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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＲＮＡ標的核酸の複数のコピーの製造法であって、
（ａ）オリゴヌクレオチド／標的配列複合体が生成され、ＤＮＡおよびＲＮＡ合成が起こ
る条件下、
（i）（＋）標的配列の領域を含むＲＮＡ標的核酸であって、該標的配列の領域の３’末
端が該核酸の３’末端に位置していないもの；
（ii）第一のオリゴヌクレオチド；該第一のオリゴヌクレオチドは、該（＋）標的配列の
３’末端またはその近傍にハイブリダイズすることのできるプライマー配列、５’プロモ
ーター配列、および修飾していない該第一のオリゴヌクレオチドのプライマー配列に比べ
てポリメラーゼによる該第一のオリゴヌクレオチドのプライマー配列の伸長を減少または
ブロックする、該第一のオリゴヌクレオチドのプライマー配列の３’末端またはその近傍
における修飾を含む；
（iii）第二のオリゴヌクレオチド；該第二のオリゴヌクレオチドは、該（＋）標的配列
の３’末端またはその近傍にハイブリダイズすることのできるプライマー配列、５’プロ
モーター配列、および修飾していない該第二のオリゴヌクレオチドのプライマー配列に比
べてポリメラーゼによる該第二のオリゴヌクレオチドのプライマー配列の伸長を減少また
はブロックする、該第二のオリゴヌクレオチドのプライマー配列の３’末端またはその近
傍における任意の修飾を含み、その際、該第二のオリゴヌクレオチドは該第一のオリゴヌ
クレオチドと有効に同じ位置にて該（＋）標的配列にハイブリダイズし、該第二のオリゴ
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ヌクレオチドの修飾が存在する場合には該第二のオリゴヌクレオチドの修飾は該第一のオ
リゴヌクレオチドの修飾と異なるものであって、該第一のオリゴヌクレオチドの修飾およ
び該第二のオリゴヌクレオチドの修飾がともにプライマー配列の伸長をブロックするもの
であることはない；
（iv）第三のオリゴヌクレオチド；該第三のオリゴヌクレオチドは、当該方法で生成され
該（＋）標的配列の相補鎖である（－）標的核酸配列の３’末端またはその近傍にハイブ
リダイズすることのできるプライマー配列を含む；
（v）ＲＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼおよび任意にＤＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼ よ
りなる群から選ばれた少なくとも１の酵素活性；
（vi）該第一のオリゴヌクレオチドの５’プロモーター配列および該第二のオリゴヌクレ
オチドの５’プロモーター配列を認識することのできる１またはそれ以上のＲＮＡポリメ
ラーゼ；および
（vii）ＲＮａｓｅ　Ｈ活性
を含む混合物をインキュベートし、
その際、該第三のオリゴヌクレオチドは、該インキュベーション条件下、該（－）標的配
列を鋳型として用いて該（＋）標的配列の産生を容易にし、ついで
（ｂ）該標的配列の該複数のコピーを生成させる
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
該第二のオリゴヌクレオチドが、修飾を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
工程（ａ）における該混合物が第四のオリゴヌクレオチドをさらに含み、該第四のオリゴ
ヌクレオチドが該第一のオリゴヌクレオチドおよび該第二のオリゴヌクレオチドと有効に
同じ位置にてハイブリダイズすることのできるプライマー配列、および５’プロモーター
配列を含み、プライマー配列の伸長を減少またはブロックすることのできる、該第一のオ
リゴヌクレオチドの修飾とは異なる修飾をその３’末端またはその近傍に含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項４】
工程（ａ）における該混合物が第五のオリゴヌクレオチドをさらに含み、第五のオリゴヌ
クレオチドは、該第三のオリゴヌクレオチドと有効に同じ位置にて該（＋）標的配列の３
’末端にハイブリダイズすることのできるプライマー配列、および修飾していない該第五
のオリゴヌクレオチドのプライマー配列に比べてポリメラーゼによる該第五のオリゴヌク
レオチドのプライマー配列の伸長を減少またはブロックする、該第五のオリゴヌクレオチ
ドのプライマー配列の３’末端またはその近傍における修飾を含む、請求項１または２に
記載の方法。
【請求項５】
該修飾が、それぞれ独立に、アルカンジオール修飾、３’デオキシヌクレオチド残基、非
ホスホジエステル結合を有するヌクレオチド、非ヌクレオチド修飾、リボヌクレオチド、
該（＋）標的配列に相補的でない塩基、およびジデオキシヌクレオチドの１または２以上
よりなる群から選ばれたものである、請求項１ないし４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
該修飾が、それぞれ独立に、コルジセピン、アルカンジオール修飾、およびホスホロチオ
エートヌクレオチドの１または２以上よりなる群から選ばれたものである、請求項１ない
し４のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
ＲＮＡ標的核酸の複数のコピーの製造法であって、
（ａ）オリゴヌクレオチド／標的配列複合体が生成され、ＤＮＡおよびＲＮＡ合成が起こ
る条件下、
（i）（＋）標的配列の領域を含むＲＮＡ標的核酸であって、該標的配列の領域の３’末
端が該核酸の３’末端に位置しておらず、該標的配列の領域の５’末端が該核酸の５’末
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端に位置していないもの；
（ii）第一のオリゴヌクレオチド；該第一のオリゴヌクレオチドは、該（＋）標的配列の
３’末端またはその近傍にハイブリダイズすることのできるプライマー配列を含む；
（iii）第二のオリゴヌクレオチド；該第二のオリゴヌクレオチドは、当該方法で生成さ
れる（－）標的核酸配列伸長生成物の３’末端ではないが３’側近傍にハイブリダイズす
ることのできる、該標的配列と同じセンスを有するプライマー配列、５’プロモーター配
列、および修飾していない該第二のオリゴヌクレオチドのプライマー配列に比べてポリメ
ラーゼによる該第二のオリゴヌクレオチドのプライマー配列の伸長を減少またはブロック
する、該第二のオリゴヌクレオチドのプライマー配列の３’末端またはその近傍における
修飾を含む；
（iv）第三のオリゴヌクレオチド；該第三のオリゴヌクレオチドは、該（－）標的配列の
３’末端またはその近傍にハイブリダイズすることのできるプライマー配列、および５’
プロモーター配列を含み、その際、該第三のオリゴヌクレオチドは該第二のオリゴヌクレ
オチドと有効に同じ位置にて該（－）標的配列にハイブリダイズする；
（v）標的核酸配列にハイブリダイズすることができＲＮａｓｅ　Ｈ基質を生成する３’
ブロックされた第四のオリゴヌクレオチド；
（vi）ＲＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼおよび任意にＤＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼ 
よりなるよりなる群から選ばれた少なくとも１の酵素活性；
（vii）該第二のオリゴヌクレオチドの５’プロモーター配列および該第三のオリゴヌク
レオチドの５’プロモーター配列を認識することのできる１またはそれ以上のＲＮＡポリ
メラーゼ；および
（viii）ＲＮａｓｅ　Ｈ活性
を含む混合物をインキュベートし、
その際、該第一のオリゴヌクレオチドは、該インキュベーション条件下、該（＋）標的配
列を鋳型として用いて該（－）標的配列の産生を容易にし、ついで
（ｂ）該標的配列の該複数のコピーを生成させる
ことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
発明の技術分野
この発明は、単独でかまたは核酸の均一なもしくは不均一な混合物の（大きなまたは小さ
な）成分としてのいずれかで存在するかもしれない特定の核酸配列すなわち「標的配列」
のコピー数を増加させる方法に関する。上記核酸の混合物は、診断試験、環境試験のため
、研究用に、試薬または材料の調製のため、クローニングなどの他の方法のため、または
他の目的のために採取された試料中に認められるものであってよい。
特定の核酸配列を選択的に増幅させることは、特異性を維持しながら診断アッセイおよび
環境アッセイの感度を高めるうえで、種々の研究方法の感度、便利さ、正確さおよび信頼
性を高めるうえで、および種々の目的のために特定のオリゴヌクレオチドを充分に供給さ
せるうえで価値がある。
本発明は、便利に行うことができることのために、環境および診断試験に使用するのに特
に適している。
発明の技術背景
特定の核酸配列の検出および／または定量は、微生物の同定および分類、感染性疾患の診
断、遺伝子異常の検出および特徴付け、癌に付随する遺伝子変化の同定、疾患に対する遺
伝的罹病性の研究、および種々のタイプの治療に対する応答の測定のため、ますます重要
な技術になっている。そのような方法はまた、食品中、環境試料中、種中、および特定の
微生物の存在をモニターする必要のある他のタイプの物質中に微生物を検出および定量す
るのに広範に使用されている。他の応用は、法科学、人類学、考古学、および生物学にお
いて見いだされ、その際、核酸配列の関連性の測定が、犯罪容疑者の同定、実父論争の解
決、系統樹および系統発生樹の構築、および種々の形態の生命の分類の援助に用いられて
いる。
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特定の核酸配列を検出および定量するための一般的方法は、核酸ハイブリダイゼーション
である。この方法は、相補的なまたは本質的に相補的な配列を含有する２つの核酸鎖が、
適当な条件下で特異的に会合して二本鎖構造を形成することができる能力に基づいている
。特定の核酸配列（「標的配列」として知られる）を検出および／または定量するには、
該標的配列の配列に相補的な配列を含有する標識オリゴヌクレオチド（「プローブ」とし
て知られる）を調製する。このプローブを標的配列を含むと思われる試料と混合し、ハイ
ブリッド形成に適した条件を生成させる。プローブは、標的配列が試料中に存在するなら
ば該標的配列とハイブリダイズする。ついで、プローブ－標的ハイブリッドを一本鎖のプ
ローブから種々の方法の一つを使って分離させる。ついで、試料中の標的配列の量を表示
するものとして、ハイブリッドに付随する標識の量を測定する。
核酸ハイブリダイゼーションアッセイの感度は、主として、プローブの比活性、ハイブリ
ダイゼーション反応の速度および程度、ハイブリダイズしたプローブとハイブリダイズし
なかったプローブとの分離方法の性能、および標識を検出することのできる感度によって
制限される。最も感度の高い方法は、スピード、便利さおよび経済性などのような日常的
な臨床試験および環境試験に必要とされる特徴の多くを欠いているかもしれない。さらに
、これら方法の感度は、多くの所望の応用にとって充分でない。
このタイプのアッセイの種々の成分および成分工程間での相互反応の結果、感度と特異性
の間にはほとんど常に逆比例の関係が存在する。それゆえ、アッセイの感度を高めるため
にとった手段（プローブの比活性を高めるなど）は、偽陽性の試験結果のパーセントが一
層高い結果となる。このような感度と特異性との関連は、ハイブリダイゼーションアッセ
イの感度を改善するうえで重大な障害であった。この問題の一つの解決法は、増幅法を用
いて存在する標的配列の量を特異的に増加させることである。標的配列の独特の部分を増
幅させ、試料の残りの配列中にコードされた情報のかなりの部分を増幅させないことは、
感度を高め、それと同時に特異性を損なうこともないに違いない。
「ポリメラーゼ連鎖反応」または「ＰＣＲ」と呼ばれる核酸配列を特異的に増幅させる方
法が、マリス（Ｍullis）らによって記載されている。（米国特許第４，６８３，１９５
号、同第４，６８３，２０２号および同第４，８００，１５９号およびヨーロッパ特許出
願第８６３０２２９８．４号、８６３０２２９９．２号および８７３００２０３．４号お
よびＭethods in Ｅnzymology、Ｖolume１５５、１９８７、３３５～３５０頁参照。）こ
の方法では、相補的配列の各鎖を鋳型として用い、同時に起こるプライマー依存性の核酸
合成のサイクルを繰り返す。増幅される配列は、合成を開始するプライマー分子の位置に
よって定められる。これらプライマーは、標的配列またはその相補体の３’末端部分に相
補的であり、核酸合成を開始するにはこれら部位と複合体を生成する必要がある。伸長生
成物の合成後、つぎの合成工程の前に両鎖を一般に熱変性により分離する。ＰＣＲ法にお
いては、相補的配列の両鎖のコピーが合成される。
ＰＣＲ反応の各サイクルの終結時において新たに合成された鎖を分離させるためにＰＣＲ
において用いる鎖分離手段は、しばしば熱変性である。その結果、熱安定性の酵素を用い
るか、または熱変性工程とＤＮＡ合成の次のサイクルの開始との間に新たな酵素を添加す
る必要がある。幾つかの異なる極端な温度間で反応温度を繰り返し循環させる必要がある
ことは、ＰＣＲ法の欠点である。ＰＣＲを便利なものとするためには、プログラムに組み
込むことが可能な（programmable）熱循環装置が必要である。
ＰＣＲ法は、ＰＣＲ反応に使用するプライマーの一つにプロモーター配列を組み込み、つ
いでＰＣＲ法を幾つかのサイクル行って増幅した後に一本鎖ＲＮＡの転写のために二本鎖
ＤＮＡを鋳型として用いることによって、ＲＮＡ転写と組合わされている。（たとえば、
ムラカワ（Ｍurakawa）ら、ＤＮＡ７：２８７～２９５（１９８８）参照。）
特定核酸配列の増幅のための他の方法は、一連のプライマーハイブリダイゼーション、伸
長工程および変性工程からなり、プロモーター配列含有プライマーを使用することによっ
てプロモーター配列を含有する中間体の二本鎖ＤＮＡ分子を与えることを含む。この二本
鎖ＤＮＡを用い、標的配列の複数のＲＮＡコピーを生成させる。得られたＲＮＡコピーを
標的配列として用いてさらにコピーを生成させることができ、複数のサイクルを行うこと
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ができる。（たとえば、バーグ（Ｂurg）ら、ＷＯ８９／１０５０号；ジンジェラス（Ｇi
ngeras）ら、ＷＯ８８／１０３１５号（しばしば「転写増幅システム」またはＴＡＳと呼
ばれる）；カシアン（Ｋacian）およびフルツ（Ｆultz）のＥＰＯ出願第８９３１３１５
４号；ダベイ（Ｄavey）およびマレク（Ｍalek）のＥＰＯ出願第８８１１３９４８．９号
；マレクらのＷＯ９１／０２８１８号を参照。）
ウォーカー（Ｗalker）ら（Ｐroc.Ｎatl.Ａcad.Ｓci.（ＵＳＡ）８９：３９２～３９６（
１９９２年１月））（従来技術とは認められない）は、最初の標的配列を生成するための
制限エンドヌクレアーゼおよび伸長反応およびそれゆえ増幅を可能とするためのＤＮＡ／
ＤＮＡ複合体にニックを入れる酵素を用いた、ＤＮＡ鋳型に用いるオリゴヌクレオチドに
よる増幅法を記載している。ベッカー（Ｂecker）ら（ＥＰＯ出願第８８３０６７１７．
５号）は、プライマーを標的配列とハイブリダイズさせ、得られた二本鎖を伸長反応およ
び増幅の前に開裂する増幅法を記載している；プライマーがハイブリダイゼーションの領
域を越えて伸長する場合には、伸長の前に開裂する必要があり、増幅の前に不必要な伸長
反応が起こるのを防ぐためにプライマーを３’末端でブロックしなければならない。ウル
デア（Ｕrdea）（ＷＯ９１／１０７４６号）は、Ｔ７プロモーター配列を導入したシグナ
ル増幅法を記載している。
核酸の他の増幅法としては、ヨーロッパ特許出願第３２０，３０８号に記載されたリガー
ゼ連鎖反応（ligase chain reaction）（ＬＣＲ）が挙げられ、この場合、少なくとも４
つの別々のオリゴプローブが用いられる；オリゴプローブのうちの２つは、第三および第
四のオリゴプローブが第一および第二のオリゴプローブとハイブリダイズしてライゲーシ
ョン後に連結したプローブを形成するように、同じ標的鎖上の反対側の末端に適当な方向
でハイブリダイズし、該連結したプローブを変性および検出することができる。他の方法
はＥＰＯ出願第０４２７０７３Ａ２号（１９９１年５月１５日公開）（従来技術とは認め
られない）に記載されているものであり、該方法においては、ヘアピンを形成することが
できヘアピン中に機能性のプロモーター配列を有するパリンドローム性のプローブを標的
配列にハイブリダイズさせ、ついで該標的配列にハイブリダイズさせた他のオリゴヌクレ
オチドにライゲートさせ、特定のＲＮＡ転写物が得られるようにする。
ＲＮＡ－指向ポリメラーゼ、好ましくはＱβレプリカーゼの結合のための認識配列を有す
る組換え一本鎖ＲＮＡ分子を用いることにより、比較的多量のある種のＲＮＡを生成させ
ることができる。（たとえば、クレーマー（Ｋramer）らの米国特許第４，７８６，６０
０号を参照）変異体分子のＤＮＡコピー中に特定の配列を挿入し、これを発現ベクター中
にクローニングし、これをＲＮＡに転写し、ついでこれをＱβレプリカーゼを用いて副生
するのに多くの工程を必要とする。
定義
本明細書において特に断らない限り、以下の術語は以下の意味を有する。
Ａ．核酸
「核酸」は、配列中に存在するかもしれず本発明の実施を妨害しないヌクレオチド類似体
または他の分子に加えて、ＲＮＡまたはＤＮＡのいずれかを意味する。
Ｂ．鋳型
「鋳型」は、核酸ポリメラーゼによってコピーすることのできる核酸分子である。鋳型は
ＲＮＡかまたはＤＮＡのいずれであってもよく、ポリメラーゼに応じて一本鎖、二本鎖ま
たは部分的に二本鎖のいずれであってもよい。合成されたコピーは鋳型に相補的である。
この発明において、コピーなる術語はまた、鋳型に等価なＲＮＡまたはＤＮＡ配列（当該
技術分野で一般に相同配列と呼ばれる）を有する核酸をも包含する。
Ｃ．プライマー
「プライマー」は、鋳型に相補的なオリゴヌクレオチドであって、鋳型とハイブリダイズ
してＤＮＡポリメラーゼ（逆転写酵素など）による合成を開始させるためのプライマー／
鋳型複合体を与え、その３’末端に連結した鋳型に相補的な共有結合した塩基の付加によ
り伸長するものをいう。その結果、プライマー伸長生成物が得られる。ＤＮＡ合成を開始
するには、知られている実質的にすべてのＤＮＡポリメラーゼ（逆転写酵素を含む）は、
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オリゴヌクレオチドが一本鎖の鋳型と複合体を形成すること（「プライミング」）を必要
とする。適当な環境下では、プライマーはプロモーター－プライマーの一部である。その
ようなプライマーは、一般に１０～１００塩基の長さ、好ましくは２０～５０塩基の長さ
である。
Ｄ．プロモーターまたはプロモーター配列
「プロモーター」または「プロモーター配列」は、核酸分子に結合して特定の部位でＲＮ
Ａの転写を開始するためのシグナルとして、ＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼ（「転写酵
素」）によって認識される特定の核酸配列である。結合のためには、そのような転写酵素
は、一般にプロモーターおよびその相補体が二本鎖であることを要求する；鋳型部分は二
本鎖である必要はない。個々のＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼは、種々の異なるプロモ
ーター配列（その転写促進能は顕著に変わり得る）を認識する。ＲＮＡポリメラーゼがプ
ロモーター配列に結合して転写を開始するとき、該プロモーター配列は転写される配列の
部分ではない。それゆえ、かくして生成されたＲＮＡ転写物はプロモーター配列を含んで
いないであろう。
Ｅ．プロモーター－プライマー
プロモーター－プライマーは、プロモーターおよびプライマーからなる。プロモーター－
プライマーは、標的核酸配列の３’末端に充分に相補的であるため該標的核酸配列の３’
末端またはその近傍で複合体を形成できるオリゴヌクレオチドである。このことは、プロ
モーター－プライマーが標的配列の末端に充分に近くで複合体を形成するため、アッセイ
、試験、クローニングまたは増幅された核酸の他の用途の要件を満たすに充分な標的配列
の増幅を可能とすることを意味する。プロモーター－プライマーは鋳型として用いられて
標的核酸配列の３’末端から伸長する相補的核酸配列を生成し、その結果、一般に二本鎖
のプロモーターを形成し、該二本鎖を破砕する変性または酵素的活性を受けることになる
。そのようなプロモーター－プライマーは、一般に長さが４０～１００塩基、好ましくは
４０～６０塩基である。
ＤＮＡ－またはＲＮＡ－依存性ＤＮＡポリメラーゼはまた、標的配列を鋳型として用いて
該標的核酸分子に対する相補鎖を生成する。
Ｆ．修飾したプライマーまたはプロモーター－プライマー
プライマーまたはプロモーター－プライマーの３’末端は、該末端から進行する伸長反応
の速度および／または範囲を回避または減少させるため、修飾またはブロックすることが
できる。修飾した成員および修飾していない成員をともに有するプライマーまたはプロモ
ーター－プライマーは、本発明の目的のためには本質的に同じ核酸配列からなる。言い換
えると、修飾したプライマーまたはプロモーター－プライマーは、修飾したオリゴヌクレ
オチドおよび修飾していないオリゴヌクレオチドともに標的核酸配列上の実際上同じ位置
で（プラスまたはマイナス約１０塩基）ハイブリダイズする点で、異なる複合体形成配列
（プライマー）を含有してはいない。また、修飾したプロモーター－プライマーは、修飾
していないプロモーター－プライマーと異なる認識配列（プロモーター）を含有してはい
ない。このことは、約１０塩基内で、修飾したおよび修飾していないプライマーまたはプ
ロモーター－プライマーは同じであり、同じＲＮＡポリメラーゼによって認識され、多か
れ少なかれ同じ標的配列とハイブリダイズする（必ずしも正確に同じ部位ではないが）こ
とを意味する。好ましい態様においては、修飾したおよび修飾していないプライマーまた
はプロモーター－プライマーは、修飾の点を除けば同一である。
プライマーまたはプロモーター－プライマーの標的相補的部分の３’末端は、当業者によ
く知られた種々の仕方で修飾することができる。プロモーター－プライマーに対する適当
な修飾としては、リボヌクレオチドの付加、３’デオキシヌクレオチド残基（たとえば、
コルジセピン（ＣＯ、グレン・リサーチ（Ｇlen Ｒesearch）））の付加、３’，２’－
ジデオキシヌクレオチド残基の付加、非ホスホジエステル骨格結合（モノチオリン酸エス
テルなど）を有する修飾ヌクレオチドの付加、およびアーノルド（Ａrnold）ら（ＷＯ８
９／０２４３９（ＰＣＴ／ＵＳ８８／０３１７３）によって記載されているような非ヌク
レオチド結合（ＲＳ）の付加またはアルカン－ジオール修飾（ウイルク（Ｗilk）ら、Ｎu
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c.Ａcids Ｒes.１８：２０６５、１９９０）（ＲＰ）の付加が挙げられ、または修飾は単
にハイブリダイズする配列の３’側に標的核酸配列に相補的でない１または２以上のヌク
レオチド残基からなっていてもよい。もちろん、他の有効な修飾も可能である。
修飾したオリゴヌクレオチドと修飾していないオリゴヌクレオチドとの混合物を増幅反応
に用いることができ、また広範囲の比率（たとえば、１：１～１，０００：１）の修飾し
たオリゴヌクレオチドおよび修飾していないオリゴヌクレオチドを用いることができる。
異なる３’修飾を有するオリゴヌクレオチドの混合物を用いることもできる。
Ｇ．プラス（＋）およびマイナス（－）鎖
核酸合成の議論は、核酸二本鎖の２つの相補鎖の命名の術語を採用することにより非常に
簡単になり明瞭になる。伝統的に、タンパク質や構造ＲＮＡを生成するのに用いられる配
列をコードする鎖は「プラス」鎖とよばれ、その相補鎖は「マイナス」鎖とよばれる。現
在、多くの場合において両方の鎖とも機能性であり、一方の鎖に「プラス」の表示を他方
の鎖に「マイナス」の表示を当てはめることは恣意的なものであることがわかっている。
にもかかわらず、両術語は核酸の配列の方向性を示すのに非常に有用であり、本明細書に
おいてその目的のために用いるであろう。その場合、「プラス」鎖は第一のプライマーま
たはプロモーター－プライマーと複合体を形成する最初の標的配列を示す。
Ｈ．標的核酸配列、標的配列
「標的核酸配列」または「標的配列」は増幅すべき所望の核酸配列を有し、一本鎖または
二本鎖のいずれであってもよく、増幅すべき配列の５’または３’側に他の配列（増幅し
ても増幅しなくてもよい）を含有していてもよい。
標的配列には、本発明を実行する際にプロモーター－プライマーがハイブリダイズする複
合体形成配列を包含する。標的核酸配列がもともと一本鎖である場合は、該術語は（＋）
または（－）鎖のいずれかを意味し、該標的配列に相補的な配列をも意味するであろう。
標的核酸配列がもともと二本鎖である場合は、該術語は（＋）および（－）鎖の両方を意
味するであろう。
Ｉ．ＤＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼ
「ＤＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼ」は、ＤＮＡ鋳型から相補的ＤＮＡコピーを合成する
酵素である。一つの例は、バクテリオファージＴ７ ＤＮＡポリメラーゼである。知られ
ているすべてのＤＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼは、合成を開始するには相補的なプライ
マー（ＲＮＡまたはＤＮＡであってよい）またはコポリマーを必要とする。適当な条件下
では、ある種のＤＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼはＲＮＡ鋳型から相補的なＤＮＡコピー
を合成することが知られている。
Ｊ．ＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼ（転写酵素）
「ＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼ」または「転写酵素」は、（通常、二本鎖の）プロモ
ーター配列を有する二本鎖または部分的に二本鎖のＤＮＡ分子から複数のＲＮＡコピーを
合成する酵素である。本発明は、プロモーター－プライマー中の一本鎖プロモーター配列
および該一本鎖プロモーター配列を認識するＲＮＡポリメラーゼを包含することに注意す
べきである。ＲＮＡ分子（「転写物」）は、プロモーターのすぐ下流の位置から始まって
ＲＮＡ分子の５’→３’方向に合成される。転写酵素の例としては、バクテリオファージ
Ｔ７、Ｔ３およびＳＰ６からのＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼが挙げられる。
Ｋ．ＲＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼ（逆転写酵素）
「ＲＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼ」または「逆転写酵素」は、ＲＮＡ鋳型から相補的な
ＤＮＡコピーを合成する酵素である。知られているすべての逆転写酵素はまた、ＤＮＡ鋳
型から相補的なＤＮＡコピーを作製する能力をも有する；それゆえ、該ポリメラーゼはＲ
ＮＡおよびＤＮＡの両方に依存性のＤＮＡポリメラーゼである。ＲＮＡ鋳型またはＤＮＡ
鋳型のいずれかを用いて合成を開始するにはプライマーを必要とする。
Ｌ．ＲＮアーゼＨ
「ＲＮアーゼＨ」は、ＲＮＡ：ＤＮＡ二本鎖のＲＮＡ部分を分解する酵素である。ＲＮア
ーゼＨは、エンドヌクレアーゼまたはエキソヌクレアーゼである。ニワトリの骨髄芽球症
ウイルスおよびモロニーマウス白血病ウイルスの逆転写酵素は、そのポリメラーゼ活性に
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加えてＲＮアーゼＨ活性をも有する。幾つかのクローニングされた逆転写酵素は、ＲＮア
ーゼＨ活性を欠いている。ポリメラーゼ活性を伴わなくとも利用できるＲＮアーゼＨ源も
また存在する。この分解の結果、ＲＮＡ：ＤＮＡ複合体からＲＮＡが分離される。別の場
合には、ＲＮアーゼＨは、ＲＮＡの部分が溶け出したり（melt off）または酵素がＲＮＡ
の部分を巻き戻すのを可能にしたり、または生成したＲＮＡ断片がポリメラーゼによる伸
長のためのプライマーとして機能するように、単にＲＮＡを種々の位置で切断するだけで
ある。
Ｍ．ハイブリダイズ、複合体形成
「ハイブリダイズ」および「複合体形成」なる語は、ワトソン－クリック塩基対形成によ
り二本鎖（または「複合体」）を形成するに充分に相補的なヌクレオチド配列間での二本
鎖の形成を意味する。プロモーター－プライマーまたはプライマーが標的（鋳型）と「ハ
イブリダイズ」すると、そのような複合体（またはハイブリッド）はＤＮＡポリメラーゼ
によって必要とされるプライミング機能を果たすのに充分安定であり、ＤＮＡ合成を開始
する。
Ｎ．特異性
特異性は、配列およびアッセイ条件に応じて標的配列と非標的配列とを識別する核酸配列
の能力を説明する特性である。
発明の概要
本発明は、標的核酸配列の複数のコピーの合成のための新規な自己触媒法（すなわち、該
方法は、温度、ｐＨまたはイオン強度などの反応条件を修飾する必要なく自動的に循環す
る）に関する。
本発明は、オリゴヌクレオチド／標的配列複合体が形成されＤＮＡおよびＲＮＡ合成が起
こる条件下、標的配列を第一のオリゴヌクレオチド（標的配列の３’末端部分とハイブリ
ダイズするに充分に相補的な複合体形成配列（これ単独でプライマーと呼ばれる）を有し
、該複合体形成配列の５’側に二本鎖の形態にてＲＮＡポリメラーゼのプロモーターとし
て機能する配列を包含する配列（この配列はプロモーター－プライマーと呼ばれる）を有
する）および第二のオリゴヌクレオチド（標的配列の相補鎖とハイブリダイズするに充分
相補的な複合体形成配列を有するプライマーまたはプロモーター－プライマー）で処理す
ることを特徴とする。この発明において、第一のオリゴヌクレオチドおよび第二のオリゴ
ヌクレオチドの一方または両方が、ブロックされたオリゴヌクレオチド配列とブロックさ
れていないオリゴヌクレオチド配列との混合物であるか（ブロックされたオリゴヌクレオ
チドは、ＤＮＡポリメラーゼによるプライマー伸長の速度および／または範囲を回避また
は減少させるように修飾された３’末端を有する）、または異なる３’修飾を有するオリ
ゴヌクレオチドの混合物である。そのような混合物は、ブロックされたオリゴヌクレオチ
ドのみまたはブロックされていないオリゴヌクレオチドのみを用いた場合に比べて特定の
増幅反応の効率を有意に促進させる。そのようなオリゴヌクレオチドの比率は増幅しよう
とする特定の鋳型配列によって変わってよいが、一般に１：１から１０００：１（ブロッ
クされたもの／ブロックされていないもの）である。本発明では、標的配列は定められた
３’末端または５’末端を有する必要はない。
本発明の一つの態様は、（ａ）オリゴヌクレオチド／標的配列複合体が形成され、適当な
ポリメラーゼ（たとえば、ＤＮＡポリメラーゼ）によってＤＮＡ合成が開始される条件下
、標的配列の３’末端部分とハイブリダイズするに充分に相補的な複合体形成配列を有し
、該複合体形成配列の５’側に二本鎖の形態にてＲＮＡポリメラーゼのプロモーターとし
て機能する配列を包含する配列を有する第一のプロモーター－プライマーオリゴヌクレオ
チドで標的配列を処理し、（ｂ）標的の３’末端が伸長されてＲＮＡポリメラーゼのため
のハイブリッド鋳型を生成するように、上記第一のオリゴヌクレオチド／標的複合体を伸
長反応条件下でインキュベートし、ついで（ｃ）該プロモーター配列を認識するＲＮＡポ
リメラーゼを用いて標的配列の複数のＲＮＡコピーが生成される条件下、該ハイブリッド
鋳型をインキュベートすることを包含する。本発明はまた、ＲＮＡ：ＤＮＡハイブリッド
のＲＮＡ部分を選択的に分解する酵素（たとえばＲＮアーゼＨ）の作用により、工程（ｂ
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）におけるＲＮＡ標的配列の３’末端の生成をも包含する。かくして生成したＲＮＡは、
自己触媒的に循環して一層多くの生成物を生成させる。
他の方法において、本発明は、（ａ）適当なポリメラーゼ（たとえば、ＤＮＡポリメラー
ゼ）によってＤＮＡ合成が開始されるように第一のオリゴヌクレオチド／標的配列複合体
が形成される条件下、核酸（たとえば、ＲＮＡまたはＤＮＡ）標的配列を第一のオリゴヌ
クレオチドプライマーまたはプロモーター－プライマーと接触させ、（ｂ）該標的が該ポ
リメラーゼによって鋳型として用いられて該標的に相補的な第一のＤＮＡ伸長生成物が得
られるように（もしも該第一のプライマーがブロックされていないならば）、該第一のオ
リゴヌクレオチドを伸長反応条件下でインキュベートし、（ｃ）該標的がＲＮＡ分子であ
る場合は該ＲＮＡ標的を選択的に分解する酵素を用いて該ＲＮＡ標的からＤＮＡ伸長生成
物を分離させ、または該標的がＤＮＡ分子である場合は２つのＤＮＡ鎖を分離させ（たと
えば、９０～１００℃に加熱するかまたは他の手段により）、（ｄ）該ＤＮＡ伸長生成物
を、プライマーまたはプロモーター－プライマーを包含し該ＤＮＡ伸長生成物の３’末端
部分とハイブリダイズするに充分相補的な複合体形成配列を有する第二のオリゴヌクレオ
チドと、第二のオリゴヌクレオチド／伸長生成物複合体が生成され、該プライマー上のブ
ロック分子に応じて上記のようにＤＮＡ合成が開始される条件下で接触させることを特徴
とする。この発明において、第一のオリゴヌクレオチドがプロモーター－プライマーでな
いならば第二のオリゴヌクレオチドがプロモーター－プライマーである（このことは、第
二のオリゴヌクレオチドが、複合体形成配列の５’側にＲＮＡポリメラーゼのためのプロ
モーター配列を包含する配列を有することを意味する）。加えて、第一のオリゴヌクレオ
チドおよび／または第二のオリゴヌクレオチドは、ブロックされたオリゴヌクレオチドお
よびブロックされていないオリゴヌクレオチドの混合物かまたは異なる３’修飾を有する
オリゴヌクレオチドの混合物のいずれかから構成される。
増幅反応は、本質的に必要な反応物および試薬からなる混合物中で行われる。しかしなが
ら、そのような混合物はまた、本発明の増幅に定性的に影響を及ぼさない（たとえば、反
応のメカニズム）酵素や他の置換物（substituents）を含有していてもよい。そのような
置換物は、観察される増幅の量に影響を及ぼしてもよい。たとえば、該混合物は、同じ標
的配列のための他のプロモーター－プライマーを含有していてもよいし、または「ヘルパ
ー」オリゴヌクレオチドを含有していてもよい。そのようなヘルパーオリゴヌクレオチド
は、ホーガン（Ｈogan）らによって記載された（米国特許第５，０３０，５５７号（参照
のため本明細書に引用する））ハイブリダイゼーションヘルパープローブと同様の仕方で
、すなわち標的核酸が有意の二次構造を有している場合であってもプロモーター－プライ
マーの該標的核酸への結合を助けることによって、用いられる。そのようなヘルパーオリ
ゴヌクレオチドの使用の点において類似しているにもかかわらず、そのようなヘルパーオ
リゴヌクレオチドが本発明の手順の効率に悪影響を及ぼすことなく増幅プロトコールにお
いて用いることができることは驚くべきことである。
第一のオリゴヌクレオチドがプロモーター－プライマーで第二のオリゴヌクレオチドがプ
ライマーであるか、またはその逆、または第一のオリゴヌクレオチドおよび第二のオリゴ
ヌクレオチドの両方がプロモーター－プライマーであってよく、同一のプロモーター（プ
ロモーターが同じＲＮＡポリメラーゼによって認識されるという意味において）または異
なるプロモーターのいずれを有していてもよい。増幅した核酸をクローニングに用いる場
合には、異なるプロモーターを用いることが特に有用である。ついで、第一のオリゴヌク
レオチドおよび第二のオリゴヌクレオチドおよび標的配列から生成されたＲＮＡを用い、
標的配列の複数のコピー（相補的な核酸配列および相同な核酸配列の両方を意味する）を
自己触媒的に合成させることができる。
本発明の修飾したプライマーまたはプロモーター－プライマーは、ＤＮＡポリメラーゼに
よる鋳型上のプライマーの伸長を変化（減少またはブロック）させる修飾を所定のプライ
マーまたはプロモーター－プライマーの３’末端またはその近傍（３塩基内）に有する単
一の核酸配列から本質的になる。好ましくは、この修飾したプライマーまたはプロモータ
ー－プライマーは、異なる核酸配列を有する１または２以上の他のプライマーまたはプロ
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モーター－プライマー（これらはまた、ブロックされたオリゴヌクレオチドとブロックさ
れていないオリゴヌクレオチドとの混合物であってもよい）とともに、本質的に同じ核酸
配列からなる修飾していないプライマーまたはプロモーター－プライマーと混合する。本
発明はまた、その３’末端またはその近傍に２以上の修飾を有するプライマーおよびプロ
モーター－プライマーの混合物の使用をも包含する。
加えて、本発明の他の側面において、増幅しようとする配列がＤＮＡである場合は、適当
な予備的手順により、ＲＮＡコピーの生成（ついで本発明に従って増幅させることができ
る）を促進させることができる。それゆえ、本発明はまた、本発明の増幅法とともに用い
るための予備的手順にも関するものであり、該手順は増幅すべきコピー数を増加させるこ
とができるのみならず、増幅のためのＤＮＡ配列のＲＮＡコピーをも提供することができ
る。
さらに別の側面において、本発明は、第二のプライマー結合部位の近傍でハイブリダイズ
し、それによってＲＮアーゼＨの基質を形成するＤＮＡオリゴヌクレオチドでＲＮＡ標的
配列を処理することによる、該ＲＮＡ中での定められた５’末端（すなわち、知られた配
列の一つ）の生成を特徴とする。ついで、この基質はＲＮアーゼＨによって開裂されて該
ＲＮＡ標的の５’末端を定め、これを上記のようにして増幅させることができる。
他の側面において、本発明は、酵素的ハイブリッド分離工程にＤＮＡポリメラーゼ（逆転
写酵素など）およびＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼ（転写酵素）を協同的に作用させる
ことにより、それ自体他の生成物を生成させるのに用いることのできる生成物を生成させ
、その結果、熱サイクルなどにおける反応条件を操作させる必要なく自己触媒的に反応さ
せることをも包含する。さらに、予備的手順を包含する本発明の幾つかの態様において、
予備的手順の最初の工程以外のすべてを１の温度で行う。
本発明は、臨床試料、環境試料、法試料および同様の試料中の特定の核酸標的配列を検出
および／または定量するためのアッセイの成分として、または種々の用途のために特定の
標的配列のＤＮＡおよび／またはＲＮＡの多数のコピーを生成させるために用いることが
できる。これら方法はまた、クローニングのためにＤＮＡ標的の複数のＤＮＡコピーを生
成させたり、またはプローブを生成させたり、または配列決定のためにＲＮＡおよびＤＮ
Ａコピーを生成させるためにも用いることができる。
典型的なアッセイの一例において、増幅しようとする試料（ＲＮＡまたはＤＮＡ標的を含
む）を、緩衝液、塩（たとえば、マグネシウムなどの２価カチオン）、ヌクレオチド三リ
ン酸、プライマーおよび／またはプロモーター－プライマー（ブロックしたものおよび／
またはブロックしていないもの）、ジチオトレイトールなどのチオール還元剤、およびス
ペルミジンなどのポリカチオンを含有する緩衝トして二次構造を変性させる。室温（約２
０℃）に冷却した後、ＤＮＡおよびＲＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼ活性、ＲＮアーゼＨ
活性およびＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼ活性を有する酵素群を加え、混合物を３７℃
～４２℃で約１０分から４時間インキュベートする。ついで、ルミネセンス標識したプロ
ーブを加え、６０℃にて１０～３０分間インキュベートし、ハイブリダイズしていないプ
ローブ上の標識を選択的に加水分解する溶液を加え、反応液を６０℃にて５～１０分間イ
ンキュベートし、ついで残留する化学ルミネセンスをルミノメーター（luminometer）で
測定することにより、反応をアッセイすることができる。（たとえば、アーノルドらのＰ
ＣＴ ＵＳ８８／０２７４６号（１９８８年９月２１日出願、１９８９年３月２９日公開
）を参照、この開示を参照のために本明細書に引用し、「ＨＰＡ」と称する）本発明の生
成物は、当業者に知られた他の多くのアッセイ系に用いることができる。
場合により、定められた３’末端を有しないＤＮＡ標的を１００℃付近でインキュベート
して二次構造を変性させ、室温に冷却することができる。逆転写酵素を加え、反応混合物
を４２℃で１２分間インキュベートする。反応液を再び１００℃付近で変性させ、この場
合はプライマー伸長生成物をＤＮＡ鋳型から分離させる。冷却後、ＤＮＡおよびＲＮＡ依
存性ＤＮＡポリメラーゼ活性、ＲＮアーゼＨ活性およびＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼ
活性を有する酵素群を加え、反応液を３７℃～４２℃にて１０分から４時間インキュベー
トする。ＤＮＡ標的の場合は、定められた３’末端は制限エンドヌクレアーゼを用いて生



(11) JP 4372837 B2 2009.11.25

10

20

30

40

50

成させることができる。定められた３’末端はまた、当該技術分野で知られた他の手段に
より生成させることができる。
本発明のさらに別の側面は、それぞれ標的核酸配列およびその相補体の３’末端またはそ
の近傍にハイブリダイズすることができる反対のセンスの第一のオリゴヌクレオチドおよ
び第二のオリゴヌクレオチドから本質的になる組成物であって、これらオリゴヌクレオチ
ドの一方はプロモーター－プライマーであり他方はプライマーかまたはプロモーター－プ
ライマーのいずれかであり、これらオリゴヌクレオチドの一方または両方が、修飾された
３’末端かまたは修飾されていない３’末端のいずれかを有する単一の核酸配列、ＤＮＡ
依存性ＤＮＡポリメラーゼ、ＲＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼ、およびＲＮＡポリメラー
ゼの混合物から本質的になり、該混合物は実際上、一定のｐＨ、濃度および温度での増幅
を可能とする（すなわち、これら条件のいずれも使用者によって能動的に変化させる必要
がない）ものを特徴とする。該組成物はまた、ＲＮアーゼＨ活性および／または本明細書
に記載する他の成分も含有していてよい。
他の側面において、本発明は、この増幅法または上記に記載したものなどの他の増幅法に
有用な特定の配列を包含するオリゴヌクレオチドを含有するキットを特徴とする。そのよ
うな配列には、配列表に挙げた配列が含まれ、酵素（ポリメラーゼ、または制限エンドヌ
クレアーゼなど）によって認識される他の配列に結合させてもよい。とりわけ、これらオ
リゴヌクレオチドは、マイコバクテリウム（Ｍycobacterium）の核酸、たとえばマイコバ
クテリウム・チューバーキュローシス（Ｍ.tuberculosis）の核酸を増幅させるのに有用
であり、上記のように３’末端を修飾させることができる。
本発明に使用する材料は、診断キットまたは診断手順もしくは他の手順に用いる他のキッ
トの一部に組み込むことができ、本発明はキットフォーマットで提供されるマルチウエル
法に適合させることができる。
図面の簡単な記載
図１は、ＲＰとして言及されるアルカン－ジオール修飾の構造を示す。
発明の詳細な記載
本発明によれば、特定の核酸標的配列の検出および／または定量用のアッセイに使用する
ため、または種々の用途のために特定の標的配列のＤＮＡおよび／またはＲＮＡの多数の
コピーを生成させるための、特定の核酸標的配列の増幅のための新規方法、組成物および
キットが提供される。
本発明は、有利にも、非特異的な副生成物の減少する比率にて本質的に同じ核酸配列から
なる、ブロックされたプロモーター－プライマーとブロックされていないプロモーター－
プライマーとの混合物、または異なる３’修飾を有するプロモーター－プライマーの混合
物を使用することによる、標的配列のＲＮＡコピーを合成するための増幅法を提供する。
本発明において、増幅過程は広範囲の条件下、自動的および等温的に起こる。以下に記載
する増幅反応は、一連の論理的工程である。各工程の相対速度は、増幅生成物の有効収率
を決定するであろう。ブロックされたプライマーとブロックされていないプライマーとの
混合物を使用すると副反応が減少し、それゆえ増幅が改善される。「プライマー－ダイマ
ー」などの副生成物が記載されており、増幅反応の効率に影響を及ぼすことが当該技術分
野でよく知られている。本発明はそのような副生成物の生成効率を減少させるものであり
、それゆえ増幅効率を高めるものである。
本発明に適したＤＮＡポリメラーゼとしては、ニワトリ骨髄芽球症ウイルス（ＡＭＶ）逆
転写酵素やモロニーマウス白血病ウイルス（ＭＭＬＶ）逆転写酵素などの逆転写酵素が挙
げられる。本発明に使用するプロモーター－プライマー中に導入するのに適したプロモー
ターまたはプロモーター配列は、配列を認識および結合して転写過程を開始しそれによっ
てＲＮＡ転写物を生成するＲＮＡポリメラーゼによって特異的に認識される核酸配列（天
然に存在するかまたは合成により生成されるかもしくは制限エンドヌクレアーゼ消化によ
り生成されるもの）である。開始配列を認識することのできる公知の利用できるポリメラ
ーゼが存在するプロモーター配列が使用するのに特に適している。そのようなプロモータ
ーとしては、バクテリオファージＴ３、Ｔ７またはＳＰ６からのポリメラーゼなどのある
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種のバクテリオファージポリメラーゼによって認識されるプロモーターが挙げられる。該
配列は、ＲＮＡポリメラーゼに対する実際の認識部位を越えて広がるヌクレオチド塩基（
安定性を付加し、または分解過程に対する感受性を付与し、または転写効率を高める）を
任意に包含していてよい。
本発明において使用するのに適した逆転写酵素の幾つかは、ＡＭＶ逆転写酵素やＭＭＬＶ
逆転写酵素などのようにＲＮアーゼＨ活性を有するが、大腸菌ＲＮアーゼＨなどのような
外来のＲＮアーゼＨを添加するのが好ましい。たとえば、実施例（下記参照）では外来Ｒ
ＮアーゼＨを添加する必要がないことを示しているが、ＡＭＶ逆転写酵素に存在するＲＮ
アーゼＨ活性は、反応混合物中に存在する比較的多量の異種ＤＮＡによって阻害されるこ
とがある；この問題に対する一つの解決策は外来ＲＮアーゼＨを添加することである。Ｒ
ＮアーゼＨを添加する必要のある他の場合は、オリゴヌクレオチドが標的ＲＮＡ上で内部
的にハイブリダイズする（すなわち、標的配列ヌクレオチドが該オリゴヌクレオチドの３
’末端および５’末端の両方を越えて広がるように、該オリゴヌクレオチドがハイブリダ
イズする）場合である。
本発明は、第一のＤＮＡ伸長反応によって生成したＲＮＡ－ＤＮＡ複合体を分離するのに
変性工程を必要としない。そのような変性工程は、反応混合物の温度を実質的に高めたり
（一般に、周囲温度から約８０℃～約１０５℃に）、そのイオン強度を減少させたり（一
般に１０×またはそれ以上）、またはｐＨを変えたり（通常、ｐＨを１０またはそれ以上
に高める）といった反応条件の操作を必要とする。そのような反応条件の操作は、しばし
ば酵素活性に悪影響を及ぼし、酵素をさらに添加する必要を生じるし、またさらに核酸合
成に適した条件に戻すために反応混合物をさらに操作する必要も生じる。
混合物中の第二のオリゴヌクレオチドは、第一のオリゴヌクレオチドと同様にブロックま
たは修飾されていてよい。本発明の一つの側面において、第一のオリゴヌクレオチドに修
飾されていないものを用いるならば、第二のオリゴヌクレオチドは修飾されているものを
用いる。また、第一のオリゴヌクレオチドがプロモーター－プライマーでないならば、第
二のオリゴヌクレオチドはプロモーター－プライマーである。さらに、第一のオリゴヌク
レオチドがプライマーのみであるならば、それはブロックされていなくてよく、第二のオ
リゴヌクレオチドは、実質的に単一の核酸配列からなるブロックされた構成員およびブロ
ックされていない構成員の両方を包含するプロモーター－プライマーである。
驚くべきことに、そのような本質的に同じ核酸配列からなるブロックされたオリゴヌクレ
オチドとブロックされていないオリゴヌクレオチドとの混合物は、非特異的な生成物の生
成量を減少させ、それにより増幅効率を高める。
生成したＲＮＡコピーまたは転写物は、さらに操作することなく自己触媒的に増幅する。
本発明の他の側面においては、第一のオリゴヌクレオチドおよび第二のオリゴヌクレオチ
ドの両方ともプロモーター－プライマーであり、いずれかまたはその両方が、それぞれ修
飾されたプロモーター－プライマーおよび修飾されていないプロモーター－プライマーの
両方であってよい。そのような場合、クローニングなどの増幅以外の目的のために第二の
プロモーターを導入するのでない限り、両プロモーターとも同じＲＮＡポリメラーゼによ
って認識されるのが好ましい。両方のオリゴヌクレオチドがプロモーター－プライマーで
ある場合は、自己触媒反応の間に二本鎖鋳型の両鎖に相補的な転写物が生成され、合成さ
れる標的配列のコピー数が増大される。
第一のオリゴヌクレオチド（プライマーまたはプロモーター－プライマー）は標的配列の
一方の末端を定めるので、第二のオリゴヌクレオチド（プライマーまたはプロモーター－
プライマー）は他方の末端を定めることに注意すべきである；これら末端はまた、特定の
制限エンドヌクレアーゼによって、または他の適当な手段（天然の３’末端を含む）によ
っても定めることができる。ＲＮＡ転写物は最初の標的核酸と異なる末端を有していても
よいが、第一のオリゴヌクレオチドと第二のオリゴヌクレオチドとの間の配列は完全なま
まである。かくして生成されたＲＮＡ転写物は、さらに操作することなく上記系で自動的
にリサイクルする。それゆえ、この反応は自己触媒的である。
また、いずれのオリゴヌクレオチドも、そのプライミング配列の５’側に、最終的に得ら
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れる二本鎖ＤＮＡに余分のヌクレオチド配列を付加する結果となり得るヌクレオチド配列
を有していてもよい；この余分のヌクレオチド配列はプロモーター配列に限られるもので
はない。
他の態様において、本発明は、ブロックされたオリゴヌクレオチドのみからなるか、また
はブロックされていないオリゴヌクレオチドのみからなるか、または３’末端またはその
近傍に異なる修飾の混合を有するオリゴヌクレオチドからなるプロモーター－プライマー
が提供される、第一のオリゴヌクレオチドおよび第二のオリゴヌクレオチドからなってい
てよい。
さらに別の態様において、増幅を促進させる添加剤の存在下で増幅を行う。ジメチルスル
ホキシド、ジメチルホルムアミド、エチレングリコール、グリセリンまたは亜鉛などの例
を用いた。
反応混合物の成分は順次または一度に加えることができる。反応は、有利にも、成分酵素
などの反応成分の安定性を維持するのに適した条件下で、かつ増幅反応の間に反応条件の
修飾または操作の必要なく起こる。
本発明は、臨床試料、環境試料、法的試料、および同様の試料中の特定の核酸標的配列の
検出および／または定量のためのアッセイの成分として、または種々の用途のために特定
の標的配列のＤＮＡおよび／またはＲＮＡの多数のコピーを生成させるために用いること
ができる。
実施例
前置き
以下の実施例は、本発明の方法の有用性を示す。これら実施例は限定するものではなく、
限定するものと考えるべきでない。
特に断らない限り、以下の実施例において使用する増幅のための反応条件は、１００μｌ
容量中に５０ｍＭトリス－ＨＣｌ、３５ｍＭ ＫＣｌ、２０ｍＭ ＭｇＣｌ2、１５ｍＭ Ｎ
－アセチルシステイン、４ｍＭ ｒＡＴＰ、４ｍＭ ｒＣＴＰ、４ｍＭ ｒＧＴＰ、４ｍＭ 
ｒＵＴＰ、１ｍＭ ｄＡＴＰ、１ｍＭ ｄＣＴＰ、１ｍＭ ｄＧＴＰ、１ｍＭ ｄＴＴＰ、１
０％グリセリン、１０％ジメチルスルホキシド、３００～６００単位のＭＭＬＶ逆転写酵
素、２００～４００単位のＴ７ＲＮＡポリメラーゼ、各０．１５μＭのプライマーまたは
プロモーター－プライマー、および所定量の鋳型および酵素、４２℃で１時間であった。
ジチオトレイトール、スペルミジンおよび／またはポリエチレンイミン（ＰＥＩ）もまた
反応混合物に有利に添加することができる。
以下の実施例に使用する酵素は、Ｔ７またはＴ３ＲＮＡポリメラーゼおよびモロニーマウ
ス白血病ウイルス（ＭＭＬＶ）逆転写酵素である。異なるプロモーター特異性を有する他
のＲＮＡポリメラーゼも適している。
相対的な増幅を以下のようにして測定した。約７５フェムトモルのプローブ、０．１Ｍコ
ハク酸リチウム、ｐＨ４．７、２％（ｗ／ｖ）リチウムラウリルサルフェート、１５ｍＭ
アルドリチオール（aldrithiol）、２０ｍＭ ＥＤＴＡおよび２０ｍＭ ＥＧＴＡを含有す
る１００μｌのルミネセンス標識したプローブ（たとえば、アクリジニウムエステルで標
識、上記ＨＰＡ文献を参照）溶液に、増幅反応混合物の試料（通常、１０μｌ）を加え、
混合した。ついで、この反応液を６０℃にて２０分間インキュベートし、冷却した。各ハ
イブリダイゼーション反応液に、３００μｌの０．６Ｍホウ酸ナトリウム（ｐＨ８．５）
、１％トリトンＸ－１００を加えた。ついで、反応液を混合し、６０℃で６分間インキュ
ベートして、ハイブリダイズしなかったプローブの化学ルミネセンス標識を破壊した。こ
のハイブリダイズしなかったプローブの化学ルミネセンス標識の破壊法は非常に特異的で
ある；非常にわずかのフラクションのハイブリダイズしなかったプローブのみが化学ルミ
ネセンスを残留させる。この反応液を冷却し、２００μｌの０．１％過酸化水素、１ｍＭ
硝酸および界面活性剤、および２００μｌの１．０Ｎ水酸化ナトリウムを加えて残留する
化学ルミネセンスをルミノメーターで定量した。このアッセイにおいて、ハイブリダイズ
したプローブは光を放つ。放射された光子の量をルミノメーターで測定し、その結果を相
対光単位（Ｒelative Ｌight Ｕnits）またはＲＬＵとして報告する。ハイブリダイズし
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一般に約１０００～２０００ＲＬＵの範囲でシグナルのバックグラウンドレベルが存在す
る。
同位元素で標識したプローブへのハイブリダイゼーション、ブロッティング法および電気
泳動を用いたアッセイを含む他の多くのアッセイもまた適用することができる。
これら反応条件は必ずしも最適化する必要はなく、幾つかの系において示したように変え
ることができる。他の配列をこれらおよび他の標的配列に用いたように、使用したオリゴ
ヌクレオチド配列は例示であって限定することを意図するものではない。
実施例１
ＲＮＡ標的内の配列に相補的な修飾したプロモーター－プライマーで増幅が起こることを
示すため、マイコバクテリウム・チューバーキュローシスｒＲＮＡ内の配列に相補的なプ
ロモーター－プライマー（ＳＥＱ ＩＤ ＮＯ：１）を修飾しないかまたは３’アルカンジ
オール（ＲＰ）もしくは３’コルジセピン（ＣＯ）を用いて合成し、該標的ＲＮＡと同じ
センスのプライマー（ＳＥＱ ＩＤ ＮＯ：２）および３ゼプトモル（ｚｍｏｌ）の標的と
ともに上記条件下でインキュベートした。ホーガンにより記載されているヘルパーオリゴ
ヌクレオチド（米国特許第５，０３０，５５７号、核酸ハイブリダイゼーションの促進手
段、ＳＥＱ ＩＤ ＮＯ：４および５）を用い、標的ＲＮＡと同じセンスのプローブ（ＳＥ
Ｑ ＩＤ ＮＯ：３）で反応液を分析した。その結果は、３’修飾を有するプロモーター－
プライマーで有意の増幅が起こることを示している。
プロモーター－プライマー修飾　　　　　　　　　ＲＬＵ
修飾せず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１４，４４５
３’コルジセピン　　　　　　　　　　　　　　　　７１，３８２
修飾せず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６８３，７３７
３’－ＲＰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０，０１４
実施例２
この実験では、マイコバクテリウム・チューバーキュローシスの２３Ｓ ｒＲＮＡに相補
的な配列を有するプロモーター－プライマーを３’モノチオリン酸ヌクレオチドの存在に
より修飾した。１５ピコモルのプロモーター－プライマーおよびプライマー（ＳＥＱ Ｉ
Ｄ ＮＯ：６および７）を用いて０．３ゼプトモルの標的ＲＮＡを増幅し、ついでヘルパ
ープローブ（ＳＥＱ ＩＤ ＮＯ：９および１０）を用いて標的ＲＮＡと同じセンスを有す
るプローブ（ＳＥＱ ＩＤ ＮＯ：８）で検出した。その結果は、３’モノチオリン酸修飾
したプロモーター－プライマーは修飾していないオリゴヌクレオチドと同様に機能するこ
とを示している。
プロモーター－プライマー　　　ＲＬＵ ＋標的　　　ＲＬＵ －標的
修飾せず　　　　　　　　　　　２，６１４，０７９　 ８９９
３’モノチオリン酸　　　　　　２，５７０，７９８　 ６４７
実施例３
修飾したプロモーター－プライマーおよび修飾していないプロモーター－プライマーの混
合物が増幅アッセイにおいて機能することを示すため、１５ピコモルのプライマーおよび
プロモーター－プライマー（以下参照）を用いて反応を行い、実施例１に記載するように
してアッセイした。３ゼプトモルの標的ＲＮＡを用いた。
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これら結果は、ブロックしたオリゴヌクレオチドに対するブロックしていないオリゴヌク
レオチドの比が１：１５０であっても、ブロックしたオリゴヌクレオチドとブロックして
いないオリゴヌクレオチドとの混合物はすべてブロックしていないオリゴヌクレオチドと
同等かまたは一層良好に機能したことを示している。
実施例４
この実験では、３ゼプトモルの標的ＲＮＡを、種々の濃度のＣＯブロックしたプライマー
およびブロックしていないプライマー、および実施例１におけるように１５ピコモルのＣ
Ｏブロックしたプロモーター－プライマーと０．１ピコモルのブロックしていないプロモ
ーター－プライマーとの混合物とともにインキュベートした。生成物をハイブリダイゼー
ションアッセイにより検出した。

満足のいく増幅結果が観察されたのに加えて、驚くべきことに、ブロックしたオリゴヌク
レオチドを用いて行った反応においてはブロックしていないオリゴヌクレオチドを用いて
行った反応に比べて、鋳型に向けられない生成物の量が有意に減少することがわかった。
実施例５
この実験では、単一のオリゴヌクレオチド配列を２つの異なる３’修飾物と混合すること
の効果を示した。３ゼプトモルの標的ＲＮＡを実施例１と同様にして増幅した。プロモー
ター－プライマーを３’末端をブロックせずに、ＲＰでブロックして、またはＣＯでブロ
ックして合成した。２ピコモルのプライマーを用いた。

この実験は、修飾していないプロモーター－プライマーと修飾したプロモーター－プライ
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マーとの混合物または異なるタイプの修飾したプロモーター－プライマーの混合物で良好
に増幅できることを示しており、１時間で３ゼプトモルのＲＮＡ標的を検出することがで
きる。
実施例６
この実施例では、修飾したおよび修飾していないプライマーおよびプロモーター－プライ
マーの混合物を用いて３ゼプトモルのマイコバクテリウム・チューバーキュローシスのｒ
ＲＮＡを増幅した。２ピコモルのＲＰ修飾したプロモーター－プライマーと１３ピコモル
のＣＯ修飾したプロモーター－プライマーとの混合物を、修飾していないプライマーまた
は修飾していないプライマーと３’モノチオリン酸ヌクレオチド（ＰＳ）で合成したプラ
イマーとの混合物とともにインキュベートした。配列およびハイブリダイゼーションプロ
ーブは実施例１と同じである。

これら条件下、修飾したプライマーと修飾していないプライマーとの混合物は最良に機能
する。
実施例７
この実施例においては、８０ゼプトモルのネイセリア・ゴノロエアエ（Ｎeisseria gonor
rhoeae）のｒＲＮＡを、該ｒＲＮＡに相補的なプライマー（ＳＥＱ ＩＤ ＮＯ：１３）お
よび２８ピコモルの該ＲＮＡ標的と同じセンスの３’－ＲＰブロックしたプロモータープ
ライマーと２ピコモルの該ＲＮＡ標的と同じセンスのブロックしていないプロモータープ
ライマー（ＳＥＱ ＩＤ ＮＯ：１４）との混合物を用いて増幅した。幾つかの反応におい
ては、ネイセリア・ゴノロエアエのｒＲＮＡにハイブリダイズすることができＲＮアーゼ
Ｈ基質を生成することのできる３’ブロックしたオリゴヌクレオチド（ＳＥＱ ＩＤ ＮＯ
：１５）を増幅に加えた。反応液のアリコートを、ＡＥ標識したプローブおよび該ｒＲＮ
Ａ配列に相補的な２つのヘルパープローブ（それぞれ、ＳＥＱ ＩＤ ＮＯ：１６、１７お
よび１８）にハイブリダイズさせた。
ＲＬＵ －ＲＮアーゼＨ基質オリゴ　ＲＬＵ ＋ＲＮアーゼＨ基質オリゴ
７，９１０　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３２，４７３
１６，３３７　　　　　　　　　　　　　　　 ７２８，２４６
１７，３０４　　　　　　　　　　　　　　　　 ８０，４８７
１２，５１８　　　　　　　　　　　　　　　　 ５１，８９３
実施例８
この実施例では、３または３０ゼプトモルのマイコバクテリウム・チューバーキュローシ
スのｒＲＮＡを、プライマー（ＳＥＱ ＩＤ ＮＯ：７）、およびＴ３ＲＮＡポリメラーゼ
のプロモーターを含有する１４ピコモルの３’－ＲＰブロックしたプロモータープライマ
ーと１ピコモルのブロックしていないプロモータープライマー（ＳＥＱ ＩＤ ＮＯ：１９
）との混合物で増幅した。４５０単位のＭＭＬＶＲＴを用い、２００単位のＴ３ＲＮＡポ
リメラーゼをＴ７ＲＮＡポリメラーゼと置換し、反応を４０分後に停止させた他は実施例
１と同様にして反応を行った。
標的濃度　　　　　　　　　ＲＬＵ値
３０ゼプトモル　　　　　３５８，０５３
３ゼプトモル　　　　　　　７５，４４０
０ゼプトモル　　　　　　　　　　５５３
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これら結果は、逆転写酵素およびＴ３ＲＮＡポリメラーゼを用い、ブロックしたプロモー
タープライマーとブロックしていないプロモータープライマーとの混合物を用いてＲＮＡ
を増幅することができることを示している。
実施例９
この実施例においては、ＲＰ修飾したプロモータープライマーを用いたＤＮＡ標的の増幅
を調べた。クローニングしたＨＩＶ－１ＤＮＡ（３ゼプトモル）を、３０ピコモルの配列
：

（ＳＥＱ ＩＤ ＮＯ：２０）を有するプライマーおよび配列：

（ＳＥＱ ＩＤ ＮＯ：２１）を有するプロモータープライマーとともに９５℃にて５分間
インキュベートし、ついで室温に冷却した。酵素を添加した後、反応液を３７℃で２時間
インキュベートした。反応条件は、５０ｍＭトリス－ＨＣｌ、４０ｍＭ酢酸カリウム（ｐ
Ｈ８）、１８ｍＭ ＭｇＣｌ2、５ｍＭ ＤＴＴ、２ｍＭスペルミジン、６．２ｍＭ ＧＴＰ
、６．２ｍＭ ＡＴＰ、２ｍＭ ＣＴＰ、２ｍＭ ＵＴＰ、０．２ｍＭ ｄＴＴＰ、０．２ｍ
Ｍ ｄＡＴＰ、０．２ｍＭ ｄＧＴＰ、０．２ｍＭ ｄＣＴＰ、８００Ｕ ＭＭＬＶ ＲＴ、
４００Ｕ Ｔ７ＲＮＡポリメラーゼであった。プロモータープライマーは、修飾しないか
またはＲＰで３’末端を修飾した。プライマーと同じセンスのＡＥ標識プローブを用いて
反応液をアッセイした。示した結果は、５回行ったものの平均である。

ＤＮＡ標的、とりわけ定められた３’末端を有しないＤＮＡ標的の増幅が、修飾したプロ
モータープライマーの使用によって阻害されないことは予期しないことであり、驚くべき
ことであった。
この発明の本態様はすべての観点において例示的なものと考えられるべきであって限定す
るものではなく、本発明の範囲は上記記載によるよりもむしろ添付の請求の範囲によって
示され、該請求の範囲の意味および等価物の範囲内におけるすべての変更は本発明の範囲
に包含される。
配列表
配列番号：１
配列の長さ：５５
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：２
配列の長さ：３１
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
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トポロジー：直線状
配列：

配列番号：３
配列の長さ：２４
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：４
配列の長さ：２３
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：５
配列の長さ：２０
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：６
配列の長さ：４７
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：７
配列の長さ：２４
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：８
配列の長さ：２３
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：９
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配列の長さ：３８
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：１０
配列の長さ：３６
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：１１
配列の長さ：２８
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：１２
配列の長さ：５５
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：１３
配列の長さ：３０
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：１４
配列の長さ：５３
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：１５
配列の長さ：３２
配列の型：核酸
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鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：１６
配列の長さ：１８
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：１７
配列の長さ：４０
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：１８
配列の長さ：３６
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：１９
配列の長さ：４６
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：２０
配列の長さ：２８
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：２１
配列の長さ：５５
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：
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配列番号：２２
配列の長さ：２２
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

配列番号：２３
配列の長さ：２０
配列の型：核酸
鎖の数：一本鎖
トポロジー：直線状
配列：

【図１】
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