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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
リン酸、α−ホスホグルコムターゼ（ＥＣ
ゼ（ＥＣ

５．４．２．２）、β−ホスホグルコムター

５．４．２．６）及びそれらの補因子の存在下で、

（ｉ）糖質原料、及び該糖質原料を可逆的に加リン酸分解しα−グルコース−１−リン酸
を生じる酵素の組合せ；並びに
（ii）α−グルコシドを可逆的に加リン酸分解してβ−グルコース−１−リン酸を生じる
酵素及びその逆反応において糖アクセプターとして作用する物質の組合せを作用させるこ
とを特徴とする、α−グルコシドの製造方法。
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【請求項２】
（ｉ）の糖質原料、及び該糖質原料を可逆的に加リン酸分解しα−グルコース−１−リン
酸を生じる酵素の組合せが、スクロースとスクロースホスホリラーゼ（ＥＣ

２．４．１

．７）との組合せ、デンプン若しくはデキストリンとホスホリラーゼ（ＥＣ

２．４．１

．１）との組合せ、セロビオースとセロビオースホスホリラーゼ（ＥＣ

２．４．１．２

０）との組合せ、セロデキストリンとセロデキストリンホスホリラーゼ（ＥＣ
１．４９）及びセロビオースホスホリラーゼ（ＥＣ

２．４．

２．４．１．２０）との組合せ、ラ

ミナリオリゴ糖とラミナリビオースホスホリラーゼ（ＥＣ
しくはβ−１，３オリゴグルカンホスホリラーゼ（ＥＣ

２．４．１．３１）及び／若
２．４．１．３０）との組合せ

、ソホロオリゴ糖とソホロースホスホリラーゼ及び／若しくはβ−１，２オリゴグルカン
ホスホリラーゼとの組合せ、並びにトレハロースとトレハロースホスホリラーゼ（ＥＣ
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２．４．１．２３１）との組合せ、よりなる群から選択される１つ以上の組合せである、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
（ii）のα−グルコシドを可逆的に加リン酸分解してβ−グルコース−１−リン酸を生じ
る酵素及びその逆反応において糖アクセプターとして作用する物質の組合せが、ニゲロー
スホスホリラーゼとグルコース及び／若しくはガラクトース及び／若しくはキシロースと
の組合せ、コージビオースホスホリラーゼとグルコースとの組合せ、トレハロースホスホ
リラーゼとグルコース及び／若しくはガラクトース及び／若しくはキシロース及び／若し
くはアラビノース及び／若しくはフコースとの組合せ、グルコシル−α−１，２−グリセ
ロールホスホリラーゼとグリセロールとの組合せ、マルトースホスホリラーゼとグルコー
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ス及び／若しくはマンノース及び／若しくはキシロース及び／若しくはフコース及び／若
しくはグルコサミン及び／若しくはＮ−アセチルグルコサミンとの組合せ、よりなる群か
ら選択される１つ以上の組合せである、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、酵素法を用いてα−グルコシドを選択的に製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
日本の伝統食品である清酒や味噌、味醂に微量に含まれるニゲロオリゴ糖やコージオリ
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ゴ糖は、免疫賦活作用・腸内細菌叢改善作用・抗う蝕作用などヒトの健康保持に有益な機
能性を有することが報告されており、食品や医薬品素材としての利用が期待されている。
このように近年栄養面からだけでなく、オリゴ糖の機能性が注目されているが、その高純
度調製の困難さ・高コストが当該オリゴ糖の産業応用を妨げている。そこで現在、食品・
医薬品産業界での利用が高く見込まれる機能性ニゲロオリゴ糖やコージオリゴ糖を含む各
種α−グルコシドを選択的かつ低コストで大量製造する方法の確立が強く望まれている。
【０００３】
ニゲロオリゴ糖やコージオリゴ糖などのα−グルコシドの選択的な製造方法として、α
−グルコシドを可逆的に加リン酸分解する酵素の逆反応触媒活性を利用し、β−グルコー
ス−１−リン酸と糖アクセプターを原料としたα−グルコシドの選択的合成が可能である
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と示唆されているが（非特許文献１〜４）、β−グルコース−１−リン酸が高価であるた
め、コストの問題から実用性を欠いていた。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Ｂｅｌｏｃｏｐｉｔｏｗ

Ｅ．ａｎｄ

Ｍａｒｅｃｈａｌ

Ｌ．Ｒ．，

（１９７０）Ｂｉｏｃｈｉｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ａｃｔａ，１９８，ｐｐ．１５１−１５
４
【非特許文献２】Ｃｈａｅｎ

Ｈ．ｅｔ

ａｌ．，（１９９９）Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｇｌｙｃ

ｏｓｃｉ．，４６，ｐｐ．４２３−４２９
【非特許文献３】Ｎｉｈｉｒａ

Ｔ．
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ｅｔ

ａｌ．，（２０１２）Ａｐｐｌ．Ｍｉｃｒ

ｏｂｉｏｌ．Ｂｉｏｔｈｎｏｌ．，９３，ｐｐ．１５１３−１５２２
【非特許文献４】Ｆｉｔｔｉｎｇ

Ｃ．ａｎｄ

Ｄｏｕｄｏｒｏｆｆ

Ｍ．，（１９５２

）Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．，１９９，ｐｐ．１５３−１６３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
したがって、安価でかつ選択的にα−グルコシドを製造する汎用的方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
本発明者らは、上記課題を達成するため鋭意検討した結果、酵素法により安価な糖質原
料から選択的にα−グルコシドを生産する汎用的製造法を完成させた。
【０００７】
すなわち、本発明は以下を包含する。
【０００８】
（１）リン酸、α−ホスホグルコムターゼ（ＥＣ
コムターゼ（ＥＣ

５．４．２．２）、β−ホスホグル

５．４．２．６）及びそれらの補因子の存在下で、

（ｉ）糖質原料、及び該糖質原料を可逆的に加リン酸分解しα−グルコース−１−リン酸
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を生じる酵素の組合せ；並びに
（ii）α−グルコシドを可逆的に加リン酸分解してβ−グルコース−１−リン酸を生じる
酵素及びその逆反応において糖アクセプターとして作用する物質の組合せを作用させるこ
とを特徴とする、α−グルコシドの製造方法。
【０００９】
（２）（ｉ）の糖質原料、及び該糖質原料を可逆的に加リン酸分解しα−グルコース−
１−リン酸を生じる酵素の組合せが、スクロースとスクロースホスホリラーゼ（ＥＣ

２

．４．１．７）との組合せ、デンプン若しくはデキストリンとホスホリラーゼ（ＥＣ

２

．４．１．１）との組合せ、セロビオースとセロビオースホスホリラーゼ（ＥＣ

２．４

．１．２０）との組合せ、セロデキストリンとセロデキストリンホスホリラーゼ（ＥＣ
２．４．１．４９）及びセロビオースホスホリラーゼ（ＥＣ

２．４．１．２０）との組

合せ、ラミナリオリゴ糖とラミナリビオースホスホリラーゼ（ＥＣ
及び／若しくはβ−１，３オリゴグルカンホスホリラーゼ（ＥＣ
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２．４．１．３１）
２．４．１．３０）と

の組合せ、ソホロオリゴ糖とソホロースホスホリラーゼ及び／若しくはβ−１，２オリゴ
グルカンホスホリラーゼとの組合せ、並びにトレハロースとトレハロースホスホリラーゼ
（ＥＣ

２．４．１．２３１）との組合せ、よりなる群から選択される１つ以上の組合せ

である、上記（１）に記載の方法。
【００１０】
（３）（ii）のα−グルコシドを可逆的に加リン酸分解してβ−グルコース−１−リン
酸を生じる酵素及びその逆反応において糖アクセプターとして作用する物質の組合せが、
ニゲロースホスホリラーゼとグルコース及び／若しくはガラクトース及び／若しくはキシ
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ロースとの組合せ、コージビオースホスホリラーゼとグルコースとの組合せ、トレハロー
スホスホリラーゼとグルコース及び／若しくはガラクトース及び／若しくはキシロース及
び／若しくはアラビノース及び／若しくはフコースとの組合せ、グルコシル−α−１，２
−グリセロールホスホリラーゼとグリセロールとの組合せ、マルトースホスホリラーゼと
グルコース及び／若しくはマンノース及び／若しくはキシロース及び／若しくはフコース
及び／若しくはグルコサミン及び／若しくはＮ−アセチルグルコサミンとの組合せ、より
なる群から選択される１つ以上の組合せである、上記（１）に記載の方法。
【発明の効果】
【００１１】
本発明によれば、安価でかつ選択的にα−グルコシドを製造する汎用的方法が提供され
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る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】デンプンからのニゲロースの製造の概略図である。
【図２】デンプンからのグルコシル−α−１，３−ガラクトースの製造の概略図である。
【図３】デンプンからのコージビオースの製造の概略図である。
【図４】デンプンからのトレハロースの製造の概略図である。
【図５】デンプンからのグルコシル−α１，α１−ガラクトースの製造の概略図である。
【図６】デンプンからのグルコシル−α１，α１−キシロースの製造の概略図である。
【図７】デンプンからのグルコシル−α１，α１−Ｌ−アラビノースの製造の概略図であ
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る。
【図８】デンプンからのグルコシル−α１，α１−Ｌ−フコースの製造の概略図である。
【図９】デンプンからのマルトースの製造の概略図である。
【図１０】デンプンからのグルコシル−α１，４−マンノースの製造の概略図である。
【図１１】デンプンからのグルコシル−α１，４−キシロースの製造の概略図である。
【図１２】デンプンからのグルコシル−α１，４−Ｌ−フコースの製造の概略図である。
【図１３】スクロースからのニゲロースの製造の概略図である。
【図１４】セロビオースからのニゲロースの製造の概略図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１３】
本発明は、酵素法による、α−グルコシドの製造方法に関する。
【００１４】
本発明のα−グルコシドの製造方法は、リン酸、α−ホスホグルコムターゼ（ＥＣ
．４．２．２）、β−ホスホグルコムターゼ（ＥＣ

５

５．４．２．６）及びそれらの補因

子の存在下で、（ｉ）糖質原料、及び該糖質原料を可逆的に加リン酸分解しα−グルコー
ス−１−リン酸を生じる酵素の組合せ；並びに（ii）α−グルコシドを可逆的に加リン酸
分解してβ−グルコース−１−リン酸を生じる酵素及びその逆反応において糖アクセプタ
ーとして作用する物質の組合せを作用させるものである。
【００１５】
本発明の酵素法は、主に以下の３つの酵素反応からなる：（Ａ）糖質原料の加リン酸分
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解反応；（Ｂ）α−グルコース−１−リン酸のβ−グルコース−１−リン酸への変換反応
、（Ｃ）糖アクセプターからのα−グルコシドの合成反応。
【００１６】
（Ａ）の糖質原料の加リン酸分解反応は、糖質原料と該糖質原料を加リン酸分解してα
−グルコース−１−リン酸を生じる酵素（Ｇ１Ｐ生成酵素）との組合せが、リン酸の存在
下で反応して、α−グルコース−１−リン酸及び還元末糖が生じる反応である。
【００１７】
糖質原料とＧ１Ｐ生成酵素の組合せは、これに限定されるものではないが、スクロース
とスクロースホスホリラーゼとの組合せ、デンプン若しくはデキストリンとホスホリラー
ゼとの組合せ、セロビオースとセロビオースホスホリラーゼとの組合せ、セロデキストリ

30

ンとセロデキストリンホスホリラーゼ及びセロビオースホスホリラーゼとの組合せ、ラミ
ナリオリゴ糖とラミナリビオースホスホリラーゼ及び／若しくはβ−１，３オリゴグルカ
ンホスホリラーゼとの組合せ、ソホロオリゴ糖とソホロースホスホリラーゼ及び／若しく
はβ−１，２オリゴグルカンホスホリラーゼとの組合せ、トレハロースとトレハロースホ
スホリラーゼとの組合せ、のいずれか一つ、あるいはそれらの組合せを含む。より好まし
い組合せは、スクロースとスクロースホスホリラーゼとの組合せ、セロビオースとセロビ
オースホスホリラーゼとの組合せ、セロデキストリンとセロデキストリンホスホリラーゼ
及びセロビオースホスホリラーゼとの組合せ、デンプン又はデキストリンとホスホリラー
ゼとの組合せ、のいずれ一つ、あるいはそれらの組合せである。
【００１８】
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糖質原料の使用濃度は、特に限定されるものではないが、好ましくは１〜１０００ｇ／
Ｌであり、より好ましくは１０〜１０００ｇ／Ｌである。
【００１９】
Ｇ１Ｐ生成酵素は、いかなる起源の酵素を用いることも可能であり、その使用形態は特
に限定されるものではなく、菌体抽出液、精製酵素、固定化酵素など種々のものを利用す
ることができる。その使用量も特に限定されないが、例えば糖質原料１ｇあたり０．１〜
１０００ｍｇのＧ１Ｐ生成酵素を使用することができる。
【００２０】
また、この反応に関わるリン酸は、いかなる起源のものであっても良い。反応系に加え
るリン酸濃度は特に限定されるものではないが、好ましくは０．１〜１０００ｍＭ、より
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好ましくは１〜１００ｍＭである。
【００２１】
上記（Ｂ）のα−グルコース−１−リン酸のβ−グルコース−１−リン酸への変換反応
は、α−ホスホグルコムターゼ、β−ホスホグルコムターゼ及びそれらの補因子の組合せ
によって、上記（１）の糖質原料の加リン酸分解反応で生じたα−グルコース−１−リン
酸をグルコース６−リン酸に、グルコース−６−リン酸をβ−グルコース−１−リン酸へ
変換する反応である。
【００２２】
これらの酵素は、特定のものに限定されるものではなく、いかなる起源の酵素を用いる
ことも可能である。これらの酵素の使用形態は特に限定されるものではなく、菌体抽出液
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、精製酵素、固定化酵素など種々のものを利用することができる。その使用量も特に限定
されないが、例えば糖質原料１ｇあたり０．１〜１０００ｍｇの酵素を使用することがで
きる。また、補因子としては、塩化マグネシウム、グルコース−１，６−ビスリン酸など
が用いられる。補因子の使用濃度は、特に限定されるものではないが、好ましくは０．０
０１〜１００ｍＭ、より好ましくは０．０１〜１００ｍＭである。
【００２３】
上記（Ｃ）の糖アクセプターからのα−グルコシドの合成反応は、α−グルコシドを可
逆的に加リン酸分解してβ−グルコース−１−リン酸を生じる酵素（α−グルコシドホス
ホリラーゼ）の存在下で、糖アクセプターを出発原料として、上記（Ｂ）のα−グルコー
ス−１−リン酸のβ−グルコース−１−リン酸への変換反応によって生じたβ−グルコー
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ス−１−リン酸からα−グルコシドを合成する反応である。
【００２４】
α−グルコシドホスホリラーゼと糖アクセプターの組合せは、これに限定されるもので
はないが、ニゲロースホスホリラーゼとグルコース及び／若しくはガラクトース及び／若
しくはキシロースとの組合せ、コージビオースホスホリラーゼとグルコースとの組合せ、
トレハロースホスホリラーゼとグルコース及び／若しくはガラクトース及び／若しくはキ
シロース及び／若しくはアラビノース及び／若しくはフコースとの組合せ、グルコシル−
α−１，２−グリセロールホスホリラーゼとグリセロールとの組合せ、マルトースホスホ
リラーゼとグルコース及び／若しくはマンノース及び／若しくはキシロース及び／若しく
はフコース及び／若しくはグルコサミン及び／若しくはＮ−アセチルグルコサミンとの組
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合せ、のいずれか一つ、あるいはそれらの組合せである。
【００２５】
α−グルコシドホスホリラーゼは、いかなる起源の酵素を用いることも可能であり、そ
の使用形態は特に限定されるものではなく、菌体抽出液、精製酵素、固定化酵素など種々
のものを利用することができる。その使用量も特に限定されないが、例えば糖質原料１ｇ
あたり０．１〜１０００ｍｇのα−グルコシドホスホリラーゼを使用することができる。
【００２６】
糖アクセプターの濃度は、特に限定されないが、好ましくは１０ｍＭ〜２Ｍ、より好ま
しくは１００ｍＭ〜１Ｍである。
【００２７】

40

上述した本発明において用いられる酵素は、任意の起源のものでよく、例えば細菌等の
原核生物、酵母、菌類、動物等の真核生物由来のものであってもよく、組換え酵素であっ
てもよい。また、上述した酵素は、市販のものを使用することができるほか、当業者に周
知の方法、例えば天然からの精製や遺伝子組換え法によって取得することができる。
【００２８】
例えば、上述した酵素は、文献に記載されている該酵素遺伝子の塩基配列、若しくは公
知の核酸又はタンパク質配列データベースに登録されている該酵素遺伝子の塩基配列を基
に作製したプライマーを用いたＰＣＲによって、適当なライブラリー中の該酵素遺伝子に
対応するｍＲＮＡから作製したｃＤＮＡを増幅した後に、該ｃＤＮＡを市販の遺伝子発現
ベクターに組込み、該発現ベクターで大腸菌等の菌体を形質転換することによって、菌体
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中で生成される。生成された酵素は、硫安分画等の粗分画又は各種のカラムクロマトグラ
フィーなど、当業者に周知のタンパク質精製法によって精製できる。また、酵素をＧＳＴ
やＨｉｓ−ｔａｇとの融合タンパク質として発現させることにより、その後の精製を容易
にすることができる。
【００２９】
また、上述した酵素は、上記の原核生物細胞又は真核生物細胞から直接精製してもよい
。細胞破壊液を調製し、遠心分離、硫安分画、透析、各種クロマトグラフィー（例えばゲ
ル濾過クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、疎水性相互作用クロマトグ
ラフィー、アフィニティクロマトグラフィーなど）、電気泳動、限外ろ過、結晶化などの
酵素精製のための一般的な技術を適宜組合せて、目的の酵素を精製することができる。本

10

発明において使用可能な酵素の形態は、精製酵素の他に、粗製酵素（例えば菌体抽出液、
凍結乾燥体など）でもよい。粗製酵素を使用する場合には、上記反応を妨害する因子を含
むべきではない。
【００３０】
反応形態は、特に限定されるものではないが、通常は水溶液又は緩衝液中で行われる。
反応液のｐＨは、好ましくは５〜９である。反応温度は、特に限定されるものではないが
、好ましくは５℃〜８０℃、より好ましくは２０℃〜８０℃である。また、反応時間は、
特に限定されるものではないが、０．１〜３０００時間であることが好ましい。
【００３１】
本発明の一つの利点は、上記全ての酵素反応を、一容器中で又はバイオリアクターを用

20

いて簡便かつ容易に実施できる点にある。
【００３２】
本発明により得られるα−グルコシドは、任意の方法で精製することができる。例えば
、本発明により得られるα−グルコシドは、カラムクロマトグラフィーや結晶化により単
離することが可能である。カラムクロマトグラフィーとしては、これに限定されるもので
はないが、サイズ排除クロマトグラフィー、シリカゲルカラムクロマトグラフィー、イオ
ン交換クロマトグラフィー、限外濾過膜分離、逆浸透膜分離が含まれる。結晶化方法とし
ては、これに限定されるものではないが、濃縮、温度低下、溶媒添加（エタノール、メタ
ノール、アセトンなど）が含まれる。
30

【００３３】
なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の思想を逸脱しない範
囲で種々の変形実施が可能である。
【００３４】
次に、本発明を実施例により詳しく説明するが、本発明はこれらにより限定されるもの
ではない。
【実施例１】
【００３５】
デンプンを糖質原料としてニゲロース（グルコシル−α−１，３−グルコース）への変
換反応を行った。反応液量は１ｍＬとし、終濃度１００ｍｇ／ｍＬ
グルコース、１０ｍＭ
Ｈ７．０）、５９μＭ

塩化マグネシウム、７５ｍＭ

デンプン、０．５Ｍ

リン酸−ナトリウム緩衝液（ｐ

40

グルコース−１，６−ビスリン酸からなる基質溶液を調製し、そ

こにホスホリラーゼ、ニゲロースホスホリラーゼ、α−ホスホグルコムターゼ、β−ホス
ホグルコムターゼ、イソアミラーゼを１ミリリットル当たり０．９６ｍｇ、０．０２ｍｇ
、０．００８５ｍｇ、０．２１ｍｇ、０．３３μｇ加え、３０℃で２１６時間反応を行っ
た。反応を０．１５ｍＬの６Ｎ

塩酸を添加することで反応を停止し、反応液のｐＨを７

．０に調整後、グルコアミラーゼ処理を行うことにより残存デンプンを分解した。反応液
をＴＯＹＯＰＥＡＲＬ

ＨＷ−４０Ｓカラムに供し、ゲル濾過によりニゲロース画分を単

離、回収した。回収した画分をエバポレーターで濃縮し、凍結乾燥によりニゲロース標品
２７ｍｇを得た。（図１）
【実施例２】
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【００３６】
デンプンを糖質原料としてグルコシル−α−１，３−ガラクトースへの変換反応を行っ
た。反応液量は１ｍＬとし、終濃度１００ｍｇ／ｍＬ
ス、１０ｍＭ
、５９μＭ

塩化マグネシウム、５０ｍＭ

デンプン、０．５Ｍ

ガラクトー

リン酸−ナトリウム緩衝液（ｐＨ７．０）

グルコース−１，６−ビスリン酸からなる基質溶液を調製し、そこにホスホ

リラーゼ、ニゲロースホスホリラーゼ、α−ホスホグルコムターゼ、β−ホスホグルコム
ターゼ、イソアミラーゼを１ミリリットル当たり０．９６ｍｇ、０．０２ｍｇ、０．００
８５ｍｇ、０．２１ｍｇ、０．３３μｇ加え、３０℃で１６８時間反応を行った。反応を
０．１５ｍＬの６Ｎ

塩酸を添加することで反応を停止し、反応液のｐＨを７．０に調整

後、グルコアミラーゼ処理を行うことにより残存デンプンを分解した。反応液をＴＯＹＯ
ＰＥＡＲＬ

10

ＨＷ−４０Ｓカラムに供し、ゲル濾過によりニゲロース画分を単離、回収し

た。回収した画分をエバポレーターで濃縮し、凍結乾燥によりニゲロース標品３３ｍｇを
得た。（図２）
【実施例３】
【００３７】
デンプンを糖質原料としてコージビオース（グルコシル−α−１，２−グルコース）へ
の変換反応を行った。反応液量は１ｍＬとし、終濃度５０ｍｇ／ｍＬ
グルコース、１０ｍＭ
７．０）、５９μＭ

塩化マグネシウム、２５ｍＭ

デンプン、１Ｍ

リン酸−ナトリウム緩衝液（ｐＨ

グルコース−１，６−ビスリン酸からなる基質溶液を調製し、そこ

にホスホリラーゼ、コージビオースホスホリラーゼ、α−ホスホグルコムターゼ、β−ホ

20

スホグルコムターゼ、イソアミラーゼを１ミリリットル当たり０．９６ｍｇ、０．２７ｍ
ｇ、０．００８５ｍｇ、０．２１ｍｇ、０．３３μｇ加え、３０℃で２４０時間反応を行
った。反応を０．１５ｍＬの６Ｎ

塩酸を添加することで反応を停止し、反応液のｐＨを

７．０に調整後、グルコアミラーゼ処理を行うことにより残存デンプンを分解した。反応
液をＴＯＹＯＰＥＡＲＬ

ＨＷ−４０Ｓカラムに供し、ゲル濾過によりコージビオース画

分を単離、回収した。回収した画分をエバポレーターで濃縮し、凍結乾燥によりコージビ
オース標品１２ｍｇを得た。（図３）
【実施例４】
【００３８】
デンプンを糖質原料としてトレハロース（グルコシル−α１，α１−グルコース）への
変換反応を行った。反応液量は１ｍＬとし、終濃度５０ｍｇ／ｍＬ

デンプン、１Ｍ

30

グ

ルコース、１０ｍＭ

塩化マグネシウム、１００ｍＭ

リン酸−ナトリウム緩衝液（ｐＨ

７．０）、５９μＭ

グルコース−１，６−ビスリン酸からなる基質溶液を調製し、そこ

にホスホリラーゼ、トレハロースホスホリラーゼ、α−ホスホグルコムターゼ、β−ホス
ホグルコムターゼ、イソアミラーゼを１ミリリットル当たり０．９６ｍｇ、０．２１ｍｇ
、０．００８５ｍｇ、０．２０８ｍｇ、０．３３μｇ加え、３０℃で２４０時間反応を行
った。反応を０．１５ｍＬの６Ｎ

塩酸を添加することで反応を停止し、反応液のｐＨを

７．０に調整後、有機溶媒沈殿および遠心分離処理を行うことにより残存デンプンを除去
した。反応液をＴＯＹＯＰＥＡＲＬ

ＨＷ−４０Ｓカラムに供し、ゲル濾過によりトレハ

ロース画分を単離、回収した。回収した画分をエバポレーターで濃縮し、凍結乾燥により

40

トレハロース標品１８ｍｇを得た。（図４）
【実施例５】
【００３９】
デンプンを糖質原料としてグルコシル−α１，α１−ガラクトースへの変換反応を行っ
た。反応液量は１ｍＬとし、終濃度５０ｍｇ／ｍＬ

デンプン、０．５Ｍ

ガラクトース

、１０ｍＭ

塩化マグネシウム、１００ｍＭ

リン酸−ナトリウム緩衝液（ｐＨ７．０）

、５９μＭ

グルコース−１，６−ビスリン酸からなる基質溶液を調製し、そこにホスホ

リラーゼ、トレハロースホスホリラーゼ、α−ホスホグルコムターゼ、β−ホスホグルコ
ムターゼ、イソアミラーゼを１ミリリットル当たり０．９６ｍｇ、０．２１ｍｇ、０．０
０８５ｍｇ、０．２０８ｍｇ、０．３３μｇ加え、３０℃で２６４時間反応を行った。反
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塩酸を添加することで反応を停止し、反応液のｐＨを７．０に

調整後、グルコアミラーゼ処理を行うことにより残存デンプンを除去した。反応液をＴＯ
ＹＯＰＥＡＲＬ

ＨＷ−４０Ｓカラムに供し、ゲル濾過によりトレハロース画分を単離、

回収した。回収した画分をエバポレーターで濃縮し、凍結乾燥によりグルコシル−α１，
α１−ガラクトース標品３４ｍｇを得た。（図５）
【実施例６】
【００４０】
デンプンを糖質原料としてグルコシル−α１，α１−キシロースへの変換反応を行った
。反応液量は１ｍＬとし、終濃度５０ｍｇ／ｍＬ

デンプン、０．５Ｍ

キシロース、１

０ｍＭ

塩化マグネシウム、１００ｍＭ

リン酸−ナトリウム緩衝液（ｐＨ７．０）、５

９μＭ

グルコース−１，６−ビスリン酸からなる基質溶液を調製し、そこにホスホリラ

10

ーゼ、トレハロースホスホリラーゼ、α−ホスホグルコムターゼ、β−ホスホグルコムタ
ーゼ、イソアミラーゼを１ミリリットル当たり０．９６ｍｇ、０．２１ｍｇ、０．００８
５ｍｇ、０．２０８ｍｇ、０．３３μｇ加え、３０℃で２１６時間反応を行った。反応を
０．１５ｍＬの６Ｎ

塩酸を添加することで反応を停止し、反応液のｐＨを７．０に調整

後、グルコアミラーゼ処理を行うことにより残存デンプンを除去した。反応液をＴＯＹＯ
ＰＥＡＲＬ

ＨＷ−４０Ｓカラムに供し、ゲル濾過によりトレハロース画分を単離、回収

した。回収した画分をエバポレーターで濃縮し、凍結乾燥によりグルコシル−α１，α１
−キシロース標品３７ｍｇを得た。（図６）
20

【実施例７】
【００４１】
デンプンを糖質原料としてグルコシル−α１，α１−L−アラビノースへの変換反応を
行った。反応液量は１ｍＬとし、終濃度５０ｍｇ／ｍＬ

デンプン、０．５Ｍ

L−アラ

ビノース、１０ｍＭ

塩化マグネシウム、１００ｍＭ

７．０）、５９μＭ

グルコース−１，６−ビスリン酸からなる基質溶液を調製し、そこ

リン酸−ナトリウム緩衝液（ｐＨ

にホスホリラーゼ、トレハロースホスホリラーゼ、α−ホスホグルコムターゼ、β−ホス
ホグルコムターゼ、イソアミラーゼを１ミリリットル当たり０．９６ｍｇ、０．２１ｍｇ
、０．００８５ｍｇ、０．２０８ｍｇ、０．３３μｇ加え、３０℃で１２０時間反応を行
った。反応を０．１５ｍＬの６Ｎ

塩酸を添加することで反応を停止し、反応液のｐＨを

７．０に調整後、グルコアミラーゼ処理を行うことにより残存デンプンを除去した。反応
液をＴＯＹＯＰＥＡＲＬ

30

ＨＷ−４０Ｓカラムに供し、ゲル濾過によりトレハロース画分

を単離、回収した。回収した画分をエバポレーターで濃縮し、凍結乾燥によりグルコシル
−α１，α１−L−アラビノース標品３８ｍｇを得た。（図７）
【実施例８】
【００４２】
デンプンを糖質原料としてグルコシル−α１，α１−L−フコースへの変換反応を行っ
た。反応液量は１ｍＬとし、終濃度５０ｍｇ／ｍＬ

デンプン、０．５Ｍ

L−フコース

、１０ｍＭ

塩化マグネシウム、１００ｍＭ

、５９μＭ

グルコース−１，６−ビスリン酸からなる基質溶液を調製し、そこにホスホ

リン酸−ナトリウム緩衝液（ｐＨ７．０）

リラーゼ、トレハロースホスホリラーゼ、α−ホスホグルコムターゼ、β−ホスホグルコ

40

ムターゼ、イソアミラーゼを１ミリリットル当たり０．９６ｍｇ、０．２１ｍｇ、０．０
０８５ｍｇ、０．２０８ｍｇ、０．３３μｇ加え、３０℃で７２時間反応を行った。反応
を０．１５ｍＬの６Ｎ

塩酸を添加することで反応を停止し、反応液のｐＨを７．０に調

整後、グルコアミラーゼ処理を行うことにより残存デンプンを除去した。反応液をＴＯＹ
ＯＰＥＡＲＬ

ＨＷ−４０Ｓカラムに供し、ゲル濾過によりトレハロース画分を単離、回

収した。回収した画分をエバポレーターで濃縮し、凍結乾燥によりグルコシル−α１，α
１−L−フコース標品２１ｍｇを得た。（図８）
【実施例９】
【００４３】
デンプンを糖質原料としてマルトース（グルコシル−α−１，４−グルコース）への変
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換反応を行った。反応液量は１ｍＬとし、終濃度５０ｍｇ／ｍＬ

デンプン、１Ｍ

グル

コース、１０ｍＭ

塩化マグネシウム、１００ｍＭ

．０）、５９μＭ

グルコース−１，６−ビスリン酸からなる基質溶液を調製し、そこに

リン酸−ナトリウム緩衝液（ｐＨ６

ホスホリラーゼ、マルトースホスホリラーゼ、α−ホスホグルコムターゼ、β−ホスホグ
ルコムターゼ、イソアミラーゼを１ミリリットル当たり０．９６ｍｇ、０．１３ｍｇ、０
．００８５ｍｇ、０．２１ｍｇ、０．３３μｇ加え、３０℃で２４０時間反応を行った。
反応を０．１５ｍＬの６Ｎ

塩酸を添加することで反応を停止し、反応液のｐＨを７．０

に調整後、有機溶媒沈殿および遠心分離処理を行うことにより残存デンプンを除去した。
反応液をＴＯＹＯＰＥＡＲＬ

ＨＷ−４０Ｓカラムに供し、ゲル濾過によりマルトース画

分を単離、回収した。回収した画分をエバポレーターで濃縮し、凍結乾燥によりマルトー

10

ス標品９ｍｇを得た。（図９）
【実施例１０】
【００４４】
デンプンを糖質原料としてグルコシル−α−１，４−マンノースへの変換反応を行った
。反応液量は１ｍＬとし、終濃度５０ｍｇ／ｍＬ

デンプン、０．５Ｍ

マンノース、１

０ｍＭ

塩化マグネシウム、１００ｍＭ

９μＭ

グルコース−１，６−ビスリン酸からなる基質溶液を調製し、そこにホスホリラ

リン酸−ナトリウム緩衝液（ｐＨ６．０）、５

ーゼ、マルトースホスホリラーゼ、α−ホスホグルコムターゼ、β−ホスホグルコムター
ゼ、イソアミラーゼを１ミリリットル当たり０．９６ｍｇ、０．１３ｍｇ、０．００８５
ｍｇ、０．２１ｍｇ、０．３３μｇ加え、３０℃で２１６時間反応を行った。反応を０．
１５ｍＬの６Ｎ

20

塩酸を添加することで反応を停止し、反応液のｐＨを７．０に調整後、

グルコアミラーゼ処理を行うことにより残存デンプンを除去した。反応液をＴＯＹＯＰＥ
ＡＲＬ

ＨＷ−４０Ｓカラムに供し、ゲル濾過によりマルトース画分を単離、回収した。

回収した画分をエバポレーターで濃縮し、凍結乾燥によりグルコシル−α−１，４−マン
ノース標品４４ｍｇを得た。（図１０）
【実施例１１】
【００４５】
デンプンを糖質原料としてグルコシル−α−１，４−キシロースへの変換反応を行った
。反応液量は１ｍＬとし、終濃度５０ｍｇ／ｍＬ

デンプン、０．５Ｍ

キシロース、１

０ｍＭ

塩化マグネシウム、１００ｍＭ

リン酸−ナトリウム緩衝液（ｐＨ６．０）、５

９μＭ

グルコース−１，６−ビスリン酸からなる基質溶液を調製し、そこにホスホリラ

30

ーゼ、マルトースホスホリラーゼ、α−ホスホグルコムターゼ、β−ホスホグルコムター
ゼ、イソアミラーゼを１ミリリットル当たり０．９６ｍｇ、０．１３ｍｇ、０．００８５
ｍｇ、０．２１ｍｇ、０．３３μｇ加え、３０℃で７２時間反応を行った。反応を０．１
５ｍＬの６Ｎ

塩酸を添加することで反応を停止し、反応液のｐＨを７．０に調整後、有

機溶媒沈殿および遠心分離処理を行うことにより残存デンプンを除去した。反応液をＴＯ
ＹＯＰＥＡＲＬ

ＨＷ−４０Ｓカラムに供し、ゲル濾過によりマルトース画分を単離、回

収した。回収した画分をエバポレーターで濃縮し、凍結乾燥によりグルコシル−α−１，
４−キシロース標品２３ｍｇを得た。（図１１）
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【実施例１２】
【００４６】
デンプンを糖質原料としてグルコシル−α−１，４−L−フコースへの変換反応を行っ
た。反応液量は１ｍＬとし、終濃度５０ｍｇ／ｍＬ

デンプン、０．５Ｍ

L−フコース

、１０ｍＭ

塩化マグネシウム、１００ｍＭ

、５９μＭ

グルコース−１，６−ビスリン酸からなる基質溶液を調製し、そこにホスホ

リン酸−ナトリウム緩衝液（ｐＨ６．０）

リラーゼ、マルトースホスホリラーゼ、α−ホスホグルコムターゼ、β−ホスホグルコム
ターゼ、イソアミラーゼを１ミリリットル当たり０．９６ｍｇ、０．１３ｍｇ、０．００
８５ｍｇ、０．２１ｍｇ、０．３３μｇ加え、３０℃で２４時間反応を行った。反応を０
．１５ｍＬの６Ｎ

塩酸を添加することで反応を停止し、反応液のｐＨを７．０に調整後

、グルコアミラーゼ処理を行うことにより残存デンプンを除去した。反応液をＴＯＹＯＰ
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ＨＷ−４０Ｓカラムに供し、ゲル濾過によりマルトース画分を単離、回収した

。回収した画分をエバポレーターで濃縮し、凍結乾燥によりグルコシル−α−１，４−L
−フコース標品１１ｍｇを得た。（図１２）
【実施例１３】
【００４７】
スクロースを糖質原料としてニゲロースへの変換反応を行った。反応液量は１ｍＬとし
、終濃度０．５Ｍ

スクロース、１０ｍＭ

リウム緩衝液（ｐＨ７．０）、５９μＭ

塩化マグネシウム、２５ｍＭ

リン酸−ナト

グルコース−１，６−ビスリン酸からなる基質

溶液を調製し、そこにスクロースホスホリラーゼ、ニゲロースホスホリラーゼ、α−ホス
ホグルコムターゼ、β−ホスホグルコムターゼ、キシロースイソメラーゼを１ミリリット

10

ル当たり０．０３３ｍｇ、０．０２ｍｇ、０．００８５ｍｇ、０．２１ｍｇ、０．３３ｍ
ｇ加え、３０℃で２１６時間反応を行った。反応を０．１５ｍＬの６Ｎ

塩酸を添加する

ことで反応を停止し、反応液のｐＨを４．５に調整後、インベルターゼ処理を行うことに
より残存スクロースを分解した。反応液をＴＯＹＯＰＥＡＲＬ

ＨＷ−４０Ｓカラムに供

し、ゲル濾過によりニゲロース画分を単離、回収した。回収した画分をエバポレーターで
濃縮し、凍結乾燥によりニゲロース標品７９ｍｇを得た。（図１３）
【実施例１４】
【００４８】
セロビオースを糖質原料としてニゲロースへの変換反応を行った。反応液量は１ｍＬと
し、終濃度０．２５Ｍ

セロビオース、１０ｍＭ

−ナトリウム緩衝液（ｐＨ７．０）、５９μＭ

塩化マグネシウム、２５ｍＭ

リン酸

20

グルコース−１，６−ビスリン酸からな

る基質溶液を調製し、そこにセロビオースホスホリラーゼ、ニゲロースホスホリラーゼ、
α−ホスホグルコムターゼ、β−ホスホグルコムターゼを１ミリリットル当たり２．３ｍ
ｇ、０．０２ｍｇ、０．００８５ｍｇ、０．２１ｍｇ加え、３０℃で２１６時間反応を行
った。反応を０．１５ｍＬの６Ｎ

塩酸を添加することで反応を停止し、反応液のｐＨを

５．０に調整後、β−グルコシダーゼ処理を行うことにより残存セロビオースを分解した
。反応液をＴＯＹＯＰＥＡＲＬ

ＨＷ−４０Ｓカラムに供し、ゲル濾過によりニゲロース

画分を単離、回収した。回収した画分をエバポレーターで濃縮し、凍結乾燥によりニゲロ
ース標品２６ｍｇを得た。（図１４）
【産業上の利用可能性】
【００４９】
本発明は、食品・医薬品・研究試薬産業で利用できる。
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