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The technologies of nucleic acid detection are used for disease diagnosis, virus screening,
food or environment inspection and others. As one of its methods, the chemical probes, which
were based on templated reaction, were reported. These probes can amplify the signal under
isothermal conditions. However, the detection limit of these probes is not enough to the gene
detection in the living cells. In this research, we challenge the development of the new gene
detection method consist of the two chemical reaction. One is templated reaction based on the
target gene. The other is deprotection reaction which is triggered by singlet oxygen. We
designed and synthesized the two chemical reaction probes.

１．研究背景
細胞内の特定の遺伝子を検出する技術は、遺伝子組み換え食品や食品への異物混入検査から、疾患遺伝子やウィルス、
ガンなどの早期発見、遺伝子自身の研究にまで幅広く応用されている。従来の遺伝子診断ではポリメラーゼ連鎖反応
(Polymerase Chain Reaction; PCR)法を用いるのが一般的である。この DNA 合成酵素を利用した方法は実施する際に専
用の装置が必要となる。また、サンプルから RNA の抽出、さらに RNA を cDNA へと変換した後に特定遺伝子の有無の
検出という煩雑な工程を行う必要がある。加えて生体サンプルは不安定であるため、一連の操作を行う中で遺伝情報が消
失してしまう恐れがある。それに加え、DNA 増幅反応を阻害する物質が存在した場合、定量値が正確に測定できない等
の問題点がある。
細胞から RNA を取り出すのではなく、生細胞内の遺伝子を直接検出する方法が実現すれば、少量の遺伝子を、正確に
定量することができる。しかし、生細胞内での遺伝子検出は、過剰量の試薬を洗浄・除去することができないため、標的
特異的に蛍光シグナルを発生させる必要がある。その方法の一つとして、標的遺伝子を鋳型とした化学反応プローブを利
用したものがあり、これは反応サイクルを繰り返すことでシグナルを増幅できるというメリットがある。しかし現在のと
ころ、生細胞内で検出できる遺伝子は発現量の多いものに限られており、検出感度の向上が求められている。
我々はこれまでに芳香族求核置換反応を利用したプローブを用いて 0.5 pM の微量遺伝子のシグナルを 1500 倍に増幅
することに成功した(参考文献（1）)。細胞内の 1
コピーの RNA 濃度は約 1 pM であるため、この
プローブは検出感度としては十分な値であった。
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ことに加え、検出に 15 時間もかかるため実用的
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ではなかった。そこで、本研究では芳香族求核置
換反応を引き金とした一重項酸素の発生と一重
項酸素によりシグナルが「ON」になる色素を組
み合わせた新たな高感度遺伝子検出法の開発を
試みることにした。
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図 １．化学反応プローブと一重項酸素検出プローブを組合わせた遺伝子検出

２．結果
本研究では、芳香族求核置換反応を引き金とした化学反応プローブと一重項酸素によりシグナルが「ON」になる分子
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の合成を目指した。
・化学反応プローブの転移部位の設計・合成
芳香族求核置換反応を利用した検出プローブは、転移部位を連結したプローブ
と求核攻撃を行う求核プローブの 2 本 1 組からなる。我々の以前の研究から芳香

化合物１

族求核置換反応を行う場合、求核基はチオフェノール基が最適であることが分っ
ている。そこで本研究では転移部位の設計・合成を試みた。
まずは簡単な構造として化合物 1 を合成した。化合物 1 を DNA プローブに導入
した後に、アジド化合物との Click 反応の検討を行った。得られた Click 体を用

化合物２

いてチオフェノール修飾 DNA プローブとのテンプレート反応を検討したが、反応
の進行は見られなかった。これは、芳香環に結合した置換基の求電子性が低いこ

図 ２．設計した化合物の構造

とが原因と考えられたので、ジニトロ体である化合物 2 を新たに合成した。得られた化合物 2 をチオフェノールと反応さ
せたところ、
速やかにスルホンアミド結合部位が切断されることが確認できた。
化合物 2 を DNA プローブに導入した後に、
アジド化合物との Click 反応の検討を行ったが、反応の進行は確認できなかった。現在、Click 反応の条件検討を行って
いるところである。
・一重項酸素によりシグナルが「ON」になる色素の設計・合成
一般的な pH 指示薬は分子形(HIn)とイオン形(In－)の

p-ニトロフェノールの変色機構

平衡を利用しており、それぞれの形で吸収波長が異なるた
め色調が変化する。本研究では一重項酸素により除去可能
な保護基を用いることで、平衡を分子形に偏らせた誘導体

分子型 = 無色
(HIn, pH > 7.0)

の合成を試みた。色素としては p-ニトロフェノールを用い
た。
この色素は pH 7.0 以下で無色、
7.1 以上で黄色となる。

4

p-ニトロフェノールの変色機構は水酸基がケト型に変化

イオン型 = 黄色
(In-, pH ≥ 7.1)

化合物2 (pH 7.5)

することで起こることから、水酸基に保護基を導入するこ

45 mM Tris-HCl (pH 7.5),
10% DMSO

p-ニトロフェノール(pH 7.5)

とで中性条件下でも無色を示すようになると考えられた。

3

と反応させることで、水酸基を保護した化合物 3 を合成し
た。得られた化合物 3 と p-ニトロフェノールの pH 7.5 溶
液中での吸収スペクトルを測定した。結果、p-ニトロフェ
ノールはイオン型で特徴的な 400 nm 付近での吸収が見ら

吸光度

そこで、p-ニトロフェノールを出発原料とし、アントロン
2
化合物３

1

p-ニトロフェノール

れたのに対し、化合物 3 では 400 nm 付近での吸収は全く
見られなかった(図 3)。このことから、p-ニトロフェノー
ルの水酸基を保護することで、イオン型への構造変化を抑
制できることが分かった。実際、水溶液の色も p-ニトロフ
ェノールでは黄色を呈色したのに対し、化合物 3 は無色の
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図 ３．化合物 3 の pH 7.5 水溶液中での UV スペクトル

ままであった。

３．展望
本研究では酵素を用いない新規遺伝子検出法の開発に取り組んだ。本手法が開発できれば、カスケード反応を利用した
シグナル増幅により効率よく微量の遺伝子を検出することが可能となると考えられる。
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