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研究成果の概要（和文）：核酸ナノテクノロジーの基盤技術である核酸構造スイッチを構築するために、水和イオン液
体であるリン酸二水素型コリン(choline dhp)中におけるDNA二重鎖の安定性を熱力学的に解析した。その結果、cholih
e dhp中では、ワトソン・クリック[W・C] 塩基対のA-T塩基対がG-C塩基対よりも安定化されることを見出した。また、
生化学実験の標準溶液（NaCl水溶液、pH7.0）では非常に不安定なフーグスティーン[H]塩基対でも、choline dhp中で
はH塩基対が安定に形成された。さらに、W・C塩基対からH塩基対への構造スイッチを構築し、標的二重鎖配列のセンシ
ングシステムの構築も行った。

研究成果の概要（英文）：We attempted the control of stabilities of Watson-Crick base pairs using a hydrate
d ionic liquid (IL) of choline dihydrogen phosphate (choline dhp), because hydrated ILs are green solvents
 suitable for a wide range of chemical reactions and may ensure long-term stability of biomolecules. Our q
uantitative analysis demonstrated that A-T base pairs are more stable than G-C base pairs in 4 M choline d
hp. We also found that DNA triplex structures via the formation of Hoogsteen base pairs were significantly
 stabilized in the choline dhp solution compared to NaCl solutions. Thermodynamic analyses and molecular d
ynamics calculations revealed that the stabilization of A-T base pairs and Hoogsteen base pairs was due to
 specific binding of choline ions to DNA grooves. To take advantage of the stabilization of triplex format
ions to develop the sensing systems of double-stranded DNAs, we designed a DNA molecular beacon and found 
that the molecular beacon can specifically detect the target duplex.

研究分野：
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