。これをヒートブロック上、100℃で120分間処理し、室温に戻した後に純水で
25倍に希釈し、グルコースC‑IIテストワコー（和光純薬工業株式会社）を用いて遊離グル
コース量を定量して吸着の評価を行った。吸着率は、各試験区の遊離グルコース量から、
コントロールとした試料中の生成グルコース量を100%として計算した。その結果、60wt%
、48wt%および36wt%の硫酸濃度条件に対して、吸着率はそれぞれ45%、32%および14%であ
った。このように、活性白土に対する吸着性は、硫酸濃度の低下により弱くなる傾向が見
られた。
【００４３】
実施例４
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風乾重量で60 mgの活性白土粉末の入った1.5 ml容プラスチックチューブを用意し、72w
t%の硫酸に対してセロペンタオースを溶かして糖濃度を0.5%(w/v)とした液を400 μl加え
て、室温でボルテックスミキサーにより撹拌した。これを室温で15分間静置した後、遠心
分離により固液分離し、上澄の液層を12.5 μl取り87.5 μlの純水と混合した。コントロ
ールとして、活性白土と混合する前の糖液12.5 μlを用いて同様に試料を調製した。これ
らをヒートブロック上、100℃で120分間処理して室温に戻した後、各について1 N水酸化
ナトリウム水溶液を297 μl加えて中和した。グルコースC‑IIテストワコー（和光純薬工
業株式会社）を用いて各試料中の遊離グルコース量を定量して吸着の評価を行った。その
結果、88%の糖が活性白土に吸着した。
また、糖質が吸着された活性白土に対して、上澄の液層を可能な限りピペットで取り除
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き、72wt%硫酸400 μlで沈殿部を2回洗浄した後、9wt%硫酸を400 μl加え、ボルテックス
ミキサーを用いて活性白土を懸濁させた。これをヒートブロック上、100℃で120分間希酸
加水分解処理した後、上記と同様に遊離グルコース量を定量した結果、加えた糖の57%が
グルコースとして回収できた。
【００４４】
実施例５
風乾重量で60 mgの活性白土粉末の入った1.5 ml容プラスチックチューブを用意し、72w
t%の硫酸に対してマルトペンタオースを溶かして糖濃度を0.5%(w/v)とした液を400 μl加
えて、室温でボルテックスミキサーにより撹拌した。これを室温で15分間静置した後、遠
心分離により固液分離し、上澄の液層を12.5 μl取り87.5 μlの純水と混合した(A)。コ
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ントロールとして、活性白土と混合する前の糖液12.5 μlを用いて同様に試料を調製した
(B)。これらをヒートブロック上、100℃で120分間処理して室温に戻した後、各について1
N水酸化ナトリウム水溶液を297 μl加えて中和した。グルコースC‑IIテストワコー（和
光純薬工業株式会社）を用いて各試料中の遊離グルコース量を定量して吸着の評価を行っ
た。その結果、24%の糖が活性白土に吸着していた。
また、糖質が吸着された活性白土に対して、上澄の液層を可能な限りピペットで取り除
いた後に純水を560 μl加え、ボルテックスミキサーを用いて活性白土を懸濁させた後、
ヒートブロック上、100℃で120分間処理し、上記と同様に遊離グルコース量を定量した結
果、吸着されなかった糖の全量が希酸加水分解を受けてグルコースとして溶出した。
【００４５】
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実施例６
風乾重量で60 mgの活性白土粉末の入った1.5 ml容プラスチックチューブを用意し、72w
t%の硫酸に対してテトラ‑N‑アセチルキトテトラオースを溶かして糖濃度を0.5%(w/v)とし
た液を400 μl加えて、室温でボルテックスミキサーにより撹拌した。これを室温で15分
間静置した後、遠心分離により固液分離し、上澄の液層を12.5 μl取り87.5 μlの純水と
混合した(A)。コントロールとして、活性白土と混合する前の糖液12.5 μlを用いて同様
に試料を調製した(B)。また、遠心分離した際の沈殿部（72wt%硫酸が70 μl程度残存）に
対して、純水を560 μl加えて、ボルテックスミキサーを用いて活性白土を懸濁させた(C)
。これらをヒートブロック上、100℃で120分間処理し、室温に戻した。その後、Cは遠心
分離に供し、その上澄100 μlを別のチューブに移し替えたのち、各について1 N水酸化ナ
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トリウム水溶液を297 μl加えて中和した。これを適宜希釈し、Schales変法（Imoto & Ya
gishita, Agric. Biol. Chem., 35, 1154‑1156 (1971)）により還元糖量を定量して吸着
の評価を行った。標準物質としては、N‑アセチルグルコサミンを用いた。その結果、コン
トロールのBでは12.4 mMの還元糖が生成したのに対して、Aでは還元糖は検出されなかっ
た。また、活性白土に吸着されて、希酸加水分解処理により溶出した糖（C）は、コント
ロールBの還元糖量の76%であった。
【００４６】
実施例７
風乾重量で50.0 mgの稲わら粉末を1.5 ml容プラスチックチューブに3本量り取り、9wt%
の硫酸を1.5 ml加えて、ボルテックスミキサーにより撹拌し、ヒートブロック上で100℃
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で60分間処理した後に室温に戻した。これを遠心分離して五炭糖を主とする画分と沈殿物
に分けた。沈殿部に対して72wt%硫酸を1 ml加えて、室温でボルテックスミキサーにより
撹拌した後、60分間静置した。その後、遠心分離を行い、得られた上澄部分を回収して3
本分を混合した。
別の1.5 ml容プラスチックチューブに活性白土粉末を風乾重量で60 mg、120 mgまたは1
80 mg量り取ったものを用意し、これに回収上澄液を400 μl加えてボルテックスミキサー
により撹拌した後、室温で15分間静置した。その後、遠心分離により上澄部分を可能な限
り回収し（A）、活性白土画分（B）と分離した。A画分については、別のチューブ中で12.
5 μlを87.5 μlの純水と混合した。その際のコントロールとして、活性白土処理する前
の回収上澄液を用いて同様の処理を行った。60 mg、120 mgまたは180 mgの活性白土を含
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む沈殿画分(B)に対して、それぞれ560 μl、910 μlおよび1260 μlの純水を加え、ボル
テックスミキサーで撹拌した。A画分の希釈物とB画分の希釈物をそれぞれ、ヒートブロッ
ク上100℃で120分間処理した後に室温に戻した。それぞれの試料の遠心上澄画分に対して
、1 N水酸化ナトリウム水溶液を297 μl加えて中和し、グルコースC‑IIテストワコー（和
光純薬工業株式会社）を用いて各試料中の遊離グルコース量を定量した。その結果、活性
白土60 mg、120 mgまたは180 mgを用いることにより、それぞれ49%、74%および87%の糖質
（グルコース当量）が吸着した。また、各の活性白土画分を希酸加水分解に供することに
より、それぞれの吸着物の67%、58%および50%（コントロールの33%、43%、および44%）が
グルコースとして回収された。
【００４７】
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実施例８
風乾重量で60 mgの活性白土粉末の入った1.5 ml容プラスチックチューブを用意し、72w
t%の硫酸を70 μl加えて、室温でボルテックスミキサーにより撹拌することにより、活性
白土全体を湿らせた。これに560 μlの純水を加えて、ボルテックスミキサーにより撹拌
した後、ヒートブロック上、100℃で120分間処理し、その後室温に戻した。遠心分離によ
り沈殿部を回収し、これを72wt%硫酸400 μlで2回洗浄した。その後、72wt%の硫酸に対し
てセロペンタオースを溶かして糖濃度を0.5%(w/v)とした液を400 μl加えて、室温でボル
テックスミキサーにより撹拌した。これを室温で15分間静置した後、遠心分離により固液
分離し、上澄の液層を12.5 μl取り87.5 μlの純水と混合した。コントロールとして、活
性白土と混合する前の糖液12.5 μlを用いて同様に試料を調製した。これらをヒートブロ
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ック上、100℃で120分間処理して室温に戻した後、各について1 N水酸化ナトリウム水溶
液を297 μl加えて中和した。グルコースC‑IIテストワコー（和光純薬工業株式会社）を
用いて各試料中の遊離グルコース量を定量して吸着の評価を行った。その結果、84%の糖
が活性白土に吸着した。このように、活性白土の糖質吸着能は、希硫酸加水分解後も残存
していた。
【００４８】
実施例９
風乾重量で100 mgのポテトパルプ粉末、100 mgのバガス粉末、100 mgのビートパルプ粉
末、100 mgのキャッサバ絞りかす、100 mgの製紙スラッジ、100 mgの割り箸の粗粉砕物、
30 mgのコーンスターチまたは30 mgの濾紙粉末セルロースを乳鉢に量り取り、室温で1 ml
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の72wt%硫酸を1 ml加えて乳棒で潰しつつ、60分間、硫酸を浸透させた。これをプラスチ
ックチューブに回収し、72wt%硫酸1 ml程度で乳鉢と乳棒を洗浄した液を加えて2mlとした
。その後、遠心分離を行い、上澄液400 μlを、予め活性白土を60 mg入れた1.5 ml容プラ
スチックチューブに加えた。これをボルテックスミキサーにより撹拌した後、室温で15分
間静置し、その後、遠心分離により上澄部分を12.5 μlとり、87.5 μlの純水と混合した
。その際のコントロールとして、活性白土処理する前の回収上澄液を用いて同様の処理を
行った。これらをヒートブロック上100℃で60分間処理した後に室温に戻した。それぞれ
の試料の遠心上澄画分に対して、1 N水酸化ナトリウム水溶液を297 μl加えて中和し、グ
ルコースC‑IIテストワコー（和光純薬工業株式会社）を用いて各試料中の遊離グルコース
量を定量した。その結果、ポテトパルプ粉末、バガス粉末、ビートパルプ粉末、キャッサ
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バ絞りかす、製紙スラッジ、割り箸の粗粉砕物、コーンスターチまたは濾紙粉末セルロー
ス中のグルコース残基存在量（コントロールにおいて硫酸加水分解により生じたグルコー
ス量として定義。）に対して、それぞれの29%、34%、38%、26%、57%、25%、27%および44%
が吸着した。
【００４９】
実施例１０
72wt%硫酸に対してセロペンタオースを1.5%(w/v)になるように室温で溶解し、予め内部
ユニット中に風乾した活性白土を150 mg入れてスピンカラム様にした遠心式フィルターユ
ニット（精密ろ過親水性PTFEメンブレン装着ユニット、ウルトラフリー‑MC、0.22、日本
ミリポア株式会社）へ、その溶液の200 μlをカラム上部から添加した。それを室温で15
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分間静置し、遠心分離することにより、下部に濾液を得た。その後、活性白土カラムの上
部から72wt%硫酸を200 μl注入し、遠心分離することによりフィルターユニット下部に洗
浄液を回収するという洗浄操作を5回行った。最初の濾液と5回の洗浄液を合わせて試料A
とした。続いて、72wt%硫酸を8倍に希釈した希硫酸液200 μlで同様に5回、カラムを洗浄
し、カラム下部に回収された洗浄液をまとめて試料Bとした。次に、スピンカラムの上部
から、先の希硫酸液を200 μl 加えて、フィルターユニット全体をヒートブロック上100
℃で120分間処理した後に室温に戻した。スピンカラムの上部から、72wt%硫酸を8倍に希
釈した希硫酸液300 μlを注いでカラムを洗浄する操作を3回行い、遠心分離により得られ
た濾液を一纏めにして試料Dとした。コントロールとしては、活性白土カラムに添加する
前のセロペンタオース溶液を12.5 μlとり、87.5 μlの純水と混合し、ヒートブロック上
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100℃で60分間処理した後に室温に戻したものを用いた（試料C）。試料Cと同様にして、
試料Aも12.5 μlとり、87.5 μlの純水と混合し、ヒートブロック上100℃で60分間処理し
た後に室温に戻した。試料BおよびDについては、100 μlを取り出し、それぞれに対して1
N水酸化ナトリウム水溶液を297 μl加えて中和した。これらの試料中の遊離グルコース
量を、グルコースC‑IIテストワコー（和光純薬工業株式会社）を用いて測定した。その結
果、Cのグルコース量が15.6 μmol（理論値の86.2%）、試料A、試料B、試料Dでは、それ
ぞれ、グルコースとして2.47 μmol（理論値の13.6%）、7.12 μmol（理論値の39.3%）、
3.80 μmol（理論値の21.0%）が回収された。このように、本カラムを用いて、硫酸中の
セロペンタオースの72wt%硫酸洗浄液（試料A）への溶出を抑制し、硫酸濃度の低下（試料
B）および希硫酸による加水分解（試料D）によりトータル6割以上をグルコースとして回
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収できることを確認した。
【００５０】
実施例１１
72wt%硫酸に対してセロヘキサオースとグルコースの両方をそれぞれ1.5%(w/v)になるよ
うに室温で溶解し、予め内部ユニット中に風乾した活性白土を150 mg入れてスピンカラム
様にした遠心式フィルターユニット（精密ろ過親水性PTFEメンブレン装着ユニット、ウル
トラフリー‑MC、0.22、日本ミリポア株式会社）へ、その溶液の200 μlをカラム上部から
添加した。それを室温で15分間静置し、遠心分離することにより、下部に濾液を得た。そ
の後、活性白土カラムの上部から72wt%硫酸を200 μl注入し、遠心分離することによりフ
ィルターユニット下部に洗浄液を回収するという洗浄操作を5回行った。最初の濾液と5回
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の洗浄液を合わせて試料Aとした。次に、72wt%硫酸200μlで5回洗浄し、試料A'とした。
続いて、72wt%硫酸を8倍に希釈した希硫酸液200 μlで同様に5回、カラムを洗浄し、カラ
ム下部に回収された洗浄液をまとめて試料Bとした。次に、スピンカラムの上部から、先
の希硫酸液を200 μl 加えて、フィルターユニット全体をヒートブロック上100℃で120分
間処理した後に室温に戻した。スピンカラムの上部から、72wt%硫酸を8倍に希釈した希硫
酸液300 μlを注いでカラムを洗浄する操作を3回行い、遠心分離により得られた濾液を一
纏めにして試料Dとした。コントロールとしては、活性白土カラムに添加する前のセロヘ
キサオース／グルコース溶液を12.5 μlとり、87.5 μlの純水と混合したもの（試料C0）
、そしてC0をヒートブロック上100℃で60分間処理した後に室温に戻したものを用いた（
試料C100）。これらに対して、1 N水酸化ナトリウム水溶液を297 μl加えて中和し、遊離
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グルコース量を、グルコースC‑IIテストワコー（和光純薬工業株式会社）を用いて測定し
た。試料C0（100℃処理前の試料）中のグルコース量を、カラムにかけた元の溶液に添加
したグルコース由来のものとして、また、C100(100℃処理後の試料)中のグルコース量を
、セロヘキサオース由来のグルコースが加わった量として評価した。試料AおよびA'につ
いてはC0およびC100と同様に、また、Bは100 μlを用いて加水分解を行うことにより、同
様に二種類の糖の量を評価した。試料Dに遊離したグルコース量は、100 μlを用いて加水
分解を行い、全量がセロヘキサオース由来のものとして評価した。
【００５１】
その結果、ほぼ100%のグルコースが試料Aに溶出したのに対して、試料Aに溶出したセロ
ヘキサオースは全体の15%であった。また、試料BおよびDにおいて、添加したセロヘキサ
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オースのそれぞれ37%、20%が回収された。試料Cにおける［添加グルコース由来グルコー
ス量］/［添加セロヘキサオース由来グルコース量］は、C0/(C100‑C0)と計算して0.71、
同様に、試料A、Bにおける両者の比は、それぞれ、5.3、0.048であった（試料A'ではセロ
ヘキサオース由来のグルコースが検出できず。）。このように、本カラムを用いて、硫酸
濃度を低下させることにより、グルコースとセロヘキサオースを分離できることが示唆さ
れた。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
本発明は、多糖を含むバイオマス原料の硫酸糖化工程におけるブレイクスルーとなり、
バイオマスの効率的な糖化技術の開発に繋がるものと考えられる。
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また、キチン等の多糖類を酸糖化して低分子の有用物質を調製する際に、酸の回収・再
利用が可能となり、製造コスト低減に繋がるものと期待される。
さらに、鉱物の酸処理工程を経て調製された無機物を有効成分とする、多糖あるいはオ
リゴ糖用吸着剤の開発により、硫酸存在下・非存在下の両条件下における効率的な糖質分
析・分取方法を提供するものと期待される。
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