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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】より効率的且つ経済的にバイオマスを糖化することができる方法の提供。
【解決手段】下記（ａ）～（ｃ）から選ばれるアミノ酸配列からなり、且つキシラナーゼ
活性を有する、単離または精製されたタンパク質：（ａ）特定の配列で示されるアミノ酸
配列；（ｂ）特定の配列で示されるアミノ酸配列と８５％以上の配列同一性を有するアミ
ノ酸配列；および、（ｃ）特定の配列で示されるアミノ酸配列において、１～複数個のア
ミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸配列。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記（ａ）～（ｃ）から選ばれるアミノ酸配列からなり、且つキシラナーゼ活性を有す
る、単離または精製されたタンパク質：
　（ａ）配列番号２で示されるアミノ酸配列；
　（ｂ）配列番号２で示されるアミノ酸配列と８５％以上の配列同一性を有するアミノ酸
配列；および、
　（ｃ）配列番号２で示されるアミノ酸配列において、１～複数個のアミノ酸が欠失、置
換若しくは付加されたアミノ酸配列。
【請求項２】
　ｐＨ７．０～９．０の範囲における前記キシラナーゼ活性が、最大活性の７０％以上で
ある、請求項１記載のタンパク質。
【請求項３】
　最適反応ｐＨが６．０～７．０である、請求項１または２記載のタンパク質。
【請求項４】
　下記（ｄ）～（ｆ）から選ばれる遺伝子にコードされる、請求項１～３のいずれか１項
記載のタンパク質：
　（ｄ）配列番号１で示される塩基配列からなる遺伝子；
　（ｅ）配列番号１で示される塩基配列と８５％以上の配列同一性を有する塩基配列から
なる遺伝子；および、
　（ｆ）配列番号１で示される塩基配列において１～複数個の塩基が欠失、置換若しくは
付加された塩基配列からなる遺伝子。
【請求項５】
　前記遺伝子がXylanimonas属由来の遺伝子である、請求項４記載のタンパク質。
【請求項６】
　前記遺伝子を含むベクターを微生物に導入して得られた形質転換体により生産される、
請求項４または５記載のタンパク質。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項記載のタンパク質を含む、バイオマス糖化用酵素製剤。
【請求項８】
　セルラーゼをさらに含む、請求項７記載のバイオマス糖化用酵素製剤。
【請求項９】
　前記セルラーゼがエンドグルカナーゼを含む、請求項８記載のバイオマス糖化用酵素製
剤。
【請求項１０】
　前記バイオマスが、木材の加工物または粉砕物、パルプ類、紙類、バガス、稲わら、と
うもろこし茎若しくは葉、パーム空果房（ＥＦＢ）、植物殻類、および藻類からなる群よ
り選ばれる１種以上である、請求項７～９のいずれか１項記載のバイオマス糖化用酵素製
剤。
【請求項１１】
　バイオマスを、請求項７～１０のいずれか１項記載の酵素製剤で糖化処理する工程を含
む、糖の製造方法。
【請求項１２】
　前記バイオマスを前処理する工程をさらに含み、該前処理がアルカリ処理、粉砕処理お
よび水熱処理からなる群より選ばれる１種以上である、請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　前記バイオマスが、木材の加工物または粉砕物、パルプ類、紙類、バガス、稲わら、と
うもろこし茎若しくは葉、パーム空果房（ＥＦＢ）、植物殻類、および藻類からなる群よ
り選ばれる１種以上である、請求項１１または１２記載の方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規キシラナーゼおよび該キシラナーゼを用いた糖の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルロースを含有するバイオマス材料（以下、「バイオマス」ということがある）中の
セルロースから糖を製造し、それを発酵法などでエタノールや乳酸などへ変換する技術は
以前より知られている。さらに近年、環境問題への取り組みの観点から、バイオマスを資
源として効率よく利用する技術の開発が注目されている。
【０００３】
　バイオマスは、セルロース繊維と、それを取り巻くキシランを主に含むヘミセルロース
およびリグニンから構成されている。バイオマスにおけるセルロースやヘミセルロースの
糖化効率を高めるためには、セルロースやヘミセルロースを加水分解する酵素の開発が必
要である。また、当該バイオマスからリグニンを除去することが必要である。
【０００４】
　バイオマスのセルラーゼによる糖化や、ヘミセルラーゼやリグニナーゼによるバイオマ
スの酵素分解は、従来から行われている。例えば、セルラーゼにTrichoderma reesei由来
のキシラナーゼやアラビノフラノシダーゼなどのヘミセルラーゼが添加された酵素組成物
が開発されている（特許文献１）。また、バガス堆肥に存在する微生物群由来のキシラナ
ーゼ活性を有するタンパク質、および当該タンパク質とセルラーゼとをバイオマス資源に
反応させることによる糖の製造方法が知られている（特許文献２）。さらに、ノボザイム
ズ社（Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ社）が製造販売しているキシラナーゼ製剤（Ｃｅｌｌｉｃ（登
録商標）ＨＴｅｃなど）も知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２０１１－５１５０８９号公報
【特許文献２】特開２０１２－０２９６７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来のヘミセルラーゼやキシラナーゼを用いたバイオマスの糖化方法は
、糖化効率や単糖の生産性、または酵素コストの面で未だ満足できるものではなかった。
さらに、従来のキシラナーゼは、至適ｐＨ領域が比較的狭く、そのため適用用途が制限さ
れる場合があった。
　本発明は、より効率的且つ経済的にバイオマスを糖化することができ、且つ広範囲のｐ
Ｈで作用でき汎用性に優れた新規キシラナーゼ、および該キシラナーゼを用いた糖の製造
方法に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、広いｐＨ領域において高いキシラナーゼ活性を発揮し得る、Xylanimona
s属細菌由来の新規キシラナーゼを見出し、また当該キシラナーゼを用いることによりバ
イオマスの糖化を効率よく行うことができることを見出したことによって、本発明を完成
した。
【０００８】
　すなわち、本発明は、下記（ａ）～（ｃ）から選ばれるアミノ酸配列からなり、且つキ
シラナーゼ活性を有する、単離または精製されたタンパク質（以下、「本発明のキシラナ
ーゼ」ということがある。）を提供する。
　（ａ）配列番号２で示されるアミノ酸配列
　（ｂ）配列番号２で示されるアミノ酸配列と８５％以上の配列同一性を有するアミノ酸
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配列
　（ｃ）配列番号２で示されるアミノ酸配列において、１～複数個のアミノ酸が欠失、置
換若しくは付加されたアミノ酸配列
【０００９】
　また、本発明は、上記本発明のキシラナーゼを含む、バイオマス糖化用酵素製剤（以下
、「本発明の酵素製剤」ということがある。）を提供する。
【００１０】
　さらに、本発明は、バイオマスを、上記本発明の酵素製剤で糖化する工程を含む糖の製
造方法（以下、「本発明の糖の製造方法」ということがある。）を提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、広いｐＨ領域において高いキシラナーゼ活性を有するキシラナーゼを提供す
る。当該キシラナーゼを使用することによって、市販のキシラナーゼ製剤などの公知のキ
シラナーゼまたはそれを含む組成物を使用する場合と比べて、より効率のよいバイオマス
の糖化を実現することができる。したがって、当該キシラナーゼを用いる本発明の酵素製
剤および糖の製造方法によれば、バイオマスから効率的且つ安価に糖を製造することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】各種酵素製剤によるバイオマスからの生成糖量。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本明細書において、塩基配列およびアミノ酸配列の配列同一性は、Ｌｉｐｍａｎ－Ｐｅ
ａｒｓｏｎ法（Science, 1985, 227:1435-1441）によって計算される。具体的には、遺伝
情報処理ソフトウェアＧｅｎｅｔｙｘ－Ｗｉｎのホモロジー解析（Ｓｅａｒｃｈ　ｈｏｍ
ｏｌｏｇｙ）プログラムを用いて、Ｕｎｉｔ　ｓｉｚｅ　ｔｏ　ｃｏｍｐａｒｅ（ｋｔｕ
ｐ）を２として解析を行うことにより算出される。
【００１４】
　また、本明細書において、「１～複数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加された配
列」としては、１～５０個、好ましくは１～４０個、より好ましくは１～３０個、さらに
好ましくは１～２０個、さらにより好ましくは１～１０個、なお好ましくは１～５個のア
ミノ酸が欠失、置換若しくは付加された配列が挙げられる。本明細書において、「１～複
数個の塩基が欠失、置換若しくは付加された配列」としては、１～１５０個、好ましくは
１～１２０個、より好ましくは１～９０個、さらに好ましくは１～６０個、さらにより好
ましくは１～３０個、なお好ましくは１～１５個、さらになお好ましくは１～１０個の塩
基が欠失、置換若しくは付加された配列が挙げられる。
【００１５】
　本明細書において、「バイオマス」とは、植物や藻類が生産するヘミセルロース成分を
含むセルロース系および／またはリグノセルロース系バイオマスをいう。バイオマスの具
体例としては、カラマツやヌマスギ等の針葉樹や、アブラヤシ（幹部）、ヒノキ等の広葉
樹などから得られる各種木材；ウッドチップなどの木材の加工物または粉砕物；木材から
製造されるウッドパルプ、綿の種子の周囲の繊維から得られるコットンリンターパルプな
どのパルプ類；新聞紙、ダンボール、雑誌、上質紙などの紙類；バガス（サトウキビの搾
りかす）、パーム空果房（ＥＦＢ）、稲わら、とうもろこし茎若しくは葉などの植物の茎
、葉、果房など；籾殻、パーム殻、ココナッツ殻などの植物殻類、藻類などからなる群よ
り選ばれる１種以上が挙げられる。このうち、入手容易性および原料コストの観点から、
木材、木材の加工物または粉砕物、植物の茎、葉、果房などが好ましく、バガス、ＥＦＢ
、アブラヤシ（幹部）がより好ましく、バガスがさらに好ましい。上記バイオマスは、単
独でまたは２種以上を混合して使用してもよい。また上記バイオマスは乾燥されていても
よい。
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【００１６】
　本明細書において、「キシラナーゼ活性」とは、キシラン中のキシロースβ－１，４－
グリコシド結合を加水分解する活性をいう。タンパク質のキシラナーゼ活性は、例えば、
キシランを基質として当該タンパク質と反応させ、キシラン分解産物の生成量を測定する
ことによって決定することができる。キシラナーゼ活性の測定の具体的手順は、後述の実
施例に詳述されている。
【００１７】
（１．キシラナーゼ）
　本発明のキシラナーゼは、下記（ａ）～（ｃ）：
　（ａ）配列番号２で示されたアミノ酸配列；
　（ｂ）配列番号２で示されたアミノ酸配列と８５％以上の配列同一性を有するアミノ酸
配列；および、
　（ｃ）配列番号２で示されたアミノ酸配列において、１～複数個のアミノ酸が欠失、置
換若しくは付加されたアミノ酸配列、
から選ばれるアミノ酸配列からなり、且つキシラナーゼ活性を有するタンパク質であり得
る。
【００１８】
　本発明のキシラナーゼは、ｐＨ安定性の向上および糖化効率向上の観点から、配列番号
２で示されるアミノ酸配列と８５％以上、好ましくは９０％以上、より好ましくは９２％
以上、さらに好ましくは９５％以上、さらにより好ましくは９８％以上の配列同一性を有
するアミノ酸配列からなる。また、本発明のキシラナーゼとしては、ｐＨ安定性の向上お
よび糖化効率向上の観点から、配列番号２で示されるアミノ酸配列からなるXylanimonas
属細菌（例えばXylanimonas cellulosilytica  ＤＳＭ１５８９４）由来キシラナーゼが
好ましい例として挙げられる。
【００１９】
　配列番号２で示されるアミノ酸配列と８５％以上の配列同一性を有するアミノ酸配列か
らなり、且つキシラナーゼ活性を有するタンパク質の例としては、配列番号２で示される
アミノ酸配列において１～複数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸配
列からなり、且つキシラナーゼ活性を有するタンパク質が挙げられ、例えば、上述した配
列番号２で示されるアミノ酸配列からなるXylanimonas属細菌由来キシラナーゼの天然ま
たは人工的に作製された変異体が挙げられる。当該変異体は、例えば、上記Xylanimonas
属細菌由来キシラナーゼをコードする遺伝子に対して紫外線照射や部位特異的変異導入（
Site-Directed Mutagenesis）のような公知の突然変異導入法により突然変異を導入し、
当該突然変異を有する遺伝子を発現させ、所望のキシラナーゼ活性を有するタンパク質を
選択することによって、作製することができる。このような変異体作製の手順は、当業者
に周知である。
【００２０】
　本発明のキシラナーゼは、従来単離または精製されているキシラナーゼと異なるアミノ
酸配列を有する。例えば、配列番号２で示される配列と最も配列同一性の高いアミノ酸配
列を有する既知のキシラナーゼは、Xylanimicrobium pachnodae由来のキシラナーゼ（App
. Environ. Microbiol., 1999, 65(9):4099-4107）であるが、配列番号２のキシラナーゼ
との配列同一性は８１％である。
【００２１】
　好ましくは、本発明のキシラナーゼは、さらに以下の酵素学的性質を有する。
（i）最適反応ｐＨ
　本明細書において、「キシラナーゼ活性における最適反応ｐＨ」とは、５０℃において
キシランを分解したときの活性が最大となるｐＨを意味し、具体的には、後述の実施例に
記載の方法により測定される。
　本発明のキシラナーゼにおいて、キシラナーゼ活性の最適反応ｐＨは、ｐＨ安定性の向
上、他酵素とのカクテル化を容易にする観点から、ｐＨ５．５～８．５の範囲であること
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が好ましく、より好ましくはｐＨ６．０～８．０、さらに好ましくはｐＨ６．０～７．５
、さらにより好ましくはｐＨ６．０～７．０である。
(ii) 最大活性
　本明細書において、キシラナーゼの「最大活性」とは、５０℃における最適反応ｐＨに
おけるキシラナーゼ活性をいう。本発明のキシラナーゼの「最大活性」は、糖化効率向上
の観点から、好ましくは１０００Ｕ／ｍｇタンパク質以上、より好ましくは１１００Ｕ／
ｍｇタンパク質以上、さらに好ましくは１２００Ｕ／ｍｇタンパク質以上、さらに好まし
くは１３００Ｕ／ｍｇタンパク質以上、さらに好ましくは１４００Ｕ／ｍｇタンパク質以
上、さらに好ましくは１５００Ｕ／ｍｇタンパク質以上である。
(iii)ｐＨ依存性
　本発明のキシラナーゼは、ｐＨ安定性の向上および他酵素とのカクテル化を容易にする
観点から、反応温度５０℃、ｐＨ７．０～９．０の範囲において最大活性の７０％以上で
あることが好ましく、より好ましくは７４％以上である。また、ｐＨ７．０～８．５の範
囲において最大活性の７５％以上、好ましくは８０％以上、より好ましくは８５％以上で
ある。ここで、「最大活性」とは、反応温度５０℃での最適反応ｐＨにおけるキシラナー
ゼ活性をいう。
【００２２】
（iv）最適反応温度
　本明細書において、「キシラナーゼ活性における最適反応温度」とは、キシラナーゼ活
性が最大となる温度を意味し、具体的には、後述の実施例に記載の方法により測定される
。本発明のキシラナーゼにおいて、キシラナーゼ活性の最適反応温度は、好ましくは４０
℃以上７０℃未満、より好ましくは４５～６５℃、さらに好ましくは５０～６５℃である
。
【００２３】
（２．キシラナーゼの生産方法）
　上記本発明のキシラナーゼは、例えば、本発明のキシラナーゼをコードする遺伝子を含
むベクターを微生物に導入して得られた形質転換体により生産され得る。したがって、本
発明は、本発明のキシラナーゼをコードする遺伝子を含むベクターを含有する形質転換体
を培養する工程を含む、キシラナーゼの生産方法（以下、「本発明のキシラナーゼの生産
方法」ということがある）を提供する。すなわち、当該形質転換体を適切な培地で培養す
れば、形質転換体が含有するベクター上にコードされた遺伝子が発現して、本発明のキシ
ラナーゼが産生される。産生されたキシラナーゼを該培養物から単離または精製すること
により、本発明のキシラナーゼを取得することができる。
【００２４】
　本発明のキシラナーゼをコードする遺伝子としては、例えば、配列番号１で示される塩
基配列からなる遺伝子が挙げられる。あるいは、本発明のキシラナーゼをコードする遺伝
子としては、例えば、配列番号１で示される塩基配列と８５％以上、好ましくは９０％以
上、好ましくは９５％以上、さらに好ましくは９８％以上の配列同一性を有する塩基配列
からなる遺伝子、ならびに配列番号１で示される塩基配列において１～複数個の塩基が欠
失、置換若しくは付加された塩基配列が挙げられる。
【００２５】
　本発明のキシラナーゼをコードする遺伝子は、Xylanimonas属細菌、例えばXylanimonas
 cellulosilytica（ＤＳＭ１５８９４）などから、当該分野で用いられる任意の方法を用
いて単離することができる。例えば、当該遺伝子は、Xylanimonas属細菌の全ゲノムＤＮ
Ａを抽出した後、配列番号１の塩基配列を元に設計したプライマーを用いたＰＣＲにより
標的遺伝子を選択的に増幅し、増幅した遺伝子を精製することで得ることができる。ある
いは、当該遺伝子は、本発明のキシラナーゼのアミノ酸配列に基づいて、遺伝子工学的ま
たは化学的に合成することができる。
【００２６】
　またあるいは、本発明のキシラナーゼをコードする遺伝子は、上記の手順で単離または
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合成された遺伝子の塩基配列に対して、上述した紫外線照射や部位特異的変異導入のよう
な公知の突然変異導入法により突然変異を導入することによって、作製することができる
。例えば、本発明のキシラナーゼをコードする遺伝子は、配列番号１で示される塩基配列
に公知の方法で突然変異導入し、得られた塩基配列を発現させてキシラン分解活性を調べ
、所望のキシラン分解活性を有するタンパク質をコードする遺伝子を選択することによっ
て、得ることができる。
【００２７】
　本発明のキシラナーゼをコードする遺伝子を導入すべきベクターの種類としては、特に
限定されず、タンパク質産生に通常用いられるベクター、例えばプラスミド、コスミド、
ファージ、ウイルス、ＹＡＣ、ＢＡＣなどが挙げられる。プラスミドベクターが好ましく
、例えば、市販のタンパク質発現用プラスミドベクター、例えばシャトルベクターｐＨＹ
３００ＰＬＫ、ｐＵＣ１９、ｐＵＣ１１９、ｐＢＲ３２２（いずれもタカラバイオ株式会
社製）などを好適に用いることができる。
【００２８】
　上記ベクターは、ＤＮＡの複製開始領域を含むＤＮＡ断片、および複製起点を含むＤＮ
Ａ領域を含み得る。また上記ベクターにおいては、上記本発明のキシラナーゼをコードす
る遺伝子の上流に、当該遺伝子の転写を開始させるためのプロモーター領域、発現された
タンパクを細胞外へ分泌させるための分泌シグナル領域などの制御配列が作動可能に連結
されていてもよい。あるいは、本発明のプラスミドが適切に導入された微生物を選択する
ための薬剤（アンピシリン、ネオマイシン、カナマイシン、クロラムフェニコールなど）
耐性遺伝子がさらに組み込まれていてもよい。上記制御配列の例としては、Ｓ２３７ｅｇ
ｌプロモーターおよびシグナル配列（Biosci. Biotechnol. Biochem., 2000, 64(11):228
1-9）、ならびにBacillus sp. ＫＳＭ－Ｓ２３７株（ＦＥＲＭ　ＢＰ－７８７５）および
Bacillus sp. ＫＳＭ－６４株（ＦＥＲＭ　ＢＰ－２８８６）由来のセルラーゼ遺伝子の
転写開始制御領域、翻訳開始領域および分泌シグナルペプチド領域が挙げられる。あるい
は、当該制御領域としては、配列番号３で示される塩基配列の塩基番号１～６６２の塩基
配列、配列番号４で示される塩基配列からなるセルラーゼ遺伝子の塩基番号１～６９６の
塩基配列、またはこれらの塩基配列に対して７０％以上、好ましくは８０％以上、より好
ましくは９０％以上、さらに好ましくは９５％以上、さらにより好ましくは９８％以上の
配列同一性を有し且つ転写開始制御機能、翻訳開始制御機能および分泌シグナルペプチド
としての機能を有する塩基配列が挙げられる。キシラナーゼ遺伝子と上記制御配列、薬剤
耐性遺伝子との連結は、ＳＯＥ（ｓｐｌｉｃｉｎｇ　ｂｙ　ｏｖｅｒｌａｐ　ｅｘｔｅｎ
ｓｉｏｎ）－ＰＣＲ法（Gene, 1989, 77:61-68）などの方法によって行うことができる。
プラスミドベクターへの遺伝子の導入手順は、当該分野で周知である。
【００２９】
　本明細書において、遺伝子と制御配列が「作動可能に連結されている」とは、当該制御
領域による制御の下に発現し得るように当該遺伝子が配置されていることをいう。
【００３０】
　次いで、構築された上記ベクターを微生物に導入し、形質転換体を得る。導入のための
微生物としては、Staphylococcus属、Enterococcus属、Listeria属、Bacillus属に属する
細菌などが挙げられるが、このうち、Bacillus属細菌、例えば枯草菌またはその変異株（
例えば、特開２００６－１７４７０７号公報に記載のプロテアーゼ９重欠損株ＫＡ８ＡＸ
など）が好ましい。導入の方法としては、プロトプラスト法、エレクトロポレーション法
などの当該分野で通常使用される方法を用いることができる。導入が適切に行われた株を
薬剤耐性などを指標に選択することで、目的の形質転換体を得ることができる。
【００３１】
　斯くして得られた形質転換体を適切な培地で培養すれば、形質転換体が含有するベクタ
ー上にコードされた遺伝子が発現して、本発明のキシラナーゼが合成される。培養に使用
する培地は、形質転換体の種類にあわせて当業者が適宜選択することができる。生成され
た目的のキシラナーゼを該培養物から通常の方法により単離または精製することにより、
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本発明のタンパク質を取得することができる。このとき、当該ベクター上でキシラナーゼ
遺伝子と分泌シグナル配列が作動可能に連結されている場合、生成されたキシラナーゼは
菌体外に分泌されるため、より容易に回収され得る。回収されたキシラナーゼは、さらに
公知の手段で精製されてもよい。
【００３２】
（３．バイオマス糖化用酵素製剤）
　上記本発明のキシラナーゼは、後述の実施例に示す通り、従来公知のキシラナーゼやキ
シラナーゼ製剤と比較して、バイオマスを糖化する活性が顕著に高い。したがって、本発
明のキシラナーゼは、バイオマス糖化のために好適に使用することができる。
　すなわち、本発明はまた、上記本発明のキシラナーゼを有効成分とするバイオマス糖化
剤、および上記本発明のキシラナーゼを含むバイオマス糖化用酵素製剤を提供する。
【００３３】
　本発明の酵素製剤は、上述の本発明のキシラナーゼを含む。また、糖化効率の向上の観
点から、本発明の酵素製剤は、さらにセルラーゼを含むことが好ましい。ここで、セルラ
ーゼとは、セルロースのβ－１，４－グルカンのグリコシド結合を加水分解する酵素を指
し、エンドグルカナーゼ、エクソグルカナーゼまたはセロビオハイドロラーゼ、およびβ
－グルコシダーゼなどと称される酵素の総称である。本発明に使用されるセルラーゼとし
ては、市販のセルラーゼ製剤や、動物、植物、微生物由来のセルラーゼが挙げられ得る。
本発明において、これらのセルラーゼは、単独で使用されても２種以上の組み合わせで使
用されてもよい。糖化効率の向上の観点から、セルラーゼは、セロビオハイドロラーゼお
よびエンドグルカナーゼからなる群より選ばれる１種以上を含むことが好ましい。
【００３４】
　セルラーゼの具体例としては、トリコデルマ　リーゼ（Trichoderma reesei）由来のセ
ルラーゼ；トリコデルマ　ビリデ（Trichoderma viride）由来のセルラーゼ；バチルス　
エスピー（Bacillus sp.）ＫＳＭ－Ｎ１４５（ＦＥＲＭ　Ｐ－１９７２７）、バチルス　
エスピー（Bacillus sp.）ＫＳＭ－Ｎ２５２（ＦＥＲＭ　Ｐ－１７４７４）、バチルス　
エスピー（Bacillus sp.）ＫＳＭ－Ｎ１１５（ＦＥＲＭ　Ｐ－１９７２６）、バチルス　
エスピー（Bacillus sp.）ＫＳＭ－Ｎ４４０（ＦＥＲＭ　Ｐ－１９７２８）、バチルス　
エスピー（Bacillus sp.）ＫＳＭ－Ｎ６５９（ＦＥＲＭ　Ｐ－１９７３０）などの各種バ
チルス株由来のセルラーゼ；パイロコッカス　ホリコシ（Pyrococcus horikoshii）由来
の耐熱性セルラーゼ；フミコーラ　インソレンス（Humicola insolens）由来のセルラー
ゼ、などが挙げられる。これらの中で、糖化効率の向上の観点から、トリコデルマ　リー
ゼ（Trichoderma reesei）、トリコデルマ　ビリデ（Trichoderma viride）、またはフミ
コーラ　インソレンス（Humicola insolens）由来のセルラーゼが好ましい。上記セルラ
ーゼを含むセルラーゼ製剤の具体例としては、セルクラスト（登録商標）１．５Ｌ（ノボ
ザイムズ社製）、ＴＰ－６０（明治製菓株式会社製）、Ｃｅｌｌｉｃ（登録商標）ＣＴｅ
ｃ２（ノボザイムズ社製）、ＡｃｃｅｌｌｅｒａｓｅTMＤＵＥＴ（ジェネンコア社製）、
およびウルトラフロ（登録商標）Ｌ（ノボザイムズ社製）が挙げられる。このうち、糖化
効率の向上の観点、製造コスト低減の観点、入手性の観点などから、Ｃｅｌｌｉｃ（登録
商標）ＣＴｅｃ２、ＡｃｃｅｌｌｅｒａｓｅTMＤＵＥＴ（ジェネンコア社製）が好ましく
、Ｃｅｌｌｉｃ（登録商標）ＣＴｅｃ２がより好ましい。
【００３５】
　また、セルラーゼの１種であるβ－グルコシダーゼの具体例としては、アスペルギルス
　ニガー（Aspergillus niger）由来のβ－グルコシダーゼ（例えば、ノボザイムズ社製
ノボザイム１８８やメガザイム社製β-グルコシダーゼ）、ならびにトリコデルマ　リー
ゼ（Trichoderma reesei）またはペニシリウム　エメルソニイ（Penicillium emersonii
）由来のβ－グルコシダーゼなどが挙げられる。このうち、糖化効率向上の観点から、ノ
ボザイム１８８、トリコデルマ　リーゼ由来のβ－グルコシダーゼが好ましく、トリコデ
ルマ　リーゼ由来のβ－グルコシダーゼがより好ましい。
【００３６】
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　また、セルラーゼの１種であるエンドグルカナーゼの具体例としては、トリコデルマ　
リーゼ（Trichoderma reesei）、アクレモニウム　セルロリティカス（Acremonium cellu
loriticus）、フミコーラ　インソレンス（Humicola insolens）、クロストリジウム　サ
ーモセラム（Clostridium thermocellum）、バチルス（Bacillus）、サーモビフィダ（Th
ermobifida)、セルロモナス（Cellulomonas）由来の酵素などが挙げられる。このうち、
糖化効率向上の観点から、トリコデルマ　リーゼ、フミコーラ　インソレンス、バチルス
　、セルロモナス由来のエンドグルカナーゼが好ましく、トリコデルマ　リーゼ由来のエ
ンドグルカナーゼがより好ましい。
【００３７】
　また、本発明の酵素製剤は、上記本発明のキシラナーゼ以外のヘミセルラーゼを含有し
ていてもよい。ここで、ヘミセルラーゼとは、へミセルロースを加水分解する酵素を指し
、キシラナーゼ、キシロシダーゼ、ガラクタナーゼなどと称される酵素の総称である。本
発明のキシラナーゼ以外のヘミセルラーゼの具体例としては、トリコデルマ　リーゼ（Tr
ichoderma reesei）由来のヘミセルラーゼ；バチルス　エスピー（Bacillus sp.）ＫＳＭ
－Ｎ５４６（ＦＥＲＭ　Ｐ－１９７２９）由来のキシナラーゼ；アスペルギルス　ニガー
（Aspergillus niger）、トリコデルマ　ビリデ（Trichoderma viride）、フミコーラ　
インソレンス（Humicola insolens）、またはバチルス　アルカロフィルス（Bacillus al
calophilus）由来のキシラナーゼ；サーモマイセス（Thermomyces）、オウレオバシジウ
ム（Aureobasidium）、ストレプトマイセス（Streptomyces）、クロストリジウム（Clost
ridium）、サーモトガ（Thermotoga）、サーモアスクス（Thermoascus）、カルドセラム
（Caldocellum）、またはサーモモノスポラ（Thermomonospora）属由来のキシラナーゼ、
バチルス　プミルス（Bacillus pumilus）由来のβ―キシロシダーゼ、セレノモナス　ル
ミナンティウム（Selenomonas ruminantium）由来β―キシロシダーゼが挙げられる。こ
のうち、糖化効率向上の観点から、本発明の酵素製剤は、バチルス　エスピー、アスペル
ギルス　ニガー、トリコデルマ　ビリデもしくはストレプトマイセス由来のキシラナーゼ
、またはセレノモナス　ルミナンティウム由来のβ－キシロシダーゼを含有することが好
ましく、バチルス　エスピーもしくはトリコデルマ　ビリデ由来のキシナラーゼ、または
セレノモナス　ルミナンティウム由来のβ－キシロシダーゼを含有することがより好まし
い。
【００３８】
　本発明の酵素製剤の総タンパク質量中における、上記本発明のキシラナーゼの含有量は
、糖化効率向上の観点から、好ましくは０．５～７０質量％、より好ましくは１～５０質
量％さらに好ましくは２～４０質量％、さらにより好ましくは２～３０質量％である。
　また、本発明の酵素製剤の総タンパク質量中における、上記セルラーゼの含有量は、糖
化効率向上の観点から、好ましくは１０～９９質量％、より好ましくは３０～９５質量％
、さらに好ましくは５０～９５質量％である。
　また、本発明の酵素製剤の総タンパク質量中における、上記エンドグルカナーゼの含有
量は、糖化効率向上の観点から、好ましくは１～７０質量％、より好ましくは５～５０質
量％、さらに好ましくは１０～４０質量％である。また、本発明の酵素製剤の総タンパク
質量中における、上記本発明のキシラナーゼ以外のヘミセルラーゼの含有量としては、糖
化効率向上の観点から、好ましくは０．０１～３０質量％、より好ましくは０．１～２０
質量％、さらに好ましくは０．５～２０質量％である。
【００３９】
　本発明の酵素製剤における、本発明のキシラナーゼと上記セルラーゼのタンパク質量比
（本発明のキシラナーゼ／セルラーゼ）は、糖化効率向上の観点から、好ましくは０．０
１～１００、より好ましくは０．０５～５、さらに好ましくは０．０５～１、よりさらに
好ましくは０．０５～０．５である。
【００４０】
　本発明の酵素製剤における、本発明のキシラナーゼと上記エンドグルカナーゼのタンパ
ク質量比（本発明のキシラナーゼ／エンドグルカナーゼ）は、糖化効率向上の観点から、
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好ましくは０．０５～１０、より好ましくは０．１～５、さらに好ましくは０．１～２、
よりさらに好ましくは０．２～１である。
【００４１】
　本発明のキシラナーゼおよび酵素製剤は、バイオマス糖化用として、後述する本発明の
糖の製造方法に好適に用いられる。バイオマスについては、前述したとおりである。本発
明のキシラナーゼおよび酵素製剤の糖化効果をより効果的に発現させる観点から、バイオ
マスは、木材、木材の加工物または粉砕物、植物の茎、葉、果房などが好ましく、バガス
、ＥＦＢ、アブラヤシ（幹部）がより好ましく、バガスがさらに好ましい。上記バイオマ
スは、単独でまたは２種以上を混合して使用してもよい。また上記バイオマスは乾燥され
ていてもよい。
【００４２】
（４．糖の製造方法）
　本発明の糖の製造方法は、バイオマスを、上記本発明のキシラナーゼまたは酵素製剤で
糖化する工程を含む。本発明の糖の製造方法により、バイオマスの糖化効率が顕著に向上
する。糖化効率が向上する理由は明らかではないが、本発明のキシラナーゼまたは酵素製
剤を用いることにより、バイオマス中のヘミセルロースが効率的に分解されて、酵素がセ
ルロースに接触しやすい状態となり、全体として糖化効率が向上するためであると推測さ
れる。
【００４３】
　本発明の糖の製造方法におけるバイオマスについては、前述したとおりである。入手容
易性および原料コストの観点、糖化効率向上の観点から、バイオマスは、木材、木材の加
工物または粉砕物、植物の茎、葉、果房などが好ましく、バガス、ＥＦＢ、アブラヤシ（
幹部）がより好ましく、バガスがさらに好ましい。上記バイオマスは、単独でまたは２種
以上を混合して使用してもよい。また上記バイオマスは乾燥されていてもよい。
【００４４】
　本発明の糖の製造方法は、粉砕効率向上、糖化効率向上、および生産効率向上（生産時
間の短縮）の観点から、バイオマスを本発明のキシラナーゼまたは酵素製剤で糖化する工
程の前に、当該バイオマスを前処理する工程をさらに含むことが好ましい。
　前処理としては、例えば、アルカリ処理、粉砕処理および水熱処理からなる群より選ば
れる１種以上が挙げられる。本発明のキシラナーゼはアルカリ領域においても高い酵素活
性を有するため、当該前処理としては、糖化効率向上の観点から、アルカリ処理が好まし
く、糖化効率をさらに向上させる観点から、アルカリ処理と粉砕処理を行うことが好まし
く、アルカリ処理と粉砕処理を同時に行うことがより好ましい。
【００４５】
　本発明の糖の製造方法において、アルカリ処理とは、バイオマスを、後述する塩基性化
合物と反応させることをいう。アルカリ処理の方法としては、バイオマスを、後述する塩
基性化合物を含むアルカリ溶液に浸漬する方法（以下、「浸漬処理」ということがある）
や、バイオマスと塩基性化合物とを混合して、後述する粉砕処理にかける方法（以下、「
アルカリ混合粉砕処理」ということがある）などが挙げられる。
【００４６】
　アルカリ処理に用いられる塩基性化合物としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム
、水酸化リチウムなどのアルカリ金属水酸化物、水酸化マグネシウム、水酸化カルシウム
などのアルカリ土類金属水酸化物、酸化ナトリウム、酸化カリウムなどのアルカリ金属酸
化物、酸化マグネシウム、酸化カルシウムなどのアルカリ土類金属酸化物、硫化ナトリウ
ム、硫化カリウムなどのアルカリ金属硫化物、硫化マグネシウム、硫化カルシウムなどの
アルカリ土類金属硫化物などが挙げられる。これらのうち、製造コストの低減、糖化効率
向上の観点から、アルカリ金属水酸化物またはアルカリ土類金属水酸化物を用いることが
好ましく、アルカリ金属水酸化物を用いることがより好ましく、水酸化ナトリウムまたは
水酸化カリウムを用いることがさらに好ましい。これらの塩基性化合物は、単独でまたは
２種以上を組み合わせて用いてもよい。
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【００４７】
　浸漬処理におけるアルカリ溶液中の塩基性化合物の濃度は、糖化効率を高める観点、お
よびグルコースの生成量を高める観点から、好ましくは０．１～６０質量％、より好まし
くは０．１～５０質量％、さらに好ましくは０．１～４０質量％である。浸漬処理におけ
るアルカリ溶液の使用量は、バイオマスの乾燥質量に対して、好ましくは５０～９９質量
％、より好ましくは６０～９９質量％、さらに好ましくは８０～９９質量％である。浸漬
処理の処理時間としては、好ましくは０．５～５０時間、より好ましくは１～２４時間、
さらに好ましくは１．５～１０時間である。
【００４８】
　本発明の糖の製造方法において、粉砕処理とは、バイオマスを機械的に粉砕して小粒子
化することをいう。バイオマスを小粒子化することにより、糖化効率がより向上する。ま
た、粉砕処理により、バイオマスに含まれるセルロースの結晶構造が破壊されると、糖化
効率がなお向上する。粉砕処理は公知の粉砕機を用いて行うことができる。用いられる粉
砕機に特に制限はなく、バイオマスを小粒子化することができる装置であればよい。
【００４９】
　粉砕機の具体例としては、高圧圧縮ロールミルや、ロール回転ミルなどのロールミル；
リングローラーミル、ローラーレースミルまたはボールレースミルなどの竪型ローラーミ
ル；転動ボールミル、振動ボールミル、振動ロッドミル、振動チューブミル、遊星ボール
ミルまたは遠心流動化ミルなどの容器駆動式媒体ミル；塔式粉砕機、攪拌槽式ミル、流通
槽式ミルまたはアニュラー式ミルなどの媒体攪拌式ミル；高速遠心ローラーミルやオング
ミルなどの圧密せん断ミル；乳鉢；石臼；マスコロイダー；フレットミル；エッジランナ
ーミル；ナイフミル；ピンミル；カッターミル、などが挙げられる。これらの中では、バ
イオマスの粉砕効率向上、セルロースの結晶化度低減および生産性の観点から、容器駆動
式媒体ミルまたは媒体攪拌式ミルが好ましく、容器駆動式媒体ミルがより好ましく、振動
ボールミル、振動ロッドミルまたは振動チューブミルなどの振動ミルがさらに好ましく、
振動ロッドミルがさらにより好ましい。粉砕方法としては、バッチ式および連続式のどち
らでもよい。
【００５０】
　粉砕時間は、粉砕後のバイオマスが所望のサイズにサイズ低減されるよう適宜調整すれ
ばよい。粉砕時間は、用いる粉砕機や使用するエネルギー量などによって変わり得るが、
通常１分～１２時間であり、バイオマスの粒子径の低下の観点、セルロースの結晶化度低
減の観点、およびエネルギーコストの観点から、２分間～６時間が好ましく、５分間～３
時間がより好ましく、５分間～２時間がさらに好ましい。
【００５１】
　粉砕処理は、上述した塩基性化合物によるアルカリ処理と組み合わせてもよい。粉砕処
理は、アルカリ処理の前または後に行ってもよく、あるいは、粉砕処理と並行してアルカ
リ処理を行ってもよい。例えば、上述したアルカリ溶液に浸漬したバイオマスを粉砕処理
にかけてもよく（湿式粉砕）、または固体のアルカリとバイオマスとを一緒に粉砕処理に
かけてもよいが（乾式粉砕）、このうち、乾式粉砕が好ましい。粉砕処理において塩基性
化合物を用いる場合、その量は、糖化効率を向上する観点、セルロースの結晶化度を低減
する観点、およびバイオマス中のリグニンを除去する観点から、バイオマス中のホロセル
ロースをすべてセルロースとして仮定した場合に、該セルロースを構成するアンヒドログ
ルコース単位（以下「ＡＧＵ」と称する場合がある）１モルあたり０．０１～１０倍モル
であることが好ましく、０．０５～８倍モルであることがより好ましく、０．１～５倍モ
ルであることがさらに好ましく、０．１～１．５倍モルであることがなお好ましい。
【００５２】
　粉砕処理後に得られるバイオマスの平均粒子径は、糖化効率向上、およびセルロースの
結晶化度低減の観点から、好ましくは１～１５０μｍ、より好ましくは５～１００μｍで
ある。ここで、バイオマスの平均粒子径は、実施例に記載の方法により測定することがで
きる。
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【００５３】
　本発明の糖の製造方法において、水熱処理とは、バイオマスを、水分の存在下で加熱処
理することをいう。水熱処理は、公知の反応装置を用いて行うことができ、用いられる反
応装置に特に制限はない。好ましくは、水熱処理では、バイオマスの粗粉砕物を、水に分
散した水スラリーの状態とし、これを加熱処理する。水スラリー中のバイオマスの含有量
は、スラリーの流動性向上の観点から、好ましくは１～５００ｇ／Ｌ、より好ましくは５
～４００ｇ／Ｌ、さらに好ましくは８～３００ｇ／Ｌである。
【００５４】
　水熱処理は、生産効率の向上および糖化効率の向上の観点から、酸性条件下で行うこと
が好ましい。ｐＨ条件は、生産効率の向上、糖化効率の向上およびリグニンの変性抑制の
観点から、ｐＨ３～７が好ましく、ｐＨ４～６がより好ましい。ｐＨ条件は、塩酸、硫酸
、リン酸などの無機酸、酢酸、クエン酸などの有機酸を用いることにより適宜調整するこ
とができる。水熱処理の条件としては、温度１００～４００℃および圧力０．１～４ＭＰ
ａが好ましく、温度１４０～２００℃および圧力０．５～１ＭＰａがより好ましい。処理
時間は、０．１～３時間が好ましい。水熱処理方法としては、バッチ式および連続式のど
ちらでもよい。なお、水熱処理で得られたバイオマスは、湿潤状態のものでもよく、また
はさらに乾燥処理にかけられてもよいが、糖化効率向上の観点から、湿潤状態のものが好
ましい。
【００５５】
　本発明の糖の製造方法は、バイオマス、好ましくは上記前処理されたバイオマスを、本
発明のキシラナーゼまたは酵素製剤で糖化する工程（以下、「糖化処理」ということがあ
る）を含む。糖化処理に用いるキシラナーゼまたは酵素製剤については、前述したとおり
である。
【００５６】
　糖化処理の条件は、本発明のキシラナーゼおよび同時に配合するその他酵素が失活しな
い条件であれば特に限定されない。適切な条件は、バイオマスの種類や前処理工程の手順
、使用する酵素の種類により当業者が決定できる。
　糖化処理においては、上記バイオマスを含む懸濁液に上記キシラナーゼまたは酵素製剤
を添加することが好ましい。懸濁液中のバイオマスの含有量は、糖化効率向上および生産
性（生産時間の短縮）の観点から、好ましくは０．５～２０質量％、より好ましくは３～
１５質量％、さらに好ましくは５～１０質量％である。
　上記懸濁液に対するキシラナーゼまたは酵素製剤の使用量は、前処理条件、配合される
酵素の種類および性質により適宜決定されるが、バイオマス質量に対して、好ましくは０
．０４～６００質量％、より好ましくは、より好ましくは０．１～１００質量％、さらに
好ましくは０．１～５０質量％である。
　糖化処理時の反応ｐＨとしては、糖化効率の向上、生産性（生産時間の短縮）向上、お
よび生産コスト低減の観点から、好ましくはｐＨ４～９、より好ましくはｐＨ５～８、さ
らに好ましくはｐＨ５～７である。
　糖化処理時の反応温度は、糖化効率の向上、生産性（生産時間の短縮）向上、および生
産コスト低減の観点から、２０～９０℃が好ましく、より好ましくは２５～８５℃、さら
に好ましくは３０～８０℃、さらにより好ましくは４０～７５℃、なお好ましくは４５～
６５℃、さらになお好ましくは５０～６５℃、よりさらになお好ましくは５０～６０℃で
ある。糖化処理の反応時間は、バイオマスの種類若しくは量、酵素量などに合わせて適宜
設定することができるが、糖化効率の向上、生産性（生産時間の短縮）向上、および生産
コスト低減の観点から、好ましくは１～５日間、より好ましくは１～４日間、さらに好ま
しくは１～３日間である。
【００５７】
　本発明の例示的実施形態として、以下の組成物、製造方法、用途、あるいは方法をさら
に本明細書に開示する。但し、本発明はこれらの実施形態に限定されない。
【００５８】
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＜１＞下記（ａ）～（ｃ）から選ばれるアミノ酸配列からなり、且つキシラナーゼ活性を
有する、単離または精製されたタンパク質：
　（ａ）配列番号２で示されるアミノ酸配列；
　（ｂ）配列番号２で示されるアミノ酸配列と８５％以上、好ましくは９０％以上、より
好ましくは９５％以上、さらに好ましくは９８％以上の配列同一性を有するアミノ酸配列
；および、
　（ｃ）配列番号２で示されるアミノ酸配列において、１～複数個、好ましくは１～５０
個、より好ましくは１～４０個、さらに好ましくは１～３０個、さらにより好ましくは１
～２０個、なお好ましくは１～１０個、さらになお好ましくは１～５個のアミノ酸が欠失
、置換若しくは付加されたアミノ酸配列。
【００５９】
＜２＞上記キシラナーゼ活性が、ｐＨ７．０～９．０の範囲において最大活性の７０％以
上、好ましくは７４％以上であり、ｐＨ７．０～８．５の範囲において最大活性の７５％
以上、より好ましくは８０％以上、さらに好ましくは８５％以上である、上記＜１＞記載
のタンパク質。
【００６０】
＜３＞最適反応ｐＨが、ｐＨ５．５～８．５の範囲、より好ましくはｐＨ６．０～８．０
の範囲、さらに好ましくはｐＨ６．０～７．５の範囲、なお好ましくはｐＨ６．０～７．
０の範囲である、上記＜１＞または＜２＞記載のタンパク質。
【００６１】
＜４＞下記（ｄ）～（ｆ）から選ばれる遺伝子にコードされる、上記＜１＞～＜３＞のい
ずれか１項記載のタンパク質：
　（ｄ）配列番号１で示される塩基配列からなる遺伝子；
　（ｅ）配列番号１で示される塩基配列と８５％以上、好ましくは９０％以上、さらに好
ましくは９５％以上、なお好ましくは９８％以上の配列同一性を有する塩基配列からなる
遺伝子；および、
　（ｆ）配列番号１で示される塩基配列において１～複数個、好ましくは１～１５０個、
より好ましくは１～１２０個、さらに好ましくは１～９０個、さらにより好ましくは１～
６０個、なお好ましくは１～３０個、さらになお好ましくは１～１５個、さらによりなお
好ましくは１～１０個の塩基が欠失、置換若しくは付加された塩基配列からなる遺伝子。
【００６２】
＜５＞上記遺伝子がXylanimonas属由来の遺伝子である、上記＜４＞記載のタンパク質。
【００６３】
＜６＞上記遺伝子を含むベクターを微生物に導入して得られた形質転換体により生産され
る、上記＜４＞または＜５＞記載のタンパク質。
【００６４】
＜７＞上記＜１＞～＜６＞のいずれか１に記載のタンパク質を含む、バイオマス糖化用酵
素製剤。
【００６５】
＜８＞上記酵素製剤の総タンパク質量中における、上記＜１＞～＜６＞のいずれか１に記
載のタンパク質の含有量が、好ましくは０．５～７０質量％、より好ましくは１～５０質
量％、さらに好ましくは２～４０質量％、さらにより好ましくは２～３０質量％である、
上記＜７＞記載のバイオマス糖化用酵素製剤。
【００６６】
＜９＞セルラーゼをさらに含む、上記＜７＞または＜８＞記載のバイオマス糖化用酵素製
剤。
【００６７】
＜１０＞上記セルラーゼがエンドグルカナーゼを含む、上記＜９＞記載のバイオマス糖化
用酵素製剤。
【００６８】
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＜１１＞上記酵素製剤の総タンパク質量中における、上記エンドグルカナーゼの含有量が
、１～７０質量％、好ましくは５～５０質量％、より好ましくは１０～４０質量％である
、上記＜１０＞記載のバイオマス糖化用酵素製剤。
【００６９】
＜１２＞上記＜１＞～＜６＞のいずれか１に記載のタンパク質と上記セルラーゼのタンパ
ク質量比（該タンパク質／該セルラーゼ）が、０．０１～１００、好ましくは０．０５～
５、より好ましくは０．０５～１、さらに好ましくは０．０５～０．５である、上記＜９
＞～＜１１＞のいずれか１に記載のバイオマス糖化用酵素製剤。
【００７０】
＜１３＞上記＜１＞～＜６＞のいずれか１に記載のタンパク質と上記エンドグルカナーゼ
のタンパク質量比（該タンパク質／該エンドグルカナーゼ）が、０．０５～１０、好まし
くは０．１～５、より好ましくは０．１～２、さらに好ましくは０．２～１である、上記
＜１０＞～＜１２＞のいずれか１に記載のバイオマス糖化用酵素製剤。
【００７１】
＜１４＞上記バイオマスが、木材の加工物または粉砕物、パルプ類、紙類、バガス、稲わ
ら、とうもろこし茎若しくは葉、パーム空果房（ＥＦＢ）、植物殻類、および藻類からな
る群より選ばれる１種以上、好ましくは木材、木材の加工物または粉砕物、植物の茎、葉
、および果房からなる群より選ばれる１種以上、より好ましくは、バガス、ＥＦＢ、アブ
ラヤシ（幹部）からなる群より選ばれる１種以上、さらに好ましくはバガスである、上記
＜７＞～＜１３＞のいずれか１に記載のバイオマス糖化用酵素製剤。
【００７２】
＜１５＞バイオマスを、上記＜７＞～＜１４＞のいずれか１に記載の酵素製剤で糖化処理
する工程を含む、糖の製造方法。
【００７３】
＜１６＞上記バイオマスを前処理する工程をさらに含み、該前処理がアルカリ処理、粉砕
処理および水熱処理からなる群より選ばれる１種以上、好ましくは、アルカリ処理、およ
び粉砕処理からなる群より選ばれる１種以上、より好ましくは、アルカリ処理および粉砕
処理、さらに好ましくは、アルカリ処理と粉砕処理を同時に行う処理である、上記＜１５
＞記載の方法。
【００７４】
＜１７＞上記アルカリ処理に用いられる塩基性化合物が、アルカリ土類金属水酸化物、ア
ルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物、アルカリ金属硫化物、およびアルカリ土類
金属硫化物からなる群より選ばれる１種以上、好ましくはアルカリ金属水酸化物またはア
ルカリ土類金属水酸化物、より好ましくはアルカリ金属水酸化物、さらに好ましくは水酸
化ナトリウムまたは水酸化カリウムである、上記＜１６＞記載の方法。
【００７５】
＜１８＞上記粉砕処理における粉砕時間が、１分～１２時間、好ましくは２分間～６時間
、より好ましくは５分間～３時間、さらに好ましくは５分間～２時間である、上記＜１６
＞または＜１７＞記載の方法。
【００７６】
＜１９＞上記粉砕処理後に得られるバイオマスの平均粒子径が、１～１５０μｍ、好まし
くは５～１００μｍである、上記＜１６＞～＜１８＞のいずれか１に記載の方法。
【００７７】
＜２０＞上記糖化処理において、上記バイオマスを含む懸濁液に上記＜１＞～＜６＞のい
ずれか１に記載のタンパク質または上記＜７＞～＜１４＞のいずれか１に記載の酵素製剤
を添加する、上記＜１５＞～＜１９＞のいずれか１に記載の方法。
【００７８】
＜２１＞上記懸濁液中の上記バイオマスの含有量が、０．５～２０質量％、好ましくは３
～１５質量％、好ましくは５～１０質量％である、上記＜２０＞記載の方法。
【００７９】
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＜２２＞上記懸濁液に対する上記＜１＞～＜６＞のいずれか１に記載のタンパク質または
上記＜７＞～＜１４＞のいずれか１に記載の酵素製剤の使用量が、上記バイオマスの質量
に対して、好ましくは０．０４～６００質量％、より好ましくは０．１～１００質量％、
さらに好ましくは０．１～５０質量％である、上記＜２０＞または＜２１＞に記載の方法
。
【００８０】
＜２３＞上記糖化処理時の反応ｐＨが、ｐＨ４～９、好ましくはｐＨ５～８、より好まし
くはｐＨ５～７である、上記＜１５＞～＜２２＞のいずれか１に記載の方法。
【００８１】
＜２４＞上記糖化処理時の反応温度が、２０～９０℃、好ましくは２５～８５℃、より好
ましくは３０～８０℃、さらに好ましくは４０～７５℃、さらにより好ましくは４５～６
５℃、なお好ましくは５０～６５℃、さらになお好ましくは５０～６０℃である、上記＜
１５＞～＜２３＞のいずれか１に記載の方法。
【００８２】
＜２５＞上記バイオマスが、木材の加工物または粉砕物、パルプ類、紙類、バガス、稲わ
ら、とうもろこし茎若しくは葉、パーム空果房（ＥＦＢ）、植物殻類、および藻類からな
る群より選ばれる１種以上、好ましくは木材、木材の加工物または粉砕物、植物の茎、葉
、および果房からなる群より選ばれる１種以上、より好ましくは、バガス、ＥＦＢ、アブ
ラヤシ（幹部）からなる群より選ばれる１種以上、さらに好ましくはバガスである、上記
＜１５＞～＜２４＞のいずれか１に記載の方法。
【００８３】
＜２６＞バイオマス糖化剤の製造のための上記＜１＞～＜６＞のいずれか１に記載のタン
パク質の使用。
【００８４】
＜２７＞バイオマス糖化用酵素製剤の製造のための上記＜１＞～＜６＞のいずれか１に記
載のタンパク質の使用。
【００８５】
＜２８＞バイオマス糖化のための上記＜１＞～＜６＞のいずれか１に記載のタンパク質の
使用。
【００８６】
＜２９＞上記バイオマスが、木材の加工物または粉砕物、パルプ類、紙類、バガス、稲わ
ら、とうもろこし茎若しくは葉、パーム空果房（ＥＦＢ）、植物殻類、および藻類からな
る群より選ばれる１種以上、好ましくは木材、木材の加工物または粉砕物、植物の茎、葉
、および果房からなる群より選ばれる１種以上、より好ましくは、バガス、ＥＦＢ、アブ
ラヤシ（幹部）からなる群より選ばれる１種以上、さらに好ましくはバガスである、上記
＜２６＞～＜２８＞のいずれか１に記載の使用。
【実施例】
【００８７】
　以下の実施例において、「％」は特に断りのない場合、「質量％」を意味する。
【００８８】
＜参考例１＞　ＰＣＲ反応
　以下の実施例におけるＤＮＡ断片増幅のためのポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）におい
ては、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ　２７２０サーマルサイクラー（アプライ
ドバイオシステムズ）を使用し、ＰｒｉｍｅＳＴＡＲ　Ｍａｘ　Ｐｒｅｍｉｘ（タカラバ
イオ）と付属の試薬類を用いてＤＮＡ増幅を行った。ＰＣＲの反応液組成は、適宜希釈し
た鋳型ＤＮＡを１μＬ、センスプライマーおよびアンチセンスプライマーを各々２０ｐｍ
ｏｌ、およびＰｒｉｍｅＳＴＡＲ　Ｍａｘ　Ｐｒｅｍｉｘを２５μＬ添加して、反応液総
量を５０μＬとした。ＰＣＲの反応条件は、９８℃で１０秒間、５７℃で３０秒間および
７２℃で１０～５０秒間（目的増幅産物に応じて調整。目安は１ｋｂあたり１０秒）の３
段階の温度変化を３０回繰り返すことにより行った。
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【００８９】
＜参考例２＞　タンパク質の定量
　タンパク質の定量には、特に断りのない場合、プロテインアッセイキット（ＢｉｏＲａ
ｄ社製）を使用し、ウシ血清アルブミンを標準タンパク質とした検量線をもとに計算した
。
【００９０】
＜参考例３＞　キシラナーゼ活性の測定
（１）最適反応ｐＨ
　２．０％（ｗ／ｖ）キシラン（キシラン　ｆｒｏｍ　ｂｅｅｃｈｗｏｏｄ、Ｓｉｇｍａ
－Ａｌｄｒｉｃｈ社製）５０μＬと、２５０ｍＭ酢酸バッファー（ｐＨ４．４、５．０、
もしくは５．６）、２５０ｍＭリン酸バッファー（ｐＨ６．２、６．６、７．０、もしく
は７．４）、２５０ｍＭトリス塩酸バッファー（ｐＨ７．８、８．２、８．６、もしくは
９．０）、または２５０ｍＭグリシンバッファー（ｐＨ９．４、９．８、もしくは１０．
０）４０μＬとを混合して、ｐＨの異なる基質溶液９０μＬを調整した。適当な濃度に希
釈したキシラナーゼ溶液を基質溶液に添加し、５０℃で１０分間反応させた。
　反応後、反応液にＤＮＳ溶液（水酸化ナトリウム（和光純薬工業）１．６％（ｗ／ｖ）
、ジニトロサリチル酸（和光純薬工業）０．５％（ｗ／ｖ）、酒石酸ナトリウムカリウム
（和光純薬工業）３０．０％（ｗ／ｖ））を１００μＬ添加して、１００℃にて５分間反
応させ酵素反応を停止させた。基質溶液９０μＬにＤＮＳ溶液を１００μＬ添加後、上述
のキシラナーゼ溶液１０μＬを加えて同様の操作を行ったものをブランクとした。反応液
を冷却後、５４０ｎｍの吸光度を吸光マイクロプレートリーダーＶｅｒｓａＭａｘ（モレ
キュラーデバイスジャパン）で測定した。
【００９１】
（２）最適反応温度
　２．０％（ｗ／ｖ）キシラン（キシラン　ｆｒｏｍ　ｂｅｅｃｈｗｏｏｄ、Ｓｉｇｍａ
－Ａｌｄｒｉｃｈ社製）５０μＬと、ｐＨ６．０の２５０ｍＭリン酸－クエン酸バッファ
ー４０μＬとを混合して基質溶液９０μＬを調整した。基質溶液に適当な濃度に希釈した
キシラナーゼ溶液（１０μＬ）を添加し、Ｖｅｒｉｔｉサーマルサイクラー（アプライド
バイオシステムズ社製）を用いて４５～７０℃（５℃刻み）で１０分間反応させた。その
後、ＤＮＳ溶液を１００μＬ添加し、１００℃にて５分間反応させて酵素反応を停止させ
た。反応液を冷却後、５４０ｎｍの吸光度を吸光マイクロプレートリーダーにて測定した
。なお、既知濃度のキシロース溶液で作成した検量線をもとに反応液中のキシロオリゴ糖
量を算出した。
【００９２】
＜参考例４＞　セルロース含有原料の調製
（１）セルロース含有原料中のホロセルロース含有量の算出
　粉砕したセルロース含有原料を、エタノール－ジクロロエタン混合溶剤（１：１）で６
時間ソックスレー抽出を行い、抽出後のサンプルを６０℃で真空乾燥した。得られた試料
２．５ｇに水１５０ｍＬ、亜塩素酸ナトリウム１．０ｇおよび酢酸０．２ｍＬを添加し、
７０～８０℃で１時間加温した。引き続き亜塩素酸ナトリウムおよび酢酸を添加して加温
する操作を、試料が白く脱色するまで３～４回繰り返し行った。白色の残渣をグラスフィ
ルター（１Ｇ－３）でろ過し、冷水およびアセトンで洗浄した後、１０５℃で恒量になる
まで乾燥し、残渣質量を求めた。下記式によりホロセルロース含有量を算出し、これをセ
ルロース含有量とした。
　　セルロース含有量（質量％）＝［残渣質量（ｇ）／セルロース含有原料の採取量（ｇ
：塩基性化合物を除いた乾燥原料換算）］×１００
【００９３】
（２）アンヒドログルコース単位（ＡＧＵ）モル数の算出
　ＡＧＵモル数は、セルロース含有原料中のホロセルロースをすべてセルロースと仮定し
て、以下の式に基づき算出した。
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　　　ＡＧＵモル数＝ホロセルロース質量（ｇ）／１６２
【００９４】
（３）セルロース含有原料の水分量の測定
　セルロース含有原料の水分量の測定には、赤外線水分計（株式会社ケット科学研究所製
、製品名「ＦＤ－６１０」）を使用した。１５０℃にて測定を行い、３０秒間の質量変化
率が０．１％以下となる点を測定の終点とした。測定された水分量の値を、セルロース含
有原料の乾燥質量に対する質量％に換算した。
【００９５】
（４）粉砕処理物の平均粒子径の測定
　粉砕処理物の平均粒子径は、レーザー回折／散乱式粒度分布測定装置「ＬＡ－９５０」
（株式会社堀場製作所製）を用いて測定した。測定試料として粉砕処理物０．１ｇを５ｍ
Ｌの水に加え、超音波で１分間処理した試料分散液を用いた。体積基準のメジアン径を、
温度２５℃にて測定し、これを平均粒子径とした。
【００９６】
＜実施例１＞　キシラナーゼの調製
（ゲノムＤＮＡの抽出）
　Xylanimonas cellulosilytica  ＤＳＭ１５８９４株をＴｒｙｐｔｉｃａｓｅ　Ｓｏｙ
　Ａｇａｒ培地（３．０％Ｔｒｙｐｔｉｃａｓｅ　Ｓｏｙ、２．０％Ａｇａｒ）に植菌し
、２８℃にて１日間培養した。培養して得られた菌体から、ＵｌｔｒａＣｌｅａｎTM　Ｍ
ｉｃｒｏｂｉａｌ　ＤＮＡ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ　Ｋｉｔ（Ｍｏ　Ｂｉｏ　Ｌａｂｏｒａ
ｔｏｒｉｅｓ，　Ｉｎｃ．製）を用いてゲノムＤＮＡを取得した。
【００９７】
（ベクターの作製）
　得られたゲノムＤＮＡを鋳型として、表１に示したフォワードプライマー１（配列番号
５）とリバースプライマー１（配列番号６）を用いて、ゲノム上のキシラナーゼ遺伝子領
域（配列番号１）約１．０ｋｂｐ断片（Ａ）を増幅した。
　シャトルベクターｐＨＹ３００ＰＬＫ（タカラバイオ）のＢａｍＨＩ制限酵素切断点に
、バチルス属細菌ＫＳＭ－Ｓ２３７株（ＦＥＲＭ　ＢＰ－７８７５）由来のＳ２３７アル
カリセルラーゼ遺伝子（特開２０００－２１００８１号公報参照）（配列番号３）をコー
ドするＤＮＡ断片が挿入された組換えプラスミドｐＨＹ－Ｓ２３７を鋳型とし、表１に示
したフォワードプライマー２（配列番号７）とリバースプライマー２（配列番号８）を用
いてＳ２３７アルカリセルラーゼ構造遺伝子を除く約５．６ｋｂｐ断片（Ｂ）を増幅した
。増幅した遺伝子断片をＨｉｇｈ　Ｐｕｒｅ　ＰＣＲ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｐｕｒｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ　ｋｉｔ（Ｒｏｃｈｅ製）にて精製した。
【００９８】
【表１】

【００９９】
　精製されたＤＮＡ断片（Ａ）１μＬとＤＮＡ断片（Ｂ）１μＬ、Ｉｎ－Ｆｕｓｉｏｎ　
ＨＤ　Ｃｌｏｎｉｎｇ　Ｋｉｔ（タカラバイオ）に含まれる５×Ｉｎ－Ｆｕｓｉｏｎ　Ｈ
Ｄ　Ｅｎｚｙｍｅ　Ｐｒｅｍｉ×２μL、ＤＮａｓｅフリーの水６μＬを混合し、５０℃
で１５分反応させ、キシラナーゼ遺伝子の断片をベクターにクローニングした。その後、
反応液２μＬを用いて、コンピテントセルE.coli　ＨＢ１０１（タカラバイオ）２０μＬ
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を形質転換した。形質転換体の再生培地には、５０ｐｐｍアンピシリンナトリウム（和光
純薬工業）、２．０％アガー（和光純薬工業）を含むＬＢ寒天培地を用いた。アンピシリ
ン耐性株として得られた形質転換体の中から、コロニーＰＣＲにより目的の遺伝子が挿入
されたプラスミドを保持する菌株を選別した。選別した形質転換体は同様のＬＢ寒天培地
を用いて培養後（３７℃、１日間）、得られた菌体からプラスミドをＨｉｇｈ　Ｐｕｒｅ
　Ｐｌａｓｍｉｄ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ　ｋｉｔ（Ｒｏｃｈｅ）を用いて回収、精製した
。
【０１００】
（形質転換体の作製）
　プラスミドの宿主菌への導入はプロトプラスト形質転換法（Mol. Gen. Genet., 1979, 
168:111-115）に従って行った。この際、宿主菌にはBacillus subtilis １６８株プロテ
アーゼ９重欠損株（ＫＡ８ＡＸ）（特開２００６－１７４７０７号公報）を用いた。形質
転換体の再生培地には、テトラサイクリン含有ＤＭ３再生寒天培地（キシラン　ｆｒｏｍ
　ｂｅｅｃｈｗｏｏｄ（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ）１．０％（ｗ／ｖ）、バクトカザ
ミノ酸（Ｄｉｆｃｏ）０．５％（ｗ／ｖ）、酵母エキス（Ｄｉｆｃｏ）０．５％（ｗ／ｖ
）、Ｌ－トリプトファン（和光純薬工業）０．０１％（ｗ／ｖ）、コハク酸二ナトリウム
六水和物（和光純薬工業）８．１％（ｗ／ｖ）、リン酸一水素二カリウム（和光純薬工業
）０．３５％（ｗ／ｖ）、リン酸二水素一カリウム（和光純薬工業）０．１５％（ｗ／ｖ
）、グルコース（和光純薬工業）０．５％（ｗ／ｖ）、塩化マグネシウム（和光純薬工業
）２０ｍＭ、牛血清アルブミン（和光純薬工業）０．０１％（ｗ／ｖ）、トリパンブルー
０．０１％（ｗ／ｖ）（ＡＣＲＯＳ　ＯＲＧＡＮＩＣＳ）、テトラサイクリン塩酸塩（和
光純薬工業）０．００５％（ｗ／ｖ）、寒天１．０％（ｗ／ｖ））を用いた。
【０１０１】
（キシラナーゼ生産）
　ＤＭ３再生寒天培地上に生育した形質転換体１５ｐｐｍテトラサイクリン含有ＬＢ培地
５ｍＬを用いてシード培養後（３０℃、２５０ｒｐｍ、１６時間）、シード培養液０．６
ｍＬを２×Ｌ　Ｍａｌ培地２０ｍＬ（バクトトリプトン２％（ｗ／ｖ）、酵母エキス１．
０％（ｗ／ｖ）、塩化ナトリウム１．０％（ｗ／ｖ）、硫酸マンガン五水和物（和光純薬
工業）７５ｐｐｍ、マルトース一水和物（和光純薬工業）７．５％（ｗ／ｖ）、テトラサ
イクリン塩酸塩１５ｐｐｍ）に添加し、メイン培養を行った（３０℃、２３０ｒｐｍ、３
日間）。培養後、遠心分離（１１，０００ｒｐｍ、１５分間、４℃）により培養上清を得
た。培養上清３ｍＬを脱塩カラムＥｃｏｎｏ－Ｐａｃ　１０ＤＧ（ＢｉｏＲａｄ）を用い
て２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ　ｐＨ７．５へとバッファー交換を行うことで、組換えキ
シラナーゼ粗酵素液を調製した。
【０１０２】
＜試験例１＞
（キシラナーゼ活性および最適反応ｐＨ）
　適当な濃度に希釈した実施例１で調製したキシラナーゼ溶液（１０μＬ）または対照キ
シラナーゼＣｅｌｌｉｃ（登録商標）ＨＴｅｃ（Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／Ｓ）を基質溶
液に添加し、前述の参考例３（１）の条件で反応させ、キシラナーゼ活性を測定した。
　既知濃度のキシロース溶液で作成した検量線をもとに、反応液中のキシロオリゴ糖量を
算出し、その値から、基質液由来のバックグラウンドの値（ブランク）を差し引いた値を
、酵素反応での生成糖量とした。その後、生成糖量から各希釈酵素溶液のキシラナーゼ活
性（ｕｎｉｔ）を計算した。１ｕｎｉｔ（Ｕ）は、１分間に１μｍｏｌのＤ－キシロース
相当の還元糖を遊離する酵素の活性とした。結果を表２に示す。表中、最大活性に対する
相対活性（％）とは、最大活性を得たｐＨ（ｐＨ６．６）での活性を１００％としたとき
の相対活性を示し、Ｃｅｌｌｉｃ（登録商標）ＨＴｅｃに対する相対活性（％）とは、各
ｐＨにおけるＣｅｌｌｉｃ（登録商標）ＨＴｅｃの比活性を１００％としたときの相対活
性を示す。
【０１０３】
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【表２】

【０１０４】
　実施例１で調製した本発明のキシラナーゼは、ｐＨ６．６で最大活性を示し、その際の
比活性は約１７１７Ｕ／ｍｇであった。また、当該キシラナーゼは、ｐＨ５．０以上にお
いて市販キシラナーゼより高い比活性を示した。さらに、当該キシラナーゼは、ｐＨ７．
０～９．０の間で１２００Ｕ／ｍｇ以上の比活性を有し、最大活性の７０％以上の活性を
維持していた。これらの結果より、当該キシラナーゼが広い範囲のｐＨで高いキシラナー
ゼ活性を有し、特にアルカリ領域においても高い活性を有することが示された。
【０１０５】
＜試験例２＞
（最適反応温度）
　基質溶液に適当な濃度に希釈した実施例１で調製したキシラナーゼ溶液（１０μＬ）を
添加し、前述の参考例３（２）の測定条件でキシラナーゼ活性を測定した。既知濃度のキ
シロース溶液で作成した検量線をもとに反応液中のキシロオリゴ糖量を算出した。算出し
た値からブランクの値を差し引いて、酵素反応で生成されたキシロオリゴ糖量を算出した
。最大の生成糖量を示したサンプルを１００％とした際の各温度での生成糖量を相対活性
として求めた。結果を表３に示す。本発明のキシラナーゼは、６０℃付近で最もキシラン
分解活性が高く、４５～６５℃の範囲で６０℃での活性の６０％以上の活性を示した。
【０１０６】

【表３】

【０１０７】
＜実施例２＞　キシラナーゼによるバイオマスの糖化
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（バイオマスの調製）
　基質として使用するバガス粉砕物は以下のように調製した。
　バガス（サトウキビの搾りかす、ホロセルロース含有量７１．３質量％、結晶化度２９
％、水分量７．０質量％）を減圧乾燥機ＶＯ－３２０（アドバンテック東洋）中に入れ、
窒素流通下の条件で２時間減圧乾燥し、ホロセルロース含有量７１．３ｗｔ％、結晶化度
２９％、水分量２．０ｗｔ％の乾燥バガスを得た。
【０１０８】
（混合粉砕処理）
　得られた乾燥バガス１００ｇと粒径０．７ｍｍの粒状の水酸化ナトリウム「トーソーパ
ール」（東ソー社製）８．８ｇ（ホロセルロースを構成するＡＧＵ１モルに対し０．５モ
ル相当量）を、バッチ式振動ミルＭＢ－１（中央化工機：容器全容積３．５Ｌ、媒体とし
てφ３０ｍｍ、長さ２１８ｍｍ、断面形状が円形のＳＵＳ３０４製ロッドを１３本使用、
ロッド充填率５７％）に投入し、２時間粉砕処理することでバガス粉砕物（平均粒子径約
１６．６μｍ）を得た。
【０１０９】
（糖化処理）
　２ｍＬ容マイクロチューブに、調製したバガス粉砕物５０ｍｇと０．４ｍＬの水を添加
し、１Ｎ－ＨＣｌにて粉砕に使用した水酸化ナトリウムを中和した。中和された溶液に０
．４ｍＬの２５０ｍＭ酢酸ナトリウムバッファー（ｐＨ４．０もしくは５．０）、２５０
ｍＭリン酸バッファー（ｐＨ６．０もしくは７．０）、または２５０ｍＭトリス塩酸バッ
ファー（ｐＨ８．０もしくは９．０）を添加して基質溶液を調製した。基質溶液は、実施
例１で調製したキシラナーゼ溶液または対照のキシラナーゼ溶液を１サンプルあたり５０
μｇ－タンパク質となるように添加後、水を加えて全量を１ｍＬとした。その後、５０℃
、１５０ｒｐｍで往復振とうしながら１日間糖化反応を行った。対照のキシラナーゼとし
ては、Ｃｅｌｌｉｃ（登録商標）ＨＴｅｃ（Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／Ｓ）またはThermo
myces lanuginosus由来キシラナーゼ（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｏｒｉｃｈ）を用いた。Therm
omyces lanuginosus由来キシラナーゼは、ｐＨ５．０の基質溶液のみに添加した。
【０１１０】
　反応終了後、遠心分離（１５０００ｒｐｍ、５ｍｉｎ、４℃）にて上清を回収し、ＤＸ
５００クロマトグラフィーシステム（日本ダイオネクス社製）にて上清中のキシロース、
キシロビオースおよびキシロトリオースの濃度を測定した。これら３つの遊離糖量の和を
バガス由来の生成糖量とした。結果を表４に示す。表中の相対生成糖量は、各ｐＨにおけ
るＣｅｌｌｉｃ（登録商標）ＨＴｅｃの生成糖量を１００％とした場合の相対値である。
【０１１１】
【表４】

【０１１２】
　表４に示したように、本発明のキシラナーゼは、測定した全てのｐＨ範囲でＣｅｌｌｉ
ｃ（登録商標）ＨＴｅｃよりも高い糖化活性を示し、特にアルカリ領域（ｐＨ７～９）に
おいても安定して高い糖化活性を維持していた。なお、市販のThermomyces lanuginosus
由来キシラナーゼは、ｐＨ５においてＣｅｌｌｉｃ（登録商標）ＨＴｅｃと同等の糖化活
性（相対生成糖量１０１％）を示した。これらの結果より、本発明のキシラナーゼは幅広
いｐＨにて汎用的な使用が可能であると考えられた。
【０１１３】
＜実施例３＞　酵素製剤によるバイオマスの糖化
（バイオマスの調製）
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　実施例２で調製したバガス粉砕物（平均粒子径約１６．６μｍ）を用いた。
（セルラーゼの調製）
　Trichoderma reesei QM6a株由来エンドグルカナーゼＩ（配列番号１０、以下TrEGIと略
す）の調製は以下のように行った。
　TrEGIをコードするＤＮＡ配列（配列番号９）をＰＣＲにより増幅して、Aspergillus o
ryzae用発現ベクターであるｐＰＴＲ Ｉ ＤＮＡ（タカラバイオ）へとプロモーターと連
結後導入した。その後、A. oryzae RIB40株へと作製したベクターを導入し、形質転換体
を取得した。得られた形質転換体を培養することで培養液中へとTrEGIを分泌生産させた
。発現させたTrichoderma reesei QM6a株由来エンドグルカナーゼＩ（以下TrEGI）のタン
パク質量は、精製TrEGIのＣＭＣ分解活性とＤＣプロテインアッセイキット（ＢｉｏＲａ
ｄ社製）によるタンパク質量から比活性（211.5U/mg－タンパク質）を計算し、培養上清
中のＣＭＣ分解活性から上清中のタンパク質量を逆算して求めた。
【０１１４】
（糖化処理）
　２ｍＬ容マイクロチューブに、調製したバガス粉砕物５０ｍｇと０．４ｍＬの水を添加
し、１Ｎ－ＨＣｌにて粉砕に使用した水酸化ナトリウムを中和した。中和された溶液に０
．４ｍＬの２５０ｍＭ酢酸ナトリウムバッファー（ｐＨ５．５）を添加して基質溶液を調
製した。基質溶液には、本発明のキシラナーゼを含む酵素製剤（試験品）を１サンプルあ
たり１００μｇ－タンパク質となるように添加後、水を加えて全量を１ｍＬとした。対象
としては、Ｃｅｌｌｉｃ（登録商標）ＣＴｅｃ２を１サンプルあたり５０μｇ、１００μ
ｇまたは１５０μｇ－タンパク質を添加後、同様に水を加えて全量を１ｍＬとした。その
後、５０℃、１５０ｒｐｍで往復振とうしながら３日間糖化反応を行った。本発明のキシ
ラナーゼを含む酵素製剤には、本発明のキシラナーゼ：TrEGI：exo-1,4-β-D-Xylosidase
（メガザイム社）：Ｃｅｌｌｉｃ（登録商標）ＣＴｅｃ２＝１０：２０：１：３１（タン
パク質量比）で混合したものを用いた（タンパク質１００μｇ中、Ｃｅｌｌｉｃ（登録商
標）ＣＴｅｃ２を５０μｇ含有）。なお、上記酵素製剤中の各タンパク質量及び比率計算
には、ＤＣプロテインアッセイキットにて測定したタンパク質量を使用した。
【０１１５】
　反応終了後、遠心分離（１５０００ｒｐｍ、５ｍｉｎ、４℃）にて上清を回収し、ＤＸ
５００クロマトグラフィーシステム（日本ダイオネクス社製）にて上清中のグルコース、
セロビオース、キシロース、キシロビオースおよびキシロトリオースの濃度を測定した。
これら５つの遊離糖量の和をバガス由来の生成糖量とした。結果を図１に示す。図中の相
対糖化率は、Ｃｅｌｌｉｃ（登録商標）ＣＴｅｃ２を１サンプルあたり５０μｇ－タンパ
ク質を添加した際の生成糖量を１００％とした場合の相対値である。
【０１１６】
　図１に示したように、本発明のキシラナーゼを含む酵素製剤を用いることで、同タンパ
ク質量や１．５倍量のＣｅｌｌｉｃ（登録商標）ＣＴｅｃ２よりも高い糖化活性を示し、
本発明のキシラナーゼを含む酵素製剤がバイオマスの糖化に適していることが示された。
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