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研究成果の概要（和文）：オリゴ糖の分離・検出法を構築し、清酒中のオリゴ糖が多様な異性体から構成される
ことを明らかにした。構造解析から重合度(DP)6-8のオリゴ糖がもつ、非還元末端側の共通するユニークな分岐
構造を明らかにした。また、オリゴ糖の官能評価を行い、清酒品質に一定の影響がある可能性を示した。さらに
麹菌のα-グルコシダーゼ遺伝子破壊株の解析から、清酒醸造においてAgdAはマルトース異性体の分解への寄与
が大きい一方、イソマルトトリオースや配糖体の合成を担うことを明らかにした。その他、清酒からエチル（イ
ソ）マルトシドを新規配糖体として同定した。

研究成果の概要（英文）：Analytical method for separation and detection of oligosaccharides in sake 
was established and a variety of isomer of oligosaccharides in sake was found by the method. The 
structure of a part of isomers with degree of polymerization (DP) 6, 7 and 8 were determined as 
novel oligosaccharides. Among those, oligosaccharide with DP6 showed resistant to glucoamylase 
digestion, probably due to the branched structure at non-reducing end. The sensory properties of the
 oligosaccharides in sake (>DP2) were evaluated and the importance for sake quality was shown, even 
though the estimated detection threshold was higher than the average amount in sake. Gene disruption
 experiment revealed that a major alpha-glucosidase, AgdA, plays a role in digestion of isomaltose 
and kojibiose, and generation of isomaltotriose and several glycosides in sake-brewing. We also 
identified two novel maltoside, which may influence on the quality of sake because the amount 
reaches 0.15% in same commercial sake.

研究分野： 農芸化学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
糖類は清酒中に最も多い不揮発性成分であるにもかかわらず、グルコースと2糖類以外は構造や呈味性などにつ
いては全く分かっていなかった。本研究により清酒中オリゴ糖は構造が多様であり、清酒の香味に一定の寄与を
していることが示された。また一部オリゴ糖が、これまで報告のない独特の分岐構造を持つ難消化性のオリゴ糖
であることが明らかとなった。さらに新しい機能性物質としての有望な、既知の機能性物質と類似した新規化合
物を見出した。以上は清酒品質向上や高付加価値化に資する成果であることに加え、特徴的構造のオリゴ糖の発
見は、複雑な清酒製造工程における微生物酵素の働きを反映していると考えられ学術的にも興味深い。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
清酒には並行複発酵により生じる多様な成分が含まれ、揮発性成分は香気成分として、不揮発
性成分は呈味成分として重要である。不揮発性成分の中で最も多い成分である、糖については、
甘味の主体となるグルコースに加えて、イソマルトースやコージビオース、サケビオースなど
オリゴ糖が見つかっており、特にコージビオースとサケビオースはその名の通り、醸造物から
発見された非発酵性糖である。しかし、これら 2 糖以外の清酒中オリゴ糖については、官能特
性や含有量、構造などはほとんど分かっていなかった。これは、米を原料とする清酒には、微
生物による酵素分解と代謝により生成する多様な糖が、様々な含量で含まれ、これらを分離し
て感度よく検出する方法が無かったことによる。清酒の品質評価において重要視される事項に、
香味の調和や丸み、舌触りなどが知られるが、その要因は明らかにされていないものの、ビー
ルにおいてはオリゴ糖が口当たりに関与することが指摘されていることから、清酒中のオリゴ
糖の官能的な特性に興味が持たれた。この背景のもと、我々は、清酒中のオリゴ糖を網羅的に
調べる分析法として、親水性相互作用クロマトグラフィー/飛行時間型質量分析装置を利用した
オリゴ糖分析法を開発し、グルコースを構成単位とした重合度 2～18 のオリゴ糖を清酒から検
出することに成功した。さらに、これらオリゴ糖はα-1,4 結合のみから構成されるマルトオリ
ゴ糖ではなく、β-リミットデキストリンの構造を共通して持つ構造的特徴を持つことに加え、
清酒中含量は、重合度 4 以上であれば従来 0.2％程度と推定されていたのに対して、1％以上含
まれ場合も珍しくないことなど、オリゴ糖は清酒の不揮発成分として著量含まれる成分である
ことが示され、香味への影響に興味が持たれた。また、その分岐構造は、醸造工程において麹
菌の-グルコシダーゼによる糖転移活性により生じた可能性もあるなど、まだ特定されていな
い、清酒中のオリゴ糖や配糖体合成を担う酵素についても興味が持たれた。 
 
２．研究の目的 
本研究は、我々が新たに見出した清酒中オリゴ糖について、以下の 4 点を研究の目標とした。

(1)清酒中オリゴ糖の清酒における官能特性の解明(2)清酒中オリゴ糖の構造の解明、(3)清酒中
オリゴ糖の生成メカニズムの解明、(4)清酒製造におけるオリゴ糖の生成に関わる工程の解明。 
 
３．研究の方法 
(1)清酒中オリゴ糖の清酒における官能特性の解明には、市販清酒を脱エタノール処理し、活性
炭処理によりグルコース及び 2 糖の大部分を除去後、固相抽出カラムにより、夾雑する酸の除
去をした、重合度 3 以上の清酒中オリゴ糖の粗精製物を用いた。学生 15～16 名をパネリスト
とし、水及び清酒（糖類ゼロ清酒）への添加試料を用いた極限法により閾値を求めたほか、官
能評価におけるコメントから呈味特性を明らかにした。 
(2)清酒中オリゴ糖の構造の解明のため、清酒を活性炭処理後、HPLC（カラム；Asahipak 
NH2P-90 2F（20×300 ㎜））により重合度 6、7、8 のオリゴ糖を精製した。さらに、各重合
度の構造異性体は、分析カラム（Shodex HILICpak VN-50 4D（4.6×150 mm））を用いて構
造異性体ごとに分取し、濃縮後に NMR 解析を行い、構造を決定した。 
(3)清酒中オリゴ糖の生成メカニズムを調べるために、麹菌 Aspergillus oryzae の-グルコシダ
ーゼ遺伝子（agdA, agdB）について、A. oryzae NS4 ligD 株を宿主として、置換破壊により
それぞれ遺伝子破壊株agdA 株及びagdB 株を作製した。実験室における製麹により取得した
両遺伝子破壊株の米麹を用い、総米 200g の酵母仕込み（きょうかい 901 号酵母）による清酒
製造を行った。仕込みは 15℃一定 20 日間で実施した。製成酒中のオリゴ糖は HPLC（カラム；
Shodex SUGAR SZ5532（6.0 x 150mm）、RI 検出器；RI501）及び親水性相互作用液体クロ
マトグラフィー（HILIC）-TOF/MS（カラム；Shodex HILICpak VN-50 4D）を用いて分析
した。agdA については enolase 遺伝子の改変高発現プロモーターを利用した発現系を用い、
agdA 高生産麹菌株を作製した。培養液を限外ろ過と陰イオン交換クロマトグラフィーを行う
ことで、AgdA タンパク質を精製した。精製した AgdA タンパク質を用い、in vitro でオリゴ糖
の合成を行った。オリゴ糖の合成にはマルトース 1%(w/v)を基質として用いた。またエタノー
ル配糖体の合成には、マルトースとエタノールを基質として用いた。反応生成物は
HILIC-TOF/MS 及び HPLC-RI により確認した。 
(4)清酒製造におけるオリゴ糖の生成に関わる工程の解明のため、精米歩合 70%の一般米を用い、
A. oryzae RIB40 株を種麹として、総米 2kg の酵母仕込み（きょうかい 901 号酵母）による清
酒製造を行った。仕込みは 15℃一定 20 日間で上槽とした。 
 
４．研究成果 
(1) 清酒における官能特性の解明 
市販清酒より、DP2 以下のオリゴ糖を全体の 5％以下としたオリゴ糖試料を調製した。水及

び糖質ゼロ清酒へ添加することによる官能評価を行った結果、水への添加時の推定閾値は
0.56%(w/v)となり、「舌に残る甘味」「まろやかな口当たり」などの官能特性が得られたコメン
トから予想された。糖質ゼロ清酒への添加では推定閾値は 1.49%であった。以前の研究から、
清酒オリゴ糖の平均含有量が 0.6%以上と推定されているため、清酒呈味への影響は限られてい
る可能性があるものの、1％を超える市販清酒もあることから、清酒呈味へ一定の寄与がある
と考えられる。精製品の調製に時間がかかり、十分に官能評価についての検討が行えなかった



ことから、今後はより詳細な呈味や他の香味への影響などを調べる必要がある。 
 
(2) 構造の解明 
以前の研究において、同じ重合度の清酒中

オリゴ糖にグルコアミラーゼ分解性が異な
る分子が混在している可能性が示唆されて
いたことから、オリゴ糖異性体の分離を検討
した。その結果、ジオールカラムを用いるこ
とで、重合度 6 の標準品オリゴ糖であるマル
トヘキサオースとイソマルトヘキサオース
の異なる溶出時間に検出できることを見出
した。本カラムで清酒を分析した結果、抽出
イオンクロマトグラムにおいて重合度 4～12
のオリゴ糖において、複数の溶出時間におい
てピークが観察されたことから、清酒中のこ
れらオリゴ糖には構造異性体が存在するこ
とが明らかとなった（Fig. 1）。これまで、清
酒中の 2 糖と 3 糖については、多様な構造異
性体が存在することが明らかになっていた
ものの、4 糖以上については、構造異性体の
存在は報告されていなかった。本結果から、
清酒中のオリゴ糖は 18 までの重合度のオリ
ゴ糖であるのみならず、それぞれの重合度の
オリゴ糖に構造異性体が含まれる、非常に複
雑な構造のオリゴ糖から構成されることが
明らかとなった。これらオリゴ糖の構造に興
味がもたれたことから、清酒からの精製とそ
れに引き続く NMR による構造決定を試みた。
活性炭処理とクロマトグラフィーにより清
酒より構造異性体を精製し、NMR 解析した
ところ、6、7、8 糖の構造異性体の中の 4 種
類のオリゴ糖について構造決定に成功した
（Fig. 2）。これらオリゴ糖はこれまでに報告
のない新規構造のオリゴ糖であり、非還元末
端またはその隣における分岐を共通構造として持っていた。興味深いことに、DP6-1 は
Rhizopus. spのグルコアミラーゼによる40℃24時間の反応でも完全分解しない特徴を示した。
また、市販酒分析から、本オリゴ糖は糖質ゼロとされる清酒（糖質 0.5％以下）においても残
存していたことから、糖質を抑えた清酒の製造において、糖の低減化の障害となっている可能
性があり、今後、その特性についての詳細な解析を実施する予定である。 

 
(3)生成メカニズムの解明、 
醸造物から見出された非発酵性オリゴ糖は、糖転移により生成すると考えられていることか

ら、糖転移活性を持つ α-グルコシダーゼが、清酒中オリゴ糖生成に関わっていると予想した。
そこで、米麹における遺伝子発現が比較的強い AgdA と AgdB について、遺伝子破壊株を作製
し、その米麹を用いて醸造した製成酒のオリゴ糖プロファイルから、これら酵素のオリゴ糖生
成への寄与を明らかにすることを試みた。酵素活性測定から、米麹における α-グルコシダーゼ
活性の、AgdA は約 50％、AgdB は 20％程を担っていることが分かった。製成酒のオリゴ糖プ
ロファイルからは、AgdA 及び AgdB とも、遺伝子破壊により DP3 以上のオリゴ糖量が減少す
る傾向であった。野生株とのクロマト
グラムの比較から、AgdA 及び AgdB
とも DP3 以上のオリゴ糖の一部構造
異性体の合成に関与していることが
示唆されたが、明確な関連は明らかに
できなかった。さらに、AgdA につい
ては、イソマルトースやコージビオー
スの分解に大きく寄与していること
が示されたほか、イソマルトトリオー
スや α-エチルグルコシド（α-EG）の
合成を担っていることが明らかとな
った（Fig. 3）。イソマルトースは最も
多いオリゴ糖であるが、醪中では主要
な α-グルコシダーゼである AgdA で
はない酵素の影響が大きいことは予

Fig.1  HILIC-TOF/MS による清酒中オリゴ糖異性体の検
出（抽出イオンクロマトグラム） 
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Fig. 2 NMR により決定した清酒中オリゴ糖(DP6-1, DP7-1, 
DP8-1, DP8-2)の構造 
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Fig. 3 agdA 株の清酒中オリゴ糖（DP2-3）のクロマトグラム 



想外の結果であった。さらに、清酒呈味成分として重要な配糖体である、α-EG が清酒醪にお
いて AgdA の作用により生成することを初めて明らかにした。これらの結果から、清酒中のオ
リゴ糖は、AgdA と AgdB を含む複数の α-グルコシダーゼにより生成することが示唆された。
ゲノム情報からは麹菌には 10 以上の α-グルコシダーゼが存在すると予想されており、遺伝子
破壊株を用いた醸造試験などを通じて、それら酵素の寄与を今後明らかにできると考えられる。 
この分析の過程において、AgdA 遺伝子破壊により消失するピークを見出した。糖転移によ

り生成する化合物であることと、MS/MS 解析から α-EG に類似した構造と推定されたことか
ら、エチルマルトシドであると予想された。清酒からの精製が困難であったことから、AgdA
による in vitro での酵素合成を試みた結果、清酒で検出された物質と同一の溶出時間に生成物
を得ることができた。これを精製し、NMR 解析したところ、Ethyl--maltoside(-EM)及び
Ethyl--isomaltoside(-EiM)であることが明らかとなった（Fig. 4）。これら化合物は、清酒中
はもとより、自然界でも初めて見出された化合物であった。市販清酒 124 点についてその含有
量を調べたところ、-EM は 114 点で検出され、その含有量は平均で 143ppm、最も多いもの
で 269ppm 含まれるのに対して、-EiM は 119 点で検出され、含有量は平均で 431ppm、最も
多いもので 1497ppm であり、清酒には一般的に含まれている成分であると分かった。-EG が
呈味物質であることから、-EM と
-EiM についても、呈味性に興味が持
たれる。また、-EG は保湿作用など
機能をもつため、化粧品などに用いら
れており、本実験から見出された
-EM と-EiM についても、同様の機
能が期待されることから、醸造物中の
新規機能性物質として、今後の応用展
開が期待される。 
 
(4)生成に関わる清酒製造工程の解明、 
清酒製造工程におけるオリゴ糖の消長を明らかにすることで、オリゴ糖生成に関わる製造要

因を調べた。麹蓋を用いた製麹の結果、盛から仲仕事以降の、麹菌の生育が活発となる期間に
DP3 以上のオリゴ糖が増加し、その後、DP2 のオリゴ糖が増加する挙動が確認された。一方、
醪において、留直後から DP2 は急激に、DP4～8 は緩やかに減少するのに対して、DP3 は 6
日目まで緩やかに増加した後、漸減する挙動を示した。構造異性体の消長は複雑であり、留後
10 日目までに検出されていたオリゴ糖が醪後半では検出されないなど、各重合度のオリゴ糖で、
構造異性体の生成と分解が複雑に生じている醪での様子が明らかとなった。さらに、貯蔵中の
変化を調べると、DP2、3 のオリゴ糖は特に 37℃での貯蔵中に増加する傾向が観察された一方
で、DP6 以上はあまり変化しないことが分かった。これらは貯蔵中のオリゴ糖変化を詳細に調
べた初めての例である。 
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