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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
目的のポリヌクレオチド分子またはそのフラグメントを増幅する方法であって、
（ａ）標的核酸配列に特異的に結合するターゲティングエレメント及び固定可能な分離基
を使用して核酸集団から標的核酸配列及び識別エレメントを含む目的のポリヌクレオチド
分子を単離して目的の単離ポリヌクレオチド分子を準備する工程であって、前記目的のポ
リヌクレオチド分子は、該目的のポリヌクレオチド分子の標的核酸配列がターゲティング
エレメント－分離基複合体に結合するものであり、該目的のポリヌクレオチド分子が固体
支持体へ固定化されることによって、他の核酸分子から分離される工程と、
（ｂ）前記目的の単離ポリヌクレオチド分子またはそのフラグメントを等温増幅する工程
であって、該増幅は、一般的増幅と配列特異的増幅とのハイブリッドとして定義される、
配列に偏った増幅であり、前記ハイブリッドはランダムプライマー及び配列特異的プライ
マーの両方の存在下で実施されるものである、工程と、
を含む、方法。
【請求項２】
前記配列に偏った増幅が、一般的増幅と遺伝子座特異的増幅とのハイブリッドとして定義
される、遺伝子座に偏った増幅であり、前記ハイブリッドはランダムプライマー及び遺伝
子座特異的プライマーの両方の存在下で実施されるものである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記遺伝子座特異的プライマーは、遺伝子座を占める対立遺伝子の全部または大部分によ
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って共有される遺伝子座内又は遺伝子座に隣接する共通の配列に結合する、請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
前記遺伝子座に隣接する配列が遺伝子座の外側に存在するが、遺伝子座に隣接する配列と
遺伝子座の隣接末端との間の距離が５００ヌクレオチド以内である、請求項３に記載の方
法。
【請求項５】
前記目的のポリヌクレオチド分子がゲノムＤＮＡ分子である、請求項１から４のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項６】
（Ａ）前記核酸集団が目的のポリヌクレオチド分子を含み、
（Ｂ）前記ポリヌクレオチド分子の１つの鎖が標的核酸配列および識別エレメントを含み
、
（Ｃ）前記標的核酸配列が、前記ポリヌクレオチド分子の１つの鎖中に識別エレメントの
１００ヌクレオチド以内で存在し、
（Ｄ）前記工程（ａ）が、
（ｉ）前記核酸集団を前記ポリヌクレオチド分子中の前記標的核酸配列に特異的に結合す
るターゲティングエレメントと接触させる工程と、
（ｉｉ）前記固定可能な分離基を前記ポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列に結合した
ターゲティングエレメントに選択的に付着させてターゲティングエレメント－分離基複合
体を形成させる工程と、
（ｉｉｉ）前記分離基を介してポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合する前記タ
ーゲティングエレメント－分離基複合体を基盤に固定化する工程と、
（ｉｖ）前記ポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合する固定化ターゲティングエ
レメント－分離基複合体を除去し、それにより、前記核酸集団から前記ポリヌクレオチド
分子を単離する工程と
を含む、請求項１から５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
前記標的核酸配列が、前記ポリヌクレオチド分子の１つの鎖中の識別エレメントに対して
すぐ３'側に存在する、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
前記ターゲティングエレメントがオリゴヌクレオチドを含む、請求項６又は７に記載の方
法。
【請求項９】
前記分離基が固定化可能なヌクレオチドを含む、請求項６から８のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項１０】
前記固定可能なヌクレオチドが終結ヌクレオチドである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
前記固定可能なヌクレオチドが非終結ヌクレオチドである、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
前記識別エレメントが多型配列である、請求項６から１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
前記識別エレメントが一塩基多型である、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
（１）前記ターゲティングエレメントがオリゴヌクレオチドを含むことと、
（２）前記分離基が固定可能なヌクレオチドを含むことと、
（３）前記分離基が、前記固定化可能なヌクレオチドの存在下での前記オリゴヌクレオチ
ドの伸長によってターゲティングエレメントに付着し、それにより、前記固定化可能なヌ
クレオチドを含む伸長産物が形成される、請求項６に記載の方法。
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【請求項１５】
（４）前記オリゴヌクレオチドの３'末端が、前記ポリヌクレオチド分子中の前記識別エ
レメントまたはその一部と相補的であり、
（５）前記固定化可能なヌクレオチドが非終結であり、
（６）前記伸長産物が複数の分離基を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
（４）前記標的核酸配列が前記識別エレメントに対してすぐ３'側に存在し、
（５）前記固定化可能なヌクレオチドが終結であり、かつ前記識別エレメントまたはその
一部と相補的である、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
（Ａ）前記核酸集団が目的のポリヌクレオチド分子を含み、
（Ｂ）前記ポリヌクレオチド分子の１つの鎖が標的核酸配列および識別エレメントを含み
、
（Ｃ）前記標的核酸配列が、前記ポリヌクレオチド分子の１つの鎖中に識別エレメントの
１００ヌクレオチド以内で存在し、
（Ｄ）前記工程（ａ）が、
（ｉ）前記核酸集団をターゲティングエレメント－分離基複合体と接触させる工程と、前
記ターゲティングエレメント－分離基複合体が前記ポリヌクレオチド分子中の前記標的核
酸配列に特異的に結合することと、
（ｉｉ）前記ポリヌクレオチド分子中の前記標的核酸配列への前記ターゲティングエレメ
ント－分離基複合体の結合を選択的に安定化させる工程と、
（ｉｉｉ）前記分離基を介してポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合する安定化
された前記ターゲティングエレメント－分離基複合体を基盤に固定化する工程と、
（ｉｖ）前記ポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合する安定化された固定化ター
ゲティングエレメント－分離基複合体を除去し、それにより、前記核酸集団から前記ポリ
ヌクレオチド分子を単離する工程と
を含む、請求項１から５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
（１）前記ターゲティングエレメントがオリゴヌクレオチドを含み、
（２）前記オリゴヌクレオチドの３'末端が前記ポリヌクレオチド中の識別エレメントま
たはその一部と相補的である、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
前記選択的安定化をライゲーションによって行う、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
前記選択的安定化を、テンプレートとしてポリヌクレオチド分子を使用したオリゴヌクレ
オチドの伸長によって行う、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
前記ポリヌクレオチド分子が少なくとも１０ｋｂ長である、請求項１から２０のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項２２】
前記識別エレメントがハプロタイプ特異的である、請求項６から２１のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項２３】
前記識別エレメントが遺伝子座特異的である、請求項６から２１のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項２４】
前記工程（ｂ）を、鎖置換増幅によって行う、請求項１から２３のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項２５】
前記ランダムプライマーが、互いに１から１０Ｋｂ離れている、請求項１から２４のいず
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れか１項に記載の方法。
【請求項２６】
（ｃ）ハプロタイプを構成する増幅ポリヌクレオチド分子またはそのフラグメント中の１
つまたは複数の部位を特徴づける工程をさらに含む、請求項１から２５のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項２７】
（ｃ）前記増幅ポリヌクレオチド分子またはそのフラグメント中の１つまたは複数の多型
部位を特徴づける工程をさらに含む、請求項１から２５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２８】
（ｄ）前記特徴づけた部位の情報をアセンブリする工程をさらに含む、請求項２６又は２
７に記載の方法。
【請求項２９】
工程（ｂ）の前に前記基盤から前記単離ポリヌクレオチド分子を解離する工程をさらに含
む、請求項６から２８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３０】
核酸分子集団から目的の複数のポリヌクレオチド分子を増幅する方法であって、
（ａ）標的核酸配列に特異的に結合するターゲティングエレメント及び１つまたは複数の
固定化可能な分離基を使用して核酸集団から標的核酸配列及び識別エレメントをそれぞれ
含む複数のポリヌクレオチド分子を単離して目的の単離ポリヌクレオチド分子を得る工程
であって、前記目的のポリヌクレオチド分子は、該目的のポリヌクレオチド分子の標的核
酸配列がターゲティングエレメント－分離基複合体に結合するものであり、該目的のポリ
ヌクレオチド分子が固体支持体へ固定化されることによって、他の核酸分子から分離され
る工程と、
（ｂ）前記目的の単離ポリヌクレオチド分子またはそのフラグメントを等温増幅する工程
であって、該増幅は、一般的増幅と配列特異的増幅とのハイブリッドとして定義される、
配列に偏った増幅であり、前記ハイブリッドはランダムプライマー及び配列特異的プライ
マーの両方の存在下で実施されるものである、工程と
を含む、方法。
【請求項３１】
前記工程（ａ）が、
（Ａ）各ターゲティングエレメントがその対応するポリヌクレオチド分子の標的核酸配列
と特異的に結合するように前記目的の複数のポリヌクレオチド分子を含む核酸集団を複数
のターゲティングエレメントと接触させる工程であって、
（ｉ）前記標的核酸配列が、前記ポリヌクレオチド分子の１つの鎖中に識別エレメントの
１００ヌクレオチド以内で存在し、かつ
（ｉｉ）前記識別エレメントが、前記ポリヌクレオチド分子と９５％を超える配列が同一
である別の核酸分子から、前記ポリヌクレオチド分子を異なるものとして識別する、
前記工程と
（Ｂ）前記対応するポリヌクレオチド分子の標的核酸配列に結合した複数のターゲティン
グエレメントに分離基を選択的に付着させて、ターゲティングエレメント－分離基複合体
を形成する工程と、
（Ｃ）前記分離基を介してポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合する前記ターゲ
ティングエレメント－分離基複合体を基盤に固定化する工程と、
（Ｄ）結合する前記固定化ターゲティングエレメント－分離基分子を除去し、それにより
、前記核酸分子集団から前記ポリヌクレオチド分子を単離する工程と
を含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
前記工程（ａ）が、
（Ａ）各ターゲティングエレメントがその対応するポリヌクレオチド分子の標的核酸配列
と特異的に結合するように前記目的の複数のポリヌクレオチド分子を含む核酸集団を分離



(5) JP 5249581 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

基が付着する複数のターゲティングエレメントと接触させる工程であって、
（ｉ）前記標的核酸配列が、前記ポリヌクレオチド分子の１つの鎖中に識別エレメントの
１００ヌクレオチド以内で存在し、かつ
（ｉｉ）前記識別エレメントが、前記ポリヌクレオチド分子と９５％を超える配列が同一
である別の核酸分子から、前記ポリヌクレオチド分子を異なるものとして識別する、
前記工程と  
（Ｂ）前記ターゲティングエレメントのその対応するポリヌクレオチド分子の標的核酸配
列への結合を選択的に安定化させて、前記ポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合
した安定化されたターゲティングエレメント－分離基複合体を形成する工程と、
（Ｃ）前記分離基を介してポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合する前記ターゲ
ティングエレメント－分離基複合体を基盤に固定化する工程と、
（Ｄ）前記ポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合する固定化ターゲティングエレ
メント－分離基複合体を除去して、前記核酸分子集団から前記ポリヌクレオチド分子を単
離する工程と
を含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３３】
異なる種類の分離基を異なる種類のターゲティングエレメントに付着させる、請求項３１
又は３２に記載の方法。
【請求項３４】
同一種類の分離基を異なる種類のターゲティングエレメントに付着させる、請求項３１又
は３２に記載の方法。
【請求項３５】
少なくとも３つの目的の異なるポリヌクレオチドが単離される、請求項３０から３４のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項３６】
目的のゲノムＤＮＡ分子またはそのフラグメントを増幅する方法であって、前記目的のゲ
ノムＤＮＡ分子が多型配列を含み、
（ａ）前記目的のゲノムＤＮＡ分子を含むゲノムＤＮＡ集団をオリゴヌクレオチドと接触
させる工程と、
（ｉ）前記オリゴヌクレオチドが、前記目的のゲノムＤＮＡ分子の１つの鎖中の標的核酸
配列と少なくとも実質的に相補的な配列を含むことと、
（ｉｉ）前記標的核酸配列が、前記目的のゲノムＤＮＡ分子の１つの鎖中の多型配列に対
してすぐ３'側に存在することと、
（ｉｉｉ）前記目的のゲノムＤＮＡ分子の１つの鎖にアニーリングする場合、前記オリゴ
ヌクレオチドの３'部分が多型配列またはその一部と相補的であることと、
（ｂ）固定化可能なヌクレオチドの存在下でテンプレートとしてオリゴヌクレオチドがア
ニーリングする目的のゲノムＤＮＡ分子の１つの鎖を使用して前記オリゴヌクレオチドを
伸長して、伸長産物を得る工程と、
（ｃ）固定化可能なヌクレオチドを介して目的のゲノムＤＮＡ分子が結合する伸長産物を
基盤に固定化する工程と、
（ｄ）前記目的のゲノムＤＮＡ分子が結合する固定化された伸長産物を除去し、それによ
り、前記ゲノムＤＮＡ集団から前記目的のゲノムＤＮＡ分子を単離する工程と、
（ｅ）任意選択的に、前記基盤から前記目的のゲノムＤＮＡ分子を溶離する工程と、
（ｆ）単離または溶離された前記目的のゲノムＤＮＡ分子またはそのフラグメントを等温
増幅する工程であって、該増幅は、一般的増幅と配列特異的増幅とのハイブリッドとして
定義される、配列に偏った増幅であり、前記ハイブリッドはランダムプライマー及び配列
特異的プライマーの両方の存在下で実施されるものである、工程と
を含む、方法。
【請求項３７】
ハプロタイプをアセンブリする方法であって、
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（ａ）目的とする生物から核酸集団を準備する工程と、
（ｂ）複数の基盤を使用したハプロタイプ特異的抽出によってポリヌクレオチド分子を個
別に単離する工程と、
（ｉ）各基盤を使用して、ポリヌクレオチド分子が、複数の抽出部位で単離されることと
、
（ｉｉ）１つの基盤を使用して１つの抽出部位で単離されたポリヌクレオチド分子が、同
一の基盤を使用した他の抽出部位で単離したポリヌクレオチド分子中にも存在する多型部
位を含まないことと、
（ｉｉｉ）１つの基盤を使用して１つの抽出部位で単離された１つまたは複数のポリヌク
レオチド分子が、他の基盤を使用して隣接抽出部位で単離されたポリヌクレオチド分子中
にも存在する多型部位を含むことと、
（ｃ）各基盤を使用して単離したポリヌクレオチド分子中の多型部位を個別に特徴づける
工程と、
（ｄ）１つを超える基盤を使用して単離したポリヌクレオチド分子中に存在する多型部位
の特徴付けに基づいてハプロタイプをアセンブリする工程と
を含む、方法であり、
該方法は、前記工程（ｃ）の前に複数の基盤を使用して単離した前記ポリヌクレオチド分
子を等温増幅する工程をさらに含み、
該増幅は、一般的増幅と配列特異的増幅とのハイブリッドとして定義される、配列に偏っ
た増幅であり、前記ハイブリッドはランダムプライマー及び配列特異的プライマーの両方
の存在下で実施されるものである、上記方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、一般に、核酸分子を単離および増幅するための方法および組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
関連分野の説明
　現在の臨床研究の１つの主な領域は、疾患に対する感受性および／または薬物療法に対
する応答についての個体の遺伝子プロフィールの相関関係である。薬理ゲノム学と呼ばれ
ているこの研究分野により、個体への薬物のターゲティングならびに遺伝的素因およびリ
スクの解明のためのストラテジーが提案されている。さらに、薬理ゲノム学により、複雑
な疾患の分子基盤のより深い理解に基づいた改良創薬過程が得られる可能性が高くなる。
【０００３】
　個体の遺伝子プロフィールの同定には、個体のゲノム中の特定の核酸配列の同定および
増幅が必要であり得る。これらの特定の核酸配列には、同種個体間の１つまたはいくつか
のヌクレオチドが相違した核酸配列が含まれ得る。例えば、一塩基多型（ＳＮＰ）は、継
承された遺伝子パターンを追跡するために使用される個体のＤＮＡの共通の変動である。
【０００４】
　現在の核酸多型の単離、増幅、および同定方法は、手間がかかり、高額であり、且つ低
感度であり得る。
【発明の開示】
【０００５】
発明の概要
　本発明は、核酸分子を単離および増幅するための方法および組成物を提供する。目的の
ポリヌクレオチド分子を、最初に、ポリヌクレオチド分子中の特定の配列に基づいて核酸
集団中の他の核酸分子から単離し、その後に等温増幅することができる。一定の実施形態
では、本発明は、相対的に長いポリヌクレオチド分子（例えば、約５０ｋｂまたはそれを
超える）を単離し、その後に単離した分子またはそのフラグメントを増幅する。増幅され
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たポリヌクレオチド分子またはそのフラグメントを、さらに分析することができる。
【０００６】
　１つの態様では、本発明は、目的のポリヌクレオチド分子またはそのフラグメントを増
幅する方法であって、（ａ）固定可能な分離基を使用して核酸集団からポリヌクレオチド
分子を単離して単離ポリヌクレオチド分子を準備する工程と、（ｂ）前記単離ポリヌクレ
オチド分子またはそのフラグメントを等温増幅する工程とを含む方法を提供する。
【０００７】
　一定の実施形態では、（Ａ）前記核酸集団が目的のポリヌクレオチド分子を含み、（Ｂ
）前記ポリヌクレオチド分子の１つの鎖が標的核酸配列および識別エレメントを含み、（
Ｃ）前記標的核酸配列が、前記ポリヌクレオチド分子の１つの鎖中に識別エレメントの１
００ヌクレオチド以内で存在し、（Ｄ）前記工程（ａ）が、（ｉ）前記核酸集団を前記ポ
リヌクレオチド分子中の前記標的核酸配列に特異的に結合するターゲティングエレメント
と接触させる工程と、（ｉｉ）前記固定可能な分離基を前記ポリヌクレオチド分子中の標
的核酸配列に結合したターゲティングエレメントに選択的に付着させてターゲティングエ
レメント－分離基複合体を形成させる工程と、（ｉｉｉ）前記分離基を介してポリヌクレ
オチド分子中の標的核酸配列が結合する前記ターゲティングエレメント－分離基複合体を
基盤に固定化する工程と、（ｉｖ）前記ポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合す
る固定化ターゲティングエレメント－分離基複合体を除去し、それにより、前記核酸集団
から前記ポリヌクレオチド分子を単離する工程と
を含む。
【０００８】
　一定の実施形態では、（１）前記ターゲティングエレメントがオリゴヌクレオチドを含
むことと、（２）前記分離基が固定可能なヌクレオチドを含むことと、（３）前記分離基
が、前記固定化可能なヌクレオチドの存在下での前記オリゴヌクレオチドの伸長によって
ターゲティングエレメントに付着し、それにより、前記固定化可能なヌクレオチドを含む
伸長産物が形成される。
【０００９】
　一定の実施形態では、（４）前記オリゴヌクレオチドの３’末端が、前記ポリヌクレオ
チド分子中の前記識別エレメントまたはその一部と相補的であり、（５）前記固定化可能
なヌクレオチドが非終結であり、（６）前記伸長産物が複数の分離基を含む。
【００１０】
　一定の他の実施形態では、（４）前記標的核酸配列が前記識別エレメントに対してすぐ
３’側に存在し、（５）前記固定化可能なヌクレオチドが終結であり、前記識別エレメン
トまたはその一部と相補的である。
【００１１】
　一定の実施形態では、（Ａ）前記核酸集団が目的のポリヌクレオチド分子を含み、（Ｂ
）前記ポリヌクレオチド分子の１つの鎖が標的核酸配列および識別エレメントを含み、（
Ｃ）前記標的核酸配列が、前記ポリヌクレオチド分子の１つの鎖中に識別エレメントの１
００ヌクレオチド以内で存在し、（Ｄ）前記工程（ａ）が、（ｉ）前記核酸集団をターゲ
ティングエレメント－分離基複合体と接触させる工程と、前記ターゲティングエレメント
－分離基複合体が前記ポリヌクレオチド分子中の前記標的核酸配列に特異的に結合するこ
とと、（ｉｉ）前記ポリヌクレオチド分子中の前記標的核酸配列への前記ターゲティング
エレメント－分離基複合体の結合を選択的に安定化させる工程と、（ｉｉｉ）前記分離基
を介してポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合する安定化された前記ターゲティ
ングエレメント－分離基複合体を基盤に固定化する工程と、（ｉｖ）前記ポリヌクレオチ
ド分子中の標的核酸配列が結合する安定化された固定化ターゲティングエレメント－分離
基複合体を除去し、それにより、前記核酸集団から前記ポリヌクレオチド分子を単離する
工程と
を含む。
【００１２】
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　（１）前記ターゲティングエレメントがオリゴヌクレオチドを含み、（２）前記オリゴ
ヌクレオチドの３’末端が前記ポリヌクレオチド中の識別エレメントまたはその一部と相
補的である。
【００１３】
　一定の実施形態では、選択的安定化をライゲーションによって行う。一定の実施形態で
は、選択的安定化を、テンプレートとしてポリヌクレオチド分子を使用したオリゴヌクレ
オチドの伸長によって行う。
【００１４】
　一定の実施形態では、工程（ｂ）を、鎖置換増幅によって行う。
【００１５】
　一定の実施形態では、工程（ｂ）は一般的な増幅である。一定の他の実施形態では、工
程（ｂ）は配列特異的増幅（例えば、遺伝子座特異的増幅）である。一定の他の実施形態
では、工程（ｂ）は、遺伝子座に偏った増幅である。
【００１６】
　一定の実施形態では、工程（ｂ）により、単離ポリヌクレオチド分子の全領域が増幅さ
れる。一定の他の実施形態では、工程（ｂ）により、単離ポリヌクレオチド分子の特定の
領域が増幅される。
【００１７】
　一定の実施形態では、工程（ｂ）を、それぞれが前記標的核酸配列を含むポリヌクレオ
チド分子鎖中の特定の領域と少なくとも実質的に相補的な第１の特異的プライマー組の存
在下で行う。
【００１８】
　一定の関連する実施形態では、工程（ｂ）を、それぞれが前記標的核酸配列を含まない
ポリヌクレオチド分子鎖中の特定の領域と少なくとも実質的に相補的な第２の特異的プラ
イマー組の存在下でさらに行う。
【００１９】
　一定の実施形態では、標的核酸配列を含む単離ポリヌクレオチド分子鎖にアニーリング
する場合、前記第１の特異的プライマー組がその隣接プライマーから約０．５ｋｂ離れて
いる
【００２０】
　一定の実施形態では、標的核酸配列を含まない単離ポリヌクレオチド分子鎖にアニーリ
ングする場合、前記第２の特異的プライマー組がその隣接プライマーから約０．５ｋｂ離
れている
【００２１】
　一定の実施形態では、工程（ｂ）をランダムプライマー組の存在下でさらに行う。一定
の実施形態では、ランダムプライマーは、その隣接プライマーから約２ｋｂ離れている。
【００２２】
　一定の実施形態では、工程（ｂ）を、末端特異的プライマーの存在下で行う。一定の実
施形態では、隣接末端特異的プライマー間の平均距離が、５０ヌクレオチドと２５０ヌク
レオチドとの間である。
【００２３】
　一定の実施形態では、工程（ｂ）を、中心特異的プライマーの存在下でさらに行う。一
定の実施形態では、隣接中心特異的プライマー間の距離が、１００ヌクレオチドと５００
０ヌクレオチドとの間である。
【００２４】
　一定の実施形態では、中心特異的プライマーが配列特異的である。一定の他の実施形態
では、中心特異的プライマーが縮重プライマーである。
【００２５】
　一定の実施形態では、本発明の方法は、（ｃ）ハプロタイプを構成する増幅ポリヌクレ
オチド分子またはそのフラグメント中の１つまたは複数の部位を特徴づける工程をさらに
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含む。このような方法は、（ｄ）前記特徴づけられた部位の情報をアセンブリする工程を
さらに含み得る。
【００２６】
　一定の関連する実施形態では、本発明の方法は、（ｃ）前記増幅ポリヌクレオチド分子
またはそのフラグメント中の１つまたは複数の多型部位を特徴づける工程をさらに含む。
このような方法は、（ｄ）特徴づけた部位の情報をアセンブリする工程をさらに含み得る
。
【００２７】
　別の態様では、本発明は、核酸分子集団から目的の複数のポリヌクレオチド分子を増幅
する方法であって、（ａ）１つまたは複数の固定化可能な分離基を使用して核酸集団から
複数のポリヌクレオチド分子を単離して目的の単離ポリヌクレオチド分子を得る工程と、
（ｂ）前記単離ポリヌクレオチド分子またはそのフラグメントを等温増幅する工程と
を含む方法を提供する。
【００２８】
　多重化核酸の単離および増幅の一定の実施形態では、工程（ａ）は、（Ａ）各ターゲテ
ィングエレメントがその対応するポリヌクレオチド分子の標的核酸配列と特異的に結合す
るように前記目的の複数のポリヌクレオチド分子を含む核酸集団を複数のターゲティング
エレメントと接触させる工程と、（ｉ）前記標的核酸配列が、前記ポリヌクレオチド分子
の１つの鎖中に識別エレメントの１００ヌクレオチド以内で存在することと、（ｉｉ）前
記識別エレメントが、前記ポリヌクレオチド分子を前記ポリヌクレオチド分子とほぼ同一
の別の核酸分子と識別することと、（Ｂ）前記対応するポリヌクレオチド分子の標的核酸
配列に結合した複数のターゲティングエレメントに分離基を選択的に付着させて、ターゲ
ティングエレメント－分離基複合体を形成する工程と、（Ｃ）前記分離基を介してポリヌ
クレオチド分子中の標的核酸配列が結合する前記ターゲティングエレメント－分離基複合
体を基盤に固定化する工程と、（Ｄ）結合する前記固定化ターゲティングエレメント－分
離基分子を除去し、それにより、前記核酸分子集団から前記ポリヌクレオチド分子を単離
する工程とを含む。
【００２９】
　多重化核酸の単離および増幅の一定の実施形態では、工程（ａ）は、（Ａ）各ターゲテ
ィングエレメントがその対応するポリヌクレオチド分子の標的核酸配列と特異的に結合す
るように前記目的の複数のポリヌクレオチド分子を含む核酸集団を分離基が付着する複数
のターゲティングエレメントと接触させる工程と、（ｉ）各標的核酸配列が、前記ポリヌ
クレオチド分子の１つの鎖中に対応する識別エレメントの１００ヌクレオチド以内で存在
することと、（ｉｉ）各識別エレメントが、特異的ポリヌクレオチド分子を前記ポリヌク
レオチド分子とほぼ同一の他の核酸分子と識別することと、（Ｂ）前記ターゲティングエ
レメントのその対応するポリヌクレオチド分子の標的核酸配列への結合を選択的に安定化
させて、前記ポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合した安定化されたターゲティ
ングエレメント－分離基複合体を形成する工程と、（Ｃ）前記分離基を介してポリヌクレ
オチド分子中の標的核酸配列が結合する前記ターゲティングエレメント－分離基複合体を
基盤に固定化する工程と、（Ｄ）前記ポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合する
固定化ターゲティングエレメント－分離基複合体を除去し、それにより、前記核酸分子集
団から前記ポリヌクレオチド分子を単離する工程とを含む。
【００３０】
　一定の実施形態では、異なる種類の分離基を異なる種類のターゲティングエレメントに
付着する。一定の他の実施形態では、同一種類の分離基を異なる種類のターゲティングエ
レメントに付着する。
【００３１】
　別の態様では、本発明は、目的のゲノムＤＮＡ分子またはそのフラグメントを増幅する
方法であって、前記目的のゲノムＤＮＡ分子が多型配列を含み、（ａ）前記目的のゲノム
ＤＮＡ分子を含むゲノムＤＮＡ集団をオリゴヌクレオチドと接触させる工程と、（ｉ）前
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記オリゴヌクレオチドが、前記目的のゲノムＤＮＡ分子の１つの鎖中の標的核酸配列と少
なくとも実質的に相補的な配列を含むことと、（ｉｉ）前記標的核酸配列が、前記目的の
ゲノムＤＮＡ分子の１つの鎖中の多型配列に対してすぐ３’側に存在することと、（ｉｉ
ｉ）前記目的のゲノムＤＮＡ分子の１つの鎖にアニーリングする場合、前記オリゴヌクレ
オチドの３’部分が多型配列またはその一部と相補的であることと、（ｂ）固定化可能な
ヌクレオチドの存在下でテンプレートとしてオリゴヌクレオチドがアニーリングする目的
のゲノムＤＮＡ分子の１つの鎖を使用して前記オリゴヌクレオチドを伸長し、伸長産物を
得る工程と、（ｃ）固定化可能なヌクレオチドを介して目的のゲノムＤＮＡ分子が結合す
る伸長産物を基盤に固定化する工程と、（ｄ）前記目的のゲノムＤＮＡ分子が結合する固
定化された伸長産物を除去し、それにより、前記ゲノムＤＮＡ集団から前記目的のゲノム
ＤＮＡ分子を単離する工程と、（ｅ）任意選択的に、前記基盤から前記目的のゲノムＤＮ
Ａ分子を溶離する工程と、（ｆ）単離または溶離された前記目的のゲノムＤＮＡ分子また
はそのフラグメントを等温増幅する工程とを含む方法を提供する。
【００３２】
　別の態様では、本発明は、ハプロタイプをアセンブリする方法であって、（ａ）ハプロ
タイプを目的とする生物から核酸集団を準備する工程と、（ｂ）複数の基盤を使用したハ
プロタイプ特異的抽出によってポリヌクレオチド分子を個別に単離する工程と、（ｉ）各
基盤を使用して、ポリヌクレオチド分子が、複数の抽出部位で単離されることと、（ｉｉ
）１つの基盤を使用して１つの抽出部位で単離されたポリヌクレオチド分子が、同一の基
盤を使用した他の抽出部位で単離したポリヌクレオチド分子中にも存在する多型部位を含
まないことと、（ｉｉｉ）前記１つの基盤を使用して１つの抽出部位で単離された１つま
たは複数のポリヌクレオチド分子が、他の基盤を使用して隣接抽出部位で単離されたポリ
ヌクレオチド分子中にも存在する多型部位を含むことと、（ｃ）各基盤を使用して単離し
たポリヌクレオチド分子中の多型部位を個別に特徴づける工程と、（ｄ）１つを超える基
盤を使用して単離したポリヌクレオチド分子中に存在する多型部位の特徴付けに基づいて
ハプロタイプをアセンブリする工程とを含む方法を提供する。
【００３３】
　一定の他の実施形態では、ハプロタイプをアセンブリする方法は、工程（ｃ）の前に複
数の基盤を使用して単離した前記ポリヌクレオチド分子を等温増幅する工程をさらに含む
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
発明の詳細な説明
　本発明は、ポリヌクレオチド分子中の一定の特異的配列（例えば、ハプロタイプ特異的
または遺伝子座特異的）に基づいて核酸分子を単離および増幅するための方法および組成
物を提供する。単離ポリヌクレオチド分子を、その後に、一般的増幅、配列特異的増幅（
例えば、遺伝子座特異的）、または配列特異的（例えば、遺伝子座に偏った）増幅を使用
して等温増幅することができる。一定の実施形態では、本発明は、比較的大きなポリヌク
レオチド分子（例えば、約５０ｋｂまたはそれを超える）の単離およびその後の単離ポリ
ヌクレオチド分子またはその一部の増幅に有用である。
【００３５】
　一定の実施形態では、本発明の方法は、１つまたは複数の以下の利点を有する：（１）
既存のＤＮＡ供給源から一倍体（再使用可能なゲノムＤＮＡライブラリー）の作製が容易
になること、（２）核酸分析の複雑さが軽減され、それにより、読み取りの感度および分
解能が増加すること、（３）直接達成可能な抽出あたりの連鎖距離が伸長し、利用可能な
テンプレート量の増加によってその後の操作の安定性が増加すること、（４）従来の配列
ベースの分類（ＳＢＴ）または配列特異的オリゴヌクレオチドプローブ（ＳＳＯＰ）によ
って解明できない対立遺伝子対の組み合わせを使用した潜在的に困難な二倍体を明確に分
類できること、および（５）巨大な連鎖距離にわたって複数の多型を用いてハプロ分離サ
ンプルを分類できること。
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【００３６】
　本発明の方法の詳細な説明およびその関連する利点を以下に示す。
【００３７】
Ａ．核酸抽出
　配列特異的抽出は、一般に、米国特許出願公開公報２００１００３１４６７号およびＰ
ＣＴ出願公開公報ＷＯ０１／０４２１５０号に記載されている。一般に、配列特異的抽出
は、目的のポリヌクレオチド分子の特異的配列に基づく核酸分子集団からの目的のポリヌ
クレオチド分子の分離方法である。
【００３８】
　一定の実施形態では、核酸抽出方法は、（１）目的のポリヌクレオチド分子を含むヌク
レオチド酸集団をターゲティングエレメントと接触させる工程と、（ａ）ポリヌクレオチ
ド分子の１つの鎖が標的核酸配列および識別エレメントを含むことと、（ｂ）標的核酸配
列が、前記ポリヌクレオチド分子の１つの鎖中に識別エレメントの１００ヌクレオチド以
内で存在することと、（ｃ）ターゲティングエレメントが目的のポリヌクレオチド分子中
の標的核酸配列とに特異的に結合することと、（２）前記固定可能な分離基を前記ポリヌ
クレオチド分子中の標的核酸配列に結合したターゲティングエレメントに選択的に付着さ
せてターゲティングエレメント－分離基複合体を形成させる工程と、（３）前記分離基を
介してポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合する前記ターゲティングエレメント
－分離基複合体を基盤に固定化する工程と、（４）前記ポリヌクレオチド分子中の標的核
酸配列が結合する固定化ターゲティングエレメント－分離基複合体を除去し、それにより
、前記核酸集団から前記ポリヌクレオチド分子を単離する工程とを含む。
【００３９】
　一定の他の実施形態では、核酸抽出法は、（１）目的のポリヌクレオチド分子を含むヌ
クレオチド酸集団をターゲティングエレメント－分離基複合体と接触させる工程と、（ａ
）ポリヌクレオチド分子の１つの鎖が標的核酸配列および識別エレメントを含むことと、
（ｂ）標的核酸配列が、前記ポリヌクレオチド分子の１つの鎖中に識別エレメントの１０
０ヌクレオチド以内で存在することと、（ｃ）ターゲティングエレメント－分離基複合体
が目的のポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列とに特異的に結合することと、（２）前
記ポリヌクレオチド分子中の前記ターゲティングエレメント－分離基複合体の標的核酸配
列への結合を選択的に安定化させる工程と、（３）前記分離基を介してポリヌクレオチド
分子中の標的核酸配列が結合する前記ターゲティングエレメント－分離基複合体を基盤に
固定化する工程と、（４）前記ポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合する安定化
された固定化ターゲティングエレメント－分離基複合体を除去し、それにより、前記核酸
集団から前記ポリヌクレオチド分子を単離する工程とを含む。
【００４０】
１．核酸供給源
　目的のポリヌクレオチド分子を含むか、含むことが疑われる場合、精製形態または非精
製形態の任意の核酸標本を、出発核酸として使用することができる。したがって、この過
程は、例えば、ゲノムＤＮＡ、プラスミドＤＮＡ、増幅ＤＮＡ、ｃＤＮＡ、全細胞ＲＮＡ
、ｈｎＲＮＡ、およびポリＡ含有ＲＮＡを使用することができる。核酸は、１つの単細胞
生物または真核生物に由来し得る。例えば、ヒトなどの哺乳動物から核酸を得ることがで
きる。核酸の混合物を使用することもできる。
【００４１】
　核酸含有サンプルは、任意の供給源（体液または組織（例えば、血液、血清、尿、排泄
物、唾液、ミルク、導管液、涙、口腔分泌物標本、および精液など）が含まれる）に由来
し得る。あるいは、サンプルは、肝臓、脳、結腸、泌尿生殖器、造血組織、胸腺、精巣、
卵巣、子宮、前立腺、胸、結腸、肺、および腎組織などの器官ならびにこれらの組織のい
ずれかに関連する腫瘍に由来し得る。核酸分子を、種々の技術（Ｓａｍｂｒｏｏｋ　ａｎ
ｄ　Ｒｕｓｓｅｌｌ（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ
　Ｍａｎｕａｌ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，Ｎ．Ｙ．，３ｒｄ　Ｅｄ．Ｐ
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ｐ　６．４－６．３２，６．６３　ａｎｄ　６．６４，２００１）に記載の技術が含まれ
る）によって抽出することができる。
【００４２】
　一般に、生体サンプルから直接単離した核酸集団を、最初に増幅させることなく配列特
異的抽出に使用することができる。事前の増幅（例えば、ランダムプライマーを使用する
）を行わない直接抽出により、抽出時ならびにその後の目的のポリヌクレオチド分子の増
幅および分析時のバックグラウンドを減少させることができる。しかし、必要に応じて、
一定の環境下で、配列特異的抽出の実施前に、核酸集団のその全体または選択的に目的の
フラグメントを、ＰＣＲまたは別の増幅技術を使用して増幅することができる。
【００４３】
　核酸集団中の核酸分子のサイズは、核酸集団の供給源（例えば、プラスミド、ウイルス
ゲノム、細菌ゲノム、真核生物ゲノム）、生体サンプル由来の集団の調製で使用された方
法、および核酸単離前に生体サンプルが保存された条件に依存する。例えば、新鮮または
良好に保存されたサンプルは、一般に、非保存的条件下またはパラフィン包埋サンプルな
どの改変されたサンプル中で保存された核酸分子よりも核酸分子の損傷が小さい。
【００４４】
　巨大なポリヌクレオチド分子の抽出および増幅が望ましい一定の実施形態では、生体サ
ンプルを得て、その後に核酸分子の完全性が維持された（すなわち、破壊または剪断を最
小限にした）サンプルから核酸を単離する方法が好ましい。方法の例には、さらに精製し
ない溶解法（例えば、界面活性剤、有機溶媒、アルカリ、および／またはプロテアーゼを
使用した化学的または酵素的溶解法）、さらなる核酸精製を行うか行わない核の単離、沈
殿工程を使用した単離法、固体マトリクス（例えば、核酸分子が結合するシリカベースの
膜、ビーズ、または改変表面）、ゲル様マトリクス（例えば、アガロース）、または粘性
溶液を使用した核酸単離法、ならびに密度勾配を使用して核酸分子を富化する方法が含ま
れるが、これらに限定されない。一定の実施形態では、目的のポリヌクレオチド分子の配
列特異的抽出の前に、単離核酸分子を最初にライゲーションして核酸単離時に生じたニッ
クを修復し、それにより、一本鎖領域が配列特異的抽出の任意選択的な変性工程時に完全
に変性してより小さなフラグメントに破壊されるのを防止する。巨大ポリヌクレオチドの
単離および精製方法の例を、Ｄｅａｒ　ａｎｄ　Ｃｏｏｋ，Ｂｉｏｃｈｅｍ　Ｊ．２７３
（Ｐｔ　３）：６９５－９，１９９１；Ｇｕｒｒｉｅｒｉ　ａｎｄ　Ｂｕｓｔａｍａｎｔ
ｅ，Ｂｉｏｃｈｅｍ　Ｊ．３２６（Ｐｔ　１）：１３１－８，１９９７；Ｕｐｃｒｏｆｔ
　ａｎｄ　Ｕｐｃｒｏｆｔ，Ｊ　Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒ．６１８（１－２）：７９－９３
，１９９３；Ｐａｒｋ　ｅｔ　ａｌ．，Ｃｌｉｎ　Ｃｈｅｍ．５１（８）：１５２０－３
，２００５；Ｒｏｏｋ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｍ　Ｊ　Ｐａｔｈｏｌ．１６４（１）：２３－
３３，２００４；Ｈｕｍｍｅｌｓｈｏｊ　ｅｔ　ａｌ．，Ｂｉｏｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　
３８（４）：６０５－１０，２００５；Ｖｅｓｔｅｒ　ａｎｄ　Ｗｅｎｇｅｌ，Ｂｉｏｃ
ｈｅｍｉｓｔｒｙ　４３（４２）：１３２３３－４１，２００４；Ｄｅａｎ　ｅｔ　ａｌ
．，Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ．９９（８）：５２６１－６，２０
０２；Ｈｏｓｏｎｏ　ｅｔ　ａｌ．，Ｇｅｎｏｍｅ　Ｒｅｓ．１３（５）：９５４－６４
，２００３；ａｎｄ　Ｋｏｔｌｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓ
ｃｉ　ＵＳＡ．９０（９）：４２４１－５，１９９３に見出すことができる。
【００４５】
２．ターゲティング
　一定の実施形態では、目的のポリヌクレオチド分子の単離は、ポリヌクレオチド分子の
特異的配列（本明細書中で、「識別エレメント」と併せて「標的核酸配列」という）に基
づく。「識別エレメント」は、ヌクレオチド配列を含まない他の分子から目的のポリヌク
レオチド分子を固有に識別することができる目的のポリヌクレオチド分子中のヌクレオチ
ド配列である。識別エレメントは、例えば、多型（多型オリゴヌクレオチド配列、一塩基
多型、ハプロタイプ「タグ」一塩基多型（タグＳＮＰ）、短いタンデム反復など）、欠失
、挿入、逆位、重複、転座、または染色体の別の再編成形態であり得る。識別エレメント
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はまた、例えば、制限部位、メチル化制限部位、メチル化配列モチーフ、タンパク質結合
部位、ＳｉＲＮＡをコードするかＳｉＲＮＡによるサイレンシングをターゲティングする
ことが見出されている部位、領域、もしくは配列、または特異的二次構造を有する配列で
あり得る。
【００４６】
　一定の実施形態では、識別エレメントは、対立遺伝子特異的である。当該分野で公知で
あるように、「対立遺伝子」は、染色体上の所与の遺伝子座を占める遺伝子のいくつかの
代替形態の１つをいう。「対立遺伝子特異的」は、特定の対立遺伝子と他の代替対立遺伝
子を識別することができる特異的配列をいう。「対立遺伝子特異的抽出」は、ポリヌクレ
オチド分子中の対立遺伝子特異的配列に基づいた目的のポリヌクレオチド分子の単離をい
う。
【００４７】
　一定の実施形態では、識別エレメントはハプロタイプ特異的である。当該分野で公知で
あるように、「ハプロタイプ」は、通常は共に遺伝する密接に連鎖した遺伝子の対立遺伝
子組またはマーカー組をいう。
【００４８】
　「ハプロタイプ特異的」は、遺伝子の異なるハプロタイプ間（例えば、母性起源の遺伝
子コピーとヘテロ接合部位での親起源の遺伝子コピーとの間）で識別することができる特
異的配列をいう。「ハプロタイプ特異的抽出」は、ポリヌクレオチド分子中のハプロタイ
プ特異的配列に基づいた目的のポリヌクレオチド分子の単離をいう。
【００４９】
　一定の実施形態では、識別エレメントは、遺伝子座特異的である。当該分野で公知であ
るように、「遺伝子座」は、特定の形質の遺伝子が存在する染色体上の位置をいう。遺伝
子座は、遺伝子の対立遺伝子のいずれか１つによって占められ得る。「遺伝子座特異的」
は、特定の遺伝子座を別の遺伝子座と識別することができる特異的配列をいう。一般に、
遺伝子座特異的配列は、遺伝子座を占める実質的に全ての対立遺伝子（すなわち、全対立
遺伝子の約８０％超）を共有する配列であるが、別の遺伝子座の配列と異なる。一定の実
施形態では、遺伝子座特異的配列は、約９０％、９５％、または９８％を超える目的の遺
伝子座を占める対立遺伝子を共有する配列である。「遺伝子座特異的抽出」は、ポリヌク
レオチド分子中の遺伝子座特異的配列に基づいたポリヌクレオチド分子の単離をいう。
【００５０】
　一定の実施形態では、識別エレメントは、目的のポリヌクレオチド分子をこのポリヌク
レオチド分子とほぼ同一の別の核酸分子と識別することができる。核酸分子は、９５％を
超える配列が同一である場合、ポリヌクレオチド分子と「ほぼ同一である」。一定の実施
形態では、識別エレメントは、目的のポリヌクレオチド分子をこのポリヌクレオチド分子
と９６％、９７％、または９９％を超えて同一の別の核酸分子と識別することができる。
【００５１】
　識別エレメントに加えて、目的のポリヌクレオチド鎖はまた、ターゲティングエレメン
トが結合することができる標的核酸配列を含む。一定の実施形態では、標的核酸配列と識
別エレメントとの間の距離は、１００ヌクレオチドと０ヌクレオチドとの間である（１０
０と０との間の任意の整数値（５０、２０、２５、１０、８、７、６、５、４、３、２、
および１など）が含まれる）。異なる実施形態では、識別エレメントは、標的核酸配列の
一部であってよく、好ましくは、標的核酸配列の５’末端または５’末端付近に存在し得
る。識別エレメントが標的核酸配列の一部である実施形態において、識別エレメントと標
的核酸配列との間の距離を０ヌクレオチドと見なすことを除き、標的核酸配列間の距離を
、（１）標的核酸配列が識別エレメントに対して３’側に存在する場合、標的核酸配列の
５’末端と識別エレメントの３’末端との間のヌクレオチド数、（２）標的核酸配列が識
別エレメントに対して５’側に存在する場合、標的核酸配列の３’末端と識別エレメント
の５’末端との間のヌクレオチド数に基づいて計算する。
【００５２】
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　用語「３’」および「５’」を、本明細書中で、核酸分子の一本鎖内の特定の部位の位
置を説明するために使用する。核酸分子内の位置が基準ヌクレオチドまたは基準ヌクレオ
チド配列「に対して３’側」または「の３’側」である場合、これは、この位置が、基準
ヌクレオチドまたは基準ヌクレオチド配列の３’末端と核酸のこの鎖の３’ヒドロキシル
との間であることを意味する。同様に、核酸分子内の位置が基準ヌクレオチドまたは基準
ヌクレオチド配列「に対して５’側」または「の５’側」である場合、これは、この位置
が、基準ヌクレオチドまたは基準ヌクレオチド配列の５’末端と核酸のこの鎖の５’リン
酸との間であることを意味する。さらに、ヌクレオチド配列が基準ヌクレオチドまたは基
準ヌクレオチド配列「に対して直接的に３’側」（「に対してすぐに３’側」とも交換可
能に使用される）または「の直接的に３’側」（「のすぐに３’側」とも交換可能に使用
される）である場合、これは、ヌクレオチド配列の５’末端が基準ヌクレオチドのすぐ隣
りまたは基準ヌクレオチド配列の３’末端に存在することを意味する。同様に、ヌクレオ
チド配列が基準ヌクレオチドまたは基準ヌクレオチド配列「に対して直接的に５’側」（
「に対してすぐに５’側」とも交換可能に使用される）または「の直接的に５’側」（「
のすぐに５’側」とも交換可能に使用される）である場合、これは、ヌクレオチド配列の
３’末端が基準ヌクレオチドのすぐ隣りまたは基準ヌクレオチド配列の５’末端に存在す
ることを意味する。
【００５３】
　一定の実施形態では、標的核酸配列は、目的のポリヌクレオチド分子の１つの鎖中の識
別エレメントに対して３’側に存在する。一定の実施形態では、標的核酸配列は、目的の
ポリヌクレオチド分子の１つの鎖中の識別エレメントに対してすぐ３’側に存在する。
【００５４】
　核酸集団から目的のポリヌクレオチド分子を単離するために、ターゲティングエレメン
トを使用して、ポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列を結合する。「ターゲティングエ
レメント」（「配列特異的抽出プローブ」または「配列特異的プローブ」ともいう）は、
核酸分子集団中の目的のポリヌクレオチド分子の標的核酸分子に特異的に結合する分子を
いう。一定の所与の条件下（例えば、核酸伸長反応混合物中）で分子が標的核酸配列を含
むポリヌクレオチド分子に結合するが、標的核酸配列を含まない核酸分子に結合しない場
合、標的核酸配列に「特異的に結合する」分子。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、ターゲティングエレメントは、目的のポリヌクレオチド分子
中の相補的標的核酸配列とハイブリッド形成する核酸または核酸誘導体である。核酸ベー
スの核酸誘導体の例には、例えば、オリゴヌクレオチド、オリゴ－ペプチド核酸（ＰＮＡ
）、オリゴ－ＬＮＡ、またはリボザイムが含まれる。あるいは、ターゲティングエレメン
トは、標的核酸配列に特異的に結合するポリペプチドまたはポリペプチド複合体であり得
る。ポリペプチドベースのターゲティングエレメントの例には、例えば、制限酵素、転写
因子、ＲｅｃＡ、ヌクレアーゼ、および他の配列特異的ＤＮＡ結合タンパク質が含まれる
。あるいは、ターゲティングエレメントは、１つまたは複数の各ターゲティングエレメン
トのハイブリッド、複合体、または連結された化合物であり得る。
【００５６】
　標的核酸配列へのターゲティングエレメントの結合は、個別の化学的会合または物理的
会合の一部として起こり得る。例えば、酵素反応、化学反応、物理的会合、重合、ライゲ
ーション、制限酵素切断、切断、ハイブリッド形成、組換え、架橋、またはｐＨベースの
切断の一部として会合が起こり得る。
【００５７】
　一定の実施形態では、ターゲティングエレメントは、目的のポリヌクレオチド分子中の
標的核酸配列と少なくとも実質的に相補的なオリゴヌクレオチドである。オリゴヌクレオ
チドが所与の反応混合物（例えば、核酸伸長混合物）中の標的核酸配列にアニーリングす
ることができる場合、オリゴヌクレオチドは、標的核酸配列と「少なくとも実質的に相補
的」である。一定の実施形態では、ターゲティングエレメントは、標的核酸配列と正確に
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または完全に相補的である。すなわち、ターゲティングエレメントの各ヌクレオチドは、
その対応する位置の標的核酸のヌクレオチドと相補的である。
【００５８】
　一定の実施形態では、標的核酸配列は、目的のポリヌクレオチド分子の１つの鎖中の識
別エレメントに対してすぐ３’側に存在し、ターゲティングエレメントの３’末端ヌクレ
オチドが標的核酸配列の５’末端ヌクレオチドに結合するように、ターゲティングエレメ
ントはポリヌクレオチド分子のこの鎖中の標的核酸配列に結合する。以下により詳細に記
載するように、識別エレメント中のヌクレオチドに相補的な終結ヌクレオチドおよび固定
化可能なヌクレオチドの存在下でのオリゴヌクレオチドの伸長により、目的のポリヌクレ
オチド分子を識別エレメントを含まない他の核酸分子と区別することが可能である。
【００５９】
　一定の実施形態では、標的核酸配列は、目的のポリヌクレオチド分子の１つの鎖中識別
エレメントに対してすぐ３’側に存在し、ターゲティングエレメントは、ターゲティング
エレメントの３’末端ヌクレオチドが標的核酸配列の識別エレメント中のヌクレオチドと
結合するように、ポリヌクレオチド分子のこの鎖中の標的核酸配列および識別エレメント
（または識別エレメントの少なくとも一部）の両方に結合する。以下にも詳述するように
、標的核酸配列および識別エレメントの両方を含むポリヌクレオチド分子鎖を使用したオ
リゴヌクレオチドの選択的伸長により、目的のポリヌクレオチド分子を識別エレメントを
含まない他の核酸分子と区別することが可能である。
【００６０】
　目的のポリヌクレオチド分子の標的核酸配列への例示的ターゲティングエレメント（す
なわち、オリゴヌクレオチド）の結合を以下に詳述する。
【００６１】
　オリゴヌクレオチドでのポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列のターゲティングは、
両方が一本鎖形態に存在する場合、容易である。各オリゴヌクレオチド－標的核酸配列複
合体の融点（この温度未満でハイブリッド形成が起こる）を計算することができる。完全
に適合するオリゴヌクレオチドのみが標的核酸配列に結合するようにハイブリッド形成条
件（主に、温度および塩／カチオン濃度）を調整することが可能である。ポリメラーゼ連
鎖反応（ＰＣＲ）、ダイターミネーター配列決定反応、およびミニ配列決定またはプライ
マー伸長反応に関する多数の文献およびプロトコールが多数存在し、これらは本発明の酵
素識別反応の性質と類似する（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：Ａ　Ｌａｂｏｒａ
ｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ．Ｓａｍｂｒｏｏｋ　ｅｔ　ａｌ．，Ｔｈｉｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏ
ｎ　２００１，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅ
ｓｓ，Ｎ．Ｙ．；ＡｍｐｌｉＴａｑTM　ｐｒｏｄｕｃｔ　ｓｈｅｅｔ，Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅ
ｌｍｅｒ／Ｒｏｃｈｅ，Ｂｒａｎｃｈｂｕｒｇ，Ｎ．Ｊ．およびその参考文献）。一本鎖
ＤＮＡを、いくつかの方法（例えば、加熱およびその後の氷上での反応停止、ＮａＯＨ変
性またはＰＣＲ産物のたった１つのコピーに組み込まれたビオチン化ＰＣＲ－プライマー
に基づいた物理的分離）で生成することができる（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ
：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ．Ｓａｍｂｒｏｏｋ　ｅｔ　ａｌ．，Ｔｈｉ
ｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　２００１，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒ
ａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ，Ｎ．Ｙ．；Ｍｉｔｃｈｅｌｌ　ａｎｄ　Ｍｅｒｒｉｌ，Ａｎａ
ｌ　Ｂｉｏｃｈｅｍ．１９８９　Ｍａｙ　１；１７８（２）：２３９４２）。
【００６２】
　目的のポリヌクレオチド分子が二本鎖核酸（ゲノムＤＮＡまたはプラスミドＤＮＡなど
）として核酸集団中に存在する場合、目的のポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列は、
オリゴヌクレオチドが配列に結合するように接近可能にしなければならない。熱変性（す
なわち、ＤＮＡが融解して一本鎖ＤＮＡのループを形成し始める温度（例えば、６５℃、
８０℃、または９５℃を超える温度）へのサンプルの加熱）によってこれを行うことがで
きる。熱変性を、化学的変性（例えば、ポリヌクレオチド分子のアルカリインキュベーシ
ョンによる）または酵素的鎖分離（例えば、ヘリカーゼ、ＲｅｃＡなどを使用）などの標
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的核酸配列へのターゲティングエレメントの結合を容易にする他の方法に置換することが
できる。
【００６３】
　アニーリング条件下および典型的には目的のポリヌクレオチド分子と比較して過剰なオ
リゴヌクレオチドの存在下で、オリゴヌクレオチドは、質量作用ならびに通常はそのより
小さなサイズ（したがって、より高い拡散係数）により、融解したフラグメントの再生が
起こる前に相同領域に結合する。オリゴヌクレオチドはまた、生理学的条件下（３７℃）
で相同な位置に二本鎖フラグメントを入れることができる（Ｉｙｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ
　Ｂｉｏｌ　Ｃｈｅｍ．１９９５　Ｊｕｎ　１６，２７０（２４）：１４７１２－７およ
びその参考文献）。
【００６４】
　異なる対立遺伝子の逆ストランド間の交差ハイブリッド形成の可能性があり、それによ
り２つの対立遺伝子のミスマッチ二本鎖ハイブリッドが抽出され得るので、これは関連性
がある。通常、この理由により完全に一本鎖のテンプレートＤＮＡを生成することは望ま
しくないが、ゲノムＤＮＡサンプル中で交差ハイブリッド形成が起こる可能性は低い。以
下で考察するように、分離基および識別エレメントの強い連結により、厳しい変性および
洗浄条件下でさえも識別エレメントを含むポリヌクレオチド分子を保持することができる
。
【００６５】
　ゲノムＤＮＡまたはプラスミドＤＮＡなどの二本鎖標的へのオリゴヌクレオチドの配列
特異的移入を容易にする方法およびキットが開発されており、本発明と組み合わせて使用
することができる（Ｉｙｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ　Ｂｉｏｌ　Ｃｈｅｍ．２７０（２４）
：１４７１２－７，１９９５）およびその参考文献；Ｔｅｉｎｔｚｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ｂ
ｉｏｃｈｅｍ　Ｂｉｏｐｈｙｓ　Ｒｅｓ　Ｃｏｍｍｕｎ．２１１（３）：８０４－１１，
１９９５；Ｈｏｎｉｇｂｅｒｇ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ
　ＵＳＡ．８３（２４）：９５８６－９０，１９８６；Ｒｉｇａｓ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒ
ｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ．８３（２４）：９５９１－５，１９８６；
Ｈａｋｖｏｏｒｔ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２４（１７）
：３４７８－８０，１９９６；Ｈａｋｖｏｏｒｔ　ｅｔ　ａｌ．，Ｇｅｎｅ　Ｃｌｏｎｉ
ｎｇ　ａｎｄ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｂｙ　ＲＴ－ＰＣＲ，Ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｓｉｅｂ
ｅｒｔ　ａｎｄ　Ｌａｒｒｉｃｋ，Ｂｉｏｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　Ｂｏｏｋｓ　１９９８
，Ｎａｔｉｃｋ，Ｍａｓｓ．；ＣｌｏｎＣａｐｔｕｒｅTM　ｃＤＮＡ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏ
ｎ　Ｋｉｔ，Ｃｌｏｎｔｅｃｈ，Ｐａｌｏ　Ａｌｔｏ，Ｃａｌｉｆ．；ａｎｄ　Ｗｅｌｃ
ｈｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１４（２４）：１００２
７－４４，１９８６）。ＲｅｃＡ（例えば、大腸菌組換えタンパク質「Ａ」）またはスタ
フィロコッカスヌクレアーゼなどのＤＮＡ結合タンパク質でのオリゴヌクレオチドのコー
ティングにより、より高い濃度での類似の未修飾オリゴヌクレオチドの移入と比較してそ
の組み込みが桁違いに加速し、このような複合体の安定性が有意に増加する一方で（Ｃｕ
ｎｎｉｎｇｈａｍ　ｅｔ　ａｌ．，Ｃｅｌｌ　２４（１）：２１３－２３，１９８１；Ｂ
ｅｌｏｔｓｅｒｋｏｖｓｋｉｉ　ｅｔ　ａｌ．，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ．３８（３３
）：１０７８５－９２，１９９９；およびＳｅｎａ　ａｎｄ　Ｚａｒｌｉｎｇ，Ｎａｔ　
Ｇｅｎｅｔ．３（４）：３６５－７２，１９９３）、依然として移入されたオリゴヌクレ
オチドが酵素的に伸長する（Ｉｙｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ　Ｂｉｏｌ　Ｃｈｅｍ．２７０
（２４）：１４７１２－７，１９９５およびその参考文献）。一定の実施形態では、鎖置
換活性を有するポリメラーゼ（例えば、φ２９ＤＮＡポリメラーゼおよびＯｂｅｔａレプ
リカーゼ）および３’エクソヌクレアーゼ保護ターゲティングエレメントを使用すること
ができる。例えば、その鎖置換活性により、φ２９ＤＮＡポリメラーゼは、テンプレート
として巨大または完全な二本鎖（すなわち、未変性）ＤＮＡを使用してオリゴヌクレオチ
ドまたはポリヌクレオチドを伸長することができる。φ２９ＤＮＡポリメラーゼがテンプ
レートとして未変性ＤＮＡを使用する能力により、変性時のテンプレートＤＮＡの破壊が
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防止される。しかし、φ２９ＤＮＡポリメラーゼは校正活性（すなわち、プライマーのミ
スマッチ３’末端を修正し、その後にこれらを伸長する活性）も有するので、３’エクソ
ヌクレアーゼ保護プライマー（塩基間のホスホロチオエート結合の使用またはＬＮＡの組
み込みによる）を使用することが好ましい。以下に考察するように、そうでなければ、プ
ライマーのミスマッチ３’末端の消失により、異なるポリヌクレオチド分子の区別が妨害
される。
【００６６】
　あるいは、またはさらに、ヘルパーオリゴヌクレオチドを使用して、ポリヌクレオチド
分子の二本鎖領域および／または二次構造の開口を容易にすることができる。このような
ヘルパーオリゴヌクレオチドは３’リン酸化されており、それにより、配列特異的抽出反
応に添加した場合、伸長されない。しかし、これらは、ハイブリッド形成を補助し、ポリ
ヌクレオチド分子の二次構造の開口を容易にするように機能することができる。本発明で
有用なヘルパーオリゴヌクレオチドの説明を、米国特許第６，４８２，５９２号；同第５
，３８７，５１０号；同第５，５４７，８４３号；および同第５，７３１，１５３号に見
出すことができる。
【００６７】
　目的の二本鎖ポリヌクレオチド分子へのオリゴヌクレオチドの配列特異的移入を容易に
する上記の全ての方法（および他の公知の方法）は、比較的長いポリヌクレオチド分子の
伸長が望ましい場合、特に有用であり得る。このような方法は、目的のポリヌクレオチド
分子が断片化し得る変性工程の使用が減少する。
【００６８】
３．区別
　一定の実施形態では、目的のポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列に結合するターゲ
ティングエレメントへの固定化可能な分離基の選択的付着によって、核酸集団中の目的の
ポリヌクレオチド分子と他の核酸分子とを区別する。固定化可能な分離基が識別エレメン
トを含む目的のポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列に結合するターゲティングエレメ
ントのみに付着するが、目的のポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列に結合しないいか
なるターゲティングエレメント（例えば、いかなる核酸分子にも結合しない任意のターゲ
ティングエレメントまたは目的のポリヌクレオチド分子以外の核酸分子に結合する任意の
ターゲティングエレメント）にも付着しない場合、固定化可能な分離基がターゲティング
エレメントに「選択的に付着」する。言い換えれば、ターゲティングエレメントへの固定
化可能な分離基の選択的付着は、ターゲティングエレメントが結合する核酸分子が目的の
ポリヌクレオチド分子（すなわち、ターゲティングエレメントが結合する標的核酸配列が
存在する鎖中に特定の識別エレメントを含む核酸）であるかどうかに依存する。
【００６９】
　一定の実施形態では、ターゲティングエレメントはオリゴヌクレオチドであり、標的核
酸配列は、目的のポリヌクレオチド分子の１つの鎖中の識別エレメントに対してすぐ３’
側に存在する。このような実施形態では、一旦オリゴヌクレオチドがポリヌクレオチド分
子中のターゲティング核酸配列に結合すると、これが適切な条件下で（例えば、核酸伸長
反応混合物中で）５’→３’方向に酵素的に伸長する。各ヌクレオチドの組み込みによっ
て伸長し、それにより、（識別エレメント（例えば、多型部位）のヌクレオチドに相補的
な）オリゴヌクレオチドの３’末端のすぐ隣りの塩基の同一性により、伸長配列の差異が
確立される。共有結合した分離エレメント（ビオチンなど）を含む固有の修飾ヌクレオチ
ドが得られるようにこの差異を活用することができる。
【００７０】
　例えば、「Ａ」がＡに付着したビオチン部分と共に示された場合、多型部位に「Ｔ」を
有するポリヌクレオチド分子に結合するオリゴヌクレオチドの伸長産物のみがビオチン化
された「Ａ」を有する。他の核酸分子に結合したオリゴヌクレオチドも伸長されるが、最
初に伸長されたヌクレオチドはビオチン化された「Ａ」ではない。
【００７１】
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　目的のポリヌクレオチド分子以外の核酸分子に結合したオリゴヌクレオチドの伸長産物
から分離基が得られないことが好ましい。例えば、多型部位に対してさらなる下流（すな
わち、酵素的伸長方向）でオリゴヌクレオチドが結合する核酸分子が「Ｔ」を有する場合
、目的のポリヌクレオチド分子に結合しないオリゴヌクレオチドの伸長産物に分離基を組
み込むことができ、この場合、ビオチン化された「Ａ」を組み込むことができる。オリゴ
ヌクレオチドの３’末端のすぐ隣りの塩基に組み込まれない限り、第１の組み込まれたヌ
クレオチドの後のオリゴヌクレオチドの伸長が停止されて分離基を付着することができな
いように終結ヌクレオチドを使用することよって問題を排除することができる。
【００７２】
　上記方法の修正により、非終結ヌクレオチドの使用が可能である。この場合、標的核酸
配列だけでなく目的のポリヌクレオチド分子中の識別エレメントまたは識別エレメントの
少なくとも一部にもアニーリングするようなオリゴヌクレオチドを選択する。好ましくは
、オリゴヌクレオチドの３’部分または３’末端は、識別エレメントまたはその一部と相
補的である（またこれにアニーリングする）。
【００７３】
　目的のポリヌクレオチドにアニーリングする場合に限りオリゴヌクレオチドが伸長する
が、目的のポリヌクレオチド分子中の識別エレメントを含まない他の核酸分子にアニーリ
ングする場合に伸長しないような条件を選択することができる。他の核酸分子中の識別エ
レメントの欠如により、（好ましくは、オリゴヌクレオチドの３’部分または３’末端に
）１つまたは複数のミスマッチが起こり、ポリメラーゼがオリゴヌクレオチドを伸長させ
るのが困難になる。このような条件には、完全に適合したオリゴヌクレオチドのハイブリ
ッド形成がミスマッチを含む任意の部位へのこのオリゴヌクレオチドのハイブリッド形成
よりも非常に好ましくなる条件（Ｗｏｏｌｌｅｙ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔ　Ｂｉｏｔｅｃ
ｈｎｏｌ．１８（７）：７６０３，２０００）およびオリゴヌクレオチド－核酸複合体が
塩基ミスマッチを含む場合に、ポリメラーゼが結合して重合を開始するのを防止する条件
（Ｃａｒｖｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ．９１
（２２）：１０６７０－４，１９９４）が含まれる。ビオチン化ヌクレオチドが反応物中
に存在する場合、これらは、目的のポリヌクレオチド分子に結合したオリゴヌクレオチド
の伸長産物に組み込まれるのみである。
【００７４】
　終結ヌクレオチドと非終結ヌクレオチドとの組み合わせを使用することが可能であり、
全ての場合でオリゴヌクレオチドが多型部位のすぐ隣りに結合する必要はない。
【００７５】
　この例では、ターゲティングエレメントの結合位置と以下の２つの対立遺伝子を識別す
る多型部位との間に介在配列が存在する：
５’－ＧＡＴＴＡＣＣＡＡＡＡＡＴＴＣ　．．．３’（配列番号１）（対立遺伝子１）

５’－ＧＡＴＴＡＣＣＡＡＡＡＡＧＴＣ　．．．（配列番号２）（対立遺伝子２）。
【００７６】
　２つの対立遺伝子を、下線を引いた配列で結合するオリゴヌクレオチドの使用によって
識別することができ、この場合、ボールド体のヘテロ接合部位は、例えば、
　修飾されているが必ずしも付着した分離基で「Ａ」が終結されていないこと、
　未修飾であり、必ずしも「Ｇ」が終結されていないこと、および
　終結されているが、そうでなければ未修飾の「Ｃ」によってリゴヌクレオチドの３’末
端のすぐ隣りに存在しない（多型部位は、対立遺伝子１中の「Ｔ」および対立遺伝子２中
の「Ｇ」である）。
【００７７】
　反応する場合、対立遺伝子１のみにより、捕捉することができる分離エレメントが得ら
れる。
【００７８】
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　上記のターゲティングエレメント（例えば、オリゴヌクレオチド）への分離基の選択的
付着を、ポリメラーゼ（ＤＮＡポリメラーゼなど）によって行うことができる。一定の実
施形態では、ＤＮＡポリメラーゼは、進行性ＤＮＡポリメラーゼである。「進行性ＤＮＡ
ポリメラーゼ」は、ポリメラーゼ－核酸結合複合体あたり１００個を超えるヌクレオチド
を重合させるＤＮＡポリメラーゼをいう。一定の実施形態では、ポリメラーゼ－核酸結合
複合体あたり５００個、１０００個、または２０００個を超えるヌクレオチドを重合させ
る進行性ＤＮＡポリメラーゼを、本出願で使用する。進行性ＤＮＡポリメラーゼの例には
、φ２９ＤＮＡポリメラーゼおよびＢｃａＤＮＡポリメラーゼが含まれるが、これらに限
定されない。
【００７９】
　ターゲティングエレメント（すなわち、オリゴヌクレオチド）への分離基の選択的付着
を３’→５’エクソヌクレアーゼ活性（すなわち、校正活性）を有するＤＮＡポリメラー
ゼによって行う一定の実施形態では、エクソヌクレアーゼ耐性ターゲティングエレメント
を使用することが推奨される（しかし、絶対的に必要というわけではない）。
【００８０】
　１つの分離基によって非常に巨大な分子および複合体を固定化するかそうでなければ捕
捉することが可能である（Ｄａｐｐｒｉｃｈ　ａｎｄ　Ｎｉｃｋｌａｕｓ，Ｂｉｏｉｍａ
ｇｉｎｇ　６（１）：２５－３２，１９９８；Ｔｅｉｎｔｚｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ｂｉｏｃ
ｈｅｍ　Ｂｉｏｐｈｙｓ　Ｒｅｓ　Ｃｏｍｍｕｎ．２１１（３）：８０４－１１，１９９
５；Ｈｏｎｉｇｂｅｒｇ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳ
Ａ．８３（２４）：９５８６－９０，１９８６；Ｒｉｇａｓ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ　
Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ．８３（２４）：９５９１－５，１９８６；Ｈａｋ
ｖｏｏｒｔ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２４（１７）：３４
７８－８０，１９９６；Ｈａｋｖｏｏｒｔ　ｅｔ　ａｌ．，Ｇｅｎｅ　Ｃｌｏｎｉｎｇ　
ａｎｄ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｂｙ　ＲＴ－ＰＣＲ，Ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｓｉｅｂｅｒｔ
　ａｎｄ　Ｌａｒｒｉｃｋ，Ｂｉｏｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　Ｂｏｏｋｓ　１９９８，Ｎａ
ｔｉｃｋ，Ｍａｓｓ．；ＣｌｏｎＣａｐｔｕｒｅTM　ｃＤＮＡ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｋ
ｉｔ，Ｃｌｏｎｔｅｃｈ，Ｐａｌｏ　Ａｌｔｏ，Ｃａｌｉｆ．；Ｗｅｌｃｈｅｒ　ｅｔ　
ａｌ．，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１４（２４）：１００２７－４４，１９
８６；Ｈａｋｖｏｏｒｔ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．，２４
（１７）：３４７８８０，１９９６；Ｔａｇｌｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ．３６１
（６４１４）：７５１－３，１９９３）。相同領域間の単なるハイブリッド形成を使用す
る場合、操作時のフラグメントの喪失を防止するのに十分なサイズのオリゴヌクレオチド
－分離基の長さを選択しなければならない。数百から数千の塩基サイズのフラグメントの
ために、比較的に短いオリゴヌクレオチド（２０塩基）で十分であるのに対して、フラグ
メント分子が長いほどより長い距離にわたって結合するオリゴヌクレオチドが必要である
。オリゴヌクレオチド－分離基によって周辺溶液に関連するフラグメントを操作する条件
下で、配列の一部で熱変動による一過性の融解が起こり、溶液成分間の相対運動が存在し
ない場合に安定な複合体の鎖解離が起こり得るので、ハイブリッド形成の安定性はいくら
か減少することをこの文脈で留意することが重要である。
【００８１】
　目的のポリヌクレオチド分子を他の核酸分子と識別する反応の結果として分離エレメン
トと標的核酸配列との間に共有結合または位相的結合が形成（または切断）された場合に
有利である。分離基の選択的組み込みの際に反応基が標的核酸配列のみに不可逆的に付着
すように分離基に結合した反応基を準備することによってこれを行うことができる。この
目的のために使用することができる反応の例は、例えば、Ｐｆａｎｎｓｃｈｍｉｄｔ　ｅ
ｔ　ａｌ．，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２４（９）：１７０２－９，１９９
６；Ｃｉｍｉｎｏ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｎｎｕ　Ｒｅｖ　Ｂｉｏｃｈｅｍ．５４：１１５１
－９３，１９８５；Ｔａｋａｓｕｇｉ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　
Ｓｃｉ　ＵＳＡ．８８（１３）：５６０２－６，１９９１；Ｚｅｎｋｏｖａ　ｅｔ　ａｌ
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．，Ｅｕｒ　Ｊ　Ｂｉｏｃｈｅｍ．２３１（３）：７２６－３５，１９９５；Ｆｒａｎｃ
ｏｉｓ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ．］８６（２４
）：９７０２－６，１９８９；Ｐｅｒｒｏｕａｕｌｔ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ．３
４４（６２６４）：３５８－６０，１９９０；Ｌｅ　Ｄｏａｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｎｔｉ
ｓｅｎｓｅ　Ｒｅｓ　Ｄｅｖ．１（１）：４３－５４，１９９１；Ｂａｒｒｅ　ｅｔ　ａ
ｌ．，Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ．９７（７）：３０８４－８，２
０００；Ｓｕｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ．８６
（２３）：９１９８－２０２，１９８９；Ｓａｙｅｒｓ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎｕｃｌｅｉｃ
　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ　１６（３）：８０３－１４，１９８８８；およびＳａｙｅｒｓ　
ｅｔ　ａｌ．，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１６（３）：７９１－８０２，１
９８８に記載されている。位相的結合の形成の例は、　Ｅｘａｍｐｌｅｓ　ｆｏｒ　ｔｈ
ｅ　ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｏｐｏｌｏｇｉｃａｌｌｙ　ｌｉｎｋｅｄ　ｂｏｎｄ
ｓ　ａｒｅ　ｄｅｓｃｒｉｂｅｄ　ｉｎ　Ｅｓｃｕｄｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ　Ｎａ
ｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ．９６（１９）：１０６０３－７，１９９９；Ａｎｔｓ
ｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２８（１２）：Ｅ５８，２
０００；およびＮｉｌｓｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔ　Ｇｅｎｅｔ．１６（３）：２５
２－５，１９９７に記載されている。
【００８２】
　オリゴヌクレオチド－分離基複合体と目的のポリヌクレオチド分子との間の結合の安定
性を選択的に増加させる別の方法は、既に連結した分離エレメントを有するターゲティン
グエレメントを準備して結合をさらに選択的に安定させることである。オリゴヌクレオチ
ド－分離基複合体と目的のポリヌクレオチド分子との間の結合が安定化される一方で、オ
リゴヌクレオチド－分離基複合体と目的のポリヌクレオチド分子以外の核酸分子との間の
結合が安定化されないかより低い程度で安定化される場合、オリゴヌクレオチド－分離基
複合体と目的のポリヌクレオチド分子との間の結合は、「選択的に安定化される」。
【００８３】
　より詳細には、一定の実施形態では、オリゴヌクレオチドを、最初に１つまたは複数の
固定化可能な分離基（例えば、ビオチン化ヌクレオチド）に付着させ、その後に目的のポ
リヌクレオチド分子中で標的核酸配列と識別エレメント（またはその一部）との両方にア
ニーリングすることができる。オリゴヌクレオチドと目的のポリヌクレオチド分子との間
結合を、調節ヌクレオチドの存在下または固定化可能なヌクレオチドの存在下でのテンプ
レートとしてポリヌクレオチド分子を使用したオリゴヌクレオチドの３’末端の伸長によ
って安定化することができる。しかし、オリゴヌクレオチドと識別エレメントを含まない
核酸分子との結合は、ミスマッチによって安定化されないかより低い程度で安定化され（
好ましくは、オリゴヌクレオチドの３’部分または３’末端で）、ポリメラーゼによる有
効な伸長が防止される。一定の実施形態では、オリゴヌクレオチドの３’末端がアニーリ
ングするヌクレオチドに対してすぐ５’側の領域に相補的な別の核酸フラグメントでのオ
リゴヌクレオチドのライゲーションによって、選択的安定化を行うことができる。
【００８４】
４．分離
　本発明で有用な分離基は、目的のポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列とそれ自体が
会合する付着ターゲティングエレメントのその後の単離を容易にする任意の部分であり得
る。このような分離基には、同族リガンドと特異的に相互作用することができる分離基が
含まれる。一定の実施形態では、分離基は固定化可能であり、適切な基盤への固定化によ
って分離基と会合したポリヌクレオチド分子を分離可能である。例示的分離基は、固定化
可能なヌクレオチド（例えば、ビオチン化ヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチド）を含
むか固定化可能なヌクレオチドである。分離基の他の例には、リガンド、受容体、抗体、
ハプテン、酵素、抗体またはアプタマーによって認識可能な化学基が含まれる。
【００８５】
　分離基を、任意の所望の基盤上に固定することができる。所望の基盤には、粒子、ビー
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ズ、磁性ビーズ、光学的に捕捉されたビーズ、マイクロタイタープレート、スライドガラ
ス、紙、テストストリップ、ゲル、スピンカラム、他のマトリクス、ニトロセルロース、
およびナイロンが含まれるが、これらに限定されない。基盤は、分離基に結合するか架橋
することができる任意の結合パートナーを含み得る。例えば、分離エレメントがビオチン
である場合、基盤は、ストレプトアビジンまたはニュートラビジンなどの異形を含み得る
。
【００８６】
　一定の実施形態では、ターゲティングエレメント（例えば、オリゴヌクレオチド）に共
有結合するようになる分離エレメントの酵素駆動組み込みを行う。例えば、一定の実施形
態では、ターゲティングエレメントは伸長可能な３’ヒドロキシル末端を有するオリゴヌ
クレオチドであり、分離基は固定化可能なヌクレオチド（ビオチンかヌクレオチドなど）
である。分離基を、ビオチン化ヌクレオチドの存在下でのポリメラーゼでのオリゴヌクレ
オチドの伸長によってターゲティングエレメントに付着させ、それにより、固定化可能な
ヌクレオチドを含む伸長産物の形成することができる。ターゲティングエレメント自体を
ターゲティングされたポリヌクレオチド（すなわち、目的のポリヌクレオチド分子）に共
有結合させるか位相的に結合させて非常に高いストリンジェンシーで洗浄工程を行うこと
ができ、それにより、バックグラウンドが減少し、特異性が増加する。
【００８７】
　最終工程では、反応混合物を、目的のポリヌクレオチド分子（例えば、母方起源）を含
む画分および他の核酸分子（例えば、父方起源）を含む別の画分に分離する。標的核酸配
列がターゲティングエレメント－分離基複合体に結合する目的のポリヌクレオチド分子の
固体支持体への固定化によってこれを行う。例えば、分離基がビオチン化ヌクレオチドを
含む実施形態では、目的のポリヌクレオチド分子中で標的核酸配列にアニーリングするオ
リゴヌクレオチドの伸長産物中でのビオチン化ヌクレオチドの選択的組み込みにより、ポ
リヌクレオチド分子がストレプトアビジンコーティングした磁性ビーズに結合するが、他
の核酸分子には結合しない。次いで、ビーズを反応混合物から分離することができ、それ
により、他の核酸分子を含む残存反応混合物からビーズに結合した目的のポリヌクレオチ
ド分子を分離することが可能である。
【００８８】
　任意選択的な工程として、捕捉した目的のポリヌクレオチド分子自体をビーズ（または
他の固体支持体）から分離し、いかなるビーズも含まない保存溶液に溶離することができ
る。例えば、水中での結合した目的のポリヌクレオチド分子を含むビーズの少なくとも７
０℃で少なくとも１秒間、より典型的には８０℃で１０分間の加熱によってこれを行うこ
とができる。ビオチン－ストレプトアビジン結合の可逆的破壊によって、目的のポリヌク
レオチド分子をビーズから分離し、分離したままにする（Ｈｏｌｍｂｅｒｇ　ｅｔ　ａｌ
．，Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｓｉｓ　２００５，２６，５０１－５１０）。典型的には
、磁石を使用してチューブの側面に磁性ビーズを引き寄せることまたは遠心分離および上
清の吸引によって磁性ビーズをサンプルから除去する。
【００８９】
　ビーズ（または他の固体支持体）から捕捉された目的のポリヌクレオチド分子を除去す
ることの利点は、いくつかの下流増幅または分類アッセイが磁性ビーズ（または他の固体
支持体）の存在に感受性を示し得ることである。例えば、高濃度で、ビーズは、増幅過程
または検出過程において光学的工程または酵素的工程を妨害し得る。上記のように、非終
結固定化可能なヌクレオチドが目的のポリヌクレオチド分子の標的核酸配列のみに特異的
に結合するオリゴヌクレオチドの伸長産物に選択的に組み込まれる一定の実施形態では、
複数の分離基（例えば、ビオチン化ヌクレオチド）と固体支持体（例えば、ストレプトア
ビジンコーティングされたビーズ）との間の複数の結合事象によって特に強力に付着する
。これは、比較的長いポリヌクレオチド分子の単離に特に有利である。
【００９０】
　伸長領域の距離が組み込まれたビオチン化ヌクレオチドとヘリックスのピッチ（ターン
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あたり約３．４ｎｍまたは１０塩基対）との間の平均距離よりも有意に長い場合、二本鎖
ＤＮＡのより合わせたヘリックス構造により、複数の分離基（例えば、ビオチン化ヌクレ
オチド）を含む伸長産物は、（伸長産物にアニーリングした）目的のポリヌクレオチド分
子が固体支持体に位相的に結合する方法で基盤（例えば、ストレプトアビジンコーティン
グされた表面）に結合することができる。
【００９１】
　本方法の関連バージョンでは、各ターゲティングエレメントと分離基対との間に介在配
列を有する固体支持体にポリヌクレオチド分子を同時に結合する複数のターゲティングエ
レメントおよび分離基の使用によって、固体支持体への目的のポリヌクレオチド分子の結
合が位相的に改良される。このような複数のターゲティングエレメントが目的のポリヌク
レオチド分子を同時に同定し、いかなるこのようなエレメントの他の核酸分子への結合も
防止することが必要である。
【００９２】
　一定の実施形態では、比較的長い目的のポリヌクレオチド分子を、本発明にしたがって
単離する。本発明によって抽出可能な比較的長い目的のポリヌクレオチド分子の例には、
約５、１０、１５、２０、２５、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１００、
１５０、２００、３００、４００、５００、６００、７００、もしくは８００Ｋｂ以上、
または約１Ｍｂ以上が含まれる。
【００９３】
　分離工程の準備では、迅速な開始速度ならびに選択性および効率が高い目的のポリヌク
レオチド分子と固体支持体との間の結合を達成することが有利である。小さいポリヌクレ
オチド分子を分離する場合、室温での回転子でのインキュベーションによる結合の実施に
十分である。巨大なポリヌクレオチド分子の場合、以下の２つの要因が反応を妨害し、結
合がより遅く且つ非効率的になる：ａ）巨大なポリヌクレオチド分子の拡散係数が有意に
低いこと、およびｂ）１つの分離エレメントのみがポリヌクレオチド分子に会合する場合
、同一分子の他の領域は、分離エレメントが固体支持体が結合反応を開始するのに十分に
極めて近接するようになることを有効に遮断することよって結合工程を妨害され得る。分
離基が会合するポリヌクレオチド分子と固体支持体との間の相対運動により、両方の問題
が克服される。異なる手段（例えば、磁気作用による捕捉に使用されるビーズの溶液に対
する前後の移動、遠心分離、沈殿および再懸濁の繰り返し、または電気泳動によって得ら
れた移動）によってこれを行うことができる。あるいは、固定化固体支持体（例えば、側
方流動デバイス中の固定化ストレプトアビジンを含む多孔質膜または基盤）にサンプル流
動物を流すことによって生じる相対運動によってこれを行うことができる。当該分野で公
知の種々の手段（例えば、ポンピング、ウィッキング、疎水性相互作用、真空作用、重力
流、または遠心分離）によって支持体に対して流動物を運動させることができる。
【００９４】
　固体支持体への目的のポリヌクレオチド分子以外の核酸分子の任意の非特異的結合によ
り、他の核酸分子からのポリヌクレオチド分子の分離が不完全になり得る。特に、一本鎖
ＤＮＡは、未反応の磁性ビーズまたは他の表面に容易に結合し得る。表面上の非特異的結
合部位を飽和するが分離エレメントの特異的結合を妨害しない成分を含む溶液への表面の
曝露によってこの問題は克服される（Ｄｕｈａｍｅｌ　ａｎｄ　Ｗｈｉｔｅｈｅａｄ，Ｍ
ｅｔｈｏｄｓ　Ｅｎｚｙｍｏｌ．１９９０，１８４：２０１－７）。例として、ブロッキ
ング緩衝液「ＭＢＳＢ」を使用して、ビーズ（２．８μｍ磁性ビーズ、Ｄｙｎａｂｅａｄ
ｓ　Ｍ－２８０　Ｓｔｒｅｐｔａｖｉｄｉｎ，Ｄｙｎａｌ　Ａ．Ｓ．，Ｏｓｌｏ，Ｎｏｒ
ｗａｙまたは１μｍポリスチレンビーズ、Ｓｔｒｅｐｔａｖｉｄｉｎ　Ｃｏａｔｅｄ　Ｌ
ａｔｅｘ，Ｉｎｔｅｒｆａｃｉａｌ　Ｄｙｎａｍｉｃｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｐｏ
ｒｔｌａｎｄ，Ｏｒｅｇ．）への非特異的結合を抑制し、その結果、ＰＣＲによってビオ
チン化フラグメントが容易に増幅される一方で、非ビオチン化フラグメントは両ビーズ型
（磁性またはポリスチレン）を使用して検出不可能な増幅産物が産生される。
【００９５】
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　緩衝液「ＭＢＳＡ」は、１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ（ｐＨ７．５）、２ｍＭ　ＥＤＴＡ、０．
２％　Ｔｗｅｅｎ－２０、１Ｍ　ＮａＣｌ、５μｇ／ｍｌ　ＢＳＡ、１．２５ｍｇ／ｍｌ
「カーネーション」粉乳（Ｎｅｓｔｌｅ）、１ｍｇ／ｍｌグリシンを含む溶液である。緩
衝液「ＭＢＳＢ」は「ＭＢＳＢ」と同一であるが、２００ｎｇ／μｌ変性サケ精子ＤＮＡ
（ＧＩＢＣＯ　ＢＲＬ）が添加され、平均サイズが約１０００塩基対であり、３分間ボイ
ルし、氷上で反応停止させ、配列ＴＴＡＧＴＧＣＴＧＡＡＣＡＡＧＴＡＧＡＴＣＡＧＡ（
配列番号３）およびＧＴＡＴＡＴＴＣＣＡＡＧＡＴＣＣＡＴＴＡＧＣＡＧ（配列番号４）
の５０ｎＭの各オリゴヌクレオチドを含む。
【００９６】
　ビーズを、短時間のボルテックスおよび沈殿によって１ｍｌ「ＭＢＳＡ」で２回洗浄し
た。粒子回収磁石（Ｐｏｌｙｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｗａｒｒｉｎｇｔｏｎ，Ｐａ．）で１分
間沈殿させるか（磁性ビーズ）、卓上型遠心分離機で１３，０００ｒｐｍにて３分間遠心
分離した（ポリスチレンビーズ）。次いで、ビーズを新たなチューブにおける１００μｌ
の「ＭＢＳＢ」中にて室温で２時間インキュベートし、「ＭＢＳＢ」中で冷蔵した。
【００９７】
　同一配列で２２５塩基対のビオチン化フラグメントおよび非ビオチン化フラグメントを
、ＨＬＡ（ヒト白血球関連）遺伝子座中の領域のＰＣＲ増幅によって生成した。
【００９８】
　目的のポリヌクレオチド以外の非特異的に抽出された核酸分子による汚染を防止するた
めの代替法は、分離完了後に溶液にターゲティングされたフラグメントを選択的に放出す
ることができる切断可能なリンカーを使用することである（Ｄｙｎａｌ　ｐｒｏｄｕｃｔ
　ｓｈｅｅｔ　ｆｏｒ　Ｄｙｎａｂｅａｄｓ　Ｍ－２８０　Ｓｔｒｅｐｔａｖｉｄｉｎ，
Ｄｙｎａｌ　Ａ．Ｓ．，Ｏｓｌｏ，Ｎｏｒｗａｙ，ｗｗｗ．ｄｙｎａｌ．ｎｏおよびその
参考文献、Ｐｉｅｒｃｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｌｉｂｒａｒｙ："
Ａｖｉｄｉｎ－ｂｉｏｔｉｎ"，Ｐｉｅｒｃｅ，Ｒｏｃｋｆｏｒｄ，Ｉｌｌ．，ｗｗｗ．
ｐｉｅｒｃｅｎｅｔ．ｃｏｍおよびその参考文献；ならびにＤａｗｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．
，Ｊ　Ｂｉｏｌ　Ｃｈｅｍ．２６４（２２）：１２８３０－７，１９８９）。
【００９９】
　ターゲティングエレメントが核酸集団に接触する前に分離基がターゲティングエレメン
トに付着し、ターゲティングエレメント－分離複合体と目的のポリヌクレオチド分子との
間の結合の選択的安定化によって他の核酸分子が完成される実施形態では、目的のポリヌ
クレオチド分子およびターゲティングエレメント－分離基を含む選択的に安定化された複
合体のみが基盤に固定化されるが、ターゲティングエレメント－分離基および他の非安定
化核酸分子を含む複合体は固定化されないような条件下で、会合した分離基を介してポリ
ヌクレオチド分子が固定化されるべきである。このような条件により、固定化画分の目的
のポリヌクレオチド分子以外の核酸分子での汚染が防止されるか減少する。例示的条件に
は、２つの比較的長い核酸フラグメント間がアニーリングされるが、そのアニーリングパ
ートナー由来の比較的短い核酸フラグメント間が解離する条件が含まれる。
【０１００】
５．多重化
　必要に応じて、第２のターゲティングエレメントを使用して、核酸分子集団中での核酸
分子集団と第２の目的のポリヌクレオチド配列中の第２の標的核酸配列に特異的に結合す
る第２のターゲティングエレメントとの接触によって、上記方法を繰り返すことができる
。第２の分離基は、第２のターゲティングエレメントに選択的に付着する。次いで、付着
した第２の分離基を基盤に固定化し、それにより、第２のポリヌクレオチド分子が結合し
た第２の固定化ターゲティングエレメント－分離基複合体が形成される。次いで、第２の
ポリヌクレオチド分子が結合した第２の固定化ターゲティングエレメント－分離基複合体
核酸分子集団から除去し、それにより、核酸集団中の他の核酸分子から目的の第２の核酸
配列が分離される。
【０１０１】
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　関連する実施形態では、第２の分離基を、目的の第２のポリヌクレオチド分子の第２の
標的核酸配列に特異的に結合することができる第２のターゲティングエレメントに付着さ
せる。得られた第２のターゲティングエレメント－分離基は、第２の目的のポリヌクレオ
チド分子中の第２の標的核酸配列に特異的に結合する。次いで、第２のターゲティングエ
レメント－分離基複合体と第２のポリヌクレオチド分子との間の結合を選択的に安定化す
る。次に、第２のターゲティングエレメント－分離基複合体および第２のポリヌクレオチ
ド分子を含む安定化複合体を、第２のターゲティングエレメント－分離基複合体および第
２のポリヌクレオチド分子以外の核酸を含む非安定化複合体の固定化を防止する条件下で
基盤に固定化する。次いで、第２のポリヌクレオチド分子が結合した固定化ターゲティン
グエレメント－分離基複合体を、核酸分子集団から除去し、それにより、核酸集団中の他
の核酸分子から目的の第２の核酸配列が分離される。
【０１０２】
　一定の実施形態では、上記の工程および方法を、連続的に複数回繰り返すことができる
。例えば、第３のターゲティングエレメントおよび第３の分離基を使用して、第２の目的
のポリヌクレオチド分子の単離に起因する核酸分子を含む非固定化画分から第３の目的の
ポリヌクレオチド分子単離することができる。この過程を、４回、５回、６回繰り返して
、第４、第５、第６の目的のポリヌクレオチドを単離することができる。
【０１０３】
　一定の実施形態では、１つを超える（例えば、少なくとも３、５、１０、２５、５０、
７５、１００、２５０、または５００）目的のポリヌクレオチド分子または１つを超える
（例えば、少なくとも３、５、１０、２５、５０、７５、１００、２５０、または５００
）目的のポリヌクレオチド分子の領域を一度にターゲティングすることによる多重化様式
で上記方法を行うことができる。
【０１０４】
　一定の実施形態では、本発明にしたがって（複数の目的のポリヌクレオチド分子を抽出
するために）多重化様式で実施した配列特異的抽出は、（Ａ）各ターゲティングエレメン
トがその対応するポリヌクレオチド分子の標的核酸配列と特異的に結合するように前記目
的の複数のポリヌクレオチド分子を含む核酸集団を複数のターゲティングエレメントと接
触させる工程と、（ｉ）各標的核酸配列が、前記ポリヌクレオチド分子の１つの鎖中に識
別エレメントの１００ヌクレオチド以内で存在することと、（ｉｉ）前記識別エレメント
が、前記ポリヌクレオチド分子をほぼ同一の他の核酸分子と識別することと、（Ｂ）前記
対応するポリヌクレオチド分子の標的核酸配列に結合した複数のターゲティングエレメン
トに分離基を選択的に付着させて、ターゲティングエレメント－分離基複合体を形成する
工程と、（Ｃ）前記分離基を介してポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合する前
記ターゲティングエレメント－分離基複合体を基盤に固定化する工程と、（Ｄ）ポリヌク
レオチド分子中の標的核酸配列が結合する前記固定化ターゲティングエレメント－分離基
分子複合体を除去し、それにより、前記核酸分子集団から前記ポリヌクレオチド分子を単
離する工程とを含む。
【０１０５】
　一定の他の実施形態では、本発明にしたがって（複数の目的のポリヌクレオチド分子を
抽出するために）多重化様式で実施した配列特異的抽出は、（Ａ）各ターゲティングエレ
メントがその対応するポリヌクレオチド分子の標的核酸配列と特異的に結合するように前
記目的の複数のポリヌクレオチド分子を含む核酸集団を分離基が付着する複数のターゲテ
ィングエレメントと接触させる工程と、（ｉ）各標的核酸配列が、前記ポリヌクレオチド
分子の１つの鎖中に識別エレメントの１００ヌクレオチド以内で存在することと、（ｉｉ
）各識別エレメントが、特異的ポリヌクレオチド分子をほぼ同一の他の核酸分子と識別す
ることと、（Ｂ）ポリヌクレオチド分子を選択的に安定化させて、前記ポリヌクレオチド
分子中の標的核酸配列が結合した安定化されたターゲティングエレメント－分離基複合体
を形成する工程と、（Ｃ）前記分離基を介してポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列が
結合する前記ターゲティングエレメント－分離基複合体を基盤に固定化する工程と、（Ｄ
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）前記ポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合する固定化ターゲティングエレメン
ト－分離基複合体を除去し、それにより、前記核酸分子集団から前記ポリヌクレオチド分
子を単離する工程とを含む。
【０１０６】
　一定の他の実施形態では、本発明にしたがって（１つの目的のポリヌクレオチド分子中
の複数の領域を抽出するために）多重化様式で実施した配列特異的抽出は、（Ａ）各ター
ゲティングエレメントが目的のポリヌクレオチド分子中のその対応する標的核酸配列と特
異的に結合するように前記目的のポリヌクレオチド分子を含む核酸集団を複数のターゲテ
ィングエレメントと接触させる工程と、（ｉ）各標的核酸配列が、前記ポリヌクレオチド
分子の１つの鎖中にその対応する識別エレメントの１００ヌクレオチド以内で存在するこ
とと、（ｉｉ）各識別エレメントが、前記ポリヌクレオチド分子をほぼ同一の他の核酸分
子と識別することができることと、（Ｂ）前記ポリヌクレオチド分子の標的核酸配列に結
合した複数のターゲティングエレメントのそれぞれに分離基を選択的に付着させて、ター
ゲティングエレメント－分離基複合体を形成する工程と、（Ｃ）前記分離基を介してポリ
ヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合する前記ターゲティングエレメント－分離基複
合体を基盤に固定化する工程と、（Ｄ）ポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合す
る前記固定化ターゲティングエレメント－分離基分子複合体を除去し、それにより、前記
核酸分子集団から前記ポリヌクレオチド分子を単離する工程とを含む。
【０１０７】
　一定の他の実施形態では、本発明にしたがって（１つの目的のポリヌクレオチド分子中
の複数の領域を抽出するために）多重化様式で実施した配列特異的抽出は、（Ａ）各ター
ゲティングエレメントがポリヌクレオチド分子中のその対応する標的核酸配列と特異的に
結合するように前記目的のポリヌクレオチド分子を含む核酸集団をそれぞれ分離基が付着
する複数のターゲティングエレメントと接触させる工程と、（ｉ）各標的核酸配列が、前
記ポリヌクレオチド分子の１つの鎖中にその対応する識別エレメントの１００ヌクレオチ
ド以内で存在することと、（ｉｉ）各識別エレメントが、特異的ポリヌクレオチド分子を
ほぼ同一の他の核酸分子と識別することと、（Ｂ）ポリヌクレオチド分子中のその対応す
る標的核酸配列への各ターゲティングエレメントの結合を選択的に安定化させて、前記ポ
リヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合した安定化されたターゲティングエレメント
－分離基複合体を形成する工程と、（Ｃ）前記分離基を介してポリヌクレオチド分子中の
ターゲティング核酸配列が結合する前記ターゲティングエレメント－分離基複合体を基盤
に固定化する工程と、（Ｄ）前記ポリヌクレオチド分子中の標的核酸配列が結合する固定
化ターゲティングエレメント－分離基複合体を除去し、それにより、前記核酸分子集団か
ら前記ポリヌクレオチド分子を単離する工程とを含む。
【０１０８】
　上記のように、１つの目的のポリヌクレオチド分子中または複数の目的のポリヌクレオ
チド分子中での異なる多型配列（すなわち、異なる識別エレメント）に特異的に結合する
複数のオリゴヌクレオチドの使用によって多重化配列特異的抽出を行うことができる。多
型が全て同一型（例えば、全て「Ｔ」）である場合、多型を含む全ての目的のポリヌクレ
オチド分子を、同一の分離基型（例えば、ビオチン化された「Ａ」（「一次多重化」と呼
ぶ））を使用して抽出することができる。多型が異なる型である場合、異なるヌクレオチ
ド型に付着した異なる固定化可能な部分を含む種々の分離基を使用して、多型を含む対応
するポリヌクレオチド分子を選択的に抽出することができる（「二次多重化」と呼ぶ）。
例えば、「Ｔ」型の全ての多型を、ビオチン化された「Ａ」の使用によってターゲティン
グし、ストレプトアビジンコーティングしたビーズで抽出することができ、「Ｃ」型の全
ての多型を、フルオレセイン修飾された「Ｇ」の使用によってターゲティングし、「Ｇ」
に対する抗体を含むビーズで抽出することができる。この実施形態は、一定のターゲティ
ングされた多型部位の遺伝子型が未知であるサンプルの対立遺伝子を分離する場合に特に
有用である。多型が異なる型である一定の実施形態では、異なるヌクレオチド型（例えば
、「Ａ」および「Ｇ」）に付着した同一の固定化可能な部分（例えば、ビオチン）を含む
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種々の分離基（例えば、ビオチン化された「Ａ」およびビオチン化された「Ｇ」）を使用
して、多型を含む対応するポリヌクレオチド分子を選択的に抽出することができる。同一
の固定化可能な部分の使用により、１つの基盤型（例えば、ストレプトアビジンコーティ
ングしたビーズ）または１つの基盤（特異的抗体でコーティングした表面）に目的のポリ
ヌクレオチド分子を固定化することが可能である。
【０１０９】
　一般に、１つの目的のポリヌクレオチド分子中の複数の領域を抽出するための多重化配
列特異的抽出のために、使用される分離基は、同一基盤に固定化可能である。しかし、一
定の実施形態では、使用される分離基は、異なる基盤に固定化可能であり得る。
【０１１０】
　１つの実施形態では、組み合わせた多重化ハプロ分離のためのターゲティングエレメン
ト組を、ゲノムの実質的部分または全ゲノムを含み、これらで見出される多型に基づいて
任意の領域の潜在的に重複するハプロ分離が可能であるようにデザインする。いくつかの
実施形態では、複数の典型的に非連鎖遺伝子座上に存在する候補遺伝子を含む好ましい領
域のためのターゲティングエレメントをデザインする。使用者の好みに依存して、多重化
または連続的なハプロ抽出により、１～１０００（この間の任意の整数値が含まれる）ま
たはこれを超える固有の配列エレメント（すなわち、識別エレメント）を一度にターゲテ
ィングすることができる。最初のターゲティングエレメント組は典型的には小さく、さら
なる遺伝情報が必要となるにつれて増加する。捕捉された目的のポリヌクレオチド分子は
、数百塩基対ほどの小ささであってよく、より典型的には、ゲノムＤＮＡから単離された
場合、５０，０００～１００，０００塩基長であり、ＤＮＡ出発材料の完全性を保護する
ＤＮＡ単離およびハプロ分離プロトコールを使用する場合、全染色体まで拡大することが
できる。
【０１１１】
　本発明をハプロタイプ決定に使用し、１つの基盤型（例えば、ストレプトアビジンコー
ティングしたビーズ）または１つの基盤を使用する一定の実施形態では、ゲノム領域上の
隣接する識別エレメントの位置（隣接する「抽出部位」ともいう）は、一般に、抽出され
たポリヌクレオチド分子が隣接抽出部位との間の距離がより長くないように互いに十分に
離れているべきである（図７Ａ）。そうでなければ、同一の基盤を使用して１つの抽出部
位から抽出されたポリヌクレオチド分子と隣接抽出部位から抽出したポリヌクレオチド分
子との間に偽シグナルが生じ得る物理的に重複した多型部位が存在し、真のハプロタイプ
シグナルと混同し得る。
【０１１２】
　上記説明と類似したハプロタイプを決定するための連続的抽出のために複数の基盤型（
例えば、ストレプトアビジンコーティングしたビーズおよび抗体コーティングしたビーズ
）を使用する一定の実施形態では、１つの基盤型（例えば、ストレプトアビジンコーティ
ングしたビーズ）を使用して抽出可能な隣接抽出部位は、一般に、１つの基盤型を使用し
て抽出されたポリヌクレオチド分子が隣接抽出部位との間の距離がより長くないように互
いに十分に離れているべきである。上記説明を図７Ｂに示す。より詳細には、抽出部位１
、４、および７でビーズＡを使用して単離したポリヌクレオチド分子は重複すべきではな
い。同様に、抽出部位２、５、および８でビーズＢを使用して単離したポリヌクレオチド
分子は重複すべきではなく、抽出部位３および６でビーズＣを使用して単離したポリヌク
レオチド分子は重複すべきではない。
【０１１３】
　しかし、１つの基盤型（例えば、ストレプトアビジンコーティングしたビーズ）を使用
して抽出されたポリヌクレオチド分子は、別の基盤型（抗体コーティングしたビーズ）を
使用して抽出されたポリヌクレオチド分子と重複した多型部位を有し得る。次いで、この
ような重複多型部位を、抽出されたポリヌクレオチド分子の各バッチ（すなわち、各基盤
型を使用して抽出された多型分子）について分類し、連続的な多重化抽出由来の情報に基
づいて連続ハプロタイプをアセンブリする。上記説明を図７Ｃに示す。より詳細には、抽
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出部位１でビーズＡを使用して単離したポリヌクレオチド分子は抽出部位２でビーズＢを
使用して単離したポリヌクレオチド分子と重複し得る。抽出部位２でビーズＢを使用して
単離したポリヌクレオチド分子は抽出部位３でビーズＣを使用して単離したポリヌクレオ
チド分子と重複し得る。ビーズＡ、ビーズＢ、およびビーズＣを使用して単離した多型分
子中の多型部位を個別に分類し、異なるビーズ（すなわち、ビーズＡ、ビーズＢ、または
ビーズＣ）を使用して単離した多型分子間の多型部位を使用して連続ハプロタイプをアセ
ンブリする。
【０１１４】
　したがって、１つの態様では、本発明は、ハプロタイプをアセンブリする方法であって
、（ａ）ハプロタイプを目的とする生物から核酸集団を準備する工程と、（ｂ）複数の基
盤を使用したハプロタイプ特異的抽出によってポリヌクレオチド分子を個別に単離する工
程と、（ｉ）各基盤を使用して、ポリヌクレオチド分子が、複数の抽出部位で単離される
ことと、（ｉｉ）１つの基盤を使用して１つの抽出部位で単離されたポリヌクレオチド分
子が、同一の基盤を使用した他の抽出部位で単離したポリヌクレオチド分子中にも存在す
る多型部位を含まないことと、（ｉｉｉ）前記１つの基盤を使用して１つの抽出部位で単
離された１つまたは複数のポリヌクレオチド分子が、他の基盤を使用して隣接抽出部位で
単離されたポリヌクレオチド分子中にも存在する多型部位を含むことと、（ｃ）各基盤を
使用して単離したポリヌクレオチド分子中の多型部位を個別に特徴づける工程と、（ｄ）
１つを超える基盤を使用して単離したポリヌクレオチド分子中に存在する多型部位の特徴
付けに基づいてハプロタイプをアセンブリする工程とを含む方法を提供する。一定の実施
形態では、ハプロタイプをアセンブリする方法は、工程（ｃ）の前に複数の基盤を使用し
て単離した前記ポリヌクレオチド分子を等温増幅する工程をさらに含む。しかし、単離ポ
リヌクレオチド分子の等温増幅は、その特徴付け前に常に必要であるわけではないので、
一定の他の実施形態では使用しない。
【０１１５】
Ｂ．核酸の増幅
　上記の単離された目的のポリヌクレオチド分子またはその一部を、本発明にしたがって
さらに等温増幅することができる。このような増幅を、依然として基盤に付着した目的の
ポリヌクレオチド分子または基盤から解離した後の目的のポリヌクレオチド分子を使用し
て行うことができる。一般的増幅、配列特異的増幅、または偏った増幅によって増幅する
ことができる。
【０１１６】
　増幅により、目的の遺伝子座を含む核酸分子数が増加し、それにより、その後の分析の
感度が増大する（図１Ａ～１Ｃ）。より詳細には、図１Ａは、単離されたポリヌクレオチ
ドサンプルのＤＮＡ分子数およびその長さの分布を示す。抽出点は、最初の核酸集団から
のポリヌクレオチド分子の単離で使用した識別エレメントの位置に対応する。図１Ｂは、
抽出点と遺伝子座Ａとの間の連鎖を示す。遺伝子座Ａが抽出点に比較的近接して存在する
ので、単離されたポリヌクレオチドサンプルは、遺伝子座Ａを含むポリヌクレオチド分子
を十分な量で含む。したがって、単離されたポリヌクレオチドサンプルを直接使用して、
遺伝子座Ａを検出および分析することができる。図１Ｃは、抽出点と、遺伝子座Ａと、遺
伝子座Ｂとの間の連鎖を示す。遺伝子座Ａと異なり、遺伝子座Ｂは、抽出点から比較的離
れている。単離されたポリヌクレオチドサンプルは、遺伝子座Ｂを含むポリヌクレオチド
分子を遺伝子座Ｂを直接検出または分析するのに十分な量で含まない。しかし、本発明の
ポリヌクレオチドサンプルの増幅により、遺伝子座Ｂを含むポリヌクレオチド分子の量が
増加し、それにより、この遺伝子座のその後の検出および分析が可能である。
【０１１７】
１．一般的増幅
　「一般的増幅」は、ランダムプライマーのみを使用するポリヌクレオチド分子の増幅を
いう。一般的増幅を、図２Ａに概略的に示す。一定の実施形態では、プライマーは、６ヌ
クレオチド長と４０ヌクレオチド長との間（６ヌクレオチド長と３０ヌクレオチド長との
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間または８ヌクレオチド長と２０ヌクレオチド長との間）であり得る。
【０１１８】
　一般的増幅は、「全ＤＮＡ増幅（ＷＤＡ）」ともいう。さらに、単離されたポリヌクレ
オチド分子がゲノムＤＮＡである場合、一般的増幅は「全ゲノム増幅」（ＷＧＡ）とも呼
ばれる。
【０１１９】
　一般的増幅により、任意の所与の遺伝子座で利用可能なテンプレート分子数が増加する
。これにより、信頼できるシグナルを検出することができる閾値レベルが減少し、複数の
遺伝子座（図１Ｂおよび１Ｃ中の遺伝子座Ａおよび遺伝子座Ｂとして示す）の連鎖を決定
的に確立することができる距離も増加する。
【０１２０】
　反応条件、増幅すべきポリヌクレオチド分子、およびランダムプライマーの長さに依存
して、ランダムプライマーは、一般に、ポリヌクレオチド分子に沿って各鎖中のおよそ２
００から１０００ヌクレオチド毎に結合する。ランダムプライマーと組み合わせて鎖置換
増幅を使用する場合、テンプレートポリヌクレオチド分子の内部領域が指数関数的に増幅
される。対照的に、テンプレートポリヌクレオチド分子のいずれかの末端付近に存在する
領域は実質的に直線的に増幅する。これにより、テンプレートポリヌクレオチド分子の末
端領域と比較してより多い内部領域のコピーが得られる。これを図５に示し、およそ５０
０ヌクレオチド毎に結合するランダムプライマーを使用した鎖置換増幅後の１０ｋｂ長の
フラグメント中に外部領域および内部領域が存在する確率（ｐ）を計算している。
【０１２１】
２．配列特異的増幅
　「配列特異的増幅」は、配列特異的プライマーのみを使用したポリヌクレオチド分子の
増幅をいう。プライマーは、一定の所与の条件下で目的の配列にアニーリングするが、同
一条件下で増幅反応混合物中の他の核酸分子にアニーリングしない場合、目的の配列（例
えば、配列特異的抽出によって単離されたポリヌクレオチド分子）に「特異的」である。
【０１２２】
　一定の実施形態では、本発明の配列特異的増幅は遺伝子座特異的である。「遺伝子座特
異的増幅」は、特定の遺伝子座に特異的なプライマーのみを使用したポリヌクレオチド分
子の増幅をいう。配列特異的増幅の各増幅産物は、目的の遺伝子座の配列の少なくとも一
部を含む。
【０１２３】
　プライマーは、一定の所与の条件下で（例えば、核酸増幅のための等温条件下で）、遺
伝子座を占める対立遺伝子の全部または大部分によって共有される遺伝子座内または遺伝
子座に隣接する共通の配列に結合するが、他の配列（例えば、他の遺伝子座の配列）に結
合しない場合、遺伝子座に「特異的」である。配列が遺伝子座の外側に存在するが、配列
と遺伝子座の隣接末端との間の距離が５００ヌクレオチド以内である場合、配列は遺伝子
座に「隣接する」。一定の実施形態では、遺伝子座に隣接する配列は、遺伝子座の隣接末
端から３００、２００、１５０、１００、５０ヌクレオチド離れている。
【０１２４】
　一定の実施形態では、遺伝子座特異的プライマーは、６ヌクレオチド長と４０ヌクレオ
チド長との間（６ヌクレオチド長と３０ヌクレオチド長との間または８ヌクレオチド長と
２０ヌクレオチド長との間など）であり得る。一定の実施形態では、遺伝子座特異的プラ
イマー中の５０％を超えるヌクレオチド（例えば、７０％、８０％、８５％、９０％、９
５％、または９８％を超える）がテンプレートポリヌクレオチド分子の１つの鎖中のその
対応するヌクレオチドと相補的である。
【０１２５】
　一定の実施形態では、増幅率が最も高い領域の３０％～１００％が目的の領域と重複す
るようにプライマーをデザインする。一定の実施形態では、増幅率が最も高い領域の約５
０％～約８０％または約８０％～１００％が目的の領域と重複する。
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【０１２６】
　一定の実施形態では、センスプライマーおよびアンチセンスプライマーの両方を使用す
る。「センスプライマー」は、標的核酸配列および識別エレメントを含むポリヌクレオチ
ド分子鎖の一部にアニーリングするプライマーである。「アンチセンスプライマー」は、
標的核酸配列または識別エレメントを含まないポリヌクレオチド分子鎖にアニーリングす
るプライマーである。
【０１２７】
　一定の実施形態では、複数の配列特異的センスプライマーおよびアンチセンスプライマ
ーを使用して、増幅率を増大し、そして／またはテンプレートポリヌクレオチド分子、詳
細には、テンプレートポリヌクレオチド分子の２つの末端の十分な増幅を確実にする。一
定の実施形態では、テンプレートポリヌクレオチド分子の２つの各末端に極めて接近して
アニーリングする４、６、８、または１０個を超えるプライマーを使用する。プライマー
とその付近でプライマーがアニーリングするテンプレートポリヌクレオチド分子の末端と
の間の距離が近いほど、全テンプレートポリヌクレオチド分子にわたる増幅率が最も高く
なる可能性が高くなる。一定の実施形態では、プライマーとその付近でプライマーがアニ
ーリングするテンプレートポリヌクレオチド分子の末端との間の距離は、１ヌクレオチド
と１０００ヌクレオチドとの間（１ヌクレオチドと５００ヌクレオチドとの間または１ヌ
クレオチドと２５０ヌクレオチドとの間）である。図６Ｂは、ＤＮＡフラグメントの各末
端に特異的な１０プライマー（隣接プライマーの間の距離が５０ヌクレオチドである）を
使用した核酸増幅由来の１０ｋｂ　ＤＮＡフラグメントの異なる領域の配列表示の相対的
確率を示す。
【０１２８】
　一定の関連する実施形態では、複数の配列特異的センスプライマーおよびアンチセンス
プライマーを使用して、増幅率を増大し、そして／または目的の遺伝子座、詳細には、遺
伝子座の２つの末端の十分な増幅を確実にする。一定の実施形態では、目的の遺伝子座の
２つの各末端に極めて接近してアニーリングする４、６、８、または１０個を超えるプラ
イマーを使用する。プライマーとその付近でプライマーがアニーリングする目的の遺伝子
座の末端との間の距離が近いほど、全遺伝子座にわたる増幅率が最も高くなる可能性が高
くなる。一定の実施形態では、プライマーとその付近でプライマーがアニーリングする目
的の遺伝子座の末端との間の距離は、１ヌクレオチドと１０００ヌクレオチドとの間（１
ヌクレオチドと５００ヌクレオチドとの間または１ヌクレオチドと２５０ヌクレオチドと
の間）である。
【０１２９】
　一定の実施形態では、（例えば、鎖置換による）ポリヌクレオチド分子またはその領域
の増幅のために、中心特異的プライマーと共に末端特異的プライマーを使用する。末端特
異的プライマーとの反応物への中心特異的プライマーの添加は、長いテンプレートポリヌ
クレオチド分子の増幅に有用であり得る。一定の実施形態では、テンプレートポリヌクレ
オチド分子の長さは、少なくとも約５、１０、１５、２０、２５、３０、４０、５０、６
０、７０、８０、９０、１００、１５０、２００、３００、４００、５００、６００、７
００、もしくは８００Ｋｂ、または約１Ｍｂ以上であり得る。
【０１３０】
　「末端特異的プライマー」は、（ｉ）全ポリヌクレオチド分子を増幅することを意図す
る場合、テンプレートポリヌクレオチドの隣接末端から５００ヌクレオチド以内のテンプ
レートポリヌクレオチド分子にアニーリングするプライマー、または（ｉｉ）目的の特定
の領域のみを増幅することを意図する場合、目的の特定の領域の隣接末端から５００ヌク
レオチド以内に存在するポリヌクレオチド分子中のテンプレートポリヌクレオチド分子に
アニーリングするプライマーである。前者の場合、末端特異的プライマーは、目的のテン
プレートポリヌクレオチド分子内の位置にアニーリングする。後者の場合、末端特異的プ
ライマーは、目的の特定の領域内の位置にアニーリングすることができるか、目的の特定
の領域に隣接する位置（すなわち、目的の特定の領域の外側）にアニーリングすることが
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できる。
【０１３１】
　「中心特異的プライマー」は、目的の全ポリヌクレオチド分子を増幅することを意図す
る場合、ポリヌクレオチド分子の隣接末端から５００ヌクレオチドを超えて離れた目的の
テンプレートポリヌクレオチド分子にアニーリングするプライマー、または（ｉｉ）目的
の特定の領域のみを増幅することを意図する場合、目的の特定の領域の隣接末端から５０
０ヌクレオチドを超えて離れて存在するテンプレートポリヌクレオチド分子の特定の領域
（例えば、遺伝子座）にアニーリングするプライマーである。
【０１３２】
　一定の実施形態では、隣接する末端特異的プライマー間の距離は、１～５００ヌクレオ
チドの間（例えば、１０ヌクレオチドと４００ヌクレオチドとの間、２０ヌクレオチドと
３００ヌクレオチドとの間、３０ヌクレオチドと２００ヌクレオチドとの間、４０ヌクレ
オチドと１００ヌクレオチドとの間、５０ヌクレオチドと８０ヌクレオチドとの間）であ
る。一定の実施形態では、隣接する末端特異的プライマー間の平均距離は、５０ヌクレオ
チドと２５０ヌクレオチドとの間（その間の任意の値（約１００ヌクレオチドなど）が含
まれる）である。
【０１３３】
　一定の実施形態では、隣接する中心特異的プライマー間の距離は、１ヌクレオチドと１
０，０００ヌクレオチドの間（例えば、１０ヌクレオチドと５，０００ヌクレオチドとの
間、５０ヌクレオチドと２０００ヌクレオチドとの間、または１００ヌクレオチドと１０
００ヌクレオチドとの間）である。一定の実施形態では、隣接する中心特異的プライマー
間の平均距離は、１００ヌクレオチドと５０００ヌクレオチドとの間（その間の任意の値
（約２０００ヌクレオチドなど）が含まれる）である。
【０１３４】
　末端特異的プライマーおよび中心特異的プライマーの両方は、センスプライマーまたは
アンチセンスプライマーであり得る。一定の実施形態では、センス末端特異的プライマー
およびアンチセンス末端特異的プライマーの両方は、増幅反応混合物中に存在する。一定
の実施形態では、センス中心特異的プライマーおよびアンチセンス中心特異的プライマー
の両方は、増幅反応混合物中に存在する。一定の実施形態では、センス末端特異的プライ
マーおよびアンチセンス末端特異的プライマーならびにセンス中心特異的プライマーおよ
びアンチセンス中心特異的プライマーは、増幅反応混合物中に存在する。
【０１３５】
　一定の他の実施形態では、末端特異的プライマーを、任意の中心特異的プライマーの非
存在下で使用することができる。このようなプライマーを、テンプレートポリヌクレオチ
ド分子の中心（５’→３’）またはテンプレートポリヌクレオチド分子の目的の領域に向
かうようにデザインする（図６Ａ）。
【０１３６】
３．配列に偏った増幅
　「配列に偏った増幅」は、一般的増幅と配列特異的増幅とのハイブリッドである。ラン
ダムプライマーおよび配列特異的プライマーの両方の存在下で行う。
【０１３７】
　一定の実施形態では、配列に偏った増幅は遺伝子座に偏っている。「遺伝子座に偏った
増幅」は、一般的増幅と遺伝子座に偏った増幅とのハイブリッドである。ランダムプライ
マーおよび遺伝子座特異的プライマーの両方の存在下で行う（図２Ｂ）。遺伝子座に偏っ
た増幅により、単離された核酸サンプル中の他のポリヌクレオチド分子と比較して目的の
遺伝子座が優先的に増幅される。例えば、ＨＬＡ－Ｂで抽出し、且つＨＬＡ－Ｃとの連鎖
を検索する場合、ＷＤＡのためのランダムプライマーを使用するだけでなく、ＨＬＡ－Ｃ
遺伝子座周囲の領域中で結合するようにデザインされたプライマーとの増幅混合物を「急
増させる」ことが有利である。この方法では、遺伝子座特異的プライマーにより、特異的
領域（この例ではＨＬＡ－Ｃ）が優先的に増幅されるが、厳密な遺伝子座特異的方法では
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ＰＣＲ時に増幅されない。
【０１３８】
　配列特異的プライマーと組み合わせたランダムプライマーの使用は、特に、長いテンプ
レートポリヌクレオチド分子の増幅または長いテンプレートポリヌクレオチド分子中の複
数の領域の増幅に有用である。一定の実施形態では、テンプレートポリヌクレオチド分子
の長さは、５、１０、２０、４０、５０、６０、８０、１００、２００、４００、または
５００Ｋｂであり得る。
【０１３９】
　一定の実施形態では、隣接ランダムプライマー間の距離が約１～１０Ｋｂ（その間の任
意の値が含まれる）であるように（例えば、適切な長さの）ランダムプライマーをデザイ
ンする。一定の実施形態では、隣接ランダムプライマー間の平均距離は約２Ｋｂである。
【０１４０】
　一定の実施形態では、隣接配列特異的プライマー間の距離は、２Ｋｂと１０Ｋｂとの間
（その間の任意の値が含まれる）である。一定の他の実施形態では、隣接配列特異的プラ
イマー間の距離は、０．１Ｋｂと０．９Ｋｂとの間（その間の任意の値（約０．５Ｋｂな
ど）が含まれる）である。
【０１４１】
　一定の実施形態では、（例えば、鎖置換による）ポリヌクレオチド分子またはその領域
の増幅のために、縮重中心特異的プライマーと共に末端特異的プライマーを使用する。「
縮重プライマー」は、その配列が一定の位置にいくつかの可能な塩基を有する配列特異的
プライマーである。一定の実施形態では、縮重中心特異的プライマーは、配列の長さが同
一であり、且つ同一のテンプレートポリヌクレオチド位置にターゲティングする類似して
いるが同一ではない中心特異的プライマーの混合物である。
【０１４２】
　一定の実施形態では、隣接する末端特異的プライマー間の距離は、１～５００ヌクレオ
チドの間（例えば、１０ヌクレオチドと４００ヌクレオチドとの間、２０ヌクレオチドと
３００ヌクレオチドとの間、３０ヌクレオチドと２００ヌクレオチドとの間、４０ヌクレ
オチドと１００ヌクレオチドとの間、５０ヌクレオチドと８０ヌクレオチドとの間）であ
る。一定の実施形態では、隣接する末端特異的プライマー間の平均距離は、５０ヌクレオ
チドと２５０ヌクレオチドとの間（その間の任意の値（約１００ヌクレオチドなど）が含
まれる）である。一定の実施形態では、隣接する縮重中心特異的プライマー間の距離は、
１ヌクレオチドと１０，０００ヌクレオチドの間（例えば、１０ヌクレオチドと５，００
０ヌクレオチドとの間、５０ヌクレオチドと２０００ヌクレオチドとの間、または１００
ヌクレオチドと１０００ヌクレオチドとの間）である。一定の実施形態では、隣接する中
心特異的プライマー間の平均距離は、１００ヌクレオチドと５０００ヌクレオチドとの間
（その間の任意の値（約２０００ヌクレオチドなど）が含まれる）である。
【０１４３】
４．増幅手順
　上記のように、本発明にしたがって、配列特異的抽出によって単離されたポリヌクレオ
チド分子またはそのフラグメントを等温増幅することができる。等温増幅は、ポリメラー
ゼ連鎖反応（ＰＣＲ）（例えば、Ｓａｉｋｉ　ｅｔ　ａｌ．，１９９５．Ｓｃｉｅｎｃｅ
　２３０：１３５０－１３５４を参照のこと）、リガーゼ連鎖反応（例えば、Ｂａｒａｎ
ｙ，１９９１，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８８：１８９－１９３
；Ｂａｒｒｉｎｇｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，１９９０，Ｇｅｎｅ　８９：１１７－１２２を参
照のこと）、および転写ベースの増幅（例えば、Ｋｗｏｈ　ｅｔ　ａｌ．，１９８９，Ｐ
ｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８６：１１７３－１１７７を参照のこと
）などの温度サイクリングを必要とする増幅と比較して、単離された巨大ポリヌクレオチ
ド分子（またはそのフラグメント）の増幅で特に有用である。例えば、等温増幅は、（１
）巨大フラグメントの効果のない熱変性および（２）使用したポリメラーゼの低進行性に
起因するＰＣＲベースの増幅技術に関連する巨大なポリヌクレオチドフラグメント増幅の
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感度の喪失を回避する。
【０１４４】
　「等温増幅」または「ポリヌクレオチド分子の等温増幅」などは、等温条件下で行う核
酸増幅をいう。「等温条件」は、温度サイクリングを行わない所与の温度または狭い範囲
の温度で増幅が行われる増幅条件をいう。反応温度は、２０℃と８０℃との間の任意の温
度（例えば、２５℃と７５℃との間および３０℃と７０℃との間）であり得る。等温条件
下での温度の変動（すなわち、等温核酸増幅を行った最大の温度と最小の温度との間の差
異）は、２０℃未満（例えば、１０℃未満または５℃未満）であるべきである。
【０１４５】
　本発明で有用な例示的等温増幅系には、持続的配列複製（例えば、Ｇｕａｔｅｌｌｉ　
ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８７：１８７４－１８
７８，１９９０を参照のこと）；Ｑβレプリカーゼ系（例えば、Ｌｉｚａｒｄｉ　ｅｔ　
ａｌ．，ＢｉｏＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　６：１１９７－１２０２，１９８８を参照のこと
）；鎖置換増幅（Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２０（７）：１６９１－６，１
９９２を参照のこと）；ＰＮＡＳ　８９（１）：３９２－６，１９９２に記載の方法；Ｎ
ＡＳＢＡ（Ｊ　Ｖｉｒｏｌ　Ｍｅｔｈｏｄｓ．３５（３）：２７３－８６，１９９１を参
照のこと）；ローリングサークルベースの増幅（ＲＣＡ）（例えば、米国特許第５，７１
４，３２０号および同第５，８５４，０３３号；Ｈａｔｃｈ　ｅｔ　ａｌ．，Ｇｅｎｅｔ
．Ａｎａｌ．Ｂｉｏｍｏｌ．Ｅｎｇｉｎｅｅｒ．１５：３５－４０，１９９９；およびＲ
ｅａｇｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂｉｏｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｔｅｃ
ｈｎｉｑｕｅｓ，１４：１４３－４８，２００３を参照のこと）が含まれるが、これらに
限定されない。
【０１４６】
　一定の実施形態では、鎖置換増幅法を使用して等温核酸増幅を行う。「鎖置換」は、二
本鎖核酸分子の一本鎖核酸分子への完全なまたは部分的な変換をいう。鎖置換を、ポリメ
ラーゼ（例えば、ＲｅｃＡ、φ２９ＤＮＡポリメラーゼ、ＢｃａＤＮＡポリメラーゼ、ヘ
リカーゼ、Ｔ４－ｇｐ３２など）または別の酵素の活性によって容易にすることができる
。「鎖置換増幅」は、鎖置換を使用して二本鎖核酸分子から一本鎖部分を生成する、テン
プレートとして二本鎖核酸分子の一本鎖部分を使用したプライマー伸長に起因する増幅を
いう。
【０１４７】
　一般に、本発明の等温増幅は、配列特異的抽出によって単離されたポリヌクレオチド分
子に特異的である。言い換えれば、このような増幅により、他の核酸分子のいかなる有意
な汚染もなく配列特異的抽出によって単離されたポリヌクレオチド分子が増幅される。「
いかなる有意な汚染もなく」は、配列特異的抽出によって単離されたポリヌクレオチド分
子以外の核酸分子の画分またはその増幅産物が５０％未満であることをいう。一定の実施
形態では、配列特異的抽出によって単離されたポリヌクレオチド分子以外の核酸分子の画
分またはその増幅産物が２５％、１５％、１０％、または５％未満である。
【０１４８】
５．プライマー
　増幅用プライマーは、典型的には、所望の一般的増幅または遺伝子座特異的増幅を行う
のに十分な長さおよび適切な配列のオリゴヌクレオチドである。詳細には、本明細書中で
使用される、用語「プライマー」は、プライマー伸長産物の合成を開始することができ、
且つ実質的に目的のヌクレオチド配列と相補的な６つまたはそれを超えるデオキシリボヌ
クレオチドまたはリボヌクレオチドを含む配列をいう。合成を助長する環境条件には、ヌ
クレオシド三リン酸および重合剤（ＤＮＡポリメラーゼなど）ならびに適切な温度および
ｐＨが含まれる。プライマーは、増幅効率を最大にするには一般鎖が好ましいが、二本鎖
でもよい。二本鎖の場合、プライマーを、伸長産物を調製するために使用する前に、最初
にその鎖を分離するための処理を行う。一定の実施形態では、プライマーはオリゴデオキ
シリボヌクレオチドである。プライマーは、重合誘導剤の存在下での伸長産物の合成をプ
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ライミングするのに十分な長さでなければならない。プライマーの正確な長さは、多数の
要因（温度、緩衝液、およびヌクレオチド組成が含まれる）に依存する。オリゴヌクレオ
チドプライマーは、典型的には、１２～２０またはそれを超えるヌクレオチドを含むが、
より少ないヌクレオチドを含み得る。
【０１４９】
　上記で考察しているように、一般に、増幅すべきゲノム遺伝子座の各鎖に実質的に相補
的であり、且つ適切なＧまたはＣヌクレオチドを含むようにプライマーをデザインする。
これは、プライマーが重合剤が作用する条件下でその各鎖とハイブリッド形成するのに十
分に相補的でなければならないことを意味する。さらに、本出願の核酸増幅に有用なプラ
イマーを、その３’末端の伸長によって増幅を意図するテンプレート配列の少なくとも一
部（またはその相補物）を含む産物が産生されるような方向（すなわち、５’→３’）で
デザインする。
【０１５０】
　本発明のオリゴヌクレオチドプライマーを、任意の適切な方法（従来のホスホトリエス
テル法およびホスホジエステル法またはその自動化実施形態など）を使用して調製するこ
とができる。１つのこのような自動化実施形態では、出発材料としてジエチルホスホラミ
ダイトを使用し、Ｂｅａｕｃａｇｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ
ｅｒｓ，２２：１８５９－１８６２，１９８１に記載のように合成することができる。修
飾固体支持体上でのオリゴヌクレオチド合成法の例は、米国特許第４，４５８，０６６号
に記載されている。
【０１５１】
　一定の実施形態では、ＲｅｃＡコーティングプライマーを使用して、変性することなく
二本鎖テンプレートポリヌクレオチド分子の鎖侵入を容易にすることができる。
【０１５２】
　一定の他の実施形態では、３’エクソヌクレアーゼ保護プライマーを使用することがで
きる。φ２９ＤＮＡポリメラーゼと組み合わせて、このようなプライマーにより、テンプ
レートポリヌクレオチド分子の二本鎖領域の全域でさえも連続的に増幅可能である。
【０１５３】
６．ポリメラーゼ
　一般に、プライミングした３’－ＯＨ基の活性を伸長することができる任意のポリメラ
ーゼを、本発明の単離ポリヌクレオチド分子の増幅で使用することができる。ポリメラー
ゼは、ＤＮＡまたはＲＮＡ指向性ＤＮＡポリメラーゼであり得る。一定の実施形態では、
ポリメラーゼは、３’→５’エクソヌクレアーゼを欠く。適切なＤＮＡ指向性ポリメラー
ゼには、φ２９レプリカーゼ、バチルス・ステアロサーモフィルス、テルムス・アクアチ
クス、パイロコッカス・フリオシシス、サーモコッカス・リトラリス、および高度高熱菌
、Ｔ4およびＴ7バクテリオファージ由来のＤＮＡポリメラーゼ、ならびに大腸菌ＤＮＡポ
リメラーゼＩクレノウフラグメントが含まれるが、これらに限定されない。適切なＲＮＡ
指向性ＤＮＡポリメラーゼには、トリ骨髄芽球症ウイルス由来の逆転写酵素、モロニーマ
ウス白血病ウイルス由来の逆転写酵素、およびヒト免疫不全ウイルス－Ｉ由来の逆転写酵
素が含まれるが、これらに限定されない。
【０１５４】
　一定の実施形態では、本出願で進行性ＤＮＡポリメラーゼを使用する。一定の実施形態
では、ポリメラーゼ－核酸結合複合体あたり５００、１０００、または２０００個を超え
るヌクレオチドを重合する進行性ＤＮＡポリメラーゼをー本出願で使用する。例示的進行
性ＤＮＡポリメラーゼには、φ２９ＤＮＡポリメラーゼおよびＢｃａＤＮＡポリメラーゼ
が含まれるが、これらに限定されない。
【０１５５】
　一定の実施形態では、配列特異的抽出時にターゲティングエレメントに分離基を選択的
に付着させ、ターゲティングエレメント－分離基複合体を選択的に安定化させるために使
用されるポリメラーゼは、単離ポリヌクレオチド分子またはそのフラグメントの増幅のた
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めのポリメラーゼと同一であり得る。一定の他の実施形態では、配列特異的抽出時のター
ゲティングエレメントへの分離基の選択的付着またはターゲティングエレメント－分離基
複合体の選択的安定化ならびに単離ポリヌクレオチド分子またはそのフラグメントの増幅
のために異なるポリメラーゼを使用する。
【０１５６】
７．多重化
　配列特異的抽出と同様に、抽出された（すなわち、単離された）ポリヌクレオチド分子
の増幅を、複数のプライマーもしくは複数のプライマー組（例えば、一般的プライマー、
配列特異的プライマー、または一般的プライマーと配列特異的プライマーとの組み合わせ
）を使用して行うことができる。
【０１５７】
　いくつかの実施形態では、多重化を使用して、同一の識別エレメントを含む単離ポリヌ
クレオチド分子の異なる領域を増幅する。例えば、一定の実施形態では、同一の識別エレ
メントを含む単離ポリヌクレオチド分子の少なくとも２、３、４、５、６、７、８、９、
１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１００またはそれを超える異
なる領域を増幅する。
【０１５８】
　一定の実施形態では、多重化を使用して、異なる識別エレメントを含む単離ポリヌクレ
オチド分子を同時に増幅する。例えば、一定の実施形態では、異なる識別エレメントを含
む少なくとも２、３、４、５、６、７、８、９、１０、２０、３０、４０、５０、６０、
７０、８０、９０、１００またはそれを超える異なる単離ポリヌクレオチド分子を増幅す
る。
【０１５９】
　一定の実施形態では、多重化ハプロタイプ特異的抽出を使用して、１つのＤＮＡサンプ
ルから異なる識別エレメントを含む異なるポリヌクレオチド分子をターゲティングおよび
抽出することができる。異なる識別エレメントを含む抽出されたポリヌクレオチド分子を
、例えば、全ゲノム増幅または全ＤＮＡ増幅によってその後に増幅して、理論的に使用し
、保存し、無期限に再増幅することができる一倍体サンプルを作製することができる。こ
れにより、最初は興味を持たれなかった領域を研究する必要性に応じて再使用可能な既存
の保存された二倍体標本から一倍体を作製するかそうでなければ修飾ライブラリーを作製
することが可能である。
【０１６０】
Ｃ．連続した抽出および増幅ラウンド
　必要に応じて、連続的抽出および増幅後にさらなる配列特異的抽出および／または増幅
を行うことができる。例えば、抽出サンプルを、一般的増幅に供し、その後に第２の抽出
に供し、その後に遺伝子座特異的増幅に供し、任意選択的に、さらに抽出し、さらに増幅
することができる。一定の実施形態では、少なくとも２、３、４、５、６、７、８、９、
１０、１２、１４、１６、１８、２０回の連続的抽出および増幅を行う。
【０１６１】
Ｄ．適用形式
　本発明の核酸の単離および増幅方法を、種々の形式で行うことができる。例えば、配列
特異的核酸抽出およびその後の増幅（一般的増幅、遺伝子座特異的増幅、または偏った増
幅が含まれる）を、ＤＮＡアレイを使用して行うことができる。当該分野で公知の技術を
使用して、アレイを作製することができる。一定の実施形態では、平面上にアレイを都合
よく提供する。
【０１６２】
　図４に示す統合された配列特異的抽出（例えば、ハプロタイプ特異的抽出）、増幅、お
よびＤＮＡ分析の装置１０でアレイを使用することができる。生体サンプルを抽出室１２
０の注入口１００に導入し、ここで配列特異的抽出が行われる。抽出後、連結ポート１４
０を介してサンプルを増幅室１６０に移動させ、ここで増幅工程を行う。試薬および溶液
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を排出口２２０から排出することができる。装置の異なる領域の至るところへのサンプル
の移動を、当該分野で公知の多数の方法によって容易にすることができる。１つの例示的
輸送様式は、外部ポンプもしくはピペットによって制御される接続路中の空気もしくは流
動物の移動または微細構造の適切な可動性成分の制御された弾性変形を介した圧力の使用
によるものである。例えば、装置内の流動物を輸送するための簡素で信頼できる都合の良
い様式は、外部チップの開口部（典型的には、微細構造の軟成分中に存在する垂直ポート
）への接続によるものである。チップは流路を備えた気密シールを形成し、チップに接続
したポンプが作動した場合にこれを使用して流動物を微細構造の内側に移動させることが
できる。チップまたは他の機械的作動装置は、密封可能な室を含み得る微細構造の領域に
圧力を印可することもできる。例えば、チップまたは他の作動装置を室上の垂直アクセス
ポートを閉じるように配置し、その後に微細構造をさらに下に押す場合、チップが下がる
につれて室の体積が有意に減少する。これにより、押し下げられた室から微細構造の接続
領域に流動物を有効に輸送することができる。この簡潔な手順を、マニュアル形式または
自動化形式で繰り返し実施して、サンプルを装置の全領域（ハプロタイプ特異的抽出、増
幅、検出アレイなど）に移動させることができる。本明細書中に示す例では、増幅工程の
産物を、第２の連結ポート１８０を介して検出アレイ２００に移動させ、ここで配列特異
的抽出（例えば、ハプロタイプ特異的抽出）および増幅過程の産物を検出する。
【０１６３】
　本発明の配列特異的抽出を、標準的なロボット液体処理およびサンプル調製システムの
使用によって完全に自動化された実施形態で実施することができる。特に、このようなプ
ロトコールのマニュアル操作と酷似している方法でサンプルからＤＮＡを抽出するための
磁性ビーズを使用するロボットシステムは市販されている。このシステムへの方法の適応
および完全に自動化された処理ラインへの統合は容易であり、システムのプログラミング
以外の装置の改変は必要ない。
【０１６４】
　抽出されたポリヌクレオチド分子の配列特異的抽出およびその後の増幅を、例えば、癌
の診断、分類、および予後診断において組織の潜在的に小さな組織を試験するためまたは
巨大な連続領域にわたって存在する多型に関する情報を得るために小型化することができ
る。
【０１６５】
　一定の実施形態では、単一分子レベルで配列特異的抽出（例えば、ハプロタイプ特異的
抽出）を行うことができる。例として、それぞれの光学的に捕捉されたストレプトアビジ
ンコーティングされたビーズを使用して、１つまたは多数のターゲティングされたフラグ
メントを捕捉し、例えば、微細構造中でこれらを操作することができる（Ｄａｐｐｒｉｃ
ｈ　ａｎｄ　Ｎｉｃｋｌａｕｓ，Ｂｉｏｉｍａｇｉｎｇ　６（１）：２５－３２，１９９
８）。単離されたポリヌクレオチド分子を、さらなる処理（増幅または配列分析など）の
ために微細構造の異なる室などの個別の位置に輸送するか（Ｍｉｔｒａ　ａｎｄ　Ｃｈｕ
ｒｃｈ，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２７（２４）：ｅ３４，１９９９；Ｓｔ
ａｈｌ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１６（７）：３０２５－
３８，１９８８；Ｄａｐｐｒｉｃｈ，Ｊ．Ｃｙｔｏｍｅｔｒｙ．３６（３）：１６３－８
，１９９９）、微細構造から除去することができる。ターゲティングされたフラグメント
以外は元のサンプルを保存し、異なるフラグメントのその後の抽出のために再使用するこ
とができる。
【０１６６】
　さらに、小型化および統合されたデバイスは、例えば診断目的のために方法を実施する
ことができる好ましいプラットフォームである。配列特異的抽出を、小型化され、安価で
あり、且つ統合された遺伝子型同定および配列分析のための標準的な方法およびデバイス
に容易に適応させることができる（Ｈａｃｉａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔ　Ｇｅｎｅｔ．２
２（２）：１６４－７，１９９９；Ｍｉｔｃｈｅｌｌ　ｅｔ　ａｌ．，Ｍｅｔｈｏｄｓ　
Ｍｏｌ　Ｂｉｏｌ．５８：９７－１０３，１９９６；ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｔｅ#３０３
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，Ｂａｎｇｓ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｆｉｓｈｅｒｓ，Ｉｎｄ．）。
【０１６７】
　配列特異的抽出（例えば、ハプロタイプ特異的抽出）を、平らな支持体（紙または「デ
ィップスティック」型妊娠検査形式など）で任意選択的に行うことができる。次いで、こ
の支持体を、捕捉ＤＮＡの記憶媒体またはさらなる増幅を繰り返し行うことができる基盤
として直接使用することができる。
【０１６８】
Ｅ．核酸の単離および増幅のためのキット
　１つの態様では、本発明は、核酸の単離およびその後の等温増幅のためのキットを提供
する。このようなキットは、１つまたは複数の以下の成分を含み得る：（１）１つまたは
複数のターゲティングエレメント（例えば、特定の識別エレメントを含むポリヌクレオチ
ド分子の抽出に特異的なオリゴヌクレオチド）、（２）生体サンプル由来の核酸調製物の
ための試薬（例えば、溶解緩衝液および中和緩衝液）、（３）分離基（例えば、ビオチン
化ヌクレオチド）、（４）分離基が結合することができる基盤（例えば、ストレプトアビ
ジンコーティングされたビーズ）、（５）配列特異的抽出によって単離されたポリヌクレ
オチド分子または単離されたポリヌクレオチド分子の特定の領域のための配列特異的プラ
イマー、（６）ランダムプライマー、（７）核酸増幅のためのｄＮＴＰ、（８）ターゲテ
ィングエレメントへの分離基の選択的付着および／または核酸の伸長／増幅のためのポリ
メラーゼ（例えば、φ２９ＤＮＡポリメラーゼ）、および（９）増幅産物中の特定の配列
の存在を検出するための１つまたは複数の特異的プローブ（例えば、対立遺伝子特異的プ
ローブ）。
【０１６９】
Ｆ．核酸の単離および増幅への適用
　本発明の核酸の単離および増幅方法は、種々に適用される。例えば、単離されたポリヌ
クレオチド分子およびその増幅産物を、広範なアッセイ（配列決定、特異的配列の検出、
さらなる多型部位の特徴付け、さらなる増幅（リアルタイムＰＣＲなど）、および質量分
析法が含まれる）で使用することができる。
【０１７０】
　一定の実施形態では、本発明の方法を使用して、一塩基多型（ＳＮＰ）を含む核酸を同
定および単離する。このような方法により、プールしたサンプルからのＳＮＰ検索の実施
が容易になり、１０6または１０7の富化比が必要であり得る。一定の他の実施形態では、
本発明の方法を使用して、他の遺伝子マーカー（制限部位、１つのタンデム反復、マイク
ロサテライト、およびメチル化などの潜在的に後成的なパターンが含まれる）を同定およ
び単離する。
【０１７１】
　本発明の方法は、２つの選択された部位の対比較およびそれによる無数のハプロタイプ
を構成する部位の相関に制限されない。例えば、本発明の方法を使用して、分離された対
立遺伝子を含む画分にＤＮＡ（複数の対立遺伝子を含むサンプルの染色体フラグメントに
由来）を分離することができ、異なるフラグメントの重複ヘテロ接合領域を使用して、連
続フラグメントにわたる同時遺伝ゲノム領域に関する情報をアセンブリすることができる
（図２Ｃ）。この画分を含むライブラリーを、異なる領域で繰り返し分析して、さらに対
立遺伝子を分離することなく以前に分類されていない多型を研究することができる。
【０１７２】
　一定の実施形態では、配列特異的抽出を使用して、２つのほぼ同一の配列を識別する。
例示的実施形態では、本方法により、ハプロタイプ決定のためにフラグメント間の相違を
評価することができるようにヘテロ接合部位の同一性に基づいて母方起源および父方起源
のＤＮＡフラグメントを分離可能である。この能力により、一般に遺伝子型同定のために
使用される標準的方法と組み合わせた場合、個体の大量且つ費用効果のある迅速なハプロ
タイプ決定が可能になり、それにより、稀な事象（治療非応答事象または悪影響を受けた
個体など）の分析に注目することによって、有意にサイズを減少させ、遺伝子プロファイ
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リング研究期間を短縮することができる。
【０１７３】
　ハプロタイプ特異的抽出および増幅を使用して個体のハプロタイプを決定する一定の実
施形態では、予め選択した遺伝子組または遺伝子座組に基づいてハプロタイプを選択する
ことができる。例えば、１～５００、５～２５０、１０～２００、２０～１００、２５～
７５、または約５０の部位を選択することができる。部位は、例えば、特定の形質に関連
すると疑われるゲノム中の領域であり得る。
【０１７４】
　例えば、一定の実施形態では、特定の疾患または容態を罹患した個体のハプロタイプを
最初に決定し、任意の保存された遺伝子パターンを同定する。次いで、パターンを、コン
トロール群（すなわち、疾患または容態を示さない群）と比較し、潜在的会合を明らかに
する。例えば、一定の癌型の分子ベースの分類における疾患の型またはクラスの同定のた
めにこれを保持する。
【０１７５】
　さらに、ハプロタイプ特異的抽出によって組織型を明確に同定可能であり、一定の疾患
または容態に潜在的に関連する異常（ヘテロ接合性の喪失、逆位、欠失、重複、または転
座など）を検出することができる。他の実施形態では、遡及研究を行って治療上の処置（
薬学的、外科的、または放射線ベースの治療など）に対する応答（正および負）について
の遺伝的関係を同定する。これらの研究の結果を使用して、患者が所与の治療上の処置に
対して応答するか副作用を生じる可能性を決定することができる。
【０１７６】
　本発明の核酸の単離および増幅方法は、抽出あたりの直接達成可能な連鎖距離を伸長し
、利用可能なテンプレート量の増加によってその後の操作の信頼性が増す。一定の実施形
態では、抽出あたりの連鎖距離は、少なくとも約１０、２０、５０、７０、１００、１５
０、３００、５００、もしくは８００Ｋｂ、または約１Ｍｂ以上である。
【０１７７】
　一定の実施形態では、ハプロタイプ特異的抽出と全ＤＮＡ増幅との組み合わせを、組織
分類に使用するが、この組み合わせは、従来の配列ベースの分類（ＳＢＴ）または配列特
異的オリゴヌクレオチドプローブ（ＳＳＯＰ）によって解明できない対立遺伝子対の組み
合わせを使用して潜在的に扱いにくい二倍体サンプルを明確に分類可能であるからである
。これにより、遺伝子座特異的増幅のみを使用して適切に増幅できない巨大連鎖距離にわ
たる複数の多型を使用してハプロ分離サンプルを分類することも可能である。
【０１７８】
　本発明のさらなる適用は、癌分類を容易にすること、腫瘍および宿主中の遺伝子変化の
継続的モニタリング、癌治療薬の有効性の予想、混合サンプル、汚染サンプル、または法
医学サンプル由来の腫瘍ＤＮＡまたはウイルス核酸の富化、微小残存病変および他の疾患
（例えば、癌およびＨＩＶ）のモニタリング、ヒト疾患の診断、ヒト疾患素因の決定（代
謝疾患、癌の分類、診断、および予後診断が含まれる）、オルガネラＤＮＡ（ミトコンド
リアおよびクロロプラスと）および植物形質の分析、ならびに創薬および進化研究（例え
ば、疾患進化の追跡）の促進を含む。
【０１７９】
　本発明を、以下の制限されない実施例中にさらに示す。
【０１８０】
実施例
　φ２９レプリカーゼ／ＧｅｎｏｍｉＰｈｉキット（ＡｍｅｒｓｈａｍＢｉｏｓｃｉｅｎ
ｃｅｓ）を使用して、ハプロタイプ特異的抽出後にハプロ分離ゲノムＤＮＡを増幅した。
得られた増幅ＤＮＡは、配列特異的オリゴヌクレオチドプローブ（ＳＳＯＰ；Ｉｎｎｏｇ
ｅｎｅｔｉｃｓ）によって分類した場合、以前として二倍体であり、非ターゲティング対
立遺伝子の視覚可能な残存成分を本質的に含まなかった。ハプロ分離サンプルから生成さ
れたＳＳＯＰシグナルは、二倍体コントロールサンプルから生成されたＳＳＯＰシグナル
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より顕著に強い（図３）。
【０１８１】
　市販のプライマーおよび試験ストリップ（Ｉｎｎｏｇｅｎｅｔｉｃｓ／Ｍｕｒｅｘ，Ｄ
ａｒｔｆｏｒｄ，ＵＫ）を使用して、ハプロタイプ特異的抽出によるハプロ分離二倍体サ
ンプル後のＨＬＡ－Ｂエクソン１～３の一般低増幅を行った。各サンプルの分類は、スキ
ャニングしたストリップから直接得た２つのストリップ（その両方を図３に示す）からな
る。サンプルを、１μｌの出発材料（ビーズ上でのハプロ抽出ＤＮＡ）から増幅した。２
つの一倍体画分が予想される全株は、全ゲノム増幅前後に存在する。全ＤＮＡ増幅後でさ
えも、他の非ターゲティング対立遺伝子が予想される株は存在しない。
【０１８２】
　これらの結果は、ハプロタイプ特異的抽出のＤＮＡ増幅との適合性を示す。
【０１８３】
　本明細書中で言及され、そして／または出願書類に列挙された全ての上記米国特許、米
国特許出願公開公報、米国特許出願、外国特許、外国特許出願、および非特許刊行物は、
その全体が本明細書中で参考として援用される。
【０１８４】
　上記から、本発明の特定の実施形態を例示を目的として本明細書中に記載しているが、
本発明の精神および範囲を逸脱することなく種々の修正形態を実施することができること
が認識される。したがって、本発明は、添付の特許請求の範囲以外に制限されない。
【図面の簡単な説明】
【０１８５】
【図１Ａ】核酸分子の単離サンプルについてのＤＮＡ分子数対長さの分布のグラフである
。目的のフラグメントを固有に同定する識別エレメント（隣接または重複標的核酸配列と
併せて）によって特徴づけられた抽出点でフラグメントをターゲティングする。例として
、無作為に剪断されたフラグメントは、固有の配列エレメント（すなわち、隣接または重
複標的核酸配列と併せた識別エレメント）を含む場合、抽出点の上流または下流に存在す
るフラグメントの任意の連結セグメントと共に捕捉される。抽出点に連結された任意の所
与の遺伝子座のための利用可能な捕捉テンプレートのコピー数は、フラグメントの全サイ
ズ分布に基づいた抽出点からの距離が増加するにつれて減少する。
【図１Ｂ】抽出点と遺伝子座Ａとの間の連鎖を示す核酸分子の単離サンプルについてのＤ
ＮＡ分子数対長さの分布のグラフである。検出閾値、ひいては直接達成可能な連鎖距離を
、所与のアッセイを使用して遠位遺伝子座で検出可能なシグナルを得るのに必要なテンプ
レート分子の最小数によって決定する。
【図１Ｃ】全捕捉材料の増幅後の抽出点と、遺伝子座Ａと、遺伝子座Ｂとの間の連鎖を示
す核酸分子の単離サンプルについてのＤＮＡ分子数対長さの分布のグラフである。テンプ
レートの全コピー数が増加し、検出閾値を有効に低下させ、検出可能な連鎖距離を増加さ
せることができる。
【図２Ａ】捕捉ＤＮＡの偏りのない（一般的な）増幅後のＤＮＡ分子数対長さの分布のグ
ラフである。
【図２Ｂ】捕捉ＤＮＡの偏った増幅後（一般的増幅と遺伝子座特異的増幅との組み合わせ
）のＤＮＡ分子数対長さの分布のグラフである。
【図２Ｃ】３つの個別の抽出物を使用して単離およびアセンブリしたハプロタイプを示す
グラフである。
【図３】コントロールサンプル（「二倍体：Ｂ１４，Ｂ４４」）ならびに全ＤＮＡ増幅前
（「一倍体：Ｂ*１４」）および全ＤＮＡ増幅後（「ＷＧＡ後の一倍体：ＷＧＡ後のＢ*１
４」）から生じた配列特異的オリゴヌクレオチドプローブ（ＳＳＯＰ）シグナルを示す図
である。
【図４】シリコンカバーを有するスライドガラス上の統合されたハプロ抽出、増幅、およ
びＤＮＡ分析用装置を示す図である。
【図５】それぞれ約５００ヌクレオチドに結合するランダムプライマーを使用した複数の
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鎖置換増幅後の１０ｋｂ長フラグメントの増幅された外側および内側の領域の存在につい
ての相対確率分布（ｐ）対ヌクレオチドの位置を示す図である。フラグメントの５’末端
または３’末端付近に存在する外側の領域と比較して内側の領域が優先的に増幅される。
【図６Ａ】標的フラグメントの末端付近に優先的に存在する増幅プライマーおよび標的フ
ラグメントの中心への方向（５’→３’）を示す図である。
【図６Ｂ】ＤＮＡフラグメントの各末端に特異的になるように選択した１０個のプライマ
ーを使用した複数の鎖置換増幅後の１０ｋｂＤＮＡフラグメントの異なる領域の存在を示
すための相対確率分布（ｐ）対ヌクレオチドの位置を示す図である。隣接プライマー間の
距離は５０ヌクレオチドである。
【図７Ａ】異なる抽出産物間の物理的に重複した多型部位に関する潜在的問題が解決され
る配列特異的抽出の組み合わせ多重化を示すグラフである。単一系列のビーズについて、
一定の所与の条件下で全長の抽出フラグメントが未だいかなる検出可能なハプロタイプシ
グナルを生じていないほど離して、多重化抽出部位を選択する（図７Ａ）。
【図７Ｂ】複数のビーズ組（すなわち、３組－ビーズＡ、ビーズＢ、およびビーズＣ）を
使用することができるが、各捕捉遺伝子座をたった１つのターゲティングエレメント（「
配列特異的抽出プローブ」とも呼ばれる）によって抽出することが好ましい（図７Ｂ）。
【図７Ｃ】次いで、重複多型部位を、多重化ビーズの各バッチについて分類し、連続多重
化抽出由来の情報に基づいて連続ハプロタイプをアセンブリする（図７Ｃ）。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図１Ｃ】
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