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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）標的核酸分子と相補的な塩基配列と、３’末端側の領域及び５’末端側の領域に
互いに相補的な塩基配列とを有しており、かつ第１マーカー及び第２マーカーが結合され
た分子ビーコンプローブを、核酸含有試料に添加した試料溶液を調製する工程と、
（ｂ）前記工程（ａ）において調製された試料溶液中の核酸分子を変性させる工程と、
（ｃ）前記工程（ｂ）の後、前記試料溶液中の核酸分子を会合させる工程と、
（ｄ）前記工程（ｃ）の後、前記試料溶液中の前記分子ビーコンプローブのうち、会合し
ていないものに対して、３’末端側の領域及び５’末端側の領域をハイブリダイズさせて
ステムーループ構造を形成させる工程と、
（ｅ）前記工程（ｄ）の後、ステムーループ構造が形成されている分子ビーコンプローブ
において、ステム領域を形成している３’末端側の領域と５’末端側の領域との間に少な
くとも１の共有結合を形成させる工程と、
（ｆ）前記工程（ｅ）の後、前記試料溶液中の第１マーカー又は第２マーカーの光学的特
性に基づき、前記標的核酸分子を検出する工程と
を有し、
前記第１マーカーと前記第２マーカーの少なくともいずれか一方が、前記分子ビーコンプ
ローブが、３’末端側の領域と５’末端側の領域とがハイブリダイズしてステムーループ
構造を形成している場合としていない場合とにおいて、光学的特性が変化する物質である
ことを特徴とする、標的核酸分子の検出方法。
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【請求項２】
　前記工程（ｃ）の後、工程（ｄ）の前に、
（ｇ）前記工程（ｃ）の後、前記試料溶液の温度及び塩濃度が前記工程（ｃ）における会
合体形成時と同じ条件下で、形成された会合体中の２本の核酸鎖間に共有結合を形成する
工程と、
（ｈ）前記工程（ｇ）の後、会合体を形成する２本の核酸鎖のうちの一方が前記分子ビー
コンプローブである会合体のうち、２本の核酸鎖間に共有結合が形成されていない会合体
を解離させる工程と、
を有することを特徴とする請求項１に記載の標的核酸分子の検出方法。
【請求項３】
　前記工程（ｈ）において、前記試料溶液中の核酸分子を変性させた後、当該試料溶液を
急冷することにより、２本の核酸鎖間に共有結合が形成されていない会合体を解離させる
ことを特徴とする請求項２に記載の標的核酸分子の検出方法。
【請求項４】
　共有結合の形成反応が、光化学的反応であることを特徴とする請求項１～３のいずれか
一項に記載の標的核酸分子の検出方法。
【請求項５】
　前記分子ビーコンプローブのうち、ステム領域を形成する３’末端側の領域及び５’末
端側の領域中の少なくとも１の塩基が光反応性塩基誘導体に置換されており、
前記共有結合が、前記光反応性塩基誘導体を介して形成されることを特徴とする請求項４
記載の標的核酸分子の検出方法。
【請求項６】
　前記分子ビーコンプローブのうち、前記標的核酸分子と相補的な塩基配列中の少なくと
も１の塩基が光反応性塩基誘導体に置換されており、
前記共有結合が、前記光反応性塩基誘導体を介して形成されることを特徴とする請求項４
又は５記載の標的核酸分子の検出方法。
【請求項７】
　前記光反応性塩基誘導体が、３－Ｃｙａｎｏｖｉｎｙｌｃａｒｂａｚｏｌｅ　Ｎｕｃｌ
ｅｏｓｉｄｅであり、
前記共有結合が、前記試料溶液に３４０～３８０ｎｍの光を照射することにより形成され
ることを特徴とする請求項４～６のいずれか一項に記載の標的核酸分子の検出方法。
【請求項８】
　前記第１マーカーと前記第２マーカーの少なくともいずれか一方が蛍光色素であり、
前記標的核酸分子の検出を、
下記（ｐ）～（ｒ）：
（ｐ）前記試料溶液の蛍光強度を測定する工程、
（ｑ）蛍光相関分光法、蛍光強度分布解析法、又は蛍光偏光強度分布解析法により、前記
試料溶液中に存在している前記標的核酸分子と会合している分子ビーコンプローブの分子
数を算出する工程、
（ｒ）共焦点顕微鏡又は多光子顕微鏡の光学系を用いて、前記試料溶液内において前記光
学系の光検出領域の位置を移動させながら、当該光検出領域からの蛍光を検出することに
より、前記試料溶液中に存在している前記標的核酸分子と会合している分子ビーコンプロ
ーブの分子数を算出する工程、
のいずれかの工程により行うことを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の標的
核酸分子の検出方法。
【請求項９】
　前記工程（ｒ）において、前記光学系の光検出領域の位置が、前記標的核酸分子と会合
している分子ビーコンプローブの拡散移動速度よりも速い速度にて移動されることを特徴
とする請求項８に記載の標的核酸分子の検出方法。
【請求項１０】
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　前記工程（ｄ）における共有結合形成時の前記試料溶液の温度が、Ｔｍ値±３℃の範囲
内の温度であることを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の標的核酸分子の検
出方法。
【請求項１１】
　前記第１マーカーと前記第２マーカーのうち、いずれか一方が蛍光物質であり、他方が
前記蛍光物質から発される蛍光を消光する消光物質であることを特徴とする請求項１～１
０のいずれか一項に記載の標的核酸分子の検出方法。
【請求項１２】
　前記第１マーカー及び前記第２マーカーが蛍光色素であることを特徴とする請求項１～
１１のいずれか一項に記載の標的核酸分子の検出方法。
【請求項１３】
　前記標的核酸分子がＲＮＡであることを特徴とする請求項１～１２のいずれか一項に記
載の標的核酸分子の検出方法。
【請求項１４】
　核酸含有試料中の標的核酸分子を検出するために用いられる分子ビーコンプローブであ
って、
標的核酸分子と相補的な塩基配列と、３’末端側の領域及び５’末端側の領域に互いに相
補的な塩基配列とを有し、かつ、第１マーカー及び第２マーカーが結合されており、
前記互いに相補的な５’末端側の領域及び３’末端側の領域中の少なくとも１の塩基が光
反応性塩基誘導体に置換されており、
前記第１マーカーと前記第２マーカーの少なくともいずれか一方が、前記分子ビーコンプ
ローブが、３’末端側の領域と５’末端側の領域とがハイブリダイズしてステムーループ
構造を形成している場合としていない場合とにおいて、光学的特性が変化する物質であり
、
前記分子ビーコンプローブがステムーループ構造を形成している場合に、前記光反応性塩
基誘導体は、５'末端側の領域と３'末端側の領域との間に共有結合を形成させることを特
徴とする分子ビーコンプローブ。
【請求項１５】
　前記標的核酸分子と相補的な塩基配列中の少なくとも１の塩基が光反応性塩基誘導体に
置換されていることを特徴とする請求項１４に記載の分子ビーコンプローブ。
【請求項１６】
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の標的核酸分子の検出方法に用いられるキットで
あって、
標的核酸分子を検出するために用いられる分子ビーコンプローブを含み、
前記分子ビーコンプローブが、標的核酸分子と相補的な塩基配列と、３’末端側の領域及
び５’末端側の領域に互いに相補的な塩基配列とを有し、かつ、第１マーカー及び第２マ
ーカーが結合されており、
前記互いに相補的な５’末端側の領域及び３’末端側の領域中の少なくとも１の塩基が光
反応性塩基誘導体に置換されており、
前記第１マーカーと前記第２マーカーの少なくともいずれか一方が、前記分子ビーコンプ
ローブが、３’末端側の領域と５’末端側の領域とがハイブリダイズしてステムーループ
構造を形成している場合としていない場合とにおいて、光学的特性が変化する物質であり
、
前記分子ビーコンプローブがステムーループ構造を形成している場合に、前記光反応性塩
基誘導体は、５'末端側の領域と３'末端側の領域との間に共有結合を形成させることを特
徴とする、標的核酸分子検出用キット。
【請求項１７】
　前記分子ビーコンプローブ中の標的核酸分子と相補的な塩基配列中の少なくとも１の塩
基が光反応性塩基誘導体に置換されていることを特徴とする請求項１６に記載の標的核酸
分子検出用キット。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蛍光共鳴エネルギー移動（Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ　ｒｅｓｏｎａｎｃｅ
　ｅｎｅｒｇｙ　ｔｒａｎｓｆｅｒ：ＦＲＥＴ）及び光クロスリンク反応を利用して、核
酸含有試料中の標的核酸分子を高精度かつ高感度に検出する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　試料中に存在する核酸分子の高感度定量方法としては、ポリメラーゼによる酵素反応に
より標的核酸分子を増幅することにより、又は得られた増幅産物を分解することにより蛍
光シグナルを得る方法、いわゆる定量的ＰＣＲ（Ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅ　ｃｈａｉｎ　ｒ
ｅａｃｔｉｏｎ）法を利用した方法が知られている。定量的ＰＣＲ法を利用した方法は幾
つかあるが、中でも、標的核酸分子に対してＦＲＥＴを利用したプローブを用いる、いわ
ゆるＴａｑｍａｎ法が広く行われている。例えば、マイクロＲＮＡ（例えば、非特許文献
１参照。）やＲＮＡ干渉に用いられるｓｉＲＮＡ等のように２２ｍｅｒ程度の短いＲＮＡ
分子を定量する方法としても、ＦＲＥＴプローブを用いた定量的ＰＣＲが開発されている
（例えば、非特許文献２参照。）。
【０００３】
　ＦＲＥＴプローブを用いた核酸検出方法の１つとして、例えば、蛍光共鳴エネルギーの
ドナーである蛍光物質が結合したドナープローブと、アクセプターである消光物質が結合
したアクセプタープローブとを、標的核酸分子の隣接する２領域にそれぞれ会合（ハイブ
リダイズ）させ、生じるＦＲＥＴを検出することにより、標的核酸分子を検出する方法が
開示されている（例えば、特許文献１～３参照。）。また、蛍光物質と消光物質の両物質
を結合させたプローブを、標的核酸分子と会合させた後、２本鎖ＤＮＡ特異的なヌクレア
ーゼにより分解し、この結果生じた蛍光を検出する方法も開示されている（例えば、特許
文献４参照。）。５’末端側と３’末端側が互いに相補的な塩基配列を有しており、かつ
両末端が蛍光物質と消光物質を用いてそれぞれラベルされている１本鎖核酸（分子ビーコ
ンプローブ）を用いる、いわゆる分子ビーコン法も開示されている（例えば、特許文献５
参照。）。この方法では、当該１本鎖核酸は、単独で存在している場合には、両末端が会
合して分子内ループ（ステムーループ構造）を形成しているため消光状態であるが、標的
核酸分子とハイブリダイズすることにより、ステムーループ構造が解消されて蛍光を発す
る。その他、分子ビーコン法とリアルタイムＰＣＲとを組み合わせた方法も知られている
（例えば、特許文献６参照。）。
【０００４】
　その他、互いに塩基配列が相違する核酸分子を識別して検出する方法として、参照とな
る２本鎖ＤＮＡβと検出対象となる２本鎖ＤＮＡβｘとを用意し、参照となる２本鎖ＤＮ
Ａの第１のマーカーとして蛍光物質を付与し、第２のマーカーとして第１のマーカーの第
２のマーカーの間でエネルギー移動が生じ、新たなピーク波長の蛍光を得るようにするこ
とにより、検出ＤＮＡβｘと参照ＤＮＡβとの塩基の相違を検出する方法が開示されてい
る（例えば、特許文献７参照。）。
【０００５】
　一方で、核酸分子をより効率的に解析するためのツールも数多く開発されている。例え
ば、オリゴヌクレオチドを構成する塩基に反応性官能基を導入し、当該反応性官能基を介
して、他のオリゴヌクレオチドやその他の分子との間に共有結合を形成する（クロスリン
ク）方法が開発されている。例えば、反応性官能基を導入した塩基誘導体を用いて核酸分
子同士を共有結合的クロスリンクする技術として、２－Ａｍｉｎｏ－６－Ｖｉｎｙｌｐｕ
ｒｉｎｅを用いる方法（例えば、非特許文献３参照。）や、光反応性の塩基誘導体である
３－Ｃｙａｎｏｖｉｎｙｌｃａｒｂａｚｏｌｅ　Ｎｕｃｌｅｏｓｉｄｅを用いる方法（例
えば、非特許文献４、非特許文献５、又は特許文献８参照。）等が開示されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４００８９９６号公報
【特許文献２】国際公開第９８／１３５２４号
【特許文献３】特許第３１８８３０３号公報
【特許文献４】国際公開第０３／０３５８６４号
【特許文献５】特表２００２－５１９０７３号公報
【特許文献６】米国特許第７，６６２，５５０号明細書
【特許文献７】特開２００２－１７１９７４号公報
【特許文献８】国際公開第０９／０６６４４７号
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】アルバーツ（Alberts）、他１名、モレキュラー・バイオロジー・オブ
・ザ・セル第５版（Molecular Biology of the Cell, 5th edition）、Garland Science
社、２００８年、第４９３～４９５ページ。
【非特許文献２】チェン（Chen）、他１２名、ヌクレイック・アシッズ・リサーチ（Nucl
eic Acids Research）、２００５年、第３３巻第２０号、ｅ１７９ページ。
【非特許文献３】佐々木茂貴、薬学雑誌（YAKUGAKU ZASSHI）、２００２年、第１２２巻
第１２号、第１０８１～１０９３ページ。
【非特許文献４】フジモト（Fujimoto）、他２名、ヌクレイック・アシッズ・シンポジウ
ム・シリーズ（Nucleic Acids Symposium Series）、２００８年、第５２巻、第４２３～
４２４ページ。
【非特許文献５】ヨシムラ（Yoshimura）、他１名、オーガニック・レターズ（ORGANIC L
ETTERS）、２００８年、第１０巻第１５号、第３２２７～３２３０ページ。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来の定量的ＰＣＲ法においては、ポリメラーゼによる増幅特性は、増幅対象である核
酸の塩基配列の種類ごとに異なるため、標的核酸分子の濃度を定量的に測定するためには
、標的核酸分子ごとに検量線を作成する必要があり、検出に要する工程が増え、煩雑であ
るという問題がある。ＦＲＥＴプローブを用いた方法においては、ＦＲＥＴにより生じる
蛍光を検出することにより、標的核酸分子を検出することができるが、蛍光分子の組み合
わせによっては完全に消光されない等により、検出される蛍光には一定の蛍光強度のバッ
クグラウンドがあり、このため、特に標的核酸分子が低濃度の場合に定量性に劣るという
問題がある。
【０００９】
　さらに、ハイブリダイゼーションを用いた検出では、特異的ハイブリダイゼーションに
より形成された会合体と非特異的ハイブリダイゼーションにより形成された会合体の区別
が困難な場合があるという問題もある。分子ビーコンプローブを用いた場合には、特異的
ハイブリダイゼーションと非特異的ハイブリダイゼーションとを比較的精度良く区別する
ことができる。しかしながら、例えば分子ビーコンプローブによる特異的ハイブリダイゼ
ーションを２５℃程度の常温で測定しようとした場合には、特異的ハイブリダイゼーショ
ン後から蛍光強度測定時までの間や測定中に、分子ビーコンプローブが非特異的ハイブリ
ダイゼーションにより会合体を形成してしまうという問題がある。
【００１０】
　本発明は、分子ビーコンプローブを用いて標的核酸分子を検出する方法において、分子
ビーコンプローブと標的核酸分子との会合体の検出するための蛍光強度測定を、温度コン
トロールを行わない状態で行った場合であっても、標的核酸分子を高精度かつ高感度に検
出し得る方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１１】
　本発明者は上記課題を解決すべく鋭意研究した結果、分子ビーコンプローブを用いて標
的核酸分子を検出する方法において、特異的な会合に適した条件で分子ビーコンプローブ
と標的核酸分子とを会合させた後、会合体を形成していない分子ビーコンプローブのステ
ムーループ構造を共有結合により安定化させておくことにより、その後のＦＲＥＴによる
エネルギー移動の蛍光強度解析を、温度コントロールを行わずに行ったとしても、試料中
の標的核酸分子を高精度かつ高感度に検出し得ることを見出し、本発明を完成させた。
【００１２】
　すなわち、本発明は、
（１）　（ａ）標的核酸分子と相補的な塩基配列と、３’末端側の領域及び５’末端側の
領域に互いに相補的な塩基配列とを有しており、かつ第１マーカー及び第２マーカーが結
合された分子ビーコンプローブを、核酸含有試料に添加した試料溶液を調製する工程と、
（ｂ）前記工程（ａ）において調製された試料溶液中の核酸分子を変性させる工程と、
（ｃ）前記工程（ｂ）の後、前記試料溶液中の核酸分子を会合させる工程と、
（ｄ）前記工程（ｃ）の後、前記試料溶液中の前記分子ビーコンプローブのうち、会合し
ていないものに対して、３’末端側の領域及び５’末端側の領域をハイブリダイズさせて
ステムーループ構造を形成させる工程と、
（ｅ）前記工程（ｄ）の後、ステムーループ構造が形成されている分子ビーコンプローブ
において、ステム領域を形成している３’末端側の領域と５’末端側の領域との間に少な
くとも１の共有結合を形成させる工程と、
（ｆ）前記工程（ｅ）の後、前記試料溶液中の第１マーカー又は第２マーカーの光学的特
性に基づき、前記標的核酸分子を検出する工程と
を有し、
前記第１マーカーと前記第２マーカーの少なくともいずれか一方が、前記分子ビーコンプ
ローブが、３’末端側の領域と５’末端側の領域とがハイブリダイズしてステムーループ
構造を形成している場合としていない場合とにおいて、光学的特性が変化する物質である
ことを特徴とする、標的核酸分子の検出方法、
（２）　前記工程（ｃ）の後、工程（ｄ）の前に、
（ｇ）前記工程（ｃ）の後、前記試料溶液の温度及び塩濃度が前記工程（ｃ）における会
合体形成時と同じ条件下で、形成された会合体中の２本の核酸鎖間に共有結合を形成する
工程と、
（ｈ）前記工程（ｇ）の後、会合体を形成する２本の核酸鎖のうちの一方が前記分子ビー
コンプローブである会合体のうち、２本の核酸鎖間に共有結合が形成されていない会合体
を解離させる工程と、
を有することを特徴とする前記（１）に記載の標的核酸分子の検出方法、
（３）　前記工程（ｈ）において、前記試料溶液中の核酸分子を変性させた後、当該試料
溶液を急冷することにより、２本の核酸鎖間に共有結合が形成されていない会合体を解離
させることを特徴とする前記（２）に記載の標的核酸分子の検出方法、
（４）　共有結合の形成反応が、光化学的反応であることを特徴とする前記（１）～（３
）のいずれか一つに記載の標的核酸分子の検出方法、
（５）　前記分子ビーコンプローブのうち、ステム領域を形成する３’末端側の領域及び
５’末端側の領域中の少なくとも１の塩基が光反応性塩基誘導体に置換されており、
前記共有結合が、前記光反応性塩基誘導体を介して形成されることを特徴とする前記（４
）記載の標的核酸分子の検出方法、
（６）　前記分子ビーコンプローブのうち、前記標的核酸分子と相補的な塩基配列中の少
なくとも１の塩基が光反応性塩基誘導体に置換されており、
前記共有結合が、前記光反応性塩基誘導体を介して形成されることを特徴とする前記（４
）又は（５）記載の標的核酸分子の検出方法、
（７）　前記光反応性塩基誘導体が、３－Ｃｙａｎｏｖｉｎｙｌｃａｒｂａｚｏｌｅ　Ｎ
ｕｃｌｅｏｓｉｄｅであり、
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前記共有結合が、前記試料溶液に３４０～３８０ｎｍの光を照射することにより形成され
ることを特徴とする前記（４）～（６）のいずれか一つに記載の標的核酸分子の検出方法
、
（８）　前記第１マーカーと前記第２マーカーの少なくともいずれか一方が蛍光色素であ
り、
前記標的核酸分子の検出を、
下記（ｐ）～（ｒ）：
（ｐ）前記試料溶液の蛍光強度を測定する工程、
（ｑ）蛍光相関分光法、蛍光強度分布解析法、又は蛍光偏光強度分布解析法により、前記
試料溶液中に存在している前記標的核酸分子と会合している分子ビーコンプローブの分子
数を算出する工程、
（ｒ）共焦点顕微鏡又は多光子顕微鏡の光学系を用いて、前記試料溶液内において前記光
学系の光検出領域の位置を移動させながら、当該光検出領域からの蛍光を検出することに
より、前記試料溶液中に存在している前記標的核酸分子と会合している分子ビーコンプロ
ーブの分子数を算出する工程、
のいずれかの工程により行うことを特徴とする前記（１）～（７）のいずれか一つに記載
の標的核酸分子の検出方法、
（９）　前記工程（ｒ）において、前記光学系の光検出領域の位置が、前記標的核酸分子
と会合している分子ビーコンプローブの拡散移動速度よりも速い速度にて移動されること
を特徴とする前記（８）に記載の標的核酸分子の検出方法、
（１０）　前記工程（ｄ）における共有結合形成時の前記試料溶液の温度が、Ｔｍ値±３
℃の範囲内の温度であることを特徴とする前記（１）～（９）のいずれか一つに記載の標
的核酸分子の検出方法、
（１１）　前記第１マーカーと前記第２マーカーのうち、いずれか一方が蛍光物質であり
、他方が前記蛍光物質から発される蛍光を消光する消光物質であることを特徴とする前記
（１）～（１０）のいずれか一つに記載の標的核酸分子の検出方法、
（１２）　前記第１マーカー及び前記第２マーカーが蛍光色素であることを特徴とする前
記（１）～（１１）のいずれか一つに記載の標的核酸分子の検出方法、
（１３）　前記標的核酸分子がＲＮＡであることを特徴とする前記（１）～（１２）のい
ずれか一つに記載の標的核酸分子の検出方法、
（１４）　核酸含有試料中の標的核酸分子を検出するために用いられる分子ビーコンプロ
ーブであって、
標的核酸分子と相補的な塩基配列と、３’末端側の領域及び５’末端側の領域に互いに相
補的な塩基配列とを有し、かつ、第１マーカー及び第２マーカーが結合されており、
前記互いに相補的な５’末端側の領域及び３’末端側の領域中の少なくとも１の塩基が光
反応性塩基誘導体に置換されており、
前記第１マーカーと前記第２マーカーの少なくともいずれか一方が、前記分子ビーコンプ
ローブが、３’末端側の領域と５’末端側の領域とがハイブリダイズしてステムーループ
構造を形成している場合としていない場合とにおいて、光学的特性が変化する物質であり
、
前記分子ビーコンプローブがステムーループ構造を形成している場合に、前記光反応性塩
基誘導体は、５'末端側の領域と３'末端側の領域との間に共有結合を形成させることを特
徴とする分子ビーコンプローブ、
（１５）　前記標的核酸分子と相補的な塩基配列中の少なくとも１の塩基が光反応性塩基
誘導体に置換されていることを特徴とする前記（１４）に記載の分子ビーコンプローブ、
（１６）　前記（１）～（１３）のいずれか一つに記載の標的核酸分子の検出方法に用い
られるキットであって、
標的核酸分子を検出するために用いられる分子ビーコンプローブを含み、
前記分子ビーコンプローブが、標的核酸分子と相補的な塩基配列と、３’末端側の領域及
び５’末端側の領域に互いに相補的な塩基配列とを有し、かつ、第１マーカー及び第２マ
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ーカーが結合されており、
前記互いに相補的な５’末端側の領域及び３’末端側の領域中の少なくとも１の塩基が光
反応性塩基誘導体に置換されており、
前記第１マーカーと前記第２マーカーの少なくともいずれか一方が、前記分子ビーコンプ
ローブが、３’末端側の領域と５’末端側の領域とがハイブリダイズしてステムーループ
構造を形成している場合としていない場合とにおいて、光学的特性が変化する物質であり
、
前記分子ビーコンプローブがステムーループ構造を形成している場合に、前記光反応性塩
基誘導体は、５'末端側の領域と３'末端側の領域との間に共有結合を形成させることを特
徴とする、標的核酸分子検出用キット、
（１７）　前記分子ビーコンプローブ中の標的核酸分子と相補的な塩基配列中の少なくと
も１の塩基が光反応性塩基誘導体に置換されていることを特徴とする前記（１６）に記載
の標的核酸分子検出用キット、
を提供するものである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の標的核酸分子の検出方法は、ＦＲＥＴを利用した分子ビーコン法において、標
的核酸分子と会合体を形成していない分子ビーコンプローブのステムーループ構造を安定
化させておくことにより、蛍光強度解析を、分子ビーコンプローブが標的核酸分子以外の
分子とも会合可能な条件で行った場合であっても、蛍光強度測定時に標的核酸分子と会合
しなかった分子ビーコンプローブが非特異的なハイブリダイゼーションにより会合体を形
成することを効果的に抑制することができる。
　このため、本発明の標的核酸分子の検出方法を用いることにより、標的核酸分子の検出
精度を犠牲にすることなく、ＦＲＥＴの蛍光強度解析を、温度コントロールを行わない状
態で行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の標的核酸分子の検出方法のうち、会合体を構成する標的核酸分子と分子
ビーコンプローブとの間に共有結合形成（クロスリンク）を生じさせた上で、試料溶液中
の会合体を変性させた後に急冷させ、さらにステムーループ構造を形成した分子ビーコン
プローブのステム領域に共有結合を形成させた場合の一態様を模式的に示した図である。
【図２】図２（Ａ）は、走査分子計数法のための光分析装置の内部構造の模式図である。
図２（Ｂ）は、コンフォーカル・ボリューム（共焦点顕微鏡の観察領域）の模式図である
。図２（Ｃ）は、ミラー７の向きを変更して試料溶液内において光検出領域の位置を移動
する機構の模式図である。
【図３】図３（Ａ）、（Ｂ）は、それぞれ、走査分子計数法のための光分析技術による光
検出の原理を説明する模式図及び計測される光強度の時間変化の模式図である。
【図４】図４（Ａ）、（Ｂ）は、それぞれ、観測対象粒子がブラウン運動をしながら光検
出領域を横切る場合のモデル図と、その場合のフォトンカウント（光強度）の時間変化の
例を示す図である。
【図５】図５（Ａ）、（Ｂ）は、それぞれ、試料溶液内の光検出領域の位置を観測対象粒
子の拡散移動速度よりも速い速度にて移動することにより観測対象粒子が光検出領域を横
切る場合のモデル図と、その場合のフォトンカウント（光強度）の時間変化の例を示す図
である。
【図６】図６は、走査分子計数法により計測されたフォトンカウント（光強度）の時間変
化から粒子のカウンティングをするための処理手順をフローチャートの形式で表した図で
ある。
【図７】図７は、走査分子計数法により計測されたフォトンカウント（光強度）の時間変
化から粒子のカウンティングをするための処理手順における検出信号の信号処理過程の例
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を説明する図である。
【図８】図８は、走査分子計数法により計測されたフォトンカウントデータの実測例（棒
グラフ）と、データをスムージングして得られる曲線（点線）と、ピーク存在領域にてフ
ィッティングされたガウス関数（実線）を示している。図中、「ノイズ」と付された信号
は、ノイズ又は異物による信号であるとして無視される。
【図９】実施例１において、ＦＩＤＡ解析の結果を示した図である。
【図１０】実施例２において、ＦＩＤＡ解析の結果を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の標的核酸分子の検出方法は、標的核酸分子と会合体を形成している状態と、分
子内構造体（いわゆるステムーループ構造）を形成している状態とで光学的特性が変化す
る分子ビーコンプローブを用いて核酸含有試料中の標的核酸分子を検出する方法であって
、標的核酸分子と分子ビーコンプローブとを会合させた後、ＦＲＥＴの蛍光強度解析の前
に、会合体を形成していない遊離の分子ビーコンプローブのステムーループ構造中のステ
ム領域を共有結合させることを特徴とする。遊離の分子ビーコンプローブのステム領域を
共有結合させることにより、標的核酸分子と会合体を形成しなかった分子ビーコンプロー
ブがステムーループ構造の状態で安定して維持される結果、蛍光強度解析までの間や解析
時において、分子ビーコンプローブと非標的核酸分子との会合体形成が効果的に抑制され
る。
【００１６】
　ＦＲＥＴを利用した分子ビーコン法では、まず、標的核酸分子と分子ビーコンプローブ
との会合体の形成を、両者が特異的に会合することができ、かつ、分子ビーコンプローブ
とは非相補的な塩基配列を有する核酸と分子ビーコンプローブとによる非特異的な会合が
十分に抑制されている条件（以下、「特異的会合条件」という。）で行った後、ＦＲＥＴ
を利用して形成された会合体を検出する。一般的に、形成された会合体の検出は、室温等
の比較的穏やかであって、分子ビーコンプローブとは非相補的な塩基配列を有する核酸と
分子ビーコンプローブとによる非特異的会合体も、標的核酸分子と分子ビーコンプローブ
との会合体と同様に形成可能な条件（以下、「非特異的会合条件」という。）で行われる
。非特異的な会合を抑制するという点からは、ＦＲＥＴの測定も特的会合条件下で行うこ
とが好ましいが、実際には、特異的会合条件下でＦＲＥＴを測定することは困難であり、
また、高価な検出装置を要するためである。この非特異的会合条件では、分子ビーコンプ
ローブは、分子ビーコンプローブとは非相補的な塩基配列を有する核酸（非標的核酸分子
）との会合体も形成され得る。つまり、ＦＲＥＴ測定を非特異的会合条件で行うことによ
り、標的以外の核酸分子を誤って検出してしまう場合があった。
【００１７】
　これに対して、本発明の標的核酸分子の検出方法では、特異的会合条件で標的核酸分子
と分子ビーコンプローブとの会合体を形成させた後、会合体を形成していない分子ビーコ
ンプローブのステム－ループ構造中のステム領域を共有結合により安定化した状態、言い
換えると、非標的核酸分子と会合することができない状態で、ＦＲＥＴ測定を行う。これ
により、標的核酸分子の検出精度を犠牲にすることなく、ＦＲＥＴの蛍光強度解析を、温
度コントロールを行わない状態で、例えばいわゆる常温で行うことができる。
【００１８】
　なお、特異的会合条件は、標的核酸分子及び分子ビーコンプローブの塩基配列の種類や
長さ等に依存する。具体的には、標的核酸分子と分子ビーコンプローブとの特異的会合条
件は、分子ビーコンプローブの融解曲線から求めることができる。
【００１９】
　会合体の形成は一般的に温度条件や塩濃度条件に依存するため、分子ビーコンプローブ
と標的核酸分子のみを含有する溶液の温度を、高温から低温へと変化させ、当該溶液の吸
光度や蛍光強度を測定することにより、融解曲線を求めることができる。得られた融解曲
線から、ステムーループ構造を形成していた分子ビーコンプローブが、変性して標的核酸
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分子と会合体を形成し始めた温度から、ほぼ全てが会合体となった温度までの範囲の温度
条件を、特異的会合条件とすることができる。温度に代えて、溶液中の塩濃度を低濃度か
ら高濃度への変化させることによっても、同様にして融解曲線を決定し、特異的会合条件
を求めることができる。
【００２０】
　このように、特異的会合条件は、標的核酸分子や分子ビーコンプローブの種類ごとに異
なり、実験的に決定されるものであるが、一般にはＴｍ値（融解温度）で代用することが
できる。例えば、汎用されているプライマー／プローブ設計ソフトウェア等を用いること
により、分子ビーコンプローブの塩基配列情報から、標的核酸分子と相補的な塩基配列を
有する領域のＴｍ値（２本鎖ＤＮＡの５０％が１本鎖ＤＮＡに解離する温度）を算出する
ことができる。温度がＴｍ値近傍の値である条件、例えばＴｍ値±３℃程度である条件を
、特異的会合条件とすることができる。算出されたＴｍ値近傍において実験的に融解曲線
を求めることにより、より詳細に特異的会合条件を決定することもできる。
【００２１】
　本発明において用いられる分子ビーコンプローブは、標的核酸分子と相補的な塩基配列
を有しており、かつ３’末端側の領域及び５’末端側の領域に互いに相補的な塩基配列を
有している核酸分子である。本発明において用いられる分子ビーコンプローブは、３’末
端側の領域と５’末端側とが、これらの相補的な塩基配列において塩基対を形成すること
によって、ステム－ループ構造を形成する。
【００２２】
　分子ビーコンプローブの分子内塩基対を形成する互いに相補的な領域（ステム領域）は
、標的核酸分子と相補的な塩基配列からなる領域を挟むようにして存在していればよく、
３’末端側の領域及び５’末端側の領域は、それぞれ、３’末端又は５’末端を含んでい
る領域であってもよく、含まない領域であってもよい。また、塩基対を形成する領域の塩
基数や塩基配列は、形成された塩基対の安定性が、標的核酸分子との会合体の安定性より
も低く、且つ測定条件下で塩基対を形成し得る程度であればよい。
【００２３】
　本発明において用いられる分子ビーコンプローブは、第１マーカー及び第２マーカーが
結合されている。第２マーカーは、第１マーカーと近接することにより光学的特性が変化
する物質とする。具体的は、本発明における第１マーカー及び第２マーカーとしては、第
１マーカーと第２マーカーの少なくともいずれか一方が、前記分子ビーコンプローブが、
３’末端側の領域と５’末端側の領域とがハイブリダイズしている場合としていない場合
とにおいて、光学的特性が変化する物質であることを要する。　　
【００２４】
　ここで、「物質の光学的特性が変化する」とは、当該物質から発される蛍光の波長や強
度が変化することを意味する。また、本発明において、「マーカーの光学的特性を検出す
る」とは、当該マーカーから発される特定の波長の蛍光シグナルを検出することを意味す
る。当該蛍光シグナルとしては、蛍光強度や蛍光偏光等がある。本発明においては、蛍光
強度であることが好ましい。
【００２５】
　本発明において、第１マーカー及び第２マーカーは、十分に近接した場合にＦＲＥＴが
生じる物質同士の組み合わせであればよく、ＦＲＥＴにおいて一般的に用いられている物
質の中から、適宜選択して用いることができる。例えば、第１マーカー及び第２マーカー
の両方が蛍光物質であってもよく、いずれか一方が蛍光物質であり、他方が当該蛍光物質
から受け取ったエネルギーを熱エネルギーとして放出する物質（いわゆる、ダーククエン
チャー）であってもよい。また、第１マーカーと第２マーカーの一方のみが蛍光物質であ
る場合、第１マーカーと第２マーカーのいずれが蛍光物質であってもよい。すなわち、第
１マーカーが蛍光物質であり、第２マーカーが当該蛍光物質から発される蛍光を消光する
消光物質であってもよく、第２マーカーが蛍光物質であり、第１マーカーが当該蛍光物質
から発される蛍光を消光する消光物質であってもよい。
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【００２６】
　第１マーカー及び第２マーカーは、分子ビーコンプローブが３’末端側の領域と５’末
端側の領域とがハイブリダイズしている場合（ステムーループ構造が形成されている場合
）と変性し１本鎖となった場合とで、両マーカーの距離が変化するように、分子ビーコン
プローブ中に結合させる。分子ビーコンプローブの３’末端側の領域と５’末端側の領域
とがハイブリダイズしている場合、すなわちステムーループ構造を形成している場合には
、両マーカーの間でＦＲＥＴが生じるほど近接している。一方で、分子ビーコンプローブ
がステムーループ構造を形成していない場合、例えば、変性し１本鎖となった状態や、標
的核酸分子等の他の１本鎖核酸と会合体を形成している状態では、両マーカーの間でＦＲ
ＥＴが生じない程度に両マーカーの距離が離れる。本発明においては、分子ビーコンプロ
ーブの３’末端側の領域に第１マーカーが、５’末端側の領域に第２マーカーがそれぞれ
結合していることが好ましく、３’末端に第１マーカーが、５’末端に第２マーカーがそ
れぞれ結合していることがより好ましい。
【００２７】
　標的核酸分子と分子ビーコンプローブとの会合体は、分子ビーコンプローブに結合させ
た第１マーカーと第２マーカーとの間に生じるＦＲＥＴを利用して検出する。分子ビーコ
ンプローブと標的核酸分子とが会合体を形成している場合には、第１マーカーと第２マー
カーとの間でＦＲＥＴによるエネルギー移動が生じない。このため、第１マーカー若しく
は第２マーカーから発される蛍光を検出することにより、標的核酸分子と分子ビーコンプ
ローブとの会合体を検出することができる。一方で、分子ビーコンプローブは、標的核酸
分子をはじめとする他の１本鎖核酸と会合体を形成していないときにはステムーループ構
造を形成しており、第１マーカーと第２マーカーとの間でＦＲＥＴによるエネルギー移動
が生じる。このため、ステムーループ構造を形成している分子ビーコンプローブは、エネ
ルギー移動の結果発される蛍光を検出することにより検出することができる。
【００２８】
　分子ビーコンプローブは、標的核酸分子の塩基配列情報や塩基対を形成する領域の塩基
配列情報に基づいて、塩基配列を設計し、合成した核酸プローブに、マーカーを結合させ
ることにより作製されるが、分子ビーコンプローブの設計や合成、分子ビーコンプローブ
とマーカーとの結合反応は、常法により行うことができる。
【００２９】
　本発明の標的核酸分子の検出方法は、具体的には、下記工程（ａ）～（ｆ）を有する。
（ａ）標的核酸分子と相補的な塩基配列と、３’末端側の領域及び５’末端側の領域に互
いに相補的な塩基配列とを有しており、かつ第１マーカー及び第２マーカーが結合された
分子ビーコンプローブを、核酸含有試料に添加した試料溶液を調製する工程と、
（ｂ）前記工程（ａ）において調製された試料溶液中の核酸分子を変性させる工程と、
（ｃ）前記工程（ｂ）の後、前記試料溶液中の核酸分子を会合させる工程と、
（ｄ）前記工程（ｃ）の後、前記試料溶液中の前記分子ビーコンプローブのうち、会合し
ていないものに対して、３’末端側の領域及び５’末端側の領域をハイブリダイズさせて
ステムーループ構造を形成させる工程と、
（ｅ）前記工程（ｄ）の後、ステムーループ構造中のステム領域において、当該分子ビー
コンプローブの３’末端側の領域と５’末端側の領域との間に少なくとも１の共有結合を
形成させる工程と、
（ｆ）前記工程（ｅ）の後、前記試料溶液中の第１マーカー又は第２マーカーの光学的特
性に基づき、前記標的核酸分子を検出する工程。
【００３０】
　本発明において標的核酸分子とは、検出の標的である特定の塩基配列を有する核酸分子
を意味する。当該標的核酸分子としては、分子ビーコンプローブの設計が可能な程度に塩
基配列が明らかになっているものであれば、特に限定されるものではない。例えば、動物
や植物の染色体や、細菌やウィルスの遺伝子に存在する塩基配列を有する核酸分子であっ
てもよく、人工的に設計された塩基配列を有する核酸分子であってもよい。なお、本発明
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において、標的核酸分子としては、２本鎖核酸であってもよく、１本鎖核酸であってもよ
い。また、ＤＮＡとＲＮＡのいずれであってもよい。該標的核酸分子として、例えば、マ
イクロＲＮＡ、ｓｉＲＮＡ、ｍＲＮＡ、ｈｎＲＮＡ、ゲノムＤＮＡ、ＰＣＲ増幅等による
合成ＤＮＡ、ＲＮＡから逆転写酵素を用いて合成されたｃＤＮＡ等がある。本発明の標的
核酸分子の検出方法としては、マイクロＲＮＡやｓｉＲＮＡ等のＲＮＡや、これらのｃＤ
ＮＡであることが好ましい。なお、本発明において、標的核酸分子の長さは特に限定され
るものではないが、１０塩基以上であることが好ましく、１０～５００塩基程度であるこ
とがより好ましく、１０～５０塩基程度であることがさらに好ましい。中でも、１０～３
０塩基程度の長さのマイクロＲＮＡやｓｉＲＮＡであることが特に好ましい。
【００３１】
　また、本発明において核酸含有試料とは、核酸分子を含有する試料であれば、特に限定
されるものではない。該核酸含有試料として、例えば、動物等から採取した生体試料、培
養細胞等から調製された試料、核酸合成反応後の反応溶液等が挙げられる。生体試料等そ
のものであってもよく、生体試料等から抽出・精製した核酸溶液でもよい。
【００３２】
　まず、工程（ａ）として、核酸含有試料及び分子ビーコンプローブを適当な溶媒に添加
して、試料溶液を調製する。該溶媒は、第１マーカー又は第２マーカーから発される蛍光
の検出、及び、両マーカー間で生じるＦＲＥＴを阻害しない溶媒であれば、特に限定され
るものではなく、当該技術分野において一般的に用いられているバッファーの中から、適
宜選択して用いることができる。該バッファーとして、例えば、ＰＢＳ（リン酸緩衝生理
食塩水、ｐＨ７．４）等のリン酸バッファーやトリスバッファー等がある。
【００３３】
　一般的に、工程（ａ）における試料溶液の調製を、分子ビーコンプローブ中の互いに塩
基対を形成する領域のＴｍ値以下の温度で行った場合には、分子ビーコンプローブはステ
ムーループ構造の状態で存在している。このため、第１マーカーを蛍光物質、第２マーカ
ーを消光物質とした場合には、第１マーカーと第２マーカーとの間に生じるＦＲＥＴによ
り、第１マーカーから発される蛍光は消光されており、検出されないか、もしくは減弱し
ている。
【００３４】
　次に、工程（ｂ）として、調製された試料溶液中の核酸分子を変性させる。本発明にお
いて、「核酸分子を変性させる」とは、塩基対を解離させることを意味する。例えば、分
子ビーコンプローブの３’末端側の領域及び５’末端側の領域にある互いに相補的な塩基
配列によって形成された塩基対を解離させ、１本鎖構造にすることや、２本鎖核酸を１本
鎖核酸とすることを意味する。本発明においては、蛍光物質への影響が比較的小さいこと
から、高温処理による変性（熱変性）又は低塩濃度処理による変性を行うことが好ましい
。中でも、操作が簡便であるため、熱変性を行うことが好ましい。具体的には、熱変性は
、当該試料溶液を、高温処理をすることにより、当該試料溶液中の核酸分子を変性するこ
とができる。一般的には、ＤＮＡで９０℃、ＲＮＡでは７０℃で数秒間から２分間程度、
保温することによって変性させることができるが、標的核酸分子の塩基の長さ等により変
性する温度は千差万別であり、変性することが可能であれば、この温度に限定するもので
はない。一方、低塩濃度処理による変性は、例えば、精製水等により希釈することによっ
て、当該試料溶液の塩濃度が十分に低くなるように調整することによって行うことができ
る。
【００３５】
　次いで、工程（ｃ）として、前記試料溶液中の核酸分子を会合させる。標的核酸分子と
分子ビーコンプローブとの会合体の形成は、特異的会合条件で行う。具体的には、熱変性
を行った場合には、高温処理後、当該試料溶液の温度を、特異的会合条件に適う温度にま
で低下させることにより、当該試料溶液中の核酸分子を適宜会合させることができる。好
ましくは、試料溶液の温度を、分子ビーコンプローブ中の標的核酸分子と相補的な塩基配
列を有する領域のＴｍ値±３℃の温度程度まで低下させる。一方、低塩濃度処理による変
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性を行った場合にも、同様に、低塩濃度処理後、塩溶液を添加する等により、当該試料溶
液の塩濃度を、特異的会合条件に適う濃度にまで上昇させることにより、当該試料溶液中
の核酸分子を適宜会合させることができる。
【００３６】
　その後、工程（ｄ）として、試料溶液中の分子ビーコンプローブのうち、会合していな
いものに対して、３’末端側の領域及び５’末端側の領域をハイブリダイズさせてステム
ーループ構造を形成させる。具体的には、ステムーループ構造が形成可能な温度にまで試
料溶液の温度を低下させたり、ステムーループ構造が形成可能な塩濃度にまで、塩溶液を
添加して試料溶液の塩濃度を高める。
【００３７】
　ステムーループ構造が形成可能な温度や塩濃度は、例えば、分子ビーコンプローブの融
解曲線から求めることができる。融解曲線は、分子ビーコンプローブのみを含有する溶液
の温度を、高温から低温へと変化させ、当該溶液の吸光度や蛍光強度を測定することによ
り作成できる。得られた融解曲線から、ステムーループ構造を形成していた分子ビーコン
プローブが、変性し始める温度よりも低い温度が、ステムーループ構造が形成可能な温度
範囲となる。温度に代えて、溶液中の塩濃度を低濃度から高濃度への変化させることによ
っても、同様にして融解曲線を決定し、ステムーループ構造が形成可能な温度範囲となる
。その他、ステム領域の塩基配列情報から当該領域のＴｍ値（融解温度）よりも低い温度
範囲をステムーループ構造が形成可能な温度範囲とすることもできる。
【００３８】
　本発明においては、処理が簡便であることから、工程（ｄ）におけるステムーループ構
造の形成は、温度条件をステムーループ構造が形成可能な温度以下とすることにより行う
ことが好ましい。中でも、標的核酸分子と分子ビーコンプローブとの特異的会合条件で会
合体を形成させた後、試料溶液を、当該分子ビーコンプローブがステムーループ構造を形
成可能な温度にまで急冷（急速冷却）することが好ましい。急冷することにより、遊離の
分子ビーコンプローブに、速やかにステムーループ構造を形成させることができ、分子ビ
ーコンプローブと非標的核酸分子との会合体の形成をより十分に抑制することができる。
【００３９】
　工程（ｄ）の後、工程（ｅ）として、ステムーループ構造が形成されている分子ビーコ
ンプローブにおいて、ステム領域を形成している３’末端側の領域と５’末端側の領域と
の間に少なくとも１の共有結合を形成させる。３’末端側の領域と５’末端側の領域との
間に共有結合を形成させることにより、ステム構造（３’末端側の領域と５’末端側の領
域との間に形成されている塩基対）が解消されたとしても、３’末端側の領域と５’末端
側の領域は、ステム構造と同様にＦＲＥＴが起こる程度にまで隣接した状態で安定して維
持される。
【００４０】
　工程（ｅ）における共有結合の形成方法は、塩基対を形成している２本の１本鎖核酸同
士を連結する共有結合を形成可能であれば、特に限定されるものではなく、核酸分子同士
をクロスリンクする際に用いられる公知の手法の中から適宜選択して行うことができる。
なお、工程（ｅ）における共有結合の形成は、工程（ｄ）において形成されたステム－ル
ープ構造を維持した状態で行うことが好ましい。例えば、工程（ｄ）におけるステム－ル
ープ構造の形成を、試料溶液をステム－ループ構造形成可能な温度にまで低下させること
により行った場合には、工程（ｅ）における共有結合の形成は、試料溶液の温度を変更せ
ずに行うことが好ましい。
【００４１】
　本発明においては、光化学的反応により、共有結合を形成することが好ましい。光化学
的反応とは、特定の波長の光を照射し、その光エネルギーを利用して行われる反応を意味
する。光化学的反応により共有結合を形成する方法は、試料溶液に特定の波長の光を照射
することによって会合体の核酸鎖間に共有結合を形成させることができるため、試料溶液
の組成等の条件を変動させる必要がない。このため、試料溶液中の会合体に対して、共有



(14) JP 5946168 B2 2016.7.5

10

20

30

40

50

結合形成以外に与える影響を抑えることができ、かつ操作も簡便である。
【００４２】
　例えば、ステム領域を形成する３’末端側の領域及び５’末端側の領域中の少なくとも
１の塩基が光反応性塩基誘導体に置換されている分子ビーコンプローブを用いることによ
り、光化学反応によって、当該分子ビーコンププローブの３’末端側の領域とび５’末端
側の領域との間に、当該光反応性塩基誘導体を介した共有結合を形成することができる。
【００４３】
　ここで、光反応性塩基誘導体とは、特定の波長の光が照射されることにより、有機合成
反応における反応性が活性化される部位（光反応性部位）を有し、天然のヌクレオチドと
同様に核酸鎖を形成することが可能な塩基誘導体を意味する。
【００４４】
　例えば、３’末端側の領域であって、５’末端側の領域と相補的な塩基配列中の少なく
とも１の塩基が光反応性塩基誘導体に置換されている分子ビーコンプローブに、ステムー
ループ構造を形成させた後、当該分子ビーコンプローブが含まれている試料溶液に、当該
光反応性塩基誘導体中の光反応性部位を活性化し得る波長の光を照射すると、当該光反応
性部位が活性化され、この光反応性部位に近接する当該分子ビーコンプローブの５’末端
側の領域中の原子との間に共有結合が形成される。
【００４５】
　分子ビーコンプローブ中の光反応性塩基誘導体に置換される塩基は、ステム領域（互い
に相補的な塩基配列を有する３’末端側の領域及び５’末端側の領域）中の塩基であれば
特に限定されるものではない。
【００４６】
　このような光反応性塩基誘導体としては、例えば、３－Ｃｙａｎｏｖｉｎｙｌｃａｒｂ
ａｚｏｌｅ　Ｎｕｃｌｅｏｓｉｄｅ（ＣＮＶＫ）（例えば非特許文献４又は５参照。）等
が挙げられる。なお、光反応性塩基誘導体に置換されている分子ビーコンプローブは、例
えば、分子ビーコンプローブを公知のオリゴヌクレオチド合成機を用いて合成する際に、
光反応性塩基誘導体を原料として用いることにより製造することができる。また、未置換
分子ビーコンプローブを製造した後、公知の有機合成反応により、当該プローブを構成す
る塩基に適当な光反応性官能基を導入することによっても得ることができる。
【００４７】
　光反応性塩基誘導体としてＣＮＶＫを用いた場合には、具体的には、次のようにして、
分子ビーコンプローブのステムーループ構造のステム領域を共有結合により安定化するこ
とができる。まず、分子ビーコンプローブ中のステム領域を形成する塩基のうち、当該塩
基の５’側に隣接する塩基がプリン塩基である塩基を、少なくとも１つＣＮＶＫに置換し
たＣＮＶＫ置換分子ビーコンプローブを調製する。次いで、このＣＮＶＫ置換分子ビーコ
ンプローブにステムーループ構造を形成させた後、形成された会合体を含む試料溶液に３
４０～３８０ｎｍの光、好ましくは３６０～３７０ｎｍの光、より好ましくは３６６ｎｍ
を含む紫外光を照射すると、ＣＮＶＫの５’側 に隣接するプリン塩基と塩基対を形成し
ているステム領域中のピリミジン塩基を構成する原子とＣＮＶＫを構成する原子とが共有
結合により結合する。
【００４８】
　その他、光反応性塩基誘導体として、チミン（Ｔ）又はアデニン（Ａ）にリンカーを介
してソラーレン（ｐｓｏｒａｌｅｎ）（例えば、Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 88,
 pp. 5602-5606, July 1991）を付加したものを用いてもよい。例えば、分子ビーコンプ
ローブ中のステム領域にＴＡ配列があった場合に、当該ＴＡ配列中のＴ又はＡにリンカー
を介してソラーレンを結合させたソラーレン結合分子ビーコンプローブを調製する。次い
で、このソラーレン結合分子ビーコンプローブにステムーループ構造を会合させた後、２
５４ｎｍ等の近紫外光を照射すると、このソラーレンを介してステム領域を構成している
３’末端側の領域と５’末端側の領域の間が架橋され、ステム領域が安定化する。
【００４９】
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　本発明においては、前記工程（ｃ）の後、工程（ｄ）の前に、下記工程（ｇ）及び（ｈ
）を有していることが好ましい。
（ｇ）前記工程（ｃ）の後、前記試料溶液の温度及び塩濃度が前記工程（ｃ）における会
合体形成時と同じ条件下で、形成された会合体中の２本の核酸鎖間に共有結合を形成する
工程と、
（ｈ）前記工程（ｇ）の後、会合体を形成する２本の核酸鎖のうちの一方が前記分子ビー
コンプローブである会合体のうち、２本の核酸鎖間に共有結合が形成されていない会合体
を解離させる工程。
【００５０】
　工程（ｃ）において分子ビーコンプローブと標的核酸分子との会合体を形成させた後、
同じ条件下で、すなわち、特異的結合条件下で、形成された会合体中の２本の核酸鎖（分
子ビーコンプローブ及び標的核酸分子）間で共有結合を形成することによって標的核酸分
子と分子ビーコンプローブとの会合体を安定化ずる。さらに、標的核酸分子以外の核酸分
子と分子ビーコンプローブとの非特異的会合体を解離させて、当該非特異的会合体を形成
していた分子ビーコンプローブにステムーループ構造を形成させた後に、標的核酸分子と
分子ビーコンプローブとの会合体を検出する。特異的会合条件において特異的に形成され
た標的核酸分子と分子ビーコンプローブとの会合体が、ＦＲＥＴ検出時まで安定して保持
されるため、標的核酸分子検出の特異性や定量性を顕著に改善することができる。
【００５１】
　なお、「工程（ｃ）における会合体形成時と同じ条件」とは、試料溶液の温度及び塩濃
度が互いに同一条件であることが好ましいが、標的核酸分子と分子ビーコンプローブとの
会合体の形成しやすさと、非標的核酸分子と分子ビーコンプローブとの会合体の形成しや
すさとが、工程（ｃ）における会合体形成時と、工程（ｇ）における共有結合形成時とで
実質的に同じであればよく、必ずしも物理的に完全に同一でなくてもよい場合がある。例
えば、工程（ｃ）における会合体形成時の試料溶液の温度がＴｍ値±３℃であった場合に
、工程（ｇ）における共有結合形成時の試料溶液の温度もＴｍ値±３℃の範囲内の温度で
あればよい場合がある。標的核酸分子の塩基配列の種類によっては、Ｔｍ値±３℃の温度
であれば、特異的会合条件であり、当該温度範囲内で多少の変動があったとしても、会合
体形成の特異性に対する影響はほとんどないと考えられるためである。
【００５２】
　工程（ｇ）における共有結合の形成方法は、工程（ｅ）における共有結合の形成と同様
、１本鎖化された標的核酸分子と分子ビーコンプローブとが会合して形成された会合体の
２本鎖間にのみ共有結合を形成可能であれば、特に限定されるものではなく、核酸分子同
士をクロスリンクする際に用いられる公知の手法の中から適宜選択して行うことができる
。
【００５３】
　本発明においては、光化学的反応により、共有結合を形成することが好ましい。
　例えば、標的核酸分子と相補的な塩基配列中の少なくとも１の塩基を、光反応性塩基誘
導体に置換されている分子ビーコンプローブを用いることにより、光化学反応によって、
標的核酸分子と分子ビーコンプローブとの会合体に、当該光反応性塩基誘導体を介した共
有結合を形成することができる。光反応性塩基誘導体に置換されている分子ビーコンプロ
ーブと標的核酸分子との会合体を形成させた後、当該会合体が含まれている試料溶液に、
当該光反応性塩基誘導体中の光反応性部位を活性化し得る波長の光を照射すると、当該光
反応性部位が活性化され、この光反応性部位に近接する標的核酸分子中の原子との間に共
有結合が形成される。
【００５４】
　分子ビーコンプローブ中の光反応性塩基誘導体に置換される塩基は、標的核酸分子と相
補的な塩基配列中の塩基であれば特に限定されるものではない。本発明の標的核酸分子の
検出方法を標的核酸分子に１～数塩基、特に１塩基のみが相違する近似した核酸分子が存
在し、当該核酸分子と区別して標的核酸分子を検出する場合には、分子ビーコンプローブ
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中の光反応性塩基誘導体に置換される塩基は、当該相違する塩基（１塩基変異解析の場合
には変異部分）と塩基対を形成する塩基から２０塩基対以内であることが好ましく、１０
塩基以内であることがより好ましく、５塩基以内であることがさらに好ましい。
【００５５】
　光反応性塩基誘導体としてＣＮＶＫを用いた場合には、具体的には、次のようにして、
標的核酸分子と分子ビーコンプローブとの会合体を共有結合により安定化することができ
る。まず、分子ビーコンプローブ中の標的核酸分子と塩基対を形成する塩基のうち、当該
塩基の５’側に隣接する塩基がプリン塩基である塩基を、少なくとも１つＣＮＶＫに置換
したＣＮＶＫ置換分子ビーコンプローブを調製する。次いで、このＣＮＶＫ置換分子ビー
コンプローブと標的核酸分子とを会合させた後、形成された会合体を含む試料溶液に３４
０～３８０ｎｍの光、好ましくは３６０～３７０ｎｍの光、より好ましくは３６６ｎｍを
含む紫外光を照射すると、ＣＮＶＫの５’側 に隣接するプリン塩基と塩基対を形成して
いる標的核酸分子中のピリミジン塩基を構成する原子とＣＮＶＫを構成する原子とが共有
結合により結合する。
【００５６】
　その他、例えば、分子ビーコンプローブ中の標的核酸分子と会合する領域に、ＴＡ配列
があった場合に、当該ＴＡ配列中のＴ又はＡにリンカーを介してソラーレンを結合させた
ソラーレン結合分子ビーコンプローブを調製する。次いで、このソラーレン結合分子ビー
コンプローブと標的核酸分子とを会合させた後、２５４ｎｍ等の近紫外光を照射すると、
このソラーレンを介して標的核酸分子とソラーレン結合分子ビーコンプローブとが架橋さ
れ、両者による会合体が安定化する。
【００５７】
　さらに工程（ｈ）として、会合体を形成する２本の核酸鎖のうちの一方が前記分子ビー
コンプローブである会合体のうち、２本の核酸鎖間に共有結合が形成されていない会合体
を解離させる。共有結合が形成されていない会合体を解離させる方法は、特に限定される
ものではなく、工程（ｂ）における変性と同様に行うことができる。
【００５８】
　試料溶液中の核酸分子を変性させた後（工程（ｈ））、工程（ｅ）として、当該試料溶
液を急冷することが好ましい。急冷は、変性状態から可能な限り速やかに０℃近傍にする
ことが望ましいが、変性状態の分子ビーコンプローブがその他の核酸分子と会合せず、ス
テムーループ構造が優先的に形成されるような冷却速度であればよい。
【００５９】
　特異的会合条件で形成された会合体を形成させた後（工程（ｃ））、標的核酸分子と分
子ビーコンプローブとからなる特異的な会合体のみが共有結合により安定化される（工程
（ｇ））。次いで、非特異的な会合体を形成していた分子ビーコンプローブは解離された
後（工程（ｈ））、ステム－ループ構造が形成され（工程（ｄ））、当該構造が共有結合
により安定化される（工程（ｅ））。これにより、理論的には試料溶液中では、標的核酸
分子と会合体を形成した分子ビーコンプローブは、会合体の状態で安定化されており、標
的核酸分子と会合体を形成していない分子ビーコンプローブは全てステムーループ構造を
形成した状態で安定化されている。このため、当該試料溶液の蛍光強度を解析することに
より、標的核酸分子の検出精度がより向上する。
【００６０】
　このように、本発明の標的核酸分子の検出方法が、さらに工程（ｇ）及び（ｈ）を有す
る場合には、ハイブリダイゼーション反応により形成された会合体を、特異的会合条件下
における会合時の状態で安定化し、さらに非特異的に形成された会合体を解離させておく
ため、高い特異性でハイブリダイゼーション反応を検出することが可能である。このため
、当該態様の検出方法は、標的核酸分子と当該分子と１又は数塩基のみのミスマッチ部位
を有する核酸分子が混在している核酸含有試料から、標的核酸分子を特異的に検出する際
の感度や特異度をより向上させることができる。
【００６１】
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　図１は、会合体を構成する標的核酸分子と分子ビーコンプローブとの間に共有結合形成
（クロスリンク）を生じさせた上で、試料溶液中の会合体を変性させた後に急冷させ、さ
らにステムーループ構造を形成した分子ビーコンプローブのステム領域に共有結合を形成
することの効果を模式的に示した図である。
【００６２】
　図１の上図は、標的核酸分子２、非標的核酸分子３、及び分子ビーコンプローブ１を含
む試料溶液を変性処理後、３４０～３８０ｎｍの光を照射して、会合体を構成する標的核
酸分子と第１核酸分子プローブとの間に共有結合形成（クロスリンク）を生じさせたこと
を示す。分子ビーコンプローブ１は、標的核酸分子と相補的な塩基配列中の１の塩基が光
反応性塩基誘導体６に置換されており、かつ第１マーカー４（蛍光物質）及び第２マーカ
ー５（消光物質）が結合されている。また、非標的核酸分子３は、分子ビーコンプローブ
とは非相補的な塩基配列を有する核酸分子であり、図中「×」は、分子ビーコンプローブ
と非相補的な塩基を示している。変性後の試料溶液中の分子ビーコンプローブ１は、分子
ビーコンプローブ１と標的核酸分子２との会合に最適化した温度（特異的会合条件）にて
会合を行った場合に、標的核酸分子２とのみならず、標的核酸分子２と一塩基のみが相違
する非標的核酸分子３とも会合体を形成する。
【００６３】
　図１の中図及び下図は、クロスリンク後に試料溶液中の会合体を変性させた後、急冷し
た場合の分子ビーコンプローブ１等の状態を示す。変性させることにより、共有結合が形
成されていない非標的核酸分子３と分子ビーコンプローブ１との会合体は解離する。一方
で、標的核酸分子２と分子ビーコンプローブ１との会合体は、変性させた後も共有結合に
より結合が維持される。その後の急冷処理により、標的核酸分子２と分子ビーコンプロー
ブ１との会合体が変性前と同様に形成される。一方、非標的核酸分子３から解離された分
子ビーコンプローブ１は、ステムーループ構造を形成する。この状態の試料溶液に３４０
～３８０ｎｍの光を照射して、ステム領域を構成する３’末端側の領域及び５’末端側の
領域の間に、光反応性塩基誘導体７による共有結合形成（クロスリンク）を生じさせる。
その後、常温で、第１マーカー４の分光特性に最適な波長の光を照射してＦＲＥＴ測定を
行うと、エネルギー移動により、ステムーループ構造を形成した分子ビーコンプローブ１
からは蛍光は検出されないか、もしくは減弱しているが、標的核酸分子２と分子ビーコン
プローブ１との会合体からは、第１マーカー４から発される蛍光が検出される。
【００６４】
　次いで工程（ｆ）として、試料溶液中の第１マーカー又は第２マーカーの光学的特性に
基づき、前記標的核酸分子を検出する。試料溶液中、分子ビーコンプローブと標的核酸分
子との会合体のみが、第１マーカー又は第２マーカーに由来する蛍光を発しているためで
ある。したがって、第１マーカーの分光特性に最適な波長の光を照射し、第１マーカーか
ら発される蛍光の蛍光強度やその揺らぎ（時間変化）を測定することにより、当該第１マ
ーカーと分子ビーコンプローブを介して結合している標的核酸分子を検出することができ
る。
【００６５】
　なお、工程（ｆ）において、試料溶液中の第１マーカー又は第２マーカーの光学的特性
の時間変化の検出方法は、溶液中の分子の蛍光シグナルの強度又はその時間変化（揺らぎ
）を検出し解析し得る方法であれば、特に限定されるものではない。例えば、試料溶液中
の全蛍光分子から発される蛍光強度を測定してもよく、一分子ごとに蛍光強度を測定して
もよい。
【００６６】
　試料溶液の蛍光強度は、蛍光プレートリーダー等の蛍光分光光度計等を用いて常法によ
り測定することができる。試料溶液の蛍光強度は、当該試料溶液中に含まれている分子ビ
ーコンプローブと標的核酸分子との会合体の量に依存する。このため、例えば、予め検出
対象である蛍光物質の含有量と蛍光強度との関係を示す検量線を作成しておくことにより
、試料溶液中の分子ビーコンプローブと標的核酸分子との会合体の量、すなわち、核酸含
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有試料中の標的核酸分子の量を定量することができる。
【００６７】
　試料溶液中の一分子ごとに蛍光強度を測定する方法としては、蛍光相関分光法（Ｆｌｕ
ｏｒｅｓｃｅｎｃｅ　Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ，ＦＣＳ）、
蛍光強度分布解析法（Ｆｌｕｏｒｅｃｓｃｅｎｃｅ　Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　Ｄｉｓｔｒｉ
ｂｕｔｉｏｎ　Ａｎａｌｙｓｉｓ， ＦＩＤＡ）、又は蛍光偏光強度分布解析法（ＦＩＤ
Ａ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ，ＦＩＤＡ－ＰＯ）により、前記試料溶液中に存在してい
る前記標的核酸分子と会合している分子ビーコンプローブの分子数を算出する方法が挙げ
られる。本発明の標的核酸分子の検出方法においては、ＦＲＥＴにより生じる光学的特性
の変化を検出していることから、これらの一分子蛍光分析法のうち、ＦＩＤＡ又はＦＣＳ
を行うことがより好ましく、ＦＩＤＡを行うことがさらに好ましい。
【００６８】
　なお、このような分子の蛍光シグナルの時間変化の検出及び解析は、例えば、ＭＦ２０
（オリンパス社製）等の公知の一分子蛍光分析システム等を用いて、常法により行うこと
ができる。また、本発明においては、第１マーカー又は第２マーカー由来の蛍光を発する
分子は、分子ビーコンプローブと標的核酸分子との会合体のみであるため、蛍光分子をこ
れらの一分子蛍光分析法によって検出することにより、直接的に標的核酸分子数を計測す
ることができる。
【００６９】
　例えば、ＦＩＤＡにより、共焦点光学系における焦点領域に存在している分子の蛍光強
度の揺らぎを検出した後、統計解析を行うことによって、標的核酸分子と会合している分
子ビーコンプローブの分子数を算出することにより、標的核酸分子を検出し定量すること
ができる。
　また、ＦＩＤＡ－ＰＯにより、共焦点光学系における焦点領域に存在している分子の蛍
光強度の偏光を検出した後、統計解析を行うことによって、標的核酸分子と会合している
分子ビーコンプローブの分子数を算出することにより、標的核酸分子を検出し定量するこ
とができる。
　さらに、ＦＣＳにより、共焦点光学系における焦点領域に存在している分子の蛍光強度
の揺らぎを検出した後、統計解析を行うことによって、標的核酸分子と会合している分子
ビーコンプローブの分子数を算出することにより、標的核酸分子を検出し定量することが
できる。
【００７０】
　本発明の標的核酸分子の検出方法においては、その他、走査分子計数法により、試料溶
液中の蛍光分子を検出することもできる。具体的には、共焦点顕微鏡又は多光子顕微鏡の
光学系を用いて、前記試料溶液内において前記光学系の光検出領域の位置を移動させなが
ら、当該光検出領域からの蛍光を検出することにより、前記試料溶液中に存在している前
記標的核酸分子と会合している分子ビーコンプローブの分子数を算出する。
【００７１】
　まず、走査分子計数法について説明する。走査分子計数法は、微小領域により試料溶液
内を走査しながら、試料溶液中に分散してランダムに運動する光を発する粒子（以下、「
発光粒子」と称する。）が微小領域内を横切るときに、微小領域中の発光粒子から発せら
れる光を検出し、これにより、試料溶液中の発光粒子の一つ一つを個別に検出して、発光
粒子のカウンティングや試料溶液中の発光粒子の濃度又は数密度に関する情報の取得を可
能にする技術である。ＦＩＤＡ等のような光分析技術と同様に、測定に必要な試料が微量
（例えば、数十μＬ程度）であってもよく、また、測定時間が短く、しかも、ＦＩＤＡ等
の光分析技術の場合に比して、より低い濃度又は数密度の発光粒子について、その濃度又
は数密度等の特性を定量的に検出することが可能となる。
【００７２】
　発光粒子は、観測対象となる粒子と発光プローブとが結合又は会合した粒子を意味する
。「発光プローブ」とは、観測対象となる粒子に結合又は会合する性質を有し、且つ、光
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を発する物質（通常、分子又はそれらの凝集体）であり、典型的には、蛍光性粒子である
が、りん光、化学発光、生物発光、光散乱等により光を発する粒子であってもよい。本発
明の標的核酸分子の検出方法を走査分子計数法により行う場合、発光プローブは分子ビー
コンプローブであり、発光粒子には、分子ビーコンプローブと標的核酸分子との会合体が
含まれる。
【００７３】
　本発明及び本願明細書において、共焦点顕微鏡又は多光子顕微鏡の光学系の「光検出領
域」とは、それらの顕微鏡において光が検出される微小領域であり、対物レンズから照明
光が与えられる場合には、その照明光が集光された領域に相当する。なお、かかる領域は
、共焦点顕微鏡においては、特に対物レンズとピンホールとの位置関係により確定される
。
【００７４】
　試料溶液内において光検出領域の位置を移動しながら、即ち、試料溶液内を光検出領域
により走査しながら、逐次的に、光の検出が行われる。そうすると、移動する光検出領域
が、ランダムに運動している粒子に結合又は会合した発光プローブを包含したときには、
発光プローブからの光が検出され、これにより、一つの粒子の存在が検出されることとな
る（実験の態様によっては、発光プローブは、一旦検出したい粒子と結合した後、光の検
出時には、粒子から解離している場合もあり得る。）。そして、逐次的に検出された光に
おいて発光プローブからの光信号を個別に検出して、これにより、（発光プローブと結合
した）粒子の存在を一つずつ個別に逐次的に検出し、粒子の溶液内での状態に関する種々
の情報が取得されることとなる。具体的には、例えば、上記の構成において、個別に検出
された粒子を計数して光検出領域の位置の移動中に検出された粒子の数を計数するように
なっていてよい（粒子のカウンティング）。かかる構成によれば、粒子の数と光検出領域
の位置の移動量と組み合わせることにより、試料溶液中の粒子の数密度又は濃度に関する
情報が得られることとなる。特に、任意の手法により、例えば、所定の速度にて光検出領
域の位置を移動するなどして、光検出領域の位置の移動軌跡の全体積を特定すれば、粒子
の数密度又は濃度が具体的に算定できることとなる。勿論、絶対的な数密度値又は濃度値
を直接的に決定するのではなく、複数の試料溶液又は濃度若しくは数密度の基準となる標
準試料溶液に対する相対的な数密度若しくは濃度の比を算出するようになっていてもよい
。また、走査分子計数法においては、光学系の光路を変更して光検出領域の位置を移動す
るよう構成されていることにより、光検出領域の移動は、速やかであり、且つ、試料溶液
において機械的振動や流体力学的な作用が実質的に発生しないので、検出対象となる粒子
が力学的な作用の影響を受けることなく安定した状態にて、光の計測が可能である（試料
溶液中に振動や流れが作用すると、粒子の物性的性質が変化する可能性がある。）。そし
て、試料溶液を流通させるといった構成が必要ではないので、ＦＣＳ、ＦＩＤＡ等の場合
と同様に微量（１～数十μＬ程度）の試料溶液にて計測及び分析が可能である。
【００７５】
　上記の粒子を個別に検出する過程において、逐次的に検出される光信号から、１つの粒
子に結合した発光プローブ（１つの発光プローブが１つの粒子に結合している場合、複数
の発光プローブが１つの粒子に結合している場合、及び、実験態様によって１つの粒子に
結合した後粒子から解離した発光プローブである場合を含む。以下同様）が光検出領域に
入ったか否かの判定は、時系列に検出される光信号の形状に基づいて為されてよい。実施
の形態において、典型的には、所定の閾値より大きい強度を有する光信号が検出されたと
きに、１つの粒子に結合した発光プローブが光検出領域に入ったと検出されるようになっ
ていてよい。
【００７６】
　また、上記の光検出領域の位置を移動する過程において、試料溶液内での光検出領域の
位置の移動速度は、粒子に結合した発光プローブの特性又は試料溶液中の数密度又は濃度
に基づいて適宜変更されてよい。当業者において理解される如く、粒子に結合した発光プ
ローブから検出される光の態様は、その特性又は試料溶液中の数密度又は濃度によって変
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化し得る。特に、光検出領域の移動速度が速くなると、１つの粒子に結合した発光プロー
ブから得られる光量は低減することとなるので、１つの粒子に結合した発光プローブから
の光が精度よく又は感度よく計測できるように、光検出領域の移動速度は、適宜変更され
ることが好ましい。
【００７７】
　更に、上記の光検出領域の位置を移動する過程において、試料溶液内での光検出領域の
位置の移動速度は、好適には、検出対象となる粒子に結合した発光プローブ（即ち、本発
明においては分子ビーコンプローブ及びその会合体）の拡散移動速度（ブラウン運動によ
る粒子の平均の移動速度）よりも高く設定される。上記に説明されている如く、本発明の
方法では、光検出領域が１つの粒子に結合した発光プローブの存在位置を通過したときに
その発光プローブから発せられる光を検出して、発光プローブを個別に検出する。しかし
ながら、粒子に結合した発光プローブが溶液中でブラウン運動することによりランダムに
移動して、複数回、光検出領域を出入りする場合には、１つの発光プローブから複数回、
（検出したい粒子の存在を表す）光信号が検出されてしまい、検出された光信号と１つの
検出したい粒子の存在とを対応させることが困難となる。そこで、上記の如く、光検出領
域の移動速度を粒子に結合した発光プローブの拡散移動速度よりも高く設定し（具体的に
は、光学系の光検出領域の位置が、標的核酸分子と会合している分子ビーコンプローブの
拡散移動速度よりも速い速度にて移動されるように設定し）、これにより、１つの粒子に
結合した発光プローブを、１つの（粒子の存在を表す）光信号に対応させることが可能と
なる。なお、拡散移動速度は、粒子に結合した発光プローブによって変わるので、上記の
如く、粒子に結合した発光プローブの特性（特に、拡散定数）に応じて、光検出領域の移
動速度は適宜変更されることが好ましい。
【００７８】
　光検出領域の位置の移動のための光学系の光路の変更は、任意の方式で為されてよい。
例えば、レーザ走査型光学顕微鏡において採用されているガルバノミラーを用いて光路を
変更して光検出領域の位置が変更されるようになっていてよい。光検出領域の位置の移動
軌跡は、任意に設定されてよく、例えば、円形、楕円形、矩形、直線及び曲線のうちから
選択可能であってよい。
【００７９】
　走査分子計数法は、その光検出機構自体については、ＦＩＤＡ等の光分析技術の場合と
同様に、共焦点顕微鏡又は多光子顕微鏡の光検出領域からの光を検出するよう構成されて
いるので、試料溶液の量は、同様に微量であってよい。しかしながら、走査分子計数法に
おいては、蛍光強度のゆらぎを算出するといった統計的処理が実行されないので、走査分
子計数法の光分析技術は、粒子の数密度又は濃度がＦＩＤＡ等の光分析技術に必要であっ
たレベルよりも大幅に低い試料溶液に適用可能である。
【００８０】
　また、走査分子計数法では、溶液中に分散又は溶解した粒子の各々を個別に検出するよ
うになっているので、その情報を用いて、定量的に、粒子のカウンティングや試料溶液中
の粒子の濃度又は数密度の算定又は濃度又は数密度に関する情報の取得が可能となる。す
なわち、走査分子計数法によれば、光検出領域を通過する粒子と検出された光信号とを１
対１に対応させて粒子を一つずつ検出するので、溶液中に分散してランダムに運動する粒
子のカウンティングが可能となり、従前に比して、精度よく試料溶液中の粒子の濃度又は
数密度を決定することが可能となる。例えば、本発明の標的核酸分子の検出方法における
ＦＲＥＴ測定を、走査分子計数法により行い、分子ビーコンプローブが発する光によって
試料溶液中の粒子を個別に検出しその数を計数して粒子濃度を決定する場合には、試料溶
液の標的核酸分子の濃度が、蛍光分光光度計やプレートリーダーにより計測された蛍光強
度に基づいて決定可能な濃度よりも更に低い濃度であっても標的核酸分子を検出可能であ
る。
【００８１】
　更に、光学系の光路を変更して試料溶液中を光検出領域にて走査する態様によれば、試
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料溶液に対して機械的振動や流体力学的な作用を与えずに、試料溶液内を一様に或いは試
料溶液が機械的に安定した状態で観測することになるので、例えば、試料に流れを発生さ
せる場合（流れを与える場合には常に一様な流速を与えることは困難であると共に、装置
構成が複雑となり、また、必要な試料量が大幅に増大すると共に、流れによる流体力学的
作用によって溶液中の粒子、発光プローブ若しくは結合体又はその他の物質が変質又は変
性してしまう可能性がある。）に比して、定量的な検出結果の信頼性が向上し、また、試
料溶液中の検出対象となる粒子（本発明においては、標的核酸分子）に対して力学的な作
用による影響又はアーティファクトの無い状態で計測が行えることとなる。
【００８２】
＜走査分子計数法のための光分析装置の構成＞
　走査分子計数法は、基本的な構成において、図２（Ａ）に模式的に例示されている如き
、ＦＩＤＡ等が実行可能な共焦点顕微鏡の光学系と光検出器とを組み合わせてなる光分析
装置により実現可能である。同図を参照して、光分析装置１０１は、光学系１０２～１１
７と、光学系の各部の作動を制御すると共にデータを取得し解析するためのコンピュータ
１１８とから構成される。光分析装置１０１の光学系は、通常の共焦点顕微鏡の光学系と
同様であってよく、そこにおいて、光源１０２から放射されシングルモードファイバー１
０３内を伝播したレーザ光（Ｅｘ）が、ファイバーの出射端において固有のＮＡにて決ま
った角度にて発散する光となって放射され、コリメーター１０４によって平行光となり、
ダイクロイックミラー１０５、反射ミラー１０６、１０７にて反射され、対物レンズ１０
８へ入射される。対物レンズ１０８の上方には、典型的には、１～数十μＬの試料溶液が
分注される試料容器又はウェル１１０が配列されたマイクロプレート１０９が配置されて
おり、対物レンズ１０８から出射したレーザ光は、試料容器又はウェル１１０内の試料溶
液中で焦点を結び、光強度の強い領域（励起領域）が形成される。試料溶液中には、観測
対象物である粒子と、かかる粒子と結合する発光プローブ、典型的には、蛍光色素等の発
光標識が付加された分子が分散又は溶解されており、発光プローブと結合又は会合した粒
子（実験の態様によっては、粒子と一旦結合した後粒子から解離した発光プローブ）が励
起領域に進入すると、その間、発光プローブが励起され光が放出される。放出された光（
Ｅｍ）は、対物レンズ１０８、ダイクロイックミラー１０５を通過し、ミラー１１１にて
反射してコンデンサーレンズ１１２にて集光され、ピンホール１１３を通過し、バリアフ
ィルター１１４を透過して（ここで、特定の波長帯域の光成分のみが選択される。）、マ
ルチモードファイバー１１５に導入されて、光検出器１１６に到達し、時系列の電気信号
に変換された後、コンピュータ１１８へ入力され、後に説明される態様にて光分析のため
の処理が為される。なお、当業者において知られている如く、上記の構成において、ピン
ホール１１３は、対物レンズ１０８の焦点位置と共役の位置に配置されており、これによ
り、図２（Ｂ）に模式的に示されている如きレーザ光の焦点領域、即ち、励起領域内から
発せられた光のみがピンホール１３を通過し、励起領域以外からの光は遮断される。図２
（Ｂ）に例示されたレーザ光の焦点領域は、通常、１～１０ｆＬ程度の実効体積を有する
本光分析装置における光検出領域であり（典型的には、光強度が領域の中心を頂点とする
ガウス型分布又はローレンツ型分布となる。実効体積は、光強度が１／ｅ２となる面を境
界とする略楕円球体の体積である。）、コンフォーカル・ボリュームと称される。また、
走査分子計数法では、１つの粒子及び発光プローブの結合体又は発光プローブからの光、
例えば、一個又は数個の蛍光色素分子からの微弱光が検出されるので、光検出器１１６と
しては、好適には、フォトンカウンティングに使用可能な超高感度の光検出器が用いられ
る。また、顕微鏡のステージ（図示せず）には、観察するべきウェル１１０を変更するべ
く、マイクロプレート１０９の水平方向位置を移動するためのステージ位置変更装置１１
７ａが設けられていてよい。ステージ位置変更装置１１７ａの作動は、コンピュータ１１
８により制御されてよい。かかる構成により、検体が複数在る場合にも、迅速な計測が達
成可能となる。
【００８３】
　更に、上記の光分析装置の光学系においては、光学系の光路を変更して試料溶液内を光
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検出領域により走査する、即ち、試料溶液内において焦点領域（即ち、光検出領域）の位
置を移動するための機構が設けられる。かかる光検出領域の位置を移動するための機構と
しては、例えば、図２（Ｃ）に模式的に例示されている如く、反射ミラー１０７の向きを
変更するミラー偏向器１１７が採用されてよい。かかるミラー偏向器１１７は、通常のレ
ーザ走査型顕微鏡に装備されているガルバノミラー装置と同様であってよい。また、所望
の光検出領域の位置の移動パターンを達成するべく、ミラー偏向器１１７は、コンピュー
タ１１８の制御の下、光検出器１１６による光検出と協調して駆動される。光検出領域の
位置の移動軌跡は、円形、楕円形、矩形、直線、曲線又はこれらの組み合わせから任意に
選択されてよい（コンピュータ１１８におけるプログラムにおいて、種々の移動パターン
が選択できるようになっていてよい。）。なお、図示していないが、対物レンズ１０８を
上下に移動することにより、光検出領域の位置が上下方向に移動されるようになっていて
もよい。上記の如く、試料溶液を移動するのではなく、光学系の光路を変更して光検出領
域の位置を移動する構成によれば、試料溶液内に機械的な振動や流体力学的な作用が実質
的に発生することがなくなり、観測対象物に対する力学的な作用の影響を排除することが
可能となり、安定的な計測が達成される。
【００８４】
　粒子及び発光プローブの結合体又は発光プローブが多光子吸収により発光する場合には
、上記の光学系は、多光子顕微鏡として使用される。その場合には、励起光の焦点領域（
光検出領域）のみで光の放出があるので、ピンホール１１３は、除去されてよい。また、
粒子及び発光プローブの結合体又は発光プローブが化学発光や生物発光現象により励起光
によらず発光する場合には、励起光を生成するための光学系１０２～５が省略されてよい
。粒子及び発光プローブの結合体又は発光プローブがりん光又は散乱により発光する場合
には、上記の共焦点顕微鏡の光学系がそのまま用いられる。更に、光分析装置１０１にお
いては、図示の如く、複数の励起光源１０２が設けられていてよく、粒子及び発光プロー
ブの結合体又は発光プローブを励起する光の波長によって適宜、励起光の波長が選択でき
るようになっていてよい。同様に、光検出器１１６も複数個備えられていてよく、試料中
に波長の異なる複数種の粒子及び発光プローブの結合体又は発光プローブが含まれている
場合に、それらからの光を波長によって別々に検出できるようになっていてよい。
【００８５】
＜走査分子計数法の光分析技術の原理＞
　ＦＩＤＡ等の分光分析技術は、従前の生化学的な分析技術に比して、必要な試料量が極
めて少なく、且つ、迅速に検査が実行できる点で優れている。しかしながら、ＦＩＤＡ等
の分光分析技術では、原理的に、観測対象粒子の濃度や特性は、蛍光強度のゆらぎに基づ
いて算定されるので、精度のよい測定結果を得るためには、試料溶液中の観測対象粒子の
濃度又は数密度が、蛍光強度の計測中に常に一個程度の観測対象粒子が光検出領域ＣＶ内
に存在するレベルであり、計測時間中に常に有意な光強度（フォトンカウント）が検出さ
れることが要求される。もし観測対象粒子の濃度又は数密度がそれよりも低い場合、例え
ば、観測対象粒子がたまにしか光検出領域ＣＶ内へ進入しないレベルである場合には、有
意な光強度（フォトンカウント）が、計測時間の一部にしか現れないこととなり、精度の
よい光強度のゆらぎの算定が困難となる。また、観測対象粒子の濃度が計測中に常に一個
程度の観測対象粒子が光検出領域内に存在するレベルよりも大幅に低い場合には、光強度
のゆらぎの演算において、バックグラウンドの影響を受けやすく、演算に十分な量の有意
な光強度データを得るために計測時間が長くなる。これに対して、走査分子計数法では、
観測対象粒子の濃度がＦＩＤＡ等の分光分析技術にて要求されるレベルよりも低い場合で
も、観測対象粒子の数密度又は濃度等の特性の検出が可能である。
【００８６】
　走査分子計数法の光分析技術において、実行される処理としては、端的に述べれば、光
検出領域の位置を移動するための機構（ミラー偏向器１１７）を駆動して光路を変更し、
図３にて模式的に描かれているように、試料溶液内において光検出領域ＣＶの位置を移動
しながら、即ち、光検出領域ＣＶにより試料溶液内を走査しながら、光検出が実行される
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。そうすると、例えば、図３（Ａ）の如く、光検出領域ＣＶが移動する間（図中、時間ｔ
０～ｔ２）において１つの粒子（図中、発光プローブとして蛍光色素が結合している。）
の存在する領域を通過する際（ｔ１）には、図３（Ｂ）に描かれている如く有意な光強度
（Ｅｍ）が検出されることとなる。かくして、上記の光検出領域ＣＶの位置の移動と光検
出を実行し、その間に出現する図３（Ｂ）に例示されている如き有意な光強度を一つずつ
検出することによって、発光プローブの結合した粒子が個別に検出され、その数をカウン
トすることにより、計測された領域内に存在する粒子の数、或いは、濃度若しくは数密度
に関する情報が取得できることとなる。かかる走査分子計数法の光分析技術の原理におい
ては、蛍光強度のゆらぎの算出の如き、統計的な演算処理は行われず、粒子が一つずつ検
出されるので、ＦＩＤＡ等では十分な精度にて分析ができないほど、観測されるべき粒子
の濃度が低い試料溶液でも、粒子の濃度若しくは数密度に関する情報が取得可能であるこ
とは理解されるべきである。
【００８７】
　また、走査分子計数法のように、試料溶液中の粒子を個別に検出し計数する方法によれ
ば、蛍光分光光度計やプレートリーダーにより計測される蛍光強度から蛍光標識された粒
子の濃度を測定する場合よりも、より低い濃度まで測定することが可能である。蛍光分光
光度計やプレートリーダーによって或る蛍光標識された粒子の濃度を測定する場合、通常
、蛍光強度が蛍光標識された粒子の濃度に比例すると仮定される。しかしながら、その場
合、蛍光標識された粒子の濃度が十分に低くなると、蛍光標識された粒子から発せられた
光による信号の量に対するノイズ信号の量が大きくなり（Ｓ／Ｎ比の悪化）、蛍光標識さ
れた粒子の濃度と光信号量との間の比例関係が崩れ、決定される濃度値の精度が悪化する
こととなる。他方、本発明の方法では、検出された光信号から個々の粒子に対応する信号
を検出する過程で、検出結果からノイズ信号が排除され、個々の粒子に対応する信号のみ
を計数して濃度を算出するので、蛍光強度が蛍光標識された粒子の濃度に比例するとの仮
定により濃度を検出する場合よりも低い濃度まで検出できることとなる。
【００８８】
　更にまた、観測対象粒子の１つに複数の発光プローブが結合する場合には、走査分子計
数法のように試料溶液中の粒子を個別に検出し計数する方法によれば、蛍光強度が蛍光標
識された粒子の濃度に比例するとの仮定の下に濃度を決定する従前の方法よりも、粒子濃
度の高い側での粒子濃度の測定精度も向上する。観測対象粒子の一つに複数の発光プロー
ブが結合する場合で或る量の発光プローブが試料溶液に添加されているとき、観測対象粒
子の濃度が高くなると、相対的に粒子に結合する発光プローブの数が低減する。その場合
、一つの観測対象粒子当たりの蛍光強度が低減するために、蛍光標識された粒子の濃度と
光量との間の比例関係が崩れ、決定される濃度値の精度が悪化することとなる。他方、走
査分子計数法では、検出された光信号から個々の粒子に対応する信号を検出する過程で、
一つの粒子当たりの蛍光強度の低減の影響は少なく、粒子数から濃度を算出するので、蛍
光強度が蛍光標識された粒子の濃度に比例するとの仮定により濃度を検出する場合よりも
高い濃度まで検出できることとなる。
【００８９】
＜走査分子計数法による試料溶液の光強度の測定＞
　走査分子計数法の光分析における光強度の測定は、測定中にミラー偏向器１１７を駆動
して、試料溶液内での光検出領域の位置の移動（試料溶液内の走査）を行う他は、ＦＣＳ
又はＦＩＤＡにおける光強度の測定過程と同様の態様にて実行されてよい。操作処理にお
いて、典型的には、マイクロプレート１０９のウェル１１０に試料溶液を注入して顕微鏡
のステージ上に載置した後、使用者がコンピュータ１１８に対して、測定の開始の指示を
入力すると、コンピュータ１１８は、記憶装置（図示せず）に記憶されたプログラム（試
料溶液内において光検出領域の位置を移動するべく光路を変更する手順と、光検出領域の
位置の移動中に光検出領域からの光を検出する手順）に従って、試料溶液内の光検出領域
における励起光の照射及び光強度の計測が開始される。かかる計測中、コンピュータ１１
８のプログラムに従った処理動作の制御下、ミラー偏向器１１７は、ミラー１０７（ガル
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バノミラー）を駆動して、ウェル１１０内において光検出領域の位置の移動を実行し、こ
れと同時に光検出器１１６は、逐次的に検出された光を電気信号に変換してコンピュータ
１１８へ送信し、コンピュータ１１８では、任意の態様にて、送信された光信号から時系
列の光強度データを生成して保存する。なお、典型的には、光検出器１１６は、一光子の
到来を検出できる超高感度光検出器であるので、光の検出は、所定時間に亘って、逐次的
に、所定の単位時間毎（ＢＩＮ ＴＩＭＥ）に、例えば、１０μ秒毎に光検出器に到来す
るフォトンの数を計測する態様にて実行されるフォトンカウンティングであり、時系列の
光強度のデータは、時系列のフォトンカウントデータであってよい。
【００９０】
　光強度の計測中の光検出領域の位置の移動速度は、任意に、例えば、実験的に又は分析
の目的に適合するよう設定された所定の速度であってよい。検出された観測対象粒子の数
に基づいて、その数密度又は濃度に関する情報を取得する場合には、光検出領域の通過し
た領域の大きさ又は体積が必要となるので、移動距離が把握される態様にて光検出領域の
位置の移動が実行される。なお、計測中の経過時間と光検出領域の位置の移動距離とが比
例関係にある方が測定結果の解釈が容易となるので、移動速度は、基本的に、一定速度で
あることが好ましいが、これに限定されない。
【００９１】
　ところで、光検出領域の位置の移動速度に関して、計測された時系列の光強度データか
らの観測対象粒子の個別の検出、或いは、観測対象粒子の数のカウンティングを、定量的
に精度よく実行するためには、かかる移動速度は、観測対象粒子（より厳密には、粒子と
発光プローブとの結合体又は粒子との結合後分解され遊離した発光プローブ）のランダム
な運動、即ち、ブラウン運動による移動速度よりも速い値に設定されることが好ましい。
走査分子計数法の光分析技術の観測対象粒子は、溶液中に分散又は溶解されて自由にラン
ダムに運動する粒子であるので、ブラウン運動によって位置が時間と伴に移動する。従っ
て、光検出領域の位置の移動速度が粒子のブラウン運動による移動に比して遅い場合には
、図４（Ａ）に模式的に描かれている如く、粒子が領域内をランダムに移動し、これによ
り、光強度が図４（Ｂ）の如くランダムに変化し（既に触れた如く、光検出領域の励起光
強度は、領域の中心を頂点として外方に向かって低減する。）、個々の観測対象粒子に対
応する有意な光強度の変化を特定することが困難となる。そこで、好適には、図５（Ａ）
に描かれている如く、粒子が光検出領域を略直線に横切り、これにより、時系列の光強度
データにおいて、図５（Ｂ）に例示の如く、個々の粒子に対応する光強度の変化のプロフ
ァイルが略一様となり（粒子が略直線的に光検出領域を通過する場合には、光強度の変化
のプロファイルは、励起光強度分布と略同様となる。）、個々の観測対象粒子と光強度と
の対応が容易に特定できるように、光検出領域の位置の移動速度は、粒子のブラウン運動
による平均の移動速度（拡散移動速度）よりも速く設定される。
【００９２】
　具体的には、拡散係数Ｄを有する観測対象粒子（より厳密には、粒子と発光プローブと
の結合体又は粒子との結合後分解され遊離した発光プローブ）がブラウン運動によって半
径Ｗｏの光検出領域（コンフォーカルボリューム）を通過するときに要する時間Δｔは、
平均二乗変位の関係式
（２Ｗｏ）２＝６Ｄ・Δｔ　　 …（１）
から、
Δｔ＝（２Ｗｏ）２／６Ｄ 　　…（２）
となるので、観測対象粒子がブラウン運動により移動する速度（拡散移動速度）Ｖdifは
、概ね、
Ｖdif＝２Ｗｏ／Δｔ＝３Ｄ／Ｗｏ　　…（３）
となる。そこで、光検出領域の位置の移動速度は、かかるＶdifを参照して、それよりも
十分に早い値に設定されてよい。例えば、観測対象粒子の拡散係数が、Ｄ＝２．０×１０
－１０ｍ２／ｓ程度であると予想される場合には、Ｗｏが、０．６２μｍ程度だとすると
、Ｖdifは、１．０×１０－３ｍ／ｓとなるので、光検出領域の位置の移動速度は、その
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略１０倍の１５ｍｍ／ｓと設定されてよい。なお、観測対象粒子の拡散係数が未知の場合
には、光検出領域の位置の移動速度を種々設定して光強度の変化のプロファイルが、予想
されるプロファイル（典型的には、励起光強度分布と略同様）となる条件を見つけるため
の予備実験を繰り返し実行して、好適な光検出領域の位置の移動速度が決定されてよい。
【００９３】
＜走査分子計数法による光強度の分析＞
　上記の処理により試料溶液の時系列の光強度データが得られると、コンピュータ１１８
において、記憶装置に記憶されたプログラムに従った処理により、下記の如き光強度の分
析が実行されてよい。
【００９４】
（ｉ）一つの観測対象粒子の検出
　時系列の光強度データにおいて、一つの観測対象粒子の光検出領域を通過する際の軌跡
が、図５（Ａ）に示されている如く略直線状である場合、その粒子に対応する光強度の変
化は、図７（Ａ）に模式的に描かれている如く、（光学系により決定される）光検出領域
の光強度分布を反映したプロファイル（通常、略釣鐘状）を有する。そこで、観測対象粒
子の検出の一つの手法において、光強度に対して閾値Ｉｏが設定され、その閾値を超える
光強度が継続する時間幅Δτが所定の範囲にあるとき、その光強度のプロファイルが一つ
の粒子が光検出領域を通過したことに対応すると判定され、一つの観測対象粒子の検出が
為されるようになっていてよい。光強度に対する閾値Ｉｏ及び時間幅Δτに対する所定の
範囲は、光検出領域に対して所定の速度にて相対的に移動する観測対象粒子と発光プロー
ブとの結合体（又は粒子との結合後分解され遊離した発光プローブ）から発せられる光の
強度として想定されるプロファイルに基づいて定められるところ、具体的な値は、実験的
に任意に設定されてよく、また、観測対象粒子と発光プローブとの結合体（又は粒子との
結合後分解され遊離した発光プローブ）の特性によって選択的に決定されてよい。
【００９５】
　また、観測対象粒子の検出の別の手法として、光検出領域の光強度分布が、
ガウス分布：
Ｉ＝Ａ・ｅｘｐ（－２ｔ２ ／ａ２ ） 　　…（４）
であると仮定できるときには、有意な光強度のプロファイル（バックグラウンドでないと
明らかに判断できるプロファイル）に対して式（４）をフィッティングして算出された強
度Ａ及び幅ａが所定の範囲内にあるとき、その光強度のプロファイルが一つの観測対象粒
子が光検出領域を通過したことに対応すると判定され、一つの観測対象粒子の検出が為さ
れてよい。（強度Ａ及び幅ａが所定の範囲外にあるときには、ノイズ又は異物として分析
において無視されてよい。）
【００９６】
（ii）観測対象粒子のカウンティング
　観測対象粒子のカウンティングは、上記の観測対象粒子の検出の手法により検出された
粒子の数を、任意の手法により、計数することにより為されてよい。しかしながら、粒子
の数が大きい場合には、例えば、図６及び図７（Ｂ）に例示された処理により為されてよ
い。
【００９７】
　図６及び図７（Ｂ）を参照して、時系列の光強度（フォトンカウント）データから粒子
のカウンティングを行う手法の一つの例においては、上記に説明された光強度の測定、即
ち、光検出領域による試料溶液内の走査及びフォトンカウンティングを行って時系列光信
号データ（フォトンカウントデータ）が取得された後（ステップ１００）、かかる時系列
光信号データ（図７（Ｂ）、最上段「検出結果（未処理）」）に対して、スムージング（
平滑化）処理が為される（ステップ１１０、図７（Ｂ）中上段「スムージング」）。粒子
及び発光プローブの結合体又は発光プローブの発する光は確率的に放出されるものであり
、微小な時間においてデータ値の欠落が生じ得るため、かかるスムージング処理によって
、前記の如きデータ値の欠落を無視できることとなる。スムージング処理は、例えば、移
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動平均法により為されてよい。なお、スムージング処理を実行する際のパラメータ、例え
ば、移動平均法において一度に平均するデータ点数や移動平均の回数など、は、光信号デ
ータ取得時の光検出領域の位置の移動速度（走査速度）、ＢＩＮ ＴＩＭＥに応じて適宜
設定されてよい。
【００９８】
　次いで、スムージング処理後の時系列光信号データにおいて、有意な信号が存在する時
間領域（ピーク存在領域）を検出するために、スムージング処理後の時系列光信号データ
の時間についての一次微分値が演算される（ステップ１２０）。時系列光信号データの時
間微分値は、図７（Ｂ）中下段「時間微分」に例示されている如く、信号値の変化時点に
おける値の変化が大きくなるので、かかる時間微分値を参照することによって、有意な信
号（ピーク信号）の始点と終点を有利に決定することができる。
【００９９】
　しかる後、時系列光信号データ上において、逐次的に、有意な信号（ピーク信号）を検
出し、検出されたピーク信号が観測対象粒子に対応する信号であるか否かが判定される。
具体的には、まず、時系列光信号データの時系列の時間微分値データ上にて、逐次的に時
間微分値を参照して、一つのピーク信号の始点と終点とが探索され決定され、ピーク存在
領域が特定される（ステップ１３０）。一つのピーク存在領域が特定されると、そのピー
ク存在領域におけるスムージングされた時系列光信号データに対して、釣鐘型関数のフィ
ッティングが行われ（図７（Ｂ）下段「釣鐘型関数フィッティング」）、釣鐘型関数のピ
ーク強度Ｉｍａｘ、ピーク幅（半値全幅）ｗ、フィッティングにおける（最小二乗法の）
相関係数等のパラメータが算出される（ステップ１４０）。なお、フィッティングされる
釣鐘型関数は、典型的には、ガウス関数であるが、ローレンツ型関数であってもよい。そ
して、算出された釣鐘型関数のパラメータが、一つの粒子及び発光プローブの結合体又は
発光プローブが光検出領域を通過したときに検出される光信号が描く釣鐘型のプロファイ
ルのパラメータについて想定される範囲内にあるか否か、即ち、ピーク強度、ピーク幅、
相関係数が、それぞれ、所定範囲内にあるか否か等が判定される（ステップ１５０）。か
くして、図８左に示されている如く、算出された釣鐘型関数のパラメータが一つの粒子及
び発光プローブの結合体又は発光プローブに対応する光信号おいて想定される範囲内にあ
ると判定された信号は、一つの観測対象粒子に対応する信号であると判定され、これによ
り、一つの観測対象粒子が検出されたこととなり、一つの粒子としてカウントされる（粒
子数がカウントアップされる。ステップ１６０）。一方、図８右に示されている如く、算
出された釣鐘型関数のパラメータが想定される範囲内になかったピーク信号は、ノイズと
して無視される。
【０１００】
　上記のステップ１３０～１６０の処理におけるピーク信号の探索及び判定は、時系列光
信号データの全域に渡って繰り返し実行され、一つの観測対象粒子が検出される毎に、粒
子としてカウントされる。そして、時系列光信号データの全域のピーク信号の探索が完了
すると（ステップ１７０）、それまで得られた粒子のカウント値が時系列光信号データに
おいて検出された観測対象粒子の数とされる。
【０１０１】
（iii）観測対象粒子の数密度又は濃度の決定
　観測対象粒子のカウンティングが為されると、時系列光信号データの取得の間に光検出
領域の通過した領域の総体積を用いて、観測対象粒子の数密度又は濃度が決定される。し
かしながら、光検出領域の実効体積は、励起光又は検出光の波長、レンズの開口数、光学
系の調整状態に依存して変動するため、設計値から算定することは、一般に困難であり、
従って、光検出領域の通過した領域の総体積を算定することも簡単ではない。そこで、典
型的には、粒子の濃度が既知の溶液（参照溶液）について、検査されるべき試料溶液の測
定と同様の条件にて、上記に説明した光強度の測定、粒子の検出及びカウンティングを行
い、検出された粒子の数と参照溶液の粒子の濃度とから、光検出領域の通過した領域の総
体積、即ち、観測対象粒子の検出数と濃度との関係が決定されるようになっていてよい。
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参照溶液の粒子としては、好ましくは、観測対象粒子が形成する粒子及び発光プローブ結
合体（又は観測対象粒子に結合後遊離した発光プローブ）と同様の波長特性を有する発光
標識（蛍光色素等）であってよい。具体的には、例えば、粒子の濃度Ｃの参照溶液につい
て、その粒子の検出数がＮであったとすると、光検出領域の通過した領域の総体積Ｖｔは
、
Ｖｔ＝Ｎ／Ｃ　　 …（５）
により与えられる。また、参照溶液として、複数の異なる濃度の溶液が準備され、それぞ
れについて測定が実行されて、算出されたＶｔの平均値が光検出領域の通過した領域の総
体積Ｖｔとして採用されるようになっていてよい。そして、Ｖｔが与えられると、粒子の
カウンティング結果がｎの試料溶液の粒子の数密度ｃは、
ｃ＝ｎ／Ｖｔ 　　…（６）
により与えられる。なお、光検出領域の体積、光検出領域の通過した領域の総体積は、上
記の方法によらず、任意の方法にて、例えば、ＦＣＳ、ＦＩＤＡを利用するなどして与え
られるようになっていてよい。また、本実施形態の光分析装置においては、想定される光
検出領域の移動パターンについて、種々の標準的な粒子についての濃度Ｃと粒子の数Ｎと
の関係（式（５））の情報をコンピュータ１８の記憶装置に予め記憶しておき、装置の使
用者が光分析を実施する際に適宜記憶された関係の情報を利用できるようになっていてよ
い。
【０１０２】
＜標的核酸分子検出用キット＞
　本発明の標的核酸分子の検出方法に用いられる、分子ビーコンプローブをはじめとする
各種試薬や機器等をキット化することも好ましい。当該キットにより、本発明の標的核酸
分子の検出方法をより簡便に行うことができる。当該キットには、前記の分子ビーコンプ
ローブの他に、試料溶液を調製するために用いられる各種バッファーや、恒温装置付イン
キュベーター等を含ませることができる。その他、蛍光強度解析の際の測定用コントロー
ルとして用いられるオリゴヌクレオチド、例えば、標的核酸分子と同じ塩基配列を有する
非標識のオリゴヌクレオチド（又は核酸）や、標的核酸分子とは異なる塩基配列を有する
非標識のオリゴヌクレオチド（又は核酸）等を含んでいてもよい。
【実施例】
【０１０３】
　次に実施例を示して本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定さ
れるものではない。
【０１０４】
［実施例１］
　ヒトのマイクロＲＮＡであるｍｉＲ－２１（ｈｓａ－ｍｉＲ－２１, ５’－ ＵＡＧＣ
ＵＵＡＵＣＡＧＡＣＵＧＡＵＧＵＵＧＡ －３’,Ｔｈｅ ｍｉＲＢａｓｅ Ｓｅｑｕｅｎｃ
ｅ Ｄａｔａｂａｓｅ－Ｒｅｌｅａｓｅ １２．０, ｈｔｔｐ：／／ｍｉｃｒｏｒｎａ．ｓ
ａｎｇｅｒ.ａｃ.ｕｋ／ｓｅｑｕｅｎｃｅｓ／ｉｎｄｅｘ．ｓｈｔｍｌ）と相同な配列を
もつ１本鎖ＤＮＡを標的核酸分子として、本発明の標的核酸分子の検出方法により、未標
識の標的核酸分子を検出した。ｍｉＲ－２１と相同な配列を有し、５’末端の６塩基と３
’末端の６塩基が互いに相補的な塩基配列であり、５’末端に第１マーカーとしてＴＡＭ
ＲＡが、３’末端に第２マーカーとしてＢＨＱ-２が結合しており、さらに、５’末端の
６塩基のうちの１つの塩基をクロスリンクする塩基誘導体としてＣＮＶＫに置換された１
本鎖ＤＮＡを分子ビーコンプローブとして用いた。分子ビーコンプローブ１のＣＮＶＫに
置換する前の塩基配列を配列番号１に示す。なお、分子ビーコンプローブは、株式会社フ
ァスマックにより合成された。
【０１０５】
　試料溶液として、当該分子ビーコンプローブを最終濃度で５ｎＭとなるように、標的核
酸分子（ｍｉＲ－２１と相同な配列をもつ合成１本鎖ＤＮＡ、配列番号２）又は標的核酸
分子と１塩基のみが相違する非標的核酸分子（配列番号２で表される塩基配列中の３’末
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端から１７塩基目の塩基（Ｔ）のみが標的核酸分子とミスマッチ（Ａ）である塩基配列（
配列番号３）からなる１本鎖ＤＮＡ）を最終濃度で１００ｎＭとなるようにそれぞれ添加
した溶液（１５０ｍＭ　ＮａＣｌ，１０ｍＭ　ＴｒｉｓＨＣｌ, ０．１％　Ｔｗｅｅｎ２
０)を調製した。なお、当該標的核酸分子及び非標的核酸分子は、北海道システムサイエ
ンス株式会社で合成したものを使用した。
　各試料溶液を、９０℃で２分間変性させた後、５０℃まで１℃／１５秒間で温度を下げ
ることによりハイブリダイゼーション（会合）を行った。その後、当該試料溶液を２分割
し、そのうちの一方を当該試料溶液の温度をただちに氷中に置くことにより急冷し、３６
５ｎｍの光照射を行った。残る一方は、１℃／１５秒間で５℃まで冷却した後に４０℃で
５分間保持した後、蛍光測定まで室温にて保持した。また、９０℃で変性後、光照射を行
わず、５℃まで１℃／１５秒間で冷却した後に４０℃で５分間保持した後、測定まで室温
にて保持したものを対照として用いた。
【０１０６】
　その後、各試料溶液にＴＡＭＲＡの励起波長を照射してＴＡＭＲＡの蛍光波長を検出し
、蛍光強度分布解析（ＦＩＤＡ解析）を行った。得られた解析結果を図９（Ａ）に示す。
横軸は添加した１本鎖ＤＮＡの属性（ＰＭ：標的核酸分子、ＭＭ：非標的核酸分子、Ｗａ
ｔｅｒ：核酸分子を含まない）、縦軸は共焦点領域におけるＴＡＭＲＡの蛍光強度を表し
ている。また、図９（Ｂ）は、各値からＷａｔｅｒの蛍光シグナルを差し引いたのち、各
条件でのＰＭの蛍光強度を１と規格化したときの標的核酸分子及び非標的核酸分子に対す
る蛍光強度の相対値を示している。
　光照射によるクロスリンクを行わなかった場合には、ＰＭの蛍光強度相対値が１に対し
て、ＭＭの蛍光強度相対値は０．９８とほぼ等しかった。これに対して、氷中での光照射
を行った場合には、蛍光強度相対値は、ＰＭが１の場合に、ＭＭは０．５８まで減少して
おり、分子ビーコンプローブの特異性が増していることがわかった。これは、標的核酸分
子とクロスリンクを介して会合していない分子ビーコンプローブは、急冷工程により、速
やかに自己構造であるステムーループ構造を形成し、氷中で光照射を行ったことにより、
ステムーループ構造が安定化し、４０℃及び室温での保持中における分子ビーコンプロー
ブの非標的核酸分子への会合が阻害されたためと推察される。
【０１０７】
［実施例２］
　ヒトのマイクロＲＮＡであるｍｉＲ－２１と相同な配列をもつ１本鎖ＤＮＡを標的核酸
分子として、本発明の標的核酸分子の検出方法により、未標識の標的核酸分子を、１塩基
のみが相違する核酸分子と区別して検出した。
　分子ビーコンプローブとしては、実施例１で使用した分子ビーコンプローブを用いた。
また、標的核酸分子及び非標的核酸分子も、実施例１で使用したものを用いた。
【０１０８】
　試料溶液として、当該分子ビーコンプローブを最終濃度で５ｎＭとなるように、標的核
酸分子又は非標的核酸分子を最終濃度で１００ｎＭとなるようにそれぞれ添加した溶液（
１５０ｍＭ　ＮａＣｌ，１０ｍＭ　ＴｒｉｓＨＣｌ, ０．１％　Ｔｗｅｅｎ２０)を調製
した。
　各試料溶液を、９０℃で２分間変性させた後、５０℃まで１℃／１５秒間で温度を下げ
ることによりハイブリダイゼーション（会合）を行った。その後、当該試料溶液を２分割
し、そのうちの一方は、当該試料溶液を９０℃で２分間変性させた後、ただちに氷中に置
くことにより急冷し、３６５ｎｍの光照射を行った。残る一方は、１℃／１５秒間で５℃
まで冷却した後に４０℃で５分間保持した後、蛍光測定まで室温にて保持した。また、９
０℃で変性後、光照射を行わず、５℃まで１℃／１５秒間で冷却した後に４０℃で５分間
保持した後、測定まで室温にて保持したものを対照として用いた。
【０１０９】
　その後、各試料溶液にＴＡＭＲＡの励起波長を照射してＴＡＭＲＡの蛍光波長を検出し
、蛍光強度分布解析（ＦＩＤＡ解析）を行った。得られた解析結果を図１０（Ａ）に示す
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。横軸は添加した１本鎖ＤＮＡの属性（ＰＭ：標的核酸分子、ＭＭ：非標的核酸分子、Ｗ
ａｔｅｒ：核酸分子を含まない）、縦軸は共焦点領域におけるＴＡＭＲＡの蛍光強度を表
している。また、図１０（Ｂ）は、各値からＷａｔｅｒの蛍光シグナルを差し引いたのち
、各条件でのＰＭの蛍光強度を１と規格化したときの標的核酸分子及び非標的核酸分子に
対する蛍光強度の相対値を示している。
　光照射によるクロスリンクを行わなかった場合には、ＰＭの蛍光強度相対値が１に対し
て、ＭＭの蛍光強度相対値は０．９９とほぼ等しかった。これに対して、氷中での光照射
を行った場合には、蛍光強度相対値は、ＰＭが１の場合に、ＭＭは０．２６まで減少して
おり、分子ビーコンプローブの特異性が増していることがわかった。これは、標的核酸分
子とクロスリンクを介して会合していない分子ビーコンプローブは、変性、急冷工程によ
り、速やかに自己構造であるステムーループ構造を形成し、さらに氷中で光照射を行った
ことにより、ステムーループ構造が安定化し、４０℃及び室温での保持中における分子ビ
ーコンプローブの非標的核酸分子への会合が阻害されたためと推察される。また、５０℃
におけるハイブリダイゼーションの後にクロスリンクにより会合体を安定化させた後、変
性し、さらに急冷・クロスリンク形成を行うことにより、会合体を安定化させていない場
合（実施例１）よりも、分子ビーコンプローブの特異性が改善されていた。
【産業上の利用可能性】
【０１１０】
　本発明の標的核酸の検出方法により、分子ビーコンプローブを用いたハイブリダイゼー
ションを利用して、試料中に存在する標的核酸分子を、高感度かつ精度良く検出すること
ができるため、試料中の核酸を検出又は定量解析するような生化学、分子生物学、臨床検
査等の分野で利用が可能である。
【符号の説明】
【０１１１】
　１…分子ビーコンプローブ、２…標的核酸分子、３…非特異的核酸分子、４…第１マー
カー（蛍光物質）、５…第２マーカー（消光物質）、６…光反応性塩基誘導体、７…光反
応性塩基誘導体、１０１…光分析装置（共焦点顕微鏡）、１０２…光源、１０３…シング
ルモードオプティカルファイバー、１０４…コリメータレンズ、１０５…ダイクロイック
ミラー、１０６、１０７、１１１…反射ミラー、１０８…対物レンズ、１０９…マイクロ
プレート、１１０…ウェル（試料溶液容器）、１１２…コンデンサーレンズ、１１３…ピ
ンホール、１１４…バリアフィルター、１１５…マルチモードオプティカルファイバー、
１１６…光検出器、１１７…ミラー偏向器、１１７ａ…ステージ位置変更装置、１１８…
コンピュータ。
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