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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
エタノール中で動物の軟骨を破砕した後、溶出溶媒として２Ｍ以上の濃度の塩化マグネ
シウム水溶液を用いて軟骨破砕物からプロテオグリカンを溶出させることによるプロテオ
グリカンの調製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、動物の軟骨からプロテオグリカンを調製する方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
プロテオグリカンは、コラーゲンやヒアルロン酸とともに動物の軟骨を構成する主成分
であり、保水性に優れるといった作用を有することから、近年、その需要が高まっている
。従って、プロテオグリカンを化粧品や飲食品などの様々な製品の配合成分として安価で
安定に供給するための、動物の軟骨からプロテオグリカンを効率的に調製する方法の確立
が産業界において期待されている。しかしながら、動物の軟骨からプロテオグリカンを調
製するためには、プロテオグリカンは軟骨中でコラーゲンやヒアルロン酸と相互作用し合
っているので、こうした相互作用からプロテオグリカンを開放して溶出溶媒に溶出させる
必要があるが、この際、プロテオグリカンの分解や変性を抑制するとともに、軟骨由来の
タンパク質の混入を抑制するのは容易でない。例えば特許文献１では、溶出溶媒として酢
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酸を用いてサケの鼻軟骨からプロテオグリカンを溶出させる方法が提案されているが、こ
の方法によっては、酢酸中へのプロテオグリカンの溶出量が少ないことに加え、調製の途
中でプロテオグリカンの分解が起こることを本発明者らは確認している。また、動物の軟
骨からプロテオグリカンを溶出させる標準的な方法として、溶出溶媒としてグアニジン塩
酸水溶液を用いる方法が知られているが、この方法によっては、プロテオグリカンの変性
を伴うことや、溶出されたプロテオグリカンとグアニジン塩酸の分離が困難であることが
知られている。さらに、動物の軟骨からプロテオグリカンを溶出させる古典的な方法とし
て、溶出溶媒として熱水を用いる方法も知られているが、この方法によっては、プロテオ
グリカンの分解が起こることや、溶出されたプロテオグリカンとの分離が困難な夾雑タン
パク質が多量に混入することが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３７３１１５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
そこで本発明は、調製の途中でのプロテオグリカンの分解や変性を抑制するとともに、
夾雑タンパク質の混入を抑制して、動物の軟骨からプロテオグリカンを効率的に調製する
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明者らは上記の点に鑑みて鋭意検討を行った結果、エタノール中で動物の軟骨を破
砕した後、溶出溶媒として所定の濃度以上の塩化マグネシウム水溶液を用いて軟骨破砕物
からプロテオグリカンを溶出させることで、調製の途中でのプロテオグリカンの分解や変
性を抑制するとともに、夾雑タンパク質の混入を抑制して、プロテオグリカンを効率的に
調製することができることを知見した。
【０００６】
以上の知見に基づいてなされた本発明のプロテオグリカンの調製方法は、請求項１記載
の通り、エタノール中で動物の軟骨を破砕した後、溶出溶媒として２Ｍ以上の濃度の塩化
マグネシウム水溶液を用いて軟骨破砕物からプロテオグリカンを溶出させることによるも
のである。
【発明の効果】
【０００７】
本発明によれば、調製の途中でのプロテオグリカンの分解や変性を抑制するとともに、
夾雑タンパク質の混入を抑制して、動物の軟骨からプロテオグリカンを効率的に調製する
方法を提供することができる。本発明の方法は、プロテオグリカンを調製するために用い
る物質がエタノールと塩化マグネシウムだけであるので、プロテオグリカンの調製コスト
が安価である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施例１における、各種の溶出溶媒を用いて得たプロテオグリカンの溶出量と夾
雑タンパク質の混入量を示すグラフである。
【図２】同、各種の溶出溶媒を用いて得たプロテオグリカンの平均分子量を示すグラフで
ある。
【図３】同、各種の溶出溶媒を用いて得たプロテオグリカンに含まれるアグリカンのコア
タンパクのＧ１ドメインとＧ３ドメインに対する抗体反応の結果である。
【図４】参考例１における、溶出溶媒として各種の濃度の塩化マグネシウム水溶液を用い
て得たプロテオグリカンの溶出量と夾雑タンパク質の混入量を示すグラフである（溶出溶
媒として緩衝液を用いて得たプロテオグリカンの溶出量と夾雑タンパク質の混入量に対す
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る相対量）。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
本発明のプロテオグリカンの調製方法は、エタノール中で動物の軟骨を破砕した後、溶
出溶媒として濃度が０．５Ｍ以上の塩化マグネシウム水溶液を用いて軟骨破砕物からプロ
テオグリカンを溶出させることによるものである。
【００１０】
本発明のプロテオグリカンの調製方法においては、まず、エタノール中で動物の軟骨を
破砕して軟骨破砕物を得る。原料として用いる動物の軟骨は、サケやマスやサメなどの魚
類の軟骨（例えば頭部由来のもの）が、天然資源の有効利用の観点などから好適であるが
、ウシやクジラなどの哺乳類の軟骨を原料として用いてもよい。エタノール中での軟骨の
破砕は、例えば、軟骨に対して１〜５０倍量のエタノールを用い、１〜４０℃の温度条件
下、ホモジナイザーを用いて軟骨を１０秒間〜３分間ホモジナイズすることにより、軟骨
が５０μｍ以下の大きさの粒子になるまで行うことが望ましい。軟骨に含まれるプロテオ
グリカンに対して分解や変性を引き起こすおそれがない温度条件下で、軟骨をこうした大
きさの粒子になるまでエタノール中で破砕することで、プロテオグリカンを含む軟骨の表
面積が全体として増加し、後の工程でプロテオグリカンを効率的に溶出させることができ
る（即ち、この工程はエタノールを溶出溶媒として用いて軟骨からプロテオグリカンを溶
出させることを目的とするものではない）。また、エタノール中で軟骨の破砕を行うこと
には、水分を含む軟骨を脱水することができることで、プロテオグリカンが軟骨に含まれ
る加水分解酵素によって分解されることを抑制することができるといった利点や、軟骨を
脱脂することができるといった利点もある。また、エタノールは、プロテオグリカンに対
して分解や変性を引き起こすおそれがなく、食品衛生上の問題もない。水中で軟骨を破砕
した場合、軟骨が溶けて、後の工程でプロテオグリカンを効率的に溶出させるためのプロ
テオグリカンを保持した粒子が得られず、プロテオグリカンと夾雑タンパク質が混在する
溶液が得られる、プロテオグリカンが軟骨に含まれる加水分解酵素によって分解される、
軟骨を脱脂できないといった問題や不都合がある。以上の点に鑑みれば、この工程におい
て用いるエタノールは、無水である必要は必ずしもないが、その含水量はできる限り少な
いことが望ましい（最大で５％。３％以下が望ましく、２％以下がより望ましく、１％以
下がさらに望ましい）。なお、エタノール中での軟骨の破砕は、軟骨破砕物に含まれる粒
子の５０％以上（望ましくは７０％以上）が２〜１０μｍの大きさになるまで行うのがよ
い。この工程で得られた軟骨破砕物は、乾燥させることで保存安定性を高めることができ
る。
【００１１】
次に、溶出溶媒として濃度が０．５Ｍ以上の塩化マグネシウム水溶液を用い、上記の工
程で得られた軟骨破砕物からプロテオグリカンを溶出させる。塩化マグネシウムは中性の
金属塩であるので、水溶液中でプロテオグリカンに対して分解や変性を引き起こすおそれ
がない。溶出溶媒として用いる塩化マグネシウム水溶液の濃度を０．５Ｍ以上と規定する
のは、０．５Ｍ未満であると夾雑タンパク質の混入量が増加するからである。塩化マグネ
シウム水溶液の濃度は１Ｍ以上が望ましく、２Ｍ以上がより望ましい。なお、塩化マグネ
シウムの水への溶解度を考慮すれば、塩化マグネシウム水溶液の濃度の上限は５Ｍが望ま
しい。塩化マグネシウム水溶液は、プロテオグリカンの溶出効率に鑑みれば、軟骨破砕物
に対して１０〜１０００倍量用いることが望ましく、また、ｐＨが６．５〜８．０であっ
て、温度が１〜４０℃であることが、酸やアルカリ、熱といった要因でプロテオグリカン
が分解や変性することを抑制することができる点において望ましい。軟骨破砕物から塩化
マグネシウム水溶液中へのプロテオグリカンの溶出は、例えば、１時間〜５日間、振盪撹
拌することを、１〜複数回行えばよい。
【００１２】
以上の方法によって得られたプロテオグリカンの溶出液は、エタノール沈殿を行って塩
化マグネシウムを脱塩した後、沈殿したプロテオグリカンを水に溶解し、水溶液の形態で
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プロテオグリカンを各種の用途に供することができる。塩化マグネシウムはエタノールに
よく溶けるので、プロテオグリカンとの分離を効果的に行うことができる。また、プロテ
オグリカンの水溶液を例えば凍結乾燥して脱水することで、粉末の形態でプロテオグリカ
ンを各種の用途に供してもよい。なお、プロテオグリカンを精製するため、イオン交換樹
脂や非イオン性吸着樹脂などを用いたクロマトグラフィー、ゲルろ過クロマトグラフィー
、活性炭やアルミナやシリカゲルなどの吸着剤によるクロマトグラフィー、高速液体クロ
マトグラフィーなどの自体公知の精製操作を適宜用いてもよい。
【実施例】
【００１３】
以下、本発明を実施例によって詳細に説明するが、本発明は以下の記載に限定して解釈
されるものではない。
【００１４】
実施例１：
（１）サケの鼻軟骨を原料として用いてその破砕物を得る工程
生のサケの頭部から摘出した鼻軟骨を５〜１０ｍｍ程度の大きさに切り刻んだ後、１０
倍容のエタノール（含水量は約１％、以下同じ）に投入し、４℃で３時間、撹拌すること
で脱水及び脱脂した。この操作をもう一度繰り返した後、得られた軟骨片を乾燥させた。
次に、この乾燥軟骨片２ｇを１５ｍＬのエタノールに投入し、ローターステーター型ホモ
ジナイザー（ヒスコトロンＮＳ−１００：マイクロテック・ニチオン社）を用い、４℃で
１０００ｒｐｍで６０秒間ホモジナイズした後、濾紙で濾過し、濾紙上の軟骨破砕物を乾
燥させた。得られた乾燥軟骨破砕物（乳白色粉末）を顕微鏡で観察したところ、２〜３５
μｍの大きさの粒子からなり、平均の大きさは７μｍであって、粒子の大部分（約８０％
）が２〜１０μｍの大きさであった。この乾燥軟骨破砕物１ｇに含まれるウロン酸量（カ
ルバゾール−硫酸法による、以下同じ）は１５０ｍｇであった。なお、１５ｍＬの蒸留水
を用いて乾燥軟骨片２ｇを上記と同じ条件でホモジナイズしたところ、乾燥軟骨片が溶け
てしまい、１５ｍＬのエタノールを用いて乾燥軟骨片２ｇをホモジナイズすることで得ら
れた大きさの粒子からなる乾燥軟骨破砕物は得られず、プロテオグリカンと大量のコラー
ゲンを含む夾雑タンパク質が混在する溶液が得られた。
【００１５】
（２）軟骨破砕物からプロテオグリカンを溶出させる工程
工程（１）で得たサケの鼻軟骨の乾燥破砕物３００ｍｇを、溶出溶媒としての４Ｍの塩
化マグネシウム水溶液（０．１Ｍ Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ７．３）に溶解、以下
同じ）２０ｍＬに投入し、３７℃で振盪撹拌することで軟骨破砕物からプロテオグリカン
を溶出させた。２４時間後に遠心分離によって上清を回収し、残渣に対して４Ｍの塩化マ
グネシウム水溶液２０ｍＬを加え、３７℃で振盪撹拌することで残渣からプロテオグリカ
ンを溶出させた。この操作をもう一度繰り返した後、２４時間ごとに回収した上清（溶出
液）について、ウロン酸量とタンパク質量（ブラッドフォード法による、以下同じ）を測
定した。結果を図１に示す。なお、図１には、溶出溶媒として、緩衝液（０．１Ｍ Ｔｒ
ｉｓ−ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ７．３）、以下同じ）、４％の酢酸水溶液、６Ｍの尿素水溶液
（０．１Ｍ Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ７．３）に溶解、以下同じ）、４Ｍのグアニ
ジン塩酸水溶液（０．１Ｍ Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ７．３）に溶解、以下同じ）
のそれぞれを用いて同じ条件で実験を行った結果をあわせて示す。図１から明らかなよう
に、溶出溶媒として４Ｍの塩化マグネシウム水溶液を用いた場合、溶出溶媒として６Ｍの
尿素水溶液と４Ｍのグアニジン塩酸水溶液を用いた場合に匹敵する量のプロテオグリカン
を溶出させることができた（ウロン酸量の比較による）。一方、溶出溶媒として４Ｍの塩
化マグネシウム水溶液を用いた場合における夾雑タンパク質の混入量は、溶出溶媒として
６Ｍの尿素水溶液と４Ｍのグアニジン塩酸水溶液を用いた場合に比較して遥かに少なかっ
た（タンパク質量の比較による。但しブラッドフォード法を採用しているためこの方法で
検出することができないコラーゲン量は反映されていない）。溶出溶媒として４％の酢酸
水溶液を用いた場合、溶出溶媒として４Ｍの塩化マグネシウム水溶液を用いた場合に比較
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して、夾雑タンパク質の混入量は遥かに少なかったが、プロテオグリカンの溶出量も少な
かった。溶出溶媒として緩衝液を用いた場合、溶出溶媒として４Ｍの塩化マグネシウム水
溶液を用いた場合に比較して、プロテオグリカンの溶出量も夾雑タンパク質の混入量も少
なかった。なお、溶出溶媒として４Ｍの塩化マグネシウム水溶液を用いて得たプロテオグ
リカンの溶出液は、エタノール沈殿を行って脱塩した後、５０ｍＭのＴｒｉｓ−ＨＣｌ緩
衝液（ｐＨ７．４）で平衡化した陰イオン交換カラム（ＤＥＡＥ Ｓｅｐｈａｒｏｓｅ，
２．７×３０ｃｍ，ＧＥ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ Ｊａｐａｎ社）に供し、０〜１Ｍの塩
化ナトリウムの直線濃度勾配によりプロテオグリカン画分を溶出させ（およそ０．５Ｍの
塩化ナトリウムでプロテオグリカン画分が溶出される）、得られたプロテオグリカン画分
をＡｍｉｃｏｎ Ｕｌｔｒａ（Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ社、以下同じ）を用いて限外ろ過する
ことにより脱塩することでプロテオグリカンの水溶液を得て、−２０℃において保存し、
以下の性状分析に用いた。
【００１６】
本発明の方法で得られるプロテオグリカンの性状（その１）
実施例１で溶出溶媒として４Ｍの塩化マグネシウム水溶液を用いて得たプロテオグリカ
ンからグリコサミノグリカンを調製し、セルロースアセテート膜電気泳動に供した（サン
プルアプライ量：１００ｎｇ（ウロン酸量として））。プロテオグリカンからのグリコサ
ミノグリカンの調製は、プロテオグリカンをプロテアーゼ処理することでコアタンパクを
分解することにより行った。具体的には、まず、プロテアーゼとしてアクチナーゼＥ（Ｋ
ａｋｅｎ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ社）を用い、１０ｍＭの塩化カルシウムを含む
０．１ＭのＴｒｉｓ−ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ８．０）中、５０℃で２４時間、プロテアーゼ
反応を行った。得られた反応液を１％のトリクロロ酢酸水溶液にして、タンパク質を酸沈
殿させ、上清を回収し、回収した上清に対してエタノール沈殿を行ってプロテオグリカン
のプロテアーゼ反応物を得た。次に、Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ ｎｉｇｅｒ由来のセルラ
ーゼが持つｅｎｄｏ−β−ｘｙｌｏｓｉｄａｓｅ活性を利用してグリコサミノグリカンと
セリン残基との間のｘｙｒｏｓｉｄｅ結合の加水分解を行うため、０．１Ｍの酢酸ナトリ
ウム緩衝液（ｐＨ５．０）中、５０℃で１６時間、プロテオグリカンのプロテアーゼ反応
物に対してセルラーゼ反応を行った。得られた反応液を０．１ＭのＴｒｉｓ−ＨＣｌ緩衝
液（ｐＨ７．３）で平衡化した陰イオン交換カラム（ＤＥＡＥ Ｓｅｐｈａｒｏｓｅ，１
０×１００ｍｍ，ＧＥ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ Ｊａｐａｎ社）に供し、０〜２Ｍの塩化
ナトリウムの直線濃度勾配によりグリコサミノグリカン画分を溶出させ、得られたグリコ
サミノグリカン画分をＡｍｉｃｏｎ Ｕｌｔｒａを用いて限外ろ過することより脱塩する
ことでグリコサミノグリカンの水溶液を得た（−２０℃において保存）。標準物質として
は、ヘパリン、コンドロイチン硫酸（おもにコンドロイチン６−硫酸を含む）、デルマタ
ン硫酸、ヒアルロン酸を用いた。その結果、コンドロイチン硫酸のみが検出された。ヒア
ルロン酸が検出されなかったことは、溶出溶媒として４Ｍの塩化マグネシウム水溶液を用
いて得たプロテオグリカンにはヒアルロン酸が混入していないか、混入していてもその量
はわずかであることを反映していると推察された。なお、この結果は、実施例１で溶出溶
媒として、緩衝液、４％の酢酸水溶液、４Ｍのグアニジン塩酸水溶液のそれぞれを用いて
得たプロテオグリカンでも同じであった。
【００１７】
本発明の方法で得られるプロテオグリカンの性状（その２）
実施例１で溶出溶媒として４Ｍの塩化マグネシウム水溶液を用いて得たプロテオグリカ
ンの平均分子量を、ゲル濾過ＨＰＬＣを行うことによって推定した。結果をヒアルロン酸
の分子量マーカーに対する相対分子量として図２に示す。また、図２には、実施例１で溶
出溶媒として、緩衝液、４％の酢酸水溶液、４Ｍのグアニジン塩酸水溶液のそれぞれを用
いて得たプロテオグリカンの平均分子量を、ヒアルロン酸の分子量マーカーに対する相対
分子量としてあわせて示す。図２から明らかなように、溶出溶媒として４Ｍの塩化マグネ
シウム水溶液を用いて得たプロテオグリカンの平均分子量は、溶出溶媒として４Ｍのグア
ニジン塩酸水溶液を用いて得たプロテオグリカンの平均分子量と同じ２４万６千であった
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が、溶出溶媒として４Ｍの塩化マグネシウム水溶液を用いて得たプロテオグリカンには、
溶出溶媒として４Ｍのグアニジン塩酸水溶液を用いて得たプロテオグリカンに認められる
、プロテオグリカンの凝集体と推定される存在は認められなかった。溶出溶媒として４％
の酢酸水溶液を用いて得たプロテオグリカンの平均分子量は１７万５千であったことから
、溶出溶媒として４％の酢酸水溶液を用いて軟骨破砕物からプロテオグリカンを溶出させ
た場合にはプロテオグリカンの分解が起こることがわかった。溶出溶媒として緩衝液を用
いて軟骨破砕物からプロテオグリカンを溶出させた場合にもプロテオグリカンの分解が起
こり、主たるプロテオグリカンの平均分子量は１７万６千と３万３千であった。
【００１８】
本発明の方法で得られるプロテオグリカンの性状（その３）
実施例１で溶出溶媒として４Ｍの塩化マグネシウム水溶液を用いて得たプロテオグリカ
ンを標準的な方法で還元アルキル化した後、ウロン酸量とタンパク質量を測定し、ウロン
酸７μｇ分を用いて、プロテオグリカンに含まれるアグリカンのコアタンパクのＧ１ドメ
インとＧ３ドメインに対する抗体反応を行った（用いた抗体は次の通り。Ａｎｔｉ Ｇ１
ａｎｔｉｂｏｄｙ：ｒｅｃｏｇｎｉｚｅｓ ＨＡ ｂｉｎｄｉｎｇ ｒｅｇｉｏｎ ｏ
ｆ ａｇｇｒｅｃａｎ，ｍｏｕｓｅ ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ １２／２１／１−Ｃ−６，
Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔａｌ Ｓｔｕｄｉｅｓ Ｈｙｂｒｉｄｏｍａ Ｂａｎｋ（Ｉｏｗ
ａ，ＩＡ，ＵＳＡ）、Ａｎｔｉ Ｇ３ ａｎｔｉｂｏｄｙ：ａｎｔｉ ｒａｂｂｉｔ ｐ
ｏｌｙｃｌｏｎａｌ ａｎｔｉｂｏｄｙ ａｇａｉｎｓｔ ａｇｇｒｅｃａｎ Ｇ３，Ａ
ｆｆｉｎｉｔｙ ＢｉｏＲｅａｇｅｎｔｓ（Ｇｏｌｄｅｎ，Ｃｏ，ＵＳＡ））。結果はド
ットブロット法により解析し、溶出溶媒として４Ｍのグアニジン塩酸水溶液を用いて得た
プロテオグリカンを用いて同じ条件で行った抗体反応の結果に対する相対値で評価した。
結果を図３に示す。また、図３には、実施例１で溶出溶媒として緩衝液と４％の酢酸水溶
液のそれぞれを用いて得たプロテオグリカンを用いて同じ条件で行った抗体反応の結果を
あわせて示す。図３から明らかなように、溶出溶媒として緩衝液と４％の酢酸水溶液を用
いて得たプロテオグリカンは、コアタンパクのＧ１ドメインとＧ３ドメインの欠失が認め
られ、とりわけＧ３ドメインの欠失が顕著であった。これに対し、溶出溶媒として４Ｍの
塩化マグネシウム水溶液を用いて得たプロテオグリカンは、コアタンパクのＧ１ドメイン
の欠失はほぼ認められず、Ｇ３ドメインの欠失は認められるものの、欠失の程度は、溶出
溶媒として緩衝液と４％の酢酸水溶液を用いて得たプロテオグリカンのコアタンパクのＧ
３ドメインの欠失の程度と比較すると抑制されていた。
【００１９】
参考例１：
実施例１の工程（１）で得たサケの鼻軟骨の乾燥破砕物３００ｍｇを、溶出溶媒として
の各種の濃度の塩化マグネシウム水溶液（０．１Ｍ Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ７．
３）に溶解）２０ｍＬに投入し、３７℃で振盪撹拌することで軟骨破砕物からプロテオグ
リカンを溶出させた。２４時間後に遠心分離によって回収した上清（溶出液）について、
ウロン酸量とタンパク質量を測定し、０Ｍの塩化マグネシウム水溶液、即ち、緩衝液（０
．１Ｍ Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ７．３））を溶出溶媒として用いて同じ条件でプ
ロテオグリカンを溶出させて回収した上清について測定したウロン酸量とタンパク質量に
対する相対量で評価した。結果を図４に示す。図４から明らかなように、０．５Ｍ以上の
塩化マグネシウム水溶液において、塩化マグネシウムの濃度が高くなるにつれてプロテオ
グリカンの溶出量が増加する一方、夾雑タンパク質の混入量が減少する現象が認められた
。この現象は、中性付近のｐＨ（６．５〜８．０）の塩化マグネシウム水溶液において一
様に認められるものであった。
【００２０】
まとめ：
以上の結果は、溶出溶媒として用いた塩化マグネシウム水溶液のイオン強度によって、
軟骨破砕物中でコラーゲンやヒアルロン酸と相互作用し合っているプロテオグリカンが、
こうした相互作用から開放されて塩化マグネシウム水溶液に効率的に溶出されるとともに
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、塩化マグネシウム水溶液の塩析作用によって夾雑タンパク質が沈殿し、その混入が抑制
されたことによる効果と推察され、他のいずれの溶出溶媒を用いた場合よりも総合的に優
れるものであった。
【産業上の利用可能性】
【００２１】
本発明は、調製の途中でのプロテオグリカンの分解や変性を抑制するとともに、夾雑タ
ンパク質の混入を抑制して、動物の軟骨からプロテオグリカンを効率的に調製する方法を
提供することができる点において産業上の利用可能性を有する。

【図１】

【図３】

【図２】

【図４】
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