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The sugar chains of some glycoproteins play key roles in cellular recognition, the immune response, etc.
Glycosidases are useful for elucidating the structure and function of the sugar chains in glycoproteins.
Endo-β-N-acetylglucosaminidase hydrolyzes N,N’-diacetylchitobiose moiety in oligosaccharides bound to the
asparagine residue of various glycoproteins through an N-glycosidic linkage. We identified a fungus isolated from soil
that produces novel endo-β-N-acetylglucosaminidase, which can act to release complex oligosaccharides from
glycoproteins. We named the enzyme Endo-M after its source that was identified as Mucor hiemalis. Endo-M has a
specific transglycosylation activity that transfers intact oligosaccharides from glycopeptides to suitable acceptors
containing N-acetylglucosamine during the hydrolysis of glycopeptides. To enhance transglycosylation activity,
site-directed mutagenesis of various residues in the putative catalytic region of Endo-M was performed, and replacement
of Tyr-217 with Phe caused enhanced transglycosylation activity over the wild type. This result suggests that removal of
the hydroxyl group at Tyr-217 reduces steric hindrance. Endo-M proceed by a substrate-assisted mechanism which the
2-acetamido substituent acts as a nucleophile to form an oxazolinium ion intermediate, since this enzyme is able to use
synthetic sugar oxazolines as donor substrates for transglycosylation. In combination with a sugar oxazoline, various
mutants acted as a glycosynthase for glycosidic bond formation, allowing accumulation of the transglycosylation
product.
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Fig.1 Enhanced transglycosylation activity of Endo-M
mutant Y217F
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Transglycosylation reaction using GlcNAc-pentapeptide as
an acceptor, and Man9GlcNAc2-Asn as a donor

Endo-M の酵素反応はオキサゾリン中間体を経
由する substrate-assisted catalytic mechanism と呼ば
れるユニークな機構によって進行することが見出

研究経過
Endo-M は本来、加水分解酵素であるため、そ
の糖転移活性によって反応生成物を得ようとする
際に問題となるのは、糖鎖を有する糖転移生成物
が Endo-M の加水分解活性の基質となって分解さ
れるためにその生成収率が低下することである。
そこで、加水分解活性が抑制され、糖転移活性が
促進されるような Endo-M の変異酵素を作成する
ことを試みた。Endo-M の活性中心（グルタミン
酸-177）付近のさまざまなアミノ酸残基を部位特
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物が生成する（Fig.2）
。同様に Substrate-assisted
catalytic mechanism によって反応が進行すること
が知られているβ-ヘキソサミニダーゼ（Glycoside
hydrolase (GH) family 20）
、キチナーゼ（GH family
18）は触媒残基であるグルタミン酸残基の周辺に
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Fig.3 Transglycosylation reactions using sugar oxazolines as the
donor substrate by the wild-type and two mutant Endo-M
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The reaction were carried out using Man9GlcNAc-oxazoline
as donor substrate and GlcNAc-pentapeptide as an acceptor

る。Endo-M はユニークな substrate-assisted catalytic
mechanism によって反応が進行し、求核残基が存
在せず、オキサゾリン化合物が反応中間体である。

従って、上記のようなグライコシンターゼ化を行
うことはできない。そこで、酸塩基触媒残基周辺
のアミノ酸残基について網羅的に部位特異的変異
を行い、糖転移活性は上昇し、加水分解活性は低
下するような変異酵素を探索した。その結果、
Y217F を見出したが、本変異酵素は加水分解活性
を完全に消失していない。そこで、反応中間体で
あるオキサゾリン化合物に着目し、これを基質と
して糖転移反応を行うことを検討した結果、N175
残基が重要な残基であることを見出し、その部位
特異的変異酵素がグライコシンターゼ様の酵素に
なることを見出した。なかでも N175Q および
N175H は非常に有用なグライコシンターゼ様に
働く酵素であることが明らかになり、生理活性糖
ペプチドやバイオ医薬品などの実用的な機能性糖
鎖複合体の合成に利用できる可能性が示された。

研究の発表
口頭発表
１． 山本憲二：エンド-Ｍ酵素を用いた糖鎖の付
加技術、研究産業・産業技術協会第５回先導
技術交流会「次世代バイオ医薬品への挑戦」
2012 年 1 月
２． 梅川碧里、芦田久、L.-X. Wang、山本憲二：
糸状菌由来エンドグリコシダーゼ（Endo-M）
のグライコシンターゼ様変異体酵素を活用
したシアロ糖タンパク質の化学-酵素合成、日
本応用糖質科学会大会、2012 年 9 月
紙上発表

１．梅川碧里、芦田久、山本憲二. 2011. エンド
Ｍ酵素による糖鎖の効率的な転移付加と均
一化. バイオ医薬品開発における糖鎖技術
(早川堯夫、掛樋一晃、平林淳
エムシー出版. 68-76 頁.

監修). シー

