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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配列番号１１７、１１８又は１１９で表されるヌクレオチド配列からなること、又は配
列番号１１７、１１８又は１１９で表されるヌクレオチド配列を含むことを特徴とするＲ
ＮＡ分子。
【請求項２】
　薬剤として使用するための請求項１に記載のＲＮＡ分子。
【請求項３】
　請求項１に記載のＲＮＡ分子と、薬学的に許容される担体と、を含有する医薬組成物。
【請求項４】
　補助物質、添加剤、及びアジュバントの少なくともいずれかを更に含有する請求項３に
記載の医薬組成物。
【請求項５】
　少なくとも１種の薬学的活性成分を更に含む請求項３から４のいずれかに記載の医薬組
成物。
【請求項６】
　少なくとも１種の薬学的活性成分が、ペプチド、タンパク質、核酸、治療上有効な分子
量５，０００未満の低分子量有機化合物、治療上有効な分子量５，０００未満の低分子量
無機化合物、糖、抗原、抗体、病原体、弱毒化病原体、不活化病原体、細胞、細胞断片、
細胞画分、及び他の治療剤からなる群から選択された請求項５に記載の医薬組成物。
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【請求項７】
　少なくとも１種の薬学的活性成分が、脂質とポリカチオン性ペプチドを含むポリカチオ
ン性化合物との少なくともいずれかと複合体化することによってトランスフェクション性
が向上するようにされた請求項５から６のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項８】
　医薬組成物がワクチンである請求項３から７のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項９】
　癌疾患、及び感染性疾患のいずれかの治療用薬剤を調製するための請求項１に記載のＲ
ＮＡ分子の使用。
【請求項１０】
　前記癌疾患が、乳頭腫ウイルス誘導性癌腫、ヘルペスウイルス誘導性腫瘍、Ｂ型肝炎誘
導性腫瘍、ＨＴＬＶ－１誘導性リンパ腫、及びＨＴＬＶ－２誘導性リンパ腫を含むウイル
ス誘導性腫瘍；頭／頸部腫瘍；咽頭癌；喉頭癌；頭蓋咽頭腫；まぶた腫瘍；舌癌；神経膠
腫；乏突起膠腫；神経鞘腫；網膜芽腫；髄膜腫；下垂体腫瘍；脳腫瘍；グリア芽腫；星状
細胞腫；髄芽腫；脳転移；聴神経腫／聴神経鞘腫；甲状腺癌腫；甲状腺腫瘍；肺癌；肺癌
腫；Ｓｃｈｎｅｅｂｅｒｇｅｒ病；気管支癌腫；胃腸腫瘍；食道癌；食道癌腫瘍；胃癌；
腸癌；小腸腫瘍；結腸癌腫；直腸癌腫；肝臓癌；ヘパトーム；肝転移；膵臓癌腫；膵臓癌
；胆嚢癌；肛門癌腫；膀胱癌；尿道癌；腎癌腫；腎癌；精巣癌；陰茎癌；前立腺癌；前立
腺腫瘍；外陰癌；膣癌；子宮癌；体癌腫（ｃｏｒｐｕｓ　ｃａｒｃｉｎｏｍａ）；子宮内
膜癌腫；子宮頸癌腫；子宮頚癌；卵巣腫瘍；卵巣癌；乳癌腫；乳癌；黒色腫；基底細胞腫
；棘細胞腫；いぼ合併症；骨癌；軟組織腫瘍／肉腫；形質細胞腫；急性骨髄性白血病（Ａ
ＭＬ）、急性リンパ性白血病（ＡＬＬ）、慢性骨髄性白血病（ＣＭＬ）、及び慢性リンパ
性白血病（ＣＬＬ）を含む白血病；ホジキン症候群、非ホジキンリンパ腫、バーキットリ
ンパ腫、及び菌状息肉腫を含むリンパ腫；腺癌腫；胸腺腫；類癌腫；及びＣＵＰ症候群か
ら選択される請求項９の使用。
【請求項１１】
　前記感染性疾患が、インフルエンザ、マラリア、ＳＡＲＳ、黄熱、エイズ、髄膜炎、尖
圭コンジローマ、中空いぼ（ｈｏｌｌｏｗ　ｗａｒｔｓ）、デング熱、三日熱、エボラウ
イルス、風邪、初夏髄膜脳炎（ＦＳＭＥ）、流感、帯状疱疹、肝炎、単純ヘルぺスＩ型、
単純ヘルぺスＩＩ型、眼部帯状疱疹、日本脳炎、ラッサ熱、マールブルグウイルス、麻疹
、口蹄疫、単核症、耳下腺炎、ノーウォークウイルス感染、ファイファー腺熱、疱瘡、ポ
リオ、仮性クループ、第五病、狂犬病、いぼ、西ナイル熱、水痘、巨細胞ウイルス（ＣＭ
Ｖ）等を含むウイルス感染症；
　流産、炭疽病、虫垂炎、ライムボレリア症、ボツリヌス中毒、カンピロバクター、トラ
コーマクラミジア、コレラ、ジフテリア、鼠径肉芽腫、喉頭蓋炎、発疹チフス、ガス壊疽
、淋病、野兎病、ヘリコバクターピロリ、百日咳、鼠径リンパ肉芽腫、骨髄炎、レジオネ
ラ症、ハンセン病、リステリア症、肺炎、細菌性髄膜炎、中耳炎、マイコプラズマ・ホミ
ニス、新生児敗血症、水癌、パラチフス、ペスト、ライター症候群、ロッキー山紅斑熱、
サルモネラ菌パラチフス、サルモネラ菌発疹チフス、猩紅熱、梅毒、破傷風、ツツガムシ
病、結核、発疹チフス、膣炎、軟性下疳等を含む細菌感染症；
　アメーバ症、ビルハルツ住血吸虫症、シャーガス病、水虫、酵母菌斑（ｙｅａｓｔ　ｆ
ｕｎｇｕｓ　ｓｐｏｔｓ）、疥癬、マラリア、オンコセルカ症、真菌症、トキソプラスマ
症、トリコモナス症、トリパノソーマ症、内臓リーシュマニア症、おしめ／おむつ皮膚炎
、住血吸虫症、魚類中毒症、カンジダ症、皮膚リーシュマニア症、ランブル鞭毛虫症、眠
り病を含む寄生虫、原生動物、及び真菌のいずれかによって発症する感染症；及び
　魚類条虫（ｆｉｓｈ　ｔａｐｅｗｏｒｍ）、キツネ条虫、イヌ条虫、シラミ、ウシ条虫
、ブタ条虫、又は微小条虫（ｍｉｎｉａｔｕｒｅ　ｔａｐｅｗｏｒｍ）を含むエキノコッ
クス属によって発症する感染性疾患から選択される請求項９の使用。
【請求項１２】
　請求項１に記載のＲＮＡ分子或いは請求項３から８のいずれかに記載の医薬組成物と、
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前記ＲＮＡ分子或いは前記医薬組成物の投与及び用量に関する情報を記載した使用説明書
とを備えるキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、免疫賦活剤／アジュバントとしての一般式（Ｉ）：（ＮｕＧｌＸｍＧｎＮｖ

）ａで表される核酸分子及びその誘導体と、任意的に更なるアジュバントを含む、前記核
酸分子及びその誘導体を含有する組成物とに関する。本発明は更に、免疫賦活剤としての
上記式（Ｉ）で表される核酸分子及びその誘導体の少なくともいずれかと、任意的に例え
ば抗原剤等の少なくとも１種の更なる薬学的活性成分と、を含有する医薬組成物及びワク
チンのいずれかに関する。本発明はまた、癌疾患、感染性疾患、アレルギー、及び自己免
疫疾患等を治療するための医薬組成物及びワクチンのいずれかの使用に関する。本発明は
更に、該疾患を治療するための医薬組成物を調製における、一般式（Ｉ）：（ＮｕＧｌＸ

ｍＧｎＮｖ）ａで表される核酸分子及びその誘導体の少なくともいずれかの使用に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来のワクチン接種及び遺伝子ワクチンの両方において、軽度であるが故に頻繁に経験
される不適切な免疫反応が、治療される生物及び接種される生物のいずれかにおいて引き
起こされるという問題が頻繁に生じている。この理由により、所謂アジュバント、即ち例
えば抗原に対する免疫反応をターゲティングされた方法で増大させるか影響を与えること
ができる物質及び組成物のいずれかが、ワクチン及び薬学的活性成分に添加されることが
多い。例えば、一部の注入可能な医薬活性成分の有効性は、活性成分のホスト細胞系への
放出、及び任意的に該活性成分のホスト細胞への取り込みに影響を与えることができるア
ジュバントと該活性成分とを組み合わせることにより著しく改善され得ることが知られて
いる。この方法では、一定間隔で多数回少用量を定期的に投与するのに相当する効果を得
ることが可能である。用語「アジュバント」は通常、この状況では、免疫原及び他の薬学
的活性成分の少なくともいずれかに対する担体及び補助物質のいずれかとして機能する化
合物或いは組成物を指す。典型的には、用語「アジュバント」は広義で解釈され、対象と
なるアジュバントに組み込まれた抗原或いは該アジュバントと同時投与された抗原の免疫
原性を増大させることができる、広範囲に亘る物質及び戦略のいずれかを指す。アジュバ
ントは更に、これらに限定されるものではないが、免疫増強剤、抗原送達系、及び更には
これらの組み合わせに分類することができる。
【０００３】
　例えば、フロイントアジュバント、金属酸化物（水酸化アルミニウム等）、アルミニウ
ム（ａｌｕｍ）、無機キレート剤、無機キレート剤の塩類、各種パラフィン様油、合成樹
脂、アルギネート、ムコイド、多糖化合物、カゼイン塩、並びに例えばフィブリン誘導体
等の血液及び血餅の少なくともいずれかから単離された化合物等の多数の化合物及び組成
物が、当該技術分野においてアジュバントとして提案されている。しかし、該アジュバン
トはほとんどの場合、例えば投与部位における皮膚のかぶれ及び炎症等の不所望の副作用
を生じさせる。場合によっては、毒性副作用、具体的には組織の壊死さえも見られる。ほ
とんどの場合これら既知のアジュバントはＢ細胞のみを活性化するため、細胞性免疫反応
を適切に刺激するものではない。
【０００４】
　例えばゼラチン等の動物から単離された化合物は一般に免疫賦活を目的とするアジュバ
ントとして好適ではない。該化合物は、通常対象となるホスト生物及びホスト細胞のいず
れかに対して負の作用を示さないが、典型的には注入部位からホスト生物及びホスト生物
のいずれかへの移動が速すぎるため、例えば任意的にアジュバントと共に注入される活性
成分の遅延放出等の一般にアジュバントにとって望ましい性質はほとんど得られない。か
かる急速な分布は、場合によってはタンニン及び他の（無機）化合物によって弱められる
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こともある。しかし、かかる追加化合物の代謝及びその体内における位置は十分説明され
てない。従って、この場合も、これら化合物は壊死組織片に蓄積するため、例えば腎臓細
胞、肝臓細胞、及び脾臓細胞の少なくともいずれかの濾過機構にかなりの程度干渉すると
見なすのが合理的である。また、非経口投与されたときに膨潤するゼラチンの性質は、例
えば特に投与部位における膨潤等のインビボ条件下における不快な副作用、及び病感を導
く場合がある。
【０００５】
　例えばフィブリン誘導体等の血液及び血餅の少なくともいずれかから単離された化合物
の場合、典型的には免疫賦活効果が示されている。しかし、これら化合物のほとんどは、
アジュバントとして投与されたとき、免疫系に対する副作用のため（必要な免疫原性と並
行して生じる）アジュバントの目的に対して好適ではない。例えばこれら化合物の多くは
アレルギー性であると分類され、場合によっては所望の程度を遥かに超える免疫系の過剰
反応を導く。従って、これら化合物は同様に、上述の理由により免疫賦活のためのアジュ
バントとして好適ではない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、本発明の第１の目的は、好ましくは他の生物学的活性化合物と組み合わせて投
与された場合、具体的には免疫調節化合物と共に投与された場合、より好ましくは抗原等
の適応性免疫系を特異的に刺激する化合物と組み合わせて投与された場合、アジュバント
として作用し自然免疫系を刺激する免疫賦活剤を提供することである。
【０００７】
　この状況では、（非特異的）免疫賦活効果はまた、例えば細菌ＣｐＧ－ＤＮＡ配列（こ
れは遺伝情報として機能するだけではない）による非特異的（即ち、自然）免疫反応を誘
発するために、直接核酸を用いることにより生じる場合もあることが知られている。例え
ばＤＮＡは、非特異的免疫反応の発生において重要な役割を果たしていることが知られて
いる。例えば細菌ＤＮＡは、マクロファージ及び樹状細胞等の免疫細胞に警告するため、
また保護的Ｔｈ１極性化Ｔ細胞免疫反応を促進するための「危険」信号として作用するこ
とが知られている。免疫賦活作用は非メチル化ＣＧ（核酸）モチーフの存在に起因すると
思われ、従ってかかるＣｐＧ－ＤＮＡは免疫賦活剤として提案されている（米国特許第５
，６６３，１５３号明細書）。ＣｐＧ－ＤＮＡは、自然免疫系の因子を直接活性化して共
刺激分子及び炎症促進サイトカインをアップレギュレートする。ＤＮＡのこの免疫賦活性
はまた、ホスホロチオエート修飾により安定化されているＤＮＡオリゴヌクレオチドによ
っても得られる場合がある（米国特許第６，２３９，１１６号明細書を参照）。かかる免
疫賦活ＤＮＡはまた、更なる免疫賦活化合物と組み合わせてもよい。例えば米国特許第６
，４０６，７０５号明細書は、ＣｐＧオリゴデオキシリボヌクレオチドと非核酸化合物と
の相乗的組み合わせを含有して、自然免疫系に対して賦活効果を及ぼす免疫賦活組成物を
開示している。
【０００８】
　しかし、非特異的免疫反応を生じさせるためのＤＮＡの使用は、幾つかの観点からあま
り有利ではない場合がある。ＤＮＡはインビボで比較的緩徐にしか分解されないため、免
疫賦活（外来）ＤＮＡを用いると抗ＤＮＡ抗体が形成される恐れがあり、これはマウスの
動物モデルで確認されている（Ｇｉｌｋｅｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｉｎｖ
ｅｓｔ．１９９５，９５：１３９８－１４０２）。従って、生物内に（外来）ＤＮＡが残
留性すると免疫系の過活性化を導く恐れがあり、マウスではこの過活性化によって脾腫が
生じることが知られている（Ｍｏｎｔｈｅｉｔｈ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｎｔｉｃａｎｃｅｒ
　Ｄｒｕｇ　Ｒｅｓ．１９９７，１２（５）：４２１－４３２）。更に（外来）ＤＮＡは
、ホストゲノムと相互作用し、特にホストゲノムに組み込まれることにより突然変異を生
じさせる場合がある。例えば導入された（外来）ＤＮＡのインタクトな遺伝子への挿入が
生じる場合があり、これは内因性遺伝子の機能に支障をきたす、或いは完全に失わせるこ
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とさえもある突然変異を表す。かかる組み込み現象の結果として、細胞に必須である酵素
系が破壊される場合がある。このように変化した細胞が変性状態に変換されるリスクもあ
る。かかる変換は、例えば（外来）ＤＮＡが組み込まれることにより細胞成長の制御に重
要な遺伝子が変化した場合に生じる恐れがある。従ってこれまでに知られているプロセス
では、免疫賦活剤として（外来）ＤＮＡを用いるとき癌形成の潜在的リスクを考慮しなけ
ればならない。
【０００９】
　従って自然免疫系の（非特異的）反応を誘発するための化合物として特異的ＲＮＡ分子
を用いることは、一般的により有利である。この状況では、免疫系の一部としての自然免
疫系は大部分の生物においてホストを防御するための優位な系であり、例えば炎症、補体
系、及び細胞障壁を含む体液性障壁及び化学的障壁等の障壁を含む。更に自然免疫系は、
Ｔｏｌｌ様受容体（ＴＬＲ）ファミリーのメンバー等のパターン認識受容体或いは病原体
関連分子パターン受容体（ＰＡＭＰ受容体）と呼ばれる少数の受容体に基づいている（例
えば、Ｔｒｉｎｃｈｉｅｒｉ　ａｎｄ　Ｓｈｅｒ，Ｎａｔｕｒｅ　ｒｅｖｉｅｗｓ，Ｉｍ
ｍｕｎｏｌｏｇｙ，Ｖｏｌｕｍｅ　７，Ｍａｒｃｈ　２００７）。かかるＴＬＲは、細胞
外環境或いはエンドソームの内腔のリガンドを認識する膜貫通タンパク質である。リガン
ドとの結合に続いて、それらは細胞質性アダプタタンパク質を介してシグナルを伝達し、
該シグナルがホスト防御反応を誘発し、抗微生物ペプチド、炎症促進ケモカイン、炎症促
進サイトカイン、抗ウイルス性サイトカイン等を生成させる（例えば、Ｍｅｙｌａｎ、Ｅ
．，Ｊ．　Ｔｓｃｈｏｐｐ、ｅｔ　ａｌ．（２００６）．“Ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒ
　ｐａｔｔｅｒｎ　ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　ｒｅｃｅｐｔｏｒｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｈｏ
ｓｔ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ．”Ｎａｔｕｒｅ　４４２（７０９８）：３９－４４）。
【００１０】
　これまでに少なくとも１０個のＴｏｌｌ様受容体（ＴＬＲ）のメンバーがヒトで同定さ
れ、マウスでは１３個が同定されている（作用機序に関して部分的に同定されたものであ
る）。ヒトでは、これらＴｏｌｌ様受容体（ＴＬＲ）としては、ＴＬＲ１－ＴＬＲ２（既
知のリガンド：トリアシルリポペプチド）、ＴＬＲ１－ＴＬＲ６（既知のリガンド：ジア
シルリポペプチド）、ＴＬＲ２（既知のリガンド：ペプチドグリカン）、ＴＬＲ３（既知
のリガンド：ｄｓＲＮＡ）、ＴＬＲ４（既知のリガンド：グラム陰性菌のＬＰＳ（リポ多
糖））、ＴＬＲ５（既知のリガンド：細菌のフラジェリン（１及び複数のいずれか））、
ＴＬＲ７／８（既知のリガンド：イミダゾキノリン、グアノシン（グアニン）類似体、及
びｓｓＲＮＡ）、ＴＬＲ９（既知のリガンド：細菌、ウイルス、及び原生動物のＣｐＧ　
ＤＮＡ、並びにマラリア色素ヘモゾイン（ヘモグロビンの消化産物））、及びＴＬＲ１０
が挙げられる。微生物病原体の認識後、これらＴＬＲは典型的には炎症性サイトカイン（
例えば、ＴＮＦ－α、ＩＬ－６、ＩＬ－１－β、及びＩＬ－１２）、Ｉ型インターフェロ
ン（ＩＦＮ－β及び複数のＩＦＮ－α）、及びケモカインを誘導する、細胞内シグナル伝
達経路を誘発する（Ｋａｗａｉ，Ｔ．ａｎｄ　Ｓ．Ａｋｉｒａ（２００６）．“ＴＬＲ　
ｓｉｇｎａｌｉｎｇ．”Ｃｅｌｌ　Ｄｅａｔｈ　Ｄｉｆｆｅｒ１３（５）：８１６－２５
）。
【００１１】
　この状況では、ＲＮＡは幾つかの理由により有利である。例えば今日知られているよう
に、また上述したように、ｓｓＲＮＡはＴＬＲ－７／ＴＬＲ－８受容体に結合することが
でき、ｄｓＤＮＡはＴＬＲ受容体に結合することによって免疫賦活効果を発揮することが
できる。更に、免疫賦活剤としてのＲＮＡは、典型的にはＤＮＡよりもインビボにおける
半減期が実質的に短く、それによってＤＮＡの上述の欠点を避けられる。それにも関わら
ず、当該技術分野において免疫賦活剤として知られているこれら特異的ＲＮＡ分子の使用
は幾つかの制限を受けている。例えば、これまでに当該技術分野で開示されている特異的
ＲＮＡ配列は、インビボでは限定された免疫賦活能しか示さない。従って免疫賦活のため
のＲＮＡ量を増加させる必要がある場合があるため、投与されるＲＮＡの量の増加により
コストが増加するかどうかに関わらず、例えば投与部位におけるかぶれ及び炎症等の上に
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一般的に記載したほとんどの不所望の副作用のリスクを伴い、これは期間が限定されてい
る場合でさえも当てはまることがある。また大量の免疫賦活剤を投与するときには毒性副
作用を考慮しなければならない。
【００１２】
　更なる制限は、既知の免疫賦活ＲＮＡ分子により、リンパ球、ナチュラルキラー細胞、
及びマクロファージにおける、抗ウイルス活性、抗増殖剤、及び細胞傷害活性の重要な誘
導因子であるＩ型インターフェロン（例えば、ＩＦＮα及びＩＦＮβ）がそれ程誘導され
ないことである。
【００１３】
　既知の免疫賦活ｄｓＲＮＡ分子は、例えばポリＡ：Ｕ及びポリＩ：Ｃである。しかし、
これら免疫賦活ｄｓＲＮＡ分子の問題点は長さが決まっていないことであり、これにより
予測不可能な分子構造、延いては凝集が導かれる場合がある。かかる凝集は更に、血管の
閉塞及び注入部位における過度な免疫賦活等の不所望の副作用を導く場合がある。これに
加えて、分子構造が予測不可能であると、可変製品パラメータにより適切な品質制御がで
きないため日常的な実験操作及び製造作業において問題である。ここでは、長さ及び構造
が決まっており、アジュバントとして好適である決まった核酸分子が医薬用途に好適であ
る。
【００１４】
　これまでに示したＲＮＡの成功例にも関わらず、患者の自然免疫系の免疫反応を自力で
生じさせ得る改善された免疫賦活剤に対する継続的必要性が存し、またそれに対する関心
が高まっている。従って、本発明の第２の目的は、患者の自然免疫系を活性化することに
より、非特異的免疫反応を生じさせる免疫賦活剤を提供することである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の目的は共に、以下の遺伝子式（Ｉ）で表される核酸分子の提供により解決され
る。これら本発明の核酸分子は、自然免疫系を活性化させることにより非特異的免疫反応
を誘発する。該核酸分子は更にアジュバントとして（例えば、ワクチンの成分として）、
適応免疫系を特異的に活性化する第２の化合物の免疫賦活活性を補助することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、式（Ｉ）：
（ＮｕＧｌＸｍＧｎＮｖ）ａ

の核酸（分子）であって、
　式中、
　Ｇは、グアノシン（グアニン）、ウリジン（ウラシル）、グアノシン（グアニン）類似
体及びウリジン（ウラシル）類似体のいずれか、好ましくはグアノシン（グアニン）及び
その類似体のいずれかであり；
　Ｘは、グアノシン（グアニン）、ウリジン（ウラシル）、アデノシン（アデニン）、チ
ミジン（チミン）、シチジン（シトシン）、及びこれらヌクレオチド（ヌクレオシド）の
類似体のいずれか、好ましくはウリジン（ウラシル）及びその類似体のいずれかであり；
　Ｎは、約４核酸～５０核酸、好ましくは約４核酸～４０核酸、より好ましくは約４核酸
～３０核酸、或いは４核酸～２０核酸の長さを有する核酸配列であって、各Ｎは独立して
、グアノシン（グアニン）、ウリジン（ウラシル）、アデノシン（アデニン）、チミジン
（チミン）、シチジン（シトシン）、及びこれらヌクレオチド（ヌクレオシド）の類似体
のいずれかから選択され；
　ａは、１～２０の整数、好ましくは１～１５の整数、最も好ましくは１～１０の整数で
あり；
　ｌは、１～４０の整数であって、
　　ｌが１である場合、Ｇはグアノシン（グアニン）及びその類似体のいずれかであり、
　　ｌが１超である場合、これらヌクレオチド（ヌクレオシド）の少なくとも５０％が、
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グアノシン（グアニン）及びその類似体のいずれかであり；
　ｍは、整数であり且つ少なくとも３であって、
　　ｍが３である場合、Ｘはウリジン（ウラシル）及びその類似体のいずれかであり、
　　ｍが３超である場合、ウリジン（ウラシル）及びウリジン（ウラシル）の類似体のい
ずれかが少なくとも３個連続して存在し；
　ｎは、１～４０の整数であって、
　　ｎが１である場合、Ｇはグアノシン（グアニン）及びその類似体のいずれかであり、
　　ｎが１超である場合、これらヌクレオチド（ヌクレオシド）の少なくとも５０％が、
グアノシン（グアニン）及びその類似体のいずれかであり；
　ｕ、ｖは、互いに独立して０～５０の整数であってもよく、好ましくは
　　ｕが０である場合、ｖは１以上であるか、或いは
　　ｖが０である場合、ｕは１以上であり、
　本発明に係る式（Ｉ）の核酸分子は、少なくとも５０ヌクレオチド、好ましくは少なく
とも１００ヌクレオチド、より好ましくは少なくとも１５０ヌクレオチド、更により好ま
しくは少なくとも２００ヌクレオチド、最も好ましくは少なくとも２５０ヌクレオチドの
長さを有する核酸（分子）を提供する。
【００１７】
　以下の図は本発明を更に説明することを意図する。該図は本発明の対象を該図に限定す
ることを意図するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、式（Ｉ）に係るＤＯＴＡＰを配合したＲＮＡのＴＮＦα誘導能を示す。
ＰＢＭＣを２×１０５／ウェル／２００μＬ（培地）の密度で播種し、ＤＯＴＡＰ（１２
μｇ／ｍＬ）を配合したＲＮＡ（４μｇ／ｍＬ）で２０時間刺激した。次いで無細胞上清
を用いてＴＮＦα－ＥＬＩＳＡを行った。図１から分かるように、ＴＮＦαの分泌は式（
Ｉ）に係る本発明の核酸分子によって著しく誘導され、上で定義した式（Ｉ）に係る配列
番号１１４～１１９で表される本発明の核酸分子に係るｍＲＮＡ配列、即ち配列番号１１
４～１１９で表されるｍＲＮＡ配列（配列番号１１４（Ｒ８２０／（Ｎ１００）２）、配
列番号１１５（Ｒ７１９／（Ｎ１００）５）、配列番号１１６（Ｒ７２０／（Ｎ１００）

１０）、配列番号１１７（Ｒ８２１／（Ｎ４０Ｔ２０Ｎ４０）２）、配列番号１１８（Ｒ
７２２／（Ｎ４０Ｔ２０Ｎ４０）５）、及び配列番号１１９（Ｒ７２３／（Ｎ４０Ｔ２０
Ｎ４０）１０））によって特に著しく誘導される。対照には、Ｇ２Ｕ２０Ｇ２０（ＧＧＵ
ＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧ）、Ｓｅｑ．Ｕ２１：ＵＵＵＵＵＵＵＵＵ
ＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵ（ホスホジエステル）及びＰｏｌｙ（Ｕ）（Ｓｉｇｍａ、８０
０～１，０００ｋＤａ）を用いた。
【図２】図２は、式（Ｉ）に係るＤＯＴＡＰを配合したＲＮＡのＩＦＮα誘導能を示す。
ＰＢＭＣを２×１０５／ウェル／２００μＬ（培地）の密度で播種し、ＤＯＴＡＰ（１２
μｇ／ｍＬ）を配合したＲＮＡ（２μｇ／ｍＬ）で２０時間刺激した。次いで無細胞上清
を用いてＩＦＮα－ＥＬＩＳＡを行った。図２から分かるように、ＩＦＮαの分泌は式（
Ｉ）に係る本発明の核酸分子によって著しく誘導され、上で定義した式（Ｉ）に係る配列
番号１１４～１１９で表される本発明の核酸分子に係るｍＲＮＡ配列、即ち配列番号１１
４～１１９で表されるｍＲＮＡ配列（配列番号１１４（Ｒ８２０／（Ｎ１００）２）、配
列番号１１５（Ｒ７１９／（Ｎ１００）５）、配列番号１１６（Ｒ７２０／（Ｎ１００）

１０）、配列番号１１７（Ｒ８２１／（Ｎ４０Ｔ２０Ｎ４０）２）、配列番号１１８（Ｒ
７２２／（Ｎ４０Ｔ２０Ｎ４０）５）、及び配列番号１１９（Ｒ７２３／（Ｎ４０Ｔ２０
Ｎ４０）１０））によって特に著しく誘導される。対照には、Ｇ２Ｕ２０Ｇ２０（ＧＧＵ
ＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧ）、Ｓｅｑ．Ｕ２１：ＵＵＵＵＵＵＵＵＵ
ＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵ（ホスホジエステル）及びＰｏｌｙ（Ｕ）（Ｓｉｇｍａ、８０
０～１，０００ｋＤａ）を用いた。
【発明を実施するための形態】
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【００１９】
　本発明に係る式（Ｉ）で表される分子（ＮｕＧｌＸｍＧｎＮｖ）ａは、典型的には任意
のＤＮＡ及びＲＮＡのいずれかの形態であってもよい核酸分子であって、好ましくは、こ
れらに限定されるものではないが、環状ＤＮＡ、線状ＤＮＡ、環状ＲＮＡ、及び線状ＲＮ
Ａのいずれか、単鎖ＤＮＡ、二本鎖ＤＮＡ、単鎖ＲＮＡ、及び二本鎖ＲＮＡのいずれか（
２本の単鎖ＤＮＡ及び２本の単鎖ＲＮＡのいずれかの非共有的会合の結果ＤＮＡ及びＲＮ
Ａのいずれかと見なすことができる）、或いは部分的二本鎖ＤＮＡ及び部分的二本鎖ＲＮ
Ａのいずれか（典型的には、長い単鎖ＤＮＡ分子及び単鎖ＲＮＡ分子のいずれかと少なく
とも１本の短い単鎖ＤＮＡ分子及び単鎖ＲＮＡ分子のいずれかにより形成されるか、或い
は長さの略等しい少なくとも２本の単鎖ＤＮＡ分子及び単鎖ＲＮＡ分子により形成され、
この場合１以上の単鎖ＤＮＡ分子及び単鎖ＲＮＡ分子のいずれかが、１以上の他の単鎖Ｄ
ＮＡ分子及び単鎖ＲＮＡ分子のいずれかと部分的に相補的であり、従ってその領域で二本
鎖ＲＮＡを形成する）であり、例えば（部分的）二本鎖ＤＮＡ及び（部分的）二本鎖ＲＮ
Ａのいずれかの領域と混合された、（部分的）単鎖ＤＮＡ及び（部分的）単鎖ＲＮＡのい
ずれかである。好ましくは本発明に係る式（Ｉ）の核酸分子は、単鎖ＤＮＡ、二本鎖ＤＮ
Ａ、単鎖ＲＮＡ、及び二本鎖ＲＮＡのいずれか、より好ましくは部分的二本鎖ＤＮＡ及び
部分的二本鎖ＲＮＡのいずれかの形態であってもよい。また本発明に係る式（Ｉ）で表さ
れる核酸分子は、単鎖核酸分子と二本鎖ＤＮＡ及び二本鎖ＲＮＡのいずれかとの混合物の
形態であることが好ましい。
【００２０】
　本発明に係る式（Ｉ）で表される核酸分子（ＮｕＧｌＸｍＧｎＮｖ）ａが部分二本鎖核
酸分子である場合、かかる（部分的に二本鎖である）式（Ｉ）（或いは、以下に定義する
式（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少な
くともいずれか）に係る本発明の核酸分子は、単鎖ＲＮＡに対するＰＡＭＰ（病原体関連
分子パターン）受容体（ＴＬＲ－７及びＴＬＲ－８）、及び二本鎖ＲＮＡに対するＰＡＭ
Ｐ受容体（ＴＬＲ－３、ＲＩＧ－Ｉ、及びＭＤＡ－５）に対応する（ａｄｄｒｅｓｓ）こ
とにより、治療される患者の自然免疫反応を正に刺激することができるため特に有利であ
る。受容体ＴＬＲ－３、ＴＬＲ－７、及びＴＬＲ－８はエンドソームに位置し、エンドソ
ームに取り込まれたＲＮＡにより活性化される。対照的に、ＲＩＧ－Ｉ及びＭＤＡ－５は
細胞質性受容体であり、細胞質に直接取り込まれた、或いはエンドソームから放出された
（エンドソーム放出或いはエンドソーム脱出）ＲＮＡにより活性化される。従って、式（
Ｉ）で表される任意の部分的に二本鎖である本発明の核酸分子（ＮｕＧｌＸｍＧｎＮｖ）

ａ（或いは、式（Ｉ）（並びに以下に定義する式（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（Ｉ
Ｉｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ））に係る（部分的に二本鎖である）本発明の核酸
分子）は、免疫賦活の様々なシグナル伝達カスケードを活性化することができ、それによ
って自然免疫反応を導くか、或いは自然免疫反応を著しく増強する。
【００２１】
　本発明に係る式（Ｉ）の構造（ＮｕＧｌＸｍＧｎＮｖ）ａは、コア構造としてのエレメ
ントＧｌＸｍＧｎと、境界エレメントＮｕ及びＮｖの少なくともいずれかを更に含み、エ
レメントＮｕＧｌＸｍＧｎＮｖ全体は、整数ａにより規定される数繰り返し（即ち、少な
くとも１回）存在してもよい。この状況において発明者らは、本発明に係る式（Ｉ）の分
子、即ち上で定義した構造（ＮｕＧｌＸｍＧｎＮｖ）ａを有する分子が、コア構造ＧｌＸ

ｍＧｎの投与と比較したとき、ＩＦＮαの放出増加により具体的に示される患者の自然免
疫反応の増強を導くことを驚くべきことに見出した。更に、上記コア構造ＧｌＸｍＧｎを
含む分子は、式（Ｉ）で定義した反復エレメントＮｕ及びＮｖの少なくともいずれかに隣
接するとき、細菌内で著しく多量に増幅され得る。当該技術分野において既知である固相
合成法（典型的には特定の大きさの核酸分子に限定される）に代えてインビトロ転写法を
用いることにより、上で定義した式（Ｉ）の構造（ＮｕＧｌＸｍＧｎＮｖ）ａを有する分
子を調製するときこの分子設計は特に有利である。
【００２２】
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　本発明に係る式（Ｉ）のコア構造ＧｌＸｍＧｎは、以下でより厳密に定義される。
【００２３】
　本発明に係る式（Ｉ）で表される核酸分子中のＧは、ヌクレオチド及びデオキシヌクレ
オチドのいずれかであるか、或いはヌクレオシドを含み、ここでヌクレオチド（ヌクレオ
シド）は、グアノシン（グアニン）、ウリジン（ウラシル）、及びこれらの類似体のいず
れかであり、より好ましくはグアノシン（グアニン）及びその類似体のいずれかである。
これに関連して、グアノシン（グアニン）類似体及びウリジン（ウラシル）ヌクレオチド
（ヌクレオシド）類似体は、天然に存在するヌクレオチド（ヌクレオシド）であるグアノ
シン（グアニン）及びウリジン（ウラシル）の天然には存在しない変異体であると定義さ
れる。従って、グアノシン（グアニン）類似体及びウリジン（ウラシル）類似体のいずれ
かは、典型的には天然には存在しない官能基或いは構成成分で化学的に誘導体化されたヌ
クレオチド（ヌクレオシド）であり、好ましくは天然に存在するグアノシン（グアニン）
ヌクレオチド及びウリジン（ウラシル）ヌクレオチドのいずれかに付加、修飾、及び欠失
のいずれかが施されているものである、或いは天然に存在するグアノシン（グアニン）ヌ
クレオチド及びウリジン（ウラシル）ヌクレオチドのいずれかの天然に存在する官能基或
いは構成成分が置換されているものである。従って、天然に存在するグアノシン（グアニ
ン）及びウリジン（ウラシル）ヌクレオチドのいずれかの各官能基或いは構成成分、即ち
塩基部分、糖（リボース）部分、任意の天然に存在する官能側基、及びオリゴヌクレオチ
ド骨格を形成しているリン酸部分の少なくともいずれかに修飾或いは欠失が施されていて
もよい。リン酸部分は、例えば、ホスホロアミダート、ホスホロチオエート、ペプチドヌ
クレオチド、メチルホスホネート等に置換されていてもよいが、本発明の状況では天然に
存在するリン酸ジエステル骨格が更に好ましい。更に糖（リボース）部分はデオキシリボ
ースから選択され、具体的には核酸は糖（リボース）部分がデオキシリボースから選択さ
れる上で定義したＲＮＡである。
【００２４】
　従って、グアノシン（グアニン）類似体及びウリジン（ウラシル）類似体のいずれかと
しては、如何なる限定を意味するものでもないが、例えばアセチル化、メチル化、ヒドロ
キシ化等により化学的に変化している、任意の天然に存在するグアノシン（グアニン）及
びウリジン（ウラシル）のいずれか、或いは天然に存在しないグアノシン（グアニン）及
びウリジン（ウラシル）のいずれかが挙げられ、例えば、１－メチル－グアノシン（グア
ニン）、２－メチル－グアノシン（グアニン）、２，２－ジメチル－グアノシン（グアニ
ン）、７－メチル－グアノシン（グアニン）、ジヒドロ－ウリジン（ウラシル）、４－チ
オ－ウリジン（ウラシル）、５－カルボキシメチルアミノメチル－２－チオ－ウリジン（
ウラシル）、５－（カルボキシ－ヒドロキシメチル）－ウリジン（ウラシル）、５－フル
オロ－ウリジン（ウラシル）、５－ブロモ－ウリジン（ウラシル）、５－カルボキシメチ
ルアミノメチル－ウリジン（ウラシル）、５－メチル－２－チオ－ウリジン（ウラシル）
、Ｎ－ウリジン（ウラシル）－５－オキシ酢酸メチルエステル、５－メチルアミノメチル
－ウリジン（ウラシル）、５－メトキシアミノメチル－２－チオ－ウリジン（ウラシル）
、５’－メトキシカルボニルメチル－ウリジン（ウラシル）、５－メトキシ－ウリジン（
ウラシル）、ウリジン（ウラシル）－５－オキシ酢酸メチルエステル、ウリジン（ウラシ
ル）－５－オキシ酢酸（ｖ）を含む。該類似体の調製は、例えば米国特許第４，３７３，
０７１号明細書、同第４，４０１，７９６号明細書、同第４，４１５，７３２号明細書、
同第４，４５８，０６６号明細書、同第４，５００，７０７号明細書、同第４，６６８，
７７７号明細書、同第４，９７３，６７９号明細書、同第５，０４７，５２４号明細書、
同第５，１３２，４１８号明細書、同第５，１５３，３１９号明細書、同第５，２６２，
５３０号明細書、及び同第５，７００，６４２号明細書から当業者に既知であり、これら
開示は参照することにより全体を本願に援用する。上記類似体の場合、以下の少なくとも
いずれかである類似体が特に好ましい：
　本発明に係る式（Ｉ）の核酸分子の免疫原性を増加させる類似体、及び
　施されている更なる修飾に干渉しない類似体。
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グアノシン（グアニン）、ウリジン（ウラシル）、及びこれらの類似体のいずれかのうち
少なくとも１種がコア構造エレメントＧｌ及びＧｎの少なくともいずれかに存在していて
もよく、任意的にコア構造エレメントＧｌ及びＧｎの少なくともいずれかのヌクレオチド
の少なくとも１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０
％、或いは更には１００％が、天然に存在するグアノシン（グアニン）、天然に存在する
ウリジン（ウラシル）、及びこれらの類似体（或いは本明細書に定義されるこれらの類似
体の性質を示すもの）である。コア構造エレメントＧｌ及びＧｎの少なくともいずれかは
、天然に存在するグアノシン（グアニン）及び天然に存在するウリジン（ウラシル）の少
なくともいずれかの少なくとも１種の類似体を含むことが好ましい。これらコア構造エレ
メントＧｌ及びＧｎの少なくともいずれかのヌクレオチド（ヌクレオシド）が全て類似体
であることが最も好ましい（同じ種類のヌクレオチド（ヌクレオシド）に対して同一の類
似体であることが最も好ましいが（例えば、全てのグアノシン（グアニン）ヌクレオチド
が、１－メチル－グアノシン（グアニン）として提供される）、類似体の種類は異なって
いてもよい（例えば、少なくとも２種の異なるグアノシン類似体が天然に存在するグアノ
シンヌクレオチドに置き換わる）。
【００２５】
　本発明に係る式（Ｉ）で表される核酸分子中のコア構造エレメントＧ（Ｇｌ及びＧｎの
少なくともいずれか）のヌクレオチド（ヌクレオシド）の数は、ｌ及びｎにより規定され
る。ｌ及びｎは、互いに独立してそれぞれ１～１００、１～９０、１～８０、１～７０、
１～６０、好ましくは１～５０、更により好ましくは１～４０、更により好ましくは１～
３０の整数であり、これらの範囲の下限は１であってもよいが、これに代えて２、３、４
、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９
、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、或いは更に大
きくてもよい。各整数について、ｌ及びｎの少なくともいずれかが１である場合、Ｇはグ
アノシン（グアニン）及びその類似体のいずれかであり、ｌ及びｎの少なくともいずれか
が１超である場合、コア構造エレメントＧ（Ｇｌ及びＧｎの少なくともいずれか）の少な
くとも５０％、より好ましくは少なくとも５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、或
いは更には１００％のヌクレオチド（ヌクレオシド）が、グアノシン（グアニン）及びそ
の類似体のいずれかであることが好ましい。例えば、如何なる限定を意味するものでもな
いが、ｌ及びｎの少なくともいずれかが４である場合、Ｇｌ及びＧｎの少なくともいずれ
かは、例えばＧＵＧＵ、ＧＧＵＵ、ＵＧＵＧ、ＵＵＧＧ、ＧＵＵＧ、ＧＧＧＵ、ＧＧＵＧ
、ＧＵＧＧ、ＵＧＧＧ、及びＧＧＧＧのいずれか等であってもよく、ｌ及びｎの少なくと
もいずれかが５である場合、Ｇｌ及びＧｎの少なくともいずれかは、例えばＧＧＧＵＵ、
ＧＧＵＧＵ、ＧＵＧＧＵ、ＵＧＧＧＵ、ＵＧＧＵＧ、ＵＧＵＧＧ、ＵＵＧＧＧ、ＧＵＧＵ
Ｇ、ＧＧＧＧＵ、ＧＧＧＵＧ、ＧＧＵＧＧ、ＧＵＧＧＧ、ＵＧＧＧＧ、及びＧＧＧＧＧの
いずれか等であってもよい。本発明に係る式（Ｉ）で表される核酸分子中のＸｍに直接隣
接するコア構造エレメントＧｌ及びＧｎの少なくともいずれかのヌクレオチド（ヌクレオ
シド）は、ウリジン（ウラシル）及びその類似体のいずれかではないことが好ましい。本
発明に係る式（Ｉ）で表される核酸分子中のＸｍに直接隣接するコア構造エレメントＧｌ

及びＧｎの少なくともいずれかのヌクレオチド（ヌクレオシド）は、少なくとも１個のグ
アノシン（グアニン）及びその類似体のいずれかであることがより好ましく、少なくとも
２個、３個、４個、５個、６個、７個、８個、９個、１０個、１１個、１２個、１３個、
１４個、１５個、１６個、１７個、１８個、１９個、更には２０個、或いはそれ以上のグ
アノシン（グアニン）及びその類似体のいずれかの配列であることがより好ましい。これ
に加えて、本発明に係る式（Ｉ）の核酸分子中のＮ、例えばＮｕ及びＮｖの少なくともい
ずれか（或いは、以下に定義するＮｗ１及びＮｗ２のいずれか）に直接隣接するコア構造
エレメントＧｌ及びＧｎの少なくともいずれかのヌクレオチドは、ウリジン（ウラシル）
及びその類似体のいずれかではないことが好ましい。本発明に係る式（Ｉ）の核酸分子中
のＮ、例えばＮｕ及びＮｖの少なくともいずれか（或いは、以下に定義するＮｗ１及びＮ

ｗ２のいずれか）に直接隣接するコア構造エレメントＧｌ及びＧｎの少なくともいずれか
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のヌクレオチドは、少なくとも１個のグアノシン（グアニン）及びその類似体のいずれか
であることがより好ましく、少なくとも２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、
１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、更には２０個、或いはそれ以上のグ
アノシン（グアニン）及びその類似体のいずれかの配列であることがより好ましい。
【００２６】
　本願において用語「同一性」は、配列をリファレンス配列と比較することにより決定さ
れる同一性の百分率を意味する。例えば、２つの核酸配列の同一性の百分率を決定するた
めに、後に配列を比較できるようにするために、先ず互いに対して配列を整列させてもよ
い（アラインメント）。この目的のために、例えば第１の核酸配列の配列にギャップを入
れてもよく、ヌクレオチドを第２の核酸配列の対応する位置と比較してもよい。第１の核
酸配列中のある位置のヌクレオチドが第２の配列中の対応する位置のヌクレオチドと同じ
である場合、２つの配列はその位置において同一である。２つの配列間の同一性の百分率
は、配列中のヌクレオチドが同一である位置の数を、配列中の全てのヌクレオチドの数で
除した数の関数である。例えば確定した長さを有するリファレンス核酸と比較したときの
特定の核酸に対する特定の配列同一性を想定した場合、この同一性の百分率は、リファレ
ンス核酸に対して相対的に示される。それ故、例えば１００ヌクレオチドの長さを有する
リファレンス核酸配列と５０％の配列同一性を有する核酸配列について考えると、その核
酸配列は、リファレンス核酸配列中の長さ５０ヌクレオチドのあるセクションと完全に同
一である、長さ５０ヌクレオチドの核酸配列を意味する場合がある。しかし、その長さ全
体に亘ってリファレンス核酸配列と５０％の同一性を有する（即ち、この場合５０％の核
酸が同一である）、長さ１００ヌクレオチドの核酸配列を意味する場合もある。或いは、
その核酸配列は、核酸配列中の長さ１００ヌクレオチドのあるセクションにおいて、長さ
１００ヌクレオチドのリファレンス核酸配列と完全に同一である、長さ２００ヌクレオチ
ド核酸配列である場合もある。他の核酸配列は、自然にこれらの基準を等しく満たす。
【００２７】
　２つの配列の同一性の百分率の決定は、数学アルゴリズムを用いて実施してもよい。２
つの配列を比較するために用いることができる数学アルゴリズムの好ましいが非限定的な
例は、Ｋａｒｌｉｎ　ｅｔ　ａｌ．（１９９３），ＰＮＡＳ　ＵＳＡ，９０：５８７３－
５８７７に記載されているアルゴリズムである。該アルゴリズムはＮＢＬＡＳＴプログラ
ムに組み込まれており、該プログラムを用いて本発明の配列と所望の同一性を有する配列
を同定することができる。上記のようなギャップ入りアラインメントを得るために、Ａｌ
ｔｓｃｈｕｌ　ｅｔ　ａｌ．（１９９７），Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ，２５
：３３８９－３４０２に記載されている「Ｇａｐｐｅｄ　ＢＬＡＳＴ」を用いることがで
きる。ＢＬＡＳＴ及びＧａｐｐｅｄ　ＢＬＡＳＴプログラムを用いるとき、特定のプログ
ラム（例えば、ＮＢＬＡＳＴ）のデフォルトパラメータを用いてもよい。配列は更に、ｇ
ａｐ　ｏｐｅｎ　ｐｅｎａｌｔｙが－１２（ギャップの最初のゼロに対するペナルティ）
であり、且つｇａｐ　ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ　ｐｅｎａｌｔｙが－４（ギャップ中のそれぞ
れの連続するゼロに対するペナルティ）であるデフォルト（ＢＬＯＳＵＭ６２）マトリッ
クス（－４から＋１１の値）を用いて、「Ｇｅｎｅｔｉｃ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　Ｇｒｏ
ｕｐ」製ＧＡＰ（ｇｌｏｂａｌ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｐｒｏｇｒａｍ）のバージョン９
を用いてアラインメントをとってもよい。アラインメント後、請求の配列中の核酸の百分
率として一致数を表すことにより同一性の百分率を算出する。２つの核酸配列の同一性の
百分率を決定するために記載した方法を、適切なプログラムを用いてアミノ酸配列に対応
させて適用してもよい。
【００２８】
　同様に式（Ｉ）については、上記の通りｌ及びｎの少なくともいずれかが１超である場
合、コア構造エレメントＧｌ及びＧｎの少なくともいずれかの少なくとも６０％、７０％
、８０％、９０％、或いは更には１００％のヌクレオチド（ヌクレオシド）が、グアノシ
ン（グアニン）及びその類似体のいずれかであることが好ましい。コア構造エレメントＧ

ｌ及びＧｎの少なくともいずれか中の、グアノシン（グアニン）及びその類似体のいずれ
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か以外のヌクレオチド（ヌクレオシド）は（グアノシン（グアニン）がこれらヌクレオチ
ド（ヌクレオシド）の１００％未満を構成している場合）、上記定義の通りウリジン（ウ
ラシル）及びその類似体のいずれかであってもよい。
【００２９】
　本発明に係る式（Ｉ）で表される核酸分子中のＸ、具体的にはＸｍもまたコア構造エレ
メントであり、ヌクレオチド及びデオキシヌクレオチドのいずれかであるか、或いはヌク
レオシドを含み、ここでヌクレオチド（ヌクレオシド）は、典型的にはグアノシン（グア
ニン）、ウリジン（ウラシル）、アデノシン（アデニン）、チミジン（チミン）、シチジ
ン（シトシン）、及びこれらの類似体のいずれかから選択され、好ましくはウリジン（ウ
ラシル）及びその類似体のいずれかである。これに関連して、ヌクレオチド（ヌクレオシ
ド）類似体は、天然に存在するヌクレオチド（ヌクレオシド）の天然には存在しない変異
体であると定義される。従って類似体は、天然に存在するヌクレオチド（ヌクレオシド）
に付加及び欠失のいずれかが施されている、或いはヌクレオチド（ヌクレオシド）の天然
に存在する官能基が置換されている、天然には存在しない官能基を含む化学的に誘導体化
されたヌクレオチド（ヌクレオシド）であることが好ましい。従って、天然に存在するヌ
クレオチドの各部分、即ち塩基部分、糖（リボース及びデオキシヌクレオチドのいずれか
）部分、及びオリゴヌクレオチド骨格を形成しているリン酸部分の少なくともいずれかは
修飾されていてもよい。リン酸部分は、例えば、ホスホロアミダート、ホスホロチオエー
ト、ペプチドヌクレオチド、メチルホスホネート等に置換されていてもよいが、天然に存
在するリン酸ジエステル骨格が更に好ましい。本発明の核酸分子が少なくとも１個の類似
体を含有する場合、全ての「Ｘ」ヌクレオチドの好ましくは少なくとも１０％、より好ま
しくは少なくとも２０％、より好ましくは少なくとも３０％、より好ましくは少なくとも
５０％、より好ましくは少なくとも７０％、更により好ましくは少なくとも９０％が、本
明細書で定義する類似体の性質を示してもよい。コア構造エレメント「Ｘｍ」内の特定の
ヌクレオチド種を置換している類似体は同一であってもよい（例えば、コア構造エレメン
ト「Ｘｍ」内に存在する全てのシチジン（シトシン）ヌクレオチド（ヌクレオシド）が、
特定のシチジン（シトシン）類似体、例えば、２－チオ－シチジン（シトシン）により形
成される）か、或いは特定のヌクレオチド（ヌクレオシド）について異なっていてもよい
（例えば、少なくとも２種の異なるシチジン（シトシン）類似体がコア構造エレメント「
Ｘｍ」内に含有されている）。
【００３０】
　グアノシン（グアニン）、ウリジン（ウラシル）、アデノシン（アデニン）、チミジン
（チミン）、シチジン（シトシン）の類似体としては、如何なる限定を意味するものでも
ないが、例えばアセチル化、メチル化、ヒドロキシ化等により化学的に変化している、任
意の天然に存在するグアノシン（グアニン）、ウリジン（ウラシル）、アデノシン（アデ
ニン）、チミジン（チミン）、及びシチジン（シトシン）のいずれか、或いは天然に存在
しないグアノシン（グアニン）、ウリジン（ウラシル）、アデノシン（アデニン）、チミ
ジン（チミン）、及びシチジン（シトシン）のいずれかが挙げられ、例えば、１－メチル
－アデノシン（アデニン）、２－メチル－アデノシン（アデニン）、２－メチルチオ－Ｎ
６－イソペンテニル－アデノシン（アデニン）、Ｎ６－メチル－アデノシン（アデニン）
、Ｎ６－イソペンテニル－アデノシン（アデニン）、２－チオ－シチジン（シトシン）、
３－メチル－シチジン（シトシン）、４－アセチル－シチジン（シトシン）、２，６－ジ
アミノプリン、１－メチル－グアノシン（グアニン）、２－メチル－グアノシン（グアニ
ン）、２，２－ジメチル－グアノシン（グアニン）、７－メチル－グアノシン（グアニン
）、イノシン、１－メチル－イノシン、ジヒドロ－ウリジン（ウラシル）、４－チオ－ウ
リジン（ウラシル）、５－カルボキシメチルアミノメチル－２－チオ－ウリジン（ウラシ
ル）、５－（カルボキシヒドロキシメチル）－ウリジン（ウラシル）、５－フルオロ－ウ
リジン（ウラシル）、５－ブロモ－ウリジン（ウラシル）、５－カルボキシメチルアミノ
メチル－ウリジン（ウラシル）、５－メチル－２－チオ－ウリジン（ウラシル）、Ｎ－ウ
リジン（ウラシル）－５－オキシ酢酸メチルエステル、５－メチルアミノメチル－ウリジ
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ン（ウラシル）、５－メトキシアミノメチル－２－チオ－ウリジン（ウラシル）、５’－
メトキシカルボニルメチル－ウリジン（ウラシル）、５－メトキシ－ウリジン（ウラシル
）、ウリジン（ウラシル）－５－オキシ酢酸メチルエステル、ウリジン（ウラシル）－５
－オキシ酢酸（ｖ）、キュエオシン、ベータ－Ｄ－マンノシル－キュエオシン、ワイブト
キシン（ｗｙｂｕｔｏｘｏｓｉｎｅ）、及びイオシンを含む。該類似体の調製は、例えば
、米国特許第４，３７３，０７１号明細書、同第４，４０１，７９６号明細書、同第４，
４１５，７３２号明細書、同第４，４５８，０６６号明細書、同第４，５００，７０７号
明細書、同第４，６６８，７７７号明細書、同第４，９７３，６７９号明細書、同第５，
０４７，５２４号明細書、同第５，１３２，４１８号明細書、同第５，１５３，３１９号
明細書、同第５，２６２，５３０号明細書、及び同第５，７００，６４２号明細書から当
業者に既知である。上記類似体の場合、以下の少なくともいずれかであるヌクレオチド（
ヌクレオシド）の類似体が特に好ましい：
　本発明に係る式（Ｉ）で表される核酸分子の免疫原性を増加させる類似体、及び
　施されている更なる修飾に干渉しない類似体。
【００３１】
　本発明に係る式（Ｉ）で表される核酸分子中のコア構造エレメントＸの数は、ｍにより
規定される。ｍは整数であり、典型的には少なくとも３、４、５、６、７、８、９、１０
、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２０～３０、３０～
４０、４０～５０、５０～６０、６０～７０、７０～８０、８０～９０、９０～１００、
１００～１５０、１５０～２００、或いは更にはこれ以上であり、ここでｍが３である場
合Ｘはウリジン（ウラシル）及びその類似体のいずれかであり、ｍが３超である場合少な
くとも３以上の直接隣接するウリジン（ウラシル）及びその類似体のいずれかが、上記式
（Ｉ）のエレメントＸ中に存在する。かかる少なくとも３以上の直接隣接するウリジン（
ウラシル）の配列は、本願に関連して「単調（ｍｏｎｏｔｏｎｉｃ）ウリジン（ウラシル
）配列」と称される。単調ウリジン（ウラシル）配列は、典型的には少なくとも３、４、
５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、
２０、２０～３０、３０～４０、４０～５０、５０～６０、６０～７０、７０～８０、８
０～９０、９０～１００、１００～１５０、１５０～２００の長さのウリジン（ウラシル
）、或いは任意的に上記定義のようなウリジン（ウラシル）の類似体を有する。該単調ウ
リジン（ウラシル）配列は、本発明に係る式（Ｉ）の核酸分子のコア構造エレメントＸ中
に少なくとも１つ存在する。それ故、例えば少なくとも３以上のウリジン（ウラシル）及
びその類似体のいずれかを有する、１、２、３、４、５、或いはそれ以上の単調ウリジン
（ウラシル）配列が存在することが可能であり、この単調ウリジン（ウラシル）配列は、
コア構造エレメントＸにおいて、少なくとも１個、好ましくは２、３、４、５、或いはそ
れ以上のグアノシン（グアニン）、アデノシン（アデニン）、チミジン（チミン）、シチ
ジン（シトシン）、及びこれらの類似体のいずれかにより遮断されていてもよい。例えば
、ｍが３である場合、ＸｍはＵＵＵである。ｍが４である場合、Ｘｍは、例えば、如何な
る限定を意味するものでもないが、ＵＵＵＡ、ＵＵＵＧ、ＵＵＵＣ、ＵＵＵＵ、ＡＵＵＵ
、ＧＵＵＵ、及びＣＵＵＵのいずれかであってもよい。ｎ＝１０の場合、Ｘｍは、例えば
、如何なる限定を意味するものでもないが、ＵＵＵＡＡＵＵＵＵＣ、ＵＵＵＵＧＵＵＵＵ
Ａ、ＵＵＵＧＵＵＵＧＵＵ、ＵＵＧＵＵＵＵＧＵＵ、ＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵ等であっても
よい。本発明に係る式（Ｉ）の核酸分子のＧｌ及びＧｎのいずれかに隣接するＸｍのヌク
レオチドは、ウリジン（ウラシル）及びその類似体のいずれかを含むことが好ましい。ｍ
が３超である場合、典型的にはＸｍのヌクレオチドの少なくとも５０％、好ましくは少な
くとも６０％、７０％、８０％、９０％、或いは更には１００％が、上記定義のようなウ
リジン（ウラシル）及びその類似体のいずれかである。Ｘｍ中のウリジン（ウラシル）及
びその類似体のいずれか以外のヌクレオチド（ヌクレオシド）は（配列Ｘｍ中のウリジン
（ウラシル）が１００％未満である場合）、上記定義の通りグアノシン（グアニン）、ウ
リジン（ウラシル）、アデノシン（アデニン）、チミジン（チミン）、シチジン（シトシ
ン）、及びこれの類似体のいずれかである。
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【００３２】
　上記式（Ｉ）に係る本発明の核酸分子はまた境界エレメントＮを含む。境界エレメント
Ｎは、典型的には約４ヌクレオチド（ヌクレオシド）～５０ヌクレオチド（ヌクレオシド
）、好ましくは約４ヌクレオチド（ヌクレオシド）～４０ヌクレオチド（ヌクレオシド）
、より好ましくは約４ヌクレオチド（ヌクレオシド）～３０ヌクレオチド（ヌクレオシド
）、更により好ましくは約４ヌクレオチド（ヌクレオシド）～２０ヌクレオチド（ヌクレ
オシド）の長さの核酸配列であり、これらの範囲の下限は４に代えて５、６、７、８、９
、１０或いはそれ以上であってもよい。各Ｎのヌクレオチド（ヌクレオシド）は独立して
、グアノシン（グアニン）、ウリジン（ウラシル）、アデノシン（アデニン）、チミジン
（チミン）、シチジン（シトシン）、及びこれらの類似体の少なくともいずれかから選択
されることが好ましい。換言すれば、本発明に係る式（Ｉ）の核酸分子中の境界エレメン
トＮは、（任意の（ランダムな）配列であってもよい）当該技術分野において入手可能な
配列であってもよく、各Ｎは独立して、グアノシン（グアニン）、ウリジン（ウラシル）
、アデノシン（アデニン）、チミジン（チミン）、シチジン（シトシン）、及びこれらヌ
クレオチド（ヌクレオシド）の類似体の少なくともいずれか、或いはこれらヌクレオチド
（ヌクレオシド）のホモポリマーから選択され、提供されるそれぞれの場合おいて、かか
る配列は、上記定義により約４ヌクレオチド（ヌクレオシド）～５０ヌクレオチド（ヌク
レオシド）、好ましくは約４ヌクレオチド（ヌクレオシド）～４０ヌクレオチド（ヌクレ
オシド）、より好ましくは約４ヌクレオチド（ヌクレオシド）～３０ヌクレオチド（ヌク
レオシド）、更により好ましくは約４ヌクレオチド（ヌクレオシド）～３０ヌクレオチド
（ヌクレオシド）或いは約４ヌクレオチド（ヌクレオシド）～２０ヌクレオチド（ヌクレ
オシド）の長さを有する。
【００３３】
　特定の実施形態によれば、Ｎは上記定義の範囲内の核酸配列であってもよく、該配列は
、直接隣接する位置において上で定義した通り典型的には２個以下の同一ヌクレオチド（
ヌクレオシド）を含む（即ち、「ａａ」、「ｃｃ」、「ｕｕ」、「ｇｇ」、及びこれらの
類似体の少なくともいずれかの配列）、即ち該配列は典型的には、アデノシン（アデニン
）、シチジン（シトシン）、ウリジン（ウラシル）、グアノシン（グアニン）、及びこれ
らの類似体の少なくともいずれかから選択される３個以上の同一ヌクレオチド（ヌクレオ
シド）配列を含まず、かかる配列を含まない、即ち直接隣接する位置において、上記定義
のような同一ヌクレオチド（ヌクレオシド）が存在しないことがより好ましい。これに加
えて或いはこれに代えて、Ｎは上記定義の範囲内の核酸配列であって、該配列が典型的に
は、好ましくは約０％～５０％、５％～４５％、或いは１０％～４０％、より好ましくは
約１５％～３５％、更により好ましくは約２０％～３０％、最も好ましくは約２５％の含
量のアデノシン（アデニン）及びその類似体のいずれか；好ましくは約０％～５０％、５
％～４５％、或いは１０％～４０％、より好ましくは約１５％～３５％、更により好まし
くは約２０％～３０％、最も好ましくは約２５％の含量のウリジン（ウラシル）及びその
類似体のいずれか；好ましくは約０％～５０％、５％～４５％、或いは１０％～４０％、
より好ましくは約１５％～３５％、更により好ましくは約２０％～３０％、最も好ましく
は約２５％の含量のシチジン（シトシン）及びその類似体のいずれか；好ましくは約０％
～５０％、５％～４５％、或いは１０％～４０％、より好ましくは約１５％～３５％、更
により好ましくは約２０％～３０％、最も好ましくは約２５％の含量のグアノシン（グア
ニン）及びその類似体のいずれかを含む配列であってもよい。Ｎは上記定義の範囲内の核
酸配列であって、該配列が典型的には、それぞれ約２５％のアデノシン（アデニン）、グ
アノシン（グアニン）、シチジン（シトシン）、及びウリジン（ウラシル）含量を含む配
列であってもよいことが最も好ましい。かかるＮの配列の例としては、例えば、ａｇｃｕ
、ａｇｕｃ、ａｕｇｃ、ａｃｇｕ、ｇｃｕａ、ｇｃａｕ、ｇａｃｕ、ｇｕｃａ、ｃｕａｇ
、ｃａｕｇ、ｃａｇｕ、ｃｇａｕ、ｕａｇｃ、ｕａｃｇ、ｕｃｇａ、ｕｃａｇ、ａｇｃｕ
ｇｃｕａ、ｇｃａｕｃａｕｇ、ｃａｇｕｕｃｇａ等が挙げられる。
【００３４】
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　本発明に係る式（Ｉ）で表される核酸分子中の境界エレメントＮの数、即ちその反復数
は、整数ｕ及びｖの少なくともいずれかにより規定される。従って本発明に係る式（Ｉ）
の核酸分子中のＮは、（反復）境界エレメントＮｕ及びＮｖの少なくともいずれか（式中
、ｕ及びｖの少なくともいずれかは、互いに独立して、０～１００或いは１～１００、よ
り好ましくは０～５０或いは１～５０、更により好ましくは０～４０或いは１～４０、最
も好ましくは０～３０或いは１～３０、例えば、０～５、０～１０、０～２０、０～２５
、０～３０、１～５、１～１０、１～２０、１～２５、１～３０、５～１０、１０～１５
、１５～２０、２０～２５、或いは２５～３０の整数であってもよい）として存在しても
よい。少なくとも１個の（反復）境界エレメントＮｕ及びＮｖの少なくともいずれかが式
（Ｉ）中に存在してもよい、即ちｕ及びｖのいずれかが０ではないことがより好ましく、
（反復）境界エレメントＮｕ及びＮｖの少なくともいずれかの両方が存在することがより
好ましく、更により好ましくは上記定義の通りである。
【００３５】
　これに加えて、コア構造エレメントと境界エレメントとを組み合わせたエレメントＮｕ

ＧｌＸｍＧｎＮｖは、上で定義した式（Ｉ）（ＮｕＧｌＸｍＧｎＮｖ）ａで表される本発
明の分子に係る反復エレメントとして存在してもよく、ここで式（Ｉ）で表される複合エ
レメント（ＮｕＧｌＸｍＧｎＮｖ）ａの反復数は整数ａにより規定される。好ましくは、
ａは、約１～１００、１～５０、１～２０の整数であり、より好ましくは約１～１５の整
数であり、最も好ましくは約１～１０の整数である。この状況において、反復エレメント
ＮｕＧｌＸｍＧｎＮｖは、互いに同じであっても、異なっていてもよい。
【００３６】
　特に好ましい実施形態によれば、上で定義した式（Ｉ）（ＮｕＧｌＸｍＧｎＮｖ）ａで
表される本発明の核酸分子はコア構造ＧｌＸｍＧｎを含み、前記コア構造は以下の配列番
号１～８０で表される核酸配列のうち少なくとも１種から選択されることが好ましい：
－ＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧ（配列番号１）；
－ＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧ（配列番号２）；
－ＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧ
Ｇ（配列番号３）；
－ＧＵＧＵＧＵＧＵＧＵＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＵＧＵＧＵＧＵＧＵＧＵ
（配列番号４）；
－ＧＧＵＵＧＧＵＵＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＵＵＧＧＵＵＧＧＵＵ
（配列番号５）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＧＧＧＧＧＧＧＧ（配列番号６）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＧＧＧＧＧＧＧＧ（配列番号７）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧＧＧ（配列番号８）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧＧ（配列番号９）；
－ＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧＧ（配列番号１０）；
－ＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧ（配列番号１１）；
－ＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧ（配列番号１２）；
－ＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧ（配列番号１３）；
－ＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧ（配列番号１４）；
－ＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧ（配列番号１５）；
－ＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧ（配列番号１６）；
－ＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧ（配列番号１７）；
－ＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧ（配列番号１８）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＧＧＧＧＧＧＧＧＧ（配列番号１９）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＧＧＧＧＧＧＧＧＧ（配列番号２０）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧＧＧＧ（配列番号２１）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧＧＧ（配列番号２２）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧＧＧ（配列番号２３）；
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－ＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧＧ（配列番号２４）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧ（配列番号２５）；
－ＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧ（配列番号２６）；
－ＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧ（配列番号２７）；
－ＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧ（配列番号２８）；
－ＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧ（配列番号２９）；
－ＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧ（配列番号３０）；
－ＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧ（配列番号３１）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧ（配列番号３２）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧ（配列番号３３）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧＧＧＧＧ（配列番号３４）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧＧＧＧ（配列番号３５）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧＧＧＧ（配列番号３６）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧＧＧ（配列番号３７）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧＧ（配列番号３８）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧＧ（配列番号３９）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧ（配列番号４０）；
－ＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧ（配列番号４１）；
－ＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧ（配列番号４２）；
－ＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧ（配列番号４３）；
－ＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧ（配列番号４４）；
－ＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧ（配列番号４５
）；
－ＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧ（配列番号
４６）；
－ＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧ（配列
番号４７）；
－ＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧ（配
列番号４８）；
－ＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧ
（配列番号４９）；
－ＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧ
ＧＧ（配列番号５０）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧ
ＧＧＧＧ（配列番号５１）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧ
ＧＧＧＧＧＧ（配列番号５２）；
－ＧＧＧＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵ
ＧＧＧＧＧＧＧＧ（配列番号５３）；
－ＧＧＵＵＵＧＧ（配列番号５４）；
－ＧＧＵＵＵＵＧＧ（配列番号５５）；
－ＧＧＵＵＵＵＵＧＧ（配列番号５６）；
－ＧＧＵＵＵＵＵＵＧＧ（配列番号５７）；
－ＧＧＵＵＵＵＵＵＵＧＧ（配列番号５８）；
－ＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧ（配列番号５９）；
－ＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧ（配列番号６０）；
－ＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧ（配列番号６１）；
－ＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧ（配列番号６２）；
－ＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧ（配列番号６３）；
－ＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧ（配列番号６４）；
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－ＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧ（配列番号６５）；
－ＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧ（配列番号６６）；
－ＧＧＧＵＵＵＧＧＧ（配列番号６７）；
－ＧＧＧＵＵＵＵＧＧＧ（配列番号６８）；
－ＧＧＧＵＵＵＵＵＧＧＧ（配列番号６９）；
－ＧＧＧＵＵＵＵＵＵＧＧＧ（配列番号７０）；
－ＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧ（配列番号７１）；
－ＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧ（配列番号７２）；
－ＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧ（配列番号７３）；
－ＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧ（配列番号７４）；
－ＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧ（配列番号７５）；
－ＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧ（配列番号７６）；
－ＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧ（配列番号７７）；
－ＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧ
ＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧ（配列番号７８）；
－ＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＧＧＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵ
ＧＧＧ（配列番号７９）；
－ＧＧＧＵＵＵＧＧＧＵＵＵＧＧＧＵＵＵＧＧＧＵＵＵＧＧＧＵＵＵＧＧＧＵＵＵＧＧＧ
ＵＵＵＧＧＧＵＵＵＧＧＧ（配列番号８０）。
【００３７】
　別の特に好ましい実施形態によれば、本発明の根底にある問題は、式（Ｉａ）
（ＮｕＣｌＸｍＣｎＮｖ）ａ

に係る代替核酸分子により解決することができる：
　式中、
　Ｃは、シチジン（シトシン）、ウリジン（ウラシル）、シチジン（シトシン）類似体、
及びウリジン（ウラシル）類似体のいずれか、好ましくはシチジン（シトシン）及びその
類似体のいずれかであり；
　Ｘは、グアノシン（グアニン）、ウリジン（ウラシル）、アデノシン（アデニン）、チ
ミジン（チミン）、シチジン（シトシン）、及び上記ヌクレオチド（ヌクレオシド）の類
似体のいずれか、好ましくはウリジン（ウラシル）及びその類似体のいずれかであり、
　Ｎは互いに独立して、約４核酸～５０核酸、好ましくは約４核酸～４０核酸、より好ま
しくは約４核酸～３０核酸、或いは４核酸～２０核酸の長さを有する核酸配列であって、
各Ｎは独立して、グアノシン（グアニン）、ウリジン（ウラシル）、アデノシン（アデニ
ン）、チミジン（チミン）、シチジン（シトシン）、及びこれらヌクレオチド（ヌクレオ
シド）の類似体のいずれかから選択され、
　ａは、１～２０の整数、好ましくは１～１５の整数、最も好ましくは１～１０の整数で
あり、
　ｌは、１～４０の整数であって、
　　ｌが１である場合、Ｃはシチジン（シトシン）及びその類似体のいずれかであり、
　　ｌが１超である場合、これらヌクレオチド（ヌクレオシド）の少なくとも５０％がシ
チジン（シトシン）及びその類似体のいずれかであり、
　ｍは、整数であり且つ少なくとも３であって、
　　ｍが３である場合、Ｘはウリジン（ウラシル）及びその類似体のいずれかであり、
　　ｍが３超である場合、ウリジン（ウラシル）及びウリジン（ウラシル）の類似体のい
ずれかが少なくとも３個連続して存在し、
　ｎは、１～４０の整数であって、
　　ｎが１である場合、Ｃはシチジン（シトシン）及びその類似体のいずれかであり、
　　ｎが１超である場合、これらヌクレオチド（ヌクレオシド）の少なくとも５０％がシ
チジン（シトシン）及びその類似体のいずれかであり、
　ｕ、ｖは、互いに独立して０～５０の整数であってもよく、好ましくは
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　　ｕが０である場合、ｖは１以上であるか、或いは
　　ｖが０である場合、ｕは１以上であり、
　本発明に係る式（Ｉａ）の核酸分子は、少なくとも５０ヌクレオチド、好ましくは少な
くとも１００ヌクレオチド、より好ましくは少なくとも１５０ヌクレオチド、更により好
ましくは少なくとも２００ヌクレオチド、最も好ましくは少なくとも２５０ヌクレオチド
の長さを有する。
【００３８】
　式（Ｉａ）では、エレメントＮ（即ち、Ｎｕ及びＮｖ）及びＸ（Ｘｍ）に関する上記定
義のいずれか、特に上で定義したコア構造、並びに整数ａ、ｌ、ｍ、ｎ、ｕ、及びｖを、
式（Ｉａ）の対応するエレメントに同様に適用するが、式（Ｉａ）ではコア構造はＣｌＸ

ｍＣｎにより定義される。境界エレメントＮｕ及びＮｖの定義は、上記Ｎｕ及びＮｖに関
する定義と同一である。
【００３９】
　より具体的には、本発明に係る式（Ｉａ）で表される核酸分子中のＣは、ヌクレオチド
及びデオキシヌクレオチドのいずれかであるか、或いはヌクレオシドを含み、ここでヌク
レオチド（ヌクレオシド）は典型的には、シチジン（シトシン）、ウリジン（ウラシル）
及びこれらの類似体のいずれかである。これに関連して、シチジン（シトシン）ヌクレオ
チド類似体及びウリジン（ウラシル）ヌクレオチド類似体のいずれかは、天然に存在する
シチジン（シトシン）ヌクレオチド及びウリジン（ウラシル）ヌクレオチドのいずれかの
、天然には存在しない変異体であると定義される。従って、シチジン（シトシン）類似体
及びウリジン（ウラシル）類似体のいずれかは、天然には存在しない官能基で化学的に誘
導体化されたヌクレオチド（ヌクレオシド）であり、前記ヌクレオチド（ヌクレオシド）
は、天然に存在するシチジン（シトシン）ヌクレオチド（ヌクレオシド）及びウリジン（
ウラシル）ヌクレオチド（ヌクレオシド）のいずれかに付加或いは欠失が施されている、
或いはシチジン（シトシン）ヌクレオチド（ヌクレオシド）及びウリジン（ウラシル）ヌ
クレオチド（ヌクレオシド）のいずれかの天然に存在する官能基が置換されていることが
好ましい。従って、天然に存在するシチジン（シトシン）ヌクレオチド及びウリジン（ウ
ラシル）ヌクレオチドのいずれかの各構成成分、即ち塩基部分、糖（リボース）部分、及
びオリゴヌクレオチド骨格を形成しているリン酸部分の少なくともいずれかに修飾が施さ
れていてもよい。リン酸部分は、例えば、ホスホロアミダート、ホスホロチオエート、ペ
プチドヌクレオチド、メチルホスホネート等に置換されていてもよく、天然に存在するリ
ン酸ジエステルが更に好ましい。
【００４０】
　従って、シチジン（シトシン）類似体及びウリジン（ウラシル）類似体のいずれかとし
ては、如何なる限定を意味するものでもないが、例えばアセチル化、メチル化、ヒドロキ
シ化等により化学的に変化している、任意の天然に存在するシチジン（シトシン）及びウ
リジン（ウラシル）のいずれか、或いは天然には存在しないシチジン（シトシン）及びウ
リジン（ウラシル）のいずれかが挙げられ、例えば、２－チオ－シチジン（シトシン）、
３－メチル－シチジン（シトシン）、４－アセチル－シチジン（シトシン）、ジヒドロ－
ウリジン（ウラシル）、４－チオ－ウリジン（ウラシル）、５－カルボキシメチルアミノ
メチル－２－チオ－ウリジン（ウラシル）、５－（カルボキシ－ヒドロキシメチル）－ウ
リジン（ウラシル）、５－フルオロ－ウリジン（ウラシル）、５－ブロモ－ウリジン（ウ
ラシル）、５－カルボキシメチルアミノメチル－ウリジン（ウラシル）、５－メチル－２
－チオ－ウリジン（ウラシル）、Ｎ－ウリジン（ウラシル）－５－オキシ酢酸メチルエス
テル、５－メチルアミノメチル－ウリジン（ウラシル）、５－メトキシアミノメチル－２
－チオ－ウリジン（ウラシル）、５’－メトキシカルボニルメチル－ウリジン（ウラシル
）、５－メトキシ－ウリジン（ウラシル）、ウリジン（ウラシル）－５－オキシ酢酸メチ
ルエステル、ウリジン（ウラシル）－５－オキシ酢酸（ｖ）を含む。該類似体の調製は、
例えば米国特許第４，３７３，０７１号明細書、同第４，４０１，７９６号明細書、同第
４，４１５，７３２号明細書、同第４，４５８，０６６号明細書、同第４，５００，７０



(19) JP 5721441 B2 2015.5.20

10

20

30

40

50

７号明細書、同第４，６６８，７７７号明細書、同第４，９７３，６７９号明細書、同第
５，０４７，５２４号明細書、同第５，１３２，４１８号明細書、同第５，１５３，３１
９号明細書、同第５，２６２，５３０号明細書、及び同第５，７００，６４２号明細書か
ら当業者に既知であり、これらの開示は参照することにより全体を本願に援用する。上記
ヌクレオチド（ヌクレオシド）の場合、以下の少なくともいずれかであるそれらの類似体
が特に好ましい：
　本発明に係る式（Ｉａ）で表される核酸分子の免疫原性を増加させる類似体、及び
　施されている更なる修飾に干渉しない類似体。
シチジン（シトシン）、ウリジン（ウラシル）、及びこれらの類似体のいずれかのうち少
なくとも１種がコア構造エレメントＣｌ及びＣｎの少なくともいずれかに存在していても
よく、任意的にコア構造エレメントＣｌ及びＣｎの少なくともいずれかのヌクレオチドの
少なくとも１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％
、或いは更には１００％が、天然に存在するシチジン（シトシン）、天然に存在するウリ
ジン（ウラシル）、及びこれらの類似体（或いは本明細書に定義されるこれらの類似体の
性質を示すもの）である。コア構造エレメントＣｌ及びＣｎの少なくともいずれかが、天
然に存在するシチジン（シトシン）及び天然に存在するウリジン（ウラシル）の少なくと
もいずれかの少なくとも１種の類似体を含むことが好ましい。これらのコア構造エレメン
トＣｌ及びＣｎの少なくともいずれかのヌクレオチド（ヌクレオシド）が全て類似体であ
ることが最も好ましい（同じ種類のヌクレオチド（ヌクレオシド）に対して同一の類似体
であることが最も好ましいが（例えば、全てのシチジン（シトシン）ヌクレオチドが、２
－チオ－シチジン（シトシン）として提供される）、類似体の種類は異なっていてもよい
（例えば、少なくとも２種の異なるシチジン（シトシン）類似体が天然に存在するシチジ
ン（シトシン）ヌクレオチドに置き換わる））。
【００４１】
　本発明に係る式（Ｉａ）の核酸分子中のコア構造エレメントＣ（Ｃｌ及びＣｎの少なく
ともいずれか）のヌクレオチド（ヌクレオシド）の数はｌ及びｎにより規定される。ｌ及
びｎは互いに独立して、それぞれ１～９０、１～８０、１～７０、１～６０、好ましくは
１～５０、更により好ましくは１～４０、更により好ましくは１～３０の整数であり、こ
れらの範囲の下限は１であってもよいが、１に代えて２、３、４、５、６、７、８、９、
１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２
３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、或いはそれ以上であってもよい。各整
数について、ｌ及びｎの少なくともいずれかが１である場合、Ｃはシチジン（シトシン）
及びその類似体のいずれかであり、ｌ及びｎの少なくともいずれかが１超である場合、コ
ア構造エレメント（Ｃｌ及びＣｎの少なくともいずれか）の少なくとも５０％、より好ま
しくは少なくとも５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、或いは更には１００％のヌ
クレオチド（ヌクレオシド）は、シチジン（シトシン）及びその類似体のいずれかである
ことが好ましい。例えば、如何なる限定を意味するものでもないが、ｌ及びｎの少なくと
もいずれかが４である場合、Ｃｌ及びＣｎの少なくともいずれかは、例えばＣＵＣＵ、Ｃ
ＣＵＵ、ＵＣＵＣ、ＵＵＣＣ、ＣＵＵＣ、ＣＣＣＵ、ＣＣＵＣ、ＣＵＣＣ、ＵＣＣＣ、及
びＣＣＣＣのいずれか等であってもよく、ｌ及びｎのいずれかが５である場合、Ｃｌ及び
Ｃｎの少なくともいずれかは、例えばＣＣＣＵＵ、ＣＣＵＣＵ、ＣＵＣＣＵ、ＵＣＣＣＵ
、ＵＣＣＵＣ、ＵＣＵＣＣ、ＵＵＣＣＣ、ＣＵＣＵＣ、ＣＣＣＣＵ、ＣＣＣＵＣ、ＣＣＵ
ＣＣ、ＣＵＣＣＣ、ＵＣＣＣＣ、及びＣＣＣＣＣのいずれか等であってもよい。本発明に
係る式（Ｉａ）で表される核酸分子中のＸｍに直接隣接するコア構造エレメントＣｌ及び
Ｃｎの少なくともいずれかのヌクレオチド（ヌクレオシド）は、ウリジン（ウラシル）及
びその類似体のいずれかではないことが好ましい。本発明に係る式（Ｉａ）で表される核
酸分子中のＸｍに直接隣接するコア構造エレメントＣｌ及びＣｎの少なくともいずれかの
ヌクレオチド（ヌクレオシド）は、少なくとも１個のシチジン（シトシン）及びその類似
体のいずれかであることがより好ましく、少なくとも２個、３個、４個、５個、６個、７
個、８個、９個、１０個、１１個、１２個、１３個、１４個、１５個、１６個、１７個、
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１８個、１９個、更には２０個、或いはそれ以上のシチジン（シトシン）及びその類似体
のいずれかの配列であることがより好ましい。これに加えて、本発明に係る式（Ｉａ）で
表される核酸分子中のＮ、例えばＮｕ及びＮｖの少なくともいずれか（或いは、以下に定
義するＮｗ１及びＮｗ２のいずれか）に直接隣接するコア構造エレメントＣｌ及びＣｎの
少なくともいずれかのヌクレオチドは、ウリジン（ウラシル）及びその類似体のいずれか
ではないことが好ましい。本発明に係る式（Ｉａ）で表される核酸分子中のＮ、例えばＮ

ｕ及びＮｖの少なくともいずれか（或いは、以下に定義するＮｗ１及びＮｗ２のいずれか
）に直接隣接するコア構造エレメントＣｌ及びＣｎの少なくともいずれかのヌクレオチド
は、少なくとも１個のシチジン（シトシン）及びその類似体のいずれかであることがより
好ましく、少なくとも２個、３個、４個、５個、６個、７個、８個、９個、１０個、１１
個、１２個、１３個、１４個、１５個、１６個、１７個、１８個、１９個、更には２０個
、或いはそれ以上のシチジン（シトシン）及びその類似体のいずれかの配列であることが
より好ましい。同様に式（Ｉａ）については、上記の通りｌ及びｎの少なくともいずれか
が１超である場合、コア構造エレメントＣｌ及びＣｎの少なくともいずれかの少なくとも
６０％、７０％、８０％、９０％、或いは更には１００％のヌクレオチド（ヌクレオシド
）が、シチジン（シトシン）及びその類似体のいずれかであることが好ましい。コア構造
エレメントＣｌ及びＣｎの少なくともいずれか中の、シチジン（シトシン）及びその類似
体のいずれか以外のヌクレオチド（ヌクレオシド）は（シチジン（シトシン）がこれらヌ
クレオチド（ヌクレオシド）の１００％未満を構成している場合）、上で定義した通りウ
リジン（ウラシル）及びその類似体のいずれかであってもよい。
【００４２】
　式（Ｉａ）に係る本発明の核酸分子中の更なるコア構造エレメントとしてのＸ、具体的
にはＸｍは、好ましくは式（Ｉ）について上で定義した通りである。本発明に係る式（Ｉ
ａ）で表される核酸分子中のコア構造エレメントＸの数はｍにより規定される。ｍは整数
であり、典型的には少なくとも３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、
１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２０～３０、３０～４０、４０～５０、５
０～６０、６０～７０、７０～８０、８０～９０、９０～１００、１００～１５０、１５
０～２００、或いは更にはこれ以上であり、ここでｍが３である場合、Ｘはウリジン（ウ
ラシル）及びその類似体のいずれかであり、ｍが３超である場合、少なくとも３以上の直
接隣接するウリジン（ウラシル）及びその類似体のいずれかが、上記式（Ｉａ）のエレメ
ントＸ中に存在する。かかる少なくとも３以上の直接隣接するウリジン（ウラシル）の配
列は、本願に関連して「単調ウリジン（ウラシル）配列」と称される。単調ウリジン（ウ
ラシル）配列は、典型的には少なくとも３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２
、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２０～３０、３０～４０、４０～
５０、５０～６０、６０～７０、７０～８０、８０～９０、９０～１００、１００～１５
０、１５０～２００の長さのウリジン（ウラシル）、或いは任意的に上記定義のようなウ
リジン（ウラシル）の類似体を有する。該単調ウリジン（ウラシル）配列は、本発明に係
る式（Ｉａ）の核酸分子のコア構造エレメントＸ中に少なくとも１つ存在する。それ故例
えば少なくとも３以上のウリジン（ウラシル）及びその類似体のいずれかを有する１、２
、３、４、５、或いはそれ以上の単調ウリジン（ウラシル）配列が存在することが可能で
あり、該単調ウリジン（ウラシル）配列は、コア構造エレメントＸにおいて、少なくとも
１、好ましくは２、３、４、５、或いはそれ以上のグアノシン（グアニン）、アデノシン
（アデニン）、チミジン（チミン）、シチジン（シトシン）、及びこれらの類似体のいず
れかにより遮断されていてもよい。例えば、ｍが３である場合ＸｍはＵＵＵである。ｍが
４である場合、Ｘｍは例えば如何なる限定を意味するものでもないが、ＵＵＵＡ、ＵＵＵ
Ｇ、ＵＵＵＣ、ＵＵＵＵ、ＡＵＵＵ、ＧＵＵＵ、及びＣＵＵＵ等のいずれかであってもよ
い。ｎ＝１０の場合、Ｘｍは例えば如何なる限定を意味するものでもないが、ＵＵＵＡＡ
ＵＵＵＵＣ、ＵＵＵＵＧＵＵＵＵＡ、ＵＵＵＧＵＵＵＧＵＵ、ＵＵＧＵＵＵＵＧＵＵ、Ｕ
ＵＵＵＵＵＵＵＵＵ等であってもよい。本発明に係る式（Ｉａ）で表される核酸分子のＣ

ｌ及びＣｎのいずれかに隣接するＸｍのヌクレオチド（ヌクレオシド）は、ウリジン（ウ
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ラシル）及びその類似体のいずれかを含むことが好ましい。ｍが３超である場合、典型的
には上で定義した通り、Ｘｍのヌクレオチドの少なくとも５０％、好ましくは少なくとも
６０％、７０％、８０％、９０％、或いは更には１００％がウリジン（ウラシル）及びそ
の類似体のいずれかである。Ｘｍ中のウリジン（ウラシル）及びその類似体のいずれか以
外のヌクレオチド（ヌクレオシド）は（配列Ｘｍ中のウリジン（ウラシル）が１００％未
満である場合）、上で定義した通りグアノシン（グアニン）、ウリジン（ウラシル）、ア
デノシン（アデニン）、チミジン（チミン）、シチジン（シトシン）、及びこれらの類似
体のいずれかであってもよい。
【００４３】
　同様に、上記式（Ｉａ）に係る本発明の核酸分子は、境界エレメントＮ、具体的にはＮ

ｕ及びＮｖの少なくともいずれかを含有し、前記境界エレメントＮ、具体的にはＮｕ及び
Ｎｖの少なくともいずれか、並びに整数ｘ及びｙは上記で定義した通りである。
【００４４】
　エレメントＮｕＣｌＸｍＣｎＮｖは、上で式定義した（Ｉａ）（ＮｕＣｌＸｍＣｎＮｖ

）ａで表される本発明の核酸分子に係る反復エレメントとして存在してもよく、式（Ｉａ
）（ＮｕＣｌＸｍＣｎＮｖ）ａのエレメントの反復数は整数ａにより規定される。ａは、
好ましくは約１～１００、１～５０、１～２０の整数であり、より好ましくは約１～１５
の整数であり、最も好ましくは約１～１０の整数である。この状況において反復エレメン
トＮｕＣｌＸｍＣｎＮｖは、互いに同じであっても異なっていてもよい。
【００４５】
　特に好ましい実施形態によれば、上で定義した式（Ｉａ）（ＮｕＣｌＸｍＣｎＮｖ）ａ

で表される本発明の分子は、以下の配列番号８１～８３で表される核酸配列の少なくとも
１つから選択されることが好ましいコア構造ＣｌＸｍＣｎを含む：
－ＣＣＣＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＣＣＣＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＣＣＣ
ＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＣＣＣ（配列番号８１）
－ＣＣＣＵＵＵＣＣＣＵＵＵＣＣＣＵＵＵＣＣＣＵＵＵＣＣＣＵＵＵＣＣＣＵＵＵＣＣＣ
ＵＵＵＣＣＣＵＵＵＣＣＣ（配列番号８２）
－ＣＣＣＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＣＣＣＣＣＣＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵ
ＣＣＣ（配列番号８３）。
【００４６】
　式（Ｉ）（或いは（Ｉａ））に係る本発明の核酸分子、特にその各単一反復エレメント
ＮｕＧｌＸｍＧｎＮｖ（或いはＮｕＣｌＸｍＣｎＮｖ）は、一般に式（Ｉ）について定義
した通り、単鎖核酸分子、二本鎖核酸分子、及び部分的二本鎖核酸分子等のいずれかであ
ってもよい。
【００４７】
　式（Ｉ）（或いは（Ｉａ））に係る本発明の核酸分子が単鎖核酸分子である場合、配列
は典型的にはその長さ全体に亘って単鎖である。
【００４８】
　同様に、式（Ｉ）（或いは（Ｉａ））に係る本発明の核酸分子が二本鎖核酸分子である
場合、配列は典型的にはその長さ全体に亘って二本鎖である。
【００４９】
　式（Ｉ）（或いは（Ｉａ））に係る本発明の核酸分子が部分的二本鎖核酸分子である場
合、式（Ｉ）（或いは（Ｉａ））で表される核酸分子の核酸配列は、コア構造ＧｌＸｍＧ

ｎ（或いはＣｌＸｍＣｎ）外の領域では単鎖であり前記コア構造領域内では二本鎖であっ
てもよく、コア構造ＧｌＸｍＧｎ（或いはＣｌＸｍＣｎ）は、上で定義した配列番号１～
８３で表される核酸配列の少なくとも１種から選択されることが好ましい。更により好ま
しくは、式（Ｉ）（或いは（Ｉａ））のコア構造ＧｌＸｍＧｎ（或いはＣｌＸｍＣｎ）は
、ポリウリジン（ウラシル）配列が存在するかかるコア構造領域内において二本鎖であっ
てもよく、最も好ましくは、ポリウリジン（ウラシル）配列全体に亘って、或いはその少
なくとも６０％、７０％、８０％、９０％、９５％、９８％、及び９９％のいずれかに亘
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って二本鎖であってもよい。
【００５０】
　これに代えて或いはこれに加えて、式（Ｉ）及び（Ｉａ）のいずれかに係る本発明の核
酸分子が部分的二本鎖核酸分子である場合、上で定義した式（Ｉ）及び（Ｉａ）のいずれ
かに係る本発明の核酸分子の他の部分（コア構造ＧｌＸｍＧｎ以外の部分）が二本鎖であ
ってもよい。例えば、式（Ｉ）及び（Ｉａ）のいずれかの核酸分子の核酸配列は、コア構
造ＧｌＸｍＧｎ（或いはＣｌＸｍＣｎ）外の領域、例えば境界エレメントＮｕ及びＮｖの
少なくともいずれかで二本鎖であり、前記コア構造の領域内では単鎖であってもよく、コ
ア構造ＧｌＸｍＧｎ（或いはＣｌＸｍＣｎ）は、上で定義した配列番号１～８３で表され
る核酸配列の少なくとも１種から選択されることが好ましい。例えば境界エレメントＮｕ

及びＮｖの少なくともいずれかのうち少なくとも１つは二本鎖であってもよく、一方式（
Ｉ）及び（Ｉａ）のいずれかの残りのエレメント、例えばコア構造ＧｌＸｍＧｎ及び他の
エレメントの少なくともいずれかは単鎖のままであってもよい。
【００５１】
　これに代えて或いはこれに加えて、式（Ｉ）に係る本発明の核酸分子は、式（Ｉ）及び
式（Ｉａ）のいずれかに係る単鎖核酸分子と、式（Ｉ）及び式（Ｉａ）のいずれかに係る
単鎖核酸分子と、式（Ｉ）（或いは（Ｉａ））のいずれかに係る（部分的）二本鎖核酸分
子との混合物から選択されてもよく、好ましくは、約１：１０～１０：１の混合比、より
好ましくは、１：３～３：１の混合比の混合物から選択される。
【００５２】
　極めて特に好ましい実施形態によれば、式（Ｉ）に係る本発明の核酸分子は、例えば以
下の配列で表される核酸配列のいずれかから選択することができる：
配列番号８４：
ＵＡＧＣＧＡＡＧＣＵ　ＣＵＵＧＧＡＣＣＵＡ　ＧＧ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵＵ
ＵＵ　ＧＧＧ　ＵＧＣＧＵＵＣＣＵＡ　ＧＡＡＧＵＡＣＡＣＧ、
配列番号８５：
ＵＡＧＣＧＡＡＧＣＵ　ＣＵＵＧＧＡＣＣＵＡ　ＧＧ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵＵ
ＵＵ　ＧＧＧ　ＵＧＣＧＵＵＣＣＵＡ　ＧＡＡＧＵＡＣＡＣＧ、
ＡＵＣＧＣＵＵＣＧＡ　ＧＡＡＣＣＵＧＧＡＵ　ＣＣ　ＡＡＡＡＡ　ＡＡＡＡＡ　ＡＡＡ
ＡＡ　ＣＣＣ　ＡＣＧＣＡＡＧＧＡＵ　ＣＵＵＣＡＵＧＵＧＣ、
配列番号１１４（Ｒ８２０：（Ｎ１００）２）：
ＧＧＧＡＧＡＡＡＧＣＵＣＡＡＧＣＵＵＧＧＡＧＣＡＡＵＧＣＣＣＧＣＡＣＡＵＵＧＡＧ
ＧＡＡＡＣＣＧＡＧＵＵＧＣＡＵＡＵＣＵＣＡＧＡＧＵＡＵＵＧＧＣＣＣＣＣＧＵＧＵＡ
ＧＧＵＵＡＵＵＣＵＵＧＡＣＡＧＡＣＡＧＵＧＧＡＧＣＵＵＡＵＵＣＡＣＵＣＣＣＡＧＧ
ＡＵＣＣＧＡＧＵＣＧＣＡＵＡＣＵＡＣＧＧＵＡＣＵＧＧＵＧＡＣＡＧＡＣＣＵＡＧＧＵ
ＣＧＵＣＡＧＵＵＧＡＣＣＡＧＵＣＣＧＣＣＡＣＵＡＧＡＣＧＵＧＡＧＵＣＣＧＵＣＡＡ
ＡＧＣＡＧＵＵＡＧＡＵＧＵＵＡＣＡＣＵＣＵＡＵＵＡＧＡＵＣ、
配列番号１１５（Ｒ７１９：（Ｎ１００）５）：
ＧＧＧＡＧＡＡＡＧＣＵＣＡＡＧＣＵＵＧＧＡＧＣＡＡＵＧＣＣＣＧＣＡＣＡＵＵＧＡＧ
ＧＡＡＡＣＣＧＡＧＵＵＧＣＡＵＡＵＣＵＣＡＧＡＧＵＡＵＵＧＧＣＣＣＣＣＧＵＧＵＡ
ＧＧＵＵＡＵＵＣＵＵＧＡＣＡＧＡＣＡＧＵＧＧＡＧＣＵＵＡＵＵＣＡＣＵＣＣＣＡＧＧ
ＡＵＣＣＧＡＧＵＣＧＣＡＵＡＣＵＡＣＧＧＵＡＣＵＧＧＵＧＡＣＡＧＡＣＣＵＡＧＧＵ
ＣＧＵＣＡＧＵＵＧＡＣＣＡＧＵＣＣＧＣＣＡＣＵＡＧＡＣＧＵＧＡＧＵＣＣＧＵＣＡＡ
ＡＧＣＡＧＵＵＡＧＡＵＧＵＵＡＣＡＣＵＣＵＡＵＵＡＧＡＵＣＵＣＧＧＡＵＵＡＣＡＧ
ＣＵＧＧＡＡＧＧＡＧＣＡＧＧＡＧＵＡＧＵＧＵＵＣＵＵＧＣＵＣＵＡＡＧＵＡＣＣＧＡ
ＧＵＧＵＧＣＣＣＡＡＵＡＣＣＣＧＡＵＣＡＧＣＵＵＡＵＵＡＡＣＧＡＡＣＧＧＣＵＣＣ
ＵＣＣＵＣＵＵＡＧＡＣＵＧＣＡＧＣＧＵＡＡＧＵＧＣＧＧＡＡＵＣＵＧＧＧＧＡＵＣＡ
ＡＡＵＵＡＣＵＧＡＣＵＧＣＣＵＧＧＡＵＵＡＣＣＣＵＣＧＧＡＣＡＵＡＵＡＡＣＣＵＵ
ＧＵＡＧＣＡＣＧＣＵＧＵＵＧＣＵＧＵＡＵＡＧＧＵＧＡＣＣＡＡＣＧＣＣＣＡＣＵＣＧ
ＡＧＵＡＧＡＣＣＡＧＣＵＣＵＣＵＵＡＧＵＣＣＧＧＡＣＡＡＵＧＡＵＡＧＧＡＧＧＣＧ
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ＣＧＧＵＣＡＡＵＣＵＡＣＵＵＣＵＧＧＣＵＡＧＵＵＡＡＧＡＡＵＡＧＧＣＵＧＣＡＣＣ
ＧＡＣＣＵＣＵＡＵＡＡＧＵＡＧＣＧＵＧＵＣＣＵＣＵＡＧ、
配列番号１１６（Ｒ７２０：（Ｎ１００）１０）：
ＧＧＧＡＧＡＡＡＧＣＵＣＡＡＧＣＵＵＧＧＡＧＣＡＡＵＧＣＣＣＧＣＡＣＡＵＵＧＡＧ
ＧＡＡＡＣＣＧＡＧＵＵＧＣＡＵＡＵＣＵＣＡＧＡＧＵＡＵＵＧＧＣＣＣＣＣＧＵＧＵＡ
ＧＧＵＵＡＵＵＣＵＵＧＡＣＡＧＡＣＡＧＵＧＧＡＧＣＵＵＡＵＵＣＡＣＵＣＣＣＡＧＧ
ＡＵＣＣＧＡＧＵＣＧＣＡＵＡＣＵＡＣＧＧＵＡＣＵＧＧＵＧＡＣＡＧＡＣＣＵＡＧＧＵ
ＣＧＵＣＡＧＵＵＧＡＣＣＡＧＵＣＣＧＣＣＡＣＵＡＧＡＣＧＵＧＡＧＵＣＣＧＵＣＡＡ
ＡＧＣＡＧＵＵＡＧＡＵＧＵＵＡＣＡＣＵＣＵＡＵＵＡＧＡＵＣＵＣＧＧＡＵＵＡＣＡＧ
ＣＵＧＧＡＡＧＧＡＧＣＡＧＧＡＧＵＡＧＵＧＵＵＣＵＵＧＣＵＣＵＡＡＧＵＡＣＣＧＡ
ＧＵＧＵＧＣＣＣＡＡＵＡＣＣＣＧＡＵＣＡＧＣＵＵＡＵＵＡＡＣＧＡＡＣＧＧＣＵＣＣ
ＵＣＣＵＣＵＵＡＧＡＣＵＧＣＡＧＣＧＵＡＡＧＵＧＣＧＧＡＡＵＣＵＧＧＧＧＡＵＣＡ
ＡＡＵＵＡＣＵＧＡＣＵＧＣＣＵＧＧＡＵＵＡＣＣＣＵＣＧＧＡＣＡＵＡＵＡＡＣＣＵＵ
ＧＵＡＧＣＡＣＧＣＵＧＵＵＧＣＵＧＵＡＵＡＧＧＵＧＡＣＣＡＡＣＧＣＣＣＡＣＵＣＧ
ＡＧＵＡＧＡＣＣＡＧＣＵＣＵＣＵＵＡＧＵＣＣＧＧＡＣＡＡＵＧＡＵＡＧＧＡＧＧＣＧ
ＣＧＧＵＣＡＡＵＣＵＡＣＵＵＣＵＧＧＣＵＡＧＵＵＡＡＧＡＡＵＡＧＧＣＵＧＣＡＣＣ
ＧＡＣＣＵＣＵＡＵＡＡＧＵＡＧＣＧＵＧＵＣＣＵＣＵＡＧＡＧＣＵＡＣＧＣＡＧＧＵＵ
ＣＧＣＡＡＵＡＡＡＡＧＣＧＵＵＧＡＵＵＡＧＵＧＵＧＣＡＵＡＧＡＡＣＡＧＡＣＣＵＣ
ＵＵＡＵＵＣＧＧＵＧＡＡＡＣＧＣＣＡＧＡＡＵＧＣＵＡＡＡＵＵＣＣＡＡＵＡＡＣＵＣ
ＵＵＣＣＣＡＡＡＡＣＧＣＧＵＡＣＧＧＣＣＧＡＡＧＡＣＧＣＧＣＧＣＵＵＡＵＣＵＵＧ
ＵＧＵＡＣＧＵＵＣＵＣＧＣＡＣＡＵＧＧＡＡＧＡＡＵＣＡＧＣＧＧＧＣＡＵＧＧＵＧＧ
ＵＡＧＧＧＣＡＡＵＡＧＧＧＧＡＧＣＵＧＧＧＵＡＧＣＡＧＣＧＡＡＡＡＡＧＧＧＣＣＣ
ＣＵＧＣＧＣＡＣＧＵＡＧＣＵＵＣＧＣＵＧＵＵＣＧＵＣＵＧＡＡＡＣＡＡＣＣＣＧＧＣ
ＡＵＣＣＧＵＵＧＵＡＧＣＧＡＵＣＣＣＧＵＵＡＵＣＡＧＵＧＵＵＡＵＵＣＵＵＧＵＧＣ
ＧＣＡＣＵＡＡＧＡＵＵＣＡＵＧＧＵＧＵＡＧＵＣＧＡＣＡＡＵＡＡＣＡＧＣＧＵＣＵＵ
ＧＧＣＡＧＡＵＵＣＵＧＧＵＣＡＣＧＵＧＣＣＣＵＡＵＧＣＣＣＧＧＧＣＵＵＧＵＧＣＣ
ＵＣＵＣＡＧＧＵＧＣＡＣＡＧＣＧＡＵＡＣＵＵＡＡＡＧＣＣＵＵＣＡＡＧＧＵＡＣＵＣ
ＧＡＣＧＵＧＧＧＵＡＣＣＧＡＵＵＣＧＵＧＡＣＡＣＵＵＣＣＵＡＡＧＡＵＵＡＵＵＣＣ
ＡＣＵＧＵＧＵＵＡＧＣＣＣＣＧＣＡＣＣＧＣＣＧＡＣＣＵＡＡＡＣＵＧＧＵＣＣＡＡＵ
ＧＵＡＵＡＣＧＣＡＵＵＣＧＣＵＧＡＧＣＧＧＡＵＣＧＡＵＡＡＵＡＡＡＡＧＣＵＵＧＡ
ＡＵＵ、
配列番号１１７（Ｒ８２１：（Ｎ４０Ｕ２０Ｎ４０）２）：
ＧＧＧＡＧＡＡＡＧＣＵＣＡＡＧＣＵＵＡＵＣＣＡＡＧＵＡＧＧＣＵＧＧＵＣＡＣＣＵＧ
ＵＡＣＡＡＣＧＵＡＧＣＣＧＧＵＡＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＡ
ＣＣＧＵＣＵＣＡＡＧＧＵＣＣＡＡＧＵＵＡＧＵＣＵＧＣＣＵＡＵＡＡＡＧＧＵＧＣＧＧ
ＡＵＣＣＡＣＡＧＣＵＧＡＵＧＡＡＡＧＡＣＵＵＧＵＧＣＧＧＵＡＣＧＧＵＵＡＡＵＣＵ
ＣＣＣＣＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＡＧＵＡＡＡＵＧＣＧＵＣＵＡＣ
ＵＧＡＡＵＣＣＡＧＣＧＡＵＧＡＵＧＣＵＧＧＣＣＣＡＧＡＵＣ、
配列番号１１８（Ｓｅｑ．Ｒ７２２：（Ｎ４０Ｕ２０Ｎ４０）５）：
ＧＧＧＡＧＡＡＡＧＣＵＣＡＡＧＣＵＵＡＵＣＣＡＡＧＵＡＧＧＣＵＧＧＵＣＡＣＣＵＧ
ＵＡＣＡＡＣＧＵＡＧＣＣＧＧＵＡＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＡ
ＣＣＧＵＣＵＣＡＡＧＧＵＣＣＡＡＧＵＵＡＧＵＣＵＧＣＣＵＡＵＡＡＡＧＧＵＧＣＧＧ
ＡＵＣＣＡＣＡＧＣＵＧＡＵＧＡＡＡＧＡＣＵＵＧＵＧＣＧＧＵＡＣＧＧＵＵＡＡＵＣＵ
ＣＣＣＣＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＡＧＵＡＡＡＵＧＣＧＵＣＵＡＣ
ＵＧＡＡＵＣＣＡＧＣＧＡＵＧＡＵＧＣＵＧＧＣＣＣＡＧＡＵＣＵＵＣＧＡＣＣＡＣＡＡ
ＧＵＧＣＡＵＡＵＡＧＵＡＧＵＣＡＵＣＧＡＧＧＧＵＣＧＣＣＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵ
ＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＣＣＣＡＧＵＵＣＵＧＡＧＡＣＵＵＣＧＣＵＡＧＡＧＡＣＵ
ＡＣＡＧＵＵＡＣＡＧＣＵＧＣＡＧＵＡＧＵＡＡＣＣＡＣＵＧＣＧＧＣＵＡＵＵＧＣＡＧ
ＧＡＡＡＵＣＣＣＧＵＵＣＡＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＣＣＧＣ
ＵＣＡＣＵＡＵＧＡＵＵＡＡＧＡＡＣＣＡＧＧＵＧＧＡＧＵＧＵＣＡＣＵＧＣＵＣＵＣＧ
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ＡＧＧＵＣＵＣＡＣＧＡＧＡＧＣＧＣＵＣＧＡＵＡＣＡＧＵＣＣＵＵＧＧＡＡＧＡＡＵＣ
ＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＵＧＣＧＡＣＧＡＵＣＡＣＡＧＡＧＡ
ＡＣＵＵＣＵＡＵＵＣＡＵＧＣＡＧＧＵＣＵＧＣＵＣＵＡ、或いは
配列番号１１９（Ｒ７２３：（Ｎ４０Ｕ２０Ｎ４０）１０）：
ＧＧＧＡＧＡＡＡＧＣＵＣＡＡＧＣＵＵＡＵＣＣＡＡＧＵＡＧＧＣＵＧＧＵＣＡＣＣＵＧ
ＵＡＣＡＡＣＧＵＡＧＣＣＧＧＵＡＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＡ
ＣＣＧＵＣＵＣＡＡＧＧＵＣＣＡＡＧＵＵＡＧＵＣＵＧＣＣＵＡＵＡＡＡＧＧＵＧＣＧＧ
ＡＵＣＣＡＣＡＧＣＵＧＡＵＧＡＡＡＧＡＣＵＵＧＵＧＣＧＧＵＡＣＧＧＵＵＡＡＵＣＵ
ＣＣＣＣＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＡＧＵＡＡＡＵＧＣＧＵＣＵＡＣ
ＵＧＡＡＵＣＣＡＧＣＧＡＵＧＡＵＧＣＵＧＧＣＣＣＡＧＡＵＣＵＵＣＧＡＣＣＡＣＡＡ
ＧＵＧＣＡＵＡＵＡＧＵＡＧＵＣＡＵＣＧＡＧＧＧＵＣＧＣＣＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵ
ＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＧＣＣＣＡＧＵＵＣＵＧＡＧＡＣＵＵＣＧＣＵＡＧＡＧＡＣＵ
ＡＣＡＧＵＵＡＣＡＧＣＵＧＣＡＧＵＡＧＵＡＡＣＣＡＣＵＧＣＧＧＣＵＡＵＵＧＣＡＧ
ＧＡＡＡＵＣＣＣＧＵＵＣＡＧＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＣＣＧＣ
ＵＣＡＣＵＡＵＧＡＵＵＡＡＧＡＡＣＣＡＧＧＵＧＧＡＧＵＧＵＣＡＣＵＧＣＵＣＵＣＧ
ＡＧＧＵＣＵＣＡＣＧＡＧＡＧＣＧＣＵＣＧＡＵＡＣＡＧＵＣＣＵＵＧＧＡＡＧＡＡＵＣ
ＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＧＵＧＣＧＡＣＧＡＵＣＡＣＡＧＡＧＡ
ＡＣＵＵＣＵＡＵＵＣＡＵＧＣＡＧＧＵＣＵＧＣＵＣＵＡＧＡＡＣＧＡＡＣＵＧＡＣＣＵ
ＧＡＣＧＣＣＵＧＡＡＣＵＵＡＵＧＡＧＣＧＵＧＣＧＵＡＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵ
ＵＵＵＵＵＵＵＵＵＣＣＵＣＣＣＡＡＣＡＡＡＵＧＵＣＧＡＵＣＡＡＵＡＧＣＵＧＧＧＣ
ＵＧＵＵＧＧＡＧＡＣＧＣＧＵＣＡＧＣＡＡＡＵＧＣＣＧＵＧＧＣＵＣＣＡＵＡＧＧＡＣ
ＧＵＧＵＡＧＡＣＵＵＣＵＡＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＣＣＣＧＧＧ
ＡＣＣＡＣＡＡＡＵＡＡＵＡＵＵＣＵＵＧＣＵＵＧＧＵＵＧＧＧＣＧＣＡＡＧＧＧＣＣＣ
ＣＧＵＡＵＣＡＧＧＵＣＡＵＡＡＡＣＧＧＧＵＡＣＡＵＧＵＵＧＣＡＣＡＧＧＣＵＣＣＵ
ＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＣＧＣＵＧＡＧＵＵＡＵＵＣＣＧＧＵＣ
ＵＣＡＡＡＡＧＡＣＧＧＣＡＧＡＣＧＵＣＡＧＵＣＧＡＣＡＡＣＡＣＧＧＵＣＵＡＡＡＧ
ＣＡＧＵＧＣＵＡＣＡＡＵＣＵＧＣＣＧＵＧＵＵＣＧＵＧＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵ
ＵＵＵＵＵＵＧＵＧＡＡＣＣＵＡＣＡＣＧＧＣＧＵＧＣＡＣＵＧＵＡＧＵＵＣＧＣＡＡＵ
ＵＣＡＵＡＧＧＧＵＡＣＣＧＧＣＵＣＡＧＡＧＵＵＡＵＧＣＣＵＵＧＧＵＵＧＡＡＡＡＣ
ＵＧＣＣＣＡＧＣＡＵＡＣＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＣＡＵＡＵＵＣＣ
ＣＡＵＧＣＵＡＡＧＣＡＡＧＧＧＡＵＧＣＣＧＣＧＡＧＵＣＡＵＧＵＵＡＡＧＣＵＵＧＡ
ＡＵＵ。
【００５３】
　別の極めて特に好ましい実施形態によれば、式（Ｉａ）に係る本発明の核酸分子は、以
下の配列で表される核酸配列のいずれかから選択することができる：
ＵＡＧＣＧＡＡＧＣＵ　ＣＵＵＧＧＡＣＣＵＡ　ＣＣ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵＵ
ＵＵ　ＣＣＣ　ＵＧＣＧＵＵＣＣＵＡ　ＧＡＡＧＵＡＣＡＣＧ（配列番号８６）、
或いは
ＵＡＧＣＧＡＡＧＣＵ　ＣＵＵＧＧＡＣＣＵＡ　ＣＣ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵＵＵＵ　
ＡＵＣＧＣＵＵＣＧＡ　ＧＡＡＣＣＵＧＧＡＵ　ＧＧ　ＡＡＡＡＡ　ＡＡＡＡＡ　
 
ＵＵＵＵＵ　ＣＣＣ　ＵＧＣＧＵＵＣＣＵＡ　ＧＡＡＧＵＡＣＡＣＧ
ＡＡＡＡＡ　ＧＧＧ　ＡＣＧＣＡＡＧＧＡＵ　ＣＵＵＣＡＵＧＵＧＣ
（配列番号８７）。
【００５４】
　ある好ましい実施形態によれば、上で定義した式（Ｉ）（或いは（Ｉａ））に係る本発
明の核酸分子は、ポリ（Ｘ）配列（修飾エレメント）で修飾されていてもよい。該本発明
の核酸分子は、例えば式（ＩＩ）：
ポリ（Ｘ）ｓ（ＮｕＧｌＸｍＧｎＮｖ）ａポリ（Ｘ）ｔ

に係る核酸分子を含んでいてもよく、
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前記本発明に係る式（ＩＩ）の核酸分子は、同様に少なくとも５０ヌクレオチド、好まし
くは少なくとも１００ヌクレオチド、より好ましくは少なくとも１５０ヌクレオチド、更
により好ましくは少なくとも２００ヌクレオチド、最も好ましくは少なくとも２５０ヌク
レオチドの長さを有する。
【００５５】
　本発明の式（ＩＩ）に係る核酸分子では、エレメントＧ、Ｘ、及びＮ、具体的にはコア
構造ＧｌＸｍＧｎ、エレメントＮｕ及びＮｖ、並びに整数ａ、ｌ、ｍ、ｎ、ｕ、及びｖは
、式（Ｉ）について上で定義した通りである。本発明の状況では、式（ＩＩ）に係る本発
明の核酸分子の修飾エレメントポリ（Ｘ）、具体的にはポリ（Ｘ）ｓ及びポリ（Ｘ）ｔの
少なくともいずれかは、典型的には単鎖核酸配列、二本鎖核酸配列、及び部分的二本鎖核
酸配列、例えば一般に上で定義した通りのＤＮＡ配列及びＲＮＡ配列のいずれかである。
好ましくは、修飾エレメントポリ（Ｘ）、具体的にはポリ（Ｘ）ｓ及びポリ（Ｘ）ｔの少
なくともいずれかは、核酸のホモポリマー配列であり、ここでＸは任意のヌクレオチド及
びデオキシヌクレオチドのいずれかであってもよく、式（Ｉ）及び式（Ｉａ）のいずれか
に係る本発明の核酸分子のＸについて上で定義した通りのヌクレオシドを含んでいてもよ
い。好ましくは、Ｘは、各ポリ（Ｘ）、具体的にはポリ（Ｘ）ｓ及びポリ（Ｘ）ｔの少な
くともいずれかについて独立に、ヌクレオチド及びデオキシヌクレオチドのいずれかから
選択してもよく、ヌクレオシドを含んでいてもよい。該ヌクレオチド（ヌクレオシド）は
、グアノシン（グアニン）、ウリジン（ウラシル）、アデノシン（アデニン）、チミジン
（チミン）、シチジン（シトシン）、イノシン、及びこれらヌクレオチドの類似体から選
択され、例えば、シチジン（シトシン）の単鎖配列（ポリ（Ｃ））、グアノシン（グアニ
ン）の単鎖配列（ポリ（Ｇ））、アデノシン（アデニン）の単鎖配列（ポリ（Ａ））、ウ
リジン（ウラシル）の単鎖配列（ポリ（Ｕ））、イノシンの単鎖配列（ポリ（Ｉ））、イ
ノシン及びシチジン（シトシン）のホモポリマー二本鎖配列（ポリ（Ｉ：Ｃ））、及びア
デノシン（アデニン）及びウリジン（ウラシル）のホモポリマー二本鎖配列（ポリ（Ａ：
Ｕ））のいずれか等から選択される。該ホモポリマー配列、具体的にはポリ（Ｉ：Ｃ）及
びポリ（Ａ：Ｕ）の少なくともいずれかは、その鎖のいずれかを介して、例えばポリ－Ｃ
配列、ポリ－Ｇ配列、ポリ－Ｉ配列、ポリ－Ａ配列、及びポリ－Ｕ配列のいずれかを用い
て、式（ＩＩ）に係る核酸分子の配列（ＮｕＧｌＸｍＧｎＮｖ）ａに結合していてもよい
。本発明の式（ＩＩ）の核酸分子の修飾エレメントポリ（Ｘ）、具体的にはポリ（Ｘ）ｓ

及びポリ（Ｘ）ｔの少なくともいずれかの長さは、整数ｓ及びｔの少なくともいずれかに
より規定され、前記ｓ及びｔの少なくともいずれかは互いに独立して、約５～１００の整
数、好ましくは約５～７０の整数、より好ましくは約５～５０の整数、更により好ましく
は約５～３０の整数、最も好ましくは約５～２０の整数であってもよい。
【００５６】
　特に好ましい実施形態によれば、上で定義した式（ＩＩ）に係る核酸分子は、具体的に
は例えば式（ＩＩａ）：
ポリ（Ｘ）（ＮｕＧｌＸｍＧｎＮｖ）ａ

に係る核酸分子、及び式（ＩＩｂ）：
ポリ（Ｘ）（ＮｕＧｌＸｍＧｎＮｖ）ａポリ（Ｘ）
に係る核酸分子を含んでいてもよく、
本発明に係る式（ＩＩａ）及び式（ＩＩｂ）のいずれかで表される核酸分子は同様に、少
なくとも５０ヌクレオチド、好ましくは少なくとも１００ヌクレオチド、より好ましくは
少なくとも１５０ヌクレオチド、更により好ましくは少なくとも２００ヌクレオチド、最
も好ましくは少なくとも２５０ヌクレオチドの長さを有する。同様に他の定義も全て上記
式（ＩＩ）及び式（Ｉ）のいずれかについて記載したものを適用する。同様に前記式（Ｉ
Ｉ）、（ＩＩａ）、及び（ＩＩｂ）は、式（Ｉｂ）に係る式に基づいて、即ちコア構造Ｃ

ｌＸｍＣｎの導入に基づいて定義してもよい。
【００５７】
　式（ＩＩ）、式（ＩＩａ）、及び式（ＩＩｂ）の少なくともいずれかに係る本発明の核
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酸分子中のポリ（Ｘ）は、上で定義したポリ（Ｘ）から選択することがより好ましく、ポ
リ（Ｉ：Ｃ）及びポリ（Ａ：Ｕ）の少なくともいずれかから選択することがより好ましい
。これら修飾エレメントポリ（Ｘ）、具体的にはポリ（Ｉ：Ｃ）及びポリ（Ａ：Ｕ）の少
なくともいずれかは、その鎖のいずれかを介して、例えばポリ－Ｃ配列、ポリ－Ｇ配列、
ポリ－Ｉ配列、ポリ－Ａ配列、及びポリ－Ｕ配列のいずれかを用いて、式（ＩＩ）、式（
ＩＩａ）、及び式（ＩＩｂ）の少なくともいずれかに係る配列に結合していてもよい。
【００５８】
　式（Ｉ）及び式（Ｉａ）のいずれかについての上記定義と同様に、式（ＩＩ）、式（Ｉ
Ｉａ）、及び式（ＩＩｂ）の少なくともいずれかに係る本発明の核酸分子は、上記で定義
した通りの、単鎖核酸分子、二本鎖核酸分子、及び部分的二本鎖核酸分子のいずれかであ
ってもよい。
【００５９】
　式（ＩＩ）、式（ＩＩａ）、及び式（ＩＩｂ）の少なくともいずれかに係る本発明の核
酸分子が単鎖核酸分子である場合、配列は典型的にはその長さ全体に亘って単鎖である。
【００６０】
　同様に式（ＩＩ）、式（ＩＩａ）、及び式（ＩＩｂ）の少なくともいずれかに係る本発
明の核酸分子が二本鎖核酸分子である場合、配列は典型的にはその長さ全体に亘って二本
鎖である。
【００６１】
　式（ＩＩ）、式（ＩＩａ）、及び式（ＩＩｂ）の少なくともいずれかに係る本発明の核
酸分子が部分的二本鎖核酸分子である場合、式（ＩＩ）、式（ＩＩａ）、及び式（ＩＩｂ
）の少なくともいずれかの核酸分子の核酸配列は、コア構造ＧｌＸｍＧｎ領域外では単鎖
であり、前記コア構造領域内では二本鎖であってもよく、前記コア構造ＧｌＸｍＧｎは、
上で定義した配列番号１～８０、及び配列番号８１～８３で表される核酸配列のいずれか
の配列の少なくとも１種から選択されることが好ましい。更により好ましくは、式（Ｉ）
（或いは（Ｉａ））のコア構造ＧｌＸｍＧｎ（或いはＣｌＸｍＣｎ）は、ポリウリジン（
ウラシル）配列が存在しているコア構造の該領域内で二本鎖であってもよく、最も好まし
くは、ポリウリジン（ウラシル）配列全体、或いはポリウリジン（ウラシル）配列の少な
くとも６０％、７０％、８０％、９０％、９５％、９８％、及び９９％のいずれかに亘っ
て二本鎖であってもよい。
【００６２】
　これに代えて或いはこれに加えて、式（ＩＩ）、式（ＩＩａ）、及び式（ＩＩｂ）の少
なくともいずれかに係る本発明の核酸分子が部分的二本鎖核酸分子である場合、他の部分
（上記定義のような式（ＩＩ）、式（ＩＩａ）、及び式（ＩＩｂ）の少なくともいずれか
に係る本発明の核酸分子の他の部分（コア構造ＧｌＸｍＧｎ以外の部分）は、二本鎖であ
ってもよい。例えば、式（ＩＩ）、式（ＩＩａ）、及び式（ＩＩｂ）の少なくともいずれ
かの核酸分子の核酸配列は、コア構造ＧｌＸｍＧｎの領域外、例えば境界エレメントＮｕ

及びＮｖの少なくともいずれか、並びに例えば、ポリ（Ｘ）ｓ及びポリ（Ｘ）ｔの少なく
ともいずれか等（例えば、ポリ（Ｉ：Ｃ）配列及びポリ（Ａ：Ｕ）配列等）の修飾エレメ
ントポリ（Ｘ）の少なくともいずれかにおいて二本鎖であってもよく、例えば前記コア構
造の領域内において単鎖であってもよく、前記コア構造ＧｌＸｍＧｎは、上で定義した配
列番号１～８３で表される核酸配列の少なくとも１種から選択されることが好ましい。例
えば境界エレメントＮｕ及びＮｖの少なくともいずれかのうち少なくとも１種と、例えば
ポリ（Ｘ）ｓ及びポリ（Ｘ）ｔ等の修飾エレメントポリ（Ｘ）の少なくとも１種との少な
くともいずれかは二本鎖であってもよく、一方式（ＩＩ）、式（ＩＩａ）、及び式（ＩＩ
ｂ）の少なくともいずれかの残りのエレメント、例えばコア構造ＧｌＸｍＧｎ及び他のエ
レメントの少なくともいずれかは単鎖のままであってもよい。
【００６３】
　これに代えて或いはこれに加えて、式（ＩＩ）、式（ＩＩａ）、及び式（ＩＩｂ）の少
なくともいずれかに係る本発明の核酸分子は、式（ＩＩ）、式（ＩＩａ）、及び式（ＩＩ
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ｂ）の少なくともいずれかに係る単鎖核酸分子と、式（ＩＩ）、式（ＩＩａ）、及び式（
ＩＩｂ）の少なくともいずれかに係る（部分的）二本鎖核酸分子との混合物から選択され
てもよく、好ましくは、約１：１０～１０：１の混合比、より好ましくは、１：３～３：
１の混合比の混合物から選択される。
【００６４】
　特に好ましい実施形態によれば、式（ＩＩ）、式（ＩＩａ）、及び式（ＩＩｂ）の少な
くともいずれかに係る本発明の核酸分子は、例えば以下の配列のいずれかから選択するこ
とができる：
－ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ　ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ　ＧＧ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵ
ＵＵＵ　ＧＧＧ（配列番号８８）
 
－ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ　ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ　ＧＧ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵＵＵ
　ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ　ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ
 
Ｕ　ＵＵＵＵＵ　ＧＧＧ（配列番号８９）
 
－ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ　ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ　ＧＧ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵＵＵ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＡＡＡＡＡ　ＡＡＡＡ
 
Ｕ　ＵＵＵＵＵ　ＧＧＧ（配列番号９０）
Ａ　ＡＡＡＡＡ
 
－ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ　ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ　ＧＧ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵＵＵ
　ＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧ　ＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧ　ＣＣ　ＡＡＡＡＡ　ＡＡＡＡ
 
Ｕ　ＵＵＵＵＵ　ＧＧＧ（配列番号９１）
Ａ　ＡＡＡＡＡ　ＣＣＣ
 
－ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ　ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ　ＵＡＧＣＧＡＡＧＣＵ　ＣＵＵＧＧＡ
ＣＣＵＡ　ＧＧ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵＵＵＵ　ＧＧＧ　ＵＧＣＧＵＵＣＣＵＡ
　ＧＡＡＧＵＡＣＡＣＧ（配列番号９２）
 
－ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ　ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ　ＧＧ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵＵＵ
　ＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧ　ＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧ　ＣＣ　ＡＡＡＡＡ　ＡＡＡＡ
 
Ｕ　ＵＵＵＵＵ　ＧＧＧ　ＵＧＣＧＵＵＣＣＵＡ　ＧＡＡＧＵＡＣＡＣＧＵＡＧ
Ａ　ＡＡＡＡＡ　ＣＣＣ　ＡＣＧＣＡＡＧＧＡＵ　ＣＵＵＣＡＵＧＵＧＣＡＵＣ
 
ＣＧＡＡＧＣＵ　ＣＵＵＧＧＡＣＣＵＡ（配列番号９３）
ＧＣＵＵＣＧＡ　ＧＡＡＣＣＵＧＧＡＵ
 
－ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ　ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ　ＧＧ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵＵＵ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＣ　ＡＡＡＡＡ　ＡＡＡＡ
 
Ｕ　ＵＵＵＵＵ　ＧＧＧ　ＵＧＣＧＵＵＣＣＵＡ　ＧＡＡＧＵＡＣＡＣＧＵＡＧ
Ａ　ＡＡＡＡＡ　ＣＣＣ　ＡＣＧＣＡＡＧＧＡＵ　ＣＵＵＣＡＵＧＵＧＣＡＵＣ
 
ＣＧＡＡＧＣＵ　ＣＵＵＧＧＡＣＣＵＡ（配列番号９４）
ＧＣＵＵＣＧＡ　ＧＡＡＣＣＵＧＧＡＵ。
【００６５】
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　更なる好ましい実施形態によれば、上で定義した式（Ｉ）（或いは（Ｉａ））に係る本
発明の核酸分子は、ステム及びステムループのいずれかを挿入することにより修飾されて
いてもよく、例えば式（ＩＩＩａ）：
（Ｎｕ　ステム１　ＧｌＸｍＧｎ　ステム２　Ｎｖ）ａ

に係る核酸分子、及び式（ＩＩＩｂ）：
（Ｎｕ　ＧｌＸｍＧｎ　Ｎｖ）ａ　ステム１　Ｎｗ１　ステム２　Ｎｗ２

に係る核酸分子のいずれかが得られ、ここで本発明に係る式（ＩＩＩａ）及び式（ＩＩＩ
ｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子は、少なくとも１００ヌクレオチド、より
好ましくは少なくとも１５０ヌクレオチド、更により好ましくは少なくとも２００ヌクレ
オチド、最も好ましくは少なくとも２５０ヌクレオチドの長さを有する。同様に前記式（
ＩＩＩａ）及び式（ＩＩＩｂ）は、式（Ｉｂ）に係る式、即ちコア構造ＣｌＸｍＣｎの導
入に基づいて定義してもよい。
【００６６】
　具体的には、式（ＩＩＩａ）及び式（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される本発
明の核酸分子は、上で定義した式（Ｉ）の変異体を表す。式（ＩＩＩａ）及び式（ＩＩＩ
ｂ）の少なくともいずれかに係る核酸分子では、コア構造ＧｌＸｍＧｎに隣接している境
界エレメントＮ、即ちＮｕ及びＮｖの少なくともいずれかは、好ましくは単一ステムルー
プエレメントであるステム１及びステム２からなる、少なくとも１つのステム構造及びス
テムループ構造のいずれかにより更に拡大される。上で定義した式（ＩＩＩａ）及び式（
ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかに係る本発明の核酸分子では、エレメントＧ、Ｘ、及び
Ｎ、具体的にはコア構造ＧｌＸｍＧｎと、整数ａ、ｌ、ｍ、ｎ、ｕ、及びｖは上で定義し
た通りである。より好ましくは、整数ａは１である。任意的に、ｕ及びｖの少なくともい
ずれかは０であってもよい。これに加えて、ステムループエレメントであるステム１及び
ステム２に隣接しているエレメントＮｗ１及びＮｗ２は更なる境界エレメントを表し、前
記エレメントＮｗ１及びＮｗ２については上の境界エレメントＮｕ及びＮｖの少なくとも
いずれかに関する部分で定義されている。具体的には、一般に境界エレメントＮは上記式
（Ｉ）中のＮについて上で定義した通りであり、整数ｗ１及びｗ２は互いに独立して選択
され、整数ｕ及びｖの少なくともいずれかについて式（Ｉ）で定義した通りである。
【００６７】
　この状況では、ステム構造或いはステムループ構造は、単鎖ＤＮＡ、或いはより一般的
には単鎖ＲＮＡ中に存在し得る分子内塩基対合である。該構造はまた、ヘアピン或いはヘ
アピンループとしても知られている。該構造は、同一分子の２つの領域、例えばステムル
ープエレメントであるステム１及びステム２（通常、核酸配列中のパリンドローム配列エ
レメントである）が互いに塩基対を形成するときに生じ、これは不対ループ（不対ループ
で終結する二重らせん）をもたらす。その結果、不対ループは典型的にはステム１及びス
テム２のいずれかの配列と全く或いはほとんど相同性を示さないため、これらステムルー
プエレメントのいずれかと塩基対を形成することができない核酸分子の領域を表す。得ら
れるロリポップ形状構造は、多くのＲＮＡ二次構造の鍵となる構成要素である。従ってス
テムループ構造の形成は得られるらせん体及びループ領域の安定性に依存し、ここで第１
の必要条件は、典型的には折り重ねて対合した二重らせん体を形成することができる配列
の存在である。対合したステムループエレメントの安定性は、長さ、それが含有している
不一致或いはバルジの数（少数の不一致は典型的には、特に長いらせん体においては耐容
可能である）、及び対合領域の塩基組成のいずれかにより決定される。例えばかかる配列
中ではグアノシン（グアニン）とシチジン（シトシン）との対合が特に好ましい場合があ
り、その理由は、該対合が３つの水素結合を有し、アデノシン（アデニン）－ウリジン（
ウラシル）対合（水素結合を２つしか有しない）と比べてより安定であるためである。従
ってＲＮＡでは、２つの水素結合を有するグアノシン（グアニン）－ウリジン（ウラシル
）対合が好ましい場合もある。ループの安定性はまたステムループ構造の形成に影響を与
える。３塩基長未満の「ループ」（即ち、ステムループエレメントであるステム１及びス
テム２を含まないループのみ）は、立体的にそれ程好ましくない。しかし、ステム、即ち
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（明確な）ループは示さないがステム１とステム２との間に単なる不対領域を示す構造を
含んでいてもよい。本発明の状況では、最適なループの長さは、約４塩基～１００塩基長
、より好ましくは４塩基～５０塩基長、更には４塩基～３０塩基長、或いは更には４塩基
～２０塩基長である傾向がある。
【００６８】
　従って、式（ＩＩＩａ）及び式（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかに係る核酸分子の状
況では、ステムループエレメントであるステム１及びステム２は、典型的には１つのステ
ム構造或いはステムループ構造の一部を表し、前記ステム構造或いはステムループ構造は
、ステムループエレメントであるステム１及びステム２により形成され得、これらステム
ループエレメント間に位置する配列によりループが形成され得る。ステム構造或いはステ
ムループ構造は、塩基対合領域においてらせん体の形状を有していてもよい。各ステムル
ープエレメントであるステム１及びステム２は、好ましくは上で定義した核酸分子であり
、より好ましくはＲＮＡであり、最も好ましくは単鎖ＲＮＡであり、ここではコア構造エ
レメントＸについて上で定義した任意のヌクレオチド（ヌクレオシド）及びその類似体の
いずれかを、ステム１及びステム２の少なくともいずれかのヌクレオチド（ヌクレオシド
）として用いることができる。これに加えて、ステムループエレメントであるステム１は
、ステムループエレメントであるステム２のパリンドローム配列を表す。それ故両方の配
列は、互いに塩基対を形成することができ、それによってステム構造或いはステムループ
構造の基礎を共に形成することが好ましい。
【００６９】
　それ故、ステムループエレメントであるステム１及びステム２のいずれかは、任意の核
酸配列から選択される対であってもよいが、但しステムループエレメントであるステム１
及びステム２のいずれかは互いにパリンドロームである、即ち、一方の配列が他方の（相
補的）配列を逆から読んだものに等しい、或いは逆から読んだとき他方の配列と少なくと
も９０％、より好ましくは少なくとも９５％、最も好ましくは少なくとも９９％の相同性
を示す。かかるパリンドローム配列であるステム１及びステム２は、アデノシン（アデニ
ン）、グアノシン（グアニン）、シチジン（シトシン）、ウリジン（ウラシル）、チミジ
ン（チミン）、及び本明細書で定義したこれらの類似体のいずれかから選択される、約５
核酸～５０核酸、より好ましくは約５核酸～４０核酸、最も好ましくは約５核酸～３０核
酸の長さを有する核酸配列によりそれぞれ形成することができる。
【００７０】
　ステムループエレメントであるステム１及びステム２の例示的な配列としては、例えば
、
ａ）ステム１
　ＵＡＧＣＧＡＡＧＣＵＣＵＵＧＧＡＣＣＵＡ（配列番号９５）
　　ステム２
　ＵＡＧＧＵＣＣＡＡＧＡＧＣＵＵＣＧＣＵＡ（配列番号９６）
ｂ）ステム１
　ＵＡＧＧＵＣＣＡＡＧＡＧＣＵＵＣＧＣＵＡ（配列番号９６）
　　ステム２
　ＵＡＧＣＧＡＡＧＣＵＣＵＵＧＧＡＣＣＵＡ（配列番号９５）
ｃ）ステム１
　ＧＣＣＧＣＧＧＧＣＣＧ（配列番号９７）
　　ステム２
　ＣＧＧＣＣＣＧＣＧＧＣ（配列番号９８）
ｃ）ステム１
　ＣＧＧＣＣＣＧＣＧＧＣ（配列番号９８）
　　ステム２
　ＧＣＣＧＣＧＧＧＣＣＧ（配列番号９７）
ｅ）ステム１
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　ＧＡＣＡＣＧＧＵＧＣ（配列番号９９）
　　ステム２
　ＧＣＡＣＣＧＵＧＣＡ（配列番号１００）
ｆ）ステム１
　ＧＣＡＣＣＧＵＧＣＡ（配列番号１００）
　　ステム２
　ＧＡＣＡＣＧＧＵＧＣ（配列番号９９）
ｇ）ステム１
　ＡＣＣＵＡＧＧＵ（配列番号１０１）
　　ステム２
　ＡＣＣＵＡＧＧＵ（配列番号１０１）
ｈ）ステム１
　ＵＧＧＡＵＣＣＡ（配列番号１０２）
　　ステム２
　ＵＧＧＡＵＣＣＡ（配列番号１０２）
ｉ）ステム１
　ＣＣＵＧＣ（配列番号１０３）
　　ステム２
　ＧＣＡＧＧ（配列番号１０４）
ｊ）ステム１
　ＧＣＡＧＧ（配列番号１０５）
　　ステム２
　ＣＣＵＧＣ（配列番号１０６）
等が挙げられる。
【００７１】
　第１の代替方法によれば、コア構造ＧｌＸｍＧｎはステムループ構造内に位置していて
もよい、即ちコア構造ＧｌＸｍＧｎは、ステムループエレメントであるステム１及びステ
ム２間に位置してもよく、ループを形成することが好ましい。かかる核酸配列は、上で定
義した組成（Ｎｕ　ステム１　ＧｌＸｍＧｎ　ステム２　Ｎｖ）ａを有する式（ＩＩａ）
に類似している。ｕ及びｖの少なくともいずれかが０であり、ａが１である場合、式（Ｉ
ＩＩａ）は特定の核酸分子「ステム１　ＧｌＸｍＧｎ　ステム２」（これも本発明に組み
込まれている）をもたらす場合がある。
【００７２】
　別の代替方法によれば、コア構造ＧｌＸｍＧｎは、ステムループ構造外に位置していて
もよく、この場合同様に、ステムループエレメントであるステム１及びステム２は、ある
配列、好ましくは境界エレメントＮ、例えばＮｗ１及びＮｗ２のいずれかにより互いに分
離されていてもよく、前記配列は、次いでステムループエレメントであるステム１及びス
テム２が塩基対合するとループ構造を形成することができる。これに加えて、コア構造Ｇ

ｌＸｍＧｎに隣接しているステムループエレメント１及び１の少なくともいずれかは、更
なる境界エレメント、例えばＮｗ１及びＮｗ２のいずれかによりコア構造ＧｌＸｍＧｎか
ら分離されていてもよい。本発明によれば、かかる核酸分子は、上で定義した組成（Ｎｕ

ＧｌＸｍＧｎＮｖ）ａ　ステム１　Ｎｗ１　ステム２　Ｎｗ２を有する式（ＩＩＩｂ）に
類似している。
【００７３】
　式（ＩＩＩａ）及び式（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかに係る本発明の核酸分子は、
単鎖核酸分子、及び部分的二本鎖核酸分子のいずれかであってもよい。
【００７４】
　式（ＩＩＩａ）及び式（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかに係る本発明の核酸分子が単
鎖核酸分子である場合、該配列は典型的にはその長さ全体に亘って単鎖である。
【００７５】
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　式（ＩＩＩａ）及び式（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかに係る本発明の核酸分子が、
部分的二本鎖核酸分子である場合、式（ＩＩＩａ）及び式（ＩＩＩｂ）の少なくともいず
れかで表される核酸分子は、好ましくは、ステムループエレメントであるステム１及びス
テム２の領域内においても、コア構造ＧｌＸｍＧｎにより形成されるループ、或いは任意
の他のエレメント、例えばＮｗ１及びＮｗ２のいずれかにより形成されるループの領域内
においても単鎖であってよい。ステムループエレメントである、ステム１及びステム２外
に位置するエレメント、並びにコア構造ＧｌＸｍＧｎにより形成されるループ、或いは任
意の他のエレメント、例えばＮｗ１及びＮｗ２のいずれかにより形成されるループの領域
内に位置するエレメントは、互いに独立して単鎖であっても二本鎖であってもよい。
【００７６】
　これに代えて或いはこれに加えて、式（ＩＩＩａ）及び式（ＩＩＩｂ）のいずれかに係
る本発明の核酸分子は、式（ＩＩＩａ）及び式（ＩＩＩｂ）のいずれかに係る単鎖核酸分
子と、式（ＩＩＩａ）及び式（ＩＩＩｂ）のいずれかに係る（部分的）二本鎖核酸分子と
の混合物から選択されてもよく、好ましくは、約１：１０～１０：１の混合比、より好ま
しくは、１：３～３：１の混合比の混合物から選択される。
【００７７】
　極めて特に好ましい実施形態によれば、式（ＩＩＩａ）及び式（ＩＩＩｂ）の少なくと
もいずれかに係る本発明の核酸分子はそれぞれ、例えば以下の配列のいずれかから選択す
ることができる：
－ＵＡＧＣＧＡＡＧＣＵ　ＣＵＵＧＧＡＣＣＵＡ　ＧＧ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵ
ＵＵＵ　ＧＧＧ　ＵＡＧＧＵＣＣＡＡＧ　ＡＧＣＵＵＣＧＣＵＡ（配列番号１０７）
－ＵＡＧＣＧＡＡＧＣＵ　ＣＵＵＧＧＡＣＣＵＡ　ＧＧ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵ
ＵＵＵ　ＧＧＧ　ＵＧＣＧＵＵＣＣＵＡ　ＧＡＡＧＵＡＣＡＣＧ　ＧＣＣＧＣＧＧＧＣＣ
Ｇ　ＵＧＣＧＵＵＣＣＵＡ　ＧＡＡＧＵＡＣＡＣＧ　ＣＧＧＣＣＣＧＣＧＧＣ　ＵＧＣＧ
ＵＵＣＣＵＡ　ＧＡＡＧＵＡＣＡＣＧ（配列番号１０８）
（下線部はステム１及びステム２であり、ＧＧ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵＵＵＵ　ＵＵＵＵＵ　
ＧＧＧはコア構造ＧｌＸｍＧｎである）。
【００７８】
　上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、
（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子は、例えば固相
合成法等の合成法、及びインビトロ転写反応等のインビトロ法を含む、当該技術分野にお
いて既知である方法のいずれかを用いて調製することができる。インビトロ転写を本発明
の核酸分子の調製に用いることが好ましい。驚くべきことに本発明の発明者らが見出した
ところによると、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）
、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子
は、インビトロ転写により調製したとき、合成法により調製された本発明に係る式（Ｉ）
、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少な
くともいずれかで表される核酸分子に比べて、５’－リン酸に起因して自然免疫系を更に
強く賦活することが示されている。かかる自然免疫系の賦活は、これに限定されるもので
はないが、受容体ＲＩＧ－１の活性化に寄与する。従って、インビトロ転写反応により調
製された場合の、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）
、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子
が特に好ましい。
【００７９】
　上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、
（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子は、典型的には
「安定化オリゴヌクレオチド」として提供される、即ちインビボにおける（例えば、エキ
ソヌクレアーゼ或いはエンドヌクレアーゼによる）分解に対して耐性を有するオリゴヌク
レオチド、或いはオリゴデオキシリボヌクレオチドとして提供される。該安定化は、例え
ば上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、



(32) JP 5721441 B2 2015.5.20

10

20

30

40

50

（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の修飾リン酸骨
格により影響を受ける場合がある。これに関連して用いられることがヌクレオチドは、ホ
スホロチオエート修飾リン酸骨格を含むことが好ましく、リン酸骨格中に含まれているリ
ン酸酸素のうち少なくとも１つが硫黄原子に置換されているリン酸骨格を含むことがより
好ましい。他の安定化オリゴヌクレオチドとしては非イオン性類似体が挙げられ、例えば
、荷電リン酸酸素がアルキル基及びアリール基のいずれかに置換されているアルキルホス
ホネート及びアリールホスホネート、或いは荷電酸素残基がアルキル化型で存在している
ホスホジエステル及びアルキルホスホトリエステル等である。しかし、天然に存在するホ
スホジエステル骨格が更に好ましい。
【００８０】
　上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、
（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子は同様に安定化
されていてもよい。上述の通り、原則として任意の核酸、例えばＤＮＡ及びＲＮＡのいず
れかを、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩ
ｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子に用いる
ことができる。しかし、安全性の観点から該核酸分子にはＲＮＡを使用することが好まし
い。具体的には、ＲＮＡはトランスフェクトされた細胞のゲノムに安定的に組み込まれる
リスクを有しない。これに加えて、ＲＮＡはインビボにおいて実質的により容易に分解さ
れる。同様に、これまでに抗ＲＮＡ抗体は検出されていない、これは恐らくＲＮＡのイン
ビボにおける半減期がＤＮＡに比べて比較的短いためである。ＤＮＡに比べて、ＲＮＡは
溶液中における安定性がかなり低く、これは特に実質的にＲＮＡ分解酵素、所謂ＲＮａｓ
ｅ（リボヌクレアーゼ）が原因である。ほんの僅かなリボヌクレアーゼが混入した場合で
さえも、溶液中のＲＮＡを完全に分解するのに十分である。かかるＲＮａｓｅの混入は一
般的に、特別な処理、具体的にはジエチルピロカルボネート（ＤＥＰＣ）による処理でし
か除去できない。従って、細胞の細胞質中において天然に生じるｍＲＮＡの分解は非常に
細かく制御されている。これに関連する多くのメカニズムが先行技術で知られている。従
って末端構造は典型的にはインビボにおけるｍＲＮＡに対して非常に重要である。天然に
存在するｍＲＮＡの５’末端には通常所謂「キャップ構造」（修飾グアノシン（グアニン
）ヌクレオチド）が存在し、３’末端には最高２００個のアデノシン（アデニン）ヌクレ
オチド（所謂ポリ－Ａテール）が存在する。
【００８１】
　従って、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（Ｉ
Ｉｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子は、特
に（ｍ）ＲＮＡとして提供される場合、所謂「５’キャップ」構造の付加によりＲＮａｓ
ｅによる分解に対して安定化させてもよい。これに関連して、５’キャップ構造としては
、ｍ７Ｇ（５’）ｐｐｐ（５’（Ａ，Ｇ（５’）ｐｐｐ（５’）Ａ及びＧ（５’）ｐｐｐ
（５’）Ｇのいずれかが特に好ましい。しかし該修飾は、上で定義した本発明に係る式（
Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の
少なくともいずれかで表される核酸分子の５’末端に既に導入されている修飾、例えば脂
質修飾が存在しない場合、或いは該修飾が、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ
）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともい
ずれかで表される（修飾されていない、或いは化学的に修飾されている）核酸分子の免疫
原性に干渉しない場合にのみ導入される。
【００８２】
　これに代えて、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）
、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子
の３’末端は、特にＲＮＡとして提供される場合、少なくとも５０個のアデノシンリボヌ
クレオチド、好ましくは少なくとも７０個のアデノシンリボヌクレオチド、より好ましく
は少なくとも１００個のアデノシンリボヌクレオチド、特に好ましくは少なくとも２００
個のアデノシン（アデニン）リボヌクレオチドの配列により修飾されてもよい（所謂「ポ
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リ－Ａテール」）。具体的には、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ
）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表
される核酸分子は、特にＲＮＡが（ｍ）ＲＮＡの形態である場合、典型的には約１０個～
２００個のアデノシンヌクレオチド、好ましくは約１０個～１００個のアデノシンヌクレ
オチド、より好ましくは約２０個～１００個のアデノシンヌクレオチド、或いは更により
好ましくは約４０個～８０個のアデノシンヌクレオチドのポリ－Ａテールを３’末端に備
えていてもよい。
【００８３】
　更に、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩ
ｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の３’末
端は、特にＲＮＡとして提供される場合、少なくとも５０個のシチジンリボヌクレオチド
、好ましくは少なくとも７０個のシチジンリボヌクレオチド、より好ましくは少なくとも
１００個のシチジンリボヌクレオチド、特に好ましくは少なくとも２００個のシチジンリ
ボヌクレオチドの配列により修飾されていてもよい（所謂「ポリ－Ｃテール」）。具体的
には、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ
）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子は、特にＲ
ＮＡが（ｍ）ＲＮＡの形態である場合、典型的には約１０個～２００個のシチジンヌクレ
オチド、好ましくは約１０個～１００個のシチジンヌクレオチド、より好ましくは約２０
個～７０個のシチジンヌクレオチド、更により好ましくは約２０個～６０個のシチジンヌ
クレオチド、或いは更には１０個～４０個のシチジンヌクレオチドのポリ－Ｃテールを３
’末端に備えていてもよい。
【００８４】
　同様にこの場合においても、該修飾（「ポリ－Ａテール」及び「ポリ－Ｃテール」の少
なくともいずれか）は、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（Ｉ
Ｉａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核
酸分子の３’末端に既に導入されている修飾、例えば脂質修飾が存在しない場合、或いは
該修飾が上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩ
ｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される（修飾されていな
い、或いは化学的に修飾されている）核酸分子の免疫原性に干渉しない場合にのみ導入さ
れ得る。
【００８５】
　上述の修飾、即ち「５’キャップ」構造の挿入、或いは３’末端における「ポリ－Ａテ
ール」及び「ポリ－Ｃテール」の少なくともいずれかの挿入は、上で定義した本発明に係
る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩ
ｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子のインビボにおける早発性分解を妨げるこ
とにより、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（Ｉ
Ｉｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子をイン
ビボで安定化させる。
【００８６】
　具体的な実施形態によれば、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）
、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表さ
れる核酸分子は、脂質修飾を含んでいてもよい。本発明に係る脂質修飾核酸分子は、典型
的には上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ
）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子と、本発明
に係る核酸分子と共有結合している少なくとも１つのリンカーと、それぞれのリンカーと
共有結合している少なくとも１つの脂質とを含む。或いは、本発明に係る脂質修飾核酸分
子は、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ
）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される（少なくとも１個の
）核酸分子と、本発明に係る核酸分子と（リンカー無しで）共有結合している少なくとも
１個の（二官能性）脂質とを含む。第３の代替方法によれば、本発明に係る脂質修飾核酸
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分子は、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩ
ｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子と、本発
明に係る核酸分子と共有結合している少なくとも１個のリンカーと、それぞれのリンカー
と共有結合している少なくとも１個の脂質と、本発明に係る核酸分子と（リンカー無しで
）共有結合している少なくとも１個の（二官能性）脂質とを含む。
【００８７】
　本発明に係る脂質修飾核酸分子中に含まれている脂質は典型的には、それ自体生物学的
活性を有する脂質及び脂溶性残基のいずれかであることが好ましい。該脂質としては好ま
しくは、例えばビタミン（例えばＲＲＲ－α－トコフェロール（かつてのＤ－α－トコフ
ェロール）、Ｌ－α－トコフェロール、ラセミ体Ｄ，Ｌ－α－トコフェロール、ビタミン
Ｅコハク酸塩（ＶＥＳ）を含むα－トコフェロール（ビタミンＥ））、ビタミンＡ及びそ
の誘導体（例えば、レチノイン酸、レチノール）、ビタミンＤ及びその誘導体（例えば、
ビタミンＤ及びそのエルゴステロール前駆体）、ビタミンＥ及びその誘導体、ビタミンＫ
及びその誘導体（例えば、ビタミンＫ及び関連するキノリン化合物或いはフィトール化合
物）、或いは胆汁酸等のステロイド（例えばコール酸、デオキシコール酸、デヒドロコー
ル酸、コルチゾン、ジゴキシゲニン、テストステロン、コレステロール、及びチオコレス
テロールのいずれか）等の天然物質及び天然化合物のいずれかが挙げられる。本発明の範
囲内の更なる脂質及び脂溶性残基のいずれかとしては、如何なる限定を意味するものでも
ないが、ポリアルキレングリコール（Ｏｂｅｒｈａｕｓｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎｕｃｌ．
Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．，１９９２，２０，５３３）、例えばＣ１～Ｃ２０アルカン化合物
、Ｃ１～Ｃ２０アルケン化合物、或いはＣ１～Ｃ２０アルカノール化合物等の脂肪族基、
例えばドデカンジオール、ヘキサデカノール、或いはウンデシル残基等（Ｓａｉｓｏｎ－
Ｂｅｈｍｏａｒａｓ　ｅｔ　ａｌ．，ＥＭＢＯ　Ｊ，１９９１，１０，１１１；Ｋａｂａ
ｎｏｖ　ｅｔ　ａｌ．，ＦＥＢＳ　Ｌｅｔｔ．，１９９０，２５９，３２７；Ｓｖｉｎａ
ｒｃｈｕｋ　ｅｔ　ａｌ．，Ｂｉｏｃｈｉｍｉｅ，１９９３，７５，４９）、例えばホス
ファチジルグリセロール、ジアシルホスファチジルグリセロール、ホスファチジルコリン
、ジパルミトイルホスファチジルコリン、ジステアロイルホスファチジルコリン、ホスフ
ァチジルセリン、ホスファチジルエタノールアミン、ジ－ヘキサデシル－ｒａｃ－グリセ
ロール、スフィンゴ脂質、セレブロシド、ガングリオシド、及びトリエチルアンモニウム
１，２－ジ－Ｏ－ヘキサデシル－ｒａｃ－グリセロ－３－Ｈ－ホスホネート等のリン脂質
（Ｍａｎｏｈａｒａｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ．，１９９５
，３６，３６５１；Ｓｈｅａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．，１９９
０，１８，３７７７）、例えばポリエチレングリコール（ＰＥＧ）等のポリアミン或いは
ポリアルキレングリコール（Ｍａｎｏｈａｒａｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎｕｃｌｅｏｓｉｄｅ
ｓ＆Ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ，１９９５，１４，９６９）、ヘキサエチレングリコール（
ＨＥＧ）、パルミチン或いはパルミチル残基（Ｍｉｓｈｒａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｂｉｏｃｈ
ｉｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ａｃｔａ，１９９５，１２６４，２２９）、オクタデシルアミン
或いはヘキシルアミノ－カルボニル－オキシコレステロール残基（Ｃｒｏｏｋｅ　ｅｔ　
ａｌ．，Ｊ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．Ｅｘｐ．Ｔｈｅｒ．，１９９６，２７７，９２３）、
ろう、テルペン、脂環式炭化水素、飽和脂肪酸残基、一価不飽和脂肪酸残基、及び多価不
飽和脂肪酸残基のいずれか等が挙げられる。
【００８８】
　脂質と、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（Ｉ
Ｉｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子との間
の結合は、原則として以下の少なくともいずれかで生じ得る：
　任意のヌクレオチド、
　本発明の核酸分子の任意のヌクレオチドの塩基部分或いは糖部分、
　３’末端及び５’末端の少なくともいずれか、並びに
　上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、
（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子のリン酸骨格。
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本発明によれば、本発明に係る核酸分子の３’末端及び５’末端の少なくともいずれかに
おける末端脂質修飾が特に好ましい。末端修飾は配列内修飾に対して多数の利点を有する
。一方配列内修飾はハイブリダイゼーション挙動に影響を与える場合があり、これは立体
的に嵩高い（ｄｅｍａｎｄｉｎｇ）残基の場合には悪影響を有する恐れがある。他方末端
のみ修飾されている本発明に係る脂質修飾核酸分子の合成調製の場合、上で定義した本発
明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（
ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の合成は、大量に入手可能な市販モ
ノマーを用いて実施することができ、先行技術で知られている合成プロトコルを用いるこ
とができる。
【００８９】
　第１の好ましい実施形態によれば、本発明に係る核酸分子と、用いられる少なくとも１
個の脂質との間の結合は、（上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、
（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表され
る核酸分子と共有結合している）「リンカー」を介して生じる。本発明の範囲内のリンカ
ーは典型的には、例えばヒドロキシ基、アミノ基、アルコキシ基等から選択される、少な
くとも２個、任意的に３個、４個、５個、６個、７個、８個、９個、１０個、１０個～２
０個、２０個～３０個、或いはそれ以上の反応基を有する。１個の反応基は、上で定義し
た本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）
及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される上記核酸分子、例えばＲＮＡオリゴヌ
クレオチドを結合させるよう機能することが好ましい。この反応基は、保護されている形
態で、例えばＤＭＴ基（塩化ジメトキシトリチル）として、Ｆｍｏｃ基として、ＭＭＴ（
モノメトキシトリチル）基として、ＴＦＡ（トリフルオロ酢酸）基として存在し得る。更
に硫黄基はジスルフィドにより保護されていてもよく（例えば、３－チオプロパノール等
のアルキルチオール等）、活性化成分により保護されていてもよい（２－チオピリジン等
）。１以上の更なる反応基は、本発明によれば１以上の脂質を共有結合させるために機能
する。従って第１の実施形態によれば、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、
（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれ
かで表される核酸分子は、共有結合しているリンカーを介して、上で定義した本発明に係
る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩ
ｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子１個当たり、好ましくは少なくとも１個の
脂質、例えば１個、２個、３個、４個、５個、５個～１０個、１０個～２０個、２０個～
３０個、或いはそれ以上の脂質（１及び複数のいずれか）、特に好ましくは少なくとも３
個～８個、或いはそれ以上の脂質（１及び複数のいずれか）に結合することができる。結
合している脂質はそれによって、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ
）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表
される核酸分子の異なる位置で互いから離れて結合することができるか、或いは上で定義
した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ
）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の１箇所以上において複合
体の形態で存在することができる。リンカーの追加反応基を、担体物質、例えば固相への
直接結合及び間接（切断可能な）結合に用いることができる。本発明に係る好ましいリン
カーは、例えば、グリコール、グリセロール、グリセロール誘導体、２－アミノブチル－
１，３－プロパンジオール、２－アミノブチル－１，３－プロパンジオール誘導体／骨格
、ピロリジンリンカー或いはピロリジン含有有機分子（特に３’末端における修飾のため
）等である。グリセロール及びグリセロール誘導体（Ｃ３アンカー）、或いは２－アミノ
ブチル－１，３－プロパンジオール誘導体／骨格（Ｃ７アンカー）をリンカーとして本発
明に従って用いることが特に好ましい。脂質修飾がエーテル結合を介して導入され得ると
き、アンカーとしてグリセロール誘導体（Ｃ３アンカー）を用いることが特に好ましい。
脂質修飾が例えばアミド結合及びウレタン結合のいずれかを介して導入される場合、例え
ば２－アミノブチル－１，３－プロパンジオール骨格（Ｃ７アンカー）が好ましい。これ
に関連して、リンカーと、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（
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ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される
核酸分子との間に形成される結合の性質は、アミダイト化学物質の状態及び化学的性質に
適合するものであることが好ましく、即ち酸に対して不安定ではなく塩基に対して不安定
でもないことが好ましい。合成的に容易に得ることができ、核酸合成プロセスのアンモニ
ア性切断により加水分解されない結合が特に好ましい。好適な結合は、原則として全ての
相応に好適な結合であり、好ましくはエステル結合、アミド結合、ウレタン結合、及びエ
ーテル結合である。出発物質（合成工程がわずか数段階である）を容易に入手可能である
ことに加えて、酵素的加水分解に対する生物学的安定性が比較的高いため、エーテル結合
が特に好ましい。
【００９０】
　第２の好ましい実施形態によれば、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（
ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれか
で表される（少なくとも１個の）核酸分子は、少なくとも１個の上記（二官能性）脂質に
直接結合する、即ち上記リンカーを使用しない。この場合本発明に従って使用される（二
官能性）脂質は、好ましくは少なくとも２個の反応基、或いは任意的に３個、４個、５個
、６個、７個、８個、９個、１０個或いはそれ以上の反応基を含み、第１の反応基は、本
明細書に記載する担体物質に脂質を直接或いは間接的に結合させるよう機能し、少なくと
も１個の更なる反応基は、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（
ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される
核酸分子と結合するよう機能する。第２の実施形態によれば、上で定義した本発明に係る
式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ
）の少なくともいずれかで表される核酸分子は、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（
Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくと
もいずれかで表される核酸分子１個当たり、好ましくは少なくとも１個の脂質（リンカー
無しで直接結合）、例えば１個、２個、３個、４個、５個、５個～１０個、１０個～２０
個、２０個～３０個、或いはそれ以上の脂質（１及び複数のいずれか）、特に好ましくは
少なくとも３個～８個或いはそれ以上の脂質（１及び複数のいずれか）に結合することが
できる。結合している脂質は、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）
、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表さ
れる核酸分子の異なる位置で互いから離れて結合することができるか、或いは上で定義し
た本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）
及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の１箇所以上において複合体
の形態で存在することができる。或いは上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、
（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれ
かで表される核酸分子の少なくとも１個、例えば任意的に上で定義した本発明に係る式（
Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の
少なくともいずれかで表される核酸分子の３個、４個、５個、６個、７個、８個、９個、
１０個、１０個～２０個、２０個～３０個、或いはそれ以上は、第２の実施形態に従って
前記核酸分子の反応基を介して上記のように脂質に結合することができる。この第２の実
施形態で用いることができる脂質としては、特に好ましくはカップリングを可能にする（
好ましくは末端で、或いは任意的に分子内で）（二官能性）脂質、例えばポリエチレング
リコール（ＰＥＧ）及びその誘導体、ヘキサエチレングリコール（ＨＥＧ）及びその誘導
体、アルカンジオール、アミノアルカン、チオアルカノール等が挙げられる。（二官能性
）脂質と、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（Ｉ
Ｉｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子との間
の結合の性質は、上記の通り、第１の好ましい実施形態に記載した性質であることが好ま
しい。
【００９１】
　第３の実施形態によれば、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、
（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表され
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る核酸分子と、上記少なくとも１個の脂質との間の結合は、同時に上述の実施形態の両方
を介して生じる場合がある。例えば上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（Ｉ
Ｉ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで
表される核酸分子は、核酸分子のある位置ではリンカーを介して少なくとも１個の脂質に
結合することができ（第１の実施形態に類似）、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（
Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくと
もいずれかで表される核酸分子の異なる位置ではリンカーを使用することなしに少なくと
も１個の脂質に直接結合することができる（第２の実施形態に類似）。例えば、上で定義
した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ
）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の３’末端では、上記少な
くとも１個の脂質はリンカーを介して核酸と共有結合することができ、本発明に係る核酸
分子の５’末端では、上記脂質はリンカーを用いることなしに核酸と共有結合することが
できる。或いは、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）
、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子
の５’末端では、上記少なくとも１個の脂質はリンカーを介して核酸分子に共有結合する
ことができ、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（
ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の３
’末端では、上記脂質はリンカーを用いることなしに核酸と共有結合することができる。
同様に共有結合は上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）
、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子
の末端だけでなく上記のように分子内で生じる場合もあり、例えば３’末端と分子内、５
’末端と分子内、３’末端と５’末端と分子内、分子内のみ等で生じる場合がある。
【００９２】
　上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、
（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子は、種々のプロ
セスにより脂質修飾し得ることが好ましい。脂質修飾は、原則として、上で定義した通り
、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、
（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の任意の位置に
導入することができ、該位置は例えば以下の少なくともいずれかである：
　上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、
（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の３’末端及び
５’末端の少なくともいずれか、或いはリン酸骨格、並びに
　上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、
（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の任意のヌクレ
オチドの任意の塩基及び糖のいずれか。
本発明によれば、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）
、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子
の３’末端及び５’末端の少なくともいずれかにおける末端脂質修飾が特に好ましい。か
かる末端化学修飾を用いて、本発明に従って多数の様々に誘導体化された核酸を得ること
が可能である。上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、
（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表されるかかる脂質
修飾核酸分子を調製するプロセスは、脂質修飾の位置に応じて選択されること好ましい。
【００９３】
　例えば、脂質修飾が上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩ
ａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸
分子の３’末端で生じる場合、脂質修飾は、典型的には、上で定義した本発明に係る式（
Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の
少なくともいずれかで表される核酸分子の調製前或いは調製後に実施される。上で定義し
た本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）
及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の調製は、核酸の直接合成に
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より、或いは任意的に予め合成されている核酸及び他の源から単離されたサンプル由来の
核酸のいずれかを付加することにより実施することができる。
【００９４】
　第１の代替方法によれば、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、
（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表され
る核酸分子は、典型的には核酸合成に関する先行技術で知られているプロセスを用いて、
脂質を導入する前に直接合成される。この目的のために出発ヌクレオチド（ヌクレオシド
）は、例えばカップリング分子（例えばスクシニル残基）を介して固相に結合しているこ
とが好ましく、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、
（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子は
、例えばアミダイト化学プロセスにより合成されることが好ましい。次いで上記リンカー
は、リンカーの第１の反応基を介して上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（
ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれか
で表される核酸分子の３’末端に結合することが好ましい。次いで上記脂質は、リンカー
の第２の反応基を介してリンカーと共有結合することができる。或いはリンカーは、脂質
と共有結合した後上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）
、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子
の３’末端に結合してもよい。この場合必要なのは、リンカーの第１の反応基と上で定義
した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ
）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の３’末端との結合のみで
ある。上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ
）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の合成後、
或いは脂質の結合後、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩ
ａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸
分子を固相から分離し、脱保護してもよい。合成が溶液中で実施される場合、本発明にか
かる脂質修飾核酸分子の合成後（及び任意的に担体物質からの分離後）に、未反応の反応
物質、溶媒及び不所望の二次生成物を除去するための洗浄工程及び精製工程を実施しても
よい。
【００９５】
　更なる代替方法によれば、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、
（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表され
る３’末端が脂質修飾されている核酸分子は、リンカーの反応基へ脂質を導入した後に合
成されるか、或いは予め合成されている上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、
（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれ
かで表される核酸分子のようにリンカーの反応基に結合している。この目的のために上記
リンカーの第１の反応基は上記脂質と反応することができる。次いで好ましくは第２の工
程では、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩ
ｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子が後に反
応基に結合することを可能にするために、リンカーの第２の反応基は、酸安定性保護基、
例えばＤＭＴ、Ｆｍｏｃ等を備える。次いでリンカーはリンカーの第３の反応基を介して
固相に直接或いは間接的に結合することができる。例えばリンカー及び固相の両方に共有
結合することができる（カップリング）分子を介した間接的結合も可能である。かかる（
カップリング）分子は、例えば以下に記載するようなスクシニル残基等である。リンカー
の第３の反応基における保護基の除去、及びその時接近可能である反応基における上で定
義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩ
ａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の結合或いは合成が通常
行われる。最後に、本発明に係る脂質修飾核酸分子は、典型的には、担体物質から切断さ
れる（また核酸の保護基が任意的に除去される）。しかし任意的に、好ましくは以下に記
載する工程の１つに従って、式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、
（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される本発明に係るカップリン
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グしている核酸分子の３’末端に、更なる脂質を結合させることができる。
【００９６】
　この上記代替方法の変形によれば、上記リンカーは第１の反応基を介して固相に直接或
いは間接的に結合することができる。次いで酸安定性保護基がリンカーの第２の反応基に
結合する。保護基が第２の反応基に結合した後、上記脂質がリンカーの第３の反応基に結
合することができる。同様に次いでリンカーの第３の反応基における保護基の除去と、そ
の時接近可能である反応基における上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（Ｉ
Ｉ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで
表される核酸分子の結合或いは合成と、本発明に係る脂質修飾核酸分子の担体物質からの
切断（及び任意的に核酸の保護基の除去）が実施されること好ましい。
【００９７】
　上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、
（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の３’末端脂質
修飾の特に好ましい実施形態によれば、該本発明に係る脂質修飾核酸分子は、グリセロー
ル基本物質に基づく３個の反応基を有し（三官能性化合物）（Ｃ３アンカー）、一官能性
脂質（例えばパルミチル残基、コレステロール、及びトコフェロールのいずれか等）を有
するリンカーを介して合成することができる。リンカーの合成の出発物質として例えばα
，β－イソプロピリデン－グリセロール（ケタール保護基を含むグリセロール）を用いる
ことができ、これは先ず水素化ナトリウムでアルコレートに変換され、Ｗｉｌｌｉａｍｓ
ｏｎ合成において臭化ヘキサデシル及び脂質と反応して、対応するエーテルを形成するこ
とが好ましい。或いは、例えばα，β－イソプロピリデン－グリセロールのトシレートを
形成し、前記トシレートと脂質の反応基（例えば酸性プロトン）を反応させて対応するエ
ーテルを形成する等の様々な方法により、第１の工程でエーテル結合させることができる
。第２の工程では、酸、例えば酢酸、希塩酸等でケタール保護基を除去し、次いで塩化ジ
メトキシトリチル（ＤＭＴ－Ｃｌ）によりジオールの一級ヒドロキシ基を選択的に保護す
ることができる。最後の工程では、触媒としてＤＭＡＰを用いて先行工程で得られた生成
物と無水コハク酸とを反応させてコハク酸塩を形成することが好ましい。例えば脂質とし
てパルミチル残基及びトコフェロールのいずれかを結合させる場合、かかるリンカーが特
に好適である。
【００９８】
　別の代替方法によれば、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（
ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される
核酸分子の３’末端の脂質修飾は、上記リンカーを用いることなしに、例えばポリエチレ
ングリコール（ＰＥＧ）或いはヘキサエチレングリコール（ＨＥＧ）等の（二官能性）脂
質を用いて行われる。該二官能性脂質は典型的には上記２個の官能基を有し、該二官能性
脂質の一方の末端は、本明細書に記載されているように例えば上記塩基不安定性スクシニ
ルアンカー等の（カップリング）分子を介して担体物質に結合でき、二官能性脂質の他の
末端において上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（
ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子が合
成できることが好ましい（Ｅ．Ｂａｙｅｒ，Ｍ．Ｍａｉｅｒ，Ｋ．Ｂｌｅｉｃｈｅｒ，Ｈ
．－Ｊ．Ｇａｕｓ　Ｚ．Ｎａｔｕｒｆｏｒｓｃｈ．５０ｂ（１９９５）６７１）。上で用
いた第３の官能化及びリンカーを省略することにより、本発明に係る脂質修飾核酸分子の
合成は簡略化される。調製では、本発明に従って用いられる二官能性脂質（例えばポリエ
チレングリコール）を、典型的には保護基（例えばＤＭＴ）で先ず一置換する。第２の工
程では、通常無水コハク酸及びＤＭＡＰ触媒を用いて、反応基が保護されている脂質のエ
ステル化を行い、コハク酸塩を形成する。次いで第３の工程では、二官能性脂質を担体物
質にカップリングし、脱保護し、次いで第４の工程で以下に記載するプロセスに従って上
で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（Ｉ
ＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子を合成する。次いで
、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、
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（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される合成核酸分子の脱保護、
及び脂質修飾核酸の担体物質からの切断を任意的に実施する。
【００９９】
　別の好ましい実施形態によれば、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（Ｉ
Ｉ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで
表される核酸分子の脂質修飾は核酸分子の５’末端で行われる。従って脂質修飾は典型的
には、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ
）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の提供後、
或いは合成後に実施される。上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、
（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表され
る核酸分子の提供は、上記の通り、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（Ｉ
Ｉ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで
表される核酸分子の直接合成を介して、或いは予め合成されている上で定義した本発明に
係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩ
Ｉｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の付加により実施することができる。上
で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（Ｉ
ＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の合成は、上記方法
と同様に先行技術で知られている核酸合成プロセスに従って行われることが好ましく、ホ
スホロアミダイトプロセスに従って行われることがより好ましい。
【０１００】
　特に好ましい実施形態によれば、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（Ｉ
Ｉ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで
表される核酸分子の脂質修飾は、核酸を合成するためのホスホロアミダイトプロセスに従
って特別に修飾されているホスホロアミダイトにより本発明に係る核酸分子の５’末端で
行われる。該アミダイトは合成によってかなり簡単に得ることができるが、従来最後のモ
ノマーとして市販の核酸及び予め合成されている核酸のいずれかにカップリングしている
。これらの反応は、反応速度がかなり早く、カップリング率が非常に高いことにより識別
される。修飾アミダイトの合成は、ホスホロアミダイト、例えばβ－シアノエチル－モノ
クロロホスホロアミダイト（亜リン酸モノ－（２－シアノエチルエステル）－ジイソプロ
ピル－アミドクロリド）と、好適な溶媒（例えば純ジクロロメタン）に溶解している上で
定義した脂質のアルコール、例えばトコフェロール、コレステロール、ヘキサデカノール
、ＤＭＴ－ＰＥＧ等の脂質アルコールとの反応により行われることが好ましい。同様にＤ
ＩＰＥＡを酸受容体として反応溶液に添加することが好ましい。
【０１０１】
　本発明に係る５’末端が脂質修飾されている核酸分子の合成で用いるこれらホスホロア
ミダイトは、加水分解に対して比較的耐性があり、（合成前に）シリカゲルを用いてクロ
マトグラフィーで精製してもよい。この目的のために、少量の弱塩基（例えばトリエチル
アミン等）を典型的には溶出剤に添加して、アミダイトの分解を防ぐ。カップリング率の
低下を避けるために、この塩基を生成物から再度完全に除去することが重要である。塩基
の除去は、例えば単に真空中で乾燥させることにより実施できるが、ペンタンを用いてｔ
ｅｒｔ－ブチルメチルエーテルから塩基を沈殿させることによってホスホロアミダイトを
精製することが好ましい。用いられる脂質修飾アミダイトが非常に高い粘度を有する場合
、例えば粘性油の形態で存在する場合、高速カラムクロマトグラフィーを実施してもよく
、これにより塩基としてのトリエチルアミンを分配することが可能になる。しかしＰＥＧ
修飾アミダイトの場合、それが酸不安定性ＤＭＴ保護基を含むため、かかる精製は典型的
には実施されない。
【０１０２】
　脂質修飾ホスホロアミダイトの、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（Ｉ
Ｉ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで
表される核酸分子の５’末端へのカップリング反応では、用いられるアミダイトが十分溶
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解できる溶媒を使用することが好ましい。例えば本発明に従って用いられるアミダイトの
脂溶性が高いため、該アミダイトのアセトニトリルに対する溶解度が限定される場合があ
る。典型的に用いられる溶媒としてのアセトニトリルは別として、塩素化炭化水素溶液、
例えば０．１Ｍの（純）ジクロロメタン溶液をカップリング反応で用いることが好ましい
。しかしジクロロメタンを使用するには、合成サイクルの標準的なプロトコルを一部変更
する必要がある。例えば自動合成装置のパイプ内及び担体物質上にアミダイトが沈着する
のを避けるために、実際のカップリング工程及び送風乾燥の前後にアミダイトが接触する
全てのバルブ及びパイプを（純）ジクロロメタンで洗い流す。
【０１０３】
　脂質修飾アミダイトを用いる場合、典型的には、先行技術で従来用いられているアミダ
イトのカップリング率に相当する高いカップリング率が得られる。脂質修飾アミダイトの
反応速度は、一般により緩徐に進行する。この理由のために、脂質修飾アミダイトを用い
るとき、標準的なプロトコルに比べてカップリング時間を（著しく）延長することが好ま
しい。当業者は該カップリング時間を容易に決定することができる。カップリング後のキ
ャッピング工程は省略することができるため、同様に必要に応じて同一の脂質修飾アミダ
イトを用いて更なる合成サイクルを実施し、反応全体の収率を増加させることが可能であ
る。この場合、例えばＤＭＴ－ＰＥＧ等のＤＭＴ修飾脂質の場合、脱トリチル化工程が通
常実施される。
【０１０４】
　本発明に係る５’末端が脂質修飾されている核酸分子の合成では、亜リン酸トリエステ
ル（これを介して脂質が上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（Ｉ
Ｉａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核
酸分子に結合している）を浸硫剤により酸化してもよい。この目的のためにできる限り完
全にホスホトリエステルを酸化させる浸硫剤を用いることが好ましい。さもなければ、例
えば立体上の理由により、アンモニア性切断及びＭＯＮの脱保護後、浸硫反応の進行が不
十分であり少量の生成物しか得られない恐れがある、或いは全く生成物が得られない恐れ
もある。この現象は修飾の種類、用いられる浸硫剤、及び浸硫条件に依存する。それ故ヨ
ウ素を用いて酸化を行うことが好ましい。結果として、ホスホジエステル結合が導入され
るが、脂質残基が近接しているため該結合はヌクレアーゼにより基質として認識されない
と予想される。
【０１０５】
　脂質修飾では、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）
、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子
に含まれているリンカー及び（二官能性）脂質のいずれか、或いは任意的に上で定義した
本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及
び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子自体を、以下に記載するように
担体物質に直接或いは間接的にカップリングさせてもよい。直接カップリングは担体物質
と直接カップリングされることが好ましいが、担体物質への間接的カップリングは、典型
的には更なる（カップリング）分子を介して実施される。担体物質へのカップリングによ
り形成される結合は、リンカー或いは二官能性脂質との（切断可能な）共有結合、及び固
相との（切断可能な）共有結合の少なくともいずれかである。（カップリング）分子とし
て好適な化合物は、例えばジカルボン酸、例えばスクシニル残基（＝スクシニルアンカー
）、オキサリル残基（＝オキサリルアンカー）等である。例えばアミノアルキル残基（例
えば、アミノプロピル残基及びアミノヘキサニル残基のいずれか）と同様に遊離アミノ官
能基を有する、リンカー、（二官能性）脂質、或いは任意的に上で定義した本発明に係る
式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ
）の少なくともいずれかで表される核酸分子は、フタルイミドリンカーを介して担体物質
に結合することができる。チオールを含有しているリンカー、（二官能性）脂質、或いは
任意的に上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩ
ｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子は、担体
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物質にジスルフィド結合することができる。本発明に関連して、好適な担体物質は具体的
にはＣＰＧ、Ｔｅｎｔａｇｅｌ（登録商標）、アミノ官能化ＰＳ－ＰＥＧ（Ｔｅｎｔａｇ
ｅｌ（登録商標）Ｓ　ＮＨ２）等の固相であり、Ｔｅｎｔａｇｅｌ（登録商標）或いはア
ミノ官能化ＰＳ－ＰＥＧ（Ｔｅｎｔａｇｅｌ（登録商標）Ｓ　ＮＨ２）が好ましい。具体
的な実施形態によれば、担体物質へのカップリングでは、例えば記載されているリンカー
のコハク酸塩、或いは本発明に従って用いられる二官能性脂質をカップリングさせること
が可能であり、カップリング試薬としてＴＢＴＵ／ＮＭＭ（１Ｈ－ベンゾトリアゾール－
１－イル－１，１，３，３－テトラメチルウロニウムテトラフルオロボレート／Ｎ－メチ
ルホルホリン）を用いて、アミノ官能化ＰＳ－ＰＥＧ（Ｔｅｎｔａｇｅｌ（登録商標）Ｓ
　ＮＨ２）にカップリングさせることが好ましい。従来用いられている１マイクロモル単
位の大きさのＰＳ－ＰＥＧ担体物質の場合、典型的には５０μｍｏｌ／ｇ～１００μｍｏ
ｌ／ｇをロードすることにより最良の結果が得られる（Ｅ．Ｂａｙｅｒ，Ｋ．Ｂｌｅｉｃ
ｈｅｒ，Ｍ．Ｍａｉｅｒ　Ｚ．Ｎａｔｕｒｆｏｒｓｃｈ．５０ｂ（１９９５）１０９６）
。しかし、本発明に従ってヌクレオチドを大量に合成すべき場合、担体物質のロード量は
できる限り多いことが好ましい（１００μｍｏｌ以上）。本発明によれば、該プロセスか
らも同様に良好なカップリング率が得られる（Ｍ．Ｇｅｒｓｔｅｒ，Ｍ．Ｍａｉｅｒ，Ｎ
．Ｃｌａｕｓｅｎ，Ｊ．Ｓｃｈｅｗｉｔｚ，Ｅ．Ｂａｙｅｒ　Ｚ．　Ｎａｔｕｒｆｏｒｓ
ｃｈ．５２ｂ（１９９７）１１０）。例えば最高１３８μｍｏｌ／ｇ、或いは任意的にそ
れ以上をロードした樹脂等の担体物質を用いて良好な合成収率を得ることができる。上記
リンカー或いは二官能性脂質のカップリング率は約１００％であるため、担体物質のロー
ド量はこれら化合物の化学量論を用いて比較的正確に調整できる。切断されたＤＭＴ保護
基の分光学的定量によりロード量をモニタすることが好ましい（実験の部分を参照）。担
体物質上に尚も存在する残りのアミノ官能基を、無水酢酸でキャッピングしてもよい。キ
ャッピングは、通常担体物質の負荷後に実施されるが、核酸合成中に、例えばＤＮＡ合成
装置内で直接実施してもよい。誘導体化ＰＳ－ＰＥＧ担体物質上における脂質修飾核酸の
合成では、物質の特徴的な性質を考慮に入れた、Ｔｅｎｔａｇｅｌ（登録商標）に対して
特別に開発された合成サイクルを用いることが好ましい（Ｅ．Ｂａｙｅｒ，Ｍ．Ｍａｉｅ
ｒ，Ｋ．Ｂｌｅｉｃｈｅｒ，Ｈ．－Ｊ．Ｇａｕｓ　Ｚ．Ｎａｔｕｒｆｏｒｓｃｈ．５０ｂ
（１９９５）６７１，Ｅ．Ｂａｙｅｒ，Ｋ．Ｂｌｅｉｃｈｅｒ，Ｍ．Ｍａｉｅｒ　Ｚ．Ｎ
ａｔｕｒｆｏｒｓｃｈ．５０ｂ（１９９５）１０９６．）。標準的なプロトコルと比べて
好ましい変化としては、
　・カップリング工程、キャッピング工程、及び酸化工程における反応時間の延長、
　・脱トリチル化工程数の増加、
　・各工程後の洗浄工程の延長、
　・通常アミダイトプロセス中に（亜リン酸トリエステルを酸化するために）必要な酸化
工程後における、微量ヨウ素を除去するためのアスコルビン酸含有洗浄溶液（ジオキサン
／水＝９：１中０．１Ｍ）の使用、
が挙げられる。
【０１０６】
　修飾の性質は、合成サイクルの個々の工程に影響を与える場合があることに留意すべき
である。例えば、ＰＥＧ１５００－誘導体化担体物質の場合、観察される反応速度がかな
り緩徐であるため、脱トリチル化工程を更に延長し、加えてカップリング時間を延長する
必要がある。かかる変化及び適応は当業者の標準的な能力の範囲内であり、本開示の状況
において如何なるときでも実施することができる。このように修正されている反応サイク
ルを用いて、脂質修飾ホスホロジエステル及びホスホロチオエートの両方を合成すること
ができる。アミダイトと本発明に従って用いられるリンカー或いは二官能性脂質とのカッ
プリング率は、脂質残基により低下せず、従来の値（９７％～９９％）に相当する。かか
る３’末端の修飾が用いられるときも、５’誘導体化、並びに例えば塩基、糖、及びリン
酸骨格のいずれかに更なる修飾が導入される可能性は保持される。
【０１０７】
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　上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、
（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される化学的に修飾されていな
い核酸、或いは（化学的に）修飾されている核酸、例えば脂質修飾核酸分子としての、上
で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（Ｉ
ＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子は、例えばこれらに
限定されるものではないが、カチオン性ポリマー（好ましくは、ポリリジン及びポリアル
ギニンのいずれか等のポリカチオン性ポリマー）、カチオンペプチド、カチオン性ポリペ
プチド、カチオン性脂質、カチオン性リポフェクタント（ｌｉｐｏｆｅｃｔａｎｔ）、ヒ
ストン、ヌクレオリン、プロタミン、オリゴフェクタミン、スペラミン、スペルミジン、
カチオン性多糖類（具体的にはキトサン）、ＴＤＭ、ＭＤＰ、ムラミルジペプチド、プル
ロニクス、及びこれらの誘導体のうち１種の少なくともいずれか等と、上で定義した本発
明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（
ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の複合体を形成することにより同様
に安定化させることができる。ヒストン及びプロタミンは自然界でＤＮＡを小型化する（
ｃｏｍｐａｃｔ）カチオン性タンパク質である。従って該タンパク質は、転写されていな
いＤＮＡ及び特定のウイルスのＤＮＡのインビボにおける縮合に必要である。本発明の状
況で用いて上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（Ｉ
Ｉｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子と複合
体を形成することができるヒストンとして、より具体的にはヒストンＨ１、Ｈ２ａ、Ｈ３
、及びＨ４を挙げることができる。しかしプロタミン（プロタミンＰ１及びＰ２のいずれ
か）、或いはプロタミンのカチオン性部分配列が特に好ましい。本発明の状況では、該化
合物はプロタミンＰ１及びＰ２のいずれかに由来するペプチド配列により有利に表すこと
ができ、より正確には（カチオン性）配列（ＳＲＳＲＹＹＲＱＲＱＲＳＲＲＲＲＲＲ（配
列番号１０９）及びＲＲＲＬＨＲＩＨＲＲＱＨＲＳＣＲＲＲＫＲＲ（配列番号１１０）の
いずれかに対応する。上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩ
ａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸
分子と複合体を形成するのに好適な他の化合物は、これらに限定されるものではないが、
本明細書で定義するアジュバント化合物から選択することができる。
【０１０８】
　この状況では、「複合体を形成する」とは、例えば核酸分子と安定化化合物との間に非
共有結合性複合体を形成することにより、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）
、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいず
れかで表される核酸分子が、上で定義した化合物、例えばカチオン性ポリマー、カチオン
性ペプチド、及びポリペプチドのいずれか等の安定化化合物に結合することを意味する。
本明細書において「非共有結合性」は、核酸分子と安定化化合物との可逆的会合がこれら
分子の非共有結合性相互作用により形成されることを意味し、該分子は共有結合以外の電
子の数種の相互作用により、例えばファンデルワールス力（即ち両方の分子の非特異的引
力から生じる弱い静電気引力）により会合される。上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、
（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なく
ともいずれかで表される核酸分子と安定化化合物との会合は、前記複合体の解離と平衡状
態にある。如何なる理論に縛られるものでもないが、この平衡は、細胞内では上で定義し
た本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）
及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子と安定化化合物が解離した状
態にシフトしていると予想される。
【０１０９】
　実施形態によれば、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩ
ａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸
分子は、如何なる他の薬学的活性成分もなしに投与される場合、免疫賦活剤であってもよ
く、或いは薬学的活性成分と共に投与される場合、アジュバントとして用いてもよく、例
えば薬学的活性成分とアジュバント成分との両方を含有する組成物（例えば、特異的抗原
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と、アジュバントとしての上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（
ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される
核酸分子とを含有するワクチン組成物）として用いられる。
【０１１０】
　「免疫賦活剤」としての、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、
（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表され
る核酸分子は、非抗原特異的免疫反応（自然免疫系により提供される）を、好ましくは免
疫賦活的方法で誘発することができることが好ましい。免疫反応は、一般に種々の方法で
もたらされ得る。好適な免疫反応にとって重要な要因は、様々なＴ細胞亜集団を賦活する
ことである。Ｔリンパ球は、典型的には２種の亜集団、Ｔ－ヘルパー１（Ｔｈ１）細胞及
びＴ－ヘルパー２（Ｔｈ２）細胞に分化し、免疫系は該細胞を用いて細胞内（Ｔｈ１）病
原体及び細胞外（Ｔｈ２）病原体（例えば、抗原）を破壊することができる。２種のＴｈ
細胞集団は、該集団が産生するエフェクタタンパク質（サイトカイン）のパターンが異な
る。従ってＴｈ１細胞は、マクロファージ及び細胞傷害性Ｔ細胞の活性化により細胞性免
疫反応を補助する。他方、Ｔｈ２細胞は、Ｂ細胞の形質細胞への変換を刺激し抗体（抗原
に対する）を形成することにより体液性免疫反応を促進する。それ故Ｔｈ１／Ｔｈ２比は
、免疫反応において非常に重要である。本発明に関連して、免疫反応のＴｈ１／Ｔｈ２比
は、好ましくは免疫賦活剤、即ち上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ
）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表
される核酸分子により、細胞性反応、即ちＴｈ１反応の方向に変位し、主に細胞性免疫反
応は該反応によって誘導される。上で定義した通り本発明の核酸分子は単独で非特異的免
疫反応を発揮し、これによって核酸分子を（別の薬学的活性成分を添加することなしに）
免疫賦活剤として用いることが可能になる。別の薬学的活性成分、好ましくは特異的免疫
賦活成分と共に投与される場合、本発明の核酸分子は、他の薬学的活性成分により誘発さ
れる特異的免疫反応を支持するアジュバントとして機能する。
【０１１１】
　本発明はまた、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）
、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される少なくと
も１種の本発明の核酸分子と、任意的に（適合性）薬学的に許容される担体、更なる補助
物質、添加剤及びアジュバントの少なくともいずれかと、を含有する医薬組成物（本発明
の組成物の第１の実施形態）に関する。更に本発明は、上で定義した本発明に係る式（Ｉ
）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少
なくともいずれかで表される少なくとも１種の核酸分子、例えば１種、２種、３種、４種
、６種、７種、或いはそれ以上の核酸分子と、薬学的活性成分と、任意的に薬学的に許容
される担体、更なる補助物質、添加剤及びアジュバントの少なくともいずれかと、を含有
する医薬組成物（本発明の組成物の第２の実施形態）に関する。
【０１１２】
　本発明に係る医薬組成物は、典型的には上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）
、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいず
れかで表される少なくとも１種の核酸分子、或いはその１種、２種、３種、４種、６種、
７種、或いはそれ以上の核酸分子を安全且つ有効量含む。本明細書で使用するとき、「安
全且つ有効量」は、症状の正方向の変化（ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ
）を著しく誘導して、例えば腫瘍、自己免疫疾患、アレルギー、或いは感染性疾患等を治
療するのに十分である、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（Ｉ
Ｉａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核
酸分子の組成物中における各々の量或いは全ての量を意味する。しかし同時に「安全且つ
有効量」は、重篤な副作用を避ける、即ち利益とリスクとの合理的関係を可能にするのに
十分少ない量である。これらの限界の決定は、典型的には合理的な医学的判断の範囲内で
ある。上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ
）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子に関して、
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「安全且つ有効量」という表現は、過剰な免疫反応を誘導しない、或いは免疫反応を損な
うことがないが、好ましくは該免疫反応が測定可能な濃度を下回らない方法で免疫反応を
賦活するのに好適である量を意味することが好ましい。上で定義した本発明に係る式（Ｉ
）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少
なくともいずれかで表される核酸分子の「安全且つ有効量」は、治療される具体的な症状
に関連して、また治療される患者の年齢、健康状態、症状の重篤度、治療期間、同時に行
われる治療の性質、用いられる具体的な薬学的に許容される担体の性質、及び類似の要因
に関連して変化し、これは主治医の知識及び経験の範囲内で行われる。本発明に係る医薬
組成物は、本発明に従ってヒトの医療目的のために、また獣医学的目的のために用いるこ
とができる。
【０１１３】
　第１の実施形態によれば、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、
（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表され
る上記核酸分子は、単独で免疫賦活剤であってもよい（如何なる他の薬学的活性成分の添
加もなしに）。これは具体的には、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（Ｉ
Ｉ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで
表される核酸分子が脂質修飾を含む場合に当てはまる（ｈｏｌｄ）。脂質は、本発明の核
酸分子の免疫賦活性を更に増強することができるか、或いは治療活性分子、例えば上記ビ
タミン或いはステロイド、例えばα－トコフェロール（ビタミンＥ）、Ｄ－α－トコフェ
ロール、Ｌ－α－トコフェロール、Ｄ，Ｌ－α－トコフェロール、ビタミンＥコハク酸塩
（ＶＥＳ）、ビタミンＡ及びその誘導体、ビタミンＤ及びその誘導体、ビタミンＫ及びそ
の誘導体等を良く形成することができる。
【０１１４】
　本発明の第２の実施形態に係る医薬組成物は、（上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、
（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なく
ともいずれかで表される少なくとも１種の核酸分子に加えて）少なくとも１種の追加的な
薬学的活性成分を含有していてもよい。これに関連して、薬学的活性成分は、特定の適応
症、好ましくは癌疾患、自己免疫疾患、アレルギー、或いは感染性疾患に対する治療効果
を有する化合物である。該化合物としては、如何なる限定を意味するものでもないが、ペ
プチド、タンパク質、核酸、（治療活性）低分子量有機化合物（分子量５，０００未満、
好ましくは１，０００未満）、（治療活性）低分子量無機化合物（分子量５，０００未満
、好ましくは１，０００未満）、糖、抗原、抗体、先行技術で既に知られている治療剤、
抗原性細胞、抗原性細胞断片、細胞画分、修飾病原体（ウイルス、細菌等）、弱毒化病原
体（ウイルス、細菌等）、及び不活化（例えば化学的に或いは放射線により）病原体（ウ
イルス、細菌等）等が挙げられる。
【０１１５】
　（本発明に係る組成物の）第２の実施形態の第１の代替方法によれば、医薬組成物に含
有されている薬学的活性成分は免疫調節成分であり、好ましくは免疫賦活成分である。最
も好ましくは薬学的活性成分は抗原及び免疫原のいずれかである。「抗原」及び「免疫原
」は、抗体の形成及び細胞性免疫反応の少なくともいずれか、即ち特異的（アジュバント
ではない）免疫反応の活性化を生じさせ得る任意の構造であると理解される。従って本発
明によれば用語「抗原」及び「免疫原」は同義的に用いられる。抗原の例は、ペプチド、
ポリペプチド即ちタンパク質、細胞、細胞抽出物、多糖類、複合多糖類、脂質、糖脂質、
及び炭水化物である。例えば腫瘍抗原、動物抗原、植物抗原、ウイルス抗原、細菌抗原、
真菌抗原、原生動物抗原、自己免疫抗原、或いはアレルゲンも抗原として考慮される。腫
瘍細胞の表面抗原、及びウイルス、細菌、真菌、或いは原生動物の病原体の表面抗原（特
に分泌型）が好ましい。無論抗原は、例えば本発明に係るワクチン中に存在していてもよ
く、また好適な担体にカップリングしているハプテンとして存在していてもよい。他の抗
原性成分、例えば（上記）不活化病原体或いは弱毒化病原体を同様に用いてもよい。
【０１１６】
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　抗原性（ポリ）ペプチドとしては、腫瘍抗原等の全ての既知の抗原性ペプチドが挙げら
れる。腫瘍抗原の具体例は、特に腫瘍特異的表面抗原（ＴＳＳＡ）、例えば５Ｔ４、７０
７－ＡＰ、９Ｄ７、ＡＦＰ、ＡｌｂＺＩＰ　ＨＰＧ１、α－５－β－１－インテグリン、
α－５－β－６－インテグリン、α－アクチニン－４／ｍ、α－メチルアシル－補酵素Ａ
ラセマーゼ、ＡＲＴ－４、ＡＲＴＣ１／ｍ、Ｂ７Ｈ４、ＢＡＧＥ－１、ＢＣＬ－２、ｂｃ
ｒ／ａｂｌ、β－カテニン／ｍ、ＢＩＮＧ－４、ＢＲＣＡ１／ｍ、ＢＲＣＡ２／ｍ、ＣＡ
　１５－３／ＣＡ　２７－２９、ＣＡ　１９－９、ＣＡ７２－４、ＣＡ１２５、カルレテ
ィキュリン、ＣＡＭＥＬ、ＣＡＳＰ－８／ｍ、カテプシンＢ、カテプシンＬ、ＣＤ１９、
ＣＤ２０、ＣＤ２２、ＣＤ２５、ＣＤＥ３０、ＣＤ３３、ＣＤ４、ＣＤ５２、ＣＤ５５、
ＣＤ５６、ＣＤ８０、ＣＤＣ２７／ｍ、ＣＤＫ４／ｍ、ＣＤＫＮ２Ａ／ｍ、ＣＥＡ、ＣＬ
ＣＡ２、ＣＭＬ２８、ＣＭＬ６６、ＣＯＡ－１／ｍ、コアクトシン（ｃｏａｃｔｏｓｉｎ
）様タンパク質、コラージュ（ｃｏｌｌａｇｅ）ＸＸＩＩＩ、ＣＯＸ－２、ＣＴ－９／Ｂ
ＲＤ６、Ｃｔｅｎ、サイクリンＢ１、サイクリンＤ１、ｃｙｐ－Ｂ、ＣＹＰＢ１、ＤＡＭ
－１０、ＤＡＭ－６、ＤＥＫ－ＣＡＮ、ＥＦＴＵＤ２／ｍ、ＥＧＦＲ、ＥＬＦ２／ｍ、Ｅ
ＭＭＰＲＩＮ、ＥｐＣａｍ、ＥｐｈＡ２、ＥｐｈＡ３、ＥｒｂＢ３、ＥＴＶ６－ＡＭＬ１
、ＥＺＨ２、ＦＧＦ－５、ＦＮ、Ｆｒａｕ－１、Ｇ２５０、ＧＡＧＥ－１、ＧＡＧＥ－２
、ＧＡＧＥ－３、ＧＡＧＥ－４、ＧＡＧＥ－５、ＧＡＧＥ－６、ＧＡＧＥ７ｂ、ＧＡＧＥ
－８、ＧＤＥＰ、ＧｎＴ－Ｖ、ｇｐ１００、ＧＰＣ３、ＧＰＮＭＢ／ｍ、ＨＡＧＥ、ＨＡ
ＳＴ－２、ヘプシン、Ｈｅｒ２／ｎｅｕ、ＨＥＲＶ－Ｋ－ＭＥＬ、ＨＬＡ－Ａ＊０２０１
－Ｒ１７Ｉ、ＨＬＡ－Ａ１１／ｍ、ＨＬＡ－Ａ２／ｍ、ＨＮＥ、ホメオボックスＮＫＸ３
．１、ＨＯＭ－ＴＥＳ－１４／ＳＣＰ－１、ＨＯＭ－ＴＥＳ－８５、ＨＰＶ－Ｅ６、ＨＰ
Ｖ－Ｅ７、ＨＳＰ７０－２Ｍ、ＨＳＴ－２、ｈＴＥＲＴ、ｉＣＥ、ＩＧＦ－１Ｒ、ＩＬ－
１３Ｒａ２、ＩＬ－２Ｒ、ＩＬ－５、未成熟ラミニン受容体、カリクレイン－２、カリク
レイン－４、Ｋｉ６７、ＫＩＡＡ０２０５、ＫＩＡＡ０２０５／ｍ、ＫＫ－ＬＣ－１、Ｋ
－Ｒａｓ／ｍ、ＬＡＧＥ－Ａ１、ＬＤＬＲ－ＦＵＴ、ＭＡＧＥ－Ａ１、ＭＡＧＥ－Ａ２、
ＭＡＧＥ－Ａ３、ＭＡＧＥ－Ａ４、ＭＡＧＥ－Ａ６、ＭＡＧＥ－Ａ９、ＭＡＧＥ－Ａ１０
、ＭＡＧＥ－Ａ１２、ＭＡＧＥ－Ｂ１、ＭＡＧＥ－Ｂ２、ＭＡＧＥ－Ｂ３、ＭＡＧＥ－Ｂ
４、ＭＡＧＥ－Ｂ５、ＭＡＧＥ－Ｂ６、ＭＡＧＥ－Ｂ１０、ＭＡＧＥ－Ｂ１６、ＭＡＧＥ
－Ｂ１７、ＭＡＧＥ－Ｃ１、ＭＡＧＥ－Ｃ２、ＭＡＧＥ－Ｃ３、ＭＡＧＥ－Ｄ１、ＭＡＧ
Ｅ－Ｄ２、ＭＡＧＥ－Ｄ４、ＭＡＧＥ－Ｅ１、ＭＡＧＥ－Ｅ２、ＭＡＧＥ－Ｆ１、ＭＡＧ
Ｅ－Ｈ１、ＭＡＧＥＬ２、マンマグロビンＡ、ＭＡＲＴ－１／ｍｅｌａｎ－Ａ、ＭＡＲＴ
－２、ＭＡＲＴ－２／ｍ、マトリックスタンパク質２２、ＭＣ１Ｒ、Ｍ－ＣＳＦ、ＭＥ１
／ｍ、メソテリン、ＭＧ５０／ＰＸＤＮ、ＭＭＰ１１、ＭＮ／ＣＡ　ＩＸ－抗原、ＭＲＰ
－３、ＭＵＣ－１、ＭＵＣ－２、ＭＵＭ－１／ｍ、ＭＵＭ－２／ｍ、ＭＵＭ－３／ｍ、ミ
オシンクラスＩ／ｍ、ＮＡ８８－Ａ、Ｎ－アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ－
Ｖ、Ｎｅｏ－ＰＡＰ、Ｎｅｏ－ＰＡＰ／ｍ、ＮＦＹＣ／ｍ、ＮＧＥＰ、ＮＭＰ２２、ＮＰ
Ｍ／ＡＬＫ、Ｎ－Ｒａｓ／ｍ、ＮＳＥ、ＮＹ－ＥＳＯ－１、ＮＹ－ＥＳＯ－Ｂ、ＯＡ１、
ＯＦＡ－ｉＬＲＰ、ＯＧＴ、ＯＧＴ／ｍ、ＯＳ－９、ＯＳ－９／ｍ、オステオカルシン、
オステオポンチン、ｐ１５、ｐ１９０　ｍｉｎｏｒ　ｂｃｒ－ａｂｌ、ｐ５３、ｐ５３／
ｍ、ＰＡＧＥ－４、ＰＡＩ－１、ＰＡＩ－２、ＰＡＲＴ－１、ＰＡＴＥ、ＰＤＥＦ、Ｐｉ
ｍ－１－キナーゼ、Ｐｉｎ－１、Ｐｍｌ／ＰＡＲα、ＰＯＴＥ、ＰＲＡＭＥ、ＰＲＤＸ５
／ｍ、タンパク質、プロテアーゼ－３、ＰＳＡ、ＰＳＣＡ、ＰＳＧＲ、ＰＳＭ、ＰＳＭＡ
、ＰＴＰＲＫ／ｍ、ＲＡＧＥ－１、ＲＢＡＦ６００／ｍ、ＲＨＡＭＭ／ＣＤ１６８、ＲＵ
１、ＲＵ２、Ｓ－１００、ＳＡＧＥ、ＳＡＲＴ－１、ＳＡＲＴ－２、ＳＡＲＴ－３、ＳＣ
Ｃ、ＳＩＲＴ２／ｍ、Ｓｐ１７、ＳＳＸ－１、ＳＳＸ－２／ＨＯＭ－ＭＥＬ－４０、ＳＳ
Ｘ－４、ＳＴＡＭＰ－１、ＳＴＥＡＰ、サバイビン、サバイビン－２Ｂ、ＳＹＴ－ＳＳＸ
－１、ＳＹＴ－ＳＳＸ－２、ＴＡ－９０、ＴＡＧ－７２、ＴＡＲＰ、ＴＥＬ－ＡＭＬ１、
ＴＧＦβ、ＴＧＦβＲＩＩ、ＴＧＭ－４、ＴＰＩ／ｍ、ＴＲＡＧ－３、ＴＲＧ、ＴＲＰ－
１、ＴＲＰ－２／６ｂ、ＴＲＰ／ＩＮＴ２、ＴＲＰ－ｐ８、チロシナーゼ、ＵＰＡ、ＶＥ
ＧＦ、ＶＥＧＦＲ－２／ＦＬＫ－１、及びＷＴ１である。例えば血管新生に関与し、細胞



(47) JP 5721441 B2 2015.5.20

10

20

30

40

50

外マトリックス構造に影響を及ぼすことが知られている腫瘍抗原等の任意のクラスの腫瘍
抗原が、本発明の目的に好適である。腫瘍抗原は、タンパク質及びペプチド抗原のいずれ
かとして、或いは腫瘍抗原及びそのエピトープのいずれか（好ましくは上記腫瘍抗原）を
コードしているｍＲＮＡ及びＤＮＡのいずれかとして、医薬組成物に提供されてもよい。
【０１１７】
　（（アジュバントとしての）本発明の核酸分子及び追加的な薬学的活性成分を含有して
いる本発明に係る組成物の）第２の実施形態の第２の代替方法によれば、薬学的活性成分
は抗体である。これに関連して、如何なる治療に好適な抗体を用いてもよい。本発明に従
って、癌疾患或いは感染性疾患において重要な役割を果たす抗原、タンパク質及び核酸の
いずれかに対する抗体、例えば細胞表面タンパク質、腫瘍抑制遺伝子、腫瘍抑制遺伝子阻
害剤、成長因子、伸長因子、アポトーシス関連タンパク質、腫瘍抗原、或いは上述の抗原
等に対する抗体が特に好ましい。
【０１１８】
　第２の実施形態の第３の代替方法によれば、本発明に係る医薬組成物中に含有されてい
る薬学的活性成分は核酸分子である。該核酸分子は単鎖であっても二本鎖であってもよく
、ホモ二本鎖であってもヘテロ二本鎖であってもよく、線状であっても環状であってもよ
い。医薬組成物中に薬学的活性成分として含有されている核酸分子の長さは限定されず、
天然に存在する核酸配列のいずれか、その補体、或いはその断片を含んでいてもよい。同
様に、これに関連して用いられる核酸分子は、部分的に或いは全体的に合成されていても
よい。例えば該核酸分子は、（治療に関連するタンパク質をコードしている核酸分子、及
び免疫反応を生じさせることができる核酸分子の少なくともいずれか、例えば抗原、或い
は抗原をコードしている核酸分子を含んでいてもよい。本明細書において抗原は、上述の
抗原であることが好ましい。
【０１１９】
　本発明に係る医薬組成物中に薬学的活性成分として含有されている核酸分子は、ｍＲＮ
Ａであることが好ましい。該ｍＲＮＡは、本発明に係る医薬組成物にネイキッド（ｎａｋ
ｅｄ）形態で添加されてもよく、例えばエキソヌクレアーゼ及びエンドヌクレアーゼの少
なくともいずれかによるインビボにおける核酸分子の分解を低減或いは防止する安定化形
態で添加されてもよい。
【０１２０】
　例えば、本発明に係る医薬組成物中に薬学的活性成分として含有されているｍＲＮＡは
、上で定義した５’キャップにより安定化されてもよく、これに代えて或いはこれに加え
て少なくとも５０ヌクレオチド、好ましくは少なくとも７０ヌクレオチド、より好ましく
は少なくとも１００ヌクレオチド、特に好ましくは少なくとも２００ヌクレオチドの長さ
の３’末端におけるポリ－Ａテール及びポリ－Ｃテールの少なくともいずれかにより安定
化されてもよい。既に言及したように末端構造はインビボにおいて極めて重要である。Ｒ
ＮＡはこれら末端構造を介してｍＲＮＡとして認識され、分解が制御されている。しかし
これに加えて、ＲＮＡを安定化させる或いは不安定化させる更なるプロセスが存在する。
これらのプロセスの多くは未だに知られていないが、ＲＮＡとタンパク質との間の相互作
用が該プロセスにとって決定的な役割を果たしていると思われることが多い。例えば「ｍ
ＲＮＡサーベイランス系」について最近報告されており（Ｈｅｌｌｅｒｉｎ　ａｎｄ　Ｐ
ａｒｋｅｒ，Ａｎｎ．Ｒｅｖ．Ｇｅｎｅｔ．１９９９，３３：２２９～２６０）、該文献
によると不完全ｍＲＮＡ或いはノンセンス（ｎｏｎ－ｓｅｎｓｅ）ｍＲＮＡは、サイトゾ
ルにおける特定のフィードバックタンパク質相互作用により認識され、分解を受けやすく
なるが、これらのプロセスの大部分はエキソヌクレアーゼにより行われている。
【０１２１】
　本発明に係る医薬組成物中に薬学的活性成分として含有されているｍＲＮＡの安定化は
、同様にカチオン性化合物（具体的にはポリカチオン化合物、例えばポリ（カチオン性）
ペプチド或いはポリ（カチオン性）タンパク質）とｍＲＮＡとの会合、複合体化、及び結
合のいずれかにより実施することができる。具体的には、ポリカチオン性（核酸結合）タ
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ンパク質としてプロタミン、ヌクレオリン、スペルミン、及びスペルミジンのいずれかを
使用することが特に有効である。更に、ポリ－Ｌ－リジン及びヒストンのいずれか等の他
のカチオン性ペプチド或いはカチオン性タンパク質の使用も同様に可能である。ｍＲＮＡ
を安定化させるこの手順は、欧州特許出願公開第１０８３２３２号明細書に記載されてお
り、該明細書の開示はその全文を参照することにより本明細書に援用する。薬学的活性成
分として存在するｍＲＮＡを安定化させるために用いることができる更に好ましいカチオ
ン性物質としては、アジュバントに関連して本明細書に開示されるカチオン性化合物が挙
げられ、該化合物は本発明の核酸分子のデポー及び送達に好適であり、例えばカチオン性
多糖類（例えばキトサン、ポリブレン、ポリエチレンイミン（ＰＥＩ）、及びポリ－Ｌ－
リジン（ＰＬＬ）のいずれか等）等である。アジュバント形態の式（Ｉ）、（Ｉａ）、（
ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれか
で表される脂質修飾核酸分子の細胞透過性の改善における作用とは別に（この作用は既に
有利であることが示されている）、ｍＲＮＡとカチオン性化合物（例えば脂質系複合体化
剤としてのオリゴフェクタミン等のカチオン性タンパク質或いはカチオン性脂質）との会
合或いは複合体化は、薬学的活性成分として存在しているｍＲＮＡの治療される細胞への
移動、或いは治療される生物への移動を増加させることが好ましい。複合体化による本発
明の核酸分子に対する安定化効果（同様にｍＲＮＡの安定化にも該当する）に関しても本
明細書の開示で言及する。
【０１２２】
　本発明に係る医薬組成物中の薬学的活性成分としてのｍＲＮＡを安定化させるための別
のアプローチは、所謂不安定化配列エレメント（ＤＳＥ）の除去する或いは変化させるこ
とによりｍＲＮＡの配列をターゲティングして変化させることである。シグナルタンパク
質は、特に真核生物のｍＲＮＡに存在するこれら不安定化配列エレメント（ＤＳＥ）に結
合し、インビボにおけるｍＲＮＡの酵素的分解を制御することができる。それ故、更に薬
学的活性成分として存在しているｍＲＮＡを安定化させるために、野生型ｍＲＮＡの対応
する領域と比べて１以上の変化をもたらし、その結果不安定化配列エレメントをなくすこ
とが好ましい。無論本発明に従ってｍＲＮＡから非翻訳領域（３’－ＵＴＲ及び５’－Ｕ
ＴＲの少なくともいずれか）に任意的に存在するＤＳＥを排除することも同様に好ましい
。上記ＤＳＥの例はＡＵリッチ配列（「ＡＵＲＥＳ」）であり、該配列は多数の不安定ｍ
ＲＮＡの３’－ＵＴＲセクションに存在する（Ｃａｐｕｔ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎ
ａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　１９８６，８３：１６７０～１６７４）。それ故、
薬学的活性成分として用いられているｍＲＮＡは、如何なる該不安定化配列をも含有しな
いように野生型ｍＲＮＡと比べて修飾されることが好ましい。これはまた存在する可能性
のあるエンドヌクレアーゼにより認識される配列モチーフ、例えば配列ＧＡＡＣＡＡＧ（
トランスフェリン受容体をコードしている遺伝子の３’－ＵＴＲセグメント中に含まれて
いる）にも当てはまる（Ｂｉｎｄｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，ＥＭＢＯ　Ｊ．１９９４，１３：
１９６９～１９８０）。該配列モチーフもまた、本発明に係る脂質修飾核酸分子から排除
されることが好ましい。
【０１２３】
　本発明に係る医薬組成物中における薬学的活性成分としてのｍＲＮＡは、例えばリボソ
ーム結合部位（Ｋｏｚａｋ配列：ＧＣＣＧＣＣＡＣＣＡＵＧＧ（配列番号１１１）、ＡＵ
Ｇは開始コドンを形成する）にリボソームを有効に結合させる方法で、（望ましい場合の
ある）効率的に翻訳させるために更に修飾されてもよい。これに関連して、該位置の周辺
でＡ／Ｕ含量を増加させることによりリボソームのｍＲＮＡへの効率的結合が可能になる
ことが既に示されている。
【０１２４】
　更に、１以上の所謂ＩＲＥＳ（内部リボソーム侵入部位（１及び複数のいずれか））（
配列）を薬学的活性成分として用いられているｍＲＮＡに導入することも可能である。従
って、ＩＲＥＳはリボソーム結合部位として機能することができるだけでなく、リボソー
ムによって互いに独立して翻訳される複数のペプチド或いはポリペプチドをコードしてい
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るｍＲＮＡ（「マルチシストロンｍＲＮＡ」）を提供するよう機能することもできる。本
発明に従って用いることができるＩＲＥＳ配列の例は、ピコルナウイルス（例えばＦＭＤ
Ｖ）、ペストウイルス（ＣＦＦＶ）、ポリオウイルス（ＰＶ）、脳心筋炎ウイルス（ＥＣ
ＭＶ）、口蹄疫ウイルス（ＦＭＤＶ）、Ｃ型肝炎ウイルス（ＨＣＶ）、通常（ｃｏｎｖｅ
ｎｔｉｏｎａｌ）ブタコレラウイルス（ＣＳＦＶ）、マウス白斑病ウイルス（ＭＬＶ）、
サル免疫不全ウイルス（ＳＩＶ）、或いはコオロギ麻痺ウイルス（ＣｒＰＶ）に由来する
ものである。
【０１２５】
　本発明に係る医薬組成物中に薬学的活性成分として任意的に用いられているｍＲＮＡは
、サイトゾルにおけるｍＲＮＡの半減期を延長することができる５’非翻訳領域安定化配
列及び３’非翻訳領域安定化配列を同様に含んでいてもよい。これら安定化配列は、ウイ
ルス、細菌、及び真核生物中に存在する生体が本来有する配列と１００％の配列相同性を
示してもよいが、部分的に或いは全体的に合成配列であってもよい。本発明で用いること
ができる安定化配列の例として、例えばヒト或いはアフリカツメガエルのβ－グロビン遺
伝子の非翻訳領域（ＵＴＲ）に言及してもよい。安定化配列の別の例は、一般式（Ｃ／Ｕ
）ＣＣＡＮｘＣＣＣ（Ｕ／Ａ）ＰｙｘＵＣ（Ｃ／Ｕ）ＣＣ（配列番号１１２）を有する配
列であり、該配列はα－グロビン、α－（Ｉ）－コラーゲン、１５－リポキシゲナーゼ、
及びチロシンヒドロキシラーゼをコードしている非常に安定なｍＲＮＡの３’－ＵＴＲに
含まれている（Ｈｏｌｃｉｋ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．
ＵＳＡ　１９９７，９４：２４１０～２４１４を参照）。無論該安定化配列は、個別に、
互いに組み合わせて、或いは当業者に既知である他の安定化配列と組み合わせて用いるこ
とができる。
【０１２６】
　最終的に所望の翻訳産物を更に増加させるために、薬学的活性成分として用いられてい
るｍＲＮＡは、対応する野生型ｍＲＮＡと比べて以下の変更を行うことができ、該修正は
代替方法として存在してもよく、互いに組み合わせてもよい。他方、あるペプチド及びポ
リペプチドのいずれかをコードしている変更されているｍＲＮＡの領域のＧ／Ｃ含量は、
前記ペプチド及びポリペプチドのいずれかをコードしている野生型ｍＲＮＡのコード領域
のＧ／Ｃ含量より多い場合があるが、コードされているアミノ酸配列は野生型と比べて変
化していない。この変更は、ｍＲＮＡの効率的翻訳にとって該ｍＲＮＡの安定性が重要で
あるという事実に基づいている。各種ヌクレオチドの組成及び配列はｍＲＮＡの安定性に
ついて大きな比重を占めている。具体的には、Ｇ（グアノシン（グアニン））／Ｃ（シチ
ジン（シトシン））含量の多い配列は、Ａ（アデノシン（アデニン））／Ｕ（ウリジン（
ウラシル））含量の多い配列より安定である。従って本発明によれば、翻訳されたアミノ
酸配列を保持しながら、より多くのＧ／Ｃヌクレオチドを含有するように野生型ｍＲＮＡ
と比べてコドンを変更する。幾つかのコドンが同種のアミノ酸をコードしているため（遺
伝子コードの縮重）、安定性に有利なコドンを決定することができる（代替コドンの使用
）。ｍＲＮＡによりコードされているアミノ酸には依存せず、野生型ｍＲＮＡと比べたｍ
ＲＮＡ配列の変更については様々な可能性が考えられる。Ｇ及びＣヌクレオチドのいずれ
かのみを含有しているコドンによりコードされているアミノ酸の場合、コドンの変更は必
要ない。従ってプロリン（ＣＣＣ及びＣＣＧのいずれか）、アルギニン（ＣＧＣ及びＣＧ
Ｇのいずれか）、アラニン（ＧＣＣ及びＧＣＧのいずれか）、及びグリシン（ＧＧＣ及び
ＧＧＧ）のコドンは、Ａ及びＵのいずれも存在しないため如何なる変化も必要としない。
以下の場合では、Ａ及びＵヌクレオチドの少なくともいずれかを含有しているコドンを、
同種のアミノ酸をコードしているがＡ及びＵヌクレオチドの少なくともいずれかを含有し
ていない異なるコドンに置換することにより変更している。例は、ＰｒｏのコドンをＣＣ
Ｕ或いはＣＣＡからＣＣＣ或いはＣＣＧに変更してもよく、ＡｒｇのコドンをＣＧＵ、Ｃ
ＧＡ、ＡＧＡ或いはＡＧＧからＣＧＣ或いはＣＧＧに変更してもよく、Ａｌａのコドンを
ＧＣＵ或いはＧＣＡからＧＣＣ或いはＧＣＧに変更してもよく、ＧｌｙのコドンをＧＧＵ
或いはＧＧＡからＧＧＣ或いはＧＧＧに変更してもよい。他の場合には、Ａ及びＵヌクレ
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オチドをコドンから除去することはできないが、含有されているＡ及びＵヌクレオチドの
少なくともいずれかの数がより少ないコドンを使用することにより、Ａ及びＵ含量を低減
することが可能である。例えば、ＰｈｅのコドンをＵＵＵからＵＵＣに変更してもよく、
ＬｅｕのコドンをＵＵＡ、ＣＵＵ或いはＣＵＡからＣＵＣ或いはＣＵＧに変更してもよく
、ＳｅｒのコドンをＵＣＵ、ＵＣＡ或いはＡＧＵからＵＣＣ、ＵＣＧ或いはＡＧＣに変更
してもよく、ＴｙｒのコドンをＵＡＵからＵＡＣに変更してもよく、終止コドンＵＡＡを
ＵＡＧ或いはＵＧＡに変更してもよく、ＣｙｓのコドンをＵＧＵからＵＧＣに変更しても
よく、ＨｉｓのコドンをＣＡＵからＣＡＣに変更してもよく、ＧｌｎのコドンをＣＡＡか
らＣＡＧに変更してもよく、ＩｌｅのコドンをＡＵＵ或いはＡＵＡからＡＵＣに変更して
もよく、ＴｈｒのコドンをＡＣＵ或いはＡＣＡからＡＣＣ或いはＡＣＧに変更してもよく
、ＡｓｎのコドンをＡＡＵからＡＡＣに変更してもよく、ＬｙｓのコドンをＡＡＡからＡ
ＡＧに変更してもよく、ＶａｌのコドンをＧＵＵ或いはＧＵＡからＧＵＣ或いはＧＵＧに
変更してもよく、ＡｓｐのコドンをＧＡＵからＧＡＣに変更してもよく、Ｇｌｕのコドン
をＧＡＡからＧＡＧに変更してもよい。他方、Ｍｅｔ（ＡＵＧ）及びＴｒｐ（ＵＧＧ）の
コドンの場合は、変更できる配列が存在しない。無論、上に列挙した置換は個別に用いる
ことができるだけでなく、オリジナル配列と比べて、変更されるｍＲＮＡのＧ／Ｃ含量を
増加させるための全ての可能な組み合わせで用いることもできる。従って、例えばオリジ
ナル（野生型）配列中に存在するＴｈｒの全てのコドンをＡＣＣ（或いはＡＣＧ）に変更
することができる。しかし、上記可能な置換の組み合わせ、例えばＴｈｒをコードしてい
るオリジナル配列の全てのコドンのＡＣＣ（或いはＡＣＧ）への置換、及び元来Ｓｅｒを
コードしている全てのコドンのＵＣＣ（或いはＵＣＧ及びＡＧＣのいずれか）への置換；
Ｉｌｅをコードしているオリジナル配列の全てのコドンのＡＵＣへの置換、元来Ｌｙｓを
コードしている全てのコドンのＡＡＧへの置換、及び元来Ｔｙｒをコードしている全ての
コドンのＵＡＣへの置換；Ｖａｌをコードしているオリジナル配列の全てのコドンのＧＵ
Ｃ（或いはＧＵＧ）への置換、元来Ｇｌｕをコードしている全てのコドンのＧＡＧへの置
換、元来Ａｌａをコードしている全てのコドンのＧＣＣ（或いはＧＣＧ）への置換、及び
元来Ａｒｇをコードしている全てのコドンのＣＧＣ（或いはＣＧＧ）への置換；Ｖａｌを
コードしているオリジナル配列の全てのコドンのＧＵＣ（或いはＧＵＧ）への置換、元来
Ｇｌｕをコードしている全てのコドンのＧＡＧへの置換、元来Ａｌａをコードしている全
てのコドンのＧＣＣ（或いはＧＣＧ）への置換、元来Ｇｌｙをコードしている全てのコド
ンのＧＧＣ（或いはＧＧＧ）への置換、及び元来Ａｓｎをコードしている全てのコドンの
ＡＡＣへの置換；Ｖａｌをコードしているオリジナル配列の全てのコドンのＧＵＣ（或い
はＧＵＧ）への置換、元来Ｐｈｅをコードしている全てのコドンのＵＵＣへの置換、元来
Ｃｙｓをコードしている全てのコドンのＵＧＣへの置換、元来Ｌｅｕをコードしている全
てのコドンのＣＵＧ（或いはＣＵＣ）への置換、元来Ｇｌｎをコードしている全てのコド
ンのＣＡＧへの置換、及び元来Ｐｒｏをコードしている全てのコドンのＣＣＣ（或いはＣ
ＣＧ）への置換等を用いることが好ましい。該ペプチド及びポリペプチドのいずれかをコ
ードしているｍＲＮＡの領域（或いは互いの任意的に存在する更なるセクション）のＧ／
Ｃ含量は、対応するペプチド及びポリペプチドのいずれかをコードしている野生型ｍＲＮ
Ａのコード領域のＧ／Ｃ含量と比べて、好ましくは少なくとも７％ポイント、より好まし
くは少なくとも１５％ポイント、特に好ましくは少なくとも２０％ポイント増加し、好ま
しくは少なくとも５０％、より好ましくは少なくとも７０％、最も好ましくは少なくとも
９０％である。これに関連して、上のように変更されたｍＲＮＡのＧ／Ｃ含量は野生型配
列と比べて最大限増加させることが特に好ましい。
【０１２７】
　医薬組成物において薬学的活性成分として用いられるｍＲＮＡの更に好ましい変更は、
翻訳効率がｔＲＮＡの細胞内における存在頻度が異なることによって決定されるという知
見に基づいている。従って所謂「希少（ｒａｒｅ）」コドンがＲＮＡ配列中に数多く存在
する場合、比較的「頻出する」ｔＲＮＡをコードしているコドンが存在する場合よりも対
応するｍＲＮＡの翻訳効率は著しく低い。従って本発明によれば薬学的活性成分として用
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いられているｍＲＮＡのコード領域は、野生型ｍＲＮＡの対応する領域に比べて、細胞内
において比較的希少であるｔＲＮＡをコードしている野生型配列の少なくとも１種のコド
ンを、該比較的希少であるｔＲＮＡと同種アミノ酸を運搬する、細胞内において比較的頻
出するｔＲＮＡをコードしているコドンに置換される方法で変更される。この変更を用い
てＲＮＡ配列は、頻出するｔＲＮＡを利用可能なコドンが導入されるよう変更される。ど
のｔＲＮＡが細胞内において比較的頻出するのか、また対照的にどのｔＲＮＡが比較的希
少なのかは当業者に知られている。例えば、Ａｋａｓｈｉ，Ｃｕｒｒ．Ｏｐｉｎ．Ｇｅｎ
ｅｔ．Ｄｅｖ．２００１，１１（６）：６６０－６６６を参照。この変更を用いて、本発
明に従って、細胞内において比較的希少であるｔＲＮＡをコードしている野生型配列の全
てのコドンを、該比較的希少であるｔＲＮＡと同種のアミノ酸を運搬する、細胞内におい
て比較的頻出するｔＲＮＡをコードしているコドンに置換することが可能である。ｍＲＮ
Ａのコード領域によりコードされている抗原性ペプチド及びポリペプチドのいずれか（１
及び複数のいずれか）のアミノ酸配列を変化させることなしに、上記ｍＲＮＡ中のシーケ
ンシャルなＧ／Ｃ含量増加（特に最大限）を「頻出」コドンと組み合わせることが特に好
ましい。Ｇ／Ｃリッチな／最適化されたｍＲＮＡによりコードし得る好ましい抗原は上に
列挙した抗原である。
【０１２８】
　（本発明の組成物の）第２の実施形態の第４の代替方法によれば、本発明に係る医薬組
成物中に薬学的活性成分として含有されている核酸分子はｄｓＲＮＡ、好ましくはｓｉＲ
ＮＡである。ｄｓＲＮＡ或いはｓｉＲＮＡは、ＲＮＡ干渉現象に関連して特に興味深い。
ＲＮＡ干渉現象は免疫学的研究の過程で注目された。近年では、ＲＮＡに基づく防御機構
が発見されており、この機構は菌界、植物界、及び動物界のいずれにも存在し、「ゲノム
の免疫系」として作用する。該系は、元来互いに独立して様々な種で報告され（最初は線
虫）、後にそのプロセスの根底にある機構が同一であることが同定できた。従って植物に
おけるＲＮＡ媒介性ウイルス耐性、植物におけるＰＴＧＳ（転写後ジーンサイレンシング
）、及び真核生物におけるＲＮＡ干渉は共通の手順に基づいている。ＲＮＡ干渉（ＲＮＡ
ｉ）のインビトロ技術は二本鎖ＲＮＡ分子（ｄｓＲＮＡ）に基づいており、この分子は遺
伝子発現の配列特異的抑制を誘発する（Ｚａｍｏｒｅ（２００１）Ｎａｔ．Ｓｔｒｕｃｔ
．Ｂｉｏｌ．９：７４６－７５０；Ｓｈａｒｐ（２００１）Ｇｅｎｅｓ　Ｄｅｖ．５：４
８５－４９０：Ｈａｎｎｏｎ（２００２）Ｎａｔｕｒｅ４１：２４４－２５１）。哺乳類
細胞に長いｄｓＲＮＡをトランスフェクトすると、タンパク質キナーゼＲ及びＲｎａｓｅ
Ｌが活性化されて、例えばインターフェロン応答等の非特異的作用が生じる（Ｓｔａｒｋ
　ｅｔ　ａｌ．（１９９８）Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．６７：２２７－２６４
；Ｈｅ　ａｎｄ　Ｋａｔｚｅ（２００２）Ｖｉｒａｌ　Ｉｍｍｕｎｏｌ．１５：９５－１
１９）。より短い、例えば２１塩基～２３塩基長の所謂ｓｉＲＮＡ（低分子干渉ＲＮＡ）
を用いるとこれら非特異的作用を避けられる。その理由は、非特異的作用が３０ｂｐより
短いｓｉＲＮＡには誘発されないためである（Ｅｌｂａｓｈｉｒ　ｅｔ　ａｌ．（２００
１）Ｎａｔｕｒｅ　４１１：４９４－４９８）。近年ｄｓＲＮＡ分子はインビボでも用い
られている（ＭｃＣａｆｆｒｅｙ　ｅｔ　ａｌ．（２００２），Ｎａｔｕｒｅ　４１８：
３８－３９；Ｘｉａ　ｅｔ　ａｌ．（２００２），Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈ．２０
：１００６－１０１０；Ｂｒｕｍｍｅｌｋａｍｐ　ｅｔ　ａｌ．（２００２），Ｃａｎｃ
ｅｒ　Ｃｅｌｌ　２：２４３－２４７）。
【０１２９】
　従って、最終的に本発明に係る医薬組成物中で薬学的活性成分として用いられる二本鎖
ＲＮＡ（ｄｓＲＮＡ）は、一般構造５’－（Ｎ１７～２９）－３’（式中、Ｎは任意の塩
基であり、ヌクレオチドを表す）を有する配列を含むことが好ましい。該一般構造は、リ
ボヌクレオチドから構成されている巨大分子を有する二本鎖ＲＮＡから構成されており、
該リボヌクレオチドは五炭糖（リボース或いはデオキシリボース）、有機塩基、及びリン
酸塩を含む。ここでＲＮＡ中の有機塩基は、プリン塩基であるアデノシン（アデニン）（
Ａ）及びグアノシン（グアニン）（Ｇ）と、ピリミジン塩基であるシチジン（シトシン）
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（Ｃ）及びウリジン（ウラシル）（Ｕ）とを含む。最終的に本発明に係る医薬組成物中で
薬学的活性成分として用いられるｄｓＲＮＡは、かかるヌクレオチド或いは配向構造を有
するヌクレオチド類似体を含む。本発明に係る薬学的活性成分として用いられるｄｓＲＮ
Ａは、一般構造５’－（Ｎ１９～２５）－３’（式中、Ｎは任意の塩基である）を有する
ことが好ましく、５’－（Ｎ１９～２４）－３’（式中、Ｎは任意の塩基である）を有す
ることがより好ましく、５’－（Ｎ２１～２３）－３’（式中、Ｎは任意の塩基である）
を有することが更により好ましい。薬学的活性成分として用いられるｄｓＲＮＡのヌクレ
オチドの好ましくは少なくとも９０％、より好ましくは９５％、特に好ましくは１００％
が、（薬学的活性成分として）上に記載した（治療に関連する）タンパク質或いは抗原の
（ｍ）ＲＮＡ配列のあるセクションと相補的である。９０％相補的とは、本発明に従って
用いられるｄｓＲＮＡの長さが例えば２０ヌクレオチドである場合、（ｍ）ＲＮＡ中の対
応するセクションと相補的ではないヌクレオチドが２ヌクレオチド以下であることを意味
する。しかし、本発明に係る医薬組成物中で任意的に用いられている二本鎖ＲＮＡの配列
は、上に薬学的活性成分として記載したタンパク質或いは抗原の（ｍ）ＲＮＡ中のあるセ
クションと、その一般構造において完全に相補的であることが好ましい。
【０１３０】
　原則として（ｍ）ＲＮＡのコード領域中に存在する１７塩基対～２９塩基対、好ましく
は１９塩基対～２５塩基対の長さを有する全てのセクションが、最終的に本発明に係る医
薬組成物中で薬学的活性成分として用いられるｄｓＲＮＡの標的配列として機能し得る。
同様に薬学的活性成分として用いられるｄｓＲＮＡはまたコード領域に存在しない（薬学
的活性成分として）上に記載した（治療に関連する）タンパク質或いは抗原のヌクレオチ
ド配列を対象とすることもできるため、特に（ｍ）ＲＮＡの５’非コード領域、例えば制
御機能を有する（ｍ）ＲＮＡの非コード領域のヌクレオチド配列を対象とすることもでき
る。従って上に記載したタンパク質或いは抗原の薬学的活性成分として用いられるｄｓＲ
ＮＡの標的配列は、（ｍ）ＲＮＡの翻訳領域、（ｍ）ＲＮＡの非翻訳領域、及び調節エレ
メントの領域の少なくともいずれかに存在し得る。本発明に係る医薬組成物中で薬学的活
性成分として用いられるｄｓＲＮＡの標的配列はまた、非翻訳配列と翻訳配列とにまたが
って存在することができ、具体的には標的配列は（ｍ）ＲＮＡのコード領域の開始トリプ
レットの少なくとも１ヌクレオチド上流を含んでいてもよい。
【０１３１】
　最終的に本発明に係る医薬組成物中で薬学的活性成分として用いられるｄｓＲＮＡ中に
修飾ヌクレオチドが存在することが好ましい場合もある。表現「修飾ヌクレオチド」は、
本発明によれば対象とするヌクレオチドが化学的に修飾されていることを意味する。当業
者は「化学的修飾」という表現により、修飾ヌクレオチドが１以上の原子或いは原子団の
置換、付加、或いは除去により天然に存在するヌクレオチドと比べて変化していることを
理解する。本発明に従って用いられるｄｓＲＮＡ中の少なくとも１個の修飾ヌクレオチド
は、一方では安定性のために機能し、他方では解離を防ぐために機能する。本発明に従っ
て用いられるｄｓＲＮＡ中の好ましくは２個～１０個、より好ましくは２個～５個のヌク
レオチドが修飾されている。二本鎖構造のｄｓＲＮＡのヌクレオチドの少なくとも１個の
２’－ヒドロキシ基が、化学基、好ましくは２’－アミノ基或いは２’－メチル基によっ
て置換されていることが有利である。二本鎖構造のうち少なくとも１本の鎖における少な
くとも１個のヌクレオチドが、化学的に修飾されている糖環、好ましくは２’－Ｏ、４’
－Ｃ－メチレン架橋により化学的に修飾されている糖環を有する所謂「ロックトヌクレオ
チド」であってもよい。本発明に従って用いられるｄｓＲＮＡのうち幾つかのヌクレオチ
ドがロックトヌクレオチドであることが有利である。更に、本発明に従って用いられるｄ
ｓＲＮＡの骨格を修飾することにより、その早発性分解を防ぐことができる。これに関連
してホスホロチオエート、２’－Ｏ－メチル－ＲＮＡ、ＬＮＡ、ＬＮＡ／ＤＮＡギャップ
マー等の形態に修飾されており、それによりインビボにおける半減期の長いｄｓＲＮＡが
特に好ましい。
【０１３２】
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　細胞内における分解或いは個々の鎖への解離に対抗するため、特にヌクレアーゼによる
早発性分解を避けるために、本発明に係る医薬組成物中で薬学的活性成分として用いられ
る二本鎖ＲＮＡ（ｄｓＲＮＡ）の末端は修飾されていることが好ましい場合がある。ｄｓ
ＲＮＡの個々の鎖の通常は不所望である解離は、特に低濃度のｄｓＲＮＡ及び短鎖長ｄｓ
ＲＮＡのいずれかを用いたときに生じる。該解離を特に有効に阻害するために、本発明に
従って用いられるｄｓＲＮＡの二本鎖構造の（ヌクレオチド対の作用による）結合力（ｃ
ｏｈｅｓｉｏｎ）は、少なくとも１個、好ましくは１超の化学的結合（１及び複数のいず
れか）により増加し得る。解離の減少している本発明に係る医薬組成物中で薬学的活性成
分として用いられるｄｓＲＮＡは、細胞内、生体内（インビボ）、或いはエキソビボにお
ける酵素的分解及び化学的分解に対する安定性が増しており、従って半減期が長い。本発
明に従って用いられるｄｓＲＮＡの細胞内における早発性分解を防ぐための更なる可能な
方法は、鎖の各末端にヘアピンループ（１及び複数のいずれか）を形成することからなる
。従って具体的な実施形態では、本発明に係る医薬組成物中で用いられるｄｓＲＮＡは解
離速度を緩徐にするためにヘアピン構造を有する。かかる構造では、ループ構造は５’末
端及び３’末端の少なくともいずれかに形成されることが好ましい。かかるループ構造は
水素結合を有さず、従って典型的にはヌクレオチド対間に相補性は存在しない。典型的に
はかかるループは、少なくとも５、好ましくは少なくとも７ヌクレオチドの長さを有し、
その方法で本発明に従って用いられるｄｓＲＮＡの２本の相補的個別鎖を結合させる。鎖
の解離を防ぐために、本発明に従って用いられるｄｓＲＮＡの２本の鎖のヌクレオチドは
同様に、例えば任意的に修飾されているヌクレオチドにより塩基間の水素架橋結合能を高
めることにより、水素架橋結合を強化するよう修飾されることが好ましい場合がある。結
果として鎖間相互作用の安定性が増し、ｄｓＲＮＡはＲＮａｓｅによる攻撃から保護され
る。
【０１３３】
　特に好ましい実施形態によれば、本発明に係る医薬組成物中で薬学的活性成分として用
いられるｄｓＲＮＡは、上記タンパク質或いは抗原の（ｍ）ＲＮＡを対象とする。その結
果用いられるｄｓＲＮＡは、細胞内の上記タンパク質或いは抗原の翻訳を少なくとも５０
％、より好ましくは６０％、更により好ましくは７０％、最も好ましくは少なくとも９０
％抑制することが好ましい。即ち細胞は、天然に存在する（本発明に従って用いられるｄ
ｓＲＮＡで処理することなしに）細胞内濃度の半分以下の上記タンパク質或いは抗原を含
有することが好ましい。本発明に従って用いられるｄｓＲＮＡ分子を添加した後の細胞内
におけるこれらタンパク質或いは抗原の翻訳抑制は、該分子により引き起こされるＲＮＡ
干渉現象に基づいている。ＲＮＡ干渉現象を誘発する、本発明に従って用いられるｄｓＲ
ＮＡ、所謂ｓｉＲＮＡは、上記タンパク質或いは抗原の（ｍ）ＲＮＡに結合することがで
きる。本発明に従って用いられるｄｓＲＮＡにより細胞内で誘発される翻訳抑制の測定或
いは実証は、ノーザンブロットにより、定量リアルタイムＰＣＲにより、或いは上記タン
パク質或いは抗原に対する特異的抗体を用いてタンパク質レベルで行うことができる。最
終的に本発明に係る医薬組成物中で薬学的活性成分として用いられるｄｓＲＮＡ、及び対
応するｓｉＲＮＡは、当業者に既知であるプロセスにより調製することができる。
【０１３４】
　本発明の（第１の実施形態或いは第２の実施形態に係る）医薬組成物は、典型的には（
適合性）薬学的に許容される担体を含有する。本明細書で用いられる「（適合性）薬学的
に許容される担体」という表現は、組成物の液体基剤或いは非液体基剤を含むことが好ま
しい。本明細書で使用するとき「適合性」という用語は、通常の使用条件下で組成物の薬
学的有効性を実質的に低下させる相互作用が生じないように、薬学的活性成分、免疫賦活
剤或いはアジュバントとしての本発明の核酸分子、及び別の成分と、医薬組成物の成分を
混合できることを意味する。無論薬学的に許容される担体は、治療されるヒトへの投与に
好適であるよう十分高純度且つ十分低毒性でなければならない。
【０１３５】
　組成物が液体形態で提供される場合、薬学的に許容される担体は、典型的には１以上の
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（適合性）薬学的に許容される液体担体を含む。組成物は、（適合性）薬学的に許容され
る液体担体として、例えば発熱物質を含まない水、等張生理食塩水、緩衝（水）溶液（例
えば、リン酸緩衝液、クエン酸緩衝液等）、緩衝溶液、植物油（例えばラッカセイ油、綿
実油、ゴマ油、オリーブ油、コーン油、及びカカオ脂等）、ポリオール（例えばポリプロ
ピレングリコール、グリセロール、ソルビトール、マンニトール、及びポリエチレングリ
コール等）、アルギン酸等を含んでいてもよい。特に本発明の医薬組成物を注入する場合
、ナトリウム塩、好ましくは少なくとも５０ｍＭのナトリウム塩、カルシウム塩、好まし
くは少なくとも０．０１ｍＭのカルシウム塩、及び任意的にカリウム塩、好ましくは少な
くとも３ｍＭのカリウム塩を含有している緩衝液、好ましくは緩衝水溶液を用いてもよい
。好ましい実施形態によれば、ナトリウム塩、カルシウム塩、及び任意的にカリウム塩は
、それらのハロゲン化物形態、例えば塩化物、ヨウ化物、或いは臭化物として存在しても
よく、それらの水酸化物、炭酸塩、炭酸水素塩、及び硫酸塩のいずれか等の形態で存在し
てもよい。これらに限定されるものではないが、ナトリウム塩の例としては、例えばＮａ
Ｃｌ、ＮａＩ、ＮａＢｒ、Ｎａ２ＣＯ３、ＮａＨＣＯ３、Ｎａ２ＳＯ４が挙げられ、任意
的カリウム塩の例としては、例えばＫＣｌ、ＫＩ、ＫＢｒ、Ｋ２ＣＯ３、ＫＨＣＯ３、Ｋ

２ＳＯ４が挙げられ、カルシウム塩の例としては、例えばＣａＣｌ２、ＣａＩ２、ＣａＢ
ｒ２、ＣａＣＯ３、ＣａＳＯ４、Ｃａ（ＯＨ）２が挙げられる。更に、上述のカチオンの
有機アニオンを緩衝液中に含有していてもよい。より好ましい実施形態によれば、上で定
義した注入用途に好適な緩衝液は、塩化ナトリウム（ＮａＣｌ）、塩化カルシウム（Ｃａ
Ｃｌ２）、及び任意的に塩化カリウム（ＫＣｌ）から選択される塩を含有していてもよく
、この緩衝液中には塩化物に加えて更なるアニオンが存在していてもよい。典型的には、
注入用緩衝液中の塩は、少なくとも５０ｍＭの塩化ナトリウム（ＮａＣｌ）、少なくとも
３ｍＭの塩化カリウム（ＫＣｌ）、及び少なくとも０．０１ｍＭの塩化カルシウム（Ｃａ
Ｃｌ２）という濃度で存在する。注入用緩衝液は、特定のレファレンス媒体に対して高張
、等張、或いは低張であってもよく、即ち該緩衝液は特定のレファレンス媒体よりも高い
塩含量、同一の塩含量、或いは低い塩含量を有していてもよく、浸透作用或いは他の濃度
効果による細胞の損傷を導かない濃度の上述の塩を用いることが好ましい。レファレンス
媒体は、例えば「インビボ」法では血液、リンパ液、細胞質液、或いは他の体液等の生体
内に存在する液体であるか、或いは一般的な緩衝液及び液体のいずれか等の「インビトロ
」法でレファレンス媒体として用いることができる液体である。かかる一般的な緩衝液或
いは液体は当業者に既知である。乳酸加リンゲル液が液体基剤として特に好ましい。
【０１３６】
　組成物が固体形態で提供される場合、薬学的に許容される担体は、典型的には１以上の
（適合性）薬学的に許容される固体担体を含む。組成物は、（適合性）薬学的に許容され
る固体担体として例えば１以上の適合性固体充填剤、適合性液体充填剤、或いは希釈剤を
含んでいてもよく、或いはカプセル化されている化合物を同様に用いてもよく、該化合物
がヒトへの投与に好適である。かかる（適合性）薬学的に許容される固体担体の幾つかの
例は、例えばラクトース、グルコース、及びスクロース糖の糖；例えばコーンスターチ或
いはバレイショデンプン等のデンプン；例えばカルボキシメチルセルロースナトリウム、
エチルセルロース、酢酸セルロース等のセルロース及びセルロース誘導体；粉末化トラガ
カン；モルト；ゼラチン：獣脂；例えばステアリン酸、ステアリン酸マグネシウム等の固
体流動促進剤；硫酸カルシウム等である。
【０１３７】
　（適合性）薬学的に許容される担体は、原則として本発明に係る医薬組成物が投与され
る方法に応じて選択される。本発明に係る医薬組成物は、例えば全身に投与されてもよい
。投与経路としては、例えば経口、皮下、静脈内、筋肉内、関節内、滑液包内、基質内、
クモ膜下腔内、肝臓内、病巣内、頭蓋内、経皮、皮内、肺内、腹腔内、手根内、動脈内、
及び舌下への局所経路、並びに鼻腔内経路の少なくともいずれかが挙げられる。用いられ
る医薬組成物の好適な量は、動物モデルを用いたルーチンな実験により決定できる。かか
るモデルとしては、如何なる限定を意味するものでもないが、ウサギ、ヒツジ、マウス、
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ラット、イヌ、及び非ヒト霊長類モデルが挙げられる。注入に好ましい単位剤形としては
、水、生理学的食塩水、或いはこれらの混合物の滅菌溶液が挙げられる。かかる溶液のｐ
Ｈは約７．４に調整すべきである。注入に好適な担体としては、ヒドロゲル、制御放出用
デバイス、遅延放出用デバイス、ポリ乳酸、及びコラーゲン基質が挙げられる。局所適用
に好適な薬学的に許容される担体としては、ローション、クリーム、ゲル等で使用するの
に好適な担体が挙げられる。化合物が経口投与される場合、錠剤、カプセル剤等が好まし
い単位剤形である。経口投与に用いることができる単位剤形を調製するための薬学的に許
容される担体は先行技術で周知である。該担体は、本発明の目的にとって重要ではない味
、コスト、及び保存性等の二次的な検討事項に応じて選択され、当業者であれば容易に行
うことができる。
【０１３８】
　免疫原性を更に高めるために、本発明に係る医薬組成物は１以上の補助物質を更に含有
していてもよい。それによって上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）
、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表さ
れる核酸分子と、上記医薬組成物中に任意的に更に含有されている補助物質と（最終的に
は薬学的活性成分と）の相乗効果が得られることが好ましい。補助物質の様々な種類によ
って、相乗効果についての様々な機序が考えられ得る。例えば樹状細胞（ＤＣ）を成熟さ
せる化合物、例えばリポ多糖類、ＴＮＦ－α、或いはＣＤ４０リガンドが、好適な補助物
質の第１のクラスを形成する。一般に「危険信号」（ＬＰＳ、ＧＰ９６等）、或いはＧＭ
－ＣＦＳ等のサイトカインのような方法で免疫系に影響を及ぼす任意の剤を補助物質とし
て用いることが可能であり、それにより本発明に係る免疫賦活アジュバントにより生じる
免疫反応をターゲティングされた方法で増強すること及び影響を与えることの少なくとも
いずれかである可能になる。特に好ましい補助物質は、免疫反応を促進する、モノカイン
、リンホカイン、インターロイキン、或いはケモカイン等のサイトカインであり、例えば
ＩＬ－１、ＩＬ－２、ＩＬ－３、ＩＬ－４、ＩＬ－５、ＩＬ－６、ＩＬ－７、ＩＬ－８、
ＩＬ－９、ＩＬ－１０、ＩＬ－１２、ＩＬ－１３、ＩＬ－１４、ＩＬ－１５、ＩＬ－１６
、ＩＬ－１７、ＩＬ－１８、ＩＬ－１９、ＩＬ－２０、ＩＬ－２１、ＩＬ－２２、ＩＬ－
２３、ＩＬ－２４、ＩＬ－２５、ＩＬ－２６、ＩＬ－２７、ＩＬ－２８、ＩＬ－２９、Ｉ
Ｌ－３０、ＩＬ－３１、ＩＬ－３２、ＩＬ－３３、ＩＮＦ－α、ＩＦＮ－β、ＩＮＦ－γ
、ＧＭ－ＣＳＦ、Ｇ－ＣＳＦ、Ｍ－ＣＳＦ、ＬＴ－β、ＴＮＦ－α、ｈＧＨ等の成長因子
である。
【０１３９】
　本発明に係る医薬組成物中に含まれていてもよい更なる添加剤は、例えばＴｗｅｅｎ（
登録商標）等の乳化剤、例えばラウリル硫酸ナトリウム等の湿潤剤、着色剤、風味付与剤
、薬学的担体、錠剤形成剤、安定剤、抗酸化剤、防腐剤である。
【０１４０】
　本発明に係る医薬組成物（第１の実施形態（薬学的活性成分を含まない）及び第２の実
施形態（薬学的活性成分を含む））はまた、アジュバントを更に含有していてもよい。従
って、免疫賦活剤として或いはアジュバントとしての（本発明の医薬組成物の第２の実施
形態の場合）上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（
ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子は、
更なる免疫賦活剤／アジュバントと組み合わせてもよい。本発明の範囲内ではこれらの目
的に好適な剤／アジュバントは、具体的には本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）
、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表さ
れる（修飾されている、或いは修飾されていない）核酸分子の生物学的性質（１及び複数
のいずれか）を（１以上の機序により）増強する化合物である、即ち具体的には本発明に
係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩ
Ｉｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の免疫賦活作用を強化する化合物である
。本発明に従って用いることができる剤／アジュバントの例としては、如何なる限定を意
味するものでもないが、例えばプロタミン、ヌクレオリン、スペルミン、スペルミジン等
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の上記安定化カチオン性ペプチド及びポリペプチドのいずれか、カチオン性多糖類、特に
キトサン、ＴＤＭ、ＭＤＰ、ムラミルジペプチド、プルロニクス、アルミニウム溶液（ａ
ｌｕｍ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ）、水酸化アルミニウム、ＡＤＪＵＭＥＲ（商標）（ポリホス
ファゼン）；リン酸アルミニウムゲル；藻類由来のグルカン；アルガムリン；水酸化アル
ミニウムゲル（アルム）；タンパク質高吸着性水酸化アルミニウムゲル；低粘度水酸化ア
ルミニウムゲル；ＡＦ及びＳＰＴのいずれか（スクアラン（５％）、Ｔｗｅｅｎ８０（０
．２％）、Ｐｌｕｒｏｎｉｃ　Ｌ１２１（１．２５％）、リン酸緩衝生理食塩水のエマル
ション、ｐＨ７．４）；ＡＶＲＩＤＩＮＥ（商標）（プロパンジアミン）；ＢＡＹ　Ｒ１
００５（商標）（（Ｎ－（２－デオキシ－２－Ｌ－ロイシルアミノ－ｂ－Ｄ－グルコピラ
ノシル）－Ｎ－オクタデシルドデカノイル－アミドヒドロアセテート）；ＣＡＬＣＩＴＲ
ＩＯＬ（商標）（１，２５－ジヒドロキシ－ビタミンＤ３）；リン酸カルシウムゲル；Ｃ
ＡＰＴＭ（リン酸カルシウムナノ粒子）；コレラホロトキシン、コレラ毒素－Ａ１－タン
パク質－Ａ－Ｄ－フラグメント融合タンパク質、前記コレラ毒素のサブユニットＢ；ＣＲ
Ｌ　１００５（ブロックコポリマーＰ１２０５）；サイトカイン含有リポソーム；ＤＤＡ
（ジメチルジオクタデシルアンモニウムブロミド）；ＤＨＥＡ（デヒドロエピアンドロス
テロン）；ＤＭＰＣ（ジミリストイルホスファチジルコリン）；ＤＭＰＧ　（ジミリスト
イルホスファチジルグリセロール）；ＤＯＣ／アルム複合体（デオキシコール酸ナトリウ
ム塩）；フロイント完全アジュバント；フロイント不完全アジュバント；ガンマイヌリン
；Ｇｅｒｂｕアジュバント（（ｉ）Ｎ－アセチルグルコサミニル－（Ｐ１－４）－Ｎ－ア
セチルムラミル－Ｌ－アラニル－Ｄ－グルタミン（ＧＭＤＰ）と、（ｉｉ）ジメチルジオ
クタデシルアンモニウムクロリド（ＤＤＡ）と、（ｉｉｉ）亜鉛－Ｌ―プロリン塩複合体
（ＺｎＰｒｏ－８）との混合物；ＧＭ－ＣＳＦ）；ＧＭＤＰ（Ｎ－アセチルグルコサミニ
ル－（ｂ１－４）－Ｎ－アセチルムラミル－Ｌ－アラニル－Ｄ－イソグルタミン）；イミ
キモド（１－（２－メチプロピル）－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミ
ン）；ＩｍｍＴｈｅｒ（商標）（Ｎ－アセチルグルコサミニル－Ｎ－アセチルムラミル－
Ｌ－Ａｌａ－Ｄ－イソＧｌｕ－Ｌ－Ａｌａ－グリセロールジパルミテート）；ＤＲＶ（脱
水－再水和小胞から調製された免疫リポソーム）；インターフェロン－γ；インターロイ
キン－１β；インターロイキン－２；インターロイキン－７；インターロイキン１２；Ｉ
ＳＣＯＭＳ（商標）（「免疫賦活複合体）」）；ＩＳＣＯＰＲＥＰ　７．０．３．（商標
）；リポソーム；ＬＯＸＯＲＩＢＩＮＥ（商標）（７－アリル－８－オキソグアノシン）
；ＬＴ経口アジュバント（大腸菌に対して不安定なエンテロトキシン－プロトキシン）；
任意の組成のミクロスフィア及び微粒子；ＭＦ５９（商標）；（スクアレン－水エマルシ
ョン）；ＭＯＮＴＡＮＩＤＥ　ＩＳＡ　５１（商標）（精製不完全フロイントアジュバン
ト）；ＭＯＮＴＡＮＩＤＥ　ＩＳＡ　７２０（商標）（代謝可能なオイルアジュバント）
；ＭＰＬ（商標）（３－Ｑ－デサシル－４’－モノホスホリルリピドＡ）；ＭＴＰ－ＰＥ
及びＭＴＰ－ＰＥリポソーム（（Ｎ－アセチル－Ｌ－アラニル－Ｄ－イソグルタミニル－
Ｌ―アラニン－２－（１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－（ヒドロキシホス
ホリルオキシ））エチルアミド，一ナトリウム塩）；ＭＵＲＡＭＥＴＩＤＥ（商標）（Ｎ
ａｃ－Ｍｕｒ－Ｌ－Ａｌａ－Ｄ－Ｇｌｎ－ＯＣＨ３）；ＭＵＲＡＰＡＬＭＩＴＩＮＥ（商
標）及びＤ－ＭＵＲＡＰＡＬＭＩＴＩＮＥ（商標）（Ｎａｃ－Ｍｕｒ－Ｌ－Ｔｈｒ－Ｄ－
イソＧｌｎ－ｓｎ－グリセロールジパルミトイル）；ＮＡＧＯ（ノイラミニダーゼ－ガラ
クトースオキシダーゼ）；任意の組成のナノスフェア及びナノ粒子のいずれか；ＮＩＳＶ
（非イオン界面活性剤小胞）；ＰＬＥＵＲＡＮ（商標）（β－グルカン）；ＰＬＧＡ、Ｐ
ＧＡ、及びＰＬＡ（乳酸とグリコール酸とのコポリマー、乳酸ホモポリマー、及びグリコ
ール酸ホモポリマー；ミクロスフィア及びナノスフェア）；ＰＬＵＲＯＮＩＣ　Ｌ１２１
（商標）；ＰＭＭＡ（ポリメチルメタクリレート）；ＰＯＤＤＳ（商標）（プロテイノイ
ドミクロスフィア）；ポリエチレンカルバメート誘導体；ポリ－ｒＡ：ポリ－ｒＵ（ポリ
アデニル酸－ポリウリジル酸複合体）；ポリソルベート８０（Ｔｗｅｅｎ８０）；タンパ
ク質コキレート（Ａｖａｎｔｉ　Ｐｏｌａｒ　Ｌｉｐｉｄｓ，Ｉｎｃ．，Ａｌａｂａｓｔ
ｅｒ，ＡＬ）；ＳＴＩＭＵＬＯＮ（商標）（ＱＳ－２１）；Ｑｕｉｌ－Ａ（Ｑｕｉｌ－Ａ
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サポニン）；Ｓ－２８４６３（４－アミノ－ｏｔｅｃ－ジメチル－２－エトキシメチル－
１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－エタノール）；ＳＡＦ－１（商標）（「Ｓ
ｙｎｔｅｘ社のアジュバント製剤」）；センダイプロテオリポソーム及びセンダイ含有脂
質マトリックス；Ｓｐａｎ－８５（ソルビタントリオレエート）；Ｓｐｅｃｏｌ（Ｍａｒ
ｃｏｌ５２、Ｓｐａｎ－８５、及びＴｗｅｅｎ８５のエマルション）；スクアレン或いは
Ｒｏｂａｎｅ（登録商標）（２，６，１０，１５，１９，２３－ヘキサメチルテトラコサ
ン、及び２，６，１０，１５，１９，２３－ヘキサメチル－２，６，１０，１４，１８，
２２－テトラコサヘキサン）；ステアリルチロシン（オクタデシルチロシン塩酸塩）；Ｔ
ｈｅｒａｍｉｄ（登録商標）（Ｎ－アセチルグルコサミニル－Ｎ－アセチルムラミル－Ｌ
－Ａｌａ－Ｄ－イソＧｌｕ－Ｌ－Ａｌａ－ジパルミトキシプロピルアミド）；トレオニル
－ＭＤＰ（Ｔｅｒｍｕｒｔｉｄｅ（商標）或いは［ｔｈｒ　１］－ＭＤＰ；Ｎ－アセチル
ムラミル－Ｌ－トレオニル－Ｄ－イソグルタミン）；Ｔｙ粒子（Ｔｙ－ＶＬＰ或いはウイ
ルス様粒子）；Ｗａｌｔｅｒ－Ｒｅｅｄリポソーム（水酸化アルミニウム上に吸着されて
いるリピドＡを含んでいるリポソーム）等が挙げられる。Ｐａｍ３Ｃｙｓ等のリポペプチ
ドも同様に、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（
ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される本発明の核酸
分子と免疫賦活アジュバントの形態で組み合わせるのに特に好適である（Ｄｅｒｅｓ　ｅ
ｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ　１９８９，３４２：５６１－５６４参照）。
【０１４１】
　上述のアジュバントは、デポー及び送達に好適なアジュバント、同時賦活に好適なアジ
ュバント、拮抗剤として好適なアジュバント等を含む幾つかのクラスに分類することがで
きる。デポー及び送達に好適な好ましいアジュバントとしては、例えばＡｄｊｕ－ｐｈｏ
ｓ、Ａｌｈｙｄｒｏｇｅｌ、Ｒｅｈｙｄｒａｇｅｌ等のアルミニウム塩類、ＣＦＡ、ＳＡ
Ｆ、ＩＦＡ、ＭＦ５９、Ｐｒｏｖａｘ、ＴｉｔｅｒＭａｘ、Ｍｏｎｔａｎｉｄｅ、Ｖａｘ
ｆｅｃｔｉｎ等のエマルション、Ｏｐｔｉｖａｘ（ＣＲＬ１００５）、Ｌ１２１、Ｐｏｌ
ｏａｘｍｅｒ４０１０）等のコポリマー、Ｓｔｅａｌｔｈ等のリポソーム、ＢＩＯＲＡＬ
等のコキレート（ｃｏｃｈｌｅａｔｅ）、ＱＳ２１、Ｑｕｉｌ　Ａ、Ｉｓｃｏｍａｔｒｉ
ｘ、ＩＳＣＯＭ等の植物由来のアジュバントを挙げることができる。同時賦活に好適な好
ましいアジュバントとしては、例えばＴｏｍａｔｉｎｅ、ＰＬＧ、ＰＭＭ、イヌリン等の
生体高分子、Ｒｏｍｕｒｔｉｄｅ、ＤＥＴＯＸ、ＭＰＬ、ＣＷＳ、マンノース、ＣｐＧ７
９０９、ＩＳＳ－１０１８、ＩＣ３１、イミダゾキノリン、Ａｍｐｌｉｇｅｎ、Ｒｉｂｉ
５２９、ＩＭＯｘｉｎｅ、ＩＲＩＶ、ＶＬＰ、コレラ毒素、熱不安定性毒素、Ｐａｍ３Ｃ
ｙｓ、フラゲリン、ＧＰＩアンカー、ＬＮＦＰＩＩＩ／Ｌｅｗｉｓ　Ｘ、抗微生物ペプチ
ド、ＵＣ－１Ｖ１５０、ＲＳＶ融合タンパク質、ｃｄｉＧＭＰ等の微生物由来のアジュバ
ントを挙げることができる。拮抗剤として好適な好ましいアジュバントは、例えばＣＧＲ
Ｐ神経ペプチド等を挙げることができる。
【０１４２】
　デポー及び送達に好適なアジュバントとしてはプロタミン、ヌクレオリン、スペルミン
、スペルミジン、及び他のカチオン性ペプチド或いはカチオン性タンパク質のいずれかを
含むカチオン性化合物或いはポリカチオン性化合物、例えばポリ－Ｌ－リジン（ＰＬＬ）
、ポリアルギニン、塩基性ポリペプチド、ＨＩＶ結合ペプチド、Ｔａｔ、ＨＩＶ－１　Ｔ
ａｔ（ＨＩＶ）、Ｔａｔ由来ペプチド、Ｐｅｎｅｔｒａｔｉｎ、ＶＰ２２由来ペプチド或
いは類似ペプチドを含む細胞透過性ペプチド（ＣＰＰ）、ＨＳＶ　ＶＰ２２（単純ヘルペ
ス）、ＭＡＰ、ＫＡＬＡ、或いはタンパク質伝達ドメイン（ＰＴＤ）、ＰｐＴ６２０、プ
ロリンリッチペプチド、アルギニンリッチペプチド、リジンリッチペプチド、ＭＰＧ－ペ
プチド（１及び複数のいずれか）、Ｐｅｐ－１、Ｌ－オリゴマー、カルシトニンペプチド
（１及び複数のいずれか）、アンテナペディア由来ペプチド（特にショウジョウバエのア
ンテナペディア由来）、ｐＡｎｔｐ、ｐＩｓｌ、ＦＧＦ、ラクトフェリン、Ｔｒａｎｓｐ
ｏｒｔａｎ、Ｂｕｆｏｒｉｎ－２、Ｂａｃ７１５－２４、ＳｙｎＢ、ＳｙｎＢ（１）、ｐ
ＶＥＣ、ｈＣＴ－由来ペプチド、ＳＡＰ、プロタミン、スペルミン、スペルミジン、或い
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はヒストンが特に好ましい。これに加えて、好ましいカチオン性タンパク質、ポリカチオ
ン性タンパク質、カチオン性ペプチド、或いはポリカチオン性ペプチドは、以下の全式を
有する以下のタンパク質及びペプチドのいずれかから選択することができる：（Ａｒｇ）

ｌ；（Ｌｙｓ）ｍ；（Ｈｉｓ）ｎ；（Ｏｒｎ）ｏ；（Ｘａａ）ｘ（式中、ｌ＋ｍ＋ｎ＋ｏ
＋ｘは８～１５であり、ｌ、ｍ、ｎ、及びｏは互いに独立して０、１、２、３、４、５、
６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、或いは１５から選択される任意の数で
あってもよいが、但しＡｒｇ、Ｌｙｓ、Ｈｉｓ及びＯｒｎの総含量は該オリゴペプチドの
全アミノ酸の少なくとも５０％であり、ＸａａはＡｒｇ、Ｌｙｓ、Ｈｉｓ或いはＯｒｎを
除くネイティブ（天然に存在する）アミノ酸及び非ネイティブアミノ酸から選択される任
意のアミノ酸であってもよく、ｘは０、１、２、３、或いは４から選択される任意の数で
あってもよいが、但しＸａａの総含量は該オリゴペプチドの全アミノ酸の５０％を超えな
い）。この状況において特に好ましいオリゴアルギニンは、例えばＡｒｇ７、Ａｒｇ８、
Ａｒｇ９、Ａｒｇ７、Ｈ３Ｒ９、Ｒ９Ｈ３、Ｈ３Ｒ９Ｈ３、ＹＳＳＲ９ＳＳＹ、（ＲＫＨ
）４、Ｙ（ＲＫＨ）２Ｒ等である。アジュバントとして用いることができる更に好ましい
カチオン性化合物或いはポリカチオン性化合物としては、カチオン性多糖類、例えばキト
サン、ポリブレン、カチオン性ポリマー、例えばポリエチレンイミン（ＰＥＩ）、カチオ
ン性脂質、例えばＤＯＴＭＡ：[１－（２，３－シオレイルオキシ）プロピル）]－Ｎ，Ｎ
，Ｎ－トリメチルアンモニウムクロリド、ＤＭＲＩＥ、ジ－Ｃ１４－アミジン、ＤＯＴＩ
Ｍ、ＳＡＩＮＴ、ＤＣ－Ｃｈｏｌ、ＢＧＴＣ、ＣＴＡＰ、ＤＯＰＣ、ＤＯＤＡＰ、ＤＯＰ
Ｅ：ジオレイルホスファチジルエタノールアミン、ＤＯＳＰＡ、ＤＯＤＡＢ、ＤＯＩＣ、
ＤＭＥＰＣ、ＤＯＧＳ：ジオクタデシルアミドグリシルスペルミン、ＤＩＭＲＩ：ジミリ
スト－オキシプロピルジメチルヒドロキシエチルアンモニウムブロミド、ＤＯＴＡＰ：ジ
オレオイルオキシ－３－（トリメチルアンモニオ）プロパン、ＤＣ－６－１４：Ｏ，Ｏ－
ジテトラデカノイル－Ｎ－（α－トリメチルアンモニオアセチル）ジエタノールアミンク
ロリド、ＣＬＩＰ１：ｒａｃ－[（２，３－ジオクタデシルオキシプロピル）（２－ヒド
ロキシエチル））－ジメチルアンモニウムクロリド、ＣＬＩＰ６：ｒａｃ－[２（２，３
－ジヘキサデシルオキシプロピル－オキシメチルオキシ）エチル］トリメチルアンモニウ
ム、ＣＬＩＰ９：ｒａｃ－[２（２，３－ジヘキサデシルオキシプロピル－オキシスクシ
ニルオキシ）エチル］－トリメチルアンモニウム、オリゴフェクタミン、或いはカチオン
性ポリマー及びポリカチオン性ポリマーのいずれか、例えばβ－アミノ酸ポリマー或いは
逆（ｒｅｖｅｒｓｅｄ）ポリアミド等の修飾ポリアミノ酸、ＰＶＰ（ポリ（Ｎ－エチル－
４－ビニルピリジニウムブロミド））等の修飾ポリエチレン、ｐＤＭＡＥＭＡ（ポリ（ジ
メチルアミノエチルメチルアクリレート））等の修飾アクリレート、ｐＡＭＡＭ（ポリ（
アミドアミン））等の修飾アミドアミン、ジアミン末端修飾１，４ブタンジオールジアク
リレート－ｃｏ－５－アミノ－１－ペンタノールポリマー等の修飾ポリベータアミノエス
テル（ＰＢＡＥ）、ポリプロピルアミンデンドリマー或いはｐＡＭＡＭ系デンドリマー等
のデンドリマー、ＰＥＩ：ポリ（エチレンイミン）、ポリ（プロピレンイミン）等のポリ
イミン（１及び複数のいずれか）、ポリアリルアミン、シクロデキストリン系ポリマー、
デキストラン系ポリマー、キトサン等の糖骨格系ポリマー、ＰＭＯＸＡ－ＰＤＭＳコポリ
マー等のシラン骨格系ポリマー、１以上のカチオン性ブロック（例えば上記カチオン性ポ
リマーから（ｏｇ）選択される）と、１以上の親水性ブロック或いは疎水性ブロック（例
えばポリエチレングリコール）との組み合わせからなるブロックポリマー等を挙げること
ができる。上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（Ｉ
Ｉｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかに係る本発明の核酸分子と
、カチオン性化合物或いはポリカチオン性化合物との会合或いは複合体化は、核酸分子に
アジュバント特性をもたらし、且つ複合体化により核酸分子に安定化効果を付与すること
が好ましい。本発明の核酸分子を安定化する手順は一般に欧州特許出願公開第１０８３２
３２号に記載されており、この開示はその全文を参照することにより本発明に援用する。
カチオン性化合物或いはポリカチオン性化合物としては、上で定義したプロタミン、ヌク
レオリン、スペルミン、スペルミジン、オリゴアルギニンからなる群から選択される化合
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物が特に好ましく、例えばＡｒｇ７、Ａｒｇ８、Ａｒｇ９、Ａｒｇ７、Ｈ３Ｒ９、Ｒ９Ｈ

３、Ｈ３Ｒ９Ｈ３、ＹＳＳＲ９ＳＳＹ、（ＲＫＨ）４、Ｙ（ＲＫＨ）２Ｒ等である。
【０１４３】
　同時賦活効果を有し得るアジュバントとしては、式（ＩＶ）：ＧｌＸｍＧｎ（式中、Ｇ
はグアノシン（グアニン）、ウリジン（ウラシル）、グアノシン（グアニン）類似体、及
びウリジン（ウラシル）類似体のいずれかであり；Ｘは、グアノシン（グアニン）、ウリ
ジン（ウラシル）、アデノシン（アデニン）、チミジン（チミン）、シチジン（シトシン
）、及び上記ヌクレオチド（ヌクレオシド）の類似体のいずれかであり；ｌは１～４０の
整数であって、ｌが１である場合Ｇはグアノシン（グアニン）及びその類似体のいずれか
であり、ｌが１超である場合ヌクレオチド（ヌクレオシド）の少なくとも５０％がグアノ
シン（グアニン）及びその類似体のいずれかであり；ｍは整数であり且つ少なくとも３で
あって、ｍが３である場合Ｘはウリジン（ウラシル）及びその類似体のいずれかであり、
ｍが３超である場合ウリジン（ウラシル）及びウリジン（ウラシル）の類似体のいずれか
が少なくとも３個連続して存在し；ｎは１～４０の整数であって、ｎが１である場合Ｇは
グアノシン（グアニン）及びその類似体のいずれかであり、ｎが１超である場合ヌクレオ
チド（ヌクレオシド）の少なくとも５０％がグアノシン（グアニン）及びその類似体のい
ずれかである）で表される核酸分子、
或いは式（Ｖ）：ＣｌＸｍＣｎ（式中、Ｃは、シチジン（シトシン）、ウリジン（ウラシ
ル）、シチジン（シトシン）類似体、及びウリジン（ウラシル）類似体のいずれかであり
；Ｘは、グアノシン（グアニン）、ウリジン（ウラシル）、アデノシン（アデニン）、チ
ミジン（チミン）、シチジン（シトシン）、及び上記ヌクレオチド（ヌクレオシド）の類
似体のいずれかであり；ｌは１～４０の整数であって、ｌが１である場合Ｃはシチジン（
シトシン）及びその類似体のいずれかであり、ｌが１超である場合ヌクレオチド（ヌクレ
オシド）の少なくとも５０％がシチジン（シトシン）及びその類似体のいずれかであり；
ｍは整数であり且つ少なくとも３であって、ｍが３である場合Ｘはウリジン（ウラシル）
及びその類似体のいずれかであり、ｍが３超である場合ウリジン（ウラシル）及びウリジ
ン（ウラシル）の類似体のいずれかが少なくとも３個連続して存在し；ｎは１～４０の整
数であって、ｎが１である場合、Ｃはシチジン（シトシン）及びその類似体のいずれかで
あり、ｎが１超である場合ヌクレオチド（ヌクレオシド）の少なくとも５０％がシチジン
（シトシン）及びその類似体のいずれかである）で表される核酸分子が挙げられる。
【０１４４】
　Ｔｏｌｌ様受容体：ＴＬＲ１、ＴＬＲ２、ＴＬＲ３、ＴＬＲ４、ＴＬＲ５、ＴＬＲ６、
ＴＬＲ７、ＴＬＲ８、ＴＬＲ９、ＴＬＲ１０、ＴＬＲ１１、ＴＬＲ１２、或いはＴＬＲ１
３への結合親和性（リガンドとしての）により免疫賦活性であることが知られている任意
の化合物は、更なる成分として好適に用いられて、本発明の医薬組成物中の本発明の核酸
分子により誘導される免疫反応を更に賦活することができる。
【０１４５】
　本発明の医薬組成物に添加し得る別のクラスの化合物は、ＣｐＧ核酸、具体的にはＣｐ
Ｇ－ＲＮＡ或いはＣｐＧ－ＤＮＡである。ＣｐＧ－ＲＮＡ或いはＣｐＧ－ＤＮＡは、単鎖
ＣｐＧ－ＤＮＡ（ｓｓＣｐＧ－ＤＮＡ）、二本鎖ＣｐＧ－ＤＮＡ（ｄｓＤＮＡ）、単鎖Ｃ
ｐＧ－ＲＮＡ（ｓｓＣｐＧ－ＲＮＡ）、或いは二本鎖ＣｐＧ－ＲＮＡ（ｄｓＣｐＧ－ＲＮ
Ａ）であってもよい。ＣｐＧ核酸は、ＣｐＧ－ＲＮＡの形態であることが好ましく、単鎖
ＣｐＧ－ＲＮＡ（ｓｓＣｐＧ－ＲＮＡ）の形態であることがより好ましい。ＣｐＧ核酸は
、少なくとも１以上の（マイトジェニック）シチジン（シトシン）／グアニンジヌクレオ
チド配列（１及び複数のいずれか）（ＣｐＧモチーフ（１及び複数のいずれか）を含むこ
とが好ましい。第１の好ましい代替方法によれば、これら配列に含まれる少なくとも１個
のＣｐＧモチーフ、即ちＣｐＧモチーフのＣ（シチジン（シトシン））及びＧ（グアニン
）はメチル化されていない。これら配列に任意的に含まれている全ての更なるシチジン（
シトシン）或いはグアニンは、メチル化されていてもよく、メチル化されていなくてもよ
い。しかし更なる好ましい代替方法によれば、ＣｐＧモチーフのＣ（シチジン（シトシン
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））及びＧ（グアニン）は、メチル化型で存在してもよい。
【０１４６】
　特に好ましい実施形態によれば、本発明に係る医薬組成物はワクチンとして提供されて
もよい。本発明に係るワクチンは、典型的には本発明に係る医薬組成物を含む（該医薬組
成物に一致する）。本発明に係る該ワクチンの組成物は、ワクチン組成物に組み込まれて
いる薬学的活性成分の具体的なクラスにより特徴付けられる。典型的には薬学的活性成分
は、特定の抗原に対する特異的（適応）免疫反応を惹起する免疫賦活物質である。惹起さ
れた特異的（適応）免疫反応により、被験体が特定の病原体或いは特定の腫瘍に対する免
疫反応（能動モード或いは受動モードにより惹起される）を生じさせることが可能になる
。
【０１４７】
　本発明の医薬組成物特に本発明のワクチンは、投与される方法により具体的に特徴付け
られる。典型的には本発明の医薬組成物特にワクチンは、全身投与されることが好ましい
。該本発明の医薬組成物／ワクチンの投与経路としては、典型的には経口、皮下、静脈内
、筋肉内、関節内、滑液包内、基質内、クモ膜下腔内、肝臓内、病巣内、頭蓋内、経皮、
皮内、肺内、腹腔内、手根内、動脈内、及び舌下への局所経路、並びに鼻腔内経路の少な
くともいずれかが挙げられる。或いは本発明のワクチン及び医薬組成物のいずれかは、皮
内、皮下、筋肉内経路により投与してもよい。従って組成物／ワクチンは、一般に医薬組
成物について上で定義した液体形態或いは固体形態で処方されることが好ましい。本発明
に係るワクチンに組み込まれることが好ましい場合のある更なる補助物質（上で定義した
通り）は、特にワクチンにおいて免疫原性を更に高めることができる。本発明に係るワク
チン中の薬学的活性成分の免疫原性及び他の性質に応じて、上で定義した該補助物質の１
以上を選択することが有利である。
【０１４８】
　本発明の更に好ましい対象によれば、本発明に係る医薬組成物、特に好ましくは本発明
のワクチンは、以下の実施例に述べる適応症の治療に用いられる。本発明に係る医薬組成
物、特に好ましくは本発明のワクチンを用いて、例えば様々な病理的に免疫反応が存在し
ないことに関連する疾患及び症状のいずれか、或いは治療の見地から免疫反応を必要とす
る、好ましくは免疫反応の増大を必要とする疾患及び症状のいずれかを治療することが可
能であり、該疾患及び症状のいずれかは、例えば腫瘍特異的疾患、病原体特異的疾患、感
染性疾患等、或いは（過度の）免疫反応のＴＨ１優先免疫反応へのシフト、及び過度の免
疫反応（例えばアレルギー或いは自己免疫疾患）に苦しむ患者の脱感作の少なくともいず
れかにより治療できる疾患である。本発明に係る医薬組成物による該免疫反応の発生、或
いは既に存在しているが任意的に不十分である免疫反応の増大は、該医薬組成物の非抗原
特異的免疫反応を誘発する能力に実質的に基づいている。好適な免疫反応にとって重要な
因子は、様々なＴ細胞亜集団を賦活することである。Ｔリンパ球は、典型的には２種の亜
集団、Ｔ－ヘルパー１（Ｔｈ１）細胞及びＴ－ヘルパー２（Ｔｈ２）細胞に分化し、免疫
系は該細胞を用いて細胞内（Ｔｈ１）病原体及び細胞外（Ｔｈ２）病原体（例えば、抗原
）を破壊することができる。２種のＴｈ細胞集団は、該集団が産生するエフェクタタンパ
ク質（サイトカイン）のパターンが異なる。従ってＴｈ１細胞は、マクロファージ及び細
胞傷害性Ｔ細胞の活性化により細胞性免疫反応を補助する。他方、Ｔｈ２細胞は、Ｂ細胞
の形質細胞への変換を刺激し抗体（抗原に対する）を形成することにより体液性免疫反応
を促進する。それ故Ｔｈ１／Ｔｈ２比は、免疫反応において非常に重要である。本発明に
関連して、免疫反応のＴｈ１／Ｔｈ２比は、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ
）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともい
ずれかで表される少なくとも１種の核酸分子（例えば１、２、３、４、６、７、或いはそ
れ以上の核酸分子）を含有している本発明に係る医薬組成物により、細胞性反応、即ちＴ
ｈ１反応の方向に変位することが好ましく、主に細胞性免疫反応は該反応によって誘導さ
れる。この変位及び優先のみにより、或いはＴＨ１免疫反応の発生のみによってさえも、
上記適応症を有効に治療することが可能である。従って、本発明に係る本医薬組成物或い
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はワクチンを用いて、腫瘍特異的免疫反応或いは病原体特異的免疫反応を誘発することが
好ましい。該本発明に係る医薬組成物或いはワクチンは、抗原提示細胞（ＡＰＣ）の免疫
反応を増大させるために用いられ得ることが特に好ましい。本発明に係る医薬組成物或い
はワクチンは、癌或いは腫瘍疾患の治療に用い得ることが同様に特に好ましく、該癌或い
は腫瘍疾患は好ましくは、結腸癌腫、黒色腫、腎癌腫、リンパ腫、急性骨髄性白血病（Ａ
ＭＬ）、急性リンパ性白血病（ＡＬＬ）、慢性骨髄性白血病（ＣＭＬ）、慢性リンパ性白
血病（ＣＬＬ）、胃腸腫瘍、肺癌腫、神経膠腫、甲状腺腫瘍、乳癌腫、前立腺腫瘍、ヘパ
トーム、各種ウイルス誘導性腫瘍（例えば、乳頭腫ウイルス誘導性癌腫（例えば子宮頚癌
腫）、腺癌腫、ヘルペスウイルス誘導性腫瘍（例えばバーキットリンパ腫、ＥＢＶ誘導性
Ｂ細胞リンパ腫）、Ｂ型肝炎誘導性腫瘍（肝細胞癌腫）、ＨＴＬＶ－１誘導性リンパ腫、
ＨＴＬＶ－２誘導性リンパ腫、聴神経腫／聴神経鞘腫、子宮頚癌、肺癌、咽頭癌、肛門癌
腫、グリア芽腫、リンパ腫、直腸癌、星状細胞腫、脳腫瘍、胃癌、網膜芽腫、基底細胞腫
、脳転移、髄芽腫、膣癌、膵臓癌、精巣癌、メラノーマ、甲状腺癌腫、膀胱癌、ホジキン
症候群、髄膜腫、Ｓｃｈｎｅｅｂｅｒｇｅｒ病、気管支癌腫、下垂体腫瘍、菌状息肉腫、
食道癌、乳癌、類癌腫、神経鞘腫、棘細胞腫、バーキットリンパ腫、喉頭癌、腎癌、胸腺
腫、体癌腫（ｃｏｒｐｕｓ　ｃａｒｃｉｎｏｍａ）、骨癌、非ホジキンリンパ腫、尿道癌
、ＣＵＰ症候群、頭／頸部腫瘍、乏突起膠腫、外陰癌、腸癌、結腸癌、食道癌腫瘍、いぼ
合併症、小腸腫瘍、頭蓋咽頭腫、卵巣癌、軟組織腫瘍／肉腫、卵巣癌、肝臓癌、膵臓癌腫
、子宮頸癌腫、子宮内膜癌腫、肝転移、陰茎癌、舌癌、胆嚢癌、白血病、形質細胞腫、子
宮癌、まぶた腫瘍、及び前立腺癌等から選択される。脂質修飾核酸において用いられる脂
質、或いは組成物中の薬学的活性成分として用いられる脂質がα－トコフェロール（ビタ
ミンＥ）、Ｄ－α－トコフェロール、Ｌ－α－トコフェロール、Ｄ，Ｌ－α－トコフェロ
ール、及びビタミンＥコハク酸塩（ＶＥＳ）である場合、α－トコフェロール（ビタミン
Ｅ）は毒性が弱く、強力な抗腫瘍活性を示し（Ａ．Ｂｅｎｄｉｃｈ，Ｌ．Ｊ．Ｍａｃｈｌ
ｉｎ　Ａｍ．Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｎｕｔｒ．４８（１９８８）６１２）、これにより癌治療に
おいて非常に奨励されているため特に好ましい。腫瘍細胞の増殖阻害について、或いは腫
瘍細胞上における細胞傷害活性についての説明として特に２種類の機序が知られている。
一方は、ビタミンＥは強力な抗酸化剤であり、優れたラジカル受容体であるというもので
あり（Ｃ．Ｂｏｒｅｋ　Ａｎｎ．　ＮＹ　Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．５７０（１９９０）４１７
）、他方は、ビタミンＥは免疫反応賦活により腫瘍成長を予防することができるというも
のである（Ｇ．Ｓｈｋｌａｒ，Ｊ．Ｓｃｈｗａｒｔｚ，Ｄ．Ｐ．Ｔｒｉｃｋｌｅｒ，Ｓ．
Ｒｅｉｄ　Ｊ．Ｏｒａｌ　Ｐａｔｈｏｌ．Ｍｅｄ．１９（１９９０）６０）。更に最近の
報告では、腫瘍細胞中の腫瘍抑制遺伝子ｐ５３の発現（口腔扁平上皮癌（ｏｒａｌ　ｓｑ
ｕａｍｏｕｓ　ｃａｎｃｅｒ）と、ビタミンＥコハク酸塩（ＶＥＳ）処理との間に関連が
あることが更に見出されている（Ｊ．Ｓｃｈｗａｒｔｚ，Ｇ．Ｓｈｋｌａｒ，Ｄ．Ｔｒｉ
ｃｋｌｅｒ　Ｏｒａｌ　Ｏｎｃｏｌ．Ｅｕｒｏｐ．Ｊ．Ｃａｎｃｅｒ　２９Ｂ（１９９３
）３１３）。ビタミンＥコハク酸塩（ＶＥＳ）処理によって、腫瘍抑制剤として作用する
野生型ｐ５３の産生刺激と、腫瘍形成活性を生じさせる変異型ｐ５３の減少の両方を観察
することができた。興味深いことにＶＥＳのこれら腫瘍細胞に対する生物学的活性は２つ
の観点で用量依存的である：生理学的用量（０．００１～５０μｍｏｌ／Ｌ）では細胞増
殖の増加が観察され、薬理学的用量（１００～１５４μｍｏｌ／Ｌ）では細胞増殖が阻害
される。これは細胞培養物において示されている（Ｔ．Ｍ．Ａ．Ｅｌａｔｔａｒ，Ａ．Ｓ
．Ｖｉｒｊｉ　Ａｎｔｉｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．１９（１９９９）３６５）。またＶＥＳ
処理により各種乳癌細胞株においてアポトーシスを誘導することも可能であった（（Ｗ．
Ｙｕ，Ｋ．Ｉｓｒａｅｌ，Ｑ．Ｙ．Ｌｉａｏ，Ｃ．Ｍ．Ａｌｄａｚ，Ｂ．Ｇ．Ｓａｎｄｅ
ｒｓ，Ｋ．Ｋｌｉｎｅ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．５９（１９９９）９５３）。アポトーシ
ス誘導は、ＦａｓリガンドとＦａｓ受容体との相互作用を介して開始される。対応する細
胞株においてかかる機序が観察されたことはそれまでなかったため、この研究結果は特に
強調すべきである。芳香環のメチル基の数及び位置が異なる様々なビタミンＥ異性体が存
在する。報告されている研究では、天然に存在するビタミンＥのうち最も生物学的活性の
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高い形態であるα－トコフェロールが用いられていた。ビタミンＥ分子は３つの光学活性
中心を有しているため様々な立体異性体が生じる。天然型ビタミンＥは、ＲＲＲ－α－ト
コフェロール（かつてのＤ－α－トコフェロール）であるが、ラセミ体（Ｄ，Ｌ－α－ト
コフェロール）が現在主に用いられている。ビタミンＥの上記形態は全て同様に本発明の
範囲内である脂質に含まれる。
【０１４９】
　上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、
（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される少なくとも１種の核酸分
子、或いは本発明に係る医薬組成物は、感染性疾患の治療に用いられることが同様に特に
好ましい。如何なる限定を意味するものでもないが、該感染性疾患は、インフルエンザ、
マラリア、ＳＡＲＳ、黄熱、エイズ、ライムボレリア症、リーシュマニア症、炭疽病、髄
膜炎、ウイルス感染症（例えば、エイズ、尖圭コンジローマ、中空いぼ（ｈｏｌｌｏｗ　
ｗａｒｔｓ）、デング熱、三日熱、エボラウイルス、風邪、初夏髄膜脳炎（ＦＳＭＥ）、
インフルエンザ、帯状疱疹、肝炎、単純ヘルぺスＩ型、単純ヘルぺスＩＩ型、眼部帯状疱
疹、インフルエンザ、日本脳炎、ラッサ熱、マールブルグウイルス、麻疹、口蹄疫、単核
症、耳下腺炎、ノーウォークウイルス感染、ファイファー腺熱、疱瘡、ポリオ（幼年期跛
行（ｌａｍｅｎｅｓｓ））、仮性クループ、第五病、狂犬病、いぼ、西ナイル熱、水痘、
巨細胞ウイルス（ＣＭＶ）等）、細菌感染症（例えば、流産（前立腺炎症）、炭疽病、虫
垂炎、ボレリア症、ボツリヌス中毒、カンピロバクター、トラコーマクラミジア（尿道の
炎症、結膜炎）、コレラ、ジフテリア、鼠径肉芽腫、喉頭蓋炎、発疹チフス、ガス壊疽、
淋病、野兎病、ヘリコバクターピロリ、百日咳、鼠径リンパ肉芽腫、骨髄炎、レジオネラ
症、ハンセン病、リステリア症、肺炎、髄膜炎、細菌性髄膜炎、炭疽病、中耳炎、マイコ
プラズマ・ホミニス、新生児敗血症（絨毛羊膜炎）、水癌、パラチフス、ペスト、ライタ
ー症候群、ロッキー山紅斑熱、サルモネラ菌パラチフス、サルモネラ菌発疹チフス、猩紅
熱、梅毒、破傷風、トリッパー、ツツガムシ病、結核、発疹チフス、膣炎、軟性下疳等）
、寄生虫、原生動物、及び真菌のいずれかによって発症する感染症（例えば、アメーバ症
、ビルハルツ住血吸虫症、シャーガス病、水虫、酵母菌斑（ｙｅａｓｔ　ｆｕｎｇｕｓ　
ｓｐｏｔｓ）、疥癬、マラリア、オンコセルカ症（眼オンコセルカ症））、真菌症、トキ
ソプラスマ症、トリコモナス症、トリパノソーマ症（眠り病）、内臓リーシュマニア症、
おしめ／おむつ皮膚炎、住血吸虫症、魚類中毒症（シガテラ中毒）、カンジダ症、皮膚リ
ーシュマニア症、ラムブル鞭毛虫症（ジアルジア鞭毛虫症）、眠り病、エキノコックス属
によって発症する感染性疾患、魚類条虫（ｆｉｓｈ　ｔａｐｅｗｏｒｍ）、キツネ条虫、
イヌ条虫、シラミ、ウシ条虫、ブタ条虫、及び微小条虫（ｍｉｎｉａｔｕｒｅ　ｔａｐｅ
ｗｏｒｍ）から選択されることが好ましい。
【０１５０】
　従って、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（Ｉ
Ｉｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される少なくとも１種
の核酸分子、或いは本発明に係る医薬組成物は、アレルギー疾病或いは疾患の治療用薬剤
の調製に用いることができる。アレルギーは、特定の外来抗原或いはアレルゲンに対する
異常な後天性免疫学的過敏症を典型的に伴う症状である。アレルギーは、通常該抗原或い
はアレルゲンに対する局所炎症反応或いは全身炎症反応をもたらし、体内において該アレ
ルゲンに対する免疫を導く。この状況においてアレルゲンとしては、例えば草、花粉、カ
ビ、薬剤、或いは多数の環境的誘発因子等が挙げられる。理論に縛られるものでもないが
、アレルギーの発現には幾つかの異なる疾患機序が関与していると考えられている。Ｐ．
Ｇｅｌｌ及びＲ．Ｃｏｏｍｂｓによる分類表に従うと「アレルギー」という用語は、古典
的なＩｇＥ機構により引き起こされるＩ型過敏症に限定されている。Ｉ型過敏症はＩｇＥ
により肥満細胞及び好塩基球が過度に活性化されることを特徴とし、この過度の活性化に
よって、鼻水のような軽い症状から、命を脅かすアナフィラキシーショック及び死に至る
可能性のある全身性免疫反応がもたらされる。周知のアレルギーの種類としては、これら
に限定されるものではないが、アレルギー性喘息（鼻粘膜の腫脹を引き起こす）、アレル
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ギー性結膜炎（充血及び結膜の掻痒感を引き起こす）、アレルギー性鼻炎（「花粉症」）
、アナフィラキシー、血管浮腫、アトピー性皮膚炎（湿疹）、蕁麻疹、好酸球増加症、呼
吸器アレルギー、昆虫咬傷アレルギー、皮膚アレルギー（湿疹、蕁麻疹等の様々な発疹及
び（接触性）皮膚炎等を引き起こし、それらを含む）、食物アレルギー、及び薬物アレル
ギーが挙げられる。本発明に関連して、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、
（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれ
かで表される本発明の核酸分子と組み合わせて、アレルゲン（例えばネコアレルゲン、ホ
コリアレルゲン、ダニ抗原、植物抗原（例えばカバノキ抗原）等に由来するアレルゲン）
をタンパク質或いは該タンパク質アレルゲンをコードしているｍＲＮＡ（或いはＤＮＡ）
として含有している医薬組成物或いはワクチンが提供される。本発明の医薬組成物は、（
過度の）免疫応答をより強いＴＨ１応答へ移行させることより不所望のＩｇＥ応答を抑制
するか或いは弱めることができる。
【０１５１】
　同様に上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩ
ｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される本発明の少なくと
も１種の核酸分子、或いは本発明の薬学的活性成分は、自己免疫疾患の治療用薬剤の調製
に同様に用いることができる。自己免疫疾患は、各疾患の主要な臨床病理学的特徴によっ
て、全身性自己免疫疾患、臓器特異的自己免疫疾患、及び局所性自己免疫疾患のいずれか
に大別することができる。自己免疫疾患は、全身性症候群（ＳＬＥ、シェーグレン症候群
、強皮症、関節リウマチ及び多発性筋炎が挙げられる）或いは局所性症候群（内分泌学的
症候群（ＤＭ１型、橋本甲状腺炎、アジソン病等）、皮膚科学的症候群（尋常性天疱瘡）
、血液学的症候群（自己免疫性溶血性貧血）、神経的症候群（多発性硬化症）であっても
よい）のカテゴリーに分類してもよく、体組織の任意の限局性腫瘤を実質的に含んでいて
もよい。治療される自己免疫疾患は、Ｉ型自己免疫疾患、ＩＩ型自己免疫疾患、ＩＩＩ型
自己免疫疾患、及びＩＶ型自己免疫疾患のいずれかからなる群から選択してもよく、例え
ば多発性硬化症（ＭＳ）、関節リウマチ、糖尿病、Ｉ型糖尿病（真性糖尿病）、全身性エ
リテマトーデス症（ＳＬＥ）、慢性多発性関節炎、バセドー氏病、自己免疫性慢性肝炎、
潰瘍性大腸炎、Ｉ型アレルギー疾患、ＩＩ型アレルギー疾患、ＩＩＩ型アレルギー疾患、
ＩＶ型アレルギー疾患、線維筋痛、脱毛症、ベヒテレフ病、クローン病、重症筋無力症、
神経皮膚炎、リウマチ性多発筋痛症、進行性全身性硬化症（ＰＳＳ）、乾癬、ライター症
候群、リウマチ性関節炎、乾癬、脈管炎等、或いはＩＩ型糖尿病等である。なぜ免疫系が
自己抗原に対する免疫反応を誘導するのかに関する正確な機序は今までのところ解明され
ていないが、因果関係についていくつかの知見が存する。それによると、自己反応はＴ細
胞のバイパスが原因である可能性がある。正常な免疫系はＴ細胞によるＢ細胞の活性化を
必要とし、その後Ｂ細胞が抗体を大量に産生し得る。このＴ細胞についての要件は、超抗
原を産生する生物による感染等の稀な場合にはバイパスされることがあり、前記超抗原と
はＢ細胞のポリクローナルな活性化を開始することができ、或いは非特異的方式でＴ細胞
の受容体のサブユニットの１つに直接結合することによりＴ細胞のポリクローナルな活性
化さえも開始することができる抗原である。別の説明によれば、分子擬態による自己免疫
疾患が考えられる。外因性抗原は、特定のホスト抗原と類似の構造を共有していることが
あるため、該外因性抗原（自己抗原を擬態している）に対して産生された任意の抗体も、
理論上はホスト抗原に結合し免疫応答を増強することができる。分子擬態の最も印象的な
形態はグループＡのベータ－溶血連鎖球菌において観察されているものであるが、それは
該菌がヒトの心筋と抗原を共有しておりリウマチ熱の心臓症状に関与しているためである
。従って本発明は、自己抗原（タンパク質として、或いは自己抗原タンパク質をコードし
ているｍＲＮＡ及びＤＮＡのいずれかとして）と、典型的に免疫系を脱感作させることが
できる本発明の核酸分子とを含有している医薬組成物を提供することができる。
【０１５２】
　本発明はまた、上記適応症を治療するため、例えば、上述の腫瘍、自己免疫疾患、アレ
ルギー、及び感染性疾患を治療するための本発明に係る医薬組成物或いは本発明に係るワ
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クチンの調製における、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（Ｉ
Ｉａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される少
なくとも１種の本発明の核酸分子の使用に関する。或いは、本発明は、上記腫瘍或いは感
染性疾患を治療するための、上で定義した本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、
（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表され
る少なくとも１種の核酸分子の（治療的）使用に関する。
【０１５３】
　同様に本発明はキット、例えば複数のパーツからなるキットであって、各パーツが本発
明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（
ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される少なくとも１種の核酸分子、本発明に係る医
薬組成物、並びに本発明に係るワクチンの少なくともいずれかと、任意的に上で定義した
本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及
び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される少なくとも１種の核酸分子、本発明に係
る医薬組成物、並びに本発明に係るワクチンの少なくともいずれかの投与及び用量に関す
る情報を記載した使用説明書とを備えるキットに関する。
【０１５４】
　医薬として有効な量の本発明に係る核酸分子を、それを必要としている患者に投与する
ことによる、癌疾患、感染性疾患、自己免疫疾患、及びアレルギーからなる群から選択さ
れる疾病或いは疾患の治療方法。
【実施例】
【０１５５】
　以下の実施例は本発明を更に説明することを意図する。該実施例は本発明の対象を該実
施例に限定することを意図するものではない。
【０１５６】
　１．本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩ
ａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される例示的な核酸分子の合成
　ホスホロアミダイト法（ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ）を用いて自動固相合成により、本発明に
係る一般式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（
ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の例として、ＲＮＡオリゴヌクレオ
チドを調製した（配列番号８４～８５（式（Ｉ））、配列番号８６～８７（式（Ｉａ））
、配列番号８８～９４（式（ＩＩ）、（ＩＩａ）、及び（ＩＩｂ））、及び配列番号１０
７～１０８（式（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ））を含む）。いずれも場合もヌクレオチド
のＲＮＡ特異的２’－ヒドロキシル基をＴＢＤＭＳ保護基で保護した。ホスホロチオエー
トの合成では、酸化にＢｅａｕｃａｇｅ試薬を用いた。メチルアミンを用いて担体物質の
切断及び塩基不安定性保護基の切断を行い、トリエチルアミンヒドロフルオリドを作用さ
せてＴＢＤＭＳ保護基を切断した。
【０１５７】
　粗生成物をＨＰＬＣ、イオン対クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、
或いは上記２種の方法の組み合わせにより精製し、脱塩し、乾燥させた。生成物の純度及
び正確な塩基組成を質量分析により測定した。
【０１５８】
　代替法によれば、本発明の配列を有するＤＮＡベクター或いはオリゴヌクレオチド配列
に基づくインビトロ翻訳により上記配列を調製した。
【０１５９】
　２．本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩ
ａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される例示的な核酸分子のインビトロ免
疫賦活
　ａ）マウスＢＤＭＣ（骨髄由来樹状細胞）を刺激するために、オリゴフェクタミン３μ
ＬとＦＣＳ不含ＩＭＤＭ培地（ＢｉｏＷｈｉｔｔａｋｅｒ、カタログ番号ＢＥ１２－７２
２Ｆ）３０μＬとを混合し、室温で５分間インキュベートした。ＲＮＡ形態である配列番
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号８４～９４及び配列番号１０７～１０８で表される核酸配列を有する核酸分子（１実験
につきそれぞれの種類の核酸分子を用いた）６μｇをＦＣＳ不含ＩＭＤＭ培地６０μＬと
混合し、オリゴフェクタミン／ＩＭＤＭと混合し、室温で２０分間インキュベートした。
次いでこの混合物（３３μＬ）を、ＦＣＳ不含ＩＭＤＭ培地２００μＬ中に２００，００
０個のマウスＢＤＭＣを含む９６ウェルマイクロタイター培養プレートのウェル内で一晩
培養した。４時間後２０％ＦＣＳ含有ＩＭＤＭ１００μＬを添加し、１６時間共培養し、
上清を除去し、サイトカインＥＬＩＳＡによりインターロイキン－６（ＩＬ－６）及びイ
ンターロイキン－１２（ＩＬ－１２）について試験した。プロタミンと複合体化された免
疫賦活作用を有するβ－ガラクトシダーゼ（ｌａｃＺ）の非キャッピング野生型ｍＲＮＡ
を用いて上記配列と同様にして比較試験を行った。
【０１６０】
　ＲＮＡとして存在している本発明に係る一般式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ
）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分
子、具体的には配列番号８４～９４及び配列番号１０７～１０８で表される本発明に係る
配列が、固有免疫反応を賦活する優れた免疫賦活性を有することを示すことができた。
【０１６１】
　ｂ）フィコール密度勾配法を用い、Ｘ－ＶＩＶＯ－１５培地（ＢｉｏＷｈｉｔｔａｋｅ
ｒ、カタログ番号ＢＥ０４－４１８Ｑ）中で一晩培養することによりヒトＰＢＭＣを得た
。該培地はＲＮＡ形態である本発明に係る一般式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ
）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分
子、具体的には配列番号８４～９４及び配列番号１０７～１０８で表される核酸配列を有
する本発明に係る核酸分子の存在下（１０μｇ／ｍＬ）で（１実験につきそれぞれの種類
の核酸分子を用いた）１％のグルタミン及び１％のペニシリンを含有していた。
【０１６２】
　賦活のために、オリゴフェクタミン３μＬをＸ－ＶＩＶＯ－１５培地（ＢｉｏＷｈｉｔ
ｔａｋｅｒ、カタログ番号ＢＥ０４－４１８Ｑ）３０μＬと混合し、室温で５分間インキ
ュベートした。ＲＮＡ形態の本発明に係る一般式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ
）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分
子、具体的には配列番号８４～９４及び配列番号１０７～１０８で表される核酸配列を有
する核酸分子（１実験につきそれぞれの種類の核酸分子を用いた）６μｇをＸ－ＶＩＶＯ
－１５培地（ＢｉｏＷｈｉｔｔａｋｅｒ、カタログ番号ＢＥ０４－４１８Ｑ）６０μＬと
混合し、オリゴフェクタミン／Ｘ－ＶＩＶＯ－１５培地と混合し、室温で２０分間インキ
ュベートした。次いでこの混合物（３３μＬ）を、ＦＣＳ不含ＩＭＤＭ培地（ＢｉｏＷｈ
ｉｔｔａｋｅｒ、カタログ番号ＢＥ０４－４１８Ｑ）２００μＬ中に２００，０００個の
マウスＢＤＭＣを含む９６ウェルマイクロタイター培養プレートのウェル内で一晩培養し
た。１６時間共培養した後、上清を除去し、サイトカインＥＬＩＳＡによりインターロイ
キン－６（ＩＬ－６）、インターロイキン－１２（ＩＬ－１２）、及びＴＮＦαについて
試験した。免疫賦活オリゴＲＮＡ４０（５’－ＧＣＣＣＧＵＣＵＧＵＵＧＵＧＵＧＡＣＵ
Ｃ－３’、配列番号１１３）を用いて本発明に係る配列（上記）と同様にして比較試験を
行った。
【０１６３】
　ＲＮＡ形態の本発明の核酸分子、具体的には上で定義した本発明に係る一般式（Ｉ）、
（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なく
ともいずれかで表される本発明に係る配列が優れた免疫賦活性を有することを示すことが
できた。
【０１６４】
　３．本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩ
ａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される例示的な核酸分子のインビトロ免
疫賦活－アジュバントとしての使用
　実験０日目及び１０日目に、ＢＡＬＢ／ｃマウス（１群当たり５匹）にβ－ガラクトシ
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ダーゼタンパク質及びアジュバント（本明細書で定義）を注入した。２０日目にマウスを
屠殺し、ＥＬＩＳＡを用いたβ－ガラクトシダーゼタンパク質に対する抗体試験に血清を
使用した。上記インビトロ培養と同様にしてＩＬ－６、ＩＬ－１２、及びＴＮＦα値を測
定した。
【０１６５】
　４．式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（Ｉ
ＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される核酸分子の形態の本発明に係るアジュバントに
よるヒト細胞の刺激
　ａ）アジュバント形態の上で定義した本発明に係る一般式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）
、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表さ
れる核酸分子、具体的には配列番号８４～９４及び配列番号１０７～１０８で表される核
酸配列を有する核酸分子（１実験につきそれぞれの種類の核酸分子を用いた）の免疫原性
を測定するために、ヒト細胞と共培養した。この目的のために、例えば２ｍＭのＬ－グル
タミン（ＢｉｏＷｈｉｔｔａｋｅｒ）、１０Ｕ／ｍＬのペニシリン（ＢｉｏＷｈｉｔｔａ
ｋｅｒ）、及び１０μｇ／ｍＬのストレプトマイシンで富化したＸ－ＶＩＶＯ－１５培地
（ＢｉｏＷｈｉｔｔａｋｅｒ、カタログ番号ＢＥ０４－４１８Ｑ）中で、１０μｇ／ｍＬ
のＲＮＡ（β－ガラクトシダーゼをコードしているｍＲＮＡ）及び任意的に１０μｇ／ｍ
ＬのプロタミンとヒトＰＢＭＣ細胞とを１６時間共培養した。上清を除去し、ＩＬ－６及
びＴＮＦαの放出をＥＬＩＳＡを用いて分析した。
【０１６６】
　ｂ）更なる実験では、本発明に係る式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（Ｉ
Ｉｂ）、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される本発明の核酸分
子（配列番号８４～９４及び配列番号１０７～１０８、１実験につきそれぞれの種類の核
酸分子を用いた、上記）と本発明に従って用いられるアジュバントで刺激した後、ヒトＰ
ＢＭＣ細胞によるＴＮＦαの放出を測定した。
【０１６７】
　この目的のために、２ｍＭのＬ－グルタミン（ＢｉｏＷｈｉｔｔａｋｅｒ）、１０Ｕ／
ｍＬのペニシリン（ＢｉｏＷｈｉｔｔａｋｅｒ）、及び１０μｇ／ｍＬのストレプトマイ
シンで富化したＸ－ＶＩＶＯ－１５培地（ＢｉｏＷｈｉｔｔａｋｅｒ）中で、１０μｇ／
ｍＬの前記本発明の核酸分子とヒトＰＢＭＣ細胞とを１６時間共培養した。
【０１６８】
　５．ヒトＰＢＭＣにおけるＴＮＦα及びＩＦＮαの分泌
　この実験では、上で定義した式（Ｉ）に係る本発明の核酸分子のうち数種、即ち配列番
号１１４～１１９で表されるｍＲＮＡ配列を有する核酸分子とＤＯＴＡＰ（Ｒｏｃｈｅ）
とを配合した。
【０１６９】
　この実験で用いた本発明の核酸配列は、
配列番号１１４（Ｒ８２０／（Ｎ１００）２）；
配列番号１１５（Ｒ７１９／（Ｎ１００）５）；
配列番号１１６（Ｒ７２０／（Ｎ１００）１０）；
配列番号１１７（Ｒ８２１／（Ｎ４０Ｔ２０Ｎ４０）２）；
配列番号１１８（Ｒ７２２／（Ｎ４０Ｔ２０Ｎ４０）５）；及び
配列番号１１９（Ｒ７２３／（Ｎ４０Ｔ２０Ｎ４０）１０）
であった。
【０１７０】
　次いで８μｇ／ｍＬ及び１２μｇ／ｍＬの濃度のＤＯＴＡＰを配合したＲＮＡでヒトＰ
ＢＭＣを２０時間刺激した。次いでｍａｔｃｈｅｄ－ｐａｉｒｅｄＥＬＩＳＡを用いて上
清のＴＮＦα及びＩＦＮα分泌について調べた。
【０１７１】
　この実験では、フィコール密度勾配法を用い、Ｘ－ＶＩＶＯ－１５培地（ＢｉｏＷｈｉ
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ｔｔａｋｅｒ、カタログ番号ＢＥ０４－４１８Ｑ）中で２０時間培養することによりヒト
ＰＢＭＣを得た。該培地は、それぞれＩＦＮα或いはＴＮＦαを刺激するために２μｇ／
ｍＬ或いは４μｇ／ｍＬの上記核酸分子の存在下で１％のグルタミン及び１％のペニシリ
ンを含有していた。配合及び刺激のために、３μｇ或いは６μｇのＲＮＡ－ＨＢＳ緩衝液
を、１８μｇのＮ－［１－（２，３－ジオレオイルオキシ）プロピル］－Ｎ，Ｎ，Ｎトリ
メチルアンモニウムメチルスルフェート（ＤＯＴＡＰ）（Ｒｏｃｈｅ　Ｄｉａｇｎｏｓｔ
ｉｃｓ、カタログ番号１１　８１１　１７７　００１）－ＨＢＳ緩衝液を収容しているバ
イアル瓶に移し、混合物を数回穏やかにピペッティングすることにより注意深く混合した
。トランスフェクション用混合物を１５分間１５～２５℃でインキュベートした。次いで
１体積（ｖｏｌｕｍｅ）のＤＯＴＡＰ／核酸分子混合物を７．３体積のＸ－Ｖｉｖｏ培地
で静かに希釈した。次いでこの混合物（１００μＬ）を、Ｘ－ＶＩＶＯ－１５培地（Ｂｉ
ｏＷｈｉｔｔａｋｅｒ、カタログ番号ＢＥ０４－４１８Ｑ）１００μＬ中に２×１０５個
のＰＢＭＣを含む９６ウェルマイクロタイター培養プレートのウェル内で一晩培養した。
２０時間、共にインキュベートした後、上清を除去し、サイトカインＥＬＩＳＡによりＩ
ＦＮα及びＴＮＦαについて試験した。免疫賦活オリゴＧ２Ｕ２０Ｇ２（ホスホロチオエ
ートで修飾されている）、ポリ（Ｕ）（Ｓｉｇｍａ，Ｔａｕｆｋｉｒｃｈｅｎ，Ｇｅｒｍ
ａｎｙ）、及びオリゴＵ２１（ホスホジエステル）を用いて本発明に係る配列（上記）と
同様にして比較試験を行った。
【０１７２】
　結果を図１及び図２に示す。図１は、ＤＯＴＡＰを配合したＲＮＡのＴＮＦα誘導能を
示す。ＰＢＭＣを２×１０５／ウェル／２００μＬ（培地）の密度で播種し、ＤＯＴＡＰ
（１２μｇ／ｍＬ）を配合したＲＮＡ（４μｇ／ｍＬ）で２０時間刺激した。次いで無細
胞上清を用いてＩＦＮα－ＥＬＩＳＡを行った。図２は、ＤＯＴＡＰを配合したＲＮＡの
ＴＮＦα誘導能を示す。ＰＢＭＣを２×１０５／ウェル／２００μＬ（培地）の密度で播
種し、ＤＯＴＡＰ（１２μｇ／ｍＬ）を配合したＲＮＡ（２μｇ／ｍＬ）で２０時間刺激
した。次いで無細胞上清を用いてＩＦＮα－ＥＬＩＳＡを行った。
【０１７３】
　図１及び図２から分かるように、ＴＮＦα及びＩＦＮαの分泌は、対照配列であるＧ２

Ｕ２０Ｇ２０（ホスホロチオエートで修飾されている）、Ｐｏｌｙ（Ｕ）（Ｓｉｇｍａ、
Ｔａｕｆｋｉｒｃｈｅｎ、Ｇｅｒｍａｎｙ）、及びオリゴＵ２１（ホスホジエステル）に
比べて、式（Ｉ）に係る本発明の核酸分子により共に著しく誘導され、上で定義した式（
Ｉ）に係る配列番号１１４～１１９で表される本発明の核酸分子に係るｍＲＮＡ配列、即
ち配列番号１１４～１１９で表されるｍＲＮＡ配列（配列番号１１４（Ｒ８２０／（Ｎ１
００）２）、配列番号１１５（Ｒ７１９／（Ｎ１００）５）、配列番号１１６（Ｒ７２０
／（Ｎ１００）１０）、配列番号１１７（Ｒ８２１／（Ｎ４０Ｔ２０Ｎ４０）２）、配列
番号１１８（Ｒ７２２／（Ｎ４０Ｔ２０Ｎ４０）５）、及び配列番号１１９（Ｒ７２３／
（Ｎ４０Ｔ２０Ｎ４０）１０））によって特に著しく誘導された。
【０１７４】
　本発明の利点
本発明に係る一般式（Ｉ）、（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩａ
）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれかで表される本発明の核酸分子は、治療される患
者の固有免疫系を賦活するための免疫賦活剤として用いることができる。この免疫賦活特
性は、例えば脂質修飾或いは追加的アジュバントの添加等、本発明の核酸分子に対する固
有免疫反応を活発に賦活する化合物として当該技術分野において既知である他の化合物の
添加により増強することができる。上で定義した本発明の核酸分子、具体的には構造（Ｎ

ｕＧｌＸｍＧｎＮｖ）ａを有する式（Ｉ）に係る核酸分子及びその誘導体のいずれかは、
例えば大腸菌等の細菌において著しく速やかに増幅される。式（Ｉ）の本発明の核酸分子
（ＮｖＧｌＸｍＧｎＮｕ）ａ及びその誘導体のいずれかが部分的二本鎖核酸分子、及び単
鎖核酸分子と二本鎖核酸分子との混合物のいずれかである場合更により有利である。その
理由は、該式（Ｉ）（或いは式（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）、（ＩＩＩ
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ａ）及び（ＩＩＩｂ）の少なくともいずれか）に係る本発明の（部分的二本鎖）核酸分子
は、単鎖ＲＮＡに対するＰＡＭＰ（病原体関連分子パターン）受容体（ＴＬＲ－７及びＴ
ＬＲ－８）、及び二本鎖ＲＮＡに対するＰＡＭＰ受容体（ＴＬＲ－３、ＲＩＧ－Ｉ、及び
ＭＤＡ－５）に対応することにより、治療される患者の自然免疫反応を正に刺激すること
ができるためである。受容体ＴＬＲ－３、ＴＬＲ－７、及びＴＬＲ－８はエンドソームに
位置し、エンドソームに取り込まれたＲＮＡにより活性化される。対照的にＲＩＧ－Ｉ及
びＭＤＡ－５は細胞質性受容体であり、細胞質に直接取り込まれた、或いはエンドソーム
から放出された（エンドソーム放出或いはエンドソーム脱出）ＲＮＡにより活性化される
。従って、式（Ｉ）の本発明の部分的二本鎖核酸分子（ＮｕＧｌＸｍＧｎＮｖ）ａ（或い
は、その誘導体、例えば以下に定義する式（Ｉａ）、（ＩＩ）、（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）
、（ＩＩＩａ）及び（ＩＩＩｂ））に係る本発明の（部分的二本鎖）核酸分子）は、免疫
賦活の様々なシグナル伝達カスケードを活性化することができ、それによって自然免疫反
応を導くか、或いは自然免疫反応を著しく増強する。本発明の更なる利点は、固有免疫系
を賦活するのに好ましい抗ウイルス性サイトカインＩＦＮαを著しく誘導することである
。それほど重要視されていないことが多いが、一般的に認められている免疫賦活核酸分子
（例えばポリＡ：Ｕ及びポリＩ：Ｃ）は構造が不確定であり、そのために調節が限定され
る。

【図１】
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