JP 2011‑207863 A 2011.10.20

(57)【要約】
【課題】空間および時期を選択して可逆的に、その翻訳によって産生されるタンパク質の
量を制御可能なＲＮＡを提供すること。
【解決手段】本発明のＲＮＡは、５
３

キャップ構造、ならびに５

側の開始コドンおよび

側の終止コドンを両端に有している翻訳領域を含んでいるＲＮＡであって、
プリン核の８位またはピリミジン核の５位もしくは６位の炭素原子に、式（Ｉ）：

【化１】

10
（ここで、Ａがアリール基またはヘテロアリール基を表し、＃がプリン核の８位またはピ
リミジン核の５位もしくは６位の炭素原子との結合位置を表し、同一であるか、または異
なる２つのＸがＣＨまたは窒素原子を表し、ここでＣＨラジカルのＨがアルキルによって
置換され得る）
によって表される基が結合しているヌクレオシド化合物が、上記ＲＮＡの５
造および５

キャップ構

末端から１０塩基までの塩基から選択される位置に導入されている。

【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
５

キャップ構造、ならびに５

側の開始コドンおよび３

側の終止コドンを両端に有

している翻訳領域を含んでいるＲＮＡであって、
プリン核の８位またはピリミジン核の５位もしくは６位の炭素原子に、式（Ｉ）：
【化１】

（ここで、Ａがアリール基またはヘテロアリール基を表し、＃がプリン核の８位またはピ
リミジン核の５位もしくは６位の炭素原子との結合位置を表し、同一であるか、または異

10

なる２つのＸがＣＨまたは窒素原子を表し、ここでＣＨラジカルのＨがアルキルによって
置換され得る）
によって表される基が結合しているヌクレオシド化合物が、上記ＲＮＡの５
造および５

キャップ構

末端から１０塩基までの塩基から選択される位置に導入されている、ＲＮＡ

。
【請求項２】
上記式（Ｉ）におけるＸが窒素原子である、請求項１に記載のＲＮＡ。
【請求項３】
上記式（Ｉ）におけるＡがアリール基またはヘテロアリール基であり、当該基に含まれ
ている環が５〜３０の原子数を有している、請求項１または２に記載のＲＮＡ。
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【請求項４】
上記式（Ｉ）におけるＡが置換または非置換のナフチル基である、請求項１〜３のいず
れか１項に記載のＲＮＡ。
【請求項５】
上記ヌクレオシド化合物が、グアノシン誘導体、アデノシン誘導体、シトシン誘導体お
よびウラシル誘導体からなる群から選択される、請求項１〜４のいずれか１項に記載のＲ
ＮＡ。
【請求項６】
請求項１〜５のいずれか１項に記載のＲＮＡからのタンパク質の産生量を制御する方法
であって、

30

上記ヌクレオシド化合物の構造を、その照射によってトランス型からシス型にする波長
を有している第１の光、および／または上記ヌクレオシド化合物の構造を、その照射によ
ってシス型からトランス型にする、第１の光の波長と異なる波長を有している第２の光を
、上記ＲＮＡに照射する工程を包含している、方法。
【請求項７】
上記ＲＮＡを細胞に導入する工程をさらに包含しており、
照射する上記工程が、上記第１の光および／または上記第２の光を、上記ＲＮＡが導入
されている当該細胞に照射する工程である、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
照射する上記工程において、上記第１の光、上記第２の光の順に照射するか、または上

40

記第２の光、上記第１の光の順に照射する、請求項６または７に記載の方法。
【請求項９】
照射する上記工程が、上記ＲＮＡが導入された当該細胞の局所に、上記第１の光を照射
する工程である、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
光を照射する上記工程が、上記第１の光の照射と同時に、上記局所以外の領域に上記第
２の光をさらに照射する工程である、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
上記第１の光の照射後に、上記局所を含んでいる領域に上記第２の光を照射する工程を
さらに包含している、請求項９または１０に記載の方法。
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【請求項１２】
上記第１の光および／または上記第２の光が可視光である、請求項６〜１１のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項１３】
上記局所の大きさが直径約１〜５μｍである、請求項９〜１１のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項１４】
プリン核の８位またはピリミジン核の５位もしくは６位の炭素原子に、式（Ｉ
【化２】

）：
10

（ここで、Ａがアリール基またはヘテロアリール基を表し、＃がプリン核の８位またはピ
リミジン核の５位もしくは６位の炭素原子との結合位置を表し、２つのＸが、同一であり
、窒素原子を表す）
によって表される基が結合している、ヌクレオシド化合物。
【請求項１５】
グアノシン誘導体、アデノシン誘導体、シトシン誘導体およびウラシル誘導体からなる
群から選択される、請求項１４に記載のヌクレオシド化合物。
【請求項１６】
式（Ｉ

）におけるＡは、アリール基またはヘテロアリール基であり、当該基に含まれ

20

ている環が５〜３０の原子数を有している、請求項１４または１５に記載のヌクレオシド
化合物。
【請求項１７】
式（Ｉ

）におけるＡは、置換または無置換のフェニル基である、請求項１４〜１６の

いずれかに記載のヌクレオシド化合物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ヌクレオシド化合物を含んでいるＲＮＡ、当該ＲＮＡからのタンパク質の産
生量を制御する方法、およびヌクレオシド化合物に関する。上記ＲＮＡは、上記ヌクレオ
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シド化合物の光異性化によってその翻訳が制御され得る。
【背景技術】
【０００２】
タンパク質の発現を短い期間において厳密に制御するには、ｍＲＮＡからタンパク質へ
の翻訳過程を制御する必要がある。ＤＮＡからｍＲＮＡへの転写を制御した場合、転写を
抑制しても、ｍＲＮＡが分解を受けるまで翻訳が継続し続けるからである。
【０００３】
細胞内に注入したｍＲＮＡの翻訳を、所定の波長を有している光の照射を当該ｍＲＮＡ
が受けるまで、停止させる技術が存在する（非特許文献１）。この技術において、注入さ
れるｍＲＮＡにあらかじめケージ化合物が結合しており、ケージ化合物によってリポソー
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ムのｍＲＮＡ上の移動が妨げられている。上記ケージ化合物は、所定の波長を有している
光の照射を受けると、ｍＲＮＡから解離する。したがって、この技術を利用すれば、所望
のタイミングにおいてｍＲＮＡの翻訳を開始させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２００９−１１４１７１号公報」（２００９年
５月２８日公開）
【非特許文献】
【０００５】
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【非特許文献１】H. Ando, T. Furuta, R. Y. Tsien, H. Okamoto
e activation using caged RNA/DNA in zebrafish embryos

Photo‑mediated gen

Nat. genetics. 2001, 28,

317‑325.
【非特許文献２】S. Ogasawara, I. Saito, M. Maeda

Synthesis and reversible phot

oisomerization of photoswitchable nucleoside, 8‑styryl‑2

‑deoxyguanosine" Tetra

hedron Lett. 2008, 49, 2479‑2482.
【非特許文献３】S. Ogasawara, M. Maeda

Straightforward and Reversible Photoreg

ulation of Hybridization using Photochromic Nucleoside" Angew. Chem. Int. Ed. 20
08, 47, 8839‑8842.
【非特許文献４】S. Ogasawara, M. Maeda

Reversible Photoswitching of a G‑Quadru

10

plex" Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 6671‑6674.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかし、上述の従来技術において、開始させた翻訳はｍＲＮＡが分解されるまで停止し
ない。解離したケージ化合物がｍＲＮＡに結合しないからである。このため、タンパク質
の産生量は制御され得ない。また、ケージ化合物をｍＲＮＡから解離させる光を照射した
後に、当該ｍＲＮＡは、光照射された範囲から拡散する。拡散後のｍＲＮＡからのタンパ
ク質への翻訳は停止しないため、所望のタンパク質を局所的に発現させることはできない
。すなわち、当該従来技術によって細胞内における局所的なタンパク質発現を可逆的に制

20

御することはできない。
【０００７】
ここで、例えば、未分化の細胞では、特定の領域に特定のｍＲＮＡが局在し、当該領域
においてタンパク質への翻訳が特定の時期に行われ得ることが知られている。この特定の
領域におけるタンパク質の一時的な発現が、分化する細胞の種類を決定し得る。つまり、
生命現象を精密に制御する必要がある再生医療技術などの開発、またはさらなる生命現象
を解明する研究には、特定の領域において所望のタイミングから特定の期間にわたって、
特定のｍＲＮＡのタンパク質への翻訳を起こさせ、かつ特定の期間の経過後に当該翻訳を
停止させてタンパク質の産生量を制御し得る技術が必要になってくる。
30

【０００８】
上述のような背景から鑑みて、本発明の目的は、特定の波長を有している光の照射によ
ってタンパク質の産生量を自在に制御し得るＲＮＡを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記課題を解決するために、本発明のＲＮＡは、５
開始コドンおよび３

キャップ構造、ならびに５

側の

側の終止コドンを両端に有している翻訳領域を含んでおり、

プリン核の８位またはピリミジン核の５位もしくは６位の炭素原子に、式（Ｉ）：
【００１０】
【化１】
40
【００１１】
（ここで、Ａがアリール基またはヘテロアリール基を表し、＃がプリン核の８位または
ピリミジン核の５位もしくは６位の炭素原子との結合位置を表し、同一であるか、または
異なる２つのＸがＣＨまたは窒素原子を表し、ここでＣＨラジカルのＨがアルキルによっ
て置換され得る）
によって表される基が結合しているヌクレオシド化合物が、上記ＲＮＡの５
造および５

キャップ構

末端から１０塩基までの塩基から選択される位置に導入されている。

【００１２】
また、上記課題を解決するために、本発明のＲＮＡからのタンパク質の産生量を制御す

50

(5)

JP 2011‑207863 A 2011.10.20

る方法は、上記ヌクレオシド化合物の構造を、その照射によってトランス型からシス型に
する波長を有している第１の光、および／または上記ヌクレオシド化合物の構造を、その
照射によってシス型からトランス型にする波長を有している第２の光を、上記ＲＮＡに照
射する工程を包含している。
【００１３】
また、本発明のヌクレオシド化合物は、プリン核の８位またはピリミジン核の５位もし
くは６位の炭素原子に、式（Ｉ

）：

【００１４】
【化２】
10
【００１５】
（ここで、Ａがアリール基またはヘテロアリール基を表し、＃がプリン核の８位またはピ
リミジン核の５位もしくは６位の炭素原子との結合位置を表し、２つのＸが、同一であり
、窒素原子を表す）
によって表される基が結合している。
【発明の効果】
【００１６】
本発明は、空間および時期を選択して可逆的に、その翻訳によって産生されるタンパク
20

質の量を制御可能なＲＮＡを提供するという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施例１に使用したＲＮＡの概略の構造、ならびに当該ＲＮＡの翻訳レ
ベルおよび翻訳の光制御の比較を示す図である。
【図２】ＧＦＰをコードしている本発明に係るＲＮＡの翻訳のインビトロにおける制御を
、異なる波長の光の照射およびＧＦＰの蛍光強度によって証明している図である。
【図３】ＧＦＰをコードしている本発明に係るＲＮＡの翻訳の細胞内における局所的な制
御を、ＧＦＰの蛍光によって証明している図である。
【図４】４２０ｎｍ（上段）および５５０ｎｍ（下段）の光を照射したときの、実施例３
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において得られた化合物の吸収スペクトルの経時変化を示す図である。
【図５】４２０ｎｍの光および５５０ｎｍの光を交互に照射したときの、実施例４におい
て得られた化合物の吸光度の変化を示す図である。
【図６】４２０ｎｍ（上段）および５５０ｎｍ（下段）の光を照射したときの、実施例４
において得られた化合物の吸収スペクトルの変化を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
〔本発明に係るＲＮＡ〕
（ＲＮＡの構造）
本発明に係るＲＮＡは、５

キャップ構造、ならびに５

側の開始コドンおよび３

側

の終止コドンを両端に有している翻訳領域を含んでいる。本発明に係るＲＮＡは、さらに

40

プリン核の８位またはピリミジン核の５位もしくは６位の炭素原子に、式（Ｉ）：
【００１９】
【化３】

【００２０】
（ここで、Ａがアリール基またはヘテロアリール基を表し、＃がプリン核の８位またはピ
リミジン核の５位もしくは６位の炭素原子との結合位置を表し、同一であるか、または異
なる２つのＸがＣＨまたは窒素原子を表し、ここでＣＨラジカルのＨがアルキルによって
置換され得る）
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によって表される基が結合しているヌクレオシド化合物が、上記ＲＮＡの５
造および５

キャップ構

末端から１０塩基までの塩基から選択される位置に導入されている。

【００２１】
式（Ｉ）によって表されている基は、異なる２つの波長の光を受けて二重結合部分のシ
ス−トランス異性化を可逆的に起こし得る。したがって、ヌクレシオドの塩基部分に当該
基を導入することによって、光照射を受けて可逆的に構造変化し得るヌクレオシド化合物
を得ることができる。このようにして得られたヌクレオシド化合物を上記ＲＮＡの上述の
位置に導入することによって、翻訳の開始に関与する因子との結合の可否をヌクレオシド
化合物の構造変化にしたがって決定し得るＲＮＡを得ることができる。
10

【００２２】
より詳細には、上記ＲＮＡがシス型であるとき、当該ＲＮＡは翻訳の開始に関与する因
子との結合を生じ得、一方で、上記ＲＮＡがトランス型であるとき、当該ＲＮＡは翻訳の
開始に関与する因子との結合を生じ得ない。つまり、本発明のＲＮＡは、照射される光の
波長に応じて翻訳の開始可能な構造から開始不可能な構造へ、そしてその逆へと可逆的に
構造変化を起こして、当該ＲＮＡの翻訳によって産生されるタンパク質の量を制御し得る
。
【００２３】
上記ヌクレオシド化合物は、本発明に係るＲＮＡにおいて、５

キャップ構造に導入さ

れていることが好ましい。このような場合、本発明に係るＲＮＡは、トランス型であると
き、翻訳の開始因子との結合を生じないため、より確実に翻訳の開始を阻害し得る。
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【００２４】
式（Ｉ）において、両方のＸが窒素原子であることが好ましい。両方のＸが窒素原子で
あれば、本発明に係るＲＮＡは、可視光の照射によって可逆的に異性化し得る。この構成
の利点は、生体内に本発明に係るＲＮＡを導入して、当該ＲＮＡの翻訳によって産生され
るタンパク質の量を制御する場合に、生体に有害な作用を及ぼす紫外光を用いる必要がな
いことである。
【００２５】
式（Ｉ）において、ＸがＣＨである場合に、Ｈはアルキルによって置換されいてもよい
。置換基であるアルキルは、上記ヌクレオシド化合物のシス−トランス異性化を妨げない
大きさのアルキル、例えばＣ１−５アルキル、好ましくはＣ１−３アルキルである。
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【００２６】
本明細書において、ある官能基または原子が置換基を有し得る場合、置換基の種類、そ
の数および置換位置は、特に限定されない。当該置換基の具体例として、ハロゲン原子（
例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、アリール基（好ましくは炭素数
５〜３０の置換または無置換のアリール基、例えばフェニル基、トリル基、キシリル基、
メシチル基、ビフェニリル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基、フルオレ
ニル基、ピレニル基）、ヘテロアリール基（好ましくは５〜１０員環のヘテロアリール基
、例えば、ピロリル基、イミダゾリル基、インドリル基、フェナントロリニル基、フェナ
ジニル基、テベニジニル基、１０Ｈ−キンドリニル基）、アルキル基（好ましくは炭素数
１〜２０の置換または無置換のアルキル基、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イ
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ソプロピル基、ｎ−ブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ｎ−ペンチル基
、ネオペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデ
シル基、ドデシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、ベンジル基、フェネチル基
、ジフェニルメチル基、トリチル基）が挙げられる。また、ある基に関する「炭素数」と
は、置換基を有する基において、当該置換基に含まれる炭素を除いた炭素の数を指す。
【００２７】
本発明において「ヌクレオシド化合物」は、「プリンヌクレオシド化合物」および「ピ
リミジンヌクレオシド化合物」を含んでいる。このうち「プリンヌクレオシド化合物」は
、プリン塩基と糖の還元基とがグリコシド結合によって結合した、プリン核を含む配糖体
化合物である。本発明のプリンヌクレオシド化合物において、上記プリン核の８位の炭素
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原子が上記式（Ｉ）によって表される基に置換されている。二重結合部分の異性化によっ
て下記のトランス異性体（左）またはシス異性体（右）のいずれかになる。
【００２８】
【化４】

10

【００２９】
（上記において、Ｚ１は存在しないか、水素原子または置換基を表し、Ｚ２は水素原子
または置換基を表し、ｎは１〜４の範囲の整数を表し、実線および破線からなる二重線は
単結合または二重結合を表し、＃１は糖との結合位置を表し、ｎが２以上の場合、複数存
在するＺ２は同じであるか、または異なる）。
20

【００３０】
ここで、上記ヌクレオシド化合物が５

キャップ構造に導入されている場合には、プリ

ン核の７位の置換基としては、例えばアリール基、ヘテロアリール基、アルキル基、また
はアルキル基を介してアリール基もしくはヘテロアリール基が結合した置換基が挙げられ
る。アリール基としては、炭素数６〜３０のアリール基であり、より好ましくは炭素数６
〜１０のアリール基である。ヘテロアリール基としては５員又は６員のヘテロアリール基
であり、アルキル基としては炭素数１〜６の直鎖状または分岐鎖状のアルキル基が挙げら
れる。上記置換基は、より好ましくはメチル基であるが、上記置換基が存在しない態様が
あり得る。
【００３１】
「化４」および式（Ｉ）において、Ａはアリール基またはヘテロアリール基を表す。ア

30

リール基は、例えば炭素数５〜３０であり、単環または多環のいずれかであり得る。上記
アリール基は置換基を有し得る。上記アリール基として、例えば、置換または無置換のフ
ェニル基ならびにナフチル基が挙げられる。また、上記アリール基として、フェニル基；
ナフチル基、ａｓ−インダセニル基、ｓ−インダセニル基、アセナフチレニル基、９Ｈ−
フルオレニル基、フェナントリル基、アントリル基、フルオランテニル基、アセフェナン
トリレニル基、アセアントリレニル基、トリフェニレニル基、ピレニル基、クリセニル基
、テトラフェニル基、ナフタセニル基およびペリレニル基など環を構成する原子数が１０
〜２０のアリール基；ピセニル基、ペンタフェニル基およびペンタセニル基など環を構成
する原子数２１〜３０のアリール基などが挙げられるが、これらに限定されない。
【００３２】

40

これらの中でも、環を構成する原子数が６〜１３のアリール基が好ましく、置換もしく
は無置換のナフチル基が特に好ましい。例えば、Ａがこのような基であれば、後述のよう
に本発明に係るＲＮＡを転写反応によって合成する場合に、（１）転写産物（本発明に係
るＲＮＡ）の収量が多く、かつ（２）本発明に係るＲＮＡからタンパク質への翻訳の開始
および開始の阻害が光照射にしたがってより適切に制御され得る。（１）の観点から単環
式または二環式のアリール基が好ましく、（２）の観点から二環式のアリール基または３
つ以上の環構造を有しているアリール基が好ましい。したがって、Ａは、生成されるＲＮ
Ａの収量およびタンパク質の産生量の制御の容易さに合わせて、適宜選択され得る。
【００３３】
Ａによって表されるヘテロアリール基としては、例えば、窒素原子、酸素原子および硫
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黄原子からなる群から選ばれる１または２以上のヘテロ原子を環構成原子として含む、５
〜１０員環のヘテロアリール基が挙げられ、単環または多環のいずれかであり得る。より
好ましくは窒素原子を環構成原子として、１個または２個含む５員環または６員環のヘテ
ロアリール基が挙げられ、さらに好ましくは窒素原子を環構成原子として１個含む５員環
または６員環のヘテロアリール基が挙げられる。上記ヘテロアリール基は置換基を有し得
る。ヘテロアリール基の具体例として、置換または無置換のピロリル基、イミダゾリル基
などヘテロ原子として窒素原子を含む環を構成する原子数が５または６の単環式ヘテロア
リール基；インドリル基などヘテロ原子として窒素原子を含む環を構成する原子数が７〜
９の縮合環式ヘテロアリール基；キノリニル基、２，７−ナフチリジニル基、２，６−ナ
フチリジニル基、１，６−ナフチリジニル基、１，５−ナフチリジニル基、キノキサリニ

10

ル基、キナゾリニル基、シンノリニル基、９Ｈ−カルバゾリル基、９Ｈ−β−カルボリニ
ル基、フェナントリジニル基、１Ｈ−ペリミジニル基、４，７−フェナントロリニル基、
３，８−フェナントロリニル基および２，９−フェナントロリニル基などのフェナントロ
リニル基、フェナジニル基、テベニジニル基ならびに１０Ｈ−キンドリニル基などヘテロ
原子として窒素原子を含む環構成原子１０〜２０のヘテロアリール基などが挙げられる。
中でも、環を構成する原子数が５〜１０のヘテロアリール基が好ましい。
【００３４】
本発明のプリンヌクレオシド化合物の好ましい態様としては、プリン核の８位の炭素原
子に上記式（Ｉ）によって表される基が結合している、以下の式によって表されるグアノ
20

シン誘導体およびアデノシン誘導体が挙げられる。
【００３５】
【化５】

30

【００３６】
「化５」において、ＡおよびＺ１の定義およびその詳細は上述の通りである。また、「
化５」おいて、Ｙ１は水酸基または−ＨＰＯ３−であり、Ｙ２は−ＨＰＯ３−であり、Ｙ
３は、水素原子、または置換もしくは無置換のアミノ基もしくはその保護基を表す。上記

保護基としては、イソブチル基およびジメチルホルムアミジン（ＤＭＦ）基などが挙げら

40

れる。
【００３７】
本発明のアゾ骨格を有しているプリンヌクレオシド化合物の合成方法は、後述の（プリ
ンヌクレオシド化合物）の項を参照すればよい。また、オレフィン骨格を有しているプリ
ンヌクレオシドの合成方法は、S. Ogasawara, M. Maeda

Straightforward and Reversi

ble Photoregulation of Hybridization using Photochromic Nucleoside" Angew. Chem.
Int. Ed. 2008, 47, 8839‑8842.およびS. Ogasawara, M. Maeda

Reversible Photoswi

tching of a G‑Quadruplex" Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 6671‑6674.を参照すれば
よい。
【００３８】
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また、例えば８位がハロゲン化されたプリンヌクレオシド誘導体（以下、「ハロゲン化
ヌクレオシド誘導体」ともいう）の８位ハロゲン原子を、式（Ｉ）で表される基と置換す
ることによって、式（Ｉ）によって表されるプリンヌクレオシド化合物を得ることができ
る。例えば、Ｅ体の合成には、鈴木‐宮浦カップリングを用いることができる。具体的に
は、８位をハロゲン化したプリン核および（Ｅ）−アルケニルホウ素化合物をパラジウム
等の触媒存在下において数時間にわたって加熱還流し、反応後、エバポレーターによって
溶媒を除去し、カラム精製、再結晶、洗浄などの方法を用いて精製を行なうことによって
目的物を得ることができる。上記反応の詳細については、N. Miyaura et al., Chem. Rev
., 1995, 95, 2457‑2483; N. Amann et al., Synlett, 2002, 5, 687‑691.を参照できる
。一方、Ｚ体は、例えば８‐アリールエチニルプリンの接触水素還元により得ることがで

10

きる。上記接触水素還元について、より具体的に説明する。まず薗頭カップリングを用い
、８位をハロゲン化したプリン核と末端アルキンを有している原子団をパラジウム等の触
媒に加えヨウ化銅、アミン塩基などを同時に加えて数時間にわたって加熱還流し、反応後
、エバポレーターで溶媒を除去し、カラム精製、再結晶、洗浄などの方法で精製する。得
られた８‐アリールエチニルプリンをエタノール、メタノールなど適当な溶媒に溶かし、
パラジウム等の触媒下、系内を水素を用いて置換し常圧もしくは加圧下で接触水素還元す
る。
【００３９】
本発明のプリンヌクレオシド化合物の合成反応の詳細は、後述の実施例に説明されてい
る。また、反応に使用する原料および試薬は、公知の方法によって合成可能であるか、ま

20

たは市販品を用いることができる。合成反応後、必要に応じて公知の方法を用いて精製す
ることによって、目的物質を得ることができる。目的物質が得られたことは、ＮＭＲまた
は質量分析などの同定方法によって確認できる。なお、式（Ｉ）によって表されるプリン
ヌクレオシド化合物は、官能基や置換基の種類によっては塩を形成する場合があり、遊離
の状態または塩の状態において水和物または溶媒和物を形成することもあるが、これらの
状態も本発明の範囲に含まれる。
【００４０】
本発明に係るＲＮＡは、上述のように５
および３

キャップ構造、ならびに５

側の開始コドン

側の終止コドンを両端に有している翻訳領域を含んでいる。すなわち、本発明

に係るＲＮＡは、インビトロまたはインビボにおける翻訳に必要な構造および領域を含ん

30

でいる。
【００４１】
５

キャップ構造として上記ヌクレオシド化合物が導入されている本発明に係るＲＮＡ

は、例えば、上記ヌクレオシド化合物の５

炭素に三リン酸架橋を介して任意のヌクレオ

シドを結合させ、この生成物を転写プライマーとして転写反応を経ることによって合成さ
れ得るが、この方法に制限されない。また、５

末端から１０塩基までに上記ヌクレオシ

ド化合物が導入されている本発明に係るＲＮＡは、例えば、上記ヌクレオシド化合物を含
んでいる人工オリゴヌクレオチドの５

末端に５

キャップ構造を結合させ、この生成物

を転写プライマーとして用いる転写反応を経ることによって合成され得る。
40

【００４２】
５

キャップ構造は、公知の酵素（例えば、ＲＮＡポリホスファターゼ、ＲＮＡグアニ

ルトランスフェラーゼ、およびグアニン−７−メチルトランスフェラーゼなど）を用いて
上記ヌクレオシド化合物または任意のオリゴヌクレオチドに付与され得る。また、転写反
応は、所望の翻訳領域をコードしているＤＮＡを鋳型として、公知のＲＮＡポリメラーゼ
を用いて実施され得る。
【００４３】
本発明に係るＲＮＡの５

側の開始コドンは、ＲＮＡからタンパク質への転写を開始さ

せるためのコドンであり、好ましくはＡＵＧであるが、本発明に係るＲＮＡを真正細菌に
おいて翻訳する場合を考慮して、例外的にＣＵＧ、ＡＵＡまたはＵＵＧなどであり得る。
また、本発明に係るＲＮＡの３

側の終止コドンは、ＲＮＡからタンパク質への転写を終
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結させるためのコドンであり、ＵＡＡ、ＵＡＧおよびＵＧＡから適宜、選択され得る。
【００４４】
本発明に係るＲＮＡの翻訳領域は、翻訳によって産生される量の制御を所望される任意
のタンパク質をコードし得る。
【００４５】
本発明に係るＲＮＡは、５
いてもよい。５

非翻訳領域および／または３

非翻訳領域は、５

非翻訳領域をさらに含んで

キャップ構造と翻訳の開始コドンとの間に適切な距

離を設けることを目的として挿入され、１０塩基以上の長さがある限りにおいて、特に制
限されない。５

非翻訳領域は、好ましくは１０００塩基以下、より好ましくは９００塩

基以下、より好ましくは８００塩基以下、より好ましくは７００塩基以下、より好ましく

10

は６００塩基以下、より好ましくは５００塩基以下である。但し、コザック配列等の５
キャップ構造非依存型の翻訳開始シグナル配列が存在する場合、５
に関わらず翻訳が始まるため、上記ヌクレオシド化合物が５

キャップ構造の有無

キャップ構造に導入された

場合にはこのような配列は除かれる。上記ヌクレオシド化合物が５

末端から１０塩基ま

での塩基から選択される位置に導入された場合においては、光照射による翻訳開始の制御
の妨げにならない範囲においてのみ、このような配列は含まれ得る。また、５

非翻訳領

域には、ＲＮＡと開始因子またはリボソーム複合体との結合にとって必須の配列、または
翻訳効率を上げる配列の少なくともどちらか一方が含まれていることが好ましい。
【００４６】
３
、３

非翻訳領域は、１０塩基以上の長さがある限りにおいて、特に制限されない。また
非翻訳領域には、そのさらに３

20

末端にポリＡ配列が付加され得るための配列（ポ

リＡ付加シグナル）が含まれていることが好ましい。ポリＡ付加シグナルとしては、ＡＡ
ＵＡＡＡからなる塩基配列、２ つのＡＡＵＡＡＡ配列を含んでいるSV40 early polyA si
gnal、またはSV40 early polyA signalがタンデムに並んでいる配列などが挙げられるが
これらに制限されることはない。
【００４７】
また、本発明に係るＲＮＡは、３

末端にポリＡ配列が含まれ得る。３

末端にポリＡ

配列が含んでいるＲＮＡは、翻訳領域の翻訳効率およびＲＮＡ自身の安定性に優れている
。
【００４８】

30

本発明において「ヌクレオシド化合物」は、上述のように「ピリミジンヌクレオシド化
合物」を含んでいる。「ピリミジンヌクレオシド化合物」は、ピリミジン核の５位または
６位の炭素原子が上記「化１」の式（Ｉ）によって表される基に置換されたピリミジンヌ
クレオシド化合物である。
【００４９】
式（Ｉ）によって表される基は、異なる２つの波長を有している光を受けて二重結合部
分のシス−トランス異性化を可逆的に起こし得るため、ヌクレシオドの塩基部分に当該基
を導入することによって、光照射を受けて可逆的に構造変化し得るヌクレオシドを得るこ
とができる。
【００５０】

40

ピリミジンヌクレオシド化合物が上述のプリンヌクレオシド化合物と異なる点は、塩基
部分がピリミジン塩基であることである。よって、ピリミジンヌクレオシド化合物は、ピ
リミジン塩基と糖の環元基とがグリコシド結合によって結合した、ピリミジン核を含んで
いる配糖体化合物である。「ピリミジン核」は、例えば、チミン核、シトシン核またはウ
ラシル核である。ピリミジン核は、１位の窒素原子において糖と結合している。
【００５１】
ピリミジン核がチミン核である場合、上記式（Ｉ）の基は、ピリミジン核の６位の炭素
原子と結合している。また、ピリミジン核がウラシル核である場合、上記式（Ｉ）の基は
、ピリミジン核の５位の炭素原子と結合していることが好ましい。
【００５２】
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上述のように、ピリミジンヌクレオシド化合物は、塩基部分のみを除いて上述のプリン
ヌクレオシド化合物と同様の構成を有している。したがって、上記式（Ｉ）における記号
Ａの定義、ピリミジン核が結合し得る糖部分の構造、用語の定義、合成方法、その用途お
よび利点などは、プリンヌクレオシド化合物における記載を適宜参照すればよい。
【００５３】
〔ＲＮＡからのタンパク質の産生量を制御する方法〕
また、本発明は、〔本発明に係るＲＮＡ〕の項に記載のＲＮＡからのタンパク質の産生
量を制御する方法に関する。当該方法は、上記ヌクレオシド化合物の構造を、その照射に
よってトランス型からシス型にする波長を有している第１の光、および／または上記ヌク
レオシド化合物の構造を、その照射によってシス型からトランス型にする波長を有してい

10

る、第１の光の波長と異なる第２の光を、上記ＲＮＡに照射する工程を包含している。
【００５４】
この方法によれば、インビボまたはインビトロにおいて、第１および／または第２の光
の照射によってＲＮＡの転写を開始させるか、および／または停止させ得る。つまり、第
１の光は、トランス型からシス型に異性化してＲＮＡの翻訳を開始させる波長を有してい
る光であり、第２の光は、シス型からトランス型に異性化してＲＮＡの翻訳の開始を阻害
させる波長を有している光である。
【００５５】
上記方法は、上記ＲＮＡを細胞に導入する工程をさらに包含しており、照射する上記工
程が、上記第１の光および／または上記第２の光を、上記ＲＮＡが導入されている当該細

20

胞に照射する工程であることが好ましい。これによって細胞内におけるＲＮＡからのタン
パク質の産生量を制御し得る。
【００５６】
また、上記方法は、照射する上記工程において、上記第１の光、上記第２の光の順に照
射するか、または上記第２の光、上記第１の光の順に照射することが好ましい。これによ
って、翻訳の開始および開始の阻害を可逆的に制御し得る。
【００５７】
また、上記方法において、照射する上記工程が、上記ＲＮＡが導入された当該細胞の局
所に、上記第１の光を照射する工程であることが好ましい。さらに、上記方法において、
光を照射する上記工程が、上記第１の光の照射と同時に、上記局所以外の領域に上記第２

30

の光をさらに照射する工程であることが好ましい。これらによれば、第１の光の照射を受
けた局所にあるＲＮＡは、時間の経過とともに局所の外側に拡散すると、第２の光の照射
を受ける。つまり、局所の外側に拡散したＲＮＡは翻訳の開始を阻害される。したがって
、局所に存在するＲＮＡのみからタンパク質に翻訳され得る。
【００５８】
局所とは、細胞の一部分（例えば、吸着細胞を上面視したときの面積の約５〜１０％）
を意味しており、より詳細には、直径約１〜５μｍの大きさの領域を指す。
【００５９】
また、上記方法において、上記第１の光の照射後に、上記局所を含んでいる領域に上記
第２の光を照射する工程をさらに包含していることが好ましい。これによれば、局所にお

40

ける可逆的な翻訳制御が可能である。
【００６０】
また、上記方法において上記第１の光および／または上記第２の光が可視光であること
が好ましい。生細胞または生体にとって紫外線は有害であるため、生細胞または生体とし
て本発明に係る方法を実施する場合、照射される光は可視光であることが好ましい。イン
ビトロにおいて本発明に係る方法を実施する場合には、照射される光は可視光または紫外
光で有り得る。
【００６１】
上記式（Ｉ）において２つのＸが窒素原子である場合に、第１の光が有している波長は
４００ｎｍ〜５００ｎｍであり、第２の光が有している波長は４５０ｎｍ〜６００ｎｍで
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ある。このとき、第１の光は常に、第２の光よりも短い波長の光である。一方で、上記式
（Ｉ）において２つのＸがＣＨである場合に、第１の光が有している波長は３００ｎｍ〜
５００ｎｍであり、第２の光が有している波長は２４０ｎｍ〜４００ｎｍである。このと
き、２つのＸが窒素原子である場合とは逆に、第１の光は常に、第２の光よりも長い波長
の光である。また、上記式（Ｉ）において一方のＸがＮであり、他方のＸがＣＨである場
合に、第１の光が有している波長は３００ｎｍ〜５００ｎｍであり、第２の光が有してい
る波長は２４０ｎｍ〜４５０ｎｍである。このとき、２つのＸがＣＨである場合と同様に
、第１の光は常に、第２の光よりも長い波長の光である。
【００６２】
また、上記方法は、二光子励起を利用してＲＮＡを異性体化し得る。二光子励起は、焦

10

点面における物質のみに生じるため、三次元的な局所におけるＲＮＡの異性体化、すなわ
ち翻訳の開始および開始の阻害の制御を可能にする。
【００６３】
〔本発明に係るヌクレオシド化合物〕
（プリンヌクレオシド化合物）
本発明のプリンヌクレオシド化合物は、プリン核の８位の炭素原子が下記式（Ｉ

）に

よって表される基に置換されたプリンヌクレオシド化合物である。
【００６４】
【化６】
20
【００６５】
（ここで、Ａはアリール基またはヘテロアリール基を表し、２つのＸは窒素原子であり、
＃はプリン核の８位炭素原子との結合位置を表す）。
【００６６】
式（Ｉ

）によって表される基は、異なる２つの波長の可視光を受けてジアゾ部分のシ

ス−トランス異性化を可逆的に起こし得るため、ヌクレシオドの塩基部分に当該基を導入
することによって、可視光照射を受けて可逆的に構造変化し得るヌクレオシドを得ること
ができる。可視光によって構造変化し得るために、当該ヌクレオシドを生細胞に導入した
場合に、生体分子（例えば、タンパク質およびＤＮＡなど）を損傷するおそれがない。当

30

該塩基が比較的に小さいため、当該ヌクレオシドを導入したヌクレオチド鎖は、当該ヌク
レオシドが一方の異性体に構造変化しているときに正常な構造を形成し得る。
【００６７】
以下に、本発明のプリンヌクレオシド化合物について、さらに詳細に説明する。
【００６８】
本明細書において、ある官能基または原子が置換基を有し得る場合、置換基の種類、そ
の数および置換位置は、特に限定されない。当該置換基の具体例として、ハロゲン原子（
例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、アリール基（好ましくは炭素数
５〜３０の置換または無置換のアリール基、例えばフェニル基、トリル基、キシリル基、
メシチル基、ビフェニリル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基、フルオレ

40

ニル基、ピレニル基）、ヘテロアリール基（好ましくは５〜１０員環のヘテロアリール基
、例えば、ピロリル基、イミダゾリル基、インドリル基、フェナントロリニル基、フェナ
ジニル基、テベニジニル基、１０Ｈ−キンドリニル基）、アルキル基（好ましくは炭素数
１〜２０の置換または無置換のアルキル基、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イ
ソプロピル基、ｎ−ブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ｎ−ペンチル基
、ネオペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデ
シル基、ドデシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、ベンジル基、フェネチル基
、ジフェニルメチル基、トリチル基）が挙げられる。また、ある基に関する「炭素数」と
は、置換基を有する基において、当該置換基に含まれる炭素を除いた炭素の数を指す。こ
の点については、後述の（ピリミジンヌクレオシド化合物）にも該当する。
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【００６９】
本発明において「プリンヌクレオシド化合物」は、プリン塩基と糖の還元基とがグリコ
シド結合によって結合した、プリン核を含む配糖体化合物である。また、本発明における
「プリン核」は、下記構造を有する。
【００７０】
【化７】

10

【００７１】
（上記において、Ｚ１およびＺ２は、それぞれ独立に水素原子または置換基を表し、ｎ１
は１または２を表し、ｎ２は１〜４の範囲の整数を表し、実線および破線からなる二重線
は単結合または二重結合を表し、＃１は糖との結合位置を表す。ｎ１およびｎ２が２以上
の場合、複数存在するＺ１およびＺ２は同じか、または異なる）。
【００７２】
本発明のプリンヌクレオシド化合物において、上記プリン核の８位の炭素原子が上記式
（Ｉ

）によって表される基に置換されている。ジアゾ部分の異性化によって下記のトラ

20

ンス体（Ｅ−ｉｓｏｍｅｒ）またはシス体（Ｚ−ｉｓｏｍｅｒ）のいずれかになる。
【００７３】
【化８】

30

【００７４】
（上記において、Ｚ１、Ｚ２、ｎ１、ｎ２、＃１、ならびに実線および破線からなる二
重線は上述したものと同義である）。
【００７５】
「化７」および式（Ｉ

）において、Ａはアリール基またはヘテロアリール基を表す。

【００７６】
アリール基は、例えば炭素数５〜３０であり、単環または多環のいずれかであり得る。
上記アリール基は置換基を有し得る。上記アリール基として、例えば、置換または無置換

40

のフェニル基ならびにナフチル基が挙げられる。また、上記アリール基として、フェニル
基；ナフチル基、ａｓ−インダセニル基、ｓ−インダセニル基、アセナフチレニル基、９
Ｈ−フルオレニル基、フェナントリル基、アントリル基、フルオランテニル基、アセフェ
ナントリレニル基、アセアントリレニル基、トリフェニレニル基、ピレニル基、クリセニ
ル基、テトラフェニル基、ナフタセニル基およびペリレニル基など環を構成する原子数が
１０〜２０のアリール基；ピセニル基、ペンタフェニル基およびペンタセニル基など環を
構成する原子数２１〜３０のアリール基などが挙げられるが、これらに限定されない。ア
リール基は、環を構成する原子数が６〜１０のアリール基、および置換もしくは無置換の
フェニル基であることが好ましい。置換のフェニル基として、ニトロ基、ジエチルアミノ
基、ジメチルアミノ基、トリフルオロメチル基、メトキシ基、カルボニル基もしくはハロ
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ゲンなどの電子供与基または電子吸引基を置換基として有しているフェニル基が挙げられ
る。
【００７７】
これらの中でも、環を構成する原子数が６〜１０のアリール基ならびに置換または無置
換のフェニル基が好ましく、２個の環が縮合してなる置換または無置換のアリール基なら
びに置換または無置換のフェニル基がより好ましく、メチル置換または無置換のフェニル
基が特に好ましい。
【００７８】
Ａによって表されるヘテロアリール基としては、例えば、窒素原子、酸素原子および硫
黄原子からなる群から選ばれる１または２以上のヘテロ原子を環構成原子として含む、５

10

〜１０員環のヘテロアリール基が挙げられ、単環または多環のいずれかであり得る。より
好ましくは窒素原子を環構成原子として、１個または２個含む５員環または６員環のヘテ
ロアリール基が挙げられ、さらに好ましくは窒素原子を環構成原子として１個含む５員環
または６員環のヘテロアリール基が挙げられる。上記ヘテロアリール基は置換基を有し得
る。ヘテロアリール基の具体例として、置換または無置換のピロリル基、イミダゾリル基
などヘテロ原子として窒素原子を含む環を構成する原子数が５または６の単環式ヘテロア
リール基；インドリル基などヘテロ原子として窒素原子を含む環を構成する原子数が７〜
９の縮合環式ヘテロアリール基；キノリニル基、２，７−ナフチリジニル基、２，６−ナ
フチリジニル基、１，６−ナフチリジニル基、１，５−ナフチリジニル基、キノキサリニ
ル基、キナゾリニル基、シンノリニル基、９Ｈ−カルバゾリル基、９Ｈ−β−カルボリニ

20

ル基、フェナントリジニル基、１Ｈ−ペリミジニル基、４，７−フェナントロリニル基、
３，８−フェナントロリニル基および２，９−フェナントロリニル基などのフェナントロ
リニル基、フェナジニル基、テベニジニル基ならびに１０Ｈ−キンドリニル基などヘテロ
原子として窒素原子を含む環構成原子１０〜２０のヘテロアリール基などが挙げられる。
中でも、環を構成する原子数が５〜１０のヘテロアリール基が好ましい。ヘテロアリール
基の好ましい例としては、ピロリル基およびキノリニル基が挙げられる。
【００７９】
また、アリール基およびヘテロアリール基におけるジアゾ結合部分との結合位置は、特
に限定されず、使用する基および合成方法などにしたがって適宜選択すればよい。
30

【００８０】
式（Ｉ

）によって表される基は、式（Ｉ

）中の＃１によって表される位置において

プリン核の８位の炭素原子と結合している。式（Ｉ

）によって表される基に置換された

プリン核がグリコシド結合する糖部分の構造として、特に限定されるものではなく、公知
のヌクレオシド化合物に含まれる糖部分が挙げられ、より詳細には、後述する式（ＩＩ）
または（ＩＩＩ）に含まれる糖部分が挙げられる。
【００８１】
本発明のプリンヌクレオシド化合物の好ましい態様としては、プリン核の８位の炭素原
子が上記式（Ｉ

）によって表される基に置換された、下記式（ＩＩ）によって表される

グアノシン誘導体および下記式（ＩＩＩ）によって表されるアデノシン誘導体が挙げられ
る。
【００８２】
なお、下記式（ＩＩ）および（ＩＩＩ）にトランス体を示しているが、本発明のプリン
ヌクレオシド化合物は、トランス体だけではなくシス体であり得る。
【００８３】
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【化９】

10

20
【００８４】
式（ＩＩ）および（ＩＩＩ）におけるＡの定義およびその詳細は、上述の通りである。
【００８５】
式（ＩＩ）および（ＩＩＩ）中、Ｒ１およびＲ２は互いに独立して、水酸基もしくはそ
の保護基、オリゴヌクレオチドの製造のために導入され得る反応性基、またはヌクレオシ
ド誘導体の自己組織化を利用する際に導入され得る原子団を表す。
【００８６】
Ｒ３は、水素原子、水酸基もしくはその保護基、オリゴヌクレオチドの製造のために導
入され得る反応性基、またはヌクレオシド誘導体の自己組織化を利用する際に導入され得

30

る原子団を表す。
【００８７】
上記保護基としては、イソブチル、ｔｅｒｔ−ブチルジメチルシリル（ＴＢＤＭＳ）、
ジメトキシトリチル（ＤＭＴｒ）などが挙げられ、上記反応性基としては、２−シアノエ
チル−Ｎ，Ｎ，Ｎ

，Ｎ

−テトライソプロピルホスホロアミダイト、一リン酸、二リン

酸および三リン酸などが挙げられる。また、上記原子団の詳細は、Isao Yoshikawa, et a
l., Tetrahedron 63 (2007) 7474‑7481、Jeffery T. Davis, et al Chem. Soc. Rev., 20
07, 36, 296‑313、Gian Piero Spada, et al., SYNLETT 2004, No.4, pp 0596‑0602に記
載されている。上記原子団の具体例としては、−ＯＲ（Ｒはアルキルシリル基（例えばＳ
ｉ（ｉＰｒ）２Ｃ８Ｈ１７など）およびエステル基が挙げられる。また、Ｒ１〜Ｒ３は、

40

これらのうちの２つ以上が連結して環を形成し得る。
【００８８】
式（ＩＩ）および（ＩＩＩ）中、Ｒ４は、水素原子、または置換もしくは無置換のアミ
ノ基もしくはその保護基を表す。上記保護基としては、イソブチル基およびジメチルホル
ムアミジン（ＤＭＦ）基などが挙げられる。
【００８９】
式（ＩＩ）によって表されるグアノシン誘導体のさらに具体的な態様としては、下記式
（ＩＩ）−１および式（ＩＩ）−２によって表される化合物が挙げられ、式（ＩＩＩ）に
よって表されるアデノシン誘導体のさらに具体的な態様としては、下記式（ＩＩＩ）−１
および式（ＩＩＩ）−２によって表される化合物が挙げられる。
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【００９０】
【化１０】

10

20

【００９１】
（Ａは上述したものと同義である）。
【００９２】
本発明のプリンヌクレオシド化合物の合成方法は、特に限定されるものではないが、ア
ニリン、プリンヌクレオシド誘導体および亜硝酸塩を用いてアゾカップリングさせること
によって、プリンヌクレオシドの８位の炭素に式（Ｉ
、式（Ｉ

）によって表される基を導入して

）によって表される基を有するプリンヌクレオシド化合物を得ることができる

。例えば、アニリン、プリン核および亜硝酸塩の混合液を数時間にわたって加熱還流し、

30

反応後にエバポレーターを用いて溶媒を除去し、カラム精製、再結晶、洗浄などの方法を
用いて精製することによって目的物を得ることができる。
【００９３】
本発明のプリンヌクレオシド化合物の合成反応の詳細は、後述の実施例に説明されてい
る。また、反応に使用する原料および試薬は、公知の方法によって合成可能でありか、ま
たは市販品を用いることができる。合成反応後、必要に応じて公知の方法を用いて精製す
ることによって、目的物質を得ることができる。目的物質が得られたことは、ＮＭＲまた
は質量分析などの同定方法によって確認できる。なお、式（Ｉ

）によって表されるプリ

ンヌクレオシド化合物は、官能基や置換基の種類によっては塩を形成する場合があり、遊
離の状態または塩の状態において水和物または溶媒和物を形成することもあるが、これら

40

の状態も本発明の範囲に含まれる。
【００９４】
本発明のプリンヌクレオシド化合物は、構造変化（異性化）を可逆的に制御することが
できる。また、本発明のプリンヌクレオシド化合物は、光源のＯＮ／ＯＦＦという簡便な
方法によって構造が変化するので、構造制御が容易である。
【００９５】
また、適当なポリメラーゼの使用により核酸合成にも利用可能と期待される。特に、プ
リン環の７位の窒素原子は、核酸における相互作用（水素結合および金属イオンへの配位
結合など）に関与することが知られている。本発明のプリンヌクレオシド化合物を含有す
る核酸では、プリン環の８位の炭素原子に置換した式（Ｉ

）によって表される基のトラ
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ンス→シス異性化によって、上記相互作用の阻害を制御可能と考えられ、より正確な活性
制御が可能になるものと期待される。特に、塩基部分に光応答性基を導入することは、分
子構造全体への影響が少ないため、核酸の機能を維持しつつ活性を制御することができる
と考えられる。また、本発明のプリンヌクレオシド化合物を含有する核酸は、必要最小限
の修飾を受けているため、ＤＮＡおよびＲＮＡの二重螺らせん構造、リボザイム、デオキ
シリボザイムならびにアプタマーなどの高次構造の形成を、上記修飾の影響を受けること
なく良好に行なうことができる。また、本発明のプリンヌクレオシド化合物は、同様の理
由によりＰＣＲ法またはＲＣＡ法などの核酸増幅技術によって簡便に核酸に導入すること
ができる。
10

【００９６】
（ピリミジンヌクレオシド化合物）
本発明のピリミジンヌクレオシド化合物は、ピリミジン核の５位または６位の炭素原子
が上記「化６」の式（Ｉ

）によって表される基に置換されたピリミジンヌクレオシド化

合物である。
【００９７】
式（Ｉ

）によって表される基は、異なる２つの波長の可視光を受けてジアゾ部分のシ

ス−トランス異性化を可逆的に起こし得るため、ヌクレシオドの塩基部分に当該基を導入
することによって、可視光照射を受けて可逆的に構造変化し得るヌクレオシドを得ること
ができる。可視光によって構造変化し得るために、当該ヌクレオシドを生細胞に導入した
場合に、生体分子（例えば、タンパク質およびＤＮＡなど）を損傷するおそれがない。当

20

該塩基が比較的に小さいため、当該ヌクレオシドを導入したヌクレオチド鎖は、当該ヌク
レオシドが一方の異性体に構造変化しているときに正常な構造を形成し得る。
【００９８】
ピリミジンヌクレオシド化合物が上述のプリンヌクレオシド化合物と異なる点は、塩基
部分がピリミジン塩基であることである。よって、本発明のピリミジンヌクレオシド化合
物は、ピリミジン塩基と糖の環元基とがグリコシド結合によって結合した、ピリミジン核
を含む配糖体化合物である。本発明の「ピリミジン核」は、例えば、チミン核、シトシン
核またはウラシル核である。本発明のピリミジン核は、１位の窒素原子において糖と結合
している。
30

【００９９】
ピリミジン核がチミン核である場合、上記式（Ｉ

）の基は、ピリミジン核の６位の炭

素原子と結合している。また、ピリミジン核がシトシン核またはウラシル核である場合、
上記式（Ｉ

）の基は、ピリミジン核の５位の炭素原子と結合していることが好ましい。

【０１００】
上述のように、本発明のピリミジンヌクレオシド化合物は、塩基部分のみを除いて上述
のプリンヌクレオシド化合物と同様の構成を有している。したがって、上記式（Ｉ

）に

おける記号Ａの定義、ピリミジン核が結合し得る糖部分の構造、用語の定義、合成方法、
その用途および利点などは、（プリンヌクレオシド化合物）における記載を適宜参照すれ
ばよい。
【０１０１】

40

〔異性化方法および光特性を変化させる方法〕
さらに本発明は、本発明のヌクレオシド化合物に可視光を照射することによって、当該
ヌクレオシド化合物を異性化する方法、および本発明のヌクレオシド化合物に可視光を照
射することによって、当該ヌクレオシド化合物の光特性を変化させる方法に関する。
【０１０２】
上述したように、本発明のヌクレオシド化合物は、一般式（Ｉ）によって表される基に
おけるジアゾ部分のシス−トランス異性化を可逆的に起こすことができる。本発明のヌク
レオシド化合物は、トランス体およびシス体いずれも高い安定性を有している。このため
、本発明のヌクレオシド化合物は、光照射しない限り異性化が進行せず、光照射によって
異性化（トランス→シス異性化およびシス→トランス異性化）を制御することができる。
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トランス→シス異性化は、トランス体に対して中程度の波長の可視光（例えば４００〜５
００ｎｍの波長）を照射することによって起こすことができる。シス→トランス異性化は
、シス体に対して、トランス→シス異性化に使用する光より長波長の可視光（例えば４５
０〜６００ｎｍの波長）を照射することにより起こすことができる。また、例えば、上記
一般式（Ｉ）におけるＡがフェニル基または置換基を有するフェニル基である場合、トラ
ンス→シス異性化は４００〜４５０ｎｍの可視光の照射によって起こり、シス→トランス
異性化は５００〜６００ｎｍの可視光の照射によって起こる。トランス→シス光異性化お
よびシス→トランス光異性化とも、室温において容易に進行し得る。また、異性化のため
の光照射時間、使用する光源および照射光の強度などの異性化条件は、適宜設定すればよ
い。異性化条件については、後述の実施例もあわせて参照すればよい。

10

【０１０３】
本発明のヌクレオシド化合物は、トランス体とシス体との間において吸収スペクトルお
よび量子収率などの光特性が異なる。したがって、可視光照射による異性化によって、本
発明のヌクレオシド化合物の光物性を変化させることができる。さらに、上記光異性化を
可逆的に起こすことができるため、本発明のヌクレオシド化合物に異なる波長の可視光を
繰り返し照射することによって、化合物の光特性を可逆的に変化させることができる。光
特性を変化させるための光照射条件については、上述の通りである。
【０１０４】
〔光スイッチング型デバイス材料〕
さらに本発明は、本発明のヌクレオシド化合物を含有する核酸、または本発明のヌクレ

20

オシド化合物を含む光スイッチング型デバイス材料に関する。本発明の光スイッチング型
デバイス材料は、上記ヌクレオシド化合物または上記核酸の１種またはそれ以上から構成
され得るか、またはエレクトロニックデバイスに通常に使用される他の成分を含み得る。
【０１０５】
本発明において「光スイッチング型」とは、可視光照射によって機能および構造をスイ
ッチングされ得る性質をいう。上述のように、本発明のヌクレオシド化合物は、可視光照
射によって可逆的に異性化して構造を変化させることができ、それに伴い光特性を変える
ことができる。この性質を利用して、例えばトランス体の状態をオンまたはデジタル信号
におけるビットの１とし、シス体の状態をオフまたはデジタル信号におけるビットの０と
することによって、スイッチング素子または記憶素子などのエレクトロニックデバイスを

30

形成可能である。特に、本発明の光スイッチング型デバイス材料は、光駆動型ナノデバイ
スの光スイッチとして好適である。
【０１０６】
〔機能性核酸の機能を可逆的に光制御する方法〕
ＤＮＡ／ＲＮＡ自動合成機またはポリメラーゼなどの酵素を用いて、本発明のヌクレオ
シド化合物を任意のＤＮＡまたはＲＮＡに導入することによって、アンチセンス、アプタ
マー、およびリボザイムなどの機能性核酸の機能を可逆的に光制御し得る。例えば、２０
塩基程度のオリゴヌクレオチドに本発明のヌクレオシド化合物を導入し、標的ＲＮＡとの
二重螺旋の形成を制御することによって、ＲＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）を可逆的に光制御する
ことができる。
【実施例】
【０１０７】
〔実施例１〕
（１−１）オレフィン骨格を有しているヌクレオシド化合物の合成
【０１０８】
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【化１１】

10

20

30

【０１０９】
（１−１−１）８−スチリルグアノシン（化１１の６ａ）の合成
１０ｇのグアノシン（化１１の１）、７．５４ｇのＮ−ブロモスクシンイミド、５００
ｍＬの水をナス型フラスコに入れ室温で２時間撹拌した。反応後、析出物をろ過し９．０
３ｇの８−ブロモグアノシン（化１１の２）を得た。
【０１１０】
９．０３ｇの８−ブロモグアノシン（化１１の２）を２口ナス口型フラスコに入れ、減
圧下における窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。１００ｍ

40

Ｌのアセトニトリル、７６ｍｇのジメチルアミノピリジン、９．４６ｍＬの無水酢酸、お
よび１３．９ｍＬのトリエチルアミンを加えて室温において１．５時間にわたって攪拌し
た。ロータリーエバポレーターで溶媒を除去した後、水で再結晶させ１０．３ｇの８−ブ
ロモ−２

，３

，５

−トリ−Ｏ−アセチルグアノシン（化１１の３）を得た。

【０１１１】
２．５ｇの８−ブロモ−２

，３

，５

−トリ−Ｏ−アセチルグアノシン（化１１の

３）１０ｍＬのＮ−メチルピロリドンを２口ナス口型フラスコに入れ、溶液をアルゴンガ
スによって１０分間にわたってバブリングした。次いで、５９３ｍｇのテトラキス（トリ
フェニルフォスフィン）パラジウム、２．９９ｍLのトリブチルビニルすずを加え、系内
をアルゴン置換した後に１１０℃において１時間にわたって加熱還流した。反応後に、ロ
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ータリーエバポレーターを用いて溶媒を除去し、それからシリカゲルクロマトグラフィー
（ジクロロメタン：メタノール＝９５：５）によって精製した。目的物を含んでいるフラ
クションを回収し、展開溶媒を除去し、１．７１ｇの８−ビニル−２

，３

，５

−ト

リ−Ｏ−アセチルグアノシン（化１１の４）を得た。
【０１１２】
２５７ｍｇのトリフェニルフォスフィンを２口ナス型フラスコに入れ、減圧下における
窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。２０ｍＬのジオキサン
、８８ｍｇのパラジウム（ＩＩ）アセテート、０．８１２ｍＬのトリエチルアミンを加え
６０℃において１０分間にわたって攪拌した。反応溶液がワインレッドに変色するのを確
認した後、０．６１４ｍＬのブロモベンゼン、２０ｍＬのＤＭＦに溶解させた１．７ｇの
８−ビニル−２

，３

，５

10

−トリ−Ｏ−アセチルグアノシン（化１１の４）を順に加

え、１１５℃において１時間にわたって加熱還流した。触媒をろ過によって除去し、ロー
タリーエバポレーターを用いて溶媒を除去してからシリカゲルクロマトグラフィー（クロ
ロホルム：メタノール＝９５：５）によって精製した。目的物を含んでいるフラクション
を回収し、展開溶媒を除去し、１．５１ｇの８−スチリル−２

，３

，５

−トリ−Ｏ

−アセチルグアノシン（化１１の５a）を得た。
【０１１３】
１．５１ｇの８−スチリル−２

，３

，５

−トリ−Ｏ−アセチルグアノシン（化１

１の５a）を２口ナス型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換を３回にわたって繰り
返して系内を十分に窒素置換した。２５ｍＬのメタノール、２５ｍＬの２Ｍアンモニア（

20

メタノール溶液）を加え６０℃において４時間にわたって攪拌した。析出物を回収し、８
３０ｍｇの８−スチリルグアノシン（化１１の６a）を得た。
【０１１４】
（１−１−２）８−ナフチルビニルグアノシン（化１１の６ｂ）の合成
２５７ｍｇのトリフェニルフォスフィンを２口ナス型フラスコに入れ、減圧下における
窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。２０ｍＬのジオキサン
、８８ｍｇのパラジウム（ＩＩ）アセテート、および０．８１２ｍＬのトリエチルアミン
を加え、６０℃において１０分間にわたって攪拌した。反応溶液がワインレッドに変色す
るのを確認した後、１０ｍＬのＤＭＦに溶解させた１．２１ｇのブロモナフタレン、１０
ｍＬのＤＭＦに溶解させた１．７ｇの８−ビニル−２

，３

，５

−トリ−Ｏ−アセチ

30

ルグアノシン（化１１の４）を順に加え、１１５℃において１時間にわたって加熱還流し
た。触媒をろ過によって除去し、ロータリーエバポレーターを用いて溶媒を除去してから
シリカゲルクロマトグラフィー（クロロホルム：メタノール＝９５：５）によって精製し
た。目的物を含んでいるフラクションを回収し、展開溶媒を除去し、１．３７ｇの８−ナ
フチルビニル−２

，３

，５

−トリ−Ｏ−アセチルグアノシン（化１１の５ｂ）を得

た。
【０１１５】
１．３６ｇの８−ナフチルビニル−２

，３

，５

−トリ−Ｏ−アセチルグアノシン

（化１１の５ｂ）を２口ナス型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換を３回にわたっ
て繰り返して系内を十分に窒素置換した。２０ｍＬのメタノール、２０ｍＬの２Ｍのアン

40

モニア（メタノール溶液）を加え、６０℃において４時間にわたって攪拌した。析出物を
回収し、７１０ｍｇの８−ナフチルビニルグアノシン（化１１の６ｂ）を得た。
【０１１６】
（１−１−３）８−フルオレニルビニルグアノシン（化１１の６ｃ）の合成
２５７ｍｇのトリフェニルフォスフィンを２口ナス型フラスコに入れ、減圧下における
窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。２０ｍＬのジオキサン
、８８ｍｇのパラジウム（ＩＩ）アセテート、および０．８１２ｍＬのトリエチルアミン
を加え、６０℃において１０分間にわたって攪拌した。反応溶液がワインレッドに変色す
るのを確認した後、１０ｍＬのＤＭＦに溶解させた１．４４ｇのブロモフルオレン、１０
ｍＬのＤＭＦに溶解させた１．７ｇの８−ビニル−２

，３

，５

−トリ−Ｏ−アセチ
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ルグアノシン（化１１の４）を順に加え、１１５℃において１時間にわたって加熱還流し
た。触媒をろ過によって除去し、ロータリーエバポレーターを用いて溶媒を除去してから
シリカゲルクロマトグラフィー（クロロホルム：メタノール＝９５：５）によって精製し
た。目的物を含んでいるフラクションを回収し、展開溶媒を除去し、１．２３ｇの８−フ
ルオレニルビニル−２

，３

，５

−トリ−Ｏ−アセチルグアノシン（化１１の５ｃ）

を得た。
【０１１７】
１．２２ｇの８−フルオレニルビニル−２

，３

，５

−トリ−Ｏ−アセチルグアノ

シン（化１１の５ｃ）を２口ナス型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換を３回にわ
たって繰り返して系内を十分に窒素置換した。２０ｍＬのメタノール、２０ｍＬの２Ｍの

10

アンモニア（メタノール溶液）を加え６０℃において４時間にわたって攪拌した。析出物
を回収し、５９０ｍｇの８−フルオレニルビニルグアノシン（化１１の６ｃ）を得た。
【０１１８】
（１−１−４）８−ピレニルビニルグアノシン（化１１の６ｄ）の合成
２５７ｍｇのトリフェニルフォスフィンを２口ナス型フラスコに入れ、減圧下における
窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。２０ｍＬのジオキサン
、８８ｍｇのパラジウム（ＩＩ）アセテート、０．８１２ｍＬのトリエチルアミンを加え
、６０℃において１０分間にわたって攪拌した。反応溶液がワインレッドに変色するのを
確認した後、１５ｍＬのＤＭＦに溶解させた１．６５ｇのブロモピレン、１０ｍＬのＤＭ
Ｆに溶解させた１．７ｇの８−ビニル−２

，３

，５

−トリ−Ｏ−アセチルグアノシ

20

ン（化１１の４）を順に加え、１１５℃において１時間にわたって加熱還流した。触媒を
ろ過によって除去し、ロータリーエバポレーターを用いて溶媒を除去してからシリカゲル
クロマトグラフィー（クロロホルム：メタノール＝９５：５）によって精製した。目的物
を含んでいるフラクションを回収し、展開溶媒を除去し、１．７６ｇの８−ピレニルビニ
ル−２

，３

，５

−トリ−Ｏ−アセチルグアノシン（化１１の５ｄ）を得た。

【０１１９】
１．７６ｇの８−ピレニルビニル−２

，３

，５

−トリ−Ｏ−アセチルグアノシン

（化１１の５ｄ）を２口ナス型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換を３回にわたっ
て繰り返して系内を十分に窒素置換した。２５ｍＬのメタノール、２５ｍＬの２Ｍアンモ
ニア（メタノール溶液）を加え６０℃において４時間にわたって攪拌した。析出物を回収

30

し、９６２ｍｇの８−ピレニルビニルグアノシン（化１１の６ｄ）を得た。
【０１２０】
（１−１−５）８−スチリルグアノシン三リン酸の合成
【０１２１】
【化１２】

40

【０１２２】
１０９ｍｇの８−スチリルグアノシン（化１１の６a）を２口ナス口型フラスコに入れ、
減圧下における窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。１ｍＬ
のリン酸トリメチル、９１ｍｇのプロトンスポンジを加えた後、系を０℃に冷却した。次
いで、３１μＬの塩化ホスホリルを加え、０℃において攪拌した。６時間後、２６９μＬ
のトリブチルアミン、２５０ｍｇのピロリン酸トリブチルアンモニウムを加え、さらに１
分間にわたって撹拌した。３７ｍＬの１ＭのＴＥＡＢ緩衝液を加えて反応を停止させた後
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、ＤＥＡＥセファデックス（０〜１ＭのＴＥＡＢ）を用いて精製した。目的物を含んでい
るフラクションを回収し、溶媒を除去した後に、得られた８−スチリルグアノシン三リン
酸（ＴＥＡ塩）を弱陰イオン交換カラム（Ｓｔｒａｔａ−Ｘ−ＡＷ、ＳＨＩＧＭＡ

Ｃｏ

．）を用いて遊離酸に変換し、目的の化合物である７．２ｍｇの８−スチリルグアノシン
三リン酸（化１２）を得た。
1

H NMR (D2O, 400 MHz) δ:7.31‑7.22 (m, 6H), 6.83 (d, J = 16.1, 1H), 5.93 (d, J =
6.4, 1H), 5.17 (t, J = 5.8, 1H), 4.51 (s, 1H), 4.24‑4.14 (m, 3H);
‑

400 MHz) δ: ‑16.5 (2P), ‑28.4 (1P); ESI‑TOF MS (M‑H)

31

P NMR (D2O,

for C18H22N5O14P3, Calcu

lated: 624.0298; Found: 624.0070。
10

【０１２３】
（１−２）オレフィン骨格を有している５

キャップ構造を備えている５

ヌクレオシ

ドの合成
【０１２４】
【化１３】

20

30

【０１２５】
（２−１）８−スチリルビニルグアノシンを５

キャップ構造として備えている５

ヌ

クレオシド（８ＳＴ−ｃａｐ、化１３の２ａ）の合成
８７０ｍｇの８−スチリルビニルグアノシン（化１３の１ａ）を２口ナス口型フラスコ
に入れ、減圧下における窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した
。１３ｍＬのリン酸トリメチルおよび０．４１２ｍＬの塩化ホスホリルを２口ナス口型フ

40

ラスコへさらに加え、２０時間にわたって２℃において攪拌した。その後、２０ｍＬの水
をさらに加え、１ＭのＴＥＡＢ緩衝液を加えて反応溶液のｐＨを５．５に調整した。析出
物を回収して水を用いて洗浄した後に、デシケーター内において十分に乾燥させた。得ら
れたモノホスフェートを２口ナス口型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換を３回に
わたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。２５ｍＬのＤＭＳＯおよび２ｍＬのヨウ
化メチルをさらに加え、一晩にわたって室温において攪拌した。１００ｍＬの冷水を反応
溶液に加え、析出物を回収し、メタノールを用いて洗浄した。７位がメチル化されている
得られたモノホスフェートを２口ナス口型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換を３
回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。１０ｍＬのＤＭＦ、３４０ｍｇのイ
ミダゾール、５２４ｍｇのトリフェニルホスフィン、４４０ｍｇのアルドリチオール、お
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よび０．５５４ｍＬのトリエチルアミンをさらに加えて、一晩にわたって室温において攪
拌した。４５０ｍｇの過塩素酸ナトリウムが溶解しているアセトン溶液に反応溶液を注ぎ
、２時間にわたって４℃において攪拌した。析出物を回収し、冷却したアセトンを用いて
洗浄した後に、デシケーター内において十分に乾燥させた。得られた化合物、および２６
８ｍｇのＧＤＰを２口ナス口型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換を３回にわたっ
て繰り返して系内を十分に窒素置換した。２０ｍＬのＤＭＦおよび３０８ｍｇの塩化亜鉛
をさらに加え、６０時間にわたって室温において攪拌した。１．４８ｇのＥＤＴＡが溶解
している水溶液に反応溶液を注ぎ、１ＭのＴＥＡＢ緩衝液を加えて反応溶液のｐＨを５．
５に調整した。そして、ＤＥＡＥセファデックス（０〜１ＭのＴＡＥＢ緩衝液）を用いて
精製した。目的物を含んでいるフラクションを回収し、溶媒を除去した後に、得られた８

10

ＳＴ−ｃａｐ（ＴＥＡ塩）を弱陰イオン交換カラム（Ｓｔｒａｔａ−Ｘ−ＡＷ、ＳＨＩＧ
ＭＡ

Ｃｏ．）を用いて遊離酸に変換し、目的の化合物である１０３ｍｇの８ＳＴ−ｃａ

ｐ（化１３の２ａ）を得た。
【０１２６】
【表１】

【０１２７】
（１−２−２）８−ナフチルビニルグアノシンを５

20
キャップ構造として備えている５

ヌクレオシド（８ＮＶ−ｃａｐ、化１３の２ｂ）の合成
７００ｍｇの８−スチリルビニルグアノシン（化１３の１ｂ）を２口ナス口型フラスコ
に入れ、減圧下における窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した
。９ｍＬのリン酸トリメチルおよび０．２９４ｍＬの塩化ホスホリルを２口ナス口型フラ
スコへさらに加え、２０時間にわたって２℃において攪拌した。その後、２０ｍＬの水を
さらに加え、１ＭのＴＥＡＢ緩衝液を加えて反応溶液のｐＨを５．５に調整した。析出物
を回収して水を用いて洗浄した後に、デシケーター内において十分に乾燥させた。得られ
たモノホスフェートを２口ナス口型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換を３回にわ
たって繰り返して系内を十分に窒素置換した。２５ｍＬのジメチルスルフォキシド（ＤＭ

30

ＳＯ）および１．７４ｍＬのヨウ化メチルをさらに加え、一晩にわたって室温において攪
拌した。１００ｍＬの冷水を反応溶液に加え、析出物を回収し、メタノールを用いて洗浄
した。７位がメチル化されている得られたモノホスフェートを２口ナス口型フラスコに入
れ、減圧下における窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。１
０ｍＬのＮ，Ｎ−ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、３０８ｍｇのイミダゾール、４７６
ｍｇのトリフェニルホスフィン、４０１ｍｇのアルドリチオール、および０．５０１ｍＬ
のトリエチルアミンをさらに加えて、一晩にわたって室温において攪拌した。４０１ｍｇ
の過塩素酸ナトリウムが溶解しているアセトン溶液に反応溶液を注ぎ、２時間にわたって
４℃において攪拌した。析出物を回収し、冷却したアセトンを用いて洗浄した後に、デシ
ケーター内において十分に乾燥させた。得られた化合物、および７１５ｍｇのＧＤＰを２

40

口ナス口型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を
十分に窒素置換した。２５ｍＬのＤＭＦおよび４５５ｍｇの塩化亜鉛をさらに加え、６０
時間にわたって室温において攪拌した。２．１９ｇのＥＤＴＡが溶解している水溶液に反
応溶液を注ぎ、１ＭのＴＥＡＢ緩衝液を加えて反応溶液のｐＨを５．５に調整した。そし
て、ＤＥＡＥセファデックス（０〜１ＭのＴＡＥＢ緩衝液）を用いて精製した。目的物を
含んでいるフラクションを回収し、溶媒を除去した後に、得られた８ＮＶ−ｃａｐ（ＴＥ
Ａ塩）を弱陰イオン交換カラム（Ｓｔｒａｔａ−Ｘ−ＡＷ、ＳＨＩＧＭＡ

Ｃｏ．）を用

いて遊離酸に変換し、目的の化合物である９２ｍｇの８ＮＶ−ｃａｐ（化１３の２ｂ）を
得た。
【０１２８】
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【表２】

【０１２９】
（１−２−３）８−フルオレニルビニルグアノシンを５
る５

キャップ構造として備えてい

ヌクレオシド（８ＦＶ−ｃａｐ、化１３の２ｃ）の合成

５８０ｍｇの８−フルオレニルビニルグアノシン（化１３の１ｂ）を２口ナス口型フラ
スコに入れ、減圧下における窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換

10

した。１３ｍＬのリン酸トリメチルおよび０．２２４ｍＬの塩化ホスホリルを２口ナス口
型フラスコへさらに加え、２０時間にわたって２℃において攪拌した。その後、１０ｍＬ
の水をさらに加え、１ＭのＴＥＡＢ緩衝液を加えて反応溶液のｐＨを５．５に調整した。
析出物を回収して水を用いて洗浄した後に、デシケーター内において十分に乾燥させた。
得られたモノホスフェートを２口ナス口型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換を３
回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。２０ｍＬのＤＭＳＯおよび０．９ｍ
Ｌのヨウ化メチルをさらに加え、一晩にわたって室温において攪拌した。１００ｍＬの冷
水を反応溶液に加え、析出物を回収し、メタノールを用いて洗浄した。７位がメチル化さ
れている得られたモノホスフェートを２口ナス口型フラスコに入れ、減圧下における窒素
置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。５ｍＬのＤＭＦ、１２０ｍ

20

ｇのイミダゾール、１８５ｍｇのトリフェニルホスフィン、１５５ｍｇのアルドリチオー
ル、および０．１９６ｍＬのトリエチルアミンをさらに加えて、一晩にわたって室温にお
いて攪拌した。１５０ｍｇの過塩素酸ナトリウムが溶解しているアセトン溶液に反応溶液
を注ぎ、２時間にわたって４℃において攪拌した。析出物を回収し、冷却したアセトンを
用いて洗浄した後に、デシケーター内において十分に乾燥させた。得られた化合物、およ
び３９５ｍｇのＧＤＰを２口ナス口型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換を３回に
わたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。１５ｍＬのＤＭＦおよび２５０ｍｇの塩
化亜鉛をさらに加え、６０時間にわたって室温において攪拌した。１．２３ｇのＥＤＴＡ
が溶解している水溶液に反応溶液を注ぎ、１ＭのＴＥＡＢ緩衝液を加えて反応溶液のｐＨ
を５．５に調整した。そして、ＤＥＡＥセファデックス（０〜１ＭのＴＡＥＢ緩衝液）を

30

用いて精製した。目的物を含んでいるフラクションを回収し、溶媒を除去した後に、得ら
れた８ＦＶ−ｃａｐ（ＴＥＡ塩）を弱陰イオン交換カラム（Ｓｔｒａｔａ−Ｘ−ＡＷ、Ｓ
ＨＩＧＭＡ

Ｃｏ．）を用いて遊離酸に変換し、目的の化合物である８５ｍｇの８ＦＶ−

ｃａｐ（化１３の２ｃ）を得た。
【０１３０】
【表３】

40
【０１３１】
（１−２−４）８−フルオレビニルグアノシンを５

キャップ構造として備えている５

ヌクレオシド（８ＰＶ−ｃａｐ、化１３の２ｄ）の合成
９００ｍｇの８−ピレニルビニルグアノシン（化１３の１ｂ）を２口ナス口型フラスコ
に入れ、減圧下における窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した
。１０ｍＬのリン酸トリメチルおよび０．１９４ｍＬの塩化ホスホリルを２口ナス口型フ
ラスコへさらに加え、２０時間にわたって２℃において攪拌した。その後、２０ｍＬの水
をさらに加え、１ＭのＴＥＡＢ緩衝液を加えて反応溶液のｐＨを５．５に調整した。析出
物を回収して水を用いて洗浄した後に、デシケーター内において十分に乾燥させた。得ら
れたモノホスフェートを２口ナス口型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換を３回に
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わたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。４０ｍＬのＤＭＳＯおよび２．９６ｍＬ
のヨウ化メチルをさらに加え、一晩にわたって室温において攪拌した。１００ｍＬの冷水
を反応溶液に加え、析出物を回収し、メタノールを用いて洗浄した。７位がメチル化され
ている得られたモノホスフェートを２口ナス口型フラスコに入れ、減圧下における窒素置
換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。２０ｍＬのＤＭＦ、５７５ｍ
ｇのイミダゾール、８８７ｍｇのトリフェニルホスフィン、７４５ｍｇのアルドリチオー
ル、および０．９３６ｍＬのトリエチルアミンをさらに加えて、一晩にわたって室温にお
いて攪拌した。７５０ｍｇの過塩素酸ナトリウムが溶解しているアセトン溶液に反応溶液
を注ぎ、２時間にわたって４℃において攪拌した。析出物を回収し、冷却したアセトンを
用いて洗浄した後に、デシケーター内において十分に乾燥させた。得られた化合物、およ

10

び７６０ｍｇのＧＤＰを２口ナス口型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換を３回に
わたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。４５ｍＬのＤＭＦおよび８７６ｍｇの塩
化亜鉛をさらに加え、６０時間にわたって室温において攪拌した。４．２１ｇのＥＤＴＡ
が溶解している水溶液に反応溶液を注ぎ、１ＭのＴＥＡＢ緩衝液を加えて反応溶液のｐＨ
を５．５に調整した。そして、ＤＥＡＥセファデックス（０〜１ＭのＴＡＥＢ緩衝液）を
用いて精製した。目的物を含んでいるフラクションを回収し、溶媒を除去した後に、得ら
れた８ＰＶ−ｃａｐ（ＴＥＡ塩）を弱陰イオン交換カラム（Ｓｔｒａｔａ−Ｘ−ＡＷ、Ｓ
ＨＩＧＭＡ

Ｃｏ．）を用いて遊離酸に変換し、目的の化合物である８７ｍｇの８ＰＴ−

ｃａｐ（化１３の２ｄ）を得た。
20

【０１３２】
【表４】

【０１３３】
（１−３）光応答性の５

ｃａｐを含んでいるＲＮＡのタンパク質への翻訳

（１−２）において合成した光応答性の５

ｃａｐを含んでいる、ＧＦＰをコードして

いるＲＮＡ（４種類）のそれぞれを無細胞転写キット（ＭＥＧＡｓｃｒｉｐｔ、Ａｍｂｉ
ｏｎ

Ｃｏ．）を用いて合成した。無細胞タンパク質翻訳系（Ｔｒａｎｓｄｉｒｅｃｔ

ｄｉｎｓｅｃｔ

ｃｅｌｌ、ＳＩＧＭＡ

Ｃｏ．）を用いて、上記ＲＮＡのそれぞれから

30

ＧＦＰを合成した。比較対照として、上記ＲＮＡ以外にＧＦＰをコードしているｍＲＮＡ
（キャップ構造のあり、またはなし）をさらに使用した。各ＲＮＡからのＧＦＰの発現量
を、ＧＦＰの蛍光強度を介して比較した。光応答性の５

ｃａｐを含んでいるＲＮＡにつ

いては、シス型とトランス型と（図１の上段）の間における発現量も比較した。この結果
を図１に示す。図１において、ｎｏ−ｃａｐはキャップ構造なしのｍＲＮＡであり、ｎｏ
ｒｍａｌ−ｃａｐは通常のキャップ構造ありのｍＲＮＡである。
【０１３４】
図１（下段）に示されるように、光応答性の５

ｃａｐを含んでいるＲＮＡは、シス型

のときにトランス型と比べて発現量が高かった。なかでも８ＮＶ−ｃａｐを含んでいるＲ
ＮＡは、トランス型のときにほとんどタンパク質を発現せず、シス型のときにｎｏｒｍａ
ｌ−ｃａｐと同等の発現量を示した。よって、光応答性の５

40

ｃａｐとしては８ＮＶ−ｃ

ａｐが良好な性質を示したと言える。なお、８ＰＶ−ｃａｐを含んでいるＲＮＡに関する
データを図示していない。８ＰＶ−ｃａｐは、高い疎水性を有しており、このためｍＲＮ
Ａに導入されていない可能性が高い。よって、８ＰＶ−ｃａｐを含んでいるＲＮＡに関す
る翻訳制御試験の結果が、本発明に係るヌクレオシド化合物の作用によるものか判断し得
なかった。
【０１３５】
（１−４）光応答性の５

ｃａｐを含んでいるＲＮＡのタンパク質への翻訳の可逆的な

光制御
無細胞タンパク質翻訳系（Ｔｒａｎｓｄｉｒｅｃｔ

ｄｉｎｓｅｃｔ

ｃｅｌｌ、ＳＩ
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Ｃｏ．）を用いた８ＮＶ−ｃａｐを含んでいるＲＮＡからのタンパク質への翻訳

を、以下のように可逆的に光制御した。比較対照として、上記ｎｏｒｍａｌ−ｃａｐを使
用した。まず反応溶液系のそれぞれに３１０ｎｍの光を２分間にわたって照射した（８Ｎ
Ｖ−ｃａｐをトランス型にした）。その６０分後に、反応溶液系のそれぞれに４１０ｎｍ
の光を２分間にわたって照射した（８ＮＶ−ｃａｐをシス型にした）。さらにその６０分
後に、反応溶液系のそれぞれに３１０ｎｍの光を２分間にわたって照射した（８ＮＶ−ｃ
ａｐをトランス型にした）。このときのＧＦＰの蛍光強度の推移（下段）および８ＮＶ−
ｃａｐを含んでいるＲＮＡの構造（上段）を図２に示す。
【０１３６】
図２（下段）に示されるように、最初の６０分間において、ＧＦＰの蛍光強度は一定で

10

あり、８ＮＶ−ｃａｐを含んでいるＲＮＡからのＧＦＰの発現は認められなかった（下側
のグラフ）。次の期間において、ＧＦＰの蛍光強度の増強が認められ、８ＮＶ−ｃａｐを
含んでいるＲＮＡからのＧＦＰの発現が認められた。さらに次の期間において、ＧＦＰの
蛍光強度の増強が徐々に緩やかになり、やがて一定の強度に留まっており、８ＮＶ−ｃａ
ｐを含んでいるＲＮＡからのＧＦＰの発現が停止させられていることが認められた。一方
で、ｎｏｒｍａｌ−ｃａｐからは、ＧＦＰの発現を示す、ＧＦＰの蛍光強度の増加が常に
認められた。以上のように、本実施例に係るＲＮＡ（８ＮＶ−ｃａｐ）からのタンパク質
への翻は、異なる波長を有している２つの光の、交互の照射によって、可逆的に停止と開
始とを繰り返した。
【０１３７】

20

〔実施例２〕
（２−１）アゾ骨格を有しているヌクレオシド化合物の合成
（２−１−１）８−（４−メトキシフェニル）アゾグアノシン（化１４の５）の合成
【０１３８】
【化１４】

30

40
【０１３９】
３７重量％の塩酸（１２ｍＬ）および１．４８ｇのｐ−アニシジンを、６０ｍＬの水に
冷却しながら加えて溶液１を調製した。３．０ｇのグアノシンを、１．５重量％のＮａＯ
Ｈ水溶液（６００ｍＬ）に溶解させ、アイスバスにおいて冷却した。これにＮａＮＯ２（
８２８ｍｇ）水溶液および溶液１を加え、３０分間にわたって０℃において攪拌した。反
応後に、酢酸を加えて反応物を析出させ、２時間にわたって静置した。析出した沈殿物を
ろ過によって回収し、３．７３ｇの８−（４−メトキシフェニル）アゾグアニン（化１４
の２）を得た。
【０１４０】
３．７３ｇの８−（４−メトキシフェニル）アゾグアニンを２口ナス型フラスコに入れ
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、減圧下における窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。６０
ｍＬのＤＭＡおよび２．４７ｍＬの無水酢酸を２口ナス型フラスコへさらに加え、２時間
にわたって１６０℃において加熱還流した。反応後に、沈殿物をろ過によって回収し、メ
タノールを用いて洗浄し、２．８８ｇの２−Ｎ−アセチル−８−（４−メトキシフェニル
）アゾグアニン（化１４の３）を得た。
【０１４１】
２．３０ｇの２−Ｎ−アセチル−８−（４−メトキシフェニル）アゾグアニンを２口ナ
ス型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に
窒素置換した。７０ｍＬのジクロロエタンおよび１２．４ｍＬのＮ，Ｏ−ビス（トリメチ
ルシリル）アセトアミドを２口ナス型フラスコへさらに加え、１時間にわたって８０℃に

10

おいて加熱還流した。反応後に、ロータリーエバポレーターを用いて溶媒を除去した。反
応物が入っているフラスコを減圧下における窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を
十分に窒素置換した。７０ｍＬのトルエン、１．５３ｍＬのトリフルオロメタンスルホン
酸トリメチルシリル、および２．６９ｇのβ−Ｄ−リボフラノース１，２，３，５−テト
ラアセテートをフラスコへさらに加え、２時間にわたって８０℃において加熱還流した。
反応後に、ロータリーエバポレーターを用いて溶媒を除去し、それからシリカゲルクロマ
トグラフィー（クロロホルム：メタノール＝９５：５）によって精製した。目的物を含ん
でいるフラクションを回収し、展開溶媒を除去し、８０４ｍｇの２

，３

，５

−Ｏ−

アセチル−２−Ｎ−アセチル−８−（４−メトキシフェニル）アゾグアノシン（化１４の
20

４）を得た。
【０１４２】
８００ｍｇの２

，３

，５

−Ｏ−アセチル−２−Ｎ−アセチル−８−（４−メトキ

シフェニル）アゾグアノシンを２口ナス型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換を３
回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。１２ｍＬのメタノールおよび１５ｍ
Ｌのアンモニア（メタノール溶液）を２口ナス型フラスコへさらに加え、６時間にわたっ
て６０℃において攪拌した。反応後に、沈殿物をろ過によって回収し、メタノールを用い
て洗浄し、４６２ｍｇの８−（４−メトキシフェニル）アゾグアノシン（化１４の５）を
得た。
【０１４３】
（２−１−２）８−（４−アミノキノリル）アゾグアノシン（化１５の５）の合成

30

【０１４４】
【化１５】

40

【０１４５】
３７重量％の塩酸（６ｍＬ）および１．００ｇのアミノキノリンを、３０ｍＬの水に冷
却しながら加えて溶液２を調製した。１．７４ｇのグアノシンを、１．５重量％のＮａＯ
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Ｈ水溶液（３００ｍＬ）に溶解させ、アイスバスにおいて冷却した。これにＮａＮＯ２（
４７９ｍｇ）水溶液および溶液２を加え、３０分間にわたって０℃において攪拌した。反
応後に、酢酸を加えて反応物を析出させ、２時間にわたって静置した。析出した沈殿物を
ろ過によって回収し、２．２３ｇの８−（６−アミノキノリル）アゾグアニン（化１５の
２）を得た。
【０１４６】
２．１５ｇの８−（６−アミノキノリル）アゾグアニンを２口ナス型フラスコに入れ、
減圧下における窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。５０ｍ
ＬのＤＭＡおよび１．７９ｍＬの無水酢酸を２口ナス型フラスコへさらに加え、２時間に
わたって１６０℃において加熱還流した。反応後に、沈殿物をろ過によって回収し、メタ

10

ノールを用いて洗浄し、１．８５ｇの２−Ｎ−アセチル−８−（６−アミノキノリル）ア
ゾグアニン（化１５の３）を得た。
【０１４７】
１．８５ｇの２−Ｎ−アセチル−８−（６−アミノキノリル）アゾグアニンを２口ナス
型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒
素置換した。７０ｍＬのジクロロエタンおよび９．６ｍＬのＮ，Ｏ−ビス（トリメチルシ
リル）アセトアミドを２口ナス型フラスコへさらに加え、１時間にわたって８０℃におい
て加熱還流した。反応後に、ロータリーエバポレーターを用いて溶媒を除去した。反応物
が入っているフラスコを減圧下における窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分
に窒素置換した。７０ｍＬのトルエン、１．１９ｍＬのトリフルオロメタンスルホン酸ト

20

リメチルシリル、および２．１０ｇのβ−Ｄ−リボフラノース１，２，３，５−テトラア
セテートをフラスコへさらに加え、２時間にわたって８０℃において加熱還流した。反応
後に、ロータリーエバポレーターを用いて溶媒を除去し、それからシリカゲルクロマトグ
ラフィー（クロロホルム：メタノール＝９５：５）によって精製した。目的物を含んでい
るフラクションを回収し、展開溶媒を除去し、３００ｍｇの２

，３

，５

−Ｏ−アセ

チル−２−Ｎ−アセチル−８−（６−アミノキノリル）アゾグアノシン（化１５の４）を
得た。
【０１４８】
３００ｍｇの２

，３

，５

−Ｏ−アセチル−２−Ｎ−アセチル−８−（６−アミノ

キノリル）アゾグアノシンを２口ナス型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換を３回
にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。４ｍＬのメタノールおよび６ｍＬのア
ンモニア（メタノール溶液）を２口ナス型フラスコへさらに加え、６時間にわたって６０
℃において攪拌した。反応後に、沈殿物をろ過によって回収し、メタノールを用いて洗浄
し、１８６ｍｇの８−（６−アミノキノリル）アゾグアノシン（化１５の５）を得た。
【０１４９】
（２−１−３）８−（４−エチルフェニル）アゾグアノシン（化１６の５）の合成
【０１５０】

30

(29)

JP 2011‑207863 A 2011.10.20

【化１６】

10

【０１５１】
３７重量％の塩酸（１２ｍＬ）および１．５０ｍＬの４−エチルアニリンを、６０ｍＬ
の水に冷却しながら加えて溶液３を調製した。３．００ｇのグアノシンを、１．５重量％
のＮａＯＨ水溶液（６００ｍＬ）に溶解させ、アイスバスにおいて冷却した。これにＮａ

20

ＮＯ２（８２８ｍｇ）水溶液および溶液３を加え、３０分間にわたって０℃において攪拌
した。反応後に、酢酸を加えて反応物を析出させ、２時間にわたって静置した。析出した
沈殿物をろ過によって回収し、３．８４ｇの８−（４−エチルフェニル）アゾグアニン（
化１６の２）を得た。
【０１５２】
３．８４ｇの８−（４−エチルフェニル）アゾグアニンを２口ナス型フラスコに入れ、
減圧下における窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。６０ｍ
ＬのＤＭＡおよび２．５６ｍＬの無水酢酸を２口ナス型フラスコへさらに加え、２時間に
わたって１６０℃において加熱還流した。反応後に、沈殿物をろ過によって回収し、メタ
ノールを用いて洗浄し、２．８２ｇの２−Ｎ−アセチル−８−（４−エチルフェニル）ア

30

ゾグアニン（化１６の３）を得た。
【０１５３】
２．３８ｇの２−Ｎ−アセチル−８−（４−エチルフェニル）アゾグアニンを２口ナス
型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒
素置換した。６５ｍＬのジクロロエタンおよび１３．１ｍＬのＮ，Ｏ−ビス（トリメチル
シリル）アセトアミドを２口ナス型フラスコへさらに加え、３０分間にわたって８０℃に
おいて加熱還流した。反応後に、ロータリーエバポレーターを用いて溶媒を除去した。反
応物が入っているフラスコを減圧下における窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を
十分に窒素置換した。６０ｍＬのトルエン、１．５９ｍＬのトリフルオロメタンスルホン
酸トリメチルシリル、および２．７９ｇのβ−Ｄ−リボフラノース１，２，３，５−テト

40

ラアセテートをフラスコへさらに加え、２時間にわたって８０℃において加熱還流した。
反応後に、ロータリーエバポレーターを用いて溶媒を除去し、それからシリカゲルクロマ
トグラフィー（クロロホルム：メタノール＝９５：５）によって精製した。目的物を含ん
でいるフラクションを回収し、展開溶媒を除去し、２．７９ｇの２

，３

，５

−Ｏ−

アセチル−２−Ｎ−アセチル−８−（４−エチルフェニル）アゾグアノシン（化１６の４
）を得た。
【０１５４】
２．７９ｇの２

，３

，５

−Ｏ−アセチル−２−Ｎ−アセチル−８−（４−エチル

フェニル）アゾグアノシンを２口ナス型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換を３回
にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。３０ｍＬのメタノールおよび３０ｍＬ
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のアンモニア（メタノール溶液）を２口ナス型フラスコへさらに加え、６時間にわたって
６０℃において攪拌した。反応後に、沈殿物をろ過によって回収し、メタノールを用いて
洗浄し、１．５７ｇの８−（４−エチルフェニル）アゾグアノシン（化１６の５）を得た
。
【０１５５】
（２−２）アゾ骨格を有している５

キャップ構造を備えている５

ヌクレオシド（８

ＥＰＡ−ｃａｐ）の合成
【０１５６】
【化１７】
10

20

30

【０１５７】
３ｇの８−（４−エチルフェニル）アゾグアニン（化１７の１）を２口ナス口型フラス
コに入れ、減圧下における窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換し
た。１００ｍＬのリン酸トリメチルおよび１．１７ｍＬの塩化ホスホリルを２口ナス口型
フラスコへさらに加え、２０時間にわたって４℃において攪拌した。その後、２０ｍＬの
水をさらに加え、１ＭのＴＥＡＢ緩衝液を加えて反応溶液のｐＨを５．５に調整した。反
応溶液をＤＥＡＥセファデックス（０〜１ＭのＴＥＡＢ）を用いて精製し、目的物を含ん
でいるフラクションを回収し、溶媒を除去して、８−（４−エチルフェニル）アゾグアノ
シンモノホスフェート（化１７の２）を得た。
【０１５８】
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【表５】

【０１５９】
１．３７ｇの得られたモノホスフェートを２口ナス口型フラスコに入れ、減圧下におけ
る窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。７０ｍＬのＤＭＳＯ
および４．７４ｍＬのヨウ化メチルをさらに加え、１時間にわたって室温において攪拌し
た。１００ｍＬの冷水を反応溶液に加え、３００ｍＬのジエチルエーテルを用いて３回に

10

わたって洗浄した。１Ｍの炭酸水素ナトリウム水溶液を用いて水層をｐＨ５．５に調整し
、ＤＥＡＥセファデックス（０〜１ＭのＴＥＡＢ）を用いて精製した。目的物を含んでい
るフラクションを回収し、溶媒を除去し、ＨＰＬＣ（０．１ＭのＴＥＡＢ／アセトニトリ
ル）によってさらに精製した。これによって、７位がメチル化されている８−（４−エチ
ルフェニル）グアノシンモノホスフェート（化１７の３）を得た。
1

H NMR (DMSO‑d6, 400 MHz) δ: 7.84 (d, J = 8.3, 2H), 7.47 (d, J = 8.3, 2H), 7.24
(s, 2H), 6.37 (d, J = 6.3, 1H), 7.43 (s, 2H), 5.10 (t, J = 5.8, 1H), 4.33‑4.31

(m, 1H), 4.18‑4.12 (m, 1H), 4.06‑4.02 (m, 1H), 3.95‑3.89 (m, 1H), 2.72 (dd, J =
15.1, 7.3, 2H), 2.11 (s, 3H), 1.24 (t, J = 7.3, 3H);
‑

δ: ‑6.74 (m, 1P); FAB MS (M‑H)

31

P NMR (DMSO‑d6, 400 MHz)

for C19H24N7O8P, Calculated: 508.13; Found: 507

20

.77。
【０１６０】
１９３ｍｇの得られた化合物（化１７の３）を２口ナス口型フラスコに入れ、減圧下に
おける窒素置換を３回にわたって繰り返して系内を十分に窒素置換した。１４ＤＭＦおよ
び２５８ｍｇの塩化亜鉛を２口ナス口型フラスコへさらに加え、６０時間にわたって室温
において攪拌した。１．２４ｇのＥＤＴＡが溶解している水溶液に反応溶液を注ぎ、ＴＥ
ＡＢ緩衝液を加えて反応溶液のｐＨを５．５に調整した。その後に、ＤＥＡＥセファデッ
クス（０〜１ＭのＴＥＡＢ）を用いて精製した。目的物を含んでいるフラクションを回収
し、溶媒を除去して、８ＥＰＡ−ｃａｐ（ＴＥＡ塩）を得た。得られた８ＥＰＡ−ｃａｐ
を弱陰イオン交換カラム（Ｓｔｒａｔａ−Ｘ−ＡＷ、ＳＨＩＧＭＡ

Ｃｏ．）によって遊

30

離酸に変換し、目的の化合物である８５ｍｇの８ＥＰＡ−ｃａｐ（化１７の４）を得た。
【０１６１】
（２−３）光応答性の５

ｃａｐを含んでいるＲＮＡからタンパク質への、細胞内にお

ける翻訳の可逆的な光制御
（２−２）において合成した光応答性の５

ｃａｐを含んでいる、ＧＦＰをコードして

いるＲＮＡを無細胞転写キット（ＭＥＧＡｓｃｒｉｐｔ、Ａｍｂｉｏｎ

Ｃｏ．）を用い

て合成した。合成反応後にｍＲＮＡキットＭＥＧＡｃｌｅａｒ（Ａｍｂｉｏｎ
を用いて５

Ｃｏ．）

ｃａｐを含んでいるＲＮＡを精製した。ヌクレアーゼを含んでいない水を用

いて得られたＲＮＡを２μＭに希釈し、マイクロインジェクションによってＨｅＬａ細胞
に注入した。注入後に、共焦点レーザ顕微鏡を用いて同時に、細胞の特定の領域のみに対

40

する４５８ｎｍの光の照射、それ以外の領域に対する５４３ｎｍの光の照射を３０分間に
わたって行った。このときのＧＦＰからの蛍光を観察した結果（下段）および使用したＲ
ＮＡの構造（上段）を図３に示す。
【０１６２】
図３（下段）に示すように、４５８ｎｍの光を照射した特定の領域（下段−左側の丸囲
みに対応する左側の領域）に集中して、ＧＦＰの強い緑色蛍光が観察された。つまり、４
５８ｎｍの光の照射を受けてシス型になっているＲＮＡのみからタンパク質が発現し、５
４３ｎｍの光の照射を受けてトランス型になっているＲＮＡからタンパク質が発現してい
ないことが明かであった。
【０１６３】
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なお、本実施例のＲＮＡは、熱（例えば、室温）を与えることによって、５００ｎｍ〜
６００ｎｍの光を照射しなくともシス体からトランス体には異性体化し得る。図３の上段
に示されている「５００〜６００ｎｍ or Δ」のうち「Δ」は、熱によるＲＮＡの異性体
化（シス体からトランス体への）を意味している。すなわち、本実施例のＲＮＡは、暗所
において翻訳を開始させたい細胞の領域に対して例えば４５８ｎｍの光を照射し、室温に
おいて当該光の照射を中断すれば、翻訳の開始を抑制してそれ以降のタンパク質の発現を
止めることができる。後ほど記載する「化１９」および「化２１」においても「Δ」は、
同じことを意味している。
【０１６４】
〔実施例３〕

10

（３−１）トランス−８−フェニルアゾグアノシンの合成
【０１６５】
【化１８】

20

30

40
【０１６６】
化１８におけるａの反応：
３７重量％の塩酸（６ｍｌ）およびアニリン（５４９ｍｌ）を冷却しながら４２ｍｌの水
に加えて、溶液Ａを調製した。１．５ｇのグアノシンを１．５重量％のＮａＯＨ水溶液（
３００ｍｌ）に溶解させてアイスバスにおいて冷却した。このアイスバスにＮａＮＯ２水
溶液（４１４ｍｇ）および溶液Ａを加えて、３０分にわたって０℃において攪拌した。反
応後に、酢酸を加えて反応物を析出、沈殿させて、２時間にわたって静置した。沈殿物を
ろ過によって回収して、１．６１ｇの８−フェニルアゾグアニン（化１８の２）を得た。
【０１６７】
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化１８におけるｂの反応：
５．０ｇの８−フェニルアゾグアニンを２口ナス型フラスコに入れ、減圧下における窒素
置換３回にわたって繰返して系内を十分に窒素に置換した。この２口ナス型フラスコに７
５ｍｌのＤＭＡおよび８．２ｍｌのイソ酪酸無水物を加えて、１時間にわたって１５０℃
において加熱還流した。反応後に沈殿物をろ過によって回収し、メタノール洗浄して４．
１４ｇの２−Ｎ−イソブチル−８−フェニルアゾグアニン（化１８の３）を得た。
【０１６８】
化１８におけるｃの反応：
３．５８ｇの２−Ｎ−イソブチル−８−フェニルアゾグアニンを２口ナス型フラスコに入
れ、減圧下における窒素置換３回にわたって繰返して系内を十分に窒素に置換した。この

10

２口ナス型フラスコに１００ｍｌのジクロロエタンおよび１９．３ｍｌのＮ，Ｏ−ビス（
トリメチルシリル）アセトアミドを加えて、１時間にわたって８０℃において加熱還流し
た。反応後にロータリーエバポレーターを用いて溶媒を除去した。反応物の入ったフラス
コを減圧下における窒素置換を３回にわたって繰返して系内を十分に窒素に置換した。１
００ｍｌのトルエン、２．３９ｍｌのトリフルオロメタンスルホン酸トリメチルシリル、
４．２０ｇのβ−Ｄ−リボフラノース１，２，３，５−テトラアセテートをこのフラスコ
に加えて、１．５時間にわたって８０℃において加熱還流した。反応後に、ロータリーエ
バポレーターを用いて溶媒を除去し、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＝９５：５）によって精製した。目的物を含むフラクションを回収し、展
開溶媒を除去して、４．２１ｇの２

，３

，５

−Ｏ−アセチル−２−Ｎ−イソブチル

20

−８−フェニルアゾグアノシン（化１８の４）を得た。
【０１６９】
化１８におけるｄの反応：
１．１４ｇの２

，３

，５

−Ｏ−アセチル−２−Ｎ−イソブチル−８−フェニルアゾ

グアノシンを２口ナス型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換３回にわたって繰返し
て系内を十分に窒素に置換した。この２口ナス型フラスコに２５ｍｌのメタノールおよび
２５ｍｌのアンモニアのメタノール溶液を加えて、４時間にわたって６０℃において攪拌
した。反応後に、沈殿物をろ過によって回収し、メタノール洗浄して６３４ｍｇのトラン
ス−８−フェニルアゾグアノシン（化１８の５）を得た。
【０１７０】

30

（３−２）８−フェニルアゾグアノシンの可逆的な光異性化反応
【０１７１】
【化１９】

40

【０１７２】
（３−２−１）トランス体（ｔｒａｎｓ−ｉｓｏｍｅｒ）からシス体（ｃｉｓ−ｉｓｏ
ｍｅｒ）への光異性化反応
（３−１）において得られたトランス−８−フェニルアゾグアノシンの濃度が２５μＭ
になるようにメタノールに溶解させて、ストック溶液を調製した。ストック溶液のうち２
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００μｌを１ｃｍ角の石英セルに移し、暗所において４２０ｎｍの波長の可視光を照射し
て、吸収スペクトルの経時変化を測定することによってトランス−８−フェニルアゾグア
ノシンの光異性化を評価した。ここでは、光源として（株）朝日分光のＭＡＸ−３０１を
使用し、フィルタとして同社のＭ．Ｃ．４２０／１０ｎｍを使用した。この結果を図１に
示す。図４（上段）に示すように、トランス−８−フェニルアゾグアノシンのシス体への
光異性化にともなって、４２０ｎｍの吸光度のピークが減少し、５００〜６００ｎｍの吸
光度が増加した。すなわち、可視光照射前にトランス体であったトランス−８−フェニル
アゾグアノシンが、ほぼ完全にシス体に光異性化したことがわかった。
【０１７３】
（３−２−２）シス体からトランス体への光異性化反応

10

（３−２−１）のストック溶液のうちの２００μｌを上述のようにシス体に異性化させ
てから、１ｃｍ角の石英セルに移し、暗所において５５０ｎｍの波長の可視光を照射して
、吸収スペクトルの経時変化を測定することによってシス−８−フェニルアゾグアノシン
の光異性化を評価した。ここでは、光源として（株）朝日分光のＭＡＸ−３０１を使用し
、フィルタとして同社のＭ．Ｃ．５５０／１０ｎｍを使用した。この結果を図４（下段）
に示す。図４（下段）に示すように、シス−８−フェニルアゾグアノシンのトランス体へ
の光異性化にともなって、４２０ｎｍの吸光度のピークが増加し、５００〜６００ｎｍの
吸光度が減少した。すなわち、可視光照射前にシス体であったシス−８−フェニルアゾグ
アノシンが、ほぼ完全にトランス体に光異性化したことがわかった。
【０１７４】

20

（３−４）８−フェニルアゾグアノシンのシス−トランス光異性化の繰返し反応
（３−１）において得られたトランス−８−フェニルアゾグアノシンの濃度が２５μＭ
になるようにメタノールに溶解させて、ストック溶液を調製した。ストック溶液のうち２
００μｌを１ｃｍ角の石英セルに移し、暗所において４２０ｎｍおよび５５０ｎｍの波長
の可視光を交互に２０秒間ずつ３０回繰り返し照射しながら、吸光度（４２０ｎｍ）を測
定した。この測定結果から、可逆的な光異性化による化合物の耐久性を評価した。光源と
して（株）朝日分光のＭＡＸ−３０１を使用し、フィルタとして同社のＭ．Ｃ．４２０／
１０ｎｍおよびＭ．Ｃ．５５０／１０ｎｍを使用した。この結果を図５に示す。図５に示
すように、８−フェニルアゾグアノシンは、トランス体→シス体およびシス体→トランス
体へと適切に繰り返し光異性化された。３０サイクルの繰返しの後においても化合物の分
解および副反応は見られなかった。
【０１７５】
〔実施例４〕
（４−１）トランス−８−（ｐ−トルイルアゾ）グアノシンの合成
【０１７６】
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【化２０】

10

20

【０１７７】
化２０における１→２の反応：

30

３７重量％の塩酸（４ｍｌ）および４２８ｍｇのｐ−トルイジンを２８ｍｌの水に加えて
溶液Ｂを調製した。１．０ｇのグアノシン１．５重量％のＮａＯＨ水溶液（２００ｍｌ）
に溶解させてアイスバスにおいて冷却した。このアイスバスにＮａＮＯ２水溶液（２７５
ｍｇ）および溶液Ａを加えて、３０分にわたって０℃において攪拌した。反応後に、酢酸
を加えて反応物を析出、沈殿させて、２時間にわたって静置した。沈殿物をろ過によって
回収して、１．１７ｇの８−（ｐ−トルイルアゾ）グアニン（化２０の２）を得た。
【０１７８】
化２０における２→３の反応：
１．０ｇの８−（ｐ−トルイルアゾ）グアニンを２口ナス型フラスコに入れ、減圧下にお
ける窒素置換３回にわたって繰返して系内を十分に窒素に置換した。この２口ナス型フラ

40

スコに１５ｍｌのＤＭＡおよび０．７ｍｌの無水酢酸を加えて、３．５時間にわたって１
６０℃において加熱還流した。反応後に沈殿物をろ過によって回収し、メタノール洗浄し
て８４５ｍｇの２−Ｎ−アセチル−８−（ｐ−トルイルアゾ）グアニン（化２０の３）を
得た。
【０１７９】
化２０おける３→４の反応：
７７７ｍｇの２−Ｎ−アセチル−８−（ｐ−トルイルアゾ）グアニンを２口ナス型フラス
コに入れ、減圧下における窒素置換３回にわたって繰返して系内を十分に窒素に置換した
。この２口ナス型フラスコに３０ｍｌのジクロロエタンおよび４．３８ｍｌのＮ，Ｏ−ビ
ス（トリメチルシリル）アセトアミドを加えて、１時間にわたって８０℃において加熱還
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流した。反応後にロータリーエバポレーターを用いて溶媒を除去した。反応物の入ったフ
ラスコを減圧下における窒素置換を３回にわたって繰返して系内を十分に窒素に置換した
。３０ｍｌのトルエン、０．５５ｍｌのトリフルオロメタンスルホン酸トリメチルシリル
、９５４ｍｇのβ−Ｄ−リボフラノース１，２，３，５−テトラアセテートをこのフラス
コに加えて、１．５時間にわたって８０℃において加熱還流した。反応後に、ロータリー
エバポレーターを用いて溶媒を除去し、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＝９５：５）によって精製した。目的物を含むフラクションを回収し、
展開溶媒を除去して、１．０７ｇの２

，３

，５

−Ｏ−アセチル−２−Ｎ−アセチル

−８−（ｐ−トルイルアゾ）グアノシン（化２０の４）を得た。
10

【０１８０】
化２０における４→５の反応：
１．０７ｇの２

，３

，５

−Ｏ−アセチル−２−Ｎ−アセチル−８−（ｐ−トルイル

アゾ）グアノシンを２口ナス型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換３回にわたって
繰返して系内を十分に窒素に置換した。この２口ナス型フラスコに１５ｍｌのメタノール
および１５ｍｌのアンモニアのメタノール溶液を加えて、４時間にわたって６０℃におい
て攪拌した。反応後に、沈殿物をろ過によって回収し、メタノール洗浄して５７２ｍｇの
シス−８−（ｐ−トルイルアゾ）グアノシン（化２０の５）を得た。
【０１８１】
（４−２）８−（ｐ−トルイルアゾ）グアノシンの可逆的な光異性化反応
【０１８２】
【化２１】

20

30

【０１８３】
（４−２−１）トランス体からシス体への光異性化反応
（４−１）において得られたトランス−８−（ｐ−トルイルアゾ）グアノシンの濃度が
２５μＭになるようにメタノールに溶解させて、ストック溶液を調製した。ストック溶液
のうち２００μｌを１ｃｍ角の石英セルに移し、暗所において４２０ｎｍの波長の可視光
を照射して、吸収スペクトルの経時変化を測定することによってトランス−８−（ｐ−ト

40

ルイルアゾ）グアノシンの光異性化を評価した。ここでは、光源として（株）朝日分光の
ＭＡＸ−３０１を使用し、フィルタとして同社のＭ．Ｃ．４２０／１０ｎｍを使用した。
この結果を図６（上段）に示す。図６（上段）に示すように、トランス−８−（ｐ−トル
イルアゾ）ゾグアノシンのシス体への光異性化にともなって、４２０ｎｍの吸光度のピー
クが減少し、５００〜６００ｎｍの吸光度が増加した。すなわち、可視光照射前にトラン
ス体であったトランス−８−（ｐ−トルイルアゾ）グアノシンが、ほぼ完全にシス体に光
異性化したことがわかった。
【０１８４】
（４−２−２）シス体からトランス体への光異性化反応
（４−２−１）のストック溶液のうちの２００μｌを上述のようにシス体に異性化させ
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てから、１ｃｍ角の石英セルに移し、暗所において５５０ｎｍの波長の可視光を照射して
、吸収スペクトルの経時変化を測定することによってシス−８−（ｐ−トルイルアゾ）グ
アノシンの光異性化を評価した。ここでは、光源として（株）朝日分光のＭＡＸ−３０１
を使用し、フィルタとして同社のＭ．Ｃ．５５０／１０ｎｍを使用した。この結果を図６
（下段）に示す。図６（下段）に示すように、シス−８−（ｐ−トルイルアゾ）グアノシ
ンのトランス体への光異性化にともなって、４２０ｎｍの吸光度のピークが増加し、５０
０〜６００ｎｍの吸光度が減少した。すなわち、可視光照射前にシス体であったシス−８
−（ｐ−トルイルアゾ）グアノシンが、ほぼ完全にトランス体に光異性化したことがわか
った。
10

【０１８５】
〔実施例５〕
（５−１）８−フェニルアゾ−２

−デオキシグアノシンの合成およびそのＤＮＡへの

導入
【０１８６】
【化２２】

20

30

40
【０１８７】
化２２における１→２までの反応を、（３−１）における「化１８におけるａの反応」
に記載の通りに行って、１．６１ｇの８−フェニルアゾグアニン（化２２の２）を得た。
【０１８８】
化２２における２→３の反応：
５．０ｇの８−フェニルアゾグアニンを２口ナス型フラスコに入れ、減圧下における窒素
置換３回にわたって繰返して系内を十分に窒素に置換した。この２口ナス型フラスコに７
５ｍｌのＤＭＡおよび８．２ｍｌのイソ酪酸無水物を加えて、１時間にわたって１５０℃
において加熱還流した。反応後に沈殿物をろ過によって回収し、メタノール洗浄して４．
１４ｇの２−Ｎ−イソブチル−８−フェニルアゾグアニン（化２２の３）を得た。
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【０１８９】
化２２における３→４の反応：
３００ｍｇの２−Ｎ−イソブチル−８−フェニルアゾグアニンを２口ナス型フラスコに入
れ、減圧下における窒素置換３回にわたって繰返して系内を十分に窒素に置換した。この
２口ナス型フラスコに１０ｍｌのジクロロエタンおよび１．６２ｍｌのＮ，Ｏ−ビス（ト
リメチルシリル）アセトアミドを加えて、１時間にわたって８０℃において加熱還流した
。反応後にロータリーエバポレーターを用いて溶媒を除去した。反応物の入ったフラスコ
を減圧下における窒素置換を３回にわたって繰返して系内を十分に窒素に置換した。１０
ｍｌのトルエン、０．２１ｍｌのトリフルオロメタンスルホン酸トリメチルシリル、３５
８ｍｇの２５−デオキシ３，５−ジ−Ｏ−（ｐ−トルオール）−Ｄ−リボフラノシルクロ

10

ライドをこのフラスコに加えて、１．５時間にわたって８０℃において加熱還流した。反
応後に、ロータリーエバポレーターを用いて溶媒を除去し、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＝９７：３）によって精製した。目的物を含むフラ
クションを回収し、展開溶媒を除去して、３４２ｍｇの３
−Ｎ−イソブチル−８−フェニルアゾ−２

，５

−Ｏ−トルオール−２

デオキシグアノシン（化２２の４）を得た。

【０１９０】
化２２における４→５の反応：
１６４ｍｇの３

，５

−Ｏ−トルオール−２−Ｎ−イソブチル−８−フェニルアゾ−２

デオキシグアノシンを２口ナス型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換３回にわた
って繰返して系内を十分に窒素に置換した。この２口ナス型フラスコに３．５ｍｌのメタ

20

ノール、６．５ｍｌのピリジンおよび３９．２ｍｇのナトリウムメトキシドを加えて、ア
イスバスを用いて冷却しながら２時間にわたって攪拌し、その後に３０分にわたって室温
において攪拌した。反応後に、反応溶液を１Ｍの酢酸を用いて中和し、ロータリーエバポ
レーターを用いて溶媒を除去し、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＝９５：５）によって精製した。目的物を含むフラクションを回収し、展開溶
媒を除去して、６１ｍｇの２−Ｎ−イソブチル−８−フェニルアゾ−２

−デオキシグア

ノシン（化２２の５）を得た。
【０１９１】
化２２における５→６の反応：
６１ｍｇの２−Ｎ−イソブチル−８−フェニルアゾ−２

−デオキシグアノシンを２口ナ

30

ス型フラスコに入れ、減圧下における窒素置換３回にわたって繰返して系内を十分に窒素
に置換した。この２口ナス型フラスコに１．５ｍｌのピリジン、３．４ｍｇのジメチルピ
リミジンおよび４，４

−ジメトキシトリチルクロライド（４６．８ｍｇ）のピリジン溶

液を加えて、２時間にわたって室温において攪拌した。反応後にロータリーエバポレータ
ーを用いて溶媒を除去し、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＝９５：５）によって精製した。目的物を含むフラクションを回収し、展開溶媒を除
去して、４４ｍｇの５

−Ｏ−（４，４

−８−フェニルアゾ−２

−ジメトキシトリチル）−２−Ｎ−イソブチル

−デオキシグアノシン（化２２の６）を得た。

【０１９２】
40

化２２の６→７の反応：
４４ｍｇの５

−Ｏ−（４，４

ェニルアゾ−２

−ジメトキシトリチル）−２−Ｎ−イソブチル−８−フ

−デオキシグアノシンを２口ナス型フラスコに入れ、減圧下における窒

素置換３回にわたって繰返して系内を十分に窒素に置換した。この２口ナス型フラスコに
０．５ｍｌのピリジン、１ｍｌのアセトニトリルおよび０．０２１ｍｌの２−シアノエチ
ル−Ｎ，Ｎ，Ｎ

，Ｎ

−テトライソプロピルフォスフォロジアミダイトのピリジン溶液

を加えて、１．５時間にわたって室温において攪拌した。反応後にロータリーエバポレー
ターを用いて溶媒を除去し、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＝９５：５）によって精製した。目的物を含むフラクションを回収し、展開溶媒を
除去して、３７ｍｇの５

−Ｏ−（４，４

−ジメトキシトリチル）−３

−Ｏ−［２−

シアノエチル（Ｎ，Ｎ−ジイソプロピルアミノ）フォスフィノ］２−Ｎ−イソブチル−８
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−デオキシグアノシン（化２２の７）を得た。

【０１９３】
フォトクロミック塩基のＤＮＡへの導入：
５

−Ｏ−（４，４

−ジメトキシトリチル）−３

−Ｏ−［２−シアノエチル（Ｎ，Ｎ

−ジイソプロピルアミノ）フォスフィノ］２−Ｎ−イソブチル−８−フェニルアゾ−２
−デオキシグアノシンをＤＮＡ自動合成機にセットしてオリゴマーを合成した。当該オリ
ゴマーは、５

−ＴＣＡＧＴＴＸＣＧＡＣＡ−３

の配列によって表され、当該配列のＸ

の部分に人工塩基が導入されている。
【産業上の利用可能性】
10

【０１９４】
本発明は、生物学的分野および医学分野、特に再生医療技術などへの応用が期待される
。
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