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食の安全は食品製造における重要課題の一つである。食物中に混入した微生物の情報を得ることは食品の衛生

管理において不可欠であるが，従来の培養法による微生物試験法では試験結果が得られるまでに数日から数週間

程度の時間を要し，その検査時間を短縮する技術が望まれている。我々は，標的核酸分子が結合することで蛍光

を発する核酸検出プローブで核酸検出を行うシグナリングアレイ技術を開発した。本プローブを遺伝子解析によ

る微生物検査等に用いられる DNA チップに適用することで，蛍光物質などで標識していない標的核酸分子をワ

ンステップで検出できる DNA チップの作製が可能になった。本技術により，微生物の検出を迅速・簡便に行い，

誰でも再現性の高い検査を行うことができる。本稿では，我々が開発した技術について詳細を述べ，その応用に

ついて議論する。

Food safety is one of the most important issues for the food industry. Although the detection 
of microbial contamination is indispensable for the management of food hygiene, conventional 
cultural enrichment methods require from days to weeks to obtain results. Thus, there is 
an increasing need for rapid detection technology to shorten the examination time. We have 
developed signaling array technology for detecting nucleic acids with a sensing probe, which 
hybridizes with specific nucleic acids and emits fluorescence. This probe enables conventional 
DNA microarrays used for microbial tests to offer one-step detection of unlabeled nucleic acid 
fragments, thus simplifying the detection of microbes. This paper describes details of this 
signaling array technology and its applications.

1. はじめに

近年の消費者の「食の安全安心」への関心の高まりや，
HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）の
義務化などが契機となり，各食品・飲料メーカーにおい
て微生物管理手法を見直すニーズは確実に高まってきて
いる。製造現場において，これまで主に実施されている
微生物試験法は培養法である。培養法では，微生物を目
視可能な状態まで育成し，増殖の有無から菌の存在を調
べる検査方法である。そのため，検査結果を得るまでに
数日から数週間程度の時間を要する（図 1）。一方，より
短時間で検査結果を得られる迅速微生物試験法は多数報
告されているが (1)，これらの導入はあまり進んでいない
のが現状である。導入が進まない原因として，装置導入
コストや高い検査コストを挙げるお客様は多い。

しかし，様々なお客様へのヒアリングを行う中で，検
査に要する専門知識やそれぞれの試験法で必要とされる

高度な熟練操作が大きな導入障壁となっていることが分
かってきた。さらに，新たな手法による専門的な検査を
行うためには，検査作業そのものから検査結果の解釈に
至るまで，化学・生物学分野の専門的な知識と経験を要
する。これらの問題を解決することが，これまで我々が
想定していた以上に重要な課題であることがわかった。
このことより，結果の判断に専門的知識が要らない情報
を，誰でも扱える技術で提供することに事業創出の機会
があると考えた。

図 1 培養法による一般的な微生物検査フロー
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そこで，横河電機は DNA チップによる遺伝子の検出を
迅速・簡便化する新たな核酸検出プローブであるシグナ
リングアレイプローブを開発した。本プローブを用いる
ことで，従来 DNA チップによる核酸分析を行う際に要求
される，検出したい標的核酸分子への蛍光標識などの煩
雑な操作が不要となる。また，これにより標的核酸分子
へ蛍光標識を行った際に必要となるハイブリダイズ（標
的核酸分子を検出プローブに結合させること）後のチッ
プの洗浄工程も省略することが可能であり，検査工程を
簡易化できる。本稿では，開発したシグナリングアレイ
技術の原理と基本特性について述べ，食品産業等で使用
可能な迅速微生物検出プロトコール（試験手順）の構築
可能性を，実際の検出結果を示しながら議論する。

2. シグナリングアレイプローブ

2.1 DNA チップによる遺伝子解析
DNA チップとは，固相基板上に検出対象としたい核酸

の相補配列を有する検出用 DNA プローブをアレイ状に
スポットし，固定化した分析ツールである（図 2）。相補
配列を有する核酸分子同士は，ある温度や溶液組成の条
件下でお互いに結合する特性を持つ。この特性により，
DNA チップ上に固定した DNA プローブは，サンプル中
に含まれる多数の DNA 分子の中から相補配列を有する
分子を選択的に捕捉することが可能である。この方法は，
数塩基程度の塩基配列の違いを検出でき，また複数配列
の DNA の網羅的な分析を，少量の検体量と数十分という
短時間で可能とすることから，様々な研究分野で活用さ
れている。

図 2 DNA チップ

一般に，DNA チップを用いた分析では，検出する核酸
分子には蛍光色素等が付加される。プローブとの反応後
にチップの洗浄を行ってから蛍光検出を行うことで，プロ
ーブと強い結合を示した核酸分子が存在したかどうかを
確認する。洗浄操作における洗浄溶液の組成や温度，ま
た洗浄時間の違いは，検出結果に大きな影響を与える。し
たがって，再現性を確保した正確な結果を得るためには，
操作を厳密に管理できる熟練した手技が必要であった。

2.2 シグナリングアレイプローブの構造と検出原理
新たに開発した発光型プローブであるシグナリングア

レイプローブの模式図を図 3 に示す。シグナリングアレ

イプローブは，5′ 末端に蛍光色素である Cy®3 を修飾し
た（化学的に結合させた）蛍光プローブと，3′ 末端に消
光物質である BHQ®2（Black Hole Quencher®2）を修飾
した消光プローブの２本のプローブを，固相表面に２本
一対となるように固定する。このとき，プローブの Cy3
もしくは BHQ2 をそれぞれ修飾した末端からの数塩基を，
お互いに相補配列とする。このことにより，溶液中に存
在している初期の状態では，Cy3 分子と BHQ2 が近接し
た状態となる。そのため，Cy3 分子蛍光放出は蛍光共鳴
エネルギー移動により抑制される（図 3 左側の状態）。し
かし，高い相同性を有する標的核酸分子がプローブにハ
イブリダイズすると，先端の蛍光分子と消光分子が互い
に引き離され，抑制が解放され蛍光を発するようになる

（図 3 右側の状態）。この原理により，標的核酸分子のハ
イブリダイズを蛍光強度の変化によって検出可能なプロ
ーブを実現している。本プローブを用いた DNA チップに
おいては，標的核酸分子をチップに滴下することだけで
検出が可能となる。これにより，前項で述べたハイブリ
ダイズ後の DNA チップの洗浄工程を省略することがで
き，操作をより簡略化したプロトコールを構築できる。

図 3 シグナリングアレイプローブ

2.3  熱変化による消光／発光応答
相補配列の結合によって互いに近接し，蛍光が抑制さ

れているシグナリングアレイプローブの先端部は，熱の
影響によっても解離して蛍光の抑制が解かれる。プロー
ブを加熱すると２本のプローブの先端部は解離し，蛍光
分子と消光分子が離れるため，蛍光を発するようになる。
良好な検出を行うためには，標的核酸分子を検出プロー
ブに結合させるハイブリダイズの際の設定温度 60 ℃付
近で，先端部の結合が解かれることが望ましい。

シグナリングアレイプローブの先端部の結合が解かれ
る温度を確認するため，熱変化によるプローブの消光／
発光応答を調査した。食品微生物の一例として大腸菌を
選定し，16S rDNA を対象として大腸菌を特異的に検出
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する配列を有するシグナリングアレイを固定化した DNA
チップを作製した。この DNA チップを 25 ～ 98 ℃の範
囲で温度を変化させ，スポットの蛍光強度変化を測定し
た。Cy3 分子の量子効率が温度上昇に伴って低下するこ
とを考慮し，蛍光強度はあらかじめ測定した Cy3 分子の
温度変化特性を基に補正した。蛍光が温度上昇に伴い非
線形に増加する傾向が確認され，約 60 ℃の温度付近で
変曲点を示した（図 4）。シグナリングアレイプローブの
先端部の結合は，ハイブリダイズ温度付近で解離する特
性を有することが確認された。

図 4 温度変化によるシグナリングアレイプローブの 
蛍光量変化

2.4  検出感度の確認
微生物検出プローブとしてシグナリングアレイプロー

ブが適用可能かどうかを判断すべく，検出感度の確認を
行った。大腸菌から抽出したゲノム DNA をテンプレート
とし，16S rDNA を標的として PCR （Polymerase Chain 
Reaction） 増幅した。増幅産物の検出対象鎖のみを精製
し，一本鎖化した核酸分子を検出標的として用いた。サ
ンプル溶液中の標的核酸分子濃度を 0.1 ～ 3.2 nM とな
るように調製した溶液を用いて，60 ℃，5 rpm の条件下
で 30 分間ハイブリダイズし，その後スポットの蛍光量
を室温にて測定した（図 5）。

図 5 シグナリングアレイプローブの検出下限

シグナリングアレイプローブは前述のとおり，初期状
態において蛍光の放出は抑制されている。しかし，蛍光
共鳴エネルギー転移効率は 100% とはならないため，初
期状態，つまりサンプル中に標的核酸分子が存在しない
場合においても，わずかに蛍光が確認される（N 光量）。
したがって，プローブへの標的核酸のハイブリダイズは，
蛍光量の変化量を測定することで確認することができる。
本研究においては，N 光量との光量比が２以上となる光
量変化を検出下限と定めた。検出感度の確認結果では，
サンプル中のターゲット濃度が低くなるとともにスポッ
トの蛍光量は低下し，0.1 nM の結果においては N 光量
と同程度となった。N 光量との光量比が２以上となる光
量を示したターゲット濃度，つまりプローブの検出下限
濃度は，0.4 nM 程度と見積もることができた。検査対象
の PCR 増幅産物を検出するプローブとして十分な検出感
度を有しており，微生物検査への適用は可能であると考
えられる。

3. 微生物検出プロトコールの構築

DNA チップによる遺伝子の検出によって微生物同定を
行う場合，一般にその工程は，①サンプルからの核酸（DNA
や RNA）抽出・精製，②遺伝子の増幅および蛍光色素等
の修飾，③増幅遺伝子の一本鎖化，④一本鎖遺伝子の検出，
の４工程に大別される。食品製造現場等における検査を
想定した場合，微生物検出に係る工程はできるだけ少な
く，煩雑な操作が不要なプロトコールであることが好ま
しい。

我々は以前，生化学的な試薬を用いることなく，数十
秒から数分という短時間で微生物から核酸を抽出するこ
とができる技術である『高温加圧核酸抽出法』を開発し
た (2)。本手法は，一般細菌からだけでなく，真菌などの
硬い細胞構造を有する微生物を含む様々な微生物からも，
同一手法で核酸抽出が可能である。抽出に生化学的試薬
を使用しないことから，抽出した核酸は，精製工程を経
ることなく後段の増幅工程に供することが可能である。
この手法を用いることで，遺伝子検出の前処理時間を大
幅に短縮することができる。

高温加圧核酸抽出法とシグナリングアレイプローブを
固定した DNA チップを用い，簡易な操作で微生物の検出
が可能なプロトコールを構築した。検査のフローを図 6
に示す。検出遺伝子の増幅工程に非対称 PCR を採用する
ことで，増幅 DNA を一本鎖化することなく DNA チップ
での検出ができる設計とした。各工程にかかる時間は，
核酸抽出に数分，遺伝子増幅に 30 ～ 60 分，ハイブリダ
イズに 30 分程度であり，増菌培養サンプルの核酸抽出
から検出までの全工程を２時間以内で終了する。その結
果，増菌培養工程を含めても２日間以内で完了すること
が可能である。
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4. 微生物試験指標菌の検出

4.1 単一菌種の検出
人体に害をもたらす可能性のある細菌は数多く報告

されているが，その中で日本薬局方にて指定されている
微生物試験の指標菌で主要な Candida albicans（CA），
Escherichia coli（EC）， Pseudomonas aeruginosa（PA）， 
Staphylococcus aureus（SA）， Salmonella enterica（Sal）
の５種類の菌を選定し（表 1），これらの菌を一括で検査
できる DNA チップを作製した。

 

菌種ごとに異なる検出対象遺伝子を独自に選択した。
CA では厚膜胞子形成関連遺伝子 SSP2 を， PA では鉄代謝
関連遺伝子 fur を， SA では温度安定性 DNA 分解酵素遺伝
子 nuc を， Sal では fur 遺伝子制御遺伝子 iroB を，EC で
は DNA プライマーゼ遺伝子である dnaG をそれぞれ選択
した。本 DNA チップを用いて，構築したプロトコールに
よる微生物の検出を確認した。

現在の食品検査においては，生菌のみを検出する狙
いなどから検査前に一度増菌培養が行われる。これに
倣い，DNA チップに検出プローブを搭載した５菌種を，
そ れ ぞ れ Soybean-Casein Digest Broth with Lecithin & 
Polysorbate 80（SCDLP）， も し く は Glucose Peptone 
Broth with Lecithin & Polysorbate 80（GPLP）培地中に
103 cells を標準として植菌し，静置で 24 時間増菌培養
した溶液を疑似陽性サンプルとして用いた。各サンプル
から高温加圧核酸抽出法により抽出したゲノム DNA を
テンプレートとして，非対称 PCR を行った増幅サンプル

に，終濃度 5x（５倍濃度）となるように Saline Sodium 
Citrate Buffer（SSC）を添加し，DNA チップにアプライ
した。DNA チップを 60 ℃，５rpm の条件下で 30 分間
ハイブリダイズした後，蛍光読取装置により撮像し，画
像解析ソフトによる解析で各スポットの蛍光量を算出し
た。ハイブリダイゼーション前後の代表 DNA チップ画像
と，各スポット光量のグラフを図 7 に示す。

図 7 微生物試験指標菌の検出結果

試験に供した５菌種すべての結果において，ハイブリ
ダイズ前のスポットは暗く消光しているのに対し，ハイ
ブリダイズ後には各スポットに蛍光が確認された。また，
検出対象としたスポットにのみハイブリダイズ後に特異
的な蛍光量増加が確認され，誤検出は確認されなかった。
ハイブリダイズ後の光量と N 光量との比は 20 ～ 146 と，
良好な S/N 比で検出可能であることが確認された。
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4.2 複数菌種の同時検出
試料中に含まれる菌が複数であっても，複数菌種を同

時に検出できることを確認した。選定した５菌種をそれ
ぞれ増菌培養した溶液を，表 2 に示す組み合わせによっ
て混合し，複数菌種の疑似陽性サンプルとして試験に供
した。非対称 PCR 増幅の工程においては，マルチプレッ
クス PCR による５領域の多重増幅を行い，ターゲットと
なる増幅産物を得た。それ以外の工程においては，単一
菌種検出の際と同条件にて試験を行った。検出対象菌の
組み合わせと検出結果の一覧を，表 2 に示す。５種類の
菌の同時汚染のケースとして２～３種の汚染を想定し，
特に汚染頻度が高いと考えられる EC, SA, Sal の３菌種を
中心とした 13 の組み合わせについて試験を実施した。
今回実施した 13 パターンのすべてにおいて，スポット
光量 S/N 比２以上で検出可能であった。

従来の微生物検査法では，個々の菌が有する増殖特性
や生化学的性状に基づいた検査によって，菌の有無の確

認や菌種の特定を行う。そのため，複数の菌が混在した
サンプルの検査においては，混入菌をそれぞれ分離した
後，各菌別々に検査を行う必要がある。これに対し，複
数菌種の検査を一括で行うことが可能な DNA チップを用
いた試験は，検査の工程・操作の簡略化に，より適した
手法であると考えられる。

5. おわりに

我々は，核酸のハイブリダイズを契機に蛍光を発する
シグナリングアレイ技術を開発し，簡単な操作で遺伝子
の検出を行うことができる DNA チップの作製を実現し
た。また，この技術を応用することにより，微生物検査
を迅速・簡便にし，微生物学の専門家でなくとも実施可
能な検査プロトコールを構築できる可能性を示した。検
査の工程・操作の簡略化技術によって迅速検査法が誰で
も行えるようにすることで，これまで主に培養法によっ
て行われてきた産業界において，核酸検出による微生物
の迅速検査法が広く普及していくと期待している。

微生物の検査の迅速化の効果は，検査コストを縮小す
るだけでなく，検査結果の素早いフィードバックを可能
にすることで，製品製造効率の向上や流通の最適化，製
品廃棄コスト削減など，様々な波及効果が期待される。
開発した技術を用いて，お客様の製造工程における改善
効果の価値検証（PoC: Proof of Concept）を行っていく。
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表 2 複数菌種の同時検出結果

No. 対象菌種
検出結果

CA EC PA SA Sal

1 CA + 　 　 　 　

2 EC 　 + 　 　 　

3 PA 　 　 + 　 　

4 SA 　 　 　 + 　

5 Sal 　 　 　 　 +

6 CA/SA + 　 　 + 　

7 EC/PA 　 + + 　 　

8 EC/SA 　 + 　 + 　

9 EC/Sal 　 + 　 　 +

10 PA/SA 　 　 + + 　

11 PA/Sal 　 　 + 　 +

12 SA/Sal 　 　 　 + +

13 EC/SA/Sal 　 + 　 + +

11 11
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