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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
海藻類を、
二酸化炭素の共存する水性媒体中で、
温度１０５〜２００℃、圧力０．１０〜５ＭＰａにおいて加熱処理する工程を含むこと
を特徴とする
海藻高温抽出組成物の製造方法。
【請求項２】
海藻類を分散させた水性媒体に温度２０〜４０℃、圧力０．１〜０．５ＭＰａにおいて
二酸化炭素を飽和させる工程、及び、
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温度１１０〜１３０℃において０．５〜５時間加熱処理する工程を含むことを特徴とす
る
海藻高温抽出組成物の製造方法。
【請求項３】
海藻類をｐＨ１〜１３の水性媒体中で３０〜１００℃にて加熱する前処理工程を更に含
む、請求項１又は２に記載の海藻高温抽出組成物の製造方法。
【請求項４】
可溶性成分が仕込量の４０〜１００重量％になるまで加熱処理する請求項１〜３いずれ
か１つに記載の海藻高温抽出組成物の製造方法。
【請求項５】
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加熱処理する工程の後に、固形分を分離する工程、及び、可溶性成分を濃縮又は固化す
る工程を含む請求項１〜４いずれか１つに記載の海藻高温抽出組成物の製造方法。
【請求項６】
海藻類がコンブ類、ワカメ類及びモズク類よりなる群から選ばれる請求項１〜５いずれ
か１つに記載の海藻高温抽出組成物の製造方法。
【請求項７】
該海藻高温抽出組成物がアルギン酸塩類、低分子量化アルギン酸塩類及びアルギン酸塩
オリゴ糖類よりなる群から選ばれる少なくとも１つを含む請求項１〜６いずれか１つに記
載の海藻高温抽出組成物の製造方法。
【請求項８】
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海藻中に含まれるタンパク質が低分子量化され、低分子量化タンパク質、オリゴペプチ
ド、アミノ酸等に変換される請求項１〜７いずれか１つに記載の海藻高温抽出組成物の製
造方法。
【請求項９】
加熱処理する工程の後に中和工程を含まない、請求項１〜８いずれか１つに記載の海藻
高温抽出組成物の製造方法。
【請求項１０】
加熱処理する工程の後に脱塩工程を含まない、請求項１〜９いずれか１つに記載の海藻
高温抽出組成物の製造方法。
【請求項１１】
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二酸化炭素以外の無機酸及び有機酸が共存しない水性媒体中で加熱処理する、請求項１
〜１０いずれか１つに記載の海藻高温抽出組成物の製造方法。
【請求項１２】
海藻類を、
二酸化炭素の共存する水性媒体中で、
温度５０〜２００℃、圧力が常圧〜５ＭＰａにおいて加熱処理する工程を含むことを特
徴とする
海藻熱処理組成物の製造方法。
【請求項１３】
海藻類を分散させた水性媒体に温度２０〜４０℃、圧力０．１〜０．５ＭＰａにおいて
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二酸化炭素を注入する工程、及び、
温度８０〜１８０℃において０．５〜５時間加熱処理する工程を含むことを特徴とする
海藻熱処理組成物の製造方法。
【請求項１４】
温度１０５〜１５０℃において加熱処理する請求項１２又は１３に記載の海藻熱処理組
成物の製造方法。
【請求項１５】
海藻類をｐＨ１〜１３の水性媒体中で３０〜１００℃にて加熱する前処理工程を更に含
む、請求項１４に記載の海藻熱処理組成物の製造方法。
【請求項１６】
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可溶性成分が仕込量の４０〜１００重量％になるまで加熱処理する請求項１２〜１５い
ずれか１つに記載の海藻熱処理組成物の製造方法。
【請求項１７】
加熱処理する工程の後に、濃縮する工程及び／又は固化する工程を含む請求項１２〜１
６いずれか１つに記載の海藻熱処理組成物の製造方法。
【請求項１８】
海藻類がコンブ類、ワカメ類及びモズク類よりなる群から選ばれる請求項１２〜１７い
ずれか１つに記載の海藻熱処理組成物の製造方法。
【請求項１９】
該海藻熱処理組成物がアルギン酸塩類、低分子量化アルギン酸塩類及びアルギン酸塩オ
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リゴ糖類よりなる群から選ばれる少なくとも１つを含む請求項１２〜１８いずれか１つに
記載の海藻熱処理組成物の製造方法。
【請求項２０】
海藻中に含まれるタンパク質が低分子量化され、低分子量化タンパク質、オリゴペプチ
ド、アミノ酸等に変換される請求項１２〜１９いずれか１つに記載の海藻熱処理組成物の
製造方法。
【請求項２１】
加熱処理する工程の後に中和工程を含まない、請求項１２〜２０いずれか１つに記載の
海藻熱処理組成物の製造方法。
【請求項２２】
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加熱処理する工程の後に脱塩工程を含まない、請求項１２〜２１いずれか１つに記載の
海藻熱処理組成物の製造方法。
【請求項２３】
二酸化炭素以外の無機酸及び有機酸が共存しない水性媒体中で加熱処理する、請求項１
２〜２２いずれか１つに記載の海藻熱処理組成物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、海藻類の高温抽出組成物、海藻熱処理組成物及びそれらの製造方法並びに得
られた海藻高温抽出組成物又は海藻熱処理組成物を含む製品に関する。
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【背景技術】
【０００２】
従来、食文化の発展に伴ってより風味のある美味しい食事が要望され、食材の種類が多
くなるとともに、その料理方法も多様化してきている。とくに各種料理に特徴ある風味、
旨み及びコク等の味付けのために種々な食材のエキス調味料が実用されており、昆布等の
海藻のエキス調味料が例示できる。
また、海藻のエキスはその機能性も注目されており、例えば、昆布の主要な細胞間粘質
多糖類であるアルギン酸、アルギン酸塩やその誘導体は、血圧降下作用等を有することが
知られている。また、フコイダンやその誘導体は抗ガン作用等を有すること、ラミナラン
やその誘導体は免疫力の増強作用等を有することが知られており、これらは広く研究がな
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されている。一方、多糖を加水分解して得られる少糖やオリゴ糖は、抗腫瘍作用、免疫活
性化、コレステロール低減、美白効果など種々の生理活性を有することから、特定保健用
食品、化粧品、医薬品などの素材としても注目されている。
特に、昆布に代表される海藻類は、高血圧予防または高血圧の改善に貢献する健康食品
として知られている。高血圧に対する予防効果または改善効果は、昆布等に含まれるアル
ギン酸塩やオリゴペプチド・アミノ酸等の作用であると考えられている。褐藻類である昆
布等に含有されるアミノ酸の一種であるラミニンには、一過性に血圧を下げる作用がある
ことが知られている。
【０００３】
海藻類からそのエキスを抽出する方法については、従来から種々の方法が検討されてい
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る。例えば、熱水で抽出する方法（特許文献１〜３参照）、酸性溶液で抽出する方法（特
許文献４参照）、含水有機溶媒で抽出する方法（特許文献５参照）、超音波処理で細胞破
砕して抽出する方法（特許文献６参照）等がある。
さらに抽出したエキスの濃縮物や、乾燥加工し粉末状にしてパック等に詰めて保存や輸
送を容易にすることも知られている。
しかしながら、上述した抽出法は、抽出に時間がかかり、さらに熱水抽出物等は、その
ままでは微生物などが繁殖しやすく長期間保存できないという問題点がある。また、得ら
れる抽出物の収率が低く、大量の産業廃棄物（残渣）が生じることも問題となっていた。
また、上述の抽出物では抽出物の粘度が高いことや、その乾燥物を水に溶解させると、
ヌメリ感が強く、特に調味料とした場合に問題があった。
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【０００４】
【特許文献１】特公昭５０−１１９８０号公報
【特許文献２】特開平０１−１５７３６３号公報
【特許文献３】特開平１１−１１３５２９号公報
【特許文献４】特公昭５２−４８１８４号公報
【特許文献５】特開昭６２−２９４０６８号公報
【特許文献６】特開昭５８−１４９６６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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本発明の目的は、前記従来の問題点を解決することである。本発明の課題は、より短時
間でより簡便な方法で海藻に含まれる有効成分を抽出する、海藻高温抽出組成物の製造方
法を提供することである。さらに、本発明の他の課題は抽出動作の制御が容易で、得られ
る海藻抽出組成物の収率に優れた海藻高温抽出組成物の製造方法を提供することである。
さらに、上記の製造方法により得られた海藻高温抽出組成物を調味料を含む食品全般、
化粧料及び健康食品等に応用して利用することを目的とする。
【０００６】
本発明の他の目的は、海藻類を原料として、廃棄物の少ない海藻熱処理組成物の製造方
法を提供することである。本発明の製造方法により得られた海藻熱処理組成物を使用した
、調味料、食品、健康食品を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明の上記課題は、以下の＜１＞、＜３＞〜＜５＞に記載された手段により達成され
た。好ましい実施態様である＜２＞、＜６＞〜＜１６＞と共に以下に記載する。さらに、
本発明の上記課題は以下の＜１７＞、＜１９＞、＜２０＞に記載された手段により達成さ
れた好ましい実施態様である＜１８＞、＜２１＞〜＜３２＞と共に以下に記載する。
＜１＞海藻類を、ｐＨ１〜１３の水性媒体中で温度１０５〜２００℃において加熱処理す
る工程を含むことを特徴とする海藻高温抽出組成物の製造方法。
ここで「高温」とは、加圧下に１０５℃以上２００℃以下の温度を意味する。また「高
温抽出」とは、１０５〜２００℃において、単に海藻のうまみ成分を溶かし出すことのみ
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ならず、制御した酸性、中性又はアルカリ性の条件下において、加水分解を伴って海藻を
構成する成分を低分子化し、溶出することを意味する。「高温抽出組成物」とは、上記の
高温抽出操作により得られる水溶性成分の混合物をいい、水溶液、その濃縮物又は乾燥物
として利用できる。
＜２＞ｐＨ２〜１１の水性媒体中で、温度１０５〜１８０℃において加熱処理する＜１＞
に記載の海藻高温抽出組成物の製造方法、
＜３＞海藻類を二酸化炭素の共存する水性媒体中で、温度１０５〜２００℃において抽出
処理する工程を含むことを特徴とする海藻高温抽出組成物の製造方法、
＜４＞海藻類を分散させた水性媒体に温度２０〜４０℃、圧力０．１〜０．５ＭＰａにお
いて二酸化炭素を飽和させる工程、温度１１０〜１３０℃において０．５〜５時間加熱処
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理する工程を含むことを特徴とする海藻高温抽出組成物の製造方法、
＜５＞海藻類をアンモニア水の共存する水性媒体中で、温度１０５〜２００℃において加
熱処理する工程を含むことを特徴とする海藻高温抽出組成物の製造方法、
＜６＞海藻類をｐＨ１〜１３の水性媒体中で３０〜１００℃にて加熱する前処理工程を更
に含む、＜１＞〜＜５＞いずれか１つに記載の海藻高温抽出組成物の製造方法、
＜７＞可溶性成分が仕込量の４０〜１００重量％になるまで加熱処理する＜１＞〜＜６＞
いずれか１つに記載の海藻高温抽出組成物の製造方法、
＜８＞加熱処理する工程の後に、固形分を分離する工程、及び、可溶性成分を濃縮又は固
化する工程を含む＜１＞〜＜７＞いずれか１つに記載の海藻高温抽出組成物の製造方法、
＜９＞海藻類がコンブ類、ワカメ類及びモズク類よりなる群から選ばれる＜１＞〜＜８＞
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いずれか１つに記載の海藻高温抽出組成物の製造方法、
＜１０＞該海藻高温抽出組成物がアルギン酸塩類、低分子量化アルギン酸塩類及びアルギ
ン酸塩オリゴ糖類よりなる群から選ばれる少なくとも１つを含む＜１＞〜＜９＞いずれか
１つに記載の海藻高温抽出組成物の製造方法、
＜１１＞海藻中に含まれるタンパク質が低分子量化され、低分子量化タンパク質、オリゴ
ペプチド、アミノ酸等に変換される＜１＞〜＜１０＞いずれか１つに記載の海藻高温抽出
組成物の製造方法、
＜１２＞＜１＞〜＜１１＞いずれか１つに記載の製造方法により得られた海藻高温抽出組
成物、
＜１３＞＜１２＞に記載の海藻高温抽出組成物を含む調味料、
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＜１４＞＜１２＞に記載の海藻高温抽出組成物を含む化粧料、
＜１５＞＜１２＞に記載の海藻高温抽出組成物を含む食品、
＜１６＞＜１２＞に記載の海藻高温抽出組成物を含む健康食品、
＜１７＞海藻類を、ｐＨ１〜１３の水性媒体中で温度５０〜２００℃において加熱処理す
る工程を含むことを特徴とする海藻熱処理組成物の製造方法、
＜１８＞ｐＨ２〜１１の水性媒体中で、温度８０〜１８０℃において加熱処理する＜１７
＞に記載の海藻熱処理組成物の製造方法、
＜１９＞海藻類を、二酸化炭素の共存する水性媒体中で、温度５０〜２００℃において加
熱処理する工程を含むことを特徴とする海藻熱処理組成物の製造方法、
＜２０＞海藻類を分散させた水性媒体に温度２０〜４０℃、圧力０．１〜０．５ＭＰａに
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おいて二酸化炭素を注入工程、温度８０〜１８０℃において０．５〜５時間加熱処理する
工程を含むことを特徴とする海藻熱処理組成物の製造方法、
＜２１＞温度１０５〜２００℃において加熱処理する＜１７＞〜＜２０＞いずれか１つに
記載の海藻熱処理組成物の製造方法、
＜２２＞海藻類をｐＨ１〜１３の水性媒体中で３０〜１００℃にて加熱する前処理工程を
更に含む、＜２１＞に記載の海藻熱処理組成物の製造方法、
＜２３＞可溶性成分が仕込量の４０〜１００重量％になるまで加熱処理する＜１７＞〜＜
２２＞いずれか１つに記載の海藻熱処理組成物の製造方法。
＜２４＞加熱処理する工程の後に、濃縮する工程及び／又は固化する工程を含む＜１７＞
〜＜２３＞いずれか１つに記載の海藻熱処理組成物の製造方法、
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＜２５＞海藻類がコンブ類、ワカメ類及びモズク類よりなる群から選ばれる＜１７＞〜＜
２４＞いずれか１つに記載の海藻熱処理組成物の製造方法、
＜２６＞該海藻熱処理組成物がアルギン酸塩類、低分子量化アルギン酸塩類及びアルギン
酸塩オリゴ糖類よりなる群から選ばれる少なくとも１つを含む＜１７＞〜＜２５＞いずれ
か１つに記載の海藻熱処理組成物の製造方法、
＜２７＞海藻中に含まれるタンパク質が低分子量化され、低分子量化タンパク質、オリゴ
ペプチド、アミノ酸等に変換される＜１７＞〜＜２６＞いずれか１つに記載の海藻熱処理
組成物の製造方法、
＜２８＞＜１７＞〜＜２７＞いずれか１つに記載の製造方法により得られた海藻熱処理組
成物、
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＜２９＞＜２８＞に記載の海藻熱処理組成物を含む調味料、
＜３０＞＜２８＞に記載の海藻熱処理組成物を含む食品、
＜３１＞＜２８＞に記載の海藻熱処理組成物を含む健康食品、
＜３２＞＜２８＞に記載の海藻熱処理組成物を含む血圧降下機能を有する健康食品。
【発明の効果】
【０００８】
本発明によれば、加圧下で１０５℃以上に加熱することにより、簡便な方法で海藻を処
理して、海藻高温抽出組成物を短時間で製造することができる。さらに、高温抽出の操作
を容易に制御でき、海藻構成成分の収率に優れる。
さらに、上記の製造方法により得られた海藻高温抽出組成物は調味料を含む食品全般、
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化粧料または健康食品等に添加して効果的に利用することが可能である。
【０００９】
また、本発明によれば、海藻類を原料とした、廃棄物の少ない海藻熱処理組成物の製造
方法を提供することができる。本発明の製造方法により得られた海藻熱処理組成物を使用
した、調味料を含む食品全般、健康食品を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
本発明の海藻高温抽出組成物の製造方法は、海藻類を、ｐＨ１〜１３の水性媒体中で温
度１０５〜２００℃において加熱処理する工程を含むことを特徴とする。
本発明の海藻高温抽出組成物の製造方法では、加圧下において加熱処理する工程を含む

10

ことから、加水分解反応を伴うものと考えられる。海藻類に含まれるタンパク質、多糖類
、核酸等の加水分解反応が生じると考えられる。
本発明の製造方法により得られた海藻高温抽出組成物は、オリゴ糖、オリゴペプチド、
アミノ酸等を含み、ミネラルに富んだ組成物である。また、本発明の製造方法により得ら
れた海藻高温抽出組成物は、加水分解反応によりコンブ等に含まれる多糖類例えば増粘性
を示すアルギン酸などが低分子化（分子量で約４０万以下）することによりヌメリ感を減
少させること、または全く感じさせない程度にすることができる。
【００１１】
本発明の海藻高温抽出組成物の製造方法は、具体的には、（Ｉ）上記海藻類をｐＨ１以
上５未満の酸性水性媒体中で温度１０５〜２００℃において加熱処理することを特徴とす
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る海藻高温抽出組成物の製造方法、（II）上記海藻類をｐＨ５以上９未満の中性水性媒体
中で温度１０５〜２００℃において加熱処理することを特徴とする海藻高温抽出組成物の
製造方法、及び（III）上記海藻類をｐＨ９以上１３以下のアルカリ性水性媒体中で温度
１０５〜２００℃において加水分解することを特徴とする海藻高温抽出組成物の製造方法
、である。これらの実施態様のうち、（Ｉ）及び（II）が好ましく、（Ｉ）がより好まし
い。
【００１２】
本発明において海藻類とは、海中に生育する食用等の有用な植物をいい、具体的には、
アオノリ類、アオサ類、ミル類等の緑藻類、ワカメ類、コンブ類、ヒジキ類、モズク類、
ホンダワラ類等の褐藻類、アマノリ類、テングサ類等の紅藻類、クダモ類、ヒゲモ類等の
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藍藻類などが例示できる。これらの中でも、褐藻類が好ましく、特に、ワカメ類、コンブ
類及びモズク類よりなる群から選ばれる少なくとも１つの海藻類を使用することが好まし
い。
コンブ類は褐藻類コンブ属藻類の総称でマコンブ、リシリコンブ、ナガコンブ、ガゴメ
を例示できる。
海藻類は１種単独で用いても良いし、２種以上を組み合わせて用いることもできる。
また、海藻はその全体を使用することもできるし、一部分のみを使用することもできる
。具体的には、ワカメの根本の胞子嚢であるメカブを使用することが例示できる。
本発明においては、コンブ、ワカメを好ましく用いることができる。コンブの中でも、
特にガゴメが好ましい。また、ワカメのメカブを使用することも好ましい。
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【００１３】
海藻類は、原藻のままでも使用できるが、予め細片状または粉末状に加工しておくこと
が好ましく、予め乾燥・破粉された海藻類を使用することが特に好ましい。このような海
藻類を使用することにより、水性媒体中への分散性が向上すると共に、抽出効率が向上す
るので好ましい。
【００１４】
上記＜１＞に記載の水性媒体中での加熱処理工程は、ｐＨ１〜１３の水性媒体中で実施
する。
本発明において、水素イオン濃度とは、加熱処理前の室温（２５℃）又は室温近傍（３
０℃）における水素イオン濃度をいう。
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加熱処理物が中性の場合には、加熱処理中の水素イオン濃度はほぼ一定に維持されると
考えられる。
また、本発明において水性媒体とは、水または水を５０重量％以上含み、水に水混和性
の有機溶媒が混合されていても良い混合溶媒を意味する。混合溶媒における水の混合割合
は、好ましくは６０〜１００重量％であり、より好ましくは、７０〜１００重量％である
。水混和性の有機溶媒としては、エチルアルコール、メチルアルコール、アセトン、酢酸
が例示でき、エチルアルコール及び酢酸が好ましい。水性溶媒として、最も好ましくは、
水であり、軟水又はイオン交換水が好ましい。
【００１５】
上記＜１＞に記載の加熱処理工程において、加熱温度は、１０５℃以上２００℃以下（

10

「１０５〜２００℃」とも記載する。本発明において、以下同じである。）である。
加熱温度が１０５℃未満であると、得られる海藻高温抽出組成物の収率が低下する。ま
た、本発明の特徴である加水分解反応が十分に行われず、低粘度の海藻高温抽出組成物を
得ることができない。また、加熱温度が２００℃より高いと、海藻類に含まれるアミノ酸
成分と糖類がメイラード反応を生じ、得られる海藻高温抽出組成物の風味が変化すると共
に、褐色に変色する。
【００１６】
前記の加熱処理は、０．１〜１０ＭＰａ（１．０２〜１０２ｋｇｆ／ｃｍ2）の圧力で
実施することが好ましく、０．１〜５．０ＭＰａ（１．０２〜５１ｋｇｆ／ｃｍ2）の圧
力にすることがより好ましく、０．１〜１ＭＰａ（１．０２〜１０．２ｋｇｆ／ｃｍ2）
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とすることがより好ましい。
圧力を上記範囲内とすることにより、収率が向上し、固形分（残渣）が減少するので好
ましい。また、固形分（残渣）が少なくなり、産業廃棄物が減少し、コスト的低減が期待
できる。
【００１７】
水溶媒のみを用いる加熱処理の場合の反応圧力は、反応温度での水の蒸気圧に依存する
。たとえば反応温度２００℃であれば、水の蒸気圧が約１．６ＭＰａとなるので、反応圧
力は約１．６ＭＰａが必要となる。また、圧力容器は、この圧力に十分耐えうる耐圧容器
とする必要がある。
なお、二酸化炭素加圧下における反応圧力については後述する。
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【００１８】
上記の水性媒体中又は水中での加熱処理は、室温において水性媒体を塩酸、硫酸等の鉱
酸、シュウ酸、酢酸等の有機酸、又は炭酸（二酸化炭素）等により酸性側に、アンモニア
水、水酸化ナトリウム、硝子ビーズ等によりアルカリ側に調整した後、海藻類と混合する
ことが好ましい。
【００１９】
上記＜１＞に記載の製造方法においては、加熱処理時間は、加熱温度との関係で、適宜
選択できる。連続的な製造工程では、滞留時間が１〜１８０分であることが好ましく、ま
た、バッチ式の製造工程では、反応時間が０．５〜１０時間であることが好ましく、１〜
４時間であることがより好ましい。
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加熱処理時間が上記範囲内であると、得られる海藻高温抽出組成物の収率が良好である
と共に、短時間で海藻高温抽出組成物を得ることができるので好ましい。
【００２０】
上記＜１＞に記載の製造方法は、以下の３態様に大別される。
すなわち、
（Ａ）上記の海藻類をｐＨ１以上５未満の酸性水性媒体中で温度１０５〜２００℃にお
いて加熱処理する工程を含むことを特徴とする海藻高温抽出組成物の製造方法、
（Ｂ）上記の海藻類をｐＨ５以上９未満の中性水性媒体中で温度１０５〜２００℃にお
いて加熱処理する工程を含むことを特徴とする海藻高温抽出組成物の製造方法、及び
（Ｃ）上記の海藻類をｐＨ９以上１３以下のアルカリ性水性媒体中で温度１０５〜２０
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０℃において加熱処理する工程を含むことを特徴とする海藻高温抽出組成物の製造方法、
である。これらの実施態様のうち、（Ａ）及び（Ｃ）が好ましく、（Ａ）がより好ましい
。
【００２１】
上記＜２＞に記載の製造方法においては、ｐＨ２〜１１の水性媒体中で、温度１０５〜
１８０℃において海藻類の加熱処理を行う。
【００２２】
上記＜３＞及び＜４＞に記載の水性媒体中での製造方法は、二酸化炭素の共存下で行う
。
二酸化炭素共存下で加熱処理すると、得られる高温抽出組成物の収率が向上すると共に

10

、加熱処理を短時間とすることができるので好ましい。二酸化炭素の共存下で加熱処理す
る高温抽出組成物の製造方法では、加熱処理後に中和工程や、脱塩工程が不要となる。従
って、高温抽出組成物の製造工程を極めて簡素化することができるので特に好ましい。本
発明の製造方法は、強い酸性条件を使用しない加水分解反応を伴うものであり、圧力容器
の腐食等を回避できる。
さらに、二酸化炭素の共存下で加熱することにより、加水分解反応が良好に進行し、得
られる高温抽出組成物の粘度を低下することができるので好ましい。また、得られた高温
抽出組成物を固形化し、水に溶解したときのヌメリ感が減少するので好ましい。
【００２３】
二酸化炭素の共存下での加熱処理する工程には、具体的に以下の操作が例示される。

20

Ｉ．処理装置中に原料海藻及び水を仕込んだ後、二酸化炭素ボンベ等により二酸化炭素
を注入し、室温（２５℃）又は室温より少し高い温度（３０℃又は３５℃）及び圧力下で
二酸化炭素を注入し、まずバブリング操作により溶存酸素を脱気した後に、要すれば二酸
化炭素を飽和させ、その後に加熱処理する。又は予め設定した所定の水素イオン濃度に調
整してから加熱処理する、
II．処理装置中に原料海藻及び水を仕込んだ後、これらの混合物を低温に保ち（好まし
くは０〜２５℃、より好ましくは５〜１５℃）、二酸化炭素を溶液中に吹き込み、要すれ
ば常圧下又は加圧下で二酸化炭素を飽和させた後、加熱処理する、
III．処理装置中に原料海藻及び水を仕込んだ後、これらの混合物中にドライアイス（
固体の二酸化炭素）を適量投入し、ドライアイス存在下で圧力容器を密閉し、所定の温度
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及び加圧下で要すれば二酸化炭素を水に飽和させてから加熱する。
【００２４】
上記II．記載の水性媒体中での加水分解反応は、加熱処理前の海藻類を含む水性媒体の
室温（２５℃）におけるｐＨを２〜６に調整することが好ましく、ｐＨを３〜５に調整す
ることがより好ましい。
【００２５】
二酸化炭素の共存下で行う海藻高温抽出組成物の製造方法において、二酸化炭素の併用
量は、水性媒体の総量に対して、重量比で好ましくは０．１〜１５０重量％であり、より
好ましくは０．８〜７０重量％、さらに好ましくは１．０〜１０重量％である。
【００２６】
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上記＜３＞記載の海藻高温抽出組成物の製造方法において、加熱温度は、１０５℃以上
２００℃以下であり、１０５〜１８０℃が好ましく、１０５〜１４０℃がより好ましい。
加熱温度が１０５℃未満であると、抽出効率が低下する。また、本発明の特徴である加水
分解反応が十分に行われず、低粘度の海藻高温抽出組成物を得ることができない。また、
加熱温度が２００℃より高いと、海藻類に含まれるアミノ酸成分と糖類がメイラード反応
を生じ、得られる海藻高温抽出組成物の味が変化すると共に、褐色に変色する。
前記の加熱処理を行うためには、０．１０〜１０ＭＰａ（１．０〜１０２ｋｇｆ／ｃｍ
2

）の圧力にすることが好ましく、０．１０〜５ＭＰａ（１．０〜５１ｋｇｆ／ｃｍ2）の

圧力がより好ましく、０．１０〜０．６ＭＰａ（１．０〜６．１ｋｇｆ／ｃｍ2）の圧力
であることがさらに好ましい。
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【００２７】
加熱処理時間は、加熱温度との関係で、適宜選択できる。連続的な製造工程では、滞留
時間が１〜８０分であることが好ましく、また、バッチ式の製造工程では、反応時間が０
．５〜１０時間であることが好ましく、１〜４時間であることがより好ましい。
【００２８】
上記の方法の中でも、海藻類を分散させた水性媒体に温度２０〜４０℃、圧力０．１〜
０．５ＭＰａにおいて二酸化炭素を飽和させ、温度１１０〜１３０℃において、０．５〜
５時間加熱処理することが好ましい。
【００２９】
二酸化炭素が共存するかどうかを問わず水性媒体中での海藻類の加熱処理に用いる装置

10

は、バッチ式と連続式に大別できる。
本発明に使用する圧力容器は、特に限定されず、公知の圧力容器を使用することができ
る。連続式圧力容器、バッチ式圧力容器のいずれも使用することができるが、バッチ式圧
力容器を使用することが好ましい。
【００３０】
二酸化炭素の共存する水性媒体中での加熱処理工程としては、具体的には以下の圧力容
器を用いた加熱処理工程が例示できる。
まずＮ2やＣＯ2によるバブリング操作により圧力容器中の反応媒体に溶存する酸素を脱
気することが好ましい。
二酸化炭素の共存する水性媒体中での加熱処理は、サイホン式炭酸ガスボンベから、あ
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らかじめ３℃以下に保った冷却器を経由して、ポンプにより二酸化炭素を圧力容器に注入
し、注入後、水性媒体中の二酸化炭素の溶解速度が高くなるように撹拌しながら放置する
方法が例示できる。二酸化炭素の濃度が十分に高くなったら、圧力容器の加熱を開始する
。加熱後は圧力の過度な上昇を抑える為に、気化した二酸化炭素を放出し、圧力調整を行
うこともできる。
また、圧力容器に入れる前に十分に二酸化炭素を溶解させた水性媒体を使用することも
できる。さらに、加熱処理の前にドライアイスを投入して、圧力容器内の二酸化炭素量を
増加させることも可能である。
【００３１】
上記＜５＞記載の発明は、海藻類を、アンモニア水の共存する水性媒体中で、温度１０
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５〜２００℃において加熱処理する工程を含むことを特徴とする海藻高温抽出組成物の製
造方法であり、加熱温度は１０５〜１８０℃がより好ましい。加熱温度が１０５℃未満で
あると、抽出効率が低下する。また、本発明の特徴である加水分解反応が十分に行われず
、低粘度の海藻高温抽出組成物を得ることができない。また、加熱温度が２００℃より高
いと、海藻類に含まれるアミノ酸成分と糖類がメイラード反応を生じ、得られる海藻高温
抽出組成物の味が変化すると共に、褐色に変色する。
使用するアンモニア水（ＮＨ4ＯＨ）の濃度は、０．０１〜１５重量％、好ましくは０
．０４〜１０重量％、より好ましくは０．１〜２重量％である。
アンモニア水を使用する＜５＞に記載の発明は、強いアルカリ性条件を使用しない加熱
処理であるため、圧力容器の腐蝕等を回避できるので好ましい。
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【００３２】
上記＜１＞〜＜５＞いずれか１つに記載の発明において、可溶性成分が仕込量の４０〜
１００重量％となるまで加熱処理を行うことが好ましい。４０〜９０％であることがより
好ましく、５０〜８０％であることが更に好ましい。
可溶性成分を上記範囲内とすることにより、昆布本来の味覚及び／又は風味がより鮮明
になり、かつグルタミン酸を主成分とするうまみ成分と、ナトリウム及びカリウム等のミ
ネラルのバランスなどが最適となるので好ましい。
さらに、非可溶性成分（固形分）を廃棄する場合、廃棄物を少なくすることができるの
で好ましい。
【００３３】
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また、１０５〜２００℃で加熱処理を行う前に、海藻類を、ｐＨ１〜１３の水性媒体中
で３０〜１００℃にて加熱すること（以下、「可溶化処理」ともいう。）も好ましい実施
態様である。可溶化処理を行うことにより、海藻類が膨潤及び／又は可溶化されるので、
このような可溶化処理を加圧加熱処理前に行うことにより、加熱処理溶液が均一化され、
再現性の良い海藻高温抽出組成物が得られ、さらに可溶性成分の収率が向上するので好ま
しい。以下、可溶化処理を行った後、加圧加熱処理を行う実施態様を「二段階加熱処理」
ともいうこととする。
海藻類は室温で水性媒体中に溶解しようとしても、完全に溶解しない。加圧加熱処理前
に微粉末状にした海藻類を可溶化することにより、加熱処理溶液が均一化され、品質にば
らつきの少ない海藻高温抽出組成物を製造することができるので更に好ましい。

10

【００３４】
可溶化処理は、撹拌しながら、所定の温度で加熱することが好ましい。可溶化処理の加
熱温度は、３０〜１００℃が好ましく、４０〜１００℃がより好ましい。
撹拌の効果は容器の形状、規模、攪拌機の種類や容器内のバッフルの形状等により大き
く異なるが、例えば（株）耐圧硝子工業製ハイパークラスターＴＥＭ−Ｖ１０００を使用
した場合、撹拌は、１００〜１，０００ｒｐｍであることが好ましく、２００〜８００ｒ
ｐｍがより好ましく、２００〜６００ｒｐｍがさらに好ましい。
可溶化処理時間は特に制限はないが、通常１５分〜２０時間程度、好ましくは３０分〜
５時間程度、さらに好ましくは３０分〜３時間程度であり、可溶化処理時間は、可溶化処
理の温度と撹拌とのバランスによって調整する。
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可溶化処理はｐＨ１〜１３の水性媒体中で行うことが好ましく、ｐＨ２〜１１の水性媒
体中で行うことがより好ましい。また、二酸化炭素の共存する水性媒体中で行うことも好
ましい。さらに、アンモニアが共存するアルカリ水溶液で可溶化することもできる。
【００３５】
可溶化処理後の溶液は、低粘度であり、ゲル状態ではないことが好ましい。海藻類の溶
解後も撹拌及び加熱を続けることにより液粘度を下げることができる。
【００３６】
本発明の製造方法にて得られる海藻高温抽出組成物は、増粘性の観点から、多糖類の成
分は、例えばカラギーナンでは分子量が４００，０００以下の成分を多く有していること
が好ましい。分子量が４００，０００以下の成分を多く含むと、ヌメリ感の少ない高温抽

30

出組成物を得ることができるので好ましい。多糖類は、分子量が大きいと増粘性を有する
傾向があり、分子量が８０万以上であると、特に粘性が高いことを確認した。
一方、本発明の製造方法によって得られる海藻高温抽出組成物は、生理活性を発揮する
観点からは、小腸上皮細胞等から吸収されることが必要である。従って、海藻高温抽出組
成物が生理活性、例えば抗ガン活性や抗高血圧活性等を発揮する為には、これらの生理活
性物質の分子量は２００〜５０，０００であることが好ましく、１，０００〜１０，００
０であることがより好ましい。生理活性物質としては、フコイダン、アルギン酸、アガロ
ース等が例示できる。
【００３７】
加熱処理後の溶液は、目的に応じて更に固形分を分離する工程および可溶性成分を濃縮

40

する工程又は固化する工程を施すことが好ましい。
固形分を分離する方法としては、公知の分離方法は何れも使用することができる。具体
的には、遠心分離、濾過、圧搾などが例示できる。
これらの中でも、遠心分離、遠心濾過又は加圧濾過により固形分を分離することが好ま
しい。遠心分離は、１００〜６，０００ｒｐｍで行うことが好ましく、２，０００〜５，
０００ｒｐｍで行うことがより好ましい。加圧濾過は、０．１〜５ｋｇｆ／ｃｍ2（０．
０１〜０．５ＭＰａ）に加圧して濾過することが好ましく、０．５〜３ｋｇｆ／ｃｍ2（
０．０５〜０．３ＭＰａ）に加圧して濾過することがより好ましい。
また、可溶性成分（抽出液）は、そのまま食品や化粧料等に使用することもできるが、
保存性の観点から、所望により固化することが好ましい。固化する方法は特に限定されな
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いが、噴霧乾燥や凍結乾燥により粉末化することができる。噴霧乾燥の場合、加熱した窒
素気流中での粉末化したり、あるいはデキストリンや乳糖などを賦形剤として加えても良
い。
【００３８】
本発明の製造方法によって得られた海藻高温抽出組成物は、種々の目的に使用すること
ができる。具体的には、得られた海藻高温抽出組成物の濃縮液及び／又はその固化物を調
味料、化粧料、健康食品等に添加することができる。また、加熱処理により得られた海藻
高温抽出組成物を含む水溶液をストレートタイプとして原液のまま使用することもできる
。
また、得られた海藻高温抽出組成物の水溶液、その濃縮物及び／又はその固化物を、そ

10

のまま調味料を含む食品全般または健康食品として使用することもできる。
【００３９】
具体的には、得られた海藻高温抽出組成物の水溶液を乾燥して粉末化した後、これを水
に再溶解して、和風だし汁等として使用することができる。この場合、乾燥して得られた
海藻高温抽出組成物を水に０．１〜１０重量％添加することが好ましく、０．３〜５重量
％添加することがより好ましく、０．５〜３重量％添加することがより好ましい。
海藻高温抽出組成物の乾燥方法としては、公知のいかなる乾燥方法も使用することがで
き、その目的に応じて、公知の乾燥方法を適宜選択することが好ましい。
海藻高温抽出組成物の乾燥物は、いかなる形状とすることもできるが、粉末状、顆粒状
にすることが好ましく、粉末状とすることがコスト上より好ましい。粉末タイプの海藻高
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温抽出組成物は和風のインスタント食品（うどん、そば等）添加剤として使用することが
できる。
【００４０】
また、得られた海藻高温抽出組成物の水溶液から一部の水分を除去して、濃縮すること
も好ましい実施態様である。乾燥した海藻高温抽出組成物の含有量として１０〜９０重量
％となるように濃縮することが好ましく、２０〜８５重量％となるように濃縮することが
より好ましい。また、濃縮方法としては公知のいかなる濃縮方法も使用することができ、
公知の濃縮機を適宜選択することができる。
具体的には、乾燥した海藻高温抽出組成物の含有量として７０〜９０重量％となるよう
に水分を除去し、ペースト状の調味料を調製することもできる。また、乾燥した海藻高温
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抽出組成物の含有量として２０〜４０重量％となるように水分を除去し、濃縮タイプの調
味料とすることも好ましい。
これらを水で希釈することにより、和風だし汁、みそ汁用だし汁等として使用すること
ができる。
また、これらの濃縮物に、適宜ＮａＣｌなどのミネラル成分や、各種アミノ酸、糖類、
香料等を添加して調味料とすることも好ましい。特に、ＮａＣｌを添加すると、調味料の
保存性が向上するので好ましい。また、濃縮タイプの海藻高温抽出組成物はインスタント
食品（うどん、そば等）添加剤として使用することができる。
【００４１】
本発明により得られた粉末状又は濃縮タイプの海藻高温抽出組成物を、適宜水等で希釈
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し、調味液として使用することもできる。
【００４２】
海藻類の高温抽出組成物はその機能が注目されている。特に、本発明の製造方法では、
海藻類を加水分解反応を伴う加熱処理をするため、海藻類に含まれる多糖類が少糖化及び
／又はオリゴ糖化し、さらにタンパク質をオリゴペプチド化、またはオリゴペプチドから
さらにアミノ酸まで加水分解すると考えられる。本発明により得られた海藻高温抽出組成
物は、抗ガン作用、免疫力増強作用、または血圧降下作用を含む各種の生理機能（生理活
性）を有していると期待され、また、増粘性、保湿性やゲル化性等のような物理化学的機
能の向上に寄与するものである。本発明により得られた海藻高温抽出組成物は、上述の用
途には限られず、食品、化粧品、医薬品、繊維加工品等の幅広い製品への用途を有するも
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のである。さらに、原料である海藻類から、高温抽出組成物を得た後の固形分（残渣）は
、食物繊維、ペプチド、多糖類等を多く含むことから、家畜飼料及び園芸肥料等に応用し
て効果的に使用することが可能である。
尚、本発明において、多糖とは多くの単糖から構成される平均分子量が１００，０００
を超える糖類を指す。少糖とは、オリゴ糖と同義であって、単糖が複数個結合したもので
あり、分子量が１００，０００を超えないものを指す。
【００４３】
本発明により得られた海藻高温抽出組成物を健康食品として使用する態様について以下
に説明する。特に、本発明の海藻高温抽出組成物を含む健康食品は、血圧降下機能を有す
る健康食品として好ましく使用できる。

10

血圧降下機能を有する健康食品に使用する場合、海藻はアルギン酸を含有する褐藻類が
好ましく、コンブ、カジメ、ワカメ、モズク、アラメ、マクロシスティス、アスコフィラ
ム、エクロニアマキシマ、レッソニヤが特に好ましい。
また、得られる海藻高温抽出組成物がアルギン酸塩類、低分子量化アルギン酸塩類及び
アルギン酸塩オリゴ糖類よりなる群から選ばれる少なくとも１つを含むことが好ましく、
アルギン酸を含有する海藻を使用することにより、これらを得ることができるので、海藻
としてアルギン酸を含有する海藻を原料として使用することが好ましい。ここで、アルギ
ン酸塩類とは、アルギン酸が強いイオン交換性を持つため、種々のアルカリイオン例えば
、カリウムイオン、ナトリウムイオン、カルシウムイオンと結合し、塩を構成した化合物
を示す。
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一般的にアルギン酸塩の血圧降下作用としては、体内に入ったアルギン酸塩は胃の中の
胃酸によって塩を放出し、つぎにそれが腸に移行したとき、アルカリ性である腸内で再び
ナトリウムイオンと塩を構成し、結果として体内のナトリウムを減少させ、血圧降下作用
を示すと考えられている。
また、低分子量化したアルギン酸塩は胃の中で塩を放出した後腸から吸収され、体内で
再度ナトリウム塩を構成し、そのままナトリウムを体外へと排出する。したがって、低分
子量化アルギン酸塩やオリゴ糖のアルギン酸塩は、摂取した塩化ナトリウム等のナトリウ
ム分をアルカリ性の腸内で再度捕獲して体外に排泄すると共に、腸内で体内へと吸収され
たアルギン酸が、細胞内のナトリウムイオンと結合して、体外に排出するという二重の意
味でのナトリウム排出機能を有することが期待される。
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ここでいう低分子量アルギン酸塩類とは、平均分子量が５万〜１万程度のものを意味し
、アルギン酸塩オリゴ糖類とは、分子量１万以下で数百以上を意味する。
さらに、海藻中に含まれるタンパク質を低分子量化させ、低分子量化タンパク質、オリ
ゴペプチド、アミノ酸等に変換させることが好ましい。藻類の仲間であるノリに含まれる
タンパク質を低分子量化したオリゴペプチドの一部には、アンジオテンシン変換酵素阻害
剤としての機能を有するオリゴペプチド類が存在し、結果として血圧降下作用を発揮する
ことが知られている。ここでは、同じ藻類である褐藻類の昆布類にも同様な効果があるこ
とが期待され、低分子量タンパク質やオリゴペプチドへの変換は血圧降下作用の発現補助
としての機能が期待されている。
低分子量化タンパク質とは、平均分子量が５万〜数千程度のものを意味し、オリゴペプ
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チドとは、低分子量化タンパク質より小さな、平均分子量が数千以下のものを意味する。
【００４４】
海藻成分中に、血圧降下機能を有する成分が含まれていることは知られていたが、日常
の食生活上で高血圧症状を改善するために必要な量の海藻（例えば昆布）を日常的に摂取
することはかなり困難である。これは、海藻そのものを毎日食することが困難なことに加
えて、海藻類に含まれる多糖類（例えばアルギン酸塩等）は高分子であることから、腸内
吸収率が低く、効果的ではなかったことに起因していると考えられる。アルギン酸等の天
然多糖類が腸内で効果的に吸収されるには一定程度低分子量化していることが望ましいと
考えられる。
海藻類に含まれている多糖類やタンパク質を高温抽出を通じて効果的に加水分解するこ
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とで、これらが低分子量化され、腸内での吸収を高めることができ、これにより海藻類の
摂取が少量であっても高血圧症状の予防及び／又は改善が可能となり、食生活上での恒常
的な海藻成分の摂取が可能となることが期待される。
また、特にアルギン酸に関しては、純粋なアルギン酸塩をオリゴ糖化することよりも、
本発明のように海藻を高温抽出することにより、海藻に含まれている機能性多糖類、タン
パク質、アミノ酸ミネラル等の他の有効成分を体に吸収しやすい大きさ（分子量）に調整
することができ、これにより血圧の逓減効果の向上が期待される。
【００４５】
＜１７＞に記載の本発明の海藻熱処理組成物の製造方法は、海藻類を、ｐＨ１〜１３の
水性媒体中で温度５０〜２００℃において加熱処理する工程を含むことを特徴とする。
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また、＜１９＞に記載の本発明の海藻熱処理組成物の製造方法は、海藻類を、二酸化炭
素の共存する水性媒体中で、温度５０〜２００℃において加熱処理する工程を含むことを
特徴とする。
さらに、＜２０＞に記載の本発明の海藻熱処理組成物の製造方法は、海藻類を分散させ
た水性媒体に温度２０〜４０℃、圧力０．１〜０．５ＭＰａにおいて二酸化炭素を注入す
る工程、温度８０〜１８０℃において０．５〜５時間加熱処理する工程を含むことを特徴
とする。
本発明において、海藻熱処理組成物とは、海藻類を水性媒体中で加熱処理した処理物で
あり、水性媒体に可溶な成分（可溶性成分）及び不溶な成分（不溶性成分）の双方を含み
、可溶性成分の５０重量％以上１００重量％以下、及び不溶性成分の１０重量％以上１０
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０重量％以下を含むものである。
可溶性成分の８０〜１００重量％を含むことが好ましく、１００重量％を含むことがさ
らに好ましい。また、不溶性成分の３０〜１００重量％を含むことが好ましく、５０〜１
００重量％を含むことがより好ましい。また、残渣（廃棄物）を減少させる点からは、不
溶性成分を１００重量％含むことが好ましい。
【００４６】
本発明の海藻熱処理組成物の製造方法では、加熱処理する工程を含むことから、加水分
解反応を伴うものと考えられる。海藻類に含まれるタンパク質、多糖類、核酸等の加水分
解反応が生じると考えられる。
本発明の製造方法により得られた海藻熱処理組成物は、オリゴ糖、オリゴペプチド、ア

30

ミノ酸等を含み、ミネラルに富んだ組成物である。また、本発明の製造方法により得られ
た海藻熱処理組成物は、不溶性成分をも含むものであるので、残渣を少なくすることがで
き、廃棄物を減少させることができる。また、不溶性成分中に含まれる食物繊維や各種の
ミネラル分をも含むものであり、食品や健康食品に使用した場合には、これらの成分を同
時に摂取することができる。
【００４７】
本発明の海藻熱処理組成物の製造方法は、具体的には、（Ｉ）上記海藻類をｐＨ１以上
５未満の酸性水性媒体中で温度５０〜２００℃において加熱処理することを特徴とする海
藻熱処理組成物の製造方法、（II）上記海藻類をｐＨ５以上９未満の中性水性媒体中で温
度５０〜２００℃において加熱処理することを特徴とする海藻熱処理組成物の製造方法、

40

及び（III）上記海藻類をｐＨ９以上１３以下のアルカリ性水性媒体中で温度５０〜２０
０℃において加水分解することを特徴とする海藻熱処理組成物の製造方法、である。これ
らの実施態様のうち、（Ｉ）及び（II）が好ましく、（Ｉ）がより好ましい。
【００４８】
本発明において海藻類とは、海中に生育する食用等の有用な植物をいい、具体的には、
アオノリ類、アオサ類、ミル類等の緑藻類、ワカメ類、コンブ類、ヒジキ類、モズク類、
ホンダワラ類等の褐藻類、アマノリ類、テングサ類等の紅藻類、クダモ類、ヒゲモ類等の
藍藻類などが例示できる。これらの中でも、褐藻類が好ましく、特に、ワカメ類、コンブ
類及びモズク類よりなる群から選ばれる少なくとも１つの海藻類を使用することが好まし
い。
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コンブ類は褐藻類コンブ属藻類の総称でマコンブ、リシリコンブ、ナガコンブ、ガゴメ
を例示できる。
海藻類は１種単独で用いても良いし、２種以上を組み合わせて用いることもできる。
また、海藻はその全体を使用することもできるし、一部分のみを使用することもできる
。具体的には、ワカメの根本の胞子嚢であるメカブを使用することが例示できる。
本発明においては、コンブ、ワカメを好ましく用いることができる。コンブの中でも、
特にガゴメが好ましい。また、ワカメのメカブを使用することも好ましい。
【００４９】
海藻類は、原藻のままでも使用できるが、予め細片状または粉末状に加工しておくこと
が好ましく、予め乾燥・破粉された海藻類を使用することが特に好ましい。このような海

10

藻類を使用することにより、水性媒体中への分散性が向上すると共に、熱処理効率が向上
するので好ましい。
【００５０】
本発明において、水素イオン濃度とは、加熱処理前の室温（２５℃）又は室温近傍（３
０℃）における水素イオン濃度をいう。
加熱処理物が中性の場合には、加熱処理中の水素イオン濃度はほぼ一定に維持されると
考えられる。
また、本発明において水性媒体とは、水または水を５０重量％以上含み、水に水混和性
の有機溶媒が混合されていても良い混合溶媒を意味する。混合溶媒における水の混合割合
は、好ましくは６０〜１００重量％であり、より好ましくは、７０〜１００重量％である

20

。水混和性の有機溶媒としては、エチルアルコール、メチルアルコール、アセトン、酢酸
が例示でき、エチルアルコール及び酢酸が好ましい。水性溶媒として、最も好ましくは、
水であり、軟水又はイオン交換水が好ましい。
【００５１】
上記＜１８＞に記載の加熱処理工程において、加熱温度は、５０℃以上２００℃以下で
ある。
加熱処理温度が５０℃未満であると、十分な加水分解反応を生じない。
また、加熱温度が２００℃より高いと、海藻類に含まれるアミノ酸成分と糖類がメイラ
ード反応を生じ、得られる海藻熱処理組成物の風味が変化したり、褐色に変色する。
加熱処理温度は８０℃以上であることが好ましく、１０５℃以上であることがより好ま

30

しく、１１０℃以上であることがさらに好ましい。また、加熱処理温度は１８０℃以下で
あることが好ましく、１５０℃以下であることがより好ましく、１３０℃以下であること
がさらに好ましい。
【００５２】
前記の加熱処理は、常圧で行うこともできるし、加圧下で行うこともできる。
加熱処理温度が１００℃を超える場合、特に、１０５℃以上である場合、加圧下で加熱
処理を行うことが好ましい。この場合、０．１〜１０ＭＰａ（１．０２〜１０２ｋｇｆ／
ｃｍ2）の圧力で実施することが好ましく、０．１〜５．０ＭＰａ（１．０２〜５１ｋｇ
ｆ／ｃｍ2）の圧力にすることがより好ましく、０．１〜１ＭＰａ（１．０２〜１０．２
ｋｇｆ／ｃｍ2）とすることがより好ましい。

40

圧力を上記範囲内とすることにより、十分な加水分解反応が生じるので好ましい。
【００５３】
水溶媒のみを用いる加熱処理の場合の反応圧力は、反応温度での水の蒸気圧に依存する
。たとえば反応温度２００℃であれば、水の蒸気圧が約１．６ＭＰａとなるので、反応圧
力は約１．６ＭＰａが必要となる。また、圧力容器は、この圧力に十分耐えうる耐圧容器
とする必要がある。
なお、二酸化炭素加圧下における反応圧力については後述する。
【００５４】
上記の水性媒体中又は水中での加熱処理は、室温において水性媒体を塩酸、硫酸等の鉱
酸、シュウ酸、酢酸等の有機酸、又は炭酸（二酸化炭素）等により酸性側に、アンモニア
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水、水酸化ナトリウム、硝子ビーズ等によりアルカリ側に調整した後、海藻類と混合する
ことが好ましい。
【００５５】
上記＜１７＞に記載の製造方法においては、加熱処理時間は、加熱温度との関係で、適
宜選択できる。連続的な製造工程では、滞留時間が１〜１８０分であることが好ましく、
また、バッチ式の製造工程では、反応時間が０．５〜１０時間であることが好ましく、１
〜４時間であることがより好ましい。
加熱処理時間が上記範囲内であると、得られる海藻熱処理組成物の収率が良好であると
共に、短時間で海藻熱処理組成物を得ることができるので好ましい。
【００５６】

10

上記＜１７＞に記載の製造方法は、以下の３態様に大別される。
すなわち、
（Ａ）上記の海藻類をｐＨ１以上５未満の酸性水性媒体中で温度５０〜２００℃におい
て加熱処理する工程を含むことを特徴とする海藻熱処理組成物の製造方法、
（Ｂ）上記の海藻類をｐＨ５以上９未満の中性水性媒体中で温度５０〜２００℃におい
て加熱処理する工程を含むことを特徴とする海藻熱処理組成物の製造方法、及び
（Ｃ）上記の海藻類をｐＨ９以上１３以下のアルカリ性水性媒体中で温度５０〜２００
℃において加熱処理する工程を含むことを特徴とする海藻熱処理組成物の製造方法、
である。これらの実施態様のうち、（Ａ）及び（Ｃ）が好ましく、（Ａ）がより好ましい
20

。
【００５７】
上記＜１８＞に記載の製造方法においては、ｐＨ２〜１１の水性媒体中で、温度８０〜
１８０℃において海藻類の加熱処理を行う。
【００５８】
上記＜１９＞及び＜２０＞に記載の水性媒体中での製造方法は、二酸化炭素の共存下で
行う。
二酸化炭素共存下で加熱処理すると、得られる熱処理組成物の加水分解効率が向上する
と共に、加熱処理を短時間とすることができるので好ましい。二酸化炭素の共存下で加熱
処理する熱処理組成物の製造方法では、加熱処理後に中和工程や、脱塩工程が不要となる
。従って、熱処理組成物の製造工程を極めて簡素化することができるので特に好ましい。

30

本発明の製造方法は、強い酸性条件を使用しない加水分解反応を伴うものであり、圧力容
器の腐食等を回避できる。
さらに、二酸化炭素の共存下で加熱することにより、加水分解反応が良好に進行し、得
られる熱処理組成物の粘度を低下することもできるので好ましい。また、得られた海藻熱
処理組成物を固形化し、水に溶解したときのヌメリ感が減少するので好ましい。
【００５９】
二酸化炭素の共存下での加熱処理する工程には、具体的に以下の操作が例示される。
Ｉ．処理装置中に原料海藻及び水を仕込んだ後、二酸化炭素ボンベ等により二酸化炭素
を注入し、室温（２５℃）又は室温より少し高い温度（３０℃又は３５℃）及び圧力下で
二酸化炭素を注入し、まずバブリング操作により溶存酸素を脱気した後に、要すれば二酸

40

化炭素を飽和させ、その後に加熱処理する。又は予め設定した所定の水素イオン濃度に調
整してから加熱処理する、
II．処理装置中に原料海藻及び水を仕込んだ後、これらの混合物を低温に保ち（好まし
くは０〜２５℃、より好ましくは５〜１５℃）、二酸化炭素を溶液中に吹き込み、要すれ
ば常圧下又は加圧下で二酸化炭素を飽和させた後、加熱処理する、
III．処理装置中に原料海藻及び水を仕込んだ後、これらの混合物中にドライアイス（
固体の二酸化炭素）を適量投入し、ドライアイス存在下で圧力容器を密閉してから加熱す
る。
【００６０】
上記II．記載の水性媒体中での加水分解反応は、加熱処理前の海藻類を含む水性媒体の
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室温（２５℃）におけるｐＨを２〜６に調整することが好ましく、ｐＨを３〜５に調整す
ることがより好ましい。
【００６１】
二酸化炭素の共存下で行う海藻熱処理組成物の製造方法において、二酸化炭素の併用量
は、水性媒体の総量に対して、重量比で好ましくは０．１〜１５０重量％であり、より好
ましくは０．８〜７０重量％、さらに好ましくは１．０〜１０重量％である。
【００６２】
上記＜２０＞記載の海藻熱処理組成物の製造方法において、加熱温度は、５０℃以上２
００℃以下であり、８０℃以上であることが好ましく。１０５℃以上であることがより好
ましく、１１０℃以上であることが特に好ましい。また、１８０℃以下であることが好ま

10

しく、１５０℃以下であることがより好ましく、１３０℃以下であることがさらに好まし
い。加熱温度が５０℃未満であると、加水分解反応が十分に生じないため、調味料を含む
食品全般、健康食品、化粧料等に好適に使用することができない。また、加熱温度が２０
０℃より高いと、海藻類に含まれるアミノ酸成分と糖類がメイラード反応を生じ、得られ
る海藻熱処理組成物の風味が変化したり、褐色に変色する。
前記の加熱処理は、常圧で行うこともできるし、加圧下で行うこともできる。
加熱処理温度が１００℃を超える場合、特に、１０５℃以上である場合、加圧下で加熱
処理を行うことが好ましい。この場合、０．１０〜１０ＭＰａ（１．０〜１０２ｋｇｆ／
ｃｍ2）の圧力にすることが好ましく、０．１０〜５ＭＰａ（１．０〜５１ｋｇｆ／ｃｍ2
）の圧力がより好ましく、０．１０〜０．６ＭＰａ（１．０〜６．１ｋｇｆ／ｃｍ2）の

20

圧力であることがさらに好ましい。
【００６３】
加熱処理時間は、加熱温度との関係で、適宜選択できる。連続的な製造工程では、滞留
時間が１〜８０分であることが好ましく、また、バッチ式の製造工程では、反応時間が０
．５〜１０時間であることが好ましく、１〜４時間であることがより好ましい。
【００６４】
上記の方法の中でも、海藻類を分散させた水性媒体に温度２０〜４０℃、圧力０．１〜
０．５ＭＰａにおいて二酸化炭素を注入し、温度８０〜１８０℃において、０．５〜５時
間加熱処理することが好ましい。
【００６５】

30

二酸化炭素が共存するかどうかを問わず水性媒体中での海藻類の加熱処理に用いる装置
は、バッチ式と連続式に大別できる。
本発明に使用する反応容器は、特に限定されず、公知の反応容器を使用することができ
る。また、加圧下で加熱処理を行う場合には、公知の圧力容器を使用することができる。
連続式反応容器、バッチ式反応容器のいずれも使用することができるが、バッチ式反応
容器を使用することが好ましい。
【００６６】
二酸化炭素の共存する水性媒体中での加熱処理工程としては、具体的には以下の反応容
器を用いた加熱処理工程が例示できる。
まずＮ2やＣＯ2によるバブリング操作により反応容器中の反応媒体に溶存する酸素を脱

40

気することが好ましい。
二酸化炭素の共存する水性媒体中での加熱処理は、サイホン式炭酸ガスボンベから、あ
らかじめ３℃以下に保った冷却器を経由して、ポンプにより二酸化炭素を反応容器に注入
し、注入後、水性媒体中の二酸化炭素の溶解速度が高くなるように撹拌しながら放置する
方法が例示できる。二酸化炭素の濃度が十分に高くなったら、反応容器の加熱を開始する
。加熱後は圧力の過度な上昇を抑える為に、気化した二酸化炭素を放出し、圧力調整を行
うこともできる。
また、反応容器に入れる前に十分に二酸化炭素を溶解させた水性媒体を使用することも
できる。さらに、加熱処理の前にドライアイスを投入して、反応容器内の二酸化炭素量を
増加させることも可能である。
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【００６７】
上記＜１７＞記載の発明は、海藻類を、アンモニア水の共存する水性媒体中で、温度５
０〜２００℃において加熱処理する工程を含む海藻熱処理組成物の製造方法とすることも
できる。加熱処理温度は上述の通り、８０℃以上であることが好ましく、１０５℃以上で
あることがより好ましく、１１０℃以上であることがさらに好ましい。また、加熱処理温
度は１８０℃以下であることが好ましいく、１５０℃以下であることがより好ましく、１
３０℃以下であることがさらに好ましい。加熱温度が５０℃未満であると、本発明の特徴
である加水分解反応が十分に行われない。また、加熱温度が２００℃より高いと、海藻類
に含まれるアミノ酸成分と糖類がメイラード反応を生じ、得られる海藻熱処理組成物の味
が変化すると共に、褐色に変色する。

10

使用するアンモニア水（ＮＨ4ＯＨ）の濃度は、０．０１〜１５重量％であることが好
ましく、より好ましくは０．０４〜１０重量％、さらに好ましくは０．１〜２重量％であ
る。
アンモニア水を使用する、＜１７＞に記載の発明の一実施態様は、強いアルカリ性条件
を使用しない加熱処理であるため、反応容器の腐蝕等を回避できるので好ましい。
【００６８】
上記＜１７＞〜＜２０＞いずれか１つに記載の発明において、上述の通り、加熱処理温
度は１０５℃〜２００℃であることが好ましい。加熱処理温度を１０５℃以上とすること
により、加熱処理により十分な加水分解反応を生じさせることができ、食品、健康食品等
に好適に使用できる海藻熱処理組成物を得ることができるので好ましい。
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【００６９】
また、上記＜２３＞に記載の発明は、１０５〜２００℃で加熱処理を行う前に、海藻類
を、ｐＨ１〜１３の水性媒体中で３０〜１００℃にて加熱処理する前処理工程をさらに含
む。なお、この処理を、以下、「可溶化処理」ともいう。
可溶化処理を行うことにより、海藻類が膨潤及び／又は可溶化されるので、このような
可溶化処理を加圧加熱処理前に行うことにより、加熱処理溶液が均一化され、再現性の良
い海藻熱処理組成物が得られるので好ましい。以下、可溶化処理を行った後、加圧加熱処
理を行う実施態様を「二段階加熱処理」ともいうこととする。
海藻類は室温で水性媒体中に溶解しようとしても、完全に溶解しない。加圧加熱処理前
に微粉末状にした海藻類を可溶化することにより、加熱処理溶液が均一化され、品質にば
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らつきの少ない海藻熱処理組成物を製造することができるので更に好ましい。
【００７０】
可溶化処理は、撹拌しながら、所定の温度で加熱することが好ましい。可溶化処理の加
熱温度は、３０〜１００℃が好ましく、４０〜１００℃がより好ましい。
撹拌の効果は容器の形状、規模、攪拌機の種類や容器内のバッフルの形状等により大き
く異なるが、例えば（株）耐圧硝子工業製ハイパークラスターＴＥＭ−Ｖ１０００を使用
した場合、撹拌は、１００〜１，０００ｒｐｍであることが好ましく、２００〜８００ｒ
ｐｍがより好ましく、２００〜６００ｒｐｍがさらに好ましい。
可溶化処理時間は特に制限はないが、通常１５分〜２０時間程度、好ましくは３０分〜
５時間程度、さらに好ましくは３０分〜３時間程度であり、可溶化処理時間は、可溶化処

40

理の温度と撹拌とのバランスによって調整する。
可溶化処理はｐＨ１〜１３の水性媒体中で行うことが好ましく、ｐＨ２〜１１の水性媒
体中で行うことがより好ましい。また、二酸化炭素の共存する水性媒体中で行うことも好
ましい。さらに、アンモニアが共存するアルカリ水溶液で可溶化することもできる。
【００７１】
可溶化処理後の溶液は、低粘度であり、ゲル状態ではないことが好ましい。海藻類の溶
解後も撹拌及び加熱を続けることにより液粘度を下げることができる。
【００７２】
上記＜１８＞〜＜２３＞いずれか１つに記載の発明において、可溶性成分が仕込量の４
０〜１００重量％となるまで加熱処理を行うことが好ましい。４０〜９０％であることが
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より好ましく、５０〜８０％であることが更に好ましい。
可溶性成分を上記範囲内とすることにより、調味料を含む食品全般、健康食品、化粧料
等に好適に使用可能な海藻熱処理組成物を得ることができるので好ましい。
【００７３】
本発明の製造方法にて得られる海藻熱処理組成物は、溶液粘度の観点から、多糖類の成
分は、例えばカラギーナンでは分子量が４００，０００以下の成分を多く有していること
が好ましい。分子量が４００，０００以下の成分を多く含むと、ヌメリ感の少ない海藻熱
処理組成物を得ることができるので、海藻熱処理組成物を調味料等の食品に使用する場合
、特に好ましい。多糖類は、分子量が大きいと増粘性を有する傾向があり、分子量が８０
10

万以上であると、特に粘性が高いことを確認した。
一方、本発明の製造方法によって得られる海藻熱処理組成物は、生理活性を発揮する観
点からは、小腸上皮細胞等から吸収されることが必要である。従って、海藻熱処理組成物
が生理活性、例えば抗ガン活性や抗高血圧活性等を発揮する為には、これらの生理活性物
質の分子量は２００〜５０，０００であることが好ましく、１，０００〜１０，０００で
あることがより好ましい。生理活性物質としては、フコイダン、アルギン酸、アガロース
等が例示できる。
本発明の海藻熱処理組成物の製造方法において、ｐＨ、加熱温度、加熱時間は、目的に
応じて適宜選択することが好ましい。
【００７４】
本発明において、加熱処理する工程の後に、濃縮する工程及び／又は固化する工程を含

20

むことが好ましい。
本発明により得られた海藻熱処理組成物は、その目的に応じて希釈、濃縮することがで
き、また、固化（固形化）することも好ましい。
加熱処理後の反応物は、目的に応じて更に不溶性成分を分離する工程を含むことができ
るが、本発明の海藻加熱処理組成物は、上述の通り、不溶性成分の１０重量％以上を含む
。
不溶性成分を分離する方法としては、公知の分離方法は何れも使用することができる。
具体的には、遠心分離、濾過、圧搾などが例示できる。
これらの中でも、遠心分離、遠心濾過又は加圧濾過により不溶性成分を分離することが
好ましい。遠心分離は、１００〜６，０００ｒｐｍで行うことが好ましく、２，０００〜

30

2

５，０００ｒｐｍで行うことがより好ましい。加圧濾過は、０．１〜５ｋｇｆ／ｃｍ （
０．０１〜０．５ＭＰａ）に加圧して濾過することが好ましく、０．５〜３ｋｇｆ／ｃｍ
2

（０．０５〜０．３ＭＰａ）に加圧して濾過することがより好ましい。
また、本発明において、不溶性成分の分離を行わずに、可溶性成分及び不溶性成分の全

量を海藻熱処理組成物として、調味料を含む食品全般、化粧料、健康食品等に使用するこ
とも好ましい。
また、海藻熱処理組成物は、そのまま食品や化粧料等に使用することもできるが、保存
性の観点から、所望により固化することが好ましい。固化する方法は特に限定されないが
、噴霧乾燥や凍結乾燥により粉末化することができる。噴霧乾燥の場合、加熱した窒素気
流中での粉末化したり、あるいはデキストリンや乳糖などを賦形剤として加えても良い。

40

【００７５】
本発明の製造方法によって得られた海藻熱処理組成物は、種々の目的に使用することが
できる。具体的には、得られた海藻熱処理組成物の濃縮液及び／又はその固化物を調味料
を含む食品全般、化粧料、健康食品等に添加することができる。また、海藻熱処理組成物
をそのまま使用することもできる。
【００７６】
具体的には、得られた海藻熱処理組成物を乾燥して固化し、必要に応じて粉砕し、粉末
状とした後、これを水に再溶解して、和風だし汁等として使用することができる。この場
合、乾燥して得られた海藻熱処理組成物を水に０．１〜１０重量％添加することが好まし
く、０．３〜５重量％添加することがより好ましく、０．５〜３重量％添加することがよ
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り好ましい。
海藻熱処理組成物の乾燥方法としては、公知のいかなる乾燥方法も使用することができ
、その目的に応じて、公知の乾燥方法を適宜選択することが好ましい。
海藻熱処理組成物の乾燥物は、いかなる形状とすることもできるが、調味料として使用
する場合、粉末状、顆粒状にすることが好ましく、粉末状とすることがコスト上より好ま
しい。粉末タイプの海藻熱処理組成物は和風のインスタント食品（うどん、そば等）添加
剤として使用することができる。
【００７７】
また、得られた海藻熱処理組成物から一部の水分を除去して、濃縮することも好ましい
実施態様である。乾燥した海藻熱処理組成物の含有量として１０〜９０重量％となるよう

10

に濃縮することが好ましく、２０〜８５重量％となるように濃縮することがより好ましい
。また、濃縮方法としては公知のいかなる濃縮方法も使用することができ、公知の濃縮機
を適宜選択することができる。
具体的には、乾燥した海藻熱処理組成物の含有量として７０〜９０重量％となるように
水分を除去し、ペースト状の調味料を調製することもできる。また、乾燥した海藻熱処理
組成物の含有量として２０〜４０重量％となるように水分を除去し、濃縮タイプの調味料
とすることも好ましい。
これらを水で希釈することにより、和風だし汁、みそ汁用だし汁等として使用すること
ができる。
また、これらの濃縮物に、適宜ＮａＣｌなどのミネラル成分や、各種アミノ酸、糖類、

20

香料等を添加して調味料とすることも好ましい。特に、ＮａＣｌを添加すると、調味料の
保存性が向上するので好ましい。また、濃縮タイプの海藻熱処理組成物はインスタント食
品（うどん、そば等）添加剤として使用することができる。
【００７８】
本発明により得られた粉末状又は濃縮タイプの海藻熱処理組成物を、適宜水等で希釈し
、調味液として使用することもできる。
【００７９】
海藻類の熱処理組成物はその機能が注目されている。特に、本発明の製造方法では、海
藻類を加水分解反応を伴う加熱処理をするため、海藻類に含まれる多糖類が少糖化（オリ
ゴ糖化）し、さらにタンパク質をオリゴペプチド化、またはオリゴペプチドからさらにア
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ミノ酸まで加水分解すると考えられる。本発明により得られた海藻熱処理組成物は、抗ガ
ン作用、免疫力増強作用、または血圧降下作用を含む各種の生理機能（生理活性）を有し
ていると期待され、また、増粘性、保湿性やゲル化性等のような物理化学的機能の向上に
寄与するものである。本発明により得られた海藻熱処理組成物は、上述の用途には限られ
ず、食品、化粧品、医薬品、繊維加工品等の幅広い製品への用途を有するものである。さ
らに、原料である海藻類を加熱処理した後、その不溶性成分は、食物繊維、ペプチド、多
糖類等を多く含むことから、海藻熱処理組成物に使用されなかった不溶性成分の一部を家
畜飼料及び園芸肥料等に応用して効果的に使用することが可能である。
尚、本発明において、多糖とは多くの単糖から構成される平均分子量が１００，０００
を超える糖類を指す。少糖とは、オリゴ糖と同義であって、単糖が複数個結合したもので
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あり、分子量が１００，０００を超えないものを指す。
【００８０】
本発明により得られた海藻熱処理組成物を健康食品として使用する態様について以下に
説明する。特に、本発明の海藻熱処理組成物を含む健康食品は、血圧降下機能を有する健
康食品として好ましく使用できる。
血圧降下機能を有する健康食品に使用する場合、海藻はアルギン酸を含有する褐藻類が
好ましく、コンブ、カジメ、ワカメ、モズク、アラメ、マクロシスティス、アスコフィラ
ム、エクロニアマキシマ、レッソニヤが特に好ましい。
また、得られる海藻熱処理組成物がアルギン酸塩類、低分子量化アルギン酸塩類及びア
ルギン酸塩オリゴ糖類よりなる群から選ばれる少なくとも１つを含むことが好ましく、ア
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ルギン酸を含有する海藻を使用することにより、これらを得ることができるので、海藻と
してアルギン酸を含有する海藻を原料として使用することが好ましい。ここで、アルギン
酸塩類とは、アルギン酸が強いイオン交換性を持つため、種々のアルカリイオン例えば、
カリウムイオン、ナトリウムイオン、カルシウムイオンと結合し、塩を構成した化合物を
示す。
一般的にアルギン酸塩の血圧降下作用としては、体内に入ったアルギン酸塩は胃の中の
胃酸によって塩を放出し、つぎにそれが腸に移行したとき、アルカリ性である腸内で再び
ナトリウムイオンと塩を構成し、結果として体内のナトリウムを減少させ、血圧降下作用
を示すと考えられている。
また、低分子量化したアルギン酸塩は胃の中で塩を放出した後腸から吸収され、体内で

10

再度ナトリウム塩を構成し、そのままナトリウムを体外へと排出する。したがって、低分
子量化アルギン酸塩やオリゴ糖のアルギン酸塩は、摂取した塩化ナトリウム等のナトリウ
ム分をアルカリ性の腸内で再度捕獲して体外に排泄すると共に、腸内で体内へと吸収され
たアルギン酸が、細胞内のナトリウムイオンと結合して、体外に排出するという二重の意
味でのナトリウム排出機能を有することが期待される。
ここでいう低分子量アルギン酸塩類とは、平均分子量が５万〜１万程度のものを意味し
、アルギン酸塩オリゴ糖類とは、分子量１万以下で数百以上を意味する。
さらに、海藻中に含まれるタンパク質を低分子量化させ、低分子量化タンパク質、オリ
ゴペプチド、アミノ酸等に変換させることが好ましい。藻類の仲間であるノリに含まれる
タンパク質を低分子量化したオリゴペプチドの一部には、アンジオテンシン変換酵素阻害

20

剤としての機能を有するオリゴペプチド類が存在し、結果として血圧降下作用を発揮する
ことが知られている。ここでは、同じ藻類である褐藻類の昆布類にも同様な効果があるこ
とが期待され、低分子量タンパク質やオリゴペプチドへの変換は血圧降下作用の発現補助
としての機能が期待されている。
低分子量化タンパク質とは、平均分子量が５万〜数千程度のものを意味し、オリゴペプ
チドとは、低分子量化タンパク質より小さな、平均分子量が数千以下のものを意味する。
【００８１】
海藻成分中に、血圧降下機能を有する成分が含まれていることは知られていたが、日常
の食生活上で高血圧症状を改善するために必要な量の海藻（例えば昆布）を日常的に摂取
することはかなり困難である。これは、海藻そのものを毎日食することが困難なことに加
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えて、海藻類に含まれる多糖類（例えばアルギン酸塩等）は高分子であることから、腸内
吸収率が低く、効果的ではなかったことに起因していると考えられる。アルギン酸等の天
然多糖類が腸内で効果的に吸収されるには一定程度低分子量化していることが望ましいと
考えられる。
海藻類に含まれている多糖類やタンパク質を熱処理を通じて効果的に加水分解すること
で、これらが低分子量化され、腸内での吸収を高めることができ、これにより海藻類の摂
取が少量であっても高血圧症状の予防及び／又は改善が可能となり、食生活上での恒常的
な海藻成分の摂取が可能となることが期待される。
また、特にアルギン酸に関しては、純粋なアルギン酸塩をオリゴ糖化することよりも、
本発明のように海藻を熱処理することにより、海藻に含まれている機能性多糖類、タンパ
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ク質、アミノ酸ミネラル等の他の有効成分を体に吸収しやすい大きさ（分子量）に調整す
ることができ、これにより血圧の逓減効果の向上が期待される。
【００８２】
健康食品として使用する場合、本発明の海藻熱処理組成物は、いかなる形態で摂取する
こともできるが、日常的に簡易に摂取できるよう、粉末剤、錠剤、カプセル剤などの剤形
で摂取することが好ましく、これらの中でも錠剤とすることが特に好ましい。錠剤として
は素錠、糖衣錠、フィルムコーティング錠などを例示できるが、本発明はこれに限定され
ない。
以下、本発明を実施例により説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるもので
はない。
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【実施例】
【００８３】
（実施例１）
本実施例では、海藻類として乾燥した伊豆・伊東産めかぶ（以下メカブと略する）を使
用した。
【００８４】
＜処理装置＞
高温・高圧条件下での処理装置は、耐圧ガラス装置（耐圧ガラス工業（株）製、ハイパ
ーグラスター、ＴＥＭ−Ｖ１０００Ｎ）を使用した。
【００８５】

10

＜加熱処理方法＞
反応は室温中でガラス製圧力容器に水５００ｍｌとメカブを１０ｇ仕込み、撹拌（１０
０ｐｐｍ）しながら３０℃まで加温した。圧力容器内の温度が３０℃に達した後、サイホ
ン式ボンベを用い、二酸化炭素を処理装置に導入した。二酸化炭素は圧力容器の圧力弁の
開放下（常圧状態）で、処理装置付属の導入管を用い１０分間、液中へ直接二酸化炭素を
導入した。
溶液中への二酸化炭素導入（バブリング操作）により、溶液中の溶存酸素の追い出しを
行った。バブリング操作後、圧力容器の開放弁を閉じた後、さらに二酸化炭素を導入する
ことで、指定した加水分解圧力になるように調整した。なお、実施例で示した二酸化炭素
の圧力はこの時点での二酸化炭素の圧力を示している。また、特に０．０ＭＰａと記載し

20

た場合は、バブリングおよび二酸化炭素による加圧操作を行わなかったことを示している
。
溶液の水素イオン濃度は、加熱処理前に測定した。また、それぞれの条件下におけるｐ
Ｈを表１に示した。
圧力調整後は直ちに８０℃まで加温し、乾燥原料の可溶化や膨潤を目的として３０分間
撹拌を行った。撹拌後、容器内の温度を、１２０℃、１３０℃、または１４０℃に昇温し
、各温度で３時間加熱処理を行った。
【００８６】
＜加熱処理後の操作＞
加熱処理後は直ちに圧力容器内の冷却水循環用配管バルブを開け、水道水を通じること

30

で冷却を行った。室温まで冷却後、処理装置の圧力を開放した。
加熱処理を行った処理溶液は遠心器（（株）コクサン社製、Ｈ−１０３Ｆｎ）で３００
０ｒｐｍの条件下で３０分間回転させることで固・液分離を行った。
【００８７】
固・液分離後の可溶化分（上澄み液）と遠沈した固形分はそれぞれ、凍結乾燥機（東京
理科機械（株）社製、ＦＯＵ−１１００）で凍結乾燥を行った。乾燥後に、可溶化分、固
形分のそれぞれについて収量（ｇ）を求め、仕込量に対する収率（％）を求めた。可溶分
と固形分の収量を表１に示した。
【００８８】
【表１】
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【００８９】
＜可溶化分のＧＰＣ分析＞
−ＨＰＬＣ分析条件−
可溶化分については、ＧＰＣ（Ｇｅｌ

ｐｅｒｍｅａｔｉｏｎ

ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒ

ａｐｈｙ）カラムを装着したＨＰＬＣ分析にて、分子量を測定した。
ＨＰＬＣの分析条件を、表２に示す。
【００９０】
【表２】
10

20
【００９１】
−ＧＰＣ分子量校正曲線−
分子量の校正用標準物質には主としてプルラン（表３中、試料欄に記号ｐ−と記載）を
用いた。校正用標準物質の溶出時間と分子量を表３に示す。
【００９２】
【表３】

30

40

【００９３】
−分子量計算−
分析試料の分子量計算は、ＥＺＣｈｒｏｍ（ＧＬサイエンス社製ＨＰＬＣ用ソフト）中
の分子量計算ソフトを用いて行った。本計算で求まる分子量は、重量平均分子量（＝Ｍｗ
）、数平均分子量（＝Ｍｎ）、ピークトップ分子量（＝Ｍｐ）である。
ここで、数平均分子量Ｍｎとは次式で定義されている。
Ｍｎ＝

ΣＡｉ／Σ（Ａｉ／Ｍｉ）
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これに対して、重量平均分子Ｍｗは次式で定義されている。
Ｍｗ＝

Σ（ＡｉＭｉ）／ΣＡｉ

ここで
Ａｉ：クロマトグラム中の計算対象となるピークデータの面積値
Ｍｉ：同ピークデータの平均分子量
である。
Ｍｐはクロマトグラム中のピークトップでの溶出時間を、分子量校正曲線にあてはめ分
子量を計算したものである。
【００９４】
図１にメカブを１４０℃にてＣＯ2圧力０．１ＭＰａにて３時間加圧加熱処理後の可溶

10

分のＧＰＣ分析結果を示す。図１中のピーク番号１〜３のそれぞれについて、Ｍｎ、Ｍｗ
及びＭｐを測定した。結果を表４に示す。
ＧＰＣ分析での溶出時間（保持時間）は、分子量の大きいものから小さいものへと順に
溶出する。ピーク番号１は、比較的大きな分子量分布を、ピーク番号２は、低分子量化さ
れた糖や、オリゴ糖程度、ピーク番号３は、単糖程度の分子量を示している。
【００９５】
【表４】

20

【００９６】
上記の表４から、Ｍｗ／Ｍｎは約１．５を示した。従って、分子量分布は比較的狭い範
囲に収束していることが分かる。また、ＭｐがＭｗと比較的近い数値を示したことから、
ＧＰＣ分析でのクロマトグラム上でのピーク形状が正規分布型を示したと考えられ、加水
分解反応が良好に進行し、低分子量化が理想的に行われたと考えられる。
【００９７】
表１に示したそれぞれの加熱処理条件においても、ピーク１〜３に相当するピークが認

30

められ、それぞれの高温抽出組成物は、多糖、少糖及び単糖の各成分を含有していること
が確認された。
これらの加熱処理条件下におけるピーク１〜３の相対面積比の値を表５に示す。
【００９８】
【表５】

40
【００９９】
上記の結果から、加熱温度を上昇させることにより、ピーク２に相当する面積の相対値
が上昇することが認められた。ピーク２は、上述の通り少糖やオリゴ糖に相当するピーク
である。
【０１００】
（実施例２）
実施例１において、伊豆・伊東産めかぶ（メカブ）の替わりに乾燥した北海道トドホッ
ケ産ガゴメ昆布（以下ガゴメと略す）を使用した以外は同様にして海藻高温抽出組成物を
得た。
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加熱温度１２０℃、ＣＯ2圧力を０．１ＭＰａにて３時間処理した高温抽出組成物の収
率、ＧＰＣ分析により得られる分子量及び相対面積値について表６に示す。尚、ＧＰＣ分
析の結果、図１と同様に３つのピークが認められた。
【０１０１】
【表６】

10

【０１０２】
（実施例３）
実施例１において、伊豆・伊東産めかぶ（メカブ）の替わりに乾燥した北海道日高産昆
布（以下日高昆布と略す）を使用した以外は同様にして海藻高温抽出組成物を得た。
加熱温度１２０℃、ＣＯ2圧力を０．１ＭＰａにて３時間処理した高温抽出組成物の収

20

率、ＧＰＣ分析により得られる分子量及び相対面積比について表７に示す。尚、ＧＰＣ分
析の結果、図１と同様に３つのピークが認められた。
【０１０３】
（実施例４）
実施例１において、バブリング操作及び二酸化炭素の導入をする替わりに、海藻を分散
させた処理溶液をアンモニア水にてｐＨを１１に調製する以外は同様にして海藻高温抽出
組成物を得ることができる。
【０１０４】
（比較例１）
加圧を行わずに日高昆布から抽出組成物を得た。

30

具体的には、固く絞ったふきんで日高昆布表面をさっと拭き取り、ビーカーに水５００
ｍｌと、日高昆布を１０．０ｇ入れた後、室温で３０分間放置した。次に室温から９５℃
まで１５分間かけて昇温し、液温が９５℃に達したと同時に日高昆布を溶液から引き出し
た。
ビーカー中の抽出溶液は凍結乾燥を行った。
抽出組成物の収率、ＧＰＣ分析により得られる分子量及び相対面積比について表７に示
す。
【０１０５】
【表７】
40

【０１０６】
上記の表７より、本発明の高温抽出組成物の製造方法は、得られる組成物の量が多く、
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可溶化分の収率が高いことが明らかとなった。
また、比較例においては、得られる抽出組成物には分子量２００，０００〜３００，０
００の比較的大きな分子量分布を有する成分が含まれていないことが明らかとなった。
【０１０７】
（可溶化分のミネラル・アミノ酸の成分分析）
ガゴメをＣＯ2圧力０．０ＭＰａ、温度１１０℃及び１２０℃にて３時間加熱処理した
可溶化分（実施例２）及び比較例１にて得られた可溶化分のミネラル成分の分析を行った
。
また、メカブをＣＯ2圧力０．０ＭＰａ、温度１２０℃にて３時間加熱処理した可溶化
分（実施例１）、ガゴメをＣＯ2圧力０．０ＭＰａ、温度１２０℃にて３時間加熱処理し

10

た可溶化分（実施例２）及び比較例１にて得られた可溶化分のアミノ酸成分の分析を行っ
た。
ミネラル成分の分析は、原子吸光分光光度計（島津製作所製、ＡＡ−６２０）を用いて
行った。原子吸光分光光度計で測定するための試料は、以下のようにして調製した。
（１）るつぼを用いて分析試料を灰化し、ビーカー中にて１０％塩酸を５ｍＬ加え、時
計皿で蓋い３０分間室温にて放置した。
（２）るつぼ内の物質を純水にて洗い流し、１０％塩酸５ｍＬを添加し、ビーカー内容
量を１５０ｍＬとした。
（３）沸騰石を適量添加し、ビーカー内容量が９０ｍＬになるまで、沸騰を続けた。
（４）ビーカー内溶液を濾過し、その濾液を２００ｍＬメスフラスコに移し、全量を２

20

００ｍＬに調製した。
なお、必要に応じ、測定に際し希釈を行った。
【０１０８】
ミネラル成分の分析結果を下記の表８に示す。本分析は原料を１．０ｇ使用したときに
従来法での組成物（日高昆布、９５℃）と本発明により得られた海藻高温抽出組成物を比
較したものであり、可溶化回収率（組成物量／原料の割合）の違いを考慮して計算したも
のである。
これらの結果から、Ｎａ、Ｋ、Ｆｅ分において両者の間に明らかな違いが見られた。
【０１０９】
【表８】

30

【０１１０】
アミノ酸分析は、全自動アミノ酸分析装置（日立製作所製、Ｌ８８００−ＡＡＡ型）を
用いて常法に従い行った。
結果を表９に示す。
これらの分析結果の数値はいずれもミネラル成分の分析と同様、原料を１．０ｇ使用し
たときに、従来法での組成物と海藻高温抽出組成物での組成物を比較したものであり、可
溶化回収率（組成物量／原料の割合）の違いを考慮して計算したものである。
【０１１１】
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【表９】

10

20

30

40
【０１１２】
尚、表９中、アミノ酸略記語は味の素（株）編アミノ酸ハンドブック（ｐ５）の記載に
したがった。また、それ以外のアミノ酸記号については英語名を表記した。
【０１１３】
（実施例５）
実施例３において、ＣＯ2圧力を０．０ＭＰａまたは０．１ＭＰａとし、加熱処理時間
を変化させて海藻高温抽出組成物を得た。得られた海藻高温抽出組成物をＧＰＣ分析した
結果、ＣＯ2圧力を０．１ＭＰａとすると、より短い加熱処理時間でピーク１に相当する
ピークが観察される。
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【０１１４】
（調味料としての使用）
１．実施例１〜４にて得られた海藻高温抽出組成物（乾燥物又は濃縮物）を、和食の吸い
物用の調味料として使用した。組成物が吸い物全体の約１重量％（乾燥物換算）になるよ
うに使用したところ良好な味と風味を備えていた。
２．実施例１〜４にて得られた海藻高温抽出組成物を２重量％（乾燥物換算）含有する水
溶液を調製し、これを和風だし汁として使用したところ、良好な味と風味を備えていた。
３．実施例１〜４にて得られた海藻高温抽出組成物の水溶液から一部の水分を除去するこ
とにより濃縮した。海藻高温抽出組成物を５０重量％（乾燥物換算）含有する水ペースト
を作製し、このペーストを、適宜希釈して和風だし汁を調製したところ、良好な味と風味

10

を備えた和風だし汁が得られた。
４．実施例１〜４にて得られた海藻高温抽出組成物の水溶液から一部の水を除去すること
により濃縮した。海藻高温抽出組成物を、３０重量％（乾燥物換算）含有する水溶液を調
製した。さらに、これにＮａＣｌを加え、保存性の向上した和風だし汁用調味料とした。
この調味料を適宜希釈して和風だし汁を調製したところ、良好な味と風味を備えた和風だ
し汁が得られた。
【０１１５】
（化粧料としての使用）
また、実施例１〜４にて得られた海藻高温抽出組成物（可溶化分の乾燥物）を石鹸に３
％練り込んで海藻高温抽出組成物含有石鹸を作製したところ、使用感の良い石鹸が得られ

20

た。
（健康食品としての使用）
また、蕎麦及びパンに実施例１〜４にて得られた海藻高温抽出組成物（固形分）を１〜
５％添加してフコイダン等の含まれた健康食品が得られた。
【０１１６】
（比較例２）
実施例１〜３において、ＣＯ2圧力を０．０ＭＰａまたは０．１ＭＰａとして２００℃
で３時間加熱して、海藻高温抽出組成物を得た。得られた高温抽出組成物は、褐色を帯び
ていた。
また、日高昆布をＣＯ2圧力を０．０ＭＰａとして２００℃で３時間加熱して得られた

30

可溶分の凍結乾燥物を、和食の吸い物用の調味料として吸い物全体の約０．５重量％使用
したところ良好な風味が得られなかった。
【０１１７】
（実施例６）
（血圧降圧剤としての効果の評価）
＜錠剤化処理＞
昆布の高温抽出組成物を含む昆布熱処理組成物（以後、まるごと昆布と略す）は、日常
的に簡単に摂取することが必要であるため、昆布の高温抽出組成物を含む加熱処理物に対
し、錠剤化処理を行った。また、加熱処理を行っていない昆布粉末に対しても錠剤化処理
を行った。

40

錠剤の製造方法を以下に記載する。昆布の原材料は北海道日浦産乾コンブ（利尻系エナ
ガオニコンブ）を用いた。まるごと昆布錠剤および昆布粉末錠剤の製造では、初めに昆布
原料を５０℃で１５時間乾燥し、マキノ式ピンミルで２回粉砕し、粉末試料を作製した。
昆布粉末の二酸化炭素を使用した加水分解を伴う熱処理は、容量１０Ｌのテフロン（登
録商標）ライニングのオートクレーブ装置を用いて行った。一回の反応での仕込量は、昆
布粉末を６００ｇに水６，０００ｇとした。仕込み後、反応容器はスティーム加熱により
３０℃まで昇温させ、０．３０ＭＰａになるまで二酸化炭素を反応容器内に圧入した。オ
ートクレーブの内圧が０．３０ＭＰａで平衡であることを確認後、８０℃まで昇温し１時
間保温した。つづけて、反応温度を１２０℃とし、２時間加温を行った。反応終了後直ち
に冷却水を循環させオートクレーブ内の温度が３０℃以下になるまで冷却を行った。加熱
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処理物を、コロイドミルを用いて湿式粉砕し、さらに乾燥させることで、粉末の昆布加熱
処理物とした。
粉末の昆布熱処理組成物（まるごと昆布）および昆布粉末を用いた造粒行程では、各粉
末２１００ｇにマルチトール（アマルティＭＲ−５０）を２０５８ｇ加え、混合攪拌後７
０％エタノールを１０５５ｍｌ添加し乾燥後、乾燥混合造粒粉末試料を作製した。打錠工
程では、上記乾燥混合造粒粉末試料が９９％に対し、潤沢剤としてシュガーエステル（Ｄ
ＳＫＦ２０Ｗ）が１％となるように添加し、十分に混合した後、８ｍｍφ、２１０ｍｇの
打錠型を用いて打錠し、試験用錠剤とした。
10
【０１１８】
＜モニター試験実施方法＞
モニター試験は２００３年に日本高血圧学会家庭血圧測定条件作業部会が設定した「家
庭血圧測定ガイドライン」に従って実施方法を作成した。モニター試験には、昆布を加水
分解し体内吸収力を高めた「まるごと昆布」と、比較対照とする未処理の「昆布粉末」の
錠剤を服用することで比較試験を行った。
モニター試験の実施方法を下記に記載する。
【０１１９】
服用試料：（Ａ）まるごと昆布錠剤
20

（Ｂ）昆布粉末錠剤
成分：１錠（２０８ｍｇ）中
昆布成分

５０％

マルチトール

４９％

シュガーエステル

１％

服用量：（Ａ）、（Ｂ）とも

朝食後３錠

夕食後３錠

（１日

６錠）

服用方法：
Ａ群：被験者番号奇数（１，３，５，７，９）
服用前１週間の血圧測定後、（Ａ）を２週間服用後、続けて（Ｂ）を２週間服用
Ｂ群：被験者番号偶数（２，４，６，８，１０）
服用前１週間の血圧測定後、（Ｂ）を２週間服用後、続けて（Ａ）を２週間服用
血圧測定方法：家庭血圧測定ガイドラインに準じて１日
朝：起床後１時間以内
晩：就寝前

排尿後

朝食前

30

朝、晩２回測定

座位１〜２分間の安静後

座位１〜２分間の安静後

血圧値記録：血圧記録表に最高血圧、最低血圧、脈拍、測定時の注意事項、測定時間を
記録
使用血圧計：テルモ血圧計：ＥＳ−Ｐ３０２
【０１２０】
〔被験者〕
被験者の選定に当たっては血圧降下剤等の投与を受けている場合には対象から除外した
。被験者は成人男子８名、成人女子２名の計１０名で行った。被験者の年齢および性別を
下記表１０に示す。
【０１２１】
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【表１０】

10

20
【０１２２】
＜血圧データの処理＞
〔平均血圧の算出〕
データは、収縮期血圧（上の血圧又は最高血圧ともいう）と拡張期血圧（下の血圧又は
最低血圧ともいう）から求めた平均血圧（ｍｍＨｇ）で行った。ここでの平均血圧を求め
る計算式は、講談社プラス・アルファ新書の「血圧革命」（高沢謙二著、２００５年７月
発行）に記載されている下記の式を用いた。
平均血圧＝拡張期血圧＋（収縮期血圧−拡張期血圧）÷３
30

【０１２３】
〔モニターデータのまとめ〕
−有意差検定−
モニター試験は、Ａ群およびＢ群の２群に分けて行った。平均血圧の測定期間である１
週間は群間で共通で行った。その後、Ａ群は、まるごと昆布（昆布高温抽出組成物）錠を
２週間服用し、その後、昆布粉末錠を２週間服用し、合計５週間の服用試験を行った。Ｂ
群は服用の順序が逆であり、先に昆布粉末錠を２週間服用し、その後、２週間まるごと昆
布錠を服用した。
ここでは、各錠剤を服用後、試験錠剤の効果が期待される、第３週目および第５週目の
データ間の差を求めることで有意差検定を試みた。ここで、Ａ群の第３週目のデータと第
５週目のデータとを対とし、同様にＢ群の第３週目のデータと第５週目のデータを対とし
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、「対になったデータのｔ検定方法」を行った。
なお、Ａ群およびＢ群を別々に検定したのは、モニター試験が５週間の長期に渡ること
からの季節変動を考慮したものである。
対のデータは被験者１０人の内、Ａ群で試験が続行できなくなった２名と、Ｂ群で日常
生活での影響が著しい１名を除いた３名および４名のデータでの比較検討を行った。
【０１２４】
上記「対になったデータのｔ検定方法」は、共立出版、「データのとりまとめ方」、著
者Ｊ．Ｃ．Ｍｉｌｌｅｒ／Ｊ．Ｎ．Ｍｉｌｌｅｒ

第３章有意差検定を参照した。

具体的には、検定では、対になったデータ間の差の平均値ｘav,dと標準偏差ｓdを用い
て、下記の式により求めたｔの絶対値とその臨界値を比較し、有意な差があるかどうかを
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判定した。ここでのｎはデータ数を示す。
【０１２５】
【数１】

【０１２６】
上記の式によって求められたｔ値と、自由度（ｎ−１）のスチューデントの両側ｔ分布
に従う理論値（臨界値）を比較することにより、有意差検定を行った。
【０１２７】

10

Ａ群及びＢ群について、第３週目、第５週目における平均血圧を算術平均した平均値を
以下の表１１〜１４に平均値（ｍｍＨｇ）として示す。
また、Ａ群及びＢ群について、平均値（ｍｍＨｇ）の差の有意差検定を朝・晩の平均値
についてそれぞれ行った。結果を以下の表１１〜１４に示す。
【０１２８】
【表１１】

20

30

【０１２９】
【表１２】
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【０１３０】
【表１３】

10

【０１３１】
【表１４】

20

30

【０１３２】
まるごと昆布服用期間が先行したＡ群の朝のデータでは、ｔの実験値が４．５２を示し
たことから、有意水準０．０５（９５％）で有意な差があると判定された（自由度２、両
側検定）。同様に、晩のデータでは有意水準０．２０（８０％）で有意となった。

40

昆布粉末錠剤が先行したＢ群の朝のデータでは、ｔの実験値が２．２８を示したことか
ら、有意水準０．１５（８５％）で有意となった（自由度３、両側検定）。同様に、晩の
データにおいてもｔの実験値が２．１５を示したことから有意水準０．１５（８５％）で
有意となった。
以上の結果から、原料の昆布を加熱処理することにより体内吸収力を高めた海藻熱処理
組成物である、まるごと昆布には、未処理の昆布粉末に比べて血圧降下作用が見られるこ
とがｔ検定の結果明らかとなった。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
【図１】メカブを１４０℃にてＣＯ2圧力０．１ＭＰａにて３時間加圧加熱処理後の可溶
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(32)
化分のＧＰＣ分析のクロマトグラフィーの一例である。
【符号の説明】
【０１３４】
１

ピーク１

２

ピーク２

３

ピーク３

【図１】
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