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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
糖鎖を有する試料における糖鎖構造の解析方法において、
ＣＩＤエネルギーの値を変化させながらＭＳ／ＭＳ測定を行う工程であって、上記試料
の特定のプロダクトイオンを、ＣＩＤエネルギーの各値において測定する測定工程と、
上記特定のプロダクトイオンのそれぞれにおけるＣＩＤエネルギーと測定量との関係を
表す収量曲線を含む、エネルギー分解プロファイルを作成する作成工程と、
糖鎖を有する構造既知の参照試料における、上記特定のプロダクトイオンと同種のプロ
ダクトイオンの測定量と、ＣＩＤエネルギーとの関係を表す収量曲線を含む、参照プロフ
10

ァイルを準備する準備工程と、
上記作成工程により得られた上記エネルギー分解プロファイルを上記参照プロファイル
と比較することにより、上記試料の糖鎖構造を同定する同定工程とを含み、
上記特定のプロダクトイオンは、プロトン化した単糖または二糖に由来する、少なくと
も２種のプロダクトイオンを含み、
上記特定のプロダクトイオンは、ｍ／ｚがそれぞれ１６３、２０４、２７４および３６
６であるプロダクトイオンを含み、
上記測定工程では、Ｌｏｗ−ｍａｓｓ

ｃｕｔｏｆｆが生じない質量分析装置を用いて

ＭＳ／ＭＳ測定を行うことを特徴とする糖鎖構造の解析方法。
【請求項２】
上記特定のプロダクトイオンは、ｍ／ｚが１３８であるプロダクトイオンをさらに含み
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、
上記作成工程では、ｍ／ｚが１３８である上記プロダクトイオンの測定量を用いて各収
量曲線を標準化して、上記エネルギー分解プロファイルを作成することを特徴とする請求
項１に記載の糖鎖構造の解析方法。
【請求項３】
上記試料には、濃度が既知である、糖鎖を有する標準試料が添加されており、
上記特定のプロダクトイオンは、ｍ／ｚが１３８であるプロダクトイオンをさらに含み
、
上記試料におけるｍ／ｚが１３８である上記プロダクトイオンの測定量と、上記標準試
料におけるｍ／ｚが１３８である上記プロダクトイオンの測定量との比較により、上記試
料の定量を行う定量工程をさらに含むことを特徴とする請求項１または２に記載の糖鎖構
造の解析方法。
【請求項４】
上記定量工程では、ｍ／ｚが１３８である上記プロダクトイオンの上記測定量が最大と
なるＣＩＤエネルギーにおける、上記試料および上記標準試料それぞれの、ｍ／ｚが１３
８であるプロダクトイオンの上記測定量に基づき、上記試料の定量を行うことを特徴とす
る請求項３に記載の糖鎖構造の解析方法。
【請求項５】
上記最大となるＣＩＤエネルギーの値は、糖鎖を有する複数の試料について、ｍ／ｚが
１３８であるプロダクトイオンをＣＩＤエネルギーの値を変化させながらＭＳ／ＭＳ測定
により予め測定し、その測定量が最大となるＣＩＤエネルギーの値と、該試料のプレカー
サーイオンのｍ／ｚの値とを用いて線形回帰分析により作成された検量線から、解析対象
である上記試料のプレカーサーイオンのｍ／ｚの値に基づき推定される値であることを特
徴とする請求項４に記載の糖鎖構造の解析方法。
【請求項６】
上記測定工程では、三連四重極質量分析計を用いてＭＳ／ＭＳ測定を行うことを特徴と
する請求項１〜５の何れか１項に記載の糖鎖構造の解析方法。
【請求項７】
上記試料は、糖ペプチドであることを特徴とする請求項１〜６の何れか１項に記載の糖
鎖構造の解析方法。
【請求項８】
上記糖ペプチドは、Ｎ型糖鎖を有する糖ペプチドであることを特徴とする請求項７に記
載の糖鎖構造の解析方法。
【請求項９】
上記糖ペプチドは、Ｏ型糖鎖を有する糖ペプチドであることを特徴とする請求項７に記
載の糖鎖構造の解析方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、糖鎖構造の解析方法に関し、詳細には、三連四重極質量分析測定による糖鎖
構造の解析方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
全世界で３００億ドルもの販売がなされている治療用抗体における特許の存続期間の満
了を見越して、どのようにすればその生物学的類似代替物がＦＤＡに認可されるのかにつ
いて、興味が高まりつつある。これに関し、生物学的類似物の評価に関する手引きの最初
の草案が、２０１２年２月に米国食品医薬品局（ＦＤＡ）から発行された。その中で強調
されていたことは、生物医薬品の有効性および安全性に大きく影響を及ぼし得るわずかな
構造（とりわけ糖付加パターン）の相違を評価することの重要性、ならびに、ロット間で
のばらつきを理解するために、複数のロットを用いて構造解析を実施すべきという点であ
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る。
【０００３】
治療用抗体に関しては、重鎖の保存領域（Ｆｃ）にあるＡｓｎ２９７においてＮ−グリ
コシル化がなされる共通配列が存在し、Ｎ−グリコシル化の特定の構造は治療用抗体の有
効性および安全性に影響を及ぼすことが知られている。例えば、コア構造においてフコー
ス付加がない場合、抗体依存性細胞毒性が１０倍に高まることが示されている。さらに、
近年の研究によれば、グリコリルノイラミン酸（Ｎｅｕ５Ｇｃ）およびガラクトース−α
１，３−ガラクトース（α−Ｇａｌエピトープ）等の非ヒトオリゴ糖モチーフは免疫原性
であり、特定のＩｇＥを発現している患者においてはアナフィラキシーを引き起こし得る
ことが明らかになっている。さらなる研究によれば、α−Ｇａｌエピトープの免疫原性は
、主として、抗原結合領域（Ｆａｂ）内に生じる余分なＮ−グリカンによるものであるこ
とが明らかになっている。これらのことに鑑み、抗体における糖付加の不均質性およびそ
の生物学的影響を広範囲に調べる必要がある。
【０００４】
ここで、糖タンパク質の糖鎖について説明すると、糖タンパク質の糖鎖は、アスパラギ
ン残基に糖鎖が結合するＮ−グリコシド結合糖鎖（Ｎ型糖鎖）、ならびにセリンおよびス
レオニン等と結合するＯ−グリコシド結合糖鎖（Ｏ型糖鎖）の２種類に大別される。Ｎ型
糖鎖は以下の構造式に示す共通のコア構造を有しており、アスパラギンと結合する末端は
還元末端、反対側の末端は非還元末端と呼ばれている。
【０００５】
【化１】

【０００６】
Ｎ型糖鎖には、コア構造の非還元末端にマンノースが複数結合するハイマンノース型、
非還元末端にＮ−アセチルグルコサミン（以下ＧｌｃＮＡｃという）の枝を１つまたは複
数本有し、さらにそれぞれの枝にガラクトース、シアル酸およびフコース等が結合した構
造を有するコンプレックス型、ならびにハイマンノース型およびコンプレックス型の両方
の枝をもつハイブリッド型がある。コンプレックス型およびハイブリッド型については、
コア構造の分岐点となるマンノースにＧｌｃＮＡｃが結合し得ること（バイセクティング
ＧｌｃＮＡｃ）、および還元末端のＧｌｃＮＡｃにフコースが結合し得ること（コアフコ
ース）等がよく知られている。
【０００７】
これらの構造多様性は、単一の糖タンパク質においても観測され、Glycoform Heteroge
neity等と呼ばれる。例として、Ｎ型糖鎖結合部位を１箇所有するヒト血清中免疫グロブ
リンＧの糖鎖構造の解析からは、３４種類もの糖鎖構造が存在することが報告されている
（非特許文献１）。
【０００８】
糖タンパク質において糖鎖構造の違いがその機能に大きく影響を及ぼすことが、上述の
通り近年明らかになっており（例えば、非特許文献２）、多様性のある糖鎖構造を定量的
に分析し、どの構造がどの割合で含まれるのかを高効率にプロファイルする方法が求めら
れている。
【０００９】
糖鎖構造を解析する方法としては、糖タンパク質から化学的あるいは酵素的にＮ型糖鎖
を遊離させ、化学修飾（ラベル化）を施し精製したうえで、ＨＰＬＣおよびＭＡＬＤＩ−
ＴＯＦ ＭＳ等の質量分析法を組み合わせて検出する方法がある。この方法は、ラベル化
糖鎖が逆相または順相ＨＰＬＣにより構造ごとに分離しやすいこと、精製により夾雑物が
除かれて高感度で測定できる等のメリットがある一方、前処理が煩雑であること、糖タン
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パク質に複数の糖鎖付加部位がある場合に、糖鎖付加部位ごとの情報を得ることができな
い等のデメリットがある。
【００１０】
一方で、糖タンパク質をトリプシン等の酵素により断片化し、断片化されたペプチドに
糖鎖が結合した糖ペプチドの状態で測定に供する方法が試されている（特許文献１）。こ
のとき測定に用いられるのは主にナノＨＰＬＣ−ＥＳＩをイオン源にした質量分析計であ
ｎ
り、糖ペプチド由来のシグナルを積算し定量するほか、ＭＳ 測定による糖鎖付加部位の
決定および糖鎖構造の推定も可能である。また、三連四重極型の質量分析計を用いること
で、糖ペプチドごとに特異的な開裂イオンをマルチプルリアクションモニタリング（ＭＲ
Ｍ）法にて定量性よく測定する方法も報告されている（非特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００８−３０９５０１号公報（２００８年１２月２５日公開）
【特許文献２】特開２０１２−５８００２号公報（２０１２年３月２２日公開）
【特許文献３】特開２００５−２６５６９７号公報（２００５年９月２９日公開）
【特許文献４】特開２００６−１４５５１９号公報（２００６年６月８日公開）
【特許文献５】ＷＯ２００６／０４３４０５（２００６年４月２７日公開）
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】Flynn, G. C. et al., Naturally occurring glycan forms of human i
mmunoglobulins G1 and G2., Mol Immunol, 2010, 47, 2074-2082.
【非特許文献２】Shinkawa, T. et al., The absence of fucose but not the presence
of galactose or bisecting N-acetylglucosamine of human IgG1 complex-type oligosa
ccharides shows the critical role of enhancing antibody-dependent cellular cytot
oxicity., J Biol Chem, 2003, 278, 3466-3473.
【非特許文献３】Kurogochi, M. et al., Sialic acid-focused quantitative mouseseru
m glycoproteomicsby multiple reaction monitoring assay., Mol Cell Proteomics, 20
10, 9, 2354-2368.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
しかしながら従来の方法では、糖鎖が付加されていないペプチドと糖ペプチドとの混合
物における糖ペプチドの検出感度が低いといった問題点、さらには、糖ペプチドのＭＳ／
ＭＳ分析によっても糖鎖構造を確認することが困難であるといった問題点がある。また、
糖ペプチドの状態においては、検出感度が低く、糖鎖構造の決定が容易ではないといった
問題がある。
【００１４】
そこで、本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、検出感度に
優れた糖鎖構造の解析方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
本発明に係る糖鎖構造の解析方法は、上記課題を解決するために、糖鎖を有する試料に
おける糖鎖構造の解析方法において、ＣＩＤエネルギーの値を変化させながらＭＳ／ＭＳ
測定を行う工程であって、上記試料の特定のプロダクトイオンを、ＣＩＤエネルギーの各
値において測定する測定工程と、上記特定のプロダクトイオンのそれぞれにおけるＣＩＤ
エネルギーと測定量との関係を表す収量曲線を含む、エネルギー分解プロファイルを作成
する作成工程と、糖鎖を有する構造既知の参照試料における、上記特定のプロダクトイオ
ンと同種のプロダクトイオンの測定量と、ＣＩＤエネルギーとの関係を表す収量曲線を含
む、参照プロファイルを準備する準備工程と、上記作成工程により得られた上記エネルギ
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ー分解プロファイルを上記参照プロファイルと比較することにより、上記試料の糖鎖構造
を同定する同定工程とを含み、上記特定のプロダクトイオンは、プロトン化した単糖また
は二糖に由来する、少なくとも２種のプロダクトイオンを含み、上記測定工程では、Ｌｏ
ｗ−ｍａｓｓ ｃｕｔｏｆｆが生じない質量分析装置を用いてＭＳ／ＭＳ測定を行う構成
である。
【００１６】
上記構成によれば、解析対象の試料について、ＭＳ／ＭＳ測定におけるＣＩＤエネルギ
ーと複数の特定のプロダクトイオンの測定量との関係を表すエネルギー分解プロファイル
が形成される。得られたエネルギー分解プロファイルは、別に準備した参照プロファイル
と比較される。参照プロファイルは構造既知の試料から得られたものであるため、参照プ
ロファイルでは、ＭＳ／ＭＳ測定でのＣＩＤエネルギーと特定のプロダクトイオンの測定
量との関係を表すエネルギー分解プロファイルと、糖鎖構造との関連づけがなされている
。そのため、得られた解析対象の試料におけるエネルギー分解プロファイルと、参照プロ
ファイルとの比較により、得られた解析対象の試料の同定が可能である。また、測定する
プロダクトイオンは、プロトン化した単糖または二糖に由来するプロダクトイオンであり
、すなわち、これらは糖鎖に由来するオキソニウムイオンである。そのため、解析対象の
糖鎖部分以外の構造の如何に関わらず、測定を行うことができる。なお、プロトン化した
単糖または二糖に由来するプロダクトイオンの多くはｍ／ｚが１００〜５００の低質量域
の範囲内にある。本解析方法では、Ｌｏｗ−ｍａｓｓ ｃｕｔｏｆｆが生じない質量分析
装置を用いてＭＳ／ＭＳ測定を行うため、糖鎖を解析対象の試料から分離させる処理を行
わずとも、これらのプロダクトイオンを検出感度良く測定できる。それゆえ、糖鎖構造を
有する複数のプレカーサーイオンが存在した場合に、糖鎖を事前に切り離さないため、い
ずれのプレカーサーイオンに由来するものかを区別して測定を行うことができる。
【００１７】
また、本発明に係る糖鎖構造の解析方法において、上記特定のプロダクトイオンは、ｍ
／ｚがそれぞれ１６３、１６８、１８６、２０４、２７４、２９０、２９２、３０８、３
６６、４５４および４７０であるプロダクトイオンからなる群より選択される少なくとも
２種のプロダクトイオンを含むことが好ましい。また、上記特定のプロダクトイオンは、
ｍ／ｚがそれぞれ１６３、１６８、１８６、２７４、２９０、２９２、３０８、３６６、
４５４および４７０であるプロダクトイオンからなる群より選択される少なくとも１種の
プロダクトイオンと、ｍ／ｚが２０４であるプロダクトイオンとを含むことがより好まし
い。
【００１８】
また、本発明に係る糖鎖構造の解析方法において、上記特定のプロダクトイオンは、ｍ
／ｚがそれぞれ１６３、２０４、２７４および３６６であるプロダクトイオンを含むこと
が好ましい。
【００１９】
また、本発明に係る糖鎖構造の解析方法において、上記特定のプロダクトイオンは、ｍ
／ｚが１３８であるプロダクトイオンをさらに含み、上記作成工程では、ｍ／ｚが１３８
である上記プロダクトイオンの測定量を用いて各収量曲線を標準化して、上記エネルギー
分解プロファイルを作成することが好ましい。
【００２０】
また、本発明に係る糖鎖構造の解析方法において、上記試料には、濃度が既知である、
糖鎖を有する標準試料が添加されており、上記特定のプロダクトイオンは、ｍ／ｚが１３
８であるプロダクトイオンをさらに含み、上記試料におけるｍ／ｚが１３８である上記プ
ロダクトイオンの測定量と、上記標準試料におけるｍ／ｚが１３８である上記プロダクト
イオンの測定量との比較により、上記試料の定量を行う定量工程をさらに含むことが好ま
しい。
【００２１】
また、本発明に係る糖鎖構造の解析方法において、上記定量工程では、ｍ／ｚが１３８
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である上記プロダクトイオンの上記測定量が最大となるＣＩＤエネルギーにおける、上記
試料および上記標準試料それぞれの、ｍ／ｚが１３８であるプロダクトイオンの上記測定
量に基づき、上記試料の定量を行うことが好ましい。
【００２２】
また、本発明に係る糖鎖構造の解析方法において、上記最大となるＣＩＤエネルギーの
値は、糖鎖を有する複数の試料について、ｍ／ｚが１３８であるプロダクトイオンをＣＩ
Ｄエネルギーの値を変化させながらＭＳ／ＭＳ測定により予め測定し、その測定量が最大
となるＣＩＤエネルギーの値と、該試料のプレカーサーイオンのｍ／ｚの値とを用いて線
形回帰分析により作成された検量線から、解析対象である上記試料のプレカーサーイオン
のｍ／ｚの値に基づき推定される値であることが好ましい。
【００２３】
また、本発明に係る糖鎖構造の解析方法において、上記測定工程では、三連四重極質量
分析計を用いてＭＳ／ＭＳ測定を行うことが好ましい。
【００２４】
また、本発明に係る糖鎖構造の解析方法において、上記試料は、糖ペプチドであること
が好ましい。
【００２５】
また、本発明に係る糖鎖構造の解析方法において、上記糖ペプチドは、Ｎ型糖鎖を有す
る糖ペプチドであることが好ましい。
【００２６】
また、本発明に係る糖鎖構造の解析方法において、上記糖ペプチドは、Ｏ型糖鎖を有す
る糖ペプチドであることが好ましい。
【発明の効果】
【００２７】
本発明によれば、検出感度よく、試料における糖鎖構造を決定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】三連四重極質量分析装置を用いた、オキソニウムイオンのエネルギー分解収量曲
線の取得スキームを示す概略図である。
【図２】エネルギー分解オキソニウムイオンプロファイルの具体例を示す図である。
【図３】エネルギー分解オキソニウムイオンプロファイルの別の具体例を示す図である。
【図４】最適ＣＩＤエネルギー値とプレカーサーイオンのｍ／ｚ値との相関を表す散布図
である。
【図５】測定対象試料の注入濃度と、内部標準の濃度との相関を表す図である。
【図６】消化したｃｅｔｕｘｉｍａｂにおいて、ｍ／ｚ＝１３８であるオキソニウムイオ
ンをモニタリングしたＭＲＭクロマトグラムを示す図である。
【図７】消化したｃｅｔｕｘｉｍａｂにおける、ガラクトース−１，３−ガラクトースま
たはＮ−グリコリルノイラミン酸モチーフを含む糖鎖から得られたＭＲＭクロマトグラム
を示す図である。
【図８】Ｌｅｗｉｓ ｘモチーフを含む２種の糖ペプチドにおける、エネルギー分解オキ
ソニウムイオンプロファイルを示す図である。
【図９】治療用抗体のロット間での糖形態の不均質性について解析した結果を示す図であ
る。
【図１０】Ｏ型糖ペプチドにおけるエネルギー分解オキソニウムイオンプロファイルの具
体例を示す図である。
【図１１】線形回帰分析によるパターンの同一性の予測に用いた糖鎖構造を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
本発明に係る糖鎖構造の解析方法の一実施形態について説明する。
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【００３０】
本実施形態における糖鎖構造の解析方法は、構造中に糖鎖を有する試料の糖鎖構造の解
析方法において、ＣＩＤエネルギーの値を変化させながらＭＳ／ＭＳ測定を行う工程であ
って、試料の特定のプロダクトイオンを、ＣＩＤエネルギーの各値において測定する測定
工程と、特定のプロダクトイオンのそれぞれにおけるＣＩＤエネルギーと測定量との関係
を表す収量曲線を含む、エネルギー分解プロファイルを作成する作成工程と、糖鎖を有す
る構造既知の参照試料における、特定のプロダクトイオンと同種のプロダクトイオンの測
定量とＣＩＤエネルギーとの関係を表す収量曲線を含む、参照プロファイルを準備する準
備工程と、作成工程により得られたエネルギー分解プロファイルを参照プロファイルと比
較することにより、試料の糖鎖構造を同定する同定工程とを含み、特定のプロダクトイオ
ンは、プロトン化した単糖または二糖に由来する、少なくとも２種のプロダクトイオンを
含み、測定工程では、Ｌｏｗ−ｍａｓｓ ｃｕｔｏｆｆが生じない質量分析装置を用いて
ＭＳ／ＭＳ測定を行うものである。
【００３１】
本解析方法は、上記の測定工程および作成工程と同様の工程により得られるエネルギー
分解プロファイルのパターンが、糖鎖構造によって定まり、かつ糖鎖構造ごとに異なるも
のであることを本願発明者らが見出したことに基づき、完成させたものである。
【００３２】
以下の説明では、Ｌｏｗ−ｍａｓｓ ｃｕｔｏｆｆが生じない質量分析装置として三連
四重極質量分析計を用いて測定を行う場合を例に挙げて説明するが、質量分析計はこれに
限定されるものではない。
【００３３】
（１．測定工程）
測定工程は、ＣＩＤエネルギーの値を変化させながら三連四重極質量分析測定を行う工
程であって、ＣＩＤエネルギーの各値において、特定のプロダクトイオンを測定する工程
である。
【００３４】
ここで、「ＣＩＤエネルギー」とは、三連四重極質量分析装置の第２四重極において、
測定対象の試料に対応するイオン（プレカーサーイオン）に対してＣＩＤ（collision in
duced dissociation：衝突誘起解離）を起こすときに加えるエネルギーを指す。ＣＩＤエ
ネルギーを操作するためのパラメータは使用する装置により異なり得るものである。一般
的には、ＣＩＤを行うセル内においてイオンを振動させるための電圧を示す。また、本明
細書において「プロダクトイオン」とは、プレカーサーイオンについてＣＩＤを行うこと
により生成されるフラグメントイオンを指す。また、本明細書において「ｍ／ｚ」は、質
量数（ｍ）と電荷（ｚ）との比を示すものである。
【００３５】
ＣＩＤエネルギーを変化させながらプロダクトイオンを測定する際に、ＣＩＤエネルギ
ーは、使用する装置によって適当な範囲に適宜設定することができるが、以下のように変
化させることが好ましい。
（ｉ）プレカーサーイオンの相対強度が１００（すなわちプレカーサーイオンのみが検出
される）となるエネルギーから、プレカーサーイオンの相対強度が０となるエネルギーま
で変化させる。
（ｉｉ）検出しようとする各プロダクトイオンの検出強度が最大となるエネルギーを含む
ように変化させる。
（ｉｉｉ）プロダクトイオンごとに、それが検出される最低限のエネルギーから、検出し
ようとする各プロダクトイオンの検出強度が最大となるエネルギーを含み、各プロダクト
イオンの検出強度が０になるまでのエネルギーの範囲で変化させる。
【００３６】
本実施形態において、測定対象となる特定のプロダクトイオンは、試料のプロダクトイ
オンのうち、プロトン化した単糖または二糖に由来するプロダクトイオンであり、例えば
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、ｍ／ｚが１００〜５００の範囲にあるプロダクトイオンである。当該プロダクトイオン
の具体例としては、ｍ／ｚがそれぞれ１６３、１６８、１８６、２０４、２７４、２９０
、２９２、３０８、３６６、４５４および４７０であるプロダクトイオンが挙げられる。
ｍ／ｚが１６３であるプロダクトイオンは、ヘキソース（Ｈｅｘ）のオキソニウムイオン
に相当する。ｍ／ｚが１６８であるプロダクトイオンは、Ｎ−アセチルヘキソサミン−２
Ｈ２Ｏ（ＨｅｘＮＡｃ−２Ｈ２Ｏ）のオキソニウムイオンに相当する。ｍ／ｚが１８６で
あるプロダクトイオンは、Ｎ−アセチルヘキソサミン−Ｈ２Ｏ（ＨｅｘＮＡｃ−Ｈ２Ｏ）
のオキソニウムイオンに相当する。ｍ／ｚが２０４であるプロダクトイオンは、Ｎ−アセ
チルヘキソサミン（ＨｅｘＮＡｃ）のオキソニウムイオンに相当する。ｍ／ｚが２７４で
あるプロダクトイオンは、５−アセチルノイラミン酸−Ｈ２Ｏ（Ｎｅｕ５Ａｃ−Ｈ２Ｏ）
のオキソニウムイオンに相当する。ｍ／ｚが２９０であるプロダクトイオンは、５−グリ
コリルノイラミン酸−Ｈ２Ｏ（Ｎｅｕ５Ｇｃ−Ｈ２Ｏ）のオキソニウムイオンに相当する
。ｍ／ｚが２９２であるプロダクトイオンは、５−アセチルノイラミン酸（Ｎｅｕ５Ａｃ
）のオキソニウムイオンに相当する。ｍ／ｚが３０８であるプロダクトイオンは、５−グ
リコリルノイラミン酸（Ｎｅｕ５Ｇｃ）のオキソニウムイオンに相当する。ｍ／ｚが３６
６であるプロダクトイオンは、Ｎ−アセチルヘキソサミン＋ヘキソース（ＨｅｘＮＡｃ＋
Ｈｅｘ）のオキソニウムイオンに相当する。ｍ／ｚが４５４であるプロダクトイオンは、
５−アセチルノイラミン酸＋ヘキソース（Ｎｅｕ５Ａｃ＋Ｈｅｘ）のオキソニウムイオン
に相当する。そして、ｍ／ｚが４７０であるプロダクトイオンは、５−グリコリルノイラ
ミン酸＋ヘキソース（Ｎｅｕ５Ｇｃ＋Ｈｅｘ）のオキソニウムイオンに相当する。
【００３７】
測定対象となるプロダクトイオンは上記に列挙したものに限定されるものではなく、例
えばｍ／ｚが１３８であるプロダクトイオン等を測定してもよい。また、ｍ／ｚが５００
を超えるプロダクトイオンを測定してもよい。
【００３８】
「特定のプロダクトイオンは、ｍ／ｚがそれぞれ１６３、２０４、２７４および３６６
であるプロダクトイオンを含む」という場合、少なくともｍ／ｚがそれぞれ１６３、２０
４、２７４および３６６であるプロダクトイオンが測定されればよく、追加的に、他のｍ
／ｚを有するプロダクトイオンを測定してもよい。例えば、これら４つのプロダクトイオ
ンの他に、ｍ／ｚが１３８であるプロダクトイオンをさらに測定してもよい。すなわち、
測定工程においては、ｍ／ｚがそれぞれ１６３、２０４、２７４および３６６であるプロ
ダクトイオンのみを測定するものであってもよく、ｍ／ｚがそれぞれ１３８、１６３、２
０４、２７４および３６６であるプロダクトイオンのみを測定するものであってもよく、
さらに他のプロダクトイオンも含めて測定するものであってもよい。なお、ｍ／ｚが１３
８であるプロダクトイオンは、ＨｅｘＮＡｃの断片のオキソニウムイオンに相当するもの
である。
【００３９】
本解析方法では複数の収量曲線を含むエネルギー分解プロファイルを作成するため、測
定対象となるプロダクトイオンは、少なくとも２種のプロダクトイオンを含み、好適には
、ｍ／ｚがそれぞれ１６３、１６８、１８６、２０４、２７４、２９０、２９２、３０８
、３６６、４５４および４７０であるプロダクトイオンからなる群より選択される少なく
とも２種のプロダクトイオンを含み、より好適には、ｍ／ｚがそれぞれ１６３、１６８、
１８６、２７４、２９０、２９２、３０８、３６６、４５４および４７０であるプロダク
トイオンからなる群より選択される少なくとも１種のプロダクトイオンと、ｍ／ｚが２０
４であるプロダクトイオンとを含み、さらに好適には、ｍ／ｚがそれぞれ１６３、２０４
、２７４および３６６であるプロダクトイオンを含む。
【００４０】
ＣＩＤエネルギーの値を変化させながら各値においてプロダクトイオンを測定する際、
ＣＩＤエネルギーの値の変化幅に特に制限はなく、例えば、３〜５Ｖ刻みで変化させるこ
とができる。
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【００４１】
三連四重極質量分析装置を用いることにより、Ｌｏｗ−ｍａｓｓ ｃｕｔｏｆｆにより
生じる以下の問題を回避することができる。例えば四重極イオントラップ型質量分析計の
ようなＬｏｗ−ｍａｓｓ ｃｕｔｏｆｆが生じる質量分析計を用いた場合、ＭＳ／ＭＳ測
定の際に、低質量域（例えば、ｍ／ｚ＝１００〜３００）のフラグメントイオンの検出感
度はプレカーサーイオンのｍ／ｚに依存する。そのため、例えば測定対象の試料が糖ペプ
チドである場合には、糖鎖に加えてペプチド部分が含まれるため、プレカーサーイオンの
ｍ／ｚが大きくなり、低質量域のフラグメントイオン群が検出されないか、または、これ
らの検出感度が低くなるといった問題が生じる。さらに、測定対象の試料が糖ペプチドで
ある場合には、同じ糖鎖構造を有する糖ペプチドであっても、ペプチド部分のアミノ酸配
列の相違により、糖ペプチド全体の質量が異なり得る。プレカーサーイオンのｍ／ｚが相
違すれば、Ｌｏｗ−ｍａｓｓ ｃｕｔｏｆｆにより、低質量域のフラグメントイオンの検
出感度が異なる。そのため、糖鎖構造が同じでアミノ酸配列が互いに異なる糖ペプチドよ
り得られる後述の収量曲線およびエネルギー分解プロファイルは、互いに異なることが想
定される。そのため、Ｌｏｗ−ｍａｓｓ ｃｕｔｏｆｆが生じない、三連四重極質量分析
計を用いてＭＳ／ＭＳ測定を行うことが好ましい。なお、質量分析装置は、Ｌｏｗ−ｍａ
ｓｓ ｃｕｔｏｆｆが生じず、同一のプレカーサーイオンを対象にＣＩＤエネルギーを変
えながら連続的にＭＳ／ＭＳ測定データを取得することが可能であればよく、三連四重極
質量分析計に限定されるものではない。また、Ｌｏｗ−ｍａｓｓ ｃｕｔｏｆｆが生じな
い質量分析計としては、低質量域（例えば、ｍ／ｚ＝１００〜３００）のフラグメントイ
オンの検出感度がプレカーサーイオンのｍ／ｚに依存しない質量分析計であればよい。
【００４２】
イオン化法は、例えば、ＦＡＢ（高速原子衝撃法）、ＣＩ（化学イオン化法）、ＥＳＩ
（エレクトロスプレーイオン化法）、ＭＡＬＤＩ（マトリクス支援レーザー脱離イオン化
法）、およびＡＰＣＩ（大気圧化学イオン化法）等が用いられ、なかでもＥＳＩが好適に
用いられる。また、ＥＳＩ法にはマイクロスプレー法およびナノスプレー法があるが、ナ
ノスプレー法が好適に用いられる。
【００４３】
本解析方法の対象となる試料は、糖鎖を有する試料であって、三連四重極質量分析測定
に供することができるものであれば特に制限はないが、糖タンパク質および糖ペプチドが
好適に用いられる。糖タンパク質および糖ペプチドは、生体組織または細胞等から得られ
たものでもよく、人工的に合成したタンパク質またはペプチドに糖鎖を付加したものでも
よい。また、糖ペプチドは、糖タンパク質を酸加水分解することにより、または酵素分解
することにより得たものであってもよい。糖タンパク質を分解して糖ペプチドを得る場合
、糖タンパク質において糖鎖が付加されている箇所は、１箇所である場合に限らず、２箇
所以上であってもよい。また、糖タンパク質を分解して糖ペプチドを得る場合、ＨＰＬＣ
等で分離精製したものを用いることが好ましい。また、糖タンパク質および糖ペプチドに
おける糖鎖は、Ｎ型糖鎖およびＯ型糖鎖のいずれであってもよい。しかしながらＮ型糖鎖
は共通のコア構造を有しているため、後述するエネルギー分解プロファイルのバリエーシ
ョンがＯ型糖鎖の場合よりも少ないことが見込まれる。そのため、Ｏ型糖鎖よりも糖鎖構
造の同定が容易となる。したがって、本解析方法は、Ｎ型糖鎖を有する糖タンパク質また
は糖ペプチドに対してより好適に適用できる。
【００４４】
（２．作成工程）
作成工程では、特定のプロダクトイオンのそれぞれにおけるＣＩＤエネルギーと測定量
との関係を表す収量曲線を含む、エネルギー分解プロファイル（エネルギー分解オキソニ
ウムイオンプロファイルともいう）を作成する。
【００４５】
ＣＩＤエネルギーとプロダクトイオンの測定量との関係を表す収量曲線（エネルギー分
解収量曲線ともいう）は、例えば、ＣＩＤエネルギーの値をｘ軸にして、対象プロダクト
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イオンの測定量（カウント数）をｙ軸にしてプロットすることにより作成することができ
る。プロットする対象プロダクトイオンの測定量は、他のプロダクトイオンに対する相対
量であってもよく、測定される全てのプロダクトイオンの総カウント数における比率であ
ってもよい。本実施形態の一態様においては、ｍ／ｚが１３８であるプロダクトイオンを
測定し、このプロダクトイオンの測定量を用いて標準化を行い、各収量曲線を作成してい
る。より詳細には、上述の測定工程において、ｍ／ｚが１３８であるプロダクトイオンに
ついても同時に測定を行い、このプロダクトイオンの測定量が最大となるＣＩＤエネルギ
ーを決定する。そして、決定されたＣＩＤエネルギーにおけるこのプロダクトイオンの測
定量を１００とし、他の特定のプロダクトイオンの測定量をその相対値として表すことに
より、他の特定のプロダクトイオンの測定量の標準化を行う。
【００４６】
エネルギー分解プロファイルは、一つの試料に関し、上述の特定のプロダクトイオンの
それぞれの収量曲線をまとめた（重ね合わせた）ものである。すなわち、測定された特定
のプロダクトイオンが４種類である場合には、エネルギー分解プロファイルは４つの収量
曲線を含んで構成されている。
【００４７】
（３．準備工程）
準備工程では、糖鎖を有する構造既知の参照試料における、測定工程において測定され
る特定のプロダクトイオンと同種のプロダクトイオンの測定量とＣＩＤエネルギーとの関
係を表す収量曲線を含む、参照プロファイルを準備する。
【００４８】
本明細書において、「参照プロファイルを準備する」とは、参照プロファイルを新規に
作成する場合のみならず、既に作成済みの参照プロファイルを利用可能な状態にする場合
も含むものである。「利用可能な状態にする」とは、既に作成済みの参照プロファイルを
取得したり、参照プロファイルが保存されているサーバ等にアクセスできる状態にしたり
することが挙げられる。既に作成済みの参照プロファイルは、他者が作成したものであっ
てもよい。また、「同種のプロダクトイオン」とは、ｍ／ｚが同一であるプロダクトイオ
ンのことを指す。
【００４９】
参照プロファイルは、糖鎖部分を含め、構造が既知である参照試料から得られたもので
あり、エネルギー分解プロファイルと同じ性質のプロファイルである。なお、本明細書に
おいて「構造」とは、糖鎖においては、糖鎖の配列および各糖の連結位置を意味しており
、タンパク質およびペプチドについては、そのアミノ酸配列および糖鎖の結合位置を意味
している。
【００５０】
ここで、参照試料は、本解析方法の解析対象となる試料と同種の試料である。すなわち
、解析対象となる試料が糖ペプチドである場合には、参照試料も糖ペプチドである。さら
に、解析対処となる試料がＮ型糖鎖を有する糖ペプチドである場合には、参照試料もＮ型
糖鎖を有する糖ペプチドである。ただし、例えば糖ペプチドである場合に、参照試料と解
析対象の試料とにおいて、ペプチドのアミノ酸配列が同一である必要はない。
【００５１】
参照プロファイルは、上述の測定工程および作成工程における方法に準じて作成するこ
とができる。すなわち、ＣＩＤエネルギーの値を変化させながら、三連四重極質量分析測
定を行なうものであって、参照試料のプロダクトイオンのうち上述の特定のプロダクトイ
オンと同種のプロダクトイオンをＣＩＤエネルギーの各値において測定し、測定したプロ
ダクトイオンのそれぞれについて、ＣＩＤエネルギーとプロダクトイオンの測定量との関
係を表す収量曲線を作成し、これらをまとめた参照プロファイルを作成する。参照プロフ
ァイルを作成するために測定するプロダクトイオンは、上述の特定のプロダクトイオンと
同種のプロダクトイオンが含まれていればよく、他のｍ／ｚを有するプロダクトイオンを
さらに測定してもよい。また、解析対象の試料におけるエネルギー分解プロファイルにお
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いて、収量曲線が標準化されている場合には、参照プロファイルにおいても各収量曲線を
同様にして標準化したものを準備すればよい。
【００５２】
このようにして得られる参照プロファイルは、その作成に用いられた構造既知の試料と
関連づけされる。すなわち、ある参照プロファイルは、その作成に用いられた試料におけ
る糖鎖構造と関連づけされる。各参照プロファイルは、含まれる収量曲線のパターンの違
いにより、互いに区別し得るものとなる。したがって、試料における糖鎖構造の違いによ
り、異なるパターンの参照プロファイルが作成されることになる。
【００５３】
後述するように、同定工程においては、解析対象の試料のエネルギー分解プロファイル
を、参照プロファイルと比較し、同一の参照プロファイルが見つかった場合に、解析対象
の試料の糖鎖構造を参照プロファイルに関連づけされている糖鎖構造であると同定する。
したがって、同定工程において糖鎖構造を同定できるか否かは、当該糖鎖構造に対応する
参照プロファイルが準備されているか否かに依存する。したがって、より多くの糖鎖構造
について参照プロファイルを作成しておくことが好ましい。
【００５４】
（４．同定工程）
同定工程では、作成工程により得られたエネルギー分解プロファイルを参照プロファイ
ルと比較することにより、解析対象の試料の糖鎖構造を同定する。
【００５５】
具体的には、作成工程により得られた解析対象の試料のエネルギー分解プロファイルを
、準備した参照プロファイルと比較する。そして、同一のエネルギー分解プロファイルを
示す参照プロファイルが見つかった場合に、解析対象の試料の糖鎖構造を、その参照プロ
ファイルに関連付けされた糖鎖構造であると同定する。同一のエネルギー分解プロファイ
ルを示す参照プロファイルが見つからなかった場合には、準備した参照プロファイルに関
連付けされた糖鎖構造以外の糖鎖構造と判定する。
【００５６】
エネルギー分解プロファイルが同一であるか否かの判断は、公知のパターン認識技術を
用いて行えばよく、特定の手法に限定されるものではない。公知のパターン認識技術の一
例としては、例えば、線形回帰分析を用いた予測法などが挙げられる。
【００５７】
（５．定量工程）
本実施形態における糖鎖構造の解析方法は、上述の各工程に加え、濃度が既知の標準試
料を用いて試料の定量を行う定量工程をさらに含んでいる。
【００５８】
定量工程は、解析対象である試料におけるｍ／ｚが１３８であるプロダクトイオンの測
定量と、濃度が既知の標準試料におけるｍ／ｚが１３８であるプロダクトイオンの測定量
との比較により、解析対象である試料の定量を行うものである。ｍ／ｚが１３８であるプ
ロダクトイオンの測定は、このプロダクトイオンの生成効率が最大となるようなＣＩＤエ
ネルギーにおいて行われることが好ましい。なお、本明細書において「生成効率が最大と
なる」とは、生成効率が最大となると推定される場合も含むものである。標準試料の濃度
は、ＵＶの吸光度測定等、公知の定量技術により予め測定しておけばよい。解析対象の試
料が糖ペプチドである場合には、標準試料も糖ペプチドであることが好ましく、解析対象
試料の糖ペプチドと同一のアミノ酸配列を有する糖ペプチドであることがより好ましい。
【００５９】
後述する実施例に示されるように、ｍ／ｚ＝１３８のプロダクトイオンの生成効率が最
大になるＣＩＤエネルギーの値と、糖ペプチドのｍ／ｚとの間には非常に強い直線的相関
がある。そのため、ｍ／ｚが既知である参照試料について、ｍ／ｚ＝１３８のプロダクト
イオンの生成効率が最大になるＣＩＤエネルギーの値が得られれば、その値をｘとし、参
照試料ｍ／ｚをｙとし、係数ｘ／ｙを解析対象試料のｍ／ｚに掛けることにより、解析対
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象試料においてｍ／ｚ＝１３８のプロダクトイオンの生成効率が最大になるＣＩＤエネル
ギーの値を得ることができる。ｍ／ｚが既知である参照試料におけるｍ／ｚ＝１３８のプ
ロダクトイオンの生成効率が最大になるＣＩＤエネルギーの値は、この参照試料について
ＣＩＤエネルギーの値を変化させながらｍ／ｚ＝１３８のプロダクトイオンの測定を行う
ことにより、容易に得ることができる。ここで、参照試料の構造が解析対象試料の構造と
同じものであれば、より精度良く定量を行うことができる。
【００６０】
あるいは、ｍ／ｚが既知である複数の参照試料それぞれについてｍ／ｚ＝１３８のプロ
ダクトイオンの生成効率が最大になるＣＩＤエネルギーの値を求め、これらを用いて線形
回帰分析を行って検量線を作成し、この検量線および解析対象試料のｍ／ｚに基づき、解
析対象試料におけるｍ／ｚ＝１３８のプロダクトイオンの生成効率が最大になるＣＩＤエ
ネルギーの値を得ることができる。
【００６１】
以上のように、また、以下の実施例に示されるように、本発明に係る解析方法は、糖鎖
を含む目的物質を試料中から選択的かつ高感度に測定できる方法で、汎用性が非常に高い
。そのため、糖鎖を標的にした試験および研究全般に応用可能である。産業上では、超巨
大市場であるバイオ医薬品の糖鎖構造についての品質管理試験のニーズが高く、本発明の
広範な利用が期待される。
【００６２】
以下に実施例を示し、本発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。もちろん、
本発明は以下の実施例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能であ
ることはいうまでもない。さらに、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく
、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、それぞれ開示された技術的手段を適宜
組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、本明細
書中に記載された文献の全てが参考として援用される。
【実施例】
【００６３】
＜実施例１：エネルギー分解オキソニウムイオンプロファイルによる糖鎖構造の同定＞
三連四重極質量分析装置を用いた、オキソニウムイオンのエネルギー分解収量曲線の取
得スキームを図１に示し、当該取得スキームの概略について説明する。まず、糖タンパク
質試料（図１では免疫グロブリン）をトリプシン消化することによって、ペプチドおよび
糖ペプチドの混合物を得る。これをＨＰＬＣにより分画し、三連四重極質量分析装置を用
いた質量分析に供する。三連四重極質量分析装置では、第１の四重極（Ｑ１）において、
特定の質量を有する糖ペプチドイオンを単離する（filtering）。単離された糖ペプチド
イオンは第２の四重極（Ｑ２）に送られ、ＣＩＤが引き起こされる。プレカーサーイオン
の運動エネルギーは、Ｑ２におけるＣＩＤの解離エネルギーおよび解離率に影響を及ぼす
ものであるが、Ｑ２へ導入する際の電極電位（ＣＩＤエネルギーに相当）を変化させるこ
とにより制御することができる。第３の四重極では、プロダクトイオンにフィルターをか
け、例えば、図１中の枠Ａ内に示した糖ペプチドのオリゴ糖由来のオキソニウムイオンを
高感度で選択的に検出する。ここで、Ｑ３における質量フィルターの設定それぞれについ
て、短い時間間隔をあけて段階的に、Ｑ２へ導入する際の電極電位を変化させ、繰り返し
測定を行う。これにより、オキソニウムイオン毎に、図１中の枠Ｂ内に示すような、横軸
をＱ２へ導入する際の電極電位、縦軸を測定されたイオン強度とするエネルギー分解収量
曲線が得られる。また、ＭＲＭ（Multiple Reaction Monitoring）モードにより、各オキ
ソニウムイオンのエネルギー分解収量曲線を同時に取得することができる。ある特定のプ
レカーサーイオンについて、得られた各オキソニウムイオンのエネルギー分解収量曲線を
１つにまとめたものを「エネルギー分解オキソニウムイオンプロファイル」とする。
【００６４】
次に、エネルギー分解オキソニウムイオンプロファイルの具体的な作成例について説明
する。
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【００６５】
ここでは、ＩｇＧ分子由来の種々の糖ペプチドについて、エネルギー分解オキソニウム
イオンプロファイルの作成を試みた。これら種々の糖ペプチドは、同一のアミノ酸配列（
ＥＥＱＹＮＳＴＹＲ：配列番号１）を有しているものの、糖鎖構造が互いに異なる複数の
糖ペプチドである。
【００６６】
それぞれの糖ペプチドを、Ａｇｉｌｅｎｔ１２００ ｎａｎｏ−ＨＰＬＣシステム（Ag
ilent Technology、Palo Alto、カリフォルニア）に接続された三連四重極型質量分析装
置４０００ ＱＴＲＡＰ（AB Sciex、Foster City、カリフォルニア）により測定した。
ここでは、マルチプルリアクションモニタリングモードにより、特定のオキソニウムイオ
ン（ｍ／ｚ＝１３８、１６３、２０４、２７４および３６６）の測定を同時に行った。ま
ず、ＩｇＧのトリプシン消化物を、日京テクノス社（日本、東京）の内径７５μｍチップ
一体型キャピラリーカラムにより、２５０ｎＬ／ｍｉｎの流速で分離しながらイオン源に
導入した。ナノスプレーのためのイオンスプレー電圧を２２００Ｖとして、窒素ガスをカ
ーテンガス（１２ｐｓｉ）および衝突ガスとして使用した。第１四重極（Ｑ１）の質量分
解能をＨＩＧＨモード、第３四重極（Ｑ３）の質量分解能をＬＯＷモードにし、測定間の
ポーズを２ミリ秒に設定した。ＣＩＤ条件として、ＣＡＤ＝４の機器パラメータが用いら
れ、デクラスタリングポテンシャルおよびエントランスポテンシャルはそれぞれ７０Ｖお
よび１０Ｖであった。マルチプルリアクションモニタリング測定にあたり、測定トランジ
ションの設定として、Ｑ１の質量としては対象糖ペプチドのｍ／ｚが設定され、Ｑ３には
１３８．０５、１６３、２０４、２７４または３６６が設定され、特定の組み合わせに対
してＣＩＤエネルギーのみ３Ｖ刻みまたは５Ｖ刻みで変えられた多数のトランジションを
設定した（ソフトウェアの仕様として重複した質量を設定できないため、厳密には各質量
の値を０．００１ずつずらして設定しているが、測定には影響しない）。さらに、ひとつ
の測定対象につき測定サイクル時間が１秒前後でおさまるよう、各トランジションのイオ
ン引き出し時間（Ｄｗｅｌｌ Ｔｉｍｅ）を２０〜５０ミリ秒の範囲内に設定した。
【００６７】
各オキソニウムイオンの測定量に関し、ｍ／ｚ＝１３８のオキソニウムイオンのエネル
ギー分解収量曲線における最も強いシグナル強度を１００として標準化を行い、他のオキ
ソニウムイオンのエネルギー分解収量曲線を得た。なお、他の大きなフラグメントのオキ
ソニウムイオンについても測定を行ったが、単純化のため、相対量が５％を超えない限り
、他の大きなフラグメントのオキソニウムイオンについてはプロットを省略した。
【００６８】
以上により作成されたエネルギー分解オキソニウムイオンプロファイルのいくつかの例
を図２（ａ）〜（ｄ）に示す。なお、図２（ａ）〜（ｄ）はいずれも、ある一種の糖鎖構
造に関するエネルギー分解オキソニウムイオンプロファイルのみを示すのではなく、複数
の糖鎖構造のエネルギー分解オキソニウムイオンプロファイルをまとめて示している。エ
ネルギー分解オキソニウムイオンプロファイルの上方に示した糖鎖の模式構造において、
黒四角はＮ−アセチルグルコサミン（ＧｌｃＮＡｃ）を示しており、黒丸はマンノース（
Ｍａｎ）を示しており、白丸はガラクトース（Ｇａｌ）を示しており、逆三角はフコース
（Ｆｕｃ）を示しており、ひし形は（５−アセチルノイラミン酸）を示している。また、
図中に示したｍ／ｚのオキソニウムイオンに対応するエネルギー分解収量曲線を、図中で
ｍ／ｚを示している四角枠の枠の線の太さとほぼ同じ太さの線で示している。
【００６９】
図２（ａ）は、非ガラクトシル化糖構造を有する３種の糖ペプチドにおける各エネルギ
ー分解オキソニウムイオンプロファイルをまとめて示している。図２（ｂ）は、高マンノ
ース形の糖鎖構造を有する３種の糖ペプチドにおける各エネルギー分解オキソニウムイオ
ンプロファイルをまとめて示している。図２（ｃ）は、ハイブリッド型の糖鎖構造を有す
る２種の糖ペプチドにおける各エネルギー分解オキソニウムイオンプロファイルをまとめ
て示している。図２（ｄ）は、シアル化型の糖鎖構造を有する２種の糖ペプチドにおける
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各エネルギー分解オキソニウムイオンプロファイルをまとめて示している。
【００７０】
図２（ａ）に示すように、非ガラクトシル化糖鎖構造を有する糖ペプチドにおいては、
ｍ／ｚ＝２０４（ＧｌｃＮＡｃ）であるオキソニウムイオンの測定量が、同じ数のＧｌｃ
ＮＡｃを有する他の糖ペプチドにおけるｍ／ｚ＝２０４のオキソニウムイオンの測定量（
例えば、図２（ｃ）または（ｄ）参照）と比較して明らかに大きかった。これは、プレカ
ーサーイオンにおいて、ＧｌｃＮＡｃが脱離基となるようにプロトン付加されるためであ
ると推測される。
【００７１】
また、図２（ｂ）に示すように、高マンノース型の糖鎖構造を有する糖ペプチドにおい
ては、ｍ／ｚ＝１６３（Ｈｅｘｏｓｅ）であるオキソニウムイオンの測定量が、他の糖ペ
プチドにおける測定量と比較して明らかに大きかった。ハイブリッド型の糖鎖構造を有す
る糖ペプチドにおいてはｍ／ｚ＝１６３のオキソニウムイオンがほとんど測定されていな
いことから（図２（ｃ））、高マンノース型の糖鎖構造を有する糖ペプチドにおいてｍ／
ｚ＝１６３のオキソニウムイオンが高収量となることは、マンノース結合の数のみによる
ものではないことが分かる。このような差が生じる原因は、ＧｌｃＮＡｃに近接するマン
ノースまたはガラクトースには、オキソニウムイオンを生じさせるために必要な不安定な
プロトンが存在しないためと推測される。
【００７２】
図２（ａ）〜（ｄ）に示されるように、糖鎖構造の特徴（非ガラクトシル化型、高マン
ノース型、ハイブリッド型、またはシアル化型）毎に、特徴的なパターンが見られるもの
の、各糖ペプチドは、それぞれ互いに区別し得るエネルギー分解オキソニウムイオンプロ
ファイルを示していた。
【００７３】
また、本解析により、糖鎖の組成が４［Ｈｅｘ］４［ＧｌｃＮＡｃ］１［Ｆｕｃ］であ
り、末端のガラクトースの結合位置のみ異なる糖ペプチドのアイソフォーム（一方はα１
−３鎖に末端ガラクトースがあり、他方はα１−６鎖にある末端ガラクトースがある）に
ついても、両者を区別し得ることが分かった（図３）。図３に示されるように、両者は、
少なくともｍ／ｚ＝３６６であるオキソニウムイオンのエネルギー分解収量曲線において
差が見られた。すなわち、末端ガラクトースがα１−６鎖にある方のアイソフォームは、
末端ガラクトースがα１−３鎖にある方のアイソフォームと比較して、低い電極電位にお
けるｍ／ｚ＝３６６のオキソニウムイオンの収量が高かった。さらに、両アイソマーの混
合試料（１：１混合、または１：２混合）を測定に用いた場合、ｍ／ｚ＝３６６のオキソ
ニウムイオンの収量曲線は、各アイソマー単独の解析から得られるｍ／ｚ＝３６６のオキ
ソニウムイオンの収量曲線の間に構築された。このことから、構造異性体の混合試料にお
いて、クロマトグラフィによる各アイソマーの分離処理を行わなくても、エネルギー分解
オキソニウムイオンプロファイルを利用した本解析方法を用いることにより、各アイソマ
ーの存在比を予測することが可能である。なお、図３中に示す糖鎖の模式構造の説明は、
図２における糖鎖の模式構造と同じである。
【００７４】
＜実施例２：線形回帰分析を用いた予測＞
本実施例では、糖鎖構造既知のサンプルについて実施例１と同様の測定およびデータ処
理を行い、モデルデータを取得し、これを用いた線形回帰分析を行った。
【００７５】
まず、図１１の（ａ）または（ｂ）に示す糖鎖構造を有する２種類の糖ペプチドを調製
し、各プロダクトイオンについて、各ＣＩＤエネルギー値における測定値を取得した。こ
れらの糖ペプチドは、質量が同一で構造が互いに異なるものである。ここで、図１１の（
ａ）に示す糖鎖構造を０、（ｂ）に示す糖鎖構造を１と便宜上設定し、これを糖鎖構造の
種類を規定する目的変数Ｙとした。なお、図１１に示す糖鎖の模式構造についての説明は
、図２における糖鎖の模式構造の説明と同じである。そして、各ＣＩＤエネルギー値にお
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いて測定されたプロダクトイオンそれぞれの標準化された強度（測定値）を従属変数Ｘと
した。具体的には、ｍ／ｚ＝２０４のプロダクトイオンについて、以下に示す１２点のＣ
ＩＤエネルギー値における各測定値、およびｍ／ｚ＝３６６のプロダクトイオンについて
、以下に示す１２点のＣＩＤエネルギー値における各測定値、総計２４の測定値を従属変
数として、各糖鎖構造につき１０回の繰り返し測定を行い、線形回帰分析を実施した。解
析に用いた測定値における１２点のＣＩＤエネルギー値は、各プロダクトイオンとも、次
の通りである：２４、２７、３０、３３、３６、３９、４２、４５、５０、５５、６０お
よび６５ｅＶ。
【００７６】
その結果、次の推定式が得られた。
【００７７】
Y= -1.64X1 + 0.817X2+ 0.345X3 + 0.284X4 + 7.138X5 + 0.297X6- 0.384
ここで、Ｘ１〜Ｘ６は、それぞれ、ｍ／ｚ＝３６６のプロダクトイオンにおけるＣＩＤ
エネルギー＝２４ｅＶの測定値、ｍ／ｚ＝２０４のプロダクトイオンにおけるＣＩＤエネ
ルギー＝２７ｅＶの測定値、ｍ／ｚ＝２０４のプロダクトイオンにおけるＣＩＤエネルギ
ー＝３６ｅＶの測定値、ｍ／ｚ＝２０４のプロダクトイオンにおけるＣＩＤエネルギー＝
４２ｅＶの測定値、ｍ／ｚ＝３６６のプロダクトイオンにおけるＣＩＤエネルギー＝６５
ｅＶの測定値、ｍ／ｚ＝２０４のプロダクトイオンにおけるＣＩＤエネルギー＝３９ｅＶ
の測定値を示している。この推定式に、図１１の（ａ）に示される糖鎖構造のデータが代
入されれば、Ｙは０に近い値となり、図１１の（ｂ）に示される糖鎖構造のデータが代入
されれば、Ｙは１に近い値となる。そして得られるＹの値が本モデルにおける９５％の信
頼区間内におさまっているものであれば、有意な判定結果と判断することができる。
【００７８】
ここで、図１１の（ｂ）に示される糖鎖構造と同一の構造を有する別の複数のサンプル
（３種類）について、それぞれ２回ずつ測定を行い、それぞれについて、Ｙの値を求めた
。その結果、２種類のサンプルについては、予測値Ｙがいずれも１に近い値となり、９５
％信頼区間内におさまっていた。そのため、図１１の（ｂ）の糖鎖構造を有するものと判
定することができる。
【００７９】
さらに、図１１の（ａ）および（ｂ）の何れでもない糖鎖構造を有する試料についてデ
ータを取得し、上記の推定式に代入したところ、予測値はほぼ２となり、図１１の（ａ）
および（ｂ）に示される糖鎖構造とは異なる構造を有していることが示された。
【００８０】
＜実施例３：糖ペプチドの高感度定量試験＞
種々のエネルギー分解オキソニウムイオンプロファイルについて検討を行ったところ、
ｍ／ｚ＝１３８のオキソニウムイオンのエネルギー分解収量曲線の形状が、試験した糖鎖
構造間で類似していることが判明した。このことをより明確にするため、以下の試験を実
施した。
（材料）
ヒト免疫グロブリン（ＩｇＧ）試料として、Ｃｅｔｕｘｉｍａｂをメルク・セローノ社
（日本、東京）から購入し、Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂを中外製薬株式会社（日本、大阪）
から購入し、各々トリプシン消化に供することで多種類の糖ペプチドを含む標準試料を得
た。具体的には、試料８０μｇを３３μＬの８Ｍ尿素溶液に溶解し、１．７μＬのジチオ
トレイトール−重炭酸アンモニウム溶液（１００ｍＭジチオトレイトール、１Ｍ重炭酸ア
ンモニウム）を加え、５５℃で３０分間還元処理した。次いで、３．５μＬの０．５Ｍヨ
ード酢酸を加え、室温暗所で３０分間アルキル化処理した後、３００μＬのジチオトレイ
トール−重炭酸アンモニウム溶液（２．５ｍＭジチオトレイトール、２５ｍＭ重炭酸アン
モニウム）で希釈した。そこへ、リジルエンドペプチダーゼ（和光純薬株式会社）を４μ
ｇ加え、３７℃で２時間反応させた後、Ｔｒｙｐｓｉｎ Ｇｏｌｄ（プロメガ株式会社）
を４μｇ加えて、さらに４時間消化反応に供した。反応後、３％アセトニトリル溶液７０
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０μＬを加えて希釈し、ＯＡＳＩＳ ＨＬＢ固相抽出カートリッジ（日本ウォーターズ株
式会社）にて脱塩精製を行った。その際、フロースルー画分および１５％アセトニトリル
溶出画分を別々に回収した。０．１％酢酸溶液により、フロースルー画分は２倍、溶出画
分は５倍に希釈し、これらを標準測定試料とした。フロースルー画分には、アミノ酸配列
ＥＥＱＹＮＳＴＹＲ（配列番号１）をもつ糖ペプチド群が含まれ、１５％アセトニトリル
溶出画分にはアミノ酸配列ＭＮＳＬＱＳＮＤＴＡＩＹＹＣＡＲ（配列番号２）をもつ糖ペ
プチド群が含まれる（Ｃｅｔｕｘｉｍａｂのみ）。
（機器設定および測定方法）
測定試料をナノＨＰＬＣに接続された三連四重極型質量分析装置４０００ ＱＴＲＡＰ
（AB Sciex、Foster City、カリフォルニア）によるＭＲＭモードにより測定した。測定
条件は、実施例１に記載と同様である。ただし、Ｑ３には１３８．０５のみを設定し、そ
の同じ組み合わせに対してＣＩＤエネルギーのみ３Ｖ刻みまたは５Ｖ刻みで変えられた多
数のトランジションを設定した（ソフトウェアの仕様として重複した質量を設定できない
ため、厳密には各質量の値を０．００１ずつずらして設定しているが、測定には影響しな
い）。
（データの処理方法）
測定後のデータを、解析ソフトウェアＭｕｌｔｉＱｕａｎｔ ｖｅｒ.２．０２にて読み
込み、トランジションごとにスムージング幅１ポイントの条件でマスクロマトグラムのピ
ーク積分を行った。積分値を表計算ソフトウェアにエクスポートし、ＣＩＤエネルギー設
定値と積分値が対応した表を作成した。このとき、データセットの中で最大の積分値を用
いて、各トランジションの積分値を、最大値の百分率として標準化した。同じ糖ペプチド
に対する測定を３回繰り返し行い、標準化した積算値の平均値を求めた。このデータに基
づき、各糖ペプチドについて、ｍ／ｚ＝１３８のプロダクトイオンの生成効率が最大にな
るＣＩＤエネルギー（最適ＣＩＤエネルギー）を求めた。最適ＣＩＤエネルギーの定義は
、上述の平均ピーク積分値が最も１００に近いトランジションのＣＩＤエネルギー設定値
とした。ただし、９８〜１００の間で同じ積分値が連続する場合は、それらのＣＩＤエネ
ルギーの平均値を最適ＣＩＤエネルギーとした。結果を表１に示す。
【００８１】
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【表１】

【００８２】
表１に示した結果に基づき、Ｘ軸方向に糖ペプチドのｍ／ｚ、Ｙ軸方向に最適ＣＩＤエ
ネルギー値をプロットして散布図を作成した（図４）。図４中、ＧｌｃＮＡｃを３つ含む
糖ペプチドのデータを丸印で示し、ＧｌｃＮＡｃを４つ含む糖ペプチドのデータを四角印
で示し、ＧｌｃＮＡｃを５つ含む糖ペプチドのデータを三角印で示している。また、白抜
きの印は、糖鎖が結合しているペプチドのアミノ酸配列がＭＮＳＬＱＳＮＤＴＡＩＹＹＣ
ＡＲ（配列番号２）である糖ペプチドに関するデータであり、黒塗りの印は、糖鎖が結合
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しているペプチドのアミノ酸配列がＥＥＱＹＮＳＴＹＲ（配列番号１）である糖ペプチド
に関するデータである。図４に示されるように、この散布図から糖ペプチドのｍ／ｚと最
適ＣＩＤエネルギー値との間に直線的相関が示唆された。そこで、線形回帰により直線近
２
似を行ったところ、重相関係数（Ｒ ）が０．８４２という非常に強い相関が見られた。
散布図において、ＧｌｃＮＡｃの数およびアミノ酸配列の違いが区別できるようにプロッ
トしているが、すべての点が近似曲線近傍に位置していた。すなわち、ＨｅｘＮＡｃの数
およびアミノ酸配列の違いといった要素は相関に影響しないことが示された。糖ペプチド
のｍ／ｚと最適ＣＩＤエネルギー値との相関に、糖鎖構造、ペプチドのアミノ酸配列、お
よび電荷数が影響しないということは、すなわち、どのような試料が対象であってもこの
近似曲線を基に最適ＣＩＤエネルギーの推定値を算出することが可能であることを意味し
ている。
【００８３】
次に、量が既知である糖ペプチドを標準品として、マルチプルリアクションモニタリン
グモードにより、最適ＣＩＤエネルギーでもってｍ／ｚ＝１３８であるオキソニウムイオ
ンを測定し、その検出感度を調べた。その結果、２種類の単離された糖ペプチドにおいて
、検出感度３０ａｔｔｏｍｏｌ（注入量）を観測し、さらに３０ａｔｔｏｍｏｌ〜３０ｆ
ｅｍｔｏｍｏｌという幅広い範囲においてシグナル強度に直線性があることが示された（
図５）。この結果により、ｍ／ｚ＝１３８であるオキソニウムイオンを最適ＣＩＤエネル
ギーにより測定する本発明の方法が、糖ペプチドを測定するうえで従来法をはるかに凌駕
２
する測定感度および定量性をもたらすことが示された。なお、図５中のＲ 値は、重相関
係数を示しており、糖鎖の模式構造の説明は、図２における糖鎖の模式構造の説明と同じ
である。
【００８４】
＜実施例４：抗体のＦｃおよびＦａｂ領域における糖形態のデュアル・モニタリング＞
定量化のためのオキソニウムイオン（ｍ／ｚ＝１３８）のモニタリング、および構造特
定のためのエネルギー分解オキソニウムイオンプロファイル測定を組み合わせた、糖タン
パク質の特定部位における糖鎖構造の解析を試みた。解析対象試料としては、治療用抗体
であるｃｅｔｕｘｉｍａｂ（メルク・セローノ社）を使用した。試料は、実施例２と同様
にして、変性、および消化を行った。ＯＡＳＩＳ ＨＬＢ固相抽出カートリッジを用いて
、消化処理した試料から未消化のタンパク質を除去するとともに、脱塩精製した。ペプチ
ド溶出物を希釈した後、ナノ−ＨＰＬＣと接続した三連四重極質量分析装置を用いた質量
分析に供した。三連四重極質量分析装置では、ＭＲＭモードにより、現時点で存在が予想
されている４０種全ての糖鎖形態についてオキソニウムイオン（ｍ／ｚ＝１３８）を測定
した（図６）。図６のクロマトグラムにおける横軸は、ＬＣでの保持時間を示しており、
縦軸はオキソニウムイオン（ｍ／ｚ＝１３８）の強度をオキソニウムイオンのカウント数
で示している。
【００８５】
図６に示されるように、保持時間１３〜１４分、および保持時間１７〜１９分において
ピークが観察されている。保持時間１３〜１４分におけるピークは、Ｆｃ領域の糖ペプチ
ド（アミノ酸配列：ＥＥＱＹＮ２９７ＳＴＹＲ、配列番号１）に対応するピークであり、
保持時間１７〜１９におけるピークは、Ｆａｂ糖ペプチド（アミノ酸配列：ＭＮＳＬＱＳ
Ｎ８８ＤＴＡＩＹＹＣＡＲ、配列番号２）に対応するピークである。このように、糖鎖付
加部位が互いに異なる２種の糖ペプチドを、単一の処理操作で同時に分析することが可能
である。
【００８６】
逆相ＨＰＬＣにおける保持時間は、主には、アミノ酸の組成によって定まるものである
。しかしながら、本解析方法では、分子量がほぼ同一の場合であっても、糖鎖形態の相違
によって保持時間に幅が生じ、各ベースラインが分離することが観察された。例えば、Ｎ
ｅｕ５Ｇｃの分子量は３０７Ｄａであり、これは、ヘキソースおよびフコースの分子量を
足し合わせた値（３０８Ｄａ）よりもわずかに１Ｄａ小さいだけである。そのため、予想
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された糖鎖構造にＮｅｕ５Ｇｃが含まれる糖ペプチドにおいては、ＭＲＭクロマトグラム
においてピークが２種類検出される場合がある（図７）。これは、Ｎｅｕ５Ｇｃがヘキソ
ースおよびグルコースに置換された、類似の糖ペプチドによるクロストークがあるためで
ある。
【００８７】
さらに、本解析により、高フコシル化された糖鎖構造の発見に至った。なお、この高フ
コシル化が、高ガラクトシル化構造またはジシアル化構造においては生じていないことも
見出した。そのため、追加的なフコシル化は、アンテナ部分（コア構造の非還元末端にお
ける分枝）のＧｌｃＮＡｃに生じており、未修飾のアンテナ部分において、末端ガラクト
シル化（α−Ｇａｌ）またはシアル化（Ｎｅｕ５Ｇｃ）と競合的に生じるものと推察され
る。このＧｌｃＮＡｃは、Ｌｅｗｉｓ ｘモチーフを形成するものである。
【００８８】
このことを確認するために、アンテナ部分が２つあるバイアンテナ型（biantennary）
構造、アンテナ部分が３つあるトリアンテナ型（triantennary）構造において、各アンテ
ナ部分がどのような構造であるかを、エネルギー分解オキソニウムイオンプロファイルを
用いた構造特定、およびオキソニウムイオン（ｍ／ｚ＝１３８）のモニタリングによる定
量化によって分析した。結果を表２に示す。
【００８９】
【表２】

【００９０】
表２中、「α−Ｇａｌ」のカラムは、ガラクトシル化されているアンテナ部分の数を示
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しており、「Ｌｅｗｉｓ ｘ」のカラムは、Ｌｅｗｉｓ ｘモチーフが形成されているア
ンテナ部分の数を示しており、「Ｎｅｕ５Ｇｃ」のカラムは、シアル化されているアンテ
ナ部分の数を示している。また、「biantennary」のカラムは、調べたバイアンテナ型構
造において、同行左側に示される糖構造を有していたものの割合をパーセントで示してお
り、「triantennary」のカラムは、調べたトリアンテナ型構造において、同行左側に示さ
れる糖構造を有していたものの割合をパーセントで示している。例えば、調べたバイアン
テナ型構造中、一方がガラクトシル化されたアンテナ部分で、もう一方がシアル化された
アンテナ部分であったものの割合は、調べたバイアンテナ型構造のうちの１８．５％であ
った。
【００９１】
分析の結果、バイアンテナ型構造において、一方のアンテナ部分のみ修飾されている場
合、ガラクトシル化、シアル化およびＬｅｗｉｓ ｘモチーフの割合は、４６：５０：５
であった。これは、おそらくは、それぞれの糖転移酵素の相対的な触媒反応速度を反映し
たものと予想される。しかしながら、他方のアンテナ部分も修飾される場合、それぞれの
糖構造の相対的比率は第一のアンテナ部分のものと異なっていた。とりわけ、ガラクトシ
ル化される傾向が強かった。このことから、アンテナ部分の最初の糖修飾が、次のアンテ
ナ部分の糖修飾の反応性に影響を及ぼしていることが示唆される。
【００９２】
Ｌｅｗｉｓ ｘモチーフを含む２種の糖ペプチドについて、ｍ／ｚ＝２９０であるオキ
ソニウムイオンおよびｍ／ｚ＝５１２であるオキソニウムイオンについても検出およびプ
ロットを行った場合のエネルギー分解オキソニウムイオンプロファイルを図８に示す。図
８に示す糖鎖の模式構造についての説明は、図２における糖鎖の模式構造の説明と同じで
ある。図８によれば、Ｌｅｗｉｓ ｘモチーフを含むことが推察される構造は、ｍ／ｚ＝
５１２であるオキソニウムイオンの検出レベルが高くなることによって特徴付けられるこ
とが分かる。ｍ／ｚ＝５１２であるオキソニウムイオンは、Ｈｅｘ＋ＧｌｃＮＡｃ＋Ｆｕ
ｃに対応するオキソニウムイオンである。
【００９３】
本解析で明らかになったｃｅｔｕｘｉｍａｂの他の特徴は、これまでに報告されている
ものと一致していた。例えば、Ｆｃ部分における糖鎖構造で最も多かった構造は、非ガラ
クトシル化のバイアンテナ型構造であり、ハイブリッド型、および高マンノース型の糖鎖
構造についても比較的高いレベルで検出された。
【００９４】
以上のように本解析方法によれば、Ｆｃ領域における糖鎖構造およびＦａｂ領域におけ
る糖鎖構造のいずれについても、糖鎖の不均一を、高精度および高感度でモニターするこ
とができる。
＜実施例５：治療用抗体のロット間での糖形態の不均質性解析＞
本実施例では、上述の実施形態における解析方法による、糖鎖の不均質に関するロット
間での品質管理への適用に関する評価をおこなった。対象試料としては、ｔｒａｓｔｕｚ
ｕｍａｂ（中外製薬株式会社）の非連続の４つのロット、およびｂｅｖａｃｉｚｕｍａｂ
（中外製薬株式会社）の非連続の４つのロットを使用した。
【００９５】
各試料について、実施例２におけるｃｅｔｕｘｉｍａｂと同様にして、変性、消化およ
び精製を行った後、ナノ−ＨＰＬＣと接続した三連四重極質量分析装置を用いた質量分析
に供し、糖鎖構造の特定および定量を行った。質量分析においては、配列番号１に示すア
ミノ酸配列を有する糖ペプチドを測定対象とした。ロット番号は、製造順に従って付され
ている。測定は、各ロット３回ずつ行い、連続した２ロット間での統計的有意性をスチュ
ーデントのｔ−検定で評価した。結果を図９に示す。図９中、（ａ）はｔｒａｓｔｕｚｕ
ｍａｂに関する結果を示しており、（ｂ）はｂｅｖａｃｉｚｕｍａｂに関する結果を示し
ている。なお、図９では、（ａ）および（ｂ）いずれにおいても、３種の糖鎖構造につい
て、その存在比率を示している。図９に示す糖鎖の模式構造についての説明は、図２にお
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ける糖鎖の模式構造の説明と同じである。
【００９６】
図９に示されるように、ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂおよびｂｅｖａｃｉｚｕｍａｂの何れ
においても、ロット１とロット２との間で、含まれる糖鎖構造の割合に有意な差が見られ
た。また、何れの抗体もロット２とロット３との間ではほぼ同一であった。しかしながら
、ロット３とロット４との間で、再び有意な差が見られた。なお、図９中、＊印は、スチ
ューデントのｔ−検定においてｐ＜０．０５であったことを示している。ロット間におい
て最も変動しやすかったものは、バイアンテナ型構造におけるＧｌｃＮＡｃのガラクトシ
ル化の頻度であった。このことは、酵素の発現量あるいは抗体の生産割合が外部環境によ
って変わり得ることを示している。ガラクトシル化形態の存在量の減少は、非ガラクトシ
ル化形態の存在量の増加によって補償されることは明らかである。さらに、観察の結果、
ｂｅｖａｃｉｚｕｍａｂにおいては、糖鎖が付加されていないペプチド（配列番号１に示
すアミノ酸配列からなるペプチド）も存在し、その量はロット間において変動しやすいも
のであった。オキソニウムイオン（ｍ／ｚ＝１３８）のモニタリングによる糖ペプチドの
検出は、糖鎖が付加されていない等価物の検出よりも１０倍程度高感度である。そのため
、実際には糖鎖が付加されていない形態の等価ペプチドは数パーセントに及び、品質管理
における好適な対象となり得る。
【００９７】
＜実施例６：Ｏ型糖鎖を有する糖ペプチドの解析＞
本実施例では、ヒトトランスフェリン（Human Transferrin）由来のＯ型糖鎖を含む糖
ペプチドについて解析を行った。
【００９８】
トリプシン消化までは、実施例１におけるヒト免疫グロブリン（ＩｇＧ）に対する処理
と同様の処理を行った。トリプシン消化の後、１００℃、１０分の加熱処理を行い、トリ
プシンを不活性化した。そこへ、消化に用いたヒトトランスフェリンの１／２０量（ｗ／
ｗ）のプロリン特異的エンドペプチダーゼ（東洋紡績株式会社）を加え、３７℃、８時間
反応させた。反応終了後、３倍量（ｖ／ｖ）のアセトニトリルを加えて７５％アセトニト
リル溶液とした。この溶液を、親水固相抽出プレートＨＩＬＩＣμＥｌｕｔｉｏｎ（日本
ウォーターズ株式会社）にて脱塩処理に供した。このとき、固相の平衡化および洗浄バッ
ファーとして１００ｍＭ重炭酸トリエチルアンモニウム７５％アセトニトリル溶液を使用
し、固相からの抽出バッファーとして１００ｍＭ重炭酸トリエチルアンモニウム２５％ア
セトニトリル溶液を使用した。溶出液をＳｐｅｅｄｖａｃにより乾固し、超純水に再溶解
したものを質量分析の測定サンプルとした。ｍ／ｚ９９１．４であるプレカーサーイオン
に対して、実施例１と同様にしてＣＩＤエネルギーのみが異なる複数のトランジションに
より、オキソニウムイオンを測定し、データ処理を行った。なお、測定サンプルである糖
ペプチドの概要は次の通りである：アミノ酸配列 Ｓ５２ＤＧＰＳＶＡＣＶＫ（配列番号
３、Ｓｅｒ５２が糖鎖負荷部位）、糖鎖の構成 ＨｅｘＮＡｃ×３、Ｈｅｘ×２、Ｆｕｃ
×１、Ｎｅｕ５ＡＣ×３（Ｎ型糖鎖では生じ得ない組成）、ペプチド質量（ＭＷ） １０
１８．５、糖鎖質量（ＭＷ） １９７０．７、糖ペプチド質量（ＭＷ） ２９７１．２
（Ｏ型糖鎖結合により−１８Ｄａ）、測定イオン ｍ／ｚ＝９９１．４（３＋）。
【００９９】
その結果、図１０に示されるエネルギー分解オキソニウムイオンプロファイルが得られ
た。図１０に示されるエネルギー分解オキソニウムイオンプロファイルは、シアル酸を有
するＮ型糖ペプチドから得られるプロファイルとは全く異なるものである。このように、
糖鎖構造の形態が大きく異なるＯ型糖ペプチドにおいても、糖鎖構造の高次情報を得るこ
とが可能である。また、Ｏ型糖ペプチドにおいても、実施例２で示された糖ペプチドのｍ
／ｚと最適ＣＩＤエネルギー値との間の直線的相関を用いて本実施例の糖ペプチドにおけ
るｍ／ｚから推定される最適ＣＩＤエネルギーにおいて、ｍ／ｚの生成効率が最大となる
ことが確認された。
【産業上の利用可能性】
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【０１００】
本発明は、糖タンパク質における糖鎖構造の解析に利用することができ、例えば、治療
用抗体等のバイオ医薬品の糖鎖構造についての品質管理試験において好適に利用される。
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