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研究成果の概要： 
DNAやRNA中に部位特異的に酵素反応により相補的に導入可能な人工塩基対（Ds-Pa）を利用し、
Pa 内のアルデヒド基を利用した DNA や RNA の複製・転写後修飾の可能性とアルデヒド基の向き
が及ぼす核酸合成酵素の認識能を調べた結果、ヌクレオシド Pa 内のアルデヒド基は、その化学
的反応性は低いが、そのコンフォメーションが酵素認識に影響することがわかり、さらなる機
能性人工塩基開発に関する重要な知見を得ることができた。 
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１．研究開始当初の背景 
 DNA や RNA、タンパク質の部位特異的な

修飾法の開発が、機能性バイオポリマー

の創製と関連して積極的に行われている。

特に、温和な生理条件下で反応できるア

ルデヒド基とアミノ基のイミノ(Schiff 

Base)結合を生体分子の修飾に利用し、生

体分子間の認識、特異性・結合能の向上、

DNA マイクロアレー技術に関連したガラ

ス基板への固定化、蛍光共鳴エネルギー

移動を利用したタンパク質と RNA の相互

作用解析へ応用した研究が活発に行われ

ている。イミノ結合を生体分子の修飾に

利用するには、生体分子中に豊富に存在

するアミノ基とは対照的に、反応性のア

ルデヒド基は、化学合成により生体分子



に導入する必要がある。たとえば、DNA

中にアルデヒド基を導入する場合、ウラ

シル 5 位、ヌクレオシド糖部位 2′水酸

基や DNA 3′-,5′-末端に導入した 1,2-

ジヒドロキシエチル基を過ヨウ素酸処理

して目的のアルデヒド基を DNA 中に導入

する。RNA およびタンパク質では、RNA 

3′-末端の糖部位 2′,3′-シスジオー

ル、タンパク質 N-末端のセリン、スレオ

ニンの過ヨウ素酸処理による RNA 3′-末

端およびタンパク質 N-末端へのアルデ

ヒド基の導入が報告されている。いずれ

にしても DNA 合成機に適用可能な修飾ア

ミダイトユニットの合成や生体分子の化

学処理が必要な点で効率が悪く、特に

RNA やタンパク質中へのアルデヒド基の

部位特異的な導入は非常に困難である。

以上のことから、簡便で効率のよい生体

分子中へのアルデヒド基の導入方法が強

く求められてきた。 

 近年、遺伝情報を拡張する技術の開発や

生物のセントラルドグマにおける複製・転

写・翻訳の機能の解明のために、人工的に

塩基対をデザイン・合成し、これを遺伝子

に組み込む研究に注目が集まりつつある。

これまでに当研究室では、遺伝情報の拡張

を目指し、生物の遺伝情報伝達システムで

ある複製・転写・翻訳の過程で機能する人

工塩基対の開発を行ってきた。当研究室が

最近開発した人工塩基対（Ds-Pa）は、人

工塩基 Ds(7-(2-ﾁｴﾆﾙ)ｲﾐﾀﾞｿﾞ[4,5-b]ﾋﾟﾘｼﾞ

ﾝ)および、人工塩基 Pa(ﾋﾟﾛｰﾙｰ 2-ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ)

を DNAや RNA中に部位特異的に酵素反応に

より相補的に導入することができる。した

がって、このDs-Pa人工塩基対システムは、

DNA や RNA 中に酵素反応を用いてアルデヒ

ド基を導入できる新しい手法としても利

用することができる。この人工塩基 Pa の

アルデヒド基は、酵素による複製・転写反

応における人工塩基 Ds との塩基対合に重

要な働きをしているため、このアルデヒド

基の性質を詳しく調べることは、効率良く

DNA・RNA を機能修飾することができる新し

い複製・転写後修飾法の提供とアルデヒド

基を導入した新たな機能性人工塩基の設

計に関する重要な情報を得ることができ

る。 

 
２．研究の目的 

当研究室が開発した人工塩基対（Ds-P

a）は、人工塩基DsおよびPaをDNAやRNA

中に部位特異的に酵素反応により相補的

に導入することができる。この人工塩基

対の特徴の１つは、人工塩基Paに結合し

たアルデヒド基の修飾が容易に行える点

である。本来このPaのアルデヒド基は、

複製や転写において、核酸合成酵素との

相互作用を容易にするためのプロトン受

容基としての酸素原子を人工塩基に組み

込むために導入されたが、DNAやRNA中に

取り込まれたPaのアルデヒド基を化学修

飾サイトとしても利用できる。本申請課

題は、(1)人工塩基Paのアルデヒド基の化

学的反応性を明らかにし、Paを導入したD

NAやRNAの新しい複製・転写後修飾法の開

発を行うこと、(2)Pa内のアルデヒド基は

自由回転により2種類の向きが考えられ

るが、これらの構造の違いが及ぼす基質

(ヌクレオシド三リン酸)の核酸合成酵素

に対する認識能を詳しく調べ、アルデヒ

ド基を有する新しい人工塩基をデザイン

するための基礎的な知見を得ることを目

的とした。 

 
３．研究の方法 

本申請課題における研究の中心は、(1)Pa

に導入されているアルデヒド基の有機化



学的反応性の理解と簡便な生体分子の修

飾法の開発、(2)アルデヒド基のコンフォ

メーションに着目して、酵素に対する人工

塩基の基質としての認識能を明らかにす

る、この二つをメインテーマに研究を実施

した。 

（１）Pa内のアルデヒド基の反応性 

すでに報告されているピロールアルデ

ヒドと 1,2-ジアミノベンゼンを用いたエ

タノール中リフラックス条件下ならびに

N-メチルピロールアルデヒドとシクロヘ

キシルアミンのTHF中酢酸、NaBH(OAc)3

を用いた還元的アミネーション法を参考

に、ヌクレオシドPaを用いてアルデヒド

基の化学的反応性を調べた。 

（２）人工塩基B3 の有機合成 
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Pa 内のアルデヒド基のコンフォメーシ

ョンの違いが及ぼす核酸合成酵素認識能

の検討を行うためには、Pa のアルデヒド

基とは異なるコンフォメーションをとる

ヌクレオシドを比較対照化合物として合

成する必要がある。ピロールアルデヒドの

アルデヒド基のコンフォメーションが、ア

セトン中での NMR 測定から N-O cis : N-O 

trans (= 95% : 5%)コンフォメーションを

とることが知られているため、ピロール

-2-アルデヒドの 3 位と糖部位が結合した

ヌクレオシドで予想される構造は、ヌクレ

オシド Pa のアルデヒド基とは異なるコン

フォメーションをもつ構造異性体 B3 にな

る。 

（３）Pa内のアルデヒド基のコンフォメー

ションの検討 

人工塩基に導入されたアルデヒド基の

コンフォメーションの違いを、ヌクレオシ

ドレベルで Pa とはアルデヒド基のコンフ

ォメーションが異なるヌクレオシド B3 を

比較対照化合物として、NMR を用いた分光

学的手法により明らかにする。具体的には、

デオキシヌクレオシド Pa (dPa)の構造異

性体（2-ピロールアルデヒドの 3位で糖と

結合した C-ヌクレオシド:dB3）のアルデ

ヒド基の向きの違いを、NMR を用いた糖

H1’とアルデヒド基間の NOE 強度に着目

して調べた。 

（４）Pa内のアルデヒド基のコンフォメー

ションの違いが及ぼす核酸合成酵素認識

能 

基質dB3TP(ヌクレオチド三リン酸)の有

機合成を行い、Klenow Fragmentを用いた

Dsに対する一塩基取り込みによる酵素認

識能の比較を行った。 

 

４．研究成果 

（１）Pa内のアルデヒド基の反応性 

アミノ基を有する種々の化合物とのリ

フラックス条件下、酢酸存在下での還元的

アミネーションを、室温、加熱条件下反応

の進行を確認した。その結果、本条件下で

の有意な反応進行は確認することができ

ず、報告されているリフラックス条件下収

率 35%ならびに、酢酸存在下での還元的ア

ミネーション、室温 1.5h 収率 91%という

反応性と比較した場合、ヌクレオシド Pa

内のアルデヒド基の反応性は低いことが

分かった。Pa のアルデヒド基のシッフ塩



基形成についてヌクレオシドレベルで

HPLC と NMR により調べた結果、10 倍等量

のヒドラジンを用いて DMSO 溶液中での強

い反応条件を用いた場合、リボヌクレオシ

ド Pa と反応してシッフ塩基を形成するこ

とをアルデヒド基のシグナルピーク変化

より確認できた。このことから、ヒドラジ

ン様アミンによる化学修飾が可能である

ことが分かった。 

（２）人工塩基B3 の有機合成 

Paの構造異性体である B3のデオキシリ

ボヌクレオシド(dB3)の合成は、2-スチリ

ル-3-ヨードピロール（すでに報告されて

いる方法により合成）とシリル化フラノイ

ドグリカールとの Pd 触媒クロスカップリ

ング反応、スチリル基の酸化切断によるア

ルデヒド基への変換を経て、5段階トータ

ル収率 17%で目的の C-ヌクレオシド（B3）

の合成を達成した。 

（３）Pa内のアルデヒド基のコンフォメー

ションの検討 

有機化学合成により合成した Pa の構造

異性体B3とPa内のアルデヒド基の向きの

構造的な知見を得るために、NMR を用いた

糖 H1’とアルデヒド基間の NOE 強度に着

目して調べた。その結果、糖 H1’と CHO

基間の NOE 強度増加は、dPa が 4%であるこ

とに対して、dB3 では 12%であった。さら

に 75℃加熱条件下では、dB3 ヌクレオシド

が 12%から 6%に減少したことに対し、dPa

ヌクレオシドは、4%から 3%とほとんど変

化しなかった。これは、dB3 ヌクレオシド

に結合したアルデヒド基の酸素原子の向

きが、核酸合成酵素との相互作用に適した

配置を取りにくい構造をしていることが

分かった。 

（４）Pa内のアルデヒド基のコンフォメー

ションの違いが及ぼす核酸合成酵素認識

能 

アルデヒド基の配向と核酸合成酵素に

より取り込まれる基質の酵素認識能を調

べるために、デオキシヌクレオシド Pa 

(dPa)の構造異性体（2-ピロールアルデヒ

ドの 3 位で糖と結合した C-ヌクレオシ

ド:dB3）の基質合成を行った。その結果、

ヌクレオシド B3 からトリメチルフォスフ

ェート中、オキシ塩化リン、ビストリメチ

ルアンモニウムピロフォスフェートを用

いて目的の基質 dB3TP（ヌクレオチド三リ

ン酸）の合成を 36%の収率で達成した。本

基質 dB3TP と dPaTP を用いて、鋳型 DNA 中

の Ds および天然塩基に対する一塩基取り

込みによる Klenow Fragment による酵素認

識能の比較を行った。その結果、基質 dB3TP

の一塩基取り込み効率はdPaTPに比べて極

めて低く鋳型 DNA 中の Ds および天然塩基

に対してほとんど取り込まれないことを

明らかにした。 

本研究課題は、DNA や RNA 中に部位特異

的に酵素反応により相補的に導入可能な

人工塩基対（Ds-Pa）を利用し、Pa 内のア

ルデヒド基を利用した DNA や RNA の複製・

転写後修飾の可能性とアルデヒド基の向

きが及ぼす核酸合成酵素の認識能を調べ

た。その結果、ヌクレオシド Pa 内のアル

デヒド基は、その化学的反応性は低いが、

そのコンフォメーションが酵素認識に影

響する重要な知見を得ることができ、自由

回転可能なアルデヒド基の酸素原子を核

酸合成酵素に対する認識原子として利用

した人工塩基設計と更なる機能性人工塩

基開発に対する有用な知見を得ることが

できた。 
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