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(57)【要約】
【課題】本発明は、ＰＥＴ法に用いられる標識元素を短時間で導入できるオリゴヌクレオ
チド誘導体及びＰＥＴ法の適用が可能なオリゴヌクレオチド誘導体を提供することを目的
とする。
【解決手段】本発明のオリゴヌクレオチド誘導体は、ヌクレオシドに替えて、エチニル基
を置換基として有するベンゼン骨格（１）を有するユニットを備える。
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【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも１個の以下の式（１）で示されるユニット（ただし下記式（１）のベンゼン
環に直接結合する水素に替えて、水素以外の置換基が結合しているものも含む）を有する
ことを特徴とするオリゴヌクレオチド誘導体。
【化１】
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【請求項２】
少なくとも１個の以下の式（２）で示されるユニットを有する、オリゴヌクレオチド誘
導体。
【化２】
20

【請求項３】
以下に示す式（３）で表される、請求項１又は２に記載のオリゴヌクレオチド誘導体。
【化３】

30

式中、R1及びR2は、それぞれ独立して水素又はヒドロキシル保護基を表し、ａ、ｂ及びｃ

40

は独立して０以上の整数であって少なくとも１つが1以上であり、Ａ及びＢは独立して改
変されてもよいオリゴヌクレオチドであってＡとＢとを合わせた鎖長が３以上のオリゴヌ
クレオチドを表す。ただし、Ａ及びＢにおいてオリゴヌクレオチドの３

末端と５

末端

の水酸基を含まない。
【請求項４】
Ｒ１及びＲ２はＨであることを特徴とする請求項３に記載のオリゴヌクレオチド誘導体
。
【請求項５】
ｂは０であることを特徴とする請求項３又は４記載のオリゴヌクレオチド誘導体。
【請求項６】
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ａ及びｂはともに０であることを特徴とする請求項３乃至５のいずれか1項に記載のオ
リゴヌクレオチド誘導体。
【請求項７】
ｃは１以上５以下であることを特徴とする請求項６記載のオリゴヌクレオチド誘導体。
【請求項８】
Ａ及びＢは、所定の遺伝子ｍＲＮＡの部分配列又はその相補配列を有する請求項３乃至
７のいずれか1項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。
【請求項９】
Ａ及びＢを合わせた鎖長は、１０以上３５以下である請求項３乃至８のいずれか1項記
載のオリゴヌクレオチド誘導体。

10

【請求項１０】
Ａ及びＢはオリゴリボヌクレオチドであることを特徴とする請求項３乃至９のいずれか
1項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。
【請求項１１】
請求項１乃至１０のいずれか1項に記載のオリゴヌクレオチド誘導体のエチニル基に有
機アジド化合物がＨｕｉｓｇｅｎ反応によって結合されていることを特徴とするオリゴヌ
クレオチド誘導体。
【請求項１２】
有機アジド化合物は式（４）で表される化合物であることを特徴とする請求項１１記載
のオリゴヌクレオチド誘導体（ただし、式（４）中φは置換基を有してもよいベンゼン環
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を示す）。
【化４】

【請求項１３】
前記置換基はフッ素又はフッ素を有するアルキル基であることを特徴とする請求項１２
記載のオリゴヌクレオチド誘導体。
【請求項１４】
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遺伝子発現調節用オリゴヌクレオチド構築物であって、
請求項１乃至１０のいずれか1項に記載のオリゴヌクレオチド誘導体を有する構築物。
【請求項１５】
１本鎖及び２本鎖ＤＮＡ、１本鎖及び２本鎖ＲＮＡ、ＤＮＡ／ＲＮＡキメラ並びにＤＮ
Ａ／ＲＮＡハイブリッドから選択される遺伝子発現調節用オリゴヌクレオチド構築物であ
って、請求項１４に記載の構築物。
【請求項１６】
アンチジーン、アンチセンス、アプタマー、siＲＮＡ、ｍｉＲＮＡ、ｓｈＲＮＡ及びリ
ポザイムから選択される、請求項１４又は１５に記載の構築物。
【請求項１７】
ダングリングエンド部分に以下の式（５）で表されるユニットを有する請求項１４乃至
１６のいずれか1項記載の構築物。
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【化５】

10
【請求項１８】
ｓｉＲＮＡであって、前記オリゴヌクレオチド誘導体において、ａ及びｂは０であり、
ｃは1又は２であり、３

末端ダングリングエンド部分に以下の式（５）で表されるユニ

ットを含む、請求項１７記載の構築物。
【化６】

20

【請求項１９】
遺伝子診断用オリゴヌクレオチド構築物であって、請求項１乃至１３のいずれかに記載
のオリゴヌクレオチド誘導体を有する構築物。
【請求項２０】
プローブ又はプライマーであることを特徴とする請求項１９に記載の構築物。
【請求項２１】
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以下の式（６）で表される化合物（ただし式（６）のベンゼン環に直接結合する水素に
替えて、水素以外の置換基が結合しているものも含む）。
【化７】

40
（式中Ｗ１はヒドロキシル保護基を表し、Ｗ２はＨ、ホスホロアミダイト基又は固相担体
に結合される若しくは結合された連結基を表す。
【請求項２２】
ｓｉＲＮＡのダングリングエンドユニット用である請求項２１に記載の化合物。
【請求項２３】
請求項２０に記載の化合物から選択される1種又は2種以上を用いることを特徴とするオ
リゴヌクレオチドの修飾方法。
【請求項２４】
オリゴヌクレオチドに、少なくとも1個の以下の式（１）で表されるユニット（ただし
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下記式（１）のベンゼン環に直接結合する水素に替えて、水素以外の置換基が結合してい
るものも含む）を付加、置換及び挿入のいずれか又はこれらを組み合わせて導入すること
を特徴とするオリゴヌクレオチドの修飾方法。
【化８】

10

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、オリゴヌクレオチド誘導体、オリゴヌクレオチド誘導体を用いたオリゴヌク
レオチド構築物、オリゴヌクレオチド誘導体を合成するための化合物及びオリゴヌクレオ
チド誘導体の製造方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
近年、ＤＮＡやＲＮＡなど各種のオリゴヌクレオチドが治療、診断等の用途に用いられ
るようになってきている。例えば、診断用途においては、ＤＮＡチップやＤＮＡマイクロ
アレイが挙げられ、治療用途では、治療関連遺伝子の導入ほか、疾患関連遺伝子のノック
ダウンによる発現抑制等が挙げられる。また、特定の分子と特異的に結合する核酸分子や
ペプチドであるアプタマーを治療薬として用いる試みもなされている。
【０００３】
特に注目される核酸技術としては、ＲＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）を利用した、特定遺伝子の
ノックダウン法が挙げられる。ＲＮＡｉとは、二本鎖ＲＮＡ（ｄｓＲＮＡ）の働きによっ
て、それと配列の相同な遺伝子の働きが抑制される現象をいう。ＲＮＡｉによる遺伝子発
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現の抑制は、ｄｓＲＮＡがＲＮａｓｅIIIファミリーの一種であるＤｉｃｅｒによって認
識され、切断されて２１〜２３量体のｓｉＲＮＡｓ（short interfering RNAs）となり、
このＳＩＲＮＡがＲＩＳＣ（RNA−induced silencing complex）に取り込まれ、続いて取
り込まれたsiRNAに相同的なmRNAが中央部で切断され、分解されることによる。
【０００４】
しかしながら、生体内において外来性のＤＮＡやＲＮＡは、各種のヌクレアーゼに曝さ
れており、特にＲＮＡはヌクレアーゼにより分解されやすいため、意図したノックダウン
効果が充分得られなかったり、ノックダウン効果を安定的に維持させるのが困難であった
りするという問題があった。
【０００５】

40

こうした問題を解決するため、ＲＮＡを化学修飾してヌクレアーゼ抵抗性を向上させる
ことが検討されている（非特許文献１〜３）
【０００６】
例えば、ｓｉＲＮＡについても、図３に示すように、様々な化学修飾が試みられている
（非特許文献４）。また、本発明者は、ｓｉＲＮＡの３

末端ダングリングエンドのリン

酸ジエステル結合部分をカルバメート結合やウレア結合に変換し、これによって結合部分
の負電荷をなくし、ｓｉＲＮＡのヌクレアーゼ抵抗性とサイレンシング活性とを高めるこ
とに成功している（非特許文献５）。また、本発明者は、ヌクレオシドに替えてベンゼン
骨格を有するユニットをＲＮＡ等の核酸オリゴマーに導入することによって、ヌクレアー
ゼ抵抗性を高めることにも成功し、さらには、ベンゼン骨格を導入するためのアミダイト
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試薬をＣＰＧ樹脂に修飾し、これを用いたヌクレオチドの修飾にも成功している（特許文
献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】ＷＯ２００７／０９４１３５
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】（L.Beigelman,J.A

McSwiggen，K.G.Draper et al.,J

Biolchem 270
10

，25702−25708（1995）27）
【非特許文献２】S.P.Zinnen K.Domenico, M. Wilson et al., RNA 8,214‑228(2002)
【非特許文献３】S.Agrawaland E.R.KandimaIla,Curr.CanGer Drug Targets,1,197‑209（
2001））
【非特許文献４】H．Hoshi

FEBS Letters 521，197‑199（2002））

【非特許文献５】Y.Ueno,T.Naito,K.Kawada,A.Shibata,Hye‑Sook Kim Y.Wataya,Y.Kidade
,BiochemBiophys Res Commun330,1168‑1175(2005)
【非特許文献６】J.J.Song,Liu N.H.Tolia,J.Schn eiderman,S.K.Smith,R.A.Martienssen
,G.J.Hannonand L.Joshuator, Nat.Struct.Biol 10,1026‑1032(2003)
【非特許文献７】K.S.Yan,S.Yan, A.Farooq,A.Han,L.Zeng and M.M.Zhou,Nature,426,468
20

‑474(2003)
【非特許文献８】Zhang,F.A Kolb,L.Jaskiewicz,E.Westhof and W.Filipowicz Cell 118,
57‑68(2003)
【非特許文献９】A.Linge B.Simon E.1zaurralde and M.Sattler Nature 426,465‑469(20
03))
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
陽電子放射断層画像撮影（ＰＥＴ）法は、生体内における薬物の局部位や代謝について
、分子レベルでの解明を可能にする非侵略的解析技術である。このＰＥＴ法をオリゴヌク
レオチド誘導体に適用できれば、ＲＮＡ創薬等の開発の強力な武器になると考えられる。
１１

しかしながら、ＰＥＴに用いられる標識元素の半減期は短く（

30

Ｃで２０分、

１８

Ｆで

１１０分）、このため、オリゴヌクレオチド誘導体にＰＥＴ法を適用した例はなく、ＰＥ
Ｔ法を適用可能な標識元素を短時間で標識できるオリゴヌクレオチド誘導体も知られてい
ない。
【００１０】
本発明は、上記従来の実情に鑑みてなされたものであり、ＰＥＴ法に用いられる標識元
素を短時間で導入できるオリゴヌクレオチド誘導体、該オリゴヌクレオチド誘導体を用い
たオリゴヌクレオチド構築物、該オリゴヌクレオチド誘導体を合成するための化合物及び
該オリゴヌクレオチド誘導体の製造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】
【００１１】
本発明者は、ＰＥＴ法に用いられる標識元素をオリゴヌクレオチド誘導体に短時間で導
入する方法として、Ｈｕｉｓｇｅｎ反応を応用することを考えた。
【００１２】
Ｈｕｉｓｇｅｎ反応とは、有機アジド化合物とアルキン類とが［３＋２］型の付加環化
反応を起こし、１，２，３−トリアゾール誘導体を与える反応をいう（下記化学式参照）
。
【００１３】
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【化１】

【００１４】
アルキン類が末端アルキンの場合、銅（Ｉ）イオンが触媒となり、選択的に１，４−二
置換体が得られる。この反応は、他にアルコール、アミン、アミド、エステル、ハライド
など各種官能基があっても邪魔されず、目的のトリアゾールが高収率で得られる。反応溶
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媒もアルコール、一般的有機溶媒、水などの中で問題なく進行する。またアジド及びアル
キンは各種有機化合物に導入が容易であり、反応後に余分な廃棄物を出さないという多く
の利点を有している。このため、K. B. Shaprlessらが提唱するクリック反応の代表例と
して、挙げられている。
【００１５】
本発明者はオリゴヌクレオチド誘導体をエチニル基で修飾し、さらに、このエチニル基
と、ＰＥＴ法に適用できる元素で標識した有機アジド化合物とをＨｕｉｓｇｅｎ反応によ
って環化させることを考え、本発明を完成するに至った。
【００１６】
すなわち、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体は、少なくとも１個の以下の式（１）で

20

示されるユニット（ただし下記式（１）のベンゼン環に直接結合する水素に替えて、水素
以外の置換基が結合しているものも含む）を有することを特徴とする。
【化２】

30

【００１７】
上記式（１）のベンゼン環にはエチニル基が結合しているため、有機アジド化合物とＨ
ｕｉｓｇｅｎ反応を行うことができる。この反応は、短時間で収率よく行われる。しかも
、反応を阻害する官能基も少なく、反応後に余分な廃棄物を出すこともないので、特別な
精製等の工程も要さない。このため、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体を、ＰＥＴ法に
用いられる標識元素で標識した有機アジド化合物と反応させれば、容易にＰＥＴ法の適用
が可能なオリゴヌクレオチド誘導体とすることができる。
40

【００１８】
また、こうしたベンゼン置換基を導入されたオリゴヌクレオチド誘導体は、ヌクレアー
ゼ抵抗性を有することが期待される。さらには、上記式（１）で示されるユニットは、各
種ヌクレアーゼのターゲットとなる箇所（ヌクレアーゼの種類により、３
端や非３

末端非５

末端や５

末

末端の特定の部位等）に結合させることができる。

【００１９】
また、上記式（１）のユニットをｓｉＲＮＡの３

ダングリングエンドに結合させるこ

とにより、ＲＮＡｉによる遺伝子発現抑制作用の増大が期待される。この理由は、次の通
りである。
ＲＮＡｉにおいて重要な役割を果たすＲＩＳＣは、ＲＮＡｉの標的ｍＲＮＡの分解の過
程に関与するマルチドメインタンパクとして知られているが、近年、ＲＩＳＣ中のＰＡＺ
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ドメインとｓｉＲＮＡとの共結晶のＸ線結晶構造解析が行われた(J.B.Ma K.Ye and D.J.P
atel Nature‥429,318‑322(2004).)。その結果、ＰＡＺドメインはｓｉＲＮＡの３
ダングリングエンドを認識しており、３

末端

末端ダングリングエンドの２ヌクレオチドがＰ

ＡＺドメインの疎水性ポケットに入り込んで認識されていることが明らかとなっている。
本発明のオリゴヌクレオチド誘導体には、疎水性を有するベンゼン環を有しており、この
ため、ＰＡＺとの親和性及びＰＡＺによる認識性が向上し、これにより、サイレンシング
効果が向上するものと考えられる。
【００２０】
本発明のオリゴヌクレオチド誘導体は、少なくとも１個の以下の式（２）で表されるユ
10

ニットを有していてもよい。
【化３】

20
【００２１】
また、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体は、以下に示す式（３）で表される構造であ
ってもよい。
【化４】

30

式中、R1及びR2は、それぞれ独立して水素又はヒドロキシル保護基を表し、ａ、ｂ及びｃ
は独立して０以上の整数であって少なくとも１つが1以上であり、Ａ及びＢは独立して改
変されてもよいオリゴヌクレオチドであってＡとＢとを合わせた鎖長が３以上のオリゴヌ
クレオチドを表す。ただし、Ａ及びＢにおいてオリゴヌクレオチドの３

末端と５

末端

の水酸基を含まない。
【００２２】
さらに、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体は、上記式（３）において、Ｒ１及びＲ２

40

はＨとすることができる。また、ここでｂは０であるとすることもできる。さらには、ａ
及びｂはともに０であるとすることもできる。また、ｃは１以上５以下であるとすること
もできる。
【００２３】
さらに、Ａ及びＢは、所定の遺伝子ｍＲＮＡの部分配列又はその相補配列を有するオリ
ゴヌクレオチド誘導体であってもよい。また、Ａ及びＢを合わせた鎖長は、１０以上３５
以下であってもよい。さらに、Ａ及びＢはオリゴリボヌクレオチドであってもよい。
【００２４】
また、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体は、上記のオリゴヌクレオチド誘導体のエチ
ニル基に有機アジド化合物がＨｕｉｓｇｅｎ反応によって結合されたものとすることがで
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きる（この場合、オリゴヌクレオチド誘導体のエチニル基と有機アジド化合物とは［３＋
２］型の付加環化反応を起こし、１，２，３−トリアゾール誘導体とされている）。有機
アジド化合物は芳香族アジド化合物やアルキルアジド化合物等が挙げられる。その中でも
下記式（４）で表される化合物が好ましい（ただし、式（４）中φは置換基を有してもよ
いベンゼン環を示す）。本発明者は、有機アジド化合物の中でも、下記式（４）で表され
る化合物（ただし、式（４）中φは置換基を有してもよいベンゼン環を示す）が、極めて
迅速かつ高収率でＨｕｉｓｇｅｎ反応が進行することを確認している。また、φの置換基
をフッ素又はフッ素を有するアルキル基としておくこともできる。さらには、フッ素をＰ
ＥＴ法に用いられる１８Ｆとすることにより、ＰＥＴ法の適用が可能なオリゴヌクレオチ
10

ド誘導体となる。
【化５】

【００２５】
本発明のオリゴヌクレオチド構築物は、遺伝子発現調節用オリゴヌクレオチド構築物で
あって、上記いずれかのオリゴヌクレオチド誘導体を有することを特徴とする。このオリ
ゴヌクレオチド構築物は、１本鎖及び２本鎖ＤＮＡ、１本鎖及び２本鎖ＲＮＡ、ＤＮＡ／
ＲＮＡキメラ並びにＤＮＡ／ＲＮＡハイブリッドから選択されるオリゴヌクレオチド構築

20

物とすることができ、また、その機能面からは、アンチジーン、アンチセンス、アプタマ
ー、siＲＮＡ、ｍｉＲＮＡ、ｓｈＲＮＡ及びリポザイムから選択することができる。さら
には、ダングリングエンド部分に以下の式（５）で表されるユニットを有することができ
る。
【化６】

30

【００２６】
また、ｓｉＲＮＡであって、前記オリゴヌクレオチド誘導体において、ａ及びｂは０で
あり、ｃは1又は２であり、３

末端ダングリングエンド部分に上記式（５）で表される

ユニットを含むことができる。
【００２７】
また、本発明によれば、上記いずれかのオリゴヌクレオチド誘導体を有する遺伝子診断
用オリゴヌクレオチド構築物とすることができる。さらに、本構築物はプローブ又はプラ
イマーとすることができる。
【００２８】
本発明のオリゴヌクレオチド誘導体は、本発明の化合物を利用することにより、合成す
ることができる。すなわち、本発明の化合物は、以下の式（６）で表されることを特徴と
する（ただし式（６）のベンゼン環に直接結合する水素に替えて、水素以外の置換基が結
合しているものも含む）。
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【化７】

（式中Ｗ１はヒドロキシル保護基を表し、Ｗ２はＨ、ホスホロアミダイト基又は固相担体

10

に結合される若しくは結合された連結基を表す。この化合物は、ｓｉＲＮＡのダングリン
グエンドの化学修飾用のユニットとして用いることができる。
【００２９】
本発明の上記化合物から選択される１種又は２種以上を用いて、オリゴヌクレオチドを
修飾することができる。すなわち、オリゴヌクレオチドに、少なくとも1個の以下の式（
１）で表されるユニット（ただし下記式（１）のベンゼン環に直接結合する水素に替えて
、水素以外の置換基が結合しているものも含む）を付加、置換及び挿入のいずれか又はこ
れらを組み合わせて導入することができる。
【化８】
20

【発明を実施するための形態】
【００３０】

30

（オリゴヌクレオチド誘導体）
本発明のオリゴヌクレオチド誘導体は、上記式（１）で示されるユニットを、オリゴヌ
クレオチド誘導体の少なくとも１箇所に有するものである。このユニットの存在により、
優れたヌクレアーゼ耐性が期待できる。このようなユニットは、配列既知又は配列未知の
オリゴヌクレオチドに対して、付加、置換又は挿入のいずれか、あるいは、これらを組み
合わせて導入することができ、こうして本発明のオリゴヌクレオチド誘導体とすることが
できる。なお、ここでいうオリゴヌクレオチドとは、改変されてもよいオリゴヌクレオチ
ドである。
【００３１】
上記式（１）で示されるユニットにおいてベンゼン環に結合している２つの「−ＣＨ２

40

Ｏ−」基及びエチニル基は、いずれの位置に結合していてもよい。また、ベンゼン環に直
接結合する水素に替えて、水素以外の置換基が結合していてもよい。このような置換基と
しては、疎水基であって極性の小さいものが好ましい、例えば、炭素数１〜４のアルキル
基が挙げられる。すなわち、メチル基、エチル基、ｎ−プロピル基、ｎ−ブチル基、イソ
ブチル基及びｔｅｒｔ−ブチル基が挙げられる。
【００３２】
本発明のオリゴヌクレオチド誘導体は、上記式（１）で示されるユニットを適当な連結
基を介して、オリゴヌクレオチドの一部に結合されている。連結基としては、たとえばホ
スホジエステル結合等、オリゴヌクレオチドのヌクレオチド単位の連結に用いられる公知
の連結基を用いることができる。また、ユニットがオリゴヌクレオチドの末端にある場合

50

(11)

JP 2010‑195698 A 2010.9.9

には、ユニットの一方の酸素原子には、水素又は公知のヒドロキシル保護基が結合されて
いてもよい。
【００３３】
また、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体の一態様として、下記式（３）に表される化
合物が挙げられる。
【化９】

10

式中、R1及びR2は、それぞれ独立して水素又はヒドロキシル保護基を表す。ヒドロキシ
ル保護基としては、該保護基により置換されるヒドロキシル基中の酸素を意図しない反応
から保護する基であればよい。好ましくは、保護基は、オリゴヌクレオチド誘導体の活性
を維持し、脱離容易なものである。こうしたヒドロキシル保護基としては、特に限定され
なくて、従来公知の各種のヒドロキシル保護基を用いることができる。本発明の好ましい

20

保護基として、例えばフルオレニルメトキシカルボニル（ＦＭＯＣ）、ジメトキシトリチ
ル（ＤＭＴ）、モノメトキシトリチル、トリフルオロアセチル、レブリニル、シリル基等
である。例えば、ヌクレオチド又はオリゴヌクレオチドの５

末端にあるヒドロキシル基

についての好ましい保護基は、トリチル基、ジメトキシトリチル基から選択される。
【００３４】
この態様のオリゴヌクレオチド誘導体は、上式（３）に示す３種類のカッコで示される
ユニット１〜３のいずれか又は２種類以上を有している。以下、式（３）において、５
末端に配置されるユニットをユニット１と称し、３
ット３と称し、非５

末端及び非３

末端に配置にされるユニットをユニ

末端に配置されるユニットをユニット２と称する。

オリゴヌクレオチド誘導体に付加しようとする機能によっても異なるが、ユニット１は、
オリゴヌクレオチドの５

末端に配置されるため、例えば、５

末端に件用するエキソヌ

クレアーゼ抵抗性を付与するのに有効である。また、ユニット３は、３

末端に作用する

エキソヌクレアーゼに有効である。また、ユニット２は、オリゴヌクレオチドの非３
端非５

30

末

末端においてエンドヌクレアーゼ抵抗性を付与するのに有効である。さらに、ユ

ニット３は、二本鎖ＲＮＡの３

末端ダングリングエンド部分に形成するときには、ＲＮ

Ａｉによるサイレンシング効果の向上に有効である。したがって、例えば３

末端作用性

ヌクレアーゼ抵抗性を向上させたい場合には、ａ及びｂは０であってもよい。逆に、５
末端作用性ヌクレアーゼ抵抗性を高める場合には、ｂ及びｃは０であってもよい。また、
ヌクレアーゼ抵抗性を得る場合には、ａ、ｂ及びｃはいずれも少なくとも1つ有していれ
40

ばよいが、それぞれあるいは組み合わせて2個以上有することもできる。
【００３５】
ユニット１、ユニット２及びユニット３の数や部位は、ヌクレアーゼ抵抗性と、非ヌク
レオシド性のユニット１〜ユニット３を導入することによるオリゴヌクレオチド誘導体へ
の影響を考慮して決定される。例えば、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体を利用してｓ
ｉＲＮＡ又はｓｈＲＮＡを構築する場合、ａ及びｂは0とし、これらの構築物の３

末端

のダングリングエンド部位に対応するヌクレオチド（例えば、ｄＴ（デオキシチミジン）
）の３

末端に１個〜３個（ｃ＝１〜３）、好ましくは１個又は２個（ｃ＝１、２）のユ

ニット３を付加してもよいし、ｓｉＲＮＡの例えば２つのｄＴのうち１個又は２個をユニ
ット３で置換してもよい（ｃ＝１、２）。さらには、３

末端ダングリングエンドにユニ

ット２を挿入してもよい。既存ヌクレオチドをユニット３で置換する形態は、ｓｉＲＮＡ
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の鎖長を延長することがないというメリットがある。
【００３６】
また、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体を利用してアンチジーン、アンチセンス、ア
プタマー、ｍｉＲＮＡ及びリボザイムを構築するときには必要に応じて適宜、式（１）で
表されるユニットあるいはユニット１〜ユニット３を備えるようにすればよい。例えば、
アンチセンスＲＮＡには、３

末端が側及び５

末端側に式（１）で表されるユニット、

ユニット１及びユニット３を形成することができる。また、アプタマーやリボザイムにあ
っては、非５

末端非３

未端における式（１）で表されるユニット又はユニット２が有

効な場合もありえる。また、ブローブにおいては、３

末端側及び／又は５

末端側に式

（１）で表されるユニット、ユニット３及び／又はユニットを１備えることもできるし、

10

あるいは、ブローブが固相担体に固定化されている場合には、自由端側となる側に式（１
）で表されるユニット、ユニット１又はユニット３を備えるようにすることができる。さ
らに、プライマーにおいては必要に応じて適宜式（１）で表されるユニットやユニット１
〜ユニット３を備えていてもよい。
【００３７】
本発明のオリゴヌクレオチド誘導体においては、上記式（３）中、Ａ及びＢは、それぞ
れ独立し、同一であっても異なっていてもよいが、改変されていてもよいオリゴヌクレオ
チドを表す。ここで、本明細書においてオリゴヌクレオチドとは、一般にオリゴヌクレオ
チドやポリヌクレオチドを構成するモノマーであるヌクレオチドをモノマー単位として該
モノマー単位を複数有するポリマーを意味するものとする。また、オリゴヌクレオチドと

20

は、モノマー単位として、デオキシリボヌクレオチド及び／又はリボヌクレオチドを意味
するものである。一般に、ヌクレオチドとしてデオキシリボヌクレオチドをモノマー単位
とするポリマーをＤＮＡと称し、リボヌクレオチドをモノマー単位とするポリマーをＲＮ
Ａと称するが、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体は、−般に挿されるＤＮＡ及びＲＮＡ
のほか、これらのモノマー単位のオリゴマーを含むものとする。また、オリゴヌクレオチ
ドは、ＲＮＡ／ＤＮＡキメラも包含している。また、改変されていてもよいオリゴヌクレ
オチドとは、プリン及びピリミジンであるグアニン、シトシン、チミン、アデニン、ウラ
シルまたはメチルシトシンなどの天然塩基を含むヌクレオチドのみからなるオリゴヌクレ
オチドのほか、オリゴヌクレオチドの各種部分、すなわち、塩基、糖部分及びリジ酸エス
テル部分において何らかの化学修飾が施された１又は２以上のヌクレオチドを有するオリ

30

ゴヌクレオチドを包含している。
【００３８】
本発明のオリゴヌクレオチド誘導体において、上式（３）におけるＡのオリゴヌクレオ
チドの塩基配列及びＢのオリゴヌクレオチドの塩基配列は、それぞれ又はこれらを合わせ
て所定の遺伝子のＤＮＡのセンス鎖、そのアンチセンス鎖又はｍＲＮＡの部分配列若しく
はその相補配列を有することができる。こうした相補性を有することにより各種の標的核
酸にハイブリダイズさせ、それによりオリゴヌクレオチド誘導体に意図した機能を発現さ
せることができる。本発明のオリゴヌクレオチド誘導体において、Ａ及びＢの組長は特に
限定しないで、用途に応じた長さとすることができるが、オリゴヌクレオチドの合成の容
易性及び期待する効果の発揮を考慮すると、１０以上３５以下とすることが好ましい。ま

40

た、アンチセンスの場合には、１０以上３０以下程度にすることができ、ｓｉＲＮＡの場
合には、Ａ及びＢの合計の鎖長は、好ましくは１５以上３５以下、より好ましくは３０以
下である。また、プライマーの場合には、１０以上３０以下であり、ブローブの場合には
１０以上３０以下であることが好ましい。
【００３９】
本発明のオリゴヌクレオチド誘導体を、例えば、ｓｉＲＮＡ、ｓｈＲＮＡ、アンチセン
ス、リボザイム及びアプタマーに用いる場合には、Ａ及びＢのモノマー単位は改変されて
いてもよいオリゴリボヌクレオチドとすることができる。
さらに、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体はエチニル基を有しているため、さらに、
これに１８Ｆで標識したアジド（例えば4‑fluorobenzylazide）を結合させて、ＰＥＴ法
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に適用可能なオリゴヌクレオチド構築物とすることもできる。
【００４０】
（オリゴヌクレオチド構築物）
本発明のオリゴヌクレオチド構築物は、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体を１種又は
２種以上有している。本オリゴヌクレオチド構築物における本オリゴヌクレオチド誘導体
の種類や組み合わせにより、本構築物は、１本鎖ＤＮＡ、２本鎖ＤＮＡ、１本鎖ＲＮＡ、
２本鎖ＲＮＡ、ＤＮＡ／ＲＮＡキメラ及びＤＮＡ／ＲＮＡハイブリツド等の形態をそれぞ
れあるいは組み合わせた形態とすることができる。なお、既に説明したように、本オリゴ
ヌクレオチド誘導体を構成するオリゴヌクレオチド部分は、改変されたオリゴヌクレオチ
ドを含んでいるため、本オリゴヌクレオチド構築物においても改変形態をオリゴヌクレオ

10

チドが含まれることがある。
【００４１】
こうした各種形態を採るオリゴヌクレオチド構築物は、ヌクレアーゼのターゲットとな
る可能性のある部位に式（１）で表されるユニット若しくはユニット１〜ユニット３を備
えることが好ましい。式（１）で表されるユニット若しくはユニット１〜ユニット３は、
ターミナルミスマッチやダングリングエンドに備えることができる。エキソヌクレオチド
抵抗性を考慮すると、ダングリングエンドに式（１）で表されるユニットや、ユニット１
や、ユニット２を備えることが好ましい。また、式（１）で表されるユニット又はユニッ
ト２は、バルジ、ミスマッチインターナルループ、ヘアピンループなどに備えることがで
20

きる。
【００４２】
本発明のオリゴヌクレオチド構築物は、ヌクレアーゼ抵抗性の向上が期待され、遺伝発
現調節用、又は研究用、診断用等の各種用途に用いることができる。遺伝子発現調節用途
としては、アンチジーン、アンチセンス、アプタマー、ｓｉＲＮＡ、ｍｉＲＮＡ、ｓｈＲ
ＮＡ及びリボザイム等が挙げられる。特に、ｓｉＲＮＡ及びｓｈＲＮＡにおいて３

末端

オーバーハング部位のｄＴに対し式（１）で表されるユニット又はユニット２を置換的又
は付加的に導入することでヌクレアーゼ耐性とサイレンシング活性の双方を向上させるこ
とができる。
さらに、本発明のオリゴヌクレオチド構築物はエチニル基を有しているため、さらに、
これに１８Ｆで標識したアジド（例えば4‑fluorobenzylazide）を結合させて、ＰＥＴ法
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に適用可能なオリゴヌクレオチド構築物とすることもできる。
【００４３】
図１に、ユニット３を３

末端に有するｓｉＲＮＡの−例を示す。ここに示すｓｉＲＮ

Ａはエチニル基を有しているため、さらに、これに１８Ｆで標識したアジド（例えば4‑fl
uorobenzylazide）を結合させて、ＰＥＴ法に適用可能なｓｉＲＮＡとすることもできる
。また、診断用途又は研究用途としては、ブローブ及びプライマーが挙げられる。ブロー
ブは、設計または選択により、ターゲット核酸に特異的に規定された配列を有しており、
所定のストリンジェンシーの下で、それらがハイブリダイズするようにするに取得された
オリゴヌクレオチドである。ブローブに本オリゴヌクレオチド誘導体を用いることでヌク
レアーゼ耐性の向上が期待されるため、ターゲット核酸を含有するサンプル中に混在する
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ヌクレアーゼの影響を抑制又は回避して、ヌクレアーゼの除去程度が低くてもあるいはヌ
クレアーゼ除去処理を省略したサンプル調製が可能になる。これにより簡易に遺伝子診断
や検査をすることができるようになる。なお、こうしたプローブとターゲットとのハイブ
リタイゼーションは、プローブを適当なガラス基板や、プラスチック製基板や、ビーズ等
の固相担体に固定化して行なうことができる。本発明には、本オリゴヌクレオチド誘導体
を含むプローブを固定化した固相担体も含まれる。
【００４４】
（オリゴヌクレオチド誘導体の製造方法）
式（５）で表される化合物は、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体を製造のための使用
に好ましい化合物である。
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【化１０】

10

【００４５】
これらの化合物は、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体中、ユニット１〜ユニット３を
オリゴヌクレオチドにおいて置換、付加及び挿入のいずれかあるいはこれらを組み合わて
導入するのに好ましい化合物である。また、これらの化合物はエチニル基が結合している
ため、有機アジド化合物とＨｕｉｓｇｅｎ反応を行うことができる。この反応は、短時間
で収率よく行われる。しかも、反応を阻害する官能基も少なく、反応後に余分な廃棄物を
出すこともないので、特別な精製等の工程も要さない。このため、本発明のオリゴヌクレ
オチド誘導体を、ＰＥＴ法に用いられる標識元素で標識した有機アジド化合物と反応させ
れば、容易にＰＥＴ法の適用が可能なオリゴヌクレオチド誘導体とすることができる。
【００４６】
また、こうしたベンゼン置換基を導入されたオリゴヌクレオチド誘導体は、ヌクレアー

20

ゼ抵抗性を有することが期待される。さらには、上記式（１）で示されるユニットは、各
種ヌクレアーゼのターゲットとなる箇所（ヌクレアーゼの種類により、３
端や非３

末端非５

末端や５

末

末端の特定の部位等）に結合させることができる。

【００４７】
また、上記式（１）のユニットをｓｉＲＮＡの３

ダングリングエンドに結合させるこ

とにより、ＲＮＡｉによる遺伝子発現抑制作用の増大が期待される。
【００４８】
式（６）において、Ｗｌはヒドロキシル保護基を表す。ヒドロキシル保護基としては、
該保護基により置換されるヒドロキシル基中の酸素を意図しない反応から保護する基であ
ればよい。好ましくは、保護基は、オリゴヌクレオチド誘導体の活性を維持して除去され

30

るものである。こうしたヒドロキシル保護基としては、特に限定しないで従来公知の各種
のヒドロキシル保護基を用いることができる。本発明の好ましい保護基は、フルオレニル
メトキシカルボニル基（ＦＭＯＣ）、ジメトキシトリチル基（ＤＭＴ）、モノメトキシト
リチル基、トリフルオロアセチル基、レブリニル基、及びシリル基等である。好ましい保
護基は、トリチル基やジメトキシトリチル基である。
【００４９】
また、Ｗ２は、Ｈ、ホスホルアミダイト基又は固相担体に結合される若しくは結合され
た連結基を表す。Ｗ２がＨである化合物（以下、化合物Iともいう）は、核酸合成のため
の前躯体化合物として利用できる。また、Ｗ２がホスホルアミダイト基である化合物（以
下、化合物IIともいう）は、ホスホルアミダイト法によるホスホルアミダイト試薬として
用いて、オリゴヌクレオチドに対して式（１）におけるユニット１及びユニット２ユニッ
トを導入したオリゴヌクレオチド誘導体を得ることができる。なお、本発明において、ホ
スホルアミダイト基は、以下の式（７）で表すことができる。
【００５０】
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【化１１】

（式（７）中、各Ｙｌは独立して、同−であっても異なっていてもよく、分枝していても
よい炭素数１〜５個のアルキル基を表し、Ｙ２は、分枚状又は直鎖状の炭素数１〜５偶の
アルキル基又は置換されていてもよいアルコキシル基を表す。）上記式（７）において、

10

Ｙｌは、特に限定しないがイソプロピル基が好ましいものとして挙げられ、またＹ２とし
ては、一ＯＣＨ３、−ＯＥｔｃＮ、−ＯＣＨ２ＣＨＣＨ２等が挙げられる。また、式（６
）においてＷ２が固相担体に結合される連結基である化合物（以下、化合物IIIともいう
）は、当該連結基とアミノ基など固相担体上の所定の官能基とを結合させることにより、
固相担体に保持される。そして、式（６）において、Ｗ２が固相担体に結合された連結基
である化合物（以下、化合物ｌＶともいう）は、連結基を介して式（１）のユニットが固
相担体に結合されているため、各種の核酸固相合成法の出発材料として用いることができ
る。この出発材料を用いることで、ユニット３を有するオリゴヌクレオチド誘導体を製造
することができる。ここで固相担体とは、一般に高分子担体が用いられ、例えば、ＣＰＧ
（controlled

pored

glass）ややＨＣＰ（highly

cross‑1inked

polystyren）や、あ

20

る種のゲルなどが挙げられる。また同相担体には適切なスペーサーを有していてもよい。
連結基は固相担体と本化合物とを連結するリンカーである。こうした連結基としては、以
下に示すコハク酸エステルリンカー、シュウ酸エステルリンカー・シランジイルリンカー
、シリルリンカーなどを用いることができる。
【化１２】

30

40

【００５１】
（オリゴヌクレオチド誘導体の製造方法）
本発明のオリゴヌクレオチド誘導体の製造方法は、上記した本発明の化合物Ｉ〜ｌＶを
用いることを特徴とする。オリゴヌクレオチドは従来公知の核酸合成法によって得ること
ができるため、こうした核酸合成法のオリゴヌクレオチド合成工程中、式（１）のユニッ
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ト又はユニットｌ〜ユニット３を導入したい部位において、適宜本発明の化合物Ｉ〜ｌＶ
を利用することにより、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体を製造することができる。
【００５２】
例えば、５

末端に式（１）のユニットを有するオリゴヌクレオチド誘導体を得るには

、従来の核酸合成法により取得したオリゴヌクレオチドの５

末端に上記化合物Ｉから誘

導したホスホアミダイト試薬である化合物IIやその他の導入用試薬を用いることにより、
しき（１）のユニットを導入することができる。さらに、必要に応じ導入した式（１）の
ユニットに対して、引き続き化合物II等を連結することで複数個の式（１）のユニットを
連続して導入することもできる。こうして５

末端側に１又は２個以上の式（１）のユニ

ットを有するオリゴヌクレオチド誘導体を得ることができる。

10

【００５３】
また、３

末端側に式（１）のユニットを有するオリゴヌクレオチド誘導体を得るには

、化合物IIIから誘導した化合物ＩＶを出発材料として用い、アミダイト法をはじめとす
る各種核酸合成法によりオリゴヌクレオチドを合成し、固相担体から式（１）のユニット
を含んだ形態で生成物の切り出しを行えばよい。３

末端側に複数個連続して式（１）の

ユニットを有するオリゴヌクレオチド誘導体を得るには、化合物ＩＶを出発材料とし、こ
れに化合物IIをアミダイト法により導入するか、化合物Ｉから誘導した他の導入試薬を導
入することで、複数個連続した式（１）のユニットを３

末端に有するオリゴヌクレオチ

ド誘導体を得ることができる。さらに、非３

末端に式（１）のユニットを有

末端非５

するオリゴヌクレオチド誘導体を得るには、従来のオリゴヌクレオチド合成途中において

20

化合物IIや化合物Iから誘導したその他の導入試薬を用いればよい。
さらに、式（１）のユニット及びユニットｌ〜ユニット３のうち２種類以上を有するオ
リゴヌクレオチド誘導体は、本化合物I〜ＩＶを組み合わせて用いることにより得ること
ができる。
【００５４】
（オリゴヌクレオチドの修飾方法）
オリゴヌクレオチドの修飾方法は、配列既知又は配列未知のオリゴヌクレオチドに少な
くとも１個の式（１）のユニットを付加、置換及び挿入のいずれかあるいはこれらを組み
合わせて導入することができる。こうした修飾により、ヌクレアーゼ耐性の他、サイレン
シング効果の高いＲＮＡ構築物を得ることができる。式（１）のユニットの導入は、オリ

30

ゴヌクレオチド誘導体の製造方法に準じて実施すればよい。
【００５５】
（オリゴヌクレオチド誘導体の利用）
本発明のオリゴヌクレオチド誘導体は、ｓｉＲＮＡやアンチセンス等として機能するよ
う構築することで、遺伝子発現抑制剤として利用できる。また、本発明のオリゴヌクレオ
チド誘導体は、ヒト及び非ヒト動物における疾患の予防・治療用医薬組成物の有効成分と
して用いることができる・例えば、遺伝子発現に伴う疾患に対して、遺伝子発現抑制剤と
して構築した本発明のオリゴヌクレオチド誘導体はこうした疾患の予防や治療に有効であ
る。
【００５６】

40

さらに、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体は、そのハイブリダイゼーション機能を発
揮させるように構築することで、ブローブ、プライマー等の検査試薬や診断試薬として用
いることができる。さらに、これらオリゴヌクレオチド構築物をチップやビ−ズ等の固体
担体等に保持したものは、検査装置や診断装置又はこれらの一部として利用することがで
きる。さらには、こうした検査試薬や診断薬は、他の試薬や診断薬あるいは装置等と組み
合わせた検査用又は診断用キットとしても用いることができる。
【００５７】
本発明のオリゴヌクレオチド誘導体は、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体を含むオリ
ゴヌクレオチド構築物の遺伝子発現抑制作用を利用した、遺伝子発現抑制方法にも利用で
きる。さらには、本発明のオリゴヌクレオチド構築物のハイブリダイゼーション機能を利
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用した遺伝子検出方法にも利用できる。
なお・本明細書においては、以下の略語及び略号を用いる。
Bz : ベンゾイル （benzoyl）
CPG：コントロールドポアガラス （controlled pore glass）
DMAP : 4‑ジメチルアミノピリジン （4‑dimethylaminopyrideine）
DMSO : ジメチルスルホキシド : (dimethylsulfoxide)
DMTr : ジメトキシトリチル （dimethoxytrityl）
EDTA : エチレンジアミン四酢酸 (ethylenediamine‑N,N,N

,N

‑tetraaceticacid)

EtOAc : 酢酸エチル （Ethyl acetate）
10

FAB 高速原子衝撃 (fast atom bombardment)
HPLC 高速液体クロマトグラフィー (high performance

liquid chromatography)

HRMS : (高分解能質量スペクトロメトリー （high‑resolution

mass spectrometry）

MS : 質量分析 (mass spectroscopy)
NMR : 核磁気共鳴 (nuclear magnetic resonance)
PAGE : ポリアクリルアミドゲル電気泳動 (polyacrylamide

gel electrophoresis)

TBAF : トリブチルアンモニウムフロライド （tributylammonium

fluoride）

TBDMS : tert‑ブチルジメチルシリル
TEAA : トリエチルアミン酢酸 (triethylamine‑aceticacid)
TMS : トリメチルシリル (trimethylsilyl)
【００５８】

20

以下、本発明を、実施例を比較例と比較しつつ具体的に説明するが、これらの実施例は
本発明を限定するものではない。
【００５９】
（実施例）
実施例では、以下のスキームI及びスキームIIに示す合成経路でアミダイト化されたCPG
樹脂である化合物６及びヌクレオチド誘導体である化合物８を合成した。すなわち、5‑ア
ミノイソフタル酸ジメチル（1）のアミノ基をヨウ素化して、化合物2を収率55％で得、続
いてヨウ素基をトリメチルシリルアセチレンへと変換して、化合物3を収率95％で得た。
さらに、還元及び脱トリメチルシリル化をおこなって化合物4を収率70％で得た。
【００６０】
【化１３】

30
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【００６１】
こうして得られた化合物４を、スキームＩＩに示すように、DMTr化して化合物5を収率4
9％で得、さらに化合物5をアミダイト化して化合物6を収率38%で得た。また、化合物5を
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スクシニル化した後、CPG樹脂に修飾して化合物８を48.9umol/gの活性で得た。
【００６２】
【化１４】

10

20

【００６３】
以下、スキームI及びスキームIIにおける各工程について、詳細に説明する。
Dimethyl 5‑iodoisophthalate (2)の合成
Ar 雰囲気下, Dimethyl 5‑aminoisophthalate（1）(6.27 g,30.0 mmol)を氷で冷却したhy
drochloric acid (2M)39mLに加えた。０℃以下で数分攪拌した後、氷で冷却した 21.6 mL
のNaNO2(2.52 g, 36.5 mmol, 1.2 eq.) 水溶液を滴下した。さらに 30 mL の dichlorom
ethane を加え室温に達した後5時間攪拌した。氷冷下KI (7.47 g, 45.0 mmol, 1.5 eq.)
の水溶液70 mLを滴下させ室温で 12 時間攪拌した。撹拌終了後、水層を EtOAc にて抽出

30

し、飽和食塩水にて洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥させた後、シリカゲルクロマトグラ
フィー(SiO2, hexane) にて化合物 2 (5.285 g 16.5 mmol 55%) を単離した。
1

H‑NMR (400 MHz, CDCl3)δ；8.62 (t, 1H, J = 1.4 Hz), 8.53 (s, 2H, J= 1.4 Hz), 3.

94 (s,6H).

13

C‑NMR (100 MHz, CDCl3)d 165.2 (2C), 142.9(2C), 132.6 (2C), 130.2, 9

3.8, 53.1 (2C), MS (EI) m/z 320 (M+), HRMSCalcd for C10H9IO4: 319.9546. Found: 3
19.9553.
Anal. Calcd for C10H9IO4: C, 37.52; H, 2.83.
Found: C, 37.44; H, 2.86.
【００６４】
Dimethyl 5‑trimethylsilylisophthalate (3)の合成

40

アルゴン雰囲気下において、化合物2(96.0mg、0.3mmol), bis(triphenylphosphine)palla
dium dichloride (16.8mg, 4 mol %)、cuprous iodide(4.6 mg, 8 mol %)及びtriphenylp
hosphine (11.8 mg, 15mol %), を三回凍結脱気した。また、trimethylsilyl acetylene
(83.9 μL, 2.0 eq) , piperidine(0.5 mL 16.8 eq) を THF (5 mL) に溶解し、三回凍結
脱気したあと、凍結脱気した化合物2(96.0mg、0.3mmol), bis(triphenylphosphine)palla
dium

dichloride (16.8 mg, 4 mol %)、cuprous iodide(4.6 mg, 8 mol %)及びtripheny

lphosphineと混合し、室温で12時間攪拌した。その後、溶媒を減圧留去した後、クロロホ
ルムで抽出し、飽和塩化アンモニウム溶液にて洗浄、硫酸ナトリウムで乾燥後シリカゲル
クロマトグラフィー(SiO2, hexane / EtOAc = 100:1 ) にて化合物3 (82.7 mg, 95 %) を
単離した。
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H‑NMR
(400 MHz, CDCl3)δ；8.60(t, 1H, J = 1.7 Hz), 8.29 (d, 2H, J = 1.7 Hz), 3.95 (s,6
H). 0.26(s, 9H)

13

C‑NMR (100MHz, CDCl3) d 165.8 (2C), 137.1 (2C), 131.0 (2C), 13

0.5, 124.4, 102.9,96.9, 52.7 (2C), 0.0 (2C), MS (EI) m/z 290 (M+), HRMS Calcd fo
r C15H18O4Si:290.0974 Found: 290.0979. Anal. Calcd for C15H18O4Si:C, 62.04; H, 6
.25. Found: C, 62.86; H, 6.23.
【００６５】
5‑Ethynyl‑1,3‑benzendimethanol(4) の合成
Ar雰囲気下 3 (6.64 g, 22.9 mmol) を THF (100 mL) に溶解しlithiumaluminium hydrid
e (2.60 g, 68.5.mmol 3.0 eq) を室温にて加え、60℃ に昇温し12時間攪拌した。NaHCO3

10

溶液にて反応を停止させ、EtOAc にて抽出し飽和食塩水にて洗浄後、硫酸ナトリウムにて
乾燥後、シリカゲルクロマトグラフィー(中性SiO2, hexane / EtOAc= 2:1) にて化合物4
(2.26 g, 69%, 13.9 mmol) を単離した。
H‑NMR(400 MHz, CDCl3)δ；7.43(s, 2H,), 7.38 (s, 1H), 4.70 (d, 4H, J = 6.0 Hz), 3
.08 (s, 1H), 1.68 (t,2H, J = 6.0 Hz)

13

C‑NMR (100 MHz, CDCl3)d 141.4 (2C), 129.6

(2C), 125.7 (2C), 122.5, 83.3, 77.2, 64.6(2C), MS (EI) m/z 162 (M+),HRMS Calcd f
or C10H10O2: 162.0681 Found:162.0685. Anal. Calcd for C10H10O2: C, 74.06;H, 6.21
;. Found: C, 73.83; H, 6.19.
【００６６】
1‑(4,4

20

‑Dimethoxytrityloxymethyl)‑5‑ethnyl‑3‑benzenemethanol(5) の合成

Ar雰囲気下 4 (649.0 mg, 2.45 mmol) と DMTrCl (1.6 g, 4.72mmol 1.92 mmol) を pyri
dine (20 mL) 中で室温12 時間攪拌した。NaHCO3溶液を加え反応を停止させた。EtOAcに
て抽出し飽和食塩水にて洗浄後、硫酸ナトリウムにて乾燥後、シリカゲルクロマトグラフ
ィー (中性SiO2, hexane / EtOAc= 2:1) にて化合物5 (941.4 mg, 50%, 1.25 mmol) を単
離した。
1

H‑NMR (400 MHz, CDCl3)δ；7.54‑7.22 (m, 12H,), 6.84(d, 4H, J = 9.0 Hz), 4.65 (s
13

, 2H,), 4.18 (s, 2H), 3.79 (s, 6H) 3.09 (s,1H), 1.82 (s, 1H)

C‑NMR (100 MHz, C

D3OD)d 160.1 (2C), 146.5,143.3, 141.1, 137.3 (2C), 131.2 (4C), 130.3, 130.1, 129
.2 (2C), 128.8 (2C),127.8 , 127.0, 123.7, 114.1 (4C), 87.9, 84.5, 78.5, 66.3, 64
.6, 55.7 (2C), MS(FAB+) m/z 646 (M+), HRMS Calcd for C31H28O4:464.5516 Found: no
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date. Anal. Calcd for C31H28O4:C, 80.15; H, 6.08. Found: C, 79.16; H, 6.35.
【００６７】
1‑[[(2‑Cyanoethoxy)(N,N‑diisopropylamino)phosphinyloxymethyl]‑3‑(4,4

‑dimethoxy

trityloxymethyl)‑5‑ethnylbenzene
(6)の合成
Ar雰囲気下のグローブバッグ中にて 5 (646 mg, 1.0 mmol) をTHF (5.0 mL)に溶解し N,N
‑diisopropylethylamine (0.86 mL, 5.0 mmol, 5.0 eq.) を加え、さらにchloro(2‑cyano
ethoxy)(N,N‑diisopropylamino)phosphine
(0.44 mL, 2.0 mmol, 2.0 eq.) を滴下させた。室温にて1時間攪拌後、NaHCO3 溶液にて
反応を停止させクロロホルムで抽出しNaHCO3溶液にて洗浄、硫酸ナトリウムにて乾燥後シ

40

リカゲルクロマトグラフィー (中性 SiO2, hexane / EtOAc = 1:1) にて化合物6(252.7 m
g, 37%)を与えた。
31

P NMR (162 MHz, CDCl3) δ 149.3.

【００６８】
5‑Ethynyl‑1,3‑benzendimethanol誘導体のCPG樹脂樹脂(8) の製造例
化合物5 (674.9 mg, 1.45 mmol)と、無水コハク酸 (580.8 mg, 5.80 mmol)と、DMAP (1
.91 mg,0.017 mmol)とを pyridine (3.9 mL) に溶解し、Ar 雰囲気下 72 時間室温で攪拌
、CHCl3 と H2Oを加え 有機層を H2O 飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減
圧留去し真空乾燥した。こうして得られた化合物７と、Aminopropyl controlled pore gl
ass (837.5 mg, 77 μmol)と、1‑ethyl‑3‑(3‑dimethylaminopropyl)carbodiimide

hydro
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chloride (720 mg, 3.76 mmol)とをDMF (15 mL), 中に加え 72 時間室温で攪拌した。 py
ridine でCPG樹脂を洗浄後、capping

solution (8 mL, 0.1 MDMAP in pyridine:Ac2O )

9:1, v/v) を加え 16 時間室温攪拌後に

pyridine, EtOH, MeCN, にてCPG樹脂を洗浄後

真空乾燥させ、化学修飾されたCPG樹脂である化合物8 を48.9 μmol/g の活性で得た。活
性は、このCPG樹脂6 mg をガラスフィルターにのせて、HClO4:EtOH (3:2, v/v) の溶液を
流し込み、そのろ液の UV 498 nm の波長を(DMTr基の波長)の吸光度を求め計算した。
【００６９】
＜Ｈｕｉｓｇｅｎ反応（クリック反応）＞
Ｈｕｉｓｇｅｎ反応（クリック反応）として、上述の化合物４とベンジルアジドとの反
応をスキームIIIに示す方法にしたがって行い、1,2,3‑triazole環を有する化合物9を得た

10

。詳細を以下に述べる。
【００７０】
【化１５】

20

【００７１】
4‑(Benzene1,3‑dimethanol)‑1‑benzyl‑1H‑1,2,3‑triazole (9)の合成
Aｒ 雰囲気下、化合物4 (48.7 mg, 0.3 mmol) と benzyl azide (39.9mg 0.3 mmol) を 1
:1 の H2Oと EtOH (4 mL) の混合溶液に加えた。続いて、Sodium ascorbate(59.4 0.3 mm
ol) とcopper(II) sulfate pentahydrate (74.9 mg) を加え、8 時間室温にて攪拌した。
有機物をEtOAcにて抽出し、飽和食塩水にて洗浄して硫酸マグネシウムで乾燥させた。シ

30

リカゲルクロマトグラフィー (中性SiO2, CHCl3/MeOH= 10:1〜5:1) にて 9 (71.7 mg, 10
0%) を単離した。
1

H‑NMR (400 MHz, CD3OD)δ；8.27 (s, 1H), 7.68 (s,2H), 7.34 (s, 3H), 7.33 (s, 3H)

, 5.59 (s, 2H), 4.63 (s, 4H).

13

C‑NMR (100MHz, CDCl3) d 149.1, 143.8 (2C), 136.8

, 131.7, 130.0 (2C), 129.6,129.1 (2C), 122.3, 64.9, 55.0.MS (EI) m/z 295 (M+), H
RMS Calcd for C17H17N3O2:295.1321 Found: 295.1327.
【００７２】
＜Adenosine
のアミダイト体及びAdenosine で化学修飾されたCPG樹脂担体の合成＞
以下のスキームＩＶに従い、アデノシン10を出発物質として化合物11〜化合物17を得た
。すなわち、アデノシン(10)をベンゾイル保護をして化合物11を得、続いてDMTr化を行い
化合物12を得た。さらに、化合物12の水酸基をシリル保護し、2
と、3

保護体である化合物13

保護体の化合物14とを得た。化合物13を化合物8を得たときと同様の方法で処理す

ることで、CPG樹脂担体16 を37.5 μmol/g の活性で得た。また、化合物14
をアミダイト化して化合物17を得た。各工程の詳細を以下に述べる。
【００７３】
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【化１６】
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【００７４】
6‑N‑Benzoyladenosine
(11)の合成
Adenosine (10) (5.00 g, 18.8 mmol) を dry‑pyridineで4 回共沸させて脱水した。そし
て、Ar 雰囲気下、脱水したAdenosine（10）をdry‑pyridine (100mL) に溶解しTMSCl (10
mL,79.1 mmol) を滴下して室温にて4 時間攪拌した。その後、benzoyl chloride (2.6 m
L,22.4 mmol)を滴下し室温で12時間攪拌した後、蒸留水(25 mL) にて反応を停止させた。
そして、氷冷下、28% NH4OH (40 mL)を加え 10分攪拌し、室温で5時間攪拌後、溶媒を減
圧留去した。こうして得られた濃縮物を桐山ロートを用いて氷水と氷冷下のクロロホルム

40

にて洗浄し、60℃で3時間乾燥させた後、真空乾燥し、化合物11(4.95 g, 13.3 mmol 71%)
を得た。
1

H‑NMR (400 MHz, DMSO‑d6)δ；11.22 (s, 1H), 8.73 (d, 2H,J = 14.8 Hz), 8.04 (d,

2H J = 7.6 Hz), 7.65 (t, 1H, J= 7.6 Hz,), 7.55 (t, 2H, J = 7.2 Hz), 6.03 (d, 1H,
J = 7.2 Hz),5.58 (m, 1H), 5.26 (m, 1H,), 5.14 (s, 1H), 4.65 (d, 1H, J = 4.8 Hz)
,4.18 (d, 1H, J = 3.6 Hz), 3.98 (d, 1H, J = 3.6 Hz), 3.68 (d, 2H, J= 10.4 Hz)
【００７５】
6‑N‑Benzoyl‑5

‑O‑(4,4

‑dimethoxytrityl)adenosine(12)の合成

化合物11 (4.95 g, 13.3 mmol) をdry‑pyridine にて4回共沸した。 Ar 雰囲気下 化合物
11 をdry‑pyridine (50 AmL) に溶解し DMTrCl (6.76 g, 19.95 mmol, 1.5 eq) , DMAP (
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40.4 mg,0.025 eq) を加え室温にて 20 時間攪拌した。NaHCO3 溶液にて反応を停止し有
機物をEtOAc にて抽出した。有機層を蒸留水、NaHCO3 溶液、飽和食塩水にて洗浄後硫酸
ナトリウムにて乾燥させた。シリカゲルクロマトグラフィー(SiO2, CHCl3/MeOH= 100:1)
にて 12(5.82 g, 8.6 mmol 65%) を単離した。
1

H‑NMR (400 MHz, CDCl3)δ9.09 (s, 1H), 8.77 (s,1H), 8.26 (s,1H), 8.01 (d, 2H, J

= 7.4 Hz),7.62 (t, 1H, J = 7.4 Hz), 7.52 (t, 2H, J = 7.4 Hz),7.23‑7.13 (m, 9H),
6.71 (d, 4H, J = 9.0 Hz), 6.02 (d, 1H, J = 6.2Hz), 5.72 (d, 1H, 3.0 Hz), 4.84‑4.
87 (m, 1H), 4.43‑4.41 (m 2H), 3.74 (s, 6H),3.43 (dd, 1H, J = 10.8, 3.0 Hz) 3.26
(dd, 1H, J = 10.8, 3.0 Hz)
10

【００７６】
6‑N‑Benzoyl‑2

‑O‑tert‑butyldimethylsilyl‑5

,(13)及び6‑N‑Benzoyl‑3

‑O‑(4,4

‑O‑tert‑butyldimethylsilyl‑5

‑dimethoxytrityl)adenosine
‑O‑(4,4

‑dimethoxytrityl)

adenosine（14）の合成
化合物(12) (3.23 g, 4.80 mmol) と imidazol (653.5 mg, 9.60 mmol, 2.0 eq), TBDMSC
l(786.7 mg, 5.22 mmol, 1.08 eq.) を DMF (10ml) 中に加え室温にて 20 時間攪拌した
。 こうして得られた反応液を EtOAc にて抽出し、蒸留水、 NaHCO3 溶液、飽和食塩水に
て洗浄後、硫酸ナトリウムにて乾燥させた。シリカゲルクロマトグラフィー(SiO2, Hexan
e/EｔOAc = 5:1) にて 化合物13 (1.18 g, 1.50 mmol 31%) と化合物14 (1.40 g, 2.07 m
mol37%) で得た。
20

化合物13の物性データ
1

H‑NMR (400 MHz, DMSO‑d6)δ；11.23 (s, 1H,), 8.69(s, 1H), 8.62 (s, 1H), 8.02 (d,
2H, J = 7.2 Hz) 7.65 (t, 1H, J =7.3 Hz) 7.57 (t, 2H, J = 7.3 Hz) 7.42‑7.41 (m,

2H), 7.31‑7.23 (m, 7H),6.87 (dd, 4H, J = 9.2, 2.6 Hz), 6.10 (d, 1H, J = 4.8 Hz),
5.22(d, 1H, J = 6.0 Hz), 4.92‑4.89 (m, 1H), 4.33‑4.31 (m, 1H), 4.17‑4.15 (m,1H)
, 3.74 (s, 6H), 3.31‑3.30 (m, 2H), 0.79 (S, 9H), 0.00 (s, 3H) ‑0.10 (s, 3H).
化合物14の物性データ
1

H‑NMR (400 MHz, DMSO‑d6)δ；11.16 (s, 1H,), 8.60(s, 1H), 8.59 (s, 1H), 7.98 (d,
2H, J = 7.8 Hz) 7.58 (t, 1H, J =7.8 Hz) 7.49 (t, 2H, J = 7.8 Hz) 7.30 (d, 2H, J
= 7.6 Hz),7.21‑7.16 (m, 7H), 6.80‑6.78 (m, 4H), 5.97 (d, 1H, J = 4.4 Hz), 5.44

(d,1H, J = 5.4 Hz), 4.85‑4.84 (m, 1H), 4.42‑4.44 (m, 1H), 4.02‑4.00 (m,2H), 3.67

30

(s, 6H), 3.11‑3.10 (m, 1H), 0.80 (S, 9H), 0.04 (s, 3H) 0.00 (s, 3H)
【００７７】
6‑N‑Benzoyl‑3
2

‑O‑tert‑butyldimethylsilyl‑5

‑O‑(4,4

‑dimethoxytrityl)adenosine

‑O‑(2‑cyano‑ethyl) N,N‑diisopropylphosphoramidite (17)

Ar 雰囲気下のグローブバッグ中、化合物14 (787 mg, 1.0 mmol) をTHF(10.0 mL) 中に溶
解し N,N‑diisopropylethylamine (0.86 mL, 5.0 mmol, 5.0 eq.)を加え室温にて攪拌後
、chloro(2‑cyanoethoxy)(N,N‑diisopropylamino)phosphine(0.44 mL, 2.0 mmol, 2.0 eq
.) を滴下し室温で 1 時間攪拌した。NaHCO3 溶液を加え反応を停止させCHCl3にて有機物
を抽出しNaHCO3 溶液、飽和食塩水にて洗浄後、硫酸ナトリウムにて乾燥させた。シリカ
ゲルクロマトグラフィー(中性 SiO2,hexane / EtOAc = 1:1) にて 17 (435.1 mg, 0.44 m
mol 44%) で単離した。
31

P‑NMR (162 MHz, CDCl3) δ 150.91,150.88.

【００７８】
5‑Ethynyl‑1,3‑benzendimethanolで修飾した2‑5A誘導体の合成、及び5‑Ethynyl‑1,3‑be
nzendimethanolで修飾したmi143誘導体の合成
以下に示す3種類の2‑5A 誘導体（pEpApApA, EpApApA,及びpApApApE）を核酸自動合成機に
より合成した。また、以下に示す2種類のmiRNA誘導体（mi143dTE及びmi143E）も同様に核
酸自動合成機により合成した。以下に、その合成法の詳細を述べる。
【００７９】
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【化１７】
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【００８０】
2‑5A 誘導体（pEpApApA,EpApApA及びpApApApE）の合成
上記3種類の2‑5A誘導体（pEpApApA, EpApApA及びpApApApE）を核酸自動合成機によるホ
スホロアミダイト法によって合成した。各アミダイトは、0.15 M のアセトニトリル溶液
に調製し、合成した各CPG 担体を用いた。それぞれの樹脂を各々の活性に基づき 1 umol

50

(24)

JP 2010‑195698 A 2010.9.9

分をカラムに量り取り、核酸自動合成機にセットした。縮合時間は5分とし、DMTr 基を除
いた状態で合成を終了した。合成終了後、CPG樹脂に結合した 2‑5A 誘導体は、NH4OH:EtO
H (3:1, v/v) 溶液を加え ５５℃ で 12 時間インキュベートし樹脂からの切り出し、及
び脱保護を行った。ろ液と、樹脂を33% EtOH にて 3 回洗浄した溶液をエッペンドルフチ
ューブに移し減圧下乾固した。1 mL の 1 M TBAF/THF を加え、室温にて 12 時間インキ
ュベートしシリル基を外した。反応液を30mL の 0.1 M TEAA buffer (pH 7.0) を加え希
釈し、 Sep‑Pak C18 カートリッジに通しカラムに吸着させ、滅菌水で洗浄後50%CH3CN に
て溶出した。HPLC を用いて精製した。 合成した 2‑5A 誘導体は、水溶液中の UV 260 nm
における吸光度を測定しその収量を求めた。また、MALDI‑TOF/MSにより構造の同定を行
10

った。
MALDI‑TOF/MSにより得られた親イオンのスペクトルデータ
pEpApApA, :
calculated mass, 1229.2 observed mass, 1229.8
EpApApA:
calculated mass, 1149.2 observed mass, 1149.7
pApApApE:
calculated mass, 1229.2 observed mass, 1231.2
【００８１】
miRNA

誘導体

(mi143dTE, mi143E)の合成

20

miRNA
誘導体 (mi143dTE, mi143E) については、Sep‑PaK C18 カートリッジにて粗精製後に、 2
0% PAGE により目的の miRNA を単離し、0.1M TEAA buffer, 1 mM EDTA 水溶液 20 mL を
加え、 12 時間振盪しゲルから抽出した。このろ液をSep‑PaK C18 カートリッジにて粗精
製後にHPLC を用いて精製した。
MALDI‑TOF/MSにより得られたスペクトルデータ
mi143dTE:
calculated mass, 7590.0. observed mass, 7589.9.
mi143E:
calculated mass, 7286.0. observed mass, 7285.3.
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【００８２】
2‑5A 誘導体（pEpApApA）のＨｕｉｓｇｅｎ反応（クリック反応）
上記のようにして得られた2‑5A 誘導体（pEpApApA）について、以下のスキームＶにした
がってbenzylazide (18)とのＨｕｉｓｇｅｎ反応（クリック反応）をメタノール中で行な
った（反応条件の詳細については後述する）。その結果、表１に示すように、Ｈｕｉｓｇ
ｅｎ反応（クリック反応）は15分でほぼ反応が完結することが分かった。
また、溶媒をメタノールからDMSO (ジメチルスルホキシド)に替えることにより、さら
に迅速に反応が進行することが分かった。
【００８３】
また、benzylazide
(18)に替えて、4‑fluorobenzylazide (19)とのＨｕｉｓｇｅｎ反応（クリック反応）を行
なった場合においても、15分でほぼ反応が完結することが分かった。
4‑fluorobenzylazide
(19)はフッ素を含有しているため、このフッ素をＰＥＴ標識用元素である１８Ｆによって
標識化しておけば、希薄溶液(10 uM)、かつ穏和な条件にて反応を攪拌することなく進行
させることができる。このことから、ＰＥＴ法に適用可能な１８Ｆによって標識化された
2‑5A誘導体を短時間で得られることが分かった。
【００８４】
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【化１８】
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【００８５】
【表１】
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【００８６】
2‑5A誘導体（pEpApApA）とbenzylazide (18)とのＨｕｉｓｇｅｎ反応（クリック反応）
100 uM の pEpApApA (20 uL, 2 nmol)と、 1 mM MeOH 溶液中のbenzyl azide (20 uL,
20nmol)と、100mMのCuSO4・5H2O (2uL, 2 mmol)水溶液と、100mM の Sodium

Ascorbate

(2uL, 2mmol)水溶液とを滅菌した 0.1 M phosphate buffer (pH 7.0) (156 uL) に加えボ
ルテックスし
15 分静置しHPLC にて精製することにより、2‑5A誘導体（pEpApApA）のエチニル基にベン
ジルアジドが環化付加した001‑Click を 88% 収率で得た。
MALDI‑TOF/MSにより得られたスペクトルデータ

40

calculated
mass, 1364.2. observed mass, 1364.2.
また、反応溶媒をMeOHからDMSOに変えた場合には、pEpApApAとbenzyl azideとが当量づ
つでも、高収率で反応が進行した。すなわち、100 uM の pEpApApA (20 uL, 2 nmol), 1
mM

DMSO 溶液中の benzyl azide (4.0uL, 4.0 nmol), 100 mM の CuSO4・5H2O (2uL, 2

mmol) 水溶液、 100 mM の Sodium Ascorbate (2uL, 2mmol) 水溶液を滅菌した 0.1 M ph
osphate buffer (pH7.0) (142 uL) と、DMSO (30 uL) の混合液に加えボルテックスし 15
分静置しHPLC にて精製すると 001‑Click が 93% の収率で得られた。
【００８７】
2‑5A誘導体（pEpApApA）とhexyl azide (18)とのＨｕｉｓｇｅｎ反応（クリック反応）
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上述した、2‑5A誘導体（pEpApApA）とbenzylazide (18)とのＨｕｉｓｇｅｎ反応（クリ
ック反応）と同様の操作により、2‑5A誘導体（pEpApApA）とhexyl azide (18)とのＨｕｉ
ｓｇｅｎ反応（クリック反応）を行なった。その結果、13％の収率で目的の化合物（001‑
Hex‑click）を得た。
MALDI‑TOF/MSにより得られたスペクトルデータ
001‑Hex‑click: calculated
mass, 1356.3. observed mass, 1356.5.
【００８８】
4‑Fluorobenzylazide
(19)の合成

10

Aｒ雰囲気下4‑Fluorobenzylchloride(238.8 uL, 2 mmol)とsodium azide (390.1 mg, 6
mmol)とをDMF (10 mL)中にて室温で12 時間攪拌し、その後反応液をEtOAcにて抽出し飽
和食塩水で洗浄し、抽出液を硫酸ナトリウムにて乾燥させた。そしてシリカゲルクロマト
グラフィー(SiO2,hexane)により4‑Fluorobenzylazide(19)(169.1 mg, 1.12 mmol 56%) を
単離した。
1

H‑NMR (400 MHz, CDCl3)δ；7.53‑7.28 (m, 2H,), 7.16‑6.99(m, 2H), 4.32 (s, 2H). I

R (KBr) 2105, 1512 cm‑1.
【００８９】
2‑5A誘導体（pEpApApA）の4‑fluorobenzylazide (19)とのＨｕｉｓｇｅｎ反応（クリック
反応）

20

上記001‑Clickの合成におけるbenzyl azide に替えて、fluorobenzylazide (19)を用い
、その他の条件は同様として、2‑5A誘導体（pEpApApA）のエチニル基に4‑fluorobenzylaz
ideが環化付加した001‑F‑Clickを92％の収率で得た。
MALDI‑TOF/MSにより得られたスペクトルデータ
calculated
mass, 1380.2. observed mass, 1381.9.
【００９０】
miRNA 誘導体の（pEpApApA）のbenzylazide(18)とのＨｕｉｓｇｅｎ反応（クリック反応
）
上記のようにして得られたmiRNA 誘導体（pEpApApA）について、以下のスキームＶＩに

30

したがってbenzylazide (18)及び4‑fluorobenzylazide
(19)によるＨｕｉｓｇｅｎ反応（クリック反応）を行なった（反応条件は2‑5A誘導体（pE
pApApA）の場合と同様であり説明をを省略する）。
MALDI‑TOF/MSにより得られたスペクトルデータ
mi143dT‑click calculated mass, 7723.1. observed mass,
7723.9.
【００９１】
【化１９】
40
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【００９２】
以上の結果から、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体は、エチニル基が結合しているた
め有機アジド化合物とＨｕｉｓｇｅｎ反応を短時間で収率よく行われることが分かった。
この反応を阻害する官能基は少なく、反応後に余分な廃棄物を出すこともなく、特別な精
製等の工程も要さないため、生体細胞に対する余分な悪影響を排除することができる。ま
た、4‑fluorobenzylazide (19)のフッ素をＰＥＴ法に用いられる標識元素である１８Ｆに
替えれば、容易にＰＥＴ法の適用が可能なオリゴヌクレオチド誘導体とすることができる
。
【００９３】
また、こうしたベンゼン置換基を導入されたオリゴヌクレオチド誘導体は、ヌクレアー

10

ゼ抵抗性を有することが期待される。さらには、前述した式（１）で示されるユニットは
、各種ヌクレアーゼのターゲットとなる箇所（ヌクレアーゼの種類により、３
末端や非３

末端非５

末端や５

末端の特定の部位等）に結合させることができる。

【００９４】
また、式（１）のユニットをｓｉＲＮＡの３

ダングリングエンドに結合させることに

より、ＲＮＡｉによる遺伝子発現抑制作用の増大が期待される。特に、4‑fluorobenzylaz
ide (19)は疎水性が著しいため、特にその効果が大きいと推測される。
【００９５】
また、実施例のｓｉＲＮＡは、核酸オリゴマーの末端にフルオロメチルベンゼンを導入
することにより得られ、ＣＰＧ担体である化合物6のカラムを通すだけで、修飾可能であ

20

１８

る。このため、

Ｆを標識元素とした化合物を合成しておけば、極めて短時間のうちに

１８

、

Ｆでラベル化されたsiRNAとすることができる。すなわち、ＰＥＴ法に適用できる

核酸オリゴマーのＰＥＴプローブ化が可能であり、これを用いれば、短時間で様々な配列
を有する１８Ｆを標識元素とした核酸オリゴマーの合成をすることが可能となることが分
かった。
【００９６】
この発明は上記発明の実施の態様及び実施例の説明に何ら限定されるものではない。特
許請求の範囲を逸脱せず、当業者が容易に想到できる範囲で種々の変形態様もこの発明に
含まれる。
30

【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】ユニット３を３

末端に有するｓｉＲＮＡの−例を示す図である。

【図２】ｓｉＲＮＡの化学修飾の例を示す図である。
【産業上の利用可能性】
【００９８】
本発明は、個別化医療への展開が期待されているＲＮＡ創薬等、核酸オリゴマーを用い
た医療分野において有用な手段を提供することができる。

(28)
【図１】

【図２】
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