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(57) 【 要 約 】
【課題】γ−アミノ酪酸の含有量が多く、作業が簡単なγ−アミノ酪酸富化麹及び高塩分
濃度食品の製造方法を提供する。
【解決手段】下記（Ａ）〜（Ｂ）工程を含むγ−アミノ酪酸富化麹の製造方法。
（Ａ）

麹原料に、グルタミン酸を含む溶液を浸漬させ、加熱する工程。

（Ｂ）

（Ａ）工程後、麹菌を添加し、製麹する工程。

前記製造方法において、グルタミン酸を含む溶液にピリドキサールリン酸を添加すること
が好適である。
下記（Ａ）〜（Ｃ）工程を含むγ−アミノ酪酸富化高塩分濃度食品の製造方法である。
（Ａ）

麹原料に、グルタミン酸を含む溶液を浸漬させ、加熱する工程。

（Ｂ）

（Ａ）工程後、麹菌を添加し、製麹する工程。

（Ｃ）

（Ｂ）工程後、塩分濃度５質量％以上とし、醸造する工程。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記（Ａ）〜（Ｂ）工程を含むγ−アミノ酪酸富化麹の製造方法。
（Ａ）

麹原料に、グルタミン酸を含む溶液を浸漬させ、加熱する工程。

（Ｂ）

（Ａ）工程後、麹菌を添加し、製麹する工程。

【請求項２】
請求項１に記載の製造方法において、グルタミン酸を含む溶液にピリドキサールリン酸を
添加することを特徴とするγ−アミノ酪酸富化麹の製造方法。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の製造方法において、グルタミン酸を含む溶液がグルタミン酸ナト
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リウム水溶液であることを特徴とするγ−アミノ酪酸富化麹の製造方法。
【請求項４】
請求項１〜３のいずれかに記載の製造方法において、グルタミン酸の濃度が、グルタミン
酸を含む溶液中の０．１〜５．０質量％であることを特徴とするγ−アミノ酪酸富化麹の
製造方法。
【請求項５】
請求項２〜４のいずれかに記載の製造方法において、ピリドキサールリン酸の濃度が、グ
ルタミン酸を含む溶液中の０．０１〜０．５質量％であることを特徴とするγ−アミノ酪
酸富化麹の製造方法。
【請求項６】
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請求項１〜５に記載の製造方法において、麹原料が、米、麦、大豆から選択される１種又
は２種以上であることを特徴とするγ−アミノ酪酸富化麹の製造方法。
【請求項７】
下記（Ａ）〜（Ｃ）工程を含むγ−アミノ酪酸富化高塩分濃度食品の製造方法。
（Ａ）

麹原料に、グルタミン酸を含む溶液を浸漬させ、加熱する工程。

（Ｂ）

（Ａ）工程後、麹菌を添加し、製麹する工程。

（Ｃ）

（Ｂ）工程後、塩分濃度５質量％以上とし、醸造する工程。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明はγ−アミノ酪酸富化麹及び高塩分濃度食品の製造方法、特にγ−アミノ酪酸の含
有量と作業工程の改良に関する。
【０００２】
【従来の技術】
γ−アミノ酪酸（ＧＡＢＡ；γ−Ａｍｉｎｏ

ｂｕｔｙｒｉｃ

Ａｃｉｄ）は、非タンパ

ク性アミノ酸であり、グルタミン酸脱炭酸酵素の作用により、グルタミン酸が脱炭酸され
ることにより生成される。ＧＡＢＡは、哺乳類の中枢神経系における主要な抑制伝達物質
であるだけでなく、血圧降下作用、精神安定作用、腎機能活性化作用、肝機能改善作用、
肥満防止作用、アルコール代謝促進作用、脳卒中後遺症の改善作用、消臭効果等、多くの
生理作用が認められている物質である。
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【０００３】
従来食品の中にはＧＡＢＡを含む食材の存在も知られており、その例は次の如くである。
▲１▼

精米した米粒を蒸した後、その表面に紅麹胞子を付着させ、約３０℃で発芽させ

、７日間程度培養させることにより、米内に存在する多少のグルタミン酸を利用し、菌体
内にＧＡＢＡが蓄積される。
▲２▼

茶葉を室温で密閉した容器に封入し、窒素ガスを送り込むと、窒素ガスの刺激を

受けて、茶葉内に存したグルタミン酸がＧＡＢＡに変換される。
▲３▼

胚芽米から胚芽を分離し、その胚芽を水に約２０〜４０℃で２〜１２時間浸漬す

ると、発芽の予備段階として、米内のグルタミン酸がＧＡＢＡに変換される。
【０００４】
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しかし、▲１▼〜▲３▼の例は、生体の代謝反応の関連で起こる反応であるから、該生体
が要求する一定量以上にはＧＡＢＡが生成されない性格を有するため、ＧＡＢＡ富化食品
と言うには、その含有量が少ないものであった。
【０００５】
一方、味噌及び醤油等は麹菌を利用し、以下のようにして製造される。
味噌は、水浸・蒸煮した米、麦、又は大豆に麹菌を加え、麹を作り、蒸煮した大豆に該麹
と食塩を混ぜ、醸造し製造される。
醤油は、水浸・蒸煮した脱脂大豆と焙炒・割砕した小麦に麹菌を加え醤油麹を作り、これ
に食塩水を加え醸造し、圧搾して製造される。
【０００６】
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上記製造においては、醸造過程で米、麦、又は大豆中のグルタミン酸が、麹菌に存在する
グルタミン酸デカルボキシラーゼ（ＧＡＤ）により、ＧＡＢＡに変換される可能性が考え
られる。しかし醸造過程では、微生物汚染を防ぐために、上述のように多量の食塩を加え
るため、ＧＡＤの働きが強く阻害され、食塩添加後はＧＡＢＡへの変換反応は殆ど起こら
ないのが現実である。
【０００７】
そこで、麹菌を利用してＧＡＢＡを生成する技術としては、麹菌を培養してできた麹にグ
ルタミン酸を含む溶液を添加することにより、グルタミン酸をＧＡＢＡに変換させるとい
う技術（特開平１０−１６５１９１号）、及び大豆等のグルタミン酸を多く含有する食品
素材に麹を作用させ、食品素材中のグルタミン酸をＧＡＢＡに変換させるという技術（特
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許第３１６６０７７号）が開発されている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、両者とも製麹後、グルタミン酸又はグルタミン酸を多く含有する食品素材
を添加し、ＧＡＢＡを富化させる方法であり、二段階の工程が必要なため、作業が煩雑に
なるという欠点があった。
本発明は、このような従来技術の課題に鑑みなされたものであり、その目的は、γ−アミ
ノ酪酸の含有量が多く、作業が簡単なγ−アミノ酪酸富化麹及び高塩分濃度食品の製造方
法を提供することにある。
【０００９】
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【課題を解決するための手段】
本発明者等は、前記目的を達成するために鋭意研究を行った結果、麹原料を浸漬させる水
を、グルタミン酸を含む溶液に変えることにより、製麹と同時に多量のＧＡＢＡが生成で
きることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１０】
すなわち本発明にかかる第一の主題は、下記（Ａ）〜（Ｂ）工程を含むγ−アミノ酪酸富
化麹の製造方法である。
（Ａ）

麹原料に、グルタミン酸を含む溶液を浸漬させ、加熱する工程。

（Ｂ）

（Ａ）工程後、麹菌を添加し、製麹する工程。

【００１１】
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前記製造方法において、グルタミン酸を含む溶液にピリドキサールリン酸を添加すること
が好適である。
前記製造方法において、グルタミン酸を含む溶液がグルタミン酸ナトリウム水溶液である
ことが好適である。
【００１２】
前記製造方法において、グルタミン酸の濃度が、グルタミン酸を含む溶液中の０．１〜５
．０質量％であることが好適である。
前記製造方法において、ピリドキサールリン酸の濃度が、グルタミン酸を含む溶液中の０
．０１〜０．５質量％であることが好適である。
前記製造方法において、麹原料が、米、麦、大豆から選択される１種又は２種以上である

50

(4)

JP 2004‑147560 A 2004.5.27

ことが好適である。
【００１３】
本発明にかかる第二の主題は、下記（Ａ）〜（Ｃ）工程を含むγ−アミノ酪酸富化高塩分
濃度食品の製造方法である。
（Ａ）

麹原料に、グルタミン酸を含む溶液を浸漬させ、加熱する工程。

（Ｂ）

（Ａ）工程後、麹菌を添加し、製麹する工程。

（Ｃ）

（Ｂ）工程後、塩分濃度５質量％以上とし、醸造する工程。

【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について説明する。

10

本発明にかかるＧＡＢＡ富化麹の製造方法は以下の通りである。
（Ａ）工程
麹原料に、グルタミン酸を含む溶液を浸漬させ、加熱する。
【００１５】
本発明において麹原料は、米（精白米、胚芽米、玄米等を含む）、糠、胚芽、ふすま、麦
（大麦、小麦を含む）、大豆等のいずれであってもよい。本発明では特に米、麦、及び大
豆を使用することが好ましい。
【００１６】
上記原料に浸漬させるグルタミン酸を含む溶液とは、特に限定されないが、好ましくはグ
ルタミン酸ナトリウム水溶液である。このようにグルタミン酸は塩の形態であってもよい
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。さらにグルタミン酸を含む溶液は、昆布エキス、酵母エキス、タンパク質加水分解物溶
液等であってもよい。
【００１７】
グルタミン酸を含む溶液を浸漬させることにより、次の（Ｂ）工程で添加する麹菌に存在
するＧＡＤがグルタミン酸を脱炭酸し、ＧＡＢＡを生成することができる。
また、通常通り水に浸漬させた場合であっても、加熱前にグルタミン酸を含む溶液に短時
間浸漬させる、あるいはグルタミン酸を含む溶液を噴霧することでも、同様の効果が期待
できる。
【００１８】
グルタミン酸を含む溶液中のグルタミン酸の含有量は０．１〜５．０質量％であることが
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好ましい。０．１質量％未満であると、本発明の効果が十分発揮されないことがある。ま
た、５．０質量％を超えて含有させても、それ以上の効果は望めない。
【００１９】
浸漬時間は原料によって異なるが、米の場合３０分〜８時間程度が好ましい。浸漬後加熱
する。加熱方法は特に制限されないが、一般的には蒸煮される。蒸煮の場合、浸漬後水切
りすることが好ましい。蒸煮時間は従来どおりであり特に制限されないが、１〜２時間程
度が好ましい。
【００２０】
さらに、グルタミン酸を含む溶液にピリドキサールリン酸を添加することが好ましい。ピ
リドキサールリン酸はＧＡＤの補酵素であるため、次の（Ｂ）工程で添加する麹菌に存在
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するＧＡＤの働きを促進し、より多くのＧＡＢＡを生成することができる。
【００２１】
グルタミン酸を含む溶液中のピリドキサールリン酸の含有量は０．０１〜０．５質量％で
あることが好ましい。０．０１質量％未満であると、補酵素の働きが十分発揮されないこ
とがある。また、０．５質量％を超えて含有させても、それ以上の効果は望めない。
【００２２】
また、ピリドキサールリン酸の代替として、ビタミンＢ６を多く含む米糠エキスを用いて
も、同様の効果が期待できる。なお、ビタミンＢ６とはピリドキサール、ピリドキシン、
ピリドキサミンの３種類の化合物を含むものである。
【００２３】
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（Ｂ）工程
（Ａ）工程後、麹菌を添加し、製麹する。
本発明で麹菌とは、Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ（アスペルギルス）属、Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉ
ｕｍ（ペニシリウム）属、Ｍｕｃｏｒ（ムコール）属、Ｒｈｉｚｏｐｕｓ（リゾープス）
属、Ｍｏｎａｓｃｕｓ（モナスカス）属、Ａｂｓｉｄｉａ（アプシディア）属に属する微
生物で、グルタミン酸デカルボキシラーゼ（ＧＡＤ）を持ち、食して害のない菌をいう。
【００２４】
該麹菌は、接種する相手によって、米麹、麦麹、大豆麹等となる。該麹菌の持つ、グルタ
ミン酸をＧＡＢＡに変換する機能は、麹菌に存在するＧＡＤによるものであり、該ＧＡＤ
は基質特異的に脱炭酸を含む下記反応を起こす。
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ＣＯＯＨ−ＣＨ２ −ＣＨ２ −ＣＨ（ＮＨ２ ）−ＣＯＯＨ（グルタミン酸）
→

ＣＯＯＨ−ＣＨ２ −ＣＨ２ −ＮＨ２ （ＧＡＢＡ）

＋

ＣＯ２

【００２５】
上記加熱処理した麹原料を３５℃程度まで冷まし、麹菌を添加し、均一に混ぜ製麹する。
製麹中は、時々攪拌を行うなどして、基質としてのグルタミン酸と、酵素としてのＧＡＤ
及び／又は補酵素としてのピリドキサールリン酸とが互いに移動自在で、接触機会を増し
、酵素反応が活発に行われる状態を維持することが好ましい。また、麹菌は好気性菌であ
るから、圧搾空気を吹き込むなどして、常に新鮮な空気を補給する通風管理をすることが
好ましい。
【００２６】
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製麹温度は、従来と同様であり特に制限されないが、温度２０〜４０℃、特に２５〜３５
℃が好適である。２０℃未満では麹菌の繁殖能力が低下することがあり、４０℃を超える
と麹菌が死滅することがある。
製麹時間は、従来と同様であり特に制限されないが、３時間〜３日であることが好ましい
。
【００２７】
本発明の製造方法では、製麹中にＧＡＢＡを富化することができるため、作業が簡単であ
り、製造に掛かる時間も通常の製麹と変わりがない。
さらに本発明のＧＡＢＡ富化麹は、乾燥粉末化、又は液体化することにより、各種食品に
用いることのできるＧＡＢＡ強化用の食添剤とすることができる。また、顆粒状にしたり
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、他の素材と組み合わせて飲料化することにより、ＧＡＢＡを手軽に摂取できる健康増進
食品とすることができる。このような処理を行っても、生成したＧＡＢＡ量は減少しない
。
【００２８】
【実施例】
次に、実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明の技術範囲はこれら実施例
により限定されるものではない。なお、配合量はすべて質量％である。
グルタミン酸ナトリウム濃度とＧＡＢＡ生成量との関係
初めに、グルタミン酸ナトリウム濃度とＧＡＢＡ生成量との関係を調べた。なお、グルタ
ミン酸ナトリウム濃度は浸漬用水溶液中の濃度（質量％）、ＧＡＢＡ生成量は麹１００ｇ
中の生成量（ｍｇ）である。
【００２９】
製麹
（Ａ）

精白米１ｋｇを下記表１の濃度のグルタミン酸ナトリウム水溶液、又は水１Ｌに

一晩浸漬後、水切りして１時間蒸煮する。
（Ｂ）

３５℃まで冷まし、種麹（ヒグチモヤシＢＦ１号

Ｔ Ｍ

）０．３ｇを均一に散布し

、もみ込む。これを温度３５℃、湿度９０％以上の条件で製麹する。途中手入れし、４８
時間で出麹とする。これを２０℃まで冷ました。
【００３０】
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【００３１】
試験例１では精白米に含まれるグルタミン酸のみしか利用できず、ＧＡＢＡ生成量が十分
でない。しかし、グルタミン酸ナトリウムを添加することにより、濃度依存的にＧＡＢＡ
生成量が増加することが確認された。特にグルタミン酸ナトリウム濃度２．０質量％にお
いては、グルタミン酸ナトリウム無添加のものに比べて、３．３倍ものＧＡＢＡが生成し
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た。また濃度５．０質量％においての生成量は、濃度２．０質量％においての生成量に比
べて増加していないことから、これ以上グルタミン酸ナトリウム濃度を高くしても、効果
は上がらないことがわかった。
以上より、麹原料にグルタミン酸を含む溶液を浸漬させることにより、ＧＡＢＡ生成量が
増加し、グルタミン酸の好ましい濃度は０．１〜５．０質量％であることが確認された。
【００３２】
ピリドキサールリン酸濃度とＧＡＢＡ生成量との関係
次に、ＧＡＤの補酵素であるピリドキサールリン酸濃度とＧＡＢＡ生成量との関係を調べ
た。なお、ピリドキサールリン酸濃度は米浸漬用水溶液中の濃度（質量％）、ＧＡＢＡ生
成量は麹１００ｇ中の生成量（ｍｇ）である。
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ピリドキサールリン酸を１．０質量％グルタミン酸ナトリウム水溶液中、下記表２の濃度
で添加し、上記（Ａ）、（Ｂ）に準じて製麹した。
【００３３】

【００３４】
表２より、ピリドキサールリン酸を添加することにより、濃度依存的にＧＡＢＡの生成量
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が増加することが確認された。特にピリドキサールリン酸濃度０．５質量％においては、
ピリドキサールリン酸無添加のものに比べて、１．８倍ものＧＡＢＡが生成した。また濃
度０．５質量％までは生成量の増加が確認されたものの、これ以上濃度を高くしても、効
果は大きく上がらないことがわかった。
以上より、ピリドキサールリン酸を添加することにより、ＧＡＤの働きが促進され、さら
にＧＡＢＡ生成量が増加し、ピリドキサールリン酸の好ましい添加量は０．０１〜０．５
質量％であることが確認された。
【００３５】
実施例１

味噌

水煮した大豆１ｋｇに、試験例１又は４の麹５００ｇと、種水１３０ｍＬ、食塩２２０ｇ
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をよく混合し、常温で１ヶ月醗酵させ、２種類の味噌を醸造した。
試験例１の米麹を使用した味噌▲１▼は、１００ｇ当たりのＧＡＢＡ含有量が４８ｍｇで
あったのに対し、試験例４の米麹を使用した味噌▲４▼は、１００ｇ当たりのＧＡＢＡ含
有量が１５２ｍｇであった。
【００３６】
論文によると、米紅麹由来のＧＡＢＡを１日１０ｍｇ、又はパン酵母由来のＧＡＢＡを１
日２０ｍｇ長期摂取すると、血圧安定効果があるとの報告がある。味噌汁一杯当たりに使
用する味噌量は約１０ｇであることを考慮すると、味噌▲１▼を使用した場合、味噌汁一
杯当たり４．８ｍｇしかＧＡＢＡを摂取できないのに対し、味噌▲４▼を使用した場合、
味噌汁一杯当たり１５ｍｇ摂取することができる。つまり、味噌▲４▼であれば、一日に
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味噌汁を１杯飲むだけで、血圧安定効果が得られる。
【００３７】
このように麹の段階でＧＡＢＡを生成できれば、様々な用途に適用することができる。ま
た、生成されたＧＡＢＡは高塩分濃度条件等で使用しても、減少しない。
【００３８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、麹原料を浸漬させる水を、グルタミン酸を含む溶
液に変えることにより、γ−アミノ酪酸の含有量が多く、作業が簡単なγ−アミノ酪酸富
化麹及び高塩分濃度食品の製造方法を得ることができる。
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