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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
焼酎の蒸留粕を麹により発酵させたものを含む、食品加工用漬け床。
【請求項２】
魚類の身及び／又は魚類の肝臓をさらに含む、請求項１に記載の食品加工用漬け床。
【請求項３】
食塩、砂糖及びみりんの少なくとも１種をさらに含む、請求項１又は２に記載の食品加工
用漬け床。
【請求項４】
請求項１～３のいずれかに記載の漬け床に食材の少なくとも一部を接触させた後、保持す
ることにより得られる漬け物。
【請求項５】
前記食材が、魚介類、肉類又は野菜類である、請求項４に記載の漬け物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、焼酎の蒸留粕と麹を含む食品加工用漬け床及び該漬け床を用いて得られる漬
物に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来より、食品加工方法の一つとして知られている粕漬けは、日本酒の搾り粕である酒
粕を原料として用いたものが良く知られている（例えば特許文献１）。また、魚介類を用
いた粕漬けについても、その原料として用いられるものは酒粕である（特許文献２～３、
非特許文献１等）。
【０００３】
　一方、焼酎の蒸留粕（焼酎粕）を利用した食品として、飲料、甘味料のほか、機能性食
品が提案されている（例えば特許文献４～６）。また、焼酎粕は、血圧降下作用、ガン細
胞抑制作用を有することのほか、ＧＡＢＡ等の高機能性物質の存在が知られている（例え
ば特許文献５、７、８等）。
【０００４】
　しかしながら、従来より、酒粕は食品として扱われていたが、焼酎粕は廃棄されていた
。焼酎粕が廃棄される理由としては、１）焼酎粕の9割以上が水分であり、運搬や保管に
コストがかかること、２）雑菌が増えやすく、腐敗しやすいこと等が挙げられる。
【特許文献１】特開２００６－２２３２１４
【特許文献２】特開２０００－２４５３３５
【特許文献３】特開平１０－１１７７３８
【特許文献４】特開２００６－１３６３４３
【特許文献５】特開２００６－９４７１３
【特許文献６】特開２００５－３０４３７９
【特許文献７】特開２００４－３５２６８１
【特許文献８】特開２００４－２９０１１４
【非特許文献１】全国水産加工品総覧、光琳（株）、２００５年、ｐｐ．４０７－４０９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、焼酎の蒸留粕の利用が種々提案されているが、利用方法が限られており、
さらなる利用方法の開発が切望されている。
【０００６】
　また、魚介類等一次生産物の更なる需要拡大のためにはこれまでにない加工食品の開発
が望まれている。
【０００７】
　従って、本発明の主な目的は、焼酎の蒸留粕を食品加工用として有効に利用した、これ
までにない加工食品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、従来技術の問題点に鑑みて鋭意研究を重ねた結果、１）焼酎の蒸留粕及び
２）コウジカビを用いて調製した麹を含む漬け床が、上記目的を達成できることを見出し
、本発明を完成するに至った。
【０００９】
　すなわち、本発明は、下記の食品加工用漬け床及び漬物に係る。
１．　１）焼酎の蒸留粕及び２）コウジカビを用いて調製した麹を含む、食品加工用漬け
床。
２．　前記麹により発酵させた焼酎の蒸留粕を含む、上記項１に記載の食品加工用漬け床
。
３．　魚類の身及び／又は魚類の肝臓をさらに含む、上記項１又は２に記載の食品加工用
漬け床。
４．　食塩、砂糖及びみりんの少なくとも１種をさらに含む、上記項１～３のいずれかに
記載の食品加工用漬け床。
５．　上記項１～４のいずれかに記載の漬け床に食材の少なくとも一部を接触させた後、
保持することにより得られる漬け物。
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６．　前記食材が、魚介類、肉類又は野菜類である、上記項５に記載の漬け物。
７．　加工食品を製造する方法であって、上記項１～４のいずれかに記載の漬け床に食材
の一部又は全体を接触させた後、保持する工程を含むことを特徴とする加工食品の製造方
法。
８．　食材として、魚介類又はその切り身を用いる、上記項７に記載の製造方法。
９．　魚介類又はその切り身が、前記接触に先立って、予め塩水に浸漬することにより脱
水処理が施されたものである、上記項８に記載の製造方法。
　
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、焼酎の蒸留粕（焼酎粕）を漬け床として利用するので、これまでにな
い独特の風味をもつ加工食品を提供することができる。一方、焼酎粕は、産業廃棄物であ
ることからその廃棄方法の検討、廃棄場所の確保等が必要とされているが、本発明により
その有効利用が可能となり、環境問題の改善にも寄与することができる。
【００１１】
　また、例えばシイラに代表される多獲性魚類は、魚価の暴落を阻止するために一般的に
は冷凍保管し、出荷調整することが望ましいが、冷凍保管した魚肉は解凍時の離水等によ
り品質低下が起こるため、刺身商材はもとより加熱加工商材としても敬遠されがちである
。この点、本発明によれば、冷凍しなくても比較的長期間保存することができるだけでな
く、風味も良好な食材を提供することができるので、食材の安定供給にも貢献することが
できる。
【００１２】
　さらに、本発明によれば、コウジカビを用いて調製した麹により焼酎の蒸留粕を再発酵
させることにより食材（魚肉等）の有用成分（特に旨味成分及び機能性成分）を増加させ
ることができるので、嗜好性と栄養価の高い食材を提供することが可能となる。
【００１３】
　具体的に、焼酎粕は酒粕よりも、カリウム等のミネラル成分、ビタミンＢ、ビタミンＥ
等のビタミン類、ポリフェノール類等が多く含まれている。特に、ビタミンＥやポリフェ
ノールには脂質酸化抑制効果があるので、焼酎粕を、脂質を多く含む畜肉、水産物等の食
品の加工に用いることにより、該食品の脂質酸化を好適に抑制できる。
【００１４】
　また、焼酎粕には基本的にトレハロースが含まれている。トレハロースには食感改善効
果があるので、漬け床に漬け込んだ食品にトレハロースを浸透させることにより、食品の
食感を改善できる。
【００１５】
　本発明において、コウジカビを用いて調製した麹により焼酎粕を再発酵させることによ
り、漬け床が腐敗臭を発することなく焼酎粕単独よりも長期間維持できるので、加工食品
の漬け床としてより適していると言える。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　漬け床
　本発明の漬け床は、１）焼酎の蒸留粕及び２）コウジカビを用いて調製した麹を含む食
品加工用漬け床である。前記蒸留粕及び前記麹を同時に含有するため、本発明の漬け床は
、前記麹により発酵させた焼酎の蒸留粕を含む。
【００１７】
　適用できる焼酎の種類としては限定的でなく、例えば芋焼酎、麦焼酎、米焼酎、そば焼
酎、栗焼酎等のさまざまな種類の焼酎の蒸留粕を採用することができる。前記蒸留粕は、
焼酎を製造する際に副生する粕である。
【００１８】
　前記麹を用いて前記蒸留粕を発酵させることにより、漬け床の腐敗の進行を抑制ないし
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は防止することができる。また、前記麹を用いて前記蒸留粕を発酵させることにより、食
材の有用成分（例えば、GABA、グルタミン酸、アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシ
ン等の遊離アミノ酸）の増加を促進することもできる。
【００１９】
　前記コウジカビとしては、アスペルギルス属及びモナスカス属の少なくとも１種が好ま
しい。前記麹としては、例えば米麹、麦麹等を用いることができる。これらは一種単独で
又は二種以上を組み合わせて使用できる。また、前記麹は、胞子の種類によって、黄麹、
黒麹、白麹等に分類されるが、本発明においては、これらを一種単独で又は二種以上を組
み合わせて使用できる。麹の添加量は、特に制限されないが、一般的には蒸留粕１００質
量部に対して３～５０質量部程度、好ましくは７～５０質量部程度、より好ましくは１０
～２０質量部程度である。
【００２０】
　前記麹として、粉砕された麹を用いてもよい。粉砕された麹を添加することにより、漬
け床中のＧＡＢＡ等の含有量を増加させることができる。また、漬け床から取り出した食
品（例えば漬け物）の外観が良好になる。すなわち、未粉砕の麹は、その大きさが、通常
、米粒程度であるため、漬け床から取り出したに食品に米粒大の麹が付着し、該食品の外
観が悪くなるという問題があるが、予め麹を粉砕しておくことにより、該問題を好適に回
避できる。
【００２１】
　粉砕された麹としては、例えば、粉体状、鱗片状等の麹が挙げられる。前記麹が粉体状
である場合、平均粒径は100～1,000μｍ程度が好ましい。
【００２２】
　また、前記麹として、麹菌種毎の至適温度で活性化 させた麹を用いてもよい。活性化
させた麹を添加することにより、麹菌の持つグルタミン酸脱炭酸酵素が増加又は活性化し
、漬け床中のＧＡＢＡ等の含有量を増加させることができる。麹を活性化させる際の温度
は、黄麹菌では２０～３５℃程度が好ましい。活性化時間は、２４～４８時間程度が好ま
しい。
【００２３】
　本発明の漬け床には、必要に応じて、魚類の身が含まれていてもよい。前記身を含有さ
せることにより、該身に含まれるビタミンB6の一形態であるピリドキサール-5’-リン酸
（以下、「ＰＬＰ」と略記する）が漬け床中に溶出し、該ＰＬＰがGABA生成酵素の補酵素
として働くことにより、漬け床中のＧＡＢＡの含有量を向上させることができる。前記魚
類としては、特に限定されず、例えば、シイラ、カンパチ、ブリ、タイ類、マグロ類等が
挙げられる。これらの魚類の身は、一種単独で又は二種以上を組み合わせて使用できる。
前記身の添加量は、前記蒸留粕１００質量に対して、１０～１００質量部が好ましい。
【００２４】
　本発明の漬け床には、必要に応じて、魚類の肝臓が含まれていてもよい。前記肝臓を含
有させることにより、肝臓中に含まれるビタミンB6の一形態であるＰＬＰ溶出し、該ＰＬ
ＰがGABA生成酵素の補酵素として働くことにより、漬け床中のＧＡＢＡの含有量を向上さ
せることができる。前記魚類としては、特に限定されず、例えば、シイラ、カンパチ、ブ
リ、タイ類、マグロ類等が挙げられる。これらの魚類の肝臓は、一種単独で又は二種以上
を組み合わせて使用できる。前記肝臓の添加量は、前記蒸留粕１００質量に対して、１０
～２０質量部が好ましい。
【００２５】
　本発明の漬け床には、必要に応じて各種の調味料等が含まれていても良い。例えば、食
塩、砂糖及びみりんの少なくとも１種を用いることができる。これらの配合割合は、目的
とする風味、用いる食材の種類等に応じて適宜設定することができる。
【００２６】
　漬け床の調製
　本発明の漬け床は、前記各成分を均一に混合することによって得ることができる。その
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混合順序は制限されないが、特に、前記焼酎粕に前記麹を配合することにより、該焼酎粕
を発酵させた後、食塩、砂糖、みりん等を添加することが好ましい。これにより、麹の作
用で有用成分を優先的に増加させた後、所望の味に調えることができる。前記身および前
記肝臓は、前記焼酎粕を発酵させる前に配合することが好ましい。
【００２７】
　特に、本発明の漬け床を調製する際、前記蒸留粕に前記麹を添加した後、得られた混合
物を静置させておくことが望ましい。
【００２８】
　静置させる際、静置温度を適宜設定することにより、漬け床に含まれる有効成分の量を
調整できる。例えば、静置温度を１５℃以上、好ましくは１５～３５℃に設定した場合、
漬け床中のＧＡＢＡ、グルコース等の含有量を好適に増加させることができる。また、静
置温度を１５℃以下、好ましくは５℃以下に設定した場合、漬け床中のトレハロースの含
有量を好適に維持することができる。
【００２９】
　静置時間は、特に限定されないが、５時間以上が好ましく、２４時間以上がより好まし
く、２４～３０時間がさらに好ましい。静置時間を５時間以上とすることにより、漬け床
中に含まれるＧＡＢＡ、グルコース等を好適に増加させることができる。また、静置時間
を３０時間以下とすることにより、腐敗の原因となるアンモニア態窒素の生成を好適に抑
制又は防止できる。
【００３０】
　漬け物
　本発明の漬け物は、前記漬け床に食材の少なくとも一部を接触させた後、保持すること
により得られる。
【００３１】
　前記食材は、前記漬け床から露出しないように前記漬け床に漬けてもよいし、一部が露
出した状態で前記漬け床に漬けてもよい。
【００３２】
　本発明の漬け床の使用に際しては、公知の漬け床と同様の方法により使用すれば良い。
例えば、１）漬け床に食材を浸す方法（漬け床が液体状である場合も含む。）、２）容器
の底部に漬け床を敷き詰め、その上に食材を置き、さらにその上から漬け床で覆う方法、
３）食材の上から漬け床を塗布する方法等のいずれの方法であっても良い。
【００３３】
　食材としては、特に限定されず、公知の粕漬け、味噌漬け等で適用されている材料と同
様のものを使用することができる。例えば、シイラ、カンパチ、ブリ、タイ類、マグロ類
等の魚介類；牛肉、豚肉、鶏肉等の肉類；ダイコン、ニンジン、キュウリ等の野菜類等が
挙げられる。食材として魚介類を用いる場合には切り身を好適に用いることもできる。
【００３４】
　前記漬け床に前記食材を接触させた後、その漬け床を、例えば、冷暗所で所定時間保持
することにより本発明の漬け物が得られる。
【００３５】
　本発明の漬け物は、特に、旨味成分及び機能性成分を多く含む。従って、本発明の漬け
物は、嗜好性に優れ、且つ、栄養価が高い。
【００３６】
　また、本発明の漬け物は、通常、トレハロースを含む。トレハロースには食感改善効果
があるので、本発明の漬け物は、食感がよい。
【実施例】
【００３７】
　以下に実施例及び参考例を示し、本発明の特徴をより具体的に説明する。ただし、本発
明の範囲は、実施例及び参考例に限定されない。
【００３８】
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　なお、実施例及び参考例にて使用する米麹は、コウジカビを用いて調製した米麹である
。
【００３９】
　実施例１
　芋焼酎の蒸留粕５８．４質量％、米麹（黄麹）８．８質量％を混合し、冷暗所に５日間
放置することにより基礎漬け床を得た。この基礎漬け床に食塩１．５質量％、みりん１９
．５質量％及び砂糖１１．８質量％を混合し、漬け床とした。食材としてシイラを用いた
。シイラは皮付きの状態でフィレー加工後、厚さ１～２ｃｍにそぎ切りし、これを濃度１
０質量％の冷食塩水に入れ、冷暗所で１時間漬け込んで脱水した。シイラの切り身を上記
食塩水から取り出し、水分を切った後、質量で４倍量の漬け床に入れ、冷暗所で１日間漬
け込んだ。　
【００４０】
　漬け床から切り身を取り出した後、オーブンで切り身を焼いた。焼き上がった切り身は
芋焼酎粕と麹の風味が十分に発揮され、これまでにない独特かつ香ばしい風味を有してお
り、その味も良好なものであった。モニター１０人による試食結果では、特に魚臭さが無
く、風味も新しく美味しいとの評価を得た。
【００４１】
　実施例２
　芋焼酎の蒸留粕５０質量％、米麹（黄麹）２０質量％を混合し、冷暗所に５日間放置す
ることにより基礎漬け床を得た。この基礎漬け床に食塩２質量％、みりん１５質量％及び
砂糖１３質量％を混合し、漬け床とした。シイラの代わりに養殖マダイを用いたほかは、
実施例１と同様の方法により前記マダイを加工し、漬け込んだ。加工食品を製造した。漬
け床から切り身を取り出した後、オーブンで切り身を焼いた。焼き上がった切り身は芋焼
酎粕と麹の風味が十分に発揮され、これまでにない独特かつ香ばしい風味を有しており、
その味も良好なものであった。
【００４２】
　実施例３
　実施例１と同様の方法により漬け床を調製した。食材として大根を用い、実施例１と同
様の方法で漬け込んだ。漬け床から大根をとりだした後、大根に付着した漬け床をぬぐい
落とし、そのまま一口大に切って食した。漬け込んだ大根は、芋焼酎粕と麹の風味が十分
に発揮され、これまでにない独特な風味を有しており、その味も良好なものであった。
【００４３】
　実施例４
　実施例１と同様の方法により漬け床を調製した。食材として鶏肉を用い、実施例１と同
様の方法により鶏肉を加工し、漬け込んだ。漬け床から切り身を取り出した後、オーブン
で切り身を焼いた。焼き上がった切り身は芋焼酎粕と麹の風味が十分に発揮され、これま
でにない独特かつ香ばしい風味を有しており、その味も良好なものであった。
【００４４】
　実施例５
　芋焼酎粕の代わりに麦焼酎粕を用いたほかは、実施例１と同様の方法により漬け床を調
製し、シイラを加工し、その切り身を漬け込んだ。漬け床から切り身を取り出した後、オ
ーブンで切り身を焼いた。焼き上がった切り身は芋焼酎粕とは異なる麦焼酎粕と麹の風味
が十分に発揮され、これまでにない独特かつ香ばしい風味を有しており、その味も良好な
ものであった。
【００４５】
　実施例６
　芋焼酎の蒸留粕６０質量％、米麹（黒麹）１０質量％を混合し、冷暗所に５日間放置す
ることにより基礎漬け床を得た。この基礎漬け床に食塩２質量％、みりん１５質量％及び
砂糖１３質量％を混合し、漬け床とした。そして、実施例１と同様の方法により、シイラ
を加工し、その切り身を前記漬け床に漬け込んだ。漬け床から切り身を取り出した後、オ
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ーブンで切り身を焼いた。焼き上がった切り身は芋焼酎粕と黒麹のクエン酸に由来するさ
わやかな風味が十分に発揮され、これまでにない独特かつ香ばしい風味を有しており、そ
の味も良好なものであった。
【００４６】
　試験例１
　実施例１において、漬け床に１日間漬け込んだシイラ切り身中の成分の変化を調べた。
その結果を表１に示す。
【００４７】
【表１】

【００４８】
　表１の結果からも明らかなように、本発明の漬け床に漬け込むことによって、旨み成分
又は機能性成分として知られているGABA、グルタミン酸、アラニン、バリン、ロイシン、
イソロイシン、フェニルアラニン等の遊離アミノ酸が増加していることがわかる。
【００４９】
　試験例２
　麹の添加効果を調べるため、実施例１よりも単純な方法で試験を行った。すなわち、芋
焼酎粕８８．５質量％、米麹１０質量％、塩１．５質量％で作成した漬け床と、芋焼酎粕
９８．５質量%、塩1．5質量％で作成した漬け床の２種類を用意し、これにシイラを漬け
込み、室温で１週間置いた後のシイラ切り身中の成分の変化を調べた。ここでは麹の添加
効果を明らかにするため、あえてみりんと砂糖を添加しなかった。その結果を表２に示す
。なお、表２には、麹を添加しない場合（中欄）及び麹を添加することにより芋焼酎粕を
発酵させた場合（右欄）を示す。
【００５０】

【表２】

【００５１】
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　表２の結果からも明らかなように、本発明の漬け床に漬け込むことによって、旨み成分
又は機能性成分として知られているグルタミン酸、アラニン、バリン等の遊離アミノ酸が
増加していることがわかる。特に、麹を添加することにより芋焼酎粕を発酵させた場合は
、その増加がより顕著に発現されることがわかる。
【００５２】
　試験例３
　芋焼酎粕８８．５質量％、米麹１０質量％、塩１．５質量％を混合した漬け床１と、芋
焼酎粕９８．５質量％と塩１．５質量％を混合した漬け床２とを調製し、両者を比較した
。両者を調製後、冷暗所に同じ条件で静置したところ、５日目に漬け床２では腐敗臭が感
じられたが、漬け床１では腐敗臭は感じられなかった。このことから、麹を添加すること
により、漬け床の腐敗を遅延させる効果があることも判明した。
【００５３】
　参考例１
　芋焼酎粕５０ｇに、グルタミン酸ナトリウム及び米麹（黄麹）を、該芋焼酎粕１００質
量部に対し、それぞれ０．５質量部及び１０質量部添加し、混合することにより混合物を
得た。前記混合物は、試験区の数だけ調製した。
【００５４】
　前記混合物をインキュベーターに静置させることにより再発酵させた。静置温度は、そ
れぞれ５℃、１５℃、２５℃、３５℃及び４５℃とした。静置直後、２時間後、５時間後
、２４時間後及び４８時間後に、それぞれ３ｇずつ再発酵物を採取し、速やかに２％スル
ホサリチル酸３ｍＬを該再発酵物に添加して酵素反応を停止させた。
【００５５】
　次いで、５０００Ｇで１５分間遠心分離処理を行った後、上澄み液を２ｍＬ採取し、該
上澄み液に蒸留水２ｍＬ及び０．０４Ｎ塩酸４ｍＬを添加して混合することにより除タン
パク処理を施した。
【００５６】
　得られた処理物中におけるＧＡＢＡ、グルコース、アンモニア態窒素、及びトレハロー
スの含有量を下記（１）～（４）の方法により確認した。
【００５７】
　（１）方法１
　ＧＡＢＡの含有量については、全自動アミノ酸分析機（日本電子（株）製、JOEL-500/v
）を用いて測定した。 
【００５８】
　結果を図１に示す。
【００５９】
　なお、ＧＡＢＡの含有量が、前記処理物１００ｇ中、１５ｍｇ以上の場合、漬け床に接
触させる食材に、ＧＡＢＡを好適に添加できる。
【００６０】
　（２）方法２
　グルコースの含有量については、市販の測定キット（商品名「グルコースＣII-テスト
ワコー」和光純薬工業(株)製）を使用して測定した。
【００６１】
　結果を図２に示す。
【００６２】
　（３）方法３
　アンモニア態窒素の含有量については、インドフェノール法により測定した。具体的に
は、前記処理物をフェノール-ニトロプルシッドナトリウム溶液と混和した後、アルカリ
性次亜塩素酸ナトリウム溶液を添加して生成したインドフェノール青の吸光度を分光光度
計を用いて定量することにより測定した。
【００６３】
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　結果を図３に示す。
【００６４】
　なお、アンモニア態窒素の含有量が、前記処理物１００ｇ中、１．５ｍｇ以下の場合、
漬け床の腐敗を好適に回避できる。
【００６５】
　（４）方法４
　前記処理物をアセトニトリルで希釈した後、該希釈物中のトレハロースの含有量を、示
差屈折計を備えた高速液体クロマトグラフィー（カラム「ＮＨ２型カラム」、展開溶媒「
アセトニトリル：水＝３：１）を用いて定量した。
【００６６】
　結果を図４に示す。
【００６７】
　参考例２
　芋焼酎粕５０ｇに、グルタミン酸ナトリウムを、該芋焼酎粕１００質量部に対し、０．
２質量部添加し、さらに、米麹（黄麹）を、該芋焼酎粕１００質量部に対し、１質量部、
５質量部、１０質量部及び２０質量部添加し、混合することにより５種類の混合物を得た
。
【００６８】
　前記混合物をそれぞれインキュベーターに静置させることにより再発酵させた。静置温
度は、１５℃とした。２４時間静置させた後、得られた再発酵物３ｇを採取し、速やかに
２％スルホサリチル酸３ｍＬを該再発酵物に添加して酵素反応を停止させた。
【００６９】
　次いで、５０００Ｇで１５分間遠心分離処理を行った後、上澄み液を２ｍＬ採取し、該
上澄み液に蒸留水２ｍＬ及び０．０４Ｎ塩酸４ｍＬを添加して混合することにより除タン
パク処理を施した。
【００７０】
　得られた処理物中におけるＧＡＢＡ及びアンモニア態窒素の含有量を上記（１）及び（
３）の方法により確認した。
【００７１】
　結果を図５及び図６に示す。
【００７２】
　参考例３
　芋焼酎粕５０ｇに、グルタミン酸ナトリウム及び米麹（黄麹）を、該芋焼酎粕１００質
量部に対し、それぞれ５質量部及び１０質量部添加し、さらに、ＰＬＰを５００μＭ添加
し、混合することにより混合物を得た。前記混合物は、試験区の数だけ調製した。前記Ｐ
ＬＰは、下記参考例６及び７で使用する魚類の身及び肝臓の代替物質として使用した。
【００７３】
　前記混合物をインキュベーターに静置させることにより再発酵させた。静置温度は、そ
れぞれ５℃、１５℃、２５℃、３５℃、４５℃及び５５℃とした。静置直後、５時間後、
２４時間後、４８時間後及び７２時間後に、それぞれ３ｇずつ再発酵物を採取し、速やか
に２％スルホサリチル酸３ｍＬを該再発酵物に添加して酵素反応を停止させた。
【００７４】
　次いで、５０００Ｇで１５分間遠心分離処理を行った後、上澄み液を２ｍＬ採取し、該
上澄み液に蒸留水２ｍＬ及び０．０４Ｎ塩酸４ｍＬを添加して混合することにより除タン
パク処理を施した。
【００７５】
　得られた処理物中におけるＧＡＢＡ、アンモニア態窒素及びトレハロースの含有量を上
記（１）、（３）及び（４）の方法により確認した。
【００７６】
　結果を図７、図８及び図９に示す。
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【００７７】
　参考例４
　芋焼酎粕５０ｇに、グルタミン酸ナトリウム及び平均粒径が５００μｍの粉体状の米麹
（黄麹）を、該芋焼酎粕１００質量部に対し、それぞれ０．２５質量部及び１０質量部添
加し、さらに、ＰＬＰを５００μＭ添加し、混合することにより混合物を得た。前記ＰＬ
Ｐは、下記参考例６及び７で使用する魚類の身及び肝臓の代替物質として使用した。
【００７８】
　前記混合物をインキュベーターに静置させることにより再発酵させた。静置温度は、２
５℃とした。２４時間静置させた後、得られた再発酵物３ｇを採取し、速やかに２％スル
ホサリチル酸３ｍＬを該再発酵物に添加して酵素反応を停止させた。
【００７９】
　次いで、５０００Ｇで１５分間遠心分離処理を行った後、上澄み液を２ｍＬ採取し、該
上澄み液に蒸留水２ｍＬ及び０．０４Ｎ塩酸４ｍＬを添加して混合することにより除タン
パク処理を施した。
【００８０】
　得られた処理物中におけるＧＡＢＡの含有量を上記（１）の方法により確認した。
【００８１】
　なお、１）粉砕した米麹の代わりに未粉砕の米麹を使用した以外は、上記と同様の方法
により作製した混合物、２）ＰＬＰを添加しない以外は、上記と同様の方法により作製し
た混合物、及び、３）粉砕した米麹の代わりに未粉砕の米麹を使用し、さらに、ＰＬＰを
添加しない以外は、上記と同様の方法により作製した混合物についても、上記と同様の方
法によりＧＡＢＡの含有量を確認した。
【００８２】
　結果を図１０に示す。
【００８３】
　参考例５
　米麹（黄麹）を、麹菌の活動の至適温度帯である３５℃で３９時間静置させることによ
り、活性化せた。
【００８４】
　芋焼酎粕５０ｇに、グルタミン酸ナトリウム及び活性化 させた米麹を、該芋焼酎粕１
００質量部に対し、それぞれ０．２質量部及び１０質量部添加し、混合することにより混
合物を得た。
【００８５】
　前記混合物をインキュベーターに静置させることにより再発酵させた。静置温度は、２
５℃とした。２４時間静置させた後、得られた再発酵物３ｇを採取し、速やかに２％スル
ホサリチル酸３ｍＬを該再発酵物に添加して酵素反応を停止させた。
【００８６】
　次いで、５０００Ｇで１５分間遠心分離処理を行った後、上澄み液を２ｍＬ採取し、該
上澄み液に蒸留水２ｍＬ及び０．０４Ｎ塩酸４ｍＬを添加して混合することにより除タン
パク処理を施した。
【００８７】
　得られた処理物中におけるＧＡＢＡの含有量を上記（１）の方法により確認した。
【００８８】
　なお、活性化させた米麹の代わりに、活性化させていない米麹を使用した以外は、上記
と同様の方法により作製した混合物についても、上記と同様の方法によりＧＡＢＡの含有
量を確認した。
【００８９】
　結果を図１１に示す。
【００９０】
　参考例６
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　芋焼酎粕５０ｇに、グルタミン酸ナトリウム及びシイラの身を、該芋焼酎粕１００質量
部に対し、それぞれ５質量部及び１００質量部添加した後、米麹（黄麹）を該芋焼酎粕１
００質量部に対し１０質量部添加し、混合することにより混合物を得た。前記混合物は、
試験区の数だけ調製した。
【００９１】
　前記混合物をインキュベーターに静置させることにより再発酵させた。静置温度は、４
５℃とした。０．５時間後、１時間後、２時間後、５時間後及び２４時間後に、それぞれ
３ｇずつ再発酵物を採取し、速やかに２％スルホサリチル酸３ｍＬを該再発酵物に添加し
て酵素反応を停止させた。
【００９２】
　次いで、５０００Ｇで１５分間遠心分離処理を行った後、上澄み液を２ｍＬ採取し、該
上澄み液に蒸留水２ｍＬ及び０．０４Ｎ塩酸４ｍＬを添加して混合することにより除タン
パク処理を施した。
【００９３】
　得られた処理物中におけるＧＡＢＡの含有量を上記（１）の方法により確認した。
【００９４】
　結果を図１２に示す。
【００９５】
　参考例７
　芋焼酎粕５０ｇに、グルタミン酸ナトリウム及びカンパチの肝臓を、該芋焼酎粕１００
質量部に対し、それぞれ５質量部及び２０質量部添加した後、米麹（黄麹）を該芋焼酎粕
１００質量部に対し１０質量部添加し、混合することにより混合物を得た。前記混合物は
、試験区の数だけ調製した。
【００９６】
　前記混合物をインキュベーターに静置させることにより再発酵させた。静置温度は、４
５℃とした。静置直後、５時間後、２４時間後、４８時間後及び７２時間後に、それぞれ
３ｇずつ再発酵物を採取し、速やかに２％スルホサリチル酸３ｍＬを該再発酵物に添加し
て酵素反応を停止させた。
【００９７】
　次いで、５０００Ｇで１５分間遠心分離処理を行った後、上澄み液を２ｍＬ採取し、該
上澄み液に蒸留水２ｍＬ及び０．０４Ｎ塩酸４ｍＬを添加して混合することにより除タン
パク処理を施した。
【００９８】
　得られた処理物中におけるＧＡＢＡの含有量を上記（１）の方法により確認した。
【００９９】
　結果を図１３に示す。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】図１は、参考例１における静置温度別ＧＡＢＡ含有量の経時変化を示す。
【図２】図２は、参考例１における静置温度別グルコース含有量の経時変化を示す。
【図３】図３は、参考例１における静置温度別アンモニア態窒素含有量の経時変化を示す
。
【図４】図４は、参考例１における静置温度別トレハロース含有量の経時変化を示す。
【図５】図５は、参考例２における米麹添加量別のＧＡＢＡの含有量を示す。
【図６】図６は、参考例２における米麹添加量別のアンモニア態窒素の含有量を示す。
【図７】図７は、参考例３における静置温度別ＧＡＢＡ含有量の経時変化を示す。
【図８】図８は、参考例３における静置温度別アンモニア態窒素含有量の経時変化を示す
。
【図９】図９は、参考例３における静置温度別トレハロース含有量の経時変化を示す。
【図１０】図１０は、参考例４における混合物中のＧＡＢＡ含有量を示す。
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【図１１】図１１は、参考例５における混合物中のＧＡＢＡ含有量を示す。
【図１２】図１２は、参考例６における混合物中のＧＡＢＡ含有量を示す。
【図１３】図１３は、参考例７における混合物中のＧＡＢＡ含有量を示す。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】
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