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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】標的物質に対して親和性を有し、且つ標的物質
との結合により所望の立体構造を形成する構造変化能を
持つリガンドのスクリーニング方法及び同定方法、該方
法を実行するためのキット、及び、本リガンドが蛍光標
識されたセンサ分子を提供する。
【解決手段】下記の工程を含むことを特徴とするスクリ
ーニング方法。（ａ）複数種のリガンド候補を含む第一
のリガンド候補混合物と特定の立体構造の少なくとも一
部を認識する構造認識部位が設けられた担体とを接触さ
せることにより、前記担体へ結合せずに遊離しているリ
ガンド候補混合物を第二のリガンド候補混合物として分
離回収する工程、（ｂ）前記第二のリガンド候補混合物
と標的物質とを接触させる工程、（ｃ）前記（ｂ）で得
られた標的物質とリガンド候補混合物とを含む溶液と、
前記担体とを接触させることにより、少なくとも一部が
特定の立体構造を形成したリガンドを分離濃縮する工程
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　標的物質との結合により少なくとも一部が特定の立体構造を形成するリガンドをスクリ
ーニングする方法であって、
（ａ）複数種のリガンド候補を含む第一のリガンド候補混合物と前記特定の立体構造の少
なくとも一部を認識する構造認識部位が設けられた担体とを接触させることにより、前記
担体へ結合せずに遊離しているリガンド候補混合物を第二のリガンド候補混合物として分
離回収する工程と、
（ｂ）前記第二のリガンド候補混合物と標的物質とを接触させる工程と、
（ｃ）前記工程（ｂ）で得られた標的物質とリガンド候補混合物とを含む溶液と、前記担
体とを接触させることにより、前記特定の立体構造の少なくとも一部を前記担体上の構造
認識部位が認識することを利用して、前記工程（ｂ）で得られたリガンド候補混合物から
前記標的物質との結合により少なくとも一部が特定の立体構造を形成したリガンドを分離
濃縮する工程と
を含むことを特徴とするスクリーニング方法。
【請求項２】
（ｄ）前記工程（ｃ）の後に、濃縮したリガンドを含む溶液から前記標的物質を除去する
工程、
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のスクリーニング方法。
【請求項３】
　工程（ａ）または工程（ｃ）もしくはその双方を各々必要な回数だけ繰り返すことを含
むことを特徴とする請求項１または２に記載のスクリーニング方法。
【請求項４】
　工程（ａ）の前及び／または工程（ｂ）の前に、前記第一又は第二のリガンド候補混合
物と標的物質とを接触させる工程と、
前記標的物質と結合したリガンド候補を分離回収する工程と、
前記分離回収したリガンド候補を増幅し、あらたな第一又は第二のリガンド候補混合物を
産生する工程と
をさらに含むことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載のスクリーニング方法。
【請求項５】
　工程（ｄ）の後に、前記リガンド候補混合物と標的物質とを接触させる工程と、
前記標的物質と結合したリガンド候補を分離回収する工程と、
前記分離回収したリガンド候補を増幅し、あらたなリガンド候補混合物を産生する工程と
をさらに含むことを特徴とする請求項２または３に記載のスクリーニング方法。
【請求項６】
　標的物質との結合により少なくとも一部が特定の立体構造を形成するリガンドをスクリ
ーニングする方法であって、
（ａ’）複数種のリガンド候補を含む第一のリガンド候補混合物と標的物質とを接触させ
る工程と、
（ｂ’）前記工程（ａ’）で得られた標的物質とリガンド候補混合物とを含む溶液と、前
記特定の立体構造の少なくとも一部を認識する構造認識部位が設けられた担体とを接触さ
せることにより、前記特定の立体構造の少なくとも一部を前記担体上の構造認識部位が認
識することを利用して、前記構造認識部位に結合したリガンド候補混合物を第二のリガン
ド候補混合物として回収する工程と、
（ｃ’）前記第二のリガンド候補混合物を含む溶液から標的物質を除去する工程と、
（ｄ’）前記担体と前記工程（ｃ’）で得られたリガンド候補混合物とを接触させること
により、前記特定の立体構造の少なくとも一部を前記担体上の構造認識部位が認識するこ
とを利用して、前記工程（ｃ’）で得られたリガンド候補混合物から標的物質非存在下で
少なくとも一部が特定の立体構造を形成したリガンド候補を前記構造認識部位に認識させ
ることで分離除去する工程と



(3) JP 2011-177092 A 2011.9.15

10

20

30

40

50

を含むことを特徴とするスクリーニング方法。
【請求項７】
　前記リガンドが核酸、ペプチド及びこれらの誘導体を含むことを特徴とする請求項１乃
至６の何れかに記載のスクリーニング方法。
【請求項８】
　前記担体上に設けられた構造認識部位が、特定の立体構造の少なくとも一部を認識する
生体分子からなることを特徴とする、請求項１乃至７の何れかに記載のスクリーニング方
法。
【請求項９】
　前記担体上に設けられた構造認識部位が、特定の立体構造の少なくとも一部を認識でき
る空隙及び／又は表面構造を有するポリマーからなることを特徴とする請求項１乃至８の
何れかに記載のスクリーニング方法。
【請求項１０】
　前記ポリマーが、特定の立体構造の少なくとも一部を有する鋳型分子の存在下で鋳型分
子と可逆的に結合可能な結合部を有する重合性モノマーを重合して得られたポリマーから
前記鋳型分子を除去することにより得られるポリマーであることを特徴とする請求項９に
記載のスクリーニング方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれかに記載の方法により得られる標的物質と結合することによ
り、少なくとも一部が特定の立体構造を形成するリガンドを同定する同定方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リガンドをスクリーニングする方法に関し、特に、標的物質と結合すること
により少なくとも一部が特定の立体構造を形成するリガンドをスクリーニングする方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　化学センサとは、センシング対象となる標的物質を選択的に認識する分子認識素子と、
標的物質への認識によって起こる化学現象（化学ポテンシャル、熱あるいは光学的な変化
など）を電気的な信号などに変換する信号変換素子から構成されるデバイスである。特に
、生体分子の分子認識機構を利用する化学センサはバイオセンサと呼ばれる。バイオセン
サでは、生体分子（核酸、アミノ酸、抗体、核酸、脂質、糖鎖、イオンチャネルなど）を
分子認識素子として用いることで、標的物質との高い選択性を確保することができる。近
年、生体分子を高選択性の標的物質認識として利用することに加え、標的物質との結合に
よって起こる生体分子の特異的な構造変化によって、センサのシグナル活性を制御する試
みがなされている。標的物質との結合によって起こる構造変化を利用することで、標的物
質以外の物質が結合してもシグナルが変化しないことによる高感度化、標的物質以外の夾
雑物質を除去するための煩雑な洗浄操作が不要、そして、検出時間の短縮等の利点が期待
される。
【０００３】
　構造変化を利用したセンシングとして、標的物質との結合により構造変化するアプタマ
ーを用いたセンシングの報告が数多くなされている。アプタマーとは標的物質に特異的に
結合する核酸またはペプチドから構成されるリガンドであり、１９９０年に、Ｇｏｌｄら
によって初めてその基本概念が提示された。核酸分子のライブラリーからＳＥＬＥＸ（th
e Systematic Evolution of Ligands by
EXponential enrichment）法と呼ばれる手法を用いて標的物質との結合能を指標にアプタ
マーを選択し取得する方法が報告されている。現在までにアプタマーの標的物質として、
多岐にわたる分子が開示されており、例えば、各種タンパク質、酵素、ペプチド、抗体、
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レセプター、ホルモン、アミノ酸、抗生物質、その他の種々の化合物等が報告されている
。
【０００４】
　また、多数の特定の目的を達成するために、標的物質との親和性、選択性を改良するた
め標的物質との結合性を指標とするＳＥＬＥＸ法の改良がしばしば行われている。特定の
構造を有するアプタマーを取得するために、ＳＥＬＥＸをゲル電気泳動と併用し、特定の
構造特性をもつ核酸アプタマー、たとえば折れ曲がりＤＮＡからなる核酸アプタマーを選
択することが開示されている（特許文献１）。また、標的物質との結合による構造変化を
利用したセンサに用いるアプタマー取得を目指し、構造スイッチングシグナリングアプタ
マーのIn vitro selection（ｉｎ ｖｉｔｒｏセレクション）法が報告されている。
【０００５】
　また、標的物質との結合により構造変化するアプタマーを用いたセンサとして、例えば
、蛍光レポーターを用いる方法が特に有用であることがわかっている。当該蛍光レポータ
ーを用いる方法には、種々のものが開発されている。例えばモノクロモフォア型アプロー
チ、アプタマービーコン（ビクロモフォア型アプローチ）、antitode（二本鎖複合体構造
スイッチアプローチ、ＱＤＮＡ）、Ｉｎ　ｓｉｔｕ標識型アプローチ、キメラアプタマー
アプローチや色素染色アプローチなどが報告されている。また、アプタマー以外の生体分
子として、標的物質との結合によるタンパク質の構造変化を利用した方法も報告されてい
る。例えば、標的物質を認識することによるタンパク質の立体構造変化を、酸化還元レポ
ーター分子と電極表面間の相互作用の変化による電位差又は電流として検出する電気化学
的検出手法が知られている。
【０００６】
　標的物質結合によるリガンドの構造変化はセンサのSNRまたは検出限界に影響する重要
な機能であり、構造変化のより精緻な制御や、標的物質との結合により構造変化するリガ
ンドの簡便かつ体系的な、ロバストな取得技術の開発が切に望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第０７／９６０，０９３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１で開示されている方法では、ある構造を持ったアプタマーの取得は可能であ
るが、標的物質との結合により核酸リガンドがどのような立体構造を形成したかを特定す
るものではなく、所望の立体構造を有する核酸リガンドを効率的に選択できる手法ではな
い。
　構造スイッチングシグナリングアプタマーのｉｎ　ｖｉｔｒｏセレクション法は、標的
物質との結合能と標的物質との結合による構造変化能を指標に構造変化アプタマーを選択
し、二本鎖複合体構造スイッチアプローチ（ビクロモフォア型）のセンサを開示している
。この方法は核酸候補混合物の保存配列領域（ＰＢＤｓ(Primer Binding Domains)、cent
ral-fixed
sequence motif）としてあらかじめ複数部位を設計している。しかしながら、該各々の保
存配列領域は相補的配列ではなく、且つ該保存配列領域内で分子内二本鎖を形成する機能
はない。
【０００９】
　また、このアプタマーセンサは二本鎖複合体構造スイッチアプローチ（ビクロモフォア
型）であり、保存されたＰＢＤｓの内の１つとcentral-fixed sequence motifとの各々に
相補的な２種類の標識オリゴＤＮＡ（ＦＤＮＡ、ＱＤＮＡ）が二本鎖を形成する。そして
標的物質との結合に起因する構造変化により、ＦＤＮＡとＱＤＮＡの距離が変化し、また
はＦＤＮＡが解離することで変化し、標的物質を検出することが開示されている。共通配
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列の使用により標的物質への親和性が確保された構造変化能を有する標識アプタマー分子
の取得方法であるものの、この方法は標的物質との結合によるその後の構造変化（二本鎖
形成）を制御するものではない。また、標的物質によっては該構造変化の変量は一定では
ないことや標的物質結合によるＦＤＮＡの解離を制御することは困難であることが予想さ
れ、ＦＤＮＡとＱＤＮＡの距離制御が精緻に行われない可能性がある。
【００１０】
　モレキュラービーコンアプタマーなど核酸リガンドの構造変化を利用したセンサに用い
る核酸リガンドを取得する方法は、ＳＥＬＥＸ法により核酸リガンド配列を取得した後に
、その配列を再設計することで構造変化能を付与するといった体系的な方法とされている
。Nobuko Hamaguchiらは、標的結合による構造変化（二本鎖形成）能を有するモレキュラ
ービーコンアプタマーを報告している（Analytical Biochemistry 294, 126-131, 2001）
。このような方法は、核酸リガンドを取得後にその配列を再設計するので構造変化能を付
与した後に標的物質に対する親和性能を確保できない可能性、または各配列に依存した再
設計の必要性などが出てくる懸念がある。さらに、取得した核酸リガンドごとに最適な設
計を繰り返す必要がありロバストな手法とは言えないのが現状である。
【００１１】
　また、ＳＥＬＥＸ法により取得した核酸リガンドの配列に対して、antidoteとして相補
配列を添加することで、構造変化を制御し、センシングする方法もある。しかしながら、
標的物質への親和性能が変化する恐れがあり、やはり核酸リガンドごとの最適な設計（配
列、配列長、ミスマッチ導入、配列位置など）を要し、核酸以外のリガンドに適用できる
手法ではない。
【００１２】
　Dattelbaum
J.らは、リガンドの結合によるタンパク質の構造変化を利用したバイオセンサが報告され
ている。この方法は、マルトース結合性タンパク質（Maltose-Binding　Protein，　ＭＢ
Ｐ）内の一部のアミノ酸を改変することで蛍光分子を修飾した組替えタンパク質を作製し
ている（Protein
Science. 2005, vol.14,284-291）。ＭＢＰはマルトースの結合によって立体構造が一部
変化することが知られており、改変したＭＢＰは、マルトースの結合による立体構造変化
を介した、標識した蛍光分子の局所的環境の変化によって、蛍光強度を変化させることが
できる。しかしながら、以下の懸念があるためにロバストな手法とはいえない。これは、
マルトース、グルコースなど糖類以外の標的物質に関して結合性を付与する手法が確立さ
れていないことと、標的物質毎に蛍光分子を修飾すべきアミノ酸位置を最適化しなければ
ならないことと、蛍光分子導入後の標的物質結合性が保証されないこと等である。
　つまり、標的物質に対する結合能と、標的物質との結合による特定の立体構造変化能の
両者を指標にした、リガンド候補混合物からのリガンドのスクリーニング方法は世の中に
無かった。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　発明者らは、前記した従来技術の課題を解決すべく鋭意検討の結果、標的物質への結合
能と標的物質との結合による特定の立体構造変化能との両者を指標にしたリガンドのスク
リーニング方法を見出した。
【００１４】
　本発明の核酸リガンドのスクリーニング方法は、標的物質との結合により少なくとも一
部が特定の立体構造を形成するリガンドをスクリーニングする方法であって、（ａ）複数
種のリガンド候補を含む第一のリガンド候補混合物と前記特定の立体構造の少なくとも一
部を認識する構造認識部位が設けられた担体とを接触させることにより、前記担体へ結合
せずに遊離しているリガンド候補混合物を第二のリガンド候補混合物として分離回収する
工程と、（ｂ）前記第二のリガンド候補混合物と標的物質とを接触させる工程と、（ｃ）
前記工程（ｂ）で得られた標的物質とリガンド候補混合物とを含む溶液と、前記担体とを
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接触させることにより、前記特定の立体構造の少なくとも一部を前記担体上の構造認識部
位が認識することを利用して、前記工程（ｂ）で得られたリガンド候補混合物から前記標
的物質との結合により少なくとも一部が特定の立体構造を形成したリガンドを分離濃縮す
る工程とを含むことを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の別の核酸リガンドのスクリーニング方法としては、標的物質との結合に
より少なくとも一部が特定の立体構造を形成するリガンドをスクリーニングする方法であ
って、（ａ’）複数種のリガンド候補を含む第一のリガンド候補混合物と標的物質とを接
触させる工程と、（ｂ’）前記工程（ａ’）で得られた標的物質とリガンド候補混合物と
を含む溶液と、前記特定の立体構造の少なくとも一部を認識する構造認識部位が設けられ
た担体とを接触させることにより、前記特定の立体構造の少なくとも一部を前記担体上の
構造認識部位が認識することを利用して、前記構造認識部位に結合したリガンド候補混合
物を第二のリガンド候補混合物として回収する工程と、（ｃ’）前記第二のリガンド候補
混合物を含む溶液から標的物質を除去する工程と、（ｄ’）前記担体と前記工程（ｃ’）
で得られたリガンド候補混合物とを接触させることにより、前記特定の立体構造の少なく
とも一部を前記担体上の構造認識部位が認識することを利用して、前記工程（ｃ’）で得
られたリガンド候補混合物から標的物質非存在下で少なくとも一部が特定の立体構造を形
成したリガンド候補を前記構造認識部位に認識させることで分離除去する工程とを含むこ
とを特徴とする。
【００１６】
　本発明のキットは、標的物質と結合することにより、少なくとも一部が特定の立体構造
を形成するリガンドをスクリーニングするためのキットであって、リガンド候補混合物ま
たはリガンド候補の前駆体の混合物と、前記特定の立体構造の少なくとも一部を認識する
構造認識部位が設けられた担体とを含むことを特徴とするキットである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、標的物質に対して親和性を有し、且つ標的物質と結合することにより
少なくとも一部が特定の立体構造を形成するリガンドを効率的且つ体系的にスクリーニン
グする新規な方法を提供することができる。
　本発明の方法により取得したリガンドは、種々の化学もしくはバイオセンサ、分子スイ
ッチ及び診断薬等の標的物質との結合反応によるリガンドの立体構造変化を利用して種々
の分野への適用に寄与するものである。特に、蛍光分子などのレポーター分子を分子内に
導入した標識リガンドは、それぞれの標的物質と結合後の二種類標識分子の距離を空間配
置まで含めた精緻な制御が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明におけるスクリーニング方法の一例である
【図２】本発明におけるスクリーニング方法の一例である
【図３】本発明におけるスクリーニング方法の一例である
【図４】本発明におけるスクリーニング方法の一例である
【図５】標的物質との結合能を指標にした、標的物質親和性リガンド候補の濃縮方法の一
例である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に、本発明の実施の形態を図、表、式、実施例等を使用して説明する。なお、これ
らの図、表、式、実施例等及び説明は本発明を例示するものであり、本発明の範囲を制限
するものではない。本発明の趣旨に合致する限り、当業者の知識に基づき種々なる改良、
修正、変形を加えた態様で実施し得る他の実施の形態も本発明の範疇に属し得ることは言
うまでもない。
【００２０】
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　（第一実施形態）
　本発明の第一実施形態のリガンドのスクリーニング方法は、下記工程（ａ）乃至工程（
ｃ）を含む核酸リガンドの候補混合物から標的物質と結合することにより少なくとも一部
が特定の立体構造を形成する核酸リガンドをスクリーニングする方法である。
　つまり、（ａ）複数種のリガンド候補を含む第一のリガンド候補混合物と前記特定の立
体構造の少なくとも一部を認識する構造認識部位が設けられた担体とを接触させることに
より、前記担体へ結合せずに遊離しているリガンド候補混合物を第二のリガンド候補混合
物として分離回収する工程と、（ｂ）前記第二のリガンド候補混合物と標的物質とを接触
させる工程と、（ｃ）前記工程（ｂ）で得られた標的物質とリガンド候補混合物とを含む
溶液、前記工程（ｂ）で得られたリガンド候補混合物から前記標的物質との結合により少
なくとも一部が特定の立体構造を形成したリガンドを分離濃縮する工程と
を含むことを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明の工程（ａ）または工程（ｃ）もしくはその双方を各々必要な回数だけ繰
り返すことができ、その回数は限定されない。例えば、非目的のリガンド候補群の分子数
に対する目的のリガンド候補群の分子数比が確保できる、あるいは目的のリガンドを同定
できる分子数比が確保できれば回数は限定されない。
　本発明によれば、リガンド候補混合物と特定の立体構造の少なくとも一部を認識する構
造認識部位を設けた担体とを接触させ、リガンド候補と構造認識部位との親和性の差を利
用して、目的の機能を有するリガンドをスクリーニングすることが含まれる。
　本発明でいう「標的物質の存在下」とは、標的物質が遊離状態もしくは、前記担体に結
合している状態で存在することを意味する。一方、「標的物質の非存在下」とは、標的物
質が遊離状態でも前記担体に結合している状態でも存在しないことを意味する。
【００２２】
　本実施形態は、標的物質非存在下で上記担体とリガンド候補混合物とを接触させ、特定
の立体構造の少なくとも一部が形成されやすいリガンド候補、つまり非目的リガンドを、
担体上に吸着されやすいことを利用してリガンド候補から非目的リガンドを分離除去する
ことができる。また、本実施形態において、前記工程（ｃ）の後に、濃縮されたリガンド
を含む溶液から標的物質を除去する工程（ｄ）をさらに含むことができる。図１に本発明
におけるスクリーンニング方法の１例を示す。
【００２３】
まず、標的物質の非存在下で第一のリガンド候補混合物と担体とを接触させ、担体へ結合
せずに遊離しているリガンド候補混合物を第二のリガンド候補混合として分離回収する。
この操作によって、標的物質の非存在下において既に特定の立体構造の少なくとも一部を
有する分子を除去することができる。続いて回収した第二のリガンド候補混合物と標的物
質とを接触させる。第二のリガンド候補混合物には標的物質との結合によって構造変化す
るリガンドが含まれると考えられる。標的物質との接触を維持した状態で第二のリガンド
候補混合物と前記担体とを再度接触させることで、標的物質との結合によって特定の立体
構造の少なくとも一部を有する目的のリガンドを分離濃縮することができる。
【００２４】
　また、本発明におけるスクリーニング方法として、各々異なる構造認識部位を有する複
数の異なる担体を使用してもよいし、ひとつの担体に複数の構造認識部位を有していても
よい。
　図２にその一例を示す。各々異なる構造認識部位を有する複数の担体を用いることで、
標的物質との結合により、所望の立体構造により近いリガンドを取得することが期待され
る。図３に示すように、構造認識部位Ｒ１を設けた担体Ｓ１及び構造認識部位Ｒ２を設け
た担体Ｓ２を用いる。
　構造認識部位Ｒ２は構造認識部位Ｒ１で認識する立体構造の部分構造に類似した立体構
造を認識する。標的物質非存在下で、第一のリガンド候補混合物を構造認識部位Ｒ１が設
けられた担体Ｓ１に接触させる。初期の立体構造として、構造認識部位Ｒ１で認識される
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立体構造を有するリガンドが除去される。遊離したリガンドを第二のリガンド候補混合物
として回収する。遊離の標的物質を加え、標的物質との複合体を形成させる。標的物質と
の結合により、異なる立体構造を形成するリガンド１とリガンド２とが生じる。
　担体Ｓ１を用いても、リガンド１及びリガンド２の両方が回収される可能性がある場合
、以下のようにしてリガンド１で示した立体構造を形成するリガンドをさらに濃縮するこ
とが可能である。担体Ｓ１および担体Ｓ２に接触させる。担体へ接触させる順序は、同時
であっても、また別々であってもかまわないが、所望の立体構造に対して最も親和性の高
い構造認識部位を設けた担体が最後の担体になることが好ましい。リガンドのかさ高さの
違いによる立体障害効果及び構造認識部位との形状相補性から、リガンド２をより選択的
に担体Ｓ２にある構造認識部位Ｒ２に結合させることで除去することが可能である。また
、構造変化を起さない、もしくは所望の立体構造とは大きく異なる構造を形成するリガン
ドは担体に結合しない遊離物として除去される。以上の操作をスクリーニングにくみ込む
ことにより所望の立体構造により近い構造を形成するリガンドの濃縮の程度を高めた効率
的なスクリーニングが可能である。
【００２５】
　（第二実施形態）
　本発明の第二実施形態のリガンドのスクリーニング方法は、下記工程（ａ’）乃至工程
（ｄ’）を含む核酸リガンドの候補混合物から標的物質と結合することにより少なくとも
一部が特定の立体構造を形成する核酸リガンドをスクリーニングする方法である。
　つまり、（ａ’）複数種のリガンド候補を含む第一のリガンド候補混合物と標的物質と
を接触させる工程と、（ｂ’）前記工程（ａ’）で得られた標的物質とリガンド候補混合
物とを含む溶液と、前記特定の立体構造の少なくとも一部を認識する構造認識部位が設け
られた担体とを接触させることにより、前記特定の立体構造の少なくとも一部を前記担体
上の構造認識部位が認識することを利用して、前記構造認識部位に結合したリガンド候補
混合物を第二のリガンド候補混合物として回収する工程と、（ｃ’）前記第二のリガンド
候補混合物を含む溶液から標的物質を除去する工程と、（ｄ’）前記担体と前記工程（ｃ
’）で得られたリガンド候補混合物とを接触させることにより、前記特定の立体構造の少
なくとも一部を前記担体上の構造認識部位が認識することを利用して、前記工程（ｃ’）
で得られたリガンド候補混合物から標的物質非存在下で少なくとも一部が特定の立体構造
を形成したリガンド候補を前記構造認識部位に認識させることで分離除去する工程とを含
むことを特徴とする。
【００２６】
　本実施形態は、第一実施形態とは異なり、最初の工程が標的物質存在下で行うものであ
る。標的物質存在下で行うことにより、目的のリガンドである標的物質の結合により少な
くとも一部が特定の立体構造を形成するリガンド候補を分離濃縮することが可能となる。
本分離操作回数は、スクリーニングが可能となる、非目的のリガンド候補群の分子数に対
する目的のリガンド候補群の分子数比が確保できる、あるいは目的のリガンドを同定でき
る分子数比が確保できれば回数はいくらでも良い。図３に本発明におけるスクリーンニン
グ方法の１例を示す。
【００２７】
　まず、第一のリガンド候補混合物と標的物質とを接触させる。次いで、特定の立体構造
の少なくとも一部を認識する構造認識部位が設けられた担体と接触させる。この操作にｙ
って、前記担体の構造認識部位に認識（結合）された特定の立体構造の少なくとも一部を
有する分子を分離回収する。前記担体の構造認識部位が認識された特定の立体構造の少な
くとも一部を有する分子には、目的のリガンドと標的物質とが結合した結果、認識可能な
特定の立体構造を有するようになる分子以外に標的物質と結合しなくても認識される分子
も含まれる。
　そこで、目的リガンドは標的物質との結合によってのみで特定の立体構造の少なくとも
一部を形成することを利用して、前記分離回収された標的物質と結合するリガンドから標
的物質を除去し、再度前記担体と接触することによって、目的のリガンドを分離回収する
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。こうすることで、標的物質非存在下においても特定の立体構造の少なくとも一部を有す
る分子は担体の構造認識部位に認識（結合）される。一方の目的リガンドは標的物質と分
離されたため、特定の立体構造の少なくとも一部を有しなくなったため、担体の構造認識
部位に認識されず、回収されうる。
【００２８】
　また、前記第一の実施形態の場合と同様に、各々異なる構造認識部位を有する複数の異
なる担体を使用してもよいし、ひとつの担体に複数の構造認識部位を有していてもよい。
図４にその一例を示す。
　前記担体Ｓ１と担体Ｓ２を利用する。第一のリガンド候補混合物を標的物質と接触させ
る。次いで、担体Ｓ１および担体Ｓ２に接触させる。担体へ接触させる順序は、同時であ
っても、また別々であってもかまわないが、所望の立体構造に対して最も親和性の高い構
造認識部位を設けた担体が最後の担体になることが好ましい。標的物質との結合によって
、特定の立体構造の少なくとも一部を形成しないリガンド、および所望の立体構造とは大
きく異なるが担体に結合されるリガンド３が除去される。担体Ｓ１に結合したリガンドを
回収する。標的物質を除去し、再度担体Ｓ１と接触させ、標的物質の非存在下においてリ
ガンド１が担体Ｓ１との親和性が低いことを利用して、標的物質との結合により特定の立
体構造の少なくとも一部を形成する目的のリガンド１を分離濃縮することができる。以上
の操作をスクリーニングにくみ込むことにより所望の立体構造により近い構造を形成する
リガンドの濃縮の程度を高めた効率的なスクリーニングが可能である。
【００２９】
　本発明の第３実施形態は従来のＳＥＬＥＸ法との組合せによるスクリーニングである。
具体的には、前記工程（ａ）または（ｂ）、もしくは（ａ’）の前に、前記第一または第
二のリガンド候補混合物に比べてより標的物質と親和性の高いリガンド候補が標的物質と
複合体を形成するように、前記リガンド候補混合物と標的物質とを接触させる工程と、前
記複合体を形成したリガンド候補を分離回収する工程と、前記分離回収したリガンド候補
を増幅し、あらたなリガンド候補混合物を産生する工程とをさらに含む実施形態である。
　また、前記工程（ｄ）もしくは（ｄ’）の後に、回収したリガンド候補混合物に比べて
より標的物質との親和性の高いリガンド候補が標的物質と複合体を形成するように、前記
リガンド候補混合物と標的物質とを接触させる工程と、前記標的物質と結合したリガンド
候補を分離回収する工程と、前記分離回収したリガンド候補を増幅し、あらたなリガンド
候補混合物を産生する工程と
をさらに含む実施形態である。
【００３０】
　本発明の第４実施形態は、前記３つスクリーニング方法の実施形態により得られる少な
くとも一部が特定の立体構造を形成する核酸リガンドの配列を同定する方法。後述の実施
例で具体的に説明する。
【００３１】
　本発明の第５実施形態は、前記各実施形態にための、核酸リガンドの候補混合物から標
的物質と結合することにより少なくとも一部が特定の立体構造を形成する核酸リガンドを
スクリーニングするためのキットである。リガンド候補混合物またはリガンド候補の前駆
体の混合物と、前記特定の立体構造の少なくとも一部を認識する構造認識部位が設けられ
た担体とを含むことを特徴とする。。
【００３２】
　以下は本発明に用いられるリガンド等に関する説明であり、特に説明がない限り、全て
の実施形態に適用される。
【００３３】
（リガンド、リガンド候補混合物）
　本発明でいう「リガンド」は、所望される作用を有する、非天然に存在するリガンドで
ある。このようなリガンドとして、一般的に「アプタマー」と呼ばれるものが含まれるが
、「アプタマー」という用語は本発明では「リガンド」と同義として使用される。所望さ
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れる作用には限定されないが、標的物質に結合すること、標的物質を触媒的に変化させる
こと、標的物質の作用を抑制すること、及び標的物質と他の分子との反応を促進すること
などが含まれる。
【００３４】
　本発明でいう「リガンド候補混合物」は、所望のリガンドが選択される、１以上の化合
物から構成されるリガンド候補分子の混合物である。そのようなリガンド候補混合物とし
ては、限定されるものではないが、公知の化合物ライブラリーを使用することができる。
例えば、ＤＮＡライブラリー、ＲＮＡライブラリー、ｍＲＮＡライブラリー、ｃＤＮＡラ
イブラリー、ゲノムライブラリー、ペプチドライブラリー、抗体ライブラリー、もしくは
これらを組み合わせたライブラリーを使用することができる。また、これらのライブラリ
ーの構成要素となる化合物が、化学的に修飾、改変されたものであってもよい。これらラ
イブラリーは、市販されているものを利用してもよいし、従来公知の技術を基に作製して
もよい。
【００３５】
　本発明でいう「特定の立体構造」とは、標的物質と結合することによりリガンドの構成
要素が形成しうる立体構造の少なくとも一部が予め所望の空間的な配置をとるように規定
されてなる立体構造を意味する。そのような特定の立体構造は、核酸やペプチド、タンパ
ク質等の生体分子の立体構造データベース（Protein　Data　Bank、ＰＤＢ）等を参考に
して選択することができる。また、市販の立体構造モデリングソフトなどを使用してｉｎ
　ｓｉｌｉｃｏで構造予測した立体構造を用いてもよい。標的物質の存在または非存在下
におけるリガンドの詳細な立体構造は、Ｘ線結晶構造解析または核磁気共鳴分光法(Nucle
ar　Magnetic　Resonamce　Spectroscopy、ＮＭＲ)などによって決定することができる。
リガンド候補混合物に含まれるリガンド候補の数と実際のスクリーニング系の容量、濃度
などよりリガンド候補混合物中に含まれる目的のリガンドの数を決定することができる。
【００３６】
　また、本発明のリガンド及びリガンド候補分子は、分子毎に異なるランダム化領域の他
に、相同な領域からなる保存領域を含んでいてもよい。一例として、前記保存領域はラン
ダム化領域を挟み込むように両側に設計することができる。
　また、スクリーニングに使用するリガンド候補分子に関し、本発明では保存領域を近づ
かせる必要は必ずしもないので、削除した保存領域はＰＣＲで増幅する際のプライマー結
合領域を付加することができる。
　本発明で取得した一以上のリガンドを同定し標的物質結合時のリガンドの立体構造解析
を行い、結合で立体構造の変化程度が高い領域の周辺に、当該変化した立体構造が更に変
化を起さない程度に、前記保存領域を分子の両側に挿入し最終的なリガンドを得ても良い
。
【００３７】
　また、本発明でいう「リガンド」または「リガンド候補」は、所定の機能（標的物質と
の結合による立体構造の変化）を有するものであれば特に制限はない。形成しうる立体構
造の多様性の観点から核酸もしくはペプチドあるいはそれらの誘導体から構成されること
が好ましい。リガンドが核酸である場合、一本鎖または二本鎖ＤＮＡ、ＲＮＡ及び人工Ｄ
ＮＡ、人工ＲＮＡ、ペプチド核酸、架橋化核酸（ＢＮＡ、Bridged Nucleic Acid）及びこ
れらを化学的に修飾した誘導体などがあげられるが、これらに限定されるものではない。
化学修飾としては、特に限定されるものはないが、キャッピングのような３’及び５’修
飾も含まれる。例えば、リン酸化、アミノ化、ビオチン化、チオール化、ポリエチレング
リコール（ＰＥＧ）化や蛍光標識などである。
【００３８】
　本発明のスクリーニング方法で得られたリガンドの利用方法に適した修飾を予めに行っ
ても良いが、配列途中への修飾も可能である。特に、追加の電荷、分極率、水素結合、静
電相互作用、及び流動性をリガンドの一部または全体に取込む他の化学基を提供するもの
が含まれる。これらの修飾により、標的物質との親和性能のバリエーションや結合力及び
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立体構造変化の程度を拡大させることができる。また、水以外の溶媒に溶解させることが
可能となり、有機溶媒中で使用可能なリガンドの取得への展開も可能となる。そのような
修飾には、特に限定しない。２’位の糖修飾、５位のピリミジン修飾、８位のプリン修飾
、環外アミンにおける修飾、４－チオウリジンの置換、５－ブロモ又は５－ヨード－ウラ
シルの置換等が挙げられる。さらに、骨格修飾、メチル化、イソ塩基のイソシチジン及び
イソグアニジンのような、稀な塩基対の組み合わせ等を含むことができる。本発明におい
て増幅工程を行う場合は、増幅可能である修飾方法を選ぶことができる。
【００３９】
　リガンドがペプチドである場合、アミノ酸の一次配列によって形成されるオリゴペプチ
ド、ポリペプチド及びこれらを化学的に修飾した誘導体から構成されうる。また、これら
は一本鎖である必要は必ずしもなく、環状構造をとっていてもよく、複数の一次配列から
なるユニットが各々相互作用することで複合体を形成しているようなものであってもよい
。化学修飾としては、特に限定されるものはないが、アセチル化、スクシニル化、ビオチ
ン化、ホルミル化、ミリストイル化、ファルネシル化、ゲラニル化、ＰＥＧ化等の種々の
修飾や蛍光標識、糖鎖の導入などが含まれる。核酸の場合と同様、特に、追加の電荷、分
極率、水素結合、静電相互作用、及び流動性をリガンドの一部または全体に取込む他の化
学基を提供するものも含まれうる。また、人工的に合成される非天然のアミノ酸も本発明
におけるペプチドの構成要素として用いることができる。核酸の場合と同様に、これらの
利用により、標的物質との親和性能のバリエーションや結合力及び構造変化の程度を拡大
させることができる。また、水以外の溶媒に溶解させることが可能となり、有機溶媒中で
使用可能なリガンドの取得への展開も可能である。
【００４０】
　本発明におけるリガンド候補前駆体とは、それ自身をスクリーニングの候補として用い
るものではないが、化学的または生体内での反応によって、リガンド候補混合物として利
用可能であるものを示す。具体的には、アミノ酸配列をコードする遺伝子を有するベクタ
ー、リガンドの一部の官能基（例えば、アミノ基、チオール基、カルボキシル基、ヒドロ
キシル基など）の反応性を制御するために、修飾基で保護された核酸またはペプチドなど
が挙げられる。これらに限定されるものではない。これらの前駆体は、宿主細胞、例えば
市販のタンパク質発現用の大腸菌、酵母細胞、植物細胞、動物細胞等または無細胞タンパ
ク質発現システムを用いて、リガンド候補混合物として回収することができる。または化
学的処理によって保護基を除去することによってリガンド候補混合物として回収すること
ができる。スクリーニング直前まで前駆体として維持させることで、リガンド候補分子の
多様性を維持できること、再現性の高いスクリーニングを可能にすること等の効果を得る
ことができる。
【００４１】
　本発明における第一のリガンド候補混合物とは、上述のようにして得られる、スクリー
ニングを行う前のリガンド候補混合物を示す。また、本発明のスクリーニング方法によっ
て得られる所望のリガンドが濃縮されたリガンド候補混合物を新たな第一のリガンド候補
混合物として利用することができる。また、第二のリガンド候補混合物とは、第一のリガ
ンド候補混合物から分離回収されたリガンド候補混合物である。具体的には、標的物質の
非存在下、前記担体に接触させ、前記担体に結合したリガンド候補混合物を除去し、結合
せずに遊離しているリガンド候補混合物（標的物質非存在下、特定の立体構造を形成しな
いリガンドが濃縮されたリガンド候補混合物）である。または、あるいは標的物質の存在
下、前記担体に接触させ、前記担体に結合したリガンド候補混合物を回収して得られるリ
ガンド候補混合物（標的との結合により少なくとも一部が特定の立体構造を形成するリガ
ンドが濃縮されたリガンド候補混合物）である。
【００４２】
（担体）
　本発明でいう担体は、特定の立体構造の少なくとも一部を認識する構造認識部位を設け
ることが可能である限り、その材質及び形状に関して特に制限はない。担体の材料として
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、ＤＮＡマイクロアレイや核酸精製、ＥＬＩＳＡ（Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay
）などに用いる担体材料を利用することができ、例えばプラスチック、無機高分子、金属
、金属酸化物、天然高分子及びこれらを含む複合材料等が挙げられる。
　プラスチックとして具体的には、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポ
リプロピレン、ポリアミド、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリカルボジイミド樹脂、
ポリイミド及びアクリル樹脂等が挙げられる。また、無機高分子として具体的には、ガラ
ス、水晶、カーボン、シリカゲル及びグラファイト等が挙げられる。また、金属、金属酸
化物として具体的には、金、白金、銀、銅、鉄、アルミニウム、磁石、フェライト、アル
ミナ、シリカ、パラマグネット及びアパタイト等が挙げられる。天然高分子としては、ポ
リアミノ酸、セルロース、キチン、キトサン、アルギン酸、アガロース及びそれら誘導体
が挙げられる。
【００４３】
　特定の立体構造の少なくとも一部を認識する構造認識部位を担体上に設けるために、担
体材料の表面には、官能基が導入されていてもよい。また、官能基の導入とは別に直接物
理吸着で固定しても良い。種々の担体表面に対して、従来既知の固定化方法が本発明にお
いても使用可能である。
　低分子量のリガンドを固定する場合、物理吸着のようなリガンドの疎水性や電荷を利用
した静電吸着などランダムな固定だと一分子あたりの担体に対する結合力が低下し固定量
が確保できない可能性があるため、化学結合が好ましい。特に好ましくは、該リガンドを
末端で固定することである。
【００４４】
　例えば、金への直接固定の場合は、末端チオール化リガンドの利用が可能であり、担体
表面にカルボン酸基が導入されている場合は、末端アミノ化核酸と脱水縮合により固定が
可能である。更に、担体表面にストレプトアビジンやアビジンが導入されている場合は、
末端ビオチン化リガンドを用いることができる。
　また、担体上に設けた特定の立体構造の少なくとも一部を認識する構造認識部位と該リ
ガンド候補混合物との反応をより促進するため、担体構造認識部位との間にリンカーを設
けても良い。リンカーを設けることにより、担体固相反応における分子の立体障害を抑え
ることができる。また、リンカー長、種は反応効率に従って、適宜選択が可能である。
　更に、反応を促進するため、担体を微粒子化することができる。微粒子化により表面積
を大きくすることができ、反応ボリュームの低減、高濃度での反応、撹拌による擬似液相
反応などにより促進効果が期待できる。また、分離工程の簡素化を目的とした微粒子の使
用が可能であり、微粒子の遠心分離、カラムへの充填による精製分離、磁石による分離回
収などが挙げられる。担体に結合したリガンドと遊離のリガンドを分離する技術は従来既
知の技術を使うことができる。また、遊離の標的物質からリガンドが結合した担体を分離
精製する手段も同様に従来既知の技術を使うことができる。
【００４５】
（構造認識部位）
　本発明でいう「構造認識部位」は、リガンドが形成する特定の立体構造の少なくとも一
部を認識するように担体に設けられた部位である。担体そのものが構造認識部位を形成し
ていてもよいし、担体上の表面全体または一部に構造認識部位を有する物質が担持されて
いてもよい。前記「構造認識部位」の認識は、所謂「鍵」と「鍵穴」との関係として例え
られるようなリガンドが形成する立体構造に相補な立体構造によって認識するだけでなく
、、水素結合・静電相互作用・双極子－双極子相互作用、疎水性相互作用などリガンドと
構造認識部位との間に働く分子レベルの相互作用による認識等を含む。
【００４６】
　本発明における構造認識部位を形成する物質として、生体分子、例えばヌクレオチド、
オリゴヌクレオチド、ポリヌクレオチド、アミノ酸、オリゴペプチド、ポリペプチド、単
糖類、二糖類、オリゴ糖類、多糖類、タンパク質、糖タンパク質、酵素、抗体、膜タンパ
ク質、転写因子、脂質、炭水化物、代謝産物、リボソーム、遷移状態類似体、補因子、阻
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害剤、薬物、栄養素、ホルモンなどが含まれる。
　核酸をリガンドとしてスクリーニングする場合において、標的物質の存在下または非存
在下において、スクリーニングする核酸リガンド候補とWatson-Crick塩基対の形成によっ
て核酸－核酸のハイブリダイゼーションのような構造認識部位は本発明には含まれない。
【００４７】
　また、特定の立体構造を認識することが知られている公知の生体分子を用いることがで
きる。例えば、染色体のテロメア領域で形成されることが知られている立体構造であるグ
アニン四重鎖（G-quadruplex）構造に親和性を有するＺｎフィンガータンパク質やポルフ
ィリン化合物、ＤＮＡが形成する代表的な構造である３本鎖構造（3-way junction）に親
和性を有するタンパク質として知られるＣｒｅリコンビナーゼ、あるいはステロイド骨格
を有する薬剤、あるいは、４本鎖構造（4－way　junction）に対して親和性を有すること
が知られているタンパク質であるヒストンＨ１やヒトミトコンドリア転写因子Ａ、種々の
核酸またはペプチドが形成する立体構造を認識する抗体もしくは抗体断片、酵素などが存
在するが、これらに限定されるものではない。
【００４８】
　所望の立体構造を認識できる公知の生体分子の情報がない場合、所望の立体構造もしく
はそれに類似した構造情報を有する分子を利用して、その立体構造を認識する生体分子を
取得することができる。目的の構造認識部位を有する生体分子は、公知のスクリーニング
技術、公知のＤＮＡやＲＮＡライブラリー、ペプチドライブラリー、抗体（断片）ライブ
ラリーを使用したスクリーニングを用いること取得できる。これらのライブラリーは、市
販のものを使用することが可能であり、コンビナトリアルケミストリーの手法を用いた化
学合成、公知の遺伝子工学的技術等を用いて任意のライブラリーを作製することもできる
。また、取得した生体分子が所望の立体構造を認識するかを確認するため、表面プラズモ
ン共鳴（Surface　Plasmon　Resonance、ＳＰＲ）センサや等温滴定カロリメトリー（Iso
thermal Titration Calorimetry，ＩＴＣ）、水晶振動子マイクロバランス（Quartz Crys
tal Microbalance，ＱＣＭ）センサ等の相互作用解析装置を用いて解析することができる
。また、ＮＭＲまたはＸ線結晶構造解析を行うことで所望の立体構造を認識形成している
か確認することもできる。
【００４９】
　また、構造認識部位が、特定の立体構造の少なくとも一部を認識できる空隙及び／また
は表面構造を有するポリマーによって形成されていてもよい。そのようなポリマーとして
、分子インプリント技術によって形成されるポリマーを利用することができる。分子イン
プリント技術とは、結合対象となる分子を鋳型として用いた鋳型分子の立体構造や物理化
学的な性質を認識することで、鋳型分子と結合できる機能性高分子である分子インプリン
トポリマー（Molecular Ipmrinted Polymer、ＭＩＰ）を合成する技術である。
　ＭＩＰは以下のようにして作製することができるが、作製方法はこれらに限定されるも
のではない。有機高分子からなるＭＩＰは、鋳型分子の共存下で鋳型分子と水素結合、静
電的相互作用、疎水、浸水性相互作用などによって鋳型分子と相互作用する機能性モノマ
ーと、架橋性モノマーを共存させ、重合し、次に、鋳型分子を除去することで作製するこ
とができる。あるいは、共有結合により鋳型分子と機能性モノマーとの複合体を形成した
後、架橋性モノマーを混合して重合し、得られたポリマーから加水分解等により鋳型分子
を除去することで作製することができる。
【００５０】
　また、無機ポリマーからからなるＭＩＰは、鋳型分子をゾル-ゲル反応時に共存させる
ことにより得ることができる。機能性モノマーとしては、特に限定はないが、有機分子と
して、メタクリル酸、アクリル酸、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、酢酸ビニル、
アクリルアミド、スチレン、Ｎ，Ｎ’－メチレン－ビスアクリルアミド、アクリレート、
メタクリル酸アミド、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、Ｎ－スクシンイミジル
、メタクリレート、メタクリロニトリルなどがあげられる。
　また、無機分子として、チタンブトキシド、ジルコニウムプロポキシド、アルミニウム
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ブトキシド、ニオブ等の金属アルコキシド、
メチルトリメトキシシラン、ジエチルジエトキシシラン等の金属アルコキシド、酸化チタ
ンや酸化アルミニウムなどの金属酸化物、などがあげられるがそれらに限定されるもので
はない。
　また、分子インプリントポリマーは溶解又は溶融したポリマーに鋳型分子を溶解させて
、ポリマーの官能基と共有又は非共有結合させて固化した後、鋳型分子を除去する方法（
相転換法）によっても作製することができる。
【００５１】
　本発明において、鋳型分子として、所望の立体構造もしくはそれに類似した構造が公知
の分子を利用することができる。作製したＭＩＰが所定の機能の有無を、鋳型分子の存在
下または非存在下での原子間力顕微鏡（Atomic　Force　Microsopy，ＡＦＭ）や電子顕微
鏡、Ｘ線光電子分光（X-ray
Photoelectron Spectroscopy，ＸＰＳ）などの微細構造の解析で確認することができる。
あるいはＭＩＰと鋳型分子との結合能をＳＰＲやＱＣＭ等で測定することなどによって確
認することができる。
【００５２】
　あるいは、ポリマーとして、包摂化合物のような特定の分子を選択的に認識できる高い
秩序を持った空間を提供する分子を用いて構造認識部位を形成してもよい。そのような包
摂化合物としては、クラウンエーテル、シクロデキストリン、カリックスアレーン、ヒド
ロキノン、デオキシコール酸、アミロース、フラーレン、ポルフィリン、ゼオライト等の
化合物を用いることができるが、これらに限定されるものではない。
　また、本発明におけるスクリーニング方法として、各々異なる構造認識部位を有する複
数の異なる担体を使用してもよいし、ひとつの担体に複数の構造認識部位を有していても
よい。
【００５３】
（反応条件）
　本願スクリーニング方法における工程の条件は実際にリガンドを使用する条件（例えば
温度、ｐＨ、塩濃度、添加剤等の溶液条件など）と同じに設定することが望ましい。特に
好ましくは、各工程と遊離の標的物質との接触工程は同条件（温度、ｐＨ、塩濃度の溶液
条件）で行うことを含む。担体への非特異吸着防止剤の添加などに関しては実使用時と異
なっていても良い。
【００５４】
（標的物質）
　本明細書における標的物質は、所望される、関心対象の化合物又は分子を意味する。標
的物質として、タンパク質に代表される生体高分子から代謝産物のような低分子化合物ま
で広くあり得る。具体的には、タンパク質、ペプチド、炭水化物、糖類、糖タンパク質、
ホルモン、抗体、代謝産物、遷移状態類似体、補因子、阻害剤、薬物、栄養素等であり得
て、特に制限がない。つまり、核酸リガンドと結合できる、相互作用を生成させることが
できるものである限り特に制限はなく、目的に応じて適宜選定することができる。
【００５５】
（標的物質との親和性を指標にしたリガンドのスクリーニング技術との組み合わせ）
　本発明のスクリーニング方法の工程（ａ）の及び／または工程（ｂ）、もしくは（ｂ’
）の前に、以下（ｉ）乃至（ｉｉｉ）の工程を更に含んでなる方法により、リガンド候補
混合物から標的物質に対してより親和性を有するリガンドを取得することができる。工程
（ｉ）は、前記第一又は第二のリガンド候補混合物と標的物質とを接触させる工程である
。ここで、リガンド候補混合物に比べて標的物質に対して増加した親和性を有するリガン
ド候補分子がリガンド候補混合物の残りから分画され得る。工程（ｉｉ）は、前記標的物
質と結合したリガンド候補を分離回収する工程である。工程（ｉｉｉ）は、前記分離回収
したリガンド候補を増幅し、あらたな第一又は第二のリガンド候補混合物を産生する工程
である。
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　また、本発明のスクリーニング方法の工程（ｄ）もしくは（ｄ’）の後に、以下（ｉ’
）乃至（ｉｉｉ’）の工程を更に含んでなる方法により、リガンド候補混合物から標的物
質に対してより親和性を有するリガンドを取得することができる。工程（ｉ’）は、前記
リガンド候補混合物と標的物質とを接触させる工程である。工程（ｉｉ’）は、前記標的
物質と結合したリガンド候補を分離回収する工程である。工程（ｉｉｉ’）は、前記分離
回収したリガンド候補を増幅し、あらたなリガンド候補混合物を産生する工程である。
【００５６】
　上記の工程は、一般的に標的物質との親和性を指標にしたリガンドのスクリーニング工
程である。リガンドが核酸から構成される場合においては、ＳＥＬＥＸ法であり、ペプチ
ドから構成される場合においては、ファージディスプレイ法やｍＲＮＡディスプレイ法、
リボソームディスプレイ法、細胞表層ディスプレイ法などによる選択手法を用いることが
できる。当業者に既知のこれらの方法及びその改良方法と本願方法を組み合わせることが
可能である。
　組み合わせ方、組み合わせる工程の順番として特に制限はない。好ましい一つの形態と
して、まず、上記の標的物質親和性リガンドの選択手法によって親和性の高められたリガ
ンド候補混合物を取得する。そして遊離の標的物質非存在下において、初期構造として特
定の立体構造の少なくとも一部を形成する本願非目的のリガンド候補を分離除去する。続
いて、遊離の標的物質存在下において特定の立体構造の少なくとも一部を形成する本願目
的のリガンドを分離回収することが含まれる。
【００５７】
　できる限り工程を減らすような方法が回収ロスなどを抑え、または取得されうる目的リ
ガンドの性質のバイアスを減らす意味で、スクリーニング手段としては望まれる。上述の
構造認識部位との結合能の違いによる分離工程は親和性リガンドの選択工程（ＳＥＬＥＸ
または各種ディスプレイ技術によるスクリーニング）と同じ回数行っても良いが、特に限
定しない。例えば、親和性リガンドの選択工程の最終ラウンドで得たリガンド候補混合物
に対して、担体上の構造認識部位との結合能の違いによる分離工程を一回行うことにより
目的のリガンドを取得することも可能である。また、各構造認識部位との結合能の違いに
よる分離工程の回数も目的に合わせて回数を決定することができる。
【００５８】
　また、各々の分離工程回数が異なっていても良い。親和性を指標にしたスクリーニング
工程と、担体上の構造認識部位との結合能の違いを利用した分離工程との反応条件（温度
、ｐＨ、塩濃度、溶媒）は同一であることが望ましい。担体への標的物質あるいはリガン
ド候補混合物の非特異吸着抑制などの添加剤は、担体の種類や表面官能基、標的物質の種
類などに依存するため、適宜変更可能である。上述の標的物質に対する親和性を指標にし
たリガンドを取得する原理は、本出願においても利用可能であり、特に制限はない。
【００５９】
　上述の結合能を指標にしたスクリーニング手法の一般的な例を図５に示す。標的物質に
より親和性の高いリガンドが標的物質と複合体を形成するように、固定支持体に標的物質
を固定し、リガンド候補混合物と反応させる。反応後に洗浄し、複合体を形成したリガン
ドを回収するというプロセスである。このプロセスに反応と洗浄時のストリンジェンシー
を変えることでより親和性の高いリガンドを得ることが可能である。ストリンジェンシー
とは、反応または洗浄時の温度や緩衝液のｐＨ、塩濃度、添加剤、洗浄の回数などが含ま
れ、目的に応じて変更が可能である。
　また、上記した固定支持体とは、共有または非共有結合を通じ、標的物質を結合するこ
とが可能である、いかなるものでもよい表面と定義される。これには、限定されるわけで
はないが、膜、プラスチック、常磁性ビーズ、荷電紙、ナイロン、ラングミュア・ブロジ
ェット膜、官能化ガラス、ゲルマニウム、シリコン、ＰＴＦＥ、ポリスチレン、ヒ化ガリ
ウム、金及び銀が含まれる。表面上に配置されるアミノ基、カルボキシル基、チオール基
またはヒドロキシル基などの官能基を有することが可能な、当業に知られるいかなる他の
素材も意図される。これには、いかなるトポロジーの表面も含まれ、限定されるわけでは
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ないが、球状表面、溝付き表面、及び筒状表面が含まれる。一方、固定支持体を使用せず
、遊離の標的物質と接触させて複合体を形成し、複合体に起因する物理特性を利用して、
残りのリガンド候補混合物から分画することも可能である。例えば、等温電気泳動やクロ
マトグラフィーなどの手法が使用可能である。
【００６０】
　本発明の増幅工程は、従来既知の方法が利用可能である。リガンドが核酸である場合は
、例えばＰＣＲ法などを用いることができる。一本鎖核酸が必要となる場合、ＰＣＲ法で
増幅した核酸リガンド候補混合物は、例えばビオチン化プライマーを用いてＰＣＲ法によ
る増幅後の二本鎖の内、核酸リガンド配列の逆鎖（相補鎖）をストレプトアビジンカラム
などにより分離除去されうる。増幅工程及びその後の分離精製工程は上記記載の方法に限
定するものではない。
　増幅工程を行う場合は、核酸候補混合物の配列として、様々な配列領域（ランダム配列
領域）、保存配列領域に加え、更に固定配列である増幅用プライマー配列領域を含むこと
ができる。いわゆるＰＣＲ増幅プライマー配列領域は核酸候補混合物の配列の両末端に設
計されうる。プライマー配列領域は特に限定されないが、核酸リガンド候補混合物が保存
配列領域を含む場合、当該保存配列領域と二次構造を形成しにくい配列を選択することが
好ましい。これによってＰＣＲの増幅の効率を高めることができる。
【００６１】
　一つの決定方法として核酸の二次構造予測ソフト（例えばｍｆｏｌｄソフト）を適用す
ることができる。様々な配列領域の部分をいくつかのモデル配列とし、保存配列領域と増
幅プライマー配列領域を設定し、前記保存配列領域と増幅プライマー配列領域との間で二
次構造が形成されやすいかを評価し、選択することができる。また、保存配列領域の一部
または全部を増幅プライマー配列領域の一部として利用しても良い。増幅用プライマー配
列領域の核酸リガンド構造への寄与を低減させるためにプライマー配列領域を増幅工程終
了後に除去してもよい。プライマー配列内部に制限酵素構造認識部位を導入することで部
位特異的に除去することもできる。また、各配列領域間にリンカー部分として核酸配列を
導入しても良い。
　また、リガンドがペプチドである場合においても、当業者に既知の種々の手法を用いて
増幅させることができる。例えばファージディスプレイ法を用いる場合は、回収したファ
ージを大腸菌に感染し、菌体内で増殖させたファージを回収することによって、リガンド
候補分子を増幅させることができる。
【００６２】
（センサやその他利用）
　本発明により取得されるリガンドは、たとえば、特定の代謝系に関与する代謝物やタン
パク質に特異的に相互作用し得るリガンドを同定することにより、多機能薬品、高精度ド
ラッグデリバリーを行う物質となることが考えられる。さらに反応中間体をミミックした
分子に特異的に相互作用し得るリガンドを同定することにより、不安定な反応中間体を経
由する多段階反応でも効率よく進めることができると考えられる。またリガンドを水晶発
振子、表面プラズモン共鳴、電極または表面弾性波素子に付着結合させていわゆるバイオ
センサとしても適用させることができる。特に好ましくは、本出願の特徴である標的物質
との結合による特定の構造変化を利用した化学／バイオセンサや分子スイッチ、信号伝達
分子などが挙げられる。
【実施例】
【００６３】
　以下、本発明が適用できる実施例を説明するが、これらは本発明の範囲を限定するもの
ではない。
【００６４】
（実施例１）
　図１に示す方法に基づいて、標的物質の結合によって、核酸が形成する代表的な立体構
造のひとつである構造へと構造変化する核酸リガンドのスクリーニングを行う。三本鎖構
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造を認識する構造認識部を有する物質として、一本鎖抗体断片（ｓｃＦｖ）を用いる。標
的物質や所望の立体構造が異なる場合においても、以下に示す方法と同様にして標的物質
の結合により所望の立体構造を形成するリガンドをスクリーニングすることができる。
　ＮＭＲによって立体構造情報がタンパク質立体構造データバンク（ＰＤＢ　ＩＤ：1Ｓ
ＮＪ）にて開示されている下記配列番号１の５’末端をアミノ基で修飾した核酸を化学合
成により作製する。化学合成は市販のＤＮＡ合成機(AKTAoligopilot plus 10/100（GE　H
ealthcare社製）を用いて、指定のプロトコールにより作製する。
【００６５】
配列番号１：5'-CGTGCAGCGGCTTGCCGGCACTTGTGCTTCTGCACG-3'
【００６６】
　Clackson　T．　et　al．，　Nature，1991，voｌ．352，624－628に記載の方法を基に
配列番号１の核酸の立体構造を認識する１本鎖抗体断片（single　chain　Fv，scFv）ラ
イブラリーを作製する。配列番号１のＤＮＡ溶液をウシ結成アルブミン、完全フロイント
アジュバントとともに２週間毎に、計４回ＢＡＬＢ／Ｃマウスに免疫する。そしてマウス
の脾臓を摘出し、記載のプロトコールに従い、ＲＮＡを抽出し、ｃＤＮＡを合成する。次
に、抗原との結合に関与する抗体の重鎖及び軽鎖の可変領域であるＶＨ、Ｖκをコードす
る配列をプローブとして、ＶＨまたはＶκのｃＤＮＡライブラリーを作製する。これらＶ
Ｈ、ＶＬ毎に記載のプライマーを用いて記載の条件にてＰＣＲを行い、ＶＨ、Ｖκをコー
ドした遺伝子を取得する。得られた配列を基にして、ＶＨ遺伝子とＶＬ遺伝子間にリンカ
ーアミノ酸として（ＧＧＧＧＳ）のアミノ酸配列をコードする遺伝子を３回繰り返した配
列を挿入した１本鎖抗体断片をコードする遺伝子を作製し、ファージミドベクターに組み
込む。このファージミドベクターを用いて大腸菌ＴＧ－１にエレクトロポーレーション法
により形質転換後、ヘルパーファージを重感染させ、ｓｃＦｖファージライブラリーを調
製する。
【００６７】
　上述のｓｃＦｖファージライブラリーを用いて配列番号１の核酸に対して結合能を有す
るｓｃＦｖを取得する。核酸を含む水溶液を９５℃で５分間インキュベートし、その後３
０分間室温で静置する。カルボジイミド（1-ethyl-3-(3dimethylaminopropyl)carbodiimi
dehydrochloride）溶液と上述の核酸溶液を混合する。直ちにカルボキシル基で修飾され
た磁性微粒子（BiomagPlus Carboxyl（Polyscience社製）と混合し、攪拌しながら室温で
２４時間インキュベートする。磁気スタンドを用いて磁性粒子を集めた後、上清を除去す
る。ミリＱ水を加え、再度磁性粒子を集め、上清を除去する洗浄操作を３回繰り返す。得
られた核酸固定化磁性粒子にファージライブラリーを加えて、バッファー（５０ｍＭ　ト
リス(ヒドロキシメチル)アミノメタン（トリス）、３００ｍＭ　塩化ナトリウム（ＮａＣ
ｌ）、３０ｍＭ　塩化カリウム（ＫＣｌ）、５ｍＭ　塩化マグネシウム（ＭｇＣｌ２）、
ｐＨ７．６）中、室温で攪拌しながらインキュベートする。磁性粒子に結合しない、また
は非特異的に結合しているファージをバッファーで洗浄して除去し、磁性粒子に結合した
ファージを回収する。回収した前記ファージを大腸菌に感染させ、新たなファージライブ
ラリーを作製する。この一連の操作を繰り返し、配列番号１の核酸に有意な親和性を持つ
ｓｃＦｖを濃縮する。濃縮されたファージからＤＮＡを抽出し、そのＤＮＡ塩基配列を決
定することにより、配列番号１の核酸に有意な親和性を持つｓｃＦｖをコードする遺伝子
情報を得ることができる。得られる遺伝子を人工合成し、市販の蛋白質発現用のプラスミ
ドベクターpET-22b(+)（Novagen社製）に挿入する。大腸菌内で発現させたｓｃＦｖの取
得を、Umetsu　M．　et　al．　J. Biol. Chem., 2003，vol．278，8979－8987に記載の
方法を参考にして行う。得られたｓｃＦｖの緩衝液をリン酸緩衝生理食塩水（Phosphate
　Buffered　Saline，ＰＢＳ）に置換する。緩衝液の置換は、透析により行う。
【００６８】
（実施例２）
　得られたｓｃＦｖの立体構造認識能を以下のようにして確認する。
　核酸２次構造予測ソフトｍｆｏｌｄ（Zuker　M．Nucleic　Acids　Research，2003，vo
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l．31，3406－3415）を用いて以下の配列を設計し、合成する。三本鎖構造を形成しない
と予測される核酸配列（配列番号２－５）、及び配列番号１と塩基長及び各々のステム領
域とループ塩基数が同じ三本鎖構造をもつ核酸配列（配列番号６－７）を設計し、ＤＮＡ
合成機によって合成する。
【００６９】
　実施例１で得られるｓｃＦｖとの核酸配列１－５との結合性を表面プラズモン共鳴（Su
rface　Plasmon　Resonance，ＳＰＲ）測定装置にて測定する。ＳＰＲ測定装置として、
ＢＩＡｃｏｒｅＸ（GE　Healthcare社製）を使用する。カルボキシルメチルデキストラン
を金膜表面にコートしたＳＰＲセンサ基板（CM5，GE　Healthcare社製）をＢＩＡｃｏｒ
ｅＸに設置する。センサ基板へのｓｃＦｖの固定は、指定のプロトコールに従って行う。
アミンカップリングキット（GE　Healthcare社製）中のN-hydroxysuccinimide（ＮＨＳ）
とN-ethyl-N'-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride（ＥＤＣ）の混合溶
液を作製し、これを５μｌ／分で７分間処理する。実施例１で得られるｓｃＦｖ溶液を１
０μＭの濃度で７分、さらにアミンカップリングキット（GE　Healthcare社製）中のEtha
nolamine溶液で７分間処理する。これにより、カルボキシルメチル基を介してｓｃＦｖを
固定化する。ランニングバッファーをスクリーニングに使用したバッファー（５０ｍＭ　
トリス、３００ｍＭ　ＮａＣｌ、３０ｍＭ　ＫＣｌ、５ｍＭ　ＭｇＣｌ２、ｐＨ７．６）
に切り替え、シグナルが安定した段階で配列番号１の核酸溶液（１０μM）を流速２０μ
ｌ／分で導入する。配列番号２～７の核酸溶液においても同様の測定を行う。配列番号２
－５のシグナルと比較して、配列番号１及び６、７の核酸溶液ではＳＰＲシグナルの上昇
が観察されることから、実施例１で得られるｓｃＦｖは配列番号１の三本鎖構造及びそれ
に類似した立体構造を認識していることが確認できる。
【００７０】
（実施例３）
標的物質としてコール酸を用いる。コール酸に結合することによって三本鎖構造からなる
立体構造を形成する一本鎖核酸リガンドを以下のようにして取得する。
配列番号８で示した内部にランダム化領域を有する一本鎖DNAライブラリーをDNA合成機に
よって合成する。一本鎖ＤＮＡライブラリーは、５’末端１ｎｔ～１８ｎｔ及び、５５ｎ
ｔ～７２ｎｔがＰＣＲでの増幅のために固定された配列であり、内部の１９ｎｔ～５４ｎ
ｔの３６塩基がランダムな領域である。
　実施例１で得られるｓｃＦｖをBioMag Plus Carboxyl Protein Coupling Kit（Polysci
ences社製）に付属のカルボキシル基で表面修飾された磁性微粒子に、プロトコールに記
載の方法に従って固定化する。作製したscFv固定化磁性粒子と一本鎖ＤＮＡライブラリー
とを、標的分子との結合により三本鎖構造を形成する一本鎖ＤＮＡをスクリーニングする
キットとして用いることができる。作製したＤＮＡライブラリーの濃度が５０ｎＭとなる
ようにバッファー（５０ｍＭ　トリス、３００ｍＭ　ＮａＣｌ、３０ｍＭ　KCｌ、５ｍＭ
　ＭｇＣｌ２、ｐH７.６）中で溶解し、ｓｃＦｖ固定化磁性微粒子と混合し、攪拌しなが
ら室温でインキュベートする。磁気スタンドを用いてインキュベート後の反応上清を回収
する。
【００７１】
　配列番号８：5'-GTACCAGCTTATTCAATTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAGATAG   
 
TATGTTCATCAG-3'
【００７２】
　回収した反応上清に、BioMag　Plus Amine Protein Coupling Kit（Polyscience社製）
を用いて、標的物質としてコール酸（和光純薬株式会社）が固定化された磁気微粒子を加
える。磁気スタンドを用いて、磁性粒子を回収する。バッファーを用いて、磁性微粒子を
洗浄する。コール酸固定磁性粒子から候補ＤＮＡを解離するため、高濃度のコール酸溶液
（５ｍＭ）を加えて攪拌しながらインキュベートする。これによって、磁性粒子のコール
酸と固定化しているＤＮＡを解離させ、SV Gel and PCR clean up system（Promega社製
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）を用いてコール酸が除去されたＤＮＡ溶液を得る。ＤＮＡを精製する。ＤＮＡ溶液に遊
離のコール酸が終濃度で１０μＭとなるように加え、室温で１時間インキュベートする。
インキュベート後の溶液に、新たに作製したｓｃＦｖ固定化磁性微粒子を加え、攪拌しな
がら室温でインキュベートする。バッファーで洗浄し、磁性粒子に非特異的に吸着したＤ
ＮＡを除去する。洗浄後磁性粒子からＤＮＡを解離させるために、アルカリ溶液を加えて
、上清を回収する。
【００７３】
　塩酸を用いて溶液を中和し、SV Gel and PCR clean up systemを用いて精製する。ＤＮ
Ａが回収されていることを吸光度測定ならびに電気泳動によって確認する。配列番号９の
ＤＮＡ、及び５’末端がビオチン標識されている配列番号１０で示すＤＮＡをプライマー
として使用してLA Taq DNA Polymerase（タカラバイオ社製）を用いて指定のプロトコー
ルに従ってＰＣＲを行う。次いで、アガロースゲル電気泳動を行い、ＤＮＡマーカーの位
置を参考に目的の塩基長（７２ｍｅｒ）を含むゲルを切り出して、SV Gel and PCR clean
 up systemを用いて精製する。Mayer
G. Nucleic Acid and Peptide Aptamers， 2009，19－32．に記載の方法を参考に、精製
後の二本鎖ＤＮＡから、ストレプトアビジン修飾磁性微粒子BioMag Plus Streptavidin（
Polyscience社製）を用いて、一本鎖ＤＮＡを回収する。SV Gel and PCR clean up syste
m（Promega社製）を用いて回収した一本鎖ＤＮＡを精製する。以上の一連の操作を１０回
繰り返し行う。最終的に得られるＤＮＡをクローニング用のベクター（PGEM T-easy(プロ
メガ)へ挿入し（プロトコールに準拠）、得られたベクターを用いて、大腸菌の形質転換
を行う。大腸菌からプラスミドを抽出し、プラスミドＤＮＡをＳＰ６プライマー（配列番
号１１）またはＴ７プライマー（配列番号１２：）、ＤＴＣＳクイックスタートキット（
ベックマンコールター社製）を用いて、付属のプロトコールに従ってＤＮＡの増幅を行う
。推奨プロトコールに従ってＤＮＡシークエンサーCEQ8000（ベックマンコールター社製
）を用いて、スクリーニングで得られた複数のＤＮＡの塩基配列を取得する。
【００７４】
　配列番号９：5'-GTACCAGCTTATTCAATT-3'
　配列番号１０：5'-CTGATGAACATACTATCT-3'
　配列番号１１：5'-ATTTAGGTGACACTATAG-3'
　配列番号１２：5'-
TAATACGACTCACTATAG-3'
【００７５】
（実施例４）
　ＣＭ５基板を用いて、実施例２と同様にして、アミンカップリングによってコール酸を
基板に固定化する。実施例３で得られる配列から両末端のＰＣＲ増幅用固定配列を除去し
たＤＮＡ配列を合成し、センサ基板に２０μｌ／分の流速で導入する。ＳＰＲシグナルの
上昇が確認できる。一方、同濃度の配列番号８の一本鎖ＤＮＡライブラリー溶液を加えて
もそのようなシグナルの上昇はえられないことからＳＰＲセンサを用いて、コール酸結合
能を有するＤＮＡが実施例２のスクリーニングによって濃縮されていることを確認する。
【００７６】
（実施例５）
（立体構造を認識するタンパク質の取得、スクリーニング）
　実施例３で得られる核酸配列から両末端の固定配列を除去した配列の構造をｍｆｏｌｄ
により解析する。得られるＤＮＡは初期の安定構造として、配列番号１の核酸が有するよ
うな三本鎖構造を有していないことが確認できる。また、１３Ｃ、１５Ｎ標識化ヌクレオ
チドをモノマーとして使用してＤＮＡ固相合成機を用いて、両末端の固定配列を除去した
ＤＮＡ配列を合成し、コール酸の存在下及び非存在下でＮＭＲによる立体構造解析によっ
て行う。スクリーニングによって取得されたＤＮＡの中に、ＰＤＢ　ＩＤ：1ＳＮＪで開
示されている立体構造に近い立体構造をもつ三本鎖構造を含んだものが一部取得されてい
ることが確認できる。
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【００７７】
（比較例１）
　実施例３と同様に配列番号８の一本鎖ＤＮＡライブラリーを用いて、一般的なＳＥＬＥ
Ｘ法によりコール酸と結合するＤＮＡ配列を取得する。実施例３と同様の方法で、コール
酸固定化磁性粒子を調製する。一本鎖ＤＮＡライブラリー溶液と、コール酸固定化磁性微
粒子を混合し、攪拌しながら室温でインキュベートする。バッファーで洗浄後、５ｍＭの
コール酸溶液を加えて磁性粒子に結合したＤＮＡを解離させる。実施例３と同様にして、
ＬＡ
Ｔａｑを用いてＰＣＲによってＤＮＡを増幅後、アガロースゲル電気泳動を行い、目的の
塩基長（７２ｍｅｒ）を含むゲルを切り出し、SV
Gel and PCR clean up systemを用いて精製する。精製後の二本鎖ＤＮＡから、ストレプ
トアビジン修飾磁性微粒子BioMag Plus Streptavidin（Polyscience社製）を用いて、一
本鎖ＤＮＡを回収する。SV Gel and PCR clean　up　system（Promega社製）を用いて精
製する。この一連の操作を１０回繰り返し行い、得られるＤＮＡの塩基配列を実施例３と
同様にして取得する。
【００７８】
　実施例４と同様に、両末端配列を除去して得られる配列をｍｆｏｌｄによって解析を行
う。得られる２次構造は初期構造の三本鎖構造で安定化している構造及び三本鎖をとらな
い構造が得られる。三本鎖をとらない構造に関して、コール酸存在下におけるＤＮＡ立体
構造のＮＭＲによる構造解析を行う。実施例４とは異なり、得られるＤＮＡは、コール酸
存在下において、ＰＤＢ　ＩＤ：1ＳＮＪで開示されている立体構造は大きくことなる構
造が形成されていることが確認できる。以上のことから、結合能のみを指標にした通常の
スクリーニング方法では、標的結合により所望の立体構造を形成する核酸配列の濃縮が十
分ではないことがわかる。
【００７９】
（実施例６）
（構造変化センシング）
　実施例５で得られる立体構造情報を基に、コール酸結合前後での構造変化（空間距離の
変化）が大きいと推定される塩基を２つ選択し、各塩基を蛍光ＦＡＭ（励起４９５ｎｍ、
蛍光５２０ｎｍ）、ＲＯＸ（励起５９０ｎｍ、蛍光６１０ｎｍ）で修飾した核酸をＤＮＡ
固相合成機によって合成する。コール酸添加前後でのＦＲＥＴ（Fluorescence Resonance
 Energy Transfer）を蛍光分光光度計で評価する。ＦＡＭを励起した際に、コール酸の存
在によってＲＯＸの蛍光強度が上昇することを確認する。
【００８０】
（実施例７）
（立体構造を認識するMIPの取得、スクリーニング）
　図３に示した工程のようにして、標的物質の結合によって、核酸が形成する代表的な立
体構造のひとつであるＧ－ｑｕａｄｒｏｐｌｅｘ構造（グアニン四重鎖構造）へと構造変
化する核酸リガンドのスクリーニングを行う。グアニン四重鎖構造を認識する構造認識部
として、分子インプリントポリマー（ＭＩＰ）を用いる。標的物質や所望の立体構造が異
なる場合においても、以下に示す方法と同様にして標的物質の結合により所望の立体構造
を形成するリガンドをスクリーニングすることが可能である。
【００８１】
　配列番号１３の核酸の立体構造を認識する分子インプリントポリマーを取得する。配列
番号９の核酸配列はヒトテロメア配列であり、ＰＤＢ　ＩＤ：１４３Ｄで示されるような
グアニン四重鎖構造を形成することがしられている。モノマーとして、アクリル酸及びア
クリルアミドを用いる。メチレンビスアクリルアミドを架橋剤、２，２’－アゾビス｛２
－メチル-Ｎ－〔１，１－ビス（ヒドロキシルメチル）－２－ヒドロキシルエチル〕プロ
ピオンアミド｝を重合開始剤として用いる。これらを５０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ（（4-(2-hyd
roxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid）、５０ｍＭ　ＫＣｌバッファー（ｐＨ７
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．４）に溶解しポリマー反応溶液とする。ＳＰＲセンサ用の金基板（SIA Kit Au，GE Hea
lthcare社製）を、ビニル基を持つ分子で修飾する。核酸溶液を加え、インキュベートす
る。ポリマー反応溶液を基板に加え、紫外線を照射して重合反応を行う。未反応の核酸、
モノマーを除去するため、洗浄を行い、乾燥することで核酸認識ＭＩＰ基板が得られる。
【００８２】
　配列番号１３：5'-AGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGG-3'
【００８３】
　実施例２と同様にＳＰＲによる解析を行い、得られたＭＩＰの立体構造認識能を確認す
る。配列番号１３の核酸配列でＳＰＲシグナルの上昇が得られる。一方で、配列番号１４
の核酸配列ではＳＰＲシグナルの上昇が得られない。また、グアニン四重鎖構造を形成す
ることが知られている別の核酸配列１５と比較しても、シグナルの上昇が得られることか
ら、得られるＭＩＰは配列番号３の核酸配列からなるグアニン四重鎖構造に特有の立体構
造を認識することが確認できる。
【００８４】
　配列番号１４：5'- ATTATAGATAAGTTACCATGCC-3'
　配列番号１５：5'-GGTTGGTGTGGTTGG-3'
【００８５】
（実施例８）
　実施例７で得られるグアニン四重鎖構造認識MIP基板を用いて、標的物質ＴＭＰｙＰ（5
,10,15,20-tetra-(N-methyl-4-pyridyl)
porphine）の結合によってグアニン四重鎖構造を形成する核酸を取得する。配列番号１６
に示すＤＮＡライブラリーをＤＮＡ固相合成機によって合成する。このＤＮＡライブラリ
ーは内部に配列番号９の核酸配列を有する。グアニン四重鎖構造認識MIP基板と一本鎖Ｄ
ＮＡライブラリーとを、標的分子との結合によりグアニン四重鎖構造を形成する一本鎖Ｄ
ＮＡをスクリーニングするキットとして用いることができる。得られたＤＮＡライブラリ
ーを含む５０ｍＭ　HEPES／５０ｍＭ　ＫＣｌバッファー溶液中に、実施例６のＭＩＰ基
板を浸漬させる。攪拌しながら室温でインキュベートする。上清を回収する。次いで、回
収した上清と、ＴＭＰｙＰを５μＭとなるように混合し、攪拌しながら室温でインキュベ
ートする。新たに作製したＭＩＰ基板を、インキュベート後の反応溶液中に浸漬し、攪拌
しながら室温でインキュベートする。５０ｍＭ　HEPES／５０ｍＭ　ＫＣｌバッファーで
洗浄後、６５℃で１０分間静置する。反応液を回収し、実施例３と同様にしてＰＣＲを実
施後、一本鎖ＤＮＡを回収する。SV Gel and PCR clean up systemを用いて精製する。以
上の操作を１サイクルとして、１０サイクル行い、得られるＤＮＡの塩基配列を実施例３
と同様にして取得する。
【００８６】
配列番号１６：
5'-GTACCAGCTTATTCAATTNNNNNNNNNNNNNNNAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNAGATAGTATGTTCATCAG-3'
【００８７】
（実施例９）
　実施例８で得られるＤＮＡ配列から両末端のＰＣＲ増幅用の配列を除去したＤＮＡ配列
のＣＤスペクトルを測定する。２４０ｎｍ及び２９０ｎｍにみられるピークを測定したと
ころ、グアニン四重鎖構造に特徴的なシグナルは観察されないことから、初期構造ではグ
アニン四重鎖構造を形成していないことが確認される。
【００８８】
（実施例１０）
　実施例９で得られるＤＮＡ配列から両末端のＰＣＲ増幅用の配列を除去したＤＮＡ配列
を合成する。５’末端をアミノ基で修飾する。実施例２と同様にして、アミンカップリン
グによってＤＮＡをＣＭ５基板に固定化する。標的物質である、ＴＭＰｙＰ溶液をセンサ
基板に導入したところ、ＳＰＲシグナルの上昇がみられた。一方、非標的物質であるコー
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ル酸を加えてもＳＰＲのシグナルは見られないことから、ＴＭＰｙＰ結合能を有するＤＮ
Ａが実施例８のスクリーニングによって濃縮されていることを確認する。
【００８９】
（実施例１１）
　実施例８で得られるＤＮＡ配列から両末端のＰＣＲ増幅用の配列を除去し、１３Ｃ、１

５Ｎ標識ヌクレオチドをモノマーとするＤＮＡを合成する。実施例４と同様にして、ＴＭ
ＰｙＰ存在下及び非存在下での立体構造をＮＭＲで解析する。ＴＭＰｙＰ存在下では、実
施例７で得られるＤＮＡ配列は一部にグアニン四重鎖構造が形成されていることが確認で
きる。
【００９０】
（実施例１２）
　実施例１１で得られる立体構造情報を基に、ＴＭＰｙｐ結合前後での立体構造変化（空
間距離の変化）が大きいと推定される塩基を２つ選択し、各塩基を蛍光ＦＡＭ（励起４９
５ｎｍ、蛍光５２０ｎｍ）、ＲＯＸ（励起５９０ｎｍ、蛍光６１０ｎｍ）で修飾した核酸
をＤＮＡ固相合成機によって合成する。ＴＭＰｙＰ添加前後でのＦＲＥＴ（Fluorescence
 Resonance Energy Transfer）を蛍光分光光度計で評価する。ＦＡＭを励起した際に、Ｔ
ＭＰｙＰの存在によってＲＯＸの蛍光強度が上昇することを確認する。
【００９１】
（実施例１３）
　ＰＤＢ　ＩＤ：１ＵＡＯで構造情報が取得されている、安定化状態でベータヘアピン構
造をとることが知られているアミノ酸配列（配列番号１７）に立体構造を認識するＭＩＰ
基板を実施例７と同様の手法を用いて取得する。得られたＭＩＰが配列番号１７のアミノ
酸を認識することをＳＰＲにて確認する。一方、ランダムな配列からなる配列番号１８の
アミノ酸ではＭＩＰへの結合は確認できない。
【００９２】
　配列番号１７：-GYDPETGTWG-
　配列番号１８：-VDDVFSQVCTHLRTLK-
【００９３】
（実施例１４）
　市販のファージペプチドライブラリーＰｈ．Ｄ　－１２（New England
Biolab社製）を用いて、標的物質の結合により、配列番号１３に類似した立体構造を形成
するペプチドを取得する。標的物質として、アデノシン三リン酸（ＡＴＰ）を用いる。Ａ
ＴＰを９６ウェルマイクロプレート上に固定化する。まず、住友ベークライト社製のアミ
ノ化９６ウェルプレート（スミロン　ELISAプレート）にサーモサイエンティフィック社
製の光架橋基リンカーNHS-LC-Diazirine（Succinimidyl 6-(4, 4'-Azipentanamido)Hexan
oate）１ｍＭ、ＰＢＳ緩衝液（Phosphate Buffered Saline）を２００μｌ／ウェル添加
し、室温、暗所で1時間、撹拌しながらアミノ基とＮＨＳの反応を行う。反応後、反応液
を捨て、１００ｍＭ Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ（ｐＨ８．０）２００μlを加え、室温で５分処理
し、未反応のＮＨＳを失活させる。次に、溶液を捨て、ＰＢＳで3回洗浄後プレートを純
水でよく洗浄する。１ｍＭ　ＡＴＰを含む水溶液を２００μl加え、真空乾燥機で乾燥さ
せた後、３６５ｎｍ　ＵＶ（１５ｗ×２）ランプ直下にプレートを置き、１５分架橋反応
させる。その後、ＰＢＳで良く洗浄し、最後に水でリンスしＮ２ガスで乾燥させて使用ま
でデシケーター中で遮蔽して保管する。本方法によるとＡＴＰは無配向で固定することが
でき、特定の官能基を固定化に使用する必要が無い。
【００９４】
　以上のようにして作製したＡＴＰ固定化基板に上述のファージペプチドライブラリーを
添加する。ＰＢＳ中、室温で攪拌しながらインキュベートする。ＡＴＰに結合しない、ま
たは基板に非特異的に結合しているファージをバッファーで洗浄して除去し、結合したフ
ァージをグリシン－ＨＣｌで溶出し、回収したファージを１Ｍトリス塩酸緩衝溶液（ｐＨ
８．０）で中和する。回収したファージを大腸菌ＥＲ２５３７株（New England Biolabs
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社製 ）に感染させ、大腸菌を培養後、遠心によって培養上清を回収し、２０％ＰＥＧ６
０００　２．５Ｍ　ＮａＣｌ溶液を加えてファージを沈殿させ遠心後、沈殿をＰＢＳに溶
解し、新たなファージライブラリーを取得する。以上の一連の操作は複数回行ってもよい
。次に、実施例１４で作製したＭＩＰ基板を回収したファージライブラリー溶液中に浸漬
させる。基板に結合せず遊離したファージを回収する。回収したファージと遊離のＡＴＰ
とを反応させる。反応液を新たなＭＩＰ基板中に浸漬させ、室温で攪拌しながらインキュ
ベートする。Ｇｌｙ－ＨＣｌでファージを溶出し、上清を回収する。回収したファージを
、大腸菌ＥＲ２５３７株（New England Biolabs社製 ）に感染させ、上述のようにファー
ジを回収する。一連の操作を１０回繰り返し、選択されたファージが提示するペプチドを
コードする遺伝子配列をＤＮＡシークエンサーによって解析し、アミノ酸配列に変換する
。
【００９５】
（実施例１５）
　実施例１４で得られるペプチドと、配列番号１７のペプチドを用いて、ＣＤスペクトル
の測定を行った。両者のスペクトルには大きな違いが確認されることから、標的物質（Ａ
ＴＰ）非存在下では、各々異なる立体構造を有していることが確認される。
【００９６】
（実施例１６）
　１３Ｃ，１５Ｎで標識したアミノ酸を基質として、実施例１４で得られるペプチドを固
相合成により合成する。ＡＴＰ存在下及び非存在下でのＮＭＲ測定を行う。両者の結果で
立体構造に相違があることが確認できる。また、ＡＴＰ存在下で、ＰＤＢ　ＩＤ：１ＵＡ
Ｏに示されたベータヘアピン構造に類似した構造を有していることが確認される。
【００９７】
（実施例１７）
　実施例１６で得られる立体構造情報を基に、ＡＴＰ結合前後での立体構造変化（空間距
離の変化）が大きいと推定されるアミノ酸残基を２つ選択し、各アミノ酸残基を蛍光ＦＡ
Ｍ（励起４９５ｎｍ、蛍光５２０ｎｍ）、ＲＯＸ（励起５９０ｎｍ、蛍光６１０ｎｍ）で
修飾したペプチドを合成する。ＡＴＰ添加前後でのＦＲＥＴ（Fluorescence Resonance E
nergy Transfer）を蛍光分光光度計で評価する。ＦＡＭを励起した際に、ＡＴＰの存在に
よってＲＯＸの蛍光強度が上昇することを確認する。
【００９８】
（実施例１８）
　図２に示す方法に基づいて、標的物質の結合によって、三本鎖構造へと構造変化する核
酸リガンドのスクリーニングを行う。三本鎖構造を認識する構造認識部として、実施例１
で取得されるｓｃＦｖを用いる。また、標的物質として、コール酸を用いる。標的物質や
所望の立体構造が異なる場合においても、以下に示す方法と同様にして標的物質の結合に
より所望の立体構造を形成するリガンドをスクリーニングすることが可能である。
　配列番号８で示した内部にランダム化領域を有する一本鎖ＤＮＡライブラリーをＤＮＡ
合成機によって作製する。
【００９９】
　５０ｎＭのＤＮＡライブラリー溶液（バッファー：５０ｍＭ　トリス、３００ｍＭ　Ｎ
ａＣｌ、３０ｍＭ　ＫＣｌ、５ｍＭ　ＭｇＣｌ２、ｐＨ７．６）中に、コール酸を終濃度
１０μＭとなるように添加し、室温で攪拌しながらインキュベートする。インキュベート
後の反応溶液と、実施例３と同様にして得られるｓｃＦｖ固定化磁性粒子とを混合する。
室温で攪拌しながらインキュベートする。反応後の上清を除去する。コール酸入りのバッ
ファーで洗浄後、磁性粒子に結合しているＤＮＡを、アルカリ溶液を加えることで回収す
る。上清を中和し、SV Gel and PCR clean up systemを用いて精製する。回収されたＤＮ
Ａ溶液に、新たなｓｃＦｖ固定化磁性粒子を混合し、室温で攪拌しながらインキュベート
する。上清を回収し、同様にSV Gel and PCR clean up systemを用いて精製する。精製後
のＤＮＡを実施例３と同様にＰＣＲを行い、増幅した二本鎖ＤＮＡを、ストレプトアビジ
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ン固定化微粒子を用いて一本鎖ＤＮＡを調製し、SV Gel and PCR clean up systemを用い
てＤＮＡを精製する。以上の操作を１サイクルとして、１０サイクル行い、得られるＤＮ
Ａの塩基配列を実施例３と同様にして取得する。
【０１００】
（実施例１９）
　実施例４と同様の方法によって、実施例１８で取得されるＤＮＡのコール酸結合能を評
価する。実施例１９で取得されるＤＮＡ配列から両末端の固定配列を除去したＤＮＡを合
成する。このＤＮＡ溶液を、コール酸固定化ＣＭ５基板に加えると、ＳＰＲシグナルの上
昇が確認される。
【０１０１】
（実施例２０）
　実施例１８で得られる核酸配列から両末端の固定配列を除去した配列の構造をｍｆｏｌ
ｄにより解析する。得られるＤＮＡは初期の安定構造として、配列番号１の核酸が有する
ような三本鎖構造を有していないことが確認できる。また、１３Ｃ，１５Ｎ標識化ヌクレ
オチドをモノマーとして使用してＤＮＡ固相合成機を用いて、両末端の固定配列を除去し
たＤＮＡ配列を合成し、コール酸の存在下及び非存在下でＮＭＲによる立体構造解析によ
って行うと、スクリーニングによって取得されたＤＮＡの中に、コール酸存在下でＰＤＢ
　ＩＤ：1ＳＮＪで開示されている立体構造に近い立体構造をもつ三本鎖構造を含んだも
のが一部取得されていることが確認できる。
【０１０２】
（実施例２１）
　実施例２０で得られる立体構造情報を基に、コール酸結合前後での構造変化（空間距離
の変化）が大きいと推定される塩基を２つ選択し、各塩基を蛍光ＦＡＭ（励起４９５ｎｍ
、蛍光５２０ｎｍ）、ＲＯＸ（励起５９０ｎｍ、蛍光６１０ｎｍ）で修飾した核酸をＤＮ
Ａ固相合成機によって合成する。コール酸添加前後でのＦＲＥＴ（Fluorescence Resonan
ce Energy Transfer）を蛍光分光光度計で評価する。ＦＡＭを励起した際に、コール酸の
存在によってＲＯＸの蛍光強度が上昇することを確認する。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　本スクリーニング方法により同定されたリガンドは、標的物質との作用により、所望の
立体構造を形成することが可能であり、特にこの構造変化を利用した化学センサやバイオ
センサや分子スイッチ、信号伝達分子等に適用することができる。例えば、リガンドの特
定の部位に蛍光レポーター分子を導入することで、安定した信号を取得することが可能に
なると考える。また、蛍光レポーター分子の導入部位は本方法により取得したリガンドと
標的物質の複合体の構造解析を行い更に精緻な導入デザインも可能である。更に、本発明
のスクリーニング方法は、標的物質や所望の立体構造が異なっても同様に利用可能である
ので体系的なリガンドの取得方法であり、センサのアレイ化やバルク系での複数種類の検
出などマルチ化する上で非常に効果的である。また、本発明のスクリーニング方法は、標
的物質との結合能と構造変化能との両方を指標としてリガンドを取得するため、従来、構
造変化能付与のための再設計による標的物質結合能の失活懸念が解消されると考える。
【符号の説明】
【０１０４】
１　ＰＣＲプライマー配列（フォワード）
２　ステム形成領域（４と相補的な配列）
３　ランダム化配列領域
４　ステム形成領域（２と相補的な配列）
５　ＰＣＲプライマー配列（リバース）
６　基体
７　ストレプトアビジン
８　ビオチン
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９　ステム形成領域を含む配列領域
１０　標的物質
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