
1 

 

植物の自然発酵に関する特許技術の紹介 

2013年 12月 11日  橋田義輝 

 

植物の自然発酵による食材は多種多様であり､日本では味噌､醤油､納豆､更には､種々の漬物 

等が広く知られている｡ 中国のﾒﾝﾏは麻竹とよばれるﾀｹﾉｺを土の中で乳酸発酵させて作られ 

ているようです｡ ﾖｰﾛｯﾊﾟではﾋﾟｸﾙｽが有名です｡ ﾒｷｼｺのﾃｷｰﾗ酒は龍舌蘭と呼ばれる植物(ｱｶﾞ 

ﾍﾞ･ｱｽｰﾙ･ﾃｷﾗｰﾅ)の根汁を自然発酵したり酵母発酵させた後､蒸留して作ります。ﾄﾞｲﾂのｻﾞｳﾜｰ 

ｸﾗｳﾄ(酸っぱいｷｬﾍﾞﾂ)は千切りにしたｷｬﾍﾞﾂを塩漬けにして､空気中の乳酸菌で自然発酵させた 

ものです。とりわけ､古代のﾋﾞｰﾙやﾜｲﾝ作りには空気中に浮遊する酵母による自然発酵が利用さ 

れたこと､日本でも縄文･弥生時代に行われていた酒作りにも自然発酵が併用されていたこと 

が知られています｡ 

このように､自然発酵は古代より継承されている究極のｴｺ技術であるとの認識下､IPDLにて  

(植物×自然発酵)で検索し､特許登録になったものを列挙し紹介します｡ 

 

特開２０１１－２４６３７１ 【公開日】平成２３年１２月８日 

【発明の名称】α－Ｄ－フルクトフラノシル－（２→６）－Ｄ－グルコピラノース及び 

 その製造方法 

【国際特許分類】 C07H   3/04   C12P  19/12     (2006.01) 

【出願番号】特願２０１０－１１９８７７【出願日】平成２２年５月２５日 

【特許番号】特許第４６７４８２８号 

【出願人】大高酵素株式会社 【住所又は居所】北海道小樽市桜１丁目２２番１０号 

【発明者】岡田 秀紀､山森 昭､川添 直樹､塩見 徳夫､小野寺 秀一､上野 敬司 

【課題】フルクトース残基がα結合した、フルクトースおよびグルコースからなる新規な二

糖類を提供。 

【解決手段】新規な二糖類は、フルクトース残基がグルコースにα結合により２－６結合し

たα－Ｄ－フルクトフラノシル（２→６）－Ｄ－グルコピラノースである。植物を切断したも

のに原料重量の１／１０量以上２倍量以下の糖質を含むようにショ糖を添加し、ショ糖の浸透

圧を利用して抽出して植物抽出エキスを得、該植物抽出エキスを自然発酵させることにより、

発酵抽出エキス中にα－Ｄ－フルクトフラノシル（２→６）－Ｄ－グルコピラノースを生成さ

せ、得られた発酵エキス中から該α－Ｄ－フルクトフラノシル（２→６）－Ｄ－グルコピラノ

ースを採取する。該二糖類は難消化性である。 

【請求項１】 

下記式（１）で表されるα－Ｄ－フルクトフラノシル－（２→６）－Ｄ－グルコピラノース。 
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【請求項２】 

植物を切断したものに１／１０量以上２倍量以下の糖質を含むようにショ糖を添加し、ショ糖

の浸透圧を利用して抽出して植物エキス液を得、該植物エキス液を自然発酵させることにより、

得られた植物エキス発酵液中に請求項１に記載のα－Ｄ－フルクトフラノシル－（２→６）－

Ｄ－グルコピラノースを生成させ、生成されたα－Ｄ－フルクトフラノシル－（２→６）－Ｄ

－グルコピラノースを採取することを特徴とする二糖類の製造方法。 

【請求項３】 

請求項２に記載の二糖類の製造方法において、α－Ｄ－フルクトフラノシル－（２→６）－Ｄ

－グルコピラノースを採取する方法は、植物エキス発酵液を活性炭セライトカラムクロマトグ

ラフィーに添加し、水で溶出してα－Ｄ－フルクトフラノシル－（２→６）－Ｄ－グルコピラ

ノースを含むフラクションを得、該フラクションに対してＨＰＬＣによりα－Ｄ－フルクトフ

ラノシル－（２→６）－Ｄ－グルコピラノースを分離することを特徴とする二糖類の製造方法。 

 

【公開番号】特開２００９－２２１０９３ 【公開日】平成２１年１０月１日 

【発明の名称】竹の有効成分を含む発酵肥料およびその製造方法 

【国際特許分類】C05F15/00  C05F11/00  C05F5/00  C05F9/00  C05F1/00  B09B3/00  

【出願番号】特願２００８－１６９８９８【出願日】平成２０年６月３０日 

【優先権主張番号】特願２００８－３７６０２ 

【出願人】キタジマ食品株式会社 【住所】福岡県八女郡立花町大字白木５５９１番地 

【発明者】北島 隆彦【住所】福岡県八女市高塚１５３－１ キタジマ食品株式会社内 

【課題】若竹や筍皮に含まれる成長促進物質を植物の成長に大きく寄与させると共に、そ

のままでは肥料として使用できない親竹は堆肥の原料として利用することにより、堆肥化

工程の簡素化、肥料としての機能向上を図る。 

【解決手段】堆肥原料（親竹を粉砕した竹チップを含む場合もある）に有用微生物を添加

し、発酵させるか、あるいは堆肥原料を自然発酵させて堆肥を製造し、筍と若竹のいずれ

か一方または両方を粉砕した若竹材料を乾燥したものと前記堆肥とを混合して、竹の有効

成分を含む発酵肥料とする。発酵により分解されやすい成長促進物質を含む若竹や筍皮は、

発酵させずに肥料として用いることにより、植物の成長を大幅に向上させる。 
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【請求項１】 

堆肥と、筍皮と若竹のいずれか一方または両方を粉砕した若竹材料を乾燥したものとを、

混合したことを特徴とする竹の有効成分を含む発酵肥料。 

【請求項２】 

前記堆肥は、堆肥原料に有用微生物を添加して発酵させたものである請求項１記載の竹の

有効成分を含む発酵肥料。 

【請求項３】 

前記堆肥は、堆肥原料を自然発酵させたものである請求項１記載の竹の有効成分を含む発

酵肥料。 

【請求項４】 

前記堆肥原料には、親竹を粉砕した竹チップを含むことを特徴とする請求項１から３のい

ずれかの項に記載の竹の有効成分を含む発酵肥料。 

【請求項５】～【請求項７】省略 

 

【公開番号】特開２００９－３９０５３【公開日】平成２１年２月２６日 

【発明の名称】鮮度保持液 

【国際特許分類】A23L 3/3463 A23B 4/00 A23B 7/00 A23L 3/3472  A23L 3/3571  

              A23L 3/358  A23L 3/37  

【出願番号】特願２００７－２０８７１８【出願日】平成１９年８月１０日 

【出願人】山本 泰盟【住所又は居所】大阪府大阪市旭区中宮３丁目４―１４ 

【発明者】古原 清栄【住所又は居所】千葉県旭市井戸野４００１番地８ メゾン内田ＩＩ 

【課題】生鮮食品の鮮度を保持し、安全に使用できる工業的有利な液体組成物、及び食品

の鮮度保持方法を提供する。 

【解決手段】以下の（Ａ）と（Ｂ）と（Ｃ）と（Ｄ）とを質量比（Ａ）／（Ｂ）／（Ｃ）

／（Ｄ）＝１００／２５０～３００／１０～２０／２００～２５０で含む組成物を自然発

酵させることにより得られる液体組成物。（Ａ）水と貝殻類の焼成粉末との混合液 

（Ｂ）非胞子植物（Ｃ）胞子植物（Ｄ）塩 

【請求項１】 

以下の（Ａ）と（Ｂ）と（Ｃ）と（Ｄ）とを質量比（Ａ）／（Ｂ）／（Ｃ）／（Ｄ）＝１

００／２５０～３００／１０～２０／２００～２５０で含む組成物を自然発酵させること

により得られることを特徴とする液体組成物。 

（Ａ）水と貝殻類の焼成粉末との混合液（Ｂ）非胞子植物（Ｃ）胞子植物（Ｄ）塩 

【請求項２】 

食品鮮度保持用である請求項１に記載の液体組成物。 

【請求項３】～【請求項６】省略 
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【公開番号】特開２００８－２５３８７５【公開日】平成２０年１０月２３日 

【発明の名称】バイオガスシステム 

【国際特許分類】B09B 3/00 C02F 11/04 C02F 3/34 C02F 1/20 B01D 19/00 A01G 31/00   

【出願番号】特願２００７－９５７３２【出願日】平成１９年３月３０日 

【出願人】三井造船株式会社【住所又は居所】東京都中央区築地５丁目６番４号 

【発明者】斉藤 政宏､山崎 俊祐､浜本 修 

【課題】メタン発酵で得られるバイオガスを高カロリー化し、消化液の処理または利用も

することができるバイオガスシステムを提供すること。 

【解決手段】バイオマスをメタン発酵槽１０４に導入して６０℃以上の高温で、且つ発酵

によって生じる自然発酵圧により０．２～５ＭＰａに加圧された状態でメタン発酵するメ

タン発酵手段１と、前記メタン発酵槽１０４から抜き出される消化液を減圧して二酸化炭

素を除去する二酸化炭素除去手段２と、前記二酸化炭素除去手段２で二酸化炭素が除去さ

れた消化液をアンモニアストリッピング装置３０２に導入しアンモニアを放散させるアン

モニアストリッピング手段３とを有することを特徴とするバイオガスシステム。 

【請求項１】 

バイオマスをメタン発酵槽に導入して６０℃以上の高温で、且つ発酵によって生じる自然

発酵圧により０．２～５ＭＰａに加圧された状態でメタン発酵するメタン発酵手段と、 

前記メタン発酵槽から抜き出される消化液を減圧して二酸化炭素を除去する二酸化炭素除

去手段と、 

前記二酸化炭素除去手段で二酸化炭素が除去された消化液をアンモニアストリッピング装

置に導入しアンモニアを放散させるアンモニアストリッピング手段とを有することを特徴

とするバイオガスシステム。 

【請求項２】 

前記メタン発酵槽内に投与するバイオマスが、６０℃～７０℃の環境下に１時間以上、あ

るいは７０℃を超える環境下に１０分以上置かれることを特徴とする請求項１記載のバイ

オガスシステム。 

【請求項３】 

前記６０℃～７０℃の環境又は７０℃を超える環境が、メタン発酵槽内に形成されること

を特徴とする請求項２記載のバイオガスシステム。 

【請求項４】～【請求項９】省略 

 

【公開番号】特開２００４－３５３５５【公開日】平成１６年２月５日 

【発明の名称】土木用構造素材の製造方法および土木用構造素材 

【国際特許分類第７版】 C04B 26/02 C04B 28/02 E02B  3/14  E02D 29/02 

【出願番号】特願２００２－１９７２６０【出願日】平成１４年７月５日 

【出願人】行本 卓生【住所又は居所】東京都中野区本町３－３０－４－９０１ 
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【発明者】行本 卓生､山村 明 

【課題】植生効果を確保しつつ、施工費用の低減を図ることのできる土木用構造素材の製

造方法および土木用構造素材を提供することを目的とする。 

【解決手段】固定材１と再生コンクリート粗骨材２とを、重量比１：１５～５０で混合し

て基材を生成し、この基材に、表面に固定材が完全に覆わないよう表面加工したわら３を

容積比１％～１０％混入して固化させることを特徴とし、このわらを自然発酵させて肥料

化させて、草木の育成に供することにより、植生効果を飛躍的に高めて、道路や河川まわ

りに、動植物の保護環境を容易に形成することができる。 

 

【請求項１】 

固定材と再生コンクリート粗骨材とを、重量比１：１５～５０で混合して基材を生成し、

この基材に、表面に固定材が完全に覆わないよう表面加工したわらを容積比１％～１０％

混入して固化させることを特徴とする土木用構造素材の製造方法。 

【請求項２】 

前記固定材として、樹脂材料、天然のり、あるいは、接着剤の少なくとも一つを用いるこ

とを特徴とする請求項１に記載の土木用構造素材の製造方法。 

【請求項３】 

前記固定材としてセメントを用い、このセメントと、再生コンクリート粗骨材、および、

水を、重量比３～４：１８～２０：１で混合して基材を生成し、この基材に、表面に固定

材が完全に覆わないよう表面加工したわらを容積比１％～１０％混入して固化させること

を特徴とする請求項１に記載の土木用構造素材の製造方法。 

【請求項４】 

請求項１ないし請求項３の何れかに記載の土木用構造素材の製造方法において、現地発生

土を容積比２％～１０％混入するとともに、植生用種子を混入することを特徴とする土木

用構造素材の製造方法。 

【請求項５】 

請求項１ないし請求項４の何れかに記載の土木用構造素材の製造方法において、木片と保

水剤を容積比１％～１０％混入することを特徴とする土木用構造素材の製造方法。 

【請求項６】 

請求項１ないし請求項５の何れかに記載の製造方法によって形成された土木用構造素材。 
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【公開番号】特開平６－４６８２３【公開日】平成６年（１９９４）２月２２日 

【発明の名称】発酵食品粕から乳酸及びアミノ酸ミネラル液を製造する方法 

【国際特許分類第５版】 C12F  3/00                  

【出願番号】特願平４－２０７２４８【出願日】平成４年（１９９２）７月１０日 

【出願人】川崎重工業株式会社【住所】兵庫県神戸市中央区東川崎町３丁目１番１号 

【発明者】伊東 速水､林谷 正雄､水上 裕之､佐々木 大策 

【目的】発酵食品粕から乳酸及びアミノ酸ミネラル液を製造する方法を提供することを目

的とする。 

【構成】 発酵食品粕に糠を加え混合したものを発酵原料とし、これに乳酸発酵及びアミノ

酸発酵させた後、固液分離して乳酸及びアミノ酸ミネラル液を得る。得られたアミノ酸は、

必須アミノ酸の脱落がなく、しかも、糠のイノシトールが多量に含まれている。発酵食品

粕としては、醤油粕、ビール糖化粕、ビール酵母粕、ウィスキー発酵粕、酒粕、食酢発酵

粕等が用いられ、糠としては、米糠、コーングルテン、小麦ふすま、植物性油脂搾り粕等

が用いられる。 

【請求項１】 発酵食品製造工程から副生する粕に穀類精製時に発生する糠を加え混合した

ものを発酵原料とし、この発酵原料を乳酸発酵させた後、固液分離することを特徴とする

発酵食品粕から乳酸及びアミノ酸ミネラル液を製造する方法。 

【請求項２】 発酵食品製造工程から副生する粕に穀類精製時に発生する糠を加え混合した

ものを発酵原料とし、この発酵原料を乳酸発酵及びアミノ酸発酵させた後、固液分離する

ことを特徴とする発酵食品粕から乳酸及びアミノ酸ミネラル液を製造する方法。 

【請求項３】 発酵食品製造工程から副生する粕が、醤油粕、ビール糖化粕、ビール酵母粕、

ウィスキー発酵粕、酒粕及び食酢発酵粕からなる群より選ばれた少なくとも１種であるこ

とを特徴とする請求項１又は２記載の発酵食品粕から乳酸及びアミノ酸ミネラル液を製造

する方法。 

【請求項４】 糠が、米糠、コーングルテン、大豆粕、小麦ふすま及び植物性油脂搾り粕か

らなる群より選ばれた少なくとも１種であることを特徴とする請求項１、２又は３記載の

発酵食品粕から乳酸及びアミノ酸ミネラル液を製造する方法。 

【請求項５】 自然発酵又は人為的に乳酸菌を接種して乳酸発酵させることを特徴とする請

求項１～４のうちいずれかに記載の発酵食品粕から乳酸及びアミノ酸ミネラル液を製造す

る方法。 

【請求項６】 自然発酵又は人為的に蛋白分解能力を有する菌もしくは酵素を添加あるいは

作用させてアミノ酸発酵させることを特徴とする請求項２～４のうちいずれかに記載の発

酵食品粕から乳酸及びアミノ酸ミネラル液を製造する方法。 

【請求項７】～【請求項１０】省略 
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【要約】 

本発明は、松科植物の新芽と、水と、糖質とを混合し、自然発酵させて得られるアレルギ

ー疾患治療剤を提供する。松科植物としては松属の植物が好ましい。本発明のアレルギー

疾患治療剤は、短期間の服用で、副作用もなく、完治させることができ、アレルギー疾患、

特に喘息およびアトピー性皮膚炎の治療剤として有用である。また、本発明は、アレルギ

ー疾患治療剤から分離された酵母を提供する。 

【請求項１】 松科植物の新芽と、水と、糖質とを混合し、自然発酵させて得られるアレル

ギー疾患治療剤。 

【請求項２】 前記松科植物が松属の植物である請求項１記載のアレルギー疾患治療剤。 

【請求項３】 前記糖質が、砂糖である請求項１記載のアレルギー疾患治療剤。 

【請求項４】 前記アレルギー疾患が、喘息である請求項１に記載のアレルギー疾患治療剤。 

【請求項５】 前記アレルギー疾患が、アトピー性皮膚炎である請求項１に記載のアレルギ

ー疾患治療剤。【 請求項６】～【請求項２０】 省略 


