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(57)【要約】

（修正有）

【課題】ＤＮＡ試料中の目的塩基がシトシンかメチルシトシンかを判定するためにビピリ
ジン修飾ヌクレオシド又はヌクレオチドを提供する。
【解決手段】下記一般式(1)で表されるヌクレオシド又はヌクレオチドを製造し、メチル
シトシンの検出に使用する。
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［式(1)中、ｎは０〜３の整数、Ｒ1は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、又はアミノ基
、Ｚは、主に4,4'−ビピリジン基が、リンカーを介して結合している核酸塩基を示す。］
【選択図】なし

(2)
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式(1)で表されるヌクレオシド又はヌクレオチド。
【化１】
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［式(1)中、ｎは０〜３の整数を示し、
Ｒ1は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、又はアミノ基を示し、
Ｚは、ハロゲン原子、炭素数１〜１０のアルキル基、カルボキシル基、アミノ基、ジメチ
ルアミノ基、及びカルバモイル基よりなる群から選択される少なくとも１種で置換されて
いてもよい4,4'−ビピリジン基が、リンカーを介して結合している核酸塩基を示す。］
【請求項２】
前記核酸塩基が、プリン塩基、７−デアザプリン塩基、又はピリミジン塩基である、請
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求項１に記載のヌクレオシド又はヌクレオチド。
【請求項３】
前記リンカーが、以下のいずれかの構造である、請求項１又は２に記載のヌクレオシド
又はヌクレオチド。
−(CH2)m1−NH−CO−(CH2)m2−
−(O−CH2−CH2)l−O−
−(CH2)k−

［m1及びm2は同一又は異なって１〜20の整数を示す］

［lは１〜100の整数を示す］

［kは１〜20の整数を示す］

【請求項４】
Ｚが、メチル基で置換されている4,4'−ビピリジン基が、−(CH2)m1−NH−CO−(CH2)m2
−（m1及びm2は前記と同じ）をリンカーとして介して結合しているプリン塩基である、請
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求項１に記載のヌクレオシド又はヌクレオチド。
【請求項５】
以下の一般式(1‑a)で表される化合物である、請求項１に記載のヌクレオシド又はヌク
レオチド。
【化２】
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［式中、m1及びm2は、前記と同じ。］
【請求項６】
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ＤＮＡ試料中のシトシンのメチル化の有無を検出する方法であって、
検出目的とするシトシン又はメチルシトシンが、バルジ構造又はミスマッチを形成する
ように、ＤＮＡ試料と、下記一般式(1‑1)で表されるヌクレオチドの残基を含むガイドプ
ローブとをハイブリダイズさせる第１工程、
【化３】
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［式中、Ｒ1及びＺは前記と同じ。］
第１工程で得られたハイブリダイズ産物に対して、オスミウム酸塩を作用させることに
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より、バルジ構造又はミスマッチを形成したメチルシトシンと、ガイドプローブに挿入さ
れている一般式(1‑1)で表されるヌクレオチド残基中の4,4'−ビピリジン基とをクロスリ
ンクさせる第２工程、及び
前記ガイドプローブとＤＮＡ試料とのクロスリンクの有無を検出する第３工程
を含むことを特徴とする、メチルシトシン検出方法。
【請求項７】
前記ガイドプローブが、検出目的とするシトシン又はメチルシトシンとミスマッチを形
成してＤＮＡ試料とハイブリダイズするものであり、該ガイドプローブにおいて、一般式
(1‑1)で表されるヌクレオチド残基が、検出目的とするシトシン又はメチルシトシンに対
して対合してミスマッチする部位に含まれている、請求項６に記載の検出方法。
【請求項８】
前記ガイドプローブが、検出目的とするシトシン又はメチルシトシンがバルジ構造を形
成してＤＮＡ試料とハイブリダイズするものであり、該ガイドプローブにおいて、一般式
(1‑1)で表されるヌクレオチド残基が、検出目的とするシトシン又はメチルシトシンに隣
接する塩基に対して対合する部位に含まれている、請求項６に記載の検出方法。
【請求項９】
一般式(1‑1‑a)で表されるヌクレオチドの残基が、以下の一般式(1‑1‑a)で表されるヌク
レオチド残基である、請求項６乃至８のいずれかに記載の検出方法。
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【化４】
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［式中、m1及びm2は、前記と同じ。］
【請求項１０】
ガイドプローブが２０〜１００塩基の長さである、請求項６乃至９のいずれかに記載の
検出方法。
【請求項１１】
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ガイドプローブが固相担体に結合されたものである、請求項６乃至１０のいずれかに記
載の検出方法。
【請求項１２】
ＤＮＡ試料中のシトシンのメチル化の有無を検出するためのプローブであって、以下の
特性を具備している核酸からなるメチルシトシン検出用プローブ：
(1)ＤＮＡ試料とハイブリダイズできる、
(2)ＤＮＡ試料の検出目的とするシトシン又はメチルシトシンと対合する塩基はミスマッ
チする、及び
(3)一般式(1‑1)で表されるヌクレオチドの残基を含んでいる。
【化５】
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［式中、Ｒ1及びＺは前記と同じ。］
【請求項１３】
ＤＮＡ試料中のシトシンのメチル化の有無を検出するためのプローブであって、以下の
特性を具備している核酸からなるメチルシトシン検出用プローブ：
(1)ＤＮＡ試料とハイブリダイズできる、
(2)ＤＮＡ試料の検出目的とするシトシン又はメチルシトシンと対合するヌクレオチドを
欠失している、及び
(3)一般式(1‑1)で表されるヌクレオチド残基を含んでいる。

50

(5)

JP 2008‑125470 A 2008.6.5

【化６】
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［式中、Ｒ1及びＺは前記と同じ。］
【請求項１４】
請求項１２又は１３に記載のプローブとＤＮＡ試料とのハイブリダイズ産物。
【請求項１５】
請求項１２又は１３に記載のプローブと、オスミウム酸塩とを備えるメチルシトシン検
出用キット。
【請求項１６】
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請求項１２又は１３に記載のプローブの１種以上が、基体上に固定された核酸チップ。
【請求項１７】
請求項１６に記載の核酸チップと、チップ上の発色パターンを検出できる装置とを備え
るメチルシトシン検出用装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ビピリジン修飾ヌクレオシド又はヌクレオチドに関する。また、本発明は、
ビピリジン修飾ヌクレオチドを用いて、ＤＮＡ試料中の目的塩基がシトシンであるかメチ
ルシトシンであるかを判定するメチルシトシン検出方法に関する。更に、本発明は、当該
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メチルシトシン検出方法に用いるプローブ、キット、核酸チップ、及びメチルシトシン検
出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
エピジェネティクスは、ゲノムを生理的に修飾するＤＮＡメチル化、ＤＮＡとタンパク
質との複合体であるクロマチン、クロマチンを構成する多くのタンパク質の翻訳後修飾か
ら成立しており、統合的に遺伝子発現を制御している。
【０００３】
クロマチン中のヒストンの修飾については、転写誘導の際に、ヒストン修飾によるクロ
マチン構造変換が重要な役割を果たす。例えば、ヒストンアセチル化酵素によるアセチル
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化が引き金となって、クロマチンのリモデリングが誘導され、基本転写因子とＲＮＡポリ
メラーゼによる転写が開始する。また、ヒストンのメチル化やリン酸化は、転写の制御、
サイレンシング、クロマチン凝縮などを引き起こす。
【０００４】
また、多くの真核生物ではゲノム中のＣｐＧジヌクレオチドの６０〜９０％が、シトシ
ン５位炭素原子のメチル化を受けている。メチル化ＣｐＧは反復配列を多く含むヘテロク
ロマチンやトランスポゾンに見られており、ウィルスやトランスポゾンの活性化を抑えて
いると考えられる。また、ＣｐＧのメチル化とヒストン修飾とは、相互に協調している。
【０００５】
例外的に、多くの遺伝子のプロモーター領域にあるＣＧリッチな領域（ＣｐＧアイラン
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ド）ではメチル化を受けていない。さらにその例外として、インプリンティングされる遺
伝子、女性の不活化Ｘ染色体ではＣｐＧアイランドがメチル化されている。また、がん細
胞におけるがん抑制遺伝子のプロモーター領域でもＣｐＧアイランドがメチル化されてい
る。従って、シトシンのメチル化は、癌の発生、再発、転移のマーカーとして使用するこ
とができ、遺伝子中のシトシンがメチル化されているか否かの簡単な検出方法が求められ
ている。
【０００６】
特許文献１，２は、ＤＮＡ試料を重亜硫酸塩で処理してメチル化されていないシトシン
をウラシルに変化させ、次いで、ウラシルよりメチル化シトシンを優先的に増幅するプラ
イマーを用いてＰＣＲを行い、増幅の有無を検出することによりシトシンがメチル化され
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ていたか否かを判定する方法を教えている。しかし、この方法は、メチルシトシンではな
く大多数を占めるシトシンを変化させるため、全てのシトシンの変換効率が判定結果に影
響を与え、その分判定精度が低くなる。
【０００７】
また、特許文献３は、５−メチルシトシンと特異的に結合する抗体を１本鎖ＤＮＡと接
触させ、ＤＮＡ鎖に結合した抗体量を測定することにより、ＤＮＡメチル化率を決定する
方法を教えている。しかし、この方法は、抗体の作成や、ＤＮＡ試料のＰＣＲによる増幅
などを行う必要があり、手間がかかる。
【０００８】
また、非特許文献１は、２本鎖ＤＮＡ試料を過マンガン酸カリウム及びヒドロキシルア
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ミンで酸化し、次いでピペリジン処理することにより、２本鎖ＤＮＡにミスマッチが存在
するか否かを検出できることを教えている。この方法はヒドロキシルアミンが必須である
（図２、３参照）。しかし、この方法はミスマッチの存在を検出できるだけであり、ＤＮ
Ａ試料中のシトシンとメチルシトシンとを区別することはできない。
【０００９】
また、非特許文献２は、メチルシトシン又はシトシンに特異的な反応を誘導し、その反
応の有無を検出することにより、ＤＮＡ試料中の目的塩基がシトシンであるかメチルシト
シンであるかを判定する方法を開示している。そして、非特許文献２では、ＤＮＡ試料中
のメチルシトシン又はシトシンに対する特異的な反応に関しては、目的塩基を有するヌク
レオチドを除きそれに隣接する両側の領域と相補的なガイドプローブ（バルジ形成プロー
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ブ）又は目的塩基と対応する塩基とだけがミスマッチしているガイドプローブ（ミスマッ
チ形成プローブ）を使用する方法を教示している。具体的には、非特許文献２は、バルジ
形成プローブ又はミスマッチ形成プローブとＤＮＡ試料とをハイブリダイズさせることに
より、目的塩基を有するヌクレオチドのみが二重らせんから外部に飛び出したバルジ構造
又は目的塩基を有するヌクレオチドを含む塩基対が二重らせん中で緩んだ構造を形成させ
ることができ、これによって、目的塩基に対して特異的ば反応を引き起こすことが可能に
なることを教示している。しかしながら、非特許文献２の方法では、目的塩基以外にメチ
ルシトシンが存在している場合に、それが誤検出される畏れがある。そのため、非特許文
献２の方法において誤検出を抑制するためには、エキソヌクレアーゼ等を用いてハイブリ
ダイズ産物の１本鎖部分を除去する処理が不可欠であった。このような理由から、非特許
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文献２の方法では、操作の簡便化、測定時間の短縮化等の点で更に改善が望まれている。
【００１０】
このような従来技術を背景として、更に簡便で高精度に、チルシトシンとシトシンとを
区別する方法を確立して、より有用性が高く実用的なメチルシトシンの検出方法を提供す
ることが望まれていた。
【特許文献１】特表２００４−５２７２４１号公報
【特許文献２】特表２００４−５００８９２号公報
【特許文献３】特表２００４−３４７５０８号
【非特許文献１】Chinh Bui et al.,

Chemical cleavage reactions of DNA on solid

support: application in mutation detection

, BMC Chemical Biology,2003,Vol.3
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Sequence‑selective osmium oxidation o

f DNA: ef.cient distinction between 5‑methylcytosine and cytosine

, Organic & B

iomolecular Chemistry., 2006, 4, 1638‑1640
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
本発明の目的は、ＤＮＡ試料中の目的塩基がシトシンであるかメチルシトシンであるか
を判定するために好適に使用される新規なビピリジン修飾ヌクレオシド又はヌクレオチド
を提供することである。更に、本発明は、簡便で高精度にＤＮＡ試料中の目的塩基がシト
シンであるかメチルシトシンであるかを判定するメチルシトシン検出方法、それに使用さ

10

れるプローブ、キット、核酸チップ、及びメチルシトシン検出装置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】
【００１２】
上記課題を解決するために本発明者らが鋭意検討を行ったところ、ビピリジン基で修飾
させたヌクレオチドが含まれているバルジ形成プローブ又はミスマッチ形性プローブによ
れば、これらのプローブがＤＮＡ試料とハイブリダイズした状態では、当該ビピリジン基
が作用可能な目的塩基が制限されるため、当該ビピリジン基と反応対象なるメチルシトシ
ンの選択性を高めることができることを見出した。即ち、本発明者らは、新規なビピリジ
ン修飾ヌクレオシド又はヌクレオチド、及びＤＮＡ試料中の目的塩基がメチルシトシンで
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あるかシトシンであるか判定する方法に関して、以下の知見を得た。
【００１３】
(i)

下記一般式(1)で表されるヌクレオシド又はヌクレオチドは、その4,4'−ビピリジ

ン基が、オスミウム酸を介してメチルシトシンと選択的に結合できる。
【００１４】
【化１】
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【００１５】
［式(1)中、ｎは０〜３の整数を示し、
Ｒ1は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、又はアミノ基を示し、
Ｚは、ハロゲン原子、炭素数１〜１０のアルキル基、カルボキシル基、アミノ基、ジメチ
ルアミノ基、及びカルバモイル基よりなる群から選択される少なくとも１種で置換されて
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いてもよい4,4'−ビピリジン基が、リンカーを介して結合している核酸塩基を示す。］
【００１６】
(ii)

以下の(a)のガイドプローブ（ミスマッチ形成プローブ）を使用してＤＮＡ試料

とハイブリダイズさせることにより、目的塩基を有するヌクレオチドを含む塩基対が二重
らせん中で緩んだ構造をとり、ＤＮＡ試料中のその他のヌクレオチドは二重らせん構造中
に埋没するため、目的塩基にのみ反応を引き起こすことができる構造になる。
(a)ガイドプローブ
(1)ＤＮＡ試料とハイブリダイズできる、
(2)ＤＮＡ試料の検出目的とするシトシン又はメチルシトシンと対合する塩基はミスマッ
チする、及び

50

(8)

JP 2008‑125470 A 2008.6.5

(3)下記一般式(1‑1)で表されるヌクレオチド残基を含んでいる。
【００１７】
【化２】
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【００１８】
(iii)

更に、以下の(b)のガイドプローブ（バルジ形成プローブ）を使用してＤＮＡ試

料とハイブリダイズさせることにより、目的塩基を有するヌクレオチドのみ二重らせんか
ら外部に飛び出したバルジ構造を形成し、ＤＮＡ試料中のその他のヌクレオチドは二重ら
せん構造中に埋没するため、目的塩基にのみ反応を引き起こすことができる構造になる。
(1)ＤＮＡ試料とハイブリダイズできる、
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(2)ＤＮＡ試料の検出目的とするシトシン又はメチルシトシンと対合するヌクレオチドを
欠失している、及び
(3)上記一般式(1‑1)で表されるヌクレオチド残基を含んでいる。
【００１９】
(iv)

上記(ii)又は(iii)のようにＤＮＡ試料とガイドプローブとをハイブリダイズさ

せて、目的塩基にのみ反応を引き起こすことができる構造にした後に、オスミウム酸塩を
作用させることにより、目的塩基がメチルシトシンであるか、シトシンであるかによって
異なる反応物が生じる。即ち、目的塩基がメチルシトシンであれば、当該メチルシトシン
と、ガイドプローブに挿入されている一般式(1‑1)で表されるヌクレオチド残基中の4,4'
−ビピリジン基とが、オスミウム酸を介して結合して、ＤＮＡ試料とガイドプローブとの
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間にクロスリンクが形成される。一方、目的塩基がシトシンであれば、ＤＮＡ試料とガイ
ドプローブとの間にはクロスリンクが形成さない。
【００２０】
(v)

従って、上記(iv)のようにオスミウム酸塩を作用させた後に、ＤＮＡ試料とガイ

ドプローブとの間のクロスリンクの形成の有無を検出することにより、問題となる塩基が
シトシンであるかメチルシトシンであるかを判定することができる。
【００２１】
本発明は、上記知見に基づき完成されたものであり、下記の新規なビピリジン修飾ヌク
レオシド又はヌクレオチド、メチルシトシン検出方法等を提供する。
項１．

一般式(1)で表されるヌクレオシド又はヌクレオチド。

【００２２】
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【化３】

10
【００２３】
［式(1)中、ｎは０〜３の整数を示し、
Ｒ1は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、又はアミノ基を示し、
Ｚは、ハロゲン原子、炭素数１〜１０のアルキル基、カルボキシル基、アミノ基、ジメチ
ルアミノ基、及びカルバモイル基よりなる群から選択される少なくとも１種で置換されて
いてもよい4,4'−ビピリジン基が、リンカーを介して結合している核酸塩基を示す。］
項２．

前記核酸塩基が、プリン塩基、７−デアザプリン塩基、又はピリミジン塩基であ

る、項１に記載のヌクレオシド又はヌクレオチド。
項３．

前記リンカーが、以下のいずれかの構造である、項１又は２に記載のヌクレオシ
20

ド又はヌクレオチド。
【００２４】
−(CH2)m1−NH−CO−(CH2)m2−
−(O−CH2−CH2)l−O−
−(CH2)k−
項４．

［m1及びm2は同一又は異なって１〜20の整数を示す］

［lは１〜100の整数を示す］

［kは１〜20の整数を示す］

Ｚが、メチル基で置換されている4,4'−ビピリジン基が、−(CH2)m1−NH−CO−(

CH2)m2−（m1及びm2は前記と同じ）をリンカーとして介して結合しているプリン塩基であ
る、項１に記載のヌクレオシド又はヌクレオチド。
項５．

以下の一般式(1‑a)で表される化合物である、項１に記載のヌクレオシド又はヌ

クレオチド。
【００２５】

30

【化４】

40

【００２６】
［式中、m1及びm2は、前記と同じ。］
項６．

ＤＮＡ試料中のシトシンのメチル化の有無を検出する方法であって、

検出目的とするシトシン又はメチルシトシンが、バルジ構造又はミスマッチを形成する
ように、ＤＮＡ試料と、下記一般式(1‑1)で表されるヌクレオチドの残基を含むガイドプ
ローブとをハイブリダイズさせる第１工程、
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【００２７】
【化５】

10

【００２８】
［式中、Ｒ1及びＺは前記と同じ。］
第１工程で得られたハイブリダイズ産物に対して、オスミウム酸塩を作用させることに
より、バルジ構造又はミスマッチを形成したメチルシトシンと、ガイドプローブに挿入さ
れている一般式(1‑1)で表されるヌクレオチド残基中の4,4'−ビピリジン基とをクロスリ
ンクさせる第２工程、及び
前記ガイドプローブとＤＮＡ試料とのクロスリンクの有無を検出する第３工程

20

を含むことを特徴とする、メチルシトシン検出方法。
項７．

前記ガイドプローブが、検出目的とするシトシン又はメチルシトシンとミスマッ

チを形成してＤＮＡ試料とハイブリダイズするものであり、該ガイドプローブにおいて、
一般式(1‑1)で表されるヌクレオチド残基が、検出目的とするシトシン又はメチルシトシ
ンに対して対合してミスマッチする部位に含まれている、項６に記載の検出方法。
項８．

前記ガイドプローブが、検出目的とするシトシン又はメチルシトシンがバルジ構

造を形成してＤＮＡ試料とハイブリダイズするものであり、該ガイドプローブにおいて、
一般式(1‑1)で表されるヌクレオチド残基が、検出目的とするシトシン又はメチルシトシ
ンに隣接する塩基に対して対合する部位に含まれている、項６に記載の検出方法。
項９．

一般式(1‑1)で表されるヌクレオチドの残基が、以下の一般式(1‑1‑a)で表される

30

ヌクレオチド残基である、項６乃至８のいずれかに記載の検出方法。
【００２９】
【化６】

40

【００３０】
［式中、m1及びm2は、前記と同じ。］
項１０．

ガイドプローブが２０〜１００塩基の長さである、項６乃至９のいずれかに記

載の検出方法。
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ガイドプローブが固相担体に結合されたものである、項６乃至１０のいずれか

に記載の検出方法。
項１２．

ＤＮＡ試料中のシトシンのメチル化の有無を検出するためのプローブであって

、以下の特性を具備している核酸からなるメチルシトシン検出用プローブ：
(1)ＤＮＡ試料とハイブリダイズできる、
(2)ＤＮＡ試料の検出目的とするシトシン又はメチルシトシンと対合する塩基はミスマッ
チする、及び
(3)一般式(1‑1)で表されるヌクレオチドの残基を含んでいる。
【００３１】
【化７】

10

20
【００３２】
［式中、Ｒ1及びＺは前記と同じ。］
項１３．

ＤＮＡ試料中のシトシンのメチル化の有無を検出するためのプローブであって

、以下の特性を具備している核酸からなるメチルシトシン検出用プローブ：
(1)ＤＮＡ試料とハイブリダイズできる、
(2)ＤＮＡ試料の検出目的とするシトシン又はメチルシトシンと対合するヌクレオチドを
欠失している、及び
(3)一般式(1‑1)で表されるヌクレオチド残基を含んでいる。
【００３３】
【化８】

30

40

【００３４】
［式中、Ｒ1及びＺは前記と同じ。］
項１４．

項１２又は１３に記載のプローブとＤＮＡ試料とのハイブリダイズ産物。

項１５．

項１２又は１３に記載のプローブと、オスミウム酸塩とを備えるメチルシトシ

ン検出用キット。
項１６．

項１２又は１３に記載のプローブの１種以上が、基体上に固定された核酸チッ

プ。
項１７．

項１６に記載の核酸チップと、チップ上の発色パターンを検出できる装置とを
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備えるメチルシトシン検出用装置。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
以下、本発明を詳細に説明する。
（Ｉ）一般式(1)で表されるヌクレオシド又はヌクレオチド
本発明は、一般式(1)で表されるヌクレオシド又はヌクレオチドを提供する。
【００３６】
【化９】
10

【００３７】
式(1)中、ｎは０〜３の整数を示す。ｎが０の場合は、当該化合物はヌクレオシドに相
当し、ｎが１〜３の整数の場合は、当該化合物はヌクレオチドに相当する。

20

【００３８】
また、式(1)中、Ｒ1は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、又はアミノ基を示す。ハロ
ゲン原子としては、具体的には、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が例示
される。式(1)中、Ｒ1として、好ましくは水素原子である。
【００３９】
また、式(1)中、Ｚは、置換又は未置換の4,4'−ビピリジン基がリンカーを介して結合
している核酸塩基を示す。
【００４０】
ここで、核酸塩基としては、具体的には、プリン塩基、７−デアザプリン塩基、及びピ
リミジン塩基が挙げられる。これらの中でも、好ましくはプリン塩基が挙げられる。

30

【００４１】
上記核酸塩基がプリン塩基である場合には、当該プリン塩基としては、具体的には、下
記一般式(2)の基が例示される。
【００４２】
【化１０】

40

【００４３】
式(2)中、Ｘ1は、Ｏ、ＮＨ、ＣＨ2、又はＳを示し、好ましくはＮＨである。また、一
般式(2)の基は、ａの側が一般式(1)中の五単糖に結合する部位であり、ｂの側がリンカー
と結合する部位である。
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【００４４】
また、上記核酸塩基が７−デアザプリン塩基である場合には、当該７−デアザプリン塩
基としては、具体的には、下記一般式(3)の基が例示される。
【００４５】
【化１１】

10

【００４６】
式(3)中、Ｘ2は、Ｘ1と同様である。また、一般式(3)の基は、ａの側が一般式(1)中の
五単糖に結合する部位であり、ｂの側がリンカーと結合する部位である。
【００４７】
更に、上記核酸塩基がピリミジン塩基である場合には、当該ピリミジン塩基としては、
具体的には、下記一般式(4)又は(4

20

)の基が例示される。

【００４８】
【化１２】

30

【００４９】
式(4)及び(4')中、Ｘ3は、Ｘ1と同様である。また、一般式(3)の基は、ａの側が一般式
(1)中の五単糖に結合する部位であり、ｂの側がリンカーと結合する部位である。
40

【００５０】
式(1)中のＺにおいて、置換又は未置換の4,4'−ビピリジン基と核酸塩基とを連結させ
るリンカーとしては、特に制限されるものではないが、具体例として、下記の構造のリン
カーが挙げられる。
【００５１】
−(CH2)m1−NH−CO−(CH2)m2−

［m1及びm2は同一又は異なって１〜20の整数、好まし

くは１〜5の整数を示す］
−(O−CH2−CH2)l−O−
−(CH2)k−

［lは１〜100の整数、好ましくは1〜10の整数を示す］

［kは１〜20の整数、好ましくは1〜10の整数を示す］

これらのリンカーの中でも、好ましくは−(CH2)m1−NH−CO−(CH2)m2−が挙げられる。
当該リンカーは、特に限定されないが、左側の結合部位に核酸塩基が結合し、右側の結合
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部位に置換又は未置換の4,4'−ビピリジン基が結合するように構成されていることが望ま
しい。
【００５２】
また、式(1)中のＺにおいて、置換又は未置換の4,4'−ビピリジン基とは、具体的には
、ハロゲン原子、炭素数１〜１０のアルキル基、カルボキシル基、アミノ基、ジメチルア
ミノ基、及びカルバモイル基よりなる群から選択される少なくとも１種で置換されていて
もよい4,4'−ビピリジン基である。
【００５３】
ここで、炭素数１〜１０のアルキル基としては、具体的には、メチル基、エチル基、プ
ロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基等が例示される。炭素数１〜１０の

10

アルキル基として、好ましくは炭素数１〜５のアルキル基、更に好ましくは炭素数１〜３
のアルキル基が挙げられる。
【００５４】
当該置換又は未置換の4,4'−ビピリジン基として、具体的には、下記一般式(5)又は(5
)の基が例示される。
【００５５】
【化１３】

20

【００５６】

30

式(5)及び(5')中、Ｒ11〜Ｒ17及びＲ21〜Ｒ22は、同一又は異なって、水素原子、ハロ
ゲン原子、炭素数１〜１０のアルキル基、カルボキシル基、アミノ基、ジメチルアミノ基
、又はカルバモイル基を示す。式(5)及び(5')の基において、ｃの側が前記リンカーと結
合する部位である。
【００５７】
式(1)中のＺにおいて、置換又は未置換の4,4'−ビピリジン基として、好ましくは、一
般式(5)の基である。一般式(5)の基の中でも、Ｒ11〜Ｒ16が水素原子であり、Ｒ17が炭素
数１〜１０のアルキル基（好ましくはメチル基）であるもの場合には、オスミウム酸塩に
対する反応特性が高くなり、好適である。
【００５８】
式(1)中のＺの好適な一例として、１つのメチル基で置換されている4,4'−ビピリジン
基が、−(CH2)m1−NH−CO−(CH2)m2−（m1及びm2は前記と同じ）をリンカーとして介して
結合しているプリン塩基が挙げられる。より好適なＺの具体例として、下記の一般式(Za)
で表される基が例示される。
【００５９】
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【化１４】

10

【００６０】
式(Za)中、m1及びm2は、前記と同じ。
【００６１】
本発明の一般式(1)で表されるヌクレオシド又はヌクレオチドは、当該技術分野の専門
家であれば、化学合成により容易に製造できる。一般式(1)で表されるヌクレオシド又は
ヌクレオチドの合成方法として、具体的には、下記一般式(11)で表されるヌクレオシド又

20

はヌクレオチドと、前述する構造を有する置換又は未置換の4,4'−ビピリジンとを、前述
するリンカーにより連結させる方法が例示される。
【００６２】
【化１５】

30

【００６３】
式(11)中、Ｒ1は前記と同じであり、Ｚ'は核酸塩基を示す。
【００６４】
一般式(11)で表されるヌクレオシド又はヌクレオチド、及び前述する構造を有する置換
又は未置換の4,4'−ビピリジンは、公知化合物又は公知化合物から容易に誘導される化合
物である。また、一般式(11)で表されるヌクレオシド又はヌクレオチドと、前述する構造
を有する置換又は未置換の4,4'−ビピリジンとを、前述するリンカーにより連結させるに

40

は、使用するリンカーの種類に応じて、適宜反応条件を設定すればよい。このようなリン
カーによる連結条件についても、当該技術分野の専門家であれば容易に設定できる事項で
ある。
【００６５】
本発明の一般式(1)で表されるヌクレオシド又はヌクレオチドにおいて、置換又は未置
換の4,4'−ビピリジンが、オスミウム酸塩を介して、メチルシトシンと選択的に結合でき
る。従って、当該一般式(1)で表されるヌクレオシド又はヌクレオチドは、例えば、後述
するように、ＤＮＡ試料中の目的塩基がシトシンであるかメチルシトシンであるかを判定
するために用いられるプローブの構成ヌクレオチドとして有用である。
【００６６】
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一般式(1)で表されるヌクレオチドを含むプローブ等のポリヌクレオチドは、当該ヌク
レオチド及び他のヌクレオチドを原料として用いて、所定の塩基配列となるように制御し
ながら、公知のＤＮＡ合成法に従って調製できる。
【００６７】
（II）メチルシトシン検出方法
本発明のメチルシトシン検出方法は、ＤＮＡ試料中のシトシンのメチル化の有無を検出
、即ち、ＤＮＡ試料中の目的とする塩基がシトシンであるか、又はメチルシトシンである
かを検出するための方法である。
【００６８】
本発明のメチルシトシン検出方法において、シトシンのメチル化の有無の検出対象とな

10

るＤＮＡ試料は、その由来等については特に制限されるものではない。当該ＤＮＡ試料と
しては、例えば、血液、尿、痰、精液、髪、皮膚などの生体サンプルそのものであっても
よく、生体サンプルから単離されたものであってもよいが、単離されたＤＮＡを用いるこ
とが好ましい。
【００６９】
本発明のメチルシトシン検出方法は、下記の第１工程〜第３工程を含むことを特徴とす
る。
【００７０】
検出目的とするシトシン又はメチルシトシンが、バルジ構造又はミスマッチを形成する
ように、ＤＮＡ試料と、上記一般式(1‑1)で表されるヌクレオチド残基を含むガイドプロ

20

ーブとをハイブリダイズさせる第１工程、
前記第１工程で得られたハイブリダイズ産物に対して、オスミウム酸塩を作用させるこ
とにより、バルジ構造又はミスマッチを形成したメチルシトシンと、ガイドプローブに挿
入されている一般式(1‑1)で表されるヌクレオチド残基中の4,4'−ビピリジン基とをクロ
スリンクさせる第２工程、及び
前記ガイドプローブとＤＮＡ試料とのクロスリンクの有無を検出する第３工程。
【００７１】
以下、本発明のメチルシトシン検出方法について、工程毎に分説する。
第１工程
ＤＮＡ試料中の検出対象塩基に特異的な反応を誘導するためには、反応に使用される薬

30

剤が検出対塩基に接近する必要があるが、通常各ヌクレオチドは２本鎖ＤＮＡのらせん構
造中に埋没していて、上記薬剤が接近できない。
【００７２】
従って、本発明の方法における第１工程では、ＤＮＡ試料中の検出目的とするシトシン
又はメチルシトシン（以下、「目的塩基」と表記することもある）が、バルジ構造又はミ
スマッチを形成するように、ＤＮＡ試料と、上記一般式(1‑1)で表されるヌクレオチドの
残基を含むガイドプローブとをハイブリダイズさせる。
【００７３】
ここで、「目的塩基のバルジ構造」とは、ＤＮＡ試料とプローブとで形成される２本鎖
核酸において、塩基対を形成せずに２本鎖から外部に飛び出した、目的塩基（シトシン又

40

はメチルシトシン）を含むヌクレオチドからなる膨らみをいう。
【００７４】
このようにＤＮＡ試料中の目的塩基に対してバルジ構造又はミスマッチを形成させるこ
とにより、当該目的塩基に対する特異的な反応を引き起こすことが可能になる。
【００７５】
本発明において、目的塩基とバルジ構造を形成させるガイドプローブ（バルジ生成プロ
ーブ）としては、以下の特徴を有するものが使用される：
(1)ＤＮＡ試料とハイブリダイズできる、
(2)ＤＮＡ試料の検出目的とするシトシン又はメチルシトシンと対合（ペアリング）する
ヌクレオチドを欠失している、即ち、
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(3)一般式(1‑1)で表されるヌクレオチドの残基を含んでいる。
【００７６】
バルジ生成プローブにおいて、一般式(1‑1)で表されるヌクレオチドの残基の挿入位置
については、オスミウム酸を介してバルジ構造を形成した目的塩基と結合できる位置にあ
る限り、特に制限されるものではないが、好ましくは、ＤＮＡ試料の目的塩基に隣接する
塩基に対して対合（ペアリング）する位置が例示される。
【００７７】
また、より好適なバルジ生成プローブとしては、目的塩基と対合するヌクレオチドを欠
失していること、及び一般式(1‑1)で表されるヌクレオチドの残基を含むこと以外は、Ｄ
ＮＡ試料の塩基配列に対して完全相補的であるものが挙げられる。このようなバルジ生成
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プローブを使用することで、メチルシトシンの誤検出を一層効果的に抑制することができ
る。
【００７８】
また、本発明において、目的塩基とミスマッチを形成させるガイドプローブ（ミスマッ
チ生成プローブ）としては、以下の特徴を有するものが使用される：
(1)ＤＮＡ試料とハイブリダイズできる、
(2)ＤＮＡ試料の検出目的とするシトシン又はメチルシトシンと対合（ペアリング）する
塩基はミスマッチする、及び
(3)一般式(1‑1)で表されるヌクレオチド残基を含んでいる。
【００７９】
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ミスマッチ生成プローブにおいて、一般式(1‑1)で表されるヌクレオチドの残基の挿入
位置については、オスミウム酸を介してミスマッチした目的塩基と結合できる位置にある
限り、特に制限されるものではないが、好ましくは、ＤＮＡ試料の目的塩基に対して対合
（ペアリング）する位置が例示される。
【００８０】
要理好適なミスマッチ生成プローブとしては、目的塩基とミスマッチして対合するヌク
レオチドが一般式(1‑1)で表されるヌクレオチドであり、その他のヌクレオチドは、ＤＮ
Ａ試料に対して完全相補的であるものが挙げられる。このようなミスマッチ生成プローブ
を使用することで、メチルシトシンの誤検出を一層効果的に抑制することができる。
【００８１】
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ガイドプローブの好適な長さは各方法で異なっており、通常、２０〜１００塩基程度が
好ましく、２０〜５０塩基程度がより好ましい。この程度の長さであれば、安定に２本鎖
を形成できるとともに、ＤＮＡ自動合成機で合成することができる。
【００８２】
また、ガイドプローブを、どの位置にバルジ又はミスマッチを形成するように設計する
かは特に限定されない。好ましくは、目的塩基のバルジ又はミスマッチを２本鎖の中央付
近に形成できるように設計すればよい。
【００８３】
ガイドプローブは、上記領域とハイブリダイズできるようにそれに相補的なものであれ
ばよく、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ペプチド核酸（ＰＮＡ）、修飾核酸などのいずれであってもよ
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い。ＤＮＡ試料として細胞抽出液のようにヌクレアーゼを含むものを用いる場合は、ガイ
ドプローブを修飾核酸プローブとすることによりヌクレアーゼによる分解を受け難くなる
。修飾核酸としては、ホスホロチオエート修飾核酸、モルホリノ修飾核酸、２'−Ｏ−ア
ルキル核酸、２'−Ｎ−アルキル核酸、２'−Ｓ−アルキル核酸、２'−ハロゲン核酸など
が挙げられる。また、ハイブリダイゼーションを安定化するため、プローブの配列中に２
−アミノアデニン、５−アルキニルウリジンのような修飾塩基を有するヌクレオチドを配
したり、プローブの末端又は内部をアミン、ポリアミン等で修飾したり、プローブの末端
にジデオキシヌクレオチドを付加したりすることもできる。
【００８４】
また、ガイドプローブは、ビーズ状又は平板状の担体に固定されていることが好ましく
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、これにより、プローブに結合したＤＮＡ試料に対して順次異なる処理を行ったり、処理
間にＤＮＡ試料を洗浄することができる。また、プローブの再利用が可能となる。このよ
うな担体材料として、例えば、ポリスチレン、金、ガラス、磁性を持つ酸化鉄微粒子、量
子ドット性を持つ硫化亜鉛微粒子などが挙げられる。
【００８５】
本第１工程において、ハイブリダイゼーションの条件は特に限定されない。ＤＮＡ試料
の種類、ガイドプローブの長さなどによって異なるが、例えば、ｐＨ７のリン酸ナトリウ
ム緩衝液等のハイブリダイゼーション溶液を用いて室温〜１００℃程度で５分間〜１時間
程度処理した後、ｐＨ７のリン酸ナトリウム緩衝液等を用いて５〜２５℃程度で１〜５分
間程度洗浄する条件が挙げられる。
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【００８６】
第２工程
本第２工程では、第１工程で形成させたバルジ構造又はミスマッチを形成させた目的塩
基に対して選択的な反応を誘導する。具体的には、本第２工程では、前記第１工程で得ら
れたハイブリダイズ産物に対して、オスミウム酸塩を作用させることにより、バルジ構造
又はミスマッチを形成したメチルシトシンと、ガイドプローブに挿入されている一般式(1
‑1)で表されるヌクレオチド残基中の置換又は未置換の4,4'−ビピリジン基とをクロスリ
ンクさせる。
【００８７】
本第２工程で使用されるオスミウム酸としては、具体的にはオスミウム酸カリウム等が
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例示される。
【００８８】
また、本第２工程において、メチルシトシンと4,4'−ビピリジン基とのクロスリンクを
形成させるには、例えば、オスミウム酸塩を0.1〜1000ｍＭ程度、好ましくは1〜100ｍＭ
程度の存在下で、0〜40℃程度で30秒〜1時間程度処理すればよい。かかる処理は、ｐＨ６
〜７程度のｐＨ条件下で実施することが望ましい。更に、かかる処理では、フェリシアン
化カリウムやメチルモルホリンオキシド等の酸化活性化剤を、0.1〜100ｍＭ程度、好まし
くは0.1〜50ｍＭ程度添加して実施することにより、前記クロスリンクの形成速度を高め
ることができる。
【００８９】
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本第２工程では、目的塩基がメチルシトシンである場合には、ＤＮＡ試料中の目的塩基
であるメチルシトシンとガイドプローブ中のビピリジン基がオスミウム酸を介して結合し
、下記に示す構造のクロスリンクが形成される。
【００９０】
【化１６】

40

【００９１】
［上記クロスリンク構造において、ｘにはＤＮＡ試料中の目的塩基であるメチルシトシン
部分、ｙにはオスミウム酸部分、ｚにはガイドプローブのビピリジン基部分を示す。尚、
上記クロスリンク構造において、ビピリジン基部分は、置換基が無いものを例として記し
ている。］
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一方、本第２工程では、目的塩基がシトシンである場合には、前述するようなクロスリ
ンクが形成されない。
【００９２】
なお、第２工程は、前記第１工程と同時に実施してもよい。即ち、ガイドプローブ、Ｄ
ＮＡ試料、オスミウム酸塩、及び必要に応じて酸化活性化剤を同時に混合し、所定の条件
で反応させることにより、第１工程及び第２工程を同時に実施することもできる。
【００９３】
第３工程
本第３工程では、前記ガイドプローブとＤＮＡ試料とのクロスリンクの有無を検出する
。ガイドプローブとＤＮＡ試料とのクロスリンクが検出されると、目的塩基がメチルシト
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シンであると判定される。一方、ガイドプローブとＤＮＡ試料とのクロスリンク構造が検
出されなければ、目的塩基がシトシンであると判定される。
【００９４】
本第３工程では、ガイドプローブとＤＮＡ試料とのクロスリンクを検出可能である限り
、その具体的検出方法については特に限定されない。
【００９５】
当該クロスリンク構造の検出方法の一例として、当該クロスリンク部分を標識物質で標
識した後に、該標識物質を検出する方法が例示される。ここで、標識物質による標識とし
ては、酵素標識、蛍光標識、電気化学的標識、放射標識等が挙げられる。また、標識物質
の検出は、標識物質の種類に応じた公知の方法で実施される。

20

【００９６】
その他に、クロスリンク構造の検出方法としては、ＤＮＡ試料の質量分析又はゲル電気
泳動による分子量測定が例示される。詳述すれば、以下の通りである。ガイドプローブと
ＤＮＡ試料とがクロスリンクしていれば、ハイブリダイズできない条件下でも、両者が結
合した状態で存在する。一方、ガイドプローブとＤＮＡ試料とがクロスリンクしていなけ
れば、ハイブリダイズできない条件下では、両者は分離して存在する。従って、ハイブリ
ダイズできない条件下で、ＤＮＡ試料の質量分析又はゲル電気泳動を行い、ＤＮＡ試料の
重量又は分子量が増加していれば、ガイドプローブと被験ＤＮＡとがクロスリンクしてお
り、ＤＮＡ試料の重量又は分子量に変動がなければ、ガイドプローブとＤＮＡ試料はクロ
スリンクしていないと判定される。
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【００９７】
更に、他のクロスリンク構造の検出方法としては、前記ガイドプローブとＤＮＡ試料の
ハイブリダイズ産物の熱安定性を測定する方法が例示される。詳述すれば、ハイブリダイ
ズ産物の融点は、クロスリンクが形成されている場合には、クロスリンクが形成されてい
ない場合に比して上昇している。従って、前記ガイドプローブとＤＮＡ試料のハイブリダ
イズ産物の融点を測定することによっても、クロスリンクの形成の有無を判定できる。ま
た、ハイブリダイズ産物の熱安定性は、クロスリンクが形成されている場合に向上してい
るので、上記の他に、熱安定性を測定する方法として、次のような方法を採用できる：
(1)まず、ガイドプローブとＤＮＡ試料のハイブリダイズ産物において、ＤＮＡ試料の領
域であってガイドプローブとハイブリダイズしていない領域ができるように、前記ガイド
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プローブを設計しておく。即ち、ガイドプローブの塩基数をＤＮＡ試料の塩基数よりも少
なくなるように設定しておく。
(2) 前記第２工程後のガイドプローブとＤＮＡ試料のハイブリダイズ産物を、クロスリン
クが形成されている場合にはハイブリダイズ産物が安定であるが、クロスリンクが形成さ
れていない場合にはハイブリダイズ産物が不安定になって二本鎖構造が損なわれる条件下
で処理した後に洗浄する。このような条件の一例として、95℃で10分間煮沸処理する条件
が例示される。このような処理を行うことによって、クロスリンクが形成されているハイ
ブリダイズ産物は、二本鎖構造を保持させた状態できるのに対して、クロスリンクが形成
されていないハイブリダイズ産物は二本鎖構造を喪失し、ガイドプローブのみになる。
(3)別途、ＤＮＡ試料において、ガイドプローブとハイブリダイズしていない領域に対し
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て、ハイブリダイズでき、且つ標識物質が結合しているクロスリンク検出用プローブを準
備しておく。このクロスリンク検出用プローブを、前記(2)の工程の処理物に対して作用
させることにより、ＤＮＡ試料中のガイドプローブとハイブリダイズしていない領域とハ
イブリダイズさせる。
クロスリンクが形成されていないハイブリダイズ産物は、前記(2)の工程によってガイド
プローブのみになっているので、クロスリンク検出用プローブがハイブリダイズできない
。これに対して、クロスリンクが形成されているハイブリダイズ産物は、前記(2)の工程
によっても二本鎖構造が維持されているので、クロスリンク検出用プローブがＤＮＡ試料
の所定の領域に対してハイブリダイズできる。
(4)前記工程(3)の後に、標識物質の有無を検出する。標識物質が検出されるとハイブリダ
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イズ産物においてクロスリンクが形成されていると判定でき、また標識物質が検出されな
ければ、ハイブリダイズ産物においてクロスリンクが形成されていないと判定できる。
【００９８】
(III)メチルシトシン検出用キット
本発明のメチルシトシン検出用キットは、上記メチルシトシン検出方法を実施するため
のキットであり、上記ガイドプローブと、オスミウム酸塩とを備える。本メチルシトシン
検出用キットは、更に酸化活性化剤を含んでいてもよい。また、本メチルシトシン検出用
キットは、上記ガイドプローブとＤＮＡ試料との間で形成されたクロスリンクを検出する
ための試薬を備えるものであってもよい。
【００９９】
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(IV)メチルシトシン検出用核酸チップ
基体上に、１種以上のガイドプローブが固定された核酸チップを用いれば、様々な遺伝
子について様々な位置のシトシンのメチル化の有無を、一度に検出することができる。
【０１００】
プローブは、上記説明したガイドプローブであるが、複数の目的塩基を判定できるよう
に互いに異なるプローブを用いればよい。
【０１０１】
この核酸チップの基体の材料は特に限定されず、例えばガラス、シリカ、金などの公知
の材料を用いることができる。基体上へのプローブのスポット径は例えば５０〜２００μ
ｍ程度とすることができ、スポットピッチは例えば１００〜５００μｍ程度とすることが
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できる。
【０１０２】
この核酸チップ上のプローブ群に対して、上記説明した本発明方法の各操作を行えばよ
い。
【０１０３】
(V)メチルシトシン検出装置
本発明のメチルシトシン検出装置は、上記説明した核酸チップと、チップ上の発色パタ
ーンを検出できる装置とを備える装置である。発色パターンの検出装置としては、蛍光、
吸収、蛍光偏光、蛍光寿命などを測定できるマイクロプレートリーダー、マイクロチップ
リーダー、蛍光顕微鏡、蛍光イメージャーなどが挙げられる。
【実施例】
【０１０４】
以下、実施例を示して本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されない
。
【０１０５】
製造例１
以下に示す工程に従って、4'‑メチル‑2,2'‑ビピリジン修飾プリンヌクレオシドのホス
ホロアミダイト化合物を合成した。具体的な合成方法は以下の通りである。
【０１０６】
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【化１７】

10
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【０１０７】
N‑(2‑アミノエチル)‑(4'‑メチル‑2,2'‑ビピリジン‑4‑イル)ヘキサンアミド（以下、化合
物１と表記する）の合成
(4'‑メチル‑2,2'‑ビピリジン‑4‑イル)ヘキサン酸（568mg、2.0mmol）とPyBOP(Benzotri
azole‑1‑yl‑oxy‑trispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate)（1.14g、2.2mmol）
とをDMF（ジメチルホルムアミド）（10ml）中に添加し、室温で30分間撹拌を行った。次
いで、この溶液に、1,2‑ジアミノエタン（222μL、2.2mmol）を添加し、その混合物を室
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温で２時間撹拌した。得られた溶液は減圧濃縮し、クロロホルムで希釈した。有機相を１
Ｎの水酸化ナトリウムでの洗浄、塩化ナトリウム溶液での洗浄、及び乾燥剤（硫酸マグネ
シウム）による乾燥処理に供し、更に減圧濃縮して、褐色オイル状の化合物１（603mg、1
.7mmol、収率85%）を得た。1H NMR(CDCl3) δ8.46 (t, 2H, J = 5.4 Hz), 8.20 (d, 2H,
J = 6.8 Hz), 7.12‑7.08 (m, 2H), 2.66 (quartet, 2H, J= 7.8 Hz), 2.42 (s, 3H), 2.2
0‑2.12 (m, 2H), 1.72‑1.52 (m, 4H), 1.42‑1.39 (m, 4H), 1.32‑1.25 (m, 2H);
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C NMR

(CDCl3) δ155.9, 152.4, 148.8, 148.7, 148.0, 124.5, 123.8, 121.9, 121.1, 38.8, 3
6.2, 35.1, 29.9, 28.7, 26.7, 20.1; FABMS (NBA/CHCl3) m/z327 ([(M+H)+]), HRMS cal
cd. for C19H27ON4([(M+H)+]) 327.2185, found 327.2184.
(6‑(2‑(6‑(4'‑メチル‑2,2'‑ビピリジン‑4‑イル)ヘキサンアミド)エチルアミノ‑9H‑プリ
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ン‑9‑イル)‑5'‑O‑ジメトキシトリチル‑2'‑デオキシリボサイド（以下、化合物２と表記す
る）の合成
(6‑クロロ‑9H‑プリン‑9‑イル)‑5'‑O‑ジメトキシトリチル‑2'‑デオキシリボサイド（11.
0g、19.2mmol）を含むDMF（50ml）に、ジイソプロピレンアミン(23ml)及び化合物１（11.
0g、55.4mmol）を含むDMF（50ml）を添加し、混合物を７５℃で12時間撹拌した。酢酸エ
チル(1L)で希釈した後、得られた混合液を、塩化ナトリウム溶液による洗浄処理、乾燥剤
（硫酸マグネシウム）による乾燥処理、濾過処理、及び減圧蒸留処理に供した。斯くして
得られた粗生成物に対してシリカゲルカラムクロマトグラフィー（クロロホルム：メタノ
ール＝50:1、1%NH4OH含有）を行い、白色固形状の化合物２（15.8g、18.3mmol、収率95%
）を得た。1H NMR(CD3OD) δ8.41 (dd, 2H, J= 4.8, 10.1 Hz), 8.17 (s, 1H), 8.12 (s,
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1H), 8.04 (s, 2H), 7.33 (d, 2H, J = 7.3 Hz), 7.20 (d, 4H, J = 8.8 Hz), 7.15‑7.0
8 (m, 5H), 6.71 (dd, 4H, J = 4.0, 8.4 Hz), 6.38 (t, 1H, J = 6.2 Hz), 4.60 (quart
et, 1H, J = 4.2 Hz), 4.10 (quartet, 1H, J = 4.4 Hz), 3.66 (s, 6H), 3.43 (t, 2H,
J = 5.9 Hz), 3.32‑3.27 (m, 2H), 2.83 (dt, 1H, J = 6.2, 13.5 Hz), 2.56 (t, 2H, J
= 7.5 Hz), 2.44 (ddd, 1H, J = 4.6, 6.2, 13.4 Hz), 2.36 (s, 3H), 2.11 (t, 2H, J =
13

7.1 Hz), 1.61‑1.50 (m, 4H), 1.29‑1.23 (m, 2H);

C NMR(CD3OD) δ176.3 160.0, 15

7.0, 156.3, 154.7, 153.8, 150.3, 150.0, 149.9, 146.2, 140.4, 137.10, 137.06, 131
.23, 131.20, 129.3, 128.7, 127.8, 126.0, 125.4, 123.6, 122.9, 114.0, 87.9, 87.6,
85.8, 72.6, 65.0, 55.7, 40.8, 40.3, 36.9, 36.0, 30.9, 29.6, 26.5, 21.2; FABMS (
NBA/CH3OH) m/z 863 ([(M+H)+]), HRMS calcd. for C50H55O6N8 ([(M+H)+]) 863.4245, f
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ound 863.4235.
化合物２のホスホロアミダイト化合物（以下、化合物３と表記する）の合成
無水アセトニトリル(500μL)に化合物２（47mg、54μmol）及びテトラゾール(3.8mg,54
μmol)添加されている溶液に、2‑シアノエチルテトライソプロピルホスホロジアミダイト
（17.1μl、54μmol）を窒素雰囲気下で添加した。混合物を室温で30分間撹拌した。得ら
れた反応物を濾過して、化合物３を得た。
化合物２の脱ジメトキシトリチル化
化合物２から保護基（ジメトキシトリチル基）を脱離させることにより、本発明のヌク
レオシド（一般式(1)中のｎが０、Ｒ１が水素原子、Ｚが下記一般式(Za‑1)で表される4'‑
メチル‑2,2'‑ビピリジン修飾プリンである化合物）が得られる。
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また、化合物２から保護基（ジメトキシトリチル基）を脱離させ、更に所定数のリン酸
を付加させることにより、本発明のヌクレオチド（一般式(1)中のｎが１〜３、Ｒ１が水
素原子、Ｚが一般式(Za‑1)で表される4'‑メチル‑2,2'‑ビピリジン修飾プリンである化合
物）が得られる。
【０１０８】
製造例２
1,2‑ジアミノエタンの代わりに1,5‑ジアミノペンタンを使用すること以外は、上記製造
例１と同様の方法で、本発明のヌクレオシド（一般式(1)中のｎが０、Ｒ１が水素原子、
Ｚが下記4'‑メチル‑2,2'‑ビピリジン修飾プリンである化合物）及びヌクレオチド（一般
式(1)中のｎが１〜３、Ｒ１が水素原子、Ｚが下記一般式(Za‑4)で表される4'‑メチル‑2,2
'‑ビピリジン修飾プリンである化合物）を合成した。
【０１０９】
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【化１８】
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【０１１０】
試験例１

メチルシトシンの検出

DNA試料として、20mer DNA(5'‑GGTGGGGGCAGNGCCTCACA‑3'；Nはシトシン又はメチルシト
シンを示す)（配列番号１）を用い、その5'末端を放射標識（32P）し、精製した。
【０１１１】
また、別途、ミスマッチ形成プローブとして、20mer DNA(5'‑TGTGAGGCNCTGCCCCCACC‑3'
；Nは一般式(Za‑1)で表される4'‑メチル‑2,2'‑ビピリジン修飾プリンを示す)（配列番号
２）を調製した。
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【０１１２】
次いで、ラベル化を行ったDNA試料（0.5μM、50μL）とミスマッチ形成プローブ（0.5
μM、50μL）を、5mMオスミウム酸カリウム及び100mMフェレシアン化カリウムを含むトリ
ス塩酸緩衝溶液(pH 7.0、1mMEDTA含有)に加えて50℃で10分間放置した。斯くして得られ
た反応溶液をポリアクリルアミド電気泳動に供して、反応後の生成物の分子量の増減を解
析することにより、クロスリンク体の生成の有無を確認した。また、比較のために、オス
ミウム酸カリウムを添加せずに、或いはミスマッチ形成プローブとして4'‑メチル‑2,2'‑
ビピリジン修飾プリンの代わりに置換されていないプリンを有する20mer DNAを使用して
、様の条件で試験を実施した。
【０１１３】
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結果を図１に示す。図１のlane 1〜6の結果から、オスミウム酸カリウムを添加させて
いない条件では、クロスリンク体が形成されなかったことが確認された。また、4'‑メチ
ル‑2,2'‑ビピリジン修飾プリンを有していないミスマッチ形成プローブでは、クロスリン
ク体が形成されないことも確認された。一方、lane 7及び8の結果から、目的塩基がメチ
ルシトシンであるDNA試料は、目的塩基がシトシンであるDNA試料とは異なるバンドが検出
されることが示された。
【０１１４】
また、目的塩基がメチルシトシンであるDNA試料とミスマッチ形成プローブとの間でク
ロスリンクが形成されていることを明らかにするために、上記反応後のサンプルを精製し
、MALDI‑TOF MSによる同定を行った。その結果から、マスデータから、ミスマッチ形成プ
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ローブオスミウム錯体を介して、目的塩基がメチルシトシンであるDNA試料と結合してい
ることが示唆された。
【０１１５】
更に、目的塩基がメチルシトシンであるDNA試料とミスマッチ形成プローブとの間で形
成されているクロスリンクがメチルシトシン部位選択的なクロスリンク反応であることを
調べるために、上記反応後にピペリジン処理を行い、その産物をゲル電気泳動により解析
した。その結果、メチルシトシン部位でのみ切断が観察されたことから、上記クロスリン
クはメチルシトシンに対して選択的に生じていることが示された（図２参照）。
【０１１６】
即ち、以上の結果から、図３に示すように、目的塩基がメチルシトシンであるDNA試料
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とミスマッチ形成プローブとの間では選択的にクロスリンクが形成されており、目的塩基
がシトシンであるDNA試料とミスマッチ形成プローブとの間ではクロスリンクが形成され
ないことが示された。
【０１１７】
更に得られたアダクト（目的塩基がメチルシトシンであるDNA試料−ミスマッチ形成プ
ローブ）は、その融点が79.1℃であり、オスミウム未処理のアダクト（目的塩基がメチル
シトシンであるDNA試料−ミスマッチ形成プローブ）の融点（54.8℃）と比較すると、熱
安定性が大きく上昇していた。このことは、メチルシトシンへのクロスリンクによる二本
鎖の安定化を指標として、メチルシトシンの検出を容易に行い得ることを示している。
10

【０１１８】
試験例２

メチルシトシンの検出

ミスマッチ形成プローブにおける一般式(Za‑4)で表される4'‑メチル‑2,2'‑ビピリジン
修飾プリンとして下記の構造のものを使用する以外は、上記試験例１と同様の方法で試験
を行い、メチルシトシンの検出を行った。
【０１１９】
結果を図４に示す。図４には、上記試験例１の結果についても併せて示す。この結果か
ら、リンカーの長さの違い（炭素数が２又は５の違い）に拘わらず、メチルシトシンを選
択的に検出できることが明らかとなった。
【０１２０】
試験例３

長鎖DNAを試料としたメチルシトシンの検出
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長鎖のDNAを試料としても、メチルシトシンの検出を行えるかを確認するために、以下
の試験を実施した。
【０１２１】
まず、DNA試料として、30mer DNA(5'‑CTCATGGTGGGGGCAGNGCCTCACAACCTC‑3'；Nはシトシ
ン又はメチルシトシンを示す)（配列番号３）を用い、その5'末端を放射標識（32P）し、
精製したものを準備した。当該DNA試料（0.5μM、50μL）と試験例１で使用したミスマッ
チ形成プローブ（0.5μM、50μL）を、5mMオスミウム酸カリウム及び100mMフェレシアン
化カリウムを含むトリス塩酸緩衝溶液(pH 7.0、1mMEDTA含有)に加えて50℃で1〜20分間反
応させ、経時的にサンプリングした。斯くして得られた反応溶液をポリアクリルアミド電
気泳動に供して、反応後の生成物の分子量の増減を解析することにより、クロスリンク体

30

の生成の有無を確認した。
【０１２２】
結果を図５に示す。この結果から、長鎖（30mer）のDNA試料に対しても、高い精度でメ
チルシトシンの検出が可能であることが確認された。
【０１２３】
試験例４

標識物質を使用したメチルシトシンの検出

＜試験方法＞
以下の工程ａ〜ｈを実施することにより、標識物質を使用したメチルシトシンの検出を
行った。なお、本試験における各工程の模式図について図６に示す。
工程ａ：ミスマッチ形成プローブのチップへの結合

40

ミスマッチ形成プローブとして20mer DNA(5'‑AAACTCCACNCACAAACACG‑3'； Nは一般式(Z
a‑1)で表される4'‑メチル‑2,2'‑ビピリジン修飾プリンを示す)（配列番号４）を準備し、
その5'末端を基−(CH2)18−NH2で修飾することによりアミノ化した。
【０１２４】
当該アミノ化ミスマッチ形成プローブ（25μM）及びNaCl（0.1M）を含む150mMのNa cac
oバッファーを調製し、その2μLをアルデヒド基を有するチップ（アルデヒド基によって
コーティングされたスライドガラス）に添加して終夜室温でインキュベートした。次いで
、0.15重量％SDS含有水溶液で洗浄した後に乾燥させて、DNA試料の5'末端を結合させたチ
ップを得た。
【０１２５】
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工程ｂ：ミスマッチ形成プローブが結合されたチップに対する還元
次に、チップに結合したミスマッチ形成プローブに対して、PBS(phosphate buffered s
aline; pH 7.0)4mL、水酸化硼素ナトリウム10mg、及びエタノール1mLを添加し、室温で５
分間放置し、水で２回洗浄した後に乾燥させて、チップとミスマッチ形成プローブとの間
を結合させている窒素原子を還元させた（即ち、チップとミスマッチ形成プローブとの間
を結合させている基を、基−N=C‑から基−NH‑CH2−に変換させた）。
【０１２６】
工程ｃ：ミスマッチ形成プローブとDNA試料とのハイブリダイズ
次に、DNA試料として50mer DNA(5'‑TTTGAGGTGNGTGTTTGTGCCTGTCCTGGGAGAGACCGGCGCACAG
AGGA‑3'；Nはシトシン又はメチルシトシンを示す)（配列番号５）を用いて、当該DNA試料
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（配列番号５においてNがメチルシトシンのものとシトシンのものとが所定量混在）と、
チップに結合させたミスマッチ形成プローブとをハイブリダイズさせた。具体的には、チ
ップに結合させたミスマッチ形成プローブに対して、DNA試料（1μM）及びNaCl（0.1M）
を含む50mMのリン酸ナトリウム溶液（pH 7.0）を2μL添加し、室温で30分間静置した。そ
の後、１×SSCで洗浄した後に、更に0.1×SSCで洗浄し、乾燥させることにより、チップ
上でミスマッチ形成プローブとDNA試料とのハイブリダイズ産物を得た。
【０１２７】
工程ｄ：ハイブリダイズ産物におけるクロスリンクの形成
更に、上記で得られたハイブリダイズ産物に対して、5mMオスミウム酸カリウム及び100
mMフェレシアン化カリウムを含むトリス塩酸緩衝溶液(pH 7.7、1mMEDTA含有)を2μL添加
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し、室温で1時間反応させた。次いで、0.15重量％SDS含有水溶液で洗浄した後に乾燥させ
て、ハイブリダイズ産物においてクロスリンクが形成された反応物を得た。
【０１２８】
工程ｅ：クロスリンクが形成されていないハイブリダイズ産物の分解
次に、上記処理を行った反応産物を95℃の水に10分間浸漬した後に乾燥させることによ
り、クロスリンクが形成されていないハイブリダイズ産物を分解させた。
【０１２９】
工程ｆ：クロスリンク検出用プローブのハイブリダイズ
更に、クロスリンク検出用プローブとして、3'末端にトリエチレングリコールを介して
ビオチンを結合させている20mer DNA(3'‑TCTCTGGCCGCGTGTCTCCT‑5')（配列番号６）を準
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備した。上記処理を行った反応産物に対して、このクロスリンク検出用プローブ（10μM
）及びNaCl（0.1M）を含む50mMのリン酸ナトリウム溶液（pH 7.0）を2μL添加し、室温で
30分間静置した。その後、１×SSCで洗浄した後に、更に0.1×SSCで洗浄し、乾燥させる
ことにより、チップ上でDNA試料とクロスリンク検出用プローブとをハイブリダイズさせ
た反応物を得た。
【０１３０】
工程ｇ：チップのブロッキング
次いで、上記で得られたチップ上の反応産物に対して、子牛血清アルブミン(BSA)（50m
g/mL）を含むPBSを1.5mL添加して室温で５分間静置した。その後、PBSで洗浄することに
より、反応産物が結合しているチップをブロッキングした。
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【０１３１】
工程ｈ：Cy3‑アビジンコンジュゲートの結合
更に、上記でチップ上の反応産物に対して、BSA(50mg)、PBS（1.5mL）及びCy3‑アビジ
ンコンジュゲート(15μL)を添加して室温で5分間反応させた。その後、PBSで洗浄した後
に乾燥させることにより、チップ上の反応産物に存在するビオチンにCy3‑アビジンコンジ
ュゲートを結合させた反応物を得た。
【０１３２】
工程ｇ：Cy3の蛍光強度の測定
斯くして処理されたチップ上の反応物のCy3の蛍光強度を測定した（励起波長532nm、検
出波長585±45nm）。
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【０１３３】
＜結果＞
この結果、DNA試料における、目的塩基がメチルシトシンであるDNAの割合に応じて、強
い蛍光輝度が検出された（図７参照）。即ち、この結果から、本発明によれば、予めメチ
ル化頻度と検出される蛍光輝度との関係を示す検量線を作成することによって、シトシン
のメチル化頻度が未知のDNA試料に対して、メチル化量の定量が可能になることが確認さ
れた。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】試験例１で行ったポリアクリルアミド電気泳動の結果を示す図である。図１中、
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K2OsO4の欄が「−」のものは、K2OsO4を添加していない場合の結果を示し、該欄が「＋」
のものはK2OsO4を添加した場合の結果を示す。また、図中、ODN1'(BpyA)の欄が「−」の
ものは、4'‑メチル‑2,2'‑ビピリジン修飾プリンを有していないミスマッチ形成プローブ
を使用した場合の結果であり、該欄が「＋」のものは4'‑メチル‑2,2'‑ビピリジン修飾プ
リンを有しているミスマッチ形成プローブを使用した場合の結果を示す。更に、図中のＮ
の欄が「Ｃ」のものはDNA試料において目的塩基がシトシンである場合の結果を示し、該
欄が「Ｍ」のものは、DNA試料において目的塩基がメチルシトシンである場合の結果を示
す。
【図２】試験例１において、クロスリンク反応後にピペリジン処理を行い、その産物をゲ
ル電気泳動により解析した結果を示す図である。図２中、probeの欄が「−」のものは、
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ミスマッチ形成プローブを添加していない場合の結果を示し、該欄が「＋」のものは4'‑
メチル‑2,2'‑ビピリジン修飾プリンを有しているミスマッチ形成プローブを使用した場合
の結果を示す。また、図中、Osの欄が「−」のものは、K2OsO4を添加していない場合の結
果を示し、該欄が「＋」のものはK2OsO4を添加した場合の結果を示す。更に、図中のＮの
欄が「Ｃ」のものはDNA試料において目的塩基がシトシンである場合の結果を示し、該欄
が「Ｍ」のものは、DNA試料において目的塩基がメチルシトシンである場合の結果を示す
。
【図３】試験例１で得られた結果から明らかにされた知見を模式的に示す図である。即ち
、4'‑メチル‑2,2'‑ビピリジン基とメチルシトシンはオスミウム酸を介してクロスリンク
を形成するが、4'‑メチル‑2,2'‑ビピリジン基とシトシンでは、該クロスリンクは形成し
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ないことを模式的に示す図である。
【図４】試験例２で行ったポリアクリルアミド電気泳動の結果を示す図である。図４中、
m1=1のものは、ミスマッチ形成プローブに一般式(Za‑1)で表される4'‑メチル‑2,2'‑ビピ
リジン修飾プリンが結合している場合の結果を示し、m1=4のものは、ミスマッチ形成プロ
ーブに一般式(Za‑4)で表される4'‑メチル‑2,2'‑ビピリジン修飾プリンが結合している場
合の結果を示す。また、図中のＮの欄が「Ｃ」のものはDNA試料において目的塩基がシト
シンである場合の結果を示し、該欄が「Ｍ」のものは、DNA試料において目的塩基がメチ
ルシトシンである場合の結果を示す。
【図５】試験例３で行ったポリアクリルアミド電気泳動の結果を示す図である。図中のＮ
の欄が「Ｃ」のものはDNA試料において目的塩基がシトシンである場合の結果を示し、該
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欄が「Ｍ」のものは、DNA試料において目的塩基がメチルシトシンである場合の結果を示
す。
【図６】試験例４で行ったメチルシトシンの検出について、各工程毎に模式的に示す図で
ある。図中、Xは4'‑メチル‑2,2'‑ビピリジン修飾プリンを示し、Mはメチルシトシンを示
す。
【図７】試験例４で行った試験結果を示す図である。図中、［M］/(［M］＋［C］)は、DN
A試料として使用した配列番号５に示すDNAにおいて、NがメチルシトシンであるDNAの割合
(%)、即ち、目的塩基がメチルシトシンであるのDNAと目的塩基がシトシンのDNAの合計量
に対する目的塩基がメチルシトシンのDNAの割合(%)を示している。図中、左図は、蛍光顕
微鏡により観察した結果（４回の実験結果；１列につき１回の実験の結果）を示す。また
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、図中、右図は、左図に示される４回の実験結果の蛍光の輝度の平均をプロットしたもの
である。
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