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図 1. thdG と tC を導入した 147 bp の 601 配列とヌクレオソームの構築 

蛍光性核酸類縁体 thdG-tC FRET システムを用いた 

ヌクレオソーム研究 
	

朴	 昭映＊	
 

Investigation of Nucleosome Structure Using the Highly Emissive Nucleobase thdG-tC FRET Pair 
 

Soyoung PARK＊ 

 
A distance- and orientation factor-dependent FRET system is a useful and attractive tool 

for the investigation of the conformational dynamics of nucleosomes. This study report for the 
first time the application of the highly emissive nucleobase thdG-tC FRET pair to 601 
nucleosomes. thdG-tC FRET pair was successfully incorporated to 145 bp 601 sequences and 
different FRET efficiencies were obtained for the designated donor and acceptor positions in 
the nucleosome.  

		

１．はじめに 

蛍光プローブはタンパク質や核酸など生体分子の検出やそのふるまいを調べるため非常に強力な手段であり、有用な蛍光

プローブの開発を目指した研究が盛んに行われている。中でも、蛍光性核酸類縁体の開発は天然核酸塩基がもともと蛍光

を持たないため、ケミカルバイオロジー領域の重要な挑戦課題となっている。我々は新規性酸類縁体の合成及び、それを

用いた DNA 構造変化の検出、DNA-タンパク質反応の検出法の確立などを目的として研究を行っている。代表的な例と

して、チエノ[3,4-d]ピリミジン骨格を有する蛍光核酸類縁体 thdG、2’-OMe-thG、thdT の合成方法を確立している。thdG

を導入した CG繰り返し配列は、塩濃度変化に伴う DNAの B型-Z型コンホメーション遷移により蛍光を発するためナノ

温度計として応用が期待される。また、thdG、thdTの三リン酸誘導体を合成し、プライマー伸長反応やポリメラーゼ連鎖

反応（PCR）といった生化学的な手法によって蛍光性核酸を含む DNAの伸長、増幅ができることをも示している。最近

当研究室では、蛍光性グアニン及びシトシン類縁体である thdGと tCを用いたWatson-Crick塩基対を形成可能な FRET

システムを世界初めて開発し、このシステムのエネルギー移動効率は DNA内での距離と配向の両方に依存していること

を明らかにした。FRET（Fluorescence Resonance Energy 

Transfer）とは、励起状態の蛍光分子（ドナー）から近傍の

アクセプター分子にエネルギーが無放射遷移する現象を指

すことで、生体分子間の相互作用や構造変化を定量的に測

定するため、非常に有効なツールである。本研究では、蛍

光性核酸 thdG-tC FRET システムを利用し、 高等動物遺伝

子の基本構造単位であるヌクレオソームの構造と動的変換

機構を解明することを目標として研究を行った。 
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図 2. ヌクレオソームの確認 

図 3. ヌクレオソームの FRET 効率 

２．thdG と tC を含む DNA 鎖をからなるヌクレオソーム 

当研究室で確立した合成法を基盤として thdGモノマーの合成し、tCは市販品を購入し
て使用した。先行研究で試みたドナー・アクセプターの距離・配向とエネルギー移動効率

に基づいてヌクレオソーム上の FRET効率を計算し、図 1で示したようにプライマー内の
thdGと tCの位置を決めた。本研究では、40番目の位置にドナーとして thdGを導入した
DNA鎖と 27番目にアクセプターとして tCを導入した DNA鎖、また、40番目の位置に tC
を導入した DNA鎖、この 3種類のプライマーを合成し、PCR反応を行うことによりヌク
レオソーム DNAを合成した。ヌクレオソーム DNAは、ヒストンオクタマーに強に親和性
を持つことが知られている 147bpの 601配列をテンプレートとして選択した（J. Widom et. al, 
J. Mol. Biol. 1988）。ヒストンタンパク質に関しては、大腸菌に発現させ、抽出、タンパク
質液体クロマトグラフィークロマトグラフィーによる精製過程を行った。thdGと tCを導

入した 601配列 DNAとヒストンタンパク質を用いて salt dialysis法でヌクレオソームを構
成した。電気泳動を行なったところ、図 2で示したようにヌクレオソームの形成が確認さ
れた。	

 

３．thdG と tC を含むヌクレオソームの FRET 効率の評価	
thdGと tC を含んでいるヌクレオソームを用いて正常状態蛍光スペクト

ルの測定を行なった。得られた蛍光スペクトルからエネルギー移動効率を

求めた。その結果、40番目の位置に thdG、27番目に tCを導入したヌクレ
オソームでは 0.25、40番目の位置に tCを導入したヌクレオソームでは 0.10
のエネルギー移動効率が得られた。この結果は、配向因子を平均値 2/3に
した FRET効率とは大きく異なり、再構成されたヌクレオソームの FRET
効率は距離と配向の両方に依存していることがわかった。	

 

４．まとめ 

本研究では、蛍光性核酸 FRET システムをヌクレオソームに適用することに

成功した。今回確立されたアプローチはアルキル化反応やメチル化反応のよ

うにヌクレオソームでの修飾反応と構造変化を解明するツールとして応用が期待できる。 
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図3. ヌクレオソームのFRET効率




