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(54)【発明の名称】オリゴ糖（塩）の製造方法
(57)【要約】
【課題】

オリゴ糖またはオリゴ糖塩の変色と、酸化に

よる化学構造の変化とを発生させずに、酵素による分解
とは逆の反応を抑制して、収率の高いオリゴ糖（塩）の
製造方法を提供する。
【解決手段】

酵素は通過させず、製造するオリゴ糖

（塩）を通過させる通過膜を有する仕切りで仕切られた
第１空間および第２空間を用意し、上記第１空間内でム
コ多糖またはその塩を酵素で分解し、その分解によって
生成して通過膜を通って第２空間に移動したオリゴ糖
（塩）を回収する。

( 2 )
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【特許請求の範囲】

るオリゴヒアルロン酸またはオリゴヒアルロン酸塩を製

【請求項１】ムコ多糖またはその塩を酵素で分解してオ

造することを特徴とする請求項１または２に記載のオリ

リゴ糖またはその塩を製造するオリゴ糖（塩）の製造方

ゴ糖（塩）の製造方法。

法において、

【発明の詳細な説明】

酵素は通過させず、製造するオリゴ糖（塩）を通過させ

【０００１】

る通過膜を有する仕切りで仕切られた第１空間および第

【発明の属する技術分野】本発明は、ムコ多糖およびそ

２空間を用意し、

のムコ多糖の塩の少なくとも１つを分解することによっ

上記第１空間内でムコ多糖またはその塩を酵素で分解

て、オリゴ糖またはオリゴ糖塩を製造するオリゴ糖

し、その分解によって生成して通過膜を通って第２空間
に移動したオリゴ糖（塩）を回収することを特徴とする

（塩）の製造方法に関するものである。
10

【０００２】

オリゴ糖（塩）の製造方法。

【従来の技術】オリゴ糖とは、文献（分子細胞生物学辞

【請求項２】上記通過膜が、製造するオリゴ糖（塩）の

典 １９９７年（株）東京化学同人発行）によると、単

分子量以下の分子量を持つ物質のみを通過させることを

糖が数個（１０数個）結合して作られる物質である。ま

特徴とする請求項１に記載のオリゴ糖（塩）の製造方

た、オリゴ糖類は、医薬品、化粧品、食料品などの原料

法。

として広く利用されている、有用性の高い物質である。

【請求項３】ムコ多糖は、ヒアルロン酸、コンドロイチ

【０００３】オリゴ糖のうち、有用性の高いものとし

ン４硫酸、コンドロイチン６硫酸、デルマタン硫酸、ヘ

て、例えば、ヒアルロン酸のオリゴ糖（「ヒアルロン酸

パリン、ヘパラン硫酸、キチン、およびキトサンからな

のオリゴ糖」を適宜「オリゴヒアルロン酸」と記す）が

る群より選ばれる多糖であることを特徴とする請求項１

挙げられる。なお、ムコ多糖の１つであるヒアルロン酸

または２に記載のオリゴ糖（塩）の製造方法。

20

を式（１）に示す。

【請求項４】ムコ多糖にはヒアルロン酸を、酵素にはエ

【０００４】

ンド型ヒアルロニダーゼを用いて、４個以上の糖からな

【化１】

【０００５】また、上記ヒアルロン酸を分解して得られ

30

アルロン酸を得る方法である。

るオリゴヒアルロン酸、例えばヒアルロン酸４糖など

【０００８】

は、アポトーシス抑制剤として有効であること、その誘

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開昭

導体が抗血液凝固活性を示すことなどが分かっている。

６３−５７６０２号公報の方法により平均分子量が１万

そのため、ヒアルロン酸４糖などのオリゴヒアルロン酸

未満のオリゴヒアルロン酸を製造するためには、その公

は、生理活性を示す物質として注目されている。

報に記載の通り、酸処理におけるｐＨを２．８よりも小

【０００６】また、上記オリゴヒアルロン酸の製造に応

さくするなどの、極端に酸性の強い条件としなければな

用可能な方法としては、例えば、特開昭６３−５７６０

らない。また、そのような極端に酸性の強い条件によっ

２号公報（公開日：１９８８年３月１２日）、特開平２

て平均分子量１万未満のオリゴヒアルロン酸を製造する

−２４５１９３号公報（公開日：１９９０年９月２８
日）、および特開平１１−１２４４０１号公報（公開

上記方法では、上記オリゴヒアルロン酸の収率が低下す
40

るという問題点がある。さらに、上記のような、極端に

日：１９９９年５月１１日）に開示の方法がある。

酸性の強い条件による上記方法では、オリゴヒアルロン

【０００７】特開昭６３−５７６０２号公報に開示の方

酸の変色が発生するという問題点もある。

法は、ヒアルロン酸含有原料をアルカリで処理して、さ

【０００９】また、特開平２−２４５１９３号公報に開

らに酸で処理をすることによって、低分子ヒアルロン酸

示の方法のように、ヒアルロン酸を次亜塩素酸などの塩

を製造する方法である。また、特開平２−２４５１９３

素系の酸化剤で処理する方法では、ヒアルロン酸を酸化

号公報に開示の方法は、発酵法によって得られたヒアル

により分解する。そのため、酵素などによる加水分解で

ロン酸を塩素系の酸化剤で処理することにより、低重合

は生成することがないオリゴヒアルロン酸が、酸化剤で

のヒアルロン酸塩を得る方法である。また、特開平１１

処理する上記方法によって生成されるという問題点があ

−１２４４０１号公報に開示の方法は、ヒアルロン酸を

る。つまり、酸化剤によって、オリゴヒアルロン酸の化

分解酵素で分解した後に、限外ろ過膜を用いてオリゴヒ

50

学構造が変化するという問題点がある。具体的に言う

( 3 )
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と、酸化剤で処理する上記方法では、還元性末端および

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記問題

非還元末端に、新たな化学構造の末端を有するオリゴヒ

点を解決するために、鋭意検討した。その結果、一定の

アルロン酸が生成される。このような新たな化学構造の

分子量で分子を分別する膜を有する仕切りで仕切られた

末端を有するオリゴヒアルロン酸は、医薬品、化粧品、

空間内で、酵素によるムコ多糖（塩）の分解反応を行う

および食料品にオリゴヒアルロン酸を使用する場合に問

ことにより、一定の分子量以下となったオリゴ糖（塩）

題となる。

は、上記の膜から仕切りの外に出ると考えた。そして、

【００１０】また、特開平１１−１２４４０１号公報に

仕切りの外に出た一定の分子量以下のオリゴ糖（塩）

開示の方法では、分解酵素として、エンド型グルコシダ

を、分解と逆の反応に使用されるのを防ぎ、選択的に分

ーゼを用いる。このようなエンド型グルコシダーゼを用
いた分解反応では、その分解反応と併行して糖転位反応

別できることを見出して、本発明を完成するに至った。
10

【００１６】本発明のオリゴ糖（塩）の製造方法は、ム

を伴うことが知られている。

コ多糖またはその塩を酵素で分解してオリゴ糖またはそ

【００１１】上記糖転位反応について、具体的に説明す

の塩を製造するオリゴ糖（塩）の製造方法において、酵

る。例えば、エンド型グルコシダーゼであるヒアルロニ

素は通過させず、製造するオリゴ糖（塩）を通過させる

ダーゼでヒアルロン酸を分解すると、オリゴヒアルロン

通過膜を有する仕切りで仕切られた第１空間および第２

酸が生成する。また、分解が進むにつれて、ヒアルロン

空間を用意し、上記第１空間内でムコ多糖またはその塩

酸は減少し、オリゴヒアルロン酸は増加する。しかし、

を酵素で分解し、その分解によって生成して通過膜を通

分解が進みオリゴヒアルロン酸の量が多くなると、これ

って第２空間に移動したオリゴ糖（塩）を回収すること

までは分解することに働いていた酵素が、分解と逆の反

を特徴としている。

応を引き起こすという問題点がある。その逆の反応と

【００１７】上記方法によれば、上記仕切りで仕切られ

は、オリゴヒアルロン酸からヒアルロン酸を合成する反

20

た第１空間内で、ムコ多糖またはその塩を酵素で分解す

応のことである。さらに、その逆の反応により、オリゴ

る。上記通過膜としては、例えば、分子量で分子を分別

ヒアルロン酸が減少するという問題点がある。

する膜が挙げられる。さらに、その分子量で分子を分別

【００１２】酸・アルカリを用いる方法、および酸化剤

する膜としては、例えば、透析膜、限外ろ過膜などが挙

を用いる方法では、分解反応は、分解する方向にしか反

げられる。例えば、製造したいオリゴ糖（塩）の分子量

応は進まない。しかし、上記のように酵素を用いた方法

が７５０であるとする。そのとき、分子量が７５０以下

では、分解する方向の他に、その分解とは逆の方向、つ

の分子は通過でき、ムコ多糖（塩）および酵素のような

まり合成する方向にも反応が進む。つまり、酵素を用い

分子量が大きいものは通過できない膜を、上記通過膜と

た方法では、分解反応の制御が難しく、効率よくオリゴ

して使用することができる。

ヒアルロン酸を得ることができないという問題点があ

【００１８】また、酵素は通過させず、製造するオリゴ

る。特に、文献（Kinoshita M et al., Electrophoresi

30

糖（塩）を通過させる通過膜を有する仕切りとは、仕切

s(2001),22,p3458‑3465、およびTakagaki K et al., Bi

りのうちの少なくとも一部に、通過膜が設けられていれ

ochem.(1994),33,p6503‑6507）によると、上記のような

ばよい。そのとき、通過膜以外の仕切りの部分は、例え

逆の反応は、工業的にオリゴヒアルロン酸を調製するた

ば、酵素、ムコ多糖（塩）、およびオリゴ糖（塩）など

めに、高濃度のヒアルロン酸および大量の酵素を用いる

が通過できないもので構成する。なお、もちろん、上記

ときに、より顕著に観察される。

仕切りは、その仕切りの全部を上記通過膜で構成しても

【００１３】上記のような逆の反応は、反応基質である

よい。

ヒアルロン酸の濃度をできるだけ低く、例えば１％また

【００１９】上記仕切りで仕切られた第１空間でムコ多

はそれ以下とすることによって、ある程度防ぐことがで

糖（塩）を酵素で分解すると、分解によって、通過膜を

きる。しかし、そのように逆反応を防いでオリゴヒアル
ロン酸を製造する方法は、オリゴヒアルロン酸を得ると

通過できるオリゴ糖（塩）が生成される。その通過膜を
40

通過できるオリゴ糖（塩）は、仕切りにある通過膜から

きに、反応液を大量に濃縮する工程が必要となる。その

通過して、第２空間に出る。

ため、オリゴヒアルロン酸を工業的に製造する方法とし

【００２０】例えば、ムコ多糖（塩）と、分解酵素と、

て実用的であるとは言えない（Kakehi, J.Chromatogr.

酵素の反応に適した緩衝液とを、一方を閉じた透析膜の

(1994),630,p141）。

中に投入する。次に、透析膜の残りのもう一方を閉じ

【００１４】本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされ

て、その透析膜を液体の中に入れる。その透析膜を入れ

たものであって、その目的は、オリゴ糖またはオリゴ糖

る液体としては、例えば、酵素による分解に適した緩衝

塩の変色と、酸化による化学構造の変化とを発生させず

液などが挙げられる。そのような緩衝液に上記透析膜を

に、酵素による分解とは逆の反応を抑制して、収率の高

入れると、透析膜内（第１空間内）のｐＨが一定に保た

いオリゴ糖（塩）の製造方法を提供することにある。

れて、透析膜内の酵素による分解が安定化する。そのよ

【００１５】

50

うな環境で透析膜内（第１空間内）のムコ多糖（塩）を

( 4 )
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分解すると、透析膜を通過可能な分子量となったオリゴ

り選ばれる多糖であり、これらムコ多糖には、それぞ

糖（塩）は、透析膜の外、つまり仕切りの外（第２空

れ、分解する酵素が存在する。

間）に出る。

【００２８】その結果、上記効果に加えて、ヒアルロン

【００２１】上記のように、通過膜（透析膜）を通過し

酸、コンドロイチン４硫酸、コンドロイチン６硫酸、デ

て仕切りの外へ出たオリゴ糖（塩）は、仕切りの内側

ルマタン硫酸、ヘパリン、ヘパラン硫酸、キチン、およ

（第１空間）にある酵素から離れる。また、酵素は、仕

びキトサンを酵素で分解することにより得られる、多く

切りの外（第２空間）へは出られないので、仕切りの外

の種類のオリゴ糖（塩）を製造することができる。

へ出たオリゴ糖（塩）と、酵素とが結合することはな

【００２９】また、本発明のオリゴ糖（塩）の製造方法

い。そのため、第２空間へ出たオリゴ糖（塩）は、酵素
の影響を受けない。つまり、仕切りの外へ出たオリゴ糖

は、ムコ多糖にはヒアルロン酸を、酵素にはエンド型ヒ
10

アルロニダーゼを用いて、４個以上の糖からなるオリゴ

（塩）は、酵素によって、さらに分解されることも、分

ヒアルロン酸またはオリゴヒアルロン酸塩を製造するこ

解とは逆の反応を受けることもない。このように酵素に

とを特徴としている。

よる分解とは逆の反応を避けることができるため、上記

【００３０】上記方法によれば、エンド型ヒアルロニダ

方法によれば、酵素を用いた従来のオリゴ糖（塩）製造

ーゼを用いることによって、オリゴ糖（塩）として、ヘ

方法と比べて、オリゴ糖（塩）の収率は上昇する。ま

キソサミンを還元末端とする最小単位が４糖のヒアルロ

た、上記方法によれば、分解反応終了後に、酵素とオリ

ン酸（塩）を、高い収率で得ることができる。エンド型

ゴ糖（塩）とを分離する必要はない。

ヒアルロニダーゼとしては、例えば、ウシまたはヒツジ

【００２２】また、上記方法によれば、酵素による分解

の睾丸（精巣）由来のヒアルロニダーゼ、放線菌由来の

反応を用いるため、酵素がその活性を失わない範囲内で

ヒアルロニダーゼなどが挙げられる。また、例えば分画

ムコ多糖（塩）を分解することができる。つまり、極端

20

分子量が１０００の膜を通過膜として用いると、ヒアル

にｐＨが低い環境と極端にｐＨが高い環境とを避けて、

ロン酸４糖（塩）を選択的に取得することができる。

ムコ多糖（塩）を分解することが可能である。また、酸

【００３１】その結果、上記効果に加えて、オリゴヒア

化剤を使用せずにムコ多糖（塩）を分解することができ

ルロン酸（塩）（ヒアルロン酸のオリゴ糖（塩））、例

る。その結果、オリゴ糖またはオリゴ糖塩の変色と、酸

えばヒアルロン酸４糖（塩）を、選択的にかつ効率よく

化による化学構造の変化とを発生させずに、酵素による

製造することができる。

分解とは逆の反応を抑制して、収率の高いオリゴ糖

【００３２】

（塩）の製造方法を提供することができる。

【発明の実施の形態】本発明の実施の一形態について説

【００２３】本発明のオリゴ糖（塩）の製造方法は、上

明する。本実施の形態のオリゴ糖（塩）の製造方法で

記方法に加えて、上記通過膜が、製造するオリゴ糖

は、ムコ多糖またはその塩を酵素で分解して、オリゴ糖

（塩）の分子量以下の分子量を持つ物質のみを通過させ

30

またはそのオリゴ糖の塩を製造する。また、酵素は通過

ることを特徴としている。

させず、製造するオリゴ糖（塩）を通過させる通過膜を

【００２４】上記方法によれば、上記通過膜は、製造す

有する仕切りで仕切られた第１空間および第２空間を用

るオリゴ糖（塩）の分子量以下の分子量を持つ物質のみ

意して、上記第１空間内でムコ多糖またはその塩を酵素

を通過させる。つまり、製造するオリゴ糖（塩）の分子

で分解する。また、その分解によって生成して、通過膜

量よりも大きい分子量を持つ物質、例えばムコ多糖

を通って第２空間に移動したオリゴ糖（塩）を回収す

（塩）は、通過膜を通過することができない。

る。本実施の形態のオリゴ糖（塩）の製造方法では、こ

【００２５】その結果、原料であるムコ多糖（塩）と、

の回収によりオリゴ糖（塩）を製造する。

そのムコ多糖（塩）を分解することにより生成されるオ

【００３３】すなわち、本実施の形態のオリゴ糖（塩）

リゴ糖（塩）との分離工程を省くことができる。さら
に、分解の結果得られたオリゴ糖（塩）が通過膜を通過

の製造方法は、まず、通過膜として、例えば、一定の分
40

子量で分子を分別する膜を用いて、その通過膜を含む仕

して第２空間に出ると、第１空間内のオリゴ糖（塩）濃

切りで区切られた空間内において、ムコ多糖（塩）を酵

度が減少するため、第１空間内における酵素反応の平衡

素で分解する。そして、その通過膜を通過できる分子量

を、分解方向に促進させることができる。

になったオリゴ糖（塩）は、上記空間の外に遊離するの

【００２６】また、本発明のオリゴ糖（塩）の製造方法

で、その空間の外に遊離したオリゴ糖（塩）を回収し

は、上記方法に加えて、ムコ多糖は、ヒアルロン酸、コ

て、高純度のオリゴ糖（塩）を製造する方法である。特

ンドロイチン４硫酸、コンドロイチン６硫酸、デルマタ

に、本実施の形態のオリゴ糖（塩）の製造方法は、下記

ン硫酸、ヘパリン、ヘパラン硫酸、キチン、およびキト

に示すように、ムコ多糖のオリゴ糖（オリゴムコ多糖）

サンからなる群より選ばれる多糖であることを特徴とし

を製造する方法として有用である。

ている。

【００３４】従来、オリゴムコ多糖を得る方法におい

【００２７】上記方法によれば、ムコ多糖は上記の群よ

50

て、酵素による分解と、その分解とは逆の反応の防止

( 5 )
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7

8

と、一定の分子量のオリゴ糖（塩）の分別とを同時に行

ヘキソサミンを構造中に有する、天然に存在する高分子

う方法は知られていなかった。しかし、本実施の形態の

多糖類である。また、ムコ多糖（塩）としては、例え

方法は、酵素を用いた分解を第１空間で行い、第１空間

ば、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸類、ヘパリン、

で生成したオリゴ糖（塩）を第２空間に出すことによっ

ヘパラン硫酸、キチン、およびキトサンなどが挙げられ

て、酵素による分解と、その分解とは逆の反応の防止

る。

と、一定の分子量のオリゴ糖（塩）の分別とを同時に行

【００３６】ヒアルロン酸としては、例えば、微生物由

う方法である。

来のもの、組織（鶏冠）由来のものが挙げられる。

【００３５】（１）ムコ多糖（塩）

【００３７】

まず、ムコ多糖（塩）について説明する。ムコ多糖
（塩）とは、構成糖として、アミノ基を有する糖である

【化２】
10

【００３８】また、ヒアルロン酸は、一般に、式（１）

次に、ムコ多糖（塩）を分解する酵素について説明す

で表される化合物である。なお、式（１）のｎは正の整

る。上記ムコ多糖を分解する酵素としては、その基質特

数を示す。また、ヒアルロン酸には、式（１）に示すよ

20

異性の点から、例えば、ヒアルロニダーゼ類、コンドロ

うに、カルボキシル基（−ＣＯＯＨ）がある。そのた

イチナーゼ類、ヘパリナーゼ、へパリチナーゼ、キチナ

め、ヒアルロン酸は、例えばナトリウムなどの金属との

ーゼ、キトサナーゼなどが挙げられる。

塩（ヒアルロン酸塩）として存在することも多い。

【００４４】ヒアルロニダーゼ類には、まず、ウシまた

【００３９】また、コンドロイチン硫酸類としては、例

はヒツジの睾丸（精巣）由来のものがある。その由来の

えば、コンドロイチン４硫酸、コンドロイチン６硫酸、

ヒアルロニダーゼは、ヒアルロン酸、コンドロイチン４

およびデルマタン硫酸などが挙げられる。また、通常、

硫酸、およびコンドロイチン６硫酸を分解することがで

天然において、上記ムコ多糖は、金属塩という形態で、

きる。また、ヒアルロニダーゼ類には、放線菌、細菌、

特にナトリウムおよびカリウムなどのアルカリ金属の塩

およびヒル由来のものがあり、それら由来のヒアルロニ

という形態で存在している。

ダーゼは、ヒアルロン酸を分解する。

【００４０】なお、本実施の形態の製造方法に使用可能

30

【００４５】また、コンドロイチナーゼ類には、ヒアル

なムコ多糖は、酵素で分解することができるムコ多糖で

ロン酸およびコンドロイチン硫酸類を分解するもの（コ

ある。

ンドロイチナーゼＡＢＣなど）がある。また、ヘパリナ

【００４１】（２）オリゴ糖（塩）

ーゼはヘパリンを、へパリチナーゼはヘパラン硫酸を、

オリゴ糖は、通常、単糖が数個数個結合した物質であ

キチナーゼはキチンを、キトサナーゼはキトサンを分解

り、１０数個結合した物質も含む。本実施の形態におけ

する。

るオリゴ糖（塩）は、ムコ多糖（塩）を酵素で分解して

【００４６】また、選択する酵素によって分解の様式が

得られたオリゴ糖（塩）である。

異なるため、目的とするオリゴ糖（塩）の製造に合わせ

【００４２】例として、ヒアルロン酸のオリゴ糖（オリ

て、上記酵素を選択することが好ましい。例えば、ヘキ

ゴヒアルロン酸）について説明する。ヒアルロン酸を示
す式（１）において、ｎが１のときは、ヒアルロン酸を

ソサミンを還元末端とする最小単位が４糖のオリゴヒア
40

ルロン酸を得たいときは、ウシやヒツジの睾丸（精巣）

構成する糖が４個つらなったものであり、ヒアルロン酸

由来のヒアルロニダーゼ、あるいは放線菌由来のヒアル

４糖というオリゴ糖である。同じく、ｎが２のときは、

ロニダーゼなど、エンド型のヒアルロニダーゼを選択す

ヒアルロン酸を構成する糖が８個つらなったものであ

ることが好ましい。

り、ヒアルロン酸８糖というオリゴ糖である。また、そ

【００４７】次に、酵素による分解の条件について説明

れ以外にも、オリゴヒアルロン酸には、それを構成する

する。上記酵素による分解は、例えば、ムコ多糖または

糖が６個、１０個、あるいは１２個つらなった、ヒアル

その塩を酵素で分解できる条件、例えば、ムコ多糖また

ロン酸６糖、ヒアルロン酸１０糖、ヒアルロン酸１２糖

はその塩と酵素とが流動性を有する条件で行う。そのム

などもある。

コ多糖またはその塩と酵素とが流動性を有する条件と

【００４３】（３）ムコ多糖またはその塩を分解する酵

は、例えば、液体中において、溶解、懸濁、または乳濁

素およびその分解の条件

50

させたムコ多糖またはその塩と、酵素とが存在している

( 6 )
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10

条件などである。しかし、酵素による分解の条件を、そ

促進させることができる。

のような条件だけにこだわる必要はない。例えば、上記

【００５４】上記のように、ムコ多糖（塩）および酵素

酵素による分解を、不溶性担体に固定した酵素で行って

は通過できず、製造するオリゴ糖（塩）は通過できる通

もよい。

過膜を選定するためには、製造するオリゴ糖（塩）の分

【００４８】また、液体中において、溶解、懸濁、また

子量と、ムコ多糖（塩）の分子量と、酵素の分子量とに

は乳濁させたムコ多糖またはその塩と、酵素とが存在し

注意して、上記通過膜を選定する必要がある。

ている条件としては、例えば、水などの液体に溶解、懸

【００５５】なお、上記通過膜を少なくとも一部に有す

濁、または乳濁させたムコ多糖またはその塩と、酵素と

る仕切りの内側で分解を行うのは、通過膜を通過可能と

が存在していることが挙げられる。もちろん、酵素によ
る分解に適したｐＨの緩衝液を、上記液体として用いて

なったオリゴ糖（塩）を、酵素から引き離すためであ
10

る。そのように酵素からオリゴ糖（塩）を引き離すの

もよい。なお、上記液体は、水などに限定されない。例

は、酵素とオリゴ糖（塩）とが共存すると、分解と逆の

えば、酵素によるムコ多糖（塩）分解と、製造するオリ

反応が生じて、オリゴ糖（塩）の収率が低くからであ

ゴ糖（塩）の通過膜の通過とが可能であれば、上記液体

る。さらに、従来の製造方法と同じように酵素を除去す

は、水などではなく他の溶媒でもよい。

る工程があると、製造工程が複雑になるからである。

【００４９】また、酵素によってムコ多糖（塩）を分解

【００５６】また、上記のようにオリゴ糖は、通常、単

するとき、酵素の至適条件、例えば至適ｐＨおよび至適

糖が数個結合した物質であるから、官能基の種類と数と

温度の条件下で分解をするのが一般的である。例えば、

で多少変化するものの、オリゴ糖（塩）の分子量は、最

分解反応に最適な温度および最適なｐＨという条件が整

大でも２０００程度となる。従って、本実施の形態にお

った緩衝溶液中で、ムコ多糖（塩）を分解する。しか

ける通過膜として一定の分子量によって分子を分別する

し、上記至適条件の他に、得られるオリゴムコ多糖

20

膜を用いる場合であって、製造したいオリゴ糖（塩）の

（塩）の重合度を高くするために、穏やかに酵素による

分子量が最大でも２０００であるときは、分画分子量が

分解反応が進む条件で、ムコ多糖（塩）を分解してもよ

２０００以下の膜を選択する。

い。通常は、ｐＨ４〜１０、反応温度４℃〜６０℃の範

【００５７】なお、製造したいオリゴ糖（塩）の分子量

囲から、反応条件を選択する。

に合わせて、上記膜の分画分子量は決定すればよい。例

【００５０】また、酵素による分解に時間を要して微生

えば、１０数個の糖からなるオリゴ糖（塩）の場合、そ

物などの増殖が予想される場合、上記液体中に、酵素に

のオリゴ糖（塩）の分子量は、３０００から３５００程

よる分解反応に影響しない程度の量の防腐剤を入れても

度となる。そのような１０数個の糖からなるオリゴ糖

良い。なお、そのような防腐剤としては、例えばメチル

（塩）を製造する場合は、それに応じて、上記膜の分画

パラベンなどが挙げられる。

分子量を、３０００から３５００にする。

【００５１】（４）通過膜および仕切り

30

【００５８】なお、上記のように、一定の分子量によっ

次に、酵素は通過させず、製造するオリゴ糖（塩）を通

て分子を分別する膜を通過膜として用いる場合、ムコ多

過させる通過膜を有する仕切りについて説明する。

糖（塩）を分解する酵素は、その通過膜を通過しない分

【００５２】上記通過膜としては、例えば、一定の分子

子量を持つ酵素を用いる。

量によって分子を分別する膜などが挙げられる。また、

【００５９】また、通過膜の種類を変更することによ

一定の分子量によって分子を分別する膜としては、例え

り、取得するオリゴ糖の分子量を変化させることができ

ば、透析膜、限外ろ過膜などがある。なお、上記通過膜

る。例えば、分画分子量が２０００の膜を通過膜として

は、透析膜および限外ろ過膜に限定されるものではな

選択した場合と、分画分子量が１０００の膜を通過膜と

い。

して選択した場合とを比較すると、分画分子量が２００

【００５３】また、上記通過膜としては、製造するオリ
ゴ糖（塩）の分子量以下の分子量を持つ物質のみを通過

０の膜を選択した方が、分子量の大きいオリゴ糖を取得
40

することができる。

させる膜を使用することが好ましい。そのような膜を使

【００６０】また、本実施の形態における仕切りとは、

用すると、製造するオリゴ糖（塩）の分子量よりも大き

その仕切りの少なくとも一部に、上記通過膜を有してい

い分子量を持つ物質、例えばムコ多糖（塩）は、通過膜

るものである。そのように仕切りの一部に上記通過膜を

を通過しない。そのため、オリゴ糖（塩）を得るとき

有する場合、通過膜以外の部分の仕切りは、液体および

に、原料であるムコ多糖（塩）と、そのムコ多糖（塩）

液体中の分子を通過させないもので構成する。なお、上

を分解することにより生成されるオリゴ糖（塩）とを分

記仕切りは、その仕切りの全部を上記通過膜で構成して

離する工程を省くことができる。さらに、分解の結果得

もよい。

られたオリゴ糖（塩）が通過膜を通過して第２空間に出

【００６１】次に、通過膜および仕切りの様式について

ると、第１空間内のオリゴ糖（塩）濃度が減少するた

説明する。仕切りとしては、例えば、その仕切り全体

め、第１空間内における酵素反応の平衡を、分解方向に

50

を、通過膜である透析膜で構成することが挙げられる。

( 7 )
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具体的には、水系の緩衝液にムコ多糖（塩）が溶解もし

分画分子量１万以下の限外ろ過膜を用いて、その膜を通

くは懸濁している液を、片方が閉じられている透析膜

過するオリゴヒアルロン酸を集める方法もある。しか

（透析チューブ）に投入する。次に、ムコ多糖（塩）を

し、その方法では、酵素によって分解と逆の反応（つま

分解する酵素を透析膜に投入して、透析膜の残りの片方

り合成反応）が起こるため、分解により生成するオリゴ

を閉じる。次に、その透析膜を、上記と同じ水系の緩衝

糖とともに、そのオリゴ糖よりも分子量の大きい糖も生

液に入れて、温度を一定（例えば分解に最適な温度）に

成する。その結果、ヒアルロン酸を酵素で分解した後に

保ちながら、ムコ多糖を分解する。つまり、透析膜で閉

限外ろ過膜などでオリゴ糖を集める方法では、製造者の

じられた空間（第１空間）内でムコ多糖を分解する。そ

要求に応じた分子量をもつオリゴ糖を、効率よく得るこ

して、透析膜の外（第２空間）に出たオリゴ糖（塩）を
回収して、オリゴ糖（塩）を製造する。

とができない。
10

【００６７】また、上記のように、分解の後に限外ろ過

【００６２】また、樹脂などでできた管の両側を、透析

を行う場合には、当然、その限外ろ過の工程を１段階加

膜（通過膜）で封をすることによって仕切りを構成して

えることとなる。しかし、分解反応後の液を限外ろ過に

もよい。この場合、まず、管の片側を透析膜（通過膜）

使用する前に、さらに、限外ろ過におけるろ過速度を上

で封をする。次に、水系の緩衝液にムコ多糖（塩）が溶

げるための処理が必要となる。ろ過速度を上げるための

解もしくは懸濁している液を、管の中に投入する。次

処理とは、あらかじめ分解反応の液を遠心分離した上清

に、ムコ多糖（塩）を分解する酵素を管に入れて、管の

をろ過に用いて、上記ろ過膜の目詰まりなどを防止する

残りの側を透析膜（通過膜）で封をする。この場合、管

処理である。このように、遠心分離して上清を取得する

と透析膜とで閉じられた空間が第１空間である。そし

工程が必要なために、ヒアルロン酸を酵素で分解した後

て、その管に水系の緩衝液を流して、透析膜から第２空

に限外ろ過膜を用いる上記従来の方法では、製造工程が

間に流出するオリゴ糖（塩）を回収することで、オリゴ

20

煩雑となる。

糖（塩）を製造する。

【００６８】本実施の形態の製造方法においては、酵素

【００６３】（５）オリゴ糖（塩）の取得（回収）方法

は通過させず製造するオリゴ糖（塩）を通過させる通過

次に、通過膜を通過して仕切りの外側に出たオリゴ糖

膜、例えば、目的とするオリゴ糖の分子量以下の分子量

（塩）の取得（回収）方法について説明する。上記のよ

を持つ物質のみ通過できる通過膜を用いる。そのため、

うに、通過膜を通過して仕切りの外側に出たオリゴ糖

従来の方法のような、分解反応後に、所望のオリゴ糖

（塩）は、仕切りの外側の液体中に存在する。そのた

（塩）とそれより分子量の大きいオリゴ糖（塩）とを分

め、その外側の液体から、オリゴ糖（塩）を回収する。

離する限外ろ過の工程は不要であり、その限外ろ過の速

例えば、アルコール、アセトンなど有機溶媒を用いた沈

度を上げるための遠心分離も不要となる。

殿、凍結乾燥、およびイオン交換樹脂などによる吸着に

【００６９】

よって、オリゴ糖（塩）の回収が可能である。なお、沈

30

【実施例】（実施例１）オリゴ糖（塩）の製造方法の例

殿させるときに用いる上記アルコールとしては、例え

として、ムコ多糖にはヒアルロン酸を、酵素にはヒアル

ば、エタノール、イソプロパノール（２−プロパノー

ロニダーゼを用いて、オリゴヒアルロン酸またはオリゴ

ル）などが挙げられる。

ヒアルロン酸塩、特にヒアルロン酸４糖（塩）を製造す

【００６４】なお、アルコールやアセトンなどの有機溶

る例を示す。

媒を用いて沈殿を生成させて、オリゴ糖（塩）を回収す

【００７０】０．０５％のメチルパラベンを含む１０ｍ

る場合、有機溶媒は、製造するオリゴ糖（塩）に合わせ

Ｍの酢酸緩衝液５０ｍｌ（ｐＨ５．３）に、ムコ多糖の

て選択すればよい。例えば、オリゴヒアルロン酸を回収

塩であるヒアルロン酸ナトリウム（ナカライテクス製、

するときは、エタノールを使用することが好ましい。

特級、微生物由来）５ｇと、酵素であるエンド型ヒアル

【００６５】なお、従来のオリゴ糖（塩）の製造方法に
おいては、ムコ多糖を分解後、目的とするオリゴ糖を、

ロニダーゼ（ヒツジの睾丸由来のヒアルロニダーゼ（Bi
40

ozyume社））２５００００Ｕ（国立衛生試験所標準ヒア

ゲルろ過などのクロマトグラフ法で分別するという方法

ルロニダーゼ換算値）とを加えて、ヒアルロン酸液を調

がなされていた。しかし、クロマトグラフ法は、一般的

製した。また、そのヒアルロン酸液は、３０℃〜４０℃

に操作が煩雑であり収率も悪い。そのため、クロマトグ

に温度を保ちながら、７日間撹拌した。

ラフ法は、目的とするオリゴ糖を効率よく得る方法とは

【００７１】次に、そのヒアルロン酸液に上記ヒアルロ

言えない。本実施の形態の方法においては、クロマトグ

ニダーゼ１０００００Ｕを追加して、さらに、そのヒア

ラフ法のような煩雑な操作は不要であり、オリゴ糖

ルロン酸液を、分画分子量１０００の透析膜（Spectra/

（塩）の収率も良い。

PorＭＷＣＯ１０００）のチューブに入れて、そのチュ

【００６６】また、従来のオリゴ糖（塩）の製造方法に

ーブの端を閉じて密封した。次に、その密封した透析膜

は、クロマトグラフ法を用いない方法として、ヒアルロ

を上記酢酸緩衝液９００ｍｌに入れて、その緩衝液全体

ン酸を酵素で分解してオリゴヒアルロン酸とした後に、

50

を３０℃〜４０℃に保ちながら、７日間透析した。
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【００７２】次に、上記透析で得た透析液を濃縮した

（ヒアルロン酸４糖）は、１．２５ｇであった。

後、その透析液に、１０％になるように酢酸ナトリウム

【００７８】なお、オリゴヒアルロン酸３ｇから１．２

を溶かした。次に、その透析液に、９倍量（Ｖ／Ｖ）の

５ｇの沈殿（ヒアルロン酸４糖）を得たので、オリゴヒ

エタノールを加えて、沈殿を析出させた。次に、ろ過に

アルロン酸から計算した収率は、約４０％（４１．６７

よりその沈殿を取得して、取得した沈殿を、２−プロパ

％）である。

ノールおよびアセトンで洗浄した。洗浄後、五酸化二リ

【００７９】さらに、上記の沈殿（ヒアルロン酸４糖）

ンとともにデシケーター中に沈殿を入れて、沈殿を減圧

をキャピラリー電気泳動で分析した。結果を図２に示

乾燥した。その乾燥後の沈殿（オリゴヒアルロン酸）の

す。なお、キャピラリー電気泳動の分析条件は、上記と

重量は、３．９ｇであった。なお、最初に使用したヒア
ルロン酸ナトリウムは５ｇであり、得られた沈殿（オリ

同じ条件とした。図２に示すデータにより、上記操作で
10

精製した沈殿は、９７％以上の純度のヒアルロン酸４糖

ゴヒアルロン酸）は３．９ｇであるので、収率は７８％

であることが分かった。

であった。

【００８０】（実施例２）実施例１よりも分画分子量が

【００７３】オリゴヒアルロン酸の分子量は、６糖のと

大きい透析膜を用いた、オリゴ糖（塩）の製造方法の例

き、約１０００となる。ゆえに、上記で得られた沈殿に

を示す。酢酸緩衝液５ｍｌ（ｐＨ５．３）に、ヒアルロ

は、オリゴヒアルロン酸として、４糖を主成分とした６

ン酸ナトリウム５ｇと、ヒアルロニダーゼ２５００００

糖以下のオリゴ糖が含まれていることが予想される。

Ｕとを加えて、ヒアルロン酸液を調製した。次に、その

【００７４】次に、上記で得た沈殿（オリゴヒアルロン

ヒアルロン酸液を、分画分子量２０００の透析膜（Spec

酸）を、キャピラリー電気泳動で分析した。なお、この

tra/Por ＭＷＣＯ２０００）のチューブに入れ、両端を

ときのキャピラリー電気泳動の条件を、以下に示す。装

密封した。次に、その密封した透析膜のチューブを酢酸

置は、BeckmanP/ACE5010型を用いた。キャピラリーは、

20

緩衝液３００ｍｌに入れて、その緩衝液全体を３０℃〜

フューズドシリカキャピラリー（内径５０μｍ、有効長

４０℃に保ちながら、２日間透析した。なお、酢酸緩衝

４０ｃｍ）を用いた。緩衝液は、１００ｍＭのＳＤＳを

液、ヒアルロン酸ナトリウム、およびヒアルロニダーゼ

含む５０ｍＭホウ酸緩衝液（ｐＨ９．３）を用いた。な

は、実施例１と同じものを使用した。

お、ＳＤＳとは、ドデシル硫酸ナトリウム（sodium dod

【００８１】次に、上記透析で得た透析液を濃縮した

ecyl sulfate）のことである。また、印加電圧は２０ｋ

後、その透析液に、１０％になるように酢酸ナトリウム

Ｖ、分析温度は３０℃とし、検出には２００ｎｍの紫外

を溶かした。次に、その透析液に、９倍量（Ｖ／Ｖ）の

部吸収を用いた。このキャピラリー電気泳動の結果を、

エタノールを加えて、沈殿を析出させた。次に、ろ過に

図１に示す。

よりその沈殿を取得して、取得した沈殿を、２−プロパ

【００７５】図１に示すキャピラリー電気泳動の結果、

ノールおよびアセトンで洗浄した。洗浄後、五酸化二リ

上記に予想した通り、得られた沈殿は、オリゴヒアルロ

30

ンとともにデシケーター中に沈殿を入れて、沈殿を減圧

ン酸として、ヒアルロン酸４糖を主成分として含んでい

乾燥した。

ることが分かった。また、得られた沈殿には、ヒアルロ

【００８２】オリゴヒアルロン酸の分子量は、１２糖の

ン酸６糖も含まれており、さらにヒアルロン酸８糖もご

とき、約２０００となる。ゆえに、分画分子量２０００

く微量含まれていることが分かった。つまり、上記方法

の透析膜を用いて取得した上記沈殿は、１２糖以下のオ

により、７８％という高い収率でオリゴヒアルロン酸が

リゴ糖であることが予想される。

得られることが分かった。

【００８３】次に、上記沈殿を、キャピラリー電気泳動

【００７６】また、上記オリゴヒアルロン酸を、さらに

で分析した。その結果を図３に示す。図３に示すよう

エタノールにより沈殿させて精製することにより、簡便

に、上記沈殿に含まれている１４糖以上の糖は、ごくわ

にかつ高い収率でヒアルロン酸４糖を得ることができ
る。

ずかの量であることが分かった。また、上記沈殿は、上
40

記の予想通り、１２糖以下の糖を主成分とするオリゴ糖

【００７７】まず、上記オリゴヒアルロン酸３ｇを、１

であることが分かった。

０％酢酸ナトリウム水溶液３０ｍｌに溶解させた。次

【００８４】また、実施例１と実施例２とを比較すれば

に、そのオリゴヒアルロン酸が溶解している液にエタノ

分かるように、通過膜、つまり実施例における透析膜の

ール９０ｍｌを加えて、遠心分離（３０００ｒｐｍ、１

種類を変化させることにより、異なる分子量のオリゴ糖

０分間）した。次に、遠心分離後の上清を回収して、そ

を、選択的に得ることが可能となる。

の回収した上清に２７０ｍｌのエタノールを加え、沈殿

【００８５】（実施例３）ムコ多糖としてコンドロイチ

を得た。次に、その沈殿をろ過により取得して、取得し

ン４硫酸を用いた例を示す。酢酸緩衝液（実施例１と同

た沈殿を、２−プロパノールおよびアセトンで洗浄し

じもの）１５ｍｌに、コンドロイチン４硫酸（和光純薬

た。洗浄後、五酸化二リンとともにデシケーター中に沈

製（コンドロイチン硫酸Ａ））１．５ｇと、ヒアルロニ

殿を入れて、沈殿を減圧乾燥した。その乾燥後の沈殿

50

ダーゼ（実施例１と同じもの）５０００Ｕとを溶解させ
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て、溶液を調製した。また、その溶液は、３０℃〜４０

である。そのため、キャピラリー電気泳動で分析する

℃に温度を保ち、３日間反応させた。

と、複数のピークが得られ、組成が明確に示されなかっ

【００８６】次に、その溶液に、上記ヒアルロニダーゼ

たと考えられる。

５０００Ｕを追加し、さらに、その溶液液を、分画分子

【００９１】そこで、上記沈殿を、質量分析（ＭＡＬＤ

量１０００の透析膜（Spectra/Por ＭＷＣＯ１０００）

Ｉ−ＴＯＦＭＳ：Matrix assistedlaser‑desorption io

のチューブに入れて、そのチューブの端を閉じて密封し

nization time‑of‑flight mass spectrometry）で分析

た。次に、その密封した透析膜を上記酢酸緩衝液（１５

した。その結果を図５に示す。図５に示すように、５本

０ｍｌ）に入れて、その緩衝液全体を室温に保ち、７日

のピークが顕著である。そのうち、ｍ／ｚ＝９５８、ｍ

間透析した。
【００８７】次に、上記透析で得た透析液を濃縮した

／ｚ＝９８０、およびｍ／ｚ＝１００２付近のピーク
10

は、いずれもコンドロイチン硫酸４糖由来のピークであ

後、その透析液に、１０％になるように酢酸ナトリウム

る。また、ｍ／ｚ＝８５６、ｍ／ｚ＝８７９付近のピー

を溶かした。次に、その透析液に、９倍量（Ｖ／Ｖ）の

クは、コンドロイチン４硫酸の硫酸基のないもののピー

エタノールを加えて、沈殿を析出させた。次に、ろ過に

クである。従って、上記沈殿（オリゴコンドロイチン硫

よりその沈殿を取得して、取得した沈殿を、２−プロパ

酸）の主成分は、上記の予想通り、４糖であることが分

ノールおよびアセトンで洗浄した。洗浄後、五酸化二リ

かった。

ンとともにデシケーター中に沈殿を入れて、沈殿（オリ

【００９２】（比較例１）反応時の基質とするヒアルロ

ゴコンドロイチン硫酸）を減圧乾燥した。

ン酸濃度、酵素の濃度、反応温度、および反応時間とい

【００８８】コンドロイチン硫酸は、Ｎ−アセチルＤ−

った各酵素反応の条件は実施例１と同じであるけれど

グルコサミンと、Ｄ−グルクロン酸との繰り返し糖単位

も、透析膜を使用しない条件で分解を行い、沈殿（オリ

からなっている。また、コンドロイチン硫酸において

20

ゴヒアルロン酸）を得るという操作を行った。さらにそ

は、Ｎ−アセチルＤ−グルコサミンの水酸基の平均約１

の沈殿をキャピラリー電気泳動で調べた。実施例１の結

個が、硫酸エステルとなっている。従って、コンドロイ

果と、比較例１の結果とを、図６および表１に示す。

チン硫酸では、おおよそ４糖で分子量が１０００となる

【００９３】なお、比較例１においては、透析膜を使用

ため、上記で得た沈殿は、４糖を主成分とするオリゴ糖

しないこと以外は実施例１と同じ条件で分解して、その

であると予想される。

分解後、透析膜を使用せずに、多量のエタノールを用い

【００８９】次に、上記沈殿を、キャピラリー電気泳動

て沈殿（オリゴヒアルロン酸）を得た。この操作および

で分析した。その結果を図４に示す。図４に示すよう

この操作による結果を、比較例１−１と表記する。な

に、キャピラリー電気泳動で分析すると、複数のピーク

お、図６においては、比較例１−１の結果を図６（ｂ）

が得られ、組成が明確に示されなかった。

に示す。

【００９０】上記のように組成が明確とならなかった理

30

【００９４】また、比較例１においては、透析膜を使用

由としては、以下のことが考えられる。コンドロイチン

しないこと以外は実施例１と同じ条件で分解して、その

硫酸のうち、繰り返し糖単位であるＮ−アセチルＤ−グ

分解後に透析膜により透析して沈殿を得るという操作も

ルコサミンの４位の水酸基が硫酸エステルとなっている

行った。この操作およびこの操作による結果を、比較例

ものを、コンドロイチン４硫酸と呼んでいる。しかし、

１−２と表記する。なお、図６においては、比較例１−

そのコンドロイチン４硫酸と称されるものには、同一分

２の結果を図６（ｃ）に示す。

子内には硫酸基が全くない糖単位のもの、および、６位

【００９５】

に硫酸基がある糖単位のものも含まれている。つまり、

【表１】

コンドロイチン４硫酸と称されるものは、不均一な構造

【００９６】実施例１では、表１に示すように、沈殿

【００９７】それに対し、比較例１−１の結果は、表１

（オリゴヒアルロン酸）の収量は３．９ｇであった。ま

と図６（ｂ）とに示すように、８糖の割合が多くなって

た、表１と図６（ａ）とに示すように、オリゴヒアルロ

いる。また、８糖よりも大きい１０糖、１２糖なども含

ン酸は、４糖が主成分で、６糖も含み、８糖はごくわず

まれている。さらに、図６（ｂ）の結果によれば、１２

かしか含んでいないものであった。

50

糖以上の大きな分子も認められる。また、比較例１−１

( 10 )
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の結果は、収量が２．５ｇであり、実施例１の収量より

酸、コンドロイチン４硫酸、コンドロイチン６硫酸、デ

も小さい。ゆえに、比較例１−１のように、透析膜を用

ルマタン硫酸、ヘパリン、ヘパラン硫酸、キチン、およ

いずにオリゴヒアルロン酸を製造すると、収量は小さ

びキトサンを酵素で分解することにより得られる、多く

く、分子量のバラツキは大きいオリゴヒアルロン酸が製

の種類のオリゴ糖（塩）を製造することができるという

造されることが分かる。

効果を奏する。

【００９８】また、比較例１−２では、表１に示すよう

【０１０７】また、本発明のオリゴ糖（塩）の製造方法

に、分解後に透析膜を使用したため、４糖および６糖が

は、上記方法に加えて、ムコ多糖にはヒアルロン酸を、

大部分のオリゴヒアルロン酸を製造することができる。

酵素にはエンド型ヒアルロニダーゼを用いて、４個以上

しかし、表１に示すように、比較例１−２では、収量が
１．３ｇであり、実施例１と比べてかなり低い収量とな

の糖からなるオリゴヒアルロン酸またはオリゴヒアルロ
10

ン酸塩を製造するという方法である。

る。

【０１０８】それゆえ、上記効果に加えて、オリゴヒア

【００９９】ゆえに、本実施例のように、透析膜などの

ルロン酸（塩）（ヒアルロン酸のオリゴ糖（塩））、例

通過膜を有する仕切りの内側（第１空間）で、ヒアルロ

えばヒアルロン酸４糖（塩）を、選択的にかつ効率よく

ン酸などのムコ多糖（塩）を分解して、仕切りの外側

製造することができる。

（第２空間）に出たオリゴ糖（塩）を回収する方法は、

【図面の簡単な説明】

収率が高く、分子量のバラツキも少ないオリゴ糖（塩）

【図１】本発明の実施例において、ムコ多糖としてヒア

を製造する方法と言える。

ルロン酸を、通過膜として分画分子量１０００の透析膜

【０１００】なお、本発明は、上記実施の形態および実

を使用してオリゴ糖を得て、その得られたオリゴ糖（オ

施例に限定されるものではなく、本発明の範囲内で種々

リゴヒアルロン酸）を、キャピラリー電気泳動で分析し

の変更が可能である。

20

た結果を示すチャートである。

【０１０１】

【図２】本発明の実施例において、図１の結果を示した

【発明の効果】本発明のオリゴ糖（塩）の製造方法は、

オリゴ糖（オリゴヒアルロン酸）を精製して、その精製

以上のように、酵素は通過させず、製造するオリゴ糖

したオリゴ糖（オリゴヒアルロン酸）をキャピラリー電

（塩）を通過させる通過膜を有する仕切りで仕切られた

気泳動で分析した結果を示すチャートである。

第１空間および第２空間を用意し、上記第１空間内でム

【図３】本発明の実施例において、ムコ多糖としてヒア

コ多糖またはその塩を酵素で分解し、その分解によって

ルロン酸を、通過膜として分画分子量２０００の透析膜

生成して通過膜を通って第２空間に移動したオリゴ糖

を使用してオリゴ糖を得て、その得られたオリゴ糖（オ

（塩）を回収するという方法である。

リゴヒアルロン酸）を、キャピラリー電気泳動で分析し

【０１０２】それゆえ、オリゴ糖またはオリゴ糖塩の変

た結果を示すチャートである。

色と、酸化による化学構造の変化とを発生させずに、分

30

【図４】本発明の実施例において、ムコ多糖としてコン

解とは逆の反応を抑制して、収率の高いオリゴ糖（塩）

ドロイチン４硫酸を、通過膜として分画分子量１０００

の製造方法を提供することができるという効果を奏す

の透析膜を使用してオリゴ糖を得て、その得られたオリ

る。

ゴ糖（オリゴコンドロイチン硫酸）を、キャピラリー電

【０１０３】また、本発明のオリゴ糖（塩）の製造方法

気泳動で分析した結果を示すチャートである。

は、上記方法に加えて、上記通過膜が、製造するオリゴ

【図５】本発明の実施例において、ムコ多糖としてコン

糖（塩）の分子量以下の分子量を持つ物質のみを通過さ

ドロイチン４硫酸を、通過膜として分画分子量１０００

せるという方法である。

の透析膜を使用してオリゴ糖を得て、その得られたオリ

【０１０４】それゆえ、原料であるムコ多糖（塩）と、

ゴ糖（オリゴコンドロイチン硫酸）を、ＭＡＬＤＩ−Ｔ

そのムコ多糖（塩）を分解することにより生成されるオ
リゴ糖（塩）との分離工程を省くことができるという効

ＯＦＭＳで分析した結果を示すスペクトル図である。
40

【図６】図６（ａ）は図１と同じ結果を、図６（ｂ）

果を奏する。さらに、第１空間内における酵素反応の平

は、比較例１において、ヒアルロン酸の分解後、透析膜

衡を、分解方向に促進させるという効果を奏する。

を使用せずに、多量のエタノールを用いてオリゴヒアル

【０１０５】また、本発明のオリゴ糖（塩）の製造方法

ロン酸を得て、そのオリゴヒアルロン酸をキャピラリー

は、上記方法に加えて、ムコ多糖は、ヒアルロン酸、コ

電気泳動で分析した結果を、図６（ｃ）は、比較例１に

ンドロイチン４硫酸、コンドロイチン６硫酸、デルマタ

おいて、ヒアルロン酸の分解後に、透析膜により透析し

ン硫酸、ヘパリン、ヘパラン硫酸、キチン、およびキト

てオリゴヒアルロン酸を得て、そのオリゴヒアルロン酸

サンからなる群より選ばれる多糖であるという方法であ

をキャピラリー電気泳動で分析した結果を示すチャート

る。

である。

【０１０６】それゆえ、上記効果に加えて、ヒアルロン

( 11 )
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