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コンドロイチン硫酸

ドラッグストアなどで入手可能
経口投与 で関節炎の痛みを緩和
¥3000～5600 /100g
需要は年間数百トン（数億円規模）

分子構造は次のスライド

3680円

2415円

2280円



従来技術とその問題点（１）

原料生物には何らかの問題点がある

•クジラ → 捕鯨禁止政策

•ウシ → 狂牛病

•ニワトリ → トリインフルエンザ

•ブタ → 口蹄疫

•サメ → 保護動物化

•サケ、エイ → 漁獲量



軟体動物（イカ）

節足動物（ショウジョウバエ）

環形動物

魚類
哺乳類

（クジラ・ウシ等）

棘皮動物
（ナマコ） 線形動物

（センチュウ）

刺胞動物
（ヒドラ）

扁形動物

海綿動物

Mourão,P.A.S et al.,(1996).

森本ら,(2005).

鳥類（ニワトリ）



コンドロイチン硫酸の分子構造

さらに詳しい分子構造は次のスライド

市販のコラーゲン 市販のヒアルロン酸



コンドロイチン硫酸の分子構造

グリコサミノグリカン（糖鎖）
•コンドロイチン硫酸
•ヘパラン硫酸
•デルマタン硫酸

・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・

・・・・・・・

繰り返し糖鎖領域
•ほとんどの生物活性はこの領域にある
•硫酸エステルを多く含む（位置特異的）
•５０〜１００糖程度の長さ

繰り返し二糖単位の例



市販のコンドロイチン硫酸は
どれをさすのか？

特許文中でも全く統一されていない！

↑学術的にはこれが正解



コンドロイチン硫酸の抽出と構造解析の流れ

破砕 糖鎖の抽出 酵素分解 組成分析

製品として市場へ



糖鎖部分の抽出（粉砕・脱脂行程）

ミキサーで破砕（冷アセトン中）

乾燥

脱脂粉末

ろ過

ミンチマシンで破砕 アセトンまたは
エタノールで脱脂

ろ過



三日三晩の透析

糖鎖部分の抽出（スルメイカの例）

頭部全体 100g (湿重量)

プロテアーゼでタンパク分解

エタノールで粗糖鎖を
沈殿させる

粗糖鎖 125 mg

(乾燥重量)

脱脂粉末
行程短縮
（14日間）



DEAE-cellulose カ
ラムによる精製

E C E
AE E

E C E
AE E

コンドロイチナーゼ
ABCによる酵素分解

糖鎖の精製と構造解析の流れ

脱塩

純粋なコンドロイチン硫酸
53 mg

頭部湿重量100 gから

HPLC

透析

構造解析

【参考】
ソデイカ300トンから廃棄部60トン
→精製コンドロイチン硫酸30kg



従来技術とその問題点（２）

生成物が明確でないので、

単純な比較は難しいが・・・・・

•蒸気脱脂（加熱）

•アセトン脱脂（有機溶媒）

•除タンパク後イオン交換

→ 透析や限外ろ過膜法による脱塩

•エタノールによる糖鎖沈澱操作

従来の単離精製方法



ステンレス製
精製カラム

（カンダ技工製）

分取装置

紫外吸光計
＆ 屈折計

送液ポンプ

制御装置

２０グラム程度の脱脂原料の
タンパク分解物を一度に精製可能

装置の自動化

連続運転による大量精製

精製装置
パイロットプラント

（カンダ技工との共同研究）
鳥取県リサイクル技術・

製品実用化事業



処理装置（５kgスケール）
カンダ技工との共同研究

（鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業）

イカ皮 ５kg／
１８Lエタノールx２

脱脂廃液

高速回転 脱脂物は次の工程へ

脱脂



処理装置（酵素反応と分離精製）

脱脂原料 100g／
酵素液 1.8L

内槽
つけかえ

7回に分けてゲル濾過

２０グラム程度の脱脂原料の
タンパク分解物を一度に精製可能

廃液

送液ポンプ

凍結乾燥

粗糖鎖

分取液

ゲル濾過カラム



ゲル濾過カラムを使用する自動精製システム
（H18,19年度鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業）

ポンプ

切り替え弁A

切り替え弁B

廃液

ゲル濾過カラム

混合物

展開液
コンドロイチン硫酸含有液

反応装置 スプレードライ等

原料 製品



Automation cycle

insertion Elution  & washing

collectionwaste

repeat

repeat

Outlet valve

Inlet valve

Elution  & washing

250 min 30 min 81 min

45 min36 min280 min

制御盤

鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業

「天然高分子化合物の抽出・精製システム」 特許 第5553325号



新技術の特徴・従来技術との比較

◆高純度が期待できる (max 100%)

◆ルーチンコストが低い

◆環境に負荷がかからない (1%酢酸)

◆迅速な精製が可能 (除タンパク後２日)

ゲル濾過精製システム使用により



◆新しいコンドロイチン硫酸資源

→ 一般魚介類の不可食部

◆期待されるもの

→ 安価、有望な含量、魚種固有の組成

◆コンドロイチン硫酸（糖鎖）の抽出と精製技術

→ ゲルろ過法の適用

◆期待されるもの

→ 迅速で低コストな精製

鳥取大学からのご提案



想定される用途

• コンドロイチン硫酸等の多糖製造

o 高純度品（ゲル濾過精製で製造可能）

o 低純度品（ゲル濾過の後画分を利用可能）

o 最高純度品（イオン交換カラム併用で可能）



◆想定されるユーザー

生理活性糖鎖製造メーカー

健康食品やサプリメント製造業など

◆想定される市場規模

今後の伸びが予想される

企業への期待

原料生物の探索協力と確保

製品化の技術と販路を持つ企業との共同
研究を希望



実用化に向けた課題

◆これまでに、ステンレス製カラムの耐溶媒性、
耐圧性、送液・分取システムの駆動状況など
を確認済。

◆一般魚介類の不可食部（頭部、中骨など）や
未利用魚について、コンドロイチン硫酸の含
有量と組成分析を継続中。→魚種や部位ごと
のデータマップを作成予定。

◆並行して、コンドロイチン硫酸等の生理活性
糖鎖を精密化学合成。
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魚介類不可食部に含まれるコンドロイチン硫酸とヒアルロン酸の量とその組成

1342 mg

558 mg

脱脂重量100 gあたりの含有量（mg）

Rough snailfish, head

Stingray, skin

Porous-head eelpout, skin

Rough snailfish, fin

Rough snailfish, head

Porous-head eelpout, skin

Mackerel, head

Tuna, atrium

Tuna, gill

Porous-head eelpout, head

156 mg HA

Yellowfin sole, spine

Yellowfin sole, tail
Yellowfin sole, dorsal fin

Thornyhead, head

Eelpout, head

Gonatid squid, head

K. Arima, • • • •, J. Tamura, Carbohydr. Res., 366, 25-32 (2013). 
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