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(57)【要約】
ウロン酸含有グルカン又はその修飾物を提供することを目的とする。本発明のグルクロン
酸含有グルカンは、グルカンの少なくとも１つの非還元末端にグルクロン酸残基が結合し
ているグルクロン酸含有グルカンであって、該グルカンが分岐状α−１，４グルカンまた
は直鎖状α−１，４グルカンである。本発明のグルクロン酸含有グルカンは、Ａｑｕｉｆ
ｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来のα−グルカンホスホリラーゼをグルクロン酸−１

−リン酸に作用させ、グルクロン酸残基を受容体グルカンの非還元末端に転移させること
によって提供され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
グルカンの少なくとも１つの非還元末端にグルクロン酸残基が結合しているが、非還元末
端以外の位置にはグルクロン酸残基が存在しないグルクロン酸含有グルカンであって、該
グルカンが分岐状α−１，４グルカンまたは直鎖状α−１，４グルカンである、グルクロ
ン酸含有グルカン。
【請求項２】
前記グルカンが分岐状α−１，４グルカンであり、該分岐状α−１，４グルカンの複数の
非還元末端のうちの少なくとも１つの非還元末端にグルクロン酸残基が結合している請求
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項１に記載のグルクロン酸含有グルカン。
【請求項３】
前記分岐状α−１，４グルカンが分岐マルトオリゴ糖、デンプン、アミロペクチン、グリ
コーゲン、デキストリン、酵素合成分岐グルカン及び高度分岐環状デキストリンからなる
群より選択される請求項２に記載のグルクロン酸含有グルカン。
【請求項４】
請求項１に記載のグルクロン酸含有グルカンの水酸基修飾物であって、該修飾が、前記グ
ルカンのアルコール性水酸基の一部又は全てへの修飾であり、該修飾が、ヒドロキシアル
キル化、アルキル化、アセチル化、カルボキシメチル化、硫酸化及びリン酸化からなる群
より独立して選択される、水酸基修飾物。
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【請求項５】
請求項１に記載のグルクロン酸含有グルカン又はその水酸基修飾物の還元末端修飾物。
【請求項６】
請求項１に記載のグルクロン酸含有グルカン、その水酸基修飾物又はそれらの還元末端修
飾物のカルボキシル基修飾物であって、該修飾が、前記グルクロン酸残基のカルボキシル
基の一部又は全てへの修飾であり、該修飾が該カルボキシル基とカルボキシル基修飾試薬
との反応により得られたものであり、該カルボキシル基修飾試薬は、少なくとも１つのア
ミン基および少なくとも１つの別の官能基を有する、カルボキシル基修飾物。
【請求項７】
前記官能基が、カチオン性官能基またはアニオン性官能基である、請求項６に記載のカル
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ボキシル基修飾物。
【請求項８】
前記官能基が、疎水性官能基である、請求項６に記載のカルボキシル基修飾物。
【請求項９】
前記官能基が、マレイミド基、チオール基及びアルデヒド基からなる群より選択される、
請求項６に記載のカルボキシル基修飾物。
【請求項１０】
前記カルボキシル基修飾試薬が、Ｎ−ヒドロキシスクシンイミド、Ｎ,Ｎ−ジスクシンイ
ミドカーボネート、１−ヒドロキシベンゾトリアゾール、Ｎ−ヒドロキシ−５−ノルボル
ネン−２,３−ジカルボキシイミド、Ｎ−ヒドロキシフタルイミド、イソブチルクロロホ
ルメートおよび４−ヒドロキシフェニルジメチルスルホニウム・メチルスルフェートから
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なる群より選択される、請求項６に記載のカルボキシル基修飾物。
【請求項１１】
グルカンとグルクロン酸−１−リン酸を含む水溶液にα−グルカンホスホリラーゼを作用
させることを特徴とするグルクロン酸含有グルカンの製造方法。
【請求項１２】
α−グルカンホスホリラーゼが、Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来のα−

グルカンホスホリラーゼのアミノ酸配列に対して９５％以上の配列同一性を有しかつグル
クロン酸をグルカンの非還元末端に転移する活性を有する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
請求項１に記載のグルクロン酸含有グルカン、その水酸基修飾物、それらの還元末端修飾
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物、又はそれらのカルボン酸基修飾物と、薬効成分とを含む、医薬品。
【請求項１４】
前記薬効成分が、低分子量有機化合物、タンパク質、ペプチド、抗体、抗体フラグメント
、受容体、受容体フラグメント、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ｓｉＲＮＡおよびＲＮＡアプタマーか
らなる群より選択される、請求項１３に記載の医薬品。
【請求項１５】
請求項１に記載のグルクロン酸含有グルカン、その水酸基修飾物、それらの還元末端修飾
物、又はそれらのカルボン酸基修飾物と、薬効成分との結合体であって、該薬効成分は、
前記グルクロン酸残基のカルボキシル基のうちの少なくとも１つと、直接共有結合してい
るか、又はスペーサーを介して結合している、結合体。
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【請求項１６】
請求項１に記載のグルクロン酸含有グルカン、その水酸基修飾物、それらの還元末端修飾
物、又はそれらのカルボン酸基修飾物を含む、臨床診断用組成物。
【請求項１７】
請求項１に記載のグルクロン酸含有グルカン、その水酸基修飾物、それらの還元末端修飾
物、又はそれらのカルボン酸基修飾物を含む、医薬品ＤＤＳ用微小粒子状キャリア。
【請求項１８】
前記医薬品ＤＤＳ用微小粒子状キャリアが、リポソーム、ウイルス粒子、高分子ミセルお
よび疎水化高分子ナノゲルからなる群より選択される、請求項１７に記載のキャリア。
【請求項１９】
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請求項１に記載のグルクロン酸含有グルカン、その水酸基修飾物、それらの還元末端修飾
物、又はそれらのカルボン酸基修飾物を含有する臨床診断用造影剤。
【請求項２０】
式５からなる構造を有するグルクロン酸含有グルカン：
【化３１】
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ここでｍは１以上の整数であり、Ｒ１は独立して、Ｈ、式Ａの構造を有するグルカン鎖ま
たは式Ｂの構造を有するグルカン鎖であり、
【化３２】
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式Ａにおいて、ｋは１以上の整数であり、Ｒ２は独立して、Ｈ、式Ａの構造を有するグル
カン鎖または式Ｂの構造を有するグルカン鎖であり、
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【化３３】

式Ｂにおいて、ｓは１以上の整数であり、Ｒ３は独立して、Ｈ、式Ａの構造を有するグル
カン鎖または式Ｂの構造を有するグルカン鎖である、グルクロン酸含有グルカン。
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【請求項２１】
式６からなる構造を有する、グルクロン酸含有グルカン又はグルクロン酸含有グルカン水
酸基修飾物：
【化３４】

20
ここでｍは１以上の整数であり、Ｒ１は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル基、アルキ
ル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を有するグル
カン鎖または式６Ｂの構造を有するグルカン鎖であり、
【化３５】
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式６Ａにおいて、ｋは１以上の整数であり、Ｒ２は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル
基、アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を
有するグルカン鎖または式６Ｂの構造を有するグルカン鎖であり、
【化３６】
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式６Ｂにおいて、ｓは１以上の整数であり、Ｒ３は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル
基、アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を
有するグルカン鎖または式６Ｂの構造を有するグルカン鎖であり、
式６、式６Ａおよび式６Ｂにおいて、Ｒ４は、水素、ヒドロキシアルキル基、アルキル
基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基およびリン酸基からなる群から独立して選
択される、グルクロン酸含有グルカンまたはグルクロン酸含有グルカン水酸基修飾物。
【請求項２２】
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式７からなる構造を有する、グルクロン酸含有グルカン、グルクロン酸含有グルカン水酸
基修飾物又はそれらの還元末端修飾物：
【化３７】
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１

ここでｍは１以上の整数であり、Ｒ

は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル基、アルキ

ル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を有するグル
カン鎖または式６Ｂの構造を有するグルカン鎖であり、
【化３８】

20
式６Ａにおいて、ｋは１以上の整数であり、Ｒ２は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル
基、アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を
有するグルカン鎖または式６Ｂの構造を有するグルカン鎖であり、
【化３９】
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式６Ｂにおいて、ｓは１以上の整数であり、Ｒ３は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル
基、アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を
有するグルカン鎖または式６Ｂの構造を有するグルカン鎖であり、
式７、式６Ａおよび式６Ｂにおいて、Ｒ４は、水素、ヒドロキシアルキル基、アルキル
基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基およびリン酸基からなる群から独立して選
択され、
式７において、Ｘは、単糖、非還元性糖質類、生体適合性高分子、リポソーム構成成分
、配糖体およびアミン基含有低分子量物質からなる群より独立して選択される、グルクロ
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ン酸含有グルカン、グルクロン酸含有グルカン水酸基修飾物又はそれらの還元末端修飾物
。
【請求項２３】
Ｘが、グルコサミン、Ｎ−アセチルグルコサミン、グルコン酸、ソルビトール、スクロ
ース、トレハロース、シクロデキストリン、環状デキストリン、環状アミロース、デンプ
ン、セルロース、キチン、キトサン、デキストラン、タンパク質、ペプチド、リン脂質、
脂肪酸、界面活性剤、アスコルビン酸グルコシド、ハイドロキノングルコシド、ヘスペリ
ジングルコシド、ルチングルコシド、パラニトロフェニルマルトペンタオース、ドデシル
マルトース、フラボノイド配糖体類、テルペン配糖体類、フェノール配糖体類、カルコン
配糖体類、ステロイド配糖体類、アミノ酸及びドデシルアミンからなる群より選択される
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、請求項２２に記載のグルクロン酸含有グルカン、グルクロン酸含有グルカン水酸基修飾
物又はそれらの還元末端修飾物。
【請求項２４】
式８からなる構造を有する、グルクロン酸含有グルカン、グルクロン酸含有グルカン水酸
基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれらのカルボキシル基修飾物：
【化４０】

10

ここでｍは１以上の整数であり、Ｒ１は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル基、アルキ
ル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を有するグル
カン鎖、式８Ａの構造を有するグルカン鎖、または式６Ｂの構造を有するグルカン鎖であ
り、
【化４１】
20

式６Ａにおいて、ｋは１以上の整数であり、Ｒ２は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル
基、アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を
有するグルカン鎖、式８Ａの構造を有するグルカン鎖、または式６Ｂの構造を有するグル
カン鎖であり、
【化４２】

30

式８Ａにおいて、ｐは１以上の整数であり、Ｒ５は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル
基、アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を
有するグルカン鎖、式８Ａの構造を有するグルカン鎖、または式６Ｂの構造を有するグル
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カン鎖であり、
【化４３】

式６Ｂにおいて、ｓは１以上の整数であり、Ｒ３は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル
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基、アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を
有するグルカン鎖、式８Ａの構造を有するグルカン鎖、または式６Ｂの構造を有するグル
カン鎖であり、
式８、式６Ａ、式８Ａ、および式６Ｂにおいて、Ｒ４は、水素、ヒドロキシアルキル基
、アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基からなる群から独立
して選択され、
式８において、Ｘは、単糖、非還元性糖質類、生体適合性高分子、リポソーム構成成分
、配糖体およびアミン基含有低分子量物質からなる群より独立して選択され、
式８及び式８Ａにおいて、Ｙは、薬効成分との結合のために導入される置換基であり、
Ｙは、カルボキシル基修飾試薬との反応により得られ、該カルボキシル基修飾試薬は、少
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なくとも１つのアミン基および少なくとも１つの別の官能基を有する、グルクロン酸含有
グルカン、グルクロン酸含有グルカン水酸基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれ
らのカルボキシル基修飾物。
【請求項２５】
前記官能基が、カチオン性官能基またはアニオン性官能基である、請求項２４に記載のグ
ルクロン酸含有グルカン、グルクロン酸含有グルカン水酸基修飾物、それらの還元末端修
飾物、又はそれらのカルボキシル基修飾物。
【請求項２６】
前記官能基が、疎水性官能基である、請求項２４に記載のグルクロン酸含有グルカン、グ
ルクロン酸含有グルカン水酸基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれらのカルボキ
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シル基修飾物。
【請求項２７】
前記官能基が、マレイミド基、チオール基及びアルデヒド基からなる群より選択される、
請求項２４に記載のグルクロン酸含有グルカン、グルクロン酸含有グルカン水酸基修飾物
、それらの還元末端修飾物、又はそれらのカルボキシル基修飾物。
【請求項２８】
前記カルボキシル基修飾試薬が、Ｎ−ヒドロキシスクシンイミド、Ｎ,Ｎ−ジスクシンイ
ミドカーボネート、１−ヒドロキシベンゾトリアゾール、Ｎ−ヒドロキシ−５−ノルボル
ネン−２,３−ジカルボキシイミド、Ｎ−ヒドロキシフタルイミド、イソブチルクロロホ
ルメートおよび４−ヒドロキシフェニルジメチルスルホニウム・メチルスルフェートから
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なる群より選択される、請求項２４に記載のグルクロン酸含有グルカン、グルクロン酸含
有グルカン水酸基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれらのカルボキシル基修飾物
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、非還元末端にウロン酸残基を有するグルカン、その修飾物及び結合体、なら
びにそれらの製造方法および利用に関する。より詳細には、本発明は、非還元末端にグル
クロン酸残基を有するグルカン、その修飾物及び結合体、ならびにそれらの製造方法およ
び利用に関する。
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【背景技術】
【０００２】
多糖は、古くから食品原料として使用されているが、近年では環境にやさしい高分子材
料として、生体適合性を有する安全な素材として、さらには機能性材料として注目を浴び
るようになってきている。多糖は、デンプン、セルロース、デキストリンなどに代表され
る中性多糖；アルギン酸、ヒアルロン酸などに代表される酸性多糖；キトサンに代表され
る塩基性多糖に分類することができる。酸性糖及び塩基性糖の有無及びそれらの存在比は
多糖の物性及び機能に大きな影響を及ぼすことがわかっている。このなかでも特に酸性多
糖は食品、化粧品、医薬品などに幅広く利用されており、新たな構造又は機能を有する酸
性多糖が期待されていた。
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【０００３】
新たな酸性多糖を見出すために従来用いられた方法は、自然界から新規酸性多糖を探し
出す方法、あるいは既存の多糖に化学的手法でカルボキシル基又は硫酸基を結合させる方
法であった。しかしながら自然界には非還元末端にウロン酸残基が結合しているウロン酸
含有グルカンは見出されておらず、また化学的方法を用いても、非還元末端のみにウロン
酸残基が結合しているウロン酸含有グルカンの合成は容易ではなく、非還元末端のみにウ
ロン酸残基が結合しているウロン酸含有グルカンの化学合成は示唆も開示もされていなか
った。
【０００４】
Ｎ−オキシル化合物の触媒存在下で多糖類の酸化反応を行い、水溶性のポリウロン酸を
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得る手法が公知である。この酸化方法は、多糖類の水分散系または溶解系で２，２，６，
６−テトラメチル−１−ピペリジニルオキシラジカル（ＴＥＭＰＯ）などのＮ−オキシル
化合物と次亜塩素酸ナトリウムなどの共酸化剤を用いて系内でオキソアンモニウム塩を順
次生成しながら多糖類を酸化するというものである（特許文献１〜３）。上記方法は、デ
ンプン、プルランなどの水溶性多糖類のほか、セルロースなどの難溶性多糖類にも適用さ
れている。しかしながらこの方法では、多糖内部のグルコース残基がランダムに酸化され
るため、非還元末端のみにグルクロン酸残基を含有する多糖を得ることはできない。
【０００５】
非還元末端にグルクロン酸残基を有する物質としては、グリチルリチンやバイカリンな
どの天然に存在する各種配糖体、あるいは動物の体内における解毒作用として行われるグ

20

ルクロン酸抱合により生ずる配糖体などが公知である。しかしながらこれらはアグリコン
にグルクロン酸が結合したいわゆる配糖体であり、α−１，４−グルカンを含んでいない
。
【０００６】
α−グルカンホスホリラーゼ（ＥＣ２．４．１．１）は、グルコース−１−リン酸（Ｇ
ｌｃ−１−Ｐ）に作用し、グルコース残基を受容体グルカンの非還元末端に転移する反応
（及びその逆反応）を触媒する酵素である。この反応を以下の式に示す；ここで、Ｇｌｕ
ｃａｎ

ｐｒｉｍｅｒは受容体グルカンであり、Ｇｌｕｃａｎ

Ｐｈｏｓｐｈｏｒｙｌａ

ｓｅはα−グルカンホスホリラーゼである。１分子のグルコース残基が転移することによ
って得られたグルカンは再度受容体として作用することができ、転移反応が繰り返される
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。その結果、最終的に得られるグルカンは高分子量のグルカンとなり得る。
【０００７】
【化１】
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【０００８】
α−グルカンホスホリラーゼは、ほぼすべての生物に分布するユビキタスな酵素の一つ
であり、極めて多種類のα−グルカンホスホリラーゼが知られている。反応機構が最もよ
く研究されているα−グルカンホスホリラーゼは、馬鈴薯由来のα−グルカンホスホリラ
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ーゼである。
【０００９】
近年、馬鈴薯由来α−グルカンホスホリラーゼが、グルコース−１−リン酸（Ｇ−１−
ＰまたはＧｌｃ−１−Ｐとも記載する）のアナログを基質としうることが報告された。非
特許文献１は、馬鈴薯由来α−グルカンホスホリラーゼがキシロース−１−リン酸（Ｘｙ
ｌ−１−Ｐ）を基質として利用して、キシロース残基をマルトオリゴ糖の非還元末端に転
移できることを開示している。非特許文献２は、馬鈴薯由来α−グルカンホスホリラーゼ
がグルコサミン−１−リン酸（ＧｌｃＮ−１−Ｐ）を基質として利用して、グルコサミン
残基をマルトオリゴ糖の非還元末端に転移できることを開示している。Ｇ−１−Ｐおよび
Ｇ−１−Ｐアナログを以下の化学式に示す：
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【００１０】
【化２】

20
【００１１】
一方、非特許文献３は、グルコース−１−リン酸の６位が酸化された物質であるグルク
ロン酸−１−リン酸（ＧｌｃＡ−１−Ｐ）が、ＴＥＭＰＯ触媒を用いたグルコース−１−
リン酸の化学的酸化により合成可能であることを開示している。本発明者らは、グルクロ
ン酸−１−リン酸にα−グルカンホスホリラーゼを作用させ、受容体グルカンの非還元末
端に、グルクロン酸残基を転移することを意図して、馬鈴薯α−グルカンホスホリラーゼ
を含む数種のα−グルカンホスホリラーゼを試したが、期待するグルクロン酸含有グルカ
ンを製造することは出来なかった。
【００１２】
医薬品の薬効成分は、化学合成された安定な低分子量化合物から、タンパク質、抗体、

30

核酸などの血中で分解しやすい不安定な物質へと急激に変化している。そのため、これら
の不安定な薬効成分を安定化して薬効成分の血中濃度を高く保つ必要が生じている。また
薬物の副作用を低減させるために、薬物を効率よくターゲット組織に送達する必要が高ま
っている。このような背景の下、いわゆるドラッグデリバリーシステム（ＤＤＳ）技術（
すなわち、薬効成分を望ましいターゲットに、望ましい濃度で、望ましい時間送り込む技
術）が本格的に利用されるようになってきている（非特許文献４〜７）。
【００１３】
医薬品のＤＤＳ技術においては、薬効成分の改質材料が重要である。本明細書中で用語
「改質材料」とは、薬効成分と共有結合させることにより、あるいは非共有結合的な相互
作用を介して、薬効成分を改質する材料をいう。改質材料を利用することにより、薬効成
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分の種々の特性（例えば、体内動態（例えば、吸収、分布、代謝および排泄）、薬理効果
、安定性など）を改質することが出来る。従来薬効成分の改質材料として使用されている
物質にはさまざまなものがあるが、最も汎用されているのが高分子材料である。たとえば
合成高分子であるポリエチレングリコール（ＰＥＧ）およびその誘導体は医薬品の改質材
料として広範囲に利用されている。ＰＥＧ鎖の末端に薬効成分結合用官能基を有する医薬
品改質材料が多数開発されており、そのような改質材料は実際に医薬品として利用されて
いる。具体的な応用例としてはＰＥＧ化インターフェロンα（製品名：ペガシス）が挙げ
られる。インターフェロンαは分子量が小さく、容易に尿に排泄されるため、血中半減期
が短いことが問題であった。しかし、インターフェロンαを分子量４万のＰＥＧ鎖に共有
結合させて高分子量のインターフェロンα結合体とすることにより、血中半減期を飛躍的
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に高めることに成功している。
【００１４】
薬効成分の改質材料は、薬効成分を直接改質するためだけでなく、リポソームなど他の
医薬品ＤＤＳ用微小粒子状キャリアを改質するためにも利用できる。改質されていないリ
ポソームは血中を循環する間に細網内皮系組織（ＲＥＳ）の貪食細胞により捕捉され、リ
ポソームの血中濃度は速やかに低下する。しかしリポソームの表面にＰＥＧ鎖を結合させ
たＰＥＧ化リポソーム（ステルスリポソームともいう）は、ＲＥＳに取り込まれにくく、
血中に長時間循環滞留する特性を有する。抗がん剤であるドキソルビシンを封入したステ
ルスリポソーム製剤は、ＤＯＸＩＬ（登録商標）（ヨーロッパではＣＡＥＬＹＸ（登録商
標））という商品名で販売されている。ＤＯＸＩＬ（登録商標）は７０〜１００ｎｍの粒
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径をもつリポソームであり、分散された水溶液の状態で供給されており、静脈内投与され
る。カポジ肉腫ＡＩＤＳ患者に、ＤＯＸＩＬ（登録商標）を投与したときの消失半減期は
約４５時間と長く、投与後７２時間のカポジ肉腫中濃度は、ドキソルビシン単独の場合と
比べて約５倍高いという結果が得られている。
【００１５】
このように、高分子材料による、薬効成分又はＤＤＳ用微小粒子状キャリアの改質には
顕著な効果が認められている。しかし一方で問題点も指摘されている。例えば、生体内で
の分解性がなく、かつ腎臓糸球体濾過を受けない高分子量の合成高分子を血中に投与する
と、その高分子が特定の臓器へ集積するリスク及びその集積に起因する副作用発生のリス
クがある。これは、血中に存在する分子量数万以下の分子は、腎臓の糸球体濾過を受けて
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すみやかに尿中に排泄されるが、分子量数万以上の分子は、腎臓の糸球体濾過を受けず、
尿への排泄が制限されるためである。そのため、安全に利用できる薬効成分の改質材料が
期待されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】特開２００６−１２４５９８号公報
【特許文献２】特開２００５−１５６８０号公報
【特許文献３】特開平１０−２５１３０２号公報
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【非特許文献】
【００１７】
【非特許文献１】Ｎａｗａｊｉら、Ｊ．Ｃａｒｂｏｈｙｄｒ．Ｃｈｅｍ．２００８、２７
、２１４−２２２
【非特許文献２】Ｎａｗａｊｉら、Ｃａｒｂｏｈｙｄｒ．Ｒｅｓ．２００８、３４３、２
６９２−２６９６
【非特許文献３】Ｈｅｅｒｅｓら、Ｃａｒｂｏｈｙｄｒ．Ｒｅｓ．１９９７、２９９、２
２１−２２７
【非特許文献４】岡田弘晃、「機能性ＤＤＳキャリアの製剤設計」第１章

総論：機能性

ＤＤＳキャリアを用いた製剤設計による創薬、シーエムシー出版、２００８、１−２３
【非特許文献５】横山昌幸、「薬物キャリアに用いられる高分子材料

特集

用される高分子化学」、Ｄｒｕｇ

２３−６，２００

Ｄｅｌｉｖｅｒｙ

Ｓｙｓｔｅｍ

ＤＤＳに利
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８：６１０−６１７
【非特許文献６】Ｍａｒｉａ
ｏｎａｌ

Ｊｏｕｒｎａｌ

Ｌａｕｒａ
ｏｆ

Ｉｍｍｏｒｄｉｎｏら、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ

Ｎａｎｏｍｅｄｉｃｉｎｅ

２００６：１（３）２９

７−３１５
【非特許文献７】Ｊ．Ｍｉｌｔｏｎ
，ＮＡＴＵＲＥ
ＭＡＲＣＨ

ＨａｒｒｉｓおよびＲｏｂｅｒｔ

ＲＥＶＩＥＷＳ，ＤＲＵＧ

ＤＩＳＣＯＶＥＲＹ

Ｂ．Ｃｈｅｓｓ

ＶＯＬＵＭＥ

２，

２００３，２１４−２２１

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１８】
本発明は、上記問題点の解決を意図するものである。
【００１９】
安全に利用可能な、理想的な薬効成分の改質材料は、以下のような特徴を有しているも
のと考えられる。
【００２０】
（１）薬効成分と結合又は相互作用できる官能基を備えている高分子材料であること；
（２）生体内で分解され得る高分子材料であり、投与後は体内に通常存在する成分にま
で分解されるか又は完全に体外へ排泄されて体内に蓄積しないこと；
（３）医薬品に使用できる程度に安定した品質を備えていること。すなわち、構造が特
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定でき、毎回同じ品質のものを製造できること。
【００２１】
本発明者らは、薬効成分の改質材料として最も優れている高分子物質はグルカン（本明
細書においてグルカンとは、α−１，４−グルカン、及びα−１，６−結合により分岐し
たα−１，４−グルカンをいう）であると考えた。動物及び植物が貯蔵用多糖として体内
に蓄積するグリコーゲン又は澱粉はグルカンの一種であることから、ヒトの体内常在成分
であり、生体適合性に優れている。さらに、グルカンは、体内のα−アミラーゼによる加
水分解を受けて、体内常在成分であるグルコース又はマルトオリゴ糖になる。そのため、
グルカンは、最も安全な高分子材料といえる。
【００２２】

20

グルカンはその構造の設計が容易であることも有利な点である。グルカンの構造を人為
的に加工することも容易である。グルカンの分子量、分岐の程度、環状化などを制御する
方法が公知である。グルコース残基がα−１，４−結合のみで結合している完全直鎖状の
グルカン、一部のグルコース残基がα−１，６−結合により結合していることにより高頻
度に分岐したグルカンなどが入手できる。分岐グルカンにおいては、α−１，６−結合が
ひとつ増えるたびに、新たな非還元末端がひとつ生ずることになる。このため、高頻度に
分岐した分岐グルカン分子は、非常にたくさんの非還元末端を有する。α−１，６−結合
の数はグルカン分子の合成の際に所望に応じて適切に調節することが可能である。このよ
うにグルカンは構造がカスタマイズ可能である点も、薬効成分の改質材料として使用する
上で有利に作用するものと考えられる。
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【００２３】
一方、グルカンを薬効成分の改質材料として利用する上での最大の課題は、薬効成分と
結合又は相互作用できる官能基を備えていない点である。グルカン中に多数存在する水酸
基に対して、化学反応によりカチオン性又はアニオン性の官能基を導入することは可能で
ある。しかし、このような手法を用いる場合、官能基の導入位置はランダムであり、同一
品質のものを得ることが困難であり、医薬品への利用には好ましくない。さらに、化学的
に置換基が導入されたグルカンはアミラーゼによる分解が抑制されること、分解によって
生じる、置換を受けたグルコースは、通常体内に存在する成分ではなく、安全性への懸念
が生じてしまうことなどの問題もある。
【００２４】

40

本発明者らは、グルクロン酸をグルカン鎖の非還元末端に導入することが、最も理想的
なグルカンの改質方法であると考えた。グルクロン酸はカルボキシル基を有する単糖であ
り、体内に通常存在する成分であり、安全性への懸念がないからである。グルクロン酸の
カルボキシル基は、薬効成分との結合又は相互作用に利用可能である。グルカンの非還元
末端に、グルクロン酸を選択的に導入できれば、導入位置がランダムではないため、同一
品質のものを再現性よく製造可能であり、医薬品への利用に適している。グルカンへのグ
ルクロン酸残基の導入量を増やしたい場合には、分岐頻度の高いグルカンを使用すること
などにより導入量の調整が可能である。さらに、導入位置が末端であるため、グルカンの
α−アミラーゼでの分解性にも影響はないと考えられる。高度に分岐した分岐グルカンの
場合、非還元末端はグルカン分子の最外層に分布しているので、導入されたグルクロン酸
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残基は、グルクロン酸残基導入後のグルカン分子の最外層に分布し、薬効成分との相互作
用や結合に理想的となると考えられる。このように、非還元末端に選択的にグルクロン酸
残基が結合したグルカンは、優れた薬効成分の改質材料になりうる可能性を有している。
しかしながら、非還元末端にグルクロン酸残基が結合したグルカンを製造する方法は知ら
れておらず、その機能を確認することも出来ていなかった。それゆえ、本発明者らは、グ
ルカンの非還元末端に選択的に官能基を導入する技術を探索していた。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究したところ、Ａｑｕｉｆｅｘ
ｏｌｉｃｕｓ

ａｅ

ＶＦ５由来のα−グルカンホスホリラーゼが、その本来の基質ではないグ
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ルクロン酸−１−リン酸に作用し、グルクロン酸残基を直鎖状グルカンの非還元末端に１
分子のみ転移する反応を触媒できることを見出し、これに基づいて本発明を完成させた（
例えば、図１参照）。さらに本発明者らは、Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５

由来のα−グルカンホスホリラーゼが、グルクロン酸−１−リン酸に作用し、グルクロン
酸残基を分岐状グルカンの１つ以上の非還元末端に転移する反応を触媒できることを見出
し、これに基づいて本発明を完成させた（例えば、図２参照）。
【００２６】
本発明は、新規なウロン酸含有グルカン、その修飾物およびそれらの結合体を開発する
ことを目的とする。本発明のウロン酸含有グルカン、その修飾物およびそれらの結合体は
、非還元末端のみにウロン酸残基が結合している。本発明のグルクロン酸含有グルカン、
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その修飾物およびそれらの結合体は、非還元末端のみにグルクロン酸残基が結合している
。本発明においては、α−グルカンホスホリラーゼ（ＥＣ２．４．１．１）を用いてグル
クロン酸残基の転移を行っている。このため、グルカンへのグルクロン酸残基の結合はα
結合である。従来アグリコンへグルクロン酸を転移可能な酵素としては、ＥＣ２．４．１
．１７に分類されるグルクロノシルトランスフェラーゼ（Ｇｌｕｃｕｒｏｎｏｓｙｌ
ｒａｎｓｆｅｒａｓｅ，ＵＤＰ−ｇｌｕｃｕｒｏｎａｔｅ

ｔ

β−Ｄ−ｇｌｕｃｕｒｏｎｏ

ｓｙｌｔｒａｎｓｆｅｒａｓｅ）がよく知られているが、グルクロノシルトランスフェラ
ーゼはグルクロン酸残基をβ結合でアグリコンへ転移する酵素である。そのため、本発明
の方法で使用するα−グルカンホスホリラーゼとは、グルクロン酸残基をアグリコンへ結
合する際の立体配置が異なる。さらに、グルクロノシルトランスフェラーゼはマルトオリ
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ゴ糖などのグルカンを受容体にすることができない。そのため、グルクロノシルトランス
フェラーゼを使用しても、グルクロン酸残基が結合したグルカンを得ることはできない。
従って、α−グルカンホスホリラーゼを使用することによって初めてグルクロン酸含有グ
ルカンを生成することができた。本発明のウロン酸含有グルカン、その修飾物およびそれ
らの結合体はウロン酸を末端に有するため、グルカン末端が負電荷を帯び、グルカンの物
理化学的性質が変化する。本ウロン酸含有グルカン、その修飾物およびそれらの結合体は
食品、化粧品、医薬品などに幅広く利用が期待される。
【００２７】
本発明により、例えば以下が提供される：
（項目１）

グルカンの少なくとも１つの非還元末端にグルクロン酸残基が結合している

40

が、非還元末端以外の位置にはグルクロン酸残基が存在しないグルクロン酸含有グルカン
であって、該グルカンが分岐状α−１，４グルカンまたは直鎖状α−１，４グルカンであ
る、グルクロン酸含有グルカン。
（項目２）

前記グルカンが分岐状α−１，４グルカンであり、該分岐状α−１，４グル

カンの複数の非還元末端のうちの少なくとも１つの非還元末端にグルクロン酸残基が結合
している項目１に記載のグルクロン酸含有グルカン。
（項目３）

前記分岐状α−１，４グルカンが分岐マルトオリゴ糖、デンプン、アミロペ

クチン、グリコーゲン、デキストリン、酵素合成分岐グルカン及び高度分岐環状デキスト
リンからなる群より選択される項目２に記載のグルクロン酸含有グルカン。
（項目４）

項目１〜３のいずれか１項に記載のグルクロン酸含有グルカンの水酸基修飾
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物であって、該修飾が、前記グルカンのアルコール性水酸基の一部又は全てへの修飾であ
り、該修飾が、ヒドロキシアルキル化、アルキル化、アセチル化、カルボキシメチル化、
硫酸化及びリン酸化からなる群より独立して選択される、水酸基修飾物。
（項目５）

項目１〜３のいずれか１項に記載のグルクロン酸含有グルカン又はその水酸

基修飾物の還元末端修飾物。
（項目６）

項目１〜３のいずれか１項に記載のグルクロン酸含有グルカン、その水酸基

修飾物又はそれらの還元末端修飾物のカルボキシル基修飾物であって、該修飾が、前記グ
ルクロン酸残基のカルボキシル基の一部又は全てへの修飾であり、該修飾が該カルボキシ
ル基とカルボキシル基修飾試薬との反応により得られたものであり、該カルボキシル基修
飾試薬は、少なくとも１つのアミン基および少なくとも１つの別の官能基を有する、カル
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ボキシル基修飾物。
（項目７）

前記官能基が、カチオン性官能基またはアニオン性官能基である、項目６に

記載のカルボキシル基修飾物。
（項目８）

前記官能基が、疎水性官能基である、項目６に記載のカルボキシル基修飾物

。
（項目９）

前記官能基が、マレイミド基、チオール基及びアルデヒド基からなる群より

選択される、項目６に記載のカルボキシル基修飾物。
（項目１０）

前記カルボキシル基修飾試薬が、Ｎ−ヒドロキシスクシンイミド、Ｎ,Ｎ

−ジスクシンイミドカーボネート、１−ヒドロキシベンゾトリアゾール、Ｎ−ヒドロキシ
−５−ノルボルネン−２,３−ジカルボキシイミド、Ｎ−ヒドロキシフタルイミド、イソ

20

ブチルクロロホルメートおよび４−ヒドロキシフェニルジメチルスルホニウム・メチルス
ルフェートからなる群より選択される、項目６に記載のカルボキシル基修飾物。
（項目１１）

グルカンとグルクロン酸−１−リン酸を含む水溶液にα−グルカンホスホ

リラーゼを作用させることを特徴とするグルクロン酸含有グルカンの製造方法。
（項目１２）

α−グルカンホスホリラーゼが、Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

Ｖ

Ｆ５由来のα−グルカンホスホリラーゼのアミノ酸配列に対して９５％以上の配列同一性
を有しかつグルクロン酸をグルカンの非還元末端に転移する活性を有する、項目１１に記
載の方法。
（項目１３）

項目１〜３のいずれか１項に記載のグルクロン酸含有グルカン、その水酸

基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれらのカルボン酸基修飾物と、薬効成分とを
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含む、医薬品。
（項目１４）

前記薬効成分が、低分子量有機化合物、タンパク質、ペプチド、抗体、抗

体フラグメント、受容体、受容体フラグメント、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ｓｉＲＮＡおよびＲＮ
Ａアプタマーからなる群より選択される、項目１３に記載の医薬品。
（項目１５）

項目１〜３のいずれか１項に記載のグルクロン酸含有グルカン、その水酸

基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれらのカルボン酸基修飾物と、薬効成分との
結合体であって、該薬効成分は、前記グルクロン酸残基のカルボキシル基のうちの少なく
とも１つと、直接共有結合しているか、又はスペーサーを介して結合している、結合体。
（項目１６）

項目１〜３のいずれか１項に記載のグルクロン酸含有グルカン、その水酸

基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれらのカルボン酸基修飾物を含む、臨床診断
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用組成物。
（項目１７）

項目１〜３のいずれか１項に記載のグルクロン酸含有グルカン、その水酸

基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれらのカルボン酸基修飾物を含む、医薬品Ｄ
ＤＳ用微小粒子状キャリア。
（項目１８）

前記医薬品ＤＤＳ用微小粒子状キャリアが、リポソーム、ウイルス粒子、

高分子ミセルおよび疎水化高分子ナノゲルからなる群より選択される、項目１７に記載の
キャリア。
（項目１９）

項目１〜３のいずれか１項に記載のグルクロン酸含有グルカン、その水酸

基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれらのカルボン酸基修飾物を含有する臨床診
断用造影剤。
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式５からなる構造を有するグルクロン酸含有グルカン：

【００２８】
【化３】

10
【００２９】
ここでｍは１以上の整数であり、Ｒ１は独立して、Ｈ、式Ａの構造を有するグルカン鎖ま
たは式Ｂの構造を有するグルカン鎖であり、
【００３０】
【化４】

20
【００３１】
式Ａにおいて、ｋは１以上の整数であり、Ｒ２は独立して、Ｈ、式Ａの構造を有するグル
カン鎖または式Ｂの構造を有するグルカン鎖であり、
【００３２】
【化５】

30

【００３３】
式Ｂにおいて、ｓは１以上の整数であり、Ｒ３は独立して、Ｈ、式Ａの構造を有するグル
カン鎖または式Ｂの構造を有するグルカン鎖である、グルクロン酸含有グルカン。
（項目２１）

式６からなる構造を有する、グルクロン酸含有グルカン又はグルクロン酸

含有グルカン水酸基修飾物：
【００３４】
【化６】
40

【００３５】
ここでｍは１以上の整数であり、Ｒ１は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル基、アルキ
ル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を有するグル
カン鎖または式６Ｂの構造を有するグルカン鎖であり、
【００３６】
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【化７】

【００３７】
式６Ａにおいて、ｋは１以上の整数であり、Ｒ２は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル
基、アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を
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有するグルカン鎖または式６Ｂの構造を有するグルカン鎖であり、
【００３８】
【化８】

【００３９】

20

式６Ｂにおいて、ｓは１以上の整数であり、Ｒ３は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル
基、アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を
有するグルカン鎖または式６Ｂの構造を有するグルカン鎖であり、
式６、式６Ａおよび式６Ｂにおいて、Ｒ４は、Ｈ、ヒドロキシアルキル基、アルキル基
、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基およびリン酸基からなる群から独立して選択
される、グルクロン酸含有グルカンまたはグルクロン酸含有グルカン水酸基修飾物。
（項目２２）

式７からなる構造を有する、グルクロン酸含有グルカン、グルクロン酸含

有グルカン水酸基修飾物又はそれらの還元末端修飾物：
【００４０】
【化９】

30

【００４１】
ここでｍは１以上の整数であり、Ｒ１は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル基、アルキ
ル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を有するグル
カン鎖または式６Ｂの構造を有するグルカン鎖であり、
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【００４２】
【化１０】

【００４３】
式６Ａにおいて、ｋは１以上の整数であり、Ｒ２は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル
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基、アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を
有するグルカン鎖または式６Ｂの構造を有するグルカン鎖であり、
【００４４】
【化１１】

10
【００４５】
式６Ｂにおいて、ｓは１以上の整数であり、Ｒ３は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル
基、アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を
有するグルカン鎖または式６Ｂの構造を有するグルカン鎖であり、
式７、式６Ａおよび式６Ｂにおいて、Ｒ４は、Ｈ、ヒドロキシアルキル基、アルキル基
、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基およびリン酸基からなる群から独立して選択
され、
式７において、Ｘは、単糖、非還元性糖質類、生体適合性高分子、リポソーム構成成分
、配糖体およびアミン基含有低分子量物質からなる群より独立して選択される、グルクロ
ン酸含有グルカン、グルクロン酸含有グルカン水酸基修飾物又はそれらの還元末端修飾物

20

。
（項目２３）

Ｘが、グルコサミン、Ｎ−アセチルグルコサミン、グルコン酸、ソルビト

ール、スクロース、トレハロース、シクロデキストリン、環状デキストリン、環状アミロ
ース、デンプン、セルロース、キチン、キトサン、デキストラン、タンパク質、ペプチド
、リン脂質、脂肪酸、界面活性剤、アスコルビン酸グルコシド、ハイドロキノングルコシ
ド、ヘスペリジングルコシド、ルチングルコシド、パラニトロフェニルマルトペンタオー
ス、ドデシルマルトース、フラボノイド配糖体類、テルペン配糖体類、フェノール配糖体
類、カルコン配糖体類、ステロイド配糖体類、アミノ酸及びドデシルアミンからなる群よ
り選択される、項目２２に記載のグルクロン酸含有グルカン、グルクロン酸含有グルカン
水酸基修飾物又はそれらの還元末端修飾物。
（項目２４）

30

式８からなる構造を有する、グルクロン酸含有グルカン、グルクロン酸含

有グルカン水酸基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれらのカルボキシル基修飾物
：
【００４６】
【化１２】

40
【００４７】
ここでｍは１以上の整数であり、Ｒ１は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル基、アルキ
ル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を有するグル
カン鎖、式８Ａの構造を有するグルカン鎖、または式６Ｂの構造を有するグルカン鎖であ
り、
【００４８】
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【化１３】

【００４９】
式６Ａにおいて、ｋは１以上の整数であり、Ｒ２は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル
基、アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を

10

有するグルカン鎖、式８Ａの構造を有するグルカン鎖、または式６Ｂの構造を有するグル
カン鎖であり、
【００５０】
【化１４】

20
【００５１】
式８Ａにおいて、ｐは１以上の整数であり、Ｒ５は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル
基、アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を
有するグルカン鎖、式８Ａの構造を有するグルカン鎖、または式６Ｂの構造を有するグル
カン鎖であり、
【００５２】
【化１５】

30

【００５３】
式６Ｂにおいて、ｓは１以上の整数であり、Ｒ３は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル
基、アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を
有するグルカン鎖、式８Ａの構造を有するグルカン鎖、または式６Ｂの構造を有するグル
カン鎖であり、
式８、式６Ａ、式８Ａ、および式６Ｂにおいて、Ｒ４は、Ｈ、ヒドロキシアルキル基、
アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基およびリン酸基からなる群から独

40

立して選択され、
式８において、Ｘは、単糖、非還元性糖質類、生体適合性高分子、リポソーム構成成分
、配糖体およびアミン基含有低分子量物質からなる群より独立して選択され、
式８及び式８Ａにおいて、Ｙは、薬効成分との結合のために導入される置換基であり、
Ｙは、カルボキシル基修飾試薬との反応により得られ、該カルボキシル基修飾試薬は、少
なくとも１つのアミン基および少なくとも１つの別の官能基を有する、グルクロン酸含有
グルカン、グルクロン酸含有グルカン水酸基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれ
らのカルボキシル基修飾物。
（項目２５）

前記官能基が、カチオン性官能基またはアニオン性官能基である、項目２

４に記載のグルクロン酸含有グルカン、グルクロン酸含有グルカン水酸基修飾物、それら
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の還元末端修飾物、又はそれらのカルボキシル基修飾物。
（項目２６）

前記官能基が、疎水性官能基である、項目２４に記載のグルクロン酸含有

グルカン、グルクロン酸含有グルカン水酸基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれ
らのカルボキシル基修飾物。
（項目２７）

前記官能基が、マレイミド基、チオール基及びアルデヒド基からなる群よ

り選択される、項目２４に記載のグルクロン酸含有グルカン、グルクロン酸含有グルカン
水酸基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれらのカルボキシル基修飾物。
（項目２８）

前記カルボキシル基修飾試薬が、Ｎ−ヒドロキシスクシンイミド、Ｎ,Ｎ

−ジスクシンイミドカーボネート、１−ヒドロキシベンゾトリアゾール、Ｎ−ヒドロキシ
−５−ノルボルネン−２,３−ジカルボキシイミド、Ｎ−ヒドロキシフタルイミド、イソ

10

ブチルクロロホルメートおよび４−ヒドロキシフェニルジメチルスルホニウム・メチルス
ルフェートからなる群より選択される、項目２４に記載のグルクロン酸含有グルカン、グ
ルクロン酸含有グルカン水酸基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれらのカルボキ
シル基修飾物。
【００５４】
本発明により、例えば以下もまた提供される：
（項目１）グルカンの非還元末端にウロン酸残基が結合しているウロン酸含有グルカン。
（項目２）グルカンが直鎖状グルカンである項目１に記載のウロン酸含有グルカン。
（項目３）直鎖状グルカンがマルトオリゴ糖、アミロースおよび酵素合成アミロースから
20

なる群より選択される項目２に記載のウロン酸含有グルカン。
（項目４）グルカンが分岐状グルカンであり、分岐状グルカンの複数の非還元末端の少な
くともひとつの非還元末端にウロン酸残基が結合している項目１に記載のウロン酸含有グ
ルカン。
（項目５）分岐状グルカンが分岐マルトオリゴ糖、デンプン、アミロペクチン、グリコー
ゲン、デキストリン、酵素合成分岐グルカンおよびアミロースがグラフトされたグルカン
からなる群より選択される項目４に記載のウロン酸含有グルカン。
（項目６）非還元末端のウロン酸残基のカルボキシル基がさらに修飾されているウロン酸
含有グルカン。
（項目７）ウロン酸残基がグルクロン酸残基である項目１〜６に記載のウロン酸含有グル
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カン。
（項目８）グルカンとグルクロン酸−１−リン酸を含む水溶液にα−グルカンホスホリラ
ーゼを作用させることを特徴とするウロン酸含有グルカンの製造方法。
（項目９）α−グルカンホスホリラーゼが、Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５

由来のα−グルカンホスホリラーゼである、項目８に記載のウロン酸含有グルカンの製造
方法。
（項目１０）項目１〜７のいずれか１項に記載のウロン酸含有グルカンの食品用途におけ
る利用。
（項目１１）項目１〜７のいずれか１項に記載のウロン酸含有グルカンの化粧品用途にお
ける利用。
（項目１２）項目１〜７のいずれか１項に記載のウロン酸含有グルカンの医薬品用途にお
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ける利用。
（項目１３）項目１〜７のいずれか１項に記載のウロン酸含有グルカンの化学品用途にお
ける利用。
【発明の効果】
【００５５】
本発明のウロン酸含有グルカン、その水酸基修飾物、それらの還元末端修飾物、それら
のカルボキシル基修飾物およびそれらの結合体は、グルカンの非還元末端のみにウロン酸
残基が結合している。本ウロン酸含有グルカン、その水酸基修飾物、それらの還元末端修
飾物、それらのカルボキシル基修飾物およびそれらの結合体はウロン酸を末端に有するた
め、グルカン末端が負電荷を帯び、グルカンの物理化学的性質が変化する。本ウロン酸含
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有グルカン、その水酸基修飾物、それらの還元末端修飾物、それらのカルボキシル基修飾
物およびそれらの結合体は食品、化粧品、医薬品などに幅広く利用が期待される。
【００５６】
本発明のウロン酸含有グルカン、その水酸基修飾物、それらの還元末端修飾物、それら
のカルボキシル基修飾物は、生体内で分解され、血中半減期が非修飾グルカンよりも長い
ため、薬効成分、臨床診断剤、造影剤およびＤＤＳ用微小粒子状キャリアの改質材料とし
て有用である。本発明のウロン酸含有グルカン、その水酸基修飾物、それらの還元末端修
飾物、それらのカルボキシル基修飾物は、酵素反応により構造を制御し得ることから、品
質安定性にも優れている。
10

【００５７】
本発明のウロン酸含有グルカンおよびその修飾物は、グルカンの非還元末端のみにウロ
ン酸残基が結合しているため、他の分子と相互作用する部位とアミラーゼにより分解を受
ける部位とを構造的に分離できている。このためＤＤＳキャリアとして体内で利用しても
体内の酵素によって分解されるため、体内に過度に長期間留まって残留性の問題を引き起
こすことがない。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】図１は、グルクロン酸残基を直鎖状グルカンの非還元末端に１分子のみ転移する
反応の模式図である。Ａ：グルクロン酸１リン酸（ＧｌｃＡ−１−Ｐ）とマルトテトラオ
ース（Ｍａｌｔｏｔｅｔｒａｏｓｅ）にα−グルカンホスホリラーゼ（図１中では「Ｐｈ
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ｏｓｐｈｏｒｙｌａｓｅ」と示す）を作用させることにより、非還元末端にグルクロン酸
が結合したマルトオリゴ糖（Ｇｌｕｃｕｒｏｎｏｓｙｌａｔｅｄ

Ｍａｌｔｏｏｌｉｇｏ

ｓａｃｃｈａｒｉｄｅｓ）が生じる反応を示す。この模式図中では直鎖状グルカンの例と
してマルトテトラオースを示す。この反応液中で起こる反応について、Ｂにおいてより詳
細に説明する。Ｂ：Ａの反応において、ＧｌｃＡ−Ｇ４のみが生じず、ＧｌｃＡ−Ｇ３、
ＧｌｃＡ−Ｇ５などが副生する理由を示す。式（１）はグルカンホスホリラーゼの主たる
反応であり、本反応によりＧｌｃＡ−Ｇ４とＰｉが生ずる。式（２）は式（１）により生
じたＰｉを用いてグルカンホスホリラーゼがＧ４を加リン酸分解し、Ｇ３とＧｌｃ−１−
Ｐを生ずる反応を示す。式（３）は式（２）により生じたＧｌｃ−１−ＰとＧ４にグルカ
ンホスホリラーゼが作用し、Ｇ５とＰｉを生ずる反応を示す。式（４）は式（２）により
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生じたＧ３とＧｌｃＡ−１−Ｐにグルカンホスホリラーゼが作用し、ＧｌｃＡ−Ｇ３とＰ
ｉが生ずる反応を示す。式（５）は式（３）により生じたＧ５とＧｌｃＡ−１−Ｐにグル
カンホスホリラーゼが作用し、ＧｌｃＡ−Ｇ５とＰｉが生ずる反応を示す。このような種
々の反応が反応液中で生じるため、グルカン鎖の長さの不均化が起こり、その結果、出発
物質として重合度４のマルトテトラオースを使用した場合、グルコース残基の重合度が３
以上の種々のグルクロン酸含有マルトオリゴ糖が得られる。
【図２】図２は、グルクロン酸残基を分岐状グルカンの非還元末端に転移する反応の模式
図である。図２においては、分岐状グルカンの例としてクラスターデキストリンを示す。
星印で示した部分の構造を四角の枠内に示した。
【図３】図３は、グルクロン酸−１−リン酸とグルコース−１−リン酸を共存させた条件

40

で酵素反応を行い、分岐グルカンの単位鎖の非還元末端へのグルコース残基の転移とグル
クロン酸残基の転移が同時に起こる反応の模式図である。図３においては、分岐状グルカ
ンの例としてクラスターデキストリンを示す。
【図４】図４は、α−グルカンホスホリラーゼの反応をまとめた模式図である。ここでも
、図１と同様にグルカンの不均化の結果、種々の重合度の糖の混合物が得られることを示
す。
【図５】図５は、グルコサミン残基を直鎖状グルカンの非還元末端に１分子のみ転移する
反応の模式図である。ここでも、図１と同様にグルカンの不均化の結果、種々の重合度の
糖の混合物が得られることを示す。
【図６】図６は、馬鈴薯α−グルカンホスホリラーゼをグルクロン酸−１−リン酸とマル
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トテトラオースに作用させた産物の分析結果である。Ａは、標準物質のクロマトグラムで
ある（Ｇｌｃ：グルコース、Ｍａｌ：マルトース、Ｇ４：マルトテトラオース、Ｇ７：マ
ルトヘプタオース、ＧｌｃＡ：グルクロン酸、Ｇ１Ｐ：グルコース−１−リン酸、Ｇｌｃ
Ａ１Ｐ：グルクロン酸−１−リン酸）。Ｂは馬鈴薯由来α−グルカンホスホリラーゼをＧ
４とＧｌｃＡ−１−Ｐに作用させて得られた酵素反応物の分析結果を示す。ＣはＢで分析
した馬鈴薯由来α−グルカンホスホリラーゼを用いて得られた酵素反応物（Ｂ）をグルコ
アミラーゼ処理した場合の反応物の分析結果を示す。Ｃにおいては、Ｂで見られたすべて
のピークが消失したため、馬鈴薯由来α−グルカンホスホリラーゼを用いて得られた酵素
反応物には、グルクロン酸残基を含むグルカンを含まないこと、すなわち、馬鈴薯由来α
−グルカンホスホリラーゼを用いた場合はグルクロン酸残基を含むグルカンが得られなか

10

ったことが分かる。
【図７】図７は、Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリ

ラーゼをグルクロン酸−１−リン酸とマルトテトラオースに作用させた酵素反応産物の分
析結果である。Ａは、標準物質のクロマトグラムである（Ｇｌｃ：グルコース、Ｍａｌ：
マルトース、Ｇ４：マルトテトラオース、Ｇ７：マルトヘプタオース、ＧｌｃＡ：グルク
ロン酸、Ｇ１Ｐ：グルコース−１−リン酸、ＧｌｃＡ１Ｐ：グルクロン酸−１−リン酸）
。ＢはＡｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼをマ

ルトテトラオース（Ｇ４）とＧｌｃＡ−１−Ｐに作用させることによって得られた酵素反
応産物の分析結果を示す。ＣはＢと同じ酵素反応産物を、グルコアミラーゼ処理してから
分析した結果である。Ｃの星印のピークが本発明のグルクロン酸含有グルカンを示す。本
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発明のグルクロン酸含有グルカンは、非還元末端にグルクロン酸残基が結合しているため
、グルコアミラーゼに対し抵抗性を示す。図７Ｃの星印で示したピークのうち、左端の小
さなピークはマルトースにグルクロン酸残基が結合したグルクロノシルマルトース（Ｇｌ
ｃＡ−Ｇ２）を示す。左から２番目の比較的大きなピークはグルクロノシルマルトトリオ
ース（ＧｌｃＡ−Ｇ３）である。左から３番目以降は順に、右に行くほどＧｌｃＡ−Ｇ４
、ＧｌｃＡ−Ｇ５と重合度がひとつずつ大きくなる。ＤはＢと同じ酵素反応産物をグルコ
アミラーゼとα−アミラーゼで処理してから分析した結果である。本発明のグルクロン酸
含有グルカン（図７Ｃ星印のピーク）は、α−アミラーゼにより分解され新たな２つのピ
ークが低分子量側に生じた。従って、Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α

−グルカンホスホリラーゼを用いた場合はグルクロン酸残基を含むグルカンが得られるこ
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とが分かる。
【図８】図８は、Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリ

ラーゼをグルクロン酸−１−リン酸とマルトヘプタオースに作用させた産物の分析結果で
ある。Ａは、標準物質のクロマトグラムである（Ｇｌｃ：グルコース、Ｍａｌ：マルトー
ス、Ｇ４：マルトテトラオース、Ｇ７：マルトヘプタオース、ＧｌｃＡ：グルクロン酸、
Ｇ１Ｐ：グルコース−１−リン酸、ＧｌｃＡ１Ｐ：グルクロン酸−１−リン酸）。ＢはＡ
ｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼをＧ７とＧｌ

ｃＡ−１−Ｐに作用させることにより得られた酵素反応物の分析結果を示す。ＣはＢと同
じ酵素反応産物を、グルコアミラーゼ処理してから分析した結果である。Ｃの星印のピー
クが本発明のグルクロン酸含有グルカンを示す。本発明のグルクロン酸含有グルカンは、
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非還元末端にグルクロン酸残基が結合しているため、グルコアミラーゼに対し抵抗性を示
す。図８Ｃの星印で示したピークのうち、左端のピークはマルトトリオースにグルクロン
酸残基が結合したグルクロノシルマルトトリオース（ＧｌｃＡ−Ｇ３）を示す。左から２
番目のピークはグルクロノシルマルトテトラオース（ＧｌｃＡ−Ｇ４）を示す。左から３
番目以降は順に、右に行くほどＧｌｃＡ−Ｇ５、ＧｌｃＡ−Ｇ６と重合度がひとつずつ大
きくなる。ＤはＢと同じ酵素反応産物をグルコアミラーゼとα−アミラーゼで処理してか
ら分析した結果である。本発明のグルクロン酸含有グルカン（図８Ｃ星印のピーク）は、
α−アミラーゼにより分解され新たな２つのピークが低分子量側に生じた。従って、Ａｑ
ｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼを用いた場合は

グルクロン酸残基を含むグルカンが得られることが分かる。
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【図９】図９は、Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ
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ＶＦ５由来α−グルカンホスホリ

ラーゼをグルクロン酸−１−リン酸とマルトテトラオースに作用させた産物の分取を示し
た図である。図９Ａの矢印に示すピークを分取精製した。分取精製したピークをＨＰＡＥ
Ｃ−ＰＡＤ装置で分析した結果を図９Ｂに示す。図９Ｂを見ると、目的のピークだけが精
製されたことがわかる。図９Ｂで分析した精製後のサンプルをＴＯＦ−ＭＳ分析に用い、
矢印のピークに含まれるグルカンが、グルクロン酸とマルトトリオースの結合物(図９Ｃ)
であることが分かった。
【図１０】図１０は、Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホス

ホリラーゼをグルクロン酸−１−リン酸と分岐グルカン（クラスターデキストリン）に作
用させた産物の分析結果である。Ａは、標準物質のクロマトグラムである（Ｇｌｃ：グル
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コース、Ｍａｌ：マルトース、Ｇ４：マルトテトラオース、Ｇ７：マルトヘプタオース、
ＧｌｃＡ：グルクロン酸、Ｇ１Ｐ：グルコース−１−リン酸、ＧｌｃＡ１Ｐ：グルクロン
酸−１−リン酸）。Ｂは分岐グルカン（クラスターデキストリン）をイソアミラーゼで分
解した後に分析した結果を示す。図１０ＢおよびＣ中のピーク上の数字は、そのピークで
示されるグルカンの重合度を示す。４：マルトテトラオース；５：マルトペンタオース；
６：マルトヘキサオース；７：マルトヘプタオース；８：マルトオクタオース；９：マル
トノナオース；１０：マルトデカオース。図１０Ｃ中の「Ｇ１Ｐ＋５」は、Ｇ１Ｐのピー
クとマルトペンタオースのピークとが重なっていることを示す。ＣはＡｑｕｉｆｅｘ
ｅｏｌｉｃｕｓ

ａ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼをグルクロン酸−１−リン酸と

分岐グルカン（クラスターデキストリン）に作用させることにより得られた酵素反応産物
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をイソアミラーゼで分解した後の分析結果を示す。ＤはＣと同じ酵素反応産物をイソアミ
ラーゼとグルコアミラーゼで処理してから分析した結果である。Ｄの矢印のピークが本発
明のグルクロン酸含有グルカンを示す。本発明のグルクロン酸含有グルカンは、非還元末
端にグルクロン酸残基が結合しているため、グルコアミラーゼに対し抵抗性を示す。図１
０Ｄの矢印で示したピークのうち、左端のピークはマルトトリオースにグルクロン酸残基
が結合したグルクロノシルマルトトリオース（ＧｌｃＡ−Ｇ３）を示す。左から２番目の
ピークはグルクロノシルマルトテトラオース（ＧｌｃＡ−Ｇ４）を示す。左から３番目以
降は順に、右に行くほどＧｌｃＡ−Ｇ５、ＧｌｃＡ−Ｇ６と重合度がひとつずつ大きくな
る。従って、図１０Ｄにおいてはグルクロン酸残基を含むグルカン（矢印）が得られたこ
30

とが分かる。
【図１１】図１１はグルクロン酸含有グルカンがタンパク質との複合体を形成することを
示した図である。２０μｇのＦＧＦ−ｂａｓｉｃと０．５ｍｇのグルクロン酸含有グルカ
ン（ＢＡ−２）を０．１ｍｌの溶液中で混合した後、この混合物をＳｕｐｅｒｏｓｅ
１０／３００

６

ＧＬカラム（サイズ分画用カラム、ＧＥ社製）を用いたＦＰＬＣ分析に

よって分析した。溶離液にはイオン交換水を用い、ＵＶ（２８０ｎｍ）検出した。グルク
ロン酸含有グルカンをＦＧＦ−ｂａｓｉｃに添加しなかった場合（＊１のピーク）と比較
して、添加した場合（＊２のピーク）は溶出時間が早く、分子サイズが大きいことが分か
る。したがって、グルクロン酸含有グルカンはタンパク質との複合体を形成できることを
示している。
【図１２】図１２はカチオン化グルクロン酸含有グルカンとＤＮＡとの複合体形成を示し
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た図である。カチオン化グルクロン酸含有グルカン０．２μｇとラムダＤＮＡ−Ｈｉｎｄ
ＩＩＩ断片０．５μｇを２０μｌのイオン交換水中に溶解し、５分間室温で静置した後、
１％アガロースゲル電気泳動を行った。カチオン化グルクロン酸含有グルカンを添加しな
かった場合（Ａ）と比較して、添加した場合（Ｂ）は著しくＤＮＡ断片の移動度が遅かっ
た。したがって、カチオン化グルクロン酸含有グルカンはＤＮＡとの複合体を形成できる
ことがわかる。
【図１３】図１３は、アセチル化度（ＤＳ）の異なる分岐グルカン（ＡｃＢ１、ＡｃＢ２
、ＡｃＢ３又はＡｃＢ４およびＡｃＰ１、ＡｃＰ３、ＡｃＰ４又はＡｃＰ５）のα−アミ
ラーゼによる分解結果を示す。黒丸はＡｃＢ、黒三角はＡｃＰを示す。
【図１４】図１４は、アセチル化度（ＤＳ）の異なる分岐グルカン（ＡｃＢ２、ＡｃＢ３
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又はＡｃＢ４およびＡｃＰ１、ＡｃＰ３又はＡｃＰ５）の血清分解６時間後の結果を示す
。
【図１５】図１５は、ＦＩＴＣのラベル化を行ったグルクロン酸含有アセチル化グルカン
（Ｆ−ＡｃＢＡ）および未修飾グルカン（Ｆ−Ｂ）の血液中に存在するグルカン量の経時
変化を示す。黒三角はＦ−Ｂ、黒四角はＦ−ＡｃＢＡを示す。
【発明を実施するための形態】
【００５９】
以下、本発明を詳細に説明する。
【００６０】
本明細書の全体にわたり、単数形の表現は、特に言及しない限り、その複数形の概念を

10

も含むことが理解されるべきである。また、本明細書において使用される用語は、特に言
及しない限り、当該分野で通常用いられる意味で用いられることが理解されるべきである
。
【００６１】
（１．材料）
（１．１）グルカンおよびグルカンの修飾物
「グルカン」とは、本明細書中で用いられる場合、Ｄ−グルコースを構成単位とする多
糖である。本発明においては、グルカンとしてα−Ｄ−グルカンを使用することが好まし
い。本明細書においては、特に断りのない限り、「グルカン」とは、「α−Ｄ−グルカン
」をいう。α−Ｄ−グルカンは、主にα−１，４−グルコシド結合によって２以上のＤ−
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グルコース単位が連結されているグルカンである。本発明で使用される好ましいグルカン
は、直鎖状グルカンおよび分岐状グルカンであり、より好ましくは直鎖状α−１，４−グ
ルカン及びα−１，６−結合により分岐したα−１，４−グルカン（分岐状α−１，４グ
ルカンともいう）である。本発明で使用されるグルカンは、α−１，３−結合を含まない
ことが好ましい。
【００６２】
直鎖状α−Ｄ−１，４−グルカンとは、Ｄ−グルコース単位がα−１，４−グルコシド
結合のみで２糖単位以上結合されている多糖をいう。本明細書中では、特に断りのない限
り、直鎖状α−Ｄ−１，４−グルカンを直鎖状グルカン又は直鎖状α−１，４グルカンと
いう。マルトオリゴ糖及びアミロースは、直鎖状グルカンおよびα−１，４−グルカンに
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分類される。直鎖状グルカンは、ひとつの非還元末端を有する。
【００６３】
本発明に好適に利用される直鎖状グルカンの例としては、マルトオリゴ糖およびアミロ
ースが挙げられる。
【００６４】
本明細書中では、用語「マルトオリゴ糖」とは、約２個〜約１０個のＤ−グルコースが
脱水縮合して生じた物質であって、Ｄ−グルコース単位がα−１，４結合によって連結さ
れた物質をいう。マルトオリゴ糖の重合度は、好ましくは約３以上であり、より好ましく
は約４以上であり、さらに好ましくは約５以上である。マルトオリゴ糖の重合度は、例え
ば、約１０以下、約９以下、約８以下、約７以下などであってもよい。マルトオリゴ糖の
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例としては、マルトース、マルトトリオース、マルトテトラオース、マルトペンタオース
、マルトヘキサオース、マルトヘプタオース、マルトオクタオース、マルトノナオース、
マルトデカオースなどのマルトオリゴ糖が挙げられる。
【００６５】
本明細書中では用語「アミロース」とは、α−１，４結合によって連結されたグルコー
ス単位から構成される直鎖分子をいう。アミロースは、天然の澱粉中に含まれる。アミロ
ースは、天然の澱粉から抽出した天然アミロースであってもよく、酵素反応によって合成
したアミロース（本明細書中では「酵素合成アミロース」ともいう）であってもよい。天
然アミロースは、分岐部分を含む場合があるが、酵素合成アミロースは分岐を含まない。
さらに、天然アミロースは分散度が大きく分子量にばらつきがあるが、酵素合成アミロー
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ス（特に、国際公開第ＷＯ０２／０９７１０７号パンフレットに記載されるＳＰ−ＧＰ法
によって合成した酵素合成アミロース）は分散度が小さく極めて均一な分子量を有する。
そのため、本発明においては、酵素合成アミロースを使用することが好ましい。本発明に
おいて使用されるアミロースの重合度は、好ましくは約２以上であり、より好ましくは約
３以上であり、さらに好ましくは約１０以上であり、最も好ましくは約３０以上である。
本発明において使用されるアミロースの重合度は、好ましくは約２０００以下であり、よ
り好ましくは約１０００以下であり、さらに好ましくは約７００以下であり、最も好まし
くは約５００以下である。
【００６６】
本明細書中では用語「分岐状α−Ｄ−グルカン」とは、Ｄ−グルコースがα−１，４−

10

グルコシド結合により連結した直鎖状グルカンが、α−１，４−グルコシド結合以外の結
合により分岐しているグルカンをいう。本明細書中では、特に断りのない限り、分岐状α
−Ｄ−グルカンを分岐状グルカンという。分岐結合は、α−１，６−グルコシド結合、α
−１，３−グルコシド結合、またはα−１，２−グルコシド結合のいずれかであるが、最
も好ましくはα−１，６−グルコシド結合である。本発明で使用する分岐状α−Ｄ−グル
カンはα−１，３−グルコシド結合およびα−１，２−グルコシド結合を含まないことが
好ましい。分岐状グルカンは、通常、分岐結合の数と同数の非還元末端を有する。α−１
，６−グルコシド結合のみを選択的に分解する酵素（例えば、イソアミラーゼ、プルラナ
ーゼなど）で分岐状グルカンを処理すると、直鎖状α−１，４−グルカンの混合物に分解
できる。これらを分岐グルカンの単位鎖といい、その重合度を単位鎖長という。

20

【００６７】
本発明に好適に利用される分岐状グルカンの例としては、分岐マルトオリゴ糖、デンプ
ン、アミロペクチン、グリコーゲン、デキストリン、酵素合成分岐グルカン及び高度分岐
環状デキストリンなどが挙げられる。
【００６８】
本明細書中では用語「分岐マルトオリゴ糖」とは、約３個〜約１０個のＤ−グルコース
が脱水縮合して生じた物質であって、Ｄ−グルコース単位が主にα−１，４結合によって
連結されており、かつ１つ以上の分岐結合を含む物質をいう。分岐マルトオリゴ糖の重合
度は、好ましくは約４以上であり、より好ましくは約５以上であり、さらに好ましくは約
６以上である。分岐マルトオリゴ糖の重合度は、例えば、約１０以下、約９以下、約８以
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下、約７以下などであってもよい。
【００６９】
本明細書中では用語「デンプン」とは、アミロースとアミロペクチンとの混合物をいう
。デンプンとしては、通常市販されているデンプンであればどのようなデンプンでも用い
られ得る。デンプンに含まれるアミロースとアミロペクチンとの比率は、デンプンを産生
する植物の種類によって異なる。モチゴメ、モチトウモロコシなどの有するデンプンのほ
とんどはアミロペクチンである。他方、アミロースのみからなり、かつアミロペクチンを
含まないデンプンは、通常の植物からは得られない。デンプンは、天然のデンプン、デン
プン分解物および化工デンプンに区分される。
【００７０】

40

天然のデンプンは、原料により、いも類デンプンおよび穀類デンプンに分けられる。い
も類デンプンの例としては、馬鈴薯デンプン、タピオカデンプン、甘藷デンプン、くずデ
ンプン、およびわらびデンプンなどが挙げられる。穀類デンプンの例としては、コーンス
ターチ、小麦デンプン、および米デンプンなどが挙げられる。天然のデンプンは、ハイア
ミロースデンプン（例えば、ハイアミロースコーンスターチ）またはワキシーデンプンで
あってもよい。デンプンはまた、可溶性デンプンであってもよい。可溶性デンプンとは、
天然のデンプンに種々の処理を施すことにより得られる、水溶性のデンプンをいう。デン
プンは、可溶性デンプン、ワキシーデンプンおよびハイアミロースデンプンからなる群か
ら選択され得る。デンプンはまた、化工デンプンであってもよい。
【００７１】
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本発明において使用されるデンプンの重合度は、好ましくは約１０００以上であり、よ
り好ましくは約５０００以上であり、さらに好ましくは約１００００以上であり、最も好
ましくは約２００００以上である。本発明において使用されるデンプンの重合度は、好ま
しくは約１×１０７以下であり、より好ましくは約３×１０６以下であり、さらに好まし
くは約１×１０６以下であり、最も好ましくは約３×１０５以下である。
【００７２】
アミロペクチンとは、α−１，４結合によって連結されたグルコース単位に、α−１，
６結合でグルコース単位が連結された、分岐状分子である。アミロペクチンは天然のデン
プン中に含まれる。アミロペクチンとしては、例えば、アミロペクチン１００％からなる
ワキシーコーンスターチが用いられ得る。本発明において使用されるアミロペクチンの重
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合度は、好ましくは約１０００以上であり、より好ましくは約５０００以上であり、さら
に好ましくは約１００００以上であり、最も好ましくは約２００００以上である。本発明
において使用されるアミロペクチンの重合度は、好ましくは約１×１０７以下であり、よ
り好ましくは約３×１０６以下であり、さらに好ましくは約１×１０６以下であり、最も
好ましくは約３×１０５以下である。
【００７３】
グリコーゲンは、グルコースから構成されるグルカンの一種であり、高頻度の枝分かれ
を有するグルカンである。グリコーゲンは、動植物の貯蔵多糖としてほとんどあらゆる細
胞に顆粒状態で広く分布している。グリコーゲンは、植物中では、例えば、トウモロコシ
の種子などに存在する。グリコーゲンは、代表的には、グルコースのα−１，４−結合の

20

糖鎖に対して、グルコースおよそ３単位おきに１本程度の割合で、平均重合度１２〜１８
のグルコースのα−１，４−結合の糖鎖がα−１，６−結合で結合している。また、α−
１，６−結合で結合している分枝鎖にも同様にグルコースのα−１，４−結合の糖鎖がα
−１，６−結合で結合している。そのため、グリコーゲンは網状構造を形成する。グリコ
ーゲンは酵素合成することも可能である。本発明において使用されるグリコーゲンの重合
度は、好ましくは約５００以上であり、より好ましくは約１０００以上であり、さらに好
ましくは約２０００以上であり、最も好ましくは約３０００以上である。本発明において
使用されるグリコーゲンの重合度は、好ましくは約１×１０７以下であり、より好ましく
は約３×１０６以下であり、さらに好ましくは約１×１０６以下であり、最も好ましくは
約３×１０５以下である。
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【００７４】
デキストリンは、グルコースから構成されるグルカンの一種であり、デンプンとマルト
ースとの中間の複雑さをもつグルカンである。デキストリンは、デンプンを酸、アルカリ
または酵素によって部分的に分解することによって得られる。本発明において使用される
デキストリンの重合度は、好ましくは約１０以上であり、より好ましくは約２０以上であ
り、さらに好ましくは約３０以上であり、最も好ましくは約５０以上である。本発明にお
いて使用されるデキストリンの重合度は、好ましくは約１００００以下であり、より好ま
しくは約９０００以下であり、さらに好ましくは約７０００以下であり、最も好ましくは
約５０００以下である。
【００７５】

40

酵素合成分岐グルカンとは、酵素を使用して合成された分岐グルカンをいう。ＳＰ−Ｇ
Ｐ法でのアミロースの合成の際に反応液中にブランチングエンザイムを加えることにより
、生成物を分岐させることができる。分岐の程度はブランチングエンザイムの添加量によ
って調節され得る。酵素合成分岐グルカンは、天然の分岐グルカンと比較して均一な構造
を有しているため、製薬材料として使用する際に非常に有利である。例えば、本発明にお
いて使用される酵素合成分岐グルカンの重合度は、好ましくは約２０以上であり、より好
ましくは約５０以上であり、さらに好ましくは約１００以上であり、最も好ましくは約２
００以上である。本発明において使用される酵素合成分岐グルカンの重合度は、好ましく
は約２×１０５以下であり、より好ましくは約１×１０５以下であり、さらに好ましくは
約５×１０４以下であり、最も好ましくは約３×１０４以下である。
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【００７６】
本明細書中では、用語「高度分岐環状グルカン」とは、内分岐環状構造部分と外分岐構
造部分とを有する、重合度が５０以上であるグルカンをいう。高度分岐環状グルカンは、
分子全体として少なくとも１つの分岐を有すればよい。本発明で使用され得る高度分岐環
状グルカンの分子全体としての重合度は、好ましくは約５０以上であり、より好ましくは
約６０以上であり、さらに好ましくは約１００以上である。本発明で使用され得る高度分
岐環状グルカンの分子全体としての重合度は、好ましくは約１０，０００以下であり、よ
り好ましくは約７，０００以下であり、さらに好ましくは約５，０００以下である。
【００７７】
高度分岐環状グルカンに存在する、内分岐環状構造部分の重合度は、好ましくは約１０
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以上であり、より好ましくは約１５以上であり、さらに好ましくは約２０以上である。高
度分岐環状グルカンに存在する、内分岐環状構造部分の重合度は、好ましくは約５００以
下であり、より好ましくは約３００以下であり、さらに好ましくは約１００以下である。
【００７８】
高度分岐環状グルカンに存在する、外分岐構造部分の重合度は、好ましくは約４０以上
であり、より好ましくは約１００以上であり、さらに好ましくは約３００以上であり、さ
らにより好ましくは約５００以上である。高度分岐環状グルカンに存在する、外分岐構造
部分の重合度は、好ましくは約３０００以下であり、より好ましくは約１０００以下であ
り、さらに好ましくは約５００以下であり、さらにより好ましくは約３００以下である。
【００７９】
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高度分岐環状グルカンに存在する、内分岐環状構造部分のα−１，６−グルコシド結合
は少なくとも１個あればよく、例えば１個以上、５個以上、１０個以上などであり得る；
内分岐環状構造部分のα−１，６−グルコシド結合は例えば約２００個以下、約５０個以
下、約３０個以下、約１５個以下、約１０個以下などであり得る。
【００８０】
高度分岐環状グルカンは、１種類の重合度のものを単独で用いてもよいし、種々の重合
度のものの混合物として用いてもよい。好ましくは、高度分岐環状グルカンの重合度は、
最大の重合度のものと最小の重合度のものとの重合度の比が約１００以下、より好ましく
は約５０以下、さらにより好ましくは約１０以下である。
【００８１】
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高度分岐環状グルカンは、好ましくは、内分岐環状構造部分と外分岐構造部分とを有す
る、重合度が５０から５０００の範囲にあるグルカンであって、ここで、内分岐環状構造
部分とはα−１，４−グルコシド結合とα−１，６−グルコシド結合とで形成される環状
構造部分であり、そして外分岐構造部分とは、該内分岐環状構造部分に結合した非環状構
造部分である、グルカンである。この外分岐構造部分の各単位鎖の重合度は、平均で好ま
しくは約１０以上であり、好ましくは約２０個以下である。高度分岐環状グルカンおよび
その製造方法は、特開平８−１３４１０４号（特許第３１０７３５８号）に詳細に記載さ
れており、その記載に従って製造され得る。高度分岐環状グルカンは、例えば、江崎グリ
コ株式会社から「クラスターデキストリン」として市販されている。本発明において使用
される高度分岐環状デキストリンの重合度は、好ましくは約５０以上であり、より好まし

40

くは約７０以上であり、さらに好ましくは約１００以上であり、最も好ましくは約１５０
以上である。本発明において使用される高度分岐環状デキストリンの重合度は、好ましく
は約１００００以下であり、より好ましくは約７０００以下であり、さらに好ましくは約
５０００以下であり、最も好ましくは約４０００以下である。
【００８２】
特定の実施形態では、分岐状グルカンは、粒子状となりうる。直径約４ｎｍ以下の粒子
は腎臓から排出され、直径約４ｎｍ〜約２００ｎｍの粒子は血中を長時間循環し、直径約
２００ｎｍ〜約７μｍの粒子は細網内皮系に捕捉され、直径約７μｍ以上の粒子は毛細血
管を閉塞させることが公知である。細網内皮系は肝臓および脾臓に分布する。そのため、
分岐グルカンの粒径を制御することにより、本発明のグルクロン酸含有グルカン及びその

50

(26)

JP WO2010/128601 A1 2010.11.11

修飾物及びそれらの結合体の体内での動態を制御することができる。血中に長時間循環さ
せることを意図する場合、粒子状分岐グルカンの粒径は、好ましくは直径約４ｎｍ以上で
あり、より好ましくは約１０ｎｍ以上であり、好ましくは約２００ｎｍ以下であり、より
好ましくは約１００ｎｍ以下である。このような粒径の粒子状分岐グルカンの分子量は、
好ましくは約５×１０５以上であり、より好ましくは約１×１０６以上であり、好ましく
は約５×１０７以下であり、より好ましくは約２×１０７以下である。例えば、直径２０
〜５０ｎｍの粒子はがん細胞に蓄積することが公知であるので、がん細胞に蓄積させるこ
とを意図する場合、粒子状分岐グルカンの粒径は、好ましくは直径約１０ｎｍ以上であり
、より好ましくは約１５ｎｍ以上であり、好ましくは約１００ｎｍ以下であり、より好ま
しくは約５０ｎｍ以下である。このような粒径の粒子状分岐グルカンの分子量は、好まし

10

くは約５×１０５以上であり、より好ましくは約１×１０６以上であり、好ましくは約２
×１０７以下であり、より好ましくは約５×１０６以下である。
【００８３】
α−グルカンの分岐の数（すなわち、α−１，６−グルコシド結合の数）は、好ましく
は約１個以上であり、より好ましくは約１０個以上であり、さらに好ましくは約３０個以
上である。α−グルカンの分岐の数（すなわち、α−１，６−グルコシド結合の数）は、
好ましくは約５０００個以下であり、より好ましくは約２０００個以下であり、さらに好
ましくは約１０００個以下である。
【００８４】
本発明で使用される分岐状α−グルカンにおいては、α−１，６−グルコシド結合の数

20

に対するα−１，４−グルコシド結合の数の比（「α−１，６−グルコシド結合の数」：
「α−１，４−グルコシド結合の数」）は、好ましくは１：１〜１：１００００であり、
より好ましくは１：１０〜１：５０００であり、さらに好ましくは１：５０〜１：１００
０であり、さらに好ましくは１：１００〜１：５００である。
【００８５】
α−１，６−グルコシド結合は、α−グルカン中に無秩序に分布していてもよいし、均
質に分布していてもよい。α−グルカン中に糖単位で５個以上の直鎖状部分ができる程度
の分布であることが好ましい。
【００８６】
本発明においては、グルカンの代わりにグルカンの修飾物を使用してもよい。グルカン

30

の修飾物の例としては、化工デンプンおよび上記で説明したグルカンのエステル化物など
が挙げられる。グルカンの修飾物はまた、水酸基修飾物または還元末端修飾物であっても
よい。また、後述するように、グルカンの少なくとも１つの非還元末端にグルクロン酸残
基を結合させた後にグルカン部分を修飾してもよい。
【００８７】
化工デンプンは、天然のデンプンに加水分解、エステル化、またはα化などの処理を施
して、より利用しやすい性質を持たせたデンプンである。糊化開始温度、糊の粘度、糊の
透明度、老化安定性などを様々な組み合わせで有する幅広い種類の化工デンプンが入手可
能である。化工デンプンの種類には種々ある。このようなデンプンの例は、デンプンの糊
化温度以下においてデンプン粒子を酸に浸漬することにより、デンプン分子は切断するが

40

、デンプン粒子は破壊していないデンプンである。
【００８８】
化工デンプン以外のグルカンの修飾物の例としては、非修飾グルカンのアルコール性水
酸基のうちの少なくとも１つが修飾されたもの（以下、本明細書中では「グルカンの水酸
基修飾物」という)、グルカンの非還元末端のうちの一部が修飾されたもの（以下、本明
細書中では「グルカンの非還元末端修飾物」という）およびグルカンの還元末端が修飾さ
れたもの（以下、本明細書中では「グルカンの還元末端修飾物」という）が挙げられる。
【００８９】
水酸基での修飾の例としては、ヒドロキシアルキル化、アルキル化、アシル化、カルボ
キシメチル化、硫酸化及びリン酸化が挙げられる。水酸基での修飾は、体内の酵素によっ

50

(27)

JP WO2010/128601 A1 2010.11.11

て除去され得る修飾であることが好ましい。グルカンの水酸基修飾物は、好ましくはアシ
ル化グルカンであり、さらに好ましくはアセチル化グルカンである。アルコール性水酸基
への修飾基の導入頻度は、グルカンの修飾反応の際に任意に設定することができる。アル
コール性水酸基への修飾基の導入頻度はＤＳとして表し、ＤＳ１はグルコース残基あたり
ひとつの修飾基が導入されている状態を意味する。ＤＳは、ＤＳ＝（修飾基数）／（グル
コース残基数）によって計算され得る。非修飾グルコース残基には２位、３位および６位
にＯＨ基があるため、理論上、グルコース残基１個あたり最大３個の修飾基を導入し得る
。そのため、ＤＳの上限値は通常３である。アルコール性水酸基への修飾基の導入頻度は
、約ＤＳ０．０１以上であり、より好ましくは約ＤＳ０．０３以上であり、さらに好まし
くは約ＤＳ０．０５以上であり、特に好ましくは約ＤＳ０．０７以上であり、最も好まし

10

くは約ＤＳ０．１以上である。修飾基の導入頻度は、好ましくは約ＤＳ１．５以下であり
、より好ましくは約ＤＳ１．３以下であり、さらに好ましくは約ＤＳ１．１以下であり、
特に好ましくは約ＤＳ１．０以下であり、最も好ましくは約ＤＳ０．９以下である。グル
カンを修飾することにより血液内あるいは体内でのグルカンの分解が抑制される。
【００９０】
非還元末端での修飾の例としては、マンノース残基、ガラクトース残基などの標的製分
子との結合が挙げられる。非還元末端での修飾については、以下の２．７および３におい
て詳細に説明する。非還元末端修飾物は、好ましくはマンノース残基との結合物又はガラ
クトース残基との結合物である。
【００９１】

20

還元末端での修飾の例としては、単糖、非還元性糖質類、生体適合性高分子、リポソー
ム構成成分、配糖体及びアミン基含有低分子量物質との結合が挙げられる。非還元末端で
の修飾については、以下の２．７および３において詳細に説明する。
【００９２】
（１．２）ウロン酸
ウロン酸は、単糖を酸化して得られる誘導体のうち、主鎖の末端のヒドロキシメチル基
がカルボキシル基に変わったカルボン酸の総称である。ウロン酸はまた、単糖類のカルボ
ニル基から最も離れている第一アルコール基（−ＣＨ２ＯＨ）をカルボキシル基（−ＣＯ
ＯＨ）に酸化して得られる酸であってもよい。ウロン酸は、単糖をグリコシドへと誘導し
たのちに６位を酸化することにより、又はアルダル酸を還元することにより合成され得る

30

。
【００９３】
代表的なウロン酸の例としては、グルクロン酸、ガラクツロン酸、マンヌロン酸などが
挙げられる。グルクロン酸はグルコースの酸化物であり、ガラクツロン酸はガラクトース
の酸化物であり、マンヌロン酸はマンノースの酸化物である。本発明におけるウロン酸と
してはグルクロン酸が最も好ましい。
【００９４】
本発明の方法においては、ウロン酸−１−リン酸が使用される。ウロン酸−１−リン酸
は、市販のものであってよく、化学的方法、酵素的方法または醗酵などの生物学的方法に
より合成してもよい。ウロン酸は、ウロン酸−１−リン酸を合成するために使用されても

40

よい。
【００９５】
（２．ウロン酸含有グルカンの製造法）
（２．１）グルクロン酸−１−リン酸
本発明において利用されるグルクロン酸−１−リン酸としては、化学的な方法、酵素的
な方法、醗酵などの生物学的方法により合成されたものが使用できる。特にグルコース−
１−リン酸の化学的酸化反応により合成されたグルクロン酸−１−リン酸が好ましい。グ
ルコース−１−リン酸の化学的酸化反応によりグルクロン酸−１−リン酸を合成する方法
は、Ｈｅｅｒｅｓら、Ｃａｒｂｏｈｙｄｒ．Ｒｅｓ．１９９７、２９９、２２１−２２７
に開示されている。
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【００９６】
グルクロン酸−１−リン酸としては、非塩形態のグルクロン酸−１−リン酸および塩の
形態のグルクロン酸−１−リン酸のいずれをも使用し得る。例えば、グルクロン酸−１−
リン酸の金属塩を使用することができ、グルクロン酸−１−リン酸のアルカリ金属塩（例
えば、グルクロン酸−１−リン酸二ナトリウムおよびグルクロン酸−１−リン酸二カリウ
ム）を使用することができる。
【００９７】
（２．２）α−グルカンホスホリラーゼ
本明細書において「α−グルカンホスホリラーゼ」および「ＧＰ」は、特に示さない限
り互換可能に用いられる。本明細書において用語「α−グルカンホスホリラーゼ」は、α

10

−グルカンホスホリラーゼ活性を有する酵素を意味する。α−グルカンホスホリラーゼは
、ＥＣ２．４．１．１に分類される。α−グルカンホスホリラーゼ活性とは、無機リン酸
とα−１，４−グルカンとから、グルコース−１−リン酸およびα−１，４−グルカンの
部分分解物を作る反応またはその逆反応を触媒する活性をいう。α−グルカンホスホリラ
ーゼは、ホスホリラーゼ、スターチホスホリラーゼ、グリコーゲンホスホリラーゼ、マル
トデキストリンホスホリラーゼなどと呼ばれる場合もある。α−グルカンホスホリラーゼ
は、加リン酸分解の逆反応であるα−１，４−グルカン合成反応をも触媒し得る。反応が
どちらの方向に進むかは、基質の量に依存する。生体内では、無機リン酸の量が多いので
、α−グルカンホスホリラーゼは加リン酸分解の方向に反応が進む。無機リン酸の量が少
20

ないと、α−１，４−グルカンの合成の方向に反応が進む。
【００９８】
全ての既知のα−グルカンホスホリラーゼは、活性のためにピリドキサール５

−リン

酸を必要とし、そして類似した触媒機構を共有するようである。異なった起源に由来する
酵素は、基質の優先性および調節形態が異なっているが、全てのα−グルカンホスホリラ
ーゼは、多数のα−グルカンホスホリラーゼを含む大きなグループに属する。この大きな
グループは、細菌、酵母および動物由来のグリコーゲンホスホリラーゼ、植物由来のデン
プンホスホリラーゼ、ならびに細菌由来のマルトデキストリンホスホリラーゼを含む。α
−グルカンホスホリラーゼは、デンプンまたはグリコーゲンを貯蔵し得る種々の植物、動
物および微生物中に普遍的に存在すると考えられる。
30

【００９９】
植物のα−グルカンホスホリラーゼは、グリコーゲンへの親和性によって、タイプＬと
タイプＨとに分けられる。タイプＬα−グルカンホスホリラーゼとは、グリコーゲンへの
親和性が低いα−グルカンホスホリラーゼをいう。
【０１００】
一般に、タイプＬのα−グルカンホスホリラーゼは、基質として、グリコーゲンよりも
、マルトデキストリン、アミロースおよびアミロペクチンを好む（Ｈｉｒｏｙｕｋｉ
ｏｒｉら著、「Ａ
ｏｆ

Ｃｈｉｍｅｒｉｃ

Ｐｌａｎｔ

ｒｎａｌ

ｏｆ

Ｔｙｐｅ

Ｌ

α−Ｇｌｕｃａｎ
ａｎｄ

Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ

Ｈ

Ｍ

Ｐｈｏｓｐｈｏｒｙｌａｓｅ

Ｉｓｏｚｙｍｅｓ」、Ｔｈｅ

Ｊｏｕ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ、１９９３、ｖｏｌ．２６

８，Ｎｏ．８，ｐｐ．５５７４−５５８１）。タイプＨ

α−グルカンホスホリラーゼと
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は、グリコーゲンへの親和性が高いα−グルカンホスホリラーゼをいう。
【０１０１】
一般に、タイプＨ

α−グルカンホスホリラーゼは、グリコーゲンを含め、種々のグル

カンについての極めて高い親和性を有する。植物のα−グルカンホスホリラーゼのタイプ
ＬとタイプＨは植物細胞内での局在性にも違いがある。タイプＨは、細胞質に局在してお
り、タイプＬはプラスチドに局在している。
【０１０２】
α−グルカンホスホリラーゼのグルカン合成反応のための最小のプライマー分子はマル
トテトラオースであることが報告されている。グルカン分解反応のために有効な最小の基
質はマルトペンタオースであることも報告されている。一般に、これらは、α−グルカン
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ホスホリラーゼに共通の特徴であると考えられていた。
【０１０３】
しかし、近年、Ｔｈｅｒｍｕｓ

ｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ由来のα−グルカンホスホ

リラーゼおよびＴｈｅｒｍｏｃｏｃｃｕｓ

ｌｉｔｏｒａｌｉｓ由来のα−グルカンホス

ホリラーゼは、他のα−グルカンホスホリラーゼとは異なる基質特異性を有すると報告さ
れている。これらのα−グルカンホスホリラーゼについては、グルカン合成についての最
小のプライマーがマルトトリオースであり、グルカン分解についての最小の基質がマルト
テトラオースである。また、近年、種々の細菌のゲノム解析が行なわれ、種々の細菌由来
α−グルカンホスホリラーゼの塩基配列及びアミノ酸配列が報告されている。Ａｑｕｉｆ
ｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ由来のα−グルカンホスホリラーゼ、Ｔｈｅｒｍｏｔｇａ

ｒｉｔｉｍａ由来のα−グルカンホスホリラーゼ、Ｔｈｅｒｍｏｃｏｃｃｕｓ

ｍａ

10

ｚｉｌｌ

ｉｇｉｉ由来のマルトデキストリンホスホリラーゼ、Ｔｈｅｒｍｏａｎａｅｒｏｂａｃｔ
ｅｒ

ｐｓｅｕｄｅｔｈａｎｏｌｉｃｕｓ由来のα−グルカンホスホリラーゼなどのアミ

ノ酸配列及び遺伝子配列が報告されている。
【０１０４】
本発明で使用するα−グルカンホスホリラーゼは、Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼであることが好ましい。
【０１０５】
Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼの塩基配

列を配列番号１に示し、そしてアミノ酸配列を配列番号２の１位〜６９２位に示す。Ａｑ
ｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

20

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼのアミノ酸配列

は、植物のα−グルカンホスホリラーゼのアミノ酸配列に対して約２１％〜約２４％の配
列同一性を有し、Ｔｈｅｒｍｕｓ

ｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ由来のα−グルカンホスホ

リラーゼのアミノ酸配列に対して約３４％の配列同一性を有し、そしてＴｈｅｒｍｏｃｏ
ｃｃｕｓ

ｌｉｔｏｒａｌｉｓ由来のα−グルカンホスホリラーゼのアミノ酸配列に対し

て約３８％の配列同一性を有する。Ｔｈｅｒｍｏｔｇａ

ｍａｒｉｔｉｍａ由来のα−グ

ルカンホスホリラーゼのアミノ酸配列に対して約３８％の配列同一性を有し、Ｔｈｅｒｍ
ｏｃｏｃｃｕｓ

ｚｉｌｌｉｇｉｉ由来のマルトデキストリンホスホリラーゼのアミノ酸

配列に対して約３８％の配列同一性を有し、そしてＴｈｅｒｍｏａｎａｅｒｏｂａｃｔｅ
ｒ

ｐｓｅｕｄｅｔｈａｎｏｌｉｃｕｓに対して約３３％の配列同一性を有する。
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【０１０６】
本明細書中では、酵素がある生物に「由来する」とは、その生物から直接単離したこと
のみを意味するのではなく、その生物を何らかの形で利用することによりその酵素が得ら
れることをいう。例えば、その生物から入手したその酵素をコードする遺伝子を大腸菌に
導入して、その大腸菌から酵素を単離する場合も、その酵素はその生物に「由来する」と
いう。
【０１０７】
本明細書において配列（例えば、アミノ酸配列、塩基配列など）の「同一性」とは、２
つの配列の間で同一のアミノ酸（塩基配列を比較する場合は塩基）の出現する程度をいう
。一般に、２つのアミノ酸または塩基の配列を比較して、付加または欠失を含み得る最適

40

な様式で整列されたこれら２つの配列を比較することによって決定され得る。
【０１０８】
本明細書では配列の同一性は、ＧＥＮＥＴＹＸ−ＷＩＮ

Ｖｅｒ．４．０（株式会社ゼ

ネティックス）のマキシマムマッチングを用いて算出される。このプログラムは、解析対
象となる配列データに対して、比較対象となる配列データを置き換えおよび欠損を考慮し
ながら、配列間で一致するアミノ酸対が最大になるように並べ替え、その際、一致（Ｍａ
ｔｃｈｅｓ）、不一致（Ｍｉｓｍａｔｃｈｅｓ）、ギャップ（Ｇａｐｓ）についてそれぞ
れ得点を与え合計を算出して最小となるアライメントを出力しその際の同一性を算出する
（参考文献：Ｔａｋａｓｈｉ，Ｋ．，およびＧｏｔｏｈ，Ｏ．１９８４．Ｓｅｑｕｅｎｃ
ｅ

Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｓ

ａｍｏｎｇ

Ｖａｒｉｏｕｓ

４．５

Ｓ

ＲＮＡ
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Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．９２：１１７３−１１７７）。

【０１０９】
例えば、本発明で使用されるα−グルカンホスホリラーゼのアミノ酸配列は、配列番号
２と同一、すなわち、１００％同一であってよい。別の実施形態では、グルクロン酸をグ
ルカンの非還元末端に転移する活性を有する限り、このアミノ酸配列は、対照アミノ酸配
列と比較してある一定の数までアミノ酸が変化していてもよい。このような変化は、少な
くとも１個のアミノ酸の欠失、置換（保存および非保存置換を含む）または挿入からなる
群より選択され得る。このような変化は配列番号２のアミノ酸配列のアミノ末端もしくは
カルボキシ末端の位置で生じてもよく、またはこれら末端以外のどの位置で生じてもよい
。アミノ酸残基の変化は、１残基ずつ点在していてもよく、数残基連続していてもよい。

10

例えば、本発明で使用されるα−グルカンホスホリラーゼは、酵素の精製を容易にするた
め、安定性を高めるためなどの理由で配列番号２のアミノ酸配列のいずれかの末端に（好
ましくは約２０残基以下、より好ましくは約１０残基以下、さらに好ましくは約５残基以
下の）アミノ酸残基を付加したものであってもよい。
【０１１０】
本発明で使用されるα−グルカンホスホリラーゼは、配列番号２のアミノ酸配列に対し
て好ましくは約５０％以上、より好ましくは約６０％以上、さらに好ましくは約７０％以
上、なおいっそう好ましくは約８０％以上、特に好ましくは約９０％以上、最も好ましく
は約９５％以上の配列同一性を有するアミノ酸配列を有し、かつ、グルクロン酸をグルカ
ンの非還元末端に転移する活性を有する。本発明で使用されるα−グルカンホスホリラー

20

ゼは、配列番号２のアミノ酸配列に対して約９６％以上、約９７％以上、約９８％以上ま
たは約９９％以上の配列同一性を有するアミノ酸配列を有し得る。
【０１１１】
反応開始時の溶液中に含まれるα−グルカンホスホリラーゼの量は、好ましくは約０．
０１Ｕ／ｍｌ以上であり、より好ましくは約０．１Ｕ／ｍｌ以上であり、特に好ましくは
約０．５Ｕ／ｍｌ以上であり、最も好ましくは約１Ｕ／ｍｌ以上である。反応開始時の溶
液中に含まれるα−グルカンホスホリラーゼの量は、好ましくは約１０００Ｕ／ｍｌ以下
であり、より好ましくは約１００Ｕ／ｍｌ以下であり、特に好ましくは約５０Ｕ／ｍｌ以
下であり、最も好ましくは約２０Ｕ／ｍｌ以下である。α−グルカンホスホリラーゼの重
量が多すぎると、反応中に変性した酵素が凝集しやすくなる場合がある。使用量が少なす

30

ぎると、反応自体は起こるものの、グルカンの収率が低下する場合がある。なお、α−グ
ルカンホスホリラーゼの単位量は、以下のとおりに定義される：
α−グルカンホスホリラーゼの単位量は、１分間に１μｍｏｌの無機リン酸（Ｐｉ）を生
成するα−グルカンホスホリラーゼ活性を１単位（Ｕ又はＵｎｉｔ）とする。このα−グ
ルカンホスホリラーゼ活性の測定は、Ｇ−１−Ｐから生じた遊離の無機リン酸（Ｐｉ）を
定量する。２００μｌの反応液（１００ｍＭ酢酸緩衝液（ｐＨ６．０）中、１２．５ｍＭ
Ｇ−１−Ｐ、１％デキストリンおよび酵素液を含む）を５０℃に１５分間インキュベー
トした後、８００μｌのモリブデン試薬（１５ｍＭモリブデン酸アンモニウム、１００ｍ
Ｍ酢酸亜鉛）を加え、攪拌し反応を停止する。２００μｌの５６８ｍＭのアスコルビン酸
（ｐＨ５．８）を加え、混合し、３０℃に１５分間インキュベートした後、分光光度計を

40

用いて８５０ｎｍの吸光度を測定する。濃度既知の無機リン酸を用いて同様に吸光度を測
定し、標準曲線を作成し、この標準曲線に試料で得られた吸光度を当てはめ、試料中の無
機リン酸を求める。無機リン酸は、リン酸イオンとして定量される。グルコース−１−リ
ン酸の量は定量されない。
【０１１２】
α−グルカンホスホリラーゼは、精製されていても未精製であってもよい。精製された
α−グルカンホスホリラーゼが好ましい。α−グルカンホスホリラーゼは、固定化されて
いても固定化されていなくともよい。α−グルカンホスホリラーゼは、固定化されること
が好ましい。固定化の方法としては、担体結合法（たとえば、共有結合法、イオン結合法
、または物理的吸着法）、架橋法または包括法（格子型またはマイクロカプセル型）など
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、当業者に周知の方法が使用され得る。α−グルカンホスホリラーゼは、担体上に固定化
されていることが好ましい。
【０１１３】
（２．３）α−グルカンホスホリラーゼの製造
本発明で用いられるα−グルカンホスホリラーゼは、上記のような自然界に存在する、
α−グルカンホスホリラーゼを産生する生物から直接単離され得る。あるいは、本発明で
用いられるα−グルカンホスホリラーゼは、上記の生物から単離したα−グルカンホスホ
リラーゼをコードする遺伝子を用いて遺伝子組換えされた微生物（例えば、細菌、真菌な
ど）から単離してもよい。
10

【０１１４】
好ましい実施形態では、Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカン

ホスホリラーゼは、配列番号１の遺伝子断片を化学合成し、この遺伝子断片を含む発現ベ
クターを構築し、この発現ベクターを微生物へ導入して組換え微生物を作製し、この組換
え微生物を培養してα−グルカンホスホリラーゼを生産させ、そして生産されたα−グル
カンホスホリラーゼを回収することにより生産される。遺伝子組換えによる酵素生産方法
は、当業者に周知である。本願発明に用いられる宿主微生物には、原核生物および真核生
物が含まれ、中温菌が好ましい。特に好ましい微生物としては、例えば大腸菌などが挙げ
られるが、これに限定されない。
【０１１５】
本発明の方法で用いられるα−グルカンホスホリラーゼは、例えば、以下のようにして

20

調製され得る。まず、α−グルカンホスホリラーゼを産生する微生物（例えば、細菌、真
菌など）を培養する。この微生物は、α−グルカンホスホリラーゼを直接生産する微生物
であってもよい。また、α−グルカンホスホリラーゼをコードする遺伝子をクローン化し
、得られた遺伝子でα−グルカンホスホリラーゼ発現に有利な微生物（例えば、細菌、真
菌など）を遺伝子組換えして組換えされた微生物を得、得られた微生物からα−グルカン
ホスホリラーゼを得てもよい。
【０１１６】
α−グルカンホスホリラーゼ遺伝子での遺伝子組換えに用いられる微生物は、α−グル
カンホスホリラーゼの発現の容易さ、培養の容易さ、増殖の速さ、安全性などの種々の条
件を考慮して容易に選択され得る。α−グルカンホスホリラーゼは、夾雑物としてアミラ

30

ーゼを含まないことが好ましいので、アミラーゼを産生しないかまたは低レベルでしか発
現しない微生物（例えば、細菌、真菌など）を遺伝子組換えに用いることが好ましい。α
−グルカンホスホリラーゼの遺伝子組換えのためには、大腸菌または枯草菌のような中温
菌を用いることが好ましい。アミラーゼを産生しないかまたは低レベルでしか発現しない
微生物（例えば、細菌、真菌など）を用いて産生されるα−グルカンホスホリラーゼは、
アミラーゼを実質的に含まないため、本発明の方法での使用に好ましい。
【０１１７】
クローン化した遺伝子での微生物（例えば、細菌、真菌など）の遺伝子組換えは、当業
者に周知の方法に従って行われ得る。クローン化した遺伝子を用いる場合、この遺伝子を
、構成性プロモーターまたは誘導性プロモーターに作動可能に連結することが好ましい。

40

「作動可能に連結する」とは、プロモーターと遺伝子とが、そのプロモーターによって遺
伝子の発現が調節されるように連結されることをいう。誘導性プロモーターを用いる場合
、培養を、誘導条件下で行うことが好ましい。種々の誘導性プロモーターは当業者に公知
である。
【０１１８】
発現ベクターとは、目的の遺伝子が転写および翻訳されるように目的の遺伝子に作動可
能に連結されており、さらに必要に応じて微生物内での複製および組換え体の選択に必要
な因子を備えた媒体をいう。また、発現産物（α−グルカンホスホリラーゼ）の分泌生産
が意図される場合は、分泌シグナルペプチドをコードする塩基配列が、目的のタンパク質
をコードするＤＮＡの上流に正しいリーディングフレームで結合される。シグナルペプチ
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ドをコードする塩基配列は当業者に公知である。発現ベクターの種類が使用する微生物宿
主に応じて代わり得ることは、当業者に周知である。
【０１１９】
好ましい発現ベクターとしては、大腸菌中でも発現可能なｐＴＲＣ９９Ａ（ファルマシ
ア製）などが挙げられる。上記発現ベクター内の転写および翻訳に必要な因子に作動可能
に連結するために、目的のα−グルカンホスホリラーゼ遺伝子を加工しなければならない
場合がある。これらは例えばプロモーターとコード領域との間が長すぎて転写効率の低下
が予想される場合、またはリボゾーム結合部位と翻訳開始コドンとの間隔が適切でない場
合などである。加工の手段としては、制限酵素による消化、Ｂａｌ３１、ＥｘｏＩＩＩな
どのエキソヌクレアーゼによる消化、あるいはＭ１３などの一本鎖ＤＮＡまたはＰＣＲを

10

使用した部位特異的突然変異の導入が挙げられる。
【０１２０】
本発明で使用されるα−グルカンホスホリラーゼをコードする塩基配列は、発現のため
に導入される生物におけるコドンの使用頻度にあわせて変更され得る。コドン使用頻度は
、その生物において高度に発現される遺伝子での使用頻度を反映する。例えば、大腸菌に
おいて発現させることを意図する場合、公開されたコドン使用頻度表（例えば、Ｓｈａｒ
ｐら，Ｎｕｃｌｅｉｃ

Ａｃｉｄｓ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ

１６

第１７号，８２０７頁（

１９８８））に従って大腸菌での発現のために最適にすることができる。
【０１２１】
発現ベクターを導入してα−グルカンホスホリラーゼ生産能力を獲得した形質転換株に

20

よって目的遺伝子を生産するために、使用する宿主微生物および発現ベクター内の発現を
調節する因子の種類、ならびに発現される物質に応じて適切な条件が選択される。例えば
、通常の振とう培養方法が用いられ得る。
【０１２２】
用いる培地は、使用される宿主微生物が生育するものであれば特に限定されない。培地
には炭素源、窒素源の他、無機塩、例えば、リン酸、Ｍｇ２＋、Ｃａ２＋、Ｍｎ２＋、Ｆ
ｅ２＋、Ｆｅ３＋、Ｚｎ２＋、Ｃｏ２＋、Ｎｉ２＋、Ｎａ＋、Ｋ＋等の塩が必要に応じて
、適宜混合して、または単独で用いられ得る。また、必要に応じて形質転換体の生育、酵
素の生産に必要な各種無機物、有機物が添加され得る。
【０１２３】
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培養の温度は用いる形質転換体の生育に適した温度を選択し得る。通常約１５℃〜約６
０℃である。本願発明の好ましい実施態様において中温菌を使用する場合、約２５℃〜約
４０℃での培養が好ましい。また、形質転換株の培養は、α−グルカンホスホリラーゼの
生産のために十分な時間続行されるが、本願発明の好ましい実施態様では、培養時間は約
２４時間程度である。
【０１２４】
誘導性のプロモーターを有する発現ベクターを使用する場合は、誘導物質の添加、培養
温度の変更、培地成分の調整などにより発現が制御され得る。例えば、ラクトース誘導性
プロモーターを有する発現ベクターを使用する場合は、イソプロピル−β−Ｄ−チオガラ
クトピラノシド（ＩＰＴＧ）を添加することにより発現が誘導され得る。

40

【０１２５】
例えば、発現されたα−グルカンホスホリラーゼが形質転換細胞内に蓄積する場合、形
質転換細胞を適切な条件下で培養した後、培養物を遠心分離または濾過することによって
細胞を回収し、次いで適切な緩衝液に懸濁する。次いで超音波処理などにより細胞を破砕
した後、遠心分離もしくは濾過することによってα−グルカンホスホリラーゼを含む上清
を得る。あるいは、発現されたα−グルカンホスホリラーゼが形質転換細胞外に分泌され
る場合、形質転換細胞を適切な条件下で培養した後、培養物を遠心分離または濾過するこ
とによって形質転換細胞を除去してα−グルカンホスホリラーゼを含む上清を得る。α−
グルカンホスホリラーゼが形質転換細胞内に蓄積する場合も、形質転換細胞外に分泌され
る場合も、このようにして得られたα−グルカンホスホリラーゼ含有上清を通常の手段（
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例えば、塩析法、溶媒沈澱、または限外濾過）を用いて濃縮し、α−グルカンホスホリラ
ーゼを含む画分を得る。この画分を濾過、あるいは遠心分離、脱塩処理などの処理を行い
粗酵素液を得る。さらにこの粗酵素液を、凍結乾燥、等電点電気泳動、イオン交換クロマ
トグラフィー、晶出などの通常の酵素の精製手段を適宜組み合わせることによって、比活
性の向上した粗酵素あるいは精製酵素が得られる。α−アミラーゼ等のα−グルカンを分
解する酵素、およびホスファターゼ等のグルコース−１−リン酸を分解する酵素が含まれ
ていなければ、その粗酵素がそのまま以後の反応に用いられ得る。
【０１２６】
Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼは耐熱性

であるので、このα−グルカンホスホリラーゼをコードする遺伝子を大腸菌などの中温菌

10

で発現させた場合、発現されたα−グルカンホスホリラーゼは簡便に精製され得る。簡単
に述べると、Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラー

ゼを含む酵素画分を６０℃で加熱処理することにより、夾雑酵素が不溶化する。この不溶
化物を遠心分離などで除去して透析処理を行うことにより、精製された酵素液が得られる
。
【０１２７】
（２．４）ウロン酸含有グルカンの製造
本発明のウロン酸含有グルカンは、グルクロン酸−１−リン酸、グルカン、およびグル
クロン酸残基をグルカンの非還元末端に転移する反応を触媒し得るα−グルカンホスホリ
ラーゼ（例えば、Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリ

20

ラーゼ）を含む反応溶液を反応させる工程を含む方法により製造され得る。この方法にお
いてグルカンの代わりにグルカン修飾物を使用することによりウロン酸含有グルカンの修
飾物を製造することができる。以下においては、例示として、グルカンを用いる方法につ
いて説明する。
【０１２８】
図１に、直鎖状グルカンの非還元末端にグルクロン酸残基を含むウロン酸含有グルカン
の製造方法の概略の一例を示す。図１に示す反応においては、直鎖状グルカンを受容体と
して使用すると、直鎖状グルカンの非還元末端にグルクロン酸を１分子のみ転移する。図
２に、分岐状グルカンの非還元末端にグルクロン酸残基を含むウロン酸含有グルカンの製
造方法の概略の一例を示す。
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【０１２９】
まず、反応溶液を調製する。反応溶液は、例えば、適切な溶媒に、グルクロン酸−１−
リン酸、グルカン、およびα−グルカンホスホリラーゼを添加することにより調製され得
る。この反応溶液には、酵素反応を阻害しない限り、必要に応じて、ｐＨを調整する目的
で任意の緩衝剤、及び無機塩類を加えてもよい。この反応溶液には、必要に応じてα−グ
ルカンホスホリラーゼの本来の基質である、グルコース−１−リン酸を添加してもよい。
グルクロン酸−１−リン酸とグルコース−１−リン酸を共存させた反応の場合、受容体グ
ルカンの非還元末端にグルコース残基を結合させる反応と、グルクロン酸残基を結合させ
る反応が同時に行われることになる（例えば、図３参照）。グルカンの非還元末端にグル
クロン酸残基が結合すると、α−グルカンホスホリラーゼはグルクロン酸残基の非還元末
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端にさらに分子を転移させることができない。しかし、グルカンの非還元末端にグルコー
ス残基が結合すると、α−グルカンホスホリラーゼは得られる分子の非還元末端にさらに
グルコース残基またはグルクロン酸残基を転移することができる。そのため、グルコース
−１−リン酸が共存するとグルカンの鎖長を伸ばすことができる。従って、最終的に得ら
れるウロン酸含有グルカンの構造は、グルクロン酸−１−リン酸とグルコース−１−リン
酸の添加比率により制御されることになる。この反応溶液には、必要に応じて、枝切り酵
素、ブランチングエンザイム、４−α−グルカノトランスフェラーゼおよびグリコーゲン
デブランチングエンザイムからなる群より選択される酵素を添加してもよい。
【０１３０】
次いで、反応溶液を、当該分野で公知の方法によって必要に応じて加熱することにより
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、反応させる。反応温度は、本発明の効果が得られる限り、任意の温度であり得る。反応
温度は代表的には、約３０℃〜約９０℃の温度であり得る。この反応工程における溶液の
温度は、所定の反応時間後に反応前のこの溶液に含まれるα−グルカンホスホリラーゼの
活性の約５０％以上、より好ましくは約８０％以上の活性が残る温度であることが好まし
い。反応温度は好ましくは約３５℃〜約８０℃であり、より好ましくは約３５℃〜約７０
℃、さらにより好ましくは約３５℃〜約６５℃である。Ａｑｕｉｆｅｘ
ｓ

ａｅｏｌｉｃｕ

ＶＦ５由来のα−グルカンホスホリラーゼは耐熱性酵素であり、その反応至適温度は

約８０〜９０℃である。反応速度の面からは、反応温度がある程度高いことが好ましい。
一方、酵素の反応至適温度の面からは約８０〜９０℃での反応が可能である。しかし、得
られる生成物の安定性、グルクロン酸−１−リン酸やグルコース−１−リン酸の安定性な
どの観点から、反応温度はＡｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ
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ＶＦ５由来のα−グルカ

ンホスホリラーゼの反応至適温度よりも少し低いことが好ましい。反応温度は、好ましく
は約３０℃以上であり、より好ましくは約３５℃以上であり、さらに好ましくは約４０℃
以上である。特定の実施形態では、反応温度は約４５℃以上または約５０℃以上であって
もよい。反応温度は、好ましくは約９０℃以下であり、より好ましくは約８０℃以下であ
り、さらに好ましくは約７０℃以下である。特定の実施形態では、反応温度は約６５℃以
下または約６０℃以下であってもよい。
【０１３１】
反応時間は、反応温度、酵素の残存活性を考慮して、任意の時間で設定され得る。反応
時間は、代表的には約１時間〜約１００時間、より好ましくは約１時間〜約７２時間、さ
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らにより好ましくは約２時間〜約３６時間、最も好ましくは約２時間〜約２４時間である
。特定の実施形態では、反応時間は、例えば、約１時間以上、約２時間以上、約５時間以
上、約１０時間以上、約１２時間以上、約２４時間以上であってもよい。特定の実施形態
では、反応時間は、例えば、約１００時間以下、約７２時間以下、約６０時間以下、約４
８時間以下、約３６時間以下、約２４時間以下であってもよい。
【０１３２】
加熱は、どのような手段を用いて行ってもよいが、溶液全体に均質に熱が伝わるように
、攪拌を行いながら加熱することが好ましい。溶液は、例えば、温水ジャケットと攪拌装
置を備えたステンレス製反応タンクの中に入れられて攪拌される。
【０１３３】
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本発明の方法ではまた、反応がある程度進んだ段階で、グルクロン酸−１−リン酸、グ
ルカン、およびα−グルカンホスホリラーゼのうちの少なくとも１つを反応溶液に追加し
てもよい。
【０１３４】
このようにして、ウロン酸含有グルカンを含有する溶液が生産される。
【０１３５】
反応終了後、反応溶液は、必要に応じて例えば、１００℃にて１０分間加熱することに
よって反応溶液中の酵素を失活させ得る。あるいは、酵素を失活させる処理を行うことな
く後の工程を行ってもよい。反応溶液は、そのまま保存されてもよいし、生産されたウロ
ン酸含有グルカンを単離するために処理されてもよい。
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【０１３６】
反応終了後、ウロン酸含有グルカンを精製してから、またはウロン酸含有グルカンの精
製前に、得られたウロン酸含有グルカンのグルカン部分のアルコール性水酸基のうちの少
なくとも１つを修飾することによりウロン酸含有グルカンの水酸基修飾物を製造してもよ
い。ウロン酸含有グルカンを精製してから修飾を行うことが好ましい。修飾は、当該分野
で公知の方法に従って行われ得る。修飾の例としては、ヒドロキシアルキル化、アルキル
化、アシル化、カルボキシメチル化、硫酸化およびリン酸化が挙げられる。アシル化が好
ましく、アセチル化がより好ましい。ウロン酸含有グルカン又はウロン酸含有グルカン水
酸基修飾物を製造した後に、グルカンの還元末端を修飾することによりウロン酸含有グル
カン又はウロン酸含有グルカン水酸基修飾物の還元末端修飾物を製造してもよい。さらに
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、これらのグルカン部分のウロン酸が結合していない非還元末端を修飾してもよい。グル
カンに対するウロン酸残基の結合、水酸基の修飾、還元末端の修飾及び非還元末端の一部
へのウロン酸残基以外の修飾基での修飾は、任意の順序で行われ得る。
【０１３７】
（２．５）ウロン酸含有グルカンの精製
＜精製方法＞
生産されたウロン酸含有グルカン（又はその修飾物）は、必要に応じて精製され得る。
精製することにより除去される不純物の例は、無機リン酸、グルクロン酸−１−リン酸、
無機塩類などである。グルカンの精製法の例としては、有機溶媒を用いる方法（Ｔ．Ｊ．
Ｓｃｈｏｃｈら、Ｊ．Ａｍｅｒｉｃａｎ

Ｃｈｅｍｉｃａｌ

Ｓｏｃｉｅｔｙ，６４，２

10

９５７（１９４２））および有機溶媒を用いない方法がある。
【０１３８】
有機溶媒を用いる精製に使用され得る有機溶媒の例としては、アセトン、ｎ−アミルア
ルコール、ペンタゾール、ｎ−プロピルアルコール、ｎ−ヘキシルアルコール、２−エチ
ル−１−ブタノール、２−エチル−１−ヘキサノール、ラウリルアルコール、シクロヘキ
サノール、ｎ−ブチルアルコール、３−ペンタノール、４−メチル−２−ペンタノール、
ｄ，ｌ−ボルネオール、α−テルピネオール、イソブチルアルコール、ｓｅｃ−ブチルア
ルコール、２−メチル−１−ブタノール、イソアミルアルコール、ｔｅｒｔ−アミルアル
コール、メントール、メタノール、エタノールおよびエーテルが挙げられる。
20

【０１３９】
有機溶媒を用いない精製方法の例としては、ウロン酸含有グルカン生産反応後、水に溶
解しているウロン酸含有グルカンを沈澱させずに、限外ろ過膜を用いた膜分画もしくはク
ロマトグラフィーに供して無機リン酸、グルクロン酸−１−リン酸、無機塩類を除去する
方法がある。
【０１４０】
精製に使用され得る限外濾過膜の例としては、分画分子量約１，０００〜約１００，０
００、好ましくは約５，０００〜約５０，０００、より好ましくは約１０，０００〜約３
０，０００の限外濾過膜（ダイセル製ＵＦ膜ユニット）が挙げられる。
【０１４１】
クロマトグラフィーに使用され得る担体の例としては、ゲル濾過クロマトグラフィー用
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担体、配位子交換クロマトグラフィー用担体、イオン交換クロマトグラフィー用担体およ
び疎水クロマトグラフィー用担体が挙げられる。
【０１４２】
（２．６）α−グルカンホスホリラーゼを利用した糖質合成についての概略
酵素を触媒とする糖鎖伸長反応は無保護の基質を用いて穏和な条件下で進行し、位置・
立体選択性の制御が容易であることから構造明確なオリゴ糖鎖の合成に有用である。ホス
ホリラーゼ（ＥＣ

２．４．１．１）はα−Ｄ−グルコース−１−リン酸（Ｇｌｃ−１−

Ｐ）を基質として認識し、α−１，４−グルカンを生成する糖鎖伸長反応を触媒すること
が知られている。ホスホリラーゼが、より多くの糖リン酸エステルを基質として認識する
ことができれば、新しい糖鎖合成につながると考えられる。このような観点から、我々は
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すでにホスホリラーゼがα−Ｄ−キシロース−１−リン酸を基質として認識し、マルトオ
リゴ糖の酵素的キシロシル化反応を触媒することを報告している（文献１（Ｍ．Ｎａｗａ
ｊｉ，Ｈ．Ｉｚａｗａ，Ｙ．Ｋａｎｅｋｏ，Ｊ．Ｋａｄｏｋａｗａ，Ｊ．Ｃａｒｂｏｈｙ
ｄｒ．Ｃｈｅｍ．，２００８，２７，２１４））。本研究では、α−Ｄ−グルコサミン−
１−リン酸（ＧｌｃＮ−１−Ｐ）（文献２（Ｍ．Ｎａｗａｊｉ，Ｈ．Ｉｚａｗａ，Ｙ．Ｋ
ａｎｅｋｏ，Ｊ．Ｋａｄｏｋａｗａ，Ｃａｒｂｏｈｙｄｒ．Ｒｅｓ．，２００８，３４３
，２６９２））とその誘導体（Ｎ−ホルミルグルコサミン−１−リン酸（ＧｌｃＮＦ−１
−Ｐ）、Ｎ−アセチルグルコサミン−１−リン酸（ＧｌｃＮＡｃ−１−Ｐ））及びグルク
ロン酸−１−リン酸（ＧｌｃＡ−１−Ｐ）を新しい基質として取り上げ、ホスホリラーゼ
によるマルトオリゴ糖への酵素的糖鎖伸長化反応を検討した（図４）。
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【０１４３】
ＧｌｃＮ−１−Ｐを基質に用いるマルトオリゴ糖への糖鎖伸長反応は、酢酸緩衝液（２
００ｍｍｏｌ／ｌ、ｐＨ６．５）中にプライマー（マルトテトラオース，Ｇｌｃ４）、Ｇ
ｌｃＮ−１−Ｐ及びホスホリラーゼ（６０Ｕ）を加えて４０℃で４８時間撹拌することに
より行った（図５）。反応終了後、ＭＡＬＤＩ−ＴＯＦ

ＭＳによる解析を容易にするた

めに粗生成物のＮ−アセチル化を行った。得られたアセチル化物のＭＡＬＤＩ−ＴＯＦ
ＭＳ測定を行ったところ、マルトオリゴ糖の非還元末端にＮ−アセチルグルコサミン残基
を有するＮ−アセチル−α−グルコサミニル１，４−マルトオリゴ糖（ＧｌｃＮＡｃ−Ｇ
ｌｃｎ）の存在が確認され、マルトオリゴ糖へのグルコサミニル化反応の進行が示唆され
10

た。
【０１４４】
さらに、グルコ−アミラーゼ（ＥＣ

３．２．１．３）を用いて残存しているマルトオ

リゴ糖の加水分解反応を行い、主生成物をＨＰＬＣによって単離した。この構造を１Ｈ
ＮＭＲ、ＭＡＬＤＩ−ＴＯＦ

ＭＳスペクトルより確認したところ、Ｎ−アセチル−α−

グルコサミニル１，４−マルトテトラオースであることがわかった。また、ＧｌｃＮＦ−
１−Ｐ、ＧｌｃＮＡｃ−１−Ｐ及び、ＧｌｃＡ−１−Ｐを基質に用いて反応を行ったとこ
ろ、ＧｌｃＮＦ−１−ＰとＧｌｃＡ−１−Ｐはホスホリラーゼに基質として認識されて、
対応する単糖ユニットが非還元末端に転移したオリゴ糖が得られることが明らかになった
。
【０１４５】

20

（２．７）ウロン酸含有グルカン及びその修飾物及び結合体
本発明のウロン酸含有グルカン及びその修飾物をさらに、ウロン酸残基のカルボキシル
残基において薬効成分と結合させることにより、結合体を得ることができる。ウロン酸含
有グルカンと薬効成分とが結合したものを「ウロン酸含有グルカン−薬効成分結合体」と
いい、ウロン酸含有グルカンの修飾物と薬効成分とが結合したものを「ウロン酸含有グル
カン修飾物−薬効成分結合体」という。同様に、ウロン酸がグルクロン酸の場合、グルク
ロン酸含有グルカンと薬効成分とが結合したものを「グルクロン酸含有グルカン−薬効成
分結合体」といい、グルクロン酸含有グルカンの修飾物と薬効成分とが結合したものを「
グルクロン酸含有グルカン修飾物−薬効成分結合体」という。
【０１４６】
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ウロン酸含有グルカン修飾物は、水酸基修飾物、非還元末端修飾物または還元末端修飾
物であり得る。
【０１４７】
水酸基修飾物については上記のとおりである。
【０１４８】
非還元末端修飾物について説明する。ウロン酸含有グルカン又はその修飾物のグルカン
部分が分岐状α−１，４−グルカンであってウロン酸残基が結合していない非還元末端が
存在する場合、ウロン酸残基が結合していない非還元末端において他の物質と結合させる
ことができる。好ましい実施形態では、ウロン酸残基が結合していない非還元末端に標的
性分子を結合させる。本明細書中では、用語「標的性分子」とは、組織ターゲット機能を
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有する分子をいう。標的性分子の例としては、マンノース、ガラクトース、グルコサミン
、キシロース、フコース、ガラクトサミン、抗体、抗体フラグメント、受容体、受容体フ
ラグメント及び受容体リガンドが挙げられる。特にガラクトースは肝実質細胞表面に存在
するアシアロ糖タンパクレセプターに認識されるため、有効である。またマンノースはク
ッパー細胞をはじめとする種々のマクロファージや肝臓の類洞血管内皮細胞上に発現して
いるマンノースレセプターに認識されるため有効である。マンノースおよびガラクトース
は、例えば、マンノース１−リン酸又はガラクトース１−リン酸を基質にα−グルカンホ
スホリラーゼを作用させることによりウロン酸含有グルカン又はその修飾物の非還元末端
に結合され得る。酵素反応により結合させる場合、マンノースおよびガラクトースはウロ
ン酸残基が結合していない非還元末端グルコース残基の４位において結合する。
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【０１４９】
還元末端修飾物について説明する。「グルクロン酸含有グルカンの還元末端修飾物」と
は、本発明のグルクロン酸含有グルカンに存在する還元末端に別の物質を結合させたもの
をいう。好ましい実施形態では、還元末端において他の物質と結合させる方法は以下の２
通りがある。第一は、公知の酵素的、あるいは公知の化学的手法により、他の物質に重合
度２以上、より好ましくは重合度３以上、さらに好ましくは重合度４以上のマルトオリゴ
糖の還元末端を結合させ、その後本発明の方法を用いてグルクロン酸をマルトオリゴ糖の
非還元末端に結合させる方法である。第二の方法は、本発明のグルクロン酸含有グルカン
の還元末端を、公知の酵素的手法により、他の物質に結合させる方法である。
【０１５０】

10

第一の方法における酵素的に他の物質にマルトオリゴ糖を結合する方法は、例えば、特
開平５−２７６８８３号公報、特開平０７−２４１１８１号公報及び国際公開番号ＷＯ０
１／０７３１０６に開示されている。
【０１５１】
第一の方法における酵素的に他の物質にマルトオリゴ糖を結合する方法は、アミン基を
有する物質に対して用いることが出来る。例えばマルトペンタオースとアミン基を有する
物質の化学的結合方法には、以下の三種がある：
（Ａ）マルトペンタオースの還元末端アルデヒドとアミン基を有する物質を還元アミノ化
により結合する方法；
（Ｂ）マルトペンタオースの還元末端アルデヒドを酸化してマルトテトラオシルグルコン
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酸としたのち、アミン基を有する物質と縮合剤により脱水縮合する方法；および
（Ｃ）マルトペンタオースの還元末端アルデヒドを酸化してマルトテトラオシルグルコン
酸としたのち脱水してマルトテトラオシルグルコノラクトンを調製し、これを、アミン基
を有する物質と無水溶媒条件で加熱して結合させる方法。（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）の３種の方
法は、特願２００８−１２１６９３に詳細に記載されている。
【０１５２】
第二の本発明のグルクロン酸含有グルカンの還元末端を、酵素的手法により、他の物質
に結合させる方法に利用可能な酵素は、糖質及び配糖体にのみ適用可能である。酵素には
、ブランチングエンザイム、ＣＧＴａｓｅ、Ｄ酵素、アミロマルターゼなどのいわゆるグ
ルカン鎖転移酵素を用いる。これら酵素はグルクロン酸含有グルカン中のα−１，４結合
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を切断し、その非還元末端側のフラグメント（グルクロン酸含有フラグメント）を受容体
分子（ここでは糖質もしくは配糖体）に転移する。
【０１５３】
結合させる物質の例としては、単糖、非還元性糖質類、生体適合性高分子、リポソーム
構成成分、配糖体、アミン基含有低分子量物質が挙げられる。
【０１５４】
単糖類の例としては、グルコサミン、Ｎ−アセチルグルコサミン、グルコン酸などの官
能基を有する単糖類が挙げられる。非還元性糖質類の例としては、ソルビトール、スクロ
ース、トレハロース、シクロデキストリン、環状デキストリン、及び環状アミロースが挙
げられる。生体適合性高分子の例としては、デンプン、セルロース、キチン、キトサン、
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デキストラン、タンパク質、及びペプチドが挙げられる。リポソーム構成成分の例として
は、リン脂質、脂肪酸、及び界面活性剤が挙げられる。配糖体の例としては、アスコルビ
ン酸グルコシド、ハイドロキノングルコシド、ヘスペリジングルコシド、ルチングルコシ
ド、パラニトロフェニルマルトペンタオース、ドデシルマルトース、フラボノイド配糖体
類、テルペン配糖体類、フェノール配糖体類、カルコン配糖体類、及びステロイド配糖体
類が挙げられる。アミン基含有低分子物質の例としては、各種アミノ酸、ドデシルアミン
、などが挙げられる。
【０１５５】
ウロン酸含有グルカン又はその修飾物のウロン酸残基のカルボキシル残基に別の物質を
結合させる実施形態については以下の「３」に詳述する。

50

(38)

JP WO2010/128601 A1 2010.11.11

【０１５６】
（３．ウロン酸含有グルカン及びその修飾物の利用）
本発明のウロン酸含有グルカン及びその修飾物は、非還元末端にウロン酸残基が結合し
ているため、非還元末端にカルボキシル基を有しており、その結果、グルカンを負に帯電
させることができる。たとえば分岐グルカンの非還元末端に多数のウロン酸が結合してい
る本発明のウロン酸含有分岐グルカン及びその修飾物は、溶媒のｐＨを変化させることに
より、非還元末端のウロン酸のカルボキシル基が解離した状態と、非解離の状態とを作り
出すことが出来る。非還元末端のウロン酸残基のカルボキシル基が解離した状態では、静
電反発により、ウロン酸含有分岐グルカン、その修飾物及びそれらの結合体は伸びきった
構造となり、非解離の状態ではウロン酸含有分岐グルカン及びその修飾物は収縮した状態
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となると考えられる。このようなｐＨ依存的な分岐多糖ミクロゲルのコンホメーション変
化は、医薬品デリバリーへの利用が可能である。
【０１５７】
本発明のウロン酸含有グルカン及びその修飾物は、非還元末端にカルボキシル基を有し
ており、このカルボキシル基に対して陽イオンをキレートすることが出来る。本発明のウ
ロン酸含有グルカン又はその修飾物を含む溶液にさらにカルシウムなどの２価陽イオンを
添加した場合には、カルシウムを介した架橋形成が起こり、ウロン酸含有グルカン及びそ
の修飾物のミクロゲルやマクロゲルを得ることできる。このようなウロン酸含有グルカン
及びその修飾物のミクロゲルやマクロゲルは化粧品、医薬品、食品、日用品などの広い産
業分野で利用できる。
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【０１５８】
本発明のウロン酸含有グルカン及びその修飾物は、非還元末端に反応性基であるカルボ
キシル基を有する。このためこのカルボキシル基を介して、別の物質（例えば、薬効成分
）にグルカン鎖を直接的または適切なスペーサーを介して間接的に結合させることが出来
る。その結果、当該物質の物性を改変したり、当該物質に対して機能を付与したりするこ
とが可能である。ここで言う別の物質とは、低分子量有機化合物、高分子有機化合物、医
薬品ＤＤＳ用微小粒子状キャリア（高分子ミセル、ウイルス粒子、リポソームなど）、無
機物質（例えば、磁性微粒子）のいずれでもかまわない。別の物質は好ましくは薬効成分
である。たとえば本発明のウロン酸含有グルカン及びその修飾物は、カルボジイミドなど
の適当な縮合剤の存在下、アミノ基を有する物質と反応させることにより、アミノ基を有
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する物質に容易に結合させることが出来る。アミノ基を有する物質がペプチド、タンパク
質などのアミノ基を含有する薬効成分の場合、得られる化合物は、ウロン酸含有グルカン
又はその修飾物と薬効成分とが直接的に結合した結合体である。あるいは、薬効成分をウ
ロン酸含有グルカン又はその修飾物にスペーサーを介して結合させることができる。この
場合、ウロン酸含有グルカン又はその修飾物のカルボキシル基に、アミン基及び薬効成分
との結合に利用可能な官能基を有する化合物を結合させることができる。薬効成分などと
の結合のためにカルボキシル基に別の化合物を結合させることを「カルボキシル基の修飾
」という。グルカン鎖の付与による物性の改変効果としては、水溶性の改善、水和層形成
による生体親和性の付与などが期待できる。
【０１５９】
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カルボキシル基の修飾には、アミノ基（すなわち、一級アミン基）または二級アミン基
と別の官能基とを有する修飾試薬を使用することができる。本明細書中では、グルクロン
酸含有グルカン及びグルクロン酸含有グルカン修飾物のカルボキシル基の修飾に使用され
るアミン基を有する物質を「カルボキシル基修飾試薬」ともいう。カルボキシル基修飾試
薬は、少なくとも１つのアミン基および少なくとも１つの別の官能基を有する。この官能
基の例としては、カチオン性官能基、アニオン性官能基、疎水性基、マレイミド基、チオ
ール基及びアルデヒド基が挙げられる。カチオン性官能基の例としては、アミノ基、ジメ
チルアミノ基、ジエチルアミノ基、トリメチルアミノ基、アンモニウム基、ピリジニウム
基が挙げられる。カチオン性官能基を有する修飾試薬の例としては、エチレンジアミン、
ジエチレントリアミン、ジメチルアミノエチルアミン、ジエチルアミノエチルアミン、Ｎ
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,Ｎ−ジメチル−4−アミノピリジンが挙げられる。アニオン性官能基の例としては、リン
酸基、スルホン酸基、硫酸基が挙げられる。アニオン性官能基を有する修飾試薬の例とし
ては、４−アミノ−３,５−ジクロロ安息香酸、Ｏ−フォスフォエタノールアミン、アミ
ノエチルスルホン酸が挙げられる。疎水性基の例としては、ステアリル基、パルミチル基
、メチル基、プロピル基、ブチル基等のアルキル基、フェニル基、ベンジル基、トリル基
等のアリール基が挙げられる。疎水性基を有する修飾試薬の例としては、ステアリルアミ
ン、メチルアミン、ベンジルアミン、イソブチルアミン、２,４,６−トリメチルアニリン
が挙げられる。マレイミド基を有する修飾試薬の例としては、Ｎ−（４−アミノフェニル
）マレイミドが挙げられる。チオール基は、メルカプト基とも呼ばれる。チオール基を有
する修飾試薬の例としては、メルカプトアミン、メルカプトエチルアミンが挙げられる。
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アルデヒド基の例としては、飽和非環式アルデヒド基、不飽和非環式アルデヒド基、飽和
脂環式アルデヒド基、芳香族アルデヒド基が挙げられる。アルデヒド基を有する修飾試薬
の例としては、２−アミノ−３,５−ジブロモベンズアルデヒド、4‑ジメチルアミノベン
ズアルデヒドが挙げられる。カルボキシル基修飾試薬はまた、Ｎ−ヒドロキシスクシンイ
ミド、Ｎ,Ｎ−ジスクシンイミドカーボネート、１−ヒドロキシベンゾトリアゾール、Ｎ
−ヒドロキシ−５−ノルボルネン−２,３−ジカルボキシイミド、Ｎ−ヒドロキシフタル
イミド、イソブチルクロロホルメートおよび４−ヒドロキシフェニルジメチルスルホニウ
ム・メチルスルフェートからなる群より選択され得る。これらの試薬を使用した場合、カ
ルボキシル基とカルボキシル基修飾試薬との間でスクシンイミジルエステルが形成される
。このようにしてカルボキシル基を修飾することにより、本発明のウロン酸含有グルカン
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及びその修飾物を他の分子に結合させるためのスペーサー部分を形成することができる。
【０１６０】
例えばアミノ基を有する物質がキトサンの場合には、キトサンの主鎖に対し、本発明の
ウロン酸含有グルカンを多数グラフト化する（すなわち、結合させる）ことが可能となり
、キトサンの物性を大きく変化させることが出来る。この場合、ウロン酸含有グルカン又
はその修飾物とキトサンとの結合体が形成される。この結合体においては、ウロン酸含有
グルカン又はその修飾物とキトサンとが直接結合している。
【０１６１】
また、アミノ基を有する物質がリン脂質の場合には、本発明のウロン酸含有グルカン又
はその修飾物が結合したリン脂質を得ることが出来る。このようなリン脂質を、ウロン酸
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含有グルカン又はその修飾物とリン脂質との結合体ともいう。この結合体においては、ウ
ロン酸含有グルカン又はその修飾物とリン脂質とが直接結合している。このようなグルカ
ン結合リン脂質を用いてリポソームを製造することにより、医薬品のデリバリーに利用可
能なグルカン鎖結合リポソームを容易に得ることが出来る。
【０１６２】
アミノ基を有する物質がタンパク質又はペプチドなどのタンパク質性薬効成分の場合に
は、グルカン鎖が結合したタンパク質又はペプチドなどのタンパク質性薬効成分を得るこ
とが出来る。このようなタンパク質又はペプチドを、ウロン酸含有グルカン又はその修飾
物とタンパク質又はペプチドとの結合体ともいう。この結合体においては、ウロン酸含有
グルカン又はその修飾物とタンパク質又はペプチドとが直接結合している。この技術はタ
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ンパク性薬効成分（医薬品）の体内動態の改良に利用することが出来る。
【０１６３】
アミノ基を有する物質が磁性微粒子である場合には、グルカン鎖が結合した磁性微粒子
を得ることが出来、これは臨床診断用造影剤として利用できる。この場合、ウロン酸含有
グルカン又はその修飾物と磁性微粒子との結合体が形成される。この結合体においては、
ウロン酸含有グルカン又はその修飾物と磁性微粒子とが直接結合している。
【０１６４】
アミノ基を有する物質が金属配位子（キレート剤）である場合には、グルカン鎖が結合
した金属配位子を得ることが出来、これは放射性金属元素を配位することにより、臨床診
断用造影剤として利用できる。この場合、ウロン酸含有グルカン又はその修飾物と金属配
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位子との結合体が形成される。この結合体においては、ウロン酸含有グルカン又はその修
飾物と金属配位子とが直接結合している。
【０１６５】
本発明のグルクロン酸含有グルカンは、非還元末端に反応性基であるカルボキシル基を
有する。カルボキシル基は中性条件下、負電荷を帯びる。一方、このカルボキシル基を化
学的に修飾することにより、カチオン性官能基又は疎水性基を、グルカンの末端に導入す
ることが出来る。一方、本発明のグルカン部分には様々な構造や分子量のグルカンが利用
できる。これら技術を組み合わせると、例えば、タンパク質を包み込むことが出来る程度
の分子量の分岐グルカンの末端に、アニオン性官能基、カチオン性官能基、疎水性基など
をコントロールして導入することが出来る。このような修飾グルカンの末端はフレキシブ
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ルに移動することが可能で、タンパク質表面に存在する電荷を帯びた部分と静電的相互作
用を、疎水性領域と、疎水性相互作用を行い、結果として本発明のグルカンは、タンパク
質と非共有結合によるコンプレックスを形成する。従って、本発明のウロン酸含有グルカ
ン又はその修飾物とタンパク質、ペプチドなどとを溶液中で混合することにより、本発明
のウロン酸含有グルカン又はその修飾物とタンパク質、ペプチドなどとのコンプレックス
を形成することができる。同様に、核酸、リポソーム、ウイルス粒子、高分子ミセル、低
分子量化合物と効果的に非共有結合的なコンプレックス形成ができるグルカンの末端構造
を設計することも出来る。このように、本発明のグルカン及びその末端誘導体は、タンパ
ク質、核酸、低分子量化合物、又は医薬品ＤＤＳ用微小粒子状キャリア（例えば、リポソ
ーム、高分子ミセル、ウイルス粒子）と効果的にコンプレックスを形成し、これらの安定
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化、物性、吸収性、体内動態（例えば、臓器集積性、組織ターゲティング特性、血中滞留
性）などに影響を与えることが出来る。このように本発明のグルカンは、医薬品の薬効成
分のＤＤＳキャリアとして、また医薬品ＤＤＳ用微小粒子状キャリアの改質剤として有効
に利用できる。
【０１６６】
本発明のウロン酸含有グルカンを、医薬品の薬効成分の改質材料として利用する場合に
は、体内での改質材料の分解を制御する必要がある。グルカンが直鎖状α−１，４−グル
カンである場合、α−アミラーゼによりすみやかな分解を受け、体内での存在時間が短く
なりすぎる場合がある。このような場合、改質材料としての目的を果たすことが出来ない
可能性がある。そこで、グルカンを構成するグルコースの水酸基の一部又はすべてを修飾
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することにより、分解に要する時間をコントロールすることが出来る。このようなウロン
酸含有グルカンの水酸基修飾物は本発明において好ましい。修飾は、エーテル化又はエス
テル化である。エーテル化は好ましくはハロゲン化アルキルまたはアルコールとのエーテ
ル化である。エーテル化に使用されるハロゲン化アルキルまたはアルコールの炭素数は好
ましくは１〜１０であり、より好ましくは１〜５であり、さらに好ましくは１〜３である
。ハロゲン基は好ましくはフルオロ、クロロ、ブロモまたはヨードであり得る。エステル
化は好ましくはカルボン酸またはハロゲン化アシルとのエステル化である。エステル化に
使用されるカルボン酸またはハロゲン化アシルの炭素数は好ましくは１〜１０であり、よ
り好ましくは１〜５である。修飾は望ましくはエステル化である。エステル化はより好ま
しくはアシル化であり、さらに好ましくはアセチル化である。
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【０１６７】
このように本発明のウロン酸含有グルカン及びその修飾物及びそれらの結合体（好まし
くはグルクロン酸含有グルカン及びその修飾物及びそれらの結合体）は、グルカンの構造
とその非還元末端の構造が自在に設計でき、これを利用することにより、医薬品の薬効成
分の体内動態を自在にコントロールできる。体内で完全に分解可能な構造であり、蓄積に
よる毒性を懸念することなく、安全に利用できる医薬品の薬効成分の改質材料である。
【０１６８】
従って、本発明によれば、本発明のウロン酸含有グルカン又はその修飾物（好ましくは
グルクロン酸含有グルカン及びその修飾物）と、薬効成分とを含む、医薬品が提供される
。本発明の医薬品においては、薬効成分は、好ましくは、低分子量有機化合物、タンパク
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質、ペプチド、抗体、抗体フラグメント、受容体、受容体フラグメント、ＤＮＡ、ＲＮＡ
、ｓｉＲＮＡおよびＲＮＡアプタマーからなる群より選択される。
【０１６９】
本発明の特定の実施形態によれば、本発明のグルクロン酸含有グルカン、その水酸基修
飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれらのカルボン酸基修飾物と、薬効成分との結合
体であって、該薬効成分は、前記グルクロン酸残基のカルボキシル基のうちの少なくとも
１つと、直接共有結合しているか、又はスペーサーを介して結合している、結合体が提供
される。該薬効成分は好ましくは、低分子量有機化合物、タンパク質、ペプチド、抗体、
抗体フラグメント、受容体、受容体フラグメント、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ｓｉＲＮＡおよびＲ
ＮＡアプタマーからなる群より選択される。
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【０１７０】
特定の実施形態によれば、本発明によれば、本発明のウロン酸含有グルカン、その水酸
基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれらのカルボン酸基修飾物（好ましくはグル
クロン酸含有グルカン、その水酸基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれらのカル
ボン酸基修飾物）を含む、臨床診断用組成物が提供される。
【０１７１】
特定の実施形態によれば、本発明によれば、本発明のウロン酸含有グルカン、その水酸
基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれらのカルボン酸基修飾物（好ましくはグル
クロン酸含有グルカン、その水酸基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれらのカル
ボン酸基修飾物）を含む、医薬品ＤＤＳ用微小粒子状キャリアが提供される。この医薬品
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ＤＤＳ用微小粒子状キャリアは、好ましくは、リポソーム、ウイルス粒子、高分子ミセル
および疎水化高分子ナノゲルからなる群より選択される。
【０１７２】
特定の実施形態によれば、本発明によれば、本発明のウロン酸含有グルカン、その水酸
基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれらのカルボン酸基修飾物（好ましくはグル
クロン酸含有グルカン、その水酸基修飾物、それらの還元末端修飾物、又はそれらのカル
ボン酸基修飾物）を含む、医薬品ＤＤＳ用微小粒子状キャリアが提供される。
【０１７３】
（４．本発明のウロン酸含有グルカン及びその修飾物及びそれらの結合体）
本発明のウロン酸含有グルカンは、好ましくはグルクロン酸含有グルカンである。本明
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細書中では、グルカンの少なくとも１つの非還元末端にウロン酸残基が結合しているが非
還元末端以外の位置にはウロン酸残基が存在しないグルカンを「ウロン酸含有グルカン」
という。本明細書中では、グルカンの少なくとも１つの非還元末端にグルクロン酸残基が
結合しているが非還元末端以外の位置にはグルクロン酸残基が存在しないグルカンを「ウ
ロン酸含有グルカン」という。
【０１７４】
本発明のグルクロン酸含有グルカンは、グルカンの少なくとも１つの非還元末端にグル
クロン酸残基が結合しているが、非還元末端以外の位置にはグルクロン酸残基が存在しな
いグルクロン酸含有グルカンであって、該グルカンが分岐状α−１，４グルカンまたは直
鎖状α−１，４グルカンである。
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【０１７５】
グルクロン酸含有グルカンのグルカン部分が直鎖状グルカンの場合、非還元末端は１つ
なので、その非還元末端に１つのグルクロン酸残基が結合している。グルクロン酸含有グ
ルカンのうちのグルカン部分が分岐状グルカンの場合、非還元末端は２つ以上あるので、
そのうちの１つ以上の非還元末端にグルクロン酸残基が結合している。本発明のグルクロ
ン酸含有グルカンにおいては、非還元末端以外の位置にはグルクロン酸残基が存在しない
。非還元末端以外の位置にグルクロン酸残基が存在しないことは、例えば、グルクロン酸
含有グルカンをα−アミラーゼとイソアミラーゼで処理することにより確認することがで
きる。α−アミラーゼはα−１，４グルカンに作用してマルトースとグルコースを生じる
が、グルクロン酸化されたα−１，４グルカン鎖はα−アミラーゼに抵抗性を示す。非還
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元末端のみにグルクロン酸残基を含むグルカンはα−アミラーゼとイソアミラーゼで処理
することにより、グルクロノシルマルトース、マルトース、グルコースを生じる。一方、
非還元末端以外にもグルクロン酸残基を含むグルカンはα―アミラーゼとイソアミラーゼ
で処理することにより、グルクロノシルマルトース、マルトース、グルコース以外の糖を
生じる。この方法により、非還元末端以外の位置にグルクロン酸残基が結合していないこ
とを確認することができる。
【０１７６】
（４．１）グルクロン酸残基が結合した分岐状グルカン、その修飾物及びそれらの結合
体
本発明のグルクロン酸含有グルカンに含まれるグルカン部分が分岐状α−１，４グルカ

10

ンである場合、グルクロン酸含有グルカンは、この分岐状α−１，４グルカンが有する複
数の非還元末端のうちの少なくとも１つにグルクロン酸残基が結合している。本発明によ
れば、グルクロン酸残基が結合した分岐状グルカンの修飾物もまた提供される。本発明に
よれば、グルクロン酸残基が結合した分岐状グルカン又はその修飾物の結合体もまた提供
される。修飾物の修飾については上記に詳述したとおりである。結合体で結合する物質に
ついても上記に詳述したとおりである。
【０１７７】
本発明のグルクロン酸含有分岐状グルカン、その修飾物及びそれらの結合体に含まれる
分岐状グルカン部分は、好ましくは分岐マルトオリゴ糖、デンプン、アミロペクチン、グ
リコーゲン、デキストリン、酵素合成分岐グルカン及び高度分岐環状デキストリン、から
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なる群より選択される。これらの分岐状グルカン部分の好適な範囲については、「（１．
１）グルカンおよびグルカンの修飾物」において説明したとおりである。
【０１７８】
本発明のグルクロン酸含有分岐状グルカンの分子量は、好ましくは約１０００以上であ
り、より好ましくは約３０００以上であり、さらに好ましくは約５０００以上である。本
発明のグルクロン酸含有分岐状グルカンの分子量は、好ましくは約１×１０９以下であり
、より好ましくは約３×１０８以下であり、さらに好ましくは約１×１０８以下である。
【０１７９】
本発明のグルクロン酸含有分岐状グルカンの修飾物の分子量は、好ましくは約１０００
以上であり、より好ましくは約３０００以上であり、さらに好ましくは約５０００以上で
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ある。本発明のグルクロン酸含有分岐状グルカンの修飾物の分子量は、好ましくは約１×
１０９以下であり、より好ましくは約３×１０８以下であり、さらに好ましくは約１×１
０８以下である。
【０１８０】
本発明の結合体においては、上記のような好適な分子量のグルクロン酸含有分岐状グル
カンに対して他の物質（例えば、標的性分子、薬効成分など）が結合していることが好ま
しい。
【０１８１】
本発明においては、グルクロン酸含有分岐状グルカン修飾物が好ましい。修飾はアシル
化またはエーテル化であることが好ましく、アセチル化がより好ましい。アシル化度は、
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好ましくは約０．１以上であり、さらに好ましくは約０．２以上であり、特に好ましくは
約０．３以上である。アシル化度は、アルカリ条件下での加熱により遊離する酢酸の定量
によって計算される。エーテル化度は、好ましくは約０．１以上であり、さらに好ましく
は約０．２以上であり、特に好ましくは約０．３以上である。エーテル化度は、ＮＭＲに
よって計算される。
【０１８２】
本発明のグルクロン酸含有分岐状グルカン、その修飾物及びそれらの結合体に結合して
いるグルクロン酸残基の数は、１分子あたり、好ましくは１個以上であり、より好ましく
は２個以上であり、さらに好ましくは３個以上である。本発明のグルクロン酸含有分岐状
グルカン又はその修飾物に結合しているグルクロン酸残基の数は、これらに限定されず、
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例えば、１分子あたり、５個以上、１０個以上、１５個以上、２０個以上、５０個以上、
１００個以上などであってもよい。目的により適切に調整され得る。本発明のグルクロン
酸含有分岐状グルカン又はその修飾物に結合しているグルクロン酸残基の数の上限は、分
岐状グルカン部分の非還元末端の数である。本発明のグルクロン酸含有分岐状グルカン又
はその修飾物に結合しているグルクロン酸残基の数は、例えば、１分子あたり、約１００
０個以下、約８００個以下、約７００個以下、約６００個以下、約５００個以下、約４０
０個以下、約３００個以下、約２００個以下、約１００個以下、約５０個以下などであり
得る。
【０１８３】
特定の実施形態では、本発明のグルクロン酸含有分岐状グルカン、その修飾物及びそれ
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らの結合体に結合しているグルクロン酸残基の数は、分岐状グルカン部分が有する非還元
末端の数の好ましくは約１０％以上であり、より好ましくは約２０％以上であり、特に好
ましくは約３０％以上であり、例えば、約４０％以上、約５０％以上または約６０％以上
であり得る。特定の実施形態では、本発明のグルクロン酸含有分岐状グルカン、その修飾
物及びそれらの結合体に結合しているグルクロン酸残基の数は、分岐状グルカン部分が有
する非還元末端の数の好ましくは約１００％以下であり、より好ましくは約９０％以下で
あり、特に好ましくは約８０％以下であり、例えば、約７０％以下、約６０％以下または
約５０％以下であり得る。
【０１８４】
（４．２）グルクロン酸残基が結合した直鎖状グルカン、その修飾物及びそれらの結合
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体
本発明のグルクロン酸含有直鎖状グルカンは、直鎖状グルカン部分の非還元末端にグル
クロン酸残基が結合している。直鎖状グルカンは非還元末端を１つしか有さないので、本
発明のグルクロン酸含有直鎖状グルカンは、グルクロン酸残基を１つしか含まない。本発
明によれば、グルクロン酸残基が結合した直鎖状グルカンの修飾物もまた提供される。本
発明によれば、グルクロン酸残基が結合した直鎖状グルカン又はその修飾物の結合体もま
た提供される。修飾物の修飾については上記に詳述したとおりである。結合体で結合する
物質についても上記に詳述したとおりである。
【０１８５】
本発明のグルクロン酸含有直鎖状グルカン又はその修飾物に含まれる直鎖状グルカン部
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分は、好ましくはマルトオリゴ糖、アミロース（例えば、天然のアミロースまたは酵素合
成アミロース）及びそれらの誘導体からなる群より選択される。これらの直鎖状グルカン
部分の好適な範囲については、「（１．１）グルカンおよびグルカンの修飾物」において
説明したとおりである。
【０１８６】
本発明のグルクロン酸含有直鎖状グルカンの分子量は、好ましくは約４５０以上であり
、より好ましくは約６００以上であり、さらに好ましくは約１０００以上である。本発明
のグルクロン酸含有直鎖状グルカンの分子量は、好ましくは約２０００００以下であり、
より好ましくは約１５００００以下であり、さらに好ましくは約１０００００以下である
40

。
【０１８７】
本発明のグルクロン酸含有直鎖状グルカンの修飾物の分子量は、好ましくは約４５０以
上であり、より好ましくは約６００以上であり、さらに好ましくは約１０００以上である
。本発明のグルクロン酸含有直鎖状グルカンの修飾物の分子量は、好ましくは約２０００
００以下であり、より好ましくは約１５００００以下であり、さらに好ましくは約１００
０００以下である。
【０１８８】
本発明の結合体においては、上記のような好適な分子量のグルクロン酸含有直鎖状グル
カンに対して他の物質（例えば、標的性分子、薬効成分など）が結合していることが好ま
しい。
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【０１８９】
本発明においては、グルクロン酸含有直鎖状グルカンの修飾物が好ましい。修飾は、ア
シル化またはエーテル化であることが好ましく、アセチル化がより好ましい。アシル化度
は、好ましくは約０．１以上であり、さらに好ましくは約０．２以上であり、特に好まし
くは約０．３以上である。アシル化度は、アルカリ条件下での加熱により遊離する酢酸の
定量によって計算される。エーテル化度は、好ましくは約０．１以上であり、さらに好ま
しくは約０．２以上であり、特に好ましくは約０．３以上である。エーテル化度は、ＮＭ
Ｒによって計算される。
【０１９０】
本発明のグルクロン酸含有直鎖状グルカンは、例えば以下の式１によって示され得る：
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【０１９１】
【化１６】

【０１９２】
ここでｎは１以上の整数である。ｎは好ましくは約１以上であり、より好ましくは約２以
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上であり、さらに好ましくは約３以上である。ｎは好ましくは約１２００以下であり、よ
り好ましくは約９００以下であり、さらに好ましくは約６００以下である。
【０１９３】
本発明のグルクロン酸含有直鎖状グルカンおよびその還元末端修飾物は、例えば以下の
式２によって示され得る：
【０１９４】
【化１７】
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【０１９５】
ここでｎは１以上の整数である。ｎは好ましくは約１以上であり、より好ましくは約２以
上であり、さらに好ましくは約３以上である。ｎは好ましくは約１２００以下であり、よ
り好ましくは約９００以下であり、さらに好ましくは約６００以下である。Ｘは、水素、
単糖、非還元性糖質類、生体適合性高分子、リポソーム構成成分、配糖体およびアミン基
含有低分子量物質からなる群より選択される。Ｘは、好ましくは、水素、グルコサミン、
Ｎ−アセチルグルコサミン、グルコン酸、ソルビトール、スクロース、トレハロース、シ
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クロデキストリン、環状デキストリン、環状アミロース、デンプン、セルロース、キチン
、キトサン、デキストラン、タンパク質、ペプチド、リン脂質、脂肪酸、界面活性剤、ア
スコルビン酸グルコシド、ハイドロキノングルコシド、ヘスペリジングルコシド、ルチン
グルコシド、パラニトロフェニルマルトペンタオース、ドデシルマルトース、フラボノイ
ド配糖体類、テルペン配糖体類、フェノール配糖体類、カルコン配糖体類、ステロイド配
糖体類、アミノ酸及びドデシルアミンからなる群より選択される。Ｘが水素の場合、この
分子はグルクロン酸含有直鎖状グルカンであり、Ｘが水素以外の物質である場合、この分
子はグルクロン酸含有直鎖状グルカン還元末端修飾物である。
【０１９６】
本発明のグルクロン酸含有直鎖状グルカン、グルクロン酸含有直鎖状グルカン水酸基修
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飾物およびその還元末端修飾物は、例えば以下の式３によって示され得る：
【０１９７】
【化１８】

【０１９８】
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ここでｎは１以上の整数である。ｎは好ましくは約１以上であり、より好ましくは約２以
上であり、さらに好ましくは約３以上である。ｎは好ましくは約１２００以下であり、よ
り好ましくは約９００以下であり、さらに好ましくは約６００以下である。Ｘは、好まし
くは、水素、単糖、非還元性糖質類、生体適合性高分子、リポソーム構成成分、配糖体お
よびアミン基含有低分子量物質からなる群より選択される。Ｘは、より好ましくは、水素
、グルコサミン、Ｎ−アセチルグルコサミン、グルコン酸、ソルビトール、スクロース、
トレハロース、シクロデキストリン、環状デキストリン、環状アミロース、デンプン、セ
ルロース、キチン、キトサン、デキストラン、タンパク質、ペプチド、リン脂質、脂肪酸
、界面活性剤、アスコルビン酸グルコシド、ハイドロキノングルコシド、ヘスペリジング
ルコシド、ルチングルコシド、パラニトロフェニルマルトペンタオース、ドデシルマルト
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ース、フラボノイド配糖体類、テルペン配糖体類、フェノール配糖体類、カルコン配糖体
類、ステロイド配糖体類、アミノ酸及びドデシルアミンからなる群より選択される。ここ
で、Ｒは、好ましくは、水素、ヒドロキシアルキル基、アルキル基、アセチル基、カルボ
キシメチル基、硫酸基およびリン酸基からなる群より独立して選択される。Ｘおよび全て
のＲが水素の場合、この分子はグルクロン酸含有直鎖状グルカンであり；Ｘが水素であっ
てＲがそれぞれ独立して水素または他の基であるがただし少なくとも１つのＲが水素以外
の基である場合、この分子はグルクロン酸含有直鎖状グルカンの水酸基修飾物であり；Ｘ
が水素以外の物質であって全てのＲが水素である場合、この分子はグルクロン酸含有直鎖
状グルカン還元末端修飾物であり；Ｘが水素以外の物質であってＲがそれぞれ独立して水
素または他の基であるがただし少なくとも１つのＲが水素以外の基である場合、この分子
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はグルクロン酸含有直鎖状グルカン水酸基修飾物の還元末端修飾物である。
【０１９９】
本発明のグルクロン酸含有直鎖状グルカン、グルクロン酸含有直鎖状グルカン水酸基修
飾物、それらの還元末端修飾物およびそれらのカルボキシル基修飾物は、例えば以下の式
４によって示され得る：
【０２００】
【化１９】
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【０２０１】
ここでｎは１以上の整数である。ｎは好ましくは約１以上であり、より好ましくは約２以
上であり、さらに好ましくは約３以上である。ｎは好ましくは約１２００以下であり、よ
り好ましくは約９００以下であり、さらに好ましくは約６００以下である。Ｘは、水素、
単糖、非還元性糖質類、生体適合性高分子、リポソーム構成成分、配糖体およびアミン基
含有低分子量物質からなる群より選択される。Ｘは、好ましくは、水素、グルコサミン、
Ｎ−アセチルグルコサミン、グルコン酸、ソルビトール、スクロース、トレハロース、シ
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クロデキストリン、環状デキストリン、環状アミロース、デンプン、セルロース、キチン
、キトサン、デキストラン、タンパク質、ペプチド、リン脂質、脂肪酸、界面活性剤、ア
スコルビン酸グルコシド、ハイドロキノングルコシド、ヘスペリジングルコシド、ルチン
グルコシド、パラニトロフェニルマルトペンタオース、ドデシルマルトース、フラボノイ
ド配糖体類、テルペン配糖体類、フェノール配糖体類、カルコン配糖体類、ステロイド配
糖体類、アミノ酸及びドデシルアミンからなる群より選択される。ここで、Ｒは、好まし
くは、水素、ヒドロキシアルキル基、アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫
酸基およびリン酸基からなる群より独立して選択される。ここで、Ｙは、好ましくは、水
酸基、カチオン性置換基、疎水性置換基、マレイミド基含有置換基およびスクシンイミド
基からなる群より選択される。Ｘおよび全てのＲが水素であってＹが水酸基である場合、

10

この分子はグルクロン酸含有直鎖状グルカンであり；Ｘおよび全てのＲが水素であってＹ
が水酸基以外の基である場合、この分子はグルクロン酸含有直鎖状グルカンのカルボキシ
ル基修飾物であり；Ｘが水素であってＲがそれぞれ独立して水素または他の基であるがた
だし少なくとも１つのＲが水素以外の基であってＹが水酸基である場合、この分子はグル
クロン酸含有直鎖状グルカンの水酸基修飾物であり；Ｘが水素であってＲがそれぞれ独立
して水素または他の基であるがただし少なくとも１つのＲが水素以外の基であってＹが水
酸基以外の基である場合、この分子はグルクロン酸含有直鎖状グルカンの修飾物の水酸基
修飾物のカルボキシル基修飾物であり；Ｘが水素以外の物質であって全てのＲが水素であ
ってＹが水酸基である場合、この分子はグルクロン酸含有直鎖状グルカン還元末端修飾物
であり；Ｘが水素以外の物質であって全てのＲが水素であってＹが水酸基以外の基である

20

場合、この分子はグルクロン酸含有直鎖状グルカンカルボキシル基修飾物の還元末端修飾
物であり；Ｘが水素以外の物質であってＲがそれぞれ独立して水素または他の基であるが
ただし少なくとも１つのＲが水素以外の基であってＹが水酸基である場合、この分子はグ
ルクロン酸含有直鎖状グルカン水酸基修飾物の還元末端修飾物であり；Ｘが水素以外の物
質であってＲが独立して水素または他の基であるがただし少なくとも１つのＲが水素以外
の基であってＹが水酸基以外の基である場合、この分子はグルクロン酸含有直鎖状グルカ
ン水酸基修飾物のカルボキシル基修飾物である。
【０２０２】
本発明のグルクロン酸含有グルカンは、例えば以下の式５によって示され得る：
【０２０３】
【化２０】

30

【０２０４】
ここでｍは１以上の整数である。ｍは好ましくは約１以上であり、より好ましくは約２以
上であり、さらに好ましくは約３以上であり、ｍは好ましくは約１２００以下であり、よ
り好ましくは約９００以下であり、さらに好ましくは約６００以下である。Ｒ１は独立し
て、Ｈ、式Ａの構造を有するグルカン鎖または式Ｂの構造を有するグルカン鎖である。全
てのＲ１がＨの場合、式５に示されるグルカンは直鎖状グルカンである。少なくとも１つ
のＲ１が式Ａまたは式Ｂの構造を有する場合、式５に示されるグルカンは分岐状グルカン
である。
【０２０５】
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【化２１】

【０２０６】
式Ａにおいて、ｋは１以上の整数である。ｋは好ましくは約１以上であり、より好ましく
は約２以上であり、さらに好ましくは約３以上であり、ｋは好ましくは約１００以下であ

10

り、より好ましくは約２５以下であり、さらに好ましくは約２０以下である。式Ａにおい
て、Ｒ２はそれぞれ独立して、Ｈ、式Ａの構造を有するグルカン鎖または式Ｂの構造を有
するグルカン鎖である。
【０２０７】
【化２２】

20
【０２０８】
式Ｂにおいて、ｓは１以上の整数である。ｓは好ましくは約１以上であり、より好ましく
は約２以上であり、さらに好ましくは約３以上であり、ｓは好ましくは約１００以下であ
り、より好ましくは約２５以下であり、さらに好ましくは約２０以下である。式Ｂにおい
て、Ｒ３は独立して、Ｈ、式Ａの構造を有するグルカン鎖または式Ｂの構造を有するグル
カン鎖である。
【０２０９】
上記で説明したように、式５において、Ｒ１は、式Ａの構造を有する基のＲ２または式
Ｂの構造を有する基のＲ３の位置において何度か式Ａの構造を有する基または式Ｂの構造

30

を有する基によって置換された構造を有し得る。式Ａと式Ｂで置換された回数の合計は、
式５で表された分岐グルカン分子の単位鎖数に等しい。分岐グルカン分子の単位鎖数は、
好ましくは約１以上であり、より好ましくは約１０以上であり、さらに好ましくは約３０
以上である。分岐グルカン分子の単位鎖数は、好ましくは約５０００以下であり、より好
ましくは約２０００以下であり、さらに好ましくは約１０００以下である。
【０２１０】
本発明のグルクロン酸含有グルカン又はグルクロン酸含有グルカン水酸基修飾物は、例
えば以下の式６によって示され得る：
【０２１１】
【化２３】

40

【０２１２】
ここでｍは１以上の整数である。ｍは好ましくは約１以上であり、より好ましくは約２以
上であり、さらに好ましくは約３以上であり、ｍは好ましくは約１２００以下であり、よ
り好ましくは約９００以下であり、さらに好ましくは約６００以下である。Ｒ１は独立し
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て、Ｈ、ヒドロキシアルキル基、アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基
、リン酸基、式６Ａの構造を有するグルカン鎖または式６Ｂの構造を有するグルカン鎖で
ある。
【０２１３】
【化２４】

10
【０２１４】
式６Ａにおいて、ｋは１以上の整数である。ｋは好ましくは約１以上であり、より好ま
しくは約２以上であり、さらに好ましくは約３以上であり、ｋは好ましくは約１００以下
であり、より好ましくは約２５以下であり、さらに好ましくは約２０以下である。式６Ａ
において、Ｒ２はそれぞれ独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル基、アルキル基、アセチル
基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を有するグルカン鎖または式
６Ｂの構造を有するグルカン鎖である。
【０２１５】
【化２５】

20

【０２１６】
式６Ｂにおいて、ｓは１以上の整数である。ｓは好ましくは約１以上であり、より好ま
しくは約２以上であり、さらに好ましくは約３以上であり、ｓは好ましくは約１００以下
であり、より好ましくは約２５以下であり、さらに好ましくは約２０以下である。式６Ｂ

30

３

において、Ｒ

は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル基、アルキル基、アセチル基、カル

ボキシメチル基、硫酸基およびリン酸基、式６Ａの構造を有するグルカン鎖または式６Ｂ
の構造を有するグルカン鎖である。
【０２１７】
式６、式６Ａおよび式６Ｂにおいて、Ｒ４は、Ｈ、ヒドロキシアルキル基、アルキル基
、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基からなる群から独立して選択され
る。
本発明のグルクロン酸含有グルカン、グルクロン酸含有グルカン水酸基修飾物およびそ
れらの還元末端修飾物は、例えば以下の式７によって示され得る：
【０２１８】

40

【化２６】

【０２１９】
ここでｍは１以上の整数である。ｍは好ましくは約１以上であり、より好ましくは約２
以上であり、さらに好ましくは約３以上であり、ｍは好ましくは約１２００以下であり、
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より好ましくは約９００以下であり、さらに好ましくは約６００以下である。Ｒ１は独立
して、Ｈ、式６Ａの構造を有するグルカン鎖または式６Ｂの構造を有するグルカン鎖であ
る。式６Ａおよび式６Ｂについては、上記式６についての定義と同様である。
【０２２０】
式７、式６Ａおよび式６Ｂにおいて、Ｒ４は、水素、ヒドロキシアルキル基、アルキル
基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基およびリン酸基からなる群から独立して選
択され、
式７において、Ｘは、好ましくは、単糖、非還元性糖質類、生体適合性高分子、リポソ
ーム構成成分、配糖体およびアミン基含有低分子量物質からなる群より独立して選択され
る。Ｘは、より好ましくは、水素、グルコサミン、Ｎ−アセチルグルコサミン、グルコン

10

酸、ソルビトール、スクロース、トレハロース、シクロデキストリン、環状デキストリン
、環状アミロース、デンプン、セルロース、キチン、キトサン、デキストラン、タンパク
質、ペプチド、リン脂質、脂肪酸、界面活性剤、アスコルビン酸グルコシド、ハイドロキ
ノングルコシド、ヘスペリジングルコシド、ルチングルコシド、パラニトロフェニルマル
トペンタオース、ドデシルマルトース、フラボノイド配糖体類、テルペン配糖体類、フェ
ノール配糖体類、カルコン配糖体類、ステロイド配糖体類、アミノ酸及びドデシルアミン
からなる群より選択される。
【０２２１】
本発明のグルクロン酸含有グルカン、グルクロン酸含有グルカン水酸基修飾物、それら
の還元末端修飾物、又はそれらのカルボキシル基修飾物は、例えば以下の式８によって示

20

され得る：
【０２２２】
【化２７】

【０２２３】

30

ここでｍは１以上の整数である。ｍは好ましくは約１以上であり、より好ましくは約２以
上であり、さらに好ましくは約３以上であり、ｍは好ましくは約１２００以下であり、よ
り好ましくは約９００以下であり、さらに好ましくは約６００以下である。Ｒ１は独立し
て、Ｈ、ヒドロキシアルキル基、アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基
、リン酸基、式６Ａの構造を有するグルカン鎖、式８Ａの構造を有するグルカン鎖、また
は式６Ｂの構造を有するグルカン鎖である。
【０２２４】
【化２８】
40

【０２２５】
式６Ａにおいて、ｋは１以上の整数である。ｋは好ましくは約１以上であり、より好ま
しくは約２以上であり、さらに好ましくは約３以上であり、ｋは好ましくは約１００以下
であり、より好ましくは約２５以下であり、さらに好ましくは約２０以下である。式６Ａ
において、Ｒ２はそれぞれ独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル基、アルキル基、アセチル
基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を有するグルカン鎖、式８Ａ

50

(50)

JP WO2010/128601 A1 2010.11.11

の構造を有するグルカン鎖、または式６Ｂの構造を有するグルカン鎖である。
【０２２６】
【化２９】

【０２２７】

10

式８Ａにおいて、ｐは１以上の整数である。ｐは好ましくは約１以上であり、より好ま
しくは約２以上であり、さらに好ましくは約３以上であり、ｐは好ましくは約１００以下
であり、より好ましくは約２５以下であり、さらに好ましくは約２０以下である。式８Ａ
において、Ｒ５は独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル基、アルキル基、アセチル基、カル
ボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を有するグルカン鎖、式８Ａの構造を
有するグルカン鎖、または式６Ｂの構造を有するグルカン鎖である。
【０２２８】
【化３０】
20

【０２２９】
式６Ｂにおいて、ｓは１以上の整数である。ｓは好ましくは約１以上であり、より好ま
しくは約２以上であり、さらに好ましくは約３以上であり、ｓは好ましくは約１００以下
であり、より好ましくは約２５以下であり、さらに好ましくは約２０以下である。式６Ｂ
において、Ｒ３はそれぞれ独立して、Ｈ、ヒドロキシアルキル基、アルキル基、アセチル
基、カルボキシメチル基、硫酸基、リン酸基、式６Ａの構造を有するグルカン鎖、式８Ａ

30

の構造を有するグルカン鎖、または式６Ｂの構造を有するグルカン鎖である。
【０２３０】
式８、式６Ａ、式８Ａ、および式６Ｂにおいて、Ｒ４は、水素、ヒドロキシアルキル基
、アルキル基、アセチル基、カルボキシメチル基、硫酸基およびリン酸基からなる群から
独立して選択され、
式８において、Ｘは、単糖、非還元性糖質類、生体適合性高分子、リポソーム構成成分
、配糖体およびアミン基含有低分子量物質からなる群より独立して選択され、
式８及び式８Ａにおいて、Ｙは、薬効成分との結合のために導入される置換基であり、
Ｙは、カルボキシル基修飾試薬との反応により得られ、該カルボキシル基修飾試薬は、少
なくとも１つのアミン基および少なくとも１つの別の官能基を有する。
【０２３１】
本発明のグルクロン酸含有グルカンの修飾例と修飾の目的を以下の表１にまとめる。表
中の構造は一例である。
【０２３２】
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【表１】

10

20

30

40

【実施例】
【０２３３】
以下、本発明を実施例に基づいて説明するが、本発明は、実施例に限定されるものでは
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JP WO2010/128601 A1 2010.11.11
ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グル

カンホスホリラーゼは、以下の製造例１によって調製したＡｑｕｉｆｅｘ
ｕｓ

ａｅｏｌｉｃ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼである。

【０２３４】
（製造例１：Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラ

ーゼの調製）
（Ａ）Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼ遺

伝子の作製
Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼ遺伝子の

アミノ酸配列（配列表の配列番号２に記載のアミノ酸配列；米国生物工学情報センター（
ＮＣＢＩ；

Ｎａｔｉｏｎａｌ

Ｃｅｎｔｅｒ

ｆｏｒ

10

Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）のＧｅｎＢａｎｋ塩基配列データベースのＡＣＣＥＳＳＩＯＮ
番号ＡＥ０００６５７の４９１３８０−４９３４５８番目までの塩基配列を翻訳して得ら
れるアミノ酸配列）をコードする塩基配列（ＧｅｎＢａｎｋ塩基配列データベースのＡＣ
ＣＥＳＳＩＯＮ番号ＡＥ０００６５７の４９１３８０−４９３４５８番目までの塩基配列
）を有する核酸（「α−グルカンホスホリラーゼ遺伝子」ともいう）を、当業者に周知の
方法により、化学的に合成した。なお、Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来

α−グルカンホスホリラーゼをコードする遺伝子の塩基配列は、本願が優先権を主張する
基礎となる出願の出願日の時点ではＡＣＣＥＳＳＩＯＮ番号ＡＥ０００７０４の８６〜２
１６４番目として登録されていたが、２０１０年３月９日にＡＣＣＥＳＳＩＯＮ番号およ

20

びその位置が変更された。このα−グルカンホスホリラーゼ遺伝子の翻訳開始コドン上流
にはＮｄｅＩサイトを設けた。また、翻訳停止コドン下流にはＢａｍＨＩサイトを設け、
この合成遺伝子をＮｄｅＩおよびＢａｍＨＩで切断し、ＮｄｅＩおよびＢａｍＨＩであら
かじめ切断したプラスミドｐＥＴ１１ｃ（Ｎｏｖａｇｅｎ社製）に挿入し、Ａｑｕｉｆｅ
ｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼ遺伝子をもったプラスミ

ドｐＥＴ−ＡｑＧＰを作製した。
【０２３５】
（Ｂ）Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼ遺

伝子の大腸菌における発現
このプラスミドｐＥＴ−ＡｑＧＰで、大腸菌ＢＬ２１（ＤＥ３）を常法に従って形質転
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換し、形質転換体を得た。形質転換体を含む液体を、アンピシリン含有ＬＢ寒天培地（１
００μｇ／ｍｌアンピシリン、Ｄｉｆｃｏ製トリプトン１％、Ｄｉｆｃｏ製酵母エキス０
．５％、ＮａＣｌ０．５％、寒天１．５％、ｐＨ７．３）に独立したコロニーが得られる
ように希釈して塗布し、３７℃で一晩培養した。このアンピシリン含有ＬＢ寒天培地で増
殖した大腸菌は、導入したプラスミドを保有し、かつ発現することができる形質転換体で
ある。このようにしてα−グルカンホスホリラーゼ遺伝子を発現する大腸菌を作製できた
。
【０２３６】
（Ｃ）Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼ酵
40

素の調製
上記（Ｂ）で作製した、Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカン

ホスホリラーゼ遺伝子を発現する大腸菌を、ＬＢ培地（５０μｇ／ｍｌアンピシリン、Ｄ
ｉｆｃｏ製トリプトン１％、Ｄｉｆｃｏ製酵母エキス０．５％、ＮａＣｌ、０．５％、ｐ
Ｈ

７．３）に植菌し、３７℃で５時間培養した。次いで、最終濃度が０．１ｍＭ

ＩＰ

ＴＧ（イソプロピル−β−Ｄ−チオガラクトピラノシド）および１ｍＭ塩酸ピリドキシン
となるようにこの培養液にＩＰＴＧおよび塩酸ピリドキシンを加え、さらに３７℃で２４
時間培養した。次いで、培養液を遠心分離することにより菌体を回収し、２０ｍＭクエン
酸緩衝液（ｐＨ６．７）で培地成分を洗浄し、除去した。洗浄後の菌体を２０ｍＭクエン
酸緩衝液（ｐＨ６．７）に懸濁し、超音波破砕機によって菌体を破砕し、遠心分離し、そ
の上清を菌体抽出液とした。得られた菌体抽出液を、６０℃３０分間加熱した。次いで、
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この菌体抽出液を予め平衡化されたＱ−ＳｅｐｈａｒｏｓｅＦＦカラムにロードし、２０
ｍＭクエン酸緩衝液（ｐＨ

６．７）中、０．１Ｍから０．３ＭのＮａＣｌの濃度勾配で

溶出し、ＧＰ精製酵素含有活性画分を回収した。
【０２３７】
得られた精製酵素含有活性画分を約１μｇ使用して、ネイティブＰＡＧＥ（Ｎａｔｉｖ
ｅ

ｐｏｌｙａｃｒｙｌａｍｉｄｅ

ｇｅｌ

ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｓｉｓ）を行っ

た。その結果、α−グルカンホスホリラーゼを発現する大腸菌から得られた画分では、分
子量約１５０ｋＤａの位置に単一のバンドが認められ、他の場所にはバンドが見られなか
った。Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼの分

子量は、アミノ酸配列から計算して約７５ｋＤａであると推定されるので、このネイティ

10

ブＰＡＧＥの結果、このα−グルカンホスホリラーゼは、ダイマー構造をとっていると考
えられる。このようにして、Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカ

ンホスホリラーゼが均質に精製されたことが示された。
【０２３８】
（製造例２：組換え馬鈴薯α−グルカンホスホリラーゼの組換え生産）
特表２００４−５２６４６３に示された下記の方法によりタイプＬ馬鈴薯α−グルカン
ホスホリラーゼを組換え生産した。
【０２３９】
馬鈴薯グルカンホスホリラーゼ遺伝子（Ｎａｋａｎｏら、Ｊｏｕｒｎａｌ

ｏｆ

Ｂｉ

ｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ（Ｔｏｋｙｏ）１０６（１９８９）６９１）のＮ末端およびＣ末端

20

にＢａｍＨＩサイトを設け、この遺伝子をＢａｍＨＩで切断し、ＢａｍＨＩであらかじめ
切断したｐＥＴ３ｄ（ＳＴＲＡＴＡＧＥＮＥ社製）に組み込み、プラスミドｐＥＴ−ＰＧ
Ｐ１１３を得た。このプラスミドでは、グルカンホスホリラーゼ遺伝子を、イソプロピル
−β−Ｄ−チオガラクトピラノシド（ＩＰＴＧ）誘導性プロモーターの制御下に作動可能
に連結した。このプラスミドを、大腸菌ＴＧ−１（ＳＴＲＡＴＡＧＥＮＥ社製）に、コン
ピテントセル法により導入した。この大腸菌を、抗生物質アンピシリンを含むＬＢ培地（
１％トリプトン、０．５％酵母エキス（ともにＤｉｆｃｏ社製）、１％塩化ナトリウム、
１．５％寒天））を含むプレートにプレーティングして、３７℃で一晩培養した。このプ
レート上で増殖した大腸菌を選択することにより、馬鈴薯由来グルカンホスホリラーゼ遺
伝子が導入された大腸菌を得た。得られた大腸菌がグルカンホスホリラーゼ遺伝子を含む
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ことを、導入された遺伝子の配列を解析することによって確認した。また、得られた大腸
菌がグルカンホスホリラーゼを発現していることを、活性測定によって確認した。
【０２４０】
この大腸菌を、抗生物質アンピシリンを含むＬＢ培地（１％トリプトン、０．５％酵母
エキス（ともにＤｉｆｃｏ社製）、１％塩化ナトリウム）１リットルに接種し、１２０ｒ
ｐｍで振盪させながら３７℃で３時間振盪培養した。その後、ＩＰＴＧを０．１ｍＭ、ピ
リドキシンを１ｍＭになるようにそれぞれこの培地に添加し、２２℃でさらに２０時間振
盪培養した。次いで、この培養液を５，０００ｒｐｍにて５分間遠心分離して、大腸菌の
菌体を収集した。得られた菌体を、５０ｍｌの０．０５％のＴｒｉｔｏｎＸ−１００を含
む２０ｍＭトリス−塩酸緩衝液（ｐＨ７．０）中に懸濁し、次いで超音波処理により破砕

40

し、菌体破砕液５０ｍｌを得た。この破砕液中には、４．７Ｕ／ｍｇのグルカンホスホリ
ラーゼが含まれていた。
【０２４１】
この菌体破砕液を、５５℃で３０分間加熱する。加熱後、８，５００ｒｐｍにて２０分
間遠心分離し、不溶性のタンパク質などを除去して上清を得る。得られた上清を、あらか
じめ平衡化しておいた陰イオン交換樹脂Ｑ−Ｓｅｐｈａｒｏｓｅに流してグルカンホスホ
リラーゼを樹脂に吸着させた。樹脂を、２００ｍＭ塩化ナトリウムを含む緩衝液で洗浄し
て不純物を除去した。続いて、タンパク質を３００ｍＭ塩化ナトリウムを含む緩衝液で溶
出させ、組換え馬鈴薯グルカンホスホリラーゼ酵素溶液とした。
【０２４２】
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（製造例３：３種の微生物由来α−グルカンホスホリラーゼの調製）
Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

代わりに、Ｔｈｅｒｍｏｔｏｇａ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼ遺伝子の

ｍａｒｉｔｉｍａ

ＭＳＢ８由来α−グルカンホスホ

リラーゼのアミノ酸配列をコードする塩基配列（ＧｅｎｅＢａｎｋ塩基配列データベース
のＡＣＣＥＳＳＩＯＮ番号ＡＪ００１０８８に記載される７６〜５４４番目までの塩基配
列）を有する核酸、Ｔｈｅｒｍｏｃｏｃｃｕｓ

ｚｉｌｌｉｇｉｉ

ＡＮ１由来α−グル

カンホスホリラーゼのアミノ酸配列をコードする塩基配列（ＧｅｎｅＢａｎｋ塩基配列デ
ータベースのＡＣＣＥＳＳＩＯＮ番号ＡＪ３１８４９９に記載される1〜２１５１番目ま
での塩基配列）を有する核酸、またはＴｈｅｒｍｏａｎａｅｒｏｂａｃｔｅｒ
ｄｅｔｈａｎｏｌｉｃｕｓ

ｐｓｅｕ

ＡＴＣＣ３３２２３由来α−グルカンホスホリラーゼのアミ

10

ノ酸配列をコードする塩基配列（ＧｅｎｅＢａｎｋ塩基配列データベースのＡＣＣＥＳＳ
ＩＯＮ番号ＣＰ０００９２４に記載される1〜１６２６番目までの塩基配列）を有する核
酸を使用して製造例１と同様にしてそれぞれのα−グルカンホスホリラーゼ液を得た。
【０２４３】
（比較例１：馬鈴薯由来α−グルカンホスホリラーゼを使用した酵素反応）
５０ｍＭグルクロン酸−１−リン酸、１００ｍＭクエン酸緩衝液（ｐＨ６．７）、１０
ｍＭマルトテトラオース及び製造例２で作製した精製馬鈴薯由来α−グルカンホスホリラ
ーゼ（タイプＬ、１２Ｕｎｉｔ／ｍｌ）を含む反応液を３７℃で４０時間保温後反応液の
糖組成を、そのまま、あるいはグルコアミラーゼ消化した後、ＤＩＯＮＥＸ社製ＨＰＡＥ
Ｃ−ＰＡＤ装置（送液システム：ＤＸ３００、検出器：ＰＡＤ−２、分析カラム：Ｃａｒ

20

ｂｏＰａｃＰＡ１００）により分析した。溶出は、流速：１ｍｌ／分、ＮａＯＨ濃度：１
５０ｍＭ、酢酸ナトリウム濃度：０分−５０ｍＭ、２分−５０ｍＭ、２３分−３５０ｍＭ
（Ｇｒａｄｉｅｎｔ
ｃｕｒｖｅ

ｃｕｒｖｅ

Ｎｏ．３）、２８分−８５０ｍＭ（Ｇｒａｄｉｅｎｔ

Ｎｏ．７）、３０分−８５０ｍＭの条件で行った。結果を図６にしめす。

図６Ａは標準サンプルとして、１００ｍＭグルコース（Ｇｌｃ）、１００ｍＭマルトース
（Ｍａｌ）、１００ｍＭグルコース１リン酸（Ｇ１Ｐ）、２００ｍＭグルクロン酸（Ｇｌ
ｃＡ）、２００ｍＭグルクロン酸１リン酸（ＧｌｃＡ１Ｐ）を混合したものに、マルトオ
リゴ糖の標準サンプルとして１００ｍＭマルトトリオース（Ｇ４）、１００ｍＭマルトヘ
プタオース（Ｇ７）を加えたサンプルを用い、溶出位置を確認したものである。図６Ｂに
示すように、馬鈴薯由来α−グルカンホスホリラーゼを用いた酵素反応産物を分析した結
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果、マルトオリゴ糖を含む複数のピークが確認された。グルコアミラーゼはマルトオリゴ
糖を非還元末端から分解する酵素であるが、非還元末端にグルクロン酸が結合している場
合は消化することができない。このグルコアミラーゼ（０．１ｍｇ／ｍｌ）を用いて図６
Ｂの産物を消化したところ、図６Ｃで示すように、すべてのピークが消失し、グルクロン
酸残基が結合したグルカンは検出されず、馬鈴薯由来α−グルカンホスホリラーゼではグ
ルクロン酸残基が結合したグルカンは合成できないことがわかった。
【０２４４】
（比較例２〜４：他の微生物由来α−グルカンホスホリラーゼを使用した酵素反応）
５０ｍＭグルクロン酸−１−リン酸、１００ｍＭクエン酸緩衝液（ｐＨ６．７）、１０
ｍＭマルトテトラオース及び製造例３で作製したＴｈｅｒｍｏｔｏｇａ

ｍａｒｉｔｉｍ
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ａ由来α−グルカンホスホリラーゼ（３Ｕｎｉｔ／ｍｌ）を含む反応液を３７℃で４０時
間反応した糖組成を、そのまま、あるいはグルコアミラーゼ消化した後、ＤＩＯＮＥＸ社
製ＨＰＡＥＣ−ＰＡＤ装置で分析した。この分析条件は比較例１と同条件である。グルク
ロン酸残基が結合したグルカンは検出されず、Ｔｈｅｒｍｏｔｏｇａ

ｍａｒｉｔｉｍａ

由来α−グルカンホスホリラーゼではグルクロン酸残基が結合したグルカンは合成できな
いことがわかった。Ｔｈｅｒｍｏｔｏｇａ
ラーゼのかわりにＴｈｅｒｍｏｃｏｃｃｕｓ

ｍａｒｉｔｉｍａ由来α−グルカンホスホリ
ｚｉｌｌｉｇｉｉ由来α−グルカンホスホ

リラーゼ（４３Ｕｎｉｔ／ｍｌ）またはＴｈｅｒｍｏａｎａｅｒｏｂａｃｔｅｒ

ｐｓｅ

ｕｄｅｔｈａｎｏｌｉｃｕｓ由来α−グルカンホスホリラーゼ（１９Ｕｎｉｔ／ｍｌ）を
用いて同様の酵素反応を行ったが、グルクロン酸残基が結合したグルカンは合成できなか
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った。
【０２４５】
（実施例１：マルトテトラオースを原料として使用したグルクロン酸含有グルカンの製
造）
５０ｍＭグルクロン酸−１−リン酸、１００ｍＭ
トラオース及びＡｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

クエン酸緩衝液、１０ｍＭマルトテ
ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラ

ーゼ（３７．５Ｕｎｉｔ／ｍｌ）を含む反応液を３７℃で４０時間保温後反応液の糖組成
を、そのまま、あるいはグルコアミラーゼ消化した後、ＤＩＯＮＥＸ社製ＨＰＡＥＣ−Ｐ
ＡＤ装置で分析した。この分析条件は比較例１と同条件である。結果を図７に示す。図７
Ａは標準サンプルの溶出位置を確認した図である。図７Ｂに示すように、Ａｑｕｉｆｅｘ

10

由来α−グルカンホスホリラーゼを用いた酵素反応産物を分析した結果、マルトオリゴ糖
を含む複数のピークが確認できた。グルコアミラーゼ（０．１ｍｇ／ｍｌ）を用いて図７
ＢのＡｑｕｉｆｅｘ由来α−グルカンホスホリラーゼ産物を消化した結果、図７Ｃで示す
ように、星印で示すピークは分解されなかったことから、これらの星印で示すピークは非
還元末端にグルクロン酸残基を含むグルカン化合物であることがわかった。さらに、α−
１，４グルコシル結合をマルトース単位でランダムに分解する酵素であるα−アミラーゼ
を用いてこの産物を消化したところ、図７Ｄで示すようにすべてのピークが印で示す２ピ
ークにシフトしたことから、グルクロン酸残基を含むグルカンがα−１，４グルカンであ
ることが確認できた。マルトオリゴ糖の非還元末端に、グルクロン酸残基が１分子結合し
たグルカンが得られた。この結果、Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−

20

グルカンホスホリラーゼを使用することにより、グルクロン酸含有グルカン（図７Ｃ星印
）を製造できることが確認された。
【０２４６】
（実施例２：マルトヘプタオースを原料として使用したグルクロン酸含有グルカンの製
造）
５０ｍＭグルクロン酸−１−リン酸、１００ｍＭ
プタオース及びＡｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

クエン酸緩衝液、１０ｍＭマルトヘ
ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラ

ーゼ（３７．５Ｕｎｉｔ／ｍｌ）を含む反応液を３７℃で４０時間保温後反応液の糖組成
を、そのまま、あるいはグルコアミラーゼ消化した後、ＤＩＯＮＥＸ社製ＨＰＡＥＣ−Ｐ
ＡＤ装置で分析した。この分析条件は比較例１と同条件である。結果を図８に示す。図８
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Ａは標準サンプルの溶出位置を確認した図である。図８Ｂに示すように、Ａｑｕｉｆｅｘ
由来α−グルカンホスホリラーゼを用いた酵素反応産物を分析した結果、マルトオリゴ糖
を含む複数のピークが確認できた。マルトテトラオースを用いた時より産物の平均重合度
は大きかった。グルコアミラーゼ（０．１ｍｇ／ｍｌ）を用いて図８ＢのＡｑｕｉｆｅｘ
由来α−グルカンホスホリラーゼ産物を消化したところ、図８Ｃで示すように、星印で示
すピークは分解されなかったことから、これらは非還元末端にグルクロン酸残基を含むグ
ルカン化合物であることがわかった。さらに、α−アミラーゼを用いてこの産物を消化し
たところ、図８Ｄで示すようにすべてのピークが印で示す２ピークにシフトしたことから
、グルクロン酸残基を含むグルカンが確かにα−１，４グルカンであることが確認できた
。マルトテトラオースを用いた時より分子サイズの大きい、マルトオリゴ糖の非還元末端

40

にグルクロン酸が１分子付加されたグルカン（図８Ｃ星印）が得られた。
【０２４７】
（実施例３：グルクロン酸含有グルカンの分子量測定および構造同定）
実施例１で得られたグルクロン酸含有グルカンの構造を決定するため、図９Ａ（図７Ｃ
と同じ図である）のクロマトグラムの矢印で示したピークを分取した。分取は、ＨＰＡＥ
Ｃ−ＰＡＤ装置のカラムと検出器の間のチューブに分岐を設け、目的ピークの溶出時に分
取側への流路切り替えを行うことで行った。分取後のサンプルをＨＰＡＥＣ−ＰＡＤ装置
で分析した結果を図９Ｂにしめす。これらの分析条件は比較例１と同条件である。このサ
ンプルをＳｅｐｈａｄｅｘＧ−１０カラム（容量２０ｍｌ）を用い脱塩、凍結乾燥した後
、ＴＯＦ−ＭＳ（島津製Ｖｏｙａｇｅｒ

Ｂｉｏｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ

Ｗｏｒｋｓ
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Ｖｅｒ．５．１）により分子量を求めたところ、７０３．２２という値と

なった。この分子量はグルクロン酸を末端に有するマルトトリオースの理論値と一致した
。図９Ｂの物質（図９Ａ矢印の物質と同じ）の構造を図９Ｃに示す。
【０２４８】
（実施例４：分岐デキストリンを原料として使用したグルクロン酸含有グルカンの製造
）
５０ｍＭグルクロン酸−１−リン酸、１００ｍＭ

クエン酸緩衝液、２％分岐デキスト

リン（商品名：クラスターデキストリン；分子量１９０ＫＤａ：江崎グリコ株式会社製）
及びＡｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来グルカンホスホリラーゼ（３７．５

Ｕｎｉｔ／ｍｌ）を含む反応液を３７℃で１８時間保温し、酵素反応させた。クラスター

10

デキストリンはトウモロコシ由来ワキシーコーンスターチにブランチングエンザイムを作
用させることにより低分子量化したデキストリンであり、α−１，６結合によって結合し
た分岐鎖を含む高分子量分岐デキストリンである。酵素反応産物の構造をＤＩＯＮＥＸ社
製ＨＰＡＥＣ−ＰＡＤ装置で分析した結果を図１０にしめす。この分析条件は比較例１と
同条件である。図１０Ａは標準サンプルの溶出位置を確認した図である。図１０Ｂは酵素
反応前のクラスターデキストリンの分岐部分をイソアミラーゼで消化した後ＨＰＡＥＣ−
ＰＡＤ装置により分析したものであり、クラスターデキストリン分子のグルカン直鎖部分
の長さの分布を示したものである。図１０ＣはＡｑｕｉｆｅｘ由来α−グルカンホスホリ
ラーゼを用いた酵素反応産物をイソアミラーゼにより消化し分析した結果である。マルト
オリゴ糖を含む複数のピークが確認でき、特に９分以降に矢印で示す部分に大きなピーク

20

群が見られた。グルコアミラーゼ（０．１ｍｇ／ｍｌ）を用いて図１０Ｃのイソアミラー
ゼ消化物を消化したところ、図１０Ｄで示すように、矢印で示すピーク群はグルコアミラ
ーゼによって分解されず、これらは非還元末端にグルクロン酸残基を含むグルカン化合物
であることがわかった。これらの結果から、多数の非還元末端にグルクロン酸残基がそれ
ぞれ１分子残基した高分子量分岐デキストリンが得られたことを確認した。非還元末端へ
のグルクロン酸導入率を求めたところ、非還元末端の約７０％に、グルクロン酸残基が導
入できていることを確認した。このようにして、多数の非還元末端にグルクロン酸残基が
結合した構造を有する、本発明のグルクロン酸含有グルカン（図２に示す）が製造できた
。
30

【０２４９】
（製造例４：構造の異なる各種グルカンの製造）
（製造例４−１：分岐グルカン（Ｂ）の製造）
５０ｇのワキシーコーンスターチ（三和澱粉工業（株）製）を１０００ｍｌの１０ｍＭ
リン酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ７．０）に懸濁し、約１００℃に加熱することにより糊化
させた。約７０℃まで冷却した糊液に特開２０００−３１６５８１の実施例１に記載され
た方法に従って調製した高度耐熱性ブランチングエンザイムを２００，０００単位添加し
て反応液を調製した後、７０℃で１６時間反応させた。反応液を１００℃で２０分間加熱
した後、６，５００ｒｐｍで１０分間遠心後の上清を孔径０．８μｍの膜でろ過した。次
に、濾液をゲルろ過クロマトグラフィー（ＡＫＴＡ
：ＧＥヘルスケア製

ＴＭ

ＨｉＰｒｅｐ

２６／１０

ｐｕｒｉｆｅｒ）システム（カラム
Ｄｅｓａｌｔｉｎｇ）を用い脱塩

40

し、低分子量多糖を除去した。約１０００ｍｌの濾液を７．５ｍｌのアリコートに分けて
ゲルろ過クロマトグラフィーシステムにアプライし、それぞれ流速１０ｍｌ／分の２．７
分から３．７分までの溶出画分を分取した。１０００ｍｌの濾液から得られた溶出画分を
合わせて孔径０．２μｍの膜でろ過した後凍結乾燥することにより、分岐グルカン（Ｂ）
の粉末約３５ｇを得た。分岐グルカン（Ｂ）の重量平均分子量は多角度レーザー光散乱光
度計（ワイアットテクノロジー社製、ＤＡＷＮ
製、Ｓｈｏｄｅｘ

ＤＳＰ）と示差屈折計（昭和電工（株）

ＲＩ−７１）を備えた高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）シス

テム（カラム：昭和電工（株）製、ＯＨＰＡＫ

ＳＢ−８０６ＭＨＱ）を用いて調べた。

分岐グルカン（Ｂ）の粉末２０ｍｇを１０ｍｌの１００ｍＭ硝酸ナトリウム水溶液に溶解
し、孔径０．４５μｍの膜でろ過して濾液を得た。得られた濾液のうちの１００μｌを上
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記ＨＰＬＣシステムに注入した。分岐グルカン（Ｂ）の重量平均分子量は約１１０Ｋ（重
合度にして約６７０）であることが示された。
【０２５０】
上述の分岐グルカン（Ｂ）にイソアミラーゼを作用させ、還元力を改変パークジョンソ
ン法（Ｈｉｚｕｋｕｒｉら、Ｓｔａｒｃｈ，Ｖｏｌ．，３５，ｐｐ．３４８−３５０，
（１９８３））により調べたところ、分岐の平均単位鎖長は約１７、分岐数は約４０であ
ることが示された。
【０２５１】
（製造例４−２：分岐グルカン（Ｐ）の製造）
砂糖水溶液（砂糖１５０ｇを１０００ｍｌの蒸留水に溶かし孔径０．２μｍの膜でろ過

10

することにより調製した）８００ｍｌ、５％分岐グルカン（Ｂ）水溶液（上述の分岐グル
カン製造例４−１で製造した分岐グルカン（Ｂ）５％水溶液を孔径０．２μｍの膜でろ過
することにより調製した）２０ｍｌ、１Ｍリン酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ７．０）４ｍｌ
、国際公開第ＷＯ０２／０９７１０７号パンフレットの実施例２．５に記載されたとおり
の方法で調製した組換えＳｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ

ｍｕｔａｎｓスクロースホスホリ

ラーゼ１，８００Ｕ、本願製造例１で製造したグルカンホスホリラーゼ１，２００Ｕ、製
造例４−１で使用した特開２０００−３１６５８１に記載されたブランチングエンザイム
６００，０００Ｕを混合し、蒸留水で液量を１０００ｍｌに調整した後、５５℃で２４時
間反応させた。反応液を１００℃で２０分間加熱した後、６，５００ｒｐｍで２０分間遠
心後その上清を孔径０．８μｍの膜でろ過した。さらに、得られた濾液をゲルろ過クロマ
トグラフィー（ＡＫＴＡ
ＴＭ

Ｐｒｅｐ

２６／１０

ｐｕｒｉｆｅｒ）システム（カラム：ＧＥヘルスケア製

20

Ｈｉ

Ｄｅｓａｌｔｉｎｇ）を用いて脱塩し、低分子量多糖を除去

した。約１０００ｍｌの濾液を７．５ｍｌのアリコートに分けてゲルろ過クロマトグラフ
ィーシステムにアプライし、それぞれ流速１０ｍｌ／分で２．７分から３．７分までの溶
出画分を分取した。１０００ｍｌの濾液から得られた溶出画分を合わせて溶出画分を孔径
０．２μｍの膜でろ過した後凍結乾燥することにより、分岐グルカン（Ｐ）約４０ｇを得
た。分岐グルカンの製造例４−１と同様にグルカンの重量平均分子量を調べたところ、分
岐グルカン（Ｐ）の重量平均分子量は約４，０００Ｋ（重合度にして約２５，０００）で
あることが示された。また、分岐の平均単位鎖長は約１５、分岐数は約１，６００である
ことが示された。さらに分岐グルカン（Ｐ）の平均粒径を濃厚系粒径アナライザー（大塚

30

電子製、ＦＰＡＲ−１０００）で測定したところ、平均粒径約３７μｍであった。
【０２５２】
（実施例５：グルクロン酸転移率の異なる各種グルクロン酸含有分岐グルカンの製造）
製造法４−１で製造した分岐グルカン（Ｂ）、グルクロン酸−１−リン酸、１００ｍＭ
酢酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ５．５）を含む反応液に製造例１で調製したＡｑｕｉｆｅｘ
ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼ（１４Ｕｎｉｔ／ｍｌ）を

５０℃で１８時間作用させ、グルクロン酸転移率の異なる３種のグルクロン酸含有分岐グ
ルカン（ＢＡ１、ＢＡ２及びＢＡ３）を製造した。各種グルクロン酸含有分岐グルカンの
反応条件（分岐グルカン（Ｂ）濃度、グルクロン酸−１−リン酸濃度、分岐グルカン（Ｂ
）とグルクロン酸−１−リン酸の添加割合）、および得られたグルクロン酸含有分岐グル

40

カンのグルクロン酸転移率を表３に示した。
【０２５３】
分岐グルカン（Ｂ）へのグルクロン酸転移率は、反応液の反応液中の遊離の無機リン酸
量を定量し、以下の式を用いて算出した：
（反応液中に生じた無機リン酸数／反応液中の平均単位鎖数）×１００（％）
無機リン酸量は、無機リン酸を含む水溶液（２００μｌ）に対し、８００μｌのモリブ
デン試薬（１５ｍＭ

モリブデン酸アンモニウム、１００ｍＭ

酢酸亜鉛）を混合し、続

いて２００μｌの５６８ｍＭアスコルビン酸水溶液（ｐＨ５．０）を加えて攪拌し、反応
系を得る。この反応系を、３０℃で２０分間保持した後、分光光度計を用いて８５０ｎｍ
での吸光度を測定した。濃度既知の無機リン酸を用いて同様に吸光度を測定し、標準曲線
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を作成する。この標準曲線に試料で得られた吸光度を当てはめ、試料中の無機リン酸を求
めた。
【０２５４】
表３に示したように分岐グルカン（Ｂ）に対するグルクロン酸−１−リン酸の添加割合
（「分岐グルカン（Ｂ）の濃度」：「グルクロン酸−１−リン酸濃度」（モル比））を１
：０．５、１：１、または１：２と変えることで、分岐グルカンの非還元末端へのグルク
ロン酸転移率をそれぞれ２５％、５０％、７０％と調節することができた。このようにし
てグルクロン酸含有分岐グルカン（ＢＡ１、ＢＡ２、およびＢＡ３）が製造された。
【０２５５】
【表３】

10

【０２５６】
（実施例６：単位鎖長の異なる分岐グルカンを用いたグルクロン酸含有分岐グルカン製
20

造）
製造法４−１で製造した分岐グルカン（Ｂ）、グルコース１−リン酸、１００ｍＭ酢酸
ナトリウム緩衝液（ｐＨ５．５）を含む反応液にＡｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

Ｖ

Ｆ５由来α−グルカンホスホリラーゼ（１Ｕｎｉｔ／ｍｌ）を５０℃で１８時間作用させ
、単位鎖を伸長し、単位鎖長の異なる２種の分岐グルカン（Ｂ２及びＢ３）を合成した。
分岐グルカン（Ｂ２及びＢ３）の単位鎖長は、反応液中の無機リン酸量を定量し算出した
。反応液中の無機リン酸量は伸長されたグルコース量に相当し、そのグルコース量と分岐
グルカンの非還元末端数(４０)から分岐グルカンの非還元末端に伸長されたグルコース数
（平均単位鎖長）を求めた。分岐グルカンＢ２及びＢ３の非還元末端に伸長されたグルコ
ース数は、それぞれ２０及び４０であり、分岐グルカンＢ２及びＢ３の平均単位鎖長は反
応前の分岐グルカン（Ｂ）の単位鎖長１７と伸長されたグルコース数との合計であるので

30

、単位鎖長はそれぞれ３７、５７であった。
【０２５７】
分岐グルカン（Ｂ２及びＢ３）の伸長反応条件（分岐グルカン（Ｂ）の濃度およびグル
コース１−リン酸の濃度）、非還元末端に伸長されたグルコース数、分岐グルカン（Ｂ２
及びＢ３）の単位鎖長を表４に示した。
【０２５８】
【表４】

40

【０２５９】
次に、この分岐グルカン（Ｂ２及びＢ３）の合成反応液を１００℃で１０分間加熱し１
２，０００ｒｐｍで遠心後反応液の上清を回収し、ＰＤ−１０カラムを用いて、脱塩し、
低分子量分子を除去し、単位鎖の異なる分岐グルカン（Ｂ２及びＢ３）を製造した。
【０２６０】
分岐グルカンＢ、Ｂ２又はＢ３と、グルクロン酸１−リン酸、１００ｍＭ酢酸ナトリウ
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ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカン

ホスホリラーゼ（１４Ｕｎｉｔ／ｍｌ）を５０℃で２０時間作用させ、グルクロン酸含有
分岐グルカン（ＢＡ４〜ＢＡ９）を製造した。ＢＡ４〜ＢＡ９のグルクロン酸転移率を実
施例５の方法で求め、表５に示した。
【０２６１】
【表５】

10

【０２６２】
（実施例７：グルクロン酸含有分岐グルカンの単位鎖伸長）
実施例５で得られたグルクロン酸含有分岐グルカン（ＢＡ１又はＢＡ３）、グルコース
１−リン酸及び１００ｍＭ酢酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ５．５）を含む反応液にＡｑｕｉ
ｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼ（５Ｕｎｉｔ／ｍｌ

）を５０℃で１８時間作用させ、単位鎖長の異なる各種グルクロン酸含有分岐グルカン（
ＢＡ１０〜ＢＡ１７）を合成した。その反応条件を表６に示した。

20

【０２６３】
【表６】

【０２６４】

30

グルクロン酸含有分岐グルカン（ＢＡ１０〜ＢＡ１７）の平均単位鎖長を、反応液中の
無機リン酸量を定量し実施例６と同じ方法で求めた。さらに単位鎖長から分岐グルカンの
単位鎖の平均分子量を求めた。こうして表７に示すグルクロン酸含有分岐グルカン（ＢＡ
１０〜ＢＡ１７）を製造した。
【０２６５】
【表７】
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【０２６６】
それぞれのグルクロン酸含有分岐グルカン（ＢＡ１０〜ＢＡ１７）を実施例４と同じ方
法でイソアミラーゼ消化した後、さらにグルコアミラーゼ消化し、グルクロン酸残基を含
むグルカンであることを確認した。
【０２６７】
また、これらグルクロン酸含有分岐グルカン（ＢＡ１０〜ＢＡ１７）反応液１０μｌを
それぞれ０．０５ｍｏｌのヨウ素液１ｍｌに加えヨウ素染色を行い、ヨウ素の包接能力を
比較した。ヨウ素の包接能力は分光光度計を用いて６６０nmの吸光度を測定した。結果を
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表８に示した。吸光度の値が大きくなるほどヨウ素の包接能力が高いことを示す。水の吸
光度の値は０．０１であり、分岐グルカン（Ｂ）の吸光度の値は０．０４であり、これら
の分子には包接能力がないことを示している。一方、単位鎖長が長いほど吸光度の値は大
きく、包接能力の高いことが示された。グルクロン酸含有分岐グルカンのグルクロン酸が
結合していない単位鎖を伸長することにより、本発明のグルカンに包接能力を付与するこ
とが出来た。
【０２６８】
【表８】
10

【０２６９】
また、平均単位鎖長１５，０００の分岐グルカン伸長物（グルクロン酸付加無しの対照
物）とＢＡ１７のグルクロン酸含有分岐グルカンを凍結保存後室温解凍するといずれも老
化沈殿したが、ＢＡ１７のグルクロン酸含有分岐グルカンは加熱により簡単に溶解した。
一方、平均単位鎖長１５，０００の分岐グルカン伸長物は溶解できなかった。非還元末端
にグルクロン酸を結合させることにより分岐グルカン伸長物の溶解性を高めることができ

20

た。
【０２７０】
（実施例８：グルクロン酸含有分岐グルカン（ＢＡ１）を用いたマンノース含有分岐グ
ルカンの製造）
実施例５で得られたグルクロン酸含有分岐グルカン（１０ｍＭ

ＢＡ１）、１０ｍＭマ

ンノース１−リン酸、１００ｍＭ酢酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ５．５）を含む反応液にＡ
ｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼ（１４Ｕｎｉ

ｔ／ｍｌ）を５０℃で１８時間作用させ、マンノース含有分岐グルカンを合成した。分岐
グルカン中のマンノース転移率は実施例５と同じ方法で求めた。こうしてグルクロン酸含
有率２５％、マンノース転移率４４％の分岐グルカンを製造した。さらに本実施例のマン

30

ノース含有分岐グルカンは、グルクロン酸残基を含むグルカン、マンノース残基を含むグ
ルカンを有することを、実施例４同様にイソアミラーゼ消化した分岐グルカンをグルコア
ミラーゼ消化したあとのＨＰＡＥＣ−ＰＡＤ装置による分析で確認した。
【０２７１】
（実施例９：グルクロン酸含有分岐グルカン（ＢＡ１）を用いたガラクトース含有分岐
グルカンの製造）
実施例５で得られたグルクロン酸含有分岐グルカン（１０ｍＭ

ＢＡ１）、１０ｍＭガ

ラクトース１−リン酸、１００ｍＭ酢酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ５．５）を含む反応液に
Ａｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼ（１４Ｕｎ

ｉｔ／ｍｌ）を５０℃で１８時間作用させ、ガラクトース含有分岐グルカンを合成した。

40

分岐グルカン中のガラクトース転移率は実施例５と同じ方法で求めた。こうしてグルクロ
ン酸含有率２５％、ガラクトース転移率３９％の分岐グルカンを製造した。さらに本実施
例のガラクトース含有分岐グルカンは、グルクロン酸残基を含むグルカン、ガラクトース
残基を含むグルカンを有することを、実施例４同様にイソアミラーゼ消化した分岐グルカ
ンをグルコアミラーゼ消化したあとのＨＰＡＥＣ−ＰＡＤ装置による分析で確認した。
【０２７２】
（実施例１０：グルクロン酸転移率の異なる各種グルクロン酸含有分岐グルカン（ＰＡ
１、ＰＡ２およびＰＡ３）の製造）
製造法４−２で製造した分岐グルカン（Ｐ）、グルクロン酸１−リン酸、１００ｍＭ酢
酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ５．５）を含む反応液にＡｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ
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ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼ（１４Ｕｎｉｔ／ｍｌ）を５０℃で１８時間作用
させ、グルクロン酸転移率の異なる３種のグルクロン酸含有分岐グルカン（ＰＡ１、ＰＡ
２およびＰＡ３）を製造した。各種グルクロン酸含有分岐グルカンの反応条件（（分岐グ
ルカン（Ｐ）、グルクロン酸１−リン酸濃度、（分岐グルカン（Ｐ）とグルクロン酸１−
リン酸の添加割合）、および得られたグルクロン酸含有分岐グルカンのグルクロン酸転移
率を表９に示した。
【０２７３】
分岐グルカン（Ｐ）へのグルクロン酸転移率は、実施例５の方法で算出した。表９に示
したように（分岐グルカン（Ｐ）に対するグルクロン酸−１−リン酸の添加割合をそれぞ
れ１：０．５、１：１、１：３と変えることで、分岐グルカンの非還元末端へのグルクロ

10

ン酸含有率をそれぞれ３０％、４０％、７０％に調節したグルクロン酸含有分岐グルカン
（ＰＡ１、ＰＡ２およびＰＡ３）が製造できた。
【０２７４】
【表９】

20
【０２７５】
（実施例１１：グルクロン酸含有グルカンのカチオン化（ＢＣ））
実施例５で得られたグルクロン酸含有グルカン(ＢＡ２)を用いて２ｗｔ％水溶液を調製
した。調製した水溶液１ｍｌと１Ｎの塩酸２μｌを試験管に加え、１０℃で撹拌し、ｐＨ
５の水溶液とした。この水溶液にＮ，Ｎ−ジエチルエチレンジアミンを２μｌ加えて撹拌
し、さらに１−エチル−３−（３−ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド（ＥＤＣ）
２ｍｇを加え、１０℃で３時間撹拌を続けた。３時間後、反応液をゲルろ過カラム（ＰＤ
−１０）に１ｍｌのせ、１．５ｍｌの超純水で通液し、その後２ｍｌを超純水で回収しグ
30

ルクロン酸含有グルカンのカチオン化物（ＢＣ）を得た。
【０２７６】
（実施例１２：用途例１：タンパク質の高分子化（ＢＡとインスリンを脱水縮合））
２ｍｇのアルブミン（ウシ血清由来）と実施例５のグルクロン酸含有グルカン（ＢＡ２
）２ｍｇを７００μｌの０．１Ｍ

２−［Ｎ−モルホリノ］エタンスルホン酸（２−［Ｎ

−ｍｏｒｐｈｏｌｉｎｏ］ｅｔｈａｎｅ
（ｐＨ

ｓｕｌｆｏｎｉｃ

ａｃｉｄ；ＭＥＳ）緩衝液

５．０）に溶解した。１ｍｇの１−エチル−３−（３−ジメチルアミノプロピル

）カルボジイミド（ＥＤＣ）を添加し、２時間室温で反応させた後、反応液を水で４分の
１に希釈した後ＰＤ−１０カラム（ＧＥ社製）を用いて脱塩した。得られた溶液をＳｕｐ
ｅｒｏｓｅ

６

１０／３００

ＧＬカラム（サイズ分画用カラム、ＧＥ社製）を用いた

ＦＰＬＣ分析によって分析した。溶離液（５０ｍＭ
０ｍＭ

リン酸緩衝液（ｐＨ７．０）、１５

40

塩化ナトリウム）を用い、０．５ｍｌ／分で溶出し、生成物をＵＶ（２８０ｎｍ

）で検出した。グルクロン酸含有グルカンとアルブミンを縮合反応したサンプルの生成物
は溶出時間が早く、分子サイズが大きいことが示された。したがって、グルクロン酸含有
グルカンとタンパク質を脱水縮合し高分子化できることが示された。
【０２７７】
（実施例１３：用途例２：タンパク質の安定化及び複合体形成（ＢＡ））
塩基性タンパク質であるＦＧＦ−ｂａｓｉｃ（Ｐｅｐｒｏ

Ｔｅｃｈ

Ｅｃ，Ｉｎｃ．

製）２０μｇと実施例５のグルクロン酸含有グルカン（ＢＡ２）０．５ｍｇを０．１ｍｌ
のイオン交換水中で混合した後、Ｓｕｐｅｒｏｓｅ

６

１０／３００

ＧＬカラム（サ

イズ分画用カラム、ＧＥ社製）を用いたＦＰＬＣ分析によって分析した。イオン交換水を
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溶離液とし、０．５ｍｌ／分で溶出し、生成物をＵＶ（２８０ｎｍ）で検出した。グルク
ロン酸含有をＦＧＦ−ｂａｓｉｃ溶液に添加しなかった場合と比較して、添加した場合は
生成物の溶出時間が早く、分子サイズが大きいことが示された。したがって、グルクロン
酸含有グルカンは塩基性タンパク質との複合体を形成できることが示された。結果を図１
１に示す。
【０２７８】
（実施例１４：用途例３：核酸の安定化及び複合体形成（ＢＣ））
実施例１１で得られたカチオン化グルカン（ＢＣ）０．２μｇとラムダＤＮＡ−Ｈｉｎ
ｄＩＩＩ断片（タカラバイオ製）０．５μｇを２０μｌのイオン交換水中に溶解し、５分
間室温で静置した後、１％アガロースゲル電気泳動を行った。カチオン化グルカンを添加

10

しなかった場合と比較して、添加した場合は著しくＤＮＡ断片の移動度が遅かった。した
がって、カチオン化グルカンはＤＮＡとの複合体を形成できる。結果を図１２に示す。
【０２７９】
（実施例１５：各種グルカン（Ｂ及びＰ）のアセチル化（ＡｃＢ及びＡｃＰ））
製造例４で得られたグルカン（ＢおよびＰ）をそれぞれＤＭＳＯに溶解し、表１０の仕
込みで混合し、２５℃で１時間撹拌を行った。得られた溶液を超純水で２倍に希釈し、ゲ
ルろ過カラム（ＰＤ−１０）に１ｍｌのせ、１．５ｍｌの超純水で通液し、その後２ｍｌ
を超純水で回収し精製した。精製後のサンプル３００μｌに５Ｎ
液

水酸化ナトリウム水溶

２００μｌを加え、５５℃で３０分の加熱を行い、脱アセチル化反応を行った。この

反応液に１Ｎ

トリスバッファー（ｐＨ７）を３００μｌ加え、さらに５Ｎ塩酸を２００

20

μｌ加え中和をした。中和後の溶液をフェノール硫酸法でグルコース定量し、また、遊離
酢酸定量キットにて遊離酢酸の定量を行い、アセチル化度を求めたところ、アセチル化度
が０．１〜１．３のアセチル化グルカン（ＡｃＢ１〜ＡｃＢ５およびＡｃＰ１〜ＡｃＰ５
）が得られた（表１１）。各サンプル水溶液を凍結乾燥してアセチル化グルカンの粉末を
得た。
【０２８０】
【表１０】

30

40
【０２８１】
【表１１】

【０２８２】
（実施例１６：各種アセチル化グルカンのアミラーゼ分解性）
実施例１５で得られたアセチル化度の異なるアセチル化グルカン（ＡｃＢ１、ＡｃＢ２
、ＡｃＢ３、ＡｃＢ４およびＡｃＰ１、ＡｃＰ３、ＡｃＰ４、ＡｃＰ５）の粉末をそれぞ
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れ使用して０．２ｗｔ％水溶液を調製した。これらの水溶液２００μｌにそれぞれ１Ｍ酢
酸バッファー４μｌを加え、さらに９４ｕｎｉｔ／ｍｌに調整した豚膵臓由来のα−アミ
ラーゼを２μｌ加え、α−アミラーゼによる分解性を確認した。結果を図１３に示す。図
１３の黒丸はＡｃＢ、黒三角はＡｃＰを示す。図１３に示すように、アセチル化度０．５
以上のアセチル化グルカンはα−アミラーゼによる分解が抑制されることがわかった。
【０２８３】
（実施例１７：各種アセチル化グルカンの血清アセチラーゼ分解性）
人の全血を１時間室温で静置し、５，０００ｒｐｍで１５分間遠心を行った。上清を血
清として回収し、得られた血清２００μｌと実施例１５で得られたアセチル化グルカン（
ＡｃＢ２、ＡｃＢ３、ＡｃＢ４およびＡｃＰ１、ＡｃＰ３、ＡｃＰ５）の０．２ｗｔ％調

10

整水溶液２００μｌを混合した。３７℃で２、４及び６時間目に８０μｌずつサンプリン
グを行い、遊離酢酸定量キットにて遊離酢酸の定量を行った。サンプリング６時間目の結
果を図１４に示す。どのアセチル化グルカンにおいても血清中のアセチラーゼによりアセ
チルが遊離したことがわかった。
【０２８４】
（実施例１８：各種アセチル化グルカンへのグルクロン酸付加（ＡｃＢＡ））
実施例１５で得られたアセチル化グルカン（ＡｃＢ２）１６０ｍｇを含む、３０ｍＭグ
ルクロン酸−１−リン酸、５０ｍＭ
ｅｏｌｉｃｕｓ

酢酸緩衝液（ｐＨ５．５）及びＡｑｕｉｆｅｘ

ａ

ＶＦ５由来グルカンホスホリラーゼ（１８Ｕｎｉｔ／ｍｌ）を含む反応

液を６０度で１６時間保温し、酵素反応させた。実施例５に記載の方法で無機リン酸含量

20

を測定したところ、アセチル化グルカンの非還元末端の４１．７％にグルクロン酸が導入
されたことが分かった。
【０２８５】
（実施例１９：グルクロン酸含有グルカンの蛍光ラベル化（Ｆ−Ｂ、Ｆ−ＡｃＢＡ））
製造例４−１で得られたＢおよび実施例１８で得られたＡｃＢＡ２の各グルカンを２ｗ
ｔ％のＤＭＳＯ溶液に調製した。各グルカンＤＭＳＯ溶液２ｍｌを試験管に入れ、９０℃
で撹拌した。これに１．２５Ｍに調整したフルオレセインイソチオシアネート（ＦＩＴＣ
）のＤＭＳＯ溶液を２０μｌ加え、ピリジン１滴、ジラウリン酸ジ−ｎ−ブチルすず１滴
を滴下し９０℃で２時間撹拌を行った。反応終了後、反応液にエタノールを５ｍｌ加え、
１０，０００ｒｐｍで５分遠心を行い、沈殿を回収した。さらにエタノールを加え洗浄を

30

行い、これを超純水１ｍｌで溶解し、ゲルろ過カラム（ＰＤ−１０）に１ｍｌのせ、１．
５ｍｌの超純水で通液し、その後２ｍｌを超純水で回収し精製を行った。得られたサンプ
ルを凍結乾燥し、グルクロン酸含有グルカンの蛍光ラベル化物（Ｆ−Ｂ、Ｆ−ＡｃＢＡ）
を得た。得られたサンプルの一部は４９０ｎｍにおけるＵＶ吸収を測定した。ウラニンを
標準物質とし、各ＦＩＴＣ導入量を求めたところ、表１２に示すＦＩＴＣの導入が確認で
きた。
【０２８６】
【表１２】
40
【０２８７】
（実施例２０：用途例３：グルクロン酸含有アセチル化グルカンの体内動態試験（Ｆ−
Ｂ、Ｆ−ＡｃＢＡ））
実施例１９で得られたＦＩＴＣラベル化グルカン（Ｆ−Ｂ、Ｆ−ＡｃＢＡ）を２．６ｗ
ｔ％となるように生理食塩水で調製した。頚静脈にカニューレを施した体重３５０ｇ程度
のラット（ＳＤ，１０週齢，♂）のカテーテル部分より、調整したサンプル水溶液を４０
０μｌ注入し、その後さらに生理食塩水１００μｌを注入しカテーテルを洗浄した。サン
プル投与を０時間として、１、１０、２０、３０及び４０分後にカニューレより採血を行
った。血液は１２，０００ｒｐｍで１分間遠心を行い、上清の血清を得た。得られた血清
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１００μｌに３０％のトリクロロ酢酸を１０μｌ加え混合した。１０，０００ｒｐｍ、５
分間の遠心を行い、上清５０μｌを回収した。この上清をｐＨ７の１Ｍリン酸バッファー
と５Ｎ水酸化ナトリウム水溶液で中和した。中和後の各サンプルは、ゲルろ過を用いた蛍
光分析を行い、Ｅｘ＝４９０ｎｍ，Ｅｍ＝５１８ｎｍにて蛍光強度を測定した。結果を図
１５に示す。黒三角はＦ−Ｂ、黒四角はＦ−ＡｃＢＡを示す。血液中に存在するグルカン
量の経時変化を示した図１５から、グルクロン酸含有アセチル化グルカン（Ｆ−ＡｃＢＡ
）は未修飾グルカン（Ｆ−Ｂ）に比べ、血中滞留時間が大幅に延長されることが分かった
。
【０２８８】
（実施例２１：グルクロン酸含有グルカンの還元末端修飾物（３種）の製造）
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（Ａ）還元末端修飾マルトオリゴ糖（マルトトリオシルαシクロデキストリン、パラニ
トロフェニルマルトペンタオシド又はマルトシルスクロース）、（Ｂ）グルクロン酸１−
リン酸、１００ｍＭ酢酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ５．５）を含む反応液に製造例１で調製
したＡｑｕｉｆｅｘ

ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラーゼ（１４

Ｕｎｉｔ／ｍｌ）を５０℃１８時間作用させ、グルクロン酸含有グルカンの還元末端修飾
物（３種）を製造した。反応条件を表１３に示した。
【０２８９】
３種の還元末端修飾マルトオリゴ糖へのグルクロン酸転移率は、実施例５と同様の方法
で求めた。結果を表１３に示す。表１３に示したようにグルクロン酸含有グルカンの還元
20

末端修飾物が製造された。
【０２９０】
【表１３】
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【０２９１】
以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は
、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によ
ってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的
な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実
施することができることが理解される。本明細書において引用した特許、特許出願および
文献は、その内容自体が具体的に本明細書に記載されているのと同様にその内容が本明細

40

書に対する参考として援用されるべきであることが理解される。
【産業上の利用可能性】
【０２９２】
本発明の新規なウロン酸含有グルカンは、非還元末端のみにウロン酸残基が結合してい
る。本ウロン酸含有グルカンはウロン酸を末端に有するため、グルカン末端が負電荷を帯
び、グルカンの物理化学的性質が変化する。本ウロン酸含有グルカンは食品、化粧品、医
薬品などに幅広く利用できる。
【配列表フリーテキスト】
【０２９３】
配列番号１：Ａｑｕｉｆｅｘ

Ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラー
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ゼの塩基配列。
配列番号２：Ａｑｕｉｆｅｘ

Ａｅｏｌｉｃｕｓ

ＶＦ５由来α−グルカンホスホリラー

ゼのアミノ酸配列。
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