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(57)【要約】
改良された糖化プロセスは、グルコアミラーゼ及び少な
くとも１種類のセルラーゼの使用を含む。改良された本
糖化プロセスによれば、エタノールなどの発酵産物の収
率が高められる。一実施形態では、改良された本糖化プ
ロセスにより、市販のセルラーゼを使用してエタノール
の収率が最大で０．５％～１％高められる。改良された
同時糖化発酵（ＳＳＦ）プロセス、並びに液化デンプン
スラリー、グルコアミラーゼ、及びセルラーゼを含む組
成物も提供される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デンプン含有基質を糖化して発酵原料を調製するための方法であって、（ａ）少なくと
も一定量のセルロース性材料を含有する液化デンプンスラリーを、酵素活性にとって十分
な条件下でグルコアミラーゼ及びセルラーゼと接触させる工程と、（ｂ）前記酵素活性を
生じるための時間を与え、これにより発酵原料を生産する工程と、を含む方法。
【請求項２】
　前記酵素活性が、少なくとも、（ａ）前記発酵原料中の少なくとも１種類の発酵性糖の
濃度を高めるか、（ｂ）セルロースに結合しているか若しくはセルロースに閉じ込められ
た少なくとも１つのデンプン鎖を放出させるか、又は（ｃ）前記セルロース性材料の一部
を加水分解するうえで十分であり、前記（ａ）、（ｂ）、又は（ｃ）が、セルラーゼと接
触させないコントロール液化デンプンスラリーと比較して測定することができる、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記セルラーゼが、エキソグルカナーゼ、エンドグルカナーゼ、ヘミセルラーゼ、β－
グルコシダーゼ、又はキシラナーゼ活性のうちの１つ以上、あるいはこれらの任意の組み
合わせを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記セルラーゼが、少なくともエキソグルカナーゼ、エンドグルカナーゼ、ヘミセルラ
ーゼ、又はβ－グルコシダーゼ活性を有する、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記セルラーゼが、前記液化デンプンスラリー中の乾燥固形分１０００ｋｇ（メートル
トン）当たり約０．０５～約５０ｋｇで加えられる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記セルラーゼが、乾燥固形分１０００ｋｇ（メートルトン）当たり約５ｋｇで加えら
れる、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記液化デンプンスラリーを、脱分枝酵素、ペクチナーゼ、β－アミラーゼ、及びフィ
ターゼからなる群から選択される１つ以上の追加的な酵素と接触させる工程を更に含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記発酵原料を発酵させて発酵産物を生産する工程を更に含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項９】
　前記発酵産物がエタノールである、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記発酵産物の収率がセルラーゼを加えない場合の前記収率と比較して約０．１～約１
．０％高い、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記発酵産物の収率がセルラーゼを加えない場合の前記収率と比較して約０．３～約０
．５％高い、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記接触させる工程及び前記発酵させる工程が合わせて約２４～７２時間を要する、請
求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　デンプンが、トウモロコシ、小麦、大麦、ソルガム、ライ麦、ジャガイモ、又はこれら
の任意の組み合わせに由来する、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記デンプンがトウモロコシに由来する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
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　前記液化デンプンスラリーを、脱分枝酵素、ペクチナーゼ、β－アミラーゼ、及びフィ
ターゼからなる群から選択される１つ以上の酵素と接触させる工程を更に含む、請求項８
に記載の方法。
【請求項１６】
　前記発酵させる工程が前記糖化させる工程と同時に行われる、請求項８に記載の方法。
【請求項１７】
　液化デンプンスラリー、グルコアミラーゼ、及びセルラーゼを含む組成物。
【請求項１８】
　前記セルラーゼが乾燥固形分１０００ｋｇ（メートルトン）当たり約０．０５～約５０
ｋｇで存在する、請求項１７に記載の組成物。
【請求項１９】
　デンプンが、トウモロコシ、小麦、大麦、ソルガム、ライ麦、ジャガイモ、又はこれら
の任意の組み合わせに由来する、請求項１７に記載の組成物。
【請求項２０】
　前記デンプンがトウモロコシに由来する、請求項１９に記載の組成物。
【請求項２１】
　脱分枝酵素、ペクチナーゼ、β－アミラーゼ、及びフィターゼからなる群から選択され
る１つ以上の追加的な酵素を更に含む、請求項１７に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（優先権）
　本出願は、２０１１年４月２９日出願の米国特許仮出願第６１／４８１，０９４号に基
づく優先権を主張するものであり、当該出願をその全容にわたって本明細書に援用するも
のである。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、デンプン及び／又はバイオマスの発酵、詳細にはこうした発酵による産物の
収率、例えばエタノールの収率を高めるためのプロセスに関する。詳細には、本発明は、
デンプン及び／又はバイオマスを糖化及び／又は発酵させることと合わせて、グルコアミ
ラーゼ及びセルラーゼを用いた発酵（同時糖化発酵（simultaneous saccharification an
d fermentation）（ＳＳＦ）プロセスを含む）によりエタノールを生産するための組成物
及びプロセスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　エタノールなどの有用な産物を生産するためのデンプン及び／又はバイオマスの工業的
発酵は、かねてより大きな関心が寄せられている領域である。エタノールの多くの用途の
中には、食品及び飲料、並びに工業用の化学物質、燃料添加剤、又は液体燃料における用
途がある。今日の経済的、社会的、政治的、環境的、エネルギー的、及び地質学的な問題
のために、燃料エタノールは特に高い関心を集めている。エタノールは、潜在的な燃料源
として、また、再生可能な資源から得られることから、化石燃料源への依存度を低下させ
、望ましくない排気物質を低減し、ガソリンエンジンの性能を向上させ、大気中の二酸化
炭素の蓄積を減少させるうえで助けとなりうるものである。
【０００４】
　主にセルロースからなる材料の糖化及び発酵からエタノールを得ることに関心が集まっ
ている一方で、エタノールの大部分はデンプン質の発酵により生産されている。デンプン
を含有する原材料からのエタノール製造の一般的なプロセスでは、酵素によって触媒され
る連続した２工程が行われることにより、発酵に先立ってデンプンからグルコースが放出
される。第１の工程は、α－アミラーゼによって触媒されるデンプンの液化である。α－
アミラーゼ（ＥＣ　３．２．１．１）は、内部のα－１，４－Ｄ－グルコシド結合をラン
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ダムに切断するエンドヒドロラーゼである。これらのアミラーゼは、デンプンスラリーを
より短鎖のマルトデキストリンに分解可能である。α－アミラーゼがデンプンを分解する
に従って、その混合物の粘度は低下する。液化は通常、高温で行われるため、バチルスｓ
ｐ．（Bacillus sp.）由来のα－アミラーゼなどの耐熱性のα－アミラーゼが好ましくは
使用される。近年、液化を向上させるとともに、多くの興味深く、新規かつ有用な酵素特
性を与える目的で、多くの新たなα－アミラーゼが開発されている。
【０００５】
　酵素的液化は多工程のプロセスでありうる。例えば酵素の添加後に、スラリーを約６０
～９５℃、一般的には約７８～８８℃の温度に加熱する。この後、例えばジェットクッカ
ー又は他の何らかの手段により通常、約９５～１２５℃の温度にまでスラリーを加熱した
後、約６０～９５℃にまで冷却する。更なる酵素を加え、このマッシュを、更に約０．５
～４時間、所望の温度、一般的には約６０～９５℃に保つ。特定の場合では、マッシュの
粘度を低下させるためにセルラーゼを液化槽に加えることが知られている。この目的で使
用される市販のセルラーゼ製品の例としては、ダニスコ社ジェネンコア部門（Danisco’s
 Genencor Division）により販売される異なるＯＰＴＩＭＡＳＨ（商標）、例えばＯＰＴ
ＩＭＡＳＨ（商標）ＢＧ、ＯＰＴＩＭＡＳＨ（商標）ＴＢＧ、ＯＰＴＩＭＡＳＨ（商標）
ＶＲ、及びＯＰＴＩＭＡＳＨ（商標）ＸＬが挙げられる。
【０００６】
　このような液化プロセスにおける粘度の低下、及びより長鎖のデンプン分子からより短
鎖のマルトデキストリン分子への切断にも関わらず、これらのマルトデキストリンは酵母
により容易に発酵されてアルコールを生成することはできない。したがって、マルトデキ
ストリンを更に分解するために、第２の酵素触媒工程である糖化が必要とされる場合があ
る。グルコース、マルトース、及びイソマルトースを放出させるため、液化後に形成され
るマルトデキストリンの非還元末端の加水分解を触媒する目的でグルコアミラーゼ及び／
又はマルトジェニックα－アミラーゼが一般的に用いられる。プルラナーゼのような脱分
枝酵素も糖化を助ける目的で使用することができる。糖化は一般的に、例えば約６０℃の
高温、ｐＨ　４．３の酸性条件下で行われる。
【０００７】
　基礎的な酵素デンプン液化プロセスは充分に確立されたものであるが、商業的なデンプ
ンの加工処理の更なる改良が有用であると考えられる。詳細には、原材料（例えばトウモ
ロコシなどの穀類）の粉砕、並びにデンプンのゼラチン化及び液化の後にセルロース性物
質が残る。この繊維状セルロース性物質は、一定量のデンプンを閉じ込めるか又は結合し
うるために、理論的収率及び実際の収率の両方を低下させるものである。液化においてセ
ルラーゼを使用することでスラリーの粘度を低下させることができる。例えば、Ｏｈｇｒ
ｅｎら、Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｖｏｌ．４２，ｐｐ．８３４～８
３９，２００７を参照されたい。セルラーゼは、針葉樹パルプ又はサトウキビバガスなど
の前処理したリグノセルロース材料のＳＳＦプロセスにおいても使用することができる。
例えば、Ｋｏｖａｃｓら、Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｖｏｌ．４４，
ｐｐ．１３２３～１３２９，２００９、及びｄａ　Ｓｉｌｖａら、Ｂｉｏｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｖｏｌ．１０１，ｐｐ．７４０２～７４０９，２０１０を参
照されたい。米国単独で４５４億リットル（１２０億ガロン）というエタノールの年間生
産量を考慮した場合、たとえわずかな再現可能な収量の改善であっても、追加的なエネル
ギーの投入をともなわずに実現可能なものであるならば有益であることから、エタノール
などの発酵産物の収量を高めることが可能なプロセスは、当該技術分野における進歩とな
るものである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　デンプン含有材料を糖化及び発酵させるためのプロセスが提供される。発酵ストック用
に、セルラーゼ及びグルコアミラーゼの存在下でデンプン質の植物性材料（穀物など）を
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糖化することによって産物の収率を高めることができる。本プロセスでは、液化の後、例
えば好ましくは糖化及び／又は発酵の間にセルラーゼ及びグルコアミラーゼを加えること
を行う。本プロセスは、当該技術分野において知られているものとは以下の点で異なって
いる。すなわち、（１）液化においてセルラーゼを使用することでスラリーの粘度を低減
させる（セルラーゼは、高温の液化工程の最後に一般的に不活化される）、及び（２）デ
ンプン含量の低い高セルロース材料のＳＳＦプロセスにおいてセルラーゼを使用する。酵
素は、例えば同時糖化発酵（ＳＳＦ）において加えることができる。いずれの特定の作用
機序も制限されることなく、これらの酵素は、セルロース性物質の一部を加水分解し、か
つ／又はセルロース繊維に結合しているか又は閉じ込められたデンプン分子の放出を促進
することができる。機序とは関係なく、これらの酵素を添加することの最終的な効果は、
産物の収率の向上であり、これは、追加的な発酵性物質の放出／変換によって追加的なグ
ルコースが生成することに明らかによるものである。
【０００９】
　乾式粉砕エタノール施設の副産物又は同時産物である可溶性物質添加乾燥蒸留穀物残渣
（ＤＤＧＳ）は、一般的に約２０％以上の全グルカンを含有しており、そのうちの約１６
％（乾燥重量基準）はセルロースに由来するものである。（Ｙｏｕｎｇｍｉら、Ｂｉｏｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，９９：５１６５～５１７６（２００８）を参照
されたい）。このセルロースは、完全にグルコースに変換された場合、理論上はトウモロ
コシ１ブッシェル当たり約０．３７９Ｌ（０．１ガロン）の追加的なエタノールを生成し
うる。（Ｓａｖｉｌｌｅ　ａｎｄ　Ｙａｃｙｓｈｙｎ、「Ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　Ｃｅｌｌ
ｕｌａｓｅ　Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｎ　Ｃｏｏｋｌｉｎｅ　Ｏｐｅｒａｔ
ｉｏｎ　ｉｎ　Ａ　Ｄｒｙ　Ｍｉｌｌ　Ｅｔｈａｎｏｌ　Ｐｌａｎｔ」、２７ｔｈ　Ｓｙ
ｍｐｏｓｉｕｍ　ｏｎ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｆｏｒ　Ｆｕｅｌｓ　ａｎｄ　Ｃ
ｈｅｍｉｃａｌｓ．，Ｍａｙ　１～４，２００５，Ｄｅｎｖｅｒ，ＣＯを参照されたい）
。例えばエタノール発酵では、産物の収率を０．４～０．５％高めることが可能である。
業界全体で使用された場合、このような改善により、米国内で年間に、１８２～２２７百
万リットル（４８～６０百万ガロン）の追加的なエタノールが生産されることになる。
【００１０】
　すなわち、第１の態様では、デンプン含有基質を糖化して発酵ストックを生産するため
の方法が提供される。本方法は、（ａ）少なくとも一定量のセルロース性材料を含有する
液化デンプンスラリー（すなわち液化物）を、酵素活性にとって十分な条件下でグルコア
ミラーゼ及びセルラーゼの両方と接触させる工程と、（ｂ）酵素活性を生じるための時間
を与え、これにより発酵ストックを生産する工程と、を含む。好ましくは酵素活性は、少
なくとも、（ａ）発酵ストック中の少なくとも１種類の発酵性糖の濃度を高めるか、（ｂ
）セルロースに結合しているか若しくは閉じ込められた少なくとも１つのデンプン鎖を放
出させるか、又は（ｃ）液化デンプンスラリー中に存在するセルロース性材料の一部を加
水分解するうえで十分である。
【００１１】
　一実施形態では、デンプン基質を発酵させることによって産生される発酵産物の収率を
高めるための方法が提供される。本方法は、少なくとも一定量のセルロース性物質を含有
する液化デンプンを選択する工程と、液化デンプンを、酵素活性にとって十分な条件下で
グルコアミラーゼ及びセルラーゼの両方と接触させる工程と、この後、混合物を発酵させ
て発酵産物を生産する工程とを一般的に含む。本発明の好ましい一実施形態では、発酵産
物はエタノールである。異なる実施形態において、発酵産物の収率を約０．１％～約１．
０％高めることができる。
【００１２】
　更なる実施形態では、液化穀物デンプンを同時に糖化及び発酵させるための方法が提供
される。本方法は、（１）液化デンプンスラリーを、酵素活性及び発酵にとって十分な条
件下、発酵に適した生物の存在下でグルコアミラーゼ及びセルラーゼと接触させる工程と
、（２）酵素活性及び発酵を進行させる工程と、を含む。一実施形態では、発酵は少なく



(6) JP 2014-512828 A 2014.5.29

10

20

30

40

50

とも２４～約７２時間にわたって進行する。この発酵では、セルラーゼが加えられていな
いコントロール発酵と比較して産物の収率が向上しうる。一実施形態では、発酵によりエ
タノールが産生され、エタノールの収率が例えば約０．１～約１．０％高められる。
【００１３】
　更なる別の態様では、液化デンプンスラリー、グルコアミラーゼ、及びセルラーゼを含
む組成物が提供される。本組成物は、エタノール又は他の有用な産物の発酵用の原料を調
製するうえで有用である。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】乾燥固形分（ＤＳ）３２％のトウモロコシマッシュの７２時間の発酵におけるエ
タノール収率に対するセルラーゼ添加の効果を示す。この実験ではＳＳＦプロセスを用い
た。グルコアミラーゼは、０．４ＧＡＵ／ｇ（トウモロコシ）のＧ－ＺＹＭＥ　４８０（
ダニスコ・ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisco US Inc., Genencor Division））を
用いた。セルラーゼは、ＡＣＣＥＬＬＥＲＡＳＥ　１０００（ダニスコ・ユー・エス社ジ
ェネンコア部門（Danisco US Inc., Genencor Division））を乾燥トウモロコシ１０００
ｋｇ（メートルトン）当たり５ｋｇで加えた。コントロールはグルコアミラーゼを含有し
ているが、セルラーゼは加えなかった。エタノール、ＤＰ１、及びＤＰ２の濃度を、コン
トロール及びセルラーゼ処理について測定した。Ｙ軸は濃度（ｇ／Ｌ）を示し、Ｘ軸は発
酵の時間を反映している。
【図２】グルコアミラーゼの存在下で、液化物中の乾燥固形分１０００ｋｇ（メートルト
ン）当たり０、５、１０、及び５０ｋｇ（ｋｇ／１０００ｋｇ（ＭＴ）ＤＳ）のセルラー
ゼ酵素を加えた結果を示す棒グラフ。Ｙ軸は、示された時間におけるエタノールの量（ｇ
／Ｌ）を示す。
【図３】グルコアミラーゼ（０．４ＧＡＵ／ｇ（トウモロコシ）のＧ－ＺＹＭＥ（ダニス
コ・ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisco US Inc., Genencor Division）））及びセ
ルラーゼ（０．５～２ｋｇ／１０００ｋｇ（ＭＴ）ＤＳのＡＣＣＥＬＬＥＲＡＳＥ　１５
００（ダニスコ・ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisco US Inc.，Genencor Division
）））をトウモロコシマッシュの発酵に加えた１つの実験の結果を示す。エタノールの収
率に対するグルコアミラーゼ及びセルラーゼの効果を示す。グラフは、加えたセルラーゼ
の量（ｗ／ｗ　％　ＤＳ）に対する最終的なエタノールの量（ｖ／ｖ　％）をＹ軸に示す
。
【図４】グルコアミラーゼ（０．４ＧＡＵ／ｇ（トウモロコシ）のＧ－ＺＹＭＥ（ダニス
コ・ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisco US Inc., Genencor Division）））及びセ
ルラーゼ（０．５～２ｋｇ／１０００ｋｇ（ＭＴ）ＤＳのＡＣＣＥＬＬＥＲＡＳＥ　１５
００（ダニスコ・ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisco US Inc., Genencor Division
）））をトウモロコシマッシュの発酵に加えた１つの実験の結果を示す。図３に示される
実験において加えられたセルラーゼの量に対する発酵中のグルコースの最終濃度を示す。
グラフは、加えたセルラーゼの量（ｗ／ｗ　％　ＤＳ）に対する最終的なグルコース濃度
（ｗ／ｖ　％）をＹ軸に示す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明において提供されるプロセスは、液化後のデンプン質を糖化する際のセルラーゼ
酵素の使用を含む。穀物などのデンプン質の糖化又はＳＳＦにおいてセルラーゼを添加す
ることにより、発酵産物の収率を高めることができる。改良された糖化又はＳＳＦプロセ
スにより、有利な点としてグルコースの濃度が増大するか、セルロース性物質に結合、会
合、又は閉じ込められた１つ以上のデンプン分子が放出されるか、又は例えば乾燥粉砕及
び液化後に残るセルロースの少なくとも一部が分解される。一実施形態では、改良された
糖化プロセスにより、グルコアミラーゼとともに加えられる市販のセルラーゼを使用して
、エタノールの収率が高められる。
【００１６】
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　１．用語の定義及び略号
　本説明文に基づけば、以下の略号及び定義が適用される。本明細書で使用するところの
単数形「ａ」、「ａｎ」、及び「ｔｈｅ」には、そうでないことが内容によって明らかに
示されないかぎり、複数の指示対象物が含まれる。したがって、例えば「酵素」という場
合には、複数のこうした酵素が含まれ、「配合物」という場合には、当業者には周知の１
つ以上の配合物及びその均等物などが含まれる。本明細書で使用するところの「有する（
comprising）」及びその類語は、その包括的な意味において使用され、すなわち、「含む
（including）」及びその対応する類語と同等なものとして使用される。
【００１７】
　特に定義されないかぎりは、本明細書で使用する技術用語及び科学用語はいずれも、当
業者によって一般的に理解されるものと同じ意味を有する。以下の用語を下記に示す。
【００１８】
　１．１．用語の定義
　ある数値又は数値の範囲に関して「約」なる用語は、その数値が、記載される値よりも
最大で１０％大きいか又は小さいものでありうることを示す。他の実施形態において、「
約」とは、ある数値が、記載される値よりも最大で５％大きいか又は小さいものでありう
ることを示す。
【００１９】
　本明細書で使用するところの「デンプン」とは、式（Ｃ６Ｈ１０Ｏ５）ｘ（式中、Ｘは
任意の正の整数でありうる）を有する、アミロース及びアミロペクチンで構成された、植
物の複雑な多糖炭水化物からなる任意の物質のことを指す。詳細には、この用語は、穀物
、草、塊茎、及び根を含むがこれらに限定されない、任意の植物系物質のことを指す。好
ましくは、デンプン質は、小麦、大麦、トウモロコシ、ライ麦、オート麦、米、ソルガム
又はマイロ、糠、キャッサバ、キビ、ジャガイモ、サツマイモ、及びタピオカである。本
明細書の目的では、「ソルガム」には、「マイロ」としても知られる「グレインソルガム
」が一般的に含まれる。
【００２０】
　「スラリー」なる用語は、少なくとも一定量の不溶性固形物を含有する水性混合物のこ
とを指す。スラリーは、１つ以上の可溶性成分も含みうる。粉砕穀物、小麦粉、又はデン
プンは、アミラーゼを試験するため、又は液化プロセスを行うためのスラリーを形成する
目的でしばしば水性溶液中に懸濁される。
【００２１】
　「ゼラチン化」とは、加熱によってデンプン分子を安定化させて粘稠懸濁液を形成する
ことを意味する。
【００２２】
　「液化」なる用語は、デンプンを、より粘度が低く、より短鎖の可溶性デキストリンに
「液化」すなわち変換するプロセスを意味する。液化のプロセスでは、デンプンのゼラチ
ン化を少なくともα－アミラーゼの添加と同時に行うか、デンプンのゼラチン化の後に少
なくともα－アミラーゼを添加する。したがって、液化とは、ゼラチン化されたデンプン
が酵素的に加水分解され、これにより例えばデンプンの鎖長が低減されると同時に粘度が
低下する段階である。本明細書で使用するところの「液化」とは、液化デンプンスラリー
、すなわち得られる加水分解混合物のことを指す。こうした液化物は、一般的に発酵とと
もに糖化プロセスの開始物質である。
【００２３】
　本明細書で使用するところの「糖化」とは、グルコースへのデンプンの酵素的変換のこ
とを指す。液化の後、デンプンスラリーは、「糖化」されてマルトデキストリンが例えば
グルコース、マルトースなどの発酵性糖に変換される。糖化では、酵素、特にグルコアミ
ラーゼが使用されるが、脱分枝酵素もしばしば使用される。
【００２４】
　「重合度（ＤＰ）」なる用語は、所定の糖類中の無水グルコピラノース単位の数（ｎ）
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のことを指す。ＤＰ１の例は、グルコース及びフルクトースなどの単糖類である。ＤＰ２
の例は、マルトース及びスクロースなどの２糖類である。ＤＰ＞３は、重合度が３よりも
大きいポリマーを示す。ＤＰは、糖（低ＤＰ）へのデンプン（高ＤＰ）の相対的分解度の
尺度として用いることができる。「ＤＥ」又は「デキストロース等量」なる用語は、全炭
水化物の一画分としての還元糖の比率（％）として定義される。
【００２５】
　「同時糖化発酵」（ＳＳＦ）とは、原材料（例えば、全粒又はデンプン及びセルロース
性物質を含む他のバイオマス）を糖化する工程と、発酵工程とが一緒に行われる単一のプ
ロセスに組み合わされた特定の種類の発酵プロセスのことを指す。
【００２６】
　「アミラーゼ」とは、デンプン、アミロース、アミロペクチンなどの分解を特に触媒す
ることが可能な酵素を意味する。一般的に、アミラーゼは、（ａ）３個以上のα－Ｄ－（
１→４）－結合したグルコース単位を含む多糖類中のα－Ｄ－（１→４）Ｏ－グリコシド
結合を切断するエンド切断酵素活性（例えば、α－アミラーゼ（ＥＣ　３．２．１．１；
α－Ｄ－（１→４）－グルカングルカノヒドロラーゼ）に見られるような）、及び、（ｂ
）基質分子を非還元末端から順次切断するエキソ切断アミロース分解活性を有する。後者
の例は、β－マルトースを生成するβ－アミラーゼ（ＥＣ　３．２．１．２）に見られる
。β－アミラーゼ、α－グルコシダーゼ（ＥＣ　３．２．１．２０；α－Ｄ－グルコシド
グルコヒドロラーゼ）、グルコアミラーゼ（ＥＣ　３．２．１．３；α－Ｄ－（１→４）
－グルカングルコヒドロラーゼ）、及び生成物特異的アミラーゼは、それぞれの基質から
特定の長さのマルトオリゴ糖を生成することができる。
【００２７】
　「α－アミラーゼ」（例えば、Ｅ．Ｃ．３．２．１．１）とは一般的に、α－１，４－
グルコシド結合の加水分解を触媒する酵素のことを指す。これらの酵素は、１，４－α－
結合したＤ－グルコース単位を含む多糖類中の１，４－α－Ｄ－グルコシド結合の加水分
解を行う。これらのα－アミラーゼは、α立体配置の還元基を放出する。本開示の目的で
は、「α－アミラーゼ」には特に、比較的高い熱安定性を有する、すなわち高温で持続的
な活性を有するαアミラーゼ酵素が含まれる。例えば、α－アミラーゼは、８０℃よりも
高い温度でデンプンを液化するうえで有用である。
【００２８】
　酵素に関して「活性」とは、触媒活性を意味し、活性の速度、活性の量、又は比活性な
どの酵素活性の任意の許容される尺度を含む。本明細書で使用するところの「比活性」と
は、特定の条件下で単位時間当たりに酵素調製物によって生成物に変換される基質のモル
数として定義される酵素単位を意味する。比活性は、単位（Ｕ）／ｍｇ（タンパク質）と
して表される。
【００２９】
　「α－アミラーゼ単位」（ＡＡＵ）とは、米国特許第５，９５８，７３９号に開示され
る方法に従って測定したα－アミラーゼ活性のことを指す。簡単に述べると、このアッセ
イでは、化学的にブロックされた非還元末端糖を有する基質としてｐ－ニトロフェニルマ
ルトヘプトシド（ＰＮＰ－Ｇ７）を使用する。ＰＮＰ－Ｇ７は、例えばα－アミラーゼな
どのエンドアミラーゼによって切断することができる。切断の後、α－グルコシダーゼ及
びグルコアミラーゼが基質を消化して遊離ＰＮＰ分子を遊離させるが、このＰＮＰ分子は
黄色味を呈し、可視分光測光法により４１０ｎｍで測定することができる。ＰＮＰの放出
速度はα－アミラーゼ活性に比例している。所定の試料のＡＡＵを標準コントロールに対
して計算する。ＡＡＵの１単位は、特定の条件下で１分当たり１０ｍｇのデンプンを加水
分解するために必要とされる酵素の量を指す。
【００３０】
　「グルコアミラーゼ」は、アミロース及びアミロペクチン分子の非還元末端からグルコ
シル残基を放出させるエクソ作用型アミラーゼの一種である。グルコアミラーゼは、α－
１，４結合よりも大幅に遅い速度であるが、α－１，６及びα－１，３結合の加水分解も
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触媒する。グルコアミラーゼ活性は、「グルコアミラーゼ単位」（ＧＡＵ）で表すことが
できる。
【００３１】
　本明細書で使用するところの「セルロース」とは、セルロース、ヘミセルロース、リグ
ニン、関連するβ－Ｄ－グルカンなどを含む総称である。
【００３２】
　本明細書で使用するところの「セルラーゼ」とは、セルロース、すなわちセルロースの
各成分のいずれか、例えば穀物中に見出されるもののような、セルロース、ヘミセルロー
ス、リグニン及び／又は関連するβ－Ｄ－グルカン中の１，４－β－Ｄ－グリコシド結合
などを加水分解するあらゆる酵素のことを指す。したがって、「セルラーゼ」には、Ｅ．
Ｃ．３．２．１．４（セルラーゼ／エンドセルラーゼ）、Ｅ．Ｃ．３．２．１．９１（エ
キソセルラーゼ）、及びＥ．Ｃ．３．２．１．２１（セロビアーゼ）として分類される酵
素のすべてのものが少なくとも含まれる。エンドセルラーゼの例としては、エンド－１，
４－β－グルカナーゼ、カルボキシメチルセルラーゼ（ＣＭＣアーゼ）、エンド－１，４
－β－Ｄ－グルカナーゼ、β－１，４－グルカナーゼ、β－１，４－エンドグルカンヒド
ロラーゼ、及びセルデキストリナーゼが挙げられる。エクソセルラーゼの例としては、セ
ルロース分子の還元末端から作用するセロビオヒドロラーゼ、及びセルロース分子の非還
元末端に作用するセロビオヒドロラーゼが挙げられる。β－グルコシダーゼはセロビアー
ゼの別名である。本明細書の特定の実施形態では、セルラーゼとは、エンドセルラーゼ、
エキソセルラーゼ、ヘミセルラーゼ及びβ－グルコシダーゼのうちの１つ以上のもの、又
はこれらの任意の組み合わせを選択的に指す。例えば、エキソ及びエンドグルカナーゼ、
ヘミセルラーゼ、並びにβ－グルコシダーゼを含有する、ＡＣＣＥＬＬＥＲＡＳＥ　１０
００及びＡＣＣＥＬＬＥＲＡＳＥ　１５００などのダニスコ社ジェネンコア部門（Danisc
o’s Genencor Division）の製品を含む、セルラーゼ組成物の市販の調製物が本明細書に
おける使用に適している。
【００３３】
　「タンパク質」及び「ポリペプチド」なる用語は、本明細書で互換可能に使用される。
【００３４】
　「～に由来する」なる用語には、「～を起源とする」、「～から得られる」又は「～か
ら得ることが可能な」、及び「～から単離された」なる用語が含まれる。
【００３５】
　「発酵」とは、より単純な有機化合物を生成するための微生物による有機物質の酵素的
及び／又は嫌気的分解である。発酵は嫌気的条件下で起こるが、発酵は様々な濃度の酸素
の存在下でも起こることから、この用語は厳密な嫌気的条件のみに限定されるものではな
い。発酵には、顆粒状デンプンを含むデンプン基質の最終産物への少なくともいずれかの
発酵性生物変換（例えば、容器又は反応器中での）が含まれる。
【００３６】
　「接触させる」なる用語は、酵素が対応する基質と十分に近接して基質を最終産物に変
換することができるように、反応器、容器などの中にそれぞれの酵素を入れることを言う
。当業者であれば、酵素（例えば溶液中の）を、比較的純粋又は粗形態の１つ以上の対応
する基質と混合することにより接触が実現されうることは認識されるところであろう。
【００３７】
　本明細書で使用するところの「乾燥固形分含量（ｄｓ）」なる用語は、乾燥重量基準で
の混合物（例えばスラリー）の全固形分のことを指す。乾燥固形分含量及び乾燥重量基準
は、例えば全乾燥物質の重量の比率（％）としての対象物質の重量として通常表される。
【００３８】
　「残留デンプン」なる用語は、発酵後の穀物副産物中に存在するデンプンの量のことを
指す。一般的に、１００ｇのＤＤＧＳ中に存在する残留デンプンの量は、エタノール生産
プロセスなどの発酵プロセスにおけるデンプンの利用効率を評価するためのパラメータの
１つとなりうる。
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【００３９】
　本明細書で使用するところの「再利用工程」とは、残留デンプン、酵素、及び／又は微
生物を含みうるマッシュ成分を再利用してデンプンを含む基質を発酵させることを指す。
【００４０】
　「マッシュ」なる用語は、アルコールなどの発酵産物を生産するために使用される発酵
性炭素源（炭水化物）を水に混合した混合物のことを指す。幾つかの実施形態では、「発
酵マッシュ（beer）」及び「マッシュ」なる用語は互換可能に用いられる。
【００４１】
　「蒸留廃液」なる用語は、発酵したマッシュからアルコールを除去した後の残渣である
、非発酵固形分と水との混合物のことを意味する。
【００４２】
　「乾燥蒸留穀物残渣（distillers’ dried grain）」（ＤＤＧ）及び「可溶性物質添加
乾燥蒸留穀物残渣（distillers’ dried grain with solubles）」（ＤＤＧＳ）なる用語
は、穀物発酵の有用な副産物のことを指す。
【００４３】
　本明細書で使用するところの「微生物」には、あらゆる細菌、酵母、又は真菌種が含ま
れる。
【００４４】
　本明細書で使用するところの「エタノール産生微生物」とは、糖又はオリゴ糖をエタノ
ールに変換する能力を有する微生物性のことを指す。エタノール産生微生物は、個々に又
は協働して糖をエタノールに変換する１つ以上の酵素を発現する能力のためにエタノール
産生性となっている。
【００４５】
　本明細書において使用するところの「エタノール産生者」又は「エタノール産生微生物
」とは、ヘキソース又はペントースからエタノールを産生することが可能な任意の生物又
は細胞のことを言う。一般的にエタノール産生細胞は、アルコールデヒドロゲナーゼ及び
ピルビン酸デカルボキシラーゼを含んでいる。エタノール産生微生物の例としては、酵母
などの真菌性微生物が挙げられる。エタノール生産に使用される一般的な酵母には、例え
ばＳ．セレビシエ（S. cerevisiae）などのサッカロマイセス（Saccharomyces）の種及び
株が含まれる。
【００４６】
　ポリヌクレオチド又はタンパク質に関して用いられる「異種の」なる用語は、宿主細胞
中に天然に存在しないポリヌクレオチド又はタンパク質のことを言う。幾つかの実施形態
では、タンパク質は商業的に重要な工業用タンパク質である。この用語には、天然に存在
する遺伝子、突然変異遺伝子、及び／又は合成遺伝子によってコードされたタンパク質が
含まれるものとする。
【００４７】
　ポリヌクレオチド又はタンパク質に関して用いられる「内因性の」なる用語は、宿主細
胞中に天然に存在するポリヌクレオチド又はタンパク質のことを言う。
【００４８】
　本明細書で使用するところの「回収された」、「単離された」及び「分離された」なる
用語は、それらが天然状態で関連している少なくとも１つの成分から取り除かれた化合物
、タンパク質、細胞、核酸又はアミノ酸のことを指す。
【００４９】
　エタノールの収率に関して用いられる「収率」なる用語は、所定量の開始物質からの特
定の化合物、例えばエタノールの生成率のことを言う。「収率」は、開始物質から特定の
時間の間に生成する生成物として表すことができる。一実施形態では、エタノールの収率
は、トウモロコシ１ブッシェル当たりに生成される未変性エタノールのガロン数を反映し
た「ｇａｌ　ＵＤ／ブッシェル（トウモロコシ）」として計算される。１ブッシェルのト
ウモロコシの重さは約２５．４ｋｇ（５６ポンド）である。
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【００５０】
　「ＡＴＣＣ」とは、２０１０８バージニア州マナッサス所在のアメリカ培養細胞系統保
存機関（アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション（American Type Culture Coll
ection）（ＡＴＣＣ））のことを指す。
【００５１】
　１．２．略号
　特に断りのないかぎりは以下の略号を使用する。すなわち、
【表１】

【００５２】
　２．エタノール生産
　その態様の１つにおいて、本明細書において提供される改良された糖化プロセスは、エ
タノールの生産に特に有用である。一般的に、デンプン含有材料からのアルコール（エタ
ノール）の生産は、粉砕、液化、糖化、及び発酵の４つの工程に大きく分けることができ
る。
【００５３】
　２．１．原材料
　本開示のデンプン加工処理、特に本開示のエタノールプロセスでは、開始原材料は、相
当量のデンプン源及び少なくとも一定量のセルロース性物質源の両方を含む材料であるこ
とが好ましい。一般的に原材料（例えばトウモロコシ穀粒）のセルロース性物質の含有量
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は、５％未満である（乾燥質量基準）。例えば、Ｋｉｍら、Ｂｉｏｒｅｓｏｕｒ．Ｔｅｃ
ｈｎｏｌ．Ｖｏｌ．９９，ｐｐ．５１７７～５１９２（２００８）を参照されたい。一実
施形態では、デンプンとセルロースとは天然の状態では緊密に会合している。典型的な１
つの応用例では、本明細書で使用するためのデンプン源は、全粒であるか又は少なくとも
大部分が全粒である。原材料は、トウモロコシ、ジャガイモ、キャッサバ、ソルガム又は
マイロ、小麦、大麦、ライ麦、オート麦などを含む様々なデンプン含有作物から選択する
ことができる。一実施形態では、デンプン含有原材料は穀物である。特定の好ましい実施
形態では、デンプン含有原材料は、トウモロコシ、小麦、及び大麦からなる群、又はこれ
らの任意の組み合わせから選択される全粒であってよい。
【００５４】
　２．２．粉砕
　穀物は、その構造を開いて更なる加工処理を行うことができるように粉砕される。一般
的に使用されている３つのプロセスとしては、湿式粉砕法、乾式粉砕法、及び各種の分画
法がある。乾式粉砕では、全粒を粉砕してプロセスのその後の工程で使用する。これに対
して、湿式粉砕法は胚芽と粗挽き粉（デンプン顆粒及びタンパク質）との分離性が極めて
良好であるため、シロップが並行して生産される場所では、幾つかの例外を除いて通常、
用いられている。湿式又は乾式粉砕法の変法などの異なる分画法によれば、穀物の各成分
の分離性はより高いか、又はより低くなる。乾式粉砕法は、エタノール発酵では最も頻繁
に使用される粉砕法である。本明細書における使用では、高度に精製されたデンプンは必
要ではなく、少なくとも一部のセルロース残渣がデンプンと会合したままとなることが好
ましい。したがって、開示されるプロセスと使用するには乾式粉砕法がよく適している。
【００５５】
　２．３．ゼラチン化及び液化
　幾つかの実施形態では、上記に述べたようにして調製したデンプン基質を、水とともに
スラリー化する。このようなデンプンスラリーは、デンプンを、約１０～５５％、約２０
～４５％、約３０～４５％、約３０～４０％、又は約３０～３５％の乾燥固形分の重量比
率（％）で含有しうる。本発明の好ましい一実施形態では、ｄｓ含量は、約２０％～約３
５％でありうる。スラリーのｐＨは、有用性又は必要性に応じて、例えば酵素の安定性及
び／又は活性を最大化するために、例えばＮａＯＨ又はＨＣｌによって調整することがで
きる。α－アミラーゼの安定性及び活性を高める又は最適化するためにｐＨを調整するこ
とが時として有益である。
【００５６】
　本明細書における液化では、あらゆる従来の液化プロセスが、他のそれほど従来からは
用いられていない液化方法と並んで適当である。α－アミラーゼは、液化の目的を達成す
るために任意の有効量で使用することができる。本明細書では、従来用いられているより
も高用量を使用することができる。本明細書では、必要とされる粘度の低下及びデンプン
の分解を実現するうえで有効であるならば、異なる液化の時間及び／又は温度の使用も考
えられる。液化に適した任意のα－アミラーゼを使用することが可能であるが、本明細書
における使用が考えられる代表的なα－アミラーゼとしては、ＧＣ　３５８及びＳＰＥＺ
ＹＭＥ（登録商標）ＸＴＲＡ（ダニスコ・ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisco US I
nc., Genencor Division））、並びにＬＩＱＵＯＺＹＭＥ（登録商標）ＳＣ及びＬＩＱＵ
ＯＺＹＭＥ（登録商標）ＳＣ　ＤＳ（ノボザイムズ社（Novozymes A/S）、デンマーク）
が挙げられる。また、これらに限定されるものではないが、ＳＰＥＺＹＭＥ（登録商標）
ＦＲＥＤ、ＳＰＥＺＹＭＥ（登録商標）ＨＰＡ、Ｍａｘａｌｉｑ（商標）ＯＮＥ（ダニス
コ・ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisco US Inc., Genencor Division））、及びＦ
ＵＥＬＺＹＭＥ（登録商標）ＬＦ（ベレニウム社（Verenium Corp.））などのα－アミラ
ーゼ製品を液化に使用することもできる。上記の酵素製品の任意のものの組み合わせ又は
ブレンドを使用することもできる。
【００５７】
　約１００～１２５℃の温度で通常行われるジェットクッキングなどの従来の高温処理も
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、高温工程を省略した液化プロセスと同様に本明細書における使用が考えられる。液化物
中の残留α－アミラーゼの存在は、本明細書において提供される改良された糖化方法にお
いて問題とはならない。
【００５８】
　２．４．改良された糖化方法
　液化の後、マッシュ又は液化物を糖化により更に加水分化することにより、容易に発酵
可能な低分子糖（ＤＰ１～ＤＰ２）を生成する。幾つかの実施形態では、１～４時間の予
備糖化工程を、液化工程と糖化工程との間に行ってもよい。糖化において、一般的に加水
分解はグルコアミラーゼの存在により酵素的に行われる。一般的に、α－グルコシダーゼ
及び／又は酸α－アミラーゼを、グルコアミラーゼに加えて添加してもよい。
【００５９】
　改良された本糖化方法では、例えば下記に述べるように、グルコアミラーゼとともにセ
ルラーゼが加えられる。
【００６０】
　一態様では、穀物又は他のデンプン質作物などのデンプン含有基質を糖化するための改
良された方法が提供される。本方法は、例えば発酵原料の調製において有用である。本方
法は、少なくとも一定料のセルロース性物質を含む液化デンプンスラリー（液化物）を特
定する工程と、その液化物を、酵素活性にとって十分な条件下でグルコアミラーゼ及びセ
ルラーゼの両方と接触させる工程と、酵素活性が生ずる時間を与える工程とを含む。本方
法によって発酵原料が生産され、工業用化学物質、医薬用物質、又は更にはエタノール若
しくは他のバイオ燃料を生産するための任意の方式の発酵において有用である。
【００６１】
　一実施形態では、酵素活性、特にセルラーゼの活性は、少なくとも（ａ）発酵ストック
中の少なくとも１種類の発酵性糖の濃度を高めるか、（ｂ）セルロースに結合しているか
若しくは閉じ込められた少なくとも１つのデンプン鎖を放出させるか、又は（ｃ）セルロ
ース性材料の一部を加水分解するうえで十分である。糖化プロセスにおいてセルラーゼと
接触させないか又はセルラーゼで処理しないコントロール液化物に対して、上記の（ａ）
、（ｂ）、又は（ｃ）のいずれかを測定することが可能な実験を行うことができる。
【００６２】
　当業者であれば認識されるように、「セルラーゼ」活性は複雑な一群の酵素活性であり
、多数のグルカン結合の加水分解を触媒する能力を有する単一のタンパク質又はポリヌク
レオチドではない。したがって異なる実施形態において、セルラーゼとは、エキソグルカ
ナーゼ、エンドグルカナーゼ、ヘミセルラーゼ、β－グルコシダーゼ、又はキシラナーゼ
活性のいずれか１つ以上、あるいはこれらの任意の組み合わせを有する、一般的にセルラ
ーゼとみなされるか又は称される任意の酵素を含むものである。セルラーゼは、少なくと
もエキソグルカナーゼ、エンドグルカナーゼ、ヘミセルラーゼ、及びβ－グルコシダーゼ
活性を有する。本明細書における使用が考えられる市販のセルラーゼの幾つかの例を下記
の項３．３に示す。
【００６３】
　セルラーゼは、任意の有用な用量で加えることができる。当業者であれば、いずれかの
酵素の過剰量の使用が、例えば糖化処理と同時又は糖化処理の後の発酵に悪影響を及ぼし
うることは認識されるところであろう。異なる実施形態において、セルラーゼは、液化物
中の乾燥固形分１０００ｋｇ（メートルトン）当たり約０．０５～約５０ｋｇ、１０００
ｋｇ（メートルトン）当たり約０．０７５～約２５ｋｇ、１０００ｋｇ（メートルトン）
当たり約０．１～約１２．５ｋｇ、１０００ｋｇ（メートルトン）当たり約０．３～約６
ｋｇ、又は液化物中の乾燥固形分１０００ｋｇ（メートルトン）当たり約０．５～約１ｋ
ｇの用量で加えられる。本発明の好ましい一実施形態では、液化物中の乾燥固形分１００
０ｋｇ（メートルトン）当たり約５ｋｇのセルラーゼを使用することができる。
【００６４】
　また、セルラーゼは、添加されるグルコアミラーゼに対する用量で使用することもでき
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る。異なる実施形態において、セルラーゼ／グルコアミラーゼの比は、約０．０００１１
～約０．１４ｇ／ＧＡＵ、約０．０００１７～約０．０７ｇ／ＧＡＵ、約０．０００２２
～約０．０４ｇ／ＧＡＵ、約０．０００６８～約０．０１６ｇ／ＧＡＵ、又は約０．００
１１～約０．００２８ｇ／ＧＡＵでありうる。
【００６５】
　デンプン質液化物のあらゆる糖化において、糖化に何らの悪影響を及ぼすことなくセル
ラーゼが潜在的に含まれうるが、少なくとも経済的な観点からは、セルラーゼを含むこと
で有益な効果が得られる液化物を特定することが有用である点は理解されよう。したがっ
て、例えばセルロース性材料を含むか又は含む可能性の高い液化物は、穀物、特にトウモ
ロコシなどの乾燥粉砕されたデンプン源から生じる液化物であると考えられる。
【００６６】
　接触させる工程は、グルコアミラーゼ又はセルラーゼのいずれかを最初に加える順次的
なものとすることができる。接触させる工程は、各酵素を同時又はほぼ同時に加える同時
的なものとすることもできる。問題を避けるためには、各酵素が活性を示すための諸条件
をより容易に設定できるように、例えば重複するｐＨ、温度、イオン強度、塩及び／又は
他の必要条件といった、活性に必要な諸条件が共通する酵素を選択することが好ましい。
【００６７】
　一実施形態では、脱分枝酵素、ペクチナーゼ、β－アミラーゼ、及びフィターゼからな
る群から選択される１つ以上の追加的な酵素と液化物とを接触させることによって、糖化
率を更に向上させることができる。このような酵素は、植物の細胞壁、及び粉砕後に残留
し、液化プロセスによって影響されない他の細胞物質を分解するうえで有用である。こう
した物質が更に分解されることで、グルコース又はその等価物の生産が、直接的（還元糖
の放出により）又は間接的に（例えば、セルロースなどの他の物質に閉じ込められるか又
は結合したデンプン分子の放出により）促進されうる。
【００６８】
　別の態様では、デンプン基質を発酵させることにより生成される発酵産物の収率を高め
る方法が提供される。上記の方法と同様、液化後のデンプン含有材料の糖化の際にセルラ
ーゼを加える工程が含まれる。本方法は、少なくとも一定量のセルロース性物質を含有す
る液化デンプンを選択する工程と、その液化デンプンを、酵素活性にとって十分な条件下
でグルコアミラーゼ及びセルラーゼの両方と接触させる工程と、この後、混合物を発酵さ
せて発酵産物を生産する工程とを一般的に含む。
【００６９】
　選択工程は、改良された本方法の利点が、適切に選択された液化物、すなわち少なくと
も一定量のセルロース性物質が好ましくは存在する液化物をより容易に得ることができる
という点で、上記の特定する工程と概ね同様である。一実施形態では、発酵産物はエタノ
ールである。好ましくは、収率の改善率は少なくとも約０．１％～約１．０％である。エ
タノールの生産では、少なくとも０．３％～約０．５％の改善が実際に実現可能である。
【００７０】
　セルラーゼは、エキソグルカナーゼ、エンドグルカナーゼ、ヘミセルラーゼ、β－グル
コシダーゼ、又はキシラナーゼ活性の１つ以上、あるいはこれらの任意の組み合わせを一
般的に有している。一実施形態では、セルラーゼは、少なくともエキソグルカナーゼ、エ
ンドグルカナーゼ、ヘミセルラーゼ、及びβ－グルコシダーゼ活性を有する。
【００７１】
　セルラーゼの用量は、上記に述べたものと同様である。したがってセルラーゼは、液化
物中の乾燥固形分１０００ｋｇ（メートルトン）当たり約０．０５～約５０ｋｇで加える
ことができる。一般的に、ＡＣＣＥＬＬＥＲＡＳＥ製品（ダニスコ・ユー・エス社ジェネ
ンコア部門（Danisco US Inc., Genencor Division））などの市販のセルラーゼを、乾燥
固形分１０００ｋｇ（メートルトン）当たり約５ｋｇで添加することができる。
【００７２】
　接触させる工程及び発酵させる工程は、収率及び他の考慮条件に有用な任意の長さの時
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間であってよい。好ましくはこれら２つの工程は、全体で、すなわち合わせて約２４～７
２時間である。しかしながら、必要な場合には、糖化工程単独で数日間持続してもよい。
一実施形態では、糖化されるデンプンは、トウモロコシ、小麦、大麦、ソルガム若しくは
マイロ、ライ麦、ジャガイモ、又はこれらの任意の組み合わせに由来するものである。よ
り好ましくはデンプンは、例えばトウモロコシマッシュなどのトウモロコシ由来のもので
ありうる。
【００７３】
　本方法は、上記に述べたように、脱分枝酵素、ペクチナーゼ、β－アミラーゼ、及びフ
ィターゼからなる群から選択される１つ以上の追加的な酵素と液化物とを接触させる工程
を更に含んでもよい。
【００７４】
　当業者であれば認識されるように、完全な糖化には最長約７２時間を要しうる。本明細
書における使用において本発明で好ましいものでありうる幾つかの実施形態では、糖化工
程と発酵工程とは、同時糖化発酵又はＳＳＦと呼ばれる単一の工程に組み合わされる。
【００７５】
　ＳＳＦに関連して、別の態様では、液化デンプンを同時に糖化及び発酵させるための改
良された方法であって、液化物を、酵素活性及び発酵にとって十分な条件下、発酵に適し
た生物の存在下でグルコアミラーゼ及びセルラーゼと接触させる工程と、酵素活性及び発
酵を少なくとも２４～７２時間進行させる工程とを含み、発酵が、セルラーゼを加えない
コントロール発酵と比較して、向上した産物収率を有する方法が提供される。
【００７６】
　本明細書に開示される他の態様と同様、一実施形態における発酵はエタノールを生成し
、このエタノール収率が向上している。同様に、セルラーゼは、エキソグルカナーゼ、エ
ンドグルカナーゼ、ヘミセルラーゼ、β－グルコシダーゼ、又はキシラナーゼ活性のいず
れか１つ以上を有している。本発明における特定の好ましいセルラーゼは、少なくともエ
キソグルカナーゼ、エンドグルカナーゼ、ヘミセルラーゼ、及びβ－グルコシダーゼ活性
を有する。
【００７７】
　セルラーゼの用量は任意の有用な量であってよく、セルラーゼは液化物中の乾燥固形分
１０００ｋｇ（メートルトン）当たり約０．０５～約５０ｋｇ、１０００ｋｇ（メートル
トン）当たり約０．１～約２５ｋｇ、１０００ｋｇ（メートルトン）当たり約１～約１０
ｋｇ、又は液化物中の乾燥固形分１０００ｋｇ（メートルトン）当たり約２．５～７．５
ｋｇで加えられる。本発明の好ましい一実施形態では、液化物中の乾燥固形分１０００ｋ
ｇ（メートルトン）当たり約５ｋｇのセルラーゼが使用される。
【００７８】
　異なる実施形態において、収率は、約０．１～約１．０％、又は約０．３～約０．６％
高められる。
【００７９】
　一実施形態では、接触させる工程と発酵させる工程とを合わせた場合、約２４～７２時
間を要する。異なる実施形態において、デンプンは、トウモロコシ、小麦、大麦、ソルガ
ム若しくはマイロ、ライ麦、ジャガイモ、又はこれらの組み合わせに由来するものである
。代表的なデンプンは、特にエタノール発酵に関連する場合にはトウモロコシである。
【００８０】
　場合により、脱分枝酵素、ペクチナーゼ、β－アミラーゼ、及びフィターゼなどの追加
的な酵素を、改良された本方法に含めることができる。
【００８１】
　改良された糖化の別の態様では、デンプン、グルコアミラーゼ、及びセルラーゼの液化
物を含む組成物が提供される。組成物は、発酵の原料を調製するうえで有用である。組成
物は、例えば酵素活性に有用な温度よりも低い温度で保存することができ、上記の記載に
従って更なる糖化を行うために後で昇温して維持することができる。好ましくは、組成物
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は、液化物中の乾燥固形分１０００ｋｇ（メートルトン）当たり約０．０５～約５０ｋｇ
のセルラーゼを含む。デンプンは、トウモロコシ、小麦、大麦、ソルガム若しくはマイロ
、ライ麦、ジャガイモ、又はこれらの任意の組み合わせに一般的に由来するものであるが
、特にエタノール発酵ではトウモロコシが本発明において好ましい。組成物は、脱分枝酵
素、ペクチナーゼ、β－アミラーゼ、及び／又はフィターゼなどの１つ以上の追加的な酵
素を含んでもよい。
【００８２】
　２．５．発酵
　発酵に使用される生物は、所望の最終産物によって決まる。一般的には、エタノールが
所望の最終産物である場合、発酵生物として酵母が使用される。幾つかの実施形態では、
エタノール産生微生物は酵母であり、詳細には、Ｓ．セレビシエ（S. cerevisiae）の株
などのサッカロマイセス（Saccharomyces）である（米国特許第４，３１６，９５６号）
。各種のＳ．セレビシエ（S. cerevisiae）が市販されており、これらに限定されるもの
ではないが、Ｅｔｈａｎｏｌ　Ｒｅｄ（商標）（ファーメンティス社（Fermentis））、
ＴＨＥＲＭＯＳＡＣＣ（登録商標）及びＳｕｐｅｒｓｔａｒｔ（商標）（ラレマンド・エ
タノール・テクノロジー社（Lallemand Ethanol Technology））、ＦＡＬＩ（フライシュ
マンズ・イースト社（Fleischmann’s Yeast））、ＦＥＲＭＩＯＬ（登録商標）（ディー
・エス・エム・スペシャルティーズ社（DSM Specialties））、Ｂｉｏ－Ｆｅｒｍ（登録
商標）ＸＲ（エヌ・エー・シー・ビー社（ＮＡＣＢ））、及びＡｎｇｅｌアルコール酵母
（エンジェル・イースト社（Angel Yeast Company）、中国）が挙げられる。本方法にお
いて使用されるスターター酵母の量は、適当な長さの時間で商業的に有意な量のエタノー
ルを生産する（例えば２５～４０％　ｄｓを有する基質から７２時間未満で少なくとも１
０％のエタノールを生産する）うえで有用な量である。酵母細胞は、発酵ブロス１ｍＬ当
たり約１０４～１０１２個、一般的には約１０７～１０１０個の生酵母菌数の量で供給さ
れうる。発酵には、発酵微生物（例えば酵母）に加えて、栄養素、フィターゼを含むがこ
れに限定されない追加的な酵素が必要に応じて含まれる。発酵における酵母の使用につい
てはよく知られている。例えば、Ｔｈｅ　Ａｌｃｏｈｏｌ　Ｔｅｘｔｂｏｏｋ，Ｋ．Ａ．
Ｊａｃｑｕｅｓら、Ｅｄｓ．２００３，Ｎｏｔｔｉｎｇｈａｍ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　
Ｐｒｅｓｓ，ＵＫを参照されたい。
【００８３】
　本発明に述べられる改良された方法は、エタノールの収率の向上につながりうる。改善
されたエタノールの収率は、グルコアミラーゼ及び添加されるセルラーゼを含まないエタ
ノール生産プロセスの収率よりも約０．１～約１．０％高い。エタノールの収率は、トウ
モロコシ１ブッシェル当たりに生成される未変性エタノールのガロン数を反映した「ｇａ
ｌ　ＵＤ／ブッシェル（トウモロコシ）」として計算することができる。最新の技術では
一般的に、約２．５～約１０．６Ｌ（２．８ｇａｌ）ＵＤ／ブッシェル（トウモロコシ）
の範囲のエタノールの収率が得られる。Ｂｏｔｈａｓｔ　＆　Ｓｃｈｌｉｃｈｅｒ、「Ｂ
ｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ
　ｏｆ　Ｃｏｒｎ　ｉｎｔｏ　Ｅｔｈａｎｏｌ」、Ａｐｐｌ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．Ｂｉ
ｏｔｅｃｈｎｏｌ．，６７：１９～２５（２００５）を参照されたい。改善されたエタノ
ール生産効率は、本明細書に述べられるデンプン加工処理におけるより効率的なデンプン
の利用に帰するものでありうる。エタノール生産の最後の時点で、１００ｇの穀物副産物
中に存在する残留デンプンは、デンプンを約８５℃の温度で、かつ９０分以内に少なくと
も約１０のＤＥ値に達するために必要とされるα－アミラーゼの用量で液化した、エタノ
ール生産プロセスの残留デンプンよりも少なくとも約１０％、約２０％、又は約３０％低
くなっている。
【００８４】
　更なる実施形態では、当該技術分野では周知の適当な発酵微生物の使用により、発酵最
終産物は、これらに限定されるものではないが、グリセロール、１，３－プロパンジオー
ル、グルコネート、２－ケト－Ｄ－グルコネート、２，５－ジケト－Ｄ－グルコネート、
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２－ケト－Ｌ－グロン酸、コハク酸、乳酸、アミノ酸、及びこれらの誘導体を含みうる。
より詳細には、乳酸が所望の最終産物である場合には、発酵微生物としてラクトバチルス
ｓｐ．（Lactobacillus sp.）（Ｌ．カゼイ（L. casei））を使用し、グリセロール又は
１，３－プロパンジオールが所望の最終産物である場合には、大腸菌（E. coli）を使用
し、２－ケト－Ｄ－グルコネート、２，５－ジケト－Ｄ－グルコネート、及び２－ケト－
Ｌ－グロン酸が所望の最終産物である場合には、パントエア・シトレア（Pantoea citrea
）を使用することができる。上記に列挙したリストはあくまで実例に過ぎないものであり
、当業者であれば、所望の最終産物を得るために適当に使用することが可能な多くの発酵
微生物が認識されるであろう。
【００８５】
　標準的な回分システムの適当な変形例の１つとして、「流加発酵」システムがある。こ
の一般的回分システムの変形例では、発酵が進行するに従って基質を徐々に加える。流加
発酵システムは、異化産物抑制によって細胞の代謝が阻害される可能性があり、培地中の
基質の量が限定されていることが望ましい場合に有用である。流加発酵システムにおける
実際の基質濃度の測定は困難であり、したがって、ｐＨ、溶存酸素、及びＣＯ２などの排
出ガスの分圧などの測定可能な因子の変化に基づいて推定される。回分発酵及び流加発酵
は一般的なものであり、当該技術分野では周知のものである。
【００８６】
　連続発酵は、規定の発酵培地をバイオリアクターに連続的に加え、等量の調整培地を処
理加工用に同時に取り出す開放システムである。連続発酵では一般的に培地は一定の高密
度に維持され、細胞は主として対数期増殖する。連続発酵は、細胞増殖及び／又は産物濃
度に影響する１つ以上の因子の調節を可能とするものである。例えば一実施形態では、炭
素源又は窒素源などの律速栄養素が固定速度に維持され、他のすべてのパラメータは適度
に調整される。他のシステムでは、増殖に影響する多くの因子を連続的に変化させる一方
で、培地の濁度によって測定される細胞濃度は一定に維持される。連続システムは、安定
状態の増殖条件の維持を目的としたものである。したがって、培地が取り出されることに
よる細胞の損失を、発酵中の細胞増殖速度に対して平衡させる必要がある。連続発酵プロ
セスを行うために栄養素及び増殖因子を調節する方法は、産物の生成速度を最大化するた
めの方法と並んで工業微生物学の分野では周知のものである。
【００８７】
　２．６．蒸留
　必要に応じて発酵後にエタノールを例えば蒸留によって抽出した後、必要に応じて１つ
以上の処理工程を行うことができる。幾つかの実施形態では、本方法によって生産される
エタノールの収率は、少なくとも約８ｖ／ｖ　％、少なくとも約１０ｖ／ｖ　％、少なく
とも約１２ｖ／ｖ　％、少なくとも約１４ｖ／ｖ　％、少なくとも約１５ｖ／ｖ　％、少
なくとも約１６ｖ／ｖ　％、少なくとも約１７ｖ／ｖ　％、少なくとも約１８ｖ／ｖ　％
、及び少なくとも約２３ｖ／ｖ　％である。本開示のプロセスに従って得られるエタノー
ルは、例えば燃料エタノール、飲料用エタノールすなわち飲料用中性スピリッツ、又は工
業用アルコールとして使用することができる。
【００８８】
　２．７．副産物
　発酵から得られる穀物副産物は一般的に、液体形態又は乾燥形態のいずれかで動物試料
に使用される。デンプンが湿式粉砕される場合、非デンプン副産物には、粗タンパク質、
オイル、及び例えばコーングルテンミールなどの繊維が含まれる。デンプンが乾式粉砕さ
れる場合、副産物には、乾燥蒸留穀物残渣（ＤＤＧ）及び可溶性物質添加乾燥蒸留穀物残
渣（ＤＤＧＳ）などの動物試料副産物が含まれうる。しかしながら、穀物が乾燥粉砕され
、液化及び糖化に先立ってスラリーに混合される場合には、副産物として穀物は残留しな
い。
【００８９】
　３．デンプンからのエタノール生産に関与する酵素
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　本明細書に開示される改良された糖化プロセスに関し、こうした方法は、異なる酵素と
組み合わせた場合に有用であり、これらの酵素の一部のものは、エタノールなどへの発酵
用のデンプン材料の調製において使用されることが知られている。
【００９０】
　幾つかの実施形態では、追加的な酵素を、本明細書に開示される改良された糖化プロセ
ス、又はＳＳＦプロセスの液化工程において使用することができる。これらの酵素の例と
しては、液化工程において加えることができ、また、糖化工程において加えるか又は液化
工程から持ち越されてもよいα－アミラーゼが挙げられる。他の例としては、セルラーゼ
及びフィターゼが挙げられるが、これらもやはり、上記に述べたように液化及び糖化工程
の両方において加えることができる。デンプン分解中の１つ以上の時点において加えるこ
とができる他の酵素としては、グルコアミラーゼ、ペクチナーゼ、脱分枝酵素、及びβ－
アミラーゼが挙げられる。これらの酵素の幾つかの追加的な態様及び／又は供給源につい
て下記に述べる。
【００９１】
　３．１．α－アミラーゼ
　デンプン基質の液化及び／又は糖化において有用なあらゆるα－アミラーゼの本明細書
における使用が考えられる。特に有用なものは、比較的高い熱安定性を示すことにより、
８０℃よりも高い温度でデンプンを液化することが可能なものである。液化プロセスに適
したα－アミラーゼは、真菌又は細菌由来のものであってよく、特にバチルス種（Bacill
us species）などの好熱性細菌から単離されたα－アミラーゼである。これらのバチルス
（Bacillus）α－アミラーゼは、「ターマミル様α－アミラーゼ」と一般的に呼ばれる。
よく知られたターマミル様α－アミラーゼとしては、Ｂ．リケニフォルミス（B. licheni
formis）、Ｂ．アミロリケファシエンス（B. amyloliquefaciens）、及びゲオバチルス・
ステロサーモフィラス（Geobacillus stearothermophilus）（バチルス・ステロサーモフ
ィラス（Bacillus stearothermophilus）として以前知られていたもの）に由来するもの
が挙げられる。他のターマミル様α－アミラーゼとしては、国際特許出願公開第９５／２
６３９７号に開示されるバチルスｓｐ．（Bacillus sp.）であるＮＣＩＢ　１２２８９、
ＮＣＩＢ　１２５１２、ＮＣＩＢ　１２５１３、及びＤＳＭ　９３７５に由来するものが
挙げられる。使用が考えられるα－アミラーゼは、例えばＡ．オリザエ（A. oryzae）及
びＡ．ニガー（A. niger）α－アミラーゼなどのアスペルギルス（Aspergillus）種に由
来するものでもよい。更に、市販のα－アミラーゼ及びα－アミラーゼを含有する製品と
しては、ＴＥＲＭＡＭＹＬ（商標）ＳＣ、ＦＵＮＧＡＭＹＬ（商標）、ＬＩＱＵＯＺＹＭ
Ｅ（登録商標）ＳＣ及びＳＡＮ（商標）ＳＵＰＥＲ（ノボザイムズ社（Novozymes A/S）
、デンマーク）、並びにＳＰＥＺＹＭＥ（登録商標）ＸＴＲＡ、ＧＣ　３５８、ＳＰＥＺ
ＹＭＥ（登録商標）ＦＲＥＤ、ＳＰＥＺＹＭＥ（登録商標）ＦＲＥＤ－Ｌ及びＳＰＥＺＹ
ＭＥ（登録商標）ＨＰＡ（ダニスコ・ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisco US Inc.,
 Genencor Division））が挙げられる。
【００９２】
　本明細書において有用なα－アミラーゼとしては、野生型（又は親）酵素、及び親酵素
の変異体が挙げられる。これらの変異体は、ターマミル様α－アミラーゼ、又はバチルス
・リケニフォルミス（Bacillus licheniformis）α－アミラーゼ（２００８年１１月３日
出願の米国特許出願公開第２００９／０２３８９２３号に開示される）若しくはゲオバチ
ルス・ステロサーモフィラス（Geobacillus stearothermophilus）α－アミラーゼ（２０
０８年１１月３日出願の米国特許出願公開第２００９／０２５２８２８号に開示される）
などの他の野生型アミラーゼと約８０％～約９９％の配列同一性を有しうる。国際特許出
願公開第９９／１９４６７号に開示される野生型α－アミラーゼと比較して、突然変異Δ
（１８１－１８２）＋Ｎ１９３Ｆを有するゲオバチルス・ステロサーモフィラス（Geobac
illus stearothermophilus）α－アミラーゼ変異体を含む、国際特許出願公開第９６／２
３８７４号、同第９７／４１２１３号、及び同第９９／１９４６７号に開示されるアミラ
ーゼ変異体の本明細書における使用も考えられる。
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【００９３】
　幾つかの実施形態では、変異体α－アミラーゼは、親酵素の特性と比較して１つ以上の
変化した特性を示しうる。有利な点として、変化した特性のために変異体α－アミラーゼ
は、液化において効果的に機能しうる。同様に、変化した特性のため、変異体の性能はそ
の親と比較して向上しうる。これらの特性としては、基質特異性、基質結合性、基質の切
断パターン、熱安定性、ｐＨ／活性プロファイル、ｐＨ／安定性プロファイル、酸化に対
する安定性、低濃度のカルシウムイオン（Ｃａ２＋）における安定性、及び／又は比活性
が挙げられる。代表的なα－アミラーゼ変異体としては、２００８年９月１１日公開の米
国特許出願公開第２００８／０２２０４７６号、２００８年７月３日公開の米国特許出願
公開第２００８／０１６０５７３号、２００８年６月２６日公開の米国特許出願公開第２
００８／０１５３７３３号、及び２００８年４月１０日公開の米国特許出願公開第２００
８／００８３４０６号に開示されるものが挙げられる。それぞれが異なる特性を有しうる
２つ以上のα－アミラーゼのブレンドの本明細書における使用も考えられる。
【００９４】
　α－アミラーゼの活性は、若干の改変を行った米国特許出願第５，９５８，７３９号に
開示される方法に従って測定することができる。簡単に述べると、このアッセイでは、化
学的にブロックされた非還元末端糖を有する基質としてｐ－ニトロフェニルマルトヘプト
シド（ＰＮＰ－Ｇ７）を使用する。ＰＮＰ－Ｇ７は、例えばα－アミラーゼなどのエンド
アミラーゼにより切断することができる。切断の後、α－グルコシダーゼ及びグルコアミ
ラーゼが基質を消化して遊離ＰＮＰ分子を遊離させるが、このＰＮＰ分子は黄色味を呈し
、可視分光測光法により４１０ｎｍで測定することができる。ＰＮＰの放出速度はα－ア
ミラーゼ活性に比例している。試料のα－アミラーゼ活性を標準コントロールに対して計
算する。
【００９５】
　変異体又は突然変異体α－アミラーゼは、例えば任意の既知の野生型配列から出発して
、当業者により本明細書における使用のために作製することもできる。例えば既知の遺伝
子に突然変異を導入することなどによる、こうした変異体を作製するための多くの方法が
当該技術分野において周知である。親α－アミラーゼをコードしたＤＮＡ配列は、問題と
されるα－アミラーゼを産生する任意の細胞又は微生物から、当該技術分野では周知の様
々な方法を用いて単離することができる。
【００９６】
　３．２．グルコアミラーゼ
　デンプン加工処理、特に糖化における使用が考えられる別の酵素としてグルコアミラー
ゼ（ＥＣ　３．２．１．３）がある。グルコアミラーゼは、微生物又は植物から一般的に
得られる。例えば、グルコアミラーゼは真菌又は細菌由来のものであってよい。
【００９７】
　代表的な真菌性グルコアミラーゼとしては、アスペルギルス（Aspergillus）グルコア
ミラーゼ、特にＡ．ニガー（A. niger）Ｇ１又はＧ２グルコアミラーゼ（Ｂｏｅｌら（１
９８４），ＥＭＢＯ　Ｊ．３（５）：１０９７～１１０２）、又は国際特許出願公開第９
２／００３８１号及び同第００／０４１３６号に開示されるようなこれらの変異体、Ａ．
アワモリ（A. awamori）グルコアミラーゼ（国際特許出願公開第８４／０２９２１号）、
Ａ．オリザエ（A. oryzae）グルコアミラーゼ（Ａｇｒｉｃ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．（１
９９１），５５（４）：９４１～９４９）、又はこれらの変異体若しくはフラグメントが
ある。使用が考えられる他のアスペルギルス（Aspergillus）グルコアミラーゼ変異体と
しては、熱安定性が向上した変異体であるＧ１３７Ａ及びＧ１３９Ａ（Ｃｈｅｎら（１９
９６），Ｐｒｏｔ．Ｅｎｇ．９：４９９～５０５）；Ｄ２５７Ｅ及びＤ２９３Ｅ／Ｑ（Ｃ
ｈｅｎら（１９９５），Ｐｒｏｔ．Ｅｎｇ．８：５７５～５８２）；Ｎ１８２（Ｃｈｅｎ
ら（１９９４），Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｊ．３０１：２７５～２８１）；ジスルフィド結合を
有する変異体であるＡ２４６Ｃ（Ｆｉｅｒｏｂｅら（１９９６），Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔ
ｒｙ，３５：８６９８～８７０４）；並びに位置Ａ４３５及びＳ４３６にＰｒｏ残基が導
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入された変異体（Ｌｉら（１９９７）Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅｎｇ．１０：１１９９～１２０
４）が挙げられる。
【００９８】
　代表的な真菌性グルコアミラーゼとしては、米国特許第７，４１３，８７９号（ダニス
コ・ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisco US Inc., Genencor Division））に開示さ
れるトリコデルマ・リーゼイ（Trichoderma reesei）グルコアミラーゼ及びそのホモログ
も挙げることができる。グルコアミラーゼとしては、例えば、Ｔ．リーゼイ（T. reesei
）グルコアミラーゼ、ハイポクレア・シトリナ・ｖａｒ．アメリカーナ（Hypocrea citri
na var. americana）グルコアミラーゼ、Ｈ．ビノーサ（H. vinosa）グルコアミラーゼ、
Ｈ．ゼラチノーサ（H. gelatinosa）グルコアミラーゼ、Ｈ．オリエンタリス（H. orient
alis）グルコアミラーゼ、Ｔ．コニラングブラ（T. konilangbra）グルコアミラーゼ、Ｔ
．ハルジアナム（T. harzianum）グルコアミラーゼ、Ｔ．ロンギブラキアタム（T. longi
brachiatum）グルコアミラーゼ、Ｔ．アスペレラム（T. asperellum）グルコアミラーゼ
、及びＴ．ストリクティピリス（T. strictipilis）グルコアミラーゼを挙げることがで
きる。
【００９９】
　本明細書における使用が考えられる他のグルコアミラーゼとしては、タラロマイセス（
Talaromyces）グルコアミラーゼ、特にＴ．エメルソニイ（T. emersonii）（国際特許出
願公開第９９／２８４４８号）、Ｔ．レイセタナス（T. leycettanus）（米国再発行特許
第ＲＥ　３２，１５３号）、Ｔ．デュポンティ（T. duponti）、又はＴ．サーモフィラス
（T. thermophilus）（米国特許第４，５８７，２１５号）に由来するものが挙げられる
。使用が考えられる細菌性グルコアミラーゼとしては、クロストリジウム（Clostridium
）属、特にＣ．サーモアミロリティカム（C. thermoamylolyticum）（欧州特許出願公開
第１３５１３８号）、及びＣ．サーモヒドロスルフリカム（C. thermohydrosulfuricum）
（国際特許出願公開第８６／０１８３１号）に由来するグルコアミラーゼが挙げられる。
【０１００】
　適当なグルコアミラーゼとしては、国際特許出願公開第００／０４１３６号に開示され
るアミノ酸配列と約５０％、約５５％、約６０％、約６５％、約７０％、約７５％、約８
０％、約８５％、又は更には約９０％の同一性を有するグルコアミラーゼなどの、アスペ
ルギルス・オリザエ（Aspergillus oryzae）に由来するグルコアミラーゼが挙げられる。
適当なグルコアミラーゼとしては、国際特許出願公開０８／０４５４８９号（ダニスコ・
ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisco US Inc., Genencor Division））に開示される
アミノ酸配列と約５０％、約５５％、約６０％、約６５％、約７０％、約７５％、約８０
％、約８５％、又は更には約９０％の同一性を有するグルコアミラーゼなどの、Ｔ．リー
ゼイ（T. reesei）に由来するグルコアミラーゼも更に挙げられる。国際特許出願公開第
０８／０４５４８９号及び２００８年１１月２０日出願の米国特許出願公開第２００９／
０２７５０８０号（ダニスコ・ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisco US Inc., Genen
cor Division））に開示されるものなどの、変化した特性を有するＴ．リーゼイ（T. ree
sei）グルコアミラーゼ変異体が特に有用である場合もある。
【０１０１】
　Ｓｐｉｒｉｚｙｍｅ（登録商標）Ｆｕｅｌ、Ｓｐｉｒｉｚｙｍｅ（登録商標）Ｐｌｕｓ
、及びＳｐｉｒｉｚｙｍｅ（登録商標）Ｕｌｔｒａ（ノボザイムズ社（Novozymes A/S）
、デンマーク）、Ｇ－ＺＹＭＥ（登録商標）４８０、Ｇ－ＺＹＭＥ（登録商標）４８０　
Ｅｔｈａｎｏｌ、ＧＣ　１４７、ＤＩＳＴＩＬＬＡＳＥ（登録商標）、及びＦＥＲＭＥＮ
ＺＹＭＥ（登録商標）（ダニスコ・ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisco US Inc., G
enencor Division））などの市販のグルコアミラーゼも適当である。グルコアミラーゼは
、約０．０２～２．０ＧＡＵ／ｇ（ｄｓ）又は約０．１～１．０ＧＡＵ／ｇ（ｄｓ）、例
えば約０．２ＧＡＵ／ｇ（ｄｓ）の量で加えることができる。
【０１０２】
　３．３．セルラーゼ
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　セルラーゼはセルロースを加水分解することが可能であり、これにより発酵用の追加的
なグルコース源が与えられうる。更に、セルロースの分解により、セルロース性物質の一
部分と結合若しくは緊密に会合するか、又はセルロース性物質によって閉じ込められた一
定量のデンプン分子が放出されうる。
【０１０３】
　各種のセルラーゼのいずれのものも、本明細書において提供される糖化プロセス及び方
法とともに使用することができる。上記に定義したように、本明細書におけるセルラーゼ
は、エキソ及びエンドグルカナーゼ、β－グルコシダーゼ、ヘミセルラーゼ、キシラナー
ゼ、及び他の酵素を含む多くの異なる酵素活性を含む。
【０１０４】
　一部のセルラーゼ（ＥＣ　３．２．１．４）の一般名称としては、アビセラーゼ、β－
１，４－エンドグルカンヒドロラーゼ、β－１，４－グルカナーゼ、カルボキシメチルセ
ルラーゼ（ＣＭＣアーゼ）、セルデキストリナーゼ、エンド－１，４－β－Ｄ－グルカナ
ーゼ、エンド－１，４－β－Ｄ－グルカノヒドロラーゼ、エンド－１，４－β－グルカナ
ーゼ、及びエンドグルカナーゼが挙げられる。これらの酵素は、セルロース、リグニン、
及び穀物β－Ｄ－グルカン中の（１，４）－β－Ｄ－グルコシド結合のエンド加水分解を
触媒する。
【０１０５】
　ＥＣ　３．２．１．２１のβ－グルコシダーゼとしては、アミグダラーゼ、β－Ｄ－グ
ルコシドグルコヒドロラーゼ、セロビアーゼ、及びゲンチオビアーゼが挙げられ、これら
は、末端の非還元β－Ｄ－グルコシル残基の加水分解を生じる結果、β－Ｄ－グルコース
が放出される。
【０１０６】
　セルロース１，４－β－セロビオシダーゼ（ＥＣ　３．２．１．９１）としては、１，
４－β－セロビオヒドロラーゼ、１，４－β－Ｄ－グルカンセロビオヒドロラーゼ、エキ
ソ－１，４－β－Ｄ－グルカナーゼ、エキソセロビオヒドロラーゼ、及びエキソグルカナ
ーゼが挙げられる。これらの酵素は、セルロース及びセロテトラオース中の１，４－β－
Ｄ－グルコシド結合の加水分解を触媒することが可能であり、それらの鎖の非還元末端か
らセロビオースを放出させる。
【０１０７】
　本明細書における使用に適した市販のセルラーゼ調製物の幾つかの例としては、本明細
書の実施例において使用されるＡＣＣＥＬＬＥＲＡＳＥ　１０００及びＡＣＣＥＬＬＥＲ
ＡＳＥ　１５００（ダニスコ・ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisco US Inc., Genen
cor Division））複合体が挙げられる。本明細書における使用が考えられる他の市販のセ
ルラーゼとしては、ＯＰＴＩＭＡＳＨ配合物（ダニスコ・ユー・エス社ジェネンコア部門
（Danisco US Inc., Genencor Division））、ＢＩＯＣＥＬＬＵＬＡＳＥ　ＴＲＩ、及び
／又はＢＩＯＣＥＬＬＵＬＡＳＥ　Ａ（クエスト・インターナショナル社（Quest Intl.
）（フロリダ州サラソタ））、ＣＥＬＬＵＣＬＡＳＴ　１．５Ｌ（ノボ・ノルディスク社
（Novo Nordisk）（コネチカット州ダンベリー））、ＣＥＬＬＵＬＡＳＥ　ＴＡＰ１０及
び／又はＣＥＬＬＵＬＡＳＥ　ＡＰ３０Ｋ（アマノ・エンザイム社（Amano Enzyme）（バ
ージニア州トロイ））、ＣＥＬＬＵＬＡＳＥ　ＴＲＬ（ソルベイ・エンザイムズ社（Solv
ay Enzymes）（インディアナ州エルクハート））、ＥＣＯＮＡＳＥ　ＣＥ（アルコ・イー
・ディー・シー社（Alko-EDC）（ニューヨーク州ニューヨーク））、ＭＵＬＴＩＦＥＣＴ
　ＣＬ、ＭＵＬＴＩＦＥＣＴ　ＧＣ（ダニスコ・ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisc
o US Inc., Genencor Division））、並びにＵＬＴＲＡ－ＬＯＷ　ＭＩＣＲＯＢＩＡＬ（
ＵＬＭ）（イオジェン社（Iogen）（カナダ、オタワ））が挙げられる。
【０１０８】
　本明細書における使用に適したセルラーゼは、例えばトリコデルマ（Trichoderma）、
フミコラ（Humicola）、アスペルギルス（Aspergillus）、ペニシリウム（Penicillium）
、リゾプス（Rhizopus）、及びスクレロチウム（Sclerotium）属の種を含む微生物により
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産生させ、単離することもできる。多くのセルラーゼを液体及び／又は固体状態の培地中
で生産することが可能であり、活性画分の生産及び／又は調製方法は学術文献に数多く見
られる。
【０１０９】
　３．４．ペクチナーゼ
　ペクチナーゼ、又はペクチン性酵素には、例えばペクトリアーゼ、ペクトザイム、ペク
チンエステラーゼ、及びポリガラクツロナーゼなどの幾つかの異なる酵素が含まれる。本
明細書の目的では、プロトペクチナーゼもペクチナーゼとしてみなすことができる。ペク
チナーゼを含むＥＣ分類は、少なくともＥＣ　３．１．１．１１（ぺクチンメチルエステ
ラーゼ）、３．２．１．１５（ポリガラクツロナーゼ）、３．２．１．６７（エキソポリ
ガラクツロナーゼ）、３．２．１．８２（エキソ－ポリ－α－ガラクツロノシダーゼ）、
４．２．２．２（ペクチン酸リアーゼ）、４．２．２．９（ペクチン酸ジサッカライドリ
アーゼ）、４．２．２．６（オリゴガラクツロニドリアーゼ）、及び４．２．２．１０（
ペクチンリアーゼ）である。上記のものの単独のいずれか、又はそれらの任意の組み合わ
せを、本明細書において提供される改良された糖化プロセスに従って使用することができ
る。
【０１１０】
　ペクチナーゼ酵素の商業的な供給源としては、ＰＡＮＺＹＭ（シー・エイチ・ベーリン
ガー・ソーン社（C.H. Boehringer Sohn）（西ドイツ、インゲルハイム））、ＵＬＴＲＡ
ＺＹＭＥ（チバ・ガイギー社（Ciba-Geigy, A.G.）（スイス、バーゼル））、ＰＥＣＴＯ
ＬＡＳＥ（グリンスチールバケット社（Grinsteelvaeket）（デンマーク、アーサス））
、ＳＣＬＡＳＥ（キッコーマン株式会社（日本、東京））、ＰＥＣＴＩＮＥＸ（シュバイ
ツェリッヒ・ファーメント社（Schweizerische Ferment, A.G.）（スイス、バーゼル））
、ＲＡＰＩＤＡＳＥ（ソシエテ・ラピダーゼ社（Societe Rapidase, S.A.）（フランス、
セクリン））、ＫＬＥＲＺＹＭＥ（クラリザイム・ウォラースタイン社（Clarizyme Wall
erstein, Co.）（米国、デプレインズ））、ＰＥＣＴＩＮＯＬ／ＲＯＨＡＭＥＮＴ（ロー
ム社（Rohm, GmbH）（西ドイツ、ダルムシュタット））、及びＰＥＣＴＩＮＡＳＥ（バイ
オコン社（Biocon Pvt Ltd）（インド、バンガロール））が挙げられる。
【０１１１】
　３．５．フィターゼ
　フィターゼは、インキュベーション及び液化工程の規定の条件下でフィチン酸を加水分
解することが可能であることから本開示において有用である。幾つかの実施形態では、フ
ィターゼは、イノシトール六リン酸（フィチン酸）から少なくとも１個の無機リン酸を遊
離させることが可能である。フィターゼは、加水分解が開始されるフィチン酸エステル分
子上のリン酸エステル基の特定の位置に対する選択性に基づいて分類することができる（
例えば、３－フィターゼ（ＥＣ　３．１．３．８）として、又は６－フィターゼ（ＥＣ　
３．１．３．２６）として）。フィターゼの典型的な一例としては、ミオ－イノシトール
－ヘキサキホスフェート－３－ホスホヒドロラーゼがある。
【０１１２】
　フィターゼは真菌及び／又は細菌などの微生物から得ることができる。これらの微生物
の幾つかとして例えば、アスペルギルス（Aspergillus）（例えばＡ．ニガー（A. niger
）、Ａ．テレウス（A. terreus）、Ａ．フィカム（A. ficum）及びＡ．フミガタス（A. f
umigatus））、マイセリオフトラ（Myceliophthora）（Ｍ．サーモフィラ（M. thermophi
la））、タラロマイセス（Talaromyces）（Ｔ．サーモフィラス（T. thermophilus））、
トリコデルマｓｐｐ．（Trichoderma spp.）（Ｔ．リーゼイ（T. reesei））、及びサー
モマイセス（Thermomyces）（国際特許出願公開第９９／４９７４０号）が挙げられる。
フィターゼは、例えばＰ．ホーデイ（P. hordei）（ＡＴＣＣ　Ｎｏ．２２０５３）、Ｐ
．ピセウム（P. piceum）（ＡＴＣＣ　Ｎｏ．１０５１９）、又はＰ．ブレビ－コンパク
タム（P. brevi-compactum）（ＡＴＣＣ　Ｎｏ．４８９４４）などのペニシリウムの種か
らも入手可能である。例えば米国特許第６，４７５，７６２号を参照されたい。更にフィ
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ターゼは、バチルス（例えばＢ．サブティリス（B. subtilis）、シュードモナス（Pseud
omonas）、ペニオフォラ（Peniophora）、大腸菌（E. coli）、シトロバクター（Citroba
cter）、エンテロバクター（Enterbacter）、及びブティアウクセラ（Buttiauxella）（
国際特許出願公開第２００６／０４３１７８号を参照））からも入手可能である。
【０１１３】
　ＮＡＴＵＰＨＯＳ（ビー・エー・エス・エフ社（ＢＡＳＦ））、ＲＯＮＯＺＹＭＥ　Ｐ
（ノボザイムズ社（Novozymes A/S））、ＰＨＺＹＭＥ（ダニスコ社ディベルサ（Danisco
 A/S, Diversa））、及びＦＩＮＡＳＥ（エー・ビー・エンザイムズ社（AB Enzymes））
などの市販のフィターゼが入手可能である。Ｍａｘａｌｉｑ（商標）ＯＮＥ（ダニスコ・
ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisco US Inc., Genencor Division））ブレンドは、
液化物の粘度を効率的に低下させ、フィチン酸を分解することが可能な熱安定性フィター
ゼを含有している。微生物のフィターゼの活性を測定するための方法、及びフィターゼ単
位の定義が、Ｅｎｇｅｌｅｎら（１９９４）Ｊ．ｏｆ　ＡＯＡＣ　Ｉｎｔ．，７７：７６
０～７６４に発表されている。フィターゼは、野生型フィターゼ、変異体、又はそれらの
フラグメントであってもよい。
【０１１４】
　一実施形態では、フィターゼはブティアウクセラ属（Buttiauxiella spp.）の細菌に由
来するものである。ブティアウクセラ属（Buttiauxiella spp.）には、Ｂ．アグレスティ
ス（B. agrestis）、Ｂ．ブレネラエ（B. brennerae）、Ｂ．フェラギターゼ（B. ferrag
utiase）、Ｂ．ガビニアエ（B. gaviniae）、Ｂ．イザルディイ（B. izardii）、Ｂ．ノ
アキアエ（B. noackiae）、及びＢ．ワームボールディアエ（B. warmboldiae）が含まれ
る。ブティアウクセラ種の菌株は、ＤＳＭＺ、ドイツ国立生物材料資源センター（German
 National Resource Center for Biological Material）（インホッヘンシュトラーベ７
Ｂ，３８１２４ブラウンシュヴァイク、ドイツ）より入手可能である。アクセッション番
号ＮＣＩＭＢ　４１２４８で寄託されたブティアウクセラｓｐ．（Buttiauxella sp.）株
Ｐ１－２９は、本開示に基づいてフィターゼを得て、使用することができる特に有用な菌
株の一例である。幾つかの実施形態では、フィターゼはＢＰ－野生型、国際特許出願公開
第０６／０４３１７８号に開示されるその変異体（ＢＰ－１１など）、又は米国特許出願
公開第２００８／０２２０４９８号に開示される変異体である。例えば、ＢＰ－野生型及
びその変異体については、国際特許出願公開第０６／０４３１７８号の表１に開示されて
いる。
【０１１５】
　３．６．他の酵素
　別の態様では、β－アミラーゼの使用も考えられる。β－アミラーゼ（ＥＣ　３．２．
１．２）は、アミロース、アミロペクチン、及び関連するグルコースポリマー中の１，４
－α－グルコシド結合の加水分解を触媒することによりマルトースを放出させるエキソ型
のマルトジェニックアミラーゼである。β－アミラーゼは、様々な植物及び微生物から単
離されている（Ｆｏｇａｒｔｙら、Ｐｒｏｇｒｅｓｓ　ｉｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｍ
ｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ，Ｖｏｌ．１５，ｐｐ．１１２～１１５，１９７９）。これらの
β－アミラーゼは、約４０℃～約６５℃の範囲の最適温度、及び約４．５～約７．０の範
囲の最適ｐＨを有することにより特徴付けられる。使用が考えられるβ－アミラーゼとし
ては、これらに限定されるものではないが、大麦由来のβ－アミラーゼであるＳｐｅｚｙ
ｍｅ（登録商標）ＢＢＡ　１５００、Ｓｐｅｚｙｍｅ（登録商標）ＤＢＡ、Ｏｐｔｉｍａ
ｌｔ（商標）ＭＥ、Ｏｐｔｉｍａｌｔ（商標）ＢＢＡ（ダニスコ・ユー・エス社ジェネン
コア部門（Danisco US Inc., Genencor Division））、並びにＮｏｖｏｚｙｍ（商標）Ｗ
ＢＡ（ノボザイムズ社（Novozymes A/S））が挙げられる。
【０１１６】
　必要に応じて加えることが可能な別の酵素として、イソアミラーゼ（ＥＣ　３．２．１
．６８）又はプルラナーゼ（ＥＣ　３．２．１．４１）などの脱分枝酵素がある。イソア
ミラーゼは、アミロペクチン及びβ－限界デキストリン中のα－１，６－Ｄ－グルコシド
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分枝結合を加水分解し、イソアミラーゼはプルランを攻撃しないこと、及びα－限界デキ
ストリンに対するイソアミラーゼの作用が限定されていることによって、プルラナーゼと
は区別することができる。脱分枝酵素は、当業者には周知の有効量で加えることができる
。
【実施例】
【０１１７】
　以下の実施例は、限定的なものとして解釈されるべきではなく、開示される方法を使用
するための代表的な手段である。
【０１１８】
　実施例１：セルラーゼが添加された試料中でのエタノール生産
　トウモロコシ液化物を、バジャー・ステート・エタノール社（Badger State Ethanol）
（ウィスコンシン州）より入手した。トウモロコシ液化物の乾燥固形分（ＤＳ）を測定し
たところ３２％　ＤＳであった。１００ｇのマッシュが入った２５０ｍＬの振盪フラスコ
中で、トウモロコシマッシュの発酵を二重に行った。コントロールとして、グルコアミラ
ーゼ（Ｇ－ＺＹＭＥ　４８０（ダニスコ・ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisco US I
nc., Genencor Division））を０．４ＧＡＵ／ｇ（ｄｓ）で加えた。セルラーゼを５．０
ｋｇ／１０００ｋｇ（ＭＴ）（ｄｓ）で加えた。これらの実験で使用したセルラーゼは、
エキソ及びエンドグルカナーゼ活性、ヘミセルラーゼ及びβ－グルコシダーゼを含む市販
の製品であるＡＣＣＥＬＬＥＲＡＳＥ　１０００（ダニスコ・ユー・エス社ジェネンコア
部門（Danisco US Inc., Genencor Division））である。ＡＣＣＥＬＬＥＲＡＳＥ（商標
）１０００の製品情報シート（ダニスコ・ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisco US I
nc., Genencor Division））を参照されたい。酵母（サッカロマイセス・セレビシエ（Sa
ccharomyces cerevisiae））を０．１ｗ／ｗ　％の濃度で液化物に加えて発酵を開始させ
た。発酵温度は３８℃とし、１５０ｒｐｍで振盪した。試料を所定の時間間隔で抜き取り
、ＨＰＬＣ法によりエタノール及び残留グルコースについて分析した。各試料についてエ
タノールの収率を求めた。結果を図１に示す。
【０１１９】
　図に見られるように、データは、セルラーゼを添加することにより、グルコアミラーゼ
を含むがセルラーゼは含まないコントロール発酵と比較して、発酵からのエタノール収率
が大幅に向上したことを示している。図１にやはり見られるように、セルラーゼ処理した
発酵中のＤＰ２の濃度は、コントロール中の濃度よりも速やかに低下し、セルラーゼの添
加により、セルラーゼを添加しない場合よりもＤＰ２がより速やかに利用されたことを示
している。
【０１２０】
　実施例２：エタノール生産に対するセルラーゼ添加の効果の比較
　トウモロコシ液化物を、ウイスコンシン州ベロイト所在のジェネンコア社（Genencor）
のグレーン・アプリカンツ・ラボ（Grain Applicants Lab）により調製した。粉砕トウモ
ロコシをスラリー化して３２％　ＤＳとし、このスラリーのｐＨをｐＨ　５．８に調整し
た。α－アミラーゼ（ＳＰＥＺＹＭＥ（登録商標）ＸＴＲＡ（ダニスコ・ユー・エス社ジ
ェネンコア部門（Danisco US Inc., Genencor Division）））を２ＡＡＵ／ｇ（ＤＳ）の
用量で添加した。次いで、スラリーを１０７℃にジェットクッカーで加熱した。この後、
このマッシュ液化物に更に２．０ＡＡＵ／ｇ（ＤＳ）のα－アミラーゼを加えて、８５℃
で９０分間維持した。マッシュの最終的なＤＳを測定したところ２３％であった。１００
ｇのマッシュが入った２５０ｍＬの振盪フラスコ中で、トウモロコシマッシュの発酵を二
重に行った。コントロールとして、市販のグルコアミラーゼ（Ｇ－ＺＹＭＥ　４８０（ダ
ニスコ・ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisco US Inc., Genencor Division）））を
０．４ＧＡＵ／ｇ（ｄｓ）で加えた。セルラーゼ（ＡＣＣＥＬＬＥＲＡＳＥ　１５００（
ダニスコ・ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisco US Inc., Genencor Division）））
を、５、１０、及び５０ｋｇ／１０００ｋｇ（ＭＴ）（ｄｓ）で液化物に加えた。この市
販のセルラーゼ製品は、エキソグルカナーゼ、エンドグルカナーゼ、ヘミセルラーゼ、及
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びβ－グルコシダーゼを含むものである。ＡＣＣＥＬＬＥＲＡＳＥ（商標）１５００の製
品情報シート（ダニスコ・ユー・エス社ジェネンコア部門（Danisco US Inc., Genencor 
Division））を参照されたい。酵母（Ｓ．セレビシエ（S. cerevisiae））を０．１ｗ／
ｗ　％の濃度で液化物に加えた。発酵は、３８℃で、１５０ｒｐｍで振盪しながら７２時
間行った。試料を所定の時間間隔（２４、４８、及び７２時間）で抜き取り、ＨＰＬＣ法
によりエタノール及び残留グルコースについて分析した。各試料についてエタノールの収
率を求めた。結果を図２に示す。図に見られるように、エタノールの収率は、添加したセ
ルラーゼの量の関数として増加した。
【０１２１】
　実施例３：３３％　ＤＳでのトウモロコシマッシュの発酵のエタノール収率に対するセ
ルラーゼの効果
　トウモロコシマッシュ（３３％　ＤＳ）を、エタノール工場（コーンプラス社（Corn P
lus）ミネソタ州）より入手した。トウモロコシマッシュの発酵は、６００ｐｐｍの尿素
を含む１００ｇのマッシュが入った２５０ｍＬの振盪フラスコ中で二重に行った。コント
ロールとして、市販のグルコアミラーゼ（Ｇ－ＺＹＭＥ　４８０（ダニスコ・ユー・エス
社ジェネンコア部門（Danisco US Inc., Genencor Division）））を０．４ＧＡＵ／ｇ（
ｄｓ）で加えた。セルラーゼ（ＡＣＣＥＬＬＥＲＡＳＥ　１５００（ダニスコ・ユー・エ
ス社ジェネンコア部門（Danisco US Inc., Genencor Division）））を乾燥トウモロコシ
の０．０５～０．２ｗ／ｗ　％となるように加えた。酵母（Ｓ．セレビシエ（S. cerevis
iae））を０．１ｗ／ｗ　％の濃度で液化物に加えた。発酵は、３２℃で、１５０ｒｐｍ
で振盪しながら行った。試料を所定の時間間隔で抜き取り、ＨＰＬＣ法によりエタノール
及び残留グルコースについて分析した。各試料についてエタノールの収率を求めた。
【０１２２】
　結果を図３～４に示す。結果は、６４時間の発酵後に行った最終的な測定結果を示して
いる。０．０５ｗ／ｗ　％よりも高いセルラーゼの添加により、コントロールと比較して
高いエタノールの収率が得られたことが分かる。約０．０８％よりも少ないセルラーゼを
ＳＳＦプロセスに加えた効果は、あったとしても明確ではなかった。図４に見られるよう
に、０．０５％よりも多いセルラーゼを加えることによって最終的なグルコースの滴定量
は増大しており、発酵条件を変化させる（例えばより長時間行う）ことにより、更に高い
収率の向上が実現可能であることを示唆している。
【０１２３】
　以上、本明細書において異なる実施形態を示し、説明したが、当業者にとって、これら
の実施形態はあくまで実例として示されるものに過ぎない点は明らかであろう。当業者に
とって、多くの変形、変更、及び置換が、本開示から逸脱することなく想到されうるもの
である。
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