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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： 複合化学
科研費の分科・細目： 生体関連

キーワード： DNA ワトソン・クリック塩基対 フーグスティーン塩基対
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熱力学的解析

分子動力学的計算

イオン

様 式 Ｃ−１９、Ｆ−１９、Ｚ−１９（共通）
１．研究開始当初の背景
生体内で DNA はワトソン・クリック（W
（W・
C）塩基対を形成することによって遺伝情報
）塩基対を形成することによって遺伝情報
を保持する。一方で、その優れた塩基認識能
や自己組織化能は、ナノテクノロジーに活用
でき、工業的、環境的観点から注目されてい
る。例えば、DNA によって作られたナノ構造
をダイナミックに且つ可逆的に制御できる
“DNA ナノスイッチ
ナノスイッチ”を構築できれば、
を構築できれば、DNA
DNA
コンピュータやバイオセンサー、薬剤運搬の
キャリア、機能性分子のアレイの足場などが
構築できる。
構築できる。DNA
DNA ナノスイッチは、DNA
ナノスイッチは、DNA が
W・C
C 塩基対（A--T および G--C 塩基対）を自
発的に形成することに基づいている。この塩
発的に形成することに基づいている。この塩
基対の認識能（塩基対の安定性）を制御でき
れば、DNA ナノスイッチの簡便な構築に繋が
る。しかしながら、
「
「A-T 塩基対は、G-C
塩基対は、
塩基
対ほど安定ではない」という
対ほど安定ではない」という“常識”からか、
からか、
塩基対の安定性を制御できる技術は皆無で
あった。
我々は、
我々は、これまで分子環境（特に細胞内の
これまで分子環境（特に細胞内の
分子クラウディング環境）が核酸構造に及ぼ
す影響を物
す影響を物理化学的観点から定量的に明ら
理化学的観点から定量的に明ら
かにしてきた（最近では N. Sugimoto et al., J .
Am. Chem. Soc.
Soc.,, 2009, 131,, 16881 など)。その
その
結果、核酸の構造やその機能は、核酸の構造
、核酸の構造やその機能は、核酸の構造
に由来する相互作用（水素結合、スタッキン
グ相互作用、構造エントロピー）と、分子環
境に由来する相互作用（クーロン相互作用、
溶媒和）によって決定されていることを見出
溶媒和）によって決定されていることを見出
した。
。この過程において
この過程において、分子環境
分子環境と核酸の
と核酸の
相互作用を制御することができれば、 ・C
相互作用を制御することができれば、W・
塩基対の A-T 塩基対と G-C 塩基対の安定性を
逆転できるのではないかと
逆転できるのではないかと着想した
着想した。そこで、
そこで、
本研究では、
本研究では、2 つの分子環境に着目し、核酸
塩基対の安定性を逆転させることを試み
塩基対の安定性を逆転させることを試みる。
第一の分子環境は、これまで我々が核酸構造
の分子環境は、これまで我々が核酸構造
安定に顕著に影響を与え
に顕著に影響を与え
に顕著に影響を与えることを見出して
ことを見出して
きた細胞内の分子クラウディング環境、第二
きた細胞内の分子クラウディング環境、第二
は、イオン液体環境である。イオン液体は、
、イオン液体環境である。イオン液体は、
近年、不揮発、不燃の特性を持つため、安全
性や環境に優しい点で優れた“Green” solvent
性や環境に優しい点で優れた“Green”
としてナノテクノロジー分野で活用されて
いる。DNA を含めたバイオ
を含めたバイオ分子をナノテクノ
分子をナノテクノ
ロジーに活用することも生分解性の観点か
ら“Green”
“Green”であると考えられており、
であると考えられており、イオン液
体とバイオ分子を融合した新規のテクノロ
ジーが開発されれば、環境的観点から有用で
ある。しかし、高塩濃度であるイオン液体は、
一般的にバイオ分子を変性させてしまうた
め、これらの融合は困難であると考えられて
きた。
きた。本研究によって、核酸の分子レベルで
研究によって、核酸の分子レベルで
の相互作用を考慮し、
の相互作用を考慮し、熱力学的パラメータか
的パラメータか
らイオン液体と核酸の相互作用の一般的な
ルールが明らかになれば、イオン液体と核酸
を用いた新規ナノテクノロジーの開発が可
能となる
能となると期待される
と期待される。
２．研究の目的
本研究では、
本研究では、分子環境を調整することで
分子環境を調整することで
分子環境を調整することで、

A-T
T 塩基対と G--C 塩基対の安定性を逆転させ
る手法を構築する。
る手法を構築する。また、塩基対の安定性
、塩基対の安定性
、塩基対の安定性に
及ぼす分子環境効果を定量的に解析し、分子
レベルでその効果を
レベルでその効果を明らかにする。さらに、
明らかにする。さらに、
これらの知見を基に、DNA ナノスイッチを構
築する。
３．研究の方法
(1) 核酸構造に及ぼす
核酸構造に及ぼす分子
分子環境の効果をエ
の効果をエ
ネルギーレベルで
ネルギーレベルで解析し、A
A-T 塩基対が G-C
塩基対より安定化するような条件を模索
塩基対より安定化するような条件を模索し
た。
。
① 分子環境の
分子環境の選択
本研究では、
本研究では、分子クラウディング環境とイ
分子クラウディング環境とイ
オン液体環境中における核酸構造を解析し
た。分子クラウディング環境は、溶液の水の
た。分子クラウディング環境は、溶液の水の
活量を低下させ、核酸の構造安定性を顕著に
変化させるポリエチレングリコール（PEG）
変化させるポリエチレングリコール（PEG
によって構築した。リン酸二水素コリン
(choline dhp) 溶液中では、DNA を長期間安定
に保存できるという報告があり DNA ナノス
イッチの溶媒として適していると考えられ
る
（図 1）
(D. R. MacFrlane et. al, Angew. Chem.
Int. Ed. 2010, 49, 1631)
1631)。そのため、4 M choline
dhp によってイオン液体
よってイオン液体環境
環境を構築した
を構築した。
②
DNA 配列の選択
解析対象とする DNA 二重鎖として、W
二重鎖
W・C
塩基対の安定性を評価するために、10 塩基の
DNA 二重鎖の末端から連続する A-T 塩基対
の数を変化させた DNA 二重鎖を設計した
二重鎖 を設計した
[ODN1(5’
ODN1(5’-A10-3’/5’
3’/5’-T10-3’) 、 ODN2(5’-A
A9T-3’
/5’-- AT9-3’) 、 ODN3(5’
ODN3(5’-A8T2-3’/5’-A2T8-3’)
- 、
ODN4
(5’-A
(5’ 7T3-3’/5’-A3T7-3’) 、 ODN5
(5’--A6T4-3’/5’-A
A4T6-3’)
及
び
ODN
ODN6
(5’--A5T5-3’/5’-A
A5T5-3’)。さらに、
さらに、W・C 塩基対
と比較して非常に不安定であるが、優れた塩
基認識能をもち、センシングシステムなどの
DNA 材料の構築において有用とされている
フーグスティーン
フーグスティーン[H]塩基対をもつ三重鎖、
塩基対をもつ三重鎖、四
重鎖構造も解析対象とした。

図 1. リン酸二水素コリンの化学構造式.
リン酸二水素コリンの化学構造式

(2) DNA 構造に及ぼす
構造に及ぼす分子環境
分子環境の効果の
の効果の定
量的解析
紫外可視分光光度計、円二色性分散計によ
り、核酸構造の融解曲線を測定
り、核酸
の融解曲線を測定した。この融
の融解曲線を測定
。この融
解曲線から、当
解曲線から、当研究所（FIBER
FIBER）で開発され
）で開発され
た手法（J.
た手法（J. Am. Chem. Soc.
Soc.,, 131, 9268 (2009
2009)、
Nucleic Acids Res
Res.,
., 126, 14330 (2004)）を用い
）を用い
て、DNA 構造形成時
構造形成時の熱力学的パラメータを
の熱力学的パラメータを
算出した。これらの知見を基に、
算出
。これらの知見を基に、分子環境が
。これらの知見を基に、分子環境が
核酸構造に及ぼす
核酸構造に及ぼす影響をエネルギー的
影響をエネルギー的（ΔH
（ o、
o
o
ΔS 、ΔG 25）に
）に解析した。安定性の評価は核
。安定性の評価は核

酸の定量的解析において標準溶液とされる
NaCl 溶液中での安定性と比較することで行
った。
。
また、核酸は負電荷をもつためイオン液体
のカチオン
カチオンは、核酸と積極的に結合すると考
は、核酸と積極的に結合すると考
えられる。そこで、
えられる。そこで、カチオンと核酸構造の相
と核酸構造の相
互作用を微視的に明らかにするために、
互作用を微視的に明らかにするために、in
silico での分子動力学計算によってカチオン
での分子動力学計算によってカチオン核酸の相互作用を解析
核酸の相互作用を解析した。分子動力学計算
。分子動力学計算
は、
AMBER12 software package を用いて行い、
力場は AMBERff03.r1 force field を用いた。
。
(3) 溶液環境に応答する DNA ナノスイッチ
の構築
本研究によって得られた種々の分子環境
下における核酸構造の定量的知見を基に、
choline dhp 中で機能する HIV 遺伝子を検出す
る DNA センサーの構築を試みた。このセン
サーとなる
となる DNA は 5 末端に蛍光色素、
末端に蛍光色素、3
末端に消光剤で修飾され
末端に消光剤で修飾され、W・
・C 塩基対によ
りヘアピン構造を形成する。ヘアピン構造形
成時には、蛍光色素は消光剤により消光され
るが、標的鎖共存下では、
るが、標的鎖共存下では、H 塩基対によりヘ
塩基対によりヘ
アピン構造が開き（構造スイッチ）、蛍光を
発するように設計されている。センサーDNA
センサーDNA
の蛍光変化は、蛍光光度計によって測定した。
４．研究成果
(1) 核酸構造に及ぼす分子環境の影響の解析
核酸構造に及ぼす分子環境の影響の解析
① 分子
分子クラウディング
クラウディング環境
環境下における
下における核
酸構造
酸構造安定性の解析
解析
DNA 二重鎖の W・C 塩基対や H 塩基対、
非塩基対部位に及ぼす分子
非塩基対部位に及ぼす分子クラウディング
クラウディング
効果を解析した。その結果、分子クラウディ
ング環境における塩基対部位の安定性は、塩
基対部位の水和構造によって決定されてい
ることを見出した（
ることを見出した（Biophys
Biophys. J .,, 102, 2808
(2012
2012)、JJ . Phys. Chem. B
B,, 116, 7406 (2012)
(2012)）
。
さらに、DNA 四重鎖構造に対する分子環境の
効果についても解析した。その結果、分子ク
ラウディング環境下では数珠つなぎ状の特
殊な四重鎖構造が形成され、
殊な四重鎖構造が形成され、これらの構造形
これらの構造形
成においても四重鎖構造形成時の脱水和が
重要である
重要であることを見出した
ことを見出した （J.
（J. Am. Chem.
Soc.,, 134, 20060 (2012), Mol Biosyst,
Biosyst, 8, 2766
(2012)
(2012)）
。以上の結果より、分子クラウディン
以上の結果より、分子クラウディン
グ環境
グ環境は、核酸の構造の水和状態によって安
、核酸の構造の水和状態によって安
定性を顕著に変化
定性を顕著に変化させることができるため、
させることができるため、
構造が全く異なる核酸構造（二重鎖と四重鎖
など）の安定性を制御
など）の安定性を制御できることがわかった
できることがわかった
できることがわかった。
しかし、二重鎖内の A-T 及び G-C 塩基対の水
和構造に顕著に差はないため、分子クラウデ
和構造に顕著に差はないため、分子クラウデ
ィングによって
ィングによってこれらの構造安定性を逆転
これらの構造安定性を逆転
させることは困難であることが推察された。
② イオン液体
イオン液体環境
環境下における
下における核酸構造
核酸構造安
定性の
定性の解析
choline dhp によるイオン液体環境中におい
によるイオン液体環境中におい
て A--T 塩基対の含有量が異なる 10 塩基対の
DNA 二重鎖[ODN1
ODN1、ODN2、
、ODN3、ODN4
ODN4、
ODN5 及び ODN
ODN6] の熱安定性を測定した。

その結果、標準溶液である
その結果、標準溶液である NaCl 溶液におけ
る DNA 二重鎖の
二重鎖の融解温度（
融解温度（Tm）の値は、二
重鎖内の A-T 塩基対
塩基対の含有量の増加に伴い
の含有量の増加に伴い
45.3℃
45.3 (ODN6) から 30.7℃ (ODN1)まで
まで低下
し（図 2a）
、DNA
DNA 二重鎖が不安定化すること
がわかった。一方で、4 M choline dhp 中では、
二重鎖内の A-T
T 含有量の増加に伴って、T
含有量の増加に伴って、 m
値は
は 33.3 ℃(ODN6)
(ODN6) から 53.3℃
53.3 (ODN1)まで
(ODN1)
増大し（図 2b）
）
、
、choline
choline dhp 中では G-C
C 塩基
対よりも
対より A-T 塩基対が安定であることが示さ
れた (Angew.
Angew. Chem. Int. Ed.,
Ed., 51, 1416 (2012)、
(2012)
朝日新聞に掲載
朝日新聞 掲載)。

図 2. 5 M DNA 二重鎖の融解挙動、 (a) NaCl 溶液及び
(b) choline dhp 溶 液 。 二 重 鎖 の 塩 基 配 列 は
ODN1(5’-A
ODN1(5’ 10-3’/5’-T
T10-3’)[赤]、ODN2
ODN2 (5’-A
(5’ 9T-3’/5’-- AT9 -3’)
[ 桃 ] 、 ODN3(5’
ODN3(5’-A8T2-3’/5’-A2T8-3’) [ 橙 ] 、 ODN4
(5’-A
A7T3-3’/5’-T7A3-3’)
3’) [ 黄 緑 ] 、 ODN5(5’-A6T4-3’/
3’/
5’A4T6-3’) [緑] 及び ODN
ODN6 (5’-A5T5-3’/5’-A5T5-3’) [青]であ
[
る 。グラフ上部の数値は 10 塩基対の二重鎖内に含まれる
A-T
T 塩基対の数を示す。

さらに、choline
choline dhp が H 塩基対に及ぼす
影響についても解析を行った。標準溶液
(NaCl 溶液,, pH 7.0)
7.0)では H 塩基対の形成が非
塩基対の形成が
常に不安定である
常に不安定である DNA 三重鎖 7.5 M
 Ts
(5’--C2T5CT2CT-3’
3’ /5’-AGA2GA5G2-3’ /5’--TCT2
CT5C2-3’) の熱安定性
安定性を 4 M choline
holine dhp にお
いて解析した。その結果、
いて
した。その結果、NaCl
NaCl 溶液の Ts は
融解挙動が確認できない
融解挙動が確認できないほど、
ど、三重鎖構造
三重鎖構造が
不安定であった。一方で、
不安定であった。一方で、ccholine dhp 中での
中で
Ts は融解挙動を示し、
は融解挙動を示し、Tm 値は
は 37.3℃となった。
となった。
このことから、choline dhp は H 塩基対の形成
を安定化させることが示された Sci. Rep.,
を安定化させることが示された（Sci.
Rep. 4,
3593 (2014)、
(2014) 日刊工業新聞に掲載）
。以上の結
果より、choline
果より、choline dhp によるイオン液体環境よ
って、W・C
って、
塩基対の A-T と G-C 塩基対の安
定性を逆転させ、非常に不安定な H 塩基対を
安定に形成させることに成功した。そこで、
今後の研究においては、イオン液体環境下に
おける核酸の挙動に焦点を当てた。
(2) コリンイオンと DNA 構造の相互作用解
析
① choline dhpp 中における DNA 構造の熱力
の熱力
学的解析
熱力学的解析に適した A--T 塩基対の含有量
が異なる 2 種類の DNA 二重鎖（10
二重鎖（ 塩基対）
の構造
構造形成に伴う熱力学的パラメータを算
形成に伴う熱力学的パラメータを算
出した。その結果
その結果、G-C 塩基対に富んだ DNA

二重鎖
二重鎖の安定化エネルギー
の安定化エネルギー（
（∆
∆G˚25）は、choline
dhp において NaCl 溶液より 2.6 kcal mol-1 不安
定化し、この安定性の変化はエンタルピー
の安定性の変化はエンタルピー（
（∆
H˚）値の増大によるものであることが示され
）値の増大によるものであることが示され
た。このような
た。このような∆
∆ H˚値の増大は、
の増大は、代謝産物な
代謝産物な
どのアルキルアンモニウム
どのアルキルアンモニウムカチオン
カチオンとグア
とグア
ニンの相互作用においても観測されること
から、
から、choline
choline dhp 中では 1 本鎖のグアニン塩
基にコリンイオンが結合し、二重鎖形成を阻
害している可能性が示唆された。
一方で、
一方で、A-T 塩基対に富んだ DNA 二重鎖
の∆G
G˚25 値は、choline
choline dhp において NaCl 溶液
中より 1.7 kcal mol-1 安定化し、安定性の変化
安定化し、安定性の変化
は∆ H
H˚値の低下に
の低下に由来した。さらに、
さらに、三重鎖
三重鎖
構造形成
構造形成に伴う熱力学的パラメータを算出
に伴う熱力学的パラメータを算出
した結
した結果、choline
holine dhp 中における DNA 三重
鎖の安定化
安定化も三重鎖構造形成時の
三重鎖構造形成時の∆
三重鎖構造形成時の H˚値の低
の低
下に由来した
下に由来した。これらの結果より、
。これらの結果より、コリンイ
。これらの結果より、コリンイ
オンの DNA 構造
構造への特異的な
特異的な結合など、
結合など、
NaCl 溶液中では見られない新しい相互作用
によって、
によって、choline
holine dhp では、A-T
では、
塩基対に富
んだ二重鎖及び三重鎖の構造が安定化され
ていることが示唆された。
② 分子動力学計算による
分子動力学計算によるカチオン
カチオンと DNA
構造の相互作用解析
Choline dhp 中において構造が顕著に安定
化された ODN1 及び Ts を対象にナトリウム
を対象にナトリウム
イオン
イオン及びコリンイオン
コリンイオンの DNA 構造の結合
結合
様式を 20 ns の分子動力学計算によって
分子動力学計算によって解析
分子動力学計算によって解析
した。
した。DNA 構造から 3.5Å以内に
Å以内に滞在してい
してい
るカチオンを解析
るカチオンを解析した結果、ナトリウムイオ
ナトリウムイオ
ンは DNA の負電荷を遮蔽するようにリン酸
基近傍に結合
基近傍に結合するのに対して、
するのに対して、コリンイオン
するのに対して、コリンイオン
は、リン酸基近傍に結合するだけでなく、
DNA のグルーブ部位にも結合することがわ
か っ た （ 図 3 ）（ J. Phys. Chem. B.,
B., 118,
379(2014)[
379(2014)[表紙に選定
表紙に選定]など）
。コリンイオンは
水酸基を持つため、核酸構造のグルーブを形
成する塩基や糖などと水素結合を形成し、核
成する塩基や糖などと水素結合を形成し、核
酸への部位特異的に結合する。このようなコ
リンイオンの
リンイオンの部位特異的な
部位特異的な結合が核酸構造
結合が核酸構造
を安定化させていることが示された （Sci.
を安定化させていることが示された（
Rep.,, 4, 3593 (2014) 、日刊工業新聞に掲載）
日刊工業新聞に掲載）。

図 3.. 分子動力学計算によって予測されるコリンイオ
ンと((a) DNA 二重鎖及び (b) DNA 三重鎖の結合。

(3) DNA 構造スイッチ
スイッチを基にした
を基にした DNA セン
サーの構築
H 塩基対は標準溶液中で非常に不安定であ
るが、塩基認識能が優れていることから、
choline dhp 中で H 塩基対を安定に形成できる
ことを活用し、
ことを活用し、W・C 塩基対（ヘアピン二重
塩基対（ヘアピン二重
鎖構造）から
鎖構造）
H 塩基対（三重鎖構造）の構造
スイッチによるによる
スイッチによるによる標的二重鎖配列のセ
標的二重鎖配列のセ
ンシングシステムの構築を試みた（図 4）
4 。標
的二重鎖を検出する
的二重鎖を検出するセンサー
センサーDNA として、ヘ
アピン構造のループ領域に標的二重鎖と H
塩基対を介して
塩基対を介して三重鎖を形成する
三重鎖を形成する DNA を設
計した。

図 4. W・C 塩基対（ヘアピン構造）から H 塩基対（三重
鎖構造）の構造スイッチ
の構造スイッチを活用した
を活用した標的二重鎖配列のセン
標的二重鎖配列のセン
シングシステム

HIV-1
HIV 由来の配列を持つ 2 M DNA 二重鎖
に対して、1
に対して、 M
M のセンサー
センサーDNA を添加し
たところ、プローブ DNA が標的二重鎖に結
合したことに由来する蛍光スペクトルの変
化が観測された。一方で、NaCl 溶液中におい
ては、H
ては、 塩基対を形成できないため、標的二
重鎖の有無に関わらず、センサーDNA
センサー
に蛍光
強度は変化しなかった。
強度は変化しなかった。さらに、
さらに、H 塩基対の
形成を介した本
形成を介した本センシングシステム
シングシステムでは、従
では、従
来の W・C 塩基対の形成を介したセンサー
DNA と比較して
と比較して標的配列の選択性を
標的配列の選択性を 10000
倍向上させること
倍向上させることができた（日本化学会第 94
春季年会,
春季年会 2014 年 3 月）
。
以上、本研究結果から、
以上、本研究結果から、イオン液体である
イオン液体である
Choline dhp と DNA の相互作用により、W・C
塩基対や H 塩基対の安定性を制御すること
が可能となった。
が可能となった。今後は、G
G-C 塩基対を介し
た DNA 構造から A-T 塩基対を介した DNA
構造への DNA ナノスイッチを開発も行う予
定である。
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