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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式（２）
【化１】

（（２）中、Ｒ１およびＲ２はそれぞれ独立して水素原子、炭素数１〜５の炭化水素基、
あるいは炭素数１〜５の炭化水素基の１つ以上の炭素原子が窒素原子および／または酸素
原子で置換されている有機基を示し、Ｒ３は水素原子を示し、Ａは酸素原子またはイオウ
原子を示し、ｎは３〜５を示す。）
で表される化合物であり、正常な塩基対を形成することができない塩基の対であるミスマ
ッチ塩基対に、疑似的に塩基対を形成する化合物であることを特徴とするミスマッチ塩基
対検出分子。
【請求項２】
上記一般式（２）で表される化合物が、次に示す一般式（３）
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【化２】

（（３）中、Ｒ１およびＲ２はそれぞれ独立して水素原子、炭素数１〜５の炭化水素基、
あるいは炭素数１〜５の炭化水素基の１つ以上の炭素原子が窒素原子および／または酸素
原子で置換されている有機基を示し、Ａは酸素原子またはイオウ原子を示す。）
で表される化合物であることを特徴とする請求項１に記載のミスマッチ塩基対検出分子。
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【請求項３】
上記一般式（２）で表される化合物が、次に示す化学式（４）
【化３】

で表される化合物であることを特徴とする請求項１に記載のミスマッチ塩基対検出分子。
【請求項４】
上記ミスマッチ塩基対が、グアニン−グアニン、グアニン−アデニン、シトシン−チミ
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ン、シトシン−シトシン、シトシン−アデニン、チミン−チミンのうちの少なくとも一つ
であることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のミスマッチ塩基対検出分
子。
【請求項５】
請求項１〜４のいずれか１項に記載のミスマッチ塩基対検出分子を用いて、ハイブリダ
イズされた核酸に含まれる、正常な塩基対を形成することができない塩基の対であるミス
マッチ塩基対に疑似的に塩基対を形成させる工程と、
当該ミスマッチ塩基対に形成された疑似的な塩基対を検出する工程とを含むことを特徴
とし、インビトロにおいて行うミスマッチ塩基対検出方法。
【請求項６】
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上記ミスマッチ塩基対検出分子は、担体に固定化されて用いられることを特徴とする請
求項５に記載のミスマッチ塩基対検出方法。
【請求項７】
上記ミスマッチ塩基対検出分子は、標識化されて用いられることを特徴とする請求項５
または６に記載のミスマッチ塩基対検出方法。
【請求項８】
請求項５〜７のいずれか１項に記載のミスマッチ塩基対検出方法を実施するために用い
られるキットであって、少なくとも上記ミスマッチ塩基対検出分子を固定化した担体を含
むことを特徴とするミスマッチ塩基対検出キット。
【請求項９】
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さらに、標的領域を増幅するためのプライマーセットと、標的領域を含み当該領域の塩
基配列が確認されている核酸とを含むことを特徴とする請求項８に記載のミスマッチ塩基
対検出キット。
【請求項１０】
検体となる一本鎖のＤＮＡまたはＲＮＡと、それに対応する正常な塩基配列を有するＤ
ＮＡまたはＲＮＡとをハイブリダイズさせる工程と、
請求項５〜７のいずれか１項に記載のミスマッチ塩基対検出方法を用いて、上記ハイブ
リダイズした二本鎖ＤＮＡまたはＲＮＡにミスマッチ塩基対が含まれるか否かを検出する
工程とを含むことを特徴とし、インビトロにおいて行う塩基配列の異常の検出方法。
【請求項１１】
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請求項１〜４のいずれか１項に記載のミスマッチ塩基対検出分子を固定化した担体を備
えていることを特徴とするミスマッチ塩基対検出装置。
【請求項１２】
一般式（４）
【化４】

で表される化合物。

10

【請求項１３】
請求項１２に記載の化合物を固定化した担体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、例えば、一本鎖の核酸がハイブリダイズして二本鎖を形成した場合に、正常
な塩基対を形成することができない塩基の対（以下、「ミスマッチ塩基対」または単に「
ミスマッチ」と称する。）が生じたとき、当該ミスマッチ塩基対に特異的に結合すること
が可能な化合物と、その利用方法に関するものであり、特に、高い熱安定性およびアルカ

20

リ安定性を有する、ミスマッチ塩基対の間に擬似的に塩基対を形成することが可能な化合
物（ミスマッチ塩基対検出分子）と、この化合物の固定化物、この化合物を用いたミスマ
ッチ塩基対の検出方法、当該方法に用いられるキット、並びに当該方法を用いたＤＮＡま
たはＲＮＡにおける塩基配列の異常の検出方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
ＤＮＡやＲＮＡなどの核酸（ポリヌクレオチド）がハイブリダイズして二本鎖となる場
合には、対をなす塩基が決まっている。具体的には、グアニン（Ｇ）にはシトシン（Ｃ）
、アデニン（Ａ）にはチミン（Ｔ）が対をなす。それゆえ、核酸がハイブリダイズしてい
る状態では、通常は、全ての塩基が上記のような対を形成しているが、状況によっては、
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当該核酸の塩基配列の一部が、このような対を形成することができない場合がある。
【０００３】
例えば、あるＤＮＡと他のＤＮＡをハイブリダイズし得る条件下においた場合に、これ
らＤＮＡ同士が全く相補的な塩基配列を有するものであれば、全ての塩基において上記の
ような対が形成される。これに対して、これらＤＮＡ同士は、ほぼ完全に相補的な塩基配
列を有するものであれば、大部分の塩基はこのような対を形成することができるが、１個
または数個の一部の塩基はこのような対を形成することができない。このように、通常の
塩基対を形成することができない塩基の対のことを、本発明ではミスマッチ塩基対と称す
る。
【０００４】
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ところで、最近、ゲノムの塩基配列中における微細な違い（１個または２個以上の塩基
が異なること、多型）についての研究が行われてきている。上記多型の代表的な例として
は、１個の塩基が通常のものとは異なっている多型、すなわち一塩基多型（Single Nucle
otide Polymorphism、略称ＳＮＰ）が挙げられる。このような多型は、各種遺伝病の原因
となり得ることが明らかにされており、さらには、各生物の個体差を生じさせる要因の一
つとなるとも考えられている。したがって、このような多型について研究することはポス
トゲノムシークエンスにおいて、非常に重要なものとなっている。
【０００５】
ここで、例えば、上記ＳＮＰを含む遺伝子を正常な遺伝子とハイブリダイズさせると、
大部分の塩基は正常な塩基対を形成し得ることができるために、ハイブリダイズして二本
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鎖の状態を形成することは可能である。しかしながら、上記ＳＮＰの部分については、ミ
スマッチ塩基対が生じることになる。
【０００６】
上記ミスマッチ塩基対を検出する方法としては、従来から、様々な技術が提案されてお
り、近年では、（１−１）二本鎖ＤＮＡのハイブリダイゼーション効率を比較する手法が
一般的である。また、（１−２）ＭｕｔＳ等のＤＮＡの修復タンパク質（ミスマッチ認識
酵素）が遺伝子損傷箇所に選択的に結合することを利用する手法も知られている。しかし
ながら、これらの方法は、それぞれ課題を抱えているため実用性に欠ける場合がある。
【０００７】
具体的には、（１−１）の方法では、ミスマッチ塩基対を含むＤＮＡの塩基配列をあら
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かじめ知っておかなければならないために多大な労力が必要となり、多くの検体を処理す
る方法としては不適当である。また、この方法では、ミスマッチ塩基対を検出する感度が
実用的に十分ではない場合がある。さらに、（１−２）の方法では、ミスマッチ塩基対の
種類を区別して認識することが可能であるが、熱安定性を維持したり、酵素活性を維持す
る構造（フォールディング）を維持したりすることが難しく、使用上の制約が多い。
【０００８】
ところで、本発明者らは、以前に、次に示す各化合物を開発し、これら化合物を用いる
ことで、ミスマッチ塩基対やバルジ塩基に擬似的な塩基対を形成する技術を提案している
。
（２−１）二本鎖ＤＮＡ中に生成する不対塩基（バルジ塩基）を持つＤＮＡ（バルジＤＮ
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Ａ）に特異的に結合し、安定化する分子であるバルジＤＮＡ認識分子（特許文献１参照）
。
（２−２）Ａ−Ｌ−Ｂの一般式で表され、Ａが正常な塩基対を形成することができない塩
基の対における片方の塩基と対を形成し得る化学構造部分、Ｂが正常な塩基対を形成する
ことができない塩基の対のもう一方の塩基と対を形成し得る化学構造部分、Ｌが上記Ａお
よびＢの化学構造部分を結合するリンカー構造を示すミスマッチ塩基対認識分子（特許文
献２参照）。
【０００９】
上記（２−１）の化合物を用いれば、バルジ塩基の検出が可能となり、（２−２）の化
合物を用いれば、ミスマッチ塩基の検出が可能となる。また、（２−２）の技術を応用す
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ることで、例えば、テロメアの一本鎖部分において安定なヘアピン構造を形成させ、染色
体末端におけるテロメア領域の伸長反応を阻害することも提案している（特許文献３参照
）。
【特許文献１】特開２００１−８９４７８公報（平成１３（２００１）年４月３日公開）
【特許文献２】特開２００１−１４９０９６公報（平成１３（２００１）年６月５日公開
）
【特許文献３】特開２００２−３００９４公報（平成１４（２００２）年１月２９日公開
）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１０】
上述したように、遺伝子のＳＮＰを検出することは、ポストゲノムシークエンスにおい
て一大トピックとなっているため、様々な方法が提案されているが、何れも十分な実用性
を発揮できるレベルまで達していない。これに対して、上記（２−２）の化合物をミスマ
ッチ塩基対に結合する低分子リガンドとして用いる技術は、使用条件の制約も小さく、ミ
スマッチ塩基対を簡便かつ高感度に検出することが可能となる。
【００１１】
ここで、上記（２−２）の化合物（低分子リガンド）として、ナフチリジン系ダイマー
が用いられている。しかしながら、これまでに開発されているナフチリジン系ダイマーは
、高温条件下やアルカリ条件下といったより厳しい条件下では、熱安定性およびアルカリ
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安定性の点で必ずしも十分であるとはいえない。このため、例えば、遺伝子多型解析法を
実現するアフィニティーカラムに固定化したり、表面プラズモン共鳴センサーに適用した
場合、熱の影響により担体上で壊れていくというおそれがある。また、例えば、アフィニ
ティーカラムに固定化したときに、吸着物質をアルカリ溶液で溶出すると分解するおそれ
がある。さらに、一度検出に用いたセンサー表面やアフィニティークロマト担体表面を再
生する過程で、熱的やアルカリ条件で二本鎖を解離させることが必要があるが、その際に
分解するおそれがある。
【００１２】
熱安定性およびアルカリ安定性を向上させたミスマッチ塩基対検出分子を提供すること
ができれば、高温条件下やアルカリ条件下においても、信頼性の高いミスマッチ塩基対の
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検出データを得ることができ、またかかる条件下においても検出が可能となるためミスマ
ッチ塩基対の検出方法の幅が広がる。また、ミスマッチ塩基対検出分子の固定化物を備え
た装置の耐久性を向上させることができる。このため、かかる熱安定性およびアルカリ安
定性を向上させたミスマッチ塩基対検出分子の開発が強く望まれている。
【００１３】
本発明は、上記課題に鑑みなされたものであって、その目的は、熱安定性、アルカリ安
定性が向上しているとともに、優れたミスマッチ塩基対結合力、分子認識力を有する化合
物を提案するとともに、この化合物の固定化物、この化合物を用いたミスマッチ塩基対の
検出方法、当該方法に用いられるキット、並びに当該方法を用いたＤＮＡまたはＲＮＡに
おける塩基配列の異常の検出方法とを提案することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明者らは、上記課題を鑑み鋭意検討した結果、特定の構造を有するアミノナフチリ
ジンダイマーが、優れた熱安定性およびアルカリ安定性を有することを見出し、本発明を
完成させるに至った。
【００１５】
すなわち、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子は、上記の課題を解決するために
、次に示す一般式（１）
【００１６】
【化１】
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【００１７】
（（１）中、Ｒ1およびＲ2はそれぞれ独立して水素原子、炭素数１〜５の炭化水素基、あ
るいは炭素数１〜５の炭化水素基の１つ以上の炭素原子が窒素原子および／または酸素原
子で置換されている有機基を示し、Ｒ３は水素原子を示し、Ｒは炭素数１〜５の炭化水素
基を置換基として有するまたは有しない炭素数４〜６のアルキレン基あるいは炭素数１〜
５の炭化水素基を置換基として有するまたは有しない炭素数４〜６のアルキレン基であっ
て該アルキレン基骨格を構成する１つ以上の炭素原子が酸素原子若しくはイオウ原子で置
換されている有機基を示す。）
で表される化合物であり、正常な塩基対を形成することができない塩基の対であるミスマ
ッチ塩基対に、疑似的に塩基対を形成する化合物であることを特徴としている。
【００１８】
上記一般式（１）で表される化合物は、次に示す一般式（２）
【００１９】
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【化２】

【００２０】
（（２）中、Ｒ1およびＲ2はそれぞれ独立して水素原子、炭素数１〜５の炭化水素基、あ
るいは炭素数１〜５の炭化水素基の１つ以上の炭素原子が窒素原子および／または酸素原
子で置換されている有機基を示し、Ｒ３は水素原子を示し、Ａは酸素原子またはイオウ原
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子を示し、ｎは３〜５を示す。）で表される化合物であることが好ましい。
【００２１】
また、上記一般式（１）で表される化合物は、次に示す一般式（３）
【００２２】
【化３】
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【００２３】
（（３）中、Ｒ1およびＲ2はそれぞれ独立して水素原子、炭素数１〜５の炭化水素基、あ
るいは炭素数１〜５の炭化水素基の１つ以上の炭素原子が窒素原子および／または酸素原
子で置換されている有機基を示し、Ａは酸素原子またはイオウ原子を示す。）で表される
化合物であることがより好ましい。
【００２４】
また、上記一般式（１）で表される化合物は、次に示す化学式（４）
【００２５】
【化４】
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【００２６】
で表される化合物であることがさらに好ましい。ここで、上記ミスマッチ塩基対は、グア
ニン−グアニン、グアニン−アデニン、シトシン−チミン、シトシン−シトシン、シトシ
ン−アデニン、チミン−チミンのうちの少なくとも一つであることが好ましい。
【００２７】
また、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子は、上記の課題を解決するために、次
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に示す一般式（１）
【００２８】
【化５】

【００２９】
（（１）中、Ｒ1およびＲ2はそれぞれ独立して水素原子、炭素数１〜５の炭化水素基、あ
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るいは炭素数１〜５の炭化水素基の１つ以上の炭素原子が窒素原子および／または酸素原
子で置換されている有機基を示し、Ｒ３は有機基を示し、Ｒは炭素数１〜５の炭化水素基
を置換基として有するまたは有しない炭素数３〜６のアルキレン基あるいは炭素数１〜５
の炭化水素基を置換基として有するまたは有しない炭素数３〜６のアルキレン基であって
該アルキレン基骨格を構成する１つ以上の炭素原子が酸素原子若しくはイオウ原子で置換
されている有機基を示す。）で表される化合物であり、正常な塩基対を形成することがで
きない塩基の対であるミスマッチ塩基対に、疑似的に塩基対を形成する化合物であっても
よい。
【００３０】
上記一般式（１）で表される化合物は、次に示す一般式（２）
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【００３１】
【化６】

【００３２】
（（２）中、Ｒ1およびＲ2はそれぞれ独立して水素原子、炭素数１〜５の炭化水素基、あ
るいは炭素数１〜５の炭化水素基の１つ以上の炭素原子が窒素原子および／または酸素原
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子で置換されている有機基を示し、Ｒ３は有機基を示し、Ａは酸素原子またはイオウ原子
を示し、ｎは２〜５を示す。）で表される化合物であることが好ましい。ここで、上記ミ
スマッチ塩基対は、グアニン−グアニン、グアニン−アデニン、シトシン−チミン、シト
シン−シトシン、シトシン−アデニン、チミン−チミンのうちの少なくとも一つであるこ
とが好ましい。
【００３３】
上記の構成によれば、ミスマッチ塩基対検出分子の熱安定性およびアルカリ安定性が格
段に向上するとともに、優れたミスマッチ塩基対結合力、分子認識力を有するミスマッチ
塩基対検出分子を提供することができるという効果を奏する。
【００３４】
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また、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出方法は、上記ミスマッチ塩基対検出分子を
用いて、ハイブリダイズされた核酸に含まれる、正常な塩基対を形成することができない
塩基の対であるミスマッチ塩基対に疑似的に塩基対を形成させる工程と、当該ミスマッチ
塩基対に形成された疑似的な塩基対を検出する工程とを含むこむことを特徴としている。
【００３５】
上記ミスマッチ塩基対検出方法においては、上記ミスマッチ塩基対検出分子は担体に固
定化されて用いられてもよいし、標識化されて用いられてもよい。
【００３６】
さらに、本発明の利用方法の一例としては、ミスマッチ塩基対検出キットが挙げられる
。このミスマッチ塩基対検出キットは、上記ミスマッチ塩基対検出方法を実施するために
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用いられるキットであって、少なくとも上記ミスマッチ塩基対検出分子を固定化した担体
を含むものであればよい。上記ミスマッチ塩基対検出キットは、さらに、標的領域を増幅
するためのプライマーセットと、標的領域を含み当該領域の塩基配列が確認されている核
酸とを含んでいてもよい。
【００３７】
あるいは、本発明の利用方法の他の例としては、塩基配列の異常の検出方法が挙げられ
る。この検出方法は、例えば、検体となる一本鎖のＤＮＡまたはＲＮＡと、それに対応す
る正常な塩基配列を有するＤＮＡまたはＲＮＡとをハイブリダイズさせる工程と、上記ミ
スマッチ塩基対検出方法を用いて、上記ハイブリダイズした二本鎖ＤＮＡまたはＲＮＡに
ミスマッチ塩基対が含まれるか否かを検出する工程とを含むものであればよい。
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【００３８】
上記構成または方法によれば、例えば、ＳＮＰ等の多型といった遺伝子の個人的な相違
を高温条件下やアルカリ条件下においても迅速かつ安価に検出することが可能となる。そ
の結果、本発明は、遺伝子科学（ゲノムサイエンス）、遺伝子タイピング技術、ＳＮＰタ
イピング技術等に有効に用いることができるという効果を奏する。
【００３９】
また、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出装置（例えば、ミスマッチ塩基対検出セン
サー）は、上記ミスマッチ塩基対検出分子を固定化した担体を備えていることを特徴とし
ている。
【００４０】
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上記の構成によれば、例えば、表面プラズモン共鳴法（ＳＰＲ）などを利用することに
より、確実かつ簡便にミスマッチ塩基対の検出を行うことができる。
【００４１】
また、本発明にかかる化合物は、一般式（１）
【００４２】
【化７】

20
【００４３】
（（１）中、Ｒ1およびＲ2はそれぞれ独立して水素原子、炭素数１〜５の炭化水素基、あ
るいは炭素数１〜５の炭化水素基の１つ以上の炭素原子が窒素原子および／または酸素原
子で置換されている有機基を示し、Ｒ３は水素原子を示し、Ｒは炭素数１〜５の炭化水素
基を置換基として有するまたは有しない炭素数４〜６のアルキレン基あるいは炭素数１〜
５の炭化水素基を置換基として有するまたは有しない炭素数４〜６のアルキレン基であっ
て該アルキレン基骨格を構成する１つ以上の炭素原子が酸素原子若しくはイオウ原子で置
換されている有機基を示す。）で表されることを特徴としている。
【００４４】
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上記一般式（１）で表される化合物は、次に示す一般式（２）
【００４５】
【化８】

【００４６】
（（２）中、Ｒ1およびＲ2はそれぞれ独立して水素原子、炭素数１〜５の炭化水素基、あ
るいは炭素数１〜５の炭化水素基の１つ以上の炭素原子が窒素原子および／または酸素原
子で置換されている有機基を示し、Ｒ３は水素原子を示し、Ａは酸素原子またはイオウ原
子を示し、ｎは３〜５を示す。）で表される化合物であることが好ましい。
【００４７】
また、上記一般式（１）で表される化合物は、次に示す一般式（３）
【００４８】
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【化９】

【００４９】
（（３）中、Ｒ1およびＲ2はそれぞれ独立して水素原子、炭素数１〜５の炭化水素基、あ
るいは炭素数１〜５の炭化水素基の１つ以上の炭素原子が窒素原子および／または酸素原
子で置換されている有機基を示し、Ａは酸素原子またはイオウ原子を示す。）で表される

10

化合物であることがより好ましい。
【００５０】
また、上記一般式（１）で表される化合物は、次に示す化学式（４）
【００５１】
【化１０】

20
【００５２】
で表される化合物であることがさらに好ましい。
【００５３】
また、本発明にかかる化合物は、一般式（１）
【００５４】
【化１１】
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【００５５】
（（１）中、Ｒ1およびＲ2はそれぞれ独立して水素原子、炭素数１〜５の炭化水素基、あ
るいは炭素数１〜５の炭化水素基の１つ以上の炭素原子が窒素原子および／または酸素原
子で置換されている有機基を示し、Ｒ３は有機基を示し、Ｒは炭素数１〜５の炭化水素基
を置換基として有するまたは有しない炭素数３〜６のアルキレン基あるいは炭素数１〜５
の炭化水素基を置換基として有するまたは有しない炭素数３〜６のアルキレン基であって
該アルキレン基骨格を構成する１つ以上の炭素原子が酸素原子若しくはイオウ原子で置換
されている有機基を示す。）で表される化合物であってもよい。
【００５６】
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また、上記一般式（１）で表される化合物は、次に示す一般式（２）
【００５７】
【化１２】

【００５８】
（（２）中、Ｒ1およびＲ2はそれぞれ独立して水素原子、炭素数１〜５の炭化水素基、あ
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るいは炭素数１〜５の炭化水素基の１つ以上の炭素原子が窒素原子および／または酸素原
子で置換されている有機基を示し、Ｒ３は有機基を示し、Ａは酸素原子またはイオウ原子
を示し、ｎは２〜５を示す。）で表される化合物であることが好ましい。
【００５９】
また、本発明にかかる担体は、上記化合物を固定化した担体であることを特徴としてい
る。
【発明の効果】
【００６０】
以上のように、本発明では、特に、熱安定性およびアルカリ安定性を向上させたアミノ
ナフチリジンダイマーをミスマッチ塩基対検出分子として用い、ハイブリダイズされた核
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酸中におけるミスマッチ塩基対を検出するものである。それゆえ、本発明を利用すれば、
例えば、アフィニティーカラムクロマトグラフィー担体や、表面プラズモン共鳴センサに
ミスマッチ塩基対検出分子を担持させて用いても、熱で分解することがなく、また、カラ
ムの場合では、吸着物質をアルカリ溶液で溶出しても分解するおそれがなく、カラムの繰
返し使用が可能となる。
【００６１】
また、ミスマッチ塩基対検出分子を固定化したデバイスの耐久性は、ミスマッチ塩基対
検出分子の耐熱性等により決まると言っても過言ではないところ、本発明のミスマッチ塩
基対検出分子によれば、従来のアミノナフチリジンダイマー系認識分子に比較して、耐熱
性、耐アルカリ性が格段に向上する。それゆえ、デバイスの耐久性向上、解析コストの低
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減に大きく貢献する。その結果、本発明は、遺伝子科学（ゲノムサイエンス）、遺伝子タ
イピング技術、ＳＮＰタイピング技術等に有効に用いることができるという効果を奏する
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６２】
本発明における実施の一形態について図１ないし図３に基づいて説明すれば以下の通り
である。なお、本発明はこれに限定されるものではない。
【００６３】
本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子（ミスマッチ塩基対認識分子）は、正常な塩
基対を形成することができない塩基の対であるミスマッチ塩基対に結合して、擬似的な塩
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基対を安定して形成するアミノナフチリジンダイマーであり、例えば、このミスマッチ塩
基対検出分子を用いて蛍光強度変化等を測定することで、ミスマッチ塩基対を簡便に検出
することが可能となる。
【００６４】
なお、上記「擬似的な塩基対」とは、天然に存在する塩基対とは異なる塩基対を指すも
のであって、塩基対の結合強度の程度を指すものではない。すなわち、「擬似的な塩基対
」とは、塩基対そのものの種類を示すものであって、「塩基対の結合強度が低く正常な塩
基対を形成しているとは言いがたいが、塩基対を形成しているとみなすことができる」と
いうような状態を示すものではない。
【００６５】

40

また、上記「擬似的な塩基対」に対応する「天然に存在する塩基対」とは、正常な塩基
対であり、具体的には、グアニン−シトシン（Ｇ−Ｃ）、アデニン−チミン（Ａ−Ｔ）あ
るいはアデニン−ウラシル（Ａ−Ｕ）の各塩基対を指す。
【００６６】
また、本発明においては、「ハイブリダイズされた核酸」とは、互いに相補的な塩基配
列を含んでおり、これら相補的な塩基配列によって一本鎖の核酸が二本鎖またはそれ以上
の状態になっていることを指すものとする。上記核酸には、ＤＮＡもＲＮＡも含まれる。
【００６７】
＜ミスマッチ塩基対検出分子＞
本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子は、次に示す一般式（１）
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【００６８】
【化１３】

【００６９】
で表される化合物であり、正常な塩基対を形成することができない塩基の対であるミスマ
ッチ塩基対に、疑似的に塩基対を形成する化合物である。

10

【００７０】
この化合物は、ナフチリジン環とアミノ基とを含む構造を有している化合物（便宜上、
アミノナフチリジンと称する）が二量体（ダイマー）を形成しているため、本発明では、
上記一般式（１）に示す化合物を、説明の便宜上、アミノナフチリジンダイマーと称する
。
【００７１】
上記一般式（１）中、Ｒ1およびＲ2はそれぞれ独立して水素原子、炭素数１〜５の炭化
水素基、あるいは炭素数１〜５の炭化水素基の１つ以上の炭素原子が窒素原子および／ま
たは酸素原子で置換されている有機基を示す。ここで、炭素数１〜５の炭化水素基は、飽
和であっても不飽和であってもよく、また直鎖状であっても枝分かれ状であってもよい。
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かかる炭化水素基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基
、ブチル基、イソブチル基、sec−ブチル基、tert−ブチル基、ペンチル基等のアルキル
基；ビニル基、アリル基、イソプロペニル基、ブテニル基、ペンテニル基等のアルケニル
基；エチニル基、プロピニル基等のアルキニル基等を挙げることができるがＲ1およびＲ2
はこれらに限定されるものではない。また、Ｒ1およびＲ2は上述したような炭素数１〜５
の炭化水素基の１つ以上の炭素原子が窒素原子および／または酸素原子で置換されている
有機基であってもよい。かかる有機基としては、例えば、アルコキシル基、ジアルキルア
ミノ基、アルキルアミノ基等を挙げることができるがこれに限定されるものではない。
【００７２】
また、上記一般式（１）中、Ｒ３は水素原子を示し、Ｒは炭素数１〜５の炭化水素基を
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置換基として有するまたは有しない炭素数４〜６のアルキレン基あるいは炭素数１〜５の
炭化水素基を置換基として有するまたは有しない炭素数４〜６のアルキレン基であって該
アルキレン基骨格を構成する１つ以上の炭素原子が酸素原子若しくはイオウ原子で置換さ
れている有機基を示す。具体的には、Ｒとしては、例えば、テトラメチレン基、ペンタメ
チレン基、ヘキサメチレン基、これらのアルキレン基の１つ以上の炭素が酸素原子または
イオウ原子で置換されている有機基を挙げることができる。また、これらの有機基は炭素
数１〜５の炭化水素基を置換基として有していてもよい。ここでの炭素数１〜５の炭化水
素基は、飽和であっても不飽和であってもよく、また直鎖状であっても枝分かれ状であっ
てもよい。かかる炭化水素基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソ
プロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec−ブチル基、tert−ブチル基、ペンチル基等
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のアルキル基；ビニル基、アリル基、イソプロペニル基、ブテニル基、ペンテニル基等の
アルケニル基；エチニル基、プロピニル基等のアルキニル基等を挙げることができる。
【００７３】
この中でも、Ｒは、一般式（１）においてナフチリジン環に結合しているアミド結合（
−ＮＨ−ＣＯ−）に酸素原子またはイオウ原子が結合するように、例えば、−Ｏ−（ＣＨ
２）ｎ−（ｎは３〜５）または−Ｓ−（ＣＨ２）ｎ−（ｎは３〜５）で表される構造であ

ることがより好ましい。すなわち、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子は、一般式
（２）
【００７４】
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【化１４】

【００７５】
（（２）中、Ｒ1およびＲ2はそれぞれ独立して水素原子、炭素数１〜５の炭化水素基、あ
るいは炭素数１〜５の炭化水素基の１つ以上の炭素原子が窒素原子および／または酸素原
子で置換されている有機基を示し、Ｒ３は水素原子を示し、Ａは酸素原子またはイオウ原

10

子を示し、ｎは３〜５を示す。）で表される化合物であることがより好ましい。また、こ
の中でも、上記ｎは３であることがさらに好ましい。すなわち、本発明にかかるミスマッ
チ塩基対検出分子は、一般式（３）
【００７６】
【化１５】
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【００７７】
（（３）中、Ｒ1およびＲ2はそれぞれ独立して水素原子、炭素数１〜５の炭化水素基、あ
るいは炭素数１〜５の炭化水素基の１つ以上の炭素原子が窒素原子および／または酸素原
子で置換されている有機基を示し、Ａは酸素原子またはイオウ原子を示す。）で表される
化合物であることがさらに好ましい。
【００７８】
ここで、Ｒが炭素数４〜６のアルキレン基または炭素数４〜６のアルキレン基の１つ以
上の炭素原子が酸素原子で置換されている有機基であることにより、ミスマッチ塩基対検
出分子の熱安定性およびアルカリ安定性を向上させることが可能となる。上述したように
、これまでに開発されているナフチリジン系ダイマーは、高温条件下および／またはアル
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カリ条件下で用いる場合に、熱安定性およびアルカリ安定性の点で必ずしも十分であると
はいえなかった。本発明者らは、従来のナフチリジン系ダイマーの熱安定性およびアルカ
リ安定性を向上させるために、特許文献２で報告されている化学式（５）
【００７９】
【化１６】

40
【００８０】
で表されるアミノナフチリジンダイマーから出発して熱安定性およびアルカリ安定性を向
上させたアミノナフチリジンダイマーを得ることを試みた。この化学式（５）で表される
化合物では、ナフチリジン環に結合しているアミド結合の炭素原子を１番目としたときに
、分子の中央部に向かってそれぞれ２番目と３番目の炭素原子を結合する炭素−炭素結合
が切れやすい。このことから、本発明者らは、アミド結合と分子の中央部の窒素原子を繋
ぐアルキレン基の長さを、メチレン基１個分長くすれば上記炭素−炭素結合が切れにくく
なり、分子の安定性が向上すると考え、酸素原子１個分鎖を長くし、以下の化学式（６）
【００８１】
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【化１７】

【００８２】
で表されるアミノナフチリジンダイマーを合成しその熱安定性を評価した。しかしこの化
学式（６）で表されるアミノナフチリジンダイマーの半減期は、後述する実施例に示すよ
うに非常に短く、予想に反して逆に非常に不安定になることがわかった。このような結果

10

から、本発明者らは、化学式（６）で表されるアミノナフチリジンダイマーの中央部の窒
素原子が、ナフチリジン環に結合しているアミド結合の炭素原子に結合し５員環を形成し
て安定化したのではないかと考え、５員環が形成されないように、メチレン基をさらに１
個多くすることを試みた。また、ナフチリジン環に結合しているアミド結合の炭素原子の
反応性を抑えるために、この炭素原子に結合する炭素原子を酸素原子に置き換え、以下の
化学式（４）
【００８３】
【化１８】
20

【００８４】
で表されるアミノナフチリジンダイマーを合成しその熱安定性を評価した。そして、実際
に、この化学式（４）で表されるアミノナフチリジンダイマーの熱安定性およびアルカリ
安定性が、驚くべきことに、化学式（５）で表されるアミノナフチリジンダイマーと比較
して顕著に向上していることを見出した。
【００８５】
すなわち、上記Ｒが炭素数４以上のアルキレン基または炭素数４以上のアルキレン基の
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１つ以上の炭素原子が酸素原子で置換されている有機基であることにより、５員環が形成
されることがないため、本発明のミスマッチ塩基対検出分子の熱安定性およびアルカリ安
定性を向上させることが可能となる。また、アミノナフチリジンに結合しているカルボニ
ル基に炭素原子に換わって酸素原子が結合していることにより、カルボニル基の炭素原子
の反応性が抑制されるため、本発明のミスマッチ塩基対検出分子の熱安定性およびアルカ
リ安定性を向上させることが可能となる。また、上記Ｒの炭素数は４以上であれば、５員
環が形成されないため、本発明のミスマッチ塩基対検出分子の熱安定性およびアルカリ安
定性を向上させることができるが、炭素数が大きくなるすぎるとミスマッチ塩基対に対す
る結合性が弱くなる。それゆえ、上記Ｒは炭素数６以下のアルキレン基または炭素数６以
下のアルキレン基の１つ以上の炭素原子が酸素原子で置換されている有機基であることが
好ましい。
【００８６】
また、上述したような５員環が形成されないようにするためには、分子の中央部の窒素
原子を有機基で修飾してもよい。かかる場合にも５員環が形成されないため、アミノナフ
チリジンダイマーのアミド結合と分子の中央部の窒素原子を繋ぐアルキレン基の長さが、
上記化学式（６）と同様、５員環を形成できる長さであっても、アミノナフチリジンダイ
マーは高い熱安定性およびアルカリ安定性を示す。従って、本発明にかかるミスマッチ塩
基対検出分子は、一般式（１）
【００８７】
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【化１９】

【００８８】
で表される化合物であって、上記一般式中、Ｒ３は有機基を示し、Ｒは炭素数１〜５の炭
化水素基を置換基として有するまたは有しない炭素数３〜６のアルキレン基あるいは炭素
数１〜５の炭化水素基を置換基として有するまたは有しない炭素数３〜６のアルキレン基
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であって該アルキレン基骨格を構成する１つ以上の炭素原子が酸素原子若しくはイオウ原
子で置換されている有機基を示すものであってもよい。
【００８９】
ここで、Ｒ３によって示される有機基は、５員環の形成を阻害し、且つ、ミスマッチ塩
基対に対する反応性を損なわないものであれば特に限定されるものではなく、例えば、炭
素数１〜５の炭化水素基、あるいは炭素数１〜５の炭化水素基の１つ以上の炭素原子が窒
素原子および／または酸素原子で置換されている有機基であってもよい。ここで、炭素数
１〜５の炭化水素基は、飽和であっても不飽和であってもよく、また直鎖状であっても枝
分かれ状であってもよい。かかる炭化水素基としては、例えば、メチル基、エチル基、プ
ロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec−ブチル基、tert−ブチル基

20

、ペンチル基等のアルキル基；ビニル基、アリル基、イソプロペニル基、ブテニル基、ペ
ンテニル基等のアルケニル基；エチニル基、プロピニル基等のアルキニル基等を挙げるこ
とができるがＲ３はこれらに限定されるものではない。また、Ｒ３は上述したような炭素
数１〜５の炭化水素基の１つ以上の炭素原子が窒素原子および／または酸素原子で置換さ
れている有機基であってもよい。かかる有機基としては、例えば、アルコキシル基、ジア
ルキルアミノ基、アルキルアミノ基等を挙げることができるがこれに限定されるものでは
ない。また、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子を担体に固定するためのリンカー
によっても、上述したような５員環の形成は阻害される。それゆえ、Ｒ３は、担体に固定
するリンカーとして通常用いられる有機基であってもよい。かかる有機基としては、具体
的には、例えば、アルキレン基、ポリエチレンオキシ基等を挙げることができる。なお、
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ここで、Ｒ1、Ｒ2については、Ｒ３が水素原子である場合と同様であるのでここでは説明
を省略する。また、Ｒについても、鎖長が３であってもよい点を除いては、Ｒ３が水素原
子である場合と同様であるのでここでは説明を省略する。
【００９０】
また、かかるミスマッチ塩基対検出分子は、Ｒ３が水素原子である場合と同様、Ｒは、
一般式（１）においてナフチリジン環に結合しているアミド結合（−ＮＨ−ＣＯ−）に酸
素原子またはイオウ原子が結合するように、例えば、−Ｏ−（ＣＨ２）ｎ−（ｎは２〜５
）または−Ｓ−（ＣＨ２）ｎ−（ｎは２〜５）で表される構造であることがより好ましい
。すなわち、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子は、一般式（２）
【００９１】
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【化２０】

【００９２】
（（２）中、Ｒ1およびＲ2はそれぞれ独立して水素原子、炭素数１〜５の炭化水素基、あ
るいは炭素数１〜５の炭化水素基の１つ以上の炭素原子が窒素原子および／または酸素原
子で置換されている有機基を示し、Ｒ３は有機基を示し、Ａは酸素原子またはイオウ原子
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を示し、ｎは２〜５を示す。）で表される化合物であることがより好ましい。
【００９３】
本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子の製造方法は特に限定されるものではなく、
通常の有機合成法により適宜製造することができる。例えば、本発明にかかるミスマッチ
塩基対検出分子である１，８−ナフチリジン誘導体は、２−アミノ−１，８−ナフチリジ
ン又はその７位が上記Ｒ１又はＲ２で置換された２−アミノ−１，８−ナフチリジンを、
Ｎ−保護−４−アミノ−酪酸の反応性誘導体、例えば酸塩化物を反応させて、２位のアミ
ノ基をアシル化した後、アミノ基を保護基を脱保護して製造することができる。この際の
保護基としては、塩酸塩やアシル基やアルコキシカルボニル基などのペプチド合成におい
て使用されるアミノ保護基を使用することができる。このようにして得られた塩基認識部

10

位を、両末端にカルボキシル基又はその反応性誘導体基を有するリンカー部用の化合物と
反応させることにより目的のミスマッチ塩基認識分子を得ることができる。この際に、リ
ンカー部用化合物の分子中に窒素原子などの反応性の基が存在している場合には、前記し
た保護基などで適宜保護して使用することができる。ここで、上記塩基認識部位とは、ミ
スマッチ塩基対の塩基の片方を認識し、当該塩基とワトソン−クリック型の塩基対を形成
することができる部位をいい、上記リンカー部とは、ミスマッチ塩基対検出分子において
、２つの塩基認識部位同士を繋ぐ部分をいう。
【００９４】
もちろん、本発明にかかるアミノナフチリジンダイマーの製造方法はこれらに限定され
るものではなく、当該技術分野で公知の方法を用いることができる。また、上記製造方法

20

における各種の条件についても特に限定されるものではなく、好ましい条件を適宜選択し
て用いることができる。なお、代表的な条件の一例については、後述する実施例にて詳細
に説明する。
【００９５】
本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子は、少なくとも、グアニン−グアニン、グア
ニン−アデニン、チミン−シトシン、シトシン−シトシン、アデニン−シトシン、チミン
−チミンの各ミスマッチ塩基対（それぞれ、説明の便宜上、Ｇ−Ｇミスマッチ、Ｇ−Ａミ
スマッチ、Ｔ−Ｃミスマッチ、Ｃ−Ｃミスマッチ、Ａ−Ｃミスマッチ、Ｔ−Ｔミスマッチ
と称する）において擬似的な塩基対を安定して形成することが好ましい。また、これらミ
スマッチ塩基対における擬似的な塩基対の安定の程度は、Ｇ−Ｇミスマッチが最も高く、
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Ｇ−Ａミスマッチ、Ｔ−Ｃミスマッチがこれに次いで高く、Ｃ−Ｃミスマッチ、Ａ−Ｃミ
スマッチ、Ｔ−Ｔミスマッチが続くことが好ましい。もちろん本発明にかかるミスマッチ
塩基対検出分子が、擬似的な塩基対を安定して形成することができるのは、Ｒ１、Ｒ２又
はＲ３よって塩基に対する選択性が変化しうるため、上記ミスマッチ塩基対に限定される
ものではない。
【００９６】
＜擬似的な塩基対の形成＞
本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子が、比較的安定にミスマッチ塩基対に取り込
まれる状態を、例えばＧ−Ｇミスマッチ塩基対を例に挙げて図１に模式的に示す。図１の
左側では、二本鎖のＤＮＡにおいてＧ−Ｇミスマッチ塩基対がある部分を示している。こ
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のＧ−Ｇミスマッチ以外の箇所では正常な塩基対が形成されており、全体として見れば、
それぞれのＤＮＡがハイブリダイズした状態にある。
【００９７】
これに、本発明にかかるアミノナフチリジンダイマー（図中ＮＧ−ＮＧで示す）が加え
られると、図１の右側に示すように、ミスマッチ塩基対を形成しているグアニン（図中Ｇ
で示す）は何れも、アミノナフチリジンダイマーのグアニン認識部位（図中ＮＧで示す）
と対を形成する。
【００９８】
このとき、それぞれのグアニン認識部位は、適当な長さでかつ適当な自由度のあるリン
カー部（図中−で示す）で結合されており、二本鎖のＤＮＡにおける鎖の中に、ほぼ他の
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正常な塩基対と同様な形で取り込まれていると考えられる。さらに、上記アミノナフチリ
ジンダイマーの２つのグアニン認識部位は、前後の塩基によるスタッキング効果（塩基同
士間の分子間力のようなもの）により安定化されているため、二本鎖のＤＮＡおける鎖の
間に比較的安定に取り込まれると考えられる。
【００９９】
＜ミスマッチ塩基対検出方法＞
本発明にかかるミスマッチ塩基対検出方法は、ハイブリダイズされた核酸に擬似塩基対
生成剤を加えて、これにより形成された擬似的な塩基対を検出する方法であって、上記擬
似塩基対生成剤として、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子を少なくとも用いる方
法であればよい。より具体的には、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出方法は、少なく

10

とも、擬似塩基対形成工程と、擬似塩基対検出工程とを有していればよい。
【０１００】
上記擬似塩基対形成工程は、ハイブリダイズされた核酸に擬似塩基対生成剤を加えて、
当該核酸に含まれるミスマッチ塩基対に擬似的な塩基対を形成させる工程であればよく、
本発明では、上記擬似塩基対生成剤の主成分の一つとして、本発明にかかるミスマッチ塩
基対検出分子を用いればよいが、本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、本
発明では、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子に加えて、他の低分子リガンドを擬
似塩基対生成剤として併用してもよい。
【０１０１】
本発明において擬似塩基対生成剤として用いることが可能な上記他の低分子リガンドと

20

しては、例えば、本発明者らがＣ−Ｃミスマッチ、Ｔ−Ｃミスマッチ、Ｇ−Ｇミスマッチ
、Ａ−Ｃミスマッチ等を検出することができるミスマッチ塩基対検出分子として見出した
化合物（特願２００３−３１４４１０参照。）を用いることができる。このような化合物
としては、具体的には、例えば、次に示す式（７）、（８）等
【０１０２】
【化２１】

30
【０１０３】
【化２２】
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【０１０４】
で表される化合物を挙げることができる。
【０１０５】
もちろん、本発明において擬似塩基対生成剤として用いられる他の低分子リガンドは、
上記（７）、（８）で表される化合物に限定されるものではなく、Ｃ−Ｃミスマッチ、Ｔ
−Ｃミスマッチ、Ｇ−Ｇミスマッチ、Ａ−Ｃミスマッチ等以外のミスマッチ塩基対を認識
する他の化合物を用いてもよいことは言うまでもない。また、本発明にかかるミスマッチ
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塩基対検出分子と、同じ種類のミスマッチ塩基対を認識する化合物であっても、安定化の
程度の相違に応じて、異なる種類の化合物を上記他の低分子リガンドとして用いても構わ
ない。
【０１０６】
上記擬似塩基対検出工程は、ハイブリダイズされた核酸のミスマッチ塩基対に、本発明
にかかるミスマッチ塩基対、あるいは必要に応じて用いられる他の低分子リガンドにより
形成された擬似的な塩基対を検出する工程であればよく、その具体的な検出方法等につい
ては特に限定されるものではない。具体的には、例えば、本発明にかかるミスマッチ塩基
対検出分子を標識化して用いることにより、擬似的な塩基対を検出する方法が挙げられる
10

。
【０１０７】
上記標識化の具体的な方法は特に限定されるものではないが、例えば、上記一般式（１
）で表される化学構造の適当な位置に、放射性元素を導入したり、化学発光または蛍光を
発する分子種を導入したりする方法が挙げられる。また、上記化学構造の適当な位置とし
ては、例えば、上記リンカー部や、当該リンカー部から固定化のためなどのために延ばさ
れた枝（後述）等を挙げることができる。あるいは、上記標識化としては、本発明にかか
るミスマッチ塩基対検出分子（あるいは上記他の低分子リガンド）等の低分子リガンドを
標識化するのではなく、ミスマッチ塩基対の検出対象となる核酸（ＤＮＡやＲＮＡ等）の
核酸部分を標識化する方法であってもよい。
【０１０８】
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上記ミスマッチ塩基対の検出は、上記標識化のレベルを測定することにより達成される
が、上記標識化、すなわち放射線強度や発光または蛍光の強度の測定方法は特に限定され
るものではなく、公知の方法や装置を用いて放射線強度や発光または蛍光強度を測定し、
その強度の変化からミスマッチ塩基対の有無を検出すればよい。
【０１０９】
また、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子と、上記その他の低分子リガンドとを
併用する場合には、各化合物における標識の種類を変えておけばよい。このように標識の
種類を変えておけば、擬似塩基対生成剤として、他の低分リガンドを併用したとしても、
それぞれの標識の種類が異なるため、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子の標識か
ら本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子が認識することができるミスマッチ塩基対の
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有無を検出することができ、上記その他の低分子リガンドの標識から該低分子リガンドが
認識することができるミスマッチ塩基対の有無を検出することが可能となる。
【０１１０】
なお、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出方法では、上記擬似塩基対形成工程および
擬似塩基対検出工程以外の工程が含まれていてもよい。
【０１１１】
＜本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子の固定化＞
本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子の使用方法は特に限定されるものではなく、
前記一般式（１）の化学構造のままで用いてもよいし、修飾された化学構造を有するもの
（例えば、上述したように、リンカー部等に化学発光または蛍光を発する分子種を導入し
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たもの等）であってもよいが、さらには、担体に固定化されて用いられてもよい。
【０１１２】
ここで言う「固定化」とは、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子が、担体となる
任意の化合物に固定化されている状態であればよいが、具体的には、例えば、担体となる
化合物と化学的に結合した状態等を挙げることができる。なお、「固定化物」とは、担体
に固定化された状態の化合物をいい、その固定化の方法は、特に限定されるものではない
。
【０１１３】
上記担体としては、特に限定されるものではないが、例えば、ポリスチレン、アガロー
ス、ポリアクリルアミド等の高分子（樹脂）材料等を挙げることができる。化学的な結合
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としては、担体と直接に共有結合した状態となっていてもよいし、リンカー部から固定化
のためなどのために延ばされた枝を介して結合させてもよい。このような「枝」としては
特に限定されるものではないが、例えば、アルキレン基、ポリエチレンオキシ基等を用い
ることができる。
【０１１４】
固定化のより具体的な例としては、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子をタイタ
ープレートなどのプレートに固定化する。この場合、例えば、本発明にかかるミスマッチ
塩基対検出分子を固定化した上記プレートに二本鎖の核酸、好ましくは標識化された核酸
を加え、数分間インキュベートした後、核酸類を除去すると、変異を含む核酸はプレート
上の本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子と擬似的な塩基対を形成するため、プレー

10

ト表面にトラップされることになる。しかも、核酸が標識されていれば、容易に変異を検
出・同定することが可能となる。
【０１１５】
＜ミスマッチ塩基対検出キット＞
本発明には、上述したミスマッチ塩基対検出方法だけでなく、該検出方法を実施するた
めの検出キットが含まれる。具体的には、少なくとも上記ミスマッチ塩基対検出分子を固
定化した担体を含む構成であればよいが、さらに、化学式（７）、（８）で表される化合
物のようなミスマッチ塩基対検出分子を併用してもよい。これら複数のミスマッチ塩基対
検出分子を併用する場合、各ミスマッチ塩基対検出分子は、前述したように異なる標識化
がなされていることが好ましい。
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【０１１６】
さらに、上記キットには、標的領域を増幅するためのプライマーセットと、標的領域を
含み当該領域の塩基配列が確認されている核酸とが含まれていてもよい。また、上記検出
キットには、さらに、標識化のレベルを測定するための薬剤や、標識化のレベルのコント
ロールとなる比較用の標本（核酸等）類や、各種バッファー等が含まれていてもよい。
【０１１７】
上記何れの構成であっても、前述したミスマッチ塩基対検出方法を実施するために好ま
しい薬剤や標本等が含まれている。そのため、上記検出キットを用いることで、本発明に
かかるミスマッチ塩基対検出方法を容易かつ簡素に実施することができ、本発明を臨床検
査産業や医薬品産業等の産業レベルで利用することが可能となる。
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【０１１８】
＜塩基配列の異常の検出方法＞
本発明の代表的な利用方法としては、例えば、塩基配列の異常の検出方法を挙げること
ができる。この方法の具体的な構成は特に限定されるものではないが、例えば、ハイブリ
ダイズ工程とミスマッチ塩基対検出工程とを含んでいればよい。
【０１１９】
上記ハイブリダイズ工程は、検体となる一本鎖のＤＮＡまたはＲＮＡと、それに対応す
る正常な塩基配列を有するＤＮＡまたはＲＮＡとをハイブリダイズさせる工程である。
【０１２０】
上記検体となる一本鎖のＤＮＡやＲＮＡとは、ＳＮＰ等の変異の有無を検査したい遺伝

40

子（ＤＮＡ）またはその転写産物（ｍＲＮＡ）、あるいはｍＲＮＡから得られるｃＤＮＡ
であればよい。この遺伝子（ＤＮＡ、ＲＮＡ、ｃＤＮＡ等）は全長配列であってもよいし
、一部の配列であってもよい。また、上記検体となる一本鎖のＤＮＡまたはＲＮＡの具体
的な状態は、特に限定されるものではないが、例えば、取り扱いやすいように、二本鎖の
状態で任意の制限酵素で消化して適当な長さに切断してから、一本鎖に解離させてもよい
。また、物理的に切断してから一本鎖にしてもよい。
【０１２１】
上記正常な塩基配列を有するＤＮＡまたはＲＮＡとは、検体となるＤＮＡまたはＲＮＡ
の野生型の塩基配列（多型等の変異の無い塩基配列）と相補的な塩基配列を有するもので
あればよいが、例えば、５０塩基程度のオリゴマーを挙げることができる。このようなオ
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リゴマーを用いることで、より効率的なハイブリダイズが可能となる。このとき、検体と
なるＤＮＡやＲＮＡも５０塩基程度に切断したものであってもよい。
【０１２２】
また、ハイブリダイズの条件も特に限定されるものではなく、従来公知の条件（各核酸
の混合、加熱、冷却等の操作）でハイブリダイズさせればよい。このようにハイブリダイ
ズさせることにより、検体となるＤＮＡやＲＮＡに多型等の変異が含まれていれば、ハイ
ブリダイズされた二本鎖のＤＮＡまたはＲＮＡにミスマッチが生じる。
【０１２３】
上記ミスマッチ塩基対検出工程は、前述したミスマッチ塩基対検出方法を用いて、上記
ハイブリダイズしたＤＮＡまたはＲＮＡにミスマッチ塩基対が含まれるか否かを検出する

10

工程である。前段のハイブリダイズ工程により、得られる二本鎖のＤＮＡやＲＮＡに例え
ばG−Gミスマッチ塩基対が含まれていれば、当該ミスマッチ塩基対に、本発明にかかるミ
スマッチ塩基対検出分子を加えることで、ミスマッチ塩基対を検出することが可能となる
。なお、ミスマッチ塩基対検出工程については、＜ミスマッチ塩基対検出方法＞にて詳細
に説明したので、ここではその説明を省略する。
【０１２４】
このように、本発明では、上記ミスマッチ塩基対検出分子を加えることにより、ミスマ
ッチ塩基対に擬似的な塩基対が形成されるため、このような擬似的な塩基対が形成された
分子の有無を測定することにより、採取された遺伝子にＳＮＰ等の変異が存在するか否か
を簡便かつ高感度で検出・同定することができる。また、標識化のレベル（放射線量や発
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光・蛍光の程度）から、ＳＮＰ等の変異を定量することも可能となる。
【０１２５】
＜本発明のその他の利用方法＞
さらに、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子は、低分子の有機化合物であり、擬
似的な塩基対を形成した場合にはこの分子が核酸中に取り込まれるので、未反応のミスマ
ッチ塩基対検出分子と核酸類とを比較的簡便に分離することができる。
【０１２６】
加えて、本発明を用いれば、ハイブリダイズされた核酸にミスマッチ塩基対が含まれて
いる場合であっても、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子とミスマッチ塩基対を形
成する各塩基との間に水素結合が形成される。その結果、ミスマッチ塩基対検出分子がミ
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スマッチ塩基対間で安定化されるのみならず、ミスマッチ塩基対の近傍、好ましくは隣接
する塩基対にスタックされる。そのため、ミスマッチ塩基対が存在している場合でもあっ
て、比較的安定な二本鎖の核酸を得ることができる。したがって、本発明には、ミスマッ
チ塩基対が安定化された状態にある、ハイブリダイズされた核酸が含まれていてもよい。
【０１２７】
また、本発明を用いれば、従来の技術では達成できないミスマッチ塩基対を高感度でか
つ簡便に検出、同定または定量することができる。そのため、本発明は、ＤＮＡ損傷に伴
う各種疾患の治療、予防又は診断に応用することも可能である。さらに、本発明では、ミ
スマッチ塩基対を有する状態でもハイブリダイズした状態を比較的安定に存在させること
ができるため、ミスマッチ塩基対を含有するＤＮＡの安定化を図る用途や、ミスマッチ塩
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基対の発生原因やミスマッチ塩基対の修復機構の解明等といった研究の材料として利用す
ることも可能である。
【０１２８】
あるいは、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子を、表面プラズモン共鳴（ＳＰＲ
）の検出用チップの金属薄膜上に固定化することも可能である。この場合、二本鎖の核酸
を含有する試料液を検出用チップの表面に流すだけで、ミスマッチ塩基対の有無を特異的
に検出することが可能となる。すなわち、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子を、
担体に固定化した場合、例えば、ＳＰＲ（表面プラズモン共鳴）センサーに固定化した場
合、このＳＰＲを利用して、簡便かつ確実に塩基対のミスマッチ塩基対を検出することが
できるミスマッチ塩基対検出装置（ミスマッチ塩基対検出センサー）を製造することがで
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きる。
【０１２９】
このミスマッチ塩基対検出装置に用いる担体としては、従来のＳＰＲに用いられるよう
なガラスに金属薄膜を貼り付けたチップなどの従来公知の担体を用いることができる。な
お、かかるチップの表面は、物質を固定化しやすいように表面処理されていてもよい（例
えば、カルボキシメチルデキストラン化処理など）。そして、この担体の金属薄膜の表面
に本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子を結合させる（固定化させる）ことで、ミス
マッチ塩基対検出装置として用いることができる。本発明にかかるミスマッチ塩基対検出
分子を担体に固定化させる方法は、上述した方法を用いることができ、特に限定されるも
のではないが、例えば、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子にリンカーを設けて、

10

担体と結合させる方法が挙げられる。
【０１３０】
このようにして調製したミスマッチ塩基対検出装置に対して、ミスマッチ塩基対を検出
したい検体を含む溶液を接触させ、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子と検体とを
相互作用させ、その相互作用の状態をＳＰＲ反応、すなわち、金属薄膜上の物質の質量に
比例して反射光の干渉光の反射角度が小さくなる現象を利用し、その角度変化をもとに、
金属薄膜表面に結合した物質に対する溶液中の物質の結合・解離を計測することにより、
簡便かつ正確にミスマッチ塩基対を検出することができる。なお、本発明にかかるミスマ
ッチ塩基対検出装置は、このＳＰＲを利用するものに限られるものではない。
【０１３１】

20

以上、本発明の具体的な実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形
態のみに限定されるものではなく、本発明は、公知の多くの検出手段に応用することが可
能である。そのため、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲内で、当業者が有する知識に
基づいて、種々の改良、変更、修正を加えた態様で実施することができる。
【実施例】
【０１３２】
以下、実施例および比較例により、本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれに
限定されるものではない。
【０１３３】
〔実施例１：化学式（４）で表される化合物の合成〕
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以下の式
【０１３４】
【化２３】
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【０１３５】
に示す化学反応に従って化学式（４）で表される化合物を合成した。
【０１３６】

50

(21)

JP 4701378 B2 2011.6.15

アルコール（上記反応式中１と表示）（２３３ｍｇ、１．０ｍｍｏｌ）を乾燥アセトニ
トリル（５ｍＬ）に室温で溶かし、Ｎ,Ｎ

−ジサクシノイルカーボネート（３．０ｍｍ

ｏｌ、０．７７ｇ）とトリエチルアミン（６ｍｍｏｌ、０．８４ｍＬ）を加えた。反応混
合物を原料のアルコールが薄層クロマトグラフィーで検出できなくなるまで（約５時間）
撹拌する。反応混合物から減圧下で溶媒を除き、重炭酸水溶液（１０ｍＬ）で希釈後、酢
酸エチル（１０ｍＬ）で２回抽出した。酢酸エチル層を合わせ、飽和食塩水（１０ｍＬ）
で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。乾燥剤を濾過後、ろ液を濃縮して混合炭酸エ
ステル２（上記反応式中２と表示）を得た。続いて、２をジクロロメタン（５ｍＬ）に溶
解し、２‑アミノ‑７‑メチル‑１、８‑ナフチリジン(３．０ｍｍｏｌ、０．４８ｇ）とトリ
エチルアミン(４．０ｍｍｏｌ、０．５６ｍＬ）を含むジクロロメタン溶液を加え、室温

10

で２４時間撹拌した。反応混合物をジクロロメタン（２０ｍＬ）で希釈し、重炭酸水溶液
（１０ｍＬ）ついで飽和食塩水（１０ｍＬ）で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。
乾燥剤を濾過後、ろ液を濃縮して粗生成物を得た。粗生成物はシリカゲルカラムクロマト
グラフィー（酢酸エチル：メタノール

１２：１）で精製し、N‑Boc保護されたカルバメ

ート３（上記反応式中３と表示）（２９２ｍｇ、２段階収率４９%）を得た。1H NMR (CDC
l3, 400 MHz) δ = 8.16 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 8.00 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 7.86 (d, 2
H, J = 8.0 Hz), 7.13 (d, 2H, J = 8.4 Hz), 4.17 (t, 4H, J = 6.4 Hz), 3.42 (s, 1H)
13

, 3.25 (t, 4H, J = 6.4 Hz), 2.63 (s, 6H), 1.88 (bs, 4H), 1.37 (s, 9H).

C NMR (

CDCl3, 400 MHz) δ = 163.2, 155.6, 154.8, 153.6, 153.3, 139.1, 136.6, 121.4, 118
.1, 112.8, 80.0, 63.7, 50.4, 44.5, 28.6, 25.7. HR‑FABMS calcd for C31H38N7O6 [(M

20

+

+ H) ], 604.2884; found. 604.2886.
カルバメート３(１０ｍｇ)のジクロロメタン(３ｍＬ)溶液に、４Ｍ ＨＣｌの酢酸エチ
ル溶液（２ｍＬ）を加え、室温で１時間撹拌した。溶媒を留去して目的とする化合物の塩
酸塩４（上記反応式中４と表示）を定量的に得た。
1

H NMR (CD3OD, 400 MHz) δ = 8.15 (m, 6H), 7.35 (d, 2H, J = 8.4 Hz), 4.34 (t, 4H

, J = 6.0 Hz), 3.15 (t, 4H, J = 7.2 Hz), 2.71 (s, 6H), 2.11 (bs, 4H).

13

C NMR (C

D3OD, 400 MHz) δ = 163.0, 154.5, 154.3, 154.0, 139.1, 137.6, 121.4, 118.2, 113.
1, 62.7, 45.4, 26.5, 23.8. HR‑FABMS calcd for C26H30N7O6 [(M + H)+], 504.2359; f
ound. 504.2361.
〔実施例２：化学式（４）で表される化合物の熱安定性評価〕
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得られた化学式（４）で表される化合物をカコジル酸バッファー（ｐＨ７．０）溶液に
、濃度７１０μＭとなるように加え、８０℃における該化合物の濃度の経時的変化を調べ
て、該化合物の熱安定性を評価した。また、対照化合物として、上記化学式（５）および
（６）で表される化合物についても、化学式（４）で表される化合物と同様にして熱安定
性を調べ比較した。上述したように、上記化学式（５）で表される化合物は特許文献２に
ミスマッチ塩基対検出分子として報告されているナフチリジンダイマーである。また、上
記化学式（６）で表される化合物は、上述したように、化学式（４）で表される化合物と
比較して炭素数が中央部の窒素原子の片側で１個ずつ少ない化合物である。結果を図２に
示す。
【０１３７】
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図２中、縦軸は時間０における各化合物の濃度を１００％としたときの、時間経過後に
バッファ中に存在する各化合物の濃度の割合を示す。横軸は時間（分）を示す。また、図
中（４）、（５）および（６）は、それぞれ化学式（４）、（５）および（６）で表され
る化合物についての結果を示す。図２に示されるように、化学式（４）、（５）および（
６）で表される化合物の半減期はそれぞれ９５分、４０分および４分であった。この結果
から、化学式（４）で表される化合物は他の２つに比べ、熱安定性が顕著に向上している
ことがわかった。
【０１３８】
〔実施例３：化学式（４）で表される化合物のアルカリ安定性評価〕
得られた化学式（４）で表される化合物を１００ｍＭの塩化ナトリウムおよび５０ｍＭ
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の水酸化ナトリウムを含むカコジル酸バッファー（ｐＨ７．０）溶液に、濃度１００μＭ
となるように加え、室温における該化合物の３時間後の濃度を調べて、該化合物のアルカ
リ安定性を評価した。また、対照化合物として、上記化学式（５）で表される化合物につ
いても、化学式（４）で表される化合物と同様にしてアルカリ安定性を調べ比較した。結
果を図３に示す。
【０１３９】
図３中、縦軸は時間０における、各化合物の濃度を１００としたときの、時間経過後に
バッファ中に存在する各化合物の濃度の割合を示す。図中（４）および（５）は、それぞ
れ化学式（４）および（５）で表される化合物についての結果を示す。それぞれの化合物
において左側が時間０のときの、右側が３時間後の結果を示す。図３に示されるように、
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５０ｍＭの水酸化ナトリウムを含むバッファー中で、化学式（４）で表される化合物は、
３時間後も７９．４％が分解せずに存在したのに対し、化学式（５）で表される化合物は
、同じバッファー中で３時間後には１１．６％にまで減少していることが示された。この
結果から、化学式（４）で表される化合物は化学式（５）で表される化合物に比べ、アル
カリ安定性が顕著に向上していることがわかった。
【０１４０】
〔実施例４：化学式（４）で表される化合物が認識するミスマッチ塩基対の確認〕
以下に示す各塩基配列を有する２本のオリゴヌクレオチドからなり、塩基ＸとＹとから
なるミスマッチ塩基対を含む二本鎖ＤＮＡを準備した。ここで、以下の塩基配列における
（Ｘ，Ｙ）の塩基は、それぞれ、（Ｃ，Ｃ）、（Ａ，Ｃ）、（Ｔ，Ｃ）、（Ｇ，Ｇ）、（
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Ｇ，Ａ）、（Ｇ，Ｔ）、（Ａ，Ａ）または（Ｔ，Ｔ）とした。これらの二本鎖ＤＮＡを、
１００ｍＭの食塩を含む１０ｍＭのカコジル酸ナトリウムバッファー（ｐＨ７．０）溶液
として調製した。カコジル酸ナトリウムバッファー（ｐＨ７．０）溶液における二本鎖Ｄ
ＮＡの濃度は、塩基濃度として１００μＭとした。
5'‑CTAACXGAATG‑3'（配列番号１）
5'‑CATTCYGTTAG‑3'（配列番号２）
なお、配列表においては、Ｘ，Ｙはともに、Ａ又はＣ又はＧ又はＴを示す「ｎ」で表す。
【０１４１】
上記二本鎖ＤＮＡのカコジル酸ナトリウムバッファー（ｐＨ７．０）溶液に、化学式（
４）で表されるアミノナフチリジンダイマーを１００μＭ加え、温度変化に対する２６０
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ｎｍの吸光度の変化を測定し、変曲点から融解温度Ｔｍ（drug(＋)）を算出した。なお、
温度は、１℃／分の速度で上昇させた。次に、化学式（４）で表されるアミノナフチリジ
ンダイマーを加えない場合についても同様にして、融解温度Ｔｍ（drug(−)）を測定し、
これら融解温度の差（ΔＴｍ＝drug(＋) − drug(−)）を求めた。
【０１４２】
さらに、上記二本鎖ＤＮＡにおいて、ミスマッチ塩基対を含まない完全に相補的な配列
のもの（Full Match）を準備し、上記と同様にして二本鎖ＤＮＡ溶液を調製した。すなわ
ち、上記塩基配列において、（Ｘ，Ｙ）が（Ａ，Ｔ）または（Ｇ，Ｃ）のものについて二
本鎖ＤＮＡ溶液を調製した。そして、これら二本鎖ＤＮＡ溶液について、上記と同様にし
て、融解温度を測定し、その差を求めた。結果を次の表１に示す。なお、表１には上記化
学式（５）および（６）で表される化合物について、同様にミスマッチ塩基対の確認を行
った結果も併せて示す。
【０１４３】
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【表１】
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【０１４４】
表中、（４）、（５）および（６）は、それぞれ化学式（４）、（５）および（６）で
表される化合物についての結果を示す。上記表１の結果から明らかなように、化学式（４
）で表されるアミノナフチリジンダイマーはＧ−Ｇミスマッチ塩基対を含む二本鎖ＤＮＡ
を最も安定化し、次にＧ−ＡミスマッチやＴ−Ｃミスマッチを含む二本鎖ＤＮＡを安定化
することが分かった。また、Ａ−Ｃミスマッチ、Ｃ−ＣミスマッチやＴ−Ｔミスマッチを
含む二本鎖ＤＮＡも弱く安定化した。これに対して、他のミスマッチ塩基対を含む二本鎖
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ＤＮＡや、Full Matchの二本鎖ＤＮＡは全く安定化しなかった。
【０１４５】
これにより、本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子は、上記のミスマッチ塩基対に
おいて安定した擬似的な塩基対を形成することがわかり、ミスマッチ塩基対検出分子とし
て機能することができることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【０１４６】
以上のように、本発明は、ポストゲノムシークエンスに関わる各種研究用の試薬類等を
生産または製造する産業に適用できるだけでなく、ＳＮＰ等の多型を原因とする遺伝病の
検査や、ハイブリダイズした核酸の安定化による各種疾患の治療等といった医薬品産業等
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にも適用することができる。さらに、遺伝子の個人的な違い（遺伝子の一塩基多型、ＳＮ
Ｐ）を迅速かつ安価に検出することができ、個人認証などのさまざまな領域に利用可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【０１４７】
【図１】本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子がミスマッチ塩基対において擬似的な
塩基対を形成する作用を模式的に示す図である。
【図２】本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子の熱安定性評価の結果を示すグラフで
ある。
【図３】本発明にかかるミスマッチ塩基対検出分子のアルカリ安定性評価の結果を示すグ
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ラフである。

【図１】

【図２】

【図３】
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