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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検糖鎖をフラグメント化して、被検糖鎖の各フラグメントイオンのシグナル強度比を
フラグメントごとにそれぞれ数値化することによって得られるフラグメント化パターンを
得る段階と、
　フラグメント化パターンのテンプレートに基づいて作成された糖鎖の予測フラグメント
化パターンのデータと、被検糖鎖のフラグメント化パターンとを比較して、被検糖鎖の構
造を予測する段階と、
を含む、糖鎖構造の解析方法。
【請求項２】
　被検糖鎖の量が、０．０１～１００ピコモルである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　被検糖鎖をフラグメント化して被検糖鎖のフラグメント化パターンを得る段階は、質量
分析装置においてフラグメント化された被検糖鎖を分析し、各フラグメントの質量および
シグナル強度を得る段階を含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記被検糖鎖の構造を予測する段階は、フラグメント化パターンにおけるフラグメント
のシグナル強度比を比較することによって、糖鎖構造を予測する段階である、請求項３に
記載の方法。
【請求項５】
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　被検糖鎖をフラグメント化し、フラグメント化された前記被検糖鎖の各フラグメントイ
オンのシグナル強度比をフラグメントごとにそれぞれ数値化することによって得られるフ
ラグメント化パターンを測定する、フラグメント化パターン測定装置と、
　フラグメント化パターンのテンプレートに基づいて作成された糖鎖の予測フラグメント
化パターンのデータを記憶する、フラグメント化パターン記憶装置と、
　前記フラグメント化パターン記憶装置に記憶されている予測フラグメント化パターンの
データと、前記フラグメント化パターン測定装置によって測定されたフラグメント化パタ
ーンとを比較する、マッチング装置と、
　マッチング装置における比較に基づき予測された糖鎖構造を表示する、糖鎖構造表示装
置と、
を有する、糖鎖構造解析装置。
【請求項６】
　前記フラグメント化パターン測定装置は、質量分析装置である、請求項５に記載の糖鎖
構造解析装置。
【請求項７】
　前記マッチング装置は、フラグメント化パターンにおけるフラグメントのシグナル強度
比を比較する装置である、請求項６に記載の糖鎖構造解析装置。
【請求項８】
　フラグメント化パターン測定装置が、衝突誘起解離装置を含む、請求項５～７のいずれ
か１項に記載の糖鎖構造解析装置。
【請求項９】
　糖鎖をフラグメント化して、各フラグメントイオンのシグナル強度比をフラグメントご
とにそれぞれ数値化することによって得られるフラグメント化パターンを予測する方法で
あって、
　予測しようとする糖鎖と同一の基本構造を有する糖鎖のフラグメント化パターンのテン
プレートを選択する段階と、
　選択したテンプレートに基づいて、予測しようとする糖鎖のフラグメント化パターンを
作成する段階と、
を含む、前記方法。
【請求項１０】
　糖鎖をフラグメント化して、各フラグメントイオンのシグナル強度比をフラグメントご
とにそれぞれ数値化することによって得られるフラグメント化パターンのテンプレートを
記憶する、テンプレート記憶装置と、
　前記テンプレート記憶装置に記憶されているテンプレートから、予測しようとする糖鎖
と同一の基本構造を有する糖鎖のテンプレートを選択する、マッチング装置と、
　マッチング装置で選択されたテンプレートに基づいて、糖鎖のフラグメント化パターン
を作成する、フラグメント化パターン作成装置と、
　得られたフラグメント化パターンを表示する、フラグメント化パターン表示装置と、
を有する、糖鎖のフラグメント化パターン予測装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、質量分析装置を用いた糖鎖構造の解析システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　プロテオームの特性決定はグリコシル化などの翻訳後修飾による非均一性のため、非常
に困難なものとなっている。糖タンパク質上のオリゴ糖は、安定性、タンパク質コンホメ
ーション、細胞内および細胞間シグナル伝達、ならびにその他の生体分子との結合親和性
および特異性といった生物学的プロセスにおいて重要な役割を担っているため、オリゴ糖
の構造解析は、糖タンパク質の機能を分子レベルで理解するために重要である。しかし糖
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鎖には、構造異性体、位置異性体、立体異性体および分枝の異性体など配列順序が同じで
も構造が異なる複数の異性体が存在するため、ＤＮＡやタンパク質などのように単に配列
を解析すれば構造が特定できるものと異なり、その解析は困難であった。さらに、これら
の異性体は、生体内において異なる機能を有していると考えられており、糖鎖構造を解析
する場合には、これら異性体を区別する手段が望まれていた。従来、糖鎖における異性体
の解析は、ＮＭＲおよびＧＣ－ＭＳを利用したメチル化分析によって行われてきた。しか
し、これらの方法はミリグラム単位の試料を必要とするという問題があった。
【０００３】
　一方、質量分析はオリゴ糖を高感度かつハイスループットで解析するための強力な手段
と考えることができる。非特許文献１には、質量分析装置内での糖鎖のフラグメント化の
スペクトルから糖鎖構造を自動で推定する方法が報告されている。非特許文献２には、質
量分析装置内での糖鎖のフラグメント化（ポストソース分解の場合）のスペクトルから糖
鎖構造を自動で推定する方法が報告されている。非特許文献３には、これまでに報告され
ている糖鎖について、その質量分析装置内でのフラグメント化をすべて計算し（順列組み
合わせのように）、被検糖鎖のフラグメント化パターンとのマッチングを行って糖鎖構造
を推定する方法が報告されている。しかし、これらの方法では、同じ配列順序を持つ異性
体同士の区別は不可能である。
【非特許文献１】Rapid Communication in Mass Spectrometry, 16, p1743, 2002, Autom
ated structural assignment of derivatized complex N-linked oligosaccharides from
 tandem mass spectra.
【非特許文献２】Analytical Chemistry, 71, p4764, 1999, An Automated Interpretati
on of MALDI/TOF Postsource Decay Spectra of Oligosacharides. 1. Automated Peak A
ssignment.
【非特許文献３】Proteomics, 4, p1650, 2004, Development of a mass fingerprinting
 tool for automated interpretation of oligosaccharide fragmentation data.
【発明の開示】
【０００４】
　本発明は、糖鎖標品を用いることなく、プロテオミクスで解析されているような１ピコ
モル程度の試料を用い、簡便に糖鎖の（異性体）構造を解析する方法を提供することを目
的とする。
【０００５】
　本発明者らは、存在しうるあらゆるパターンの糖鎖を実際にフラグメント化することに
よりフラグメント化パターンを得てこれをデータとして蓄積し、蓄積されたフラグメント
化パターンのデータと被検糖鎖のフラグメント化パターンとを比較して、糖鎖構造を予測
する方法について特許出願した。当該方法では、あらゆるパターンの糖鎖について標品を
用意し、実際にフラグメント化することによってフラグメント化パターンを得る必要があ
るが、あるゆる種類の糖鎖についてこのような標品を入手することには困難が伴う場合も
ある。
【０００６】
　そこで本発明者らは、安定同位体を用いて部位特異的に糖鎖構造を標識した糖鎖を合成
し、それらのフラグメント化パターンから、特定の結合の断片化のされやすさを数値化し
た。この数値のリストを用いて、各糖鎖がどのようなフラグメント化パターンを示すかを
予測し、実測値と照合することによって、被検糖鎖の構造を判別できることを見いだし、
本発明を完成するに至った。
【０００７】
　すなわち、本発明は以下の発明を包含する。
【０００８】
（１）被検糖鎖をフラグメント化して被検糖鎖のフラグメント化パターンを得る段階と、
　フラグメント化パターンのテンプレートに基づいて作成された糖鎖の予測フラグメント
化パターンのデータと、被検糖鎖のフラグメント化パターンとを比較して、被検糖鎖の構
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造を予測する段階と、
を含む、糖鎖構造の解析方法。
【０００９】
（２）被検糖鎖の量が、０．０１～１００ピコモルである、（１）に記載の方法。
【００１０】
（３）被検糖鎖をフラグメント化して被検糖鎖のフラグメント化パターンを得る段階は、
質量分析装置においてフラグメント化された被検糖鎖を分析し、各フラグメントの質量お
よびシグナル強度を得る段階を含む、（１）または（２）に記載の方法。
【００１１】
（４）前記被検糖鎖の構造を予測する段階は、フラグメント化パターンにおけるフラグメ
ントのシグナル強度比を比較することによって、糖鎖構造を予測する段階である、（３）
に記載の方法。
【００１２】
（５）被検糖鎖をフラグメント化し、フラグメント化された前記被検糖鎖のフラグメント
化パターンを測定する、フラグメント化パターン測定装置と、
　フラグメント化パターンのテンプレートに基づいて作成された糖鎖の予測フラグメント
化パターンのデータを記憶する、フラグメント化パターン記憶装置と、
　前記フラグメント化パターン記憶装置に記憶されている予測フラグメント化パターンの
データと、前記フラグメント化パターン測定装置によって測定されたフラグメント化パタ
ーンとを比較する、マッチング装置と、
　マッチング装置における比較に基づき予測された糖鎖構造を表示する、糖鎖構造表示装
置と、
　を有する、糖鎖構造解析装置。
【００１３】
（６）前記フラグメント化パターン測定装置は、質量分析装置である、（５）に記載の糖
鎖構造解析装置。
【００１４】
（７）前記マッチング装置は、フラグメント化パターンにおけるフラグメントのシグナル
強度比を比較する装置である、（６）に記載の糖鎖構造解析装置。
【００１５】
（８）フラグメント化パターン測定装置が、衝突誘起解離装置を含む、（５）～（７）の
いずれかに記載の糖鎖構造解析装置。
【００１６】
（９）糖鎖のフラグメント化パターンを予測する方法であって、
　予測しようとする糖鎖と同一の基本構造を有する糖鎖のフラグメント化パターンのテン
プレートを選択する段階と、
　選択したテンプレートに基づいて、予測しようとする糖鎖のフラグメント化パターンを
作成する段階と、
を含む、前記方法。
【００１７】
（１０）フラグメント化パターンのテンプレートを記憶する、テンプレート記憶装置と、
　前記テンプレート記憶装置に記憶されているテンプレートから、予測しようとする糖鎖
と同一の基本構造を有する糖鎖のテンプレートを選択する、マッチング装置と、
　マッチング装置で選択されたテンプレートに基づいて、糖鎖のフラグメント化パターン
を作成する、フラグメント化パターン作成装置と、
　得られたフラグメント化パターンを表示する、フラグメント化パターン表示装置と、
を有する、糖鎖のフラグメント化パターン予測装置。
【００１８】
　本発明により、従来、用いられてきたＮＭＲやＧＣ－ＭＳを利用したメチル化分析によ
る糖鎖構造解析法に比べ極めて少量の試料で、迅速に糖鎖の構造を解析することが可能と



(5) JP 4599602 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

なる。また、予め様々な糖鎖の標品を入手してフラグメント化させて標品データを得るこ
となく、構造未知の糖鎖について構造解析することが可能となる。
【００１９】
　本明細書は、本願の優先権の基礎である日本国特許出願第２００５－１１５８６６号の
明細書、請求の範囲および／または図面に記載された内容を包含する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】ＵＤＰ－１３Ｃ６－Ｄ－ガラクトースを示す。＊は、１３Ｃの位置を示す。
【図２】複合型Ｎ－結合型オリゴ糖のセット、ならびに相補的な位置に１３Ｃ６－ガラク
トースを有するそのアイソトポマーを示す。
【図３－ａ】特定のｍ／ｚ値における同組成のフラグメントイオンのシグナル強度比を示
す。フラグメントイオンの構造部分を、対応する親イオンにおいて網掛けを付すことによ
り示した。ａ）は、２本鎖Ｎ－結合型オリゴ糖のＭＳ／ＭＳの結果を示し、†は、脱水イ
オンを示す。
【図３－ｂ】特定のｍ／ｚ値における同組成のフラグメントイオンのシグナル強度比を示
す。フラグメントイオンの構造部分を、対応する親イオンにおいて網掛けを付すことによ
り示した。ｂ）は、２本鎖Ｎ－結合型オリゴ糖のＭＳ／ＭＳの結果におけるフラグメント
イオンｍ／ｚ １４４３を親イオンとしたＣＩＤスペクトル（ＭＳ３スペクトル）を示す
。†は、脱水イオンを示す。
【図３－ｃ】特定のｍ／ｚ値における同組成のフラグメントイオンのシグナル強度比を示
す。フラグメントイオンの構造部分を、対応する親イオンにおいて網掛けを付すことによ
り示した。ｃ）は、３本鎖Ｎ－結合型オリゴ糖のＭＳ／ＭＳの結果を示す。†は、脱水イ
オンを示す。
【図３－ｄ】特定のｍ／ｚ値における同組成のフラグメントイオンのシグナル強度比を示
す。フラグメントイオンの構造部分を、対応する親イオンにおいて網掛けを付すことによ
り示した。ｄ）は、４本鎖Ｎ－結合型オリゴ糖のＭＳ／ＭＳの結果を示す。†は、脱水イ
オンを示す。
【図４－ａ】複合型Ｎ－結合型オリゴ糖のＣＩＤスペクトルのフラグメント化パターンの
テンプレートを示す。フラグメントイオンの構造と、そのシグナル強度比（％）を示す。
ａ）は、２本鎖Ｎ－結合型オリゴ糖のフラグメント化パターンのテンプレートを示す。†
は、脱水イオンを示す。×は、任意の糖残基を示す。
【図４－ｂ】複合型Ｎ－結合型オリゴ糖のＣＩＤスペクトルのフラグメント化パターンの
テンプレートを示す。フラグメントイオンの構造と、そのシグナル強度比（％）を示す。
ｂ）は、３本鎖Ｎ－結合型オリゴ糖のフラグメント化パターンのテンプレートを示す。†
は、脱水イオンを示す。×は、任意の糖残基を示す。
【図５】フラグメント化パターンのシミュレーションに使用した３種のオリゴ糖を示す。
【図６－ａ】シミュレーションした予測スペクトルと実測スペクトルとの比較を示す。ａ
）がシミュレーションした予測スペクトルを示す。
【図６－ｂ】シミュレーションした予測スペクトルと実測スペクトルとの比較を示す。ｂ
）が実測のスペクトルを示す。
【図７－１】本発明のフラグメント化パターン予測方法によって予測スペクトルを作成し
、該予測スペクトルを記憶装置に保存した複合型Ｎ－結合型オリゴ糖のリストを示す。
【図７－２】本発明のフラグメント化パターン予測方法によって予測スペクトルを作成し
、該予測スペクトルを記憶装置に保存した複合型Ｎ－結合型オリゴ糖のリストを示す。
【図７－３】本発明のフラグメント化パターン予測方法によって予測スペクトルを作成し
、該予測スペクトルを記憶装置に保存した複合型Ｎ－結合型オリゴ糖のリストを示す。
【図７－４】本発明のフラグメント化パターン予測方法によって予測スペクトルを作成し
、該予測スペクトルを記憶装置に保存した複合型Ｎ－結合型オリゴ糖のリストを示す。
【図７－５】本発明のフラグメント化パターン予測方法によって予測スペクトルを作成し
、該予測スペクトルを記憶装置に保存した複合型Ｎ－結合型オリゴ糖のリストを示す。
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【図７－６】本発明のフラグメント化パターン予測方法によって予測スペクトルを作成し
、該予測スペクトルを記憶装置に保存した複合型Ｎ－結合型オリゴ糖のリストを示す。
【図８】実施例３で使用した被検糖鎖の構造を示す。
【図９】ＭＡＬＤＩ－ＱＩＴ－ＴＯＦ－ＭＳにて得られた被検糖鎖の実測ＣＩＤスペクト
ルを示す。
【図１０】被検糖鎖の実測ＣＩＤスペクトルと記憶装置に記憶されている予測スペクトル
とのマッチングの計算結果を示す。
【図１１】記憶装置に保存されている複合型Ｎ－結合型オリゴ糖Ｎ－１２の予測スペクト
ルを示す。
【図１２】本発明の実施形態を示す。
【図１３】本発明の実施形態を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
I．糖鎖構造解析方法および糖鎖構造解析装置
　本発明の糖鎖構造解析方法は、
　被検糖鎖をフラグメント化して被検糖鎖のフラグメント化パターンを得る段階と、
　フラグメント化パターンのテンプレートに基づいて作成された糖鎖の予測フラグメント
化パターンのデータと、被検糖鎖のフラグメント化パターンとを比較して、被検糖鎖の構
造を予測する段階と、
を含む。
【００２２】
　本発明において解析の対象となる被検糖鎖は、特に限定されないが、好ましくは糖タン
パク質の糖鎖である。糖タンパク質の糖鎖としては、ポリペプチドのアスパラギン残基に
結合したＮ－結合型（Ａｓｎ型とも称される）と、セリンやトレオニン残基に結合したＯ
－結合型（ムチン型とも称される）が挙げられる。本発明はＮ－結合型糖鎖の解析に好適
に用いられる。
【００２３】
　Ｎ－結合型糖鎖には、Ｍａｎα１→６（Ｍａｎα１→３）Ｍａｎβ１→４ＧｌｃＮＡｃ
β１→４ＧｌｃＮＡｃという分岐５糖が共通の母核として含まれている。Ｎ－結合型糖鎖
はさらに、この５糖母核の外側に結合する糖鎖の構造によって、５糖母核にさらにα－マ
ンノシル残基のみが結合した高マンノース型、５糖母核の２つのα－マンノシル残基にＮ
－アセチルグルコサミンに始まる側鎖が１～５本結合している複合型、ならびに５糖母核
のＭａｎα１→３側に複合型と同じような側鎖がつき、Ｍａｎα１→６側には１～２個の
α－マンノシル残基がついた高マンノース型と複合型の混成体の構造を有する混成型の３
つのグループに分類される。複合型糖鎖と混成型糖鎖には、さらに根のＮ－アセチルグル
コサミン残基のＣ－６位に結合したα－フコシル残基の有無と、５糖母核のβ－マンノシ
ル残基のＣ－４位に結合したＮ－アセチルグルコサミン残基の有無によって構造の多様性
がある。本発明は特に複合型Ｎ－結合型糖鎖、好ましくは複合型Ｎ－結合型オリゴ糖の解
析に好適に用いられる。
【００２４】
　本発明によって好適に解析できる糖鎖の分子量は、通常、３００～６０００、好ましく
は９００～５０００、より好ましくは１２００～４０００である。
【００２５】
　本発明の糖鎖構造解析方法は、被検糖鎖をフラグメント化して被検糖鎖のフラグメント
化パターンを得る段階を含む。フラグメント化パターンとは、被検糖鎖から生じたフラグ
メントの種類およびその量または比率からなる。本発明の方法において、被検糖鎖をフラ
グメント化して被検糖鎖のフラグメント化パターンを得る段階は、好ましくは、質量分析
装置においてフラグメント化された前記被検糖鎖を分析し、各フラグメントの質量および
シグナル強度を得る段階を含む。
【００２６】
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　質量分析装置としては、糖鎖のフラグメントを質量分析できるものであれば特に制限さ
れず、当技術分野で通常用いられるものを使用できるが、通常、電気的相互作用を利用し
て分子のイオンを質量の違いによって分析する手法を使用する。このような質量分析方法
は、イオンの生成・分離・検出の３つの工程を含む。好ましくは、イオンの生成、イオン
の選択、断片化、分離および検出の５つの工程を含むタンデム型質量分析装置（ＭＳ／Ｍ
Ｓ）を用いる。タンデム型質量分析装置を用いることにより、迅速に構造解析を実施でき
る。
【００２７】
　質量分析する際に使用できるイオン化法の様式としては、マトリックス補助レーザ脱離
（ＭＡＬＤＩ）法、電子衝撃イオン化（ＥＩ）法、エレクトロスプレーイオン化（ＥＳＩ
）法、ソニックスプレーイオン化法（ＳＳＩ）法、光イオン化法、放射性同位体から放射
されるＬＥＴの大きなαまたはβ線を使用するイオン化法、２次イオン化法、高速原子衝
突イオン化（ＦＡＢ）法、電界電離イオン化法、表面電離イオン化法、化学イオン化（Ｃ
Ｉ）法、フィールドイオン化（ＦＩ）法、フィールド脱着イオン化（ＦＤ）法、火花放電
によるイオン化法等が挙げられ、好ましくはソニックスプレーイオン化法（ＳＳＩ）法、
エレクトロスプレーイオン化（ＥＳＩ）またはマトリックス補助レーザ脱離（ＭＡＬＤＩ
）法、より好ましくはマトリックス補助レーザ脱離（ＭＡＬＤＩ）法である。また、分離
様式としては、飛行時間型（ＴＯＦ）、単一または多重四重極型、単一または多重磁気セ
クター型、フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴（ＦＴＩＣＲ）型、イオン捕獲型、高
周波型ならびにイオン捕獲／飛行時間型等が挙げられ、飛行時間（ＴＯＦ）型を用いるも
のが好ましい。
【００２８】
　フラグメント化は、当技術分野で通常用いられる方法によって実施することができる。
例えば、衝突誘起解離法（ＣＩＤ）、赤外多光子吸収解離法（ＩＲＭＰＤ）、ポストソー
ス分解法（ＰＳＤ）、表面誘起解離法（ＳＩＤ）等が挙げられる、好ましくは衝突誘起解
離法を用いる。衝突誘起解離法は、イオンの選択および断片化の二つの工程を含み、イオ
ン捕獲型、多重四重極型、フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴（ＦＴＩＣＲ）型、高
周波型ならびにイオン捕獲／飛行時間型、レフレクトロン飛行時間型、多重飛行時間型、
ならびに多重磁気セクター型の質量分析装置を用いて実施することができる。好ましくは
、イオン捕獲／飛行時間型を用いる。
【００２９】
　上記のようなイオン化法と分離様式、断片化様式、ならびに電気的記録または写真記録
などの検出様式とを組み合わせることにより質量分析を実施することができる。好ましく
は、ＭＡＬＤＩ－ＱＩＴ－ＴＯＦ型を用いる。ＭＡＬＤＩ－ＱＩＴ－ＴＯＦ型質量分析装
置を用いることにより、非常に少量の試料で分析が可能である。
【００３０】
　この装置は、イオン化にＭＡＬＤＩ法を用いているため、断片化パターンが単純な１価
のイオンが生成しやすいこと、多少の不純物があっても効率的にイオン化できること、断
片化様式として四重極イオントラップ（ＱＩＴ）を用いているため、イオン選択の幅を精
密にコントロールできること、ＣＩＤのエネルギーをコントロールしやすいこと、さらに
イオンの分離様式としてＴＯＦ法を用いているため分離の質量分解能が高いこと等におい
て、本発明の実施に有利である。
【００３１】
　質量分析装置によって得られるスペクトルに表れる各フラグメントイオンのシグナル強
度比を、各フラグメントごとにそれぞれ数値化することにより、フラグメント化パターン
を得ることができる。シグナル強度比の数値化方法は、各シグナルの強度の比率を表す限
り特に限定されないが、例えば、全シグナル強度の合計に対する相対％、または特定のシ
グナル強度、好ましくは最大シグナル強度に対する相対％として、数値化することができ
る。すなわち、質量分析におけるフラグメント化パターンは、被検糖鎖をフラグメント化
することによって得られるフラグメントの質量（より詳しくはｍ／ｚ値）とそのシグナル
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強度比からなる。フラグメント化パターンは、好ましくはグラフによって表される質量分
析スペクトルである。本発明において得られる被検糖鎖のフラグメント化パターンの一例
を図６ｂに示す。
【００３２】
　本発明の方法は、さらに、フラグメント化パターンのテンプレートに基づいて作成され
た糖鎖の予測フラグメント化パターンのデータと、被検糖鎖のフラグメント化パターンと
を比較して、被検糖鎖の構造を予測する段階を含む。
【００３３】
　糖鎖の予測フラグメント化パターンは、存在しうるあらゆる糖鎖について、フラグメン
ト化パターンのテンプレートに基づいて予め作成し、データとして蓄積する。ここで予測
フラグメント化パターンとは、糖鎖の標品を実際にフラグメント化して得られる実測フラ
グメント化パターンとは異なり、フラグメント化パターンのテンプレートに基づいてシミ
ュレーションすることにより予測・作成されるフラグメント化パターンを意味する。予想
フラグメント化パターンの一例を図６ａに示す。フラグメント化パターンのテンプレート
に基づいて糖鎖の予測フラグメント化パターンを作成する方法については、後記の「II.
フラグメントパターンの予測方法およびフラグメント化パターン予測装置」の項に記載す
る。
【００３４】
　例えば、糖タンパク質の糖鎖については、少なくともＮ－結合型およびＯ－結合型に見
られる基本構造ごとに予測フラグメント化パターンのデータを作成する。より具体的には
、複合型Ｎ－結合型糖鎖については、１本鎖～５本鎖の分岐構造が存在するが、少なくと
も各分岐構造ごとに予め予測フラグメント化パターンのデータを作成する。そして、作成
された予測フラグメント化パターンのデータと、被検糖鎖を実際にフラグメント化して得
られるフラグメント化パターンとの比較を行うことにより、糖鎖構造を解析することがで
きる。
【００３５】
　本発明者らは、複合型Ｎ－結合型糖鎖のフラグメント化パターンにおける主な相違は、
分岐部位のＧｌｃＮＡｃのグリコシド結合、すなわち、５糖母核の２つのα－マンノシル
残基と側鎖ＧｌｃＮＡｃ残基との結合の解離の傾向の相違から生じるものであることを見
いだした。従って、少なくとも分岐部位のＧｌｃＮＡｃのグリコシド結合の種類ごとに予
測フラグメント化パターンを作成することが好ましい。５糖母核周辺の構造ごとに一定の
予測フラグメント化パターンが得られれば、さらなる伸長または末端枝分かれを有する構
造については、自動的に予測フラグメント化パターンを作成しデータとして蓄積すること
ができる。そして、最も好ましくは、同定されているすべての糖鎖について予測フラグメ
ント化パターンを作成しデータとして蓄積する。
【００３６】
　予測フラグメント化パターンと被検糖鎖のフラグメント化パターンの比較は、主に、５
糖母核の２つのα－マンノシル残基と側鎖ＧｌｃＮＡｃ残基との結合の解離によって生じ
るフラグメントおよびそのシグナル強度比を比較することによって実施することができる
。
【００３７】
　また、本発明者らは、Ｍａｎα１→６分岐側のＧａｌβ１→４ＧｌｃＮＡｃ残基が解離
したフラグメントイオンに由来するシグナル強度比が、Ｍａｎα１→３分岐側の該Ｇａｌ
β１→４ＧｌｃＮＡｃ残基が解離したフラグメントイオンに由来するシグナル強度比より
も大きくなることを見いだした（図２および３）。従って、Ｍａｎα１→６分岐側のＧａ
ｌβ１→４ＧｌｃＮＡｃ残基が解離したフラグメントイオンに由来するシグナル強度比、
およびＭａｎα１→３分岐側のＧａｌβ１→４ＧｌｃＮＡｃ残基が解離したフラグメント
イオンに由来するシグナル強度比における一致点または相違点に基づいて、比較を行うこ
とができる。
【００３８】
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　そして、蓄積された予測フラグメント化パターンのデータの中から被検糖鎖のフラグメ
ント化パターンと一致するまたは類似するフラグメント化パターンを選択し、該フラグメ
ント化パターンのもととなった糖鎖の構造を被検糖鎖の構造として予測することにより、
糖鎖の異性体構造を解析することができる。
【００３９】
　本発明により、同じ組成またはシーケンスを有する糖鎖の異性体構造を識別することが
できる。特に構造異性体を識別することができる。より詳しくは、複合型Ｎ－結合型糖鎖
の分岐構造の識別において有利である。
【００４０】
　本発明において用いる被検糖鎖の量は、通常０．０１～１００ピコモル、好ましくは
０．１～２０ピコモル、さらに好ましく０．５～２ピコモルである。本発明の方法によれ
ば、従来の方法に比べて１０万分の１以下という非常に少量の試料で、糖鎖の構造解析を
実施でき非常に有利である。
【００４１】
　本発明はまた、本発明の方法を実施するための糖鎖構造解析装置に関する。
【００４２】
　一実施形態において本発明の糖鎖構造解析装置は、
　フラグメント化パターンのテンプレートに基づいて作成された糖鎖の予測フラグメント
化パターンのデータを記憶する、フラグメント化パターン記憶装置と、
　前記フラグメント化パターン記憶装置に記憶されている予測フラグメント化パターンの
データと、前記フラグメント化パターン測定装置によって測定されたフラグメント化パタ
ーンとを比較する、マッチング装置と、
　マッチング装置における比較に基づき予測された糖鎖構造を表示する、糖鎖構造表示装
置と、
　を有する。
【００４３】
　本発明の糖鎖構造解析装置において、フラグメント化パターン測定装置は、好ましくは
質量分析装置であり、質量分析装置については上記の糖鎖構造解析方法について記載した
とおりである。フラグメント化パターン測定装置は、糖鎖をフラグメント化する装置を含
む。糖鎖をフラグメント化する装置についても糖鎖構造解析方法について記載したフラグ
メント化の方法と同様であり、特に制限されないが、好ましくは、衝突誘起解離装置であ
る。衝突誘起解離法は、イオンの選択および断片化の二つの工程を含み、イオン捕獲型、
多重四重極型、フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴（ＦＴＩＣＲ）型、高周波型およ
びイオン捕獲／飛行時間型、レフレクトロン飛行時間型、多重飛行時間型、ならびに多重
磁気セクター型の質量分析装置を用いて実施することができる。好ましくは、イオン捕獲
／飛行時間型を用いる。
【００４４】
　フラグメント化パターン記憶装置は、あらゆるパターンの糖鎖に対する予測フラグメン
ト化パターンを記憶する装置であり、当技術分野において通常用いられるものを使用でき
るが、例えば、ハードディスクおよびメモリなどが挙げられる。該記憶装置は、好ましく
は同定されているすべての糖鎖に対する予測フラグメント化パターンを記憶する。
【００４５】
　マッチング装置は、フラグメント化パターン記憶装置中の予測フラグメント化パターン
のデータと被検糖鎖のフラグメント化パターンとを比較して、被検糖鎖と一致するまたは
類似する予測フラグメント化パターンを選択する装置であり、ソフトウェア上で比較およ
び選択を行う。複合型Ｎ－結合型糖鎖の場合は、５糖母核の２つのα－マンノシル残基と
側鎖ＧｌｃＮＡｃ残基との結合の解離によって生じるフラグメントおよびそのシグナル強
度比に基づいて比較を行う。
【００４６】
　糖鎖構造表示装置は、該選択された予測フラグメント化パターンのもととなった糖鎖の
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構造を被検糖鎖の構造として予測し、その糖鎖構造を表示する装置であり、例えば、ディ
スプレイが挙げられる。
【００４７】
II．フラグメント化パターンの予測方法およびフラグメント化パターンの予測装置
　本発明はまた、任意の糖鎖のフラグメント化パターンを予測する方法、すなわち糖鎖の
予測フラグメント化パターンを作成する方法に関する。本発明のフラグメント化パターン
の予測方法は、
　予測しようとする糖鎖と同一の基本構造を有する糖鎖のフラグメント化パターンのテン
プレートを選択する段階と、
　選択したテンプレートに基づいて、予測しようとする糖鎖のフラグメント化パターンを
予測する段階と、
を含む。
【００４８】
　糖鎖のフラグメント化パターンのテンプレートは、糖鎖の基本構造ごとに安定同位体を
用いて部位特異的に糖鎖構造を標識した糖鎖を合成し、当該糖鎖をフラグメント化し、得
られるフラグメントの種類および各フラグメントの比率を得ることにより作成する。各フ
ラグメントの比率は、質量分析における各フラグメントの相対的なシグナル強度比として
表すことができる。好ましくは、フラグメント化パターンのテンプレートは、糖鎖のフラ
グメント化によって得られるフラグメントの種類、好ましくはフラグメントの構造と、そ
の質量分析におけるシグナル強度比を含む。シグナル強度比は、例えば、全シグナル強度
の合計に対する相対％、または特定のシグナル強度、好ましくは最大シグナル強度に対す
る相対％として表すことができるが、これに限定されるものではない。糖鎖の基本構造、
質量分析およびシグナル強度比については、上記と同様である。
【００４９】
　例えば、糖タンパク質の糖鎖については、Ｎ－結合型およびＯ－結合型に見られる基本
構造ごとにフラグメント化パターンのテンプレートを作成する。より具体的には、複合型
Ｎ－結合型糖鎖については、１本鎖～５本鎖の分岐構造が存在するが、これを基本構造と
して、各分岐構造ごとに予めフラグメント化パターンのテンプレートを作成する。また、
分岐部位のＧｌｃＮＡｃのグリコシド結合の種類ごとにフラグメント化パターンのテンプ
レートを作成することが好ましい。５糖母核周辺の構造ごとに一定のフラグメント化パタ
ーンのテンプレートが得られれば、さらなる伸長または末端枝分かれを有する構造につい
ては、自動的にフラグメント化パターンを作成しデータとして蓄積することができる。
【００５０】
　複合型Ｎ－結合型糖鎖の２本鎖のフラグメント化パターンのテンプレートの一例を図４
ａに、３本鎖のフラグメント化パターンのテンプレートの一例を図４ｂに示す。
【００５１】
　そして、予め作成されたフラグメント化パターンのテンプレートの中から、予測しよう
とする糖鎖と同一の基本構造を有する糖鎖のフラグメント化パターンのテンプレートを選
択する。例えば、複合型Ｎ－結合型糖鎖については、同じ分岐構造を有する糖鎖のフラグ
メント化パターンのテンプレートを選択する。続いて、選択したテンプレートに基づいて
、予測しようとする糖鎖のフラグメント化パターンを予測する。具体的には、テンプレー
トのもととなった糖鎖の構造と予測しようとする糖鎖の構造とを比較し、両者の一致点お
よび相違点にもとづき、テンプレートのもととなった糖鎖の構造上のフラグメントの構造
とそのシグナル強度比から、フラグメント化パターンを予測することができる。
【００５２】
　こうしてテンプレートに基づいて予測することにより作成された糖鎖のフラグメント化
パターンは、上記のＩの糖鎖構造の解析方法および糖鎖構造解析装置における予測フラグ
メント化パターンのデータとして使用される。
【００５３】
　本発明はまた、上記フラグメント化パターンを予測する方法を実施するための装置、す
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ターン予測装置は、
　フラグメント化パターンのテンプレートを記憶する、テンプレート記憶装置と、
　前記テンプレート記憶装置に記憶されているテンプレートから、予測しようとする糖鎖
と同一の基本構造を有する糖鎖のテンプレートを選択する、マッチング装置と、
　マッチング装置で選択されたテンプレートに基づいて、糖鎖のフラグメント化パターン
を作成する、フラグメント化パターン作成装置と、
　得られたフラグメント化パターンを表示する、フラグメント化パターン表示装置と、
を有する。
【００５４】
　テンプレート記憶装置は、予め作成された複数のフラグメント化パターンのテンプレー
トを記憶する装置であり、当技術分野において通常用いられるものを使用できるが、例え
ば、ハードディスクおよびメモリなどが挙げられる。
【００５５】
　マッチング装置は、予測しようとする糖鎖の基本構造と、テンプレート記憶装置に記憶
されたフラグメント化パターンのテンプレートのもととなる糖鎖の基本構造とを比較し、
同じ基本構造を有する糖鎖のテンプレートを選択する装置であり、ソフトウェア上で比較
および選択を行う。例えば、複合型Ｎ－結合型糖鎖のフラグメント化パターンを予測する
場合、基本構造の比較は、分岐構造を比較することによって行い、同一の分岐構造を有す
るものを選択する。
【００５６】
　フラグメント化パターン作成装置は、マッチング装置で選択されたテンプレートのもと
となった糖鎖の構造と予測しようとする糖鎖の構造とを比較し、両者の一致点および相違
点にもとづき、テンプレートのもととなった糖鎖構造上のフラグメントの構造とそのシグ
ナル強度比から予測フラグメント化パターンを作成する装置であり、フラグメント化パタ
ーンの作成をソフトウェア上で行う。
【００５７】
　フラグメント化パターン表示装置は、フラグメント化パターン作成装置で作成されたフ
ラグメント化パターン、すなわち予測フラグメント化パターンを表示する装置であり、当
技術分野において通常用いられるものを使用できるが、例えば、ディスプレイなどが挙げ
られる。
【００５８】
　以下、本発明を実施例により説明するが、本発明の範囲は実施例の範囲に限定されるも
のではない。
【実施例】
【００５９】
（実施例１）
　安定同位体で標識した糖供与体（ＵＤＰ－１３Ｃ６－Ｄ－ガラクトース）を合成した（
B. Lou, G. V. Reddy, H. Wang, and S. Hanessian, in Preparative Carbohydrate Chem
istry (Ed.: S. Hanessian), Dekker, New York, 1996, pp. 389-412、S. Hannesian, P-
P. Lu, and H. Ishida, J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 13296-13300.）。この糖供与体
を用いて（図１）、酵素的に部位特異的に同位体標識された２本鎖、３本鎖、４本鎖のＮ
－結合型オリゴ糖を、β４－ガラクトシルトランスフェラーゼＩを用いて酵素的に合成し
た（図２）。これらの糖鎖は、１３Ｃ６－ガラクトース残基を相補的な位置に有する。グ
リコシルトランスフェラーゼは高度の基質特異性および構造特異性を有し、Ｇａｌ残基を
ＧｌｃＮＡｃに転移させてＧａｌβ１→４ＧｌｃＮＡｃ構造を選択的かつ定量的に生成す
る。
【００６０】
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　［Ｍ＋Ｎａ］＋イオンをＣＩＤスペクトルのための親イオンとして使用した。質量分析
は、マトリックス支援レーザー脱離／イオン化　四重極イオントラップ飛行時間型質量分
析（ＭＡＬＤＩ－ＱＩＴ－ＴＯＦ　ＭＳ）によって行った。親イオンがほぼ消失するＣＩ
Ｄエネルギーで得られたフラグメント化パターンは、再現性のあるものであった。図３ａ
に、１ａの２本鎖Ｎ－結合型オリゴ糖のＣＩＤスペクトルにおける各フラグメントイオン
に由来するシグナル強度を示す。これは１ｂおよび１ｃのＣＩＤスペクトルにおける対応
するフラグメントに由来するシグナル強度比に基づくものである。３つのシグナルのすべ
てにおいて、Ｍａｎα１→６分岐側のＧａｌβ１→４ＧｌｃＮＡｃ残基が解離したフラグ
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回っていた。さらに、同様のことが、フラグメントイオンｍ／ｚ　１４４３を親イオンと
したＣＩＤスペクトル（ＭＳ３スペクトル）においても観察された（図３ｂ）。さらに、
１ｂおよび１ｃは、解離の傾向がほぼ同様であった。これは、１３Ｃアイソトープがフラ
グメント化に影響を及ぼしていないことを示している。
【００６１】
　従って、同じ組成のフラグメントイオンのシグナル強度比は、識別可能なガラクトース
（１３Ｃ６または１３Ｃ６）を分岐構造の相補的な位置に有するオリゴ糖のセットから得
られるシグナル強度比に基づいて測定できることが示された。
【００６２】
　３本鎖および４本鎖のＮ－結合型オリゴ糖の解離の傾向を分析するため、２ａ～３ｅ（
図２）についてＣＩＤによる実験を実施した。図３ｃおよび３ｄに、２ａおよび３ａのＧ
ｌｃＮＡｃβ１→２結合の解離によって生成されるシグナルに対する、それぞれのフラグ
メントイオンのシグナル強度比をまとめた。解離の傾向は、Ｎ－結合型オリゴ糖の分岐の
タイプによって異なっていた。これは、マンノースコアの還元部位の構造とはほぼ無関係
であった。これらの結果は、フラグメント化パターンにおける主な相違は、分岐部位のＧ
ｌｃＮＡｃのグリコシド結合の解離の傾向の相違から生じるものであることを示している
。
【００６３】
　１ａ、２ａおよび３ａの構造が、複合型Ｎ－結合型オリゴ糖の基本構造となりうると考
えられる。Ｎ－結合型オリゴ糖の多様性は、通常、これらの基本構造における非還元末端
の伸長によって生じることから、これら基本構造に対するフラグメント化パターンのテン
プレートのデータは、Ｎ－結合型オリゴ糖の任意の構造に対するフラグメント化パターン
を予測するために有用である。
【００６４】
（実施例２）
　これを実証するため、Ｎ－結合型オリゴ糖の基本構造に対するフラグメント化パターン
のテンプレートを作成した（図４）。当該テンプレートは、各フラグメントイオンの正確
な帰属からなり、分岐トポロジーおよび上記の安定同位体を用いた実験データから算出さ
れた全シグナル強度の合計に対する各フラグメントイオンに由来するシグナル強度比（％
）を含む。
【００６５】
　これらのテンプレートを用いて、３種の異性体についてＣＩＤスペクトル、すなわちフ
ラグメント化パターンの予測を実施した（図５）。これらは同一の組成を有するオリゴ糖
であるが、異なるトポロジーを有する。４ｂおよび４ｃは、以下のように合成した。
【００６６】
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　ＰＡ（ピリジルアミノ）標識したモノシアロ２本鎖Ｎ－結合型オリゴ糖（タカラバイオ
）を、β３－Ｎ－アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ２を用いて、ＵＤＰ－Ｄ－
ＧｌｃＮＡｃでＮ－アセチルグルコサミニル化した。生成物をＨＰＬＣで単離した後、β
４－ガラクトシルトランスフェラーゼＩを用いて、非還元末端ＧｌｃＮｃ残基にガラクト
ースを付加した。最後に、ノイラミニダーゼ処理によりＮｅｕ５Ａｃ残基を除去し、ＨＰ
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ＬＣで精製することにより４ｂおよび４ｃを得た。
【００６７】
　これら３種の異性体から仮想的に得られるフラグメントイオンに対し、対応する基本構
造のテンプレートに基づき、シグナル強度比を割り当てた。予測したＣＩＤスペクトルに
おいて、仮想のフラグメントイオンのｍ／ｚ値とそのシグナル強度比（％）をプロットし
た。同じｍ／ｚ値を有するフラグメントイオンについては、シグナル強度比の合計によっ
て表した。予測したスペクトルには、３種の異性体間で、ｍ／ｚ １３７６と１７４１お
よびそれらの脱水イオンのシグナルの強度比において、有意な差が表れた（図６ａ）。す
なわち、ｍ/z １３７６およびその脱水イオンのシグナル強度の和と、ｍ/z １７４１およ
びその脱水イオンのシグナル強度の和の比は、４ａの場合は０．１７であり、４ｂの場合
は０．５７であり、４ｃの場合は１．８２であり、３種の予測スペクトルの間で最も大き
な相違点がみられた。
【００６８】
　この相違が実測スペクトル、すなわち実測フラグメント化パターンにも反映されること
を確認するために、酵素的に合成したこれら３種の異性体に関してＭＡＬＤＩ－ＱＩＴ－
ＴＯＦ－ＭＳを実施した。図６ｂに示すとおり、実測のスペクトルにおいてもシミュレー
ションしたスペクトルと同様のフラグメント化パターンが得られた。特にシミュレーショ
ンにおいて予測された異性体間の相違点において同様のパターンが得られた。以上の結果
から、本発明により、Ｎ－結合型オリゴ糖のフラグメント化パターンの予測が可能である
ことが実証された。
【００６９】
　上記実験において試料量はすべて１ピコモルであり、本発明により非常に少量の試料で
糖鎖の構造を解析できることが示された。
【００７０】
（実施例３）
　装置内に記憶された多数の糖鎖に対する予測フラグメント化パターンを用いた糖鎖構造
解析を実証するため、まず、図７に示した各糖鎖構造から仮想的に得られるフラグメント
イオンに対し、対応する基本構造のテンプレートに基づきシグナル強度比を割り当て、仮
想のフラグメントイオンのｍ／ｚ値とそのシグナル強度比（％）をプロットすることによ
り各糖鎖構造に対する予測スペクトル、すなわち予測フラグメント化パターンを作成した
。作成した予測スペクトルのすべてを記憶装置に保存した。文献（Ｓａｔｏ，Ｔ．ｅｔ　
ａｌ，Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．，２００３，２７８，ｐ４７５３４）の方法にて調製し
た被検糖鎖（図８）をＭＡＬＤＩ－ＱＩＴ－ＴＯＦ－ＭＳにて分析し、この糖鎖の実測フ
ラグメントスペクトル（実測フラグメント化パターン）を得た（図９）。保存されている
予測スペクトルの中に、この被検糖鎖と同じ分子量（ｍ／ｚ１９２８）のイオンを親イオ
ンとする予測スペクトルは４種（Ｎ－１１、Ｎ－１２、Ｎ－２９、Ｎ－３０）見出された
。これら４種の予測スペクトルについて、被検糖鎖の実測スペクトルとのフラグメント化
パターンマッチングを次に示す方法で行なった。
【００７１】
（１）被検糖鎖の実測スペクトルについて、各フラグメントイオンのモノアイソトピック
ピークのｍ／ｚ値の整数部分をそのフラグメントイオンのｍ／ｚ値とし、全てのアイソト
ピックピークの相対強度の合計をそのフラグメントイオンの相対強度とする。
【００７２】
（２）予測スペクトルのｎ本のピーク（Ｐ１、Ｐ２、・・・Ｐｎ）の相対強度がｘｉ（ｉ
＝１～ｎ）のとき、以下のようにスペクトルのベクトルＸを作成する。
【００７３】
Ｘ＝（ｘ１、ｘ２、・・・ｘｎ）
（３）被検糖鎖の実測スペクトルについて、予測スペクトルのピークＰｉに相当するｍ／
ｚ値を持つピークを決定し、そのピークの相対強度からスペクトルのベクトルＹを作成す
る。
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Ｙ＝（ｙ１、ｙ２、・・・ｙｎ）
（４）以下のように、２つのベクトルＸとＹのユークリッド距離からスペクトル間の相違
度Ｄ１を求める。
【００７５】
Ｄ１＝Σ（ｉ＝１～ｎ）（ｘｉ－ｙｉ）２

　ここで算出される値Ｄ１は、両スペクトルが全く同一の場合には０（ゼロ）であり、両
スペクトルの差が大きくなるほど値が大きくなるため「相違度」と表現しているが、当然
、両スペクトルの類似度の尺度となるものである。
【００７６】
（５）上記のように算出した相違度Ｄ１では、予測スペクトルに存在しないピークが実測
スペクトルに多く含まれている場合でも低い相違度を与えるので、実測スペクトルと予測
スペクトルのベクトル算出方法を入れ替えて相違度Ｄ２を再計算する。つまり、実測スペ
クトルから上記ベクトルＸ、予測スペクトルから上記ベクトルＹを算出し、相違度Ｄ２を
求める。図１０に被検糖鎖の実測スペクトルとのフラグメント化パターンマッチングの結
果を示す。Ｄ１＋Ｄ２の値から４種の予測スペクトルの中で最も小さな値を持つものはＮ
－１２の予測スペクトルである。Ｎ－１２の予測スペクトルを図１１に示す。Ｎ－１２の
糖鎖構造は、被検糖鎖の構造と同じであり、記憶された多数の予測スペクトルを用いて実
測スペクトルとマッチングすることにより糖鎖の構造を正しく解析できることが実証され
た。
【００７７】
　本明細書中で引用した全ての刊行物、特許及び特許出願をそのまま参考として本明細書
中にとり入れるものとする。

【図１】 【図２】



(17) JP 4599602 B2 2010.12.15

【図３－ａ】 【図３－ｂ】

【図３－ｃ】 【図３－ｄ】
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