(57)【特許請求の範囲】

及び／またはグルコース−１−リン酸の存在下、スクロ

【請求項１】

スクロースと糖類に、リン酸及び／また

ースホスホリラーゼとセロビオースホスホリラーゼを作

はグルコース−１−リン酸の存在下、スクロースホスホ

用させることを特徴とするヘテロオリゴ糖の製造方法に

リラーゼとセロビオースホスホリラーゼを作用させるこ

関する。

とを特徴とするヘテロオリゴ糖の製造方法。

【０００２】

【請求項２】

糖類が、キシロース, マンノース, ２−

【従来の技術】ヘテロオリゴ糖は、２種類以上の糖が結

デオキシグルコース, ６−デオキシグルコース, グルコ

合してできるオリゴ糖であり、種々の生理活性が期待さ

サミン, マンノサミン, フコース, アラビノース, アル

れるものである。ヘテロオリゴ糖の製造方法としては、

トロース, グルクロナミド, イソマルトース, ゲンチオ

セロビオースホスホリラーゼの逆反応を利用して、グル

ビオース及びメリビオースの中から選ばれたものである

コース−１−リン酸と糖類から製造する方法が知られて

請求項１記載の方法。
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【発明の実施の形態】本発明は、ヘテロオリゴ糖を製造

９９５年、特許第１８０６５８４号）。セロビオースホ

するにあたり、スクロースと糖類に、リン酸及び／また

スホリラーゼは、本来セロビオースをグルコース−１−

はグルコース−１−リン酸の存在下、スクロースホスホ

リン酸とグルコースとに加リン酸分解する酵素である

リラーゼとセロビオースホスホリラーゼを作用させるも

が、その反応は可逆的である。このうち逆反応において

のである。本発明で原料として使用するスクロースは、

は、アクセプター側の基質特異性が厳密ではないため、

その由来に制限はなく、天然に存在するものであって

このことを利用し、グルコース−１−リン酸と種々の糖

も、化学的に合成されたものでもよい。具体的には、砂

類から様々な種類のヘテロオリゴ糖が合成されている。

糖,糖蜜, サトウキビの絞り汁やビートの絞り汁など様

【０００３】

々な形態のものを単独で、あるいは組み合わせて用いる

【発明が解決しようとする課題】上記したセロビオース

ことができる。反応系におけるスクロースの濃度につい

ホスホリラーゼの逆反応等を利用した従来のヘテロオリ

ては、特に限定はないが、通常下限は１ｍＭ、好ましく

ゴ糖の製造方法においては、原料または反応中間産物と

は１０ｍＭであり、上限は好ましくは３Ｍである。

してグルコース−１−リン酸が用いられている。しかし

【０００７】また、一方の原料である糖類についても特

ながら、グルコース−１−リン酸は高価な原料であるた

に制限はないが、好ましくはキシロース, マンノース,

め、これを用いて製造されるヘテロオリゴ糖は必然的に

２−デオキシグルコース, ６−デオキシグルコース, グ

高価になる。また、反応時に等モルのリン酸を副生する

ルコサミン, マンノサミン, フコース, アラビノース,

ため、反応終了後に除去する必要を生じる。この反応中

アルトロース, グルクロナミド, イソマルトース, ゲン

では、グルコース−１−リン酸やリン酸のイオン価数が

チオビオースやメリビオースを用いる。これら糖類の濃

変化（グルコース−１−リン酸＝２，リン酸＝３）する

度についても、特に限定はない。通常、糖類の濃度の下

ため、ｐＨの大幅な低下が見られる。このため、アルカ

限は１ｍＭ、好ましくは１０ｍＭであり、上限は好まし

リなどの添加あるいは高濃度の緩衝液を使用することに

くは３Ｍである。

より反応液のｐＨを維持する操作等が必要であり、簡便

【０００８】本発明においては、原料として用いる糖類

な製造方法とは言い難いものであった。さらに、ヘテロ

に対応して特定のヘテロオリゴ糖が製造される。糖類と

オリゴ糖の収率は約６０％が限界であり、実用化するた

して、例えばキシロース, マンノース, ２−デオキシグ

めには問題である。

ルコース, ６−デオキシグルコース, グルコサミン, マ

【０００４】

ンノサミン, フコース, アラビノース, アルトロース,

【課題を解決するための手段】そこで、本発明の目的は

グルクロナミド, イソマルトース, ゲンチオビオース及

上記の課題を解決し、より簡便で、かつ安価にヘテロオ

びメリビオースを用いた場合には、それぞれβ１−グル

リゴ糖を製造する方法を提供することである。本発明者

コシル→４−キシロース, β１−グルコシル→４−マン

らは、上記の課題を解決する方法を精力的に検討した結

ノース, β１−グルコシル→４−２−デオキシグルコー

果、本発明を完成するに至った。すなわち、原料として

ス, β１−グルコシル→４−６−デオキシグルコース,

安価で、かつ入手が容易なスクロースを用いることによ

β１−グルコシル→４−グルコサミン, β１−グルコシ

り、原料コストの問題を解決し、さらに反応時に等モル

ル→４−マンノサミン, β１−グルコシル→４−フコー

のリン酸の副生がなく、反応中のｐＨ変動もさほど大き

ス, β１−グルコシル→４−アラビノース, β１−グル

くないため、反応液のｐＨ維持の操作も容易であるヘテ

コシル→４−アルトロース, β１−グルコシル→４−グ

ロオリゴ糖の製造方法を開発した。しかも、本発明の方

ルクロナミド, β１−グルコシル→４−イソマルトー

法によれば、従来法よりも高い収率で目的とするヘテロ

ス, β１−グルコシル→４−ゲンチオビオース, β１−

オリゴ糖が得られることを見出した。

グルコシル→４−メリビオースが製造される。

【０００５】請求項１記載の本発明は、スクロースと糖

【０００９】本発明の酵素反応において、触媒として反

類に、リン酸及び／またはグルコース−１−リン酸の存

応系に存在させるリン酸とグルコース−１−リン酸は、

在下、スクロースホスホリラーゼとセロビオースホスホ

いずれか一方を用いてもよく、両者を併用してもよい

リラーゼを作用させることを特徴とするヘテロオリゴ糖

が、好ましくはリン酸を単独で使用する。リン酸として

の製造方法である。請求項２記載の本発明は、糖類が、

は、任意のものが使用でき、例えばオルトリン酸やリン

キシロース, マンノース, ２−デオキシグルコース, ６

酸二ナトリウムなどのリン酸塩を単独で、もしくは２種

−デオキシグルコース, グルコサミン, マンノサミン,

類以上を組み合わせて用いることができる。反応液中の

フコース,アラビノース, アルトロース, グルクロナミ

リン酸やグルコース−１−リン酸の濃度は特に限定され

ド, イソマルトース, ゲンチオビオース及びメリビオー

るものではないが、０．００１ｍＭ以上１Ｍ以下、好ま

スの中から選ばれたものである請求項1 記載の方法であ

しくは０．０１ｍＭ以上５００ｍＭ以下、より好ましく
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は０．１ｍＭ以上２００ｍＭ以下である。

し支えないが、通常は酵素以外のものを溶解した反応液

【００１０】次に、本発明の方法に用いる酵素であるス

に酵素を加えることにより、反応を開始する。該反応液

クロースホスホリラーゼとしては、いかなる起源のもの

を上記酵素が失活しない程度の温度範囲に維持し、酵素

を用いることも可能である。例えば、ロイコノストク・

反応う行う。反応温度は、著しく酵素活性が低下しない

メセンテロイデス(Leuconostoc mesenteroides) 、シュ

限り特に限定されないが、通常０℃以上１００℃以下、

ードモナス・サッカロフィラ(Pseudomonas saccharophi

好ましくは１０℃以上６０℃以下である。また、反応液

la) 等の微生物由来のスクロースホスホリラーゼが好適

のｐＨについても酵素活性が失活しない範囲内であれば

である。スクロースホスホリラーゼの形態は特に限定さ

よく、特に反応中に制御する必要はなく、通常ｐＨ３〜

れるものではなく、精製酵素の他にも、粗酵素、酵素含

１０、好ましくはｐＨ５〜９の範囲で行う。

有菌体、固定化酵素、遺伝子組み換え酵素などいかなる

【００１４】反応時間についても特に限定されないが、

形態のものでも用いることができる。スクロースホスホ

目的とするヘテロオリゴ糖の収率等が最大になったとこ

リラーゼの使用量は特に限定されるものではないが、好

ろで終了すればよく、通常は１分〜数百時間の範囲で原

ましくは反応液１ｍｌあたり０．０００１単位以上１０

料となるスクロース等の濃度及び酵素濃度を考慮して適

００単位以下であり、より好ましくは反応液１ｍｌあた

宜決定すればよい。酵素反応終了後、必要に応じてヘテ

り０．００１単位以上１００単位以下である。なお、ス

ロオリゴ糖を既知の方法により分離することができる。

クロースホスホリラーゼ１単位とは、３７℃、ｐＨ７に

上記した方法では、反応液中に酵素が含まれるため、通

おいて１００ｍＭスクロース、５０ｍＭリン酸から毎分

常は初めに反応液を加熱して酵素を失活させ、その後適

１マイクロモルのグルコース−１−リン酸を生成する酵

宜の分離手段によりヘテロオリゴ糖を分離する。この

素量と定義する。

際、反応液中に残存しているスクロース等が分離に障害

【００１１】さらに、セロビオースホスホリラーゼにつ

になるならば、あらかじめ適宜の分解酵素を用いて分解

いても、いかなる起源のものを用いることも可能であ

する。例えば、反応液にインベルターゼを加えることに

る。例えば、セルビブリオ・ギルバス(Cellvibrio gilv

より、未反応のスクロースを分解する。その後、所望に

us) 、クロストリディウム・サーモセラム(Clostridium

より、ゲル濾過クロマトグラフィー、活性炭カラムクロ

thermocellum)、クロストリディウム・ステロコラリウ

マトグラフィー等の精製手段を適用することによりヘテ

ム(Clostridium sterocorarium) 、サーモトガ・ネアポ

ロオリゴ糖を精製することができる。本発明の方法によ

リタナ(Thermotoga neapolitana)、サーモトガ・マリテ

り、安価な原料であるスクロースからヘテロオリゴ糖が

ィマ(Thermotoga maritima) 、ルミノコッカス・フラボ

一段階、かつｐＨの制御などを必要としない簡便な方法

ファシエンス(Ruminococcas flavofaciens) 、フォメス

で製造することができる。

・アノス(Fomes annos) 、セルロモナス(Cellulomonas)

【００１５】

属、エルウィニア(Erwinia) 属等の微生物由来の酵素が

【実施例】次に、本発明を実施例により詳しく説明する

好適である。

が、本発明はこれらにより限定されるものではない。

【００１２】また、セロビオースホスホリラーゼの形態

実施例１〜６

についても特に限定されず、精製酵素の他に、粗酵素、

５０ｍＭ

酵素含有菌体、固定化酵素、遺伝子組み換え酵素などい

度が２００ｍＭのスクロース、２００ｍＭの糖類（キシ

かなる形態のものでも用いることができる。セロビオー

ロース, ２−デオキシグルコース, ６−デオキシグルコ

スホスホリラーゼの使用量についても、特に限定される

ース, マンノース, グルコサミン, マンノサミン）水溶

ものではないが、好ましくは反応液１ｍｌあたり０．０

液、１０ｍＭのリン酸二ナトリウム、０．０５〜０．１

００１単位以上１０００単位以下であり、より好ましく

単位／ｍｌのスクロースホスホリラーゼ（ロイコノスト

は反応液１ｍｌあたり０．００１単位以上１００単位以

ク・メセンテロイデス由来精製酵素）、０．２〜５単位

下である。なお、セロビオースホスホリラーゼ１単位と

／ｍｌのセロビオースホスホリラーゼ（セルビブリオ・

は、３７℃、ｐＨ７において１００ｍＭセロビオース、

ギルバス由来精製酵素）となるように、それぞれを加え

５０ｍＭリン酸から毎分１マイクロモルのグルコース−

て反応液を調製した。

１−リン酸を生成する酵素量と定義する。

【００１６】該反応液を水浴中で３７℃で４８〜９６時

【００１３】次に、本発明のヘテロオリゴ糖の製造方法

間反応し、酵素反応を行った。反応終了後、反応液を適

について説明する。酵素反応は任意の形態で行うことが

宜希釈してダイオネクスイオンクロマトグラフィーＤＸ

できるが、通常は純水あるいは緩衝液、例えばトリス−

−３０００（日本ダイオネクス社製）を用いて、ヘテロ

塩酸緩衝液, リン酸緩衝液, ３−（Ｎ‐モノホリノ) プ

オリゴ糖の濃度を調べた。反応液の組成、用いた酵素

ロパンスルホン酸（ＭＯＰＳ）緩衝液等の水溶液中で実

量、反応時間、ヘテロオリゴ糖濃度及び収率を第１表に

施する。原料、リン酸及び／またはグルコース−１−リ

示す。表中、CBP はセロビオースホスホリラーゼ、SPは

ン酸及び酵素は、いかなる方法で反応液に添加しても差

スクロースホスホリラーゼを表している。この結果、各

ＭＯＰＳ緩衝液（ｐＨ７．０）中に、最終濃
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糖類に対応したヘテロ二糖類が生成し、また反応中に反

Ｍのキシロース、０．５単位／ｍｌのセロビオースホス

応液のｐＨの著しい低下は起こらず、２種類の酵素の至

ホリラーゼ（セルビブリオ・ギルバス由来精製酵素）と

適ｐＨを維持することができた。そのため、２種類の酵

なるように、それぞれを加えて反応液を調製した。以

素はそれぞれ最大の活性を発現し、糖類の種類, 酵素の

後、第１表に示した反応条件以外は、すべて実施例１と

使用量や反応時間を変化させたいずれの実施例において

同様にして行った。反応液の組成、用いた酵素量、反応

も、ヘテロオリゴ糖の収率が８１％以上という高い値を

時間、ヘテロオリゴ糖濃度及び収率を第１表に示す。本

示した。

比較例においては、反応液の反応中のｐＨ低下を抑える

【００１７】比較例１

ため、濃度の高い緩衝液を使用し、副生したリン酸によ

５０ｍＭ

るｐＨの低下の影響を緩和することを試みたが、ヘテロ

ＭＯＰＳ緩衝液（ｐＨ７．０）中に、最終濃

度が２００ｍＭのグルコース−１−リン酸、２００ｍＭ

オリゴ糖の収率は実施例１と比較して低かった。

のキシロース、０．５単位／ｍｌのセロビオースホスホ

【００１９】実施例７

リラーゼ（セルビブリオ・ギルバス由来精製酵素）とな

５０ｍＭ

るように、それぞれを加えて反応液を調製した。以後、

スクロース、１Ｍのキシロース、５０ｍＭのリン酸二ナ

第１表に示した反応条件以外は、すべて実施例１と同様

トリウム、０．４単位／ｍｌのスクロースホスホリラー

にして行った。反応液の組成、用いた酵素量、反応時

ゼ（ロイコノストク・メセンテロイデス由来精製酵

間、ヘテロオリゴ糖濃度及び収率を第１表に示す。表か

素）、２単位／ｍｌのセロビオースホスホリラーゼ（セ

ら明らかなように、原料としてスクロースを使用しなか

ルビブリオ・ギルバス由来精製酵素）を加えて反応液を

った場合には、反応液は反応中に著しいｐＨの低下をき

調製した。これを、３７℃で反応を行った。反応時間、

たし、ヘテロオリゴ糖の収率は１８．７％と低い値を示

ヘテロオリゴ糖であるβ１−グルコシル→４−キシロー

した。

スの濃度及びその収率を第１表に示す。

ＭＯＰＳ緩衝液（ｐＨ７．０）中に、１Ｍの

【００１８】比較例２

【００２０】

５００ｍＭ

【表１】第

ＭＯＰＳ緩衝液（ｐＨ７．０）中に、最終

１

表

濃度が２００ｍＭのグルコース−１−リン酸、２００ｍ

*CBP＝セロビオースホスホリラーゼ、SP＝スクロースホ

【００２１】

スホリラーゼ

【発明の効果】本発明の方法によれば、安価な原料であ

(5)

特許第３１４６３６１号

るスクロースからヘテロオリゴ糖を一段階で製造するこ

【課題】

とができ、しかも目的とするヘテロオリゴ糖の収率は従

造すること。

より簡便で、かつ安価にヘテロオリゴ糖を製

来法と比べ高い。さらに、本発明の方法では２種類の酵

【解決手段】

素を使用しているが、反応工程中において特別な操作を

はグルコース−１−リン酸の存在下、スクロースホスホ

行わなくても、それぞれの酵素に至適なｐＨ等の条件を

リラーゼとセロビオースホスホリラーゼを作用させるこ

維持することができるなど簡便性の点でも優れている。

とを特徴とするヘテロオリゴ糖の製造方法。

スクロースと糖類に、リン酸及び／また
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