
JP 2011-160758 A 2011.8.25

(57)【要約】
【課題】酵素の失活、活性低下を防止し、安全で優れた酵素安定化剤を提供すること。
【解決手段】フルクタンを有効成分として含有する、酵素安定化剤。フルクタンは、好ま
しくは、ラッキョウ、ニンニク、タマネギ等のネギ属植物由来である。酵素とフルクタン
を共存させることにより、酵素を安定化することができる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フルクタンを有効成分として含有する、酵素安定化剤。
【請求項２】
　フルクタンが、植物由来である、請求項１記載の酵素安定化剤。
【請求項３】
　植物が、ネギ属植物、アヤメ科植物、イネ科植物、キク科植物、ユリ科植物及びラン科
植物からなる群より選ばれるいずれかの植物である、請求項２記載の酵素安定化剤。
【請求項４】
　植物が、ラッキョウ、ニンニク及びタマネギからなる群より選ばれるいずれかのネギ属
植物である、請求項２記載の酵素安定化剤。
【請求項５】
　フルクタン濃度が０．０１～２重量％となるように、酵素に対して添加して使用される
、請求項１記載の酵素安定化剤。
【請求項６】
　酵素及びフルクタンを含有する、酵素組成物。
【請求項７】
　フルクタンが、植物由来である、請求項６記載の酵素組成物。
【請求項８】
　植物が、ネギ属植物、アヤメ科植物、イネ科植物、キク科植物、ユリ科植物及びラン科
植物からなる群より選ばれるいずれかの植物である、請求項７記載の酵素組成物。
【請求項９】
　植物が、ラッキョウ、ニンニク及びタマネギからなる群より選ばれるいずれかのネギ属
植物である、請求項７記載の酵素組成物。
【請求項１０】
　フルクタンの含有量が０．０１～２重量％である、請求項６記載の酵素組成物。
【請求項１１】
　酵素及びフルクタンが、水性溶媒中へ溶解している、請求項６記載の酵素組成物。
【請求項１２】
　酵素に対応する基質及び／又は補酵素を含有しない、請求項６記載の酵素組成物。
【請求項１３】
　酵素とフルクタンとを共存させることを含む、酵素の安定化方法。
【請求項１４】
　フルクタンが、植物由来である、請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　植物が、ネギ属植物、アヤメ科植物、イネ科植物、キク科植物、ユリ科植物及びラン科
植物からなる群より選ばれるいずれかの植物である、請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　植物が、ラッキョウ、ニンニク及びタマネギからなる群より選ばれるいずれかのネギ属
植物である、請求項１４記載の方法。
【請求項１７】
　０．０１～２重量％のフルクタン濃度にて、酵素とフルクタンとを共存させる、請求項
１３記載の方法。
【請求項１８】
　酵素及びフルクタンが、水性溶媒中へ溶解した状態で、酵素とフルクタンとを共存させ
る、請求項１３記載の方法。
【請求項１９】
　酵素に対応する基質及び／又は補酵素の不在下で、酵素とフルクタンとを共存させる、
請求項１３記載の方法。
【請求項２０】
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　酵素の至適温度を超える温度条件下で、酵素とフルクタンとを共存させる、請求項１３
記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、酵素安定化剤、これを含む酵素組成物、及び酵素の安定化方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　酵素は生体内化学反応の触媒である。酵素の機能には、その立体構造が重要であること
が知られている。しかし、一般的に、酵素は生体外環境では極めて不安定であり、高温、
凍結融解、ｐＨ変化、乾燥、圧力などにより、その立体構造が変化し、失活や活性低下が
生じる。この活性の消失は不可逆であるため、酵素をいかに安定な状態に保つかが大きな
課題である。
【０００３】
　一般的に使用されている酵素安定化剤はウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）である。しかし
、１９９０年代に顕在化したＢＳＥ（牛海綿状脳症）問題より、近年になって人畜共通感
染症の懸念から、医療、医薬分野では動物由来のタンパク質の使用が控えられている。
【０００４】
　非動物性の安定化剤としては、植物由来のポリペプチドを用いた酵素安定化剤（特許文
献１）や、セリシン加水分解物を用いた抗体の安定化法（特許文献２）などがある。
【０００５】
　特許文献３には、安定化剤として糖類を共存させることを特徴とする、防腐剤共存下に
おける酵素の安定化方法が記載されている。
【０００６】
　本発明者らは、フルクタンを細胞培養用の培地に添加すると、細胞増殖が促進すること
、及び細胞凍結液に添加すると、解凍後の細胞の生存率が上昇することを見出している（
特許文献４）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－４２７５７号公報
【特許文献２】特開２００８－２３９５１２号公報
【特許文献３】特開２００４－１４１１６２号公報
【特許文献４】特開２００８－２２８５８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　一般的に、酵素の活性は失われやすく、例えば水性溶媒へ溶解した状態で室温に放置す
ると、ＢＳＡのような安定化剤が添加されていても、数日のうちに活性が低下する。また
、一般的に、酵素の至適温度は生体内に近い２５～４０℃付近であり、至適温度を超える
高温（例：４０℃以上）になると立体構造の変化や最終的には変性が生じ、酵素活性の失
活を引き起こす。
　本発明は、このような酵素の失活、活性低下を抑制し、かつ、ＢＳＥ等の人畜共通感染
症の懸念のない、安全で優れた酵素安定化剤を開発することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、これらの課題を解決するために鋭意研究した結果、フルクタンが酵素の
安定性を著しく向上させることを見出し、本発明を完成させるに至った。
【００１０】
　即ち、本発明は以下の通りである。
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［１］フルクタンを有効成分として含有する、酵素安定化剤。
［２］フルクタンが、植物由来である、［１］記載の酵素安定化剤。
［３］植物が、ネギ属植物、アヤメ科植物、イネ科植物、キク科植物、ユリ科植物及びラ
ン科植物からなる群より選ばれるいずれかの植物である、［２］記載の酵素安定化剤。
［４］植物が、ラッキョウ、ニンニク及びタマネギからなる群より選ばれるいずれかのネ
ギ属植物である、［２］記載の酵素安定化剤。
［５］フルクタン濃度が０．０１～２重量％となるように、酵素に対して添加して使用さ
れる、［１］記載の酵素安定化剤。
［６］酵素及びフルクタンを含有する、酵素組成物。
［７］フルクタンが、植物由来である、［６］記載の酵素組成物。
［８］植物が、ネギ属植物、アヤメ科植物、イネ科植物、キク科植物、ユリ科植物及びラ
ン科植物からなる群より選ばれるいずれかの植物である、［７］記載の酵素組成物。
［９］植物が、ラッキョウ、ニンニク及びタマネギからなる群より選ばれるいずれかのネ
ギ属植物である、［７］記載の酵素組成物。
［１０］フルクタンの含有量が０．０１～２重量％である、［６］記載の酵素組成物。
［１１］酵素及びフルクタンが、水性溶媒中へ溶解している、［６］記載の酵素組成物。
［１２］酵素に対応する基質及び／又は補酵素を含有しない、［６］記載の酵素組成物。
［１３］酵素とフルクタンとを共存させることを含む、酵素の安定化方法。
［１４］フルクタンが、植物由来である、［１３］記載の方法。
［１５］植物が、ネギ属植物、アヤメ科植物、イネ科植物、キク科植物、ユリ科植物及び
ラン科植物からなる群より選ばれるいずれかの植物である、［１４］記載の方法。
［１６］植物が、ラッキョウ、ニンニク及びタマネギからなる群より選ばれるいずれかの
ネギ属植物である、［１４］記載の方法。
［１７］０．０１～２重量％のフルクタン濃度にて、酵素とフルクタンとを共存させる、
［１３］記載の方法。
［１８］酵素及びフルクタンが、水性溶媒中へ溶解した状態で、酵素とフルクタンとを共
存させる、［１３］記載の方法。
［１９］酵素に対応する基質及び／又は補酵素の不在下で、酵素とフルクタンとを共存さ
せる、［１３］記載の方法。
［２０］酵素の至適温度を超える温度条件下で、酵素とフルクタンとを共存させる、［１
３］記載の方法。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、酵素を、フルクタンと共存させることにより、酵素の安定性を効果的
に向上させることが出来る。本発明の酵素安定化剤を用いれば、至適温度を超える温度条
件下に酵素を曝露しても、酵素活性の低下が抑制される。
　また、フルクタンは通常植物や微生物から抽出されるので、人畜共通感染症の懸念もな
い。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】ペルオキシダーゼに対するフルクタンの安定化効果を示す。フルクタンあるいは
ＢＳＡを添加した各々の酵素液について、加熱処理後の活性を加熱処理前の活性で除した
値（％）を相対活性として示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、本発明を詳細に説明する。
　本発明はフルクタンを有効成分として含有する、酵素安定化剤を提供する。
【００１４】
　本発明において、「酵素の安定化」とは、酵素を一定の期間保存する際に酵素の失活や
活性低下を抑制する作用を意味する。具体的には、酵素をある物質の共存下で一定期間保
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存した後における該酵素の活性（ａ）と、酵素を当該物質の非共存下で一定期間保存した
後における該酵素の活性（ｂ）とを比較した場合に、（ａ）＞（ｂ）とする該物質の作用
を意味する。
【００１５】
　フルクタンは、特に加熱による酵素の活性の低下を抑制する効果に優れている。従って
、本発明の酵素安定化剤は、当該酵素の至適温度を上回る温度条件下への暴露による当該
酵素活性の低下を抑制することが出来る。「至適温度」とは、酵素活性測定を、ｐＨ、塩
濃度などの温度以外の条件を一定にし、温度のみを変化させて行ったときに、最大の酵素
活性を達成することができる温度をいう。「至適温度」は、当業者であれば、フルクタン
を添加する直前の酵素溶液を用いて、種々の温度で酵素反応を行い、各温度における酵素
活性を測定することにより、容易に決定することができる。「至適温度を上回る温度」の
定義は後述の通りである。
【００１６】
　フルクタンとは、フラクトオリゴ糖をも包含するフルクトース多糖を意味する。フルク
タンには、フルクトースのみが重合したホモ多糖のほか、スクロースにフルクトースが重
合した多糖も包含される。多糖とは、３以上の糖が重合してなるオリゴマーを意味する。
フルクタンは、天然には、主に微生物や植物内に存在している。フルクタンとしては、禾
本科植物の葉や茎などに存在し、細菌の作用により蔗糖から生成される細菌分泌多糖であ
るレバン（Ｄ－フルクトフラノースがβ２→６結合）、キク科、ユリ科、アヤメ科、ラン
科などの植物の根、根茎、穀物などに存在するイヌリン（Ｄ－フルクトフラノースがβ２
→１結合）、ラッキョウ、ニンニク、タマネギなどのネギ属植物の球根（鱗茎）に含まれ
るフルクタン（β２→６結合及びβ２→１結合の両方を含む、特許第３１１１３７８号公
報参照）等が知られているが、本明細書において、フルクタンには、レバン、イヌリン及
びネギ属植物由来のフルクタンのいずれもが包含される。
【００１７】
　また、フルクタンには、微生物や植物から抽出されたフルクタンの加水分解物をも包含
される。フルクタンを加水分解する方法としては、イヌリナーゼ等の加水分解酵素でフル
クタンを限定分解する方法等が挙げられる。フルクタンを加水分解する方法は、例えばJ 
AOAC Int. 2000 Mar-Apr;83(2):356-64や、FRUCTAN ASSAY PROCEDURE for the measureme
nt of FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES (FOS) and FRUCTAN POLYSACCHARIDE、Megazyme Interna
tional Ireland Ltd.等に記載されている。ここで微生物や植物から抽出されたフルクタ
ンの加水分解物としては、例えば、重量平均重合度２０～１０００（重量平均分子量３～
２００ｋＤａ（好ましくは重量平均分子量６～１００ｋＤａ））のものが例示される。
【００１８】
　本発明で用いるフルクタンは、合成物、天然物の何れであってもよいが、好ましくは微
生物、植物等由来の天然物である。フルクタンは、好ましくはフルクタンを含む植物由来
である。フルクタンを含む植物の例としては、ラッキョウ、ニンニク、タマネギなどのネ
ギ属植物、アヤメ科植物、イネ科植物、キク科植物、ユリ科植物、ラン科植物などが挙げ
られる。なかでも、ラッキョウ、ニンニク、タマネギなどのネギ属植物由来のフルクタン
（特にネギ属植物の鱗茎由来のフルクタン）は、優れた水溶性及び酵素安定化作用を有す
るので、本発明に極めて有用である。
【００１９】
　フルクタンは、フルクタンを含む微生物や植物から、熱水を用いてフルクタン含有画分
を抽出し、その後、当該画分を液体クロマトグラフィーなどの精製工程に付すことにより
調製することが出来る。また、ネギ属植物のフルクタンは、特許第３１１１３７８号公報
に記載の方法により調製することができる。更に、フルクタンは市販のものを用いてもよ
く、例えば、三里浜特産農業共同組合製のフルクタンなどを用いることができる。
【００２０】
　本発明に用いるフルクタンは単離又は精製されていることが好ましい。「単離又は精製
」とは、目的とする成分（即ち、フルクタン）以外の成分を除去する操作がなされている
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ことを意味する。「単離又は精製されたフルクタン」におけるフルクタンの含有量は、通
常５０重量％以上、好ましくは７０重量％以上、より好ましくは９０重量％以上、更に好
ましくは９５重量％以上、最も好ましくは１００％である。
【００２１】
　フルクタンは、滅菌されていてもよい。滅菌処理により、酵素を失活させる可能性のあ
る微生物の混入を排除することが出来る。滅菌方法としては、濾過滅菌、高圧蒸気滅菌等
が挙げられる。特にフルクタンは、熱に強いため、より確実性の高い滅菌法である高圧蒸
気滅菌が適用できる点で優れている。
【００２２】
　本発明の酵素安定化剤の存在状態としては、粉末状（凍結乾燥状、顆粒状等）、液状（
溶液、懸濁液等）等が挙げられ、特に限定されないが、好ましくは液状である。フルクタ
ンは、水への溶解性が高く、水に溶解した状態で、優れた酵素安定化効果を示すので、本
発明の酵素安定化剤は、好ましくは、フルクタンを水性溶媒（水、生理食塩水、水性緩衝
液等）中へ溶解した溶液として提供される。当該水性溶媒のｐＨは、好ましくは３．０～
１０．０の範囲内である。
【００２３】
　本発明の酵素安定化剤は、フルクタンのみから構成されていてもよいし、或いはフルク
タン以外の成分を更に含む組成物であってもよい。フルクタン以外の成分としては、希釈
剤、フルクタン以外の酵素安定化剤、界面活性剤、防腐剤、緩衝剤等を挙げることが出来
る。
【００２４】
　希釈剤としては、水；グリコール類；エタノールやメタノール、プロパノールなどのア
ルコール類等が挙げられる。フルクタン以外の酵素安定化剤としては、グルコース、フル
クトース、ガラクトース、マンノース、キシロース、ラクトース、シュークロース、ラフ
ィノース、トレハロース、シクロデキストリン、プルラン、可溶性デンプンなどの糖類、
グルシトール、マンニトール、イノシトール、キシリトールなどの糖アルコール類、グリ
セロールやエチレングリコールなどのポリオール類、ゼラチン、カゼイン、アルブミンな
どのタンパク質又はポリペプチド等を挙げることができる。界面活性剤としては、アルキ
ルグルコシド、ポリエチレングリコールアルキルエーテル、脂肪酸アルコールエステル等
を挙げることができる。防腐剤としては、ペニシリン系、セフェム系、アミノ配糖体系、
マイクロライド系、テトラサイクリン系、ニュー・キノロン系等の抗生物質；アジ化物；
２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン（ＭＩＴ）、５－クロロ－２－メチル－４－
イソチアゾリン－３－オン（ＣＭＩＴ）、１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オン（Ｂ
ＩＴ）等のイソチアゾリン化合物；１，１’－Ｍｅｔｈｙｌｅｎ－ｂｉｓ［３－（１－ｈ
ｙｄｒｏｘｙｍｅｔｈｙｌ－２，４－ｄｉｏｘｉｍｉｄａｚｏｌｉｄｉｎ－５－ｙｌ）－
ｕｒｅａ］；５－Ｂｒｏｍｏ－５－ｎｉｔｒｏ－１，３－ｄｉｏｘａｎｅ；２－Ｈｙｄｒ
ｏｘｙｐｙｒｉｄｉｎｅ－Ｎ－ｏｘｉｄｅ；２－Ｃｈｌｏｒｏａｃｅｔａｍｉｄｅ等を挙
げることが出来る。緩衝剤としては、リン酸塩、酢酸塩、炭酸塩、クエン酸塩、グリシン
、トリス、ＭＥＳ、ＭＯＰＳ、ＭＯＰＳＯ、ＰＩＰＥＳ等を挙げることが出来る。
【００２５】
　尚、希釈剤、フルクタン以外の酵素安定化剤、界面活性剤、防腐剤、緩衝剤等は、本発
明の酵素安定化剤の必須の構成成分ではないので、希釈剤を含有しない態様、フルクタン
以外の酵素安定化剤を含有しない態様、界面活性剤を含有しない態様、防腐剤を含有しな
い態様及び緩衝剤を含有しない態様も、それぞれ、本発明の酵素安定化剤に包含される。
【００２６】
　本発明の酵素安定化剤に含まれるフルクタンの含有量は、酵素を安定化させるのに十分
な量である限り特に限定されないが、通常０．０１～１００重量％である。
【００２７】
　本発明の酵素安定化剤を酵素へ添加することにより、酵素及びフルクタンを含む酵素組
成物を得ることができる。本発明の酵素安定化剤を酵素へ添加し、酵素とフルクタンを共
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存させる（即ち、酵素をフルクタンと接触させる）ことにより、酵素を安定化することが
出来る。即ち、本発明は、酵素及びフルクタンを含む酵素組成物、並びに酵素とフルクタ
ンを共存させることを含む、酵素の安定化方法を提供する。
【００２８】
　本発明の酵素安定化剤が安定化する対象である酵素の由来、種類、存在形態は特に限定
されない。酵素としては分析用酵素が好ましい。ここで、「分析用酵素」とは、医薬品、
農薬、食品等の分析に使用される酵素であり、分析目的に使用される酵素であれば、特に
限定されない。分析用酵素としては、臨床検査用酵素、免疫学的測定に使用される酵素、
糖関連酵素、タンパク質関連酵素、脂質関連酵素、核酸関連酵素、呼吸系酵素等が挙げら
れ、その中でも核酸関連酵素及び免疫学的測定に使用される酵素が好ましい。
【００２９】
　「臨床検査用酵素」又は「免疫学的測定に使用される酵素」とは、分析用酵素の内、臨
床化学分析又は免疫測定に使用される酵素であり、具体的には、ペルオキシダーゼ、アル
カリホスファターゼ、β－ガラクトシダーゼ、アセチルコリンエステラーゼ、グルコース
－６－リン酸デヒドロゲナーゼ、アルコールオキシダーゼ、モノアミンオキシダーゼ、リ
パーゼ、アミラーゼ、プロテアーゼ、セルラーゼ、カタラーゼ、アシラーゼ、グルコース
オキシダーゼ、コレステロールオキシダーゼ、コレステロールエステラーゼ、アシルＣｏ
Ａオキシダーゼ、アシルＣｏＡシンセターゼ、ビリルビンオキシダーゼ、コレステロール
デヒドロゲナーゼ、グルコースデヒドロゲナーゼ、グリセロールキナーゼ、Ｌ－α－グル
セロフォスフェイトオキシダーゼ、乳酸デヒドロゲナーゼ、乳酸オキシダーゼ、リポプロ
テインリパーゼ、マレートデヒドロゲナーゼ、ムタローゼ等が挙げられるが、これらに限
定されものではない。また、糖関連酵素としては、マンノシダーゼ、グルコシダーゼ、ヒ
アルロニダーゼ、コンドロイチナーゼ、ヘパリチナーゼ、ヒアルロン酸合成酵素等が、タ
ンパク質関連酵素としては、ヘプシン、パパイン、プロテイナーゼ、ペプチダーゼ、ペプ
チジル転移酵素等が、脂質関連酵素としては、リパーゼ、ホスホリパーゼ、セラミダーゼ
等が、核酸関連酵素としては、ヌクレアーゼ、DNAポリメラーゼ（Taqポリメラーゼ等）、
RNAポリメラーゼ、制限酵素、逆転写酵素等が、呼吸系酵素としては、グルコキナーゼ、
グルコース－６－リン酸デヒドロゲナーゼ等、その他の酵素としては、フォスファターゼ
、スルファターゼ等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００３０】
　尚、フルクタンを基質とする酵素も、本発明の酵素安定化剤を用いて安定化することが
可能である。しかしながら、酵素がフルクタンと接触すると、酵素反応が進行し、フルク
タンが変性して、フルクタンの酵素安定化効果が減弱する可能性があるため、フルクタン
を基質とする酵素については、本発明の酵素安定化剤の使用を避けることが好ましい。
【００３１】
　尚、本発明において用いる酵素は単離又は精製されていることが好ましい。「単離又は
精製」とは、目的とする成分（即ち、酵素）以外の成分を除去する操作がなされているこ
とを意味する。「単離又は精製された酵素」における酵素の含有量は、通常５０重量％以
上、好ましくは７０重量％以上、より好ましくは９０重量％以上、更に好ましくは９５重
量％以上、最も好ましくは１００％である。
【００３２】
　本発明の酵素組成物の存在状態は、フルクタンが酵素を安定化し得る限り特に限定され
ず、粉末状（凍結乾燥状、顆粒状等）、液状（溶液、懸濁液等）等が挙げられるが、好ま
しくは液状である。フルクタンは、水への溶解性が高く、水へ溶解した状態で優れた酵素
安定化作用を発揮する。従って、本発明の酵素組成物は、好ましくは、酵素及びフルクタ
ンが、水性溶媒中（水、生理食塩水、水性緩衝液等）中へ溶解した溶液として提供される
。また、本発明の方法においては、好ましくは、酵素及びフルクタンが、水性溶媒中（水
、生理食塩水、水性緩衝液等）中へ溶解した状態で、共存する。当該水性溶媒のｐＨは、
好ましくは３．０～１０．０の範囲内である。
【００３３】



(8) JP 2011-160758 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

　本発明の酵素組成物は、酵素及びフルクタンのみから構成されていてもよいし、或いは
酵素及びフルクタン以外の成分を更に含んでいてもよい。同様に、本発明の酵素の安定化
方法においては、酵素及びフルクタンのみを共存させてもよいし、或いは酵素及びフルク
タン以外の成分を更に共存させてもよい。酵素及びフルクタン以外の成分としては、希釈
剤、フルクタン以外の酵素安定化剤、界面活性剤、防腐剤、緩衝剤等を挙げることが出来
る。希釈剤、フルクタン以外の酵素安定化剤、界面活性剤、防腐剤、緩衝剤の具体例は、
上述の通りである。
【００３４】
　尚、希釈剤、フルクタン以外の酵素安定化剤、界面活性剤、防腐剤、緩衝剤等は、本発
明の酵素組成物や本発明の酵素の安定化方法の必須の構成成分ではないので、希釈剤を含
有しない態様、フルクタン以外の酵素安定化剤を含有しない態様、界面活性剤を含有しな
い態様、防腐剤を含有しない態様及び緩衝剤を含有しない態様も、それぞれ、本発明の酵
素組成物、及び本発明の酵素の安定化方法に包含される。
【００３５】
　また、酵素とフルクタンとを共存させる際に、当該酵素に対応する基質及び／又は補酵
素を更に共存させてもよいし、共存させなくてもよい。酵素の失活を出来る限り抑制しな
がら、長期間の保存を可能にする観点からは、酵素に対応する基質及び／又は補酵素の不
在下で、当該酵素とフルクタンとを共存させることが好ましい。一方、フルクタンの存在
下で、酵素の失活を抑制しながら、酵素反応を進行させる観点からは、酵素に対応する基
質及び／又は補酵素の存在下で、当該酵素とフルクタンとを共存させることが好ましい。
即ち、本発明の酵素組成物及び本発明の酵素の安定化方法には、当該酵素に対応する基質
及び／又は補酵素を含む態様、並びに当該酵素に対応する基質及び／又は補酵素を含まな
い態様が含まれる。
【００３６】
　酵素へ添加する酵素安定化剤の量は、酵素を安定化するのに十分な量であれば特に限定
されないが、通常、本発明の酵素組成物中のフルクタンの濃度として、０．０１～２重量
％である。
【００３７】
　本発明の酵素組成物中の酵素の含有量は、フルクタンによる酵素の安定化を達成可能な
限り特に限定されないが、本発明の酵素組成物が水溶液の場合には、通常、１ｐｇ／ｍｌ
～１０ｍｇ／ｍｌの範囲内である。
【００３８】
　本発明の酵素組成物は、酵素が安定化されているので、長期間にわたる酵素の保存や、
長時間の酵素反応の際に、酵素活性の低下を抑制することが出来るので、有用である。本
発明の方法を用いれば、期間にわたる酵素の保存や、長時間の酵素反応の際に、酵素活性
の低下を抑制することが出来るので、有用である。
【００３９】
　フルクタンは、特に加熱による酵素の活性の低下を抑制する効果に優れている。従って
、何らかの理由により、酵素を至適条件を上回る温度条件下へ暴露した後で、残存する活
性な酵素を対応する基質及び必要な補酵素と接触させ、酵素反応を実施する必要がある場
合に、本発明を適用すると、酵素活性の低下を抑制することが出来る。即ち、酵素の至適
条件を上回る温度条件下で、当該酵素とフルクタンとを共存させることにより、酵素を安
定化させ、酵素活性の低下を抑制することが出来る。「至適温度」は、各酵素の種類に応
じて適宜設定される。「至適温度を上回る温度」は、当該酵素の活性を完全に消失させな
い範囲内で、使用目的に応じて適宜設定されるが、例えば、至適温度を１℃、５℃、１０
℃、１５℃又は２０℃以上上回る温度が挙げられる。「至適温度を上回る温度」は、通常
１００℃以下、好ましくは９８℃以下である。酵素とフルクタンとを共存させる時間は、
酵素の活性を完全に消失させない範囲で、適宜設定される。
【００４０】
　本明細書中で挙げられた特許及び特許出願明細書を含む全ての刊行物に記載された内容
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ものである。
【００４１】
　以下、実施例を示して本発明をより具体的に説明するが、本発明は以下に示す実施例に
よって何ら限定されるものではない。
【実施例１】
【００４２】
加熱処理したＤＮＡポリメラーゼに対する安定化作用の検討
（ｉ）フルクタン溶液の調製
　特許第３１１１３７８号公報記載の方法によりラッキョウより調製したフルクタンを、
所定の濃度（０．０５重量％、０．１重量％、０．２重量％、０．５重量％）となるよう
に超純水にて溶解し、得られたフルクタン溶液とｒＴａｑ　ＤＮＡポリメラーゼ（ＴＯＹ
ＯＢＯ社製）５ｕｎｉｔｓ／μＬを１２７対１の容量比で混合した。この混合液を８５℃
で３０分間加熱処理したものを試験溶液とした。
【００４３】
（ｉｉ）ＤＮＡポリメラーゼ活性測定
　上記（ｉ）において調製した試験溶液、又はコントロールとして加熱未処理のｒＴａｑ
　ＤＮＡポリメラーゼ水溶液１２．８μＬに対して、１０×ＰＣＲ　ｂｕｆｆｅｒ（ＴＯ
ＹＯＢＯ社製）、２ｍＭ　ｄＮＴＰｍｉｘ（ＴＯＹＯＢＯ社製）、２５ｍＭ　塩化マグネ
シウム（ＴＯＹＯＢＯ社製）、プライマープローブ　TaqManGene Expression Assay (Ass
ay ID Details: Hs03023880_g1、Applied Biosystems社製)、ｃＤＮＡ（ＨｅｐＧ２細胞
（理研バンク）より抽出）をそれぞれ２μＬ、２μＬ、１．２μＬ、１μＬ、１μＬを添
加し、総量２０μＬとした。この混合液を用いて、リアルタイムＰＣＲをＬｉｇｈｔＣｙ
ｃｌｅｒ４８０（Ｒｏｃｈｅ社製）で行った。酵素の安定性を、リアルタイムＰＣＲのＣ
ｔ値（表１）と蛍光強度（表２）を指標として評価した（ｎ＝４）。
【００４４】
【表１】

【００４５】



(10) JP 2011-160758 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

【表２】

【００４６】
　表１及び２から明らかなように、フルクタンを添加すると、フルクタンを用いない場合
と比較して、全ての濃度でＰＣＲの進行が早かった。この結果から、ＤＡＮポリメラーゼ
に対するフルクタンの顕著な安定化効果が示唆された。特に、０．１～０．２重量％のフ
ルクタンの添加により、極めて高い安定化効果が達成された。
【実施例２】
【００４７】
ペルオキシダーゼに対する熱安定性の検討
（ｉ）フルクタン溶液の調製
　特許第３１１１３７８号公報記載の方法によりラッキョウより調製したフルクタンを、
所定の濃度（０．０１重量％、０．０２重量％、０．０５重量％、０．１重量％、０．２
重量％、０．５重量％、１重量％、２重量％）となるように０．１ｍｏｌ／ｌ　リン酸緩
衝液（ｐＨ６．９～７．２：以下、ＰＢと記載する）に溶解し、フルクタン溶液を得た。
【００４８】
（ｉｉ）酵素溶液の調製
　西洋わさびペルオキシダーゼ（Ｗａｋｏ製：以下ＨＲＰと記載する）を０．０８ｍｇ／
ｍｌの濃度にＰＢにて調製した。その後、ＰＢもしくはフルクタン溶液にて、０．０００
８ｍｇ／ｍｌの濃度に調製した。また、ＢＳＡ（Ｗａｋｏ社製：アルブミン、牛血清由来
、コーンフラクションＶ、ｐＨ７．０）を所定の濃度（０．１重量％、１重量％）となる
ように０．１ｍｏｌ／ｌ　リン酸緩衝液（ｐＨ６．９～７．２：以下、ＰＢと記載する）
にて溶解し、ＢＳＡ溶液を得た。得られたＢＳＡ溶液にて、ＨＲＰを０．０００８ｍｇ／
ｍｌの濃度に調製し、コントロールとした。
【００４９】
（ｉｉｉ）酵素溶液の加熱処理
　上記（ｉ）、（ｉｉ）において調製した試験溶液を６０℃で１０分加熱後、４℃で１０
分以上静置した。
【００５０】
（ｉｖ）ＨＲＰ活性の測定
　上記（ｉｉｉ）において加熱処理した試験溶液、あるいは上記（ｉ）、（ｉｉ）におい
て調製した加熱未処理の試験溶液４μｌずつをマイクロプレート（住友ベークライト社製
：SUMIRON MULTI WELL PLATE [for ELISA] H TYPE PLATE）の各ウェルに添加した。その
後、ペルオキシダーゼの基質としてｏ－フェニレンジアミン（ＯＰＤ：０．４ｍｇ／ｍｌ
）、酸化剤として過酸化水素（０．０１２％）を含む０．０５ｍｏｌ／ｌ　クエン酸／０
．１５ｍｏｌ／ｌ　リン酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ５．６～５．９：以下、ＯＰＤバッフ
ァーと記載する）を各ウェルに２００μｌ加えた。添加後、このプレートを即座にプレー
トリーダー（コロナ社製：ＭＴＰ－８００ＬＡＢ）にセットし、ＯＰＤの分解による着色
の波長４９２ｎｍの吸光度について、経時変化を測定した。
【００５１】
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　酵素の熱安定性を、反応後４０分での波長４９２ｎｍの吸光度で評価した。加熱未処理
／処理の酵素液の吸光度から相対比を算出した。この結果、コントロールとしたＢＳＡを
共存させたＨＲＰ溶液は加熱処理により大きく活性が低下したが、フルクタンを共存させ
たＨＲＰ溶液ではすべての濃度で酵素活性の低下が抑制されることが示された（図１）。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明によれば、酵素を、フルクタンと共存させることにより、酵素の安定性を効果的
に向上させることが出来る。本発明の酵素安定化剤を用いれば、至適温度を超える温度条
件下に酵素を曝露しても、酵素活性の低下が抑制される。
　また、フルクタンは通常植物や微生物から抽出されるので、人畜共通感染症の懸念もな
い。

【図１】
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