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説〉

糖類が秘める生体内機能．
細見

修
・池田

Ⅰ．オリゴ糖とは何か？
啓一
・奈良岡佑南

Oligosaccharides and their physiological functions ―What is the oligosaccharide?
and Yuuna NARAOKA
Osamu HOSOMI, keiichi IKEDA
Abstract
There are various kinds of oligosaccharides that have been found and isolated from mammalian colostrum, milk and urine, plant seeds, etc. Oligosaccharides consist of 2～20 monosaccharides (glucose,
galactose, fucose, N
acetylglucosamine, N
acetylgalactosamine, mannose, fructose, sialic acid, and
)
others and have physiological roles in the body. However, their precise functions have not been yet clariˆed. In this review, we present a general overview of the oligosaccharides, and introduce novel synthesized oligosaccharides and their physiological function(s).
Key words: oligosaccharide, chitin, chitosan, glucosamine

はじめに

える．しかし，その歴史は意外と浅く， 1958 年に
Khun R23) によって初めてヒト乳汁や授乳女性尿か

オ リ ゴ 糖 （ oligosaccharide ） と は ， 単 糖

らフコシルラクトース，ラクトNテトラオース等

（ monosaccharide ）類同士がグリコシド結合によっ

が分離精製された報告がなされ，その後，さらに複

て結合した糖化合物で，分子量300
3000程度のもの

雑で僅かにしか存在しないオリゴ糖（例フコシル

を指す．オリゴとはギリシア語の「少ない」を意味

ラクトNヘキサオース）が分離され11)14)35)，その

する語 oláƒgos に由来することから，少糖類と呼ぶこ

構造が苦難の末に次々と明らかにされていった．

ともある．二糖である砂糖や乳糖などもその仲間で

日本人研究者も大いに活躍し，ヒト乳汁中のオリゴ

あるが，三糖類以上のものをオリゴ糖と称すること

糖の発見には Kobata A の貢献も大きい25)～27) ．更

が多く，単糖が20個程度結合したものまでがオリゴ

に，これら糖鎖の構造解析に多大の功績をもたらし

糖と呼ばれることが多い．それ以上の単糖が結合し

た完全メチル化法を確立した Hakomori S16) が挙げ

ているものは多糖（ポリサッカライド，polysaccha-

られる．尿からは，乳汁と類似のオリゴ糖やシアル

ride）と呼ばれることが多い．現在，報告されてい

酸を持つオリゴ糖の存在が明らかにされてい

るオリゴ糖類は動植物界から広く発見されたもの

る5)8)19)26)29)．その他，動物の乳汁から Urashima T,

で，今なお新しいオリゴ糖の発見が続いていると言

Saito T 等5)6)13)31)42)46)はヒトとは異なる稀少なオリ

ゴ糖を次々と発見し，その構造解析と生体内機能に
順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
Graduate School of Health and Sports Science,
Juntendo University
順天堂大学スポーツ健康科学部
School of Health and Sports Science, Juntendo
University

ついて言及している．
本稿では，オリゴ糖が歴史的には注目されなかっ
た時代から，今や健康分野から工学分野まで幅広く
利用され，また新たな機能が見出されてきたことを
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踏まえ，オリゴ糖の概念を示すと共に，現在，我々

目の炭素（ C2 ）にある水酸基（ -OH ）の代わりに

が開発しているグルコサミンを有する新たな機能性

Nアセチル基が付いた天然型グルコサミン（Nア

オリゴ糖の健康・予防医学等への利用について二回

セ チ ル グ ル コ サ ミ ン ， N acetylglucosamine,

に渡って概観してみたい．

GlcNAc ）で，この天然型グルコサミンを多く含む

.

オリゴ糖

代表的なものとして広く知られるようになってきた
のがヒアルロン酸（図 2a ）である．ヒアルロン酸

生体内に存在するオリゴ糖や組織・細胞の糖鎖を

は Nアセチルグルコサミンとグルクロン酸の二糖

構成している糖類は，アミノ酸の種類に比べると10

単位（GlcNAcb14GlcAb13）が繰り返す構造の高

種程度であるが，蛋白質の構造や機能の解明の歴史

分子で，関節，硝子体，皮膚，脳など広く生体内の

に比べて糖鎖の解析などは，はるかに遅れていた．

細胞外マトリックス（細胞外の空間を充填する物質

その最も大きな原因は糖鎖の複雑さに起因していた

であり，同時に骨格的役割を持つ細胞間の構造体）

と言える．例えばアミノ酸二個からなるペプチドは

に存在し，特に関節軟骨ではその機能維持に重要な

二種類のみであるが，異なる糖からなる二糖類の取

役目を果たしている2)．また，同様にコンドロイチ

り得る構造は理論的には40程度（実際には10数種）

ン硫酸（図 2b ）は，グルクロン酸（ GlcA ）と N 

にもなる．更に，ペプチド鎖にはない枝分かれ構造

アセチルガラクトサミン（ GalNAc）の二糖単位が

が加わって，より糖鎖を複雑にしている．

反復する糖鎖に硫酸基が結合した構造で，コラーゲ

. 動物由来のオリゴ糖類

ンなどと共に軟骨の重要な成分として注目される高

オリゴ糖鎖を構成する糖で，もっともよく知られ

分子の糖鎖を持つ糖蛋白質である20) ．このように

ているのが血糖（ブドウ糖）と言われるグルコース

N アセチルグルコサミン（天然型グルコサミン）

（glucose, Glc）を有する種類であるが，この糖は生

はグルコースと異なって，多くのオリゴ糖や糖鎖に

体のオリゴ糖構成成分として占める割合は意外と低

豊富に含まれる．

く，ヒトや動物乳汁等に見られる．グルコースに基

その他，オリゴ糖類や多糖類の構成成分として

本的構造（図 1）が同じなのが，グルコースの 2 番

N アセチルグルコサミンと同じ程度含まれるのが

ガラクトース（galactose, Gal）である．この糖はグ
ルコースの C4 に結合している水酸基（ OH ）と水
素の位置が逆転した構造をしており（図 3 ），動物
の組織等に存在している糖鎖構造にはグルコースよ
図1

代表的単糖（グルコース）構造と炭素（ C）番
号

図2

りもはるかに多く含まれる糖である．更に， N ア
セチルグルコサミンと同様に， N アセチル基がガ

ヒアルロン酸(a)とコンドロイチン硫酸(b)の基本骨格
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図4
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ラクトースとその構成糖

シアル酸とオリゴ糖（二糖類）

ラクトースに付いた N アセチルガラクトサミン

に，この二糖の結合は図のようにガラクトース―グ

（Nacetylgalactosamine, GalNAc），褐藻類（昆布，

ルコースの順で，この場合のガラクトースは外側と

ワカメ，もずく等）の他，なまこにも類似物質とし

言った表現（正式には非還元側）をし，一方，グル

て粘性物質フコイダン16)に豊富に含まれるフコース

コースは内側（還元側）とも表現される．

（ fucose, Fuc ），こんにゃくの主成分であるマンナ

さて，ヒトの乳汁（特に初乳， colostrum ）中に

ン44)を構成するマンノース（mannose, Man），更に

は成乳と異なりラクトース以外に，様々な構造や大

今注目されているシアル酸（sialic acid, N
acetyl-

きさのオリゴ糖が含まれ，これらは稀少糖といわれ

neuraminic acid, Neu5Ac, NAN, NANA）等がある

る．同様にヒト以外の哺乳動物の初乳にも特有のオ

（図 4）．それでは，身近にあるオリゴ糖を紹介する

リゴ糖が見出されている5)6)13)19)42)46) ．ヒト由来の

と，牛乳やヒトの母乳に豊富に含まれているのがラ

オリゴ糖で，ラクトースを基本としたオリゴ糖はそ

クトースと呼ばれる二糖類である．ラクト（lacto）

の構成単位にラクトサミン構造（図 4）を持ち，ガ

とは「ミルクに関係する」という意味をもつ連結語

ラクトース b14Nアセチルグルコサミン（Galb1

で，ラクトース（ lactose, Galb1 4Glc ）とは正にミ

4GlcNAc）の繰り返しを有するものが多く見られ，

ルク（乳汁）に含まれるオリゴ糖を意味している．

ラクトテトラオース類やラクトヘキサオース類の

ラクトースは図 3 に示すような構造で，ガラクトー

他，ポリラクトサミン構造を持つものも多くみられ

スとグルコース 1 分子ずつで構成されている．更

る．更に，このような基本糖鎖に枝分かれ構造やフ
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植物由来のオリゴ糖類（一部）

コース，シアル酸などの側鎖が末端に結合したより

するとされている（図 5 )48) ．その他，注目されて

複雑な構造のオリゴ糖を形成している．そして，こ

いる糖類にキシリトール（xylitol）がある．化学式

れらオリゴ糖類の作用としては，特に新生児の腸内

C5H12O5 で表され，グルコース等 6 炭糖より C と

細菌叢の形成や乳酸菌の栄養素として，又，免疫力

O が 一 つ ず つ 少 ない 糖 ア ル コ ー ル と 言 われ て い

を高めたり，病原性微生物から生体を防御するなど

る．甘味料として加熱によっても甘味に変化がな

の働きがあるとされる．

く，清涼感等が好まれて次第に用途が広がってい

. 植物由来のオリゴ糖類
植物由来のオリゴ糖にはこれ等と異なった構造の
ものが特徴的に見受けられ，マルトース，セロビ

る．更に，種々のオリゴ糖類が発見されている．

.

キチン，キトサン，キトサンオリゴ糖

オース，ラフィノース等がある（図 5 )38)47) ．イソ

キトサンオリゴ（糖）と呼ばれる糖類は，現代，

マルトオリゴ糖は甘味の他，食品の旨み，防腐作用

グルコサミンやキトサン等とともに，健康サプリメ

による日持ち性改善効果などの他，便秘解消効果等

ントとして市場に出回るようになってきた．図 6 の

も示す10)．

ように， N アセチルグルコサミンを主成分とする

セロビオースは，松葉やトウモロコシの茎などに

キチン質はカニ，エビ等の甲羅，その他動植物界に

存在し，グルコースが二つ b1
4 結合（Glcb1
4Glc）

広く存在し，強固な構造体を作り出している．この

した構造（図 5）で，難消化性（消化酵素で分解さ

キチン質は広葉樹の艶のある葉にも含まれる．この

れにくく腸まで到達）で水には溶けにくく整腸作用

キチン質からキトサンを生成するには，甲羅等を希

を持つ22)．この整腸作用は，大腸で酪酸菌によりセ

塩酸及び希水酸化ナトリウムで処理（脱灰処理）し

ロビオースが分解され，生成された酪酸によるもの

て，カルシウム，蛋白質を除去した「キチン」を調

で，大腸上皮細胞の新陳代謝を促す結果とされる．

製 する ． この キチ ン を更 に 濃水 酸化 ナ トリ ウム

ラフィノースは，ビート（砂糖大根）から分離精製

（NaOH）や濃水酸化カリウム（KOH）で脱アセチ

される天然のオリゴ糖で，ユーカリの樹液や大豆等

ル化したものが様々な長さの集合体からなる「キト

にも比較的多く含まれ，植物界に広く存在して，腸

サン」である30)．得られたキトサンは，その脱アセ

の動きを促進して便秘を防ぎ，免疫力を高めたり病

チル化の程度が薬品処理時間等で異なり，100脱

原菌の感染を防いだりするといわれる24) ．スタキ

アセチル化されるとグルコサミンのみから構成され

オース（ stachyose ）は大豆に比較的多く存在し（ 3

たものとして得られる（図 7 ）．キチン，キトサン

～4）
，善玉乳酸菌の増殖や納豆菌の生育にも影響

は淡黄色～白色を呈しており，セルロースと極めて
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れる．

.
図6

キチンの構造（Nアセチルグルコサミンが b1
4 結合のポリマー構造）

新しいオリゴ糖の設計と可能性

この様々な作用を示すとされるグルコサミンは，
酸性糖（アミノ糖）の一種で，C4（4 番目の炭素）
に結合している水酸基（OH）と水素（H）の位
置が逆転しているガラクトサミン（Galactosamine）
やマンノサミン（ Mannosamine ）などもアミノ糖
の仲間である．これらのアミノ糖も天然の Nアセ
チルガラクトサミンや Nアセチルマンノサミン等

図7

キトサンの構造（主に脱アセチル化されたグル
コサミンが結合している）

を塩酸で処理して，アセチル基（COCH3）を外し
たもので，アミノ酸の一種ともいわれる．その根拠
はアミノ基（NH2）を有することによるが，アミ

よく似た構造をしている．

更に，キトサンを加水

ノ酸の定義ではアミノ基とカルボキシル基（

分解するとキトサンオリゴ糖が得られる．これによ

COOH ）を共に有することからすると，アミノ酸

って様々な長さのオリゴ糖の集合体になり，更に活

とはいい難い．そうした意味合いからすると，ここ

性炭カラムで重合度の異なるオリゴ糖を分離して，

で取り上げるアミノ糖とはやや異なるが，抗生物質

重合度（糖鎖）のそろったオリゴ糖を得ることが出

の中にはストレプトマイシン，カナマイシン，ゲン

来る1)34)40) ．キトサンやキトサンオリゴ糖分子に含

タマイシン等，アミノ糖誘導体を持つアミノグルコ

まれるグルコサミンには強力な分子間結合性を有す

シド系と呼ばれるものがあり（図 8 ），現代の医療

るアミノ基が含まれ，これによって安定した構造体

に大きく貢献していることを考慮すると，アミノ糖

を構築している．このようにして得られたキトサン

の持つ生体内機能性については未知の部分がかなり

やキトサンオリゴ糖の効用として，このキトサン構

残されているとも考えられる．

成糖であるグルコサミンが～20個程度まで結合した

キトサンなどの構成糖であるグルコサミンはその

ものが注目され，6 個繋がったキトヘキサオースは

アミノ基の存在によって様々な機能を有することが

免疫力を高める作用を示し癌抑制作用を持つこと

言われている36)．しかし，それらの生体内機能性は

や43)，更に，キトサンが抗菌性を持つことなどが挙

特異的とは言いにくいのも事実である．それは，グ

げられる．キトサンは大腸菌等の一般的な細菌の増

ルコサミン特異的な受容体の存在やトランスポー

殖を抑制し濃度によっては乳酸菌の増殖に影響を及

ターといった分子の存在が未発見なのかも知れな

ぼさないことや，血中コレステロール上昇抑制作

い．一方では，ガラクトース（ Gal ），特に b ガラ

用 ・尿 酸 値低 下作 用 をも つこ と が報 告さ れ てい

クトースに対する受容体としてガレクチン（ galec-

る9)28)39)45) ．キトサンオリゴ糖の抗菌性を調べた研

tin）という低分子タンパク質群が発見されており，

究では，重合度の大きい方（五，六糖）で高いこと

そのファミリーは14～15種類にも達している41)．こ

が明らかにされ，キトサンの中でも，脱アセチル化

のガレクチンは元々ガラクトース結合性レクチンの

の程度が70のものにはマクロファージ活性化など

名称から由来しており，今では一般的にガレクチン

免疫機能の増強作用を最も強く示すことが知られて

の名称で呼ばれている．我々が着目したのは，この

いる39)．これらキチンやその誘導体が示す生理的機

ガラクトースに対するレクチン（ガレクチン）の糖

能性は，特異的な反応として何らかの受容体が介在

特異的結合性とグルコサミンの生理活性を結び付け

しているのではなく，むしろ非特異的作用と予想さ

ることであった．そこで，ガラクトース―グルコサ
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ず，部分精製でも可能）を加えるだけの反応系でオ
リゴ糖の合成が出来る．この方法の短所としては合
成反応の効率が悪く，生成物の収量は用いた基質の
10～20に止まると思われる．更に，反応特異性が
図8

アミノグルコシド系抗生物質（カナマイシン）
の構造

保証されていないことから，反応生成物の構造解析
が必須となる等の点も挙げられる．しかし，これら
短所があるとしても糖分解酵素によるオリゴ糖合成
は大量合成に適しており，更に最大の長所と見られ

ミン（ Gal GlcNH2 ）という二糖類を合成すれば，

る点がある．それは生成物の意外性である．糖分解

生体内ガレクチンの機能を生かして GalGlcNH2 の

酵素の原材料（細菌の種類，植物の種類等）によっ

生体内における機能に特異性が賦与出来るものと考

て同じ様な働き（糖分解）をする酵素であっても，

えたわけである．そういった着想から，このような

その由来によっては基質に対する糖転移位置（基質

二糖類を合成する方向が模索され，有機化学合成と

の何番目の炭素に糖を結合させるのか）が異なる現

酵素化学合成が検討された3)7)12) ．有機化学合成は

象が起きることによって，研究者が予想していなか

幾段階もの反応の結果として目的の糖による特定の

った反応生成物が得られる可能性がある．

結合を有するオリゴ糖を作ることが可能となる合成

次にどのようなオリゴ糖が糖分解酵素の逆反応を

方法で，これまでにも様々な方法が開発されてき

利用して合成されているのかを見てみる．例えば，

た15)．しかし，現時点では国内では糖研究者が簡単

ラクトースを原料として， b ガラクトシダーゼの

にこの技術を会得し，自由に合成するのは困難で，

合成活性（逆反応性）を利用してガラクトオリゴ糖

限られた研究者にその合成を委ねなければならな

が製造されている33) ．ガラクトオリゴ糖の場合に

い7)．しかし，酵素を利用したオリゴ糖の合成は二

は，幸いにもラクトースを原料として用いることが

法あるがどちらも比較的簡単である．この酵素学的

出来るが，その他のオリゴ糖の場合には，適切な糖

合成には糖転移酵素（グリコシルトランスフェラー

供与体は見あたらないのが現状である．即ち，フコ

ゼ）を利用した方法と，糖分解（加水分解）酵素

シルオリゴ糖の場合には，可能性としては，フコイ

（グリコシダーゼ）
の逆反応を利用した方法があり，

ダン，あるいはそのオリゴ糖が考えられるが，これ

前者の特徴は特定の糖転移酵素を使うために，二つ

らは高価であるため原料糖として用いることは難し

の糖（受容体としての糖と糖供与体としての糖）間

い．一般に，糖転移反応にはパラニトロフェニル

の結合位置が特異的であること，そのために期待通

a L フコピラノシドのような合成基質が供与体と

りの合成が確実に行えることである．しかし，糖供

して用いられることが多いが4)，これまで天然素材

与体（ UDP Gal, UDP GlcNAc 等）と糖転移酵素

から安価な方法でフコシルオリゴ糖を合成する方法

（精製）が大変高価であるのでこの手法は広く用い

は見出されていない．一般的にこのような化合物は

られてこなかった．糖転移酵素によるオリゴ糖類の

有機合成化学的手法により合成された物質であり，

合成は，大量合成には適さず，むしろ糖転移酵素反

それを原料とした製品を食品添加物として利用する

応性の解明や酵素自身の存在の証明等に限定された

ことは食品衛生法等の関連法規で規制されている．

ものとなっていた．一方の糖分解酵素の逆反応を利

一方，単糖であって生理機能を持つとされるグル

用したオリゴ糖合成法は，最も特徴的なのは安価で

コサミンを有するオリゴ糖の合成で，糖分解酵素

実行できることである．糖供与体（例， Lactose,

（の逆反応）を利用した例は著者らが行っている他

Melibiose 等 ） と 糖 受 容 体 （ 例 ， GlcNAc, GlcNH2

に例を見ない18)19)．その代表的なオリゴ糖（二糖類）

等），それに糖分解酵素（必ずしも精製を必要とせ

に Gala1 6GlcNH2 （メリビオサミン）があげられ
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酵素により合成された新しいオリゴ糖類

る ． 図 9 の よ う に ， ラ ク ト サ ミ ン （ Galb1 

サ ミ ン ， ガ ラ ク ト シ ル ラ ク ト サ ミ ン （ Galb1 

4GlcNH2）やアロラクトサミン（Galb1
6GlcNH2）

4Galb1 4GlcNH2 ）等が同様の方法で合成出来た．

と同じ構成糖であるが，結合様式がメリビオースと

このように還元末端側にグルコサミンを持つオリゴ

同じく a1
6 グリコシド結合している．

糖，特に非還元末端側は中性糖などレクチンの反応

この他，上にも挙げたラクトサミン，アロラクト

性を考慮した構造のオリゴ糖類の合成は，ある意味
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では始まったばかりであり，それらの生体内機能性
についてはこれから解明していかなければならない

7)

第 2 巻第 4 号（通巻58号) (2011)

Bartolozzi, A., & Seeberger, PH. (2001) New ap-

proach to the chemical synthesis of bioactive oligosaccharides. Current Opinion in Structural Biology, 11, 587

課題といえる．
次回は，更にこのように合成されたオリゴ糖の生

592.
8)

Bjorndal, H., & Lundblad, A. (1970) Structure of two

体内機能性についての論文や，今後の研究展開等に

urinary oligosaccharides characteristic of blood group O

ついて紹介して行く予定だ．

(H)and Bsecretors. Biochim Biophy Acta 201, 434
437.
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