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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分離システム中にベタイン－含有溶液を供給すること、
　該ベタイン－含有溶液の成分を溶離するために、該分離システム中に溶離液を導入して
、分離プロファイルを形成すること、及び
　ベタイン生成物フラクション、１以上の残余のフラクション及び任意の１以上の再循環
フラクション並びに１以上の他の生成物フラクションを回収すること
を含む、１以上の部分充填床を含む１以上のカラムを含むクロマトグラフィー分離システ
ムにおいてベタイン－含有溶液を分画するための方法であって、
　１以上の部分供給段階において、該分離システムの１以上の溶離液導入位置へ分離プロ
ファイルの１以上の部分を導入して、前記溶離液の一部を置換し、前記部分は、ベタイン
、１以上の他の生成物成分及び１以上の残余の成分から選択される１以上の成分を含み、
　工程のシーケンスを使用することにより該分離システムにおいて、それらの成分と共に
前記部分を前方に移動させ、該工程は供給段階、循環段階及び溶離段階の１つ以上を含み
、
　１以上の残余のフラクションにおいて及び／又は１以上の回収フラクションにおいて及
び／又は１以上の生成物フラクションにおいて、同じか又は続く分離シーケンス中に、前
記部分の成分を抜き取り、
　それにより、前記の同じか又は続く分離シーケンス中に、前記部分の体積、導入位置及
び導入工程が、前記部分の前記成分の維持体積、前記部分の前記成分が通過する樹脂床の
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体積及び前記部分の前記成分を導入位置から前記成分の計算された目的の抜き取り位置に
移動する工程の体積に基づいて決定され、一方、生成物フラクションの純度及び生成物成
分の収率は維持又は改善されることを特徴とする方法。
【請求項２】
前記部分の成分は、それに続く１ないし４の分離シーケンス中に抜き取られることを特徴
とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記クロマトグラフィー分離システムはバッチシステムであることを特徴とする請求項１
記載の方法。
【請求項４】
前記クロマトグラフィー分離システムは逐次的疑似移動床（ＳＭＢ）システムであること
を特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項５】
前記逐次的疑似移動床（ＳＭＢ）システムは該システム中に１以上のループを含むことを
特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項６】
前記逐次的疑似移動床（ＳＭＢ）システムは１ループ内に１以上の分離プロファイルを含
むことを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項７】
前記分離プロファイルは１サイクルの間に、該システムの樹脂床を通って１回よりも多く
又は１回よりも少なく循環されることを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項８】
前記１以上の部分は、ベタイン、スクロース、塩、有機酸及びその塩、アミノ酸、及びグ
リセロールから選択される成分を含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項９】
前記１以上の部分は、ベタインサブプロファイルの前方スロープ部分又は後方スロープ部
分であることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１０】
ベタインサブプロファイルの前記前方スロープ部分及び／又は後方スロープ部分のベタイ
ン含量は、ＤＳに基づき最大８０％迄であることを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１１】
ベタインサブプロファイルの前記前方スロープ部分及び／又は後方スロープ部分の乾燥固
体濃度は、０．２％ないし８％であることを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１２】
ベタインサブプロファイルの前記前方スロープ部分及び／又は後方スロープ部分は、前記
分離システムに戻して導入されて溶離水の一部分と置き換えられ、及び、次のシーケンス
中に前記前方スロープ部分及び／又は後方スロープ部分のベタインは、スクロース再循環
フラクション中に抜き取られて供給物に再循環され及びベタインフラクション中に回収さ
れることを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１３】
循環されたベタインの前方スロープ部分及び／又は後方スロープ部分からスクロース再循
環フラクションまでのベタイン収率は、６０％を越えることを特徴とする請求項１２記載
の方法。
【請求項１４】
前記１以上の部分は、残余のサブプロファイルの前方スロープ部分又は後方スロープ部分
であることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１５】
残余のサブプロファイルの前方スロープ部分の前記乾燥固体濃度は、０．５％ないし１０
％であることを特徴とする請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
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残余のサブプロファイルの前記前方スロープ部分又は後方スロープ部分は、前記分離プロ
ファイルに戻して導入されて溶離水の一部分と置き換えられ、及び、前記前方スロープ部
分又は後方スロープ部分の残余の成分は、前記同じか又はそれに続く１ないし４の分離シ
ーケンス中に、１以上の残余のフラクション内で抜き取られることを特徴とする請求項１
４記載の方法。
【請求項１７】
前記１以上の部分は、スクロースサブプロファイルの前方スロープ部分又は後方スロープ
部分であることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１８】
前記部分の体積は、１つの分離シーケンス中に分離プロファイルを前方に移動する全ての
工程の体積の１ないし５０％であることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１９】
前記部分の体積は、前記部分の成分が抜き取られるであろう再循環フラクション又は残余
のフラクションの体積よりも少ないことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項２０】
前記部分は、損なわれていない分離プロファイルとして前記分離システムに導入されるこ
とを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項２１】
前記部分は、分離タンク中に収集され、前記タンクから分離システムに導入されることを
特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項２２】
前記部分は、ベタインサブプロファイルの前方スロープ部分又は後方スロープ部分及び残
余のサブプロファイルの前方スロープ部分又は後方スロープ部分から選択され、
　前記部分は、前記分離システムに戻して導入されて溶離水の一部分と置き換えられ、
　前記部分及び／又は前記部分の残余の成分のベタインは、供給物に再循環されるスクロ
ース再循環フラクションにおける次のシーケンス中抜き取られ、続いて、
　続く分離シーケンス中に、ベタイン生成物フラクション中に前記部分のベタインを回収
する及び／又は残余のフラクション中に前記部分の残余の成分を回収することを特徴とす
る請求項１記載の方法。
【請求項２３】
前記スクロース再循環フラクションは、スクロースサブプロファイルの前方スロープ部分
及び後方スロープ部分から選択されることを特徴とする請求項２２記載の方法。
【請求項２４】
前記ベタイン含有溶液は、甜菜由来溶液であることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項２５】
前記ベタイン含有溶液は、糖蜜溶液又は結晶化流出液又はその溶液であることを特徴とす
る請求項１記載の方法。
【請求項２６】
前記ベタイン含有溶液は、蒸留残渣溶液であることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項２７】
前記蒸留残渣は、甜菜又は小麦から誘導されることを特徴とする請求項２６記載の方法。
【請求項２８】
前記部分は、溶離水の５％ないし７０％を置き換えるために使用されることを特徴とする
請求項１記載の方法。
【請求項２９】
前記方法は、ＤＳに基づき４０％ないし９８％のベタイン含量を伴うベタインフラクショ
ンを提供することを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３０】
前記方法は、ベタイン－含有供給溶液中のベタインに基づいて６０％ないし９８％の範囲
の収率でベタインを提供することを特徴とする請求項１記載の方法。
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【請求項３１】
前記方法は、ＤＳに基づき８８％ないし９８％のスクロース含量を伴うスクロースフラク
ションを提供することを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３２】
前記方法は、スクロース－含有供給溶液中のスクロースに基づいて８０ないし９８％の範
囲の収率でスクロースを提供することを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３３】
分離プロファイルの前記１以上の部分は、同一の分離システム内の１以上の溶離液導入位
置に導入されるか又は他の類似の並列分離システム内又は異なる分離システム内の１以上
の溶離液導入位置に導入されることを特徴とする請求項１記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クロマトグラフィー分離の分野に関し、特に、疑似移動床及びバッチ法によ
る、ベタイン－含有溶液のクロマトグラフィー分画法に関する。本発明の方法は、新規で
及び進歩性を有する手段で、分離プロファイルの部分を含むフラクションを戻して分離シ
ステムに導入して新たな溶離液の体積を減少し、一方で、ベタイン又は他の生成物の収率
及び／又は純度を基本的に維持又はより改善することにより、分離システムの分離効率を
改善することを目的とする。
【背景技術】
【０００２】
　ベタイン－含有の植物をベースとした溶液からベタイン及び他の成分を分離するための
クロマトグラフィー分離システムは、該システムの分離容量と分離効率を改善するためこ
こ数年の間に発展してきた。しかし、特に、クロマトグラフィーＳＭＢ分離システムは、
供給物に対する溶離液の比率が一般的にＳＭＢシステムの非常に複雑な性質のせいで高い
という欠点を有する。分離システムに戻す溶離液のフラクションを循環させるための種々
の調整は既にクロマトグラフィーＳＭＢシステムにおいて使用されている。
【０００３】
　米国特許第４１０９０７５号明細書（ＣＰＣインターナショナル　インコーポレーテッ
ド）は、糖類を分離するための方法、例えば、分子量が異なる少なくとも３種類の異なる
糖フラクションを収集する、バッチクロマトグラフィー法による澱粉転換生成物からの方
法を開示する。最初の糖フラクション（最も分子量が大きいフラクション）は、その後次
の供給物の溶離のために使用され、続いて水で溶離される。この様式の操作が溶離水の量
を最小化し、より低分子量の糖類ＤＰ1ないしＤＰ4のどれかを多く含むフラクションを製
造することが示されている。
【０００４】
　米国特許第４２６７０５４号明細書（サンマツ工業株式会社）は、多成分混合物から２
成分（例えば、グルコースとフルクトース）を分離するためのバッチクロマトグラフィー
分離方法であって、分離カラム由来の溶離物が４フラクション（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及
び（ｄ）において収集される方法を開示する。フラクション（ａ）及び（ｃ）は、生成物
フラクションであり、フラクション（ｂ）は、目的生成物を比較的多量含む混合フラクシ
ョンであり、フラクション（ｄ）は、操作の次の循環において使用される、フラクション
（ｃ）の尾部の及びフラクション（ａ）の頂部の希釈フラクションを含む。フラクション
（ｂ）及び（ｄ）は、分離カラムの先端にそれらを導入することにより分離システムに戻
される。
【０００５】
　米国特許第４４０２８３２号明細書（ＵＯＰ　インコーポレーテッド）は、ＳＭＢクロ
マトグラフィーシステム中のラフィネート成分（グルコース等）から抽出成分（フルクト
ース等）を分離するための方法であって、希釈抽出フラクション及び混ざりもののあるラ
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フィネートフラクションが、それらが収集される同一のカラムに戻される方法を開示する
。該方法は、先行技術の方法と比較して、生成物流から溶離液を回収するために、必要と
されるエネルギーをかなり節約することが提供されると示されている。更に、分離ユニッ
トを介する流体循環の減少された速度が達成され、そこではカラムのより密度が高い充填
が可能となることが示されている。このことが、ひいては、吸収床を介するチャネリング
を最小化し、更には空隙容量を最小化することを示している。
【０００６】
　米国特許第４４８７１９８号明細書（ハヤシバラ）は、第一段階において分離カラム由
来の溶離物が、５フラクションＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥにおいて収集される、糖澱粉溶液か
らマルトースを分離するための２段階バッチ法を開示する。フラクションＡはデキストリ
ンフラクションであり、フラクションＣはマルトースフラクションであり及びフラクショ
ンＥはグルコースフラクションである。フラクションＢは、マルトース不純物を伴うデキ
ストリンを含む後方スロープフラクションであり、フラクションＤは、グルコース不純物
を伴うマルトースを含む前方スロープフラクションである。次の段階において、フラクシ
ョンＢ及びＤは、この順番で逐次的に新しい供給物と共に分離カラムに適用され、それに
よりフラクションＢは、供給物の前に導入され、フラクションＤは供給物の後に導入され
る。
【０００７】
　米国特許第６２００３９０号明細書（アマルガメーテッド　リサーチ　インコーポレー
テッド）は、例えば、糖蜜からベタイン及び糖を回収するための連続ＳＭＢ法を開示する
。この方法において、ベタインの“ブロック”は該システムの通常操作に支障をきたすこ
となく、ＳＭＢシステムの循環ループから置き換えられる。実際には、ベタイン－含有フ
ラクションは、連続ＳＭＢシステムの循環ループから抜き取られ、一方、同量の水が該循
環ループに導入される。該循環ループはその後、中断無しに続けられる。
【０００８】
　米国特許第６６０２４２０号明細書（アマルガメーテッド　リサーチ　インコーポレー
テッド）は、連続的に置き換えられるクロマトグラフィー（連続ＳＭＢ）と結合された疑
似移動床操作を含む、結合されたループを伴う２工程のクロマトグラフィー分離法を開示
する。該方法は、高純度のスクロース生成物の順次的な製造を可能とするために、糖蜜の
ような、スクロース溶液からのベタイン及び／又は転化糖の回収に適用され得る。溶出よ
りも置換の使用が溶離液量の減少をもたらすことを示している。それは、典型的な糖蜜ク
ロマトグラフィー分離システムが、供給糖蜜（供給物中で６０％溶解された固体）の各体
積に対して約６．０ないし８．０の水体積の比率を使用し、一方、置き換えクロマトグラ
フィーの適用は、それに対して有機化合物（ベタインのような）が供給物に対する水の比
率２．０未満で分離されることが可能であると提示する。更に、ベタインフラクションの
濃度は、１ないし５％溶解された固体の典型的な範囲から８ないし１５％溶解された固体
の範囲へ上昇することが示されている。
【０００９】
　米国特許第５１２７９５７号明細書（Ｈｅｉｋｋｉｌａ他）は、同じサイクル（１つの
ループ）の間に、糖蜜からベタイン、スクロース及び残りの糖蜜を分離するために少なく
とも３つのカラムを有する逐次的ＳＭＢ法を開示する。本方法の１態様において、供給溶
液の新しい１部分が、事前に選択されたカラムの頂部まで、部分的に分離された残りの糖
蜜とスクロースフラクションの間のカラム系列に添加される。
【００１０】
　米国特許第６０９３３２６号明細書（ダニスコ　フィンランド　オイ）は、ベタインフ
ラクションとスクロースフラクションを回収するために、甜菜糖蜜に基づく溶液を加工す
るための、少なくとも２種の充填材料床を含む２－ループＳＭＢ法を開示する。
【００１１】
　米国特許第６８９６８１１号明細書（ダニスコ　スイートナーズ　オイ）は、１サイク
ルの間に（次の供給物が分離システムに供給される前に）形成された分離プロファイルを
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、クロマトグラフィー分離ループを通って、１回よりも多く又は１回よりも少なく循環す
ることにより、溶液を少なくとも２フラクションに分画するためのＳＭＢ法を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許第４１０９０７５号明細書
【特許文献２】米国特許第４２６７０５４号明細書
【特許文献３】米国特許第４４０２８３２号明細書
【特許文献４】米国特許第４４８７１９８号明細書
【特許文献５】米国特許第６２００３９０号明細書
【特許文献６】米国特許第６６０２４２０号明細書
【特許文献７】米国特許第５１２７９５７号明細書
【特許文献８】米国特許第６０９３３２６号明細書
【特許文献９】米国特許第６８９６８１１号明細書
【発明の概要】
【００１３】
　上記の先行技術から、分離プロファイルの異なる部分を含むフラクションを分離カラム
に戻して返還することは既知である。既知の調整が、溶離液の減少された量、生成物流か
ら溶離液を回収するのに必要なエネルギーにおける節約並びに目的成分フラクションのよ
り高い純度もまた提供すると思われる。しかしながら、速く移動する及び遅く移動する異
なった成分を含む分離プロファイルの部分が、濃度費用を更に低減するために及び所望の
目的フラクション中の成分の回収をさらに可能とするために、溶離液置換物として分離シ
ステムの異なる位置に戻して導入され、一方では、生成物成分の収率及び純度が基本的に
維持されるか又はより改善されるという、より多用途の分離方法に対する要求が依然とし
て存在する。
【００１４】
本発明に関する定義
　“生成物フラクション”とは、クロマトグラフィー分離方法から取得され及び生成物成
分を含むフラクションである。１以上の生成物フラクションが存在し得る。
　“残渣フラクション”又は“残余のフラクション”とは、回収される生成物成分以外の
成分（例えば、塩、着色化合物、有機酸、アミノ酸等）を主に含むフラクションである。
１以上の残渣フラクションが存在し得る。残余のフラクションの成分はまた“残余の成分
”としても言及される。
　“再循環フラクション”とは、生成物フラクションよりも低い純度を有し及び分離に戻
して再循環されて供給物と合わされる、不完全に分離された生成物化合物を含むフラクシ
ョンである。再循環フラクションは典型的には供給物の希釈剤として使用される。再循環
物をカラムに戻す前に１以上の操作がまた存在し得、例えば、再循環フラクションは蒸発
により濃縮され得る。１以上の再循環フラクションが存在し得る。
【００１５】
　“スクロース再循環フラクション”は、スクロースサブプロファイルの部分である再循
環フラクションを言及する。本発明に関連して、スクロース再循環フラクションは、特に
、スクロースサブプロファイルの前方スロープ部分又は後方スロープ部分である。
　“シーケンス”又は“分離シーケンス”は、供給成分の生成物フラクション又は他のフ
ラクションへの分離を容易にするのに必要とされる全ての工程を含む逐次的クロマトグラ
フィー分離法において連続的に繰り返される工程の所定のシーケンスである。
　“工程”は、供給段階、溶離段階及び循環段階の１つ以上を含む。
　供給段階の間に、供給溶液が所定の部分充填床又は所定の部分充填床（複数）の中に導
入される。供給段階及び／又は１以上の他の段階の間に、１以上の生成物フラクション及
び１以上の残余のフラクションが抜き取られ得る。
　溶離段階の間に、溶離液が所定の部分充填床の中に供給される。
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　循環段階の間、基本的に何らの供給溶液又は溶離液も部分充填床に供給されず、何らの
生成物も抜き取られない。
【００１６】
　“ＳＭＢ”は、疑似移動床システムを言及する。
　連続ＳＭＢシステムにおいて、全ての液体流が連続的に流れる。
　これらの流れは：供給溶液及び溶離液の供給、分離プロファイルの循環及び生成物の抜
き取りである。
　逐次的ＳＭＢシステムにおいて、全ての流体流（上記で規定される）が連続的に流れる
とは限らない。
　“供給物”は１シーケンス中に分離カラムに導入される供給溶液の量である。
　“サブプロファイル”は、１成分の濃縮プロファイルであり、成分ピークとしても名付
けられる。
　“分離プロファイル”は、分離シーケンスを遂行する／繰り返すことにより得られる、
溶離液及び供給溶液並びに分離カラム中の充填材料床を通る流れのために供給物中に存在
する溶解された物質（ＤＳ）から形成された乾燥固体プロファイルを言及する。
【００１７】
　“分離プロファイルの部分”は、このセクションにおける液体及び成分を含み、溶離液
置換物として使用される。分離プロファイルのあらゆるセクションを言及する。“部分（
ｐａｒｔ）”又は“部分（ＰＡＲＴ）”と同じである。
　“部分供給段階”は、溶離液置換物として分離システムへの部分の導入を言及する。
　“ピーク”とは、成分により引き起こされる検出器応答がおこるクロマトグラムの部分
である。
　“保持体積”（Ｒｔ）とは、樹脂床を通って成分又は分離プロファイルの特定の点を溶
離するのに必要な移動相の体積である。成分の保持体積は、樹脂床の体積の％として表さ
れ得る。本発明に関連して、保持体積は、特に、カラムを通って成分ピーク（例えば、ベ
タインピーク）の開始点を溶離するのに必要な体積を言及する。
　“テーリング”は、通常のガウスピークが非対称因子＞１を有する現象を言及する。テ
ーリングは殆どの場合、溶質のために通常より強力な保持を有する充填時の部位により引
き起こされる。
【００１８】
　本発明に関連する“空隙”又は“空隙体積”は、カラムを通って伝導性ピーク（塩）の
開始点を溶離するのに必要な体積を言及する。
　“ＢＶ”は、カラム、部分充填床又は分離システムの樹脂床体積を言及する。
　“ピーク拡大”は、カラムを通って移動しながらの、クロマトグラフィーピーク（分離
プロファイル）の分散を言及する。
　“工程の体積”（Ｖ）は、分離シーケンス中の所定の工程から同じか又はそれに続くシ
ーケンス中の別の所定の工程に、分離カラムを通って成分、分離プロファイル又はその部
分を移動する移動相の体積（供給物、溶離液及び循環を含む）を言及する。工程の体積は
、各工程中に移動される移動相の体積（供給、溶離及び／又は循環段階の中の各工程にカ
ラムに導入される体積）を集計することにより、段階的に計算される。
　“溶離液導入位置”は、溶離液が導入され得るクロマトグラフィーシステム内のあらゆ
る場所を言及する。
　“ＤＳ”は、溶解された乾燥物質含量を言及する。“溶解された固体含量”に等しい。
　“成分の純度”は、ＤＳに基づく成分の含量を言及する。
　“分離容量”は、生成物（ｋｇ）／分離樹脂の体積（ｍ3）／時間（ｈ）の量を言及す
る。再循環は含まれない。
【００１９】
発明の簡単な説明
　本発明は、溶離液のための置換物として、分離からの分離プロファイルの部分を使用す
ることにより、クロマトグラフィー分離システムにおいてベタイン－含有溶液を分画する
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ための方法を提供する。それらの成分を伴う前記部分が、分離システムにおける的確な工
程の的確な位置に向けられ、それにより、その中に含まれる成分は、最後には好適なフラ
クションの中に落ち着き、一方では、生成物フラクションの純度、生成物成分の収率及び
分離容量は必須で、維持又は更に改善されることもまた不可欠である。本発明の目的は、
独立請求項中に示されているものにより特徴付けられる方法により達成される。
【００２０】
　驚くべきことに、溶離液のかわりになる置換物として、速く移動する及び／又は遅く移
動するという異なる成分を含む前記部分が、分離システムの分離効率を阻害しないことを
見出した。更に、新しい溶離液の体積は、例えば、先行技術において使用される量から１
０％ないし７０％の量が減少され得る。本方法はまた、抜き取られるフラクションの、よ
り高い固体含量もまた提供するが、それは、それに続く濃縮段階において、エネルギー必
要量の減少を導く。残余のフラクションの濃縮のための蒸発の必要性は、例えば、５ない
し５０％又はそれを超える量が削減され得る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
　図１及び２は、実施例２（４－カラムセット、２－プロファイルモード）において記載
された甜菜糖蜜の逐次的ＳＭＢ分離に関する。
【図１】図１はカラム２からの分離プロファイル及び流出フラクションを示す。
【図２】図２はカラム４からの分離プロファイル及び流出フラクションを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明は、分離システム中にベタイン－含有溶液を供給すること、
　該ベタイン－含有溶液の成分を溶離するために、該分離システム中に溶離液を導入して
、分離プロファイルを形成すること、及び
　ベタイン生成物フラクション、１以上の残余のフラクション及び任意の１以上の回収フ
ラクション並びに１以上の他の生成物フラクションを回収すること
を含む、１以上の部分充填床を含む１以上のカラムを含むクロマトグラフィー分離システ
ムにおいてベタイン－含有溶液を分画するための方法に関する。
【００２３】
　本発明の方法は、１以上の部分供給段階において、該１以上の供給段階以上の分離シス
テムの１以上の溶離液導入位置へ、分離プロファイルの１以上の部分を導入して、前記溶
離液の一部を置換し、前記部分は、ベタイン、１以上の他の生成物成分及び１以上の残余
の成分から選択される１以上の成分を含み、
　工程のシーケンスを使用することにより該分離システムにおいて、それらの成分を伴う
前記部分を前方に移動させ、該工程は供給段階、循環段階及び溶離段階の１つ以上を含み
、
　１以上の残余のフラクションにおいて及び／又は１以上の回収フラクションにおいて及
び／又は１以上の生成物フラクションにおいて、同じか又はそれに続く分離シーケンス中
に、前記部分の成分を抜き取り、
　それにより、前記の同じか又は続く分離シーケンス中に、前記部分の体積、導入位置及
び導入工程が、前記部分の成分の維持体積、前記部分の成分が通過する樹脂床の体積及び
前記部分の成分を導入位置から成分の計算された目的の抜き取り位置に移動する工程の体
積に基づいて決定され、一方、生成物フラクションの純度及び生成物成分の収率は基本的
に維持又は改善されることを特徴とする。
【００２４】
　本発明のクロマトグラフィー分離システムは、１以上の部分充填床を含む１以上の分離
カラムを含む。部分充填床は該システムの樹脂床を形成するクロマトグラフィー分離樹脂
から構成される。カラム／部分充填床は、１以上のループを形成し得る。分離方法中に、
供給物に存在する溶解された物質は、溶離液と一緒に、前方に移動され、分離カラムの部
分充填床中で分離され、結果として分離プロファイルが形成される。ベタイン生成物フラ
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クション、１以上の残余のフラクション及び同様に一般に１以上の再循環のフラクション
、並びに１以上の他の生成物フラクションが回収される。
【００２５】
　本発明の方法において、このようにして形成される分離プロファイル１以上の部分は、
１以上の部分供給段階における１以上の溶離液導入位置に導入されて、溶離液の一部分と
置き換えられる。前記部分は、溶離段階の開始時、中間又は終了時において溶離液を置き
換えるために導入され得る。
【００２６】
　本発明の以降の記載において、便宜上、分離プロファイルの１以上の前記部分は、“分
離プロファイルの部分”又は“部分”としても言及される。
　前記部分は、溶離液が導入されるところの、あらゆるカラム中に又はカラムのあらゆる
部分中に導入され得る。
【００２７】
　前記分離プロファイルの部分は、ベタイン、１種以上の他の生成物及び１種以上の残余
の成分から選択される１種以上の成分を含み得る。本発明のベタイン－含有溶液において
、前記部分は、典型的には、ベタイン、スクロース、塩、有機酸及びその塩、アミノ酸並
びにグリセロールから選択される成分を含む。
　前記部分は、速く移動する及び／又は遅く移動する成分を含み得る。塩は速く移動する
成分の例の典型である。有機酸及びスクロースは一般に、ベタインよりも速く移動する。
【００２８】
　糖蜜分離において、前記部分は、ベタイン、スクロース又は残余の成分のサブプロファ
イルの前方及び／又は後方スロープであり得る。前記部分は、典型的には、ベタインサブ
プロファイルの前方スロープ及び／又は後方スロープ部分及び残余のサブプロファイルの
１以上の異なる前方スロープ部分である。
　本発明の方法において、それらの成分を伴う前記部分は、工程のシーケンスを使用する
ことにより分離システムの前方に移動されるが、この工程は供給段階、循環段階及び溶離
段階の１つ以上を含む。
【００２９】
　逐次的分離システムにおいて、分離プロファイルの異なる部分に由来する前記部分の幾
つかは、１つのシーケンス中に溶離液として使用され得る。前記部分の数は、１ないし５
であり得、それらは互いに異なり得、及び、それらは、収集されたフラクションとして又
は無傷のプロファイルとして移動されるかの何れかでシステムの種々の位置の中へ溶離液
として導入される。
【００３０】
　同じか又はそれに続く分離シーケンス中の前記部分の成分の抜き取りは、残余のフラク
ション、再循環フラクション及び／又は生成物フラクションにおいて、直接的に又は中間
段階の後に行われ得る。
　分離システム中の前記部分の成分の移動は、それらの最後の抜き取りの前に、中間段階
を介して開始され得る中間段階は、分離プロファイルにおける典型的でないフラクション
又は位置であり、そこでは、成分は最終分離及びその最終抜き取りのために分離システム
に戻して再導入されるか又は異なる分離システムへ再導入されるよう方向付けられる。
【００３１】
　前記部分の残余の成分は、典型的には１以上の残余の領域（Ｚｏｎｅ）中の同じか又は
それに続く分離シーケンス中に抜き取られるか又は再循環フラクションへ向けられるか又
は循環段階中で循環されてシステムに戻すべく導入され、最終的に１以上の残余のフラク
ションの領域において抜き取られる。前記部分のベタインは、典型的にはスクロース再循
環へ向けられて供給溶液を希釈するために及び供給物のベタイン含量を増加させるために
添加され及び最終ベタインフラクション中に抜き取られる。
【００３２】
　前記部分の体積、導入位置及び導入工程は、前記部分の該成分の保持体積、該部分の成
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分が通過して通る樹脂床の体積、及び前記同じか又はそれに続く分離シーケンス中の前記
部分の該成分が、導入位置から計算された目的の抜き取り位置まで移動する工程の体積に
基づいて決定され、一方、基本的に生成物フラクションの純度及び生成物成分の収率は維
持される。
【００３３】
　前記部分の体積、導入位置及び導入工程は、好適となるように決定され、それにより、
その抜き取り点での前記部分の成分は、供給物の速く移動する同じような成分の部位に到
達するか又は供給物のより速く移動する成分と一緒になって溶離されて維持されるか又は
該分離プロファイルの速く移動する成分が、前記部分の遅く移動する成分に追いつけるよ
うになることが必要不可欠である。
【００３４】
　前記部分の体積、導入位置及び導入工程は、前記部分の成分が抜き取られる目的のフラ
クション又はフラクション（複数）及びそれらの体積並びにカラム及び工程を最初に決定
することにより決定される。例えば、前記部分の主成分がベタイン及び／又はスクロース
の場合、ベタイン／スクロース成分は、幾つかの他の生成物成分の再循環フラクションの
中で抜き取られるはずであり（例えば、ベタインはスクロース再循環フラクション中に抜
き取られる）、該方法の予め決められていた工程において、予め決められていたカラムか
ら抜き取られる。スクロース再循環フラクションは、例えば、スクロースサブプロファイ
ルの前方スロープ部分又は後方スロープ部分であり得る。これらの再循環フラクションは
、その後、ベタイン／スクロースの更なる分離のために及び更なる回収のために、供給物
に戻して再循環される。もし前記部分の主成分が塩のような残余の化合物である場合、該
塩成分は、次の又はそれに続くシーケンス中に、方法の所定の工程における所定のカラム
から抜き取られる残余のフラクションの領域の幾つかの中で抜き取られるはずである。
【００３５】
　各分離システムのための前記部分の成分の維持体積は、使用における樹脂床のために実
験的に決定される。例えば、糖蜜の分離において、ベタインの維持体積は、１価の強酸性
陽イオン交換樹脂床（６ないし６．５％のＤＶＢ含量を有する）のために使用される樹脂
床の体積の約７０％（６７％と７３％の間）であり、スクロースの維持体積は、使用され
る樹脂床体積の約５５％と６０％の間である。
同じ樹脂を用いる同じ糖蜜分離における伝導性ピーク（塩及び大きな分子）の開始点の維
持体積は、樹脂床体積の約２８％と３４％の間であるが、それは樹脂床の空隙体積に等し
い。異なる成分が分離カラムから溶離される溶離体積を計算する場合、ピークのブロード
化現象がまた検討されなければならない。
【００３６】
　１シーケンス中及び基本的に続く１ないし４シーケンス中、逐次的ＳＭＢシステムのよ
うな分離方法における前記部分の異なる成分（ベタイン、スクロース及び塩等）の移動は
、成分の維持体積（Ｒｔ）、部分の成分が通過する樹脂床の体積（ＢＶ）及び前記シーケ
ンス中の前記部分の成分を動かす工程の体積（Ｖ）に基づいて計算され得る（工程ごとに
計算される）。成分は、システムを通って移動させられた工程の体積が、問題になってい
る成分の維持体積と等しくなる時、分離システム（カラム）から溶出が開始される。この
ことは、関係している成分の目的とする抜き取り位置を決定する。目的の抜き取り位置が
既知の場合、溶離液としての前記部分の導入体積、位置及び工程は、その後、工程ごとに
上流に遡って計算され得、それにより前記部分の成分は、続く１ないし４シーケンス中に
結局は終了し、及び基本的に目的のフラクション中で抜き取られる。このことは、前記部
分の、目的の抜き取り位置から導入位置への工程の体積が、導入から抜き取りへ樹脂床を
通る前記部分の成分の維持体積に等しい場合に達成される。工程の体積は、目的の位置を
はじめとして、供給、溶離及び循環中の、各工程におけるカラムに導入される体積を加算
することにより、工程ごとにカラムからカラムに上流に遡って計算される。
【００３７】
　流速（ｍ3／ｈ）としての部分の体積は、カラムの入口又は出口の何れかから測定され
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得る。
　所望する成分は、前記同じか又はそれに続く分離シーケンス中で抜き取られる。本発明
の１態様において、所望する成分は、基本的に、続く１ないし４の分離シーケンス中で抜
き取られる。
　クロマトグラフィー分離システムは、連続又は逐次的であり得る、バッチシステム又は
ＳＭＢシステムであり得る。
【００３８】
　本発明の好ましい態様において、クロマトグラフィー分離システムは、米国特許第６０
９３３２６号明細書、米国特許第５１２７９５７号明細書、米国特許第６２２５７７６号
明細書及び米国特許第６８９６８１１号明細書中に記載された逐次的ＳＭＢシステムであ
る。
　逐次的クロマトグラフィーＳＭＢシステムは、システム中に１以上のループを含み得る
。システムはまた、ループ中に１以上の分離プロファイルも含み得る。
　本発明の１態様において、分離プロファイルは、１サイクル中に、システムの樹脂床を
通って１回よりも多く又は１回よりも少なく循環される。
【００３９】
　分離システムの部分充填床中のクロマトグラフィー分離樹脂は、ベタイン－含有溶液か
らのベタインの分離のために一般的に使用されるものから選択され得る。特に、有用な樹
脂は、強酸性陽イオン交換樹脂（ＳＡＣ）及び弱酸性陽イオン交換樹脂（ＷＡＣ）である
が、更に、弱塩基性陰イオン交換樹脂（ＷＢＡ）及び強塩基性陰イオン交換樹脂（ＳＢＡ
）も使用し得る。陽イオン交換樹脂（ＳＡＣ及びＷＡＣ）は、Ｈ+、Ｎａ+、Ｋ+、Ｃａ2+

、Ｍｇ2+又はＺｎ2+形態におけるような、１価又は２価の形態であり得る。
【００４０】
　樹脂は、１ないし２０％、例えば、４ないし１０％ＤＶＢ（ジビニルベンゼン）の範囲
における架橋度を有するスチレン樹脂又はアクリル樹脂であり得る。通例、樹脂の架橋度
は、樹脂の維持体積に影響する。典型的な樹脂の平均粒子径は、２００ないし４５０μｍ
である。
　本発明の１態様において、前記１以上の部分は、非常に低濃度であるものの高いベタイ
ン含量を示す、ベタインサブプロファイルの前方スロープ部分又は後方スロープ部分であ
る。本発明のこの態様は、ベタインサブプロファイルの前記前方スロープ部分又は後方ス
ロープ部分を前記分離システムに戻して溶離水の１部分を置き換えること、続いて、ベタ
イン以外の生成物成分の再循環フラクション、例えば、スクロース再循環フラクションに
おける次のシーケンス中に、前記前方スロープ部分又は後方スロープ部分のベタインを抜
き取ることを含む。再循環フラクションは、ベタインの更なる分離のために、供給物に再
循環される。スロープからのベタインは、最終的にベタインフラクション中に回収される
が、それはより高い乾燥固体濃度を有し、スロープの循環が無いよりは、より高いベタイ
ン含量も有し得る。
【００４１】
　典型的には、ベタインサブプロファイルの前方及び後方スロープ部分は、０．２％ない
し８％の乾燥固体濃度及び乾燥固体（ＤＳ）に基づいて、８０％までのベタイン含量を有
する。
　典型的には、溶離液置換物としての循環されたベタイン前方スロープ部分又は後方スロ
ープ部分を使用することによるスクロース再循環フラクションに対するベタインの収率は
、６０％を越え、好ましくは８０％を越え、最も好ましくは８５％を越える。
【００４２】
　逐次的ＳＭＢ法における廃糖蜜の分離における溶離液置換物としてのベタイン前方スロ
ープ部分及び／又は後方スロープ部分の使用は、典型的には、４０ないし９０％、好まし
くは、ＤＳに基づき６０ないし９０％、最も好ましくはＤＳに基づき８０ないし９０％の
ベタイン純度を有するベタインフラクションを提供する。供給物からのベタインフラクシ
ョンに対する典型的な総ベタイン収率は、６０ないし９８％の範囲、好ましくは８５ない
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し９８％の範囲である。ベタインフラクションの乾燥固体濃度は、本発明の方法により増
加し、そして典型的には、２ないし６％である。
【００４３】
　本発明の別の態様において、前記１以上の部分は、残余のサブプロファイルの前方スロ
ープ部分及び後方スロープ部分から選択され得る。本発明の方法のこの態様において、残
余のサブプロファイルの前記前方スロープ部分又は後方スロープ部分は、前記分離システ
ムに戻して導入されて溶離水の１部分と置き換えられ、その成分は他の残余の成分の部位
に移動され、続いて、同じか又はそれに続く１ないし４シーケンス中の１以上の残余のフ
ラクション中に前記スロープ部分の残余の成分を抜き取る。
【００４４】
　本発明の１態様において、残余のサブプロファイルの前方スロープ及び／又は後方スロ
ープは、溶離液置換物として分離システムに導入される、幾つかのサブプロファイル中に
分割され得る。同様に、サブセクションの幾つかのみが溶離液置換物として循環され得る
が、一方、それらの幾つかはシステムから抜き取られる。溶離液置換物のためのサブセク
ションの選択は、分離におけるその維持体積に関する知識に基づいて、その体積及びその
導入（カラム及び工程）及び抜き取り位置に従って行われるだろう。溶離液置換のための
サブセクションは、残余のフラクションの、より希釈された終点から、中間から又は最も
濃縮された部分から選択され得る。サブセクションの乾燥固体濃度は、０．５％から１５
％まで変化し得る。
【００４５】
　糖蜜の分離の１態様において、残余のサブプロファイルの前方スロープは、例えば、断
続的に異なるカラムに対する計算された工程において、４つのサブセクション（セクショ
ン１ないし４）中に分割され得、それによりセクション１及び３は、分離システムから抜
き取られ、セクション２及び４は、それらを導入することにより溶離液置換物として使用
される。
【００４６】
　本発明の更なる態様において、前記１以上の部分は、スクロースサブプロファイルの前
方スロープ部分及び後方スロープ部分から選択され得る。本発明のこの態様は、スクロー
スサブプロファイルの前記前方スロープ部分又は後方スロープ部分を前記分離システムに
戻して導入させて溶離水の１部分と置き換え、続いて、再循環フラクションにおける次の
シーケンス中に前記前方スロープ部分又は後方スロープ部分のスクロースが抜き取られる
。再循環フラクションは、スクロースの更なる分離のために供給物に再循環される。スク
ロースは、最終的に、スクロースフラクション中に回収される。
【００４７】
　本発明のより更なる態様において、前記１以上の部分は、（１）ベタインサブプロファ
イルの前方スロープ部分及び／又は後方スロープ部分のような、ベタインサブプロファイ
ルの１以上の部分、及び（２）残余のサブプロファイルの１以上の部分の両方を含み得る
。異なる部分は、同じか又はそれに続くシーケンス中の、好適なフラクション中で該部分
の成分の抜き取りを可能とするために、組み合わされ得るか又は異なる溶離液導入位置へ
別々に導入され得る。
　前記部分の体積は、好ましくは、前記部分の成分が抜き取られる、再循環フラクション
又は残余のフラクションの体積よりも小さい。
　本発明の１態様において、前記部分は、別のカラムから、連続流としての無傷の分離プ
ロファイルとして、分離システムに導入される。
【００４８】
　本発明の別の態様として、前記部分は、分離タンク中に収集され、該タンクから分離シ
ステムに戻して導入される。
　分離システムにおいて溶離液置換のために使用される前記部分の総体積は、１分離シー
ケンス中で分離プロファイルを前方に移動させる全ての工程の体積の、１ないし５０％、
有利には５ないし２０％である。



(13) JP 5762313 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

　前記部分は、典型的には、溶離液の５ないし７０％、好ましくは１０ないし３０％を置
き換えるために使用される。置換溶離液の量は、好ましくは、省かれた水溶離液の量と同
じである。
　本発明の典型的な態様において、該方法は、ＤＳに基づき、４０ないし９８％、好まし
くは６０ないし９０％のベタイン含量を伴うベタイン生成物フラクションを提供する。
【００４９】
　本方法は、ベタイン－含有供給溶液中のベタインに基づいて、６０％を越える、好まし
くは７０％を越える、より好ましくは８０％を越える、最も好ましくは８５％を越える及
び特に９０％を越えるベタイン収率を提供する。
　本発明の１態様において、本方法は、ＤＳに基づき８８ないし９８％のスクロース含量
を、及びスクロース－含有供給溶液中のスクロースに基づいて８０ないし９８％の範囲の
スクロース収率をスクロース生成物フラクションに提供する。
　ベタインを含有する前記溶液は、好ましくは、糖蜜溶液又は結晶化流出若しくはそれら
の溶液のような、甜菜由来の溶液である。
【００５０】
　本発明の更なる態様において、本発明は、以下の特徴：
前記部分は、ベタインサブプロファイルの前方スロープ部分及び後方スロープ部分並びに
残余のサブプロファイルの前方スロープ部分及び後方スロープ部分から選択され、
前記部分は、溶離水の１部分を置き換えるために、分離システムに戻して導入され、
前記部分のベタイン及び／又は前記部分の残余の成分は、供給物に再循環される、スクロ
ース再循環フラクションにおける次のシーケンス中に抜き取られ、続いて、
続く分離シーケンス中に、ベタイン生成物フラクション中の前記部分のベタインを回収し
及び残余のフラクション中の前記部分の残余の成分を回収すること
を有する方法に関する。
　本発明のこの態様において、前記スクロース再循環フラクションは、スクロースサブプ
ロファイルの前方スロープ部分及び後方スロープ部分から選択され得る。
【００５１】
　糖蜜の分離の１態様において、ベタインサブプロファイルの前記前方スロープ部分及び
後方スロープ部分は、典型的には、高いベタイン純度を有するが、低い乾燥個体含量しか
有さない。溶離液置換物としての前記ベタイン－含有の前方スロープ部分及び後方スロー
プ部分の導入位置及び体積は計算され、それにより分離方法中の前記部分におけるベタイ
ンはスクロース再循環フラクションに移動する。遅く移動するベタインを含む前記部分は
、よって、分離プロファイルの残余の成分（塩）が該部分のベタインを追い越すような位
置の中に導入され、該部分からのベタインの新しいピークはスクロース再循環フラクショ
ンの収集間隔内となるだろう。該再循環フラクションは、スクロース及び残余の成分（塩
）が部分的に重複する点で収集される。この方法において、ベタインは、ベタインサブプ
ロファイルの希薄なベタイン－含有の前方スロープ部分及び後方スロープ部分から効率的
に回収され得る。その結果として、ベタイン生成物フラクションの濃度（乾燥物質及びベ
タイン）は上昇し、希薄なベタイン－含有の前方スロープ部分及び後方スロープ部分中の
水は、溶離液として利用される。
【００５２】
　糖蜜の分離の別の態様において、残余のサブプロファイルの部分は分離システムに戻し
て導入され、それにより残余の成分(塩)は、スクロースとベタインが部分的に重複し及び
それはループ中で最初のカラムに循環される、例えば、フラクションにおける４－カラム
分離システムの最終カラム中で抜き取られる。塩及び他の速く移動する成分は、分離プロ
ファイルにおいてベタイン及び／又はスクロースを追い越し、最終的に、続く１ないし４
シーケンス中に、残余のフラクションの幾つかの抜き取り位置においてシステムから抜き
取られる。残余のフラクションは、システムの何れのカラムの底部からも抜き取られ得る
。
【００５３】
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　ベタインを含有する前記溶液は、ビナス（ｖｉｎａｓｓｅ）溶液でもあり得る。
　前記ビナスは甜菜又は小麦由来のものであり得る。結果として、糖蜜の分離に関係する
上述した部分の循環は、ビナスの分離にも適用され得る。
　本発明の方法において、分離プロファイルの前記１以上の部分は、典型的には、同じ分
離システム内において溶離液置換物として利用される。しかしながら、溶離液置換物とし
ての前記部分を、他の類似の平行分離システム又は異なる分離システムに導入することも
また可能である。
　以下に示す実施例は、本発明を如何なる制限もすることなく、本発明を説明する。
【実施例】
【００５４】
実施例１
廃糖蜜の２－ループ　クロマトグラフィーＳＭＢ分離－残渣を含む部分（ＰＡＲＴＳ）
　本方法の装置は、直列に結合された６本のカラム、供給ポンプ、再循環ポンプ、溶離水
ポンプ、熱交換器、外来の液体のための流れ制御手段、並びに、種々のプロセスの流れの
ための入口及び生成物バルブを含んでいた。全てのカラムの高さは４ｍであり、直径は５
．１５ｍであった。ＳＭＢシステムの総樹脂体積は、６×８３．３ｍ3＝５００ｍ3であっ
た。カラム１は、各々２ｍの、２つの部分１ａ及び１ｂから構成されていた。カラムはＮ
ａ+形における強酸性ゲル形の陽イオン交換樹脂（ダウ　樹脂）で充填されていた。樹脂
のジビニルベンゼン含量は、６．５％であり、樹脂の平均ビーズ径は、０．３５ｍｍであ
った。
　分離の前に、糖蜜は、フィルター補助として珪藻土を使用してプレコート濾過された。
オンライン（ｏｎ－ｌｉｎｅ）希釈が粘度が高い糖蜜のために使用された。供給物は以下
で示されるように構成され、それによりパーセンテージが、乾燥物質の質量に基づいて示
された。
【表１】

【００５５】
　分画は、以下に示されるような１５－工程のＳＭＢシーケンスを手段とする米国特許第
６０９３３２６号明細書に従って行われた。分離の目的は、その中に含まれるスクロース
及びベタインを分離することであった。供給物及び溶離液は８０℃の温度で使用され、イ
オン交換水が溶離液として使用された。
　工程１：供給溶液１．５ｍ3が流速１６０ｍ3／ｈで最初のカラム中へ供給され、再循環
フラクションが最終カラム（カラム６）から収集された。
　工程２：供給溶液５．０ｍ3が流速１６０ｍ3／ｈで最初のカラム中へ供給され、ベタイ
ンフラクションが４番目のカラムから収集された。同時に、溶離液４．９ｍ3が流速１６
１ｍ3／ｈで５番目のカラム中へ供給され、再循環フラクションが最終カラム（カラム６
）から収集された。
　工程１及び２において、カラム１からの残余のフラクション（ＰＡＲＴ１）の１部分５
．１ｍ3を、溶離液置換物として作用させるため及びカラム１，２及び５からの残余のフ
ラクションにおいて、続く１ないし３シーケンス中より後に、システムから取り除くため
に、カラム２に移動された。対照の実行において、残余のＲ１がカラム１の底部から収集
された。
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【００５６】
　工程３：供給溶液３．０ｍ3が流速１６０ｍ3／ｈで最初のカラム中へ供給され、残余の
フラクション（Ｒ４）が４番目のカラムから収集された。同時に、ＰＡＲＴ１の３ｍ3が
カラム１からカラム２へ移動された。同時に、溶離液３ｍ3が流速１６４ｍ3／ｈで５番目
のカラム中へ供給され、再循環フラクションが最終カラムから収集された。
　工程４：供給物５．６ｍ3が流速９４ｍ3／ｈで最初のカラム中へ供給され、残余のフラ
クション（Ｒ１）が同じカラムから収集された。同時に、溶離水１０ｍ3が流速１６６ｍ3

／ｈで２番目のカラム中へ供給され、残余のフラクション（Ｒ４）が４番目のカラムから
収集された。同様に、同時に、溶離液１２．７ｍ3が流速２２２ｍ3／ｈで５番目のカラム
中へ供給され、スクロースフラクションが最終カラムから収集された。
　工程５：供給物５．６ｍ3が流速９１ｍ3／ｈで最初のカラム中へ供給され、残余のフラ
クション（Ｒ１）が同じカラムから収集された。同時に、溶離液１１．８ｍ3が流速１８
９ｍ3／ｈで２番目のカラム中へ供給され、スクロースフラクションが最終カラムから収
集された。
　工程６：溶離液８．８ｍ3が流速１４０ｍ3／ｈで最初のカラム中へ供給され、スクロー
スフラクションが最終カラムから収集された。
　工程７：１３ｍ3が、カラム１，２及び３で形成される、カラムループ内で、流速１８
０ｍ3／ｈで循環された。同時に、５．４ｍ3が、カラム４，５及び６で形成される、カラ
ムループ内で、流速７２ｍ3／ｈで循環された。
　工程８：８．４ｍ3が、カラム１，２及び３で形成される、カラムループ内で、流速１
８０ｍ3／ｈで循環された。同時に、溶離水４ｍ3が流速８５ｍ3／ｈで最終カラム（カラ
ム６）中へ供給され、ベタインフラクションが５番目のカラムから収集された。
　工程８において、カラム２からの残余のフラクション（ＰＡＲＴ２）の１部分４．２ｍ
3が、溶離液置換物として作用させるため及びカラム４及び６からの残余のフラクション
において、続く１ないし３シーケンス中より後に、システムから取り除くために、カラム
３に移動された。
【００５７】
　工程９：溶離水５．５ｍ3が流速１７５ｍ3／ｈで３番目のカラム中へ供給され、残余の
フラクション（Ｒ２）が２番目のカラムから収集された。同時に、溶離液５．１ｍ3が流
速１８０ｍ3／ｈで最終カラム中へ供給され、残余のフラクションが５番目のカラムから
収集された。
　工程１０：溶離水８．３ｍ3が流速１６７ｍ3／ｈで最初のカラム中へ供給され、残余の
フラクション（Ｒ２）が２番目のカラムから収集された。同時に、溶離液７．０ｍ3が流
速１４０ｍ3／ｈで３番目のカラム中へ供給され、ベタインフラクションが同じカラムか
ら収集された。同様に、同時に、溶離液８．１ｍ3が流速１６３ｍ3／ｈで最終カラム中へ
供給され、残余のフラクション（Ｒ５）が５番目のカラムから収集された。
　工程１１：溶離水１９．５ｍ3が流速１７２ｍ3／ｈで最初のカラム中へ供給され、ベタ
インフラクションが２番目のカラムから収集された。同時に、２０．０ｍ3が、カラム４
，５及び６で形成される、カラムループ内で、流速１８１ｍ3／ｈで循環された。
　工程１２：７．５ｍ3が、カラム１ｂ、２及び３で形成される、カラムループ内で、流
速１８６ｍ3／ｈで循環された。同時に、７．０ｍ3が、カラム４，５及び６で形成される
、カラムループ内で、流速１７２ｍ3／ｈで循環された。
　工程１２において、カラム３からの残余のフラクション（ＰＡＲＴ３）の１部分１２．
３ｍ3を、溶離液置換物として作用させるため及び次の１ないし３シーケンス中より後に
、システムから取り除くために、カラム１／下方部分（カラム１ｂ）に移動された。
【００５８】
　工程１３：２．０ｍ3が、カラム１ｂ，２及び３で形成される、カラムループ内で、流
速１８６ｍ3／ｈで循環された。同時に、溶離水２．０ｍ3が流速１４０ｍ3／ｈで４番目
のカラム中へ供給され、ベタインフラクションが６番目のカラムから収集された。
　工程１４：溶離水１４．５ｍ3が流速１４０ｍ3／ｈで４番目のカラム中へ供給され、残
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余のフラクション（Ｒ３）が３番目のカラムから収集された。
　工程１４において、カラム６からの残余のフラクション（ＰＡＲＴ６）の１部分１４．
５ｍ3を、溶離液置換物として作用させるため及び工程９及び１０におけるカラム２及び
５からの残余のフラクション及び工程２における再循環フラクションにおいて、続く１な
いし３シーケンス中より後に、システムから取り除くために、カラム１ｂに移動させた。
　工程１５：２１．６ｍ3が、カラム１，２及び３で形成される、カラムループ内で、流
速１７８ｍ3／ｈで循環させた。同時に、２４．５ｍ3が、カラム４，５及び６で形成され
る、カラムループ内で、流速２００ｍ3／ｈで循環させた。
【００５９】
　システムの平衡の後、以下のフラクションがシステムから抜き取られた：カラム１、２
、３、４及び５から残余のフラクション、最終カラムから再循環フラクション、最終カラ
ムからスクロース生成物フラクション及びカラム３、４、５及び６からベタイン生成物フ
ラクション。再循環フラクションは、糖蜜の供給濃度に対する希釈のために使用された。
合わせたフラクションのためのＨＰＬＣ分析を含む結果を、以下の表Ｅ１－２に示した。
試験の実行において、カラム１からの残余のフラクションの１部分である、ＰＡＲＴ１の
５．１ｍ3を工程２及び３において、２番目のカラムに導入した。カラム２から、カラム
２からの残余のフラクションの１部分である、ＰＡＲＴ２の４．２ｍ3を工程８において
、３番目のカラムに導入した。カラム３から、カラム３からの残余のフラクションの１部
分である、ＰＡＲＴ３の３．３ｍ3を工程１２及び１３において、カラム１の後半に導入
した。カラム６から、カラム６からの残余のフラクションの１部分である、ＰＡＲＴ６の
１４．５ｍ3を工程１４において、最初のカラムに導入した。Ｗ／Ｆ（供給物に対する水
、体積／体積（ｖｏｌ／ｖｏｌ））比は４．５ないし４．０に減少した。
【表２】

【００６０】
　これらのフラクションから計算された総収率は、スクロース９１．１％及びベタイン９
２．２％であった。参照の実行において、全ての残渣はシステムから取り出され、Ｗ／Ｆ
（供給物に対する溶離水、ｖｏｌ／ｖｏｌ）比は４．５であった。
　これらの新しい工程は、スクロース又はベタインフラクションの収率又は純度を低下さ
せることなく、残余のフラクションの乾燥物質を上昇させる幾つかのシーケンスの後にバ
ランスが達成される、再循環された乾燥物質のための内的なループを創造する。
　種々の部分（ＰＡＲＴＳ）の化合物が完結するカラム及び工程の計算は、ＰＡＲＴ化合
物（＝残余の化合物）の前方が３１．２％ＢＶの維持体積を有すると仮定することでなさ
れた。バンドのブロード化も同じように経験的に考慮に入れられた。ＳＭＢシステムにお
けるＰＡＲＴ化合物の移動は、溶離液としての水が、溶離液置換溶液（ＰＡＲＴ）により
置き換えられる工程をはじめとして、カラムからカラムへ、工程ごとに、カラム空隙から
カラムに導入される体積を差し引くことにより、計算された。この方法は、残余の化合物
のプロファイル前方移動にとって非常に正確である。プロファイルのテーリングは推量で
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あり、ある程度のテーリングが明白であるが、スクロース及びベタインフラクションを悪
化させないことが、この実施例により証明された。
【００６１】
実施例２
廃糖蜜の２－プロファイル　クロマトグラフィーＳＭＢ分離－残渣を含む部分（ＰＡＲＴ
Ｓ）
　本方法の装置は、直列に結合された４本のカラム、供給ポンプ、再循環ポンプ、溶離水
ポンプ、熱交換器、外来の液体のための流れ制御手段、並びに、種々のプロセスの流れの
ための入口及び生成物バルブを含んでいた。全てのカラムの高さは５．５ｍであり、直径
は５．１ｍであった。総樹脂床の体積は、４×１１０ｍ3＝４４０ｍ3であった。全てのカ
ラムは、各々の高さが２．７５ｍの、２つの部分から構成されていた。カラムはＮａ+形
における強酸性ゲル形の陽イオン交換樹脂（樹脂の１部はバイエル（Ｂａｙｅｒ）により
及び１部はフィネックス　オイ（Ｆｉｎｅｘ　Ｏｙ）により製造された）で充填されてい
た。樹脂のジビニルベンゼン含量は、６．５％であり、樹脂の平均ビーズ径は、０．３５
ｍｍであった。
　分離の前に、糖蜜は、フィルター補助として珪藻土を使用してプレコート濾過された。
オンライン（ｏｎ－ｌｉｎｅ）希釈が粘度が高い糖蜜のために使用された。供給物は以下
で示されるように構成され、それによりパーセンテージが、乾燥物質の質量に基づいて示
された。
【表３】

【００６２】
　分画は、以下に示されるような１６－工程のＳＭＢシーケンスを手段とする米国特許第
６２２４７７６号明細書に従って行われた。分離の目的は、その中に含まれるスクロース
及びベタインを分離及び回収することであった。供給物及び溶離液は８０℃の温度で使用
され、イオン交換水が溶離液として使用された。溶離水の１部分は、シーケンス中に、種
々の段階における幾つかの工程において、幾つかの工程からの残余のフラクションの部分
で、ＰＡＲＴ　Ｘ（カラムＸから持ち出される）と呼ばれる部分で置き換えられた。部分
（ＰＡＲＴＳ）は、主にイオン性の成分、例えば、無機塩、有機酸及びアミノ酸を含み、
表中、“その他”として言及された。
【００６３】
　工程１：供給溶液１０ｍ3が流速７０ｍ3／ｈで最初のカラム中へ供給され、再循環フラ
クションが最終カラム（カラム４）から収集された。
　工程２：供給溶液４．８ｍ3が流速７５ｍ3／ｈで最初のカラム中へ供給され、残余のフ
ラクション（Ｒ１）が同じカラムから収集された。ＰＡＲＴ４の成分の１部分はＲ１中で
取り除かれるだろう。同時に、溶離水３．５ｍ3が流速５０ｍ3／ｈで２番目のカラム中へ
供給され、スクロースフラクションが最終カラムから収集された。
　２シークエンス前の工程７においてカラム１に移動されるＰＡＲＴ４の１部分は、カラ
ム１からの残余のフラクション（Ｒ１）として工程２において抜き取られた。ＰＡＲＴ４
の残りは、以下の工程において以下の残余のフラクション（Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３及びＲ４）
中に抜き取られた。
　工程３：供給溶液９．２ｍ3が流速６０ｍ3／ｈで最初のカラム中へ供給され、残余のフ
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ラクション（Ｒ１）が同じカラムから収集された。同時に、溶離水１３．５ｍ3が流速７
５ｍ3／ｈで２番目のカラム中へ供給され、残余のフラクション（Ｒ３）が３番目のカラ
ムから収集された。ＰＡＲＴ２の成分はＲ３中に取り除かれるだろう。同様に、同時に、
溶離水２２．５ｍ3が流速１２０ｍ3／ｈで最終カラム中へ供給され、スクロースフラクシ
ョンが同じカラムから収集された。
　Ｒ３はＰＡＲＴ２の７．８ｍ3を含み、工程９及び１２において、カラム３に導入され
るより２シーケンス遅れて、工程３において抜き取られるだろう。
　工程４：溶離水９．８ｍ3が流速９５ｍ3／ｈで４番目のカラム中へ供給され、残余のフ
ラクション（Ｒ１）が最初のカラムから収集された。同時に、溶離水８．４ｍ3が流速８
５ｍ3／ｈで２番目のカラム中へ供給され、残余のフラクション（Ｒ３）が３番目のカラ
ムから収集された。
　工程５：９．０ｍ3が、全てのカラムで形成される、カラムループ内で、流速１１０ｍ3

／ｈで循環された。
　カラム１中のＰＡＲＴ２－１及びＰＡＲＴ２－２は、工程９におけるＰＡＲＴ２－１及
び工程１２におけるＰＡＲＴ２－２の導入の後、続くシーケンスにおける工程５において
、１つのＰＡＲＴ２に広げられた。
【００６４】
　工程６：溶離水２９ｍ3が流速１１５ｍ3／ｈで最初のカラム中へ供給され、ベタインフ
ラクションが４番目のカラムから収集された。
　工程７：溶離水８ｍ3が流速１１０ｍ3／ｈで３番目のカラム中へ供給され、残余のフラ
クション（Ｒ２）が２番目のカラムから収集された。同時に、ＰＡＲＴ４の８ｍ3（Ｒ４
の１部分）が、溶離水と置き換えるためのＰＡＲＴとして、カラム４からカラム１に移動
された。
　工程８：溶離水４．７ｍ3が流速１００ｍ3／ｈで３番目のカラム中へ供給され、残余の
フラクション（Ｒ４）が４番目のカラムから収集された。カラム１及び２は次の工程を待
つ。
　工程９：溶離水３ｍ3が流速１００ｍ3／ｈで最初のカラム中へ供給され、残余のフラク
ション（Ｒ４）が４番目のカラムから収集され、全てのカラムは互いに直列に結合された
。同時に、ＰＡＲＴ２－１　３ｍ3（Ｒ２の１部分）が、溶離液置換物として、カラム３
に移動された。
　工程１０：溶離水９．５ｍ3が流速１０５ｍ3／ｈで最初のカラム中へ供給され、残余の
フラクション（Ｒ２）が２番目のカラムから収集された。同時に、８．３ｍ3が流速７５
ｍ3／ｈで３番目のカラム中へ供給され、残余のフラクションが４番目のカラムから収集
された。
　工程１１：溶離水１．２ｍ3が流速１１０ｍ3／ｈで３番目のカラム中へ供給され、残余
のフラクション（Ｒ２）が２番目のカラムから収集された。
　工程１２：２７．５ｍ3が、全てのカラムで形成される、カラムループ内で、流速１２
０ｍ3／ｈで循環された。同時に、ＰＡＲＴ２－２の３ｍ3（Ｒ２の１部分）が、溶離液置
換物として、カラム２からカラム３に移動された。
【００６５】
　システムの平衡の後、以下のフラクションがシステムから抜き取られた：カラム１（Ｒ
１）、２（Ｒ２）、３（Ｒ３）、４（Ｒ４）から残余のフラクション、最終カラムからス
クロース前方の再循環フラクション、最終カラムからスクロース生成物フラクション及び
最終カラムからベタイン生成物フラクション。スクロース前方の再循環フラクションは、
供給物の濃度を調整するために糖蜜の希釈のために使用された。合わせたフラクションの
ためのＨＰＬＣ分析を含む結果を、以下の表Ｅ２－２に示した。試験の実行において、カ
ラム４からのＰＡＲＴ４の８ｍ3を工程７において最初のカラムに導入し、２番目のカラ
ムからのＰＡＲＴ２（ＰＡＲＴ２－１及びＰＡＲＴ２－２）の６ｍ3を工程９及び１２に
おいて、３番目のカラムに導入した。Ｗ／Ｆ（供給物に対する水、体積／体積（ｖｏｌ／
ｖｏｌ））比は６．０ないし５．１に減少した。カラム２及び４からの分離プロファイル
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及び流出フラクションを図１及び２に示した。
【表４】

【００６６】
　これらのフラクションから計算された総収率は、スクロース９０．５％及びベタイン９
７．１％であった。参照の実行において、全ての残渣はシステムから取り出され、Ｗ／Ｆ
（供給物に対する溶離水、ｖｏｌ／ｖｏｌ）比は６．０であった。部分（ＰＡＲＴＳ）の
循環を使用することにより、溶離水の量は対照と比べて１５％まで削減された。
　これらの新しい工程は、スクロース又はベタインフラクションの収率又は純度を低下さ
せることなく、残余のフラクションの乾燥物質を上昇させる幾つかのシーケンスの後にバ
ランスが達成される、再循環された乾燥物質のための内的なループを創造する。
　種々の部分（ＰＡＲＴＳ）（＝残余のフラクションの１部分）の化合物が完結する位置
（カラム）及び工程の計算は、ＰＡＲＴ化合物（＝残余の化合物）の前方が３４．５％Ｂ
Ｖの空隙を有すると仮定することでなされた。バンドのブロード化も経験的に考慮に入れ
られた。ＳＭＢシステムにおけるＰＡＲＴ化合物の移動は、溶離液が、ＰＡＲＴ溶液によ
り置き換えられる工程をはじめとして、カラムからカラムへ、工程ごとに、カラム空隙か
らカラムに導入される体積を差し引くことにより、計算された。この方法は、残余の化合
物のプロファイル前方移動にとって非常に正確である。プロファイルのテーリングは推量
であり、ある程度のテーリングが明白であるが、スクロース及びベタインフラクションを
悪化させないことが、この実施例により証明された。
【００６７】
実施例３
廃糖蜜のクロマトグラフィーＳＭＢ分離－ベタイン含有部分（ＰＡＲＴＳ）
　本方法の装置は、直列に結合された３本のカラム、供給ポンプ、再循環ポンプ、溶離水
ポンプ、熱交換器、外来の液体のための流れ制御手段、並びに、種々のプロセスの流れの
ための入口及び生成物バルブを含んでいた。装置はまた、溶離液置換タンク、ポンプ、ラ
イン（ｌｉｎｅｓ）、流れ制御手段及び溶離水置換物として使用されるフラクションのた
めのバルブも含んでいた。全てのカラムの高さは５．０ｍであり、直径は０．１１１ｍで
あった。システムの総樹脂体積は、３×４８．４Ｌ＝１４５．２Ｌであった。カラムはＮ
ａ+形における強酸性ゲル形の陽イオン交換樹脂（フィネックス（Ｆｉｎｅｘ）により製
造された）で充填されていた。樹脂のジビニルベンゼン含量は、５．５％であり、樹脂の
平均ビーズ径は、０．３３ｍｍであった。
　分離の前に、廃糖蜜は、イオン交換水で６０質量％に希釈され、ＤＳに基づき炭酸ナト
リウム１．５％が添加された。溶液はその後、ＮａＯＨを用いて約ｐＨ９．７のｐＨにｐ
Ｈ調整され、６０℃に加熱され、混合の１５時間の間に、４０℃に冷却された。その後、
廃糖蜜は、フィルター補助として珪藻土を使用してプレコート濾過された。プレコート量
は、１ｋｇ／ｍ2であり、物体供給量は、ＤＳに基づき０．５％であり、温度は６０℃で
あった。最終のｐＨ調整はＨＣｌを用いてｐＨ８．６にされた。



(20) JP 5762313 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

　分離試験のために、廃糖蜜は、更に７８質量％まで蒸発させ、５μｍ袋フィルターを通
して濾過された。試験中、供給乾燥物質は、カラムに供給する前に、７８質量％の廃糖蜜
を分離タンク中に収集された再循環フラクションと混合することにより調整された。供給
物は以下で示されるように構成され、それによりパーセンテージが、乾燥物質の質量に基
づいて示された。
【表５】

【００６８】
　分画は、形成された分離プロファイルを逐次的疑似移動床（ＳＭＢ）システムの樹脂床
を通って２回循環し及び以下に示されるような１７－工程のＳＭＢシーケンスを使用する
ことにより、米国特許第６８９６８１１号明細書中に記載される特定の方法様式を使用す
ることにより、逐次的疑似移動床（ＳＭＢ）の手段で行われた。分離の目的は、その中に
含まれるスクロース及びベタインを分離することであった。供給物及び溶離液は８０℃の
温度で使用され、イオン交換水が溶離水として使用された。
　工程１：供給溶液２．８Ｌが流速５０Ｌ／ｈで最初のカラム中へ供給され、スクロース
再循環フラクションが最終カラム（カラム３）から収集された。
　工程２：供給溶液１０．４Ｌが流速３８Ｌ／ｈで最初のカラム中へ供給され、残余のフ
ラクション（Ｒ１）が同じカラムから収集された。同時に、溶離水８．７Ｌが流速７９Ｌ
／ｈで２番目のカラム中へ供給され、再循環フラクションが最終カラム（カラム３）から
収集された。
　工程３：最初のカラムからの残余のフラクション（Ｒ１）の収集が続けられた。同時に
、溶離水１１．０Ｌが流速７９Ｌ／ｈで２番目のカラム中へ供給され、スクロースフラク
ションが最終カラム（カラム３）から収集された。
　工程４：供給溶液６．０Ｌが流速５５Ｌ／ｈで最初のカラム中へ供給され、スクロース
フラクションが最終カラムから収集された。
　工程５：７．６Ｌが、全てのカラムで形成される、カラムループ内で、流速６０Ｌ／ｈ
で循環された。
　工程６：溶離水４．９Ｌが流速６０Ｌ／ｈで３番目のカラム中へ供給され、残余のフラ
クション（Ｒ２）が２番目のカラムから収集された。
　工程７：溶離水１６．８Ｌが流速７０Ｌ／ｈで３番目のカラム中へ供給され、
最初に、ベタイン－含有ＰＡＲＴ（Ｂ１）２．０Ｌ、その後、ベタインフラクション１０
．８Ｌ、及び最後に、ベタイン－含有ＰＡＲＴ（Ｂ２）４．０Ｌが最終カラムから収集さ
れた。ＰＡＲＴフラクションＢ１及びＢ２は同じタンク中に収集され、後に工程１０にお
いて溶離液置換物として使用された。
【００６９】
　工程８：１７．３Ｌが、全てのカラムで形成される、カラムループ内で、流速６０Ｌ／
ｈで循環された。該循環は、溶離水の置換物としてのＰＡＲＴ（Ｒ）としてカラム３から
の残余のフラクションの１部分を使用するために、対照試験より多い４Ｌ続けられた。Ｐ
ＡＲＴ（Ｒ）成分（塩、有機酸等）の前方の移動は、３０％ＢＶの維持体積を使用するこ
とにより計算される。
　工程９：溶離水１０．６Ｌが流速６０Ｌ／ｈで最初のカラム中へ供給され、残余のフラ
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クション（Ｒ３）が３番目のカラムから収集された。
　工程１０：タンクからのベタイン－含有ＰＡＲＴ（Ｂ１＋Ｂ２）６．０Ｌが流速６０Ｌ
／ｈで溶離水置換物として最初のカラム中へ供給され、３番目のカラムからの残余のフラ
クションの収集が続けられた。
　計算：目的は、糖蜜供給物の希釈のために使用されるべき、スクロース再循環フラクシ
ョンにおける工程１及び２におけるカラム３からのＰＡＲＴ（Ｂ１＋Ｂ２）の化合物を、
次のシーケンスの後半に、抜き取ることであった。
　ベタインの維持体積は、床体積（ＢＶ）の６６％であった。工程１０におけるＰＡＲＴ
（Ｂ１＋Ｂ２）のベタインは、９６Ｌ（＝０．６６×１４５．２１Ｌ）が、カラムにおい
てＰＡＲＴ（Ｂ１＋Ｂ２）のベタインを前方に移動するために使用された時、カラム３の
底部からの溶出が開始された。目的の体積は、スクロース再循環フラクションが収集され
る間に、工程１及び２における次のシーケンスにおいて到達された。
　工程１１：１６．８Ｌが、全てのカラムで形成される、カラムループ内で、流速７０Ｌ
／ｈで循環された。
　工程１２：ループが開放され、溶離水７．６Ｌが流速６５Ｌ／ｈで２番目のカラム中へ
供給され、残余のフラクション（Ｒ１）が最初のカラムから収集された。
　工程１３：１３．３Ｌが、全てのカラムで形成される、カラムループ内で、流速６０Ｌ
／ｈで循環された。
　工程１４：溶離水１２．５Ｌが流速６０Ｌ／ｈで３番目のカラム中へ供給され、残余の
フラクション（Ｒ２）が２番目のカラムから収集された。
　工程１５：１３．２Ｌが、全てのカラムで形成される、カラムループ内で、流速６５Ｌ
／ｈで循環された。
　工程１６：溶離水１５．０Ｌが流速６５Ｌ／ｈで最初のカラム中へ供給され、残余のフ
ラクション（Ｒ３）が３番目のカラムから収集された。
　工程１７：１０．７Ｌが、全てのカラムで形成される、カラムループ内で、流速６５Ｌ
／ｈで循環された。
【００７０】
　システムの平衡の後、以下のフラクションがシステムから抜き取られた：全てのカラム
から２つの残余のフラクション、３番目のカラムから溶離液置換物として使用するための
ベタイン－含有ＰＡＲＴフラクションＢ１及びＢ２、３番目のカラムから再循環フラクシ
ョン、３番目のカラムからスクロース生成物フラクション及び３番目のカラムからベタイ
ン生成物フラクション。合わせた残渣、再循環、スクロース、ベタイン及びＰＡＲＴフラ
クションのためのＨＰＬＣ分析を含む結果を、以下の表に示した。
【表６】

【００７１】
　これらのフラクションから計算された総収率は、スクロース９７．２％及びベタイン８
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９．３％であった。分離のための水／供給物（ｖｏｌ／ｖｏｌ）Ｗ／Ｆ比は４．５であっ
た。実験において、ベタインフラクション中のベタイン含量は、ベタイン含有ＰＡＲＴフ
ラクション（Ｂ１＋Ｂ２）からスクロース再循環フラクションへベタインを循環し及び供
給溶液に戻すことにより、増加された。合わせた残余のフラクションの濃度は、工程８及
び１１において分離システム内で残渣の最初の部分を循環することにより増加した。ベタ
イン及びベタイン含有ＰＡＲＴフラクションの循環を伴わない対照の実行において、ベタ
インの収率は７３．１％であり、ベタイン含量はベタインフラクション中ＤＳに基づき７
９．５％であり、合わせた残余のフラクションの体積は７３．７Ｌであり、分離Ｗ／Ｆ（
ｖｏｌ／ｖｏｌ）比は４．９であった。実験において使用された新しい溶離液の減少は、
対照の実行と比べて９％であった。
【００７２】
実施例４
廃糖蜜のクロマトグラフィーＳＭＢ分離－ベタイン含有部分（ＰＡＲＴＳ）
　本方法の装置、ＳＭＢカラム、樹脂及び廃糖蜜の前処理は、実施例３におけるものと同
様であった。試験における供給物は以下で示されるように構成され、それによりパーセン
テージが、乾燥物質の質量に基づいて示された。
【表７】

【００７３】
　分画は、形成された分離プロファイルを逐次的疑似移動床（ＳＭＢ）システムの樹脂床
を通って２回循環し及び以下に示されるような１６－工程のＳＭＢシーケンスを使用する
ことにより、米国特許第６８９６８１１号明細書中に記載される特定の方法様式を使用す
ることにより、逐次的疑似移動床（ＳＭＢ）の手段で行われた。分離の目的は、その中に
含まれるスクロース及びベタインを分離することであった。供給物及び溶離液は８０℃の
温度で使用され、イオン交換水が溶離水として使用された。
【００７４】
　工程１：供給溶液２．８Ｌが流速５０Ｌ／ｈで最初のカラム中へ供給され、スクロース
再循環フラクションが最終カラム（カラム３）から収集された。
　工程２：供給溶液１０．４Ｌが流速３３Ｌ／ｈで最初のカラム中へ供給され、最初に、
ベタイン－含有ＰＡＲＴ（Ｂ１＋Ｒ１）４．０Ｌ、その後、残余のフラクション６．４Ｌ
が同じカラムから収集された。同時に、溶離水１９．４Ｌが流速７９Ｌ／ｈで２番目のカ
ラム中へ供給され、最初に、再循環フラクション８．７Ｌ、その後、スクロース再循環フ
ラクション１０．７Ｌが最終カラムから収集された。
　工程３：供給溶液６．０Ｌが流速５５Ｌ／ｈで最初のカラム中へ供給され、スクロース
フラクションが最終カラムから収集された。
　工程４：７．６Ｌが、全てのカラムで形成される、カラムループ内で、流速６０Ｌ／ｈ
で循環された。
　工程５：溶離水４．５Ｌが流速６０Ｌ／ｈで３番目のカラム中へ供給され、残余のフラ
クションが２番目のカラムから収集された。
　工程６：溶離水１４．８Ｌが流速７０Ｌ／ｈで３番目のカラム中へ供給され、
最初に、ベタイン－含有ＰＡＲＴ（Ｂ２）２．０Ｌ、その後、ベタインフラクション１０
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れた。ＰＡＲＴフラクションは別のタンク中に収集され、溶離液置換物として使用された
。
　工程７：１７．３Ｌが、全てのカラムで形成される、カラムループ内で、流速６５Ｌ／
ｈで循環された。該循環は、溶離水の置換物として濃度を薄める際にＰＡＲＴ（Ｒ３）と
してカラム３からの残余のフラクションの１部分を使用するために、対照試験より多い４
Ｌ続けられた。ＰＡＲＴ（Ｒ３）成分（塩、有機酸等）の前方の移動は、３０％ＢＶの維
持体積を使用することにより計算される。
【００７５】
　工程８：溶離水７．５Ｌが流速６５Ｌ／ｈで最初のカラム中へ供給され、残余のフラク
ションが３番目のカラムから収集された。
　工程９：ベタイン及び残余の成分を含むＰＡＲＴ（Ｂ１＋Ｒ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４＋Ｒ
３）１１．０Ｌが流速６０Ｌ／ｈで溶離水置換物として最初のカラム中へ供給され、３番
目のカラムからの残余のフラクションの収集が続けられた。部分（ＰＡＲＴＳ）中の成分
の移動の計算は、前の実施例におけるものと同様の方法で行われた。
　工程１０：１６．８Ｌが、全てのカラムで形成される、カラムループ内で、流速７０Ｌ
／ｈで循環された。
　工程１１：溶離水４．１Ｌが流速６５Ｌ／ｈで２番目のカラム中へ供給され、残余のフ
ラクションが最初のカラムから収集された。
　工程１２：１３．３Ｌが、全てのカラムで形成される、カラムループ内で、流速６０Ｌ
／ｈで循環された。
　工程１３：溶離水１５．０Ｌが流速６０Ｌ／ｈで３番目のカラム中へ供給され、残余の
フラクションが２番目のカラムから収集された。
　工程１４：１３．２Ｌが、全てのカラムで形成される、カラムループ内で、流速７０Ｌ
／ｈで循環された。
　工程１５：溶離水１５．０Ｌが流速６５Ｌ／ｈで最初のカラム中へ供給され、
最初に、ベタイン－含有ＰＡＲＴ（Ｂ４＋Ｒ３）３．０Ｌ、その後、残余のフラクション
１２．０Ｌが３番目のカラムから収集された。ＰＡＲＴ（Ｂ４＋Ｒ３）フラクションは別
のタンク中に収集され、工程９において、溶離液置換物として使用された。
　工程１６：１０．７Ｌが、全てのカラムで形成される、カラムループ内で、流速６５Ｌ
／ｈで循環された。
【００７６】
　システムの平衡の後、以下のフラクションがシステムから抜き取られた：全てのカラム
から２つの残余のフラクション、最初の及び最終カラムから溶離液置換物として使用され
るベタイン－含有ＰＡＲＴフラクション、最終カラムから再循環フラクション、最終カラ
ムからスクロース生成物フラクション及び最終カラムからベタイン生成物フラクション。
　合わせた残渣、再循環、スクロース、ベタイン及びＰＡＲＴフラクションのためのＨＰ
ＬＣ分析を含む結果を、以下の表に示した。
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【表８】

【００７７】
　これらのフラクションから計算された総収率は、スクロース９６．９％及びベタイン８
８．４％であった。分離のためのＷ／Ｆ比（ｖｏｌ／ｖｏｌ）は４．２であった。実験に
おいて、ベタインフラクション中の濃度及びベタイン含量は、ベタイン含有ＰＡＲＴフラ
クション（４つの異なるＰＡＲＴＳとして）から再循環フラクションへベタインを循環し
及び供給溶液に戻して循環することにより、増加された。実験において、残余のフラクシ
ョンの濃度は、残余の成分をＰＡＲＴフラクションから残余のフラクションへ循環するこ
とにより、増加した。残余のフラクションは、残余の成分の最初の部分を、工程７及び１
０において、分離システムの内部で循環させることにより更に濃縮された。ベタイン及び
残渣を含有するＰＡＲＴフラクションの取得及び再循環を伴わない対照の分離方法におい
て、ベタインフラクション中のベタインの収率は７３．１％のみであり、ベタイン含量は
ＤＳに基づき７９．５％であり、合わせた残余の体積は７３．７Ｌであり、分離Ｗ／Ｆ比
は４．９であった。
　部分（ＰＡＲＴＳ）の循環を使用することによる溶離液の量は、対照の実行と比べて１
８％削減された。
　工業的スケールにおいて、部分（ＰＡＲＴＳ）のための別の仲介のタンクは、同じ供給
糖蜜を用いる幾つかのＳＭＢシステム操作に供給され得る。ＰＡＲＴフラクション中に存
在する成分が、所望の生成物又は残余のフラクションの中に抜き取られ得る限りにおいて
、異なる分離から収集されたＰＡＲＴフラクションを使用することも可能である。例えば
、他のベタイン糖蜜分離からのベタイン－含有の残余のフラクションは、ＰＡＲＴフラク
ションとしてここで使用され得る。
　技術の進展として、発明の概念が種々の手段において実施され得ることは、当業者には
自明である。本発明及びその態様は、上記の実施例に限定されるものでなく、請求の範囲
内において変り得る。
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