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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
標的タンパク質に可逆的に結合する認識部位を有したインプリントポリマーであって、
（ｉ）上記標的タンパク質の基質阻害剤を有している機能性モノマーか、
もしくは、
（ｉｉ）上記標的タンパク質の基質阻害剤自体が機能性モノマーであって、且つ、上記
認識部位とは異なる位置に重合官能基が導入されている機能性モノマーが、
上記機能性モノマーと共重合する２−メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン(M
PC)又はグリコシルオキシエチルメタクリレート(GEMA)とともに重合してなる重合体であ
ることを特徴とするインプリントポリマー。
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【請求項２】
上記認識部位は、さらに、上記標的タンパク質に結合可能な金属を有する金属錯体を有
することを特徴とする請求項１に記載のインプリントポリマー。
【請求項３】
上記金属錯体は、上記標的タンパク質と結合することによって結合シグナルを発するこ
とを特徴とする請求項２に記載のインプリントポリマー。
【請求項４】
請求項１から３の何れか１項に記載のインプリントポリマーを備えるアレイチップ。
【請求項５】
請求項１から３の何れか１項に記載のインプリントポリマーに対する結合特性の違いか
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らタンパク質を同定する方法。
【請求項６】
請求項１から３の何れか１項に記載のインプリントポリマーに対する結合特性の違いか
らタンパク質を精製する方法。
【請求項７】
請求項１から３の何れか１項に記載のインプリントポリマーによってタンパク質をリフ
ォールディングする方法。
【請求項８】
請求項１から３の何れか１項に記載のインプリントポリマーによってタンパク質の折り
たたみ状態を判別する方法。
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【請求項９】
標的タンパク質と機能性モノマーとを会合により複合体とする複合体形成工程と、
上記複合体中の機能性モノマーを重合させる重合工程とを含み、
上記機能性モノマーは、
（ｉ）上記標的タンパク質の基質阻害剤を有している機能性モノマーであるか、
もしくは、
（ｉｉ）上記標的タンパク質の基質阻害剤自体であって、当該基質阻害剤の上記標的タ
ンパク質に可逆的に結合する認識部位とは異なる位置に重合官能基が導入されている機能
性モノマーであり、
上記複合体形成工程および上記重合工程は、上記機能性モノマーと共重合する２−メタ
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クリロイルオキシエチルホスホリルコリン(MPC)又はグリコシルオキシエチルメタクリレ
ート(GEMA)の存在下でおこなうことを特徴とするインプリントポリマーの製造方法。
【請求項１０】
上記機能性モノマーは、さらに、標的タンパク質と結合可能な金属に配位する配位子を
含むことを特徴とする請求項９に記載のインプリントポリマーの製造方法。
【請求項１１】
上記複合体形成工程によって形成された複合体を単離する単離工程を含み、当該単離工
程後に重合工程を行うことを特徴とする請求項１０に記載のインプリントポリマーの製造
方法。
【請求項１２】
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上記複合体形成工程および重合工程の少なくとも一方を行った後に、上記金属に配位可
能な配位子によって、タンパク質と相補的な位置から外れた金属をブロックすることを特
徴とする請求１０または１１に記載のインプリントポリマーの製造方法。
【請求項１３】
上記重合工程を行った後、
キレート剤を添加すること、又はｐＨを変化させることによって上記配位子から金属を
脱離させ、その後、上記金属とは異なる金属を配位させることによって、上記インプリン
トポリマーの機能改変を行う工程を含むことを特徴とする請求項１０〜１２のいずれか１
項に記載のインプリントポリマーの方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、標的分子を特異的に認識する分子インプリント技術に関するものであり、特
に、タンパク質を認識可能なインプリントポリマーの合成法、およびその利用方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
ポストゲノムにおけるタンパク質の解析とその応用は現在の科学技術における最も重要
なテーマである。その中で、Ｘ線結晶解析等により得られた基礎情報から、タンパク質を
医療・工業等の様々な分野で応用していくためには、簡便かつ安価な分離・検出系の構築

50

(3)

JP 5249582 B2 2013.7.31

が非常に重要である。これが可能となれば、医薬を安価で大量に分離するための機能材料
化、あるいは簡便な診断法として期待されるプロテインチップへの応用が可能となる。現
在、主に開発がなされているのは、抗体や天然のレセプター、目的のタンパク質に対する
特異的なリガンドを固定化したチップなどである。しかしながら、これらのリガンドの探
索や調製は非常に煩雑で時間を要する作業であり、コストも非常に高くなるため、簡便で
汎用性の高い人工の分離・検出系の構築が必須である。すなわち、目的とするタンパク質
に対して親和性をもつ非タンパク質・非核酸の人工マテリアルが必要である。
【０００３】
以上のような特定のタンパク質、すなわちポリペプチドと相互作用する分離・検出系が
構築・確立されれば、タンパク質の検出や分離だけでなく、あるタンパク質の高次構造を
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認識・識別したり、特定の高次構造を安定化させるマテリアルの調製が可能となる。また
、タンパク質を非共有結合的に固定化する方法としても、重要な技術となる。
【０００４】
タンパク質を構成するアミノ酸には、金属配位しやすい残基がいくつか含まれている。
ヒスチジン、トリプトファン、システインといった残基は非共有電子対をもつアミノ酸残
基であり、銅・ニッケルなどの遷移金属などに対して効率的な配位結合を形成する。そこ
で、これらの遷移金属、及びキレート効果により強固に金属を捕捉する配位子の組み合わ
せによりポリペプチドを認識すればよい。
【０００５】
標的分子を認識する技術として、分子インプリント法と呼ばれる技術が注目されている
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。分子インプリンティングとは、標的分子と相補的な認識部位を有する高分子を得る方法
である。詳細は以下の通りである。まず、標的分子を鋳型分子とし、鋳型分子と、この鋳
型分子と結合可能な機能性モノマーとの複合体を形成させる。そして得られた複合体を架
橋剤と共に重合させ、架橋高分子を得る。その後、鋳型分子を溶媒等により除去すること
により、高分子内に、標的分子に対して相補的な認識部位を構築する。
【０００６】
分子インプリンティングの技術はここ数十年にわたり開発され、この技術によって得ら
れた高分子は、吸着剤や高速液体クロマトグラフィーの分離担体としての利用が検討され
ている。
【０００７】
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従来行われてきた分子インプリント技術は、主に低分子化合物に対して機能するもので
ある。これまで、タンパク質などのように巨大な分子に対して機能した例は少ないが、次
のような例がある。
【０００８】
Mosbach らは、金属キレートモノマー N‑(4‑vinyl)‑benzyl iminodiacetic acid とCu(
II)との配位結合を利用したリボヌクレアーゼA のインプリンティングを報告している（
非特許文献１：M. Kempe, M. Glad, and K. Mosbach, J. Molec. Recogn. 1995, 8, 3539
）。具体的には、シリカゲル表面上で、上記金属キレートモノマー、Cu(II)、およびリボ
ヌクレアーゼＡの複合体を形成させたところに架橋剤を加えることで、金属キレートモノ
マー間を重合させている。
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【０００９】
また、Minoura らは、同じくシリカゲルをサポートとして用いてグルコースオキシダー
ゼのインプリンティングを行った（非特許文献２：M. Burow and N. Minoura, Biochem.
Biophys. Res. Commun. 1996, 227, 419‑422）。正電荷を有する2‑(ジメチルアミノ)エチ
ルメタクリレート、負電荷を有するアクリル酸、およびグルコースオキシダーゼの基質で
あるグルコースを側鎖に有するグルコシルオキシエチルメタクリレート、電荷を持たない
アクリルアミドと４種類の機能性モノマーを用い、主に３種類の相互作用で鋳型分子の認
識を行うインプリントポリマーを合成している。
【００１０】
しかしながら、これらのインプリンティング技術では、プロテインチップ・プロテイン
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アレイに応用可能な高い基質特異性を有する高分子を得ることは困難である。すなわち、
上記従来の方法で製造されたインプリントポリマーでは、結合選択性や、センサー、セン
サーアレイ、センサーチップとしての利用可能性の点で問題があった。タンパク質検出素
子、分離材料を創製するためには、高い基質選択性を与えるインプリンティング技術が必
要となる。
【００１１】
本発明は、上記従来の問題に鑑みたものであり、その目的は、より結合特異性の高いイ
ンプリントポリマーを提供すると共に、色素修飾によるインプリントポリマーセンサー、
その製造方法、およびその代表的な利用方法であるマイクロアレイ等を提供することにあ
る。また、従来のインプリンティングの欠点であった低い選択性を克服するため、金属錯
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体特有の多価配位による特異性の向上、及び非特異的相互作用の抑制することを課題とす
る。
【発明の開示】
【００１２】
認識部位に金属錯体および基質阻害剤の少なくとも一方を有するインプリントポリマー
は、従来のインプリントポリマーよりも高い選択性を有することを見出し、本発明を完成
させるに至った。本発明は、上記従来の課題に鑑みたものであり、以下の発明を含有する
。
【００１３】
（１）標的タンパク質に可逆的に結合する認識部位を有し、上記認識部位は、金属錯体
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および基質阻害剤の少なくとも一方を有することを特徴とするインプリントポリマー。
【００１４】
（２）上記（１）のインプリントポリマーであって、上記金属錯体は、標的分子と結合
することによって結合シグナルを発することを特徴とするインプリントポリマー。
【００１５】
（３）上記（１）または（２）のインプリントポリマーを備えるアレイチップ。
【００１６】
（４）上記（１）または（２）のインプリントポリマーに対する吸着特性の違いからタ
ンパク質を同定する方法。
【００１７】
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（５）上記（１）または（２）のインプリントポリマーに対する吸着特性の違いからタ
ンパク質を精製する方法。
【００１８】
（６）上記（１）または（２）のインプリントポリマーによってタンパク質をリフォー
ルディングする方法。
【００１９】
（７）上記（１）または（２）のインプリントポリマーによってタンパク質の折りたた
み状態を判別する方法。
【００２０】
（８）標的タンパク質と機能性モノマーとの複合体を形成する複合体形成工程と、上記
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複合体中の機能性モノマーを重合させる重合工程とを含み、上記機能性モノマーは、標的
タンパク質と結合可能な金属に配位する配位子、および、標的タンパク質の基質阻害剤の
少なくとも一方を含むことを特徴とするインプリントポリマーの製造方法。
【００２１】
（９）上記（８）のインプリントポリマーの製造方法であって、上記複合体形成工程に
よって形成された複合体を単離する単離工程を含み、当該単離工程後に重合工程を行うこ
とを特徴とするインプリントポリマーの製造方法。
【００２２】
（１０）上記（８）または（９）に記載のインプリントポリマーの製造方法であって、
上記複合体形成工程および重合工程の少なくとも一方を行った後に、上記金属に配位可能
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な配位子によって、タンパク質と相補的な位置から外れた金属をブロックすることを特徴
とするインプリントポリマーの製造方法。
【００２３】
（１１）上記（８）〜（１０）のいずれかのインプリントポリマーの製造方法であって
、上記重合工程を行った後、キレート剤を添加すること、又はｐＨを変化させることによ
って上記配位子から金属を脱離させ、その後、上記金属とは異なる金属を配位させること
によって、上記インプリントポリマーの機能改変を行う工程を含むことを特徴とするイン
プリントポリマーの製造方法。
【００２４】
（１２）標的タンパク質と当該標的タンパク質の基質とを複合化させた基質―タンパク
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質複合体と、機能性モノマーとを複合化させる工程と、上記工程後に機能性モノマーを重
合させる工程を行うことを特徴とするタンパク質の固定化方法。
【００２５】
（１３）上記（１２）に記載のタンパク質の固定化方法であって、上記機能性モノマー
は、上記標的タンパク質と結合可能な金属に配位する配位子を含むことを特徴とするタン
パク質の固定化方法。
【００２６】
本発明のさらに他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分わか
るであろう。また、本発明の利益は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろう
。
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【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明におけるインプリントポリマーの製造方法を示す図面である。
【図２】本発明の実施の形態に係る錯体の構造式である。
【図３】本発明の実施の形態に係る色素修飾モノマーの構造式を示す図面であり、（ａ）
はスチレン修飾モノマー、（ｂ）はサイクレン修飾モノマーを示す。
【図４】本発明の実施の形態に係る色素修飾錯体−スチレンモノマーの共有結合体（トル
）の構造式を示す図面であり、（ａ）はエチレンジアミンーアントラセン、（ｂ）はサイ
クレンーアントラセン、（ｃ）はサイクレンーダンシル、（ｄ）はエチレンジアミンーダ
ンシル修飾体である。
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【図５】本発明の実施の形態に係るスチレン修飾リボヌクレアーゼ阻害剤の構造式を示す
図面である。
【図６】本発明の実施例に係るサイクレン修飾体の合成スキームを示す図面である。
【図７】本発明の実施例に係るエチレンジアミン修飾体の合成スキームを示す図面である
。
【図８】本発明の実施例に係るスチレン修飾リン酸化ＵＭＰの合成スキームを示す図面で
ある。
【図９】本発明の実施例に係るインプリントポリマーおよび非インプリントポリマーのリ
ボヌクレアーゼＡに対するセンサーグラムである。
【図１０】本発明の実施例における疎水性クロマトグラフィーを用いたタンパク質分離の
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クロマトグラムである。
【図１１】Cu(en)を用いて調製した５種類のポリマーに対するミオグロビン (A1)、リボ
ヌクレアーゼＡ (A2)、リゾチーム (A3)、アルブミン(A4)、シトクロムＣ (A5)、ラクト
アルブミン (A6) の吸着挙動を主成分分析した結果を示すデータプロットである。
【図１２】Cu(cyc)を用いて調製した５種類のポリマーに対するミオグロビン (A1)、リボ
ヌクレアーゼＡ (A2)、リゾチーム (A3)、アルブミン(A4)、シトクロムＣ (A5)、ラクト
アルブミン (A6) の吸着挙動を主成分分析した結果を示すデータプロットである。
【図１３】LY‑Cu(en)IP、Cu(en)‑MIP無添加および添加時におけるリフォールディング率
の経時変化を示す図面である。
【図１４】flow型の再活性化方法におけるリゾチーム溶出量の経時変化を示すグラフであ
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る。
【図１５】EDTAを添加して結合親和性を低下させた後、さらに銅イオンを添加して活性を
回復させたセンサーグラムである。
【図１６】ビニル化したエチレンジアミンを機能性モノマーとして合成したインプリント
ポリマーについて、各タンパク質に対するブランクポリマーとの相対親和性を示したグラ
フである。
【図１７】ビニル化したサイクレンを機能性モノマーとして合成したインプリントポリマ
ーについて、各タンパク質に対するブランクポリマーとの相対親和性を示したグラフであ
る。
【図１８】インプリントポリマー、ブランクポリマー、GEMAのみ、の三者のポリマーにつ
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いてのリボヌクレアーゼ Aに対する親和性の塩濃度依存性である。
【図１９】リボヌクレアーゼ Aを固定化した基板に対するZn(TCPP(Tetrakis(4‑carboxyph
enyl)porphine))の結合をSPRセンサーグラムで解析した例である。
【図２０】リボヌクレアーゼ Aに対してZn[TCPP] (Tetrakis(4‑carboxyphenyl)porphine)
を滴定した時のUV吸収スペクトルである。
【図２１】ビニル化したZn[TCPP]を機能性モノマーとして合成したインプリントポリマー
について、各タンパク質に対するブランクポリマーとの相対親和性を示したグラフである
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
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＜１．タンパク質をターゲットとするインプリントポリマー＞
本発明に係るインプリントポリマーは、標的タンパク質に可逆的に結合する認識部位を
有し、上記認識部位は、金属錯体および基質阻害剤の少なくとも一方を有する。なお、本
明細書における文言「可逆的に結合する」は、共有結合以外の結合を意味する。また、金
属錯体および基質阻害剤は、標的タンパク質によって適宜変更することができ、特に限定
されるものではない。
【００２９】
（１−１）機能性モノマー
インプリントポリマーの組成は特に限定されるものではないが、例えばいわゆる機能性
モノマーが重合してなるポリマーを主成分として含むものが挙げられる。
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【００３０】
機能性モノマーとしては、アクリルアミド、アクリル酸、グルコシルオキシエチルメタ
クリレート、1‑ビニルイミダゾール、4‑ビニルピリジン、2‑(ジメチルアミノ)エチルメタ
クリレート、2‑ヒドロキシエチルメタクリレート等、水溶性のモノマーが好ましい。水溶
性のモノマーが好ましいのは、生体内物質であるタンパク質は、ｐＨおよび有機溶媒に対
する敏感性が高く、緩衝液中でインプリンティングを行うことが好ましいためである。
【００３１】
また水酸基、アミノ基、カルボキシル基等の水素結合性のモノマーは、標的タンパク質
との間に水素結合を形成することができる。この水素結合によって、補助的に金属配位に
よる相互作用を補強することができる。また、カルボン酸、4級アンモニウム、スルホン
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酸、リン酸等はイオン結合による相互作用の補強を与えることができる。
【００３２】
また、機能性モノマーとして、下記（１−３）の金属錯体および（１−４）の基質阻害
剤の少なくとも一方を含む。詳細には後述する。
【００３３】
（１−２）色素修飾モノマー
本発明のインプリントポリマーは、タンパク質の検出のため、色素修飾モノマーを含ん
でもよい。具体的な機能性色素としては、メチルオレンジ、メチルレッドなどのアゾベン
ゼン系、ナフトキノン、アントラキノンなどのキノン系、フェノキサジン、マラカイトグ
リーンなどのジアリールメタン系およびトリアリールメタン系、フルオレセイン、ローダ
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ミンＢなどのフルオラン系、インドシアニン、ヘミシアニンなどのシアニン系、テトラフ
ェニルポルフィリン、フタロシアニンなどのポルフィリン・フタロシアニン系、オキサゾ
リルエチリデンイソプロピリデン無水コハク酸、アリールフルギン酸無水物などのフルギ
ド系、インジゴ、チオインジゴなどのインジゴ系、アントラセン、ピレンなどの縮合環系
、テトラチアフルバレン−テトラシアノキノジメタンなどの電荷移動分子系、メタルジチ
オレン、キノリノール金属錯体などの金属錯体系、スチルベン、スチルバゾールなどのス
チリル系、スピロベンゾピラン、スピロオキサジンなどのスピロピラン系、ジフリルエテ
ン、ジチエニルエテンなどのジアリールエテン系、スクアリリウム、クロコニウムなどの
スクアリリウム系、ケルセチン、アントシアニンなどのフラボノイド系の機能性色素など
10

がある。
【００３４】
特に、クマリン・ダンシル・FITC・アントラセンなどの蛍光色素を用いることが好まし
い。これにより、容易にタンパク質を検出することができる。検出方法としては、蛍光ス
ペクトル変化・蛍光寿命測定・蛍光エネルギー移動が可能である。
【００３５】
色素は、単に重合性官能基を導入したモノマーを共重合させる方法、重合した高分子に
吸着させる方法、下記（１−３）の金属錯体と共有結合させて認識部位の近傍に導入する
方法の３通りがある。
【００３６】
図３に、本発明に利用可能な色素修飾モノマーの例を示す。また、図４に、本発明に利
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用可能な、色素修飾錯体−スチレンモノマーの共有結合体の構造式を示す。これら色素修
飾モノマーは、蛍光波長ピーク、及び蛍光寿命の変化によりタンパク質の結合を検出する
ことができる。色素、及び金属錯体の構造は図に示したものに限定されず、上記に示した
ものおよび下記（１−３）で示すものが利用できる。
【００３７】
（１−３）金属錯体
タンパク質を構成するアミノ酸には、金属配位しやすい残基がいくつか含まれている。
ヒスチジン、トリプトファン、システインといった残基は非共有電子対をもつアミノ酸残
基であり、銅・ニッケルなどの遷移金属などに対して効率的な配位結合を形成する。本発
明のインプリントポリマーは、その認識部位に、これら金属原子を含む金属錯体を有する
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。金属錯体は、金属と、その金属に配位する配位子とからなる。本発明に係るインプリン
トポリマーの認識部位は、この金属錯体を有するので、金属原子を介してこれらアミノ酸
残基を認識し、標的タンパク質を認識することができる。なお、金属錯体とは、配位子と
、当該配位子に配位結合する金属とからなるが、本実施の形態においては、「金属錯体」
なる文言が、配位子単独である状態（すなわち金属と配位結合していない状態）、および
金属を配位した状態の、両方を指すことがある。
【００３８】
本発明に係るインプリントポリマーは、このように金属原子を介して標的分子を認識す
るので、より多様な条件・範囲で標的タンパク質を認識することができる。例えば、リボ
ヌクレアーゼとその代表的なリボヌクレアーゼ阻害剤（2

‑CMP）とは、５．５付近の低
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ｐＨでなければ高い親和性を得られない。一方、本発明のインプリントポリマーは、比較
的広い範囲のｐＨでターゲットタンパク質と結合可能であり、他のタンパク質−リガンド
相互作用では機能しない条件においても親和性を獲得することができる。
【００３９】
ｐＨだけでなく、本発明により得られる人工レセプターは天然の抗体等と比較して、温
度や塩濃度においても幅広い範囲で結合可能である。２

−CMPとリボヌクレアーゼとの

相互作用においても、高い塩濃度では結合しないことが報告されているが、本発明のイン
プリントポリマーはこのような条件でも結合能がある。こうした点においても、金属錯体
を使った認識部位の構築は天然にない長所を有しているといえる。また、材料化の際に懸
念される安定性においても、ぺプチダーゼによる切断や高次構造変化を引き起こす天然の
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タンパク質・抗体と異なり、安定した性能が長期間にわたって保持できる。
【００４０】
金属配位は、その金属と配位子の組み合わせにおいて多様な選択が可能である。同じ配
位子で金属を脱離させたり、再結合させたりすることも可能であり、機能を自由に変える
ことができる。金属はEDTAにより解離させることができ、さらに別の金属を導入すること
もできる。同属の配位形式をもつ金属を用いてより親和性を上げたり、異なる配位形態を
もつ金属を添加して基質選択性を変化させたりすることも可能である。また、一部のラン
タニド金属にはペプチド結合の切断活性があり、これを用いて標的タンパク質を切断する
ことも可能となる。
【００４１】
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また、配位子と配位する金属としては、遷移金属の銅・亜鉛・マンガン・ニッケル・鉄
などの他、希土類金属、蛍光発光するランタニド金属等を利用することができる。
【００４２】
配位子には、エチレンジアミン・サイクレン・ジピコリルアミン・イミノジ酢酸・ニト
リロ三酢酸・EDTA・ポルフィリン等の多価配位型錯体が利用できる。
【００４３】
図２に、本発明に適用可能な金属錯体の一例を示す。
【００４４】
なお、機能性モノマーは、本欄で述べた配位子および下記（１−４）欄の基質阻害剤自
体であってもよいし、配位子および基質阻害剤における標的タンパク質を認識する部位と
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は異なる位置に重合官能基が導入された化合物であってもよい。配位子および基質阻害剤
は、この重合官能基を介して重合することで、インプリントポリマーを形成することがで
きる。なお、本発明においては、重合官能基が導入されていてもされていなくても、配位
子、基質阻害剤と称するものとする。
【００４５】
重合官能基の導入においては、例えば有機合成の手法により、配位子および基質阻害剤
にスチレン又はアクリル酸を導入してもよい。
【００４６】
また、錯体同士を結合させて複核錯体を機能性モノマーとすることもできる。
【００４７】
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金属錯体を使った方法では、タンパク質に特異的に結合できないように固定化された金
属錯体部位を、キレート剤を用いて不活化させることにより、非特異的な結合を抑制する
ことができる。これにより、タンパク質と特異的に相互作用して固定化された金属錯体の
みが、再結合の際に関与することになり、高い基質選択性が発現されることになる。
【００４８】
（１−４）基質阻害剤
本発明において、基質阻害剤とは、標的タンパク質である酵素の基質と同様に、少なく
ともその一部が標的タンパク質の基質結合部位に特異的に結合可能な構造を有する化合物
である。ただし、基質阻害剤は、基質とは異なり酵素の触媒作用を受けないか、または触
媒作用を受けてもその反応速度が非常に遅いことが必要である。このような物質としては
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、標的タンパク質の基質と類似の構造を有する競合阻害剤、および擬基質等が含まれる。
これら基質阻害剤は、標的タンパク質との結合の特異性が高い。そのため、インプリント
ポリマーに、高い標的認識特性を付与することができる。また、触媒作用を受けないか、
反応速度が非常に遅いので、標的タンパク質の基質認識部位との結合が安定である。
【００４９】
なお、基質阻害剤の親和性は特に限定されないが、１０３Ｍ以上であることが好ましい
。
【００５０】
例えばリボヌクレアーゼを標的タンパク質とする場合、基質阻害剤としては、各種ヌク
レオチドが利用できる。また、ヌクレオチドにさらにビニル基を有するものならば、付加
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重合が容易に行え、その固定化量を制御できるため、好ましい。ＤＮＡ類似体などもこれ
に含まれる。図５に、スチレン修飾リボヌクレアーゼ阻害剤（２

‑UMP、および３

‑UMP

）の構造式を示す。
【００５１】
本発明のインプリントポリマーは、このような基質阻害剤を、単独で備えてもよいし、
上記（１−３）欄の金属錯体と共に備えてもよい。金属錯体と組み合わせて備えることに
より、インプリントポリマーは協同的な効果により高い親和性を得ることができる。
【００５２】
（１−５）コモノマー
本発明に係るインプリントポリマーは、上記（１−１）および（１−２）に記載した金

10

属錯体および基質阻害剤の少なくとも一方を機能性モノマーとして含むと共に、これら機
能性モノマーと共重合するコモノマーを含んでいてもよい。機能性モノマーとともに共重
合させるコモノマーには、上記（１−１）で述べた機能性モノマーを利用することができ
る。MPC([2‑(methacryloyloxy)ethyl]phosphorylcholine)、又はGEMA(Glycosyloxyethyl
methacrylate)を添加することにより、非特異的相互作用を低減させる。
【００５３】
＜２．製造方法＞
本発明に係るインプリントポリマーの製造方法は、標的タンパク質と機能性モノマーと
の複合体を形成する複合体形成工程と、上記複合体中の機能性モノマーを重合させる重合
工程とを含む。
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【００５４】
本発明に係る製造方法の一例を、図１に基づいて説明する。
【００５５】
まず、図１の（ａ）,（ｂ）に示すように、標的タンパク質と、当該標的タンパク質に
配位結合可能な金属および当該金属を配位する配位子からなる金属錯体とを、上記金属を
介して会合させる（複合体形成工程）。このとき、ポリマーの合成系には、図示しない重
合可能な機能性モノマーが含まれている。
【００５６】
次に、図１の（ｃ）に示すように、機能性モノマーを重合させることによって、金属錯
体を標的タンパク質と相補的な位置に固定する（重合工程）。
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【００５７】
次に、図１の（ｄ）に示すように、標的タンパク質を除去する。
【００５８】
このようにして、標的タンパク質を認識する認識部位をもつインプリントポリマーを製
造する。
【００５９】
（２−１）複合体形成工程（図１の（ｂ））
複合体形成工程は、標的タンパク質と機能性ポリマーとを混合すればよく、その他の条
件は、従来のインプリントポリマーの製造方法を好適に利用可能である。
【００６０】
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機能性モノマーとタンパク基質との複合体形成は水中で行うことが望ましい。
【００６１】
用いることのできる機能性モノマーとしては、上記（１−１）で説明した通りである。
【００６２】
複合体形成工程において特に好適な条件としては、タンパク質濃度が数１００μＭ、機
能性モノマーが２当量〜５等量程度が望ましい（リボヌクレアーゼの場合）。タンパク質
は会合しない濃度領域にしなければならない。また、機能性モノマーは解離定数よりも濃
い濃度条件でなければならない。温度は室温で行う。
【００６３】
また、機能性モノマーとして、上記（１−３）の配位子、および、上記（１−４）の基
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質阻害剤の少なくとも一方を含む機能性モノマーを用いてもよい。この場合、複合体形成
工程および下記重合工程は、上記（１−５）のコモノマーの存在下で行ってもよい。
【００６４】
また、複合体形成工程および重合工程は、架橋剤の存在下で行ってもよい。架橋剤には
、メチレンビスアクリルアミド等、比較的水溶性のある化合物が利用できる。また、金属
配位能を持たないものが好ましい。
【００６５】
基質阻害剤を機能性モノマーとして用いる場合、親和性は１０３Ｍほどあればよい。例
えば、リボヌクレアーゼに対して２

−CMPは比較的良好な阻害剤である。この特異的結

合を阻害させないためには、結合に関与していない５

位に重合性官能基を導入すればよ

10

い。
【００６６】
このリン酸化化合物の類似体は機能性モノマーとして非常に有用である。タンパク質の
分子インプリンティングでは通常選択性が非常に低いが、この基質阻害剤を用いることに
より、強い相互作用と選択性を与えることができる。カルボン酸などのイオン性のモノマ
ー、ピリジンなどの水素結合性のモノマー、又は金属錯体など、通常のインプリンティン
グで用いられる相互作用と組み合わせることにより、親和性を向上させることができる。
【００６７】
他のタンパク質においても、重合工程によって基質阻害剤を固定化することにより、目
的タンパク質に対する親和性と特異性を向上させることができる。ぺプチダーゼに対する
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ペプチド阻害剤、レクチンに対する糖類似体、各種キナーゼに対するリン酸化ペプチドが
それぞれ対応する。
【００６８】
金属錯体を機能性モノマーとして利用する場合、不要な金属・イオン等の共雑物は親和
性を下げることになり、認識能を低下させる。ただし、タンパク質が不安定で塩強度、p
Ｈ等の条件がある場合には、それに従う。インプリントの効果は機能性モノマーが標的タ
ンパク質に対して２分子以上会合した場合に発現するので、機能性モノマーの量は標的タ
ンパク質に対して２当量〜５等量程度が望ましい。基質阻害剤をモノマーとして用いた場
合には、標的タンパク質に対して１当量以上でよい。
【００６９】
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複合体形成および重合工程では、用いる緩衝液は金属配位を阻害する緩衝液でなければ
よい。リン酸緩衝液は亜鉛錯体などに対して阻害能を示すため、好ましくない場合がある
。同様の理由から、HEPES緩衝液よりもトリス（Tris）緩衝液の方が、金属配位能が低い
場合が多く、好ましい。金属配位を阻害しない限りにおいては、炭酸・ホウ酸・酢酸・リ
ン酸緩衝液が利用可能である。
【００７０】
（２−２）重合工程（図１の（ｃ））
重合反応は、重合開始剤（単に開始剤と称する場合もある）を添加することによって、
上記（２−１）の複合体形成工程で形成された複合体中の機能性モノマーを重合する工程
である。
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【００７１】
重合方法としては、UV光による重合と熱重合が両方可能である。開始剤には、アゾ化合
物系の開始剤、または過硫酸カリウムや過硫酸アンモニウムなどのRedox開始剤が利用で
きる。これと重合促進剤であるTEMEDを加えることにより、温和な条件でも重合反応が進
行する。
【００７２】
なお、上記（２−１）の複合体形成工程で形成された複合体を、複合体形成工程を行っ
た水溶液中から単離し、その後に重合工程を行うことが好ましい。
【００７３】
例えば、金属錯体を用いた場合の重合工程は、タンパク質―金属錯体複合体を単離し、
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その後に行うことにより、高選択的な認識マテリアルの調製が可能である。複合体を単離
するには、結合の強い金属錯体・又は解離速度が遅い金属（Ｐｄなど）を用いる必要があ
る。そのためには、金属錯体の複核化は有効である。単離の際の分離方法は、ゲルろ過、
ＨＰＬＣ、透析など一般的な分離方法が可能である。その後、この複合体を凍結乾燥する
ことにより単離することができる。
【００７４】
また、標的タンパク質の非特異的な結合を抑制することにより選択性を向上させること
ができる。
【００７５】
具体的には、複合化工程後、または重合工程を行った後に、機能性モノマー中（重合工
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程後はインプリントポリマー中）の金属錯体中の金属に、この金属に結合可能な配位子を
結合させる。鋳型タンパク質と相補的な位置に正確に配置されていない金属錯体があると
、非特異的な結合が起こる。上記ブロック剤によると、このような正確に配置されていな
い金属錯体をブロックすることができるので、特異性が向上する。このようなブロック剤
としては、エチレンジアミンの他、EDTAやイミノジ酢酸、ニトリロ三酢酸などのキレート
剤、各種ポリアミンが利用できる。
【００７６】
（２−３）鋳型タンパク質の除去（図１の（ｄ））
鋳型タンパク質の除去は水・緩衝液により行う。これらの溶液により数時間程度洗浄す
ることにより鋳型分子は洗い流される。それでも除去されない場合は、１００ｍＭのNaCl

20

で５分間洗浄することにより除去される。それでも完全に洗い流されない場合は、ＥＤＴ
Ａなどのキレート剤を添加し、一度金属を洗い流し、これにより強制的にタンパク質を除
去する。この後再度金属を添加し、認識部位を再構築する。
【００７７】
なお上記の製造方法は、バルク重合の他、様々な表面上に導入できる。ポリスチレン樹
脂、シリカ粒子、カーボンナノチューブ上、ガラス基板上、金基板上、各種金属基板上等
、重合性官能基を導入できる材料上ならば制限を受けることはない。
【００７８】
＜３.アレイチップ＞
（３−１）アレイチップの構成

30

本発明に係るアレイチップは、上記＜１＞欄のインプリントポリマーを異なるタンパク
質を鋳型にして製造し、多数備えればよく、他の構成、基板等は特に限定されない。また
、基板上への固定方法も特に限定されるものではなく、従来の薄膜形成技術やプロテイン
アレイにおける技術を適用することができる。
【００７９】
アレイチップでは、インプリントポリマーは、色素修飾モノマーを有することが好まし
い。色素修飾モノマーを、クマリン・ダンシル・FITC・アントラセンなどを蛍光色素とす
ることにより、容易にタンパク質を検出することができる。検出方法としては、蛍光スペ
クトル変化・蛍光寿命測定・蛍光エネルギー移動が可能である。色素は、単に重合性官能
基を導入したモノマーを共重合させる方法、重合した高分子に吸着させる方法、金属錯体

40

と共有結合させて認識部位の近傍に導入する方法の３通りがある。
【００８０】
＜４．インプリントポリマーを利用したタンパク質の同定方法＞
本発明に係るタンパク質の同定方法および精製方法は、上記＜１＞欄のインプリントポ
リマーへの吸着特性の違いを利用したものであればよい。この際に異なった錯体、鋳型タ
ンパク質、金属、架橋比で調製したインプリントポリマーのアレイを作製することにより
、パターン解析を行うことができる。
【００８１】
具体的には、上記＜３＞欄のアレイチップを利用し、その色素修飾モノマーの発するシ
グナルを検出、解析することで、タンパク質を同定することができる。さらに、デコンボ
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リューションにより、細胞や組織から複数のタンパク質を定量的に検出することも可能と
なる。
【００８２】
＜５.リフォールディング方法＞
タンパク質の認識をリフォールディングに利用することも可能である。すなわち、特定
のタンパク質のうち、ある３次構造の状態をとっているタンパク質だけを認識することが
可能である。タンパク質は変性状態の時は通常のびた状態をとっており、天然状態では折
りたたまれている。この天然状態をインプリントすることにより、天然状態のタンパク質
のみを結合することができ、タンパク質の折りたたみを促進することとなる。
10

【００８３】
リフォールディング方法としては、具体的には、再生緩衝液中で、変性タンパク質とイ
ンプリントポリマーとを接触させればよい。
【００８４】
（再生緩衝液）
再生緩衝液とは、上記で調製したインプリントポリマーを含む緩衝溶液である。例えば
、１０ｍｇ／ｍＬのインプリントポリマー、および５０ｍＭのＮａＣｌを含みｐＨ７．４
のトリス緩衝液等を用いることができる。
【００８５】
（接触方法）
変性タンパク質とインプリントポリマーとを接触させる方法としては、インプリントポ

20

リマーを固定しない状態で用いるバッチ法、および、インプリントポリマーをカラム等の
形状に固定して用いるflow法がある。接触方法としては、標的タンパク質やその他条件に
合わせて適宜設定可能である。バッチ法では、タンパク質―ポリマー複合体となるので、
数時間のリフォールディングの後、塩やｐＨなどにより解離させればターゲットタンパク
質を回収できる。Flow法においては、天然状態にフォールディングしたタンパク質のみが
強く結合するため、折りたたまれずに早く溶出してきたものは再度、変性―リフォールデ
ィングを行えばよい。
【００８６】
天然状態のインプリンティングだけでなく、タンパク質の融解状態（モルテン・グロビ
ュール状態）をインプリントすることにより、得られた高分子がタンパク質の凝集を阻害

30

し、タンパク質の折りたたみを促進することもできる。
【００８７】
変性状態タンパク質、すなわち非天然状態タンパク質の調製は、外部からの熱や変性剤
添加により行う。リボヌクレアーゼならば８０℃〜９０℃で完全に変性する。これに上記
金属錯体を添加し、熱重合により変性タンパク質特異的なインプリントポリマーが可能と
なる。得られたポリマーは、変性状態の検出やタンパク質除去へと利用できる。変性剤に
より変性させたタンパク質のインプリンティングも同様に可能である。
【００８８】
また、上記方法を利用して、タンパク質のおりたたみ状態を、結合親和性の差から蛍光
40

色素で検出するアレイを構築することができる。
【００８９】
＜６.タンパク質固定化法＞
タンパク質の認識能を落とさずに非共有結合的に固定化する方法として、本発明のイン
プリントポリマーの製造方法が利用できる。
【００９０】
そのためにまず、標的タンパク質を、当該タンパク質に対して特異的に結合する基質と
まず複合化させる。リボヌクレアーゼの場合、ｐＨ５．５で２

‑ＣＭＰと複合化させる

ことにより、１：１で完全に複合化する。さらにこれを上記＜２＞と同様に、インプリン
トすることで、基質認識部位をブロックした状態でタンパク質を固定化することができる
。
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【００９１】
この場合、競争的に金属がタンパク質―基質相互作用を阻害しないように、Ｋ〜１０３
Ｍ程度の親和性の結合を有する金属錯体を用いる。固定化した後、中性〜弱塩基性、及び
高塩濃度条件にすることにより特異的なリガンド（２

−ＣＭＰ）を解離させることがで

きる。得られた高分子は、機能性モノマーが基質近傍に結合せずに固定化されるため、天
然状態の基質認識能を保持したしたままセンシング、又は分離材料として利用できる。
【００９２】
以上のように、本発明に係るインプリントポリマーは、標的タンパク質が可逆的に結合
する認識部位を持ち、上記認識部位は、金属錯体および／または基質阻害剤を有する。こ
れにより、従来のインプリントポリマーと比較して特異性が向上しており、より正確にタ

10

ンパク質を同定することができ、センサーアレイへの応用により、さらに正確な同定と混
合物の組成の解析を可能としている。
【００９３】
また、本発明に係るインプリントポリマーの製造方法は、標的タンパク質と結合可能な
金属を配位する金属錯体、および／または、標的タンパク質の基質阻害剤を機能性モノマ
ーとして用い、上記機能性モノマーを固定化する固定工程を含むことを特徴としている。
【００９４】
金属配位による特異的結合は、非特異的な結合、すなわちタンパク質の結合部位をうま
く形成できなかった金属錯体の配位結合能を消滅させることにより、顕在化させることが
可能である。そのために、タンパク質と金属錯体を複合化させた後、又はこれを固定化さ
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せた後にキレート剤等を添加することにより、非特異的結合に関与する余分な金属をマス
キングし、非特異的な配位結合を低下させることができる。このような正確な特異性の発
現は水素結合、イオン結合といった従来のインプリンティング法にはなかったものであり
、金属配位特有のものである。
【００９５】
種々のタンパク質インプリントポリマーを合成してインプリントポリマーアレイとし、
それに対して複数のタンパク質を再結合させ、各タンパク質の各ポリマーに対する結合量
のパターンを主成分分析して２，３次元のデータに変換したところ、タンパク質混合液は
完全に成分の組成の分類分けがなされた。これは、複雑な試料に対して、インプリントポ
リマーアレイを用いることで、含まれるタンパク質の同定が可能なことを示している。ま
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た、未知のタンパク質のクラス分けも可能で、有用な機能をもつタンパク質のスクリーニ
ングや、タンパク質組成のプロファイリングに威力を発揮する。
【００９６】
タンパク質は、折りたたみ構造をとることで機能を発現する。そこで、本発明のインプ
リントポリマーの分子認識能を用いると、うまく折りたたまれなかったタンパク質を折り
たたみ構造との複合化により安定化し、正しい折りたたみ構造に変換できる。人工的にタ
ンパク質を生産するときに、生産したポリペプチドを正しく折りたたみ、機能を発現させ
ることはバイオテクノロジーの分野では特に重要であり、本発明は、タンパク質の同定や
分離の手法を提供するのみならず、タンパク質の折りたたみ構造を誘導する人工分子シャ
ペロンの役割も果たす。

40

【００９７】
また、タンパク質は条件により、２次構造としてα−へリックスやβ−シートをとり、
これらは全体の高次構造に大きく影響を与え、時には疾病の原因ともなる。近年、ＢＳＥ
問題など、これらタンパク質の高次構造の検出・判別が大きな課題となっている。こうし
た問題についても、本発明のタンパク質インプリンティングは解決法を提供し、ペプチド
の折りたたみ状態を判別する素子を製造することもできる。上記構成により、抗体等の天
然の化合物よりも簡便な方法によって、標的タンパク質を認識可能な物質を製造すること
ができる。
【００９８】
なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種
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々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み
合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【００９９】
以下、実施例により、本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらにより何ら限
定されるものではない。
【０１００】
（実施例）
〔I〕金属錯体を有するインプリントポリマーとその利用
［１］サイクレン修飾スチレンの合成（図６）
10

金属錯体機能性モノマーの合成を以下の工程で行った。
【０１０１】
［１−１］

(Boc)３‑cyclenの合成

サイクレン４塩酸塩

500 mgを塩化メチレンに溶解し、トリエチルアミン

下、０℃に冷却した後、塩化メチレンに溶解した(Boc)２O

５当量存在

3.0当量をゆっくり添加した

。一昼夜室温で攪拌した後、飽和食塩水で洗浄した。硫酸ナトリウムで有機相を洗浄した
後、シリカゲルクロマトグラフィー（Hexane：AcOEt = 2:1 → 1:2）で精製した。1H‑NMR
により同定を行った。
【０１０２】
［１−２］

Boc3‑cyclen‑Stの合成

上記［１−１］で得られたBoc3‑cyclen 260mgをアセトニトリル中において、4‑vinylbe

20

nzyl chloride １．５当量、炭酸カリウム２当量を添加し、ヨウ化カリウム１当量存在下
、６５℃で３時間攪拌した。ＴＬＣにて原料の消失を確認し、反応終了後そのまま飽和食
塩水で３回洗浄した。硫酸ナトリウムで乾燥、溶媒留去の後、シリカゲルクロマトグラフ
ィー（Hexane：AcOEt = 3 : 2 → 1 : 1）により精製を行った。320 mg、96 %。1H‑NMR(C
DCl3): δ 7.49 (d, 2H, J = 9.4 Hz, ArH), 7.36 (d, 2H, J = 9.4 Hz, ArH), 6.67 (dd
, 1H, J = 12.2, 19.5 Hz, ArCH=CH2), 5.9

(br, 1H, NHCOO), 5.68 (d, 1H, J = 19.5

Hz, ArCH=CH2), , 5.2 (s, 1H, NHCOO), 5.19 (d, 1H, J = 12.2 Hz, ArCH=CH2), 4.30 (
br, 1H, NHCH(CO)CH2), 3.6 (m, 2H, CHCH2NH), 1.48 (s, 9H, C(CH3)3), 1.45 (s, 9H,
C(CH3)3).
30

［１−３］Cyclen‑Stの合成
上記［１−２］で得られたBoc3‑Cyclen‑St

300 mgを塩化メチレン 10 mLに溶解した。

これにTFA 2 mLを添加し、室温で３時間撹拌した。ＴＬＣで反応終了を確認し、溶媒を減
圧留去後、エタノール/ジエチルエーテルで再結晶を行った。一次晶 120 mgを減圧乾燥し
、目的物Cyclen‑St・2TFA塩を得た。1H‑NMR(CD3OD): δ 2.8‑3.1(m, 8H, CH2of cyclen),
d 3.2‑3.4 (m, 8H, CH2 of cyclen), 3.83 (s, 2H, AeCH2), 5.25 (d, 1H, J = 12.2 Hz
, ArCH=CH2), 5.79 (d, 1H, J = 19.5 Hz, ArCH=CH2), 6.73 (dd, 1H, J = 12.2, 19.5 H
z, ArCH=CH2), 7.33 (d, 2H, J = 8.9 Hz, ArH), 7.46 (d, 1H, J = 8.8 Hz, ArH)
［１−４］Cu[cyclen‑St]Cl2の合成
上記［１−３］で得られた１次晶Cyclen‑St・2TFA 63.3 mgを水20mLに加えた。さらに
これにNaOHを加え、塩化メチレンで抽出(x2)することにより、TFAの脱塩を行った。有機

40

相を硫酸ナトリウムで脱水した後、溶媒減圧留去、乾燥を行った。得られた油状化合物を
エタノール 5 mLに溶解し、これに２ｍL（水/EtOH = 1/1）に溶解した１当量の塩化銅(II
)を滴下した。６０℃で１時間撹拌した後、エタノールを減圧留去した。さらに水 5 mＬ
を添加し、凍結乾燥し、深紫色の結晶を得た（収量 35.2 mg）。同様の方法により、Mn・
Ni・Co・Zn等の遷移金属においても同様にして錯体を得ることができた。
【０１０３】
［２］エチレンジアミン修飾スチレンの合成（図７）
［２−１］TFA‑DAP(TFA)OHの合成
DAP塩酸塩 0.8 gをはかりとり、MeOH 10 mLを添加した。これにトリエチルアミンを5等
量添加し、さらにTFA‑OEtを５当量添加して一昼夜撹拌した。数時間は白濁したままであ
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ったが、その後透明となった。反応終了後、溶媒留去した後に酢酸エチルに溶解し、飽和
食塩水・クエン酸水溶液で洗浄した。硫酸ナトリウムで乾燥した後に溶媒留去し、目的の
白色固体(フレーク状化合物)TFA‑DAP(TFA)‑OHを得た。1.7ｇ, 収率100 %。

1

H‑NMR(CD3OD

): δ4.68‑4.73(m, 1H, ‑CHCH2‑), 3.59‑3.74, (m, 2H, CHCH2).
［２−２］TFA‑DAP(TFA)‑Stの合成
上記［２−１］で合成したTFA‑DAP(TFA)‑OH 150 mg、クロロメチルスチレン1.2当量、
ヒドロキシスクシイミド1.5当量を塩化メチレン10 mLに溶解し、これにWSC 1.5当量を加
えた。さらにこれにDIEA

３当量を添加し、１０時間撹拌した。反応終了後、EtOAcに溶

解し、重曹、クエン酸、飽和食塩水により洗浄した。硫酸ナトリウムで乾燥した後、シリ
カゲルクロマトグラフィー（Hexane：AcOEt = 2 : 1 → 1.5 : 1）により精製を行った。

10

150 mg, 収率73％。1H‑NMR(CDCl3): δ 7.19‑7.40 (m, 4H, ArH), 6.71 (q, 1H, ArCH),
5.76 (q, 1H, ArCH=CH2), 5.22

(q, 1H, ArCH=CH2), 4.72 (t, 6.8Hz, 1H, CHCH2), 4.4

0(m, 2H, ArCH2), 3.71 (d, 6.8 Hz, 2H, CHCH2).
［２−３］DAP‑Stの合成
上記［２−２］で得られたモノマー100 mgを５ｍL のMeOHに溶解し、アンモニア水5mＬ
を添加し、室温で４８時間撹拌した。反応終了後、減圧留去・真空乾燥を行った。52 mg
、収率98 %。1H‑NMR(CD3OD): δ 7.22‑7.41 (m, 4H, ArH), 6.7‑6.8 (m, 1H, ArCH), 5.7
8 (q, 1H, ArCH=CH2), 5.22 (q, 1H, ArCH=CH2), 4.4 (2H, ArCH2), 3.66(m, 1H, CHCH2)
, 3.25 (m, 1H, CHCH2), 3.00 (m, 1H, CHCH2).
20

［２−４］Cu[DAP‑St]Cl2の合成
上記［２−３］で得られたDAP‑St 30 mgを水 5 mLに溶解し、これにCuCl2水溶液1当量
を滴下し、６０℃で１時間撹拌することにより、金属錯化を行った。その後、凍結乾燥を
行うことにより、目的の銅錯体 Cu[DAP‑St]Cl2 を得た。同様の方法により、Mn・Ni・Co
・Zn等の遷移金属においても同様にして錯体を得ることができた。
【０１０４】
［３］基質阻害剤の合成
［３−１］3

−又は

2

−UMP

の合成（図８）

（化合物２の合成）
ウリジン(図中化合物１として示す。2.7 g, 11 mmol)をギ酸トリメチル7 mlに溶解し、
p‑トルエンスルホン酸 80 mgを加え、窒素雰囲気下、室温で２時間攪拌した。ＴＬＣ(5 %

30

MeOH / CH2Cl2)で確認すると、目的物と思われるスポットが確認されたが、5´側へ反
応したと思われるスポットも確認された。ここで反応を停止させるために、濃アンモニア
水を２滴、滴下した。ここに、50 mlの塩化メチレンを加えて薄め、セライトを補助剤と
してろ過した。溶媒を留去し、真空乾燥させると、無色泡状の物質を得た。シリカゲルク
ロマトグラフィー(7 %

MeOH / CH2Cl2)で精製し、溶媒を留去した後、真空乾燥させると

1

白色粉末を得た。 H‑NMR(CDCl3)にて化合物２の生成を確認した。
【０１０５】
（化合物３の合成）
化合物２(500mg, 1.7 mmol)に4‑DMAP

41 mg、塩化メチレン 30 mlを加え、氷冷下、メ

タンスルフォニルクロリド（450 mg, 3.9 mmol）をゆっくり滴下した。室温で４時間攪拌

40

し、ＴＬＣで確認したところ、目的物と思われるスポットが確認されたので、ここで反応
を終了させた。食塩水/塩化メチレンで抽出(２回)し、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒
を留去した後、シリカゲルクロマトグラフィー（7 %

MeOH/CH2Cl2）により精製した。溶
1

媒を留去した後、真空乾燥させると白色粉末を得た。 H‑NMR(CDCl3)にて化合物３の生成
を確認した。生成量400mg、収率64.7%であった。
【０１０６】
（化合物４の合成）
化合物３(400 mg, 1.1 mmol)を乾燥DMF 15 ml中で、アジ化ナトリウム 230 mg, 3.5 mm
olを加え、４５℃で２２時間攪拌しながら反応させた。反応終了後、溶媒を減圧留去した
後、塩化メチレンに溶解させて、飽和食塩水により洗浄した。硫酸マグネシウムで乾燥を
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行った後、ろ過した。溶媒を留去し、真空乾燥させた後、シリカゲルクロマトグラフィー
(2 %

MeOH / CH2Cl2)で精製した。溶媒を留去した後、真空乾燥させると無色油状物質を

得た。1H‑NMR(CDCl3)にて化合物４の生成を確認した。生成量300 mg, 収率87.3 %であっ
た。
【０１０７】
（化合物５の合成）
化合物４(300 mg, 0.96 mmol)をメタノール約20 mlに溶解し、パラジウム炭素 150 mg
を加え、攪拌しながら水素を投入した。その後、攪拌しながら１６時間反応させ、TLC(1
%

MeOH / CH2Cl2＋アンモニア水１滴)にて反応の終了を確認した。セライトを補助剤と

してろ過し、溶媒を減圧留去して真空乾燥を行うと無色油状物質を得た。1H‑NMR(CDCl3)
にて化合物５の生成を確認した。生成量 220 mg,

10

収率 80.2 %であった。

【０１０８】
（化合物６の合成）
化合物５を塩化メチレン中、スチレンカルボン酸
当量、DIEA

１当量、WSC

１当量、ＨＯＢt

1

１当量を添加し、縮合反応を行った。クエン酸、重曹で洗浄した後、シリカ

ゲルクロマトグラフィーにて精製を行った。
【０１０９】
（化合物７の合成）
化合物６を 10 %TFA塩化メチレン溶液にて脱保護し、化合物７を得た。
20

【０１１０】
（化合物８の合成）
ホスホロアミダイド試薬を１当量、テトラゾール存在下、水酸基と反応させた。酸化剤
添加を添加した後、HPLCで精製を行った。２

位と３

位がリン酸化されたスチレン修飾

UMP（化合物８）を得た。
【０１１１】
［４］固定工程およびSPR金基板上へのタンパク質インプリントポリマーの固定化
上記［１−４］で得られた錯体を用いてインプリントポリマーを製造した。
【０１１２】
［４−１］金基板上へのアクリル酸の導入
N, N

‑bis(acryloyl)cystamineの5 mMメタノール溶液を作製し、これに金基板を浸漬

30

させることにより重合性官能基であるアクリル酸を基板上に導入した。
【０１１３】
［４−２］リボヌクレアーゼ・インプリントポリマーの作製
リボヌクレアーゼＡ(0.33 mM)を鋳型タンパク質として用い、上記［１−４］の銅錯体C
u[cyclen‑St]Cl2(1.6 mM)とを水中で錯形成させ、１時間放置して会合させた。その後こ
れに、アクリルアミド(1 mM)及び架橋剤メチレンビスアクリルアミド(0.5 mM)を添加した
。さらに10 mM Tris緩衝液(ｐＨ7.4) を添加し、これにTEMED 1 mLを加えた。得られた溶
液に重合開始剤（2,2

‑アゾビス[2‑メチル‑N‑1,1‑ビス(ヒドロキシメチル)‑2‑ヒドロキ

シエチル]プロピオンアミド）（50 mM）を加えて均一化させた後、すぐにこの溶液を上記
［４−１］で得られた金基板上にキャストした。スライドガラスをかぶせてＵＶ照射下１

40

時間重合を行った。重合後、水・MeOHで洗浄し、さらにTris緩衝液で洗浄した。
【０１１４】
［４−３］SPR（表面プラズモン共鳴：surface plasmon resonance）センサーを用いた
タンパク質インプリントポリマーの機能解析
5 mM Tris緩衝液(ｐＨ7.4)を流動層とし、タンパク質濃度を500 mM, 250

mM, 125 mM,

64 mM, 32 mM, 16 mMとして、上記［４−２］のインプリントポリマーのSPRセンサーと
しての機能評価を行った。リボヌクレアーゼＡ・インプリントポリマー（上記［４−２］
のインプリントポリマー）では、1.1×１05 Mほどの結合親和性が得られた。
【０１１５】
［４−４］非インプリントポリマーセンサーとの比較(図９)
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上記［４−２］で得られる金基板について、タンパク質との複合化なしに得られるポリ
マー薄膜を非インプリントポリマーと呼ぶ。これについても同様に調製を行うことができ
る。上記［４−２］で得られたインプリントポリマーおよび、非インプリントポリマーに
ついて、10 mM Tris緩衝液（ｐＨ７．４）を流動層とし、２５℃、[リボヌクレアーゼ A]
= 0.25 mM の条件で、ＳＰＲセンサーとしての機能を比較した。結果を図９に示す。そ
の結果、インプリンティングを行った方がリボヌクレアーゼAに対しては結合能が高いこ
とが分かった。さらに、金属を再度添加しもとの錯体に戻すことにより、結合量を再度も
との状態に戻すことも可能であった（図１５）。
【０１１６】
［４−５］エチレンジアミンを機能性モノマーとして用いた場合のインプリントポリマ

10

ーセンサーの吸着活性(図１６)
リボヌクレアーゼ Aをテンプレートとし、エチレンジアミンを機能性モノマーとして利
用し、GEMAを添加モノマーとして合成した薄膜についての相対吸着量を検討したところ、
吸着量について約２倍ほどの上昇が見られた。この機能性ポリマーについては、塩基性タ
ンパク質に対して吸着活性の上昇が見られた。
【０１１７】
［４−６］サイクレンを機能性モノマーとして用いた場合のインプリントポリマーセン
サーの吸着活性(図１７)
リボヌクレアーゼ Aをテンプレートとし、エチレンジアミンを機能性モノマーとして利
用し、GEMAを添加モノマーとして合成した薄膜についての相対吸着量を検討したところ、

20

やはり上記と同様に吸着率の上昇が見られた。この機能性ポリマーについては、ターゲッ
トに対する吸着率の選択性を有した。
【０１１８】
［４−７］エチレンジアミンを機能性モノマーとして用いた場合のインプリントポリマ
ーセンサーの塩強度依存性(図１８)
リボヌクレアーゼ Aをテンプレートとし、エチレンジアミンを機能性モノマーとして利
用し、GEMAを添加モノマーとして合成した薄膜についての相対吸着量を検討したところ、
塩強度が上昇するに従って吸着率は低減した。また、GEMAだけではほとんどタンパク質は
吸着せず、非特異的吸着の低減に有効であることが分かった。
【０１１９】

30

［４−８］ポルフィリンとリボヌクレアーゼ Aとの相互作用解析(図１９)
ビアコア社製CM‑5基盤に固定化したリボヌクレアーゼ Aに対するTCPP(Tetrakis(4‑carb
oxyphenyl)porphine)、及びZn(TCPP)の親和性を検討した。センサーグラムから親和性を
検討したところ、ｐＨ９において、約３００００Ｍ−１ほどの結合定数が得られた。
【０１２０】
［４−９］ポルフィリン（TCPP(Tetrakis(4‑carboxyphenyl)porphine)）とリボヌクレ
アーゼ Aとの相互作用解析(図２０)
UVスペクトルを用いてリボヌクレアーゼ AとZn(TCPP)との親和性を検討した。滴定曲線
から得られたフィッティングから親和性を検討したところ、ｐＨ９において、約２５００
０Ｍ−１ほどの結合定数が得られた（[タンパク質] = [リボヌクレアーゼ A] = 5 mM, ト

40

リス緩衝液、ｐＨ９）。この結果は[４−８]の結果と一致している。
【０１２１】
［４−１０］ポルフィリンを機能性モノマーとして用いた場合のインプリントポリマー
センサーの各タンパク質に対する親和性(図２１)
リボヌクレアーゼ Aをテンプレートとし、ビニル修飾したZn(TCPP)を機能性モノマーと
して利用して合成した薄膜についての相対吸着量を検討した。その結果、テンプレートで
あるリボヌクレアーゼ Aに対する親和性が著しく向上し、目的タンパク質に対するセンサ
ーとして有用であることが分かった。
【０１２２】
［５］基質阻害剤を用いたインプリンティング
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−UMPスチレンを機能性モノマーとして用い、リボヌクレア

ーゼのインプリンティングを行った。２

−UMPスチレンをモノマーとして用いて検討し

た結果、固定化することにより、均一系における親和性よりも１０倍ほどの結合親和性が
得られた。さらに、インプリンティングを行うことにより、飽和結合量と親和性の向上が
見られた。
【０１２３】
［６］蛍光色素修飾モノマーを用いたセンシング
ダンシル修飾銅エチレンジアミン錯体を機能性モノマーとして用い、メチレンビスアク
リルアミドを架橋剤、アクリルアミドをコモノマーとしてラジカル重合を行った。テンプ
レートタンパク質の除去を行った後、蛍光プレートリーダーによる分析を行った。その結

10

果、このインプリントポリマーでは、タンパク質の添加に伴う短波長シフトと蛍光強度の
増大が見られた。このことは、本インプリントポリマーのプロテインチップへの応用が可
能なことを示している。
【０１２４】
［７］配位子の添加による基質特異性の向上
鋳型タンパク質であるリボヌクレアーゼＡに対して５等量のエチレンジアミン−銅錯体
を複合化させた。これと機能性モノマーであるアクリルアミド、及びメチレンビスアクリ
ルアミドを添加した後、複合化していない金属配位を消滅させるためにエチレンジアミン
を２等量添加した。これを重合して機能性モノマーを固定化したところ、得られたポリマ
ーはリボヌクレアーゼＡに対する高い選択性を得ることができた。

20

【０１２５】
［８］タンパク質の定量および同定
上記で作製したインプリントポリマーを用いた以外は、下記〔II〕の［１−２］と同様
の操作を行った。その結果、下記〔II〕の［１−３］と同様に、タンパク質の定量および
同定が可能であることが分かった（データ不図示）。
【０１２６】
［９］タンパク質のリフォールディング
上記で作製したインプリントポリマーを用いた以外は、下記〔II〕の［２］と同様の操
作を行った。その結果、下記〔II〕の［２−５］と同様に、リゾチームのリフォールディ
ングが促進された。

30

【０１２７】
〔II〕インプリントポリマー
［１］インプリントポリマーの作製および評価
［１−１］インプリントポリマーの合成
４種の鋳型タンパク質（リゾチーム（LY）、シトクロムＣ（CY）、リボヌクレアーゼＡ
（RN）、ラクトアルブミン（LA））、および２種の機能性ポリマー（銅―エチレンジアミ
ン（Cu(en)）、銅―サイクレン(Cu(cyc))を組み合わせて、８種のインプリントポリマーL
Y‑Cu(en)IP, LY‑Cu(cyc)IP, CY‑Cu(en)IP, CY‑Cu(cyc)IP, RN‑Cu(en)IP, RN‑Cu(cyc)IP,
LA‑Cu(en)IP, LA‑Cu(cyc)IP, および２種類の非インプリントポリマー（Cu(en)‑NIP, Cu(
en)‑NIP）を作製した。

40

【０１２８】
インプリントポリマーの名称の頭の部分は鋳型タンパク質を示し、その次に記すCu(en)
は用いた機能性モノマーを示す。
【０１２９】
非インプリントポリマーは、鋳型タンパク質を重合時に添加しなかった以外は、インプ
リントポリマーと同様の操作によって作製した。非インプリントポリマーの名称の前半は
、用いた機能性ポリマーを指し、名称の最後にNIPを付して、IPと区別する。具体的な作
製は、表１に示すレシピに沿って行った。トリス緩衝液（TB、50 mM, ｐＨ7.4） 15 mL中
に、表１に示すポリマー毎の規定濃度になるようにCu(en)もしくはCu(cyc)を溶解させ、
ｐＨを7.4に合わせた後、溶液を20 mLにメスアップした（プレポリマーミックス）。バイ
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アル瓶にプレポリマーミックス 7.2 mLを取り、そこへ表１に示す量のＧＥＭＡ：グルコ
シロキシエチルメタクリレート、ＭＢＡＡ：N, N

‑メチレンビスアクリルアミド、およ

び標的タンパク質を溶解させ、そのまま３０分攪拌した(ポリマーミックス)。ポリマーミ
ックスの窒素置換を５分間行い、重合開始剤(VA‑80)を加えて速やかに攪拌し、バイアル
瓶をパラフィルムで密封してＵＶ照射下４℃で１８時間重合を行った。シトクロムＣを鋳
型分子として用いたポリマーミックスについては、光重合によって固まらなかったので、
重合開始剤であるN, N, N

， N

‑テトラメチルエチレンジアミン（TEMED）、過硫酸ア

ンモニウム（APS）による重合を行った。
【０１３０】
【表１】

10

20

得られたインプリントポリマーは、スパチェラで軽く砕き、0.5 M NaCl水溶液、水で洗
浄したのち、5 %酢酸で一晩攪拌することによって洗浄を行った。その後、水、1 M HClも
しくは1 M NaOH水溶液、水の順に洗浄を行った。ポリマーからの鋳型タンパク質の洗浄量
は、可視紫外分光光度計を用いて洗液の280 nmにおける吸光度を測定することによって求

30

めた。洗浄したポリマーは、２４時間凍結乾燥を行った。
【０１３１】
なお、下記［１−２］の再結合実験に用いるのに十分な９０％以上の洗浄率が得られた
ことを確認した。
【０１３２】
［１−２］６種類のタンパク質（ミオグロビン、リボヌクレアーゼＡ、リゾチーム、ア
ルブミン、シトクロムＣ、ラクトアルブミン） を用いた再結合実験
1) 4種類のタンパク質混合物を用いた再結合実験
インプリントポリマー、非インプリントポリマーそれぞれ5 mgをバイアル瓶に量り取り
、そこへタンパク質溶液(リゾチーム, リボヌクレアーゼＡ, ミオグロビン, アルブミン,

40

0.25 mg/mL, 5 mL, in TB (50 mM, ｐＨ7.4))を分注し、バイアルを密封し、ローターで
攪拌させながら、１６時間、１５℃の条件でインキュベーションを行った。シリンジフィ
ルター（DISMIC‑25CS, ADVANTEC）を用いてポリマーをろ過し、上澄みの濃度をHPLCによ
って定量し、ポリマーへの鋳型タンパク質の結合量を求めた。
【０１３３】
HPLC条件は以下の通りである。
カラム：TSKgel Butyl‑NPR 4.6 mm ID×3.5 cm (東ソー)
溶離液；A：0.1 M トリス緩衝液(ｐＨ7.0)
B：0.1 M トリスナトリウム緩衝液(ｐＨ7.0) + 2.5 M 硫酸アンモニウム
A (100 %)→B (25 %)

リニアグラジエント (9 min)
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2) シトクロムＣ、ラクトアルブミンを用いた再結合実験
インプリントポリマーの鋳型として用いた２種類のタンパク質シトクロムＣ、ラクトア
ルブミンはタンパク質混合物の中に加えても、先に用いたTSKgel Butyl‑NPRによる迅速分
離が不可能であったため、これらのサンプルは個別にポリマーと再結合実験を行った。
【０１３４】
インプリントポリマー、非インプリントポリマーそれぞれ5 mgをバイアル瓶に量り取り
、そこへタンパク質溶液(シトクロムＣもしくはラクトアルブミン, 0.25 mg/mL, 5 mL, i
n TB (50 mM, ｐＨ7.4))を分注し、バイアルを密封し、ローターで攪拌させながら、１６
時間、１５℃の条件でインキュベーションを行った。シリンジフィルター（DISMIC‑25CS,
AD‑VANTEC）を用いてポリマーをろ過し、上澄みの濃度をHPLCによって定量し、ポリマー

10

への鋳型タンパク質の結合量を求めた。
【０１３５】
HPLC条件条件は以下の通りである。
カラム：TSKgel G‑3000SWXL 7.8 mm×30 cm (東ソー)
溶離液；A：0.05 M トリス緩衝液(ｐＨ7.0) +0.3 M NaCl
［１−３］結果
図１０に、疎水性クロマトグラフィーを用いたタンパク質分離のクロマトグラムを示す
。塩濃度リニアグラジエントにより、８分間程度の短時間で４種類のタンパク質が完全に
分離されていることがわかる。
20

【０１３６】
銅−エチレンジアミン（Cu(en)）を機能性モノマーに用いたポリマー群および銅−サイ
クレン（Cu(cyc)）を機能性モノマーに用いたポリマー群に対するタンパク質混合物の結
合挙動データに対してそれぞれ主成分分析を行った。結果を図１１及び図１２に示す。実
験は繰り返し５回行ったため、プロットはそれぞれのタンパク質について５つある。
【０１３７】
各ポリマーを１つのセンサーチャネルとしてとらえ、おのおの５チャネルからなるセン
サーによる出力と考えられる。同じタンパク質の５つのデータプロットは同様の重みで互
いに１つのクラスターを形成していることが分かる。そして、各クラスターはお互いが重
なることなく全く独立していた。また、用いた二種類の機能性モノマーによって、やや異
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なるクラスターの分布が見られた。
【０１３８】
以上、複数のインプリントポリマーを用いて、実サンプルを志向した混合物を用いた場
合、各ポリマーは各タンパク質に対して特徴的なレスポンスを示し、主成分分析を行うこ
とで各タンパク質のデータは完全に独立した4つのクラスターに分離された。それらに加
えて、シトクロムＣ, ラクトアルブミンについても、それぞれ独立したクラスターを形成
していた。そして、計６つのクラスターに分離され、タンパク質混合物中の成分の同定が
本法を用いることで可能なことが示された。
【０１３９】
［２］インプリントポリマーを人工分子シャペロンとして用いた変性リゾチームのリフ
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ォールディング
［２−１］インプリントポリマーの作製
リゾチームインプリントポリマーおよび非インプリントポリマーは、上記[１−１]のLY
‑Cu(en)IP、Cu(en)‑NIPとおなじものを合成した。これら２つのポリマーを後述の変性リ
ゾチーム再生実験で用いた。
【０１４０】
［２−２］リゾチームの変性
変性用緩衝液（８Ｍ

尿素、１ｍＭ

ＥＤＴＡ、１０ｍＭ

ＤＴＴ、０．１ｍＭ

Ｔｒ

ｉｓ−ＨＣＬ、ｐＨ８．５）中にリゾチームを10.0 mg/mLの濃度になるように溶解させ、
３８℃で2.5時間攪拌し、変性を行った。変性後の液を以下、変性液と称する。変性の確
認は、下記［２−３］の酵素活性測定によって行い、その活性が2 %以下であることを確
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認した。
【０１４１】
［２−３］酵素活性測定
リゾチームの基質 (Micrococcus lysodeikticus(乾燥細胞壁))を50 mM トリス緩衝液(p
H 6.2)に0.25 mg/mLになるように懸濁させ、一晩撹拌したものを基質溶液として調製した
。この懸濁液3 mLを恒温セル（３５℃一定）に取り、リゾチーム溶液(9 μL)を加えて混
合し、可視紫外分光光度計を用いて、450 nmにおける吸光度の減少を測定した。吸光度の
減少の測定開始時間における傾き（酵素反応の初速度）からリゾチームの酵素活性を求め
た。測定するリゾチーム溶液は、活性が濃度に比例する範囲内の濃度になるように50 mM
トリス緩衝液で希釈して用いた。なお、懸濁液3 mLとリゾチーム溶液9 μLをセル内で混
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合した時に１分間に1 Absの吸光度の減少を与える酵素量を1 Uと定義して、リゾチーム濃
度とその酵素活性の関係をプロットした検量線を作成した（不図示）。
【０１４２】
［２−４］変性リゾチームの再活性化
以下に示す1) および2) の２つの手法を用いて、ポリマーを用いた変性リゾチームの再
活性化実験を行った。
【０１４３】
1) batch型（グルタチオン添加）
変性液3 mLを再生用緩衝液(1.5 M Urea, 3 mM Glutathione reduced form, 5 mM Gluta
thione oxidized form, 1 mM EDTA, 0.1 M Tris‑HCl, pH8.0)27 mLと混合し、10倍に希釈
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した。希釈溶液は３つの容器にそれぞれ30 mLずつ用意した。
【０１４４】
３つの容器のうちの一つ、すなわちポリマーを加えないもの（NP）については希釈後す
ぐに溶液の吸光度を計り、これを初濃度とした。また、残りの２つにはLY‑Cu(en)IP、ま
たはCu(cyc)‑NIPをそれぞれ60 mgずつを加えた。
【０１４５】
以上のような３つの溶液を室温で攪拌し、タンパク質の再生を行った。再生液で希釈し
てから0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 24, 27時間経過した時点で反応容器からリゾチーム
溶液を2 mL採取した。ポリマーを加えたものについてはシリンジフィルター（DISMIC‑25C
S, ADVANTEC）でポリマーをろ過し、随時、吸光度(280 nm)を測定し、溶液中のリゾチー
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ム濃度を求めた。また、先述の手法で採取した溶液の酵素活性を測定した。上記［２−３
］で求めた溶液の酵素活性を検量線によって、リフォールディング済みのリゾチームの量
に換算した。リフォールディング率は同濃度の天然リゾチームとの酵素活性の比で表した
。
【０１４６】
2) Flow型（グルタチオン未添加）
1.5 gのLY‑Cu(en)IP、またはCu(en)‑NIPをそれぞれ充填した固相合成用チューブに、変
性液0.3 mLを注ぎ、これらポリマーにリゾチームを吸着させた。次に、グルタチオンを含
まない再生用緩衝液(1.5 M Urea, 1 mM EDTA, 0.1 M Tris‑HCl, pH8.0)2.7 mLを３回に分
けて、固定相に注いだ。その後、吸着したタンパク質を50 mMクエン酸‑クエン酸ナトリウ
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ム緩衝液(ｐＨ6.0)で溶出させ、一回目は3 mL, その後は2 mLごとに計15 mLのフラクショ
ンを取った。各フラクションの吸光度を測定し、初期量をほぼ100 ％回収したことを確認
した。
【０１４７】
各フラクションを全て合わせた溶液の酵素活性を、上記1) と同様の方法で測定した。
また、リファレンスとして0.3 mLの変性液に2.7 mLの再生液を、ポリマーを入れたものと
同様の時間を要して滴下したものを調整し、その酵素活性も測定した。酵素活性測定は、
基質溶液3000 μLに対してリゾチームを含む全フラクション90 μLを反応させ、以下前述
の方法と同様に行った。求めた酵素活性から、リゾチームのリフォールディング率を求め
た。
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【０１４８】
［２−５］結果
1) batch型の結果

LY‑Cu(en)IP、またはCu(en)‑NIP

図１３にインプリントポリマー添加時におけるリゾチームのリフォールディング率の経
時変化を示す。なお、２４， ２７時間後のリフォールディング率は約９０％であり、こ
れは８時間経過の段階とほぼ同様であった。そのため、リフォールディング率は約８時間
でほぼ頭打ちになると考えられる。
【０１４９】
図１３に示すように、batch型の再生系では、特に３，４時間といった反応初期段階で
は、ポリマーを添加した時のリフォールディング率が、添加しなかったものよりも高かっ
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た。また、Cu(en)‑NIPよりLY‑ Cu(en)IPのほうがその効果が大きいことから、本実験で合
成したLY‑Cu(en)IPは鋳型に基づく分子シャペロンとしての機能を有していることが分か
った。
【０１５０】
2) Flow型の結果
図１４に、上記［２−４］の2) における溶出量と吸光度の関係（クロマトグラム）を
示す。図１４より、リゾチームの溶出に要する液量はCu(en)‑NIPよりもLY‑ Cu(en)IPのほ
うが多いことが分かる。これは、インプリントポリマーのほうがリゾチームの保持能が高
いためであると考えられる。
20

【０１５１】
リフォールディング率については、上記1) のbatch型の結果と同様に、インプリントポ
リマーによってリフォールディング率が高かった（データ不図示）。すなわち、LY‑ Cu(e
n)IPは分子シャペロンとして機能していた。
【０１５２】
〔III〕タンパク質の固定化方法
２

‑CMPをｐＨ５．５の酢酸緩衝液中でリボヌクレアーゼＡ

３００μＭに対して１当

量添加し、複合化させた。これに銅−サイクレン錯体を５等量添加し、会合させた。これ
にアクリルアミド３等量、メチレンビスアクリルアミド1.5当量を添加し、ラジカル開始
剤過硫酸カリウム、TEMEDを添加し、ラジカル重合を行った。その後ｐＨを７．４として
２

−CMPを洗浄により除去し、基質結合部位がブロックされていない固定化リボヌクレ

アーゼを得た。得られた固定化タンパク質は、２
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−CMPを添加せずに固定化したタンパ

ク質と比較すると、もとの活性を失うことなく固定化されていることが分かった。
【０１５３】
尚、発明を実施するための最良の形態の項においてなした具体的な実施態様または実施
例は、あくまでも、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例に
のみ限定して狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する特許請求
の範囲内で、いろいろと変更して実施することができるものである。
【産業上の利用の可能性】
【０１５４】
本発明のインプリントポリマーは、ライフサイエンス、食品分野、環境分野、バイオテ
クノロジーにおけるタンパク質の同定や単離のためのクロマトグラフィー等の分離剤、診
断のための試薬やプロテインチップ、バイオテクノロジーを用いて人工的に生産したタン
パク質の同定やリフォールディング工程等に利用可能である。
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