JP 2020‑65549 A 2020.4.30

(57)【要約】
【課題】 アルコール発酵や乳酸発酵を促進することが
できる、新たな添加剤を用いた発酵物の製造方法を提供
する。また、前記発酵物の製造方法を利用したエタノー
ルの製造方法および乳酸発酵物の製造方法を提供する。
また、新たな発酵促進剤を提供する。
【解決手段】 マオウ由来組成物の存在下で、糖類を発
酵させて発酵物を得る、発酵物の製造方法。マオウ由来
組成物の存在下で、酵母により糖類をアルコール発酵さ
せてエタノールを生成するエタノール製造工程を有する
エタノールの製造方法。マオウ由来組成物の存在下で、
乳酸菌により糖類を乳酸発酵させて乳酸発酵物を生成す
る乳酸発酵物製造工程を有する乳酸発酵物の製造方法。
マオウ抽出残渣を含む発酵促進剤。
【選択図】 図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
マオウ由来組成物の存在下で、糖類を発酵させて発酵物を得る、発酵物の製造方法。
【請求項２】
前記マオウ由来組成物が、マオウ抽出物である請求項１に記載の発酵物の製造方法。
【請求項３】
前記マオウ由来組成物が、マオウ抽出残渣である請求項１に記載の発酵物の製造方法。
【請求項４】
請求項１から３のいずれかに記載の発酵物の製造方法を利用するエタノールの製造方法
であり、
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前記マオウ由来組成物の存在下で、酵母により前記糖類をアルコール発酵させてエタノ
ールを生成するエタノール製造工程を有するエタノールの製造方法。
【請求項５】
前記糖類が、セルロース系バイオマスを糖化したものである請求項４に記載のエタノー
ルの製造方法。
【請求項６】
前記エタノール製造工程が、前記セルロース系バイオマスを糖化酵素により糖化する糖
化処理と、前記糖化処理により得られた糖類を前記酵母によりアルコール発酵させてエタ
ノールを生成する発酵処理とを行う糖化発酵工程である請求項５に記載のエタノールの製
造方法。
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【請求項７】
前記糖化発酵工程において、前記酵母の至適温度よりも高い温度で、前記糖化処理と前
記発酵処理とを行う請求項６に記載のエタノールの製造方法。
【請求項８】
前記エタノール製造工程の前に、前記セルロース系バイオマスを糖化酵素により糖類に
糖化する糖化工程を有する請求項５に記載のエタノールの製造方法。
【請求項９】
前記セルロース系バイオマスが、リグニンを除去するための前処理が施されたものであ
る請求項５〜８のいずれかに記載のエタノールの製造方法。
【請求項１０】
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請求項１から３のいずれかに記載の発酵物の製造方法を利用する乳酸発酵物の製造方法
であり、
前記マオウ由来組成物の存在下で、乳酸菌により前記糖類を乳酸発酵させて乳酸発酵物
を生成する乳酸発酵物製造工程を有する乳酸発酵物の製造方法。
【請求項１１】
マオウ抽出残渣を含む発酵促進剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、発酵物の製造方法に関する。特に、本発明は、酵母によるアルコール発酵に
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よりエタノールを製造するエタノールの製造方法に関する。また、乳酸菌による乳酸発酵
により乳酸発酵物を製造する乳酸発酵物の製造方法に関する。また、アルコール発酵や乳
酸発酵等を促進させる発酵促進剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
食品、燃料、化成品やポリマーなどの素材などの製造に、微生物による発酵が利用され
ている。
【０００３】
従来、日本酒やビールなどの製造に、酵母を用いたアルコール発酵が利用されている。
アルコール発酵を促進させる方法として、例えば、特許文献１には、サンショウの果皮又
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は果実の揮発成分をイオン交換樹脂又はゲル濾過材に吸着させた吸着物からなることを特
徴とするアルコール発酵促進剤が開示されている。
【０００４】
一方、近年、石油代替燃料としてエタノールが注目されており、セルロース系バイオマ
ス等のバイオマス原料から酵母を利用してエタノールを製造する方法が検討されている。
セルロース系バイオマスからエタノールを製造する場合、セルロース系バイオマスをグル
コースに加水分解する糖化ステップと、グルコースからエタノールを得る発酵ステップの
２つに大きく分けられる。これまで、糖化ステップにおける、セルロース系バイオマスに
含まれる発酵阻害物質であるリグニンを除去するための前処理や、発酵阻害物質であるフ
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ルフラールが生成しない加水分解技術については、種々の検討がされている。
【０００５】
また、製造効率の観点から、糖化ステップと発酵ステップとを同時に行う同時糖化発酵
（Ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓ

Ｓａｃｃｈａｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ

ａｎｄ

Ｆｅｒｍｅ

ｎｔａｔｉｏｎ（ＳＳＦ））が検討されている。この方法では１つの反応器で糖化と発酵
が可能となる。さらに、糖化生成物であるグルコースも即座にエタノール発酵で消費され
るため、セルラーゼ等の酵素の生成物阻害を抑えることができる。そのため、糖化ステッ
プと発酵ステップとを分離して行う分離式よりエタノール生成効率が良いと考えられてい
る。
【０００６】
同時糖化発酵の場合、糖化で用いられる酵素の至適条件は通常約５０℃で酸性であり、
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一方、発酵で用いられる酵母の至適条件は通常約３０℃で中性と、両ステップの至適条件
は大きく異なる。同時糖化発酵では、糖化または発酵のどちらかの条件に合わせる必要が
あり、他方の活性が低下するという問題がある。そのため、遺伝子組み換え等によって酵
母や真菌類の高温耐性を改良する研究が行われている。また、同時糖化発酵によるエタノ
ールの製造の改良のため、温度やｐＨなどの条件を制御する検討も行われている。
【０００７】
例えば、特許文献２には、セルロース系原料を用いた同時糖化発酵によりエタノールを
生産する方法において、同時糖化発酵反応の原料を調整する段階でｐＨの値が同時糖化発
酵反応の目的とするｐＨの値よりも高い値に予め設定することを特徴とするエタノール生
産方法が開示されている。
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また、特許文献３には、セルロース原料を酵素によって加水分解する糖化工程と、発酵
菌によるエタノール発酵工程を一つの反応槽内で同時に行う同時糖化発酵方法において、
同時糖化反応中に初期反応温度から段階的にまたは連続的に反応温度を低下させることを
特徴とする同時糖化発酵方法が開示されている。
【０００８】
バイオマス原料からのエタノールの製造と同様に、環境負荷の観点から、バイオプラス
チックが注目されている。セルロース系バイオマスを加水分解したグルコースを乳酸発酵
させることで、乳酸を得ることができる。この乳酸は、バイオプラスチックの原料として
使用することもできる。
【０００９】
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例えば、特許文献４には、Ｄ−乳酸生産菌を用いて木質バイオマスからＤ−乳酸を発酵
生産するＤ−乳酸の製造方法であって、Ｄ−乳酸生産菌による発酵が、シアノコバラミン
を添加した培地中で行われることを特徴とするＤ−乳酸の製造方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１３−１２３４１１号公報
【特許文献２】特開２０１１−０５５７１５号公報
【特許文献３】特開２０１０−２４６４２２号公報
【特許文献４】特開２０１６−１６８０３０号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
前述のように、セルロース系バイオマスからエタノールを製造する場合、糖化ステップ
と発酵ステップとに分けることができる。発酵ステップでは、未分別の原料に由来する成
分や糖化ステップで副生する成分により、酵母による発酵が阻害される可能性が考えられ
る。しかしながら、従来、発酵ステップよりも糖化ステップが律速となり、一旦グルコー
スになってしまえば酵母による発酵は当然進行するものとみなされていた。そのため、グ
ルコース等のアルコール発酵を促進させるためには添加剤等の検討がされているが、セル
ロース系バイオマスからのエタノール製造においては、発酵ステップに着目した検討はほ
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とんど行われていなかった。
【００１２】
酵母の発酵反応を阻害する成分の影響により、発酵に対する反応促進剤等の添加剤の本
来の効果が低下したり、発揮できない場合も考えられ、発酵反応の阻害成分の存在に影響
されない添加剤が求められる。しかしながら、特許文献１のアルコール発酵促進剤につい
ても、酵母による発酵を阻害する成分による影響等は検討されていない。
【００１３】
また、同時糖化発酵における遺伝子組み換え等による高温耐性酵母や真菌類の改良につ
いては、環境への危険性やコストの面から問題があった。特許文献２や３に記載のエタノ
ールの製造方法においても、温度やｐＨを細かく制御する必要があった。
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【００１４】
かかる状況下、本発明の目的は、アルコール発酵を促進することのできる新たな添加剤
を用いたエタノールの製造方法を提供することである。
また、より簡単な方法で効率的にエタノールを製造することのできるエタノールの製造
方法を提供することである。特に、セルロース系バイオマスから、より簡単な方法で効率
的にエタノールを製造することのできるエタノールの製造方法を提供することである。
また、本発明は、新たなアルコール発酵促進剤の提供を目的とする。
【００１５】
乳酸発酵についても、利用拡大の観点などから、乳酸発酵物を効率的に製造できる方法
が求められていた。

30

【００１６】
かかる状況下、本発明の目的は、乳酸発酵を促進することのできる新たな添加剤を用い
た乳酸発酵物の製造方法を提供することである。また、本発明は、新たな乳酸発酵促進剤
の提供を目的とする。
【００１７】
本発明は、新たな添加剤を用いた発酵物の製造方法の提供を目的とする。また、本発明
は、新たな発酵促進剤の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、下記の発明が上記目的に合
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致することを見出し、本発明に至った。
【００１９】
すなわち、本発明は、以下の発明に係るものである。
＜１＞

マオウ由来組成物の存在下で、糖類を発酵させて発酵物を得る、発酵物の製造

方法。
＜２＞

前記マオウ由来組成物が、マオウ抽出物である＜１＞に記載の発酵物の製造方

法。
＜３＞

前記マオウ由来組成物が、マオウ抽出残渣である＜１＞に記載の発酵物の製造

方法。
＜４＞

＜１＞から＜３＞のいずれかに記載の発酵物の製造方法を利用するエタノール
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の製造方法であり、前記マオウ由来組成物の存在下で、前記酵母により糖類をアルコール
発酵させてエタノールを生成するエタノール製造工程を有するエタノールの製造方法。
＜５＞

前記糖類が、セルロース系バイオマスを糖化したものである＜４＞に記載のエ

タノールの製造方法。
＜６＞

前記エタノール製造工程が、前記セルロース系バイオマスを糖化酵素により糖

化する糖化処理と、前記糖化処理により得られた糖類を前記酵母によりアルコール発酵さ
せてエタノールを生成する発酵処理とを行う糖化発酵工程である＜５＞に記載のエタノー
ルの製造方法。
＜７＞

前記糖化発酵工程において、前記酵母の至適温度よりも高い温度で、前記糖化

処理と前記発酵処理とを行う＜６＞に記載のエタノールの製造方法。
＜８＞
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前記エタノール製造工程の前に、前記セルロース系バイオマスを糖化酵素によ

り糖類に糖化する糖化工程を有する＜５＞に記載のエタノールの製造方法。
＜９＞

前記セルロース系バイオマスが、リグニンを除去するための前処理が施された

ものである＜５＞から＜８＞のいずれかに記載のエタノールの製造方法。
＜１０＞

＜１＞から＜３＞のいずれかに記載の発酵物の製造方法を利用する乳酸発酵

物の製造方法であり、前記マオウ由来組成物の存在下で、乳酸菌により前記糖類を乳酸発
酵させて乳酸発酵物を生成する乳酸発酵物製造工程を有する乳酸発酵物の製造方法。
＜１１＞

マオウ抽出残渣を含む発酵促進剤。

【発明の効果】
【００２０】
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本発明によれば、発酵を促進することのできる新たな添加剤を用いた発酵物の製造方法
が提供される。また、本発明によれば、新たな発酵促進剤が提供される。
【００２１】
本発明によれば、アルコール発酵を促進することのできる新たな添加剤を用いたエタノ
ールの製造方法が提供される。
また、より簡単な方法で効率的にエタノールを製造することのできるエタノールの製造
方法が提供される。前記エタノールの製造方法によれば、特に、セルロース系バイオマス
から、より簡単な方法で効率的にエタノールを製造することができる。
また、本発明によれば、新たなアルコール発酵促進剤が提供される。
【００２２】

30

さらに、本発明によれば、乳酸発酵を促進することのできる新たな添加剤を用いた乳酸
発酵物の製造方法が提供される。また、本発明は、新たな乳酸発酵促進剤が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明のエタノールの製造方法の一例を示すフロー図である。
【図２】本発明のエタノールの製造方法の一例を示すフロー図である。
【図３】本発明のエタノールの製造方法の一例を示すフロー図である。
【図４】実験例１の同時糖化発酵によるエタノール発酵において、グルコース濃度［ｇ／
Ｌ］およびエタノール濃度［ｇ／Ｌ］を、処理時間［ｈ］に対してプロットした図である
。
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【図５】エタノール発酵における、二酸化炭素の発生量（ｙ）と発酵時間（ｔ）との関係
の典型例を表す図である。
【図６】実験例２−１〜実験例２−４のエタノール発酵の発酵遅延時間ｔs［ｈ］を、固
体成分濃度［ｇ／Ｌ］に対してプロットした図である。
【図７】実験例２−１〜実験例２−４のエタノール発酵の発酵速度ｒ［（ｇ／Ｌ）／ｈ］
を、固体成分濃度［ｇ／Ｌ］に対してプロットした図である。
【図８】実験例２−１〜実験例２−４のエタノール発酵の発酵終了後のエタノール収率［
％］を、固体成分濃度［ｇ／Ｌ］に対してプロットした図である。
【図９】実験例３−１、実験例３−２のエタノール発酵の発酵速度ｒ［（ｇ／Ｌ）／ｈ］
を、フルフラール濃度［ｇ／Ｌ］に対してプロットした図である。
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【図１０】実験例３−１、実験例３−２のエタノール発酵の発酵から約６日後のエタノー
ル濃度［ｇ／Ｌ］を、フルフラールの濃度［ｇ／Ｌ］に対してプロットした図である。
【図１１】実験例４のエタノール発酵の発酵遅延時間ｔs［ｈ］を麻黄湯残渣の煎じ回数
に対してプロットした図である。
【図１２】実験例４のエタノール発酵の発酵速度ｒ［（ｇ／Ｌ）／ｈ］を麻黄湯残渣の煎
じ回数に対してプロットした図である。
【図１３】エキスの添加効果であるαs値を横軸にとり、残渣の添加効果であるβs値を縦
軸にとり、生薬毎の発酵遅延時間への影響を表した図である。
【図１４】エキスの添加効果であるαr値を横軸にとり、残渣の添加効果であるβr値を縦
軸にとり、生薬毎の発酵速度への影響を表した図である。

10

【図１５】エキスの添加効果であるαe値を横軸にとり、残渣の添加効果であるβe値を縦
軸にとり、生薬毎の発酵終了時間への影響を表した図である。
【図１６】エキスの添加効果であるαEtOH値を横軸にとり、残渣の添加効果であるβEtOH
値を縦軸にとり、生薬毎の生成エタノール量への影響を表した図である。
【図１７】廃糖蜜を用いたエタノール発酵における、発酵開始時間（発酵遅延時間）ｔs
［ｈ］、発酵速度ｒ［（ｇ／Ｌ）／ｈ］、および発酵終了時間ｔe［ｈ］をプロットした
図である。
【図１８】乳酸発酵における、発酵時間［ｈ］に対する生成有機酸量［ｍｏｌ／ｋｇ］を
プロットした図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２４】
以下に本発明の実施の形態を詳細に説明するが、以下に記載する構成要件の説明は、本
発明の実施態様の一例（代表例）であり、本発明はその要旨を変更しない限り、以下の内
容に限定されない。なお、本明細書において「〜」という表現を用いる場合、その前後の
数値を含む表現として用いる。
【００２５】
１．発酵物の製造方法
本発明は、マオウ由来組成物の存在下で、糖類を発酵させて発酵物を得る、発酵物の製
造方法（以下、「本発明の発酵物の製造方法」と記載する場合がある。）に関するもので
ある。
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【００２６】
本発明の発酵物の製造方法の特徴のひとつは、マオウ由来組成物の存在下で発酵を行う
ことである。マオウ由来組成物の存在下で発酵を行うことにより、酵母や乳酸菌の活性を
高めることができ、より短時間で発酵物を製造することができる。
【００２７】
具体的には、本発明の発酵物の製造方法は、糖類からのエタノールの製造方法や、糖類
からの乳酸発酵物の製造方法に利用することができる。
【００２８】
以下、本発明の発酵物の製造方法を利用するエタノールの製造方法および本発明の発酵
物の製造方法を利用する乳酸発酵物の製造方法を例にして、本発明の発酵物の製造方法に
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用いることのできるマオウ由来組成物や糖類、発酵条件などについて説明する。
【００２９】
２．バイオエタノールの製造方法
本発明は、マオウ由来組成物の存在下で、酵母により糖類をアルコール発酵させてエタ
ノールを生成するエタノール製造工程を有するエタノールの製造方法（以下、「本発明の
エタノールの製造方法」と記載する場合がある。）に関するものである。
【００３０】
本発明のエタノールの製造方法の特徴のひとつは、エタノール製造工程をマオウ由来組
成物の存在下で行うことである。
マオウ由来組成物の存在下でアルコール発酵を行うことにより、酵母の活性を高めるこ
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とができ、より短時間でエタノールを製造することができる。
【００３１】
また、アルコール発酵させるときの原料に発酵阻害物質であるフルフラ―ル等が不純物
として混入している場合にも、マオウ由来組成物は、酵母の働きを高める効果を発揮する
ことができる。
バイオマス原料からエタノールを製造する場合、バイオマス原料を糖化して糖類とし、
さらに糖類をアルコール発酵させることでエタノールを製造することができる。このよう
なバイオマス原料からのエタノールの製造では、フルフラール等が不純物としてバイオマ
ス原料に混入しやすい。マオウ由来組成物による酵母の活性化に対してはフルフラール等
による影響が小さいため、本発明のエタノールの製造方法をバイオマス原料からのエタノ
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ールの製造方法としても、効率的にエタノールを製造することができる。
【００３２】
さらに、マオウ由来組成物を用いることで、同時糖化における反応温度の適用範囲を拡
張できることを見出した。これにより、発酵の至適温度からずれて、糖化酵素の至適温度
により近い条件においても、酵母の活性を維持したまま同時糖化発酵を進行させることが
できる。糖化酵素の至適温度により近い条件で反応を行うことで、律速となる糖化を促進
することができるため、より短時間でエタノールを製造することができる。
【００３３】
［マオウ由来組成物］
本発明で用いられるマオウ由来組成物は、マオウ生薬含有物、マオウ抽出物、マオウ抽
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出残渣やこれらの混合物等が挙げられる。
【００３４】
マオウ（麻黄）とは、マオウ科マオウ属に属する常緑低木の植物である。マオウ由来組
成物としては、このマオウの茎、葉、花、果実、根等に由来したものを用いることができ
、マオウの地上茎に由来した組成物を用いることが好適である。
中でも、シママオウ(Ephedra sinca Stapf.)、チュウマオウ(Ephedra intermedia Schr
enk et C.A. meyer)またはモクゾクマオウ(Ephedra equisetina Bunge)の地上茎を乾燥し
たものがマオウ生薬として用いられており、プソイドエフェドリンやエフェドリン等が有
効成分として含まれている。このマオウ生薬を含むマオウ生薬含有物やこれに由来するマ
オウ抽出物、マオウ抽出残渣を用いることが好ましく、マオウ由来組成物は、マオウ抽出

30

物またはマオウ抽出残渣がより好ましい。
【００３５】
マオウ生薬含有物としては、マオウ生薬を含むものであればよく、マオウ生薬を単独で
用いても、マオウ生薬とその他の生薬の混合物であるマオウ含有漢方薬を用いてもよい。
マオウ含有漢方薬としては、葛根湯、麻黄湯、小青竜湯、麻杏甘石湯等が挙げられる。
【００３６】
マオウ生薬やマオウ含有漢方薬の態様は特に限定されず、刻んだもの（刻み）や粉末等
を用いることができる。
【００３７】
マオウ抽出物は、マオウ生薬含有物からマオウに含まれる有効成分を溶媒抽出し、固形
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分と分離した液体成分由来のものである。マオウ抽出残渣は、マオウ抽出物の調製時に分
離される固形分である。マオウ抽出物およびマオウ抽出残渣について詳しくは後述する。
【００３８】
［酵母］
酵母としては、エタノール発酵ができるものであれば、特に限定されない。例えば、酵
母は、サッカロマイセス属、シゾサッカロマイセス属、クルイベロマイセス属などを用い
ることができる。また、それらの遺伝子組換体でもよい。
これらの具体例としては、サッカロマイセス・セレビシェ(Saccharomyces cerevisae)
、サッカロマイセス・パストリアヌス(Saccharomyces pasteurianus)、サッカロマイセス
・バイヤヌス(Saccharomyces bayanus)、シゾサッカロマイセス・ボンベ(Schizosaccharo
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myces pombe)、クルイベロマイセス・ラクチス(Kluyveromyces lactis)等を挙げることが
できる。
【００３９】
［糖類］
糖類は、酵母によりアルコール発酵されエタノールと二酸化炭素とを生成できるもので
あればよく、グルコース、フルクトース、スクロース（ショ糖）などが挙げられる。また
、糖類は、サトウキビや甜菜などの糖蜜や廃糖蜜に含まれる糖類であってもよい。
【００４０】
また、牛乳やヤギ乳などの動物乳、それらの脱脂乳、脱脂粉乳溶液、全粉乳溶液、ホエ
ー等を糖類が含まれる原料として用いてもよい。
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【００４１】
また、糖類は、バイオマス原料を糖化したものでもよい。バイオマス原料は、特に限定
されず、生物由来の有機資源であればよく、セルロースやでんぷん質を含むバイオマスを
用いることができる。
【００４２】
食料と競合しないことから、糖類は、セルロース系バイオマスを糖化したものであるこ
とが好ましい。このセルロース系バイオマスを糖化し得られる糖類は、後述の発酵糖化工
程において反応途中に生成される糖類や糖化工程における糖化液に含まれる糖類である。
すなわち、本発明のエタノールの製造方法は、セルロース系バイオマスからのエタノール
の製造方法であることが好ましい。
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【００４３】
なお、糖化とは、バイオマス原料に含まれるセルロースやでんぷん質等を、アルコール
発酵が可能な、グルコースやフルクトース等の単糖類、アミロースやセロビオース等の二
糖類に分解することである。糖化は、糖化酵素を用いる方法や、酸やアルカリを用いる方
法で行うことができる。環境への負荷が小さいことや過分解が起こりにくいため、糖化は
、糖化酵素による糖化であることがより好ましい。
【００４４】
（セルロース系バイオマス）
セルロース系バイオマスは、主に、セルロース、ヘミセルロース、およびリグニンによ
り構成されるバイオマスである。具体的には、木材やイナワラ、ムギワラ、コーンストー
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バー、バガス、もみがら、パーム椰子残渣、キャッサバ残渣、竹、パルプ等を上げること
ができる。これらは単独で用いても、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００４５】
糖化や発酵の阻害物質となるため、セルロース系バイオマスは、リグニンを除去するた
めの前処理が施されたものであることが好ましい。リグニンは、例えば、水熱分解等によ
り除去することができる。リグニンを除去したセルロース系バイオマスを用いることで、
糖化をより効率的に進行させることができる。なお、リグニンを除去するための前処理が
施されたセルロース系バイオマスは、リグニンが完全に除去されている必要はなく、糖化
を促進させることができれば、リグニンが残存していてもよい。
【００４６】
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また、前述のように、本発明のエタノールの製造方法では、前処理によりセルロース系
バイオマスにフルフラール等が不純物として混入しても、マオウ由来組成物による発酵反
応の活性向上の効果を得ることができる。そのため、本発明のエタノールの製造方法では
、前処理に起因する副生成物を含むセルロース系バイオマスであっても、安定してエタノ
ールを製造することができる。
本発明のエタノールの製造方法では、リグニン除去のための前処理において、副生しや
すいフルフラールを含むセルロース系バイオマスを用いることができる。このようなセル
ロース系バイオマスは、リグニンを除去するための前処理工程後の精製を簡素化できる。
【００４７】
（糖化酵素）
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糖化酵素としては、バイオマス原料を加水分解（解糖）できる酵素であれば特に限定さ
れず、バイオマス原料の種類に応じて適宜決定すればよい。セルロース系バイオマスをバ
イオマス原料とする場合、糖化酵素として、セルロースの分解酵素であるセルラーゼやヘ
ミセルラーゼ等を用いることができる。具体的には、「セルロシンＡＣ４０」（エイチビ
ィアイ株式会社）、「セルロシンＡＬ８」（エイチビィアイ株式会社）、「スクラーゼ」
（三菱ケミカルフーズ株式会社）、「セルラーゼ
工業株式会社）、「セルラーゼ

オノヅカ

オノヅカ

Ｒ−１０」（ヤクルト薬品

ＲＳ」（ヤクルト薬品株式会社）、「セルラ

ーゼＡ「アマノ」３」（天野エンザイム株式会社）、「セルラーゼＴ「アマノ」４」（天
野エンザイム株式会社）等が挙げられる。
【００４８】
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また、バイオマス原料がサトウキビ等のでんぷん質を主とする場合には、アミラーゼ等
の酵素を用いることができる。
【００４９】
本発明のエタノールの製造方法が、セルロース系バイオマス等のバイオマス原料からエ
タノールを製造する方法である場合、糖化およびアルコール発酵を行う必要がある。この
糖化およびアルコール発酵は順次的に行っても、併行して行ってもよい。
【００５０】
また、エタノール製造工程終了後、生成されたエタノールは、未反応の原料や糖化酵素
、酵母等との混合物であるエタノール含有液として得られる。エタノールの回収は、エタ
ノール製造工程後に、生成されたエタノールを含むエタノール含有液を蒸留や濃縮等する
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ことで行うことができる。蒸留や濃縮等によるエタノールの回収は従来公知の方法を用い
ることができる。
【００５１】
以下、本発明のエタノールの製造方法の形態についてより詳しく説明する。
【００５２】
［本発明のエタノールの製造方法（１）］
本発明のエタノールの製造方法は、エタノール製造工程を有し、エタノール製造工程が
、セルロース系バイオマスを糖化酵素により糖化する糖化処理と、糖化処理により得られ
た糖類を酵母によりアルコール発酵させてエタノールを生成する発酵処理とを行う糖化発
酵工程である製造方法（以下、「本発明のエタノールの製造方法（１）」とする。）とす
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ることができる。
【００５３】
すなわち、本発明のエタノールの製造方法（１）では、エタノール製造工程において、
同一の反応容器の中で、セルロース系バイオマスと、糖化酵素と、酵母と、マオウ由来組
成物とを混合して、セルロース系バイオマスと糖化酵素と酵母とマオウ由来組成物とを含
む原料糖化発酵液を調製した後、この原料糖化発酵液を反応させることで、セルロース系
バイオマスを糖化して糖類を生成させる反応を行いながら、得られた糖類をアルコール発
酵させてエタノールを生成させる反応も併行して行うことができる。本発明のエタノール
の製造方法（１）における糖化発酵工程は、いわゆる、糖化ステップ（糖化処理）と発酵
ステップ（発酵処理）とを同時に行う同時糖化発酵を行う工程である。
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【００５４】
糖化酵素により糖化され生じた糖類は、直ちに酵母によるアルコール発酵に消費される
ため、糖化における生成物阻害を低減することができる。さらに、本発明では、マオウ由
来組成物を混合することにより、より高い温度域での酵母の活性を高めることができるた
め、糖化酵素の至適温度により近い条件で反応を行うことができる。
【００５５】
糖化酵素は、セルロース系バイオマスに対して多すぎるとコスト高であり、少なすぎる
とグルコースの生成速度が遅いという問題がある。そのため、セルロース系バイオマス１
ｋｇに対して、１００ｇ以上や５００ｇ以上とすることが好ましい。また、その上限は、
セルロース系バイオマス１ｋｇに対して、１ｋｇ以下や８００ｇ以下とすることが好まし
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い。例えばセルロシンＡＣ４０であれば、セルロース系バイオマス１ｋｇに対して、６０
０ｇ程度とすることができる。
【００５６】
酵母の使用量は、セルロース系バイオマスと、糖化酵素と、酵母と、マオウ由来組成物
とを混合して調製される原料糖化発酵液において、初期酵母濃度が２×１０8ｃｅｌｌ／
Ｌ程度がふさわしいが、初期酵母濃度は発酵に大きな影響を与えないため、特に限定され
ない。
【００５７】
原料糖化発酵液の容積（Ｌ）に対するマオウ由来組成物の量（ｇ）（マオウ由来組成物
の量（ｇ）／原料糖化発酵液の容積（Ｌ））は、セルロース系バイオマスや糖化酵素の種
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類等によって適宜調整されるものであるが、０．５ｇ／Ｌ以上であることが好ましく、１
ｇ／Ｌ以上や３ｇ／Ｌ以上としてもよい。また、その上限は、１０ｇ／Ｌ以下であること
が好ましく、８ｇ／Ｌ以下や７ｇ／Ｌ以下としてもよい。マオウ由来組成物が少なすぎる
と発酵速度上昇の効果が十分に現れず、多すぎても発酵速度上昇には限界があるため不必
要な添加となる。
【００５８】
本発明のエタノールの製造方法（１）の糖化発酵工程における温度は、用いる糖化酵素
や酵母の種類に応じて適宜決定される。前述のように、糖化と発酵とを併行して行う場合
、糖化酵素の至適温度により近い温度条件とすることで、セルロース系バイオマスの糖化
が促進されるが、酵母の至適温度からずれて反応を行うと、酵母の活性が低下するという
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問題があった。一方、本発明のエタノールの製造方法（１）では、マオウ由来組成物の存
在下で糖化処理と発酵処理を行い、用いる酵母の至適温度よりも高い温度でも酵母の活性
を維持することができる。そのため、本発明のエタノールの製造方法（１）では、糖化発
酵工程において、酵母の至適温度よりも高い温度で糖化処理と発酵処理とを行うことが好
ましい。これにより、糖化をより効率的に進行させることができる。
【００５９】
酵母の至適温度よりも高い所定の温度で糖化処理と発酵処理を行うためには、糖化発酵
工程において、原料糖化発酵液を所定の温度となるように加熱した後、反応終了までの原
料糖化発酵液の液温の平均が所定の温度を維持するように管理し、反応を行えばよい。
糖化及び発酵処理を行う温度は、酵母の至適温度超、糖化酵素の至適温度以下で、酵母
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の活性を著しく低下させない範囲であればよい。例えば、原料糖化発酵液の液温が、酵母
の至適温度より＋１℃以上や＋２℃以上高い温度となるように反応（糖化処理と発酵処理
）を行うことが好ましい。その上限は、酵母の至適温度より＋１０℃以下や＋７℃以下、
＋５℃以下程度の温度となるように反応を行うことができる。
なお、本発明において、「酵母の至適温度」とは、酵母の生育速度が最も速くなる温度
を指す。また、「糖化酵素の至適温度」とは、糖化酵素の作用が最大となる温度を指す。
【００６０】
具体的には、用いる酵母の種類にもよるが、原料糖化発酵液の液温を５０℃以下として
糖化処理と発酵処理とを行うことが好ましく、４０℃以下がより好ましい。また、３０℃
以上で糖化処理と発酵処理とを行うことが好ましく、３５℃以上がより好ましい。また、
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原料糖化発酵液の液温を３６℃以上や３７℃以上として糖化処理と発酵処理とを行っても
よい。
【００６１】
原料糖化発酵液のｐＨは、用いる糖化酵素や酵母の種類に応じて適宜決定される。ｐＨ
が低すぎても高すぎても、糖化酵素による反応性が低下したり、酵母が増殖できない。そ
のため、ｐＨは、３．０以上が好ましく、４．０以上がより好ましく、４．５以上がさら
に好ましい。また、ｐＨの上限は、７．０以下が好ましく、６．０以下がより好ましく、
５．０以下がさらに好ましい。
【００６２】
糖化発酵工程の時間は、製造スケール等により異なるものであるが、通常、１２〜１２
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０時間であり、１２〜７２時間や１２〜２４時間が好ましい。
【００６３】
本発明のエタノールの製造方法（１）としては、例えば、図１に示すように、前処理工
程と、糖化発酵工程と、エタノール回収工程とを有するエタノールの製造方法（１−１）
とすることができる。
図１に示すエタノールの製造方法（１−１）では、前処理工程において、セルロース系
バイオマスからリグニンを除去する。糖化発酵工程では、まず、リグニンが除去されたセ
ルロース系バイオマスと、糖化酵素と、酵母と、マオウ由来組成物とを混合して原料糖化
発酵液を調製する。次いで、原料糖化発酵液を糖化および発酵することで、エタノールを
生成させて、エタノールを含むエタノール含有液を得る。さらに、エタノール回収工程に

10

おいて、糖化発酵工程で得られたエタノール含有液の蒸留、濃縮を行うことで、エタノー
ルを得ることができる。
【００６４】
［本発明のエタノールの製造方法（２）］
また、本発明のエタノールの製造方法は、エタノール製造工程を有し、エタノール製造
工程の前に、セルロース系バイオマスを糖化酵素により糖類に糖化する糖化工程を有する
製造方法（以下、「本発明のエタノールの製造方法（２）」とする。）とすることができ
る。エタノール製造工程では、糖化工程にて得られた糖類が酵母によりアルコール発酵さ
れてエタノールが生成するため、本発明のエタノールの製造方法（２）におけるエタノー
ル製造工程は発酵工程といえる。

20

【００６５】
（糖化工程）
本発明のエタノールの製造方法（２）の糖化工程は、エタノール製造工程（発酵工程）
の前に行う工程であり、セルロース系バイオマスを糖化酵素により糖化する工程である。
具体的には、バイオマス原料と、糖化酵素とを混合して原料糖化液を調製し、この原料糖
化液中でバイオマス原料と糖化酵素とを反応させることで、セルロース系バイオマスが加
水分解されて糖類を生成する。また、マオウ由来組成物は糖化速度に悪影響を与えないた
め、糖化工程において、原料糖化液を調製する段階で加えてもよいし、発酵工程にて加え
てもよい。
【００６６】
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糖化工程における糖化反応の温度は、用いる糖化酵素の種類等に応じて適宜調整される
。糖化反応の温度が高すぎると、糖化酵素が熱変性により失活しやすく、糖化反応の温度
が低すぎると、反応速度が低下する傾向にある。本発明のエタノールの製造方法（２）で
は、通常、用いる糖化酵素の至適温度で反応を行うことが好ましい。具体的には、反応終
了までの原料糖化液の液温の平均が３５℃以上となるように糖化反応を行うことが好まし
く、４０℃以上がさらに好ましい。また、その上限は、７０℃以下が好ましく、６０℃以
下がより好ましい。
【００６７】
糖化酵素は、セルロース系バイオマスに対して多すぎるとコスト高であり、少なすぎる
とグルコースの生成速度が遅いという問題がある。そのため、セルロース系バイオマス１
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ｋｇに対して、１００ｇ以上や５００ｇ以上とすることが好ましい。また、その上限は、
セルロース系バイオマス１ｋｇに対して、１ｋｇ以下や８００ｇ以下とすることが好まし
い。例えばセルロシンＡＣ４０であれば、セルロース系バイオマス１ｋｇに対して、６０
０ｇ程度とすることができる。
【００６８】
原料糖化液のｐＨは、用いる糖化酵母の種類等に応じて適宜調整される。原料糖化液の
ｐＨが高すぎたり低すぎると反応速度が低下する傾向にある。そのため、原料糖化液のｐ
Ｈは２．５以上が好ましく、３以上がより好ましい。また、原料糖化液のｐＨの上限は、
７以下が好ましく、６以下がより好ましい。
糖化工程の時間は、通常、１２〜１２０時間である。また、１２〜７２時間や１２〜２
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４時間であってもよい。
【００６９】
（発酵工程）
本発明のエタノールの製造方法（２）の発酵工程（エタノール製造工程）は、マオウ由
来組成物の存在下、糖化工程にて得られた糖類を酵母によりアルコール発酵させてエタノ
ールを生成させる工程である。具体的には、糖化工程で得られた糖類を含む糖化液と、酵
母とを混合し原料発酵液を調製し、この原料発酵液中で、糖類を酵母によりアルコール発
酵することでエタノールを生成させる。また、マオウ由来組成物の存在下でアルコール発
酵が進行するように、糖化工程においてマオウ由来組成物を混合しなかった場合は、原料
発酵液を調製する段階において、マオウ由来組成物も混合する。

10

【００７０】
発酵工程における酵母の使用量は、原料発酵液において、初期酵母濃度が２×１０8ｃ
ｅｌｌ／Ｌ程度がふさわしいが、初期酵母濃度は発酵に大きな影響を与えないため、特に
限定されない。
【００７１】
マオウ由来組成物を糖化工程において混合する場合は、マオウ由来組成物は原料糖化液
に対して任意の量となるように調整される。また、マオウ由来組成物を発酵工程において
混合する場合は、マオウ由来組成物は原料発酵液に対して任意の量となるように調整され
る。
原料糖化液または原料発酵液の容積（Ｌ）に対するマオウ由来組成物の量（ｇ）（（マ
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オウ由来組成物の量（ｇ）／原料糖化液の容積（Ｌ））または（マオウ由来組成物の量（
ｇ）／原料発酵液の容積（Ｌ））は、０．５ｇ／Ｌ以上であることが好ましく、１ｇ／Ｌ
以上や３ｇ／Ｌ以上としてもよい。また、その上限は、１０ｇ／Ｌ以下であることが好ま
しく、８ｇ／Ｌ以下や７ｇ／Ｌ以下としてもよい。マオウ由来組成物が少なすぎると発酵
速度上昇の効果が十分に現れず、多すぎても発酵速度上昇には限界があるため不必要な添
加となる。
【００７２】
発酵工程におけるアルコール発酵の温度は、用いる酵母の種類等に応じて適宜調整され
る。発酵の温度が高すぎても低すぎても、酵母が増殖しにくく、エタノールを得ることが
困難となる。本発明のエタノールの製造方法（２）では、通常、用いる酵母の至適温度で
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反応を行うことが好ましい。そのため、高温耐性菌などの特殊な酵母でなければ、アルコ
ール発酵終了までの原料発酵液の液温の平均が４０℃以下となるようにアルコール発酵を
行うことが好ましく、３５℃以下がより好ましい。また、その下限は、２５℃以上が好ま
しく、３０℃以上がさらに好ましい。
【００７３】
原料発酵液のｐＨは、用いる酵母の種類等に応じて適宜調整される。原料発酵液のｐＨ
が高すぎても低すぎても、酵母が増殖しにくく、エタノールを得ることが困難となる。そ
のため、原料発酵液のｐＨは５以上が好ましく、６以上がより好ましい。また、原料発酵
液のｐＨの上限は、８以下が好ましく、７以下がより好ましい。
【００７４】
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発酵工程の時間は、通常、１２〜１２０時間であり、１２〜７２時間や１２〜２４時間
が好ましい。
【００７５】
本発明のエタノールの製造方法（２）としては、例えば、図２に示すように、前処理工
程と、糖化工程（ａ）と、発酵工程（ａ）と、エタノール回収工程とを有するエタノール
の製造方法（２−１）とすることができる。
【００７６】
図２に示すエタノールの製造方法（２−１）では、前処理工程において、セルロース系
バイオマスからリグニンを除去する。糖化工程（ａ）では、まず、リグニンが除去された
セルロース系バイオマスと、糖化酵素とを混合し原料糖化液を調製する。次いで、原料糖
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化液を糖化し、糖類を含む糖化液を得る。発酵工程（ａ）では、糖化工程（ａ）で得られ
た糖化液と、酵母と、マオウ由来組成物とを混合して原料発酵液を調製した後、発酵によ
りエタノールを生成させて、エタノールを含むエタノール含有液を得る。さらに、エタノ
ール回収工程において、発酵工程（ａ）で得られたエタノール含有液の蒸留、濃縮を行う
ことで、エタノールを得ることができる。
【００７７】
また、本発明のエタノールの製造方法（２）の例として、図３に示すように、前処理工
程と、糖化工程（ｂ）と、発酵工程（ｂ）と、エタノール回収工程とを有するエタノール
の製造方法（２−２）が挙げられる。
図３に示すエタノールの製造方法（２−２）は、図２に示すエタノールの製造方法（２
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−１）と糖化工程および発酵工程が異なる例である。
図３のエタノールの製造方法（２−２）では、糖化工程（ｂ）において、リグニンが除
去されたセルロース系バイオマスと、糖化酵素と、マオウ由来組成物を混合して原料糖化
液を調製した後、糖化を行う。また、発酵工程（ｂ）において、糖化工程（ｂ）で得られ
た糖化液と、酵母とを混合し原料発酵液を調製した後、発酵を行い、エタノール含有液を
得る。
【００７８】
なお、糖化工程を必要としない、グルコース等の糖類からエタノールを製造する場合、
エタノール製造工程は、グルコース等の糖類と、マオウ由来組成物と、酵母とを含む原料
発酵液を調製した後、本発明のエタノールの製造方法（２）の発酵工程と同様にアルコー
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ル発酵を行う工程とすることができる。
【００７９】
３．乳酸発酵物の製造方法
本発明は、マオウ由来組成物の存在下で、乳酸菌により糖類を乳酸発酵させて乳酸発酵
物を生成する乳酸発酵物製造工程を有する乳酸発酵物の製造方法（以下、「本発明の乳酸
発酵物の製造方法」と記載する場合がある。）に関するものである。
【００８０】
本発明の乳酸発酵物の製造方法の特徴のひとつは、乳酸発酵物製造工程をマオウ由来組
成物の存在下で行うことである。マオウ由来組成物の存在下で乳酸発酵を行うことにより
、より短時間で乳酸発酵物を製造することができる。
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【００８１】
［マオウ由来組成物］
本発明の乳酸発酵物の製造方法では、乳酸発酵促進剤として、マオウ由来組成物を含む
組成物を用いる。用いられるマオウ由来組成物は、本発明のエタノールの製造方法で用い
られるものと同様のものを用いることができる。中でも、マオウ抽出物またはマオウ抽出
残渣が好ましい。
【００８２】
［乳酸菌］
乳酸菌としては、乳酸発酵ができるものであれば、特に限定されない。例えば、乳酸菌
は、ラクトバシラス属、エンテロコッカス属、ラクトコッカス属、ペディオコッカス属、
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リューコノストック属、ストレプトコッカス属、ビフィドバクテリウム属などを用いるこ
とができる。また、それらの遺伝子組換体でもよい。
これらの具体例としては、ラクトバチルス・ブルガリカス(Lactobacillus bulgaricus)
、ラクトバチルス・カゼイ(Lactobacillus casei)、ラクトバチルス・プランタラム(Lact
obacillus plantarum)、ストレプトコッカス・サーモフィルス(Streptococcus thermophi
lus)等を挙げることができる。
【００８３】
［糖類］
糖類は、乳酸菌により発酵できるものであればよく、グルコース、フルクトース、スク
ロース（ショ糖）などが挙げられる。また、糖類は、サトウキビや甜菜などの糖蜜や廃糖
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蜜に含まれる糖類であってもよい。牛乳やヤギ乳などの動物乳、それらの脱脂乳、脱脂粉
乳溶液、全粉乳溶液、ホエー等を糖類が含まれる原料として用いてもよい。
【００８４】
また、糖類は、本発明のエタノールの製造方法と同様に、バイオマス原料を糖化したも
のでもよく、本発明のエタノールの製造方法と同様のバイオマス原料を用いることができ
る。バイオマス原料を糖化するための糖化酵素についても、バイオマス原料の種類等に応
じて、本発明のエタノールの製造方法と同様の糖化酵素を用いることができる。
【００８５】
乳酸発酵物製造工程では、糖類から乳酸を生成させる反応が起こればよく、用いる原料
に応じて、その他の反応が併行して起こってもよい。

10

グルコース等の糖類を原料とする場合、乳酸発酵物製造工程は、発酵工程といえる。
また、セルロース系バイオマス等のバイオマス原料を糖化し乳酸発酵を行う場合、本発
明のエタノールの製造方法と同様に、糖化および乳酸発酵は順次的に行っても、併行して
行ってもよい。糖化および乳酸発酵を順次的に行う場合、乳酸発酵物製造工程は、糖化工
程で得られた糖類を乳酸発酵させる発酵工程といえる。糖化および乳酸発酵を併行して行
う場合、乳酸発酵物製造工程は、糖化発酵工程といえる。なお、糖化および乳酸発酵を順
次的に行う場合、糖化工程における温度などの反応条件や、マオウ由来組成物を混合する
タイミングなどは、本発明のエタノールの製造方法と同様にすることができる。
【００８６】
乳酸発酵物製造工程における乳酸発酵の温度は、用いる乳酸菌の種類や反応系等に応じ
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て、適宜調整される。発酵の温度が高すぎても低すぎても、乳酸菌が増殖しにくく、乳酸
を得ることが困難となる。
糖類を原料とする場合や、バイオマス原料を用いて糖化および乳酸発酵を順次的に行う
場合は、通常、用いる乳酸菌の至適温度で反応を行うことが好ましい。そのため、高温耐
性菌などの特殊な菌でなければ、乳酸発酵終了までの原料発酵液の液温の平均が５０℃以
下となるように乳酸発酵を行うことが好ましく、４５℃以下がより好ましい。また、その
下限は、２５℃以上が好ましく、３０℃以上がより好ましい。
【００８７】
また、バイオマス原料を用いて糖化および乳酸発酵を併行して行う場合は、用いる乳酸
菌の至適温度超、糖化酵素の至適温度以下の温度で反応を行うことが好ましい。
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【００８８】
発酵時間は、通常、２〜１２０時間であり、５〜７２時間や５〜２４時間が好ましい。
【００８９】
また、混合対象となる液（原料糖化発酵液、原料糖化液または原料発酵液）に対するマ
オウ由来組成物の量や、乳酸菌の使用量、乳酸発酵時のｐＨ（原料糖化発酵液のｐＨまた
は原料発酵液のｐＨ）などは、本発明のエタノールの製造方法と同様にすることができる
。
【００９０】
また、乳酸発酵物製造工程終了後、生成された乳酸発酵物は、乳酸発酵物の用途に応じ
て、適宜後処理を行うことができる。用途によっては、殺菌処理等を行いそのまま用いる
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ことができる。また、未反応の原料、乳酸菌等との混合物である乳酸発酵物を分離するこ
とで、乳酸発酵物中に含まれる乳酸を回収することもできる。中和による固液分離や溶媒
抽出等による乳酸の回収は従来公知の方法を用いることができる。
【００９１】
４．発酵促進剤
本発明は、マオウ抽出残渣を含む発酵促進剤（以下、「本発明の発酵促進剤」と記載す
る場合がある。）に関する。
【００９２】
本発明の発酵促進剤は、本発明のエタノールの製造方法のマオウ由来組成物として用い
ることができる。
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【００９３】
また、本発明の発酵促進剤は、本発明の乳酸発酵物の製造方法のマオウ由来組成物とし
て用いることができる。
【００９４】
本発明者らは、マオウ抽出残渣は、マオウ生薬に含まれる有効成分の含有量が低減して
いるにもかかわらず、驚くべきことに、発酵促進効果があることを見出した。また、マオ
ウ生薬含有物からの有効成分の抽出操作を複数回行った後のマオウ抽出残渣も同様に発酵
促進効果があることを見出した。本発明の発酵促進剤は、これらの知見に基づくものであ
る。
従来、漢方薬製造過程で抽出残渣は、廃棄物として排出され、焼却や埋め立て処理、あ
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るいはコンポスト化によって減量処理されており、これらの有効利用が求められていた。
本発明の発酵促進剤としての利用は、従来廃棄されていたマオウ抽出残渣を有効活用でき
る新たな用途であり、環境や経済的にも好ましい。
【００９５】
本発明の発酵促進剤に含まれるマオウ抽出残渣は、マオウ抽出物の調製時に分離される
固形分である。また、マオウ抽出物は、マオウ生薬に含まれる有効成分を溶媒抽出し、固
形分を除去したものである。
抽出は、公知の抽出方法により行うことができる。例えば、マオウ生薬含有物を溶媒中
で、必要に応じて撹拌を行いながら、一定時間浸漬させることで、マオウ生薬含有物中の
有効成分を溶媒に抽出することができる。抽出温度は、例えば、常温〜１００℃とするこ
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とができる。抽出時間は、例えば、３０分〜１時間とすることができる。
【００９６】
また、抽出に用いる溶媒は、一般的に水である。マオウ生薬含有物と溶媒との比率は、
適宜調整されるが、例えば、マオウ生薬含有物１ｇに対して、溶媒を２０〜４０ｇとする
ことができる。
【００９７】
マオウ生薬含有物は、前述のように、マオウ生薬を含むものであれば、マオウ生薬以外
を含んでもよい。マオウ生薬含有物中に含まれるその他の成分の種類等にもよるが、マオ
ウ生薬含有物中のマオウ生薬が少なすぎると、発酵促進の効果を十分に得られない場合が
ある。そのため、マオウ生薬含有物中のマオウ生薬の量（マオウ生薬の質量／マオウ生薬
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含有物の質量）は、０．１〜１が好ましく、０．２〜１や０．３〜１としてもよい。
【００９８】
有効成分を抽出後に、液体成分と固形分とに分離することで、液体成分をマオウ抽出物
とし、固形分をマオウ抽出残渣とすることができる。
液体成分と固形分との分離は、ろ過や遠心分離等により行うことができる。また、液体
成分と分離して得られた固形分は、さらに水洗や乾燥等をして用いてもよい。
また、得られた固形分は、そのままマオウ抽出残渣として用いてもよいし、適宜所望の
形状となるように、粉砕等を行ってもよい。
【００９９】
なお、液体成分は、そのまま用いても、溶媒抽出後に適宜濃縮または希釈することで有
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効成分の濃度を調整して用いても、液体成分を乾燥させた乾燥物として用いてもよい。液
体成分に由来するマオウ抽出物は、本発明のエタノールの製造方法のマオウ由来組成物と
して用いてもよいし、その他の用途において用いてもよい。水によって抽出した液体成分
やその乾燥物は、そのまま医薬品として使用することができる。このような医薬品の製造
時に廃出される固形分をマオウ抽出残渣として用いることができる。
【０１００】
また、液体成分は、本発明の乳酸発酵物の製造方法のマオウ由来組成物として用いても
よい。
【０１０１】
マオウ抽出残渣は、マオウ生薬含有物から溶媒での抽出操作を１回行った後の抽出残渣
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であっても、溶媒での抽出操作を複数回行った後の抽出残渣であってもよい。実用的な観
点からは、溶媒での抽出操作を１〜３回行った後の抽出残渣であってもよい。
【０１０２】
前述のように、本発明の発酵促進剤は、本発明のエタノールの製造方法に用いることが
できる。また、本発明の発酵促進剤は、本発明のエタノールの製造方法以外の用途に用い
てもよく、酒やパン等の食品の製造工程における発酵やメタンガス等のバイオガスの製造
工程における発酵に用いてもよい。
【０１０３】
また、本発明の発酵促進剤は、本発明の乳酸発酵物の製造方法に用いることもできる。
10

【実施例】
【０１０４】
以下、実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明は、その要旨を変更しない
限り以下の実施例に限定されるものではない。
【０１０５】
［実験例１］
マオウ生薬から抽出したマオウエキス（マオウ抽出物）を用いて、同時糖化発酵による
エタノール発酵を評価した。
【０１０６】
（１−１）：マオウエキスの調製
生薬マオウ（栃本天海堂製、刻み）１５ｇをイオン交換水３００ｍＬで３０分間煎じた
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。溶液と残渣とに分離し、溶液を１５，０００ｒｐｍで５分間遠心分離し、さらに上清を
０．４５μｍのメンブレンフィルターで濾過し、マオウエキスとした。
【０１０７】
（１−２）：同時糖化発酵によるエタノール発酵
酵母はＳａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ

ｃｅｒｖｉｓｉａｅ（日本醸造協会６号）（至適

温度：３５℃）、基質（セルロース系バイオマス）はアドバンテック東洋株式会社製粉末
ろ紙（セルロース粉末Ｃ）、糖化酵素はセルラーゼ（ＨＢＩ株式会社製セルロシンＡＣ４
０）を使用した。
同時糖化発酵はクエン酸緩衝液でｐＨ４．５に調整したＹＰ培地（酵母エキス１０ｇ、
ペプトン２０ｇ、イオン交換水１Ｌ）５０ｍＬ、酵素濃度２５ｇ／Ｌ、初期酵母濃度２×
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8

１０ ｃｅｌｌ／Ｌ、基質セルロース濃度５０ｇ／Ｌ、上記（１−１）で調製したマオウ
エキス３ｇ／Ｌとなるように蓋付き試験管にとり、アズワン製ミックスロータＶＭＲＣ−
５を用い温度３７℃において回転速度１１０ｒｐｍで７２時間反応を行った（実験例１−
１）。
なお、酵母初濃度は東亜ＤＫＫ製ＡＦ−１００型ＡＴＰアナライザーによる細胞内ＡＴ
Ｐの測定値から求めた。
また、マオウエキスを混合しなかったコントロールについても、同様に７２時間反応を
行った（実験例１−２）。
【０１０８】
（１−３）：グルコース濃度とエタノール濃度の経時変化
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上記（１−２）の実験中に、一定の処理時間（反応時間）ごとに、反応途中のグルコー
スおよびエタノール濃度を日本分光製ＬＣ−ＮｅｔＩＩ／ＡＤＣ型ＨＰＬＣでそれぞれ測
定し、グルコース濃度とエタノール濃度の経時変化を求めた。図４に、実験例１−１、実
験例１−２において、グルコース濃度［ｇ／Ｌ］およびエタノール濃度［ｇ／Ｌ］を処理
時間［ｈ］に対してプロットした結果を示す。
【０１０９】
酵素糖化によってセルロースからグルコースが生成し、そのグルコースを酵母が即座に
消費することによりエタノールが生成する。従って、図４に示すように、グルコースは低
濃度に保たれている。
また、図４に示すように、実験例１−１（マオウエキスを添加したもの）は２４時間で
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エタノール濃度８．３ｇ／Ｌに到達し、これは実験例１−２（マオウエキス無添加時）の
７２時間で生成したエタノール濃度７．６ｇ／Ｌ以上であった。マオウエキスを添加する
ことで発酵時間を１／３以下に短縮できた。このように、酵母の至適温度よりも高い温度
で反応を行っても、実験例１−１では、マオウエキスの存在により、至適温度での酵母の
活性の低下を抑制し、活性を維持した状態で、エタノール発酵が進行させることができる
。一方、実験例１−２では、酵母の至適温度よりも高い温度で反応を行ったことにより酵
母の活性が低下しており、エタノールの生成速度が低下し、生成量も少ない結果となって
いる。
【０１１０】
［実験例２］

10

本発明の発酵促進剤として、マオウを含む漢方薬である葛根湯、麻黄湯、小青竜湯を用
いて、マオウ抽出残渣を調製し、得られたマオウ抽出残渣を用いたエタノール発酵を評価
した。
【０１１１】
（２−１）：葛根湯残渣の調製
マオウを含有する漢方薬である葛根湯は、マオウ４ｇ、カッコン４ｇ、タイソウ４ｇ、
ケイヒ３ｇ、シャクヤク３ｇ、カンゾウ２ｇ、カンショウキョウ１ｇ（いずれも栃本天海
堂製）計２１ｇを、６００ｍＬのイオン交換水で３０分間煎じることで調製した。溶液と
残渣（固形分）とに分離し、残渣をイオン交換水にて水洗いし、１０５℃で乾燥させた。
乾燥させた残渣を、遊星ボールミルで３０分間粉砕し、葛根湯残渣を得た。得られた葛根
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湯残渣をマオウ抽出残渣（ａ）とした。
【０１１２】
（２−２）：麻黄湯残渣の調製
葛根湯の代わりに麻黄湯として、マオウ５ｇ、キョウニン５ｇ、ケイヒ４ｇ、カンゾウ
１．５ｇ（いずれも栃本天海堂製）計１５．５ｇを用いて同様の操作をし、麻黄湯残渣を
得た。得られた麻黄湯残渣をマオウ抽出残渣（ｂ）とした。
【０１１３】
（２−３）：小青竜湯残渣の調製
葛根湯の代わりに小青竜湯として、ハンゲ６ｇ、マオウ３ｇ、シャクヤク３ｇ、カンゾ
ウ３ｇ、ケイヒ３ｇ、サイシン３ｇ、カンショウキョウ１．５ｇ、ゴミシ１．５ｇ（いず
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れも栃本天海堂製）計２４ｇを用いて同様の操作をし、小青竜湯残渣を得た。得られた小
青竜湯残渣をマオウ抽出残渣（ｃ）とした。
【０１１４】
（２−４）：酵母によるエタノール発酵
ＹＰＤ培地（グルコース１５ｇ、ペプトン２ｇ、酵母エキス１ｇ、水１００ｍＬ）を調
整し、オートクレーブで滅菌を行った。フラスコ内で、滅菌処理後のＹＰＤ培地に、酵母
（至適温度３５℃）が２．０×１０8ｃｅｌｌ／Ｌとなる量の日本酒酵母液と、表１に示
す固体成分濃度となる量の固体成分（別途オートクレーブ滅菌したマオウ抽出残渣（ａ）
、マオウ抽出残渣（ｂ）又はマオウ抽出残渣（ｃ））を加えて、エタノール発酵試験用の
サンプルを調製した。各サンプルを用いて、３５℃において４８時間反応させた。
また、固体成分による影響を考慮するため、表１に示す固体成分濃度となるようにアド
バンテック東洋株式会社製粉末ろ紙（セルロース粉末Ｃ）を添加したコントロールも作製
し、同様に反応させた。
【０１１５】
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【表１】

10

【０１１６】
（２−５）ロジスティック関数を用いた発酵遅延時間（ｔs）と発酵速度（ｒ）の評価
（２−５−１）ロジスティック関数を用いた評価方法
図５は、エタノール発酵における、二酸化炭素の発生量（ｙ）と発酵時間（ｔ）との関
係を表す典型的な例である。また、ロジスティック関数は、下記式（１）で表される関数
である。発酵時間（ｔ）に対する二酸化炭素発生量（ｙ）をロジスティック関数で表され
るロジスティック曲線（ａ）にフィッティングさせることで、ｙmax、ｔ1/2、ｋの値を算
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出することができる。
【０１１７】
【数１】

【０１１８】
ｋは、下記式（２）で表されるロジスティック関数のパラメータである。また、ｔsは
、下記式（３）で表され、ｔ1/2およびｋの値から算出することができる。
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【０１１９】
【数２】

【０１２０】

40

なお、図５に示す通り、ｙmaxは、二酸化炭素最大発生量を表す。ｔ1/2は、ｙmax／２
となる発酵時間を表す。
ｒは、ロジスティック曲線におけるｔ＝ｔ1/2のときの接線（ｂ）の傾きであり、発酵
速度を表す。
ｔsは、二酸化炭素発生量が０（縦軸が０）のときの横軸と、ｔ＝1/2の接線（ｂ）の延
長線との交点として定義され、発酵遅延時間を表す。この発酵遅延時間（ｔs）の値が小
さいほど、発酵開始までの時間が早いことを意味する。
【０１２１】
（２−５−２）発酵遅延時間（ｔs）と発酵速度（ｒ）の評価
上記（２−４）のエタノール発酵の実験中に、３５℃のインキュベーター内に設置した
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電子天秤によりフラスコ全体の重量を経時的に測定し、重量の減少分を発酵に伴う二酸化
炭素発生量とみなした。
処理時間（発酵時間）（ｔ）に対する二酸化炭素発生量（ｙ）は水分蒸発量を補正した
のちロジスティック関数にフィッティングさせ、発酵遅延時間（ｔs）と発酵速度（ｒ）
を算出し、マオウ由来組成物の効果について評価した。
【０１２２】
図６に、実験例２−１〜２−４のエタノール発酵の発酵遅延時間ｔs［ｈ］を、固体成
分濃度［ｇ／Ｌ］に対してプロットした結果を示す。マオウ抽出残渣を加えることで発酵
遅延時間が０．７〜０．９倍に短縮し、発酵が開始する時間が短くなった。
特に、実験例２−１のマオウ抽出残渣（ａ）（葛根湯残渣）は固体成分の濃度に依らず

10

発酵遅延時間の短縮がみられた。
【０１２３】
図７に、実験例２−１〜２−４のエタノール発酵の発酵速度ｒ［（ｇ／Ｌ）／ｈ］を、
固体成分濃度［ｇ／Ｌ］に対してプロットした結果を示す。実験例２−２のマオウ抽出残
渣（ｂ）（麻黄湯残渣）は添加量を多くすることで発酵速度が２倍以上速くなった。これ
は固体成分の作用に加えて残渣中に残存する薬効成分や水で抽出されない成分の働きなど
により発酵が促進したためと考えられる。
【０１２４】
なお、実験例２−２の発酵速度は、固体成分なしの場合に比べると約７倍であった。
【０１２５】
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また、ロジスティック関数のフィッティングから算出したｔ1/2およびｋの値を用いて
、発酵終了時間を下記式（４）で定義し評価した。その結果、発酵終了時間（ｔe）は、
実験例２−１〜２−３のいずれにおいても、実験例２−４（コントロール）に比べ約１／
２に短縮し、固体成分なしの場合に比べて約１／３に短縮した。
【０１２６】
【数３】

【０１２７】
（２−６）：生成エタノール量の経時変化
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上記（２−４）の実験での、生成エタノール量は、日本分光製ＬＣ−ＮｅｔＩＩ／ＡＤ
Ｃ型ＨＰＬＣにより測定した。
図８は、実験例２−１〜２−４のエタノール発酵終了後（約２日後）のエタノール収率
［％］（理論上のエタノール生成量（ｇ）に対する実際に生成したエタノール量（ｇ）の
百分率）を、固体成分濃度［ｇ／Ｌ］に対してプロットした結果を示している。生成した
エタノールは理論収量に対して７０〜８０％で、コントロールとマオウ抽出残渣を加えた
ものでは差は小さく、発酵阻害は見られなかった。
【０１２８】
［実験例３］
本発明の発酵促進剤として、実験例２で調製したマオウ抽出残渣（ｂ）（麻黄湯残渣）
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を用い、エタノール発酵におけるフルフラールの影響を評価した。
【０１２９】
（３−２）：フルフラール存在下での酵母によるエタノール発酵
ＹＰＤ培地（グルコース１５ｇ、ペプトン２ｇ、酵母エキス１ｇ、水１００ｍＬ）を作
製し、所定量のフルフラールを添加した後、オートクレーブで滅菌を行った。フラスコ内
で、滅菌処理後のＹＰＤ培地に、酵母（至適温度３５℃）が２．０×１０8ｃｅｌｌ／Ｌ
となる量の日本酒酵母液と、別途オートクレーブ滅菌したマオウ抽出残渣（ｂ）又はコン
トロールとしてアドバンテック東洋株式会社製粉末ろ紙（セルロース粉末Ｃ）７ｇ／Ｌと
を加え、通気性シリコン栓を取り付け、エタノール発酵試験用のサンプルを調製した。
なお、サンプルは、表２に示すフルフラール濃度となるようにフルフラールの添加量を
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変えたものを複数調製した。各サンプルを用いて、３５℃において７２時間反応させた。
【０１３０】
【表２】

10
【０１３１】
（３−３）：発酵遅延時間（ｔs）と発酵速度（ｒ）の評価
実験例２の（２−５）と同様に、上記（３−２）のエタノール発酵中の二酸化炭素発生
量の経時変化を測定し、ロジスティック関数にフィッティングさせることで、発酵遅延時
間（ｔs）と発酵速度（ｒ）を算出し評価した。
【０１３２】
図９に、実験例３−１、３−２のエタノール発酵の発酵速度ｒ［（ｇ／Ｌ）／ｈ］を、
フルフラール濃度［ｇ／Ｌ］に対してプロットした結果を示す。
実験例（３−１）のマオウ抽出残渣（ｂ）を７ｇ／Ｌ添加した場合、やはりフルフラー
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ル濃度の上昇とともに発酵速度は低下するものの、フルフラール２〜３ｇ／Ｌの場合でも
２〜３（ｇ／Ｌ）／ｈの発酵速度を維持することができた。
一方、実験例（３−２）（粉末ろ紙を７ｇ／Ｌ添加した系）は、フルフラール濃度の上
昇とともに発酵速度が低下し、フルフラール２〜３ｇ／Ｌのときｒ≒０．１５ｇ／ｈと約
半分の速度、そして４．５ｇ／Ｌ以上では発酵が停止した。
【０１３３】
図１０は、実験例（３−１）、実験例（３−２）のエタノール発酵から約６日後のエタ
ノール濃度［ｇ／Ｌ］を、フルフラール濃度［ｇ／Ｌ］に対してプロットした結果を示し
ている。エタノール濃度は麻黄湯残渣を加えたものと粉末ろ紙を加えたもので差は小さく
、マオウ抽出残渣（ｂ）が生成量に対して阻害しないことが示された。また、フルフラー
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ル濃度３ｇ／Ｌ程度までであれば添加剤の効果が高く、エタノール濃度が維持されること
が分かった。
【０１３４】
［実験例４］
実験例２の（２−２）のマオウ５ｇ、キョウニン５ｇ、ケイヒ４ｇ、カンゾウ１．５ｇ
の計１５．５ｇの代わりに、マオウ抽出残渣（ｂ）（煎じ回数１回の麻黄湯残渣）を用い
て、実験例（２−２）と同様の操作を行い、煎じ回数２回の麻黄湯残渣を調製した。さら
に、同様の煎じ操作を繰り返し、煎じ回数３〜８回の麻黄湯残渣を調製した。
次いで、煎じ回数１回〜８回の麻黄湯残渣を用いて、実験例２の（２−４）と同様にし
てエタノール発酵を行った。発酵時間に対する二酸化炭素の発生量から、実験例２の（２
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−５）と同様の方法で、発酵遅延時間および発酵速度を算出し、麻黄湯残渣の煎じ回数に
対するエタノール発酵の効果を評価した。
また、麻黄湯残渣の代わりに、アドバンテック東洋株式会社製粉末ろ紙（セルロース粉
末Ｃ）を用いた系と、酵母のみ（固体成分の添加なし）の系をコントロールとしてあわせ
て評価した。
図１１に、エタノール発酵の発酵遅延時間ｔs[ｈ]を、麻黄湯残渣の煎じ回数に対して
プロットした結果を示す。図１２に、エタノール発酵の発酵速度ｒ［（ｇ／Ｌ）／ｈ］を
、麻黄湯残渣の煎じ回数に対してプロットした結果を示す。図１１および図１２に示すよ
うに、麻黄湯残渣は、煎じ回数を増やしてもその効果が維持されることが確認された。
【０１３５】
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［実験例５］
マオウ生薬（Ephedra sp.）のエキスおよび抽出残渣を用いて、エタノール発酵を評価
した。また、実験例２で用いた漢方薬（葛根湯、麻黄湯および小青竜湯）に含まれるマオ
ウ生薬以外の１０種類の生薬（カッコン（Pueraria lobate）、カンキョウ（Zingiber of
ficinale）、カンゾウ（Glycyrrhize uralensis）、キョウニン（Prumus sp.）、ケイヒ
（Cinnamomum cassia）、ゴミシ（Schisandra Chinensis）、サイシン（Asiasarum sp.）
、シャクヤク（Paeonia lactiflora）、タイソウ（Zizyphus jujuba）、ハンゲ（Pinelli
a ternata））についてもエタノール発酵を評価した。
【０１３６】
（５−１）：各生薬のエキスおよび抽出残渣の調製
漢方薬煎じ器（栃本天海堂製

10

文火楽々ＥＫ−ＳＡ１０）を用いて、各生薬３０ｇをイ

オン交換水６００ｍＬで３０分間煎じた。その後、３０メッシュの金網で溶液と残渣を分
離し、溶液を１５，０００ｒｐｍで５分間遠心分離し、さらに上清を０．４５μｍのメン
ブレンフィルターで濾過し、各生薬のエキスとした。抽出残渣は、イオン交換水にて水洗
いし、１０５℃の２４時間乾燥させた後、遊星ボールミル（Ｆｒｉｔｓｃｈ製Ｐ−６）で
３０分間粉砕したものを用いた。
【０１３７】
（５−２）：各生薬のエキス存在下での酵母によるエタノール発酵
ＹＰＤ培地（グルコース１５ｇ、ペプトン２ｇ、酵母エキス１ｇ、水１００ｍＬ）を調
製し、各生薬のエキスを固形分濃度３５０ｍｇ／Ｌとなるように添加した後、オートクレ
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ーブ滅菌を行った。滅菌処理後のＹＰＤ培地に、酵母（至適温度３５℃）が２．０×１０
8

ｃｅｌｌ／Ｌとなる量の日本酒酵母液を加え、通気性シリコン栓を取り付け、エタノー

ル発酵試験用のサンプルを調製した。各サンプルを用いて、３５℃で反応を行った。
【０１３８】
（５−３）：各生薬の抽出残渣存在下での酵母によるエタノール発酵
ＹＰＤ培地（グルコース１５ｇ、ペプトン２ｇ、酵母エキス１ｇ、水１００ｍＬ）を調
製し、オートクレーブで滅菌を行った。滅菌処理後のＹＰＤ培地に、酵母（至適温度３５
℃）が２．０×１０8ｃｅｌｌ／Ｌとなる量の日本酒酵母液と、別途オートクレーブ滅菌
した各生薬の抽出残渣３５０ｍｇ／Ｌを加えて、エタノール発酵試験用のサンプルを調製
した。また、固体成分による影響を考慮するため、アドバンテック東洋株式会社製粉末ろ
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紙（セルロース粉末Ｃ、３５０ｍｇ／Ｌ）を添加したコントロールも調製した。各サンプ
ルを用いて、３５℃で反応を行った。
【０１３９】
（５−４）：評価
（５−２）および（５−３）について、実験例２の（２−５）、（２−６）に記載の方
法にて評価した。また、異なる反応条件での発酵状況を比較するため、以下のパラメータ
を定義した。
【０１４０】
【数４】
40

【０１４１】
ここで、α値（αs値、αe値、αr値、αEtOH値）は発酵促進剤無添加（ｎｏｎｅ）を
コントロールとしたときのエキス（ｅｘｔｒａｃｔ）の添加効果を表し、β値（βs値、
βe値、βr値、βEtOH値）はセルロース粉末添加（ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ）をコントロール
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としたときの抽出残渣（ｒｅｓｉｄｕｅ）の添加効果を表す。
【０１４２】
図１３は、エキスの添加効果であるαs値を横軸にとり、残渣の添加効果であるβs値を
縦軸にとり、生薬毎の発酵遅延時間への影響を表した結果である。
ここで、発酵反応開始時間（ｔs）は、横軸（αs）が１未満であるものはエキスでの促
進効果があることを示しており、縦軸（βs）が１未満であるものは抽出残渣での促進効
果があることを示している。例えば、（αs＜１）かつ（βs＜１）の領域にプロットされ
た生薬は、エキスも残渣も発酵遅延時間に対して促進効果を発揮していることを示す。
【０１４３】
図１４は、エキスの添加効果であるαr値を横軸にとり、残渣の添加効果であるβr値を

10

縦軸にとり、生薬毎の発酵速度への影響を表した結果である。
ここで、発酵速度（ｒ）は、横軸（αr）が１を超えたものはエキスでの促進効果があ
ることを示しており、縦軸（βr）が１を超えたものは抽出残渣での促進効果があること
を示している。例えば、（１＜αr）かつ（１＜βr）の領域にプロットされた生薬は、エ
キスも残渣も発酵速度に対して促進効果を発揮していることを示す。
【０１４４】
図１５は、エキスの添加効果であるαe値を横軸にとり、残渣の添加効果であるβe値を
縦軸にとり、生薬毎の発酵終了時間への影響を表した結果である。
ここで、発酵終了時間（ｔe）は、横軸（αe）が１未満であるものはエキスでの促進効
果があることを示しており、縦軸（βe）が１未満であるものは抽出残渣での促進効果が
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あることを示している。例えば、（αe＜１）かつ（βe＜１）の領域にプロットされた生
薬は、エキスも残渣も発酵終了時間に対して促進効果を発揮していることを示す。
【０１４５】
図１６は、エキスの添加効果であるαEtOH値を横軸にとり、残渣の添加効果であるβEt
OH値を縦軸にとり、生薬毎の生成エタノール量への影響を表した結果である。

ここで、生成エタノール量は、横軸（αEtOH）が１を超えたものはエキスでの促進効果
があることを示しており、縦軸（βEtOH）が１を超えたものは抽出残渣での促進効果があ
ることを示している。例えば、（１＜αEtOH）かつ（１＜βEtOH）の領域にプロットされ
た生薬は、エキスも残渣も生成エタノール量に対して促進効果を発揮していることを示す
30

。
【０１４６】
また、各生薬と図１３〜図１６のグラフ中の番号との対応は表３に示す通りである。
【０１４７】
【表３】

40

【０１４８】
図１３〜図１６に示すように、エタノール発酵に対する促進と阻害は、生薬の種類で異
なることはもちろん、エキスと抽出残渣によっても効果は様々であった。
【０１４９】
図１３に示すように、発酵遅延時間については、マオウ生薬は、エキスでは、促進効果
を示し、抽出残渣では、粉末ろ紙を添加したコントロールと同等であった。また、多くの
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生薬の抽出残渣が阻害傾向を示した。しかし、全発酵過程に対しては発酵速度が大きく支
配し発酵速度が促進されれば相殺されることになる。
【０１５０】
図１４に示すように、発酵速度については、マオウ生薬は、エキスおよび抽出残渣とも
に促進効果を示した。
【０１５１】
図１５に示す発酵終了時間は、発酵遅延時間と発酵速度の総合結果とみなせる。マオウ
生薬は、エキスおよび抽出残渣ともに発酵促進効果を示しており、発酵終了時間が約３／
４に短縮した。なお、マオウ生薬の抽出残渣の結果は、セルロース粉末添加と比較したも
のである。固体成分なしの場合（無添加）と比較すると、発酵終了時間は、約１／２と大
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幅に短縮した。
【０１５２】
図１６に示すように、生成エタノール量におけるエキスの添加効果を表すαEtOHおよび
生成エタノール量における抽出残渣の添加効果を表すβEtOHは、いずれの生薬でも約１で
あり、生薬によらず、エタノール生成への影響は小さかった。マオウ生薬は、（αEtOH
，βEtOH ）＝（１，０．８）で、それぞれのコントロールと同等であり、発酵阻害は見
られなかった。
【０１５３】
［実験例６］
マオウ５ｇ、キョウニン５ｇ、ケイヒ４ｇ、カンゾウ１．５ｇ（いずれも栃本天海堂製
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）計１５．５ｇをイオン交換水６００ｍＬで３０分間煎じた。その後、３０メッシュの金
網で溶液と残渣を分離し、溶液を１５，０００ｒｐｍで５分間遠心分離し、さらに上清を
０．４５μｍのメンブレンフィルターで濾過し、麻黄湯のエキスを得た。麻黄湯のエキス
を用いて、同様にエタノール発酵に対する効果を評価したところ、無添加のコントロール
と比較して、１．４倍の発酵速度であった。
【０１５４】
［実験例７］
廃糖蜜濃度３５０ｇ／Ｌ、ペプトン２０ｇ／Ｌ、酵母エキス８ｇ／Ｌ、初期酵母濃度２
．０×１０8ｃｅｌｌ／Ｌ、マオウ生薬抽出残渣７ｇ／Ｌを用いて、エタノール発酵試験
用のサンプルを調整し、３５℃で反応させた。マオウ生薬抽出残渣は、実験例５の（５−
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１）で調製したものを用いた。
実験例２と同様にして、エタノール発酵を評価した。結果を図１７に示す。
図１７に示すように、３５０ｇ／Ｌという高濃度の廃糖蜜でもエタノールの発酵が可能
であった。なお、廃糖蜜中には、発酵阻害物質であるアルデヒド類が含まれているため、
高濃度での発酵が困難であり、また、高い糖濃度では基質阻害が発生するが、マオウ添加
により高濃度での廃糖蜜でもエタノール発酵が可能で、いずれの発酵阻害も克服できた。
【０１５５】
［実験例８］
本発明の発酵促進剤として、マオウ生薬から抽出したマオウエキス（マオウ抽出物）を
用いて、乳酸発酵を評価した。明治ブルガリアヨーグルト（登録商標）（明治乳業株式会
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社製）４０ｇと、明治おいしい牛乳（登録商標）（明治乳業株式会社製）４００ｇと、マ
オウエキス６０ｇ（最終エキス濃度５ｇ／Ｌ）とを混合し、４０℃で８時間反応させた。
また、マオウエキスに代えて、マオウ生薬抽出残渣５ｇおよび水６０ｇを混合して同様
に反応させた。
なお、明治ブルガリアヨーグルトには、乳酸菌として、ラクトバチルス・ブルガリカス
（Lactobacillus bulgaricus）とストレプトコッカス・サーモフィルス（Streptococcus
thermophilus）とが含まれる。マオウエキスは、実験例１の（１−１）で調製したマオウ
エキスを用いた。マオウ生薬抽出残渣は、実験例５の（５−１）で調製したものを用いた
。
また、マオウエキスに代えて、水６０ｇを混合して同様に反応させたものをコントロー
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ル（無添加）とした。
乳酸発酵は、アルカリ滴定による生成有機酸量で追跡した。図１８に、発酵時間に対す
る生成有機酸量をプロットした結果を示す。図１８に示すように、乳酸発酵に対してもマ
オウエキスおよびマオウ抽出残渣ともに添加効果が見られ、有機酸生成量が１．２〜１．
３倍に増加した。
【産業上の利用可能性】
【０１５６】
本発明の発酵物の製造方法は、エタノールや乳酸発酵物を短時間で製造することができ
、有用である。また、新たな発酵促進剤は、アルコール発酵を促進させるだけでなく、乳
酸発酵にも適用できるとともに、従来、廃棄されていた生薬残渣や漢方薬残渣の有効利用
することができる。
本発明のエタノールの製造方法は、マオウ由来組成物を混合することで、同時糖化発酵
における発酵時間を短縮することができ、有益な方法である。また、新たなアルコール発
酵促進剤は、アルコール発酵を促進させるだけでなく、従来、廃棄されていた生薬残渣や
漢方薬残渣の有効利用することができる。

【図１】

【図３】

【図２】

【図４】
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