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人工 抗体 を用 い るにお いセ ンサー の開発

竹 内 俊 文(広島市立大学情報科学部教授)

1.は じめに

バイオセ ンサーは現在 さまざまな分野で応用さ

れてお り,製 造 プロセス管理,環 境計測,医 療 ・

診断 とその活躍 の場 は多岐 にわた る。今後は,食

品製造プロセスにおける非接触品質管理な どにお

いて,匂 いや香 りの成分 をモニ ターす るセ ンサー

の開発が重要になる と考 えられ る。

バイオセンサーの多 くは抗体,酵 素,レ セプタ

ーな どの分子認識素子 を用いてお り,選 択性 に大

変優れているのが特長で ある。 この分子認識素子

が特定の物質 を認識す る過程がセ ンシングの第一

ステ ップであるので,分 子認識素子がバイオセン

サーにおいて最 も重要 なパー トである といえる。

これ までに報告 された匂いセ ンサーは匂い分子 を

捕 らえる部分 に疎水性の膜 を用いている。生体 に

おいては匂 い分子 は生体膜において検知 され ると

されているので,こ れ を模倣 した もの と考 えられ

る。生体 においては,無 数にある匂い物質 を検知

する必 要があるため,広 い種類 の分 子を吸着 する

膜 は匂 いセンシングに適 しているが,セ ンサー構

築 を考 える場合 には,タ ーゲ ッ トは予め分か って

いるのであるか ら,抗 体 の ように厳 密に特定分子

を認識 し特異的 に吸着するよ うな素材 を用 いる方

が,選 択性 に優れたセ ンサーを得 るためには有効

な手法 であると考 えられる。 しか し,匂 い分子の

ように形が小 さ く官能基 の数 に乏 しい分子 に対 し

て,抗 体 を得 ることは容易 ではない。

そこで,本 研究では,特 定 の匂 い分子 を認識す

る人工生体分子素子をつ くるこ とを目的 として,

匂 い分子 に対す る人工抗体 ポ リマーの合成 を行っ

た。 モ デル 匂 い 分子 として,2,5一 ジメ チ ル ピラ ジ

ン,お よ び,ニ コチ ン を用 い た(図1)。 ピ ラ ジ

図1テ ンプレー トとして用いた匂い物質の構造

ン類 は,ロ ース トした肉,ア ーモン ド,ウ ィスキ

ーな どに含 まれる"香 ば しい匂い"と して知 られ

てお り,人 工 フレーバー として食品 に添加 されて

い る。 また,ニ コチ ンはタバコや その煙 に含 まれ

る匂い成分 として知 られている。

2.人 工抗体ポ リマーの合成 一モ レキュラーイ

ンプ リンテ ィング法1)-16)_

本研 究ではモレキュラーインプ リンテ ィング法

を用いて,人 工抗体ポ リマーを合成す る。 この手

法を一 言で述べ ると"匂 い分子 を型取 った空孔"

を もつポ リマーの合成法 といえる。すなわち,1)

匂 い分子(鋳 型 分子),2)匂 い分子 と相互作 用の

あるモノマー(機 能性 モノマーと呼ぶ)を 適 当な

溶媒 中で混合 し,複 合体 を形成 させ る(図2a)。

そ こへ,3)架 橋剤を加 えて重合 させ ることによ り,

複合体 の周 りを固めて しまう(図2b)。 匂 い分子

をポ リマー内か ら洗い流せ ば,ポ リマー内に匂 い

分子 の形状の型が残 り,し か も,そ の内部 には機

能性モ ノマー由来の官能基が匂い分子 と結合 する

のに適 した位置関係 と角度で配置されているので,

分子型 は匂い分子に選択的な結合部位 として機能
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図2モ レキュラーインプリンティングの模式図
(2,5一ジメチルピラジンの場合)

する(図2c)。 このよ うに,モ レキュラーイ ンプ

リンティング法では,匂 い分子 に合わせ て結合部

位 がテー ラー メイ ド的につ くられる。 これ は従来

の有機合成手法 と大 きく異なる点であ り,む しろ

抗原 に合わせて抗体がつ くられるイメー ジに近 い

のがこの手法の特徴であ る。

なお,本 研究で用い る匂い分子 は共 に塩基性の

官能基 を有 してい るので,機 能性 モノマ ーにはそ

れら官能基 と静電相互作用あるいは水素結合が期

待 できる酸性の メタ クリル酸を用いて,人 工抗体

ポ リマーの合成 を行 った。

3.2,5一 ジメチル ピラジンに対 す る人工抗体 ポ

リマー

3-1人 工抗体ポ リマーの合成

クロロホルム25m1中 に,鋳 型分子 で ある2,5一

ジメチ ル ピラ ジン(1.67mmo1),機 能性 モノマ

ー としてメタクリル酸,架 橋 剤ジメタク リル酸工

チ レン グ リコ ール(47.17mmol),重 合 開 始 剤

2,2'一アゾビスイソブチ ロニ トリル(0.73mmol)

を加 え,完 全 に溶解 させた後,窒 素 ガス置換 を行

い,UV光 を約12時 間照射 して塊状のポ リマーP

(pyra)を 得た。鋳型分子 を加ない,す なわちイ ン

プ リン トしていないブランクポ リマ ーP(blank)

を同様の操作 によ り得た。得 られた2種 の ポリマ

ー をそれぞれ乳鉢です りつぶ し,ふ るいにか け粒

径 が35μmか ら106μmの もの を採取 し,ス テ ン

レス カ ラム(150×4.6mmi.d.)に 充 填 した。

カラム を液体 クロマ トグラフィーポンプに接続 し,

メタ ノール/酢 酸(7/3,v/v)で 洗 浄 した。 さ

らに,べ 一ス ライ ンが安定す るまでアセ トニ トリ

ルで洗浄 を続 けた。液体 クロマ トグラフ ィー分析

によるポリマーの評価 は,以 下の式によ り求めら

れる容量比(k')を 用いて行 った。

痂一あk'

あ

ここで!Rは 試料の保持時間,あ はボイ ドマ ーカ

ー(ア セ トン)の 保持時間 であ る。

3-22,5一 ジメチル ピラジンイ ンプ リン トポ リ

マーの評価

表1に,鋳 型分子である2,5一ジメチル ピラジン,

および他 のピラジン類化合物の容量比 を示す。は

表1ピ ラジン類およびピリジン類の保持
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じめに鋳型分子 である2,5一ジメチル ピラジン1の

容量比 に注 目す ると,ブ ランクポ リマーにおいて

0.69で あるの に対 して,イ ンプ リン トポ リマーで

は4.0と,5.8倍 の強い結合力を有 していることが

分かった。

他の ピラジン類 の保持 について も検討 しポ リマ

ーの選択性 の評価 を行 った。用いた試料化合物 は

いずれ もピラジン骨格 を有 してお り,メ チル基 の

数 と置換位置 のみが異 なる。表1に 示 したように,

イ ンプ リン トポ リマー においては1が 最 も長 く保

持 された。一方 のコン トロールポ リマーにおいて

は,他 の ピラジン類 も同程度,あ るいは1以 上 に

保持 されている。 この ことか ら,イ ンプ リン トの

効果に より鋳型分子 に対す る選択 的な結合能が ポ

リマーに付与 されたもの と考 えられる。

2,3一ジメチル ピラジン2は,位 置 が異 なるもの

の,1と 同数のメチル基 を有 している。 しかし,

その保持 は1の6割 程度であった。 ブランクポ リ

マーでは2の 方 が若干で はあ るが長 く保持 される

ので,人 工抗体 ポ リマー は,鋳 型分 子の形 も記憶

してお り,分 子 の形 によって1を 認識 している と

考 えられる。2,3,5一 トリメチル ピラジ ン3は,メ

チル基をひ とつ余計 に持 ってい るので,1よ りも

サイズが大 き く,立 体障害 によりポ リマー内の結

合部位 と安定 に結合で きない ことが予想 される。

実際,2,3,5一 トリメチル ピラジ ンの保持 は75%程

度であった。

一方,鋳 型分子 よりもメチル基の数の少 ない,

すなわちサイズの小 さいピラジ ン4や2一 メチルピ

ラジ ン5は,ポ リマー内の結合部位 に入 るこ とは

可能である と考 えられ るにもかかわ らず,そ の保

持は比較的小 さかった。 これは,水 素 原子 よ り電

子供与 的で あるメチル基が ピラジ ン環 内のNの 塩

基性 に影響 を与 えてい るため と考 え られる。 すな

わち,メ チル基 の少ない ピラジン類 は塩基性が低

いために,カ ル ボキシル残基 との相互作用が弱 く,

長 く保持 されなか った もの と考え られる。

また,窒 素原子 を六員環内にひ とつ しか持 たな

い ピリジ ン類6,7は インプ リン トポリマー(2,5

一ジメチル ピラ ジンイ ンプ リン ト)に おいて もコ

ン トロールポ リマー と同程度 しか保持 され なか っ

た ことか ら,結 合部位内のカルボキシル残基 は二

つの窒素原子 に協同的 に働いている,す なわ ち,

人工抗体 ポ リマー はピラジンの二 つの窒素原子 を

認識 している と考 えられ る。

3-3認 識 のメカニズム

い くつかのピラジン類 を用いて選択性 を調べ た

結果,人 工抗体 ポ リマーの認識機構 についてある

程度知見が得 られ た。 さらに匂い分子 と認識部位

内のカルボキシル残基の結合を確認 するため,液

体 クロマ トグラフィーの溶離液の極性 の変化 させ

て,P(py)に お ける2,5一ジメチル ピラジンの保持

の変化を調 べた。比較的極性の低 いクロロホル ム

に極性の高いアセ トニ トリルを加 えていった場合

(図3a),ア セ トニ トリルに さらに極性の高い水

を加 えてい った場 合(図3b)の2,5一 ジ メチル ピ

ラジンの保持 の容量比 をグラフに示 した。

いずれの場合 も,溶 媒の極性が高 くなるにつれ

て,す なわち,ア セ トニ トリルあるいは水 を加 え

るに従って保持が小 さ くな ることがわかった。 こ

れ は,極 性 の高 い溶媒が匂い分子 のポ リマー(認

識部位)と の結合 を阻害 しているこ とを示す もの

であ り,こ れ らの結果 により,2,5一 ジメチル ピラ

ジンとポ リマー(認 識部位)は 水素結合 によ り結

合 している ことが示唆 された。

4.ニ コチ ン を認 識 す る人 工 抗 体 ポ リマ ー

4-1人 工 抗 体 ポ リマ ー の 合成

ク ロ ロ ホ ル ム25mlに(一)一 ニ コ チ ン(鋳 型 分

子,1.67mmol),メ タ ク リル 酸(機 能 性 モ ノ マ

ー
,6.68mmol),エ チ レ ン グ リ コ ー ル ジ メ タ ク

リ レー ト(架 橋 剤47.17mmo1),2,2'一 ア ゾ ビス イ
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図3溶 媒の極性がz,s一ジメチルピラジ ンの保持に与える影響

ソブチロニ トリル(重 合開始剤0.73mmo1)

を加 え溶解 させ窒素置換 した後,UV光 を約12時

間照射 し,ポ リマ ーP(nico)を 得た。同様 に,鋳

型 分 子 を加 え な い コ ン トロ ー ル ポ リマ ーP

(blank)と,機 能性 モノマー であ るメタ ク リル酸

を加 えないコン トロー ルポ リマーP(blank2)を 得

た。得 られ たポ リマー を乳鉢です りつぶ し,ふ る

いにか け粒径が35μmか ら106μmの もの を採取

した。ポ リマ ーを ステ ン レスカ ラム(150×4.6

mmi.d.)に 充填 した。液体 クロマ トグラ フィー

ポンプを使用 しスラリー充填 した。 カラムはメタ

ノー ル/酢 酸(7/3,v/v)で 洗浄 し,カ ラム 内

のインプ リン トポリマーか ら鋳型分子 を除去 した。

さ らに,ア セ トニ トリルでべ一スラインが安定 す

るまで洗浄 を続 けた。液体 クロマ トグラフィー分

析 は,流 量1.Oml/minで,P(nico)とP(blank),

P(blank2)に ついて行った。イ ンジェクシ ョン量

は20ulで,試 料 濃度 は0.25mMと した。各々 の

試料 は別々 にインジェクシ ョンし,各 試料 の保持

時間を測定 し,そ れ を容量比に換算 して評価 に用

いた。

4-2ニ コチ ン抗体 ポ リマーの評価(液 体 クロ

マ トグラフィー分 析)

P(nico)お よ び をP(Blank1),P(Blank2)を 固

定相に用いた液体 クロマ トグラフィー分析の結果

を表2に 示 す。溶離液 にはアセ トニ トリル/水/

酢酸(98:1:1,v/v/v)を 用いた。P(nico)に お

けるニコチンの容量比 は23と長 い保持が観測 され

た。一方,同 様 に測定 したP(blank)で は1.7と,

P(nico)の よ うなニ コチンに対 す る大 きな親和 性

は見 られ なかった。 この結果 か ら,P(nico)の 高

い親和性 はニコチンをイ ンプ リン トした効果に よ

るもので ある と考 え られ る。 また,P(blank2)で

は全 く保持が見 られ なかった ことから,ニ コチ ン

の保持は,ポ リマ ー中のメタク リル酸残基 との相

互作用による もので あると考え られ る。

ニ コチ ンと構造が類似 した化合物 を試料 として,

その保 持 を調 べ,P(nico)の 選択性,お よび認 識

機構に関する検討 を行 った。ニコチンの ピロリジ

ン環の部分が メチル基 に置換された3一メチル ピ リ

ジンの容量比 は1.7(表2),ま た,逆 に ピリジル

基 を水素で置換 した構造 にあたるN一 メチル ピロ

リジンの容量比 は4.6で あ り,い ずれ もニ コチ ン

と比較 する とあま り保持 されない という結果が得

られ た。 この結果 は,P(nico)内 の結合 部位 に お

いて,メ タク リル酸 由来のカルボキシル残基が2

つのNと 協同的 に相互作用 しているこ とを示唆 し

ている。 さらに検討 を加える と,3づ チル ピリジ
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表2ニ コチンおよび構造関連 のある化合物 の保持(容 量比)

ン,N一 メチル ピロ リジンと もにニ コチンよ りも

保持 は小さかったが,明 らか にN一 メチル ピロ リ

ジンの方が長 く保持 された ことか ら,ピ ロ リジン

のN,す なわち塩基性の高いNの 方がよ り認識 に

寄与 しているこ とが示唆 された。 これは,コ チニ

ン(コ チニ ンはニ コチ ンと非常に似 た構造 をもつ

がニコチ ンよりも塩基性が低 い)の 容量比 がN一

メチルピロ リジンより小 さい2.3で あった という

結果に も支持 されて いる。

4-3解 離定数の見積 もり

このように,ク ロマ トグラフィー分析 において,

優れた分子認識能 を有 してい ることがわかった。

そ こで,ス キャ ッチャー ドプ ロッ ト分析を行 い,

P(nico)と ニコチ ンの解離 定数 の推定 を行 った。

ニ コチ ン濃度10μMか ら3mMの アセ トニ トリ

ル溶液1mlに,P(nico)10mgを 加 え,室 温 で約

3時 間撹拝 を続 けた。 インキュベー ションの後,

遠心分離器 を用いてポ リマー粒子 を沈降 させ,上

清50u1を 試料 として採取 した。逆相 ク ロマ トグ

ラ フ ィー によ り上清 中 の未 結合 ニ コチ ン濃 度

[T]を 定量 し,初 期ニ コチ ン濃度 から[T]を

引 くことによ り,ポ リマーに結合 したニ コチンの

量TRを 求 めた。

ニ コチンの初期濃度 と結合量 の関係(図4a),

お よびスキ ャッチ ャー ドプロ ッ トを(図4b)に

示す。プロッ トが直線関係 を示さないこ とから,

P(nico)に は,そ れぞれ異 なるア フィニ テ ィを持

つ複数の結合部位群が存在す ることが示唆 された。

これは,人 工抗体合成の際 に,鋳 型分子 と機能性

モ ノマーの複合体が何種類か形成 し,そ れ らがポ

リマー内にインプ リン トされ るため と考 え られる。

最 も高いアフ ィニティをもつ結合部位 については,

その解 離定 数 は2×10-6Mで あ る と推 定 され た

(図4b)。

図4ス キ ャッチャー ド分析による解離定数の推定
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5.結 論

メタクリル酸 を機能性 モノマー として用いるモ

レキュラー インプ リンテ ィング法により,塩 基性

の匂 い物質で ある2,5一ジメチル ピラジン,ニ コチ

ンに対 して人工抗体ポ リマーを合成す ることが可

能 であることが示 された。人工抗体 ポリマーは,

ターゲッ ト分子 と選択的に結合 し,そ の際,分 子

の形や官能基の数 ・位置を認識 していることがわ

かった。 また,そ のア フィニテ ィも合成分子 とし

ては極 めて高 く,人 工の生体 分子素子 としてセ ン

サーへの応用が十分に可能 であることが示 された。

本研究で は,ニ コチ ンや ピラジ ン類 といった塩 基

性 の含窒化合物 をモデル匂い物質 として人工抗 体

ポ リマー の合成 を行ったが,鋳 型分子 とす る匂い

物質が替わ って も,鋳 型分子 と相互作用す る機 能

性 モノマーを適切に選択す るあるいは設計 ・合成

する ことによって,他 の化合物についても容易に

セ ンサー用人工抗体ポ リマー を合成す ることが可

能 であると考 えられる。

本研究 で示 した人工抗体ポ リマーは,タ ーゲ ッ

ト分子 に対 してテーラーメイ ドのアフィニテ ィと

選択性 をもつだ けでな く,合 成および取 り扱いが

容易 であ り,少 な くとも数カ月に渡 り安定 してそ

の性能 を発揮す る点において も,セ ンサーへの応

用に適 した材料である といえ る。 センサー化につ

いては実際 の抗体 で行われている手法 をその まま

応用できる。一例 として,こ のポ リマーで水晶振

動子表面 を被覆すれば,こ のポ リマーに対す る匂

い物質 の特異的吸着に より,振 動数変化が期待 さ

れるので,こ れ を測定する ことによ り匂 い物資の

測定 が可能 にな ると考え られ る。

本研究 の遂行にあた り,研 究助成金 を賜 りまし

た浦上食品 ・食文化振興財団に心よ り感謝申 し上

げます とともに貴財団 の益々の ご発展 を祈念申 し

上 げます。なお,本 研究 は,松 井淳助手 との共同

で行われた ことを付記 し感謝いた します。
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DevelopmentofArtificialAntibodiesforOdorantSensorsUsingMolecular

ImprintingTechnique

TOShifumlTlk2uC111(FacultyofInformationSciences,HiroshimaCityUniversity)

Molecularimprintinghasbeenknownasatechniquetopreparesyntheticpolymers

withspecificrecognitionsitesforgivenmolecules[1-6].Inthistechnique,thearrange-

mentofbindingsitesisachievedpriortopolymerizationbymeansofeithercovalent

bondingornon-covalentinteractionsbetweenamoleculetoberecognized(template)and

polymerizablemonomerswithfunctionalgroupscapableofthecomplexformationwith

thetemplate(functionalmonomer).Afterthepolymerization,thetemplateisremovedfrom

thepolymer,resultingintheformationofcomplementarybindingsitesforthetemplate.

Inthiswork,syntheticpolymer-basedartificialantibodiesselectivefor2,5-dimeth-

ylpyrazine(DMP)andnicotinewerepreparedusingmolecularimprinting,inwhich

methacrylicacidwasusedasafunctionalmonomer.IntheDMPsystem,theDMP-

imprintedpolymershowed5.8timeshigheraffinitythanthecorrespondingblankpolymer

thatwaspreparedwithoutthetemplate,DMP.Bychromatographictests,hydrogenbond

formationwassuggestedtobeamaindrivingforcetodeveloptheaffinity.Inthenicotine

-imprintedsystem
,13-timeshigheraffinityvasobservedcomparedtotheblankpolymer.

Itisalsosuggestedthatnicotineisboundtothepolymerbyhydrogenbonding.Resulting

fromScatchardanalysis,thebindingsitesarenothomogeneousintermsofaffinityandthe

highestaffinityofbindingsitesgiveandissociationconstanttobe3.6μM,

Inconclusion,methacrylicacid-basedmolecularimprintingcouldprovidesynthetic

polymerscapableofspecificbindingtothetemplatesemployed,DMPandnicotine.It

appearsthattheselectivityofthepreparedpolymersisinducedbythepolymerizationin

thepresenceofthetemplates.Thesepolymersbearingsuchantibody-liketemplate-in-

ducedselectivitycouldbecalled"artificialantibody".Byusingtheodorant-selective

artificialantibodiespresentedhere,artificialbiosensorscouldbeconstructedforthe

detectionofodor.Becausethesyntheticpolymersaremorestablethannaturalantibodies,

theuseofthepolymer-basedartificialantibodiescouldbeanalternativewayofnotonly

odorantsensorsbutalsoothernaturalantibodyapplicationsinthefuture.


