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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
演算装置および記録部を備えるコンピュータにおいて、フロンタルゲルろ過法における
クロマトグラムのシミュレーション方法であって、
前記演算装置が、
移動相および固定相を有するゲルろ過カラムの充填剤のサイズｒｇを設定するステップ
と、
前記ゲルろ過カラムの最小機能単位の容積ｖｕを、前記充填剤の前記サイズｒｇに基づ
いて設定するステップと、
前記ゲルろ過カラムの分離特性である、移動相容積ｖ０ｕ、固定相容積ｖｉｕ、および
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タンパク質が入り込める前記固定相中の容積ｖｉｐを、前記最小機能単位の前記容積ｖｕ
に基づいて設定し、且つ、リガンドの前記充填剤への可逆的な結合を意味する係数ｋを設
定するステップと、
前記ゲルろ過カラムにおける前記最小機能単位の積層数ｍを設定するステップと、
１回の計算ステップにおいて前記ゲルろ過カラムに流す液量ｄＶを、前記移動相容積ｖ
０ｕに基づいて、前記移動相容積ｖ０ｕ未満の値に設定するステップと、
前記ゲルろ過カラムに流す試料の液量Ｖｓを、前記積層数ｍおよび前記移動相容積ｖ０
ｕに基づいて設定するステップと、
前記ゲルろ過カラムに流す総液量Ｖｍａｘを、前記積層数ｍ、前記移動相容積ｖ０ｕ、
および前記タンパク質が入り込める前記固定相中の前記容積ｖｉｐに基づいて設定するス
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テップと、
前記試料の総タンパク質濃度Ｐ０および前記試料の総リガンド濃度Ｃ０を設定するステ
ップと、
前記タンパク質および前記リガンドの結合反応に対する解離定数Ｋｄを設定するステッ
プと、
前記移動相の総タンパク質濃度Ｐｔ、総タンパク質量ＱＰ、前記移動相の総リガンド濃
度Ｌｔ、および総リガンド量ＱＬの初期値を設定し、且つ、第１番目の前記最小機能単位
から順番に、
１番目の前記最小機能単位については、
前記試料の前記ゲルろ過カラムへの流入が続いている間は、
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総タンパク質量ＱＰ＝ＱＰ（１）＋Ｐ０×ｄＶ−Ｐｔ（１）×ｄＶ
総リガンド量ＱＬ

＝ＱＬ（１）＋Ｃ０×ｄＶ−Ｌｔ（１）×ｄＶ

の関係に基づいて、新しい移動相の前記総タンパク質量ＱＰおよび前記総リガンド量
ＱＬを計算し、
前記試料の前記ゲルろ過カラムへの流入が完了した後は、
総タンパク質量ＱＰ＝ＱＰ（１）−Ｐｔ（１）×ｄＶ
総リガンド量ＱＬ

＝ＱＬ（１）−Ｌｔ（１）×ｄＶ

の関係に基づいて、新しい移動相の前記総タンパク質量ＱＰおよび前記総リガンド量
ＱＬを計算し、
ｉ（ｉは２以上の自然数）番目の前記最小機能単位については、
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総タンパク質量ＱＰ＝ＱＰ（ｉ）＋Ｐｔ（ｉ−１）×ｄＶ−Ｐｔ（ｉ）×ｄＶ
総リガンド量ＱＬ

＝ＱＬ（ｉ）＋Ｌｔ（ｉ−１）×ｄＶ−Ｌｔ（ｉ）×ｄＶ

の関係に基づいて、新しい移動相の前記総タンパク質量ＱＰおよび前記総リガンド量Ｑ
Ｌを計算し、
１番目の前記最小機能単位およびｉ番目の前記最小機能単位について、新しい移動相の
前記総タンパク質濃度Ｐｔおよび前記総リガンド濃度Ｌｔを、
【数１】
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および
【数２】

に基づいて計算するステップと、
溶出容積、溶出液の全タンパク質濃度、溶出液の全リガンド濃度に基づいて、予測クロ
マトグラムを得るステップと、
を含むクロマトグラムのシミュレーション方法。
【請求項２】
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演算装置および記録部を備え、フロンタルゲルろ過法におけるクロマトグラムをシミュ
レーションするシステムであって、
前記演算装置が、
移動相および固定相を有するゲルろ過カラムの充填剤のサイズｒｇを設定するステップ
と、
前記ゲルろ過カラムの最小機能単位の容積ｖｕを、前記充填剤の前記サイズｒｇに基づ
いて設定するステップと、
前記ゲルろ過カラムの分離特性である、移動相容積ｖ０ｕ、固定相容積ｖｉｕ、および
タンパク質が入り込める前記固定相中の容積ｖｉｐを、前記最小機能単位の前記容積ｖｕ
に基づいて設定し、且つ、リガンドの前記充填剤への可逆的な結合を意味するngとKgまた
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は係数ｋを設定するステップと、
前記ゲルろ過カラムにおける前記最小機能単位の積層数ｍを設定するステップと、
１回の計算ステップにおいて前記ゲルろ過カラムに流す液量ｄＶを、前記移動相容積ｖ
０ｕに基づいて、前記移動相容積ｖ０ｕ未満の値に設定するステップと、
前記ゲルろ過カラムに流す試料の液量Ｖｓを、前記積層数ｍおよび前記移動相容積ｖ０
ｕに基づいて設定するステップと、
前記ゲルろ過カラムに流す総液量Ｖｍａｘを、前記積層数ｍ、前記移動相容積ｖ０ｕ、
および前記タンパク質が入り込める前記固定相中の前記容積ｖｉｐに基づいて設定するス
テップと、
前記試料の総タンパク質濃度Ｐ０および前記試料の総リガンド濃度Ｃ０を設定するステ
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ップと、
前記タンパク質および前記リガンドの結合反応に対する解離定数Ｋｄを設定するステッ
プと、
前記移動相の総タンパク質濃度Ｐｔ、総タンパク質量ＱＰ、前記移動相の総リガンド濃
度Ｌｔ、および総リガンド量ＱＬの初期値を設定し、且つ、第１番目の前記最小機能単位
から順番に、
１番目の前記最小機能単位については、
前記試料の前記ゲルろ過カラムへの流入が続いている間は、
総タンパク質量ＱＰ＝ＱＰ（１）＋Ｐ０×ｄＶ−Ｐｔ（１）×ｄＶ
総リガンド量ＱＬ

＝ＱＬ（１）＋Ｃ０×ｄＶ−Ｌｔ（１）×ｄＶ
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の関係に基づいて、新しい移動相の前記総タンパク質量ＱＰおよび前記総リガンド量
ＱＬを計算し、
前記試料の前記ゲルろ過カラムへの流入が完了した後は、
総タンパク質量ＱＰ＝ＱＰ（１）−Ｐｔ（１）×ｄＶ
総リガンド量ＱＬ

＝ＱＬ（１）−Ｌｔ（１）×ｄＶ

の関係に基づいて、新しい移動相の前記総タンパク質量ＱＰおよび前記総リガンド量
ＱＬを計算し、
ｉ（ｉは２以上の自然数）番目の前記最小機能単位については、
総タンパク質量ＱＰ＝ＱＰ（ｉ）＋Ｐｔ（ｉ−１）×ｄＶ−Ｐｔ（ｉ）×ｄＶ
総リガンド量ＱＬ

＝ＱＬ（ｉ）＋Ｌｔ（ｉ−１）×ｄＶ−Ｌｔ（ｉ）×ｄＶ
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の関係に基づいて、新しい移動相の前記総タンパク質量ＱＰおよび前記総リガンド量Ｑ
Ｌを計算し、
１番目の前記最小機能単位およびｉ番目の前記最小機能単位について、新しい移動相の
前記総タンパク質濃度Ｐｔおよび前記総リガンド濃度Ｌｔを、
【数３】

および
【数４】
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に基づいて計算するステップと、
溶出容積、溶出液の総タンパク質濃度、溶出液の総リガンド濃度に基づいて、予測クロ
マトグラムを得るステップと、
を実行する、クロマトグラムのシミュレーションシステム。
【請求項３】
演算装置および記録部を備えるコンピュータにおいて、フロンタルゲルろ過法における
クロマトグラムをシミュレーションするプログラムであって、
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前記コンピュータに、
移動相および固定相を有するゲルろ過カラムの充填剤のサイズｒｇを設定する機能と、
前記ゲルろ過カラムの最小機能単位の容積ｖｕを、前記充填剤の前記サイズｒｇに基づ
いて設定する機能と、
前記ゲルろ過カラムの分離特性である、移動相容積ｖ０ｕ、固定相容積ｖｉｕ、および
タンパク質が入り込める前記固定相中の容積ｖｉｐを、前記最小機能単位の前記容積ｖｕ
に基づいて設定し、且つ、リガンドの前記充填剤への可逆的な結合を意味するngとKgまた
は係数ｋを設定する機能と、
前記ゲルろ過カラムにおける前記最小機能単位の積層数ｍを設定する機能と、
１回の計算ステップにおいて前記ゲルろ過カラムに流す液量ｄＶを、前記移動相容積ｖ
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０ｕに基づいて、前記移動相容積ｖ０ｕ未満の値に設定する機能と、
前記ゲルろ過カラムに流す試料の液量Ｖｓを、前記積層数ｍおよび前記移動相容積ｖ０
ｕに基づいて設定する機能と、
前記ゲルろ過カラムに流す総液量Ｖｍａｘを、前記積層数ｍ、前記移動相容積ｖ０ｕ、
および前記タンパク質が入り込める前記固定相中の前記容積ｖｉｐに基づいて設定する機
能と、
前記試料の総タンパク質濃度Ｐ０および前記試料の総リガンド濃度Ｃ０を設定する機能
と、
前記タンパク質および前記リガンドの結合反応に対する解離定数Ｋｄを設定する機能と
20

、
前記移動相の総タンパク質濃度Ｐｔ、総タンパク質量ＱＰ、前記移動相の総リガンド濃
度Ｌｔ、および総リガンド量ＱＬの初期値を設定し、且つ、第１番目の前記最小機能単位
から順番に、
１番目の前記最小機能単位については、
前記試料の前記ゲルろ過カラムへの流入が続いている間は、
総タンパク質量ＱＰ＝ＱＰ（１）＋Ｐ０×ｄＶ−Ｐｔ（１）×ｄＶ
総リガンド量ＱＬ

＝ＱＬ（１）＋Ｃ０×ｄＶ−Ｌｔ（１）×ｄＶ

の関係に基づいて、新しい移動相の前記総タンパク質量ＱＰおよび前記総リガンド量
ＱＬを計算し、
前記試料の前記ゲルろ過カラムへの流入が完了した後は、
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総タンパク質量ＱＰ＝ＱＰ（１）−Ｐｔ（１）×ｄＶ
総リガンド量ＱＬ

＝ＱＬ（１）−Ｌｔ（１）×ｄＶ

の関係に基づいて、新しい移動相の前記総タンパク質量ＱＰおよび前記総リガンド量
ＱＬを計算し、
ｉ（ｉは２以上の自然数）番目の前記最小機能単位については、
総タンパク質量ＱＰ＝ＱＰ（ｉ）＋Ｐｔ（ｉ−１）×ｄＶ−Ｐｔ（ｉ）×ｄＶ
総リガンド量ＱＬ

＝ＱＬ（ｉ）＋Ｌｔ（ｉ−１）×ｄＶ−Ｌｔ（ｉ）×ｄＶ

の関係に基づいて、新しい移動相の前記総タンパク質量ＱＰおよび前記総リガンド量Ｑ
Ｌを計算し、
１番目の前記最小機能単位およびｉ番目の前記最小機能単位について、新しい移動相の
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前記総タンパク質濃度Ｐｔおよび前記総リガンド濃度Ｌｔを、
【数５】

および
【数６】
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に基づいて計算する機能と、
溶出容積、溶出液の総タンパク質濃度、溶出液の総リガンド濃度に基づいて、予測クロ
マトグラムを得る機能と、
を実現させる、クロマトグラムのシミュレーションプログラム。
【請求項４】
ゲルろ過カラムを用いて実試料を分析し評価する方法であって、
前記ゲルろ過カラムが、請求項１〜３のいずれかに記載の方法、システムまたはプログ
ラムにおいて、シミュレーションの入力に用いた設計パラメータに基づいて作製されてお
り、当該設計パラメータが、前記ゲルろ過カラムの充填剤のサイズｒｇと、前記ゲルろ過
カラムの最小機能単位の容積ｖｕと、前記最小機能単位の分離特性である、移動相容積ｖ
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０ｕ、固定相容積ｖｉｕ、およびタンパク質が入り込める前記固定相中の容積ｖｉｐと、
前記最小機能単位の積層数ｍとを含み、
リガンドのみを含む第１の試料の第１のクロマトグラムを測定する第１のステップと、
タンパク質のみを含む第２の試料の第２のクロマトグラムを測定する第２のステップと
、
前記ゲルろ過カラムの容積に占める移動相の比率と固定相の比率とを計算する第３のス
テップと、
前記タンパク質および前記リガンドの混合液の第３のクロマトグラムを測定する第４の
ステップと、
前記第２のクロマトグラムおよび前記第３のクロマトグラムの間の前記タンパク質の溶
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出パターンと、前記第３のクロマトグラムから前記第１のクロマトグラムを引き算した差
クロマトグラムとに基づいて、前記設計パラメータの妥当性を判断する第５のステップと
、を含むゲルろ過カラムの評価方法。
【請求項５】
前記第１のステップが、
前記第１のクロマトグラムの測定を、前記ゲルろ過カラムに注入する前記第１の試料
の量を変えて行い、前記リガンドが元の濃度のまま台形状に溶出するのに必要な試料量を
求める第１Ａのステップと、
前記ゲルろ過カラムに注入した前記リガンドの全量が前記ゲルろ過カラムから溶出し
ていることを確認する第１Ｂのステップと、
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前記第１のクロマトグラムの立ち上がりパターンから、前記リガンドの溶出容積を求
める第１Ｃのステップとを含み、
前記第２のステップが、
前記第１Ａのステップにて求めた前記試料量と同じ量のタンパク質を前記ゲルろ過カ
ラムに注入する第２Ａのステップと、
前記第２のクロマトグラムの立ち上がりパターンから、前記タンパク質の溶出容積を
求める第２Ｂのステップとを含み、
前記第３のステップが、
前記タンパク質が前記固定相のみに局在すると仮定して、前記第２Ｂのステップにて
求めた前記タンパクの前記溶出容積から、前記ゲルろ過カラムの容積に占める前記移動相
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の比率と前記固定相の比率とを計算する第３Ａのステップと、
前記第１Ｃのステップにて求めた前記リガンドの前記溶出容積と、前記第２Ｂのステ
ップにて求めた前記タンパクの前記溶出容積とから、前記ゲルろ過カラムの容積に占める
前記固定相の比率の実効値を計算する第３Ｂのステップとを含み、
前記第４のステップが、
前記第１Ａのステップと同じ濃度および同じ量のタンパク質と、前記第２Ａのステッ
プと同じ濃度および同じ量のリガンドとを含む混合液を、前記ゲルろ過カラムに注入する
第４Ａのステップと、
前記第３のクロマトグラムに元の試料がそのまま溶出している台形部分が認められな
い場合に、前記台形部分が出現するまで前記ゲルろ過カラムに注入する試料の量を増大さ
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せる第４Ｂのステップと、
前記第４Ｂのステップにおいて、注入する試料の量を増大させた場合に、増大させた
後の試料の量で前記第１のステップおよび前記第２のステップを再度実行する第４Ｃのス
テップとを含み、
前記第５のステップが、
前記第２のクロマトグラムおよび前記第３のクロマトグラムの間で、前記タンパク質
の溶出パターンが一致することを確認する第５Ａのステップと、
前記差クロマトグラムの前の正のピークの面積と、前記差クロマトグラムの後の負の
ピークの面積とが等しいことを確認する第５Ｂのステップとを含む、請求項４に記載のゲ
10

ルろ過カラムの評価方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はフロンタルゲルろ過法クロマトグラフィーに関し、より詳細には、微量の試料
でフロンタルゲルろ過法を行うのに必要なミクロゲルろ過カラムの設計パラメータと分析
条件を求めることができるクロマトグラムシミュレーション方法、システム、およびプロ
グラムと、ゲルろ過カラムの設計方法と、当該設計パラメータに基づいて作製したカラム
を評価する方法とに関する。
【背景技術】
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【０００２】
タンパク質と低分子化合物(以下、リガンドともいう)との分子間相互作用を、タンパク
質およびリガンドのどちらに対してもラベルやセンサー表面への固定など行わずに測定す
る方法のうち、タンパク質に結合しているリガンドの分子数とタンパク質に結合していな
いリガンド(以下、遊離型リガンドともいう)の濃度とを一回の測定だけで測定できる方法
は、透析平衡法、限外ろ過法及びフロンタルゲルろ過法である。この３種の方法の中で、
予め指定したタンパク質およびリガンドの濃度を変えることなく測定を行えるのは、フロ
ンタルゲルろ過法だけである。透析平衡法および限外ろ過法は、リガンドのみが透過でき
る膜を使用するので、微量の試料では膜の持つ容積が相対的に大きくなり、膜へのリガン
ドの吸着・分配のため正確な測定が原理的に困難である。一方、フロンタルゲルろ過法は
、タンパク質をセンサーチップに固定し、リガンドの結合に伴うセンサーチップの物性変
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化を測定することで相互作用を間接的に測定する各種方法に比べて、測定に必要な試料の
量が多いことが欠点となり、その普及が阻まれてきた。
【０００３】
ゲルろ過クロマトグラフィー

ゲルろ過クロマトグラフィーでは流体力学的に大きい分

子ほど速く移動する。そして、多孔性充填剤を均質に詰めたカラムを利用し、多孔性充填
剤の孔領域にどれだけ入り込めるかは高分子の大きさ（ストークス半径）で決まる。カラ
ム内部で充填剤の外にある部分を移動相といい、充填剤の孔の内部はカラムの入り口から
出口への正味の流れがなく固定相という。高分子が孔領域（固定相領域）にどれだけ入り
込めるかで高分子のカラム移動速度が決まり、ストークス半径が小さい高分子ほど固定相
に寄り道し、カラム移動相度が遅くなる。

40

【０００４】
ゲルろ過クロマトグラフィーは、高分子の混合液から特定の高分子のみを精製する目的
で通常は使用する。試料中の各高分子は、ゲルろ過カラムに注入した時点での試料の幅よ
りも必ず広がってカラムから溶出する。そのため、試料はできるだけ濃縮して少ない容積
にし（カラム容積の50分の１以下）、カラムに注入する。精製目的には、大きさの異なる
成分ができるだけ離れて溶出し、かつ各ピークの広がりが小さいほど良い。高分子成分間
の分離をできるだけ良くするため、ミクロカラムは不適で、小型のカラムでも内径が4.6
mm以上で長さが30 cm程度のものが使われる（カラム容量は少なくとも数ミリリットルあ
る）。
【０００５】
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フロンタル解析（前端分析、frontal analysis、frontal chromatography）

２〜３種

類程度のみの成分からなる混合液が多量にあり、各成分の移動速度が異なるカラムが存在
するとする。上記のカラムにこの混合液を連続的に流し続けると、一番早く移動する成分
が、元の混合液での濃度のまま単独で溶出してくる。２番目に早く移動する成分が溶出し
始めるまでは、一番速く移動する成分のみの溶出が続く。以上のような方法で、多量にあ
る試料から特定の成分のみを元の濃度のまま取り出す方法をフロンタル分析という。
【０００６】
フロンタル分析の実用例：タンパク質溶液の脱塩

1 mL程度のタンパク質試料に対し、

それに含まれる塩化ナトリウムなどの塩を除去する目的で、脱塩用のゲルろ過カラムが市
販されている（例えば、GEヘルスケアのHiTrap Desalting）。カラムには、タンパク質の
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ような高分子が全く入り込めない小さな孔を持つ多孔性充填剤が、約5 mL詰められている
。ナトリウムイオンのような小さなイオンや低分子有機化合物は、この小さな孔の隅々ま
で入り込める。カラムに1 mL程度のタンパク質試料を流すと、あまり希釈されずにタンパ
ク質が溶出し、塩類は十分に遅れて溶出する。
【０００７】
フロンタル分析の実用例：フロンタルゲルろ過クロマトグラフィー（FGC）

タンパク

質と低分子リガンドとの結合反応を直接調べるには、遊離型リガンドの平衡濃度の測定が
必要である。FGC法では、ゲルろ過カラムを用いて反応液のフロンタル分析を行う。その
際、反応液をカラムに流し続けるのでなく、一定量がカラムに流し込まれた後、緩衝液に
よる溶出に切り替える。その結果、クロマトグラムの後端に、元の濃度のままの遊離型リ
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ガンドを純粋に取り出すことができる。もちろん、クロマトグラムの前端には、元の濃度
のままのタンパク質が取り出される。両者の間に、元の反応液が台形部分としてそのまま
取り出される。反応液の遊離型リガンド濃度は、FGCで得られる後端の台形部分のリガン
ド濃度を測定するだけで分かる。
【０００８】
結合反応をする試料のフロンタル解析を行い、クロマトグラムの後端に元の反応液の平
衡濃度のまま遊離型リガンドのみを取り出すためには、以下の条件が必要である。(1)タ
ンパク質の方が低分子リガンドよりも速くカラムを移動する。(2)タンパク質の移動速度
はリガンドが結合しても変わらない。(3)カラムの分離メカニズムが機能するために必要
な時間スケールに対して結合反応速度が速く、カラムの局所で結合反応が平衡状態にある
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。ほとんどの試料に対して上記の条件を満たすのは、ゲルろ過カラムを分析に用いるフロ
ンタルゲルろ過クロマトグラフィー（FGC）だけである（キャピラリー電気泳動によるフ
ロンタル解析例もあるが、ごく限られたリガンドにしか適応できない）。
【０００９】
フロンタル解析では、元の試料がそのまま溶出するまで、試料をカラムに連続的に流す
。そのため、分析に使うカラム容積の数倍量の試料が必要である。微量の試料でフロンタ
ル解析ができないと、優れた特徴があっても実用性がない。本発明者らは、従来の十分の
１のサンプル量(1‑2.5 ml)でフロンタルクロマトグラムが得られたことを以前報告してい
る(非特許文献１及び２)。
【００１０】

40

また、非特許文献３では、A+B=C型の相互作用をする系に対するFGCの理論クロマトグラ
ムを計算したことが報告されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】M. Honjo, T. Ishida, and K. Horiike, J. Biochem., 122, 258‑263(1
997)
【非特許文献２】O. Sawada, T. Ishida, and K. Horiike, J. Biochem., 129, 899‑907(
2001)
【非特許文献３】JR. Cann, and DJ. Winzor, Arch. Biochem. Biophys., 256, 78‑89(19
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87)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
ＦＧＣを超微量の試料で行うには、ミクロサイズのゲルろ過カラムが必要である。100
マイクロリットル以下の微量試料でフロンタル解析を行うには、分析カラムを小さくする
、すなわちカラム容量が100マイクロリットル未満のミクロカラムを使う必要がある。
【００１３】
ミクロフロンタルゲルろ過法（mFGC法）では、内径が1 mm以下のミクロゲルろ過カラム
を用い、100マイクロリットル以下の微量試料を、図１に示すように、３つの部分に分離
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する。
・中央の２で示す台形部分では、元の試料がそのまま溶出している（希釈も濃縮もされず
）。
・前端部分の１で示す部分では、タンパク質が元の濃度のまま溶出している。
・後端の３で示す台形部分では遊離型の低分子のみが溶出し、その濃度は元の試料におけ
る遊離型低分子の平衡濃度と等しい。
【００１４】
mFGC法ではこのような微量試料の前処理を簡単に行うことができ、以下の利点がある。
・試料中の遊離型リガンド濃度を直接求めることができる。
・試料に複数のリガンドが含まれる場合、タンパク質と強く結合するリガンドほど、３よ
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りも１に多く出現するので、強結合型リガンドを簡単にスクリーニングできる。
・３にはタンパク質が含まれないので、質量分析などによるリガンドの解析が簡単にでき
る。
【００１５】
これらの特徴があるので、mFGC法は、分子間相互作用の直接測定だけでなく、薬物動態
解析・創薬・新規バイオマーカー探索にも極めて効果的な試料前処理法である。
【００１６】
しかし、ミクロゲルろ過カラムでのFGC(mFGC)に用いるためのカラムの設計指針や実験
装置の構築方法や実験方法の評価をするための客観的な方法は、現在存在していない。通
常のゲルろ過クロマトグラフィーは、タンパク質の精製やタンパク質試料の脱塩や緩衝液
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交換が目的であるので、従来のカラムの評価方法や実験指針はmFGCには役に立たない。更
に、非特許文献３に記載の方法も、具体的にmFGC実験を行うために役立つシミュレーショ
ンができる方法ではない。
【００１７】
そこで、本発明は、シミュレーションモデルに基づいて予測クロマトグラムを得ること
ができ、mFGCに必要なカラムのミニマムサイズと試料量と流速とを決定することができる
クロマトグラムシミュレーション方法、システム、およびプログラム、並びにゲルろ過カ
ラムの設計方法を提供することを目的とする。
【００１８】
さらに、本発明は、当該クロマトグラムシミュレーション方法により求めたカラムの設

40

計パラメータに基づいて作製したカラムを、実際の試料を用いて評価する方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
上記目的の達成のために、本発明に係るフロンタルゲルろ過クロマトグラムのシミュレ
ーション方法は、演算装置および記録部を備えるコンピュータにおいて、ミクロゲルろ過
カラムを用いるフロンタル法におけるクロマトグラムのシミュレーション方法であって、
前記演算装置が、移動相および固定相を有するゲルろ過カラムの充填剤のサイズｒｇを設
定する第１のステップと、前記ゲルろ過カラムの最小機能単位の容積ｖｕを、前記充填剤
の前記サイズｒｇに基づいて設定する第２のステップと、前記ゲルろ過カラムの分離特性
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である、移動相容積ｖ０ｕ、固定相容積ｖｉｕ、およびタンパク質が入り込める前記固定
相中の容積ｖｉｐを、前記最小機能単位の前記容積ｖｕに基づいて設定し、且つ、リガン
ドの前記充填剤への可逆的な結合を意味する係数ngとKgまたはｋを設定する第３のステッ
プと、前記ゲルろ過カラムにおける前記最小機能単位の積層数ｍを設定する第４のステッ
プと、１回の計算ステップにおいて前記ゲルろ過カラムに流す液量ｄＶを、前記移動相容
積ｖ０ｕに基づいて、前記移動相容積ｖ０ｕ未満の値に設定する第５のステップと、前記
ゲルろ過カラムに適用する試料の液量Ｖｓを、前記積層数ｍおよび前記移動相容積ｖ０ｕ
に基づいて設定する第６のステップと、前記ゲルろ過カラムに適用する総液量Ｖｍａｘを
、前記積層数ｍ、前記移動相容積ｖ０ｕ、および前記タンパク質が入り込める前記固定相
中の前記容積ｖｉｐに基づいて設定する第７のステップと、前記試料の総タンパク質濃度
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Ｐ０および前記試料の総リガンド濃度Ｃ０を設定する第８のステップと、前記タンパク質
および前記リガンドの結合反応に対する解離定数Ｋｄを設定する第９のステップと、前記
移動相の総タンパク質濃度Ｐｔ、総タンパク質量ＱＰ、前記移動相の総リガンド濃度Ｌｔ
、および総リガンド量ＱＬの初期値を設定し、且つ、第１番目の前記最小機能単位から順
番に、１番目の前記最小機能単位については、前記試料の前記ゲルろ過カラムへの流入が
続いている間は、
総タンパク質量ＱＰ＝ＱＰ（１）＋Ｐ０×ｄＶ−Ｐｔ（１）×ｄＶ
総リガンド量ＱＬ

＝ＱＬ（１）＋Ｃ０×ｄＶ−Ｌｔ（１）×ｄＶ

の関係に基づいて、新しい移動相の前記総タンパク質量ＱＰおよび前記総リガンド量
ＱＬを計算し、前記試料の前記ゲルろ過カラムへの流入が完了した後は、
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総タンパク質量ＱＰ＝ＱＰ（１）−Ｐｔ（１）×ｄＶ
総リガンド量ＱＬ

＝ＱＬ（１）−Ｌｔ（１）×ｄＶ

の関係に基づいて、新しい移動相の前記全タンパク質量ＱＰおよび前記総リガンド量
ＱＬを計算し、ｉ（ｉは２以上の自然数）番目の前記最小機能単位については、
総タンパク質量ＱＰ＝ＱＰ（ｉ）＋Ｐｔ（ｉ−１）×ｄＶ−Ｐｔ（ｉ）×ｄＶ
総リガンド量ＱＬ

＝ＱＬ（ｉ）＋Ｌｔ（ｉ−１）×ｄＶ−Ｌｔ（ｉ）×ｄＶ

の関係に基づいて、新しい移動相の前記総タンパク質量ＱＰおよび前記総リガンド量Ｑ
Ｌを計算し、１番目の前記最小機能単位およびｉ番目の前記最小機能単位について、新し
い移動相の前記総タンパク質濃度Ｐｔおよび前記総リガンド濃度Ｌｔを、
【００２０】
【数１】

30

【００２１】
および
【００２２】
【数２】
40
【００２３】
に基づいて計算する第１０のステップと、溶出容積、溶出液の総タンパク質濃度、溶出液
の総リガンド濃度に基づいて、予測クロマトグラムを得る第１１のステップと、を含むこ
とを特徴とする。
【００２４】
また、本発明に係るクロマトグラムのシミュレーションシステムは、演算装置および記
録部を備え、フロンタルゲルろ過法におけるクロマトグラムをシミュレーションするシス
テムであって、前記演算装置が、移動相および固定相を有するゲルろ過カラムの充填剤の
サイズｒｇを設定する第１のステップと、前記ゲルろ過カラムの最小機能単位の容積ｖｕ
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を、前記充填剤の前記サイズｒｇに基づいて設定する第２のステップと、前記ゲルろ過カ
ラムの分離特性である、移動相容積ｖ０ｕ、固定相容積ｖｉｕ、およびタンパク質が入り
込める前記固定相中の容積ｖｉｐを、前記最小機能単位の前記容積ｖｕに基づいて設定し
、且つ、リガンドの前記充填剤への可逆的な結合を意味する係数ngとKgまたはｋを設定す
る第３のステップと、前記ゲルろ過カラムにおける前記最小機能単位の積層数ｍを設定す
る第４のステップと、１回の計算ステップにおいて前記ゲルろ過カラムに流す液量ｄＶを
、前記移動相容積ｖ０ｕに基づいて、前記移動相容積ｖ０ｕ未満の値に設定する第５のス
テップと、前記ゲルろ過カラムに適用する試料の液量Ｖｓを、前記積層数ｍおよび前記移
動相容積ｖ０ｕに基づいて設定する第６のステップと、前記ゲルろ過カラムに適用する総
液量Ｖｍａｘを、前記積層数ｍ、前記移動相容積ｖ０ｕ、および前記タンパク質が入り込
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める前記固定相中の前記容積ｖｉｐに基づいて設定する第７のステップと、前記試料の総
タンパク質濃度Ｐ０および前記試料の総リガンド濃度Ｃ０を設定する第８のステップと、
前記タンパク質および前記リガンドの結合反応に対する解離定数Ｋｄを設定する第９のス
テップと、前記移動相の総タンパク質濃度Ｐｔ、総タンパク質量ＱＰ、前記移動相の総リ
ガンド濃度Ｌｔ、および総リガンド量ＱＬの初期値を設定し、且つ、第１番目の前記最小
機能単位から順番に、１番目の前記最小機能単位については、前記試料の前記ゲルろ過カ
ラムへの流入が続いている間は、
総タンパク質量ＱＰ＝ＱＰ（１）＋Ｐ０×ｄＶ−Ｐｔ（１）×ｄＶ
総リガンド量ＱＬ

＝ＱＬ（１）＋Ｃ０×ｄＶ−Ｌｔ（１）×ｄＶ

の関係に基づいて、新しい移動相の前記総タンパク質量ＱＰおよび前記総リガンド量
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ＱＬを計算し、前記試料の前記ゲルろ過カラムへの流入が完了した後は、
総タンパク質量ＱＰ＝ＱＰ（１）−Ｐｔ（１）×ｄＶ
総リガンド量ＱＬ

＝ＱＬ（１）−Ｌｔ（１）×ｄＶ

の関係に基づいて、新しい移動相の前記総タンパク質量ＱＰおよび前記総リガンド量
ＱＬを計算し、ｉ（ｉは２以上の自然数）番目の前記最小機能単位については、
総タンパク質量ＱＰ＝ＱＰ（ｉ）＋Ｐｔ（ｉ−１）×ｄＶ−Ｐｔ（ｉ）×ｄＶ
総リガンド量ＱＬ

＝ＱＬ（ｉ）＋Ｌｔ（ｉ−１）×ｄＶ−Ｌｔ（ｉ）×ｄＶ

の関係に基づいて、新しい移動相の前記総タンパク質量ＱＰおよび前記総リガンド量Ｑ
Ｌを計算し、１番目の前記最小機能単位およびｉ番目の前記最小機能単位について、新し
い移動相の前記総タンパク質濃度Ｐｔおよび前記総リガンド濃度Ｌｔを、
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【００２５】
【数３】

【００２６】
および
【００２７】
【数４】
40

【００２８】
に基づいて計算する第１０のステップと、溶出容積、溶出液の全タンパク質濃度、溶出液
の全リガンド濃度に基づいて、予測クロマトグラムを得る第１１のステップと、を実行す
ることを特徴とする。
【００２９】
また、本発明に係るクロマトグラムのシミュレーションプログラムは、演算装置および
記録部を備えるコンピュータにおいて、フロンタルゲルろ過法におけるクロマトグラムを
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シミュレーションするプログラムであって、前記コンピュータに、移動相および固定相を
有するゲルろ過カラムの充填剤のサイズｒｇを設定する第１の機能と、前記ゲルろ過カラ
ムの最小機能単位の容積ｖｕを、前記充填剤の前記サイズｒｇに基づいて設定する第２の
機能と、前記ゲルろ過カラムの分離特性である、移動相容積ｖ０ｕ、固定相容積ｖｉｕ、
およびタンパク質が入り込める前記固定相中の容積ｖｉｐを、前記最小機能単位の前記容
積ｖｕに基づいて設定し、且つ、リガンドの前記充填剤への可逆的な結合を意味する係数
ngとKgまたはｋを設定する第３の機能と、前記ゲルろ過カラムにおける前記最小機能単位
の積層数ｍを設定する第４の機能と、１回の計算ステップにおいて前記ゲルろ過カラムに
流す液量ｄＶを、前記移動相容積ｖ０ｕに基づいて、前記移動相容積ｖ０ｕ未満の値に設
定する第５の機能と、前記ゲルろ過カラムに適用する試料の液量Ｖｓを、前記積層数ｍお
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よび前記移動相容積ｖ０ｕに基づいて設定する第６の機能と、前記ゲルろ過カラムに適用
する総液量Ｖｍａｘを、前記積層数ｍ、前記移動相容積ｖ０ｕ、および前記タンパク質が
入り込める前記固定相中の前記容積ｖｉｐに基づいて設定する第７の機能と、前記試料の
総タンパク質濃度Ｐ０および前記試料の総リガンド濃度Ｃ０を設定する第８の機能と、前
記タンパク質および前記リガンドの結合反応に対する解離定数Ｋｄを設定する第９の機能
と、前記移動相の総タンパク質濃度Ｐｔ、総タンパク質量ＱＰ、前記移動相の総リガンド
濃度Ｌｔ、および総リガンド量ＱＬの初期値を設定し、且つ、第１番目の前記最小機能単
位から順番に、１番目の前記最小機能単位については、前記試料の前記ゲルろ過カラムへ
の流入が続いている間は、
総タンパク質量ＱＰ＝ＱＰ（１）＋Ｐ０×ｄＶ−Ｐｔ（１）×ｄＶ
総リガンド量ＱＬ

20

＝ＱＬ（１）＋Ｃ０×ｄＶ−Ｌｔ（１）×ｄＶ

の関係に基づいて、新しい移動相の前記総タンパク質量ＱＰおよび前記総リガンド量
ＱＬを計算し、前記試料の前記ゲルろ過カラムへの流入が完了した後は、
総タンパク質量ＱＰ＝ＱＰ（１）−Ｐｔ（１）×ｄＶ
総リガンド量ＱＬ

＝ＱＬ（１）−Ｌｔ（１）×ｄＶ

の関係に基づいて、新しい移動相の前記総タンパク質量ＱＰおよび前記総リガンド量
ＱＬを計算し、ｉ（ｉは２以上の自然数）番目の前記最小機能単位については、
総タンパク質量ＱＰ＝ＱＰ（ｉ）＋Ｐｔ（ｉ−１）×ｄＶ−Ｐｔ（ｉ）×ｄＶ
総リガンド量ＱＬ

＝ＱＬ（ｉ）＋Ｌｔ（ｉ−１）×ｄＶ−Ｌｔ（ｉ）×ｄＶ

の関係に基づいて、新しい移動相の前記総タンパク質量ＱＰおよび前記総リガンド量Ｑ

30

Ｌを計算し、１番目の前記最小機能単位およびｉ番目の前記最小機能単位について、新し
い移動相の前記総タンパク質濃度Ｐｔおよび前記総リガンド濃度Ｌｔを、
【００３０】
【数５】

【００３１】
および
【００３２】
【数６】

40

【００３３】
に基づいて計算する第１０の機能と、溶出容積、溶出液の総タンパク質濃度、溶出液の総
リガンド濃度に基づいて、予測クロマトグラムを得る第１１の機能と、を実現させること
を特徴とする。
【００３４】
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また、本発明に係るゲルろ過カラムの設計方法は、ゲルろ過カラムの設計パラメータと
分析条件とを求める方法であって、ゲルろ過カラムの設計パラメータおよび分析条件を入
力値として、結合反応系のモデルに基づいてクロマトグラムのシミュレーションを行い、
前記分析条件または前記モデルのいずれかを変えて前記クロマトグラムのシミュレーショ
ンを繰り返し行うことで、前記ゲルろ過カラムの前記設計パラメータの最適な値を求め、
前記設計パラメータが、前記ゲルろ過カラムの充填剤のサイズと、前記ゲルろ過カラムの
最小機能単位の容積と、前記最小機能単位の分離特性と、前記最小機能単位の積層数とを
含み、前記分析パラメータが、１回の計算ステップにおいて前記ゲルろ過カラムに流す液
量と、前記ゲルろ過カラムに適用する試料の液量と、前記ゲルろ過カラムに適用する総液
量とを含み、前記モデルが、前記試料の総タンパク質濃度および前記試料の総リガンド濃
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度と、タンパク質およびリガンドの結合反応に対する解離定数と、前記リガンドおよび前
記充填剤の相互作用とに基づくことを特徴とする。
【００３５】
また、本発明に係るゲルろ過カラムの評価方法は、本発明に係るクロマトグラムのシミ
ュレーション方法、システムおよびプログラム、のいずれかにより得た設計パラメータに
基づいて作製したゲルろ過カラムを評価する方法であって、リガンドのみを含む第１の試
料の第１のクロマトグラムを測定する第１のステップと、タンパク質のみを含む第２の試
料の第２のクロマトグラムを測定する第２のステップと、前記ゲルろ過カラムの容積に占
める移動相の比率と固定相の比率とを計算する第３のステップと、前記タンパク質および
前記リガンドの混合液の第３のクロマトグラムを測定する第４のステップと、前記第２の
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クロマトグラムおよび前記第３のクロマトグラムの間の前記タンパク質の溶出パターンと
、前記第３のクロマトグラムから前記第１のクロマトグラムを引き算した差クロマトグラ
ムとに基づいて、前記設計パラメータの妥当性を判断する第５のステップと、を含むこと
を特徴とする。
【発明の効果】
【００３６】
本発明のクロマトグラムシミュレーション方法、システム、またはプログラムによると
、シミュレーションモデルに基づいて予測されたクロマトグラムを得ることができる。ま
た、カラムサイズ、流速、及び最低必要試料量を得ることができ、ミクロフロンタルゲル
ろ過法の分析カラム設計と分析装置の設計と実験条件の最適化とが可能になる。

30

【００３７】
すなわち、既に実現されているよりもさらに微量試料でのＦＧＣが、既に市販されてい
る充填剤を用いても実現できる可能性を示すことができ、タンパク質−タンパク相互作用
を含むＦＧＣの適用対象を拡大するために必要な充填剤の開発目標を、定量的に指示する
ことができる。
【００３８】
また、本発明のゲルろ過カラムの評価方法によると、本発明のクロマトグラムシミュレ
ーション方法、システム、またはプログラムにより得た設計パラメータに基づいて作製し
たゲルろ過カラムを評価することができる。
【図面の簡単な説明】

40

【００３９】
【図１】典型的なｍＦＧＣのクロマトグラムを示す図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るクロマトグラムシミュレーション方法において用いる
カラムの最小機能単位を説明するための図である。
【図３】カラムの最小機能単位間でのタンパク質およびリガンドの移動モデルを示す図で
ある。
【図４】カラムの最小機能単位間でのタンパク質およびリガンドの移動モデルを示す図で
ある。
【図５】カラムの最小機能単位間でのタンパク質およびリガンドの移動モデルを示す図で
ある。
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【図６】本発明の実施形態に係るクロマトグラムシミュレーション方法を行うコンピュー
タ・システムの概略構成を示すブロック図である。
【図７】本発明の実施の形態に係るクロマトグラムシミュレーション方法を用いてカラム
の設計パラメータと分析情報とを求める方法を説明するための図である。
【図８】本発明の実施の形態に係るクロマトグラムシミュレーション方法の処理順序を示
すフローチャートである。
【図９】ミクロフロンタルゲルろ過法を行う装置構成の一例を示す概略図である。
【図１０】本発明の実施形態に係るクロマトグラムシミュレーションにより予想したクロ
マトグラムの一例である。
【図１１】本発明の実施形態に係るクロマトグラムシミュレーションにより予想したクロ
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マトグラムの一例である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
以下、本発明の実施の形態を、添付の図面を参照して詳細に説明する。本発明の実施形
態に係るクロマトグラムシミュレーション方法に関して、まず（Ｉ）において、シミュレ
ーションにおける数学的な関係を説明する。次に（ＩＩ）において、フローチャートを参
照して、シミュレーション方法の処理内容を説明する。その後（ＩＩＩ）において、当該
クロマトグラムシミュレーション方法により求めたカラムの設計パラメータに基づいて作
製したカラムを、実際の試料を用いて評価する方法について説明する。
20

【００４１】
（Ｉ）シミュレーションにおける数学的な関係
図２〜図５は、本発明の実施の形態に係るクロマトグラムシミュレーション方法におい
て用いる、カラムの最小機能単位（Ｍｉｎｉｍｕｍ

Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ

Ｕｎｉｔ：

ＭＦＵ）の概念を説明するための図である。
【００４２】
図２に、カラムの最小機能単位の内容を示す。図２中、総容積をｖｕ、移動相容積をｖ
０ｕ、固定相容積をｖｉｕ、固定相中のタンパク質が入り込める容積をｖｉｐで示すと、
１で示す領域が、遊離型タンパク質、遊離型リガンド、タンパク質−リガンド複合体（結
合型リガンド）のすべてが存在する容積ｖ００（＝ｖ０ｕ＋ｖｉｐ）であり、２で示す領
30

域が、遊離型リガンドのみが存在する容積である。
【００４３】
ＭＦＵからＭＦＵへのタンパク質やリガンドの移動は、移動相の移動に伴ってのみ起こ
る。次に、この移動を記述するための基本変数とその変数間の関係について説明する。
【００４４】
（１）ＭＦＵ間でのタンパク質およびリガンドの移動モデル
本発明の実施の形態に係るクロマトグラムシミュレーション方法では、溶出が容積ｄＶ
だけ進む際の、ＭＦＵ間でのタンパク質およびリガンドの移動モデルを導入する。
【００４５】
（１．１）ｉ番目の（ｉ≧２）ＭＦＵについて
ｉ番目のＭＦＵについては、図３に示す関係が成立する。図３中、ＱＰ（ｉ）は、ｉ番

40

目のＭＦＵに存在する総タンパク質の量（ｐｍｏｌ）であり、ＱＬ（ｉ）は、ｉ番目のＭ
ＦＵに存在する総リガンドの量（ｐｍｏｌ）であり、Ｐｔ（ｉ）は、ｉ番目のＭＦＵの移
動相中の総タンパク質濃度（μｍｏｌ／Ｌ）であり、Ｌｔ（ｉ）は、ｉ番目のＭＦＵの移
動相中の総リガンド濃度（μｍｏｌ／Ｌ）である。
【００４６】
容積ｄＶだけ溶出が進むと、ｉ番目のＭＦＵには、（ｉ−１）番目のＭＦＵからＰｔ（
ｉ−１）×ｄＶ

ｐｍｏｌのタンパク質と、Ｌｔ（ｉ−１）×ｄｖ

とが流入する。一方、ｉ番目のＭＦＵからは、Ｐｔ（ｉ）×ｄＶ
とＬｔ（ｉ）×ｄＶ

ｐｍｏｌのリガンド
ｐｍｏｌのタンパク質

ｐｍｏｌのリガンドとが流出する。その結果、ｉ番目のＭＦＵに存

在する全タンパク質と全リガンドの量は以下のようになる。
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【００４７】
総タンパク質量

＝

ＱＰ（ｉ）

＋

Ｐｔ（ｉ−１）×ｄＶ

−

Ｐｔ（ｉ）×ｄＶ

総リガンド量

＝

ＱＬ（ｉ）

＋

Ｌｔ（ｉ−１）×ｄＶ

−

Ｌｔ（ｉ）×ｄＶ

【００４８】
（１．２）カラムの入り口にある最初のＭＦＵ（第１番目のＭＦＵ）について
カラムへの試料の流入が続いている間は、図４に示す関係が成立する。カラムへの試料
の注入が完了し、緩衝液による送液に変わった後では、図５に示す関係が成立する。
【００４９】
図４および図５中、ＱＰ（１）は、１番目のＭＦＵに存在する総タンパク質の量（ｐｍ
ｏｌ）であり、ＱＬ（１）は、１番目のＭＦＵに存在する総リガンドの量（ｐｍｏｌ）で
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あり、Ｐｔ（２）は、２番目のＭＦＵの移動相中の総タンパク質濃度（μｍｏｌ／Ｌ）で
あり、Ｌｔ（２）は、２番目のＭＦＵの移動相中の総リガンド濃度（μｍｏｌ／Ｌ）であ
る。ここで、Ｐ０は、試料の総タンパク質濃度（μｍｏｌ／Ｌ）であり、Ｃ０は、試料の
総リガンド濃度（μｍｏｌ／Ｌ）である。
【００５０】
図４を参照して、ｄＶだけ溶出が進むと、１番目のＭＦＵには、試料液からＰ０×ｄＶ
ｐｍｏｌのタンパク質と、Ｌ０×ｄｖ
目のＭＦＵからは、Ｐｔ（１）×ｄＶ

ｐｍｏｌのリガンドとが流入する。一方、１番
ｐｍｏｌのタンパク質とＬｔ（１）×ｄＶ

ｐｍ

ｏｌのリガンドとが流出する。その結果、１番目のＭＦＵに存在する総タンパク質と総リ
20

ガンドの量は次のようになる。
【００５１】
総タンパク質量

＝

ＱＰ（１）

＋

Ｐ０×ｄＶ

−

Ｐｔ（１）×ｄＶ

総リガンド量

＝

ＱＬ（１）

＋

Ｃ０×ｄＶ

−

Ｌｔ（１）×ｄＶ

図５を参照して、ｄＶ溶出が進むと、１番目のＭＦＵには、もはやタンパク質もリガン
ドも流入しない。一方、１番目のＭＦＵからは、Ｐｔ（１）×ｄＶ
質とＬｔ（１）×ｄＶ

ｐｍｏｌのタンパク

ｐｍｏｌのリガンドとが流出する。その結果、１番目のＭＦＵに

存在する総タンパク質と総リガンドの量は次のようになる。
【００５２】
総タンパク質量

＝

ＱＰ（１）

−

Ｐｔ（１）×ｄＶ

総リガンド量

＝

ＱＬ（１）

−

Ｌｔ（１）×ｄＶ

30

以上、図２〜図５を参照して説明したように、容積ｄＶだけさらに溶出が進んだ後の、
各ＭＦＵに存在するタンパク質の総量とリガンドの総量とを計算するには、
・各ＭＦＵに存在するタンパク質の総量ＱＰ（ｉ）
・各ＭＦＵに存在するリガンドの総量ＱＬ（ｉ）
・各ＭＦＵの移動相の総タンパク質濃度Ｐｔ（ｉ）
・各ＭＦＵの移動相の総リガンド濃度Ｌｔ（ｉ）
が予め分かっていれば良いことがわかる。
【００５３】
（２）ＭＦＵの移動相の総タンパク質濃度Ｐｔおよび総リガンド濃度Ｌｔの計算
ＭＦＵに存在するタンパク質の総量ＱＰとリガンドの総量ＱＬとが分かると、そのＭＦ
Ｕの移動相の総タンパク質濃度Ｐｔと総リガンド濃度Ｌｔとを計算できる。なお、以下で
は、あらゆる種類の結合反応系を取り扱えるように、タンパク質とリガンドとの結合反応
について、最も一般的な反応式で考えることにする。
【００５４】
・タンパク質にはリガンドに対するｎ個の結合部位があるものとする。すなわち、１分
子のタンパク質に最大ｎ個までのリガンド分子が結合できるとする。結合部位の間に協同
性がある場合も含まれる以下の形式０ａで、この多重結合系を表現する。
【００５５】
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【数７】

10

【００５６】
以上の式で、Ｋｉはｉ番目の結合反応の平衡定数で、イタリックで書いた文字は対応する
成分のモル濃度（単位はμｍｏｌ／Ｌとする）を表す。
【００５７】
・この結合平衡系において、タンパク質の総濃度Ｐｔと遊離型タンパク質濃度Ｐおよび

20

遊離型リガンド濃度Ｌとの間には以下の関係式が成立する。
【００５８】
【数８】

【００５９】

30

また、リガンド総濃度ＬｔとＰｔとＬとの間には以下の関係式が成立する。
【００６０】
【数９】

【００６１】
・ＭＦＵにおいて、タンパク質は移動相（容積ｖ０ｕ）と固定相内の入り込める領域（
容積ｖｉｐ）に、リガンドの結合状態に関係なく、自由に分布できると考えているので、

40

この両者を合わせた容積（ｖ０ｕ＋ｖｉｐ）の領域で、タンパク質の総濃度Ｐｔは一定で
ある。従って、ＭＦＵのタンパク質の総量ＱＰとＰｔとの間には以下の関係が成立する。
【００６２】
【数１０】

【００６３】
この式から、ＱＰからＰｔが簡単に求められる。
【００６４】
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・本実施の形態に係るシミュレーションでは、リガンドと充填剤自体との可逆的な吸着
を次のように考えて取り扱う。すなわち、ＭＦＵの充填剤は合計ｎｇピコモル（pmo）lの
リガンド結合部位を持ち、これらの部位は互いに独立でかつ等価であると考える。この時
、遊離型リガンド濃度Ｌと充填剤に結合したリガンド量Ｌｂｇ（単位はpmol）との間には
次の関係式が成立する。
【００６５】
【数１１】

10
【００６６】
ここでＫｇは充填剤の各結合部位への結合反応に対する解離定数（単位はμｍｏｌ／Ｌ）
である。
【００６７】
・ＭＦＵにおいて、リガンドは、移動相（容積ｖ０ｕ）とタンパク質が入り込める固定
相内の領域（容積ｖｉｐ）においては、あらゆる結合状態で存在でき、固定相内のタンパ
ク質が入り込めない領域（容積はｖｉｕ−ｖｉｐ）では遊離型でのみ存在する。従って、
ＭＦＵの総リガンド量は、充填剤に結合しているもの加えることで、以下の式で与えられ
る。
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【００６８】
【数１２】

【００６９】
この式に、先ほど導いた式３ａを代入すると、次の式が得られる。
【００７０】
【数１３】
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【００７１】
式７ａはＬの多次元方程式である。
【００７２】
式４ａと式７ａを用いることで、ＭＦＵの総タンパク質量ＱＰと総リガンド数ＱＬとか
ら、ＭＦＵの移動相の総タンパク質濃度Ｐｔと総リガンド濃度Ｌｔとを計算できる。式７
ａは通常の多次元方程式の解法（ニュートン法など）を用いて解くことができる。
【００７３】
・最も単純な結合反応、１：１の結合反応で、しかも、リガンドと充填剤との相互作用
が比較的弱く、式５ａでＫｇ≫Ｌと考えていい場合には、式７ａは、非常に簡単な以下の
式になる。
【００７４】
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【数１４】

【００７５】
ここで、ｋ＝ｎｇ／Ｋｇ。方程式９ａはＬの２次方程式なので、簡単に解くことができる
。後述する（ＩＩ）シミュレーション方法の処理内容、および実施例に添付するプログラ
ムの一例では、この一番簡単な系を扱っている。
【００７６】
以上説明した（１）の移動モデルおよび（２）の計算に基づいて、本発明の実施の形態

10

に係るクロマトグラムシミュレーション方法では、次の特徴１）〜特徴５）に示す事項を
シミュレーションに導入している。
【００７７】
特徴１）

カラムの最小機能単位（ＭＦＵ）の概念の導入。

・実際の充填剤の直径を基に、充填剤をカラムに均一に充填可能な最小の厚さとして充填
剤粒子の直径の５０倍を想定する（実際にはカラムの充填技術によってこの厚みは決まる
）。
・最小機能単位には少なくとも数万個以上のゲル粒子が収まるようにし、通常のキャピラ
リーＨＰＬＣ装置の流路容積を考慮して、ＭＦＵの移動相容積が数十ナノリットル以上と
なるようにＭＦＵの直径（＝カラムの内径）を設定する。
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【００７８】
特徴２）

カラムは直列した最小機能単位で構成され、ひとつのＭＦＵから隣のＭＦＵ

への物質の移動はＭＦＵの移動相溶液の移動のみで起こる。
・カラムは少なくとも２００以上のＭＦＵが直列していると想定。
・ＦＧＣではクロマトグラムの立ち上がりや下がりの形そのものは問題にせず、台形部分
を用いる。この領域では各物質の濃度は一定であるので、軸方向への濃度勾配による物質
の拡散を無視できる。
【００７９】
特徴３）

計算の上の１単位時間（デフォルトでは２秒）の溶出液量を最小機能単位の
30

移動相の容積を基準に設定。
・最小機能単位の移動相の容積以下であればよく、デフォルトではその８０％に設定
【００８０】
特徴４）

充填剤と低分子リガンドとの間に可逆的な吸着が存在する場合も取り扱える

ように設定している。
【００８１】
特徴５）

タンパク質が固定相の一部に浸透できる場合も取り扱えるように設定してい

る。
・例えば血清アルブミンはＳｕｐｅｒｄｅｘ
が、ＴＳＫｇｅｌ

Ｐｅｐｔｉｄｅでは移動相のみに局在する

ＳｕｐｅｒＳＷ２０００では固定相の約３０％に浸透できる。

【００８２】
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（ＩＩ）シミュレーション方法の処理内容
図６は、本発明の実施形態に係るクロマトグラムシミュレーション方法を行うコンピュ
ータ・システムの概略構成を示すブロック図である。実施形態に係るクロマトグラムシミ
ュレーション方法を行うコンピュータ・システム１（以下、単に、コンピュータ１とも記
す）は、後述するデータの演算を行うＣＰＵ１０と、演算の作業領域に使用するメモリ１
１と、演算データを記録する記録部１２と、各部の間でデータを伝送するバス１３と、外
部機器とのデータの入出力を行うインタフェース部１４（以下、Ｉ／Ｆ部と記す）とを備
えている。なお、図６では記載を省略しているが、コンピュータが通常備えている操作手
段（キーボード等）や表示手段（ディスプレイ等）も備えている。
【００８３】
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以下の説明においては、特に断らない限り、コンピュータ１が行うクロマトグラムシミ
ュレーション方法として説明する。また、コンピュータ１が行う処理は、実際にはコンピ
ュータ１のＣＰＵ１０が行う処理を意味する。ＣＰＵ１０はメモリ１１を作業領域として
必要なデータ（処理途中の中間データ等）を一時記憶し、記録部１２に演算結果等の長期
保存するデータを適宜記録する。また、コンピュータ１は、以下で説明するステップＳ１
〜Ｓ１１の処理を行うために使用するプログラムを、例えば実行形式（例えば、Ｃ言語等
のプログラミング言語からコンパイラにより変換されて生成される）で記録部１２に予め
記録しており、コンピュータ１は、記録部１２に記録したプログラムを使用して処理を行
う。
【００８４】
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本発明の実施形態に係るクロマトグラムシミュレーション方法において使用する入力パ
ラメータは次の通りである。
【００８５】
・使用する充填剤粒子の直径ｒｇ
・総カラム容積に占める移動相の容積（充填剤の外の容積）の比率ｒｏｕｔ
・総カラム容積に占める固定相の容積（充填剤の細孔の容積）の比率ｒｉｎ
・総固定相容積に占める分析対象タンパク質が浸透可能な領域の比率ｒｉｐ
これら４つのパラメータが、ゲルろ過カラム自体の基本パラメータである。それ以外は
、分析するタンパク質の大きさ、分析するリガンドと充填剤との吸着相互作用の程度で決
まるので、以下で説明するシミュレーションでは、図７に示すように、これらのパラメー
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タをいろいろに変えて調べる。また、試料の添加量や総溶出量などもデフォルト値から自
由に変えてクロマトパタンを調べる。インタラクティブにシミュレーションできることが
重要である。
【００８６】
上記した４つの入力パラメータのうち、充填剤粒子の直径ｒｇについては、市販のゲル
ろ過用充填剤については添付されているデータシートの値を使用することができる。移動
相の容積の比率ｒｏｕｔ、固定相の容積の比率ｒｉｎ、および分析対象タンパク質が浸透
可能な領域の比率ｒｉｐについては、市販のカラムに添付される標準タンパク質の分析デ
ータから予め読み取って、使用することができる。
【００８７】
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また、本発明の実施形態に係るクロマトグラムシミュレーション方法により得られる出
力パラメータは次の通りである。
【００８８】
・カラムサイズ
・流速
・最低必要試料量
・予測クロマトグラム
図８は、本発明の実施の形態に係るクロマトグラムシミュレーション方法の処理を示す
フローチャートである。以下、本発明の実施の形態に係るクロマトグラムシミュレーショ
ン方法の処理の構成について、図８に示すフローチャートに基づいて詳細に説明する。
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【００８９】
ステップＳ１において、充填材の直径を設定する。充填剤の直径ｒｇ［単位：ｍｍ］は
、市販のゲルろ過用充填剤に添付されているデータシートに記入されている値を使用する
。コンピュータ１は、入力された充填剤の直径ｒｇを記録する。コンピュータ１への値の
入力は、例えばオペレータが操作手段を用いて入力する。或いは、操作手段を用いない例
として、例えば、コンピュータ１が、入力値が記録されたデータファイルを予め記録部１
２に記録しておき、各ステップの処理において、コンピュータ１が、データファイルに記
録した入力値を記録部１２から適宜読み込んで使用してもよい。
【００９０】
ステップＳ２において、最小機能単位（ＭＦＵ）の容積を設定する。ＭＦＵのサイズと
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して直径をｒｕ［単位：ｍｍ］、長さをｌｕ［単位：ｍｍ］とすると、コンピュータ１は
、例えばデフォルト値として、直径ｒｕ＝５０ｒｇ、長さｌｕ＝５０ｒｇを記録する。こ
のデフォルト値は、上記した特徴１）に基づく。使用するカラムの内径や長さがあらかじ
め決まっている場合はそれらの値を入力する。そして、コンピュータ１は、ＭＦＵの容積
ｖｕ［単位：μＬ］を計算して記録する。容積ｖｕは、例えばｖｕ＝π・ｒｕ・ｒｕ・ｌ
ｕ／４から求める。
【００９１】
ステップＳ３において、ＭＦＵの分離特性を設定する。移動相容積をｖ０ｕ［単位：μ
Ｌ］、固定相容積をｖｉｕ［単位：μＬ］、固定相中のタンパク質が入り込める容積をｖ
ｉｐ［単位：μＬ］とすると、コンピュータ１は、例えばデフォルト値として、ｖ０ｕ＝
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０．４ｖｕ、ｖｉｎ＝０．４ｖｕ、ｖｉｐ＝０を記録する。これらデフォルト値の値は、
充填カラムに添付のメーカ評価データに基づく。例えば、上記説明したｒｏｕｔ＝ｖ０ｕ
／ｖｕ、ｒｉｎ＝ｖｉｕ／ｖｕ、ｒｉｐ＝ｖｉｐ／ｖｉｎの各々の値を、メーカ評価デー
タから計算して使用する。実際に分析するタンパク質やリガンドに対する分析データがあ
る場合には、それらの値を入力する。また、コンピュータ１は、値ｋのデフォルト値とし
て、例えばｋ＝０を記録する。値ｋ［単位：μＬ］は、リガンドの充填剤への可逆的な弱
い結合を示す。値ｋの導入は、上記した特徴４）に基づく。
【００９２】
ステップＳ４において、分析カラムのＭＦＵ積層数を設定する。積層数をｍとすると、
コンピュータ１は、例えばデフォルト値としてｍ＝２００を記録する。このデフォルト値
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は、上記した特徴２）に基づく。あらかじめカラムサイズが決まっている場合はカラムの
長さをMFUの長さで割った値の整数部を積層数として入力する。
【００９３】
ステップＳ５において、１ステップの計算で流す液量を設定する。１ステップの計算で
流す液量をｄＶ［単位：μＬ］とすると、コンピュータ１は、例えばデフォルト値として
、ｄＶ＝０．８・ｖ０ｕを記録する。このデフォルト値は、上記した特徴３）に基づく。
なお、ｄＶはｖ０ｕ未満（ｄＶ＜ｖ０ｕ）である。
【００９４】
ステップＳ６において、アプライする試料の液量を設定する。アプライする試料の液量
をＶｓ［単位：μＬ］とすると、コンピュータ１は、例えばデフォルト値として、Ｖｓ＝
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２・ｍ・ｖ０ｕを記録する。
【００９５】
ステップＳ７において、アプライする総液量を設定する。アプライする総液量をＶｍａ
ｘ［単位：μＬ］とすると、コンピュータ１は、例えばデフォルト値として、Ｖｍａｘ＝
２．５・ｍ・（ｖ０ｕ＋ｖｉｐ）を記録する。
【００９６】
ステップＳ８において、試料の全タンパク質濃度および全リガンド濃度を設定する。試
料の全タンパク質濃度をＰ０［単位：μＭ］、全リガンド濃度をＣ０［単位：μＭ］とす
ると、コンピュータ１は、入力されたこれらＰ０、Ｃ０の値を記録する。
【００９７】
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ステップＳ９において、解離定数を設定する。解離定数をＫｄ［単位：μＭ］とすると
、コンピュータ１は、例えばデフォルト値として、Ｋｄ＝２０を記録する。
【００９８】
ステップＳ１０において、移動モデルに基づく計算を行う。移動モデルとは、上記した
「（１）ＭＦＵ間でのタンパク質およびリガンドの移動モデル」にて説明した移動モデル
である。すなわち、コンピュータ１は、第１番目のＭＦＵから順番に、各ＭＦＵについて
、まず新しい総タンパク質量ＱＰおよび総リガンド数ＱＬを計算し、次に式４ａと式９ａ
（一般の場合には式７ａ）に従って、新しい移動相の総タンパク質濃度Ｐｔおよび総リガ
ンド濃度Ｌｔを計算する。コンピュータ１は、この計算を、移動相をｄＶ移動させて最後
のＭＦＵまで繰り返し計算し、計算結果を記録する。この時点において、予測クロマトグ
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ラムは、溶出容積、溶出液の総タンパク質濃度、溶出液の総リガンド濃度としてコンピュ
ータ１に記録されている。
【００９９】
ステップＳ１１において、ステップＳ１０の計算結果を出力する。コンピュータ１が出
力する計算結果の項目は次の通りである。
【０１００】
・カラムサイズ
・流速（カラム内部の局所的平衡到達時間）
・最低必要試料量
・予測クロマトグラム
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（なお、実施例に添付するプログラムの一例に示すように、カラムサイズ、流速、最低必
要試料量、遊離型リガンド濃度などのパラメータはセルの17列目に出力し、予測クロマト
グラムはセルの10，11，12列目に出力している。）
コンピュータ１は、予測クロマトグラムのパターンを例えば表示手段にグラフ表示する
。そして、オペレータが、表示手段にグラフ表示された予測クロマトグラムのパターンに
基づいて、元の試料がそのまま溶出している部分を持つ典型的なＦＧＣのクロマトグラム
が得られているかどうか、リガンドの溶出パターンの2番目の台形部分（図１の3の部分）
のリガンド濃度が元の試料の遊離型リガンドの平衡濃度と等しいかどうか、を判断する。
分析する仮想の試料のタンパク質の総濃度とリガンドの総濃度と解離定数を入力すると、
コンピューター１はその結合反応系の遊離型リガンドの平衡濃度を計算する。この計算値
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と予測クロマトグラムのリガンドの溶出パターンの2番目の台形部分のリガンド濃度が一
致しなければならない。
【０１０１】
オペレータが、典型的なＦＧＣのクロマトグラムが得られていないと判断した場合、ま
た、仮想試料のタンパク質やリガンドの濃度や相互作用の強さなどいろいろな条件を変え
てクロマトグラムのパターンの変化を詳しく調べたい場合は、オペレータが、操作手段を
用いて各設定値のデフォルト値を変えて再度コンピュータ１に入力し、コンピュータ１が
、ステップＳ１〜Ｓ１１に示すシミュレーションを再度実行する。
【０１０２】
なお、実際の実験では、試料の遊離型リガンド濃度を求めることが目的であるが、シミ
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ュレーションではあらかじめ仮想試料の濃度と解離定数を入力するので、自動的に遊離型
リガンド濃度も決まる。この値と2番目の台形部分のリガンド濃度とが一致しなければ、
シミュレーションが正しくないことになる。また、ｍＦＧＣ法は、一次的には図1に示す
独特の試料の分割（前処理方法）であって、試料の遊離型リガンド濃度が測定できるのは
その分割で得られる重要な結果のひとつにすぎない。
【０１０３】
（ＩＩＩ）実際の試料を用いたカラムの設計パラメータの評価
図９は、ミクロフロンタルゲルろ過法を行う装置構成の一例を示す概略図である。装置
は、ゲルろ過カラム２０と、試料注入ポート２１と、サンプルループ２２と、第１のポン
プ２３と、第２のポンプ２４と、検出器２５とを備える。図９に示すように、試料注入ポ
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ート２１、サンプルループ２２、および第１のポンプ２３は、ゲルろ過カラム２１の上流
側に接続され、第２のポンプ２４および検出器２５は、ゲルろ過カラム２０の下流側に接
続される。ゲルろ過カラム２０への試料／緩衝液の注入は、第１のポンプ２３で行い、第
１のポンプ２３は流速を正確に制御する。第２のポンプ２４は、ゲルろ過カラム２０の出
口で溶出液を希釈する必要がある場合に使用する。
【０１０４】
ゲルろ過カラム２０は、微量試料のフロンタル解析が可能となるカラム容量が1000μl
未満のミクロサイズのものであれば良く、充填剤はゲルろ過クロマトグラフィーに通常使
用されるゲルろ過用充填剤を使用することができ、そのような充填剤としては、例えば、
TSKgel Super SW2000、Superdex Peptide、Superdex 75等が挙げられる。試料注入ポート
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２１は、シリンジ等により分析するための試料や緩衝液をサンプルループ２２に注入する
ためのものであり、サンプルループ２２はゲルろ過カラムに注入される前の試料と緩衝液
を一旦保持しておくためのものである。第１のポンプ２３は低流速で流量精度が高いもの
が適しており、第２のポンプ２４はHPLC等で一般的に使用されるポンプを使用できる。検
出器２５はカラムから出てくるタンパク質及び／又はリガンドを検出するものであり、例
えば、フォトダイオードアレイ、紫外可視モニター、蛍光モニター等が挙げられる。
【０１０５】
次に、「（ＩＩ）シミュレーション方法の処理内容」にて説明したモデル計算の結果に
基づいて作製したミクロカラムを用いて、実際の試料を分析し評価する方法について説明
する。

10

【０１０６】
シミュレーション結果に基づいて適切なサイズの空カラムを準備し、充填剤の充填を行
う。実際の分析では種々の要因による試料成分の界面の広がりが起こるので、シミュレー
ション結果より大きめのカラム、具体的には、例えば入手可能で充填が容易な内径１ｍｍ
の空カラムでその長さがシミュレーションでのカラム容積より大きいものを準備し、市販
の充填剤の中から最適なもの選んで自家充填する。分析の流速と試料量はシミュレーショ
ンで得られた値に実際のカラムサイズとシミュレーションでの仮想カラムのサイズとの比
を掛け算して補正した値でまず行い、実測のクロマトグラムに基づいて最適化する。
【０１０７】
（１）低分子リガンド単独の試料のクロマトグラムを測定

20

測定はカラムに注入する試料の液量（体積）を変えて行い、リガンドが元の濃度のまま
台形状に溶出するのに必要な試料の液量を決定する。カラムに注入したリガンドの総量が
カラムから溶出していることを確認する（リガンドの充填剤への不可逆的な吸着の有無を
確認）。クロマトグラムの立ち上がりのパターンからリガンドの溶出容積を求める。
【０１０８】
（２）タンパク質単独の試料のクロマトグラムの測定
（１）で求めた試料量をカラムに注入する。クロマトグラムの立ち上がりのパターンか
らタンパク質の溶出容積を求める。
【０１０９】
（３）カラム容積に占める移動相の比率と固定相の比率の実効値を計算

30

タンパク質は移動相のみに局在すると仮定して、（２）のデータからカラム容積に占め
る移動相の比率を計算する（rout = タンパク質の溶出容積/カラム容積）。（１）のデー
タと（２）のデータとからカラム容積に占める固定相の比率の実効値を計算する（rin =
（リガンドの溶出容積−タンパク質の溶出容積）/カラム容積）。なお、リガンドと充填
剤との間に可逆的吸着があると、見かけ上固定相が大きくなる。
【０１１０】
（４）タンパク質−リガンド混合液のクロマトグラムの測定
（１）、（２）と同じ濃度のタンパク質とリガンドを含む混合液を（１）、（２）と同
じ量カラムに注入する。得られたクロマトグラムに元の試料がそのまま溶出している台形
部分が認められない場合は、それが出現するまでカラムに注入する試料量を増やす。もし

40

、試料量を増やした場合は、その試料量で（１）と（２）の測定を行う。
【０１１１】
（５）ＦＧＣ前提条件の確認
（２）と（４）のクロマトグラムでタンパク質の溶出パターンが完全に一致することを
確認する。（４）のクロマトグラムから（２）のクロマトグラムを引き算した差クロマト
グラムを計算し、その前の正のピークと後の負のピークの面積の絶対値が等しいことを確
認する。
【０１１２】
これは、タンパク質との相互作用のために速く溶出したリガンドの分だけ、遊離型リガ
ンドを示している２番目の台形部分が元の高さから削られるからである(図１参照)。
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【０１１３】
（１）〜（５）が無事完了すれば、ＦＧＣが正しく実行できることが保証される。
・得られた実効パラメータrout及びrinを用いて理論シミュレーションを行い、最終的な
カラムの設計を行う。
【０１１４】
（６）結合曲線の測定
タンパク質−リガンド混合液の濃度を変えて測定を行い、タンパク質単独、リガンド単
独の分析も間に入れる。測定結果から結合曲線（遊離型リガンド濃度とタンパク質１分子
当たりに結合しているリガンド分子の平均数との関係）を算出する。タンパク質１分子当
たりに結合しているリガンド分子の平均数（r）は、遊離型リガンド濃度から求めること

10

ができる。
【０１１５】
結合曲線は、式０ａの多重結合系では次式で表現される。
【０１１６】
【数１５】

【０１１７】

20

ここで関数fは式2aである。
【０１１８】
結合曲線を上式にフィッティングし（修正マーカット法を使用する）、結合パラメータ
を求める。例えば、ｎ個の独立で等価な結合部位がある場合には、上式は以下の簡単な式
になる。
r=n・L(Kd+L)
Kd: 解離定数
L: 遊離型リガンド濃度
r: タンパク質１分子当たりに結合しているリガンド分子の平均数
n: 結合部位の数

30

【実施例】
【０１１９】
以下に、本発明の実施例を示し、本発明の特徴をより明確にする。以下のステップ１）
〜ステップ６）に示す計算の進め方では、計算シミュレーションに、米国マイクロソフト
・コーポレイションの「ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ

ＥＸＣＥＬ」および「ＶＩＳＵＡＬ

ＢＡ

ＳＩＣ」（いずれも登録商標）を使用した。
【０１２０】
ステップ１）

１つ前の計算段階でのｉ番目のＭＦＵの移動相の総タンパク質濃度Ｐｔ

を５列目のｉ行目のセル（ｃｅｌｌｓ（ｉ，５））に、総タンパク質量ＱＰを６列目のｉ
行目のセル（ｃｅｌｌｓ（ｉ，６））に、移動相の総リガンド濃度Ｌｔを７列目のｉ行目

40

のセル（ｃｅｌｌｓ（ｉ，７））に、総リガンド量ＱＬを８列目のｉ行目のセル（ｃｅｌ
ｌｓ（ｉ，８））に保存しておく。第一回目の計算のときは、当然これらのセルの値はす
べてゼロである（ｉ

＝

１〜ｍ）。

【０１２１】
ステップ２）

移動相をｄＶ移動させて、ステップ１）の値と、上記した「（Ｉ）シミ

ュレーションにおける数学的な関係」の「（１）ＭＦＵ間でのタンパク質およびリガンド
の移動モデル」で説明した式とに従って、第一番目のＭＦＵから順番に、各ＭＦＵについ
て、まず新しい総タンパク質量ＱＰと総リガンド量ＱＬを計算し、次に式４ａと式９ａ（
一般の場合には式７ａ）に従って、新しい移動相の総タンパク質濃度Ｐｔと総リガンド濃
度Ｌｔを計算する。
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【０１２２】
ステップ３）

ステップ２）で計算したｉ番目のＭＦＵの新しいＰｔ、ＱＰ、Ｌｔ、Ｑ

Ｌの値をそれぞれ１列目、２列目、３列目、４列目のｉ番目のセルに保存する。
【０１２３】
ステップ４）

最後のＭＦＵ、すなわちｍ番目のカラム出口のＭＦＵの移動相のＰｔお

よびＬｔの値を、それぞれ１１列目と１２列目のｊ番目のセルとに保存する（ｊは計算回
数）。１０列目のｊ番目のセルにはｊ×ｄＶの値（この時点でのカラムからの溶出容積に
なる）を保存する。
【０１２４】
ステップ５）

ステップ３）で保存した各値を、対応する５列目、６列目、７列目、８

10

列目のセルに移動させる。
【０１２５】
ステップ６）

ステップ１）〜ステップ５）の操作を繰り返す。予測クロマトグラムは

、１０列目（溶出容積）、１１列目（溶出液の総タンパク質濃度）、１２列目（溶出液の
総リガンド濃度）に保存される。
【０１２６】
（実施例１）

ＴＳＫ−ｇｅｌ

ＳｕｐｅｒＳＷ２０００の場合

この場合は、充填剤粒子径は０．００４ミリメートルで、全カラム容積に占める移動相
と固定相の割合は、それぞれ０．３８と０．３６である。これらの値を入力して得られた
結果は以下の通りである。カラムサイズは内径０．８ミリメートル、長さ４０ミリメート
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ル、流速は０．９マイクロリットル／分、試料量は７．６マイクロリットル。この条件で
予想されたクロマトグラムを図１０に示す。図中の符号１はタンパク質の溶出を示し、符
号２は低分子の溶出を示す。なお、タンパク質濃度３０マイクロモル／リットル、低分子
濃度２０マイクロモル／リットル、解離定数２０マイクロモル／リットルとした。
【０１２７】
（実施例２）

Ｓｕｐｅｒｄｅｘ

Ｐｅｐｔｉｄｅの場合

この場合は、充填剤粒子径は０．０１３ミリメートルで、全カラム容積に占める移動相
と固定相の割合は、それぞれ０．３２と０．４９である。これらの値を入力して得られた
結果は以下の通りである。カラムサイズは内径０．６５ミリメートル、長さ１３０ミリメ
ートル、流速は１．７マイクロリットル／分、試料量は１９マイクロリットル。この条件
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で予想されたクロマトグラムを図１１に示す。図中の符号１はタンパク質の溶出を示し、
符号２は低分子の溶出を示す。なお、タンパク質濃度３０マイクロモル／リットル、低分
子濃度２０マイクロモル／リットル、解離定数２０マイクロモル／リットルとした。
【０１２８】
（実施例に示す計算に使用したプログラムの記載例）
以下に、「ＶＩＳＵＡＬ

ＢＡＳＩＣ」で記載したプログラムの記載例を示す。本プロ

グラムの記載例は一例であり、プログラムの処理内容はこの記載例に示す内容に限定され
るものではない。
【０１２９】
40
Sub SimulationFGC1()
rg = 0.013

'mm gel particle diameter

lu = 50 * rg 'mm length of the functional unit
ru = 50 * rg 'mm diameter of the functinal unit
vu = 3.14 * ru * ru * lu / 4 'uL volume of the functinal unit
rout = 0.32
v0u = rout * vu 'uL void volume of the functinal unit
rin = 0.49
viu = rin * vu 'uL internal volume of the functinal unit
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rip = 0
vip = rip * viu 'uL the volume of the internal space accesible for protein
rk = 0
k = rk * viu 'uL k=ng/Kg binding to the gel matrix Kg>>C0
m = 200 'total number of the functinal unit
B = m * lu 'the length of the column
V0 = m * v0u 'uL void volume of the column
Vi = m * viu 'uL internal volume of the column
10

Vp = m * vip
dV = 0.8 * v0u 'elution volume per unit calculation step
Vmax = (V0 + Vi) * 2.5

'total elution volume (including sample volume)

nv = Int(Vmax / dV) 'total number of calculation step
Vs = 2 * V0 'sample volume applied
ns = Int(Vs / dV)
C0 = 20 'uM the total concentration of ligand (L)
P0 = 30

'uM the total concentration of acceptor protein (P)

kd = 20

'uM dissociation constant (one to one stoichiometry)

20

d00 = kd + P0 ‑ C0
d01 = d00 ^ 2 + 4 * kd * C0
d02 = d01 ^ 0.5
lf = 2 * kd * C0 / (d00 + d02)
Cells(2, 15) = nv
Cells(1, 17) = B

mm length of the column

Cells(2, 17) = ru

mm internal diameter of the column

Cells(3, 17) = V0

uL void volume of the column

Cells(4, 17) = Vi

uL internal volume of the column

Cells(5, 17) = V0 + Vp
dt = 2

30

uL elution volume of the protein

sec

Cells(6, 17) = dV * 60 / dt

uL/min flow rate

Cells(7, 17) = Vmax
Cells(8, 17) = Vs

uL sample volume applied

Cells(9, 17) = C0
40

Cells(10, 17) = P0
Cells(11, 17) = kd
Cells(12, 17) = lf

free ligand concentration of the original sample

Cells(13, 17) = k
Cells(14, 17) = m * vu

bed volume of the column

v00 = v0u + vip
v01 = v0u + viu + k

QP = P0 * dV
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QL = C0 * dV
Pt = QP / v00
a00 = v01 * kd + Pt * v00 ‑ QL
b00 = 4 * v01 * QL * kd
a01 = a00 ^ 2 + b00
a02 = a01 ^ 0.5
CL = 2 * QL * kd / (a00 + a02)
10

CP = Pt / (1 + CL / kd)
CPL = Pt * CL / (kd + CL)
Lt = CL + CPL

Cells(1, 1) = Pt
Cells(1, 2) = QP
Cells(1, 3) = Lt
Cells(1, 4) = QL
20
For j = 2 To m
Cells(j, 1) = 0
Cells(j, 2) = 0
Cells(j, 3) = 0
Cells(j, 4) = 0
Next j
Cells(1, 10) = dV
Cells(1, 11) = Cells(m, 1)

'Pt

Cells(1, 12) = Cells(m, 3)

'Lt

30

For j = 1 To m
Cells(j, 5) = Cells(j, 1)
Cells(j, 6) = Cells(j, 2)
Cells(j, 7) = Cells(j, 3)
Cells(j, 8) = Cells(j, 4)
Next j

For i = 2 To ns

40

QP = Cells(1, 6) + P0 * dV ‑ Cells(1, 5) * dV
QL = Cells(1, 8) + C0 * dV ‑ Cells(1, 7) * dV
Pt = QP / v00
a00 = v01 * kd + Pt * v00 ‑ QL
b00 = 4 * v01 * QL * kd
a01 = a00 ^ 2 + b00
a02 = a01 ^ 0.5
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CL = 2 * QL * kd / (a00 + a02)
CP = Pt / (1 + CL / kd)
CPL = Pt * CL / (kd + CL)
Lt = CL + CPL

Cells(1, 1) = Pt
Cells(1, 2) = QP
Cells(1, 3) = Lt
10

Cells(1, 4) = QL
For j = 2 To m
QP = Cells(j, 6) + Cells(j ‑ 1, 5) * dV ‑ Cells(j, 5) * dV
QL = Cells(j, 8) + Cells(j ‑ 1, 7) * dV ‑ Cells(j, 7) * dV
Pt = QP / v00
a00 = v01 * kd + Pt * v00 ‑ QL
b00 = 4 * v01 * QL * kd
a01 = a00 ^ 2 + b00

20

a02 = a01 ^ 0.5
CL = 2 * QL * kd / (a00 + a02)
CP = Pt / (1 + CL / kd)
CPL = Pt * CL / (kd + CL)
Lt = CL + CPL

Cells(j, 1) = Pt
Cells(j, 2) = QP
30

Cells(j, 3) = Lt
Cells(j, 4) = QL
Next j
Cells(i, 10) = i * dV
Cells(i, 11) = Cells(m, 1)

'Pt

Cells(i, 12) = Cells(m, 3)

'Lt

For j = 1 To m
Cells(j, 5) = Cells(j, 1)

40

Cells(j, 6) = Cells(j, 2)
Cells(j, 7) = Cells(j, 3)
Cells(j, 8) = Cells(j, 4)
Next j
Cells(1, 15) = i
Next i
For i = ns + 1 To nv
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QP = Cells(1, 6) ‑ Cells(1, 5) * dV
QL = Cells(1, 8) ‑ Cells(1, 7) * dV
Pt = QP / v00
a00 = v01 * kd + Pt * v00 ‑ QL
b00 = 4 * v01 * QL * kd
a01 = a00 ^ 2 + b00
a02 = a01 ^ 0.5
10
CL = 2 * QL * kd / (a00 + a02)
CP = Pt / (1 + CL / kd)
CPL = Pt * CL / (kd + CL)
Lt = CL + CPL

Cells(1, 1) = Pt
Cells(1, 2) = QP
Cells(1, 3) = Lt
20

Cells(1, 4) = QL

For j = 2 To m
QP = Cells(j, 6) + Cells(j ‑ 1, 5) * dV ‑ Cells(j, 5) * dV
QL = Cells(j, 8) + Cells(j ‑ 1, 7) * dV ‑ Cells(j, 7) * dV
Pt = QP / v00
a00 = v01 * kd + Pt * v00 ‑ QL

30

b00 = 4 * v01 * QL * kd
a01 = a00 ^ 2 + b00
a02 = a01 ^ 0.5
CL = 2 * QL * kd / (a00 + a02)
CP = Pt / (1 + CL / kd)
CPL = Pt * CL / (kd + CL)
Lt = CL + CPL
40
Cells(j, 1) = Pt
Cells(j, 2) = QP
Cells(j, 3) = Lt
Cells(j, 4) = QL
Next j
Cells(i, 10) = i * dV
Cells(i, 11) = Cells(m, 1)

'Pt

Cells(i, 12) = Cells(m, 3)

'Lt

50

(28)

JP 5745263 B2 2015.7.8

For j = 1 To m
Cells(j, 5) = Cells(j, 1)
Cells(j, 6) = Cells(j, 2)
Cells(j, 7) = Cells(j, 3)
Cells(j, 8) = Cells(j, 4)
Next j
Cells(1, 15) = i
10
Next i

End Sub
【符号の説明】
【０１３０】
１

20

コンピュータ

１０

ＣＰＵ

１１

メモリ

１２

記録部

１３

バス

１４

インタフェース部

２０

ゲルろ過カラム

２１

試料注入ポート

２２

サンプルループ

２３

第１の無脈流ポンプ

２４

第２の無脈流ポンプ

２５

検出器
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