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(57)【要約】
核酸の増幅のための及びコンカテマーの生成のための方
法及び組成物が開示される。本明細書において提供され
る増幅方法は、等温条件下で遂行され得る。方法及び組
成物は、核酸ポリメラーゼ及びプライマー等の試薬を含
み得る。いくつかの実施形態では、本明細書において提
供されるものは、二本鎖の核酸テンプレートの２つ以上
のコピーを含む、コンカテマーを生成するための方法で
ある。いくつかの実施形態では本明細書において提供さ
れるものは、ポリヌクレオチド・テンプレート又はその
類似の配列の２つ以上のコピーを含むコンカテマーを生
成するための方法である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリヌクレオチド・テンプレートをコピーする方法であり、前記方法は以下を含む方法：
　第一のプライマー及び第二のプライマーを含む反応混合物で、前記ポリヌクレオチド・
テンプレートをインキュベートすることであって：
　前記第一のプライマーは第一の領域及び第二の領域を含み、前記第一のプライマーの第
二の領域は、前記ポリヌクレオチド・テンプレートの第一の部分に相補的な配列を含み；
　前記第二のプライマーは第一の領域及び第二の領域を含み、前記第二のプライマーの第
二の領域は、パートナーのヌクレオチド配列に相補的なヌクレオチド配列を含み、前記パ
ートナーのヌクレオチド配列は、前記ポリヌクレオチド・テンプレートの第二の部分に相
補的であり；及び
　前記ポリヌクレオチド・テンプレートの前記第一のプライマー及び第二のプライマーと
のインキュベーションの差異に、少なくとも１つのコンカテマー鎖が形成され、前記コン
カテマー鎖は５’末端及び３’末端を含み、及び５’から３’方向の中に一般構造：Ｃ’
－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’を有するヌクレオチド配列を含み：Ｃ’は前記第二のプライマ
ーの第一の領域のヌクレオチド配列を表し、Ｔは、前記ポリヌクレオチド・テンプレート
又はその類似の配列のヌクレオチド配列を表し、及びＸはヌクレオチドの任意の数及び配
列を表す。
【請求項２】
前記コンカテマー鎖が第一のコンカテマー鎖であり、及び前記ポリヌクレオチド・テンプ
レートの前記第一のプライマー及び第二のプライマーとのインキュベーションすると、第
二のコンカテマー鎖も形成され、前記第二のコンカテマー鎖は、５’末端及び３’末端を
含み、及び５’から３’方向の中に一般構造：Ｃ－Ｘ’－Ｔ’－Ｃ－Ｔ’－Ｃを有する、
ヌクレオチド配列を含み：Ｃは、前記第一のプライマーの第一の領域のヌクレオチド配列
を表し、Ｔ’は、前記ポリヌクレオチド・テンプレートに相補的なヌクレオチド配列を表
し、及びＸ’は、前記Ｘのヌクレオチド配列に相補的なヌクレオチド配列を表す、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
Ｘが、５’から３’方向の中に一般構造［（Ｃ’－Ｔ）Ｎ］を有する配列を含み、Ｃ’は
、前記第二のプライマーの第一の領域のヌクレオチド配列を表し、Ｔは、前記ポリヌクレ
オチド・テンプレート又はその類似の配列のヌクレオチド配列を表し、及びＮは０及～１
０００の間の整数である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
Ｘが０個のヌクレオチドを表す、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
前記反応混合物が、鎖置換活性を有するＤＮＡポリメラーゼを更に含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
前記反応混合物が、更に逆転写酵素を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
前記ポリヌクレオチド・テンプレートがＲＮＡ分子である、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
Ｔが、前記ポリヌクレオチド・テンプレートのＲＮＡ配列に類似のＤＮＡ配列のヌクレオ
チド配列を表す、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
前記ポリヌクレオチド・テンプレートが、二本鎖の核酸テンプレートの一本の鎖を含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
前記反応混合物のインキュベーションの間に、前記反応混合物の温度が、８０Ｃを超えな
い請求項１に記載の方法。
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【請求項１１】
前記第一のプライマーの第一の領域が４～２５のヌクレオチドを含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項１２】
前記第一のプライマーの第一の領域及び前記第二のプライマーの第一の領域が、同じ数の
ヌクレオチドを含む、請求項１に記載の方法。
 
【請求項１３】
前記ポリヌクレオチド・テンプレートが、１０～１０００のヌクレオチドを含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項１４】
前記反応混合物が更に核酸染料を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
前記反応混合物中の、前記ポリヌクレオチド・テンプレートのコピー数が、前記方法の開
始から６０分以内に、少なくとも１０倍増大される、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
生物学的サンプル中の標的のポリヌクレオチド・テンプレートの検定のための方法であっ
て、前記方法は以下を含む方法：
Ａ）前記生物学的サンプル又はその一部分を、第一のプライマー及び第二のプライマーを
含む反応混合物中でインキュベートすることであって：
前記第一のプライマーは第一の領域及び第二の領域、前記第一のプライマーの第二の領域
は、前記ポリヌクレオチド・テンプレートの第一の部分に相補的なヌクレオチド配列を含
み；
前記第二のプライマーは、第一の領域及び第二の領域を含み、前記第二のプライマーの第
二の領域は、パートナーのヌクレオチド配列に相補的なヌクレオチド配列を含み、前記パ
ートナーのヌクレオチド配列は、前記ポリヌクレオチド・テンプレート第二の部分に相補
的であり；及び
前記ポリヌクレオチド・テンプレートの前記第一のプライマー及び第二のプライマーとの
インキュベーションすると、少なくとも１つのコンカテマー鎖が形成され、前記コンカテ
マー鎖は、５’末端及び３’末端を含み、及び５’から３’方向の中に一般構造：Ｃ’－
Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’を有する、ヌクレオチド配列を含み：Ｃ’は、前記第二のプライ
マーの第一の領域のヌクレオチド配列を表し、Ｔは、前記ポリヌクレオチド・テンプレー
ト又はその類似の配列のヌクレオチド配列を表し、及びＸはヌクレオチドの任意の数及び
配列を表し；及び
Ｂ）Ａ）の前記反応混合物の増幅された核酸を、Ａ）のステップのインキュベーションの
開始後の、１つ以上の点において測定すること。
【請求項１７】
前記反応混合物中の増幅された核酸の量を測定することが、前記反応混合物中の蛍光のレ
ベルを定量することを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
前記反応混合物の核酸増幅の変曲時間を決定することを更に含む、請求項１６に記載の方
法。
【請求項１９】
前記生物学的サンプル又はその一部分が、ヒトからのものである、請求項１６に記載の方
法。
【請求項２０】
二重鎖の核酸テンプレートの少なくとも２つのコピーを含むコンカテマーを生成する方法
であって、前記方法は、以下を含む方法：
　反応混合物中で、少なくとも第一のテンプレート分子及び第二のテンプレート分子をイ
ンキュベートすることであって：
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　前記第一のテンプレート分子は、第一の核酸鎖及び第二の核酸鎖を含み：
　前記第一のテンプレート分子の第一の核酸鎖は、５’から３’方向の中に一般構造：Ｈ
’－Ｓ－Ｙ１－Ｈ’を有するヌクレオチド配列を含み：Ｈ’は、第一の相同配列のヌクレ
オチド配列を表し、Ｓは、前記二重鎖の核酸テンプレートの第一の鎖のヌクレオチド配列
を表し、及びＹ１はヌクレオチドの任意の数及び配列を表し；及び
　前記第一のテンプレート分子の第二の核酸鎖は、５’から３’方向の中に一般構造：Ｈ
－Ｙ１’－Ｓ’－Ｈを有するヌクレオチド配列を含み：Ｈは、第二の相同配列のヌクレオ
チド配列を表し、前記第一の相同配列及び第二の相同配列は互いに相補的であり、Ｙ１’
は前記Ｙ１のヌクレオチド配列に相補的なヌクレオチド配列を表し、及びＳ’は、前記二
重鎖の核酸テンプレートの第二の鎖のヌクレオチド配列を表し、前記二重鎖の核酸テンプ
レートの第一の鎖及び第二の鎖は互いに相補的であり；及び
　第二のテンプレート分子は第一の核酸鎖及び第二の核酸鎖を含み：
　前記第二のテンプレート分子の第一の核酸鎖は、５’から３’方向の中に一般構造：Ｈ
’－Ｓ－Ｙ２－Ｈ’を有するヌクレオチド配列を含み：Ｈ’は、前記第一の相同配列ヌク
レオチド配列を表し、Ｓは、前記二重鎖の核酸テンプレートの第一の鎖のヌクレオチド配
列を表し、及びＹ２は、ヌクレオチドの任意の数及び配列を表し；及び
　前記第一のテンプレート分子の第二の核酸鎖は、５’から３’方向の中に一般構造：Ｈ
－Ｙ２’－Ｓ’－Ｈを有する、ヌクレオチド配列を含み、：Ｈは、前記第二の相同配列の
ヌクレオチド配列を表し、Ｙ２’は、Ｙ２のヌクレオチド配列に相補的なヌクレオチド配
列を表し、及びＳ’は、前記二重鎖の核酸テンプレート第二の鎖のヌクレオチド配列を表
し；及び
　前記第一のテンプレート分子と第二のテンプレート分子の前記反応混合物中でのインキ
ュベーションすると、前記二重鎖の核酸テンプレートの少なくとも２つのコピーを含む少
なくとも１つのコンカテマーが生成され、前記コンカテマーは、第一のコンカテマー鎖及
び第二のコンカテマー鎖を含み、前記第一のコンカテマー鎖は、５’末端及び３’末端を
含み、及び５’から３’方向の中に一般構造：Ｈ’－Ｓ－Ｙ２－Ｈ’－Ｓ－Ｙ１－Ｈ’を
有するヌクレオチド配列を含み、Ｈ’、Ｙ１、Ｓ、及びＹ２のそれぞれは、上述のヌクレ
オチド配列を表し；及び第二のコンカテマー鎖は、５’末端及び３’末端を含み、及び５
’から３’方向の中に一般構造：Ｈ－Ｙ１’－Ｓ’－Ｈ－Ｙ２’－Ｓ’－Ｈを有する配列
を含み、Ｈ’、Ｙ１、Ｓ、及びＹ２のそれぞれは、上述のヌクレオチド配列を表す。
【請求項２１】
Ｙ１及びＹ２の内の少なくとも１つが、０ヌクレオチドを表す請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
Ｙ１及びＹ２の両方が０ヌクレオチドを表す請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
Ｙ１が５’から３’方向の中に一般構造［（Ｈ’－Ｓ）Ｎ１］を有する配列を含み、Ｈ’
は第一の相同配列のヌクレオチド配列を表し、Ｓは、前記二重鎖の核酸テンプレートの第
一の鎖のヌクレオチド配列を表し、及びＮ１は、０～２０００の間の任意の整数である、
請求項２０に記載の方法。
【請求項２４】
Ｙ１は、５’から３’方向の中に一般構造［（Ｈ’－Ｓ）Ｎ１］を有する配列を含み、Ｈ
’は、第一の相同配列のヌクレオチド配列を表し、Ｓは、前記二重鎖の核酸テンプレート
の第一の鎖のヌクレオチド配列を表し、及びＮ１は、０～２０００の間の任意の整数であ
り、及びＹ２がは、５’から３’方向の中に一般構造［（Ｈ’－Ｓ）Ｎ２］を有する配列
を含み、Ｈ’は、第一の相同配列のヌクレオチド配列を表し、Ｓは、前記二重鎖の核酸テ
ンプレート第一の鎖ヌクレオチド配列を表し、及びＮ２は０～２０００の間の任意の整数
である、請求項２０に記載の方法。
【請求項２５】
Ｎ１及びＮ２が異なる整数である、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
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Ｎ１が０であり、及びＮ２が、１～２０００の間の整数である、請求項２５に記載の方法
。
【請求項２７】
前記第一のテンプレート分子及び第二のテンプレート分子の両方が二本鎖のＤＮＡ分子で
ある請求項２０に記載の方法。
【請求項２８】
前記第一の相同配列が４～２５のヌクレオチドを含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２９】
二本鎖の核酸テンプレートの２つ以上のコピーを含むコンカテマーを生成する方法であっ
て、前記方法は以下を含む方法：
（Ａ）二本鎖の核酸テンプレートを含む、一次二本鎖の核酸を、第一のプライマーの第一
のコピー及びポリメラーゼにより、前記二本鎖の核酸テンプレートの第一の鎖にアニール
された、前記第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物が合成される条件で処
理することであって、
前記第一のプライマーは５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、及び２つの領域
を含み：
（ｉ）以下を含むテール領域
（ａ）前記プライマーの５’末端ヌクレオチド
（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、
前記５’末端ヌクレオチドから下流にあり
（ｃ）前記５’末端ヌクレオチド及び前記最も内部の
ヌクレオチドの間の、１つ以上のヌクレオチドを含む中間部分、及び
（ｉｉ）以下を含むテンプレート結合領域
　（ａ）前記プライマーの３’末端ヌクレオチド
　（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記３’末
端ヌクレオチドから上流にあり
　（ｃ）前記３’末端ヌクレオチド及び前記最も内部の
ヌクレオチドの間の、１つ以上のヌクレオチドを含む中間部分、及び
前記第一のプライマーの第一のコピーのテンプレート結合領域は、
前記二本鎖の核酸テンプレートの第一の鎖にアニールし、
（Ｂ）ステップ（Ａ）の前記第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物を、ス
テップ（Ａ）前記第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物によりアニールさ
れた、前記第二のプライマーの伸長された生成物が合成される条件下で、第二のプライマ
ー及びポリメラーゼにより処理することであって、
前記第二のプライマーは、５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、及び２つの領
域を含み：
（ｉ）以下を含むテール領域
　（ａ）前記プライマーの５’末端ヌクレオチド
　（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記５’末
端ヌクレオチドから下流にあり
　（ｃ）１つ以上のヌクレオチドを含む、前記５’末端ヌクレオチド及び前記最も内部の
ヌクレオチドの間の中間部分、及び
（ｉｉ）以下を含むテンプレート結合領域
　（ａ）前記プライマーの３’末端ヌクレオチド
　（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記３’末
端ヌクレオチドから上流にあり
　（ｃ）前記３’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌクレオチドの間の、１つ以上の
ヌクレオチドを含む中間部分、
前記第二のプライマーのテール領域は、前記第一のプライマーのテール領域のヌクレオチ
ド配列に相補的なヌクレオチド配列を含み、
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前記第二のプライマーのテンプレート結合領域は、ステップ（Ａ）の前記第一のプライマ
ーの第一のコピーの伸長された生成物にアニールし、及び
前記第二のプライマーの伸長された生成物は、５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオ
チド、及び前記３’末端ヌクレオチドを含む３’末端領域を含み、前記３’末端領域は、
５’から３’方向に読んだ場合の前記第二のプライマーのテール領域のヌクレオチド配列
と同じヌクレオチド配列を含み、及び前記３’末端領域の最終的なヌクレオチドは、ｏｆ
第二のプライマーの伸長された生成物の前記３’末端ヌクレオチドであり、
（Ｃ）ステップ（Ｂ）の前記第二のプライマーの伸長された生成物及び前記第一のプライ
マーの第二のコピーの伸長された生成物を含む二次核酸第一のコピーを生成するために、
ステップ（Ｂ）の前記第二のプライマーの伸長された生成物を、ステップ（Ｂ）前記第二
のプライマーの伸長された生成物にアニールされた、前記第一のプライマーの第二のコピ
ーの伸長された生成物が、合成される条件下で前記第一のプライマーの第二のコピー及び
ポリメラーゼで処理することであって、
前記第一のプライマーの第二のコピーの伸長された生成物は、５’末端ヌクレオチド、３
’末端ヌクレオチド、及び前記３’末端ヌクレオチドを含む３’末端領域を含み、前記３
’末端領域は、５’から３’方向に読んだ場合の前記第一のプライマーのテール領域のヌ
クレオチド配列と同じヌクレオチド配列を含み、及び前記３’末端領域の最終的なヌクレ
オチドは、第二のプライマーの伸長された生成物前記３’末端のヌクレオチドであり、
（Ｄ）ステップ（Ｃ）の前記二次核酸の少なくとも第二のコピーを生成するために、少な
くともステップ（Ｃ）を１つ以上の追加的な回数繰り返すこと、
（Ｅ）前記二次核酸の第一のコピーの第一のプライマーの第二のコピーの伸長された生成
物、及び前記二次核酸の第二のコピー第二のプライマーの伸長された生成物を含むクロス
オーバー構造を生成するために、ステップ（Ｃ）の前記二次核酸の第一のコピー及びステ
ップ（Ｄ）の前記二次核酸の第二のコピーを、前記二次核酸の第一のコピーの第一のプラ
イマーの第二のコピーの伸長された生成物の３’末端領域が、前記二次核酸の第二のコピ
ーの、第二のプライマーの伸長された生成物３’末端領域にアニールする条件下で処理す
ること、
（Ｆ）ステップ（Ａ）の前記二本鎖の核酸テンプレートの２つのコピーを含むコンカテマ
ーを生成するために、ステップ（Ｅ）の前記クロスオーバー構造を、前記二次核酸の第一
のコピーの第一のプライマーの第二のコピーの伸長された生成物の伸長された生成物が合
成され、及び前記二次核酸の第二のコピーの、第二のプライマーの、伸長された生成物の
、伸長された生成物が合成される条件下で、ポリメラーゼにより処理することであって、
前記コンカテマーは、前記二次核酸の、第一のコピーの、第一のプライマーの、第二のコ
ピーの、伸長された生成物の、伸長された生成物、及び前記二次核酸の、第二のコピーの
、第二のプライマーの、伸長された生成物の、伸長された生成物を含む。
【請求項３０】
ステップ（Ａ）の前記核酸ポリメラーゼが、鎖置換活性を有するＤＮＡポリメラーゼであ
る、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
前記方法の全てのステップが、８０Ｃ未満の温度で行われる、請求項２９に記載の方法。
【請求項３２】
前記ステップの２つ以上が同時に生じる、請求項２９に記載の方法。
【請求項３３】
ポリヌクレオチド・テンプレート又はその類似の配列のを含むコンカテマーを生成するた
めの方法であって、前記方法は以下を含む方法：
（Ａ）前記ポリヌクレオチド・テンプレートを含む一次核酸を、前記ポリヌクレオチド・
テンプレートにアニールされた前記第一のプライマーの第一のコピーの合成された伸長さ
れた生成物が合成される条件下で第一のプライマーの第一のコピー及びポリメラーゼによ
り処理することであって、
前記第一のプライマーは５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、及び２つの領域
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：
（ｉ）以下を含むテール領域
（ａ）前記プライマーの５’末端ヌクレオチド
（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記５’末端
ヌクレオチドから下流にあり、
（ｃ）１つ以上のヌクレオチドを含む、前記５’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌ
クレオチドの間の中間部分、ａｎｄ
（ｉｉ）以下を含むテンプレート結合領域
（ａ）前記プライマーの３’末端ヌクレオチド
（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記３’末端
ヌクレオチドから上流にあり
（ｃ）前記３’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌクレオチド、１つ以上のヌクレオ
チドを含む中間部分、及び前記第一のプライマーの第一のコピーのテンプレート結合領域
は前記ポリヌクレオチド・テンプレートにアニールし、
（Ｂ）ステップ（Ａ）の前記第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物を、ス
テップ（Ａ）前記第一のプライマーの第一のコピー伸長された生成物にアニールした前記
第二のプライマーの伸長された生成物が、合成される条件下で第二のプライマー及びポリ
メラーゼと処理することであって、
前記第二のプライマーは、５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、及び２つの領
域を含み：
（ｉ）以下を含むテール領域
（ａ）前記プライマーの５’末端ヌクレオチド
（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記５’末端
ヌクレオチドから下流にあり
（ｃ）１つ以上のヌクレオチドを含む、前記５’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌ
クレオチドの間の中間部分
（ｉｉ）以下を含むテンプレート結合領域
（ａ）前記プライマーの３’末端ヌクレオチド
（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記３’末端
ヌクレオチドから上流にあり
（ｃ）前記３’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌクレオチドの間の、１つ以上のヌ
クレオチドを含む中間部分、
前記第二のプライマーのテール領域は、前記第一のプライマーテール領域ヌクレオチド配
列相補的なヌクレオチド配列を含み、
前記第二のプライマーのテンプレート結合領域は、ステップ（Ａ）の前記第一のプライマ
ーの第一のコピーの伸長された生成物にアニールし、及び
前記第二のプライマーの伸長された生成物は、５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオ
チド、及び前記３’末端ヌクレオチドを含む３’末端領域を含み、前記３’末端領域は、
５’から３’方向に読んだ場合の前記第二のプライマーのテール領域のヌクレオチド配列
と同じヌクレオチド配列を含み、及び前記３’末端領域の最終的なヌクレオチドは、前記
第二のプライマーの伸長された生成物の３’末端ヌクレオチドであり、
（Ｃ）ステップ（Ｂ）の前記第二のプライマーの伸長された生成物、及び前記第一のプラ
イマーの第二のコピー伸長された生成物を含む、二次核酸の第一のコピーを生成するため
に、ステップ（Ｂ）前記第二のプライマー伸長された生成物を、ステップ（Ｂ）前記第二
のプライマー伸長された生成物にアニールした前記第一のプライマーの第二のコピー伸長
された生成物が合成される条件下で、前記第一のプライマーの第二のコピー及びポリメラ
ーゼと処理することであって、
前記第一のプライマーの第二のコピーの伸長された生成物は、５’末端ヌクレオチド、３
’末端ヌクレオチド、及び前記３’末端ヌクレオチドを含む３’末端領域を含み、前記３
’末端領域は、５’から３’方向に読んだ場合の前記第一のプライマーのテール領域のヌ
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クレオチド配列と同じヌクレオチド配列を含み、及び前記３’末端領域の最終的なヌクレ
オチドは、第二のプライマーの伸長された生成物の３’末端ヌクレオチドであり、
（Ｄ）ステップ（Ｂ）の前記第二のプライマーの伸長された生成物及びステップ（Ｃ）の
前記第一のプライマーの第二のコピーの伸長された生成物を含む前記二次核酸の少なくと
も第二のコピーを生成するために、少なくともステップ（Ｃ）を１つ以上の追加回数繰り
返すこと、
（Ｅ）前記二次核酸の第一のコピーの第一のプライマーの第二のコピーの伸長された生成
物、及び前記二次核酸の第二のコピーの第二のプライマーの伸長された生成物を含むクロ
スオーバー構造を生成するために、ステップ（Ｃ）の前記二次核酸の第一のコピー及びス
テップ（Ｄ）の前記二次核酸の第二のコピーを、前記二次核酸の第一のコピーの第一のプ
ライマーの第二のコピーの伸長された生成物の３’末端領域が、前記二次核酸第二のコピ
ー第二のプライマー、伸長された生成物３’末端領域とアニールする条件下で勝利するこ
と、
（Ｆ）ステップ（Ａ）の前記ポリヌクレオチド・テンプレートの２つのコピーを含むコン
カテマーを生成するために、ステップ（Ｅ）の前記クロスオーバー構造を、前記二次核酸
第一のコピー前記第一のプライマーの第二のコピーの伸長された生成物の伸長された生成
物が合成され、及び前記二次核酸第二のコピーの第二のプライマーの伸長された生成物の
伸長された生成物が合成される条件下で、ポリメラーゼと処理することであって、前記コ
ンカテマーは、前記二次核酸の第一のコピーの第一のプライマーの、第二のコピーの伸長
された生成物伸長された生成物、及び前記二次核酸の第二のコピーの第二のプライマーの
伸長された生成物の伸長された生成物を含む。
【請求項３４】
ステップ（Ａ）前記核酸ポリメラーゼが、ＤＮＡポリメラーゼである、請求項３３に記載
の方法。
【請求項３５】
ステップ（Ａ）の前記核酸ポリメラーゼが、逆転写酵素である、請求項３３に記載の方法
。
【請求項３６】
前記方法の全てのステップが８０Ｃ未満の温度で遂行される、請求項３３に記載の方法。
【請求項３７】
前記方ステップの２つ以上が同時に生じる、請求項３３に記載の方法。
【請求項３８】
二本鎖の核酸テンプレートの２つ以上のコピーを含むコンカテマーを生成する方法であっ
て、前記方法は以下を含む方法：
（Ａ）以下を含む反応混合物を調製すること：
（ｉ）前記二本鎖の核酸テンプレートを含む一次核酸、
（ｉｉ）単離された核酸ポリメラーゼ、
（ｉｉｉ）５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、及び２つの領域を含む第一の
プライマー：
（ａ）以下を含むテール領域
（１）前記プライマーの５’末端ヌクレオチド
（２）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記５’末端
ヌクレオチドから下流にあり、
（３）前記５’末端ヌクレオチド及び前記
最も内部のヌクレオチドとの間のヌクレオチドを１つ以上含む中間部分、及び
（ｂ）以下を含むテンプレート結合領域
（１）前記プライマーの３’末端ヌクレオチド
（２）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記３’末端
ヌクレオチドから上流にあり、
（３）前記３’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌクレオチドの間の、１つ以上のヌ



(9) JP 2016-521120 A 2016.7.21

10

20

30

40

50

クレオチドを含む中間部分、
前記テンプレート結合領域は、前記核酸テンプレートの第一の鎖に相補的であり、
（ｉｖ）５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、及び２つの領域を含む第二のプ
ライマー：
（ａ）以下を含むテール領域
（１）前記プライマーの５’末端ヌクレオチド
（２）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記５’末端
ヌクレオチドから下流にあり、
（３）前記５’末端ヌクレオチド及び前記
最も内部のヌクレオチドとの間のヌクレオチドを１つ以上含む中間部分、及び
（ｂ）以下を含むテンプレート結合領域
（１）前記プライマーの３’末端ヌクレオチド
（２）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記３’末端
ヌクレオチドから上流にあり、
（３）前記３’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌクレオチドの間の、１つ以上のヌ
クレオチドを含む中間部分、及び
前記テンプレート結合領域は、前記核酸テンプレート第二の鎖に相補的であり、及び
前記第二のプライマーのテール領域は、前記第一のプライマーのテール領域のヌクレオチ
ド配列と相補的なヌクレオチド配列を含み、及び
（Ｂ）前記反応混合物を、少なくとも３分間、８０Ｃ未満の温度でインキュベートするこ
と。
【請求項３９】
ポリヌクレオチド・テンプレート２つ以上のコピーを含むコンカテマーを生成する方法で
あって、前記方法は以下を含む方法：
（Ａ）以下を含む反応混合物を調製すること：
（ｉ）前記ポリヌクレオチド・テンプレートを含む核酸
（ｉｉ）単離された核酸ポリメラーゼ、
（ｉｉｉ）５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、及び２つの領域を含む第一の
プライマー：
（ａ）以下を含むテール領域
（１）前記プライマーの５’末端ヌクレオチド
（２）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記５’末端
ヌクレオチドから下流にあり
（３）前記５’末端ヌクレオチド及び前記
最も内部のヌクレオチドの間の、１つ以上のヌクレオチドを含む中間部分、及び
（ｂ）以下を含むテンプレート結合領域
（１）前記プライマーの３’末端ヌクレオチド
（２）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記３’末端
ヌクレオチドから上流にあり、
（３）前記３’末端ヌクレオチド及び前記
最も内部のヌクレオチドの間の、１つ以上のヌクレオチドを含む中間部分、及び
前記テンプレート結合領域は、前記ポリヌクレオチド・テンプレートに相補的であり、
（ｉｖ）５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、及び２つの領域を含む第二のプ
ライマー：
（ａ）以下を含むテール領域
（１）前記プライマーの５’末端ヌクレオチド
（２）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記５’末端
ヌクレオチドから下流にあり
（３）前記５’末端ヌクレオチド及び前記
最も内、及び
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（ｂ）以下を含むテンプレート結合領域
（１）前記プライマーの３’末端ヌクレオチド
（２）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記３’末端
ヌクレオチドから上流にあり
（３）前記３’末端ヌクレオチド及び前記
最も内部のヌクレオチドの間の１つ以上のヌクレオチドを含む中間部分、及び
前記テンプレート結合領域は、前記ポリヌクレオチド・テンプレートに相補的なヌクレオ
チド配列に相補的であり、及び
前記第二のプライマーのテール領域は、前記第一のプライマーのテール領域のヌクレオチ
ド配列に相補的なヌクレオチド配列を含み、及び
（Ｂ）前記反応混合物を、少なくとも３分間、８０Ｃ未満の温度でインキュベートするこ
と。
【請求項４０】
前記二本鎖の核酸テンプレート又はポリヌクレオチド・テンプレートが、前記方法の開始
から６０分以内で少なくとも１０倍に増幅される、請求項２９～３９のいずれか１つに記
載の方法。
【請求項４１】
前記第一のプライマーのテール領域が、４～２５のヌクレオチドを含む、請求項２９～３
９のいずれか１つに記載の方法。
【請求項４２】
その中の流体連通に以下を含む容器：
　第一のプライマーであって、前記第一のプライマーは第一の領域及び第二の領域を含み
、並びに前記第一のプライマーの第二の領域は、ポリヌクレオチド・テンプレートの第一
の部分に相補的なヌクレオチド配列を含み；
　第二のプライマーであって、前記第二のプライマーは、第一の領域及び第二の領域を含
み、並びに前記第二のプライマーの第二の領域は、パートナーのヌクレオチド配列に相補
的なヌクレオチド配列を含み、前記パートナーのヌクレオチド配列は、前記ポリヌクレオ
チド・テンプレートの第二の部分に相補的であり；及び
　少なくとも１つのコンカテマー鎖であって、前記コンカテマー鎖５’末端及び３’末端
を含み、及び５’から３’方向の中に一般構造：Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’を有する
ヌクレオチド配列を含み：Ｃ’は、前記第二のプライマーの第一の領域のヌクレオチド配
列を表し、Ｔｒは、前記ポリヌクレオチド・テンプレート又はその類似の配列のヌクレオ
チド配列を表し、及びＸはヌクレオチドの任意の数及び配列を表す。
【請求項４３】
前記コンカテマー鎖が第一のコンカテマー鎖であり、及び前記容器が更に第二のコンカテ
マー鎖を含み、前記第二のコンカテマー鎖は、５’末端及び３’末端を含み、及び５’か
ら３’方向の中に一般構造：Ｃ－Ｘ’－Ｔ’－Ｃ－Ｔ’－Ｃを有するヌクレオチド配列を
含み：Ｃは、前記第一のプライマーの第一の領域のヌクレオチド配列を表し、Ｔ’は、前
記ポリヌクレオチド・テンプレートに相補的なヌクレオチド配列を表し、及びＸ’は前記
Ｘのヌクレオチド配列に相補的なヌクレオチド配列を表す、請求項４２に記載の容器。
【請求項４４】
Ｘが、５’から３’方向の中に一般構造［（Ｃ’－Ｔ）Ｎ］を有する配列を含み、Ｃ’は
、前記第二のプライマーの第一の領域のヌクレオチド配列を表し、Ｔは、前記ポは０～１
０００の間の任意の整数である、請求項４２に記載の容器。
【請求項４５】
Ｘが０個のヌクレオチドを表す、請求項４２に記載の容器。
【請求項４６】
その中の流体連通の中に以下を含む容器：
（Ａ）単離された核酸ポリメラーゼ、
（Ｂ）少なくとも第一の鎖を含む核酸テンプレート、
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（Ｃ）５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、及び２つの領域を含む第一のプラ
イマー：
（ｉ）以下を含むテール領域
（ａ）前記プライマーの５’末端ヌクレオチド
（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチド前記５’末端ヌク
レオチドから下流にあり
（ｃ）前記５’末端ヌクレオチド及び前記
最も内部のヌクレオチドの間の１つ以上のヌクレオチドを含む中間部分、及び
（ｉｉ）以下を含むテンプレート結合領域
（ａ）前記プライマーの３’末端ヌクレオチド
（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記３’末端
ヌクレオチドから上流にあり
（ｃ）３’末端ヌクレオチド及び前記
最も内部のヌクレオチドの間の１つ以上のヌクレオチドを含む中間部分、
前記テンプレート結合領域は、前記核酸テンプレートの第一の鎖に相補的であり、及び
（Ｄ）５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、及び２つの領域を含む第二のプラ
イマー：
（ｉ）以下を含むテール領域
（ａ）前記プライマーの５’末端ヌクレオチド
（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記５’末端
ヌクレオチドから下流にあり
（ｃ）前記５’末端ヌクレオチド及び前記
最も内部のヌクレオチドの間の１つ以上のヌクレオチドを含む中間部分、及び
（ｉｉ）以下を含むテンプレート結合領域
（ａ）前記プライマーの３’末端ヌクレオチド
（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、３’末端ヌク
レオチドから下流にあり
（ｃ）前記３’末端ヌクレオチド及び前記
最も内部のヌクレオチドの間の１つ以上のヌクレオチドを含む中間部分、及び
前記テンプレート結合領域は、前記核酸テンプレート第一の鎖に相補的なヌクレオチド配
列に相補的であり、及び
前記第二のプライマーのテール領域は、前記第一のプライマーのテール領域のヌクレオチ
ド配列に相補的であるヌクレオチド配列を含む。
【請求項４７】
前記容器が、鎖置換活性を有するDNＡポリメラーゼを含む、請求項４２～４６のいずれか
１つに記載の方法。
【請求項４８】
前記容器が更に逆転写酵素を含む、請求項４７に記載の容器。
【請求項４９】
前記ポリヌクレオチド・テンプレートがＲＮＡ分子である、請求項４７に記載の容器。
【請求項５０】
前記Ｔが、前記ポリヌクレオチド・テンプレートＲＮＡ配列に類似の、ＤＮＡ配列のヌク
レオチド配列を表す、請求項４９に記載の容器。
【請求項５１】
前記ポリヌクレオチド・テンプレートが、ＤＮＡ分子である、請求項４２に記載の容器。
【請求項５２】
前記ポリヌクレオチド・テンプレートが、二本鎖の核酸テンプレートの１つの鎖を含む、
請求項５１に記載の容器。
【請求項５３】
前記第一のプライマーの第一の領域が４～２５のヌクレオチドを含む、請求項４２に記載
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の容器。
【請求項５４】
前記第一のプライマーの第一の領域及び前記第二のプライマーの第一の領域が、同じ数の
ヌクレオチドを含む、請求項４２に記載の容器。
【請求項５５】
前記第一のプライマーのテール領域が４～２５のヌクレオチドを含む、請求項４６に記載
の容器。
【請求項５６】
前記第一のプライマーのテール領域及び前記第二のプライマーの第一の領域が同じ数のヌ
クレオチドを含む、請求項４６に記載の容器。
【請求項５７】
前記容器が更に核酸染料を含む、請求項４２～５６のいずれか１つに記載の容器。
【請求項５８】
前記容器が、更にヌクレオチド及び緩衝液を含む、請求項４２～５７のいずれか１つに記
載の容器。
【請求項５９】
前記容器が、更に被験者からの生物学的サンプルの少なくとも一部分を含む、請求項４２
～５８のいずれか１つに記載の容器。
【請求項６０】
前記被験者がヒトである、請求項５９に記載の容器。
【請求項６１】
２つ以上の流体的に分離された容器を含むキットであって、前記コンテナは集合的に以下
を含むキット：
第一のプライマーであって、前記第一のプライマーは、第一の領域及び第二の領域を含み
、及び前記第一のプライマーの第二の領域は、ポリヌクレオチド・テンプレートの第一の
部分に相補的なヌクレオチド配列を含み；
第二のプライマーであって、前記第二のプライマーは、第一の領域及び第二の領域を含み
、及び前記第二のプライマーの第二の領域は、パートナーのヌクレオチド配列に相補的な
ヌクレオチド配列を含み、前記パートナーのヌクレオチド配列は、前記ポリヌクレオチド
・テンプレート第二の部分に相補的であり；及び
単離されたＤＮＡポリメラーゼは鎖置換活性を
有し：
前記第一のプライマーの第一の領域及び前記第二のプライマーの第一の領域は相補的であ
る。
【請求項６２】
少なくとも第一の鎖を含む標的の目的の核酸を検出するためのキットであって、前記キッ
トは２つ以上の流体的に分離された容器を含み、前記コンテナは集合的に以下を含む：
（Ａ）単離された鎖置換活性を有するＤＮＡポリメラーゼ、
（Ｂ）５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、及び２つの領域を含む第一のプラ
イマー：
（ｉ）以下を含むテール領域
（ａ）前記プライマーの５’末端ヌクレオチド
（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記５’末端
ヌクレオチドから下流にあり
（ｃ）前記５’末端ヌクレオチド及び前記
最も内部のヌクレオチドの間の１つ以上のヌクレオチドを含む中間部分、及び
（ｉｉ）以下を含むテンプレート結合領域
（ａ）前記プライマーの３’末端ヌクレオチド
（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記３’末端
ヌクレオチドから上流にあり
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（ｃ）前記３’末端ヌクレオチド及び前記
最も内部のヌクレオチドの間の１つ以上のヌクレオチドを含む中間部分、
前記テンプレート結合領域は、前記標的の核酸の第一の鎖に相補的であり、及び
（Ｃ）５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、及び２つの領域を含む第二のプラ
イマー：
（ｉ）以下を含むテール領域
（ａ）前記プライマーの５’末端ヌクレオチド
（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記５’末端
ヌクレオチドから下流にあり
（ｃ）前記５’末端ヌクレオチド及び前記
最も内部のヌクレオチドの間の１つ以上のヌクレオチドを含む中間部分、及び
（ｉｉ）以下を含むテンプレート結合領域
（ａ）前記プライマーの３’末端ヌクレオチド
（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記３’末端
ヌクレオチドから上流にあり、
（ｃ）前記３’末端ヌクレオチド及び前記
最も内部のヌクレオチドの間の１つ以上のヌクレオチドを含む中間部分、及び
前記テンプレート結合領域は、前記標的の核酸の第一の鎖に相補的なヌクレオチド配列に
相補的であり、及び前記第二のプライマーのテール領域は前記第一のプライマーのテール
領域のヌクレオチド配列の相補的なヌクレオチド配列を含む。
【請求項６３】
更に逆転写酵素を含む、請求項６１又は６２に記載のキット。
【請求項６４】
前記第一のプライマーの第一の領域が、４～２５のヌクレオチドを含む、請求項６１に記
載のキット。
【請求項６５】
前記第一のプライマーのテール領域が、４～２５のヌクレオチドを含む、請求項６２に記
載のキット。
【請求項６６】
前記標的の目的の核酸のヌクレオチド配列を含む核酸を更に含む、請求項６１～６５のい
ずれか１つに記載のキット。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　核酸の増幅のための方法及び試薬に対する増加するニーズが存在する。特定の核酸の複
数のコピーの生成は、核酸が所定の応用に用いられるために、しばしば必要か、又は有用
である。例えば、目的の核酸のヌクレオチド配列を分析するために、配列が分析される前
に、高い頻度で、そのコピー数を増やすために、この核酸が複製される。別の実施例では
、サンプル中の特定の核酸の存在又は不在を決定するために、サンプル特定の核酸がサン
プル中に存在する場合に、それが増幅され得るような条件の下に処理され得る。別の実施
例では、プローブとして用いられるための核酸は、オリジナルの核酸テンプレートと同じ
配列を含む多数の核酸を生成させるために、繰り返しコピーされ、それにより、プローブ
として用いられる核酸の多数のコピーが生成される。
【０００２】
　核酸の増幅のための様々な方法は周知である。例えば、ポリメラーゼ連鎖反応（“ＰＣ
Ｒ”）（例えば、米国特許第４，６８３，２０２号を参照されたい）は、核酸の増幅のた
めの人気のある方法である。ＰＣＲ反応を成功裏に遂行するために、この反応は、複数の
サイクルで反復される複数の異なる温度で遂行されなければならない。このことは、ＰＣ
Ｒ反応の温度を繰り返し変化させるためのハードウエア、又は他の機構を必要とする。核
酸の増幅のための別の方法はループ媒介等温増幅（“ＬＡＭＰ”）と称される（例えば、
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米国特許第６，４１０，２７８号を参照のこと）．ＬＡＭＰ反応は、等温的に遂行され得
るが、典型的には、標的の核酸上の６つの明白に区別できる配列を認識する４つの異なる
プライマーの使用を含み得る。
【０００３】
　増幅された核酸を使用する、多くの及び成長する数の応用のために、増幅された核酸の
生成を促進するために、核酸の増幅のための新しい方法及び試薬が望まれる。
（相互参照による組み込み）
　本明細書において言及される、全ての刊行物、特許及び特許出願は、個々の刊行物、特
許及び特許出願のそれぞれが、参照により組み込まれるために、あたかも明確に、及び個
々に参照により示されるのと同程度に、参照により本明細書に組み込まれる。しかしなが
ら、本発明の明確な開示の内容と参照により本明細書に組み込まれた文書の内容の間に矛
盾がある場合には、本発明の明確な開示の内容が支配する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第４，６８３，２０２号明細書
【特許文献２】米国特許第６，４１０，２７８号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書において提供されるものは、核酸の増幅及びコンカテマーの生成に関する方法
及び組成物である。
【０００６】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供されるものは、二本鎖の核酸テンプレ
ートの２つ以上のコピーを含む、コンカテマーを生成するための方法であって、この方法
は以下のものを含む：（Ａ）二本鎖の核酸テンプレートを含む一次二本鎖の核酸を、二本
鎖の核酸テンプレートの第一の鎖にアニールされた第一のプライマーの第一のコピーの伸
長された生成物が、合成される得る条件下で、第一のプライマーの第一のコピー及びポリ
メラーゼにより処理することであって、前記第一のプライマーは、５’末端ヌクレオチド
、３’末端ヌクレオチド、並びに（ｉ）及び（ｉｉ）２つの領域を含み：（ｉ）テール領
域は以下を含み：（ａ）前記プライマーの５’末端ヌクレオチド（ｂ）最も内部のヌクレ
オチドであって、この最も内部のヌクレオチドは、前記５’末端ヌクレオチドから下流に
あり、（ｃ）１つ以上のヌクレオチドを含む５’末端ヌクレオチド及び最も内部のヌクレ
オチドの間の中間部分、及び（ｉｉ）テンプレート結合領域は以下のものを含み：（ａ）
前記プライマーの３’末端ヌクレオチド、（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、この
最も内部のヌクレオチドは前記３’末端ヌクレオチドから上流にあり、（ｃ）１つ以上の
ヌクレオチドを含む、前記３’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌクレオチドの間の
中間部分、及び前記第一のプライマーの第一のコピーのテンプレート結合領域は、二本鎖
の核酸テンプレートの前記第一の鎖にアニールし、（Ｂ）ステップ（Ａ）の前記第一のプ
ライマーの第一のコピーの伸長された生成物を、ステップ（Ａ）の前記第一のプライマー
の第一のコピーの伸長された生成物がアニールされた第二のプライマーの伸長された生成
物が合成される条件下で、第二のプライマー及びポリメラーゼで処理することであって、
前記第二のプライマーは、５’末端ヌクレオチド，３’末端ヌクレオチド、及び２つの領
域を含み：（ｉ）テール領域は以下のものを含み：（ａ）前記プライマーの５’末端ヌク
レオチド、（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、この最も内部のヌクレオチドは、前
記５’末端ヌクレオチドから下流にあり、（ｃ）１つ以上のヌクレオチドを含む、前記５
’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌクレオチドの間の中間部分、及び（ｉｉ）テン
プレート結合領域は以下のものを含む：（ａ）前記プライマーの３’末端ヌクレオチド、
（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、この最も内部のヌクレオチドは前記３’末端ヌ
クレオチドから上流にあり、（ｃ）１つ以上のヌクレオチドを含む、前記３’末端ヌクレ
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オチドと前記最も内部のヌクレオチドの間の中間領域であって、前記第二のプライマーの
テール領域は、前記第一のプライマーのテール領域のヌクレオチド配列と相補的である、
ヌクレオチド配列を含み、もし前記第二のプライマーの５’末端ヌクレオチドが、前記第
一のプライマーのテール領域の最も内部のヌクレオチドと整列するために配列される場合
、及び前記第一のプライマーの５’末端ヌクレオチドが、第二のプライマーのテール領域
の最も内部のヌクレオチドと整列する場合、前記第二のプライマーのテンプレート結合領
域は、ステップ（Ａ）の前記第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物とアニ
ールし、及び前記第二のプライマーの伸長された生成物は、５’末端ヌクレオチド、３’
末端ヌクレオチド、及び３’末端ヌクレオチドを含む、３’末端領域を含み、前記３’末
端領域は、前記第二のプライマーのテール領域を、５’から３’方向に読んだ場合の、ヌ
クレオチド配列と同じヌクレオチド配列を含み、及び３’末端ヌクレオチドの３’末端領
域の最終的なヌクレオチドは、第二のプライマーの伸長された生成物の、３’末端ヌクレ
オチドであり、（Ｃ）ステップ（Ｂ）の前記第二のプライマーの伸長された生成物を含む
、二次核酸の第一のコピー、及び前記第一のプライマーの第二のコピーの伸長された生成
物を生成するために、ステップ（Ｂ）の前記第二のプライマーの伸長された生成物を、前
記第一のプライマーの第二のコピー及びポリメラーゼにより、ステップ（Ｂ）の前記第二
のプライマーの伸長された生成物によりアニールされた、前記第一のプライマーの第二の
コピーの伸長された生成物が、合成される条件下で、処理することであって、前記第一の
プライマーの第二のコピーの伸長された生成物は、５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌク
レオチド、及び３’末端ヌクレオチドを含む３’末端領域を含み、前記３’末端領域は、
前記第一のプライマーを５’から３’方向に読んだ場合のテール領域と同じヌクレオチド
配列であり、３’末端領域の最終的なヌクレオチドは、第二のプライマーの伸長された生
成物の、３’末端ヌクレオチドであり、（Ｄ）（Ｃ）の二次核酸の少なくとも第二のコピ
ーを生成するために、少なくともステップ（Ｃ）を、１回以上の追加回数で繰り返すこと
、（Ｅ）二次核酸の第一のコピーの第一のプライマーの第二のコピーの伸長された生成物
、及び二次核酸の第二のコピーの第二のプライマーの伸長された生成物を含む、クロスオ
ーバー構造を生成するために、ステップ（Ｃ）の二次核酸の第一のコピー及びステップ（
Ｄ）の二次核酸の第二のコピーを、第二の核酸の第一のコピーの第一のプライマーの第二
の伸長化合物の３’末端領域が、第二の核酸の第二のコピーの第二のプライマーの３’末
端領域とアニールする条件下で処理すること、（Ｆ）ステップ（Ａ）の二本鎖の核酸テン
プレートのコピーを含むコンカテマーを生成するために、ステップ（Ｅ）のクロスオーバ
ー構造を、二次核酸の第一のコピーの第二のコピーの第一のプライマーの伸長された生成
物の伸長された生成物が合成され、及び二次核酸の第二のコピーの第二のプライマーの伸
長された生成物の伸長された生成物が合成される条件下で、ポリメラーゼで処理すること
であって、前記コンカテマーは、二次核酸の第一のコピーの第二のコピーの第一のプライ
マーの伸長された生成物の伸長された生成物、及び二次核酸の第二のコピーの第二のプラ
イマーの伸長された生成物の伸長された生成物を含む。
【０００７】
　いくつかの実施形態では本明細書において提供されるものは、ポリヌクレオチド・テン
プレート又はその類似の配列の２つ以上のコピーを含むコンカテマーを生成するための方
法であり、この方法は：（Ａ）ポリヌクレオチド・テンプレートにアニールした、前記第
一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物が合成される条件下で、ポリヌクレオ
チド・テンプレートを含む、一次核酸を、第一のプライマーの第一のコピー及びポリメラ
ーゼと処理することであって、前記第一のプライマーは、５’末端ヌクレオチド，３’末
端ヌクレオチド、並びに（ｉ）及び（ｉｉ）の２つの領域を含み：（ｉ）テール領域は以
下のものを含み、（ａ）前記プライマーの５’末端ヌクレオチド（ｂ）最も内部のヌクレ
オチドであって、この最も内部のヌクレオチドは前記５’末端ヌクレオチドから下流にあ
り、（ｃ）５’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌクレオチドの間の１つ以上のヌク
レオチドを含む中間部分、及び（ｉｉ）テンプレート結合領域は以下のものを含み、（ａ
）前記プライマーの３’末端ヌクレオチド（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、この
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最も内部のヌクレオチドは前記３’末端ヌクレオチドから上流にあり、（ｃ）３’末端ヌ
クレオチド及び前記最も内部のヌクレオチドの間の、１つ以上のヌクレオチドを含む中間
部分、及び前記第一のプライマーの第一のコピーのテンプレート結合領域は、前記ポリヌ
クレオチド・テンプレートにアニールし、（Ｂ）ステップ（Ａ）の前記第一のプライマー
の第一のコピーの伸長された生成物にアニールされた、前記第二のプライマーの伸長され
た生成物が合成される条件下で、ステップ（Ａ）の前記第一のプライマーの第一のコピー
の伸長された生成物を、第二のプライマー及びポリメラーゼと処理することであって、前
記第二のプライマーは、５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、並びに（ｉ）及
び（ｉｉ）の２つの領域を含み：（ｉ）テール領域は以下のものを含み、（ａ）前記プラ
イマーの５’末端ヌクレオチド（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、この最も内部の
ヌクレオチドは、前記５’末端ヌクレオチドから下流にあり（ｃ）１つ以上のヌクレオチ
ドを含む、５’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌクレオチドの間の中間部分、（ｉ
ｉ）テンプレート結合領域は以下を含み、（ａ）前記プライマーの３’末端ヌクレオチド
（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、この最も内部のヌクレオチドは、前記３’末端
ヌクレオチドから上流にあり（ｃ）１つ以上のヌクレオチドを含む、３’末端ヌクレオチ
ド及び前記最も内部のヌクレオチドの間の中間部分、前記第二のプライマーのテール領域
は、前記第一のプライマーのテール領域のヌクレオチド配列と相補的なヌクレオチド配列
を含み、前記第二のプライマーの５’末端ヌクレオチドが、前記第一のプライマーのテー
ル領域の最も内部のヌクレオチドと整列し、及びもし前記第一のプライマーの５’末端ヌ
クレオチドが、第二のプライマーのテール領域の最も内部のヌクレオチドと配列が整列さ
れる場合、前記第二のプライマーのテンプレート結合領域は、ステップ（Ａ）の前記第一
のプライマーの第一のコピー伸長された生成物とアニールし、及び前記第二のプライマー
の伸長された生成物は、５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、及び３’末端ヌ
クレオチドを含む３’末端領域を含み、前記３’末端領域は、前記第二のプライマーのテ
ール領域を５’から３’方向に読んだ場合のヌクレオチド配列と同じヌクレオチド配列を
含み、及び前記３’末端領域の最終的なヌクレオチドは、第二のプライマーの伸長された
生成物の３’末端ヌクレオチドとであり、（Ｃ）ステップ（Ｂ）の第二のプライマー伸長
された生成物及び前記第一のプライマーの第二のコピー伸長された生成物を含む二次核酸
の第一のコピーを生成するために、ステップ（Ｂ）前記第二のプライマーの伸長された生
成物にアニールされた前記第一のプライマーの第二のコピーの伸長された生成物が合成さ
れる条件下で、ステップ（Ｂ）の、前記第二のプライマーの伸長された生成物を、前記第
一のプライマーの第二のコピー及びポリメラーゼと処理することであって、前記第一のプ
ライマーの第二のコピーの伸長された生成物は、５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレ
オチド、及び３’末端ヌクレオチドを含む３’末端領域を含み、前記３’末端領域は、前
記第一のプライマーのテール領域を５’から３’方向に読んだ場合のヌクレオチド配列と
同じヌクレオチド配列を含み、及び３’末端領域の最終的なヌクレオチドは、第二のプラ
イマーの伸長された生成物の３’末端ヌクレオチドであり、（Ｄ）ステップ（Ｂ）前記第
二のプライマーの伸長された生成物、及びステップ（Ｃ）の前記第一のプライマーの第二
のコピー伸長された生成物を含む二次核酸の少なくとも第二のコピーを生成するために、
ステップ（Ｃ）を、１回以上の追加回数で繰り返すこと、（Ｅ）二次核酸の第一のコピー
の第一のプライマーの第二のコピーの伸長された生成物、及び前記二次核酸の第二のコピ
ーの第二のプライマーの伸長された生成物を含むクロスオーバー構造を生成するために、
ステップ（Ｃ）の二次核酸の第一のコピー、及びステップ（Ｄ）の二次核酸の第二のコピ
ーを、二次核酸前の第一のコピーの第一のプライマーの第二のコピーの伸長された生成物
の３’末端領域が、前記二次核酸の第二のコピーの第二のプライマーの伸長された生成物
の３’末端領域にアニールする条件下で処理すること、（Ｆ）ステップ（Ａ）のポリヌク
レオチド・テンプレートの２つのコピーを含むコンカテマーを生成するために、前記二次
核酸の第一のコピーの第一のプライマーの第二のコピーの伸長された生成物の伸長された
生成物が合成され、及び前記二次核酸の第二のコピーの第二のプライマーの伸長された生
成物の伸長された生成物が合成される条件下で、ステップ（Ｅ）の前記クロスオーバー構
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造を、ポリメラーと処理することであって、前記コンカテマーは、前記二次核酸第一のコ
ピーの第一のプライマーの第二のコピーの伸長された生成物の伸長された生成物、及び前
記二次核酸の第二のコピーの第二のプライマーの伸長された生成物の伸長された生成物を
含む。いくつかの実施形態では、ステップ（Ａ）の前記核酸ポリメラーゼはＤＮＡポリメ
ラーゼである。いくつかの実施形態ではステップ（Ａ）の前記核酸ポリメラーゼは、逆転
写酵素である。
【０００８】
　いくつかの実施形態では本明細書において提供されるものは、二本鎖の核酸テンプレー
トの２つ以上のコピーを含むコンカテマーを生成するための方法であり、この方法は以下
のものを含む方法：（Ａ）以下のものを含む反応混合物を調製すること：（ｉ）二本鎖の
核酸テンプレートを含む一次核酸（ｉｉ）単離された核酸ポリメラーゼ、（ｉｉｉ）５’
末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、及び２つの領域を含む第一のプライマー：（
ａ）以下を含むテール領域（１）前記プライマーの５’末端ヌクレオチド（２）最も内部
のヌクレオチドであって、この最も内部のヌクレオチドは、前記５’末端ヌクレオチドか
ら下流にあり（３）１つ以上のヌクレオチドを含む５’末端ヌクレオチド及び最も内部の
ヌクレオチドの間の中間部分、及び（ｂ）以下のものを含むテンプレート結合領域（１）
前記プライマーの３’末端ヌクレオチド（２）最も内部のヌクレオチドであって、この最
も内部のヌクレオチドは前記３’末端ヌクレオチドから上流にあり、（３）１つ以上のヌ
クレオチドを含む、３’末端ヌクレオチド及び最も内部のヌクレオチドの間の中間部分で
あって、前記テンプレート結合領域は、前記核酸テンプレートの第一の鎖と相補的であり
（ｉｖ）５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、及び２つの領域を含む第二のプ
ライマー：（ａ）以下のものを含むテール領域（１）前記プライマーの５’末端ヌクレオ
チド（２）最も内部のヌクレオチド、この最も内部のヌクレオチドは、前記５’末端ヌク
レオチドから下流にあり（３）１つ以上のヌクレオチドを含む前記５’末端ヌクレオチド
及び前記最も内部のヌクレオチドの間の中間部分、及び（ｂ）以下のものを含むテンプレ
ート結合領域（１）前記プライマーの３’末端ヌクレオチド（２）最も内部のヌクレオチ
ドであって、この最も内部のヌクレオチドは３’末端ヌクレオチドから上流にあり、（３
）１つ以上のヌクレオチドを含む、前記３’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌクレ
オチドの間の中間部分、及び前記テンプレート結合領域は、前記核酸テンプレートの第二
の鎖に相補的であり、及びもし前記第二のプライマーの５’末端ヌクレオチドが、前記第
一のプライマーのテール領域の最も内部のヌクレオチドと整列できる場合には、及び前記
第一のプライマー５’末端ヌクレオチドが、前記第二のプライマーテール領域の最も内部
のヌクレオチドと配列するように配列が整列されると、前記第二のプライマーのテール領
域は、前記第一のプライマーのテール領域のヌクレオチド配列と相補的なヌクレオチド配
列を含み、及び（Ｂ）反応混合物を熱サイクルなしで少なくとも３分間インキュベートす
ることを含む。
【０００９】
　いくつかの実施形態では本明細書において提供されるものは、ポリヌクレオチド・テン
プレートの２つ以上のコピーを含むコンカテマーを生成するための方法であり、この方法
は以下のものを含む：（Ａ）以下のものを含む反応混合物を調製すること：（ｉ）ポリヌ
クレオチド・テンプレートを含む核酸（ｉｉ）単離された核酸ポリメラーゼ、（ｉｉｉ）
５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、及び２つの領域を含む第一のプライマー
：（ａ）以下のものを含むテール領域（１）前記プライマーの５’末端ヌクレオチド（２
）最も内部のヌクレオチドであって、この最も内部のヌクレオチドは前記５’末端ヌクレ
オチドから下流にあり（３）１つ以上のヌクレオチドを含む前記５’末端ヌクレオチド及
び前記最も内部のヌクレオチドの間の中間部分、及び（ｂ）以下のものを含むテンプレー
ト結合領域（１）前記プライマーの３’末端ヌクレオチド（２）最も内部のヌクレオチド
、であって、この最も内部のヌクレオチドは、前記３’末端ヌクレオチドから上流にあり
（３）１つ以上のヌクレオチドを含む、前記３’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌ
クレオチドの間の中間部分、及び前記テンプレート結合領域は前記ポリヌクレオチド・テ
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ンプレートに相補的であり、（ｉｖ）第二のプライマーは、５’末端ヌクレオチド、３’
末端ヌクレオチド、及び２つの領域を含み：（ａ）以下のものを含むテール領域（１）前
記プライマーの５’末端ヌクレオチド前記（２）最も内部のヌクレオチドであって、この
最も内部のヌクレオチドは、前記５’末端ヌクレオチドから下流にあり（３）１つ以上の
ヌクレオチドを含む前記５’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌクレオチドの間の中
間部分、及び（ｂ）以下のものを含むテンプレート結合領域（１）前記プライマーの３’
末端ヌクレオチド（２）最も内部のヌクレオチドであって、この最も内部のヌクレオチド
は、前記３’末端ヌクレオチドから上流にあり（３）１つ以上のヌクレオチドを含む前記
３’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌクレオチドの間の中間部分、及びもし前記第
二のプライマー５’末端ヌクレオチドが、前記第一のプライマーのテール領域の前記最も
内部のヌクレオチドに整列し、及び前記第一のプライマーの５’末端ヌクレオチドが、前
記第二のプライマーのテール領域の前記最も内部のヌクレオチドと整列するように、前記
プライマーの配列が整列されると、前記テンプレート結合領域は、前記ポリヌクレオチド
・テンプレートに相補的なヌクレオチド配列に対して相補的であり、及び前記第二のプラ
イマーのテール領域は、前記第一のプライマーのテール領域のヌクレオチド配列に相補的
なヌクレオチド配列を含み、及び（Ｂ）反応混合物を８０Ｃ未満の温度で少なくとも３分
間インキュベートすることを含む。
【００１０】
　いくつかの実施形態では本明細書において提供されるものは、二本鎖の核酸テンプレー
トの２つ以上のコピーを含むコンカテマーを生成するための方法であり、この方法は、二
本鎖の核酸テンプレートを含む、二本鎖の核酸分子の第一のコピー及び第二のコピー及び
ポリメラーゼを共にインキュベートすることを含み、前記二本鎖の核酸分子は、第一の鎖
及び第二の鎖を含み、それぞれが複数のヌクレオチドを含み、前記第一の鎖は、５’末端
ヌクレオチド及び３’末端ヌクレオチドを含み、並びに５’から３’方向の中に：Ａ１－
Ｂ－Ａ２の一般形式の領域を含み、第二の鎖は、５’末端ヌクレオチド及び３’末端ヌク
レオチドを含み、並びに５’から３’方向の中に：Ｃ１－Ｄ－Ｃ２の一般形式の領域を含
み、二本鎖の核酸分子の中に、領域Ｂは、二本鎖の核酸テンプレートの第一の鎖のヌクレ
オチド配列を含み、領域Ｄは、二本鎖の核酸テンプレートの第二の鎖のヌクレオチド配列
を含み、領域Ａ１はＣ２にアニールされ、ＢはＤにアニールされ、及びＡ２はＣ１にアニ
ールされ、前記二本鎖の核酸分子の第一のコピーの第一の鎖、及び前記二本鎖の核酸分子
の第二のコピーの第二の鎖を含む、クロスオーバー構造が生成され、前記第一の鎖のＡ２
領域は、第二の鎖のＣ２領域にアニールされ、前記クロスオーバー構造の第二の鎖の伸長
された生成物にアニールされた前記クロスオーバー構造の第一の鎖の伸長された生成物を
含むコンカテマー生成するために、前記クロスオーバー構造の第一の鎖の伸長された生成
物が合成され、及び前記クロスオーバー構造の第二の鎖の伸長された生成物が合成され、
このコンカテマーは、前記二本鎖の核酸テンプレートの２つのコピーを含む。
【００１１】
　実施形態では、本明細書において提供されるものは、ポリヌクレオチド・テンプレート
をコピーするための方法であり、この方法は：第一のプライマーの複数のコピー及び第二
のプライマーの複数のコピーを含む反応混合物中で前記ポリヌクレオチド・テンプレート
をインキュベートすることを含み：前記第一のプライマーは、第一の領域及び第二の領域
を含み、前記第一のプライマーの第二の領域は、前記ポリヌクレオチド・テンプレートの
第一の部分に相補的なヌクレオチド配列を含み；前記第二のプライマーは、第一の領域及
び第二の領域を含み、前記第二のプライマーの第二の領域は、パートナーのヌクレオチド
配列と相補的なヌクレオチド配列を含み、前記パートナーのヌクレオチド配列は、前記ポ
リヌクレオチド・テンプレートの第二の部分と相補的であり；及び前記第一のプライマー
の複数のコピー及び第二のプライマーの複数のコピーと前記ポリヌクレオチド・テンプレ
ートのインキュベーションすると、少なくとも１つのコンカテマー鎖が形成され、このコ
ンカテマー鎖は、５’末端及び３’末端を含み、及び５’から３’方向の中に：Ｃ’－Ｔ
－Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’の一般的構造を有するヌクレオチド配列を含み：Ｃ’は、前記第二
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のプライマーの第一の領域のヌクレオチド配列を表し、Ｔは、前記ポリヌクレオチド・テ
ンプレート又はその類似の配列のヌクレオチド配列を表し、及びＸは、ヌクレオチドの配
列の数を表す。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法では、５’から３’方向の
中に：Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’の一般的な構造を有するヌクレオチド配列を含むコ
ンカテマー鎖の形成を含み、このコンカテマー鎖は第一のコンカテマー鎖であり、及び第
二のコンカテマー鎖も形成され、第二のコンカテマー鎖は、５’末端及び３’末端を含み
、及び５’から３’方向の中に：Ｃ－Ｘ’－Ｔ’－Ｃ－Ｔ’－Ｃの一般的構造を有するヌ
クレオチド配列を含み：Ｃは、前記第一のプライマーの第一の領域のヌクレオチド配列を
表し、前記ポリヌクレオチド・テンプレートに相補的なヌクレオチド配列を表し、及びＸ
’は、Ｘのヌクレオチド配列に相補的なヌクレオチド配列を表す。
【００１３】
　実施形態では、本明細書において提供されるものは、生物学的サンプル中の標的のポリ
ヌクレオチド・テンプレートの検定のための方法であり、この方法は以下のものを含む：
Ａ）前記生物学的サンプル又はその一部分を、第一のプライマーの複数のコピー及び第二
のプライマーの複数のコピーを含む反応混合物中でインキュベートすることであって：前
記第一のプライマーは第一の領域及び第二の領域を含み、記第一のプライマーの第二の領
域は、前記ポリヌクレオチド・テンプレート第一の部分と相補的なヌクレオチド配列を含
み；前記第二のプライマーは、第一の領域及び第二の領域を含み、前記第二のプライマー
の第二の領域は、パートナーのヌクレオチド配列と相補的なヌクレオチド配列を含み、こ
のパートナーのヌクレオチド配列は前記ポリヌクレオチド・テンプレートの第二の部分と
相補的であり；及び前記ポリヌクレオチド・テンプレートと、記第一のプライマーの複数
のコピー及び第二のプライマーの複数のコピーとのインキュベーションすると、少なくと
も１つのコンカテマー鎖が形成され、このコンカテマー鎖は、５’末端及び３’末端を含
み、及び５’から３’方向中に：Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’の一般構造を有するヌク
レオチド配列を含み：Ｃ’は、第二のプライマーの第一の領域のヌクレオチド配列を表し
、Ｔは、前記ポリヌクレオチド・テンプレート又はその類似した配列のヌクレオチド配列
を表し、及びＸは、ヌクレオチドの任意の数及び配列を表し；及びＢ）Ａ）．のステップ
のインキュベートを開始した後の、１つ以上の点で、Ａ）の反応混合物中の増幅された核
酸の量を測定すること。実施形態では、反応混合物中の増幅された核酸の量を測定するこ
とは、反応混合物中の蛍光のレベルを決定することを含み得る。実施形態では、前記方法
は、反応混合物中の核酸増幅の変曲時間（変曲時間）を決定することを更に含み得る。
【００１４】
　実施形態では、本明細書において提供される、５’から３’方向に：Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－
Ｔ－Ｘ－Ｃ’の一般構造を有するヌクレオチド配列を有するコンカテマー鎖を含む、方法
、反応混合物、容器、又はキットにおいては、式中でＸは、［（Ｃ’－Ｔ）Ｎ］の５’か
ら３’方向における一般構造を有する配列を含むことができ、Ｃ’は、前記第二のプライ
マーの最初の領域の配列を表し、Ｔは前記ポリヌクレオチド・テンプレート又はその類似
の配列のヌクレオチド配列を表し、及びＮは０～２０００の間の整数を表す。実施形態で
は、Ｎは、０～１０、０～１００、０～１０００、０～５０００、０～１０，０００、１
～１０，０００、１～１０００、１～２０００、１～５０００、又は１～１０，０００の
間の任意の整数であり得る。
【００１５】
　実施形態では、本明細書において提供される、５’から３’方向に：Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－
Ｔ－Ｘ－Ｃ’の一般構造を有するヌクレオチド配列を有するコンカテマー鎖を含む、方法
、反応混合物、容器、又はキットにおいては、式中でＸは、０、１、２、３、４、５、６
、７、８、９、１０、１５、２０、２５、５０、１００、５００、１０００、１０，００
０、５０，０００、１００，０００、又は５００，０００を超えないヌクレオチドを含み
得る。実施形態では、本明細書において提供される、５’から３’方向に：Ｃ’－Ｔ－Ｃ
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’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’の一般構造を有するヌクレオチド配列を有するコンカテマー鎖を含む、
方法、反応混合物、容器、又はキットにおいては、式中でＸは少なくとも１、２、３、４
、５、６、７、８、９、１０、１５、２０、２５、５０、１００、５００、１０００、１
０，０００、５０，０００、１００，０００、又は５００，０００ヌクレオチドを含むこ
とができる。本明細書において提供される、５’から３’方向に：Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－
Ｘ－Ｃ’の一般構造を有するヌクレオチド配列を有するコンカテマー鎖を含む、方法、反
応混合物、容器、又はキットにおいては、Ｘは、少なくとも１、２、３、４、５、６、７
、８、９、１０、１５、２０、２５、５０、１００、５００、１０００、１０，０００、
５０，０００、１００，０００のヌクレオチドを含み、及びｎｏｍｏｒｅｔｈａｎ２、３
、４、５、６、７、８、９、１０、１５、２０、２５、５０、１００、５００、１０００
、１０，０００、５０，０００、１００，０００、又は５００，０００を超えないヌクレ
オチドを含み得る。
【００１６】
　実施形態では、５’から３’方向に：Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’の一般構造を有す
るヌクレオチド配列を有するコンカテマー鎖を含む、方法、反応混合物、容器、又はキッ
トにおいては、少なくとも１つのＣ’及びＴの間に、Ｃ’又はＴ配列の部分ではない、１
つ以上の追加のヌクレオチドが存在する。この１つ以上の追加のヌクレオチドは、例えば
、１～１０、１～２０、１～１００、又は１～１０００のヌクレオチドであり得る。
【００１７】
　実施形態では、５’から３’方向に：Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’の一般構造を有す
るヌクレオチド配列を有するコンカテマー鎖を含む、方法、反応混合物、容器、又はキッ
トにおいては、少なくとも１つのＣ’又はＴ配列は、１つ以上のヌクレオチドを欠失し得
る。２つ以上のヌクレオチドが欠失している場合には、これらの欠失しているヌクレオチ
ド隣接し得るか、又は離れた位置にあり得る。前記１つ以上の欠失ヌクレオチドは、例え
ば、１～１０、１～２０、１～１００、又は１～１０００ヌクレオチドであり得る。
【００１８】
　実施形態では、５’から３’方向に：Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’の一般構造を有す
るヌクレオチド配列を有するコンカテマー鎖を含む、方法、反応混合物、容器、又はキッ
トにおいては、少なくとも１つのＣ’又はＴ配列は、１つ以上の点突然変異を有し得る。
２つ以上の点突然変異が存在する場合、これらの点突然変異は隣接し得るか、又は離れた
場所にあり得る。前記１つ以上の点突然変異は、例えば、１～１０、１～２０、１～１０
０、又は１～１０００の点突然変異であり得る。
【００１９】
　実施形態では、５’から３’方向に：Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’の一般構造を有す
るヌクレオチド配列を有するコンカテマー鎖を含む、方法、反応混合物、容器、又はキッ
トにおいては、前記ヌクレオチド配列は、以下の特性の２つ又は３つの全てを有する：ｉ
）少なくとも１つのＣ’及びＴの間に、Ｃ’又はＴ配列の一部ではない１つ以上の追加の
ヌクレオチドが存在する；ｉｉ）少なくとも１つのＣ’又はＴ配列は１つ以上のヌクレオ
チドを欠失し得る；及びｉｉｉ）少なくとも１つのＣ’又はＴ配列は、１つ以上の点突然
変異を含む。
【００２０】
　実施形態では、５’から３’方向に：Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’の一般構造を有す
るヌクレオチド配列を有するコンカテマー鎖を含む、方法、反応混合物、容器、又はキッ
トにおいては、前記ポリヌクレオチド・テンプレートが、ＲＮＡ分子である、実施形態で
は、前記Ｔは、前記ポリヌクレオチド・テンプレートのＲＮＡ配列と類似の、ＤＮＡ配列
のヌクレオチド配列を表す。
【００２１】
　実施形態では、５’から３’方向に：Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’の一般構造を有す
るヌクレオチド配列を有するコンカテマー鎖を含む、方法、反応混合物、容器、又はキッ
トにおいては、前記コンカテマー鎖は、最も５’－側に存在するＣ’配列．の５’末端に



(21) JP 2016-521120 A 2016.7.21

10

20

30

40

50

更に１つ以上のヌクレオチドを含む。前記１つ以上のヌクレオチドは、例えば、１～１０
、１～２０、１～１００、又は１～１０００のヌクレオチドであり得る。
【００２２】
　実施形態では、５’から３’方向に：Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’の一般構造を有す
るヌクレオチド配列を有するコンカテマー鎖を含む、方法、反応混合物、容器、又はキッ
トにおいては、前記コンカテマー鎖は、最も３’-側に存在するC’配列の３’末端に更に
１つ以上のヌクレオチドを含む。前記１つ以上のヌクレオチドは、例えば、1～10、1～20
、1～100、又は1～1000のヌクレオチドであり得る。
【００２３】
　実施形態では、本明細書において提供されるものは、二重鎖の核酸テンプレートの少な
くとも２つのコピーを含むコンカテマーの生成方法であり、この方法は以下のものを含む
：少なくとも第一のテンプレート分子及び第二のテンプレート分子を含む反応混合物中で
インキュベートすることであって：前記第一のテンプレート分子は第一の核酸鎖及び第二
の核酸鎖を含み：前記第一のテンプレート分子の前記第一の核酸鎖は、５’から３’方向
の中に：Ｈ’－Ｓ－Ｙ１－Ｈ’の一般構造を有するヌクレオチド配列を含み、式中：Ｈ’
は、第一の相同配列のヌクレオチド配列を表し、Ｓは、二重鎖の核酸テンプレートの第一
の鎖のヌクレオチド配列を表し、及びＹ１は、ヌクレオチドの任意の数及び配列を表し；
及び前記第一のテンプレート分子の第二の核酸鎖は、５’から３’方向の中に：Ｈ－Ｙ１

’－Ｓ’－Ｈの一般構造を有するヌクレオチド配列を含み、式中：Ｈは、第二の相同配列
のヌクレオチド配列を表し、前記第一の相同配列及び第二の相同配列は互いに相補性であ
り、Ｙ１’は、Ｙ１のヌクレオチド配列に相補性のヌクレオチド配列を表し、及びＳ’は
、二重鎖の核酸テンプレートの第二の鎖のヌクレオチド配列を表し、前記二重鎖の核酸テ
ンプレートの第一の鎖及び第二の鎖は互いに相補的であり；及び第二のテンプレート分子
は第一の核酸鎖及び第二の核酸鎖を含み：前記第二のテンプレート分子の第一の核酸鎖は
、５’から３’方向の中に：Ｈ’－Ｓ－Ｙ２－Ｈ’の一般構造を有するヌクレオチド配列
を含み、式中：Ｈ’前記第一の相同配列のヌクレオチド配列を表し、Ｓは、二重鎖の核酸
テンプレートの第一の鎖のヌクレオチド配列を表し、及びＹ２は、ヌクレオチドの任意の
数及び配列を表し；及び前記第一のテンプレート分子の第二の核酸鎖は、５’から３’方
向の中に、：Ｈ－Ｙ２’－Ｓ’－Ｈの一般構造を有する、ヌクレオチド配列を含み、式中
：Ｈは、第二の相同配列のヌクレオチド配列を表し、Ｙ２’は、Ｙ２のヌクレオチド配列
に相補的なヌクレオチド配列を含み、及びＳ’は、前記二重鎖の核酸テンプレートの第二
の鎖のヌクレオチド配列を表し；及び前記反応混合物中の第一のテンプレート分子を第二
のテンプレート分子とインキュベートする際に、二重鎖の核酸テンプレートの、少なくと
も２つのコピーを有する、少なくとも１つのコンカテマーが生成され、前記コンカテマー
は、第一のコンカテマー鎖、及び第二のコンカテマー鎖を含み、前記第一のコンカテマー
鎖は、５’末端及び３’末端を含み、及び５’から３’方向の中に：Ｈ’－Ｓ－Ｙ２－Ｈ
’－Ｓ－Ｙ１－Ｈ’の一般構造を有するヌクレオチド配列を含み、式中：Ｈ’、Ｙ１、Ｓ
、及びＹ２のそれぞれは、上述のヌクレオチド配列を表し；及び第二のコンカテマー鎖は
、５’末端及び３’末端を含み、及び５’から３’方向の中に：Ｈ－Ｙ１’－Ｓ’－Ｈ－
Ｙ２’－Ｓ’－Ｈの一般構造を有する配列を含み、式中、Ｈ’、Ｙ１、Ｓ、及びＹ２は上
述のヌクレオチド配列を表す。
【００２４】
　実施形態では、５’から３’方向の中に：Ｈ’－Ｓ－Ｙ２－Ｈ’－Ｓ－Ｙ１－Ｈ’の一
般構造を有するヌクレオチド配列を含む、第一のコンカテマー鎖を含む、本明細書におい
て提供される、方法、反応混合物、容器、又はキットでは、Ｙ１及びＹ２の少なくとも１
つ又は両方は、０個のヌクレオチドを表す。
【００２５】
　実施形態では、５’から３’方向の中に：Ｈ’－Ｓ－Ｙ２－Ｈ’－Ｓ－Ｙ１－Ｈ’の一
般構造を有するヌクレオチド配列を含む、第一のコンカテマー鎖を含む、本明細書におい
て提供される、方法、反応混合物、容器、又はキットでは、Ｙ１は、５’から３’方向の
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中に、［（Ｈ’－Ｓ）Ｎ１］の一般構造を有する配列を含み、式中：Ｈ’及びＳは上述の
ヌクレオチド配列を表し、及びＮ１は、０～２０００の間の任意の整数であり得る。
【００２６】
　実施形態では、５’から３’方向の中に：Ｈ’－Ｓ－Ｙ２－Ｈ’－Ｓ－Ｙ１－Ｈ’の一
般構造を有するヌクレオチド配列を含む、第一のコンカテマー鎖を含む、本明細書におい
て提供される、方法、反応混合物、容器、又はキットでは、Ｙ２は、５’から３’方向の
中に：［（Ｈ’－Ｓ）Ｎ２］の一般構造を有する配列を含み、式中：Ｈ’及びＳは、上述
のヌクレオチド配列を表し、及びＮ１は、０～２０００の間の任意の整数であり得る。
【００２７】
　実施形態では、本明細書において提供される第一のテンプレート分子及び第二のテンプ
レート分子を含む、方法、反応混合物、容器、又はキットものでは、前記第一のテンプレ
ート分子及び第二のテンプレート分子は、両方とも二本鎖のＤＮＡ分子である。
【００２８】
　実施形態では、本明細書において提供される、第一のテンプレート分子の第一の核酸鎖
を含む、方法、反応混合物、容器、又はキットは、前記第一の核酸鎖は、５’から３’方
向中に：Ｈ’－Ｓ－Ｙ１－Ｈ’の一般構造を有するヌクレオチド配列を含み、式中：Ｈ’
は、第一の相同配列のヌクレオチド配列を表し、前記第一の相同配列は、４、５、６、７
、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２５、３０、４０、５０、６０
、７０、８０、９０、又は１００未満のヌクレオチドを含み得る。実施形態では、前記第
一の相同配列は、少なくとも４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、
１５、２０、２５、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、又は１００のヌクレオ
チドを含み得る。実施形態では、前記第一の相同配列は、少なくとも４、５、６、７、８
、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２５、３０、４０、５０、６０、７
０、８０、９０、又は１００の、及び５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１
４、１５、２０、２５、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１００、又は２０
０未満のヌクレオチドを含み得る。
【００２９】
　実施形態では、本明細書において提供される、反応混合物、容器、又はキットは、核酸
ポリメラーゼを含む。実施形態では、核酸ポリメラーゼは、鎖置換活性を有するＤＮＡポ
リメラーゼである。実施形態では、核酸ポリメラーゼＲＮＡポリメラーゼである。実施形
態では、核酸ポリメラーゼは逆転写酵素である。実施形態では、反応混合物、容器、又は
キットは、鎖置換活性を有するＤＮＡポリメラーゼ及び逆転写酵素の両方等の２種類以上
の核酸ポリメラーゼを含み得る。実施形態では、本明細書において提供される反応混合物
、容器、又はキットものは、ヌクレオチド及び緩衝液を含む。
【００３０】
　実施形態では、本明細書において提供されるポリヌクレオチド・テンプレートを含む、
方法、反応混合物、容器、又はキットでは、前記ポリヌクレオチド・テンプレートは、単
鎖の分子である。実施形態では、本明細書において提供されるポリヌクレオチド・テンプ
レートを含む、方法、反応混合物、容器、又はキットでは、前記ポリヌクレオチド・テン
プレートは、二本鎖の核酸テンプレートの一本の鎖を含む。実施形態では、本明細書にお
いて提供されるポリヌクレオチド・テンプレートを含む、方法、反応混合物、容器、又は
キットでは、前記ポリヌクレオチド・テンプレートはＤＮＡ又はＲＮＡ分子である。
【００３１】
　実施形態では、本明細書において提供される、核酸テンプレートを含む、方法、反応混
合物、容器、又はキットでは、前記核酸テンプレートは、RNA又はDNA分子である。実施形
態では、核酸テンプレートは、単鎖の又は二本鎖の分子であり得る。
【００３２】
　実施形態では、本明細書において提供される、反応混合物のインキュベーションを含む
方法では、前記反応混合物のインキュベーションの間、反応混合物の温度は、９０、８５
、８０、７５、７０、６５、６０、５５、５０、４５、４０、３７、３５、３０、２５、
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又は２０Ｃを超えない。実施形態では、本明細書において提供される方法では、前記方法
の全てのステップは、９０、８５、８０、７５、７０、６５、６０、５５、５０、４５、
４０、３７、３５、３０、２５、又は２０Ｃ未満の温度において遂行される。実施形態で
は、本明細書において提供される反応混合物、容器、又はキットは、９０、８５、８０、
７５、７０、６５、６０、５５、５０、４５、４０、３７、３５、３０、２５、又は２０
Ｃ未満の温度に維持される。実施形態では、本明細書において提供される方法は、熱サイ
クリングなしで遂行される。
【００３３】
　実施形態では、本明細書において提供される、第一の部分を含むポリヌクレオチド・テ
ンプレートを含む、方法、反応混合物、容器、又はキットでは、前記第一の部分は、５、
１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１００、
又は２００未満のヌクレオチドを含む。実施形態では、本明細書において提供される、第
一の部分を含むポリヌクレオチド・テンプレートを含む、方法、反応混合物、容器、又は
キットでは、前記第一の部分は、少なくとも５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、
４０、５０、６０、７０、８０、９０、１００、又は２００未満のヌクレオチドを含む。
実施形態では、本明細書において提供される、第一の部分を含むポリヌクレオチド・テン
プレートを含む、方法、反応混合物、容器、又はキットでは、前記第一の部分は、少なく
とも５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、５０、６０、７０、８０、９０、
又は１００未満のヌクレオチドを含み、及び１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０
、５０、６０、７０、８０、９０、１００、又は２００未満のヌクレオチドを含む。
【００３４】
　実施形態では、本明細書において提供される、第一の領域を含むプライマーを含む、方
法、反応混合物、容器、又はキットでは、前記第一の領域が、少なくとも４、５、６、７
、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２５、３０、３５、４０、５０
、６０、７０、８０、９０、又は１００のヌクレオチドを含む。実施形態では、本明細書
において提供される、第一の領域を含むプライマーを含む、方法、反応混合物、容器、又
はキットでは、前記第一の領域は、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、
１４、１５、２０、２５、３０、３５、４０、５０、６０、７０、８０、９０、又は１０
０未満のヌクレオチドを含む。実施形態では、本明細書において提供される、第一の領域
を含むプライマーを含む、方法、反応混合物、容器、又はキットでは、前記第一の領域は
、少なくとも４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２
５、３０、３５、４０、５０、６０、７０、８０、又は９０の、及び５、６、７、８、９
、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２５、３０、プライマーを含む。実施形
態では、本明細書において提供される、第一の領域を含む第一のプライマー及び第一の領
域を含む第二のプライマーを含む、方法、反応混合物、容器、又はキットでは、前記第一
のプライマー及び第二のプライマーの両方は、上述のいかなる特徴も有し得る。実施形態
では、本明細書において提供される、第一の領域を含む第一のプライマー及び第一の領域
を含む第二のプライマーを含む、方法、反応混合物、容器、又はキットでは、前記第一の
プライマーの第一の領域及び前記第二のプライマーの第一の領域は、同じ数のヌクレオチ
ドを含み得る。実施形態では、本明細書において提供される、第一の領域を含む第一のプ
ライマー及び第一の領域を含む第二のプライマーを含む、方法、反応混合物、容器、又は
キットでは、前記第一のプライマーの第一の領域、及び前記第二のプライマーの第一の領
域は、異なる数のヌクレオチドを含み得る。
【００３５】
　実施形態では、本明細書において提供される、第二の領域を含むプライマーを含む、方
法、反応混合物、容器、又はキットでは、この第二の領域は、少なくとも４、５、６、７
、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２５、３０、３５、４０、５０
、６０、７０、８０、９０、又は１００のヌクレオチドを含む。実施形態では、本明細書
において提供される、第二の領域を含むプライマーを含む、方法、反応混合物、容器、又
はキットでは、この第二の領域は、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、
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１４、１５、２０、２５、３０、３５、４０、５０、６０、７０、８０、９０、又は１０
０未満のヌクレオチドを含む。実施形態では、本明細書において提供される、第二の領域
を含むプライマーを含む、方法、反応混合物、容器、又はキットでは、この第二の領域は
、少なくとも４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２
５、３０、３５、４０、５０、６０、７０、８０、又は９０の、及び５、６、７、８、９
、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２５、３０、３５、４０、５０、６０、
７０、８０、９０、又は１００未満のヌクレオチドを含む。実施形態では、本明細書にお
いて提供される、第一の領域を含む第二のプライマー及び第二の領域を含む第二のプライ
マーを含む、方法、反応混合物、容器、又はキットでは、前記第一のプライマー及び第二
のプライマーの両方は、前記第一のプライマー及び第二のプライマーの両方は、上述のい
かなる特徴も有し得る。実施形態では、本明細書において提供される、第一の領域を含む
第二のプライマー及び第二の領域を含む第二のプライマーを含む、方法、反応混合物、容
器、又はキットでは、前記第一のプライマー及び第二のプライマーの両方は、同じ数のヌ
クレオチドを含み得る。実施形態では、本明細書において提供される、第一の領域を含む
第二のプライマー及び第二の領域を含む第二のプライマーを含む、方法、反応混合物、容
器、又はキットでは、前記第一のプライマー及び第二のプライマーの両方は、異なる数の
ヌクレオチドを含み得る。
【００３６】
　実施形態では、本明細書において提供される、第二の領域を含む第二のプライマー、及
び第二の部分を含むポリヌクレオチド・テンプレートを含む、方法、反応混合物、容器、
又はキットでは、前記第二のプライマーの第二の領域のヌクレオチド配列は、前記ポリヌ
クレオチド・テンプレートの第二の部分のヌクレオチド配列と同じである。
【００３７】
　実施形態では、本明細書において提供される、テール領域を含むプライマーを含む、方
法、反応混合物、容器、又はキットでは、前記テール領域は、少なくとも４、５、６、７
、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２５、３０、３５、４０、５０
、６０、７０、８０、９０、又は１００のヌクレオチドを含む。実施形態では、本明細書
において提供される、テール領域を含むプライマーを含む、方法、反応混合物、容器、又
はキットでは、前記テール領域は、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、
１４、１５、２０、２５、３０、３５、４０、５０、６０、７０、８０、９０、又は１０
０未満のヌクレオチドを含む。実施形態では、本明細書において提供される、テール領域
を含むプライマーを含む、方法、反応混合物、容器、又はキットでは、前記テール領域は
、少なくとも４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２
５、３０、３５、４０、５０、６０、７０、８０、又は９０の、及び５、６、７、８、９
、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２５、３０、３５、４０、５０、６０、
７０、８０、９０、又は１００未満のヌクレオチドを含む。実施形態では、本明細書にお
いて提供される、テール領域を含む第一のプライマー、及びテール領域を含む第二のプラ
イマーを含む、方法、反応混合物、容器、又はキットでは、前記第一のプライマー及び第
二のプライマーの両方が、上述のいかなる特徴も有し得る。実施形態では、本明細書にお
いて提供される、テール領域を含む第一のプライマー、及びテール領域を含む第二のプラ
イマーを含む、方法、反応混合物、容器、又はキットでは、前記第一のプライマーのテー
ル領域及び第二のプライマーのテール領域は、同じ数のヌクレオチドを含み得る。実施形
態では、本明細書において提供される、テール領域を含む第一のプライマー、及びテール
領域を含む第二のプライマーを含む、方法、反応混合物、容器、又はキットでは、前記第
一のプライマーのテール領域及び第二のプライマーのテール領域は、異なる数のヌクレオ
チドを含み得る。
【００３８】
　実施形態では、本明細書において提供されるテンプレート結合領域を含むプライマーを
含む方法、反応混合物、容器、又はキットでは、第二の領域は、少なくとも４、５、６、
７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２５、３０、３５、４０、５
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０、６０、７０、８０、９０、又は１００のヌクレオチドを含む。実施形態では、本明細
書において提供されるテンプレート結合領域を含むプライマーを含む方法、反応混合物、
容器、又はキットでは、前記テンプレート結合領域は、４、５、６、７、８、９、１０、
１１、１２、１３、１４、１５、２０、２５、３０、３５、４０、５０、６０、７０、８
０、９０、又は１００未満のヌクレオチドを含む。実施形態では、本明細書において提供
されるテンプレート結合領域を含むプライマーを含む方法、反応混合物、容器、又はキッ
トでは、前記テンプレート結合領域は、少なくとも４、５、６、７、８、９、１０、１１
、１２、１３、１４、１５、２０、２５、３０、３５、４０、５０、６０、７０、８０、
又は９０の、及び５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２
５、３０、３５、４０、５０、６０、７０、８０、９０、又は１００未満のヌクレオチド
を含む。実施形態では、本明細書において提供されるテンプレート結合領域を含む、第一
のプライマー及びテンプレート－結合領域を含む第二のプライマーを含む、含む方法、反
応混合物、容器、又はキットでは、前記第一のプライマー及び第二のプライマーの両方は
、上述のいかなる特徴も有し得る。実施形態では、本明細書において提供されるテンプレ
ート結合領域を含む、第一のプライマー及びテンプレート結合領域を含む第二のプライマ
ーを含む、含む方法、反応混合物、容器、又はキットでは、前記第一のプライマーのテン
プレート結合領域、及び前記第二のプライマーのテンプレート結合領域は同じ数のヌクレ
オチドを含み得る。実施形態では、本明細書において提供されるテンプレート結合領域を
含む、第一のプライマー及びテンプレート結合領域を含む第二のプライマーを含む、含む
方法、反応混合物、容器、又はキットでは、前記第一のプライマーのテンプレート結合領
域、及び前記第二のプライマーのテンプレート結合領域は異なる数のヌクレオチドを含み
得る。
【００３９】
　実施形態では、本明細書において提供されるポリヌクレオチド・テンプレートを含む方
法、反応混合物、容器、又はキットでは、前記ポリヌクレオチド・テンプレートは、少な
くとも８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２５、３０、３５、４０、
５０、６０、７０、８０、９０、１００、２００、５００、１０００、２０００、又は５
０００のヌクレオチドを含み得る。実施形態では、本明細書において提供されるポリヌク
レオチド・テンプレートを含む方法、反応混合物、容器、又はキットでは、前記ポリヌク
レオチド・テンプレートは、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２５
、３０、３５、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１００、２００、５００、１００
０、２０００、５０００、又は１０，０００未満のヌクレオチドを含み得る。実施形態で
は、本明細書において提供されるポリヌクレオチド・テンプレートを含む方法、反応混合
物、容器、又はキットでは、前記ポリヌクレオチド・テンプレートは、少なくとも８、９
、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２５、３０、３５、４０、５０、６０、
７０、８０、９０、１００、２００、５００、１０００、２０００、又は５０００の、及
び９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２５、３０、３５、４０、５０、６
０、７０、８０、９０、１００、２００、５００、１０００、２０００、５０００、又は
１０，０００未満のヌクレオチドを含み得る。
【００４０】
　実施形態では、本明細書において提供される二本鎖の核酸テンプレートを含む方法、反
応混合物、容器、又はキットでは、前記二本鎖の核酸テンプレートのそれぞれの鎖は、少
なくとも８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２５、３０、３５、４０
、５０、６０、７０、８０、９０、１００、２００、５００、１０００、２０００、又は
５０００のヌクレオチドを含み得る。実施形態では、本明細書において提供される二本鎖
の核酸テンプレートを含む方法、反応混合物、容器、又はキットでは、前記二本鎖の核酸
テンプレートのそれぞれの鎖は、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、
２５、３０、３５、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１００、２００、５００、１
０００、２０００、５０００、又は１０，０００未満のヌクレオチドを含み得る。実施形
態では、本明細書において提供される二本鎖の核酸テンプレートを含む方法、反応混合物
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、容器、又はキットでは、前記二本鎖の核酸テンプレートのそれぞれの鎖は、少なくとも
８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２５、３０、３５、４０、５０、
６０、７０、８０、９０、１００、２００、５００、１０００、２０００、又は５０００
、の、及び９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２５、３０、３５、４０、
５０、６０、７０、８０、９０、１００、２００、５００、１０００、２０００、５００
０、又は１０，０００未満のヌクレオチドを含み得る。
【００４１】
　実施形態では、本明細書において提供される反応混合物、容器、又はキットは、リコン
ビナーゼ酵素を含まない。
【００４２】
　実施形態では、本明細書において提供される、方法、反応混合物、容器、又はキットは
、プライマー複数のコピーを含み得るか、又は取り込み得る。前記複数のコピーは、例え
ば、前記プライマーの、少なくとも５、１０、１５、２０、５０、１００、５００、１０
００、１０，０００、１００，０００、又は１，０００，０００コピーであり得る。
【００４３】
　実施形態では、本明細書において提供される、反応混合物又は容器　は、被験者からの
生物学的サンプルの少なくとも一部分を含み得る。この生物学的サンプルは、例えば、唾
液、血液、尿、頬の裏からの拭い取り、又は鼻の拭い取りであり得る。前記被験者はヒト
であり得る。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法の全てのステップは、７０
、６５、６０、６５、６０、５５、５０、４５、４０、３５、３０、２５、２０、１５、
又は１０Ｃ未満の温度で遂行される。いくつかの実施形態では、本明細書において提供さ
れる方法のいくつかのステップは、７０、６５、６０、６５、６０、５５、５０、４５、
４０、３５、３０、２５、２０、１５、又は１０Ｃ未満の温度で遂行される。
【００４５】
　いくつかの実施形態では本明細書において提供される方法の２つ以上のステップは、同
じ反応混合物中で同時に遂行される。いくつかの実施形態では、本明細書において提供さ
れる方法の全てのステップは、同じ反応混合物中で同時に遂行される。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法では、核酸テンプレートは
、方法の開始から５、１０、１５、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、
１２０、又は１８０分以内に、少なくとも１０、１００、１０００、１０，０００、１０
０，０００、又は１，０００，０００倍に増幅される。いくつかの実施形態では、本明細
書において提供される方法では、反応混合物中の核酸テンプレートのコピーの数は、方法
の開始から、５、１０、１５、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１２
０、又は１８０分以内に、少なくとも１０、１００、１０００、１０，０００、１００，
０００、又は１，０００，０００倍に増幅される。
【００４７】
　実施形態では、本明細書において提供される核酸テンプレートは、単鎖の又は二本鎖の
核酸テンプレートであり得る。
【００４８】
　実施形態では、本明細書において提供されるものは、その中に流体連結に以下のものを
含む容器である：第一のプライマーであって、前記第一のプライマーは、第一の領域及び
第二の領域を含み、及び前記第一のプライマーの第二の領域は、ポリヌクレオチド・テン
プレート第一の部分と相補的なヌクレオチド配列であり；第二のプライマーであって、前
記第二のプライマーは、第一の領域及び第二の領域を含み、及び前記第二のプライマーの
第二の領域は、パートナーのヌクレオチド配列に相補的なヌクレオチド配列を含み、前記
パートナーのヌクレオチド配列は、前記ポリヌクレオチド・テンプレートの第二の部分に
相補的であり；及び少なくとも１つのコンカテマー鎖であって、前記コンカテマー鎖は、
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５’末端及び３’末端を含み、並びに５’から３’方向の中に：Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ
－Ｃ’の一般的構造を有するヌクレオチド配列を含み、式中：Ｃ’は、第二のプライマー
の第一の領域のヌクレオチド配列を表し、Ｔは、前記ポリヌクレオチド・テンプレート又
はその類似の配列のヌクレオチド配列を表し、及びＸは、ヌクレオチドの任意の数及び配
列を表す。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供されるものは、その中の流体連結に以
下のものを含む容器である：（Ａ）単離された核酸ポリメラーゼ、（Ｂ）少なくとも第一
の鎖を含む核酸テンプレート、（Ｃ）５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、及
び以下の２つの領域を含む第一のプライマー：（ｉ）以下を含むテール領域（ａ）前記プ
ライマーの５’末端ヌクレオチド（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部
のヌクレオチド前記５’末端ヌクレオチドから下流にあり（ｃ）前記５’末端ヌクレオチ
ド及び前記最も内部のヌクレオチドの間の１つ以上のヌクレオチドを含む中間部分、及び
（ｉｉ）以下を含むテンプレート結合領域（ａ）前記プライマーの３’末端ヌクレオチド
（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは前記３’末端ヌ
クレオチドから上流にあり、（ｃ）前記３’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌクレ
オチドの間の、１つ以上のヌクレオチドを含む中間部分、前記テンプレート結合領域は、
前記核酸テンプレートの第一の鎖に相補的であり、並びに（Ｄ）５’末端ヌクレオチド、
３’末端ヌクレオチド、及び以下の２つの領域を含む第二のプライマー：（ｉ）以下を含
むテール領域（ａ）前記プライマーの５’末端ヌクレオチド（ｂ）最も内部のヌクレオチ
ドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記５’末端ヌクレオチドから下流にあり
（ｃ）前記５’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌクレオチドの間の、１つ以上のヌ
クレオチドを含む中間部分、及び（ｉｉ）以下を含むテンプレート結合領域（ａ）前記プ
ライマーの３’末端ヌクレオチド（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部
のヌクレオチドは前記３’末端ヌクレオチドから上流にあり（ｃ）前記３’末端ヌクレオ
チド及び前記最も内部のヌクレオチドの間の、１つ以上のヌクレオチドを含む中間部分、
及び前記テンプレート結合領域は、前記核酸テンプレートの第一の鎖に相補的なヌクレオ
チド配列に対して相補的であり、及びもし前記プライマーの配列が整列される場合には、
前記第二のプライマー５’末端ヌクレオチドが、前記第一のプライマーのテール領域の最
も内部のヌクレオチドと整列し、及び前記第一のプライマー５’末端ヌクレオチドが、前
記第二のプライマーのテール領域の最も内部のヌクレオチドと整列できる場合には、前記
第二のプライマーのテール領域は、前記第一のプライマーのテール領域のヌクレオチド配
列に相補的なヌクレオチド配列を含み、
【００５０】
　実施形態では、本明細書において提供されるものは、２つ以上の流体的に分離された容
器を含むキットであり、前記容器は集合的に以下のものを含む：第一のプライマーであっ
て、前記第一のプライマーは、第一の領域及び第二の領域を含み、及び前記第一のプライ
マーの第二の領域は、ポリヌクレオチド・テンプレートの第一の部分と相補的なヌクレオ
チド配列を含み；第二のプライマーであって、前記第二のプライマーは、第一の領域及び
第二の領域を含み、及び前記第二のプライマーの第二の領域は、パートナーのヌクレオチ
ド配列に相補的なヌクレオチド配列を含み、前記パートナーのヌクレオチド配列は、前記
ポリヌクレオチド・テンプレートの第二の部分に相補的であり；及び単離されたＤＮＡポ
リメラーゼは、鎖置換活性を有し：前記第一のプライマーの第一の領域、及び前記第二の
プライマー第一の領域は相補的である。
【００５１】
　いくつかの実施形態では本明細書において提供されるものは、少なくとも第一の鎖を含
む標的の目的の核酸を検出するためのキットであり、このキットは２つ以上の流体的に分
離された容器を含み、前記容器は集合的に以下のものを含む：（Ａ）単離された核酸ポリ
メラーゼ、（Ｂ）５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、及び以下の２つの領域
を含む第一のプライマー：（ｉ）以下を含むテール領域（ａ）前記プライマーの５’末端
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ヌクレオチド（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、
前記５’末端ヌクレオチドから下流にあり（ｃ）１つ以上のヌクレオチドを含む、前記５
’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌクレオチドの間の中間部分、及び（ｉｉ）以下
を含むテンプレート結合領域（ａ）前記プライマーの３’末端ヌクレオチド（ｂ）最も内
部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは前記３’末端ヌクレオチドか
ら上流にあり（ｃ）１つ以上のヌクレオチドを含む、前記３’末端ヌクレオチド及び前記
最も内部のヌクレオチドの間の中間部分、前記テンプレート結合領域は、前記標的の核酸
の第一の鎖に相補的であり、及び（Ｃ）第二のプライマー５’末端ヌクレオチド、３’末
端ヌクレオチド、及び以下の２つの領域を含み：（ｉ）以下を含むテール領域（ａ）前記
プライマーの５’末端ヌクレオチド（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内
部のヌクレオチドは、前記５’末端ヌクレオチドから下流にあり（ｃ）１つ以上のヌクレ
オチドを含む、前記５’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌクレオチドの間の中間部
分、及び（ｉｉ）以下を含むテンプレート結合領域（ａ）前記プライマーの３’末端ヌク
レオチド（ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは前記３
’末端ヌクレオチドから上流にあり（ｃ）１つ以上のヌクレオチドを含む、前記３’末端
ヌクレオチド及び前記最も内部のヌクレオチドの中間部分、及びもし前記プライマーの配
列が、前記第二のプライマーの５’末端ヌクレオチドが、前記第一のプライマーのテール
領域の最も内部のヌクレオチドと整列し、及び前記第一のプライマーの５’末端ヌクレオ
チドが、前記第二のプライマーのテール領域の最も内部のヌクレオチドと整列できる場合
には、前記テンプレート結合領域は、標的の核酸前記第一の鎖に相補的なヌクレオチド配
列に相補的であり、及び前記第二のプライマーテール領域は、前記第一のプライマーテー
ル領域ヌクレオチド配列に相補的なヌクレオチド配列を含む。
【００５２】
　いくつかの実施形態では本明細書において提供される、キットは、標的の目的の核酸の
ヌクレオチド配列を有する核酸を含む。
【００５３】
　いくつかの実施形態では本明細書において提供される、反応混合物、容器又はキットは
、核酸染料を含む。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される単離された核酸ポリメラーゼを
含む容器又はキットの中で、前記単離された核酸ポリメラーゼは、ＤＮＡポリメラーゼで
ある。いくつかの実施形態では、本明細書において提供される単離された核酸ポリメラー
ゼを含む、容器又はキットの、単離された核酸ポリメラーゼは逆転写酵素である。いくつ
かの実施形態では、本明細書において提供される容器又はキットは、単離された核酸ポリ
メラーゼを含み、前記容器又はキットは、ＤＮＡポリメラーゼ及び逆転写酵素を含む。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法、容器、又はキットは、核
酸ポリメラーゼを含み、前記核酸ポリメラーゼは、鎖置換活性を有する。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法は、１つ以上の反応成分又
は前記方法のステップを核酸染料により処理することを含む。
【００５７】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される、核酸テンプレートを含む、方
法、容器、又はキットでは、前記テンプレートは、ＤＮＡ分子である。いくつかの実施形
態では、本明細書において提供される、核酸テンプレートを含む、方法、容器、又はキッ
トでは、前記テンプレートは、ＲＮＡ分子である。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される第一のプライマーを含む、方法
、容器、又はキットでは、前記第一のプライマーのテール領域は、少なくとも４、５、６
、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、又は２
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０のヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、本明細書において提供される第一の
プライマーを含む、方法、容器、又はキットでは、前記第一のプライマーのテール領域は
、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、
１９、２０、３０、４０、５０、又は６０未満のヌクレオチドを含む。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される、第二のプライマーを含む方法
、容器、又はキットでは、前記第二のプライマーのテール領域は、少なくとも４、５、６
、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、又は２
０のヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、本明細書において提供される、第二
のプライマーを含む方法、容器、又はキットでは、前記第二のプライマーのテール領域は
、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、
１９、２０、３０、４０、５０、又は６０未満のヌクレオチドを含む。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される、第一のプライマーを含む方法
、容器、又はキットでは、前記第一のプライマーのテンプレート結合領域は、少なくとも
４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１
９、又は２０のヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、本明細書において提供さ
れる、第一のプライマーを含む方法、容器、又はキットでは、前記第一のプライマーのテ
ンプレート結合領域は、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５
、１６、１７、１８、１９、２０、３０、４０、５０、又は６０未満のヌクレオチドを含
む。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される、第二のプライマーを含む、方
法、容器、又はキットでは、前記第二のプライマーのテンプレート結合領域は少なくとも
４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１
９、又は２０のヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、本明細書において提供さ
れる、第二のプライマーを含む、方法、容器、又はキットでは、前記第二のプライマーの
テンプレート結合領域は、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１
５、１６、１７、１８、１９、２０、３０、４０、５０、又は６０未満のヌクレオチドを
含む。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法及び組成物では、ＲＮＡ分
子が前記テンプレート分子又は一次核酸であり、前記テンプレートの増幅は、前記ＲＮＡ
分子に対応するＤＮＡ鎖のコピーの生成と称される。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法は、前記方法を含む検定か
らの蛍光信号を測定することを含む。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、核酸リガーゼが、本明細書において提供される方法又は組成
物により含まれ得る。いくつかの実施形態では、核酸テンプレートは、リガーゼが、本明
細書において提供される方法のための反応混合物に含まれる場合に、本明細書において提
供される方法により、前記反応にが含まれない場合に比べて、より迅速に増幅されること
ができる。実施形態では、本明細書において提供される、反応混合物、容器、又はキット
は、リガーゼ活性を有する酵素を含み得る。
【００６５】
　実施形態では、本明細書において提供されるものは、サンプル中の病原体について検定
するための方法であり、この方法は、本明細書において提供される病原体からの核酸を増
幅する方法を遂行することを含む。実施形態では、本明細書において提供される組成物又
は方法において用いられる前記標的の核酸は、病原体からの核酸であり得る。実施形態で
は、本明細書において提供される方法において使用される前記第一の及び第二のプライマ
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ーのそれぞれは、前記病原体の核酸の配列に対して相補的な領域を含むか、又は前記病原
体の核酸の配列に相補的な配列に相補的な配列を含み得る。実施形態では、前記病原体の
核酸は、ＤＮＡ又はＲＮＡであり得る。病原体は、限定なしで、ウイルス、微生物、真菌
、及び原生生物を含む。サンプルは被験者からのものであることができ、及び本明細書の
他の部分に記載されるサンプル特性のいかなるものも有し得る。
【００６６】
　実施形態では、本明細書において提供される核酸の増幅のための方法は、ヒト又は動物
の身体の外部からの診断的な方法のためのものである。例えば、サンプルは、ヒト又は動
物から得られることができ、及び前記サンプルは、本明細書において提供される核酸の増
幅方法により、標的の目的の核酸のために検定され得る。
【００６７】
　実施形態では、本明細書において提供される方法は以下のものを含み得る：ａ）本明細
書において提供される方法を遂行するための１つ以上の試薬を反応混合物中に提供するこ
と、（例えば、１つ以上の第一のプライマー、第二のプライマー、核酸テンプレート、核
酸ポリメラーゼ、ヌクレオチド、緩衝液、水等）、及びｂ）前記反応混合物を実質的な等
温にインキュベートすることであって、この反応混合物の温度は、インキュベーションの
間に、中心温度から、摂氏２０、１５、１０、９、８、７、６、５、４、３、２、又は１
度を超えるか、又は下回ることがないこと。実施形態では、中心の温度は、例えば、摂氏
３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、又は８０度であり得る
。
【００６８】
　実施形態では、本明細書において提供される方法は、実質的に等温度で遂行され得る。
実施形態では、実質的に等温度であることは、摂氏３０、３５、４０、４５、５０、５５
、６０、６５、７０、７５、又は８０度、からプラス又はマイナス摂氏２０、１５、１０
、９、８、７、６、５、４、３、２、又は１度であり得る。
【００６９】
　実施形態では、本明細書において提供される方法のいずれも、摂氏９０、８５、８０、
７５、７０、６５、６０、５５、５０、４５、４０、３５、３０、又は２５度を超えるも
のではない１つ以上の温度において遂行され得る。
【００７０】
　本明細書において提供される、第一の領域を含む第一のプライマー及び第一の領域を含
む第二のプライマーを含む、組成物及び方法であって、前記第一のプライマーの第一の領
域は、前記第二のプライマーの第一の領域に相補的である場合には、実施形態では、前記
第一のプライマーの第一の領域、及び前記第二のプライマーの第一の領域の、ワトソン・
クリック（Ｗａｔｓｏｎ－Ｃｒｉｃｋ）の塩基対の法則に従う、前記第一のプライマーの
第一の領域の前記第二のプライマーの第一の領域に対するアニーリングにより生成される
二重鎖の構造のヌクレオチド配列は、制限酵素の認識配列を形成しない。
【００７１】
　本明細書において提供される、核酸ポリメラーゼを含む、組成物及び方法では、実施形
態では、前記核酸ポリメラーゼは、３’から５’へのエクソヌクレアーゼ活性を有する。
【００７２】
　ポリヌクレオチド・テンプレート又は核酸テンプレートのコピー又は増幅を生成するた
めの、本明細書における言及は、文脈が他の物を明確に指示しない限り、前記ポリヌクレ
オチド・テンプレート／核酸テンプレートの配列を含むコピーを生成することを含むと同
時に、前記ポリヌクレオチド・テンプレート／核酸テンプレートの類似の配列を含むコピ
ーを生成することを含む。例えば、ポリヌクレオチド・テンプレートがＲＮＡである場合
、前記テンプレートのコピーを生成することは、前記ポリヌクレオチド・テンプレートの
ＲＮＡ配列のＤＮＡ版を含むＤＮＡ分子である、コピーを生成することを含み得る（即ち
、このＤＮＡ配列は、Ｕの代わりにＴを含む）。
【図面の簡単な説明】
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【００７３】
　図面においては、
【００７４】
【図１－１】図１は本明細書において提供される方法の一般的な概要であり；パネル１Ａ
～１Ｋは、前記方法のステップ又は特徴を図示する。図１は以下のヌクレオチド配列を含
む：１０３：ＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣ（ＳＥＱＩＤＮＯ：１）；１０４：ＧＡＧＣＡＡＣ
ＣＧＴＴ（ＳＥＱＩＤＮＯ：２）；１０５：ＡＴＧＧＧＡＧＣ（ＳＥＱＩＤＮＯ：３）；
１０６：ＣＣＡＴＡＡＣＧ（ＳＥＱＩＤＮＯ：４）；１１１：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣ
ＧＴＴ（ＳＥＱＩＤＮＯ：５）；１１２：ＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣＣＡＴ（Ｓ
ＥＱＩＤＮＯ：６）；１１３：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧ（ＳＥＱＩＤＮ
Ｏ：７）；１２１：ＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣ
ＣＡＴ（ＳＥＱＩＤＮＯ：８）；１２２：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧＧＡ
ＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧ（ＳＥＱＩＤＮＯ：９）。
【図１－２】図１は本明細書において提供される方法の一般的な概要であり；パネル１Ａ
～１Ｋは、前記方法のステップ又は特徴を図示する。図１は以下のヌクレオチド配列を含
む：１０３：ＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣ（ＳＥＱＩＤＮＯ：１）；１０４：ＧＡＧＣＡＡＣ
ＣＧＴＴ（ＳＥＱＩＤＮＯ：２）；１０５：ＡＴＧＧＧＡＧＣ（ＳＥＱＩＤＮＯ：３）；
１０６：ＣＣＡＴＡＡＣＧ（ＳＥＱＩＤＮＯ：４）；１１１：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣ
ＧＴＴ（ＳＥＱＩＤＮＯ：５）；１１２：ＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣＣＡＴ（Ｓ
ＥＱＩＤＮＯ：６）；１１３：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧ（ＳＥＱＩＤＮ
Ｏ：７）；１２１：ＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣ
ＣＡＴ（ＳＥＱＩＤＮＯ：８）；１２２：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧＧＡ
ＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧ（ＳＥＱＩＤＮＯ：９）。
【図１－３】図１は本明細書において提供される方法の一般的な概要であり；パネル１Ａ
～１Ｋは、前記方法のステップ又は特徴を図示する。図１は以下のヌクレオチド配列を含
む：１０３：ＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣ（ＳＥＱＩＤＮＯ：１）；１０４：ＧＡＧＣＡＡＣ
ＣＧＴＴ（ＳＥＱＩＤＮＯ：２）；１０５：ＡＴＧＧＧＡＧＣ（ＳＥＱＩＤＮＯ：３）；
１０６：ＣＣＡＴＡＡＣＧ（ＳＥＱＩＤＮＯ：４）；１１１：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣ
ＧＴＴ（ＳＥＱＩＤＮＯ：５）；１１２：ＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣＣＡＴ（Ｓ
ＥＱＩＤＮＯ：６）；１１３：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧ（ＳＥＱＩＤＮ
Ｏ：７）；１２１：ＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣ
ＣＡＴ（ＳＥＱＩＤＮＯ：８）；１２２：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧＧＡ
ＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧ（ＳＥＱＩＤＮＯ：９）。
【図１－４】図１は本明細書において提供される方法の一般的な概要であり；パネル１Ａ
～１Ｋは、前記方法のステップ又は特徴を図示する。図１は以下のヌクレオチド配列を含
む：１０３：ＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣ（ＳＥＱＩＤＮＯ：１）；１０４：ＧＡＧＣＡＡＣ
ＣＧＴＴ（ＳＥＱＩＤＮＯ：２）；１０５：ＡＴＧＧＧＡＧＣ（ＳＥＱＩＤＮＯ：３）；
１０６：ＣＣＡＴＡＡＣＧ（ＳＥＱＩＤＮＯ：４）；１１１：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣ
ＧＴＴ（ＳＥＱＩＤＮＯ：５）；１１２：ＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣＣＡＴ（Ｓ
ＥＱＩＤＮＯ：６）；１１３：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧ（ＳＥＱＩＤＮ
Ｏ：７）；１２１：ＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣ
ＣＡＴ（ＳＥＱＩＤＮＯ：８）；１２２：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧＧＡ
ＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧ（ＳＥＱＩＤＮＯ：９）。
【図１－５】図１は本明細書において提供される方法の一般的な概要であり；パネル１Ａ
～１Ｋは、前記方法のステップ又は特徴を図示する。図１は以下のヌクレオチド配列を含
む：１０３：ＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣ（ＳＥＱＩＤＮＯ：１）；１０４：ＧＡＧＣＡＡＣ
ＣＧＴＴ（ＳＥＱＩＤＮＯ：２）；１０５：ＡＴＧＧＧＡＧＣ（ＳＥＱＩＤＮＯ：３）；
１０６：ＣＣＡＴＡＡＣＧ（ＳＥＱＩＤＮＯ：４）；１１１：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣ
ＧＴＴ（ＳＥＱＩＤＮＯ：５）；１１２：ＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣＣＡＴ（Ｓ
ＥＱＩＤＮＯ：６）；１１３：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧ（ＳＥＱＩＤＮ
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Ｏ：７）；１２１：ＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣ
ＣＡＴ（ＳＥＱＩＤＮＯ：８）；１２２：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧＧＡ
ＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧ（ＳＥＱＩＤＮＯ：９）。
【図１－６】図１は本明細書において提供される方法の一般的な概要であり；パネル１Ａ
～１Ｋは、前記方法のステップ又は特徴を図示する。図１は以下のヌクレオチド配列を含
む：１０３：ＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣ（ＳＥＱＩＤＮＯ：１）；１０４：ＧＡＧＣＡＡＣ
ＣＧＴＴ（ＳＥＱＩＤＮＯ：２）；１０５：ＡＴＧＧＧＡＧＣ（ＳＥＱＩＤＮＯ：３）；
１０６：ＣＣＡＴＡＡＣＧ（ＳＥＱＩＤＮＯ：４）；１１１：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣ
ＧＴＴ（ＳＥＱＩＤＮＯ：５）；１１２：ＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣＣＡＴ（Ｓ
ＥＱＩＤＮＯ：６）；１１３：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧ（ＳＥＱＩＤＮ
Ｏ：７）；１２１：ＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣ
ＣＡＴ（ＳＥＱＩＤＮＯ：８）；１２２：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧＧＡ
ＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧ（ＳＥＱＩＤＮＯ：９）。
【００７５】
【図２Ａ】図２Ａは、本明細書において提供される方法により用いられる、特定のプライ
マーの、ヌクレオチド配列を示す。図２Ａは、以下のヌクレオチド配列を含む：Ｐ１プラ
イマー、３７ヌクレオチド：ＣＧＣＣＧＧＡＴＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣ
ＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０）；Ｐ１プライマー、３５ヌクレオチ
ド：ＣＣＧＧＡＴＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥ
Ｑ　ＩＤ　ＮＯ：１１）；Ｐ１プライマー、３３ヌクレオチド：ＧＧＡＴＧＧＣＴＣＴＴ
ＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１２）；Ｐ１プ
ライマー、３１ヌクレオチド：ＡＴＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴＡＣ
ＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１３）；Ｐ１プライマー、３０ヌクレオチド：ＴＧＧ
ＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４
）；Ｐ１プライマー、２９ヌクレオチド：ＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧ
ＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５）；Ｐ１プライマー、２８ヌクレオチド：
ＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１
６）；Ｐ１プライマー、２７ヌクレオチド：ＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴ
ＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１７）；Ｐ１プライマー、２６ヌクレオチド：Ｔ
ＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１８）；
Ｐ１プライマー、２５ヌクレオチド：ＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡ
ＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１９）；Ｐ１プライマー、２４ヌクレオチド：ＴＴＧＧＧＡ
ＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２０）；Ｐ１プライマー
、２３ヌクレオチド：ＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ
　ＮＯ：２１）；Ｐ２プライマー、３６ヌクレオチド：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＡ
ＴＣＣＧＧＣＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２２）；Ｐ２プラ
イマー、３４ヌクレオチド：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＡＴＣＣＧＧＡＴＧＣＧＧＡ
ＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２３）；Ｐ２プライマー、３２ヌクレオチド：Ｇ
ＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＡＴＣＣＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　Ｎ
Ｏ：２４）；Ｐ２プライマー、３０ヌクレオチド：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＡＴＡ
ＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２５）；Ｐ２プライマー、２９ヌク
レオチド：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＡＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　Ｉ
Ｄ　ＮＯ：２６）；Ｐ２プライマー、２８ヌクレオチド：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣ
ＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２７）；Ｐ２プライマー、２７ヌ
クレオチド：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ
　ＮＯ：２８）；Ｐ２プライマー、２６ヌクレオチド：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＡＴＧ
ＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２９）；Ｐ２プライマー、２５ヌクレオ
チド：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３
０）；Ｐ２プライマー、２４ヌクレオチド：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧ
ＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３１）；Ｐ２プライマー、２３ヌクレオチド：ＧＴＴＴ
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ＣＣＣＡＡＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３２）；及びＰ２プラ
イマー、２２ヌクレオチド：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　
ＩＤ　ＮＯ：３３）。
【００７６】
【図２Ｂ】図２Ｂは、本明細書において提供される方法に従い遂行された反応からの結果
を図示するグラフである。
【００７７】
【図３Ａ】図３Ａ及び３Ｂは、本明細書において提供される方法により用いられる特定の
プライマーのヌクレオチド配列を示す。図３Ａは以下のヌクレオチド配列を含む：Ｃ５：
ＡＴＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　
ＮＯ：３４）；Ｄ５：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＡＴＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡ
ＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３５）；Ｃ６：ＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣ
ＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３６）；Ｄ６：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧ
ＣＣＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３７）；Ｃ７：ＣＴＣＴ
ＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３８）；Ｄ
７：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ
：３９）；Ｃ８：ＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　
ＩＤ　ＮＯ：４０）；Ｄ８：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ
（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４１）；Ｃ９：ＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣ
ＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４２）；Ｄ９：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧ
ＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４３）；Ｃ１０：ＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡ
ＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４４）；Ｄ１０：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡ
ＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４５）；Ｃ１１：ＴＧＧＧＡ
ＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４６）；Ｄ１１：ＧＴ
ＴＴＣＣＣＡＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４７）；Ｃ１２
：ＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４８）；及
びＤ１２：ＧＴＴＴＣＣＣＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４
９）。図３Ｂは、以下のヌクレオチド配列を含む：Ａ１：ＡＴＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡ
ＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５０）；Ｂ１：
ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＡＴＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ
　ＩＤ　ＮＯ：５１）；Ａ２：ＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣＧ
ＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５２）；Ｂ２：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣ
ＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５３）；Ａ３：ＣＴ
ＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ
：５４）；Ｂ３：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ
（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５５）；Ａ４：ＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣ
ＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５６）；Ｂ４：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＡＣ
ＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５７）；Ａ５：ＣＴＴＧ
ＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５８）
；Ｂ５：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　Ｉ
Ｄ　ＮＯ：５９）；Ａ６：ＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣ
Ｃ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６０）；Ｂ６：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧ
ＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６１）；Ａ７：ＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧ
ＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６２）；Ｂ７：ＧＴＴＴＣＣＣＡ
ＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６３）；Ａ８：ＧＧ
ＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６４）；
及びＢ８：ＧＴＴＴＣＣＣＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　
ＮＯ：６５）。
【図３Ｂ】図３Ａ及び３Ｂは、本明細書において提供される方法により用いられる特定の
プライマーのヌクレオチド配列を示す。図３Ａは以下のヌクレオチド配列を含む：Ｃ５：
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ＡＴＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　
ＮＯ：３４）；Ｄ５：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＡＴＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡ
ＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３５）；Ｃ６：ＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣ
ＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３６）；Ｄ６：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧ
ＣＣＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３７）；Ｃ７：ＣＴＣＴ
ＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３８）；Ｄ
７：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ
：３９）；Ｃ８：ＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　
ＩＤ　ＮＯ：４０）；Ｄ８：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ
（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４１）；Ｃ９：ＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣ
ＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４２）；Ｄ９：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧ
ＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４３）；Ｃ１０：ＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡ
ＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４４）；Ｄ１０：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡ
ＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４５）；Ｃ１１：ＴＧＧＧＡ
ＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４６）；Ｄ１１：ＧＴ
ＴＴＣＣＣＡＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４７）；Ｃ１２
：ＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４８）；及
びＤ１２：ＧＴＴＴＣＣＣＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４
９）。図３Ｂは、以下のヌクレオチド配列を含む：Ａ１：ＡＴＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡ
ＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５０）；Ｂ１：
ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＡＴＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ
　ＩＤ　ＮＯ：５１）；Ａ２：ＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣＧ
ＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５２）；Ｂ２：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣ
ＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５３）；Ａ３：ＣＴ
ＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ
：５４）；Ｂ３：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ
（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５５）；Ａ４：ＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣ
ＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５６）；Ｂ４：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＡＣ
ＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５７）；Ａ５：ＣＴＴＧ
ＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５８）
；Ｂ５：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　Ｉ
Ｄ　ＮＯ：５９）；Ａ６：ＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣ
Ｃ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６０）；Ｂ６：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧ
ＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６１）；Ａ７：ＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧ
ＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６２）；Ｂ７：ＧＴＴＴＣＣＣＡ
ＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６３）；Ａ８：ＧＧ
ＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６４）；
及びＢ８：ＧＴＴＴＣＣＣＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　
ＮＯ：６５）。
【００７８】
【図３Ｃ－Ｄ】図３Ｃ及び３Ｄは、本明細書において提供される方法に従って遂行される
反応からの結果を図示するグラフである。
【００７９】
【図４】図4は、本明細書において提供される方法に従って遂行される反応からの結果を
図示するグラフである。
【００８０】
【図５】図５は、本明細書において提供される方法に従って遂行される反応からの結果を
図示するグラフである。
【００８１】
【図６】図6は、本明細書において提供される方法に従って遂行される反応からの結果を
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図示するグラフである。
【００８２】
【図７】図7は、本明細書において提供される方法に従い遂行された反応において、生成
された生成物のヌクレオチド配列の配列の整列を示す。図7は、以下のヌクレオチド配列
を含む(整列のトップ配列から、この整列のボトム配列までの順で)：ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ
：６６：ＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣ
ＡＴＴＴＧＴＡＣＡＧＡＡＧＧＧＧＡＡＧＡＣＣＡＡＡＴＴＣＴＴＧＡＧＡ；ＳＥＱ　Ｉ
Ｄ　ＮＯ：６７：ＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡＡＧＴＡＣＣ
ＡＴＡＣＡＴＴＴＧＴＡＣＡＧＡＡＧＧＧＧＡＡＧＡＣＣＡＡＡＴＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡ
ＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴ；ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ
：６８：ＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣ
ＡＴＴＴＧＴＡＣＡＧＡＡＧＧＧＧＡＡＧＡＣＣＡＡＡＴＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣ
ＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴ；ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６９：
ＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴ
ＧＴＡＣＡＧＡＡＧＧＧＧＡＡＧＡＣＣＡＡＡＴＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡ
ＡＣＡＧＴＡＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴ；ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：７０：ＴＣＴＴ
ＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴＧＴＡＣ
ＴＧＡＡＧＧＧＧＡＡＧＡＣＣＡＡＡＴＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧ
ＴＡＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴ；ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：７１：ＴＣＴＴＧＡＧＡ
ＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴＧＴＡＣＡＧＡＡ
ＧＧＧＧＡＡＧＡＣＣＡＡＡＴＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡ
ＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴ；ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：７２：ＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣ
ＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴＧＴＡＣＡＧＡＡＧＧＧＧ
ＡＡＧＡＣＣＡＡＡＴＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡＡＧＴＡ
ＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴ；ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：７３：ＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣ
ＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴＧＴＡＣＡＧＡＡＧＧＧＧＡＡＧＡ
ＣＣＡＡＡＴＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴ
ＡＣＡＴＴＴ；ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：７４：ＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣ
ＡＧＴＡＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴＧＴＡＣＡＧＡＡＧＧＧＧＡＡＧＡＣＣＡＡ
ＡＴＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴ
ＴＴ；ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：７５：ＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡ
ＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴＧＴＡＣＡＧＡＡＧＧＧＧＡＡＧＡＣＣＡＡＴＴＣＴ
ＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴ；ＳＥ
Ｑ　ＩＤ　ＮＯ：７６：ＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡ
ＴＴＴＧＴＡＣＡＧＡＡＧＧＧＧＡＡＧＡＣＣＡＡＡＴＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴ
ＡＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴ；ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：７７：ＴＣＴＴＧＡＧＡＧ
ＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣ；及びＳＥＱ　ＩＤ
　ＮＯ：７８：ＧＧＡＡＧＡＣＣＡＡＡＴＴＣＴＴＧＡＧＡ。
【図８】（記載なし）
【００８３】
　図面及びその中の要素は、必ずしも形状又は尺度を、描かれる必要が無いことに注意さ
れたい。例えば、図の要素の形状又は尺度は、表示の容易さ又は明瞭さのために単純化さ
れるか、又は修飾され得ることに注意されたい。図面及びその中の要素は、例示的な、説
明の目的のためだけの物であり、及びいかなる方法によっても、制限するものと解釈され
るべきでないことを更に理解されたい。
【発明を実施するための形態】
【００８４】
　本発明は、様々な修正、及び代替的な形態を含むが、その特定の実施形態は、図面にお
いて例として示され、並びに本明細書において詳細に記載される。しかしながら、本発明
を開示された特定の形態に限定する意図はなく、それどころか、本発明は、特許請求の範
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囲により定義される、本発明の趣旨、及び範囲に該当する、全ての修正、等価物、及び代
替物を包含すべきものであることを理解されたい。
【００８５】
　いくつかの実施形態では本明細書において提供されるものは、前記核酸の増幅及びコン
カテマーの生成ーに関する方法及び組成物である。
【００８６】
　本明細書において提供される方法においては、核酸コンカテマーの生成も、前記コンカ
テマーの核酸テンプレート／特定の核酸のコピー数を増幅させる。従って、本明細書にお
けるコンカテマーの生成のための方法及び組成物についての言及も、前記核酸の増幅に適
用される。
【００８７】
　本明細書において用いられる、“ポリヌクレオチド”は、２つ以上のヌクレオチドを含
むポリマー鎖を指す。“ポリヌクレオチド”は、プライマー、オリゴヌクレオチド、核酸
鎖などを指す。ポリヌクレオチドは、標準的又は非標準的ヌクレオチドを含み得る。典型
的には、ポリヌクレオチドは一つの末端（“５’末端”）に５’リン酸を含み、及び鎖の
他の末端（“３’末端）に３’水酸基を含む。ポリヌクレオチドのほとんどの５’ヌクレ
オチドは、本明細書においては、“前記ポリヌクレオチドの５’末端ヌクレオチド”と称
される。ポリヌクレオチドのほとんどの３’ヌクレオチドは、本明細書では、前記ポリヌ
クレオチド“３’末端ヌクレオチド”と称される。
【００８８】
　５’末端ヌクレオチド及び３’末端ヌクレオチドを含む、ポリヌクレオチドの文脈にお
いて、本明細書において用いられる用語“下流”は、前記ポリヌクレオチド内の参照点よ
りも前記３’末端ヌクレオチドにより近い、前記ポリヌクレオチド中の位置を指す。例え
ば、：５’ＡＴＡＡＧＣ３’の配列を持つプライマーにおいて、前記“Ｇ”は前記“Ｔ”
及び全ての“Ａ”から下流にある。
【００８９】
　５’末端ヌクレオチド及び３’末端ヌクレオチドを含む、ポリヌクレオチドの文脈にお
いて、本明細書において用いられる用語“上流”は、前記ポリヌクレオチド内の参照点よ
りも前記５’末端ヌクレオチドにより近い、前記ポリヌクレオチド中の位置を指す。例え
ば、：５’ＡＴＡＡＧＣ３’の配列を持つプライマーにおいて、前記“Ｔ”は前記“Ｇ”
前記“Ｃ”、及び前記“Ｇ”に最も近い、２つの“Ａ”から上流にある。
【００９０】
　本明細書において用いられる、“核酸”は、非標準的ヌクレオチドを含むＤＮＡ及びＲ
ＮＡを含むＤＮＡ及びＲＮＡの両方を含む。“核酸”は、少なくとも１つのポリヌクレオ
チド（“核酸鎖”）を含む。“核酸”単鎖、又は二重鎖であり得る。
【００９１】
　本明細書において用いられる、“コンカテマー”は、その中に、特定の核酸の２つ以上
のコピーを含み、前記コピーが、順番に連結している核酸分子を指す。前記コンカテマー
の中で、前記特定の核酸のコピーは、互いに直接連結することができるか、又はそれらは
間接的に連結できる（例えば、前記特定の核酸のコピーの間にヌクレオチドがあり得る）
。一実施例では、前記特定の核酸は、二本鎖の核酸テンプレートであることができるので
、コンカテマーは、前記二本鎖の核酸テンプレートの２つ以上のコピーを含み得る。別の
実施例では前記特定の核酸は、ポリヌクレオチド・テンプレートであり得るので、コンカ
テマーは、前記ポリヌクレオチド・テンプレートの２つ以上のコピーを含み得る。
【００９２】
　本明細書において用いられる、“標的の”核酸又は分子は、目的の核酸を指す。標的の
核酸／分子は、単鎖の又は二重鎖のＤＮＡ又はＲＮＡ（例えば、ｍＲＮＡ）を含む任意の
タイプであり得る。
【００９３】
　本明細書において用いられる、“相補的”配列は、２つのヌクレオチド配列が、互いに



(37) JP 2016-521120 A 2016.7.21

10

20

30

40

50

逆平行に整列された場合に、標準的塩基対法則（例えば、Ａ－Ｔ、Ｇ－Ｃ、又はＡ－Ｕ）
に従って、ペアーを形成する複数の個々のヌクレオチド塩基を含むために、配列を含む分
子が、互いに特異的にアニールできる２つのヌクレオチド配列を指す。配列が“相補的”
であると見なされるためには、２つの配列の全てのヌクレオチド塩基が、互いにペアーを
形成する能力を有する必要はない。例えば、もし２つの配列が相補性のために最適に整列
されたときに、２つの配列の中の、少なくとも３０％、４０％、５０％、５５％、６０％
、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、９８％、９９％、又は１
００％のヌクレオチド塩基が、互いにペアーを形成できる場合に、配列が相補的であると
見なされる。加えて、２つの配列の長さが、互いに顕著に異なる場合でも、“相補的”と
見なされ得る。例えば、ヌクレオチドのプライマーは、１００のヌクレオチドを含むより
長いポリヌクレオチドに対して、前記プライマーが、より長いポリヌクレオチド特定の領
域に対して逆平行に整列されたときに、もし前記プライマーの複数の個別のヌクレオチド
塩基が、より長いポリヌクレオチドのヌクレオチド塩基とペアを形成できれば、“相補的
”と見なされ得る。加えて、“相補的”配列は、１つ以上のヌクレオチド・アナログ又は
核酸塩基アナログを含み得る。
【００９４】
　本明細書において用いられる、タンパク質、核酸、又は他の生体分子に適用される用語
“単離された”は、その自然に生じている環境における構成要素から、生成されたか、又
は分離された分子を指す（例えば、それが自然に生成された細胞から生成されたタンパク
質）。“単離された”分子は、分子の分子との接触にあってもよい（例えば、反応混合物
の一部として）。本明細書において用いられる、“単離された”分子は、更に自然に生じ
るアミノ酸又はヌクレオチド配列を有する、組み換え的に生成されたタンパク質又は核酸
をも含む。“単離された”核酸は、ポリペプチドを通常発現する細胞内に含まれる前記ポ
リペプチドをエンコードする核酸分子を含み、例えば、前記核酸分子は、自然の細胞とは
異なる遺伝子の染色体上の位置にある。いくつかの実施形態では“単離された”ポリペプ
チドは、前記ポリペプチドのＳＤＳ－ＰＡＧＥに続いてクマシー・ブルー（Ｃｏｏｍａｓ
ｓｉｅ　ｂｌｕｅ）、銀、又は他のタンパク質染色方法により証明されるところでは、少
なくとも５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、９５％、９８％、又は１００％の等
質性まで生成される。
【００９５】
　本明細書において用いられる、テンプレート又は他の核酸の“配列”を含むものとして
記載される核酸分子は、文脈型のものを明確に指示しない限り、前記テンプレート又は他
の核酸それ自身を含むとも見なされ得る(例えば、テンプレートの配列を含むとして記載
される分子は、前記テンプレートを含むものとしても記載され得る)。
【００９６】
　本明細書において用いられる、第一のポリヌクレオチドが、第二のポリヌクレオチドに
“アニールされた（ａｎｎｅａｌｅｄ）”、“アニールしている（ａｎｎｅａｌｉｎｇ）
”等の場合は、前記第一のポリヌクレオチドの全体、又は任意のその一部分が、第二のポ
リヌクレオチドにアニールし得るか、及びその逆も成り立つ。
【００９７】
　本明細書において用いられる、所定の対象を、状態又は他の対象等で“処理すること（
ｔｒｅａｔｉｎｇ）”への言及は、所定の対象を、直接又は間接に、列挙された状態又は
他の対象に曝露することを指す。従って、“処理すること”のステップが明白に区別でき
る関連する活動を含み得る一方（例えば、酵素を容器に加える、容器を振盪する等）で、
全ての“処理すること”のステップが、明白に区別できる関連する活動を必要とはしない
。例えば、１つ以上の試薬を含む反応は、容器中で設定されることができ、及び一旦この
反応が開始されると、更なる人間又は機械による前記容器の内容への介入なしで、複数の
事象又はステップが容器中で生じ得る。前記容器中での、これらの複数の事象又はステッ
プの１つ以上は、反応の開始後には、前記容器の内容への個別の介入がないにも関わらず
前記容器中の対象を「処理すること」と記載されることができる。
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【００９８】
　本明細書において提供される方法及び組成物の実施形態が、図１を参照しながら記載さ
れ得る。一次核酸１０１が提供され得る（図１Ａ）．前記一次核酸１０１は、核酸テンプ
レート１０２の配列を含み得る。前記核酸テンプレート１０２は、第一の鎖１０３及び第
二の鎖１０４を含む二本鎖の核酸であり得る。図１では、前記二本鎖の核酸テンプレート
の第一の鎖１０３は、５’から３’方向に、例示的なヌクレオチド配列：ＡＡＣＧＧＴＴ
ＧＣＴＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１）を有する。前記第一の鎖１０３は、５’末端ヌクレ
オチド（最も５’側のＡ）及び３’末端ヌクレオチド（最も３’側のＣ）も含む。第二の
鎖１０４は、５’から３’方向に、例示的なヌクレオチド配列：ＧＡＧＣＡＡＣＣＧＴＴ
（ＳＥＱＩＤＮＯ：２）を有する。第二の鎖１０４も５’末端ヌクレオチド（最も５’側
のＧ）及び３’末端ヌクレオチド（最も３’側のＴ）を有する。
【００９９】
　第一のプライマー１０５及び第二のプライマー１０６も提供され得る（図１Ｂ）．図１
では、前記第一のプライマー１０５は、５’から３’方向の中に、例示的なヌクレオチド
配列：ＡＴＧＧＧＡＧＣ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３）を有する。前記第一のプライマーも
、５’末端ヌクレオチド（最も５’側のＡ）及び３’末端ヌクレオチド（最も３’側のＣ
）を含む。前記第二のプライマー１０６は、５’から３’方向の中に例示的なヌクレオチ
ド配列：ＣＣＡＴＡＡＣＧ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４）を有する。前記第二のプライマー
も５’末端ヌクレオチド（最も５’側のＣ）及び３’末端ヌクレオチド（最も３’側のＧ
）を含む。図１の核酸テンプレート１０２は、長さにおいて１１ヌクレオチドであり、及
び例示的なヌクレオチド配列を有するが、これらは例示的なものであり、及び制限と見な
されるべきではない。
【０１００】
　前記第一のプライマー１０５は、以下の２つの領域を含み得る：ｉ）テール領域（“ｔ
ａｉｌ”領域）及びｉｉ）テンプレート結合領域（“ｔｅｍｐ”領域）である。前記第一
のプライマーのテール領域１０５は以下の３つの成分を含み得る：ａ）前記プライマーの
５’末端ヌクレオチドｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチ
ドは、前記５’末端ヌクレオチドから下流にあり、及びｃ）１つ以上のヌクレオチドを含
む、前記５’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌクレオチドの間の中間部分である。
図１では、前記第一のプライマーのテール領域１０５は、５’から３’方向の中に、例示
的なヌクレオチド配列：ＡＴＧＧを含み、前記プライマーも５’末端ヌクレオチドはＡで
あり、前記中間の部分は真ん中のＴＧであり、及び最も内部のヌクレオチドは、最も３’
側のＧである。前記第一のプライマーのテンプレート結合領域１０５は、３つの構成成分
を含み得る：ａ）前記プライマー３’末端ヌクレオチド、ｂ）最も内部のヌクレオチドで
あって、前記最も内部のヌクレオチドは前記３’末端ヌクレオチドから上流にあり、及び
ｃ）前記３’末端ヌクレオチド及び前記最も内部のヌクレオチドの間の１つ以上のヌクレ
オチドを含む中間部分である。図１では、前記第一のプライマーのテンプレート結合領域
１０５は、５’から３’方向の中に例示的なヌクレオチド配列：ＧＡＧＣ、を有し、この
プライマーの前記３’末端ヌクレオチドはＣであり、前記中間部分は真ん中のＡＧであり
、及び前記最も内部のヌクレオチドは、最も５’側のＧである。
【０１０１】
　前記第二のプライマー１０６は以下の２つの領域を含み得る：ｉ）テール領域及びｉｉ
）テンプレート結合領域。前記第一のプライマー１０６のテール領域は、３つの構成要素
を含み得る：ａ）前記プライマーの５’末端ヌクレオチド、ｂ）最も内部のヌクレオチド
であって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記５’末端ヌクレオチドから下流にあり、
及びｃ）１つ以上のヌクレオチドを含む、前記５’末端ヌクレオチド及び前記最も内部の
ヌクレオチドの間の中間部分である。図１では、前記第二のプライマー１０６のテール領
域は、５’から３’方向の中に例示的なヌクレオチド配列：ＣＣＡＴを有し、前記プライ
マーの５’末端ヌクレオチドは、最も５’側のＣであり、前記中間部分は、真ん中のＣＡ
であり、及び前記最も内部のヌクレオチドはＴである。前記第二のプライマー１０６のテ
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ンプレート結合領域は、３つの構成要素を含み得る：ａ）前記プライマーの３’末端ヌク
レオチド、ｂ）最も内部のヌクレオチドであって、前記最も内部のヌクレオチドは、前記
３’末端ヌクレオチドから上流にあり、及びｃ）前記３’末端ヌクレオチド及び前記最も
内部のヌクレオチドの間の、１つ以上のヌクレオチドを含む中間部分である。図１では、
前記第二のプライマー１０６のテンプレート結合領域は、５’から３’方向の中に例示的
なヌクレオチド配列：ＡＡＣＧを有し、前記プライマーの３’末端ヌクレオチドはＧであ
り、前記中間部分は真ん中のＡＣであり、及び前記最も内部のヌクレオチドは最も５’側
のＡである。
【０１０２】
　いくつかの実施形態では、もし前記プライマーの配列は、前記第二のプライマーの５’
末端ヌクレオチドが、前記第一のプライマーの前記テール領域の最も内部のヌクレオチド
に整列し、及び前記第一のプライマーの５’末端ヌクレオチドが、前記第二のプライマー
のテール領域の最も内部のヌクレオチドに整列できる場合には、前記第二のプライマーの
テール領域は、前記第一のプライマーのテール領域のヌクレオチド配列に相補的ヌクレオ
チド配列を含むことができるの。例えば、図１では、前記第二のプライマーのテール領域
１０６は、５’から３’方向の中に、ＣＣＡＴのヌクレオチド配列を有し、及び前記第一
のプライマー１０５のテール領域は、５’から３’方向の中に、ＡＴＧＧのヌクレオチド
配列を有する。前記第二のプライマーの５’末端ヌクレオチド（Ｃ）が、前記第一のプラ
イマーのテール領域の最も内部のヌクレオチド（Ｇ）と整列された場合、及び前記第一の
プライマーの５’末端ヌクレオチド（Ａ）が、前記第二のプライマー１０７のテール領域
の最も内部のヌクレオチド（Ｔ）と整列された場合に、これらの配列は相補的である（図
１Ｂ）。
【０１０３】
　前記第二のプライマーのテール領域は、前記第一のプライマーのテール領域のヌクレオ
チド配列に相補的なヌクレオチド配列を有し得るが、典型的には、前記第一のプライマー
の前記第二のプライマーに対するアニーリングにより生成される生成物は、本明細書にお
いて提供される方法又は組成物において、望ましくないか、又は有用ではないことに注意
されたい。従って、いくつかの実施形態では、第一のプライマーと第二のプライマーがア
ニールされた生成物の生成を最小化するためのステップが取られ得る。そのようなステッ
プは、例えば、第一のプライマー及び第二のプライマーを、本明細書において提供される
方法を開始する前に、延長された時間の期間に前記プライマーが、相互作用するし得る条
件の下に、予めインキュベートしないことを含み得る。
【０１０４】
　前記一次核酸は、前記第一のプライマーの第一のコピー１０５ａ及びポリメラーゼ１０
８により、前記第一のプライマーの第一のコピー１０５ａのテンプレート結合領域が、前
記核酸テンプレート１０３の第一の鎖（図１Ｃ）にアニールし、及び前記第一のプライマ
ーの第一のコピーの伸長された生成物１１１（図１Ｄ）が、生成される条件下で、処理さ
れ得る。前記ポリメラーゼ１０８は、前記第一のプライマーの第一のコピーの伸長された
生成物１１１の生成を触媒し得る。前記ポリメラーゼは、鎖置換活性を有し得る。前記第
一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物１１１の合成の間、前記ポリメラーゼ
は、前記核酸テンプレートの第二の鎖１０４を、前記核酸テンプレート１０３の第一の鎖
から置き換えることができる。典型的には、この伸長された生成物は、前記第一のプライ
マーの第一のコピー１０５ａの３’末端から生成される。前記第一のプライマーの第一の
コピーの伸長された生成物１１１の生成の間、前記第一のプライマーの第一のコピー１０
５ａは、合成された伸長生成物と共有結合的に連結することができるので、前記第一のプ
ライマーの第一のコピーは、“前記第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物
”として本明細書に記載される分子の一部となり得る。前記第一のプライマーの第一のコ
ピーの伸長された生成物１１１は、前記核酸テンプレート１０３の第一の鎖に相補的であ
る。いくつかの実施形態では、前記第一のプライマーの第一のコピー１０５ａが、前記核
酸テンプレートの第一の鎖１０３にアニールするとき、前記第一のプライマーの第一のコ
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ピー１０５ａのテール領域ではなく、テンプレート結合領域が、前記核酸テンプレートの
第一の鎖にアニールする。
【０１０５】
　いくつかの実施形態では、前記第一のプライマーの第一のコピー１０５ａのテンプレー
ト結合領域が、前記核酸テンプレートの第一の鎖１０３にアニールし、及び前記第一のプ
ライマーの第一のコピーの伸長された生成物１１１が形成される条件では、ポリメラーゼ
に基づく核酸合成を支援するために十分な任意の条件を含み得る。ポリメラーゼに基づく
核酸合成の条件の例は、当技術分野では周知であり及び、例えば、参照により、その全体
が本明細書に組み込まれる、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔ
ｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ（分子のクローニング：実験室マニュアル）、Ｍ．Ｒ．Ｇｒｅｅｎ
及びＪ．Ｓａｍｂｒｏｏｋ著、Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔ
ｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ（２０１２）において提供される。実施形態では、前記第一のプライ
マーのテンプレート結合領域又は第二のプライマーは、プライマーの３’末端から前記プ
ライマーを伸長させる、核酸ポリメラーゼによる、前記プライマーのテンプレート依存性
伸長を支援し得る。
【０１０６】
　前記第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物１１１は、前記第二のプライ
マー１０６及びポリメラーゼ１０８により、前記第二のプライマー１０６のテンプレート
結合領域が前記第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物１１１にアニールし
（図１Ｅ）、及び前記第二のプライマーの伸長された生成物１１２が形成され得る条件下
で処理される（図１Ｆ）。前記ポリメラーゼ１０８は、前記第二のプライマーの伸長され
た生成物１０６の生成を触媒し得る。前記ポリメラーゼは鎖置換活性を有し得る。前記ポ
リメラーゼは、前記第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物１１１を生成す
るために用いられるものと、同じポリメラーゼのタイプであっても、又は異なることもで
きる。前記第二のプライマーの伸長された生成物１１２の合成の間、前記ポリメラーゼは
、前記核酸テンプレートの第一の鎖１０３を、前記第一のプライマーの第一のコピーの伸
長された生成物１１１から置き換えることができる。典型的には、前記伸長された生成物
は、前記第二のプライマー１０６の３’末端から生成される。前記第二のプライマーの伸
長された生成物１１２の生成の間、前記第二のプライマー１０６は、合成された伸長生成
物と共有結合的に連結され得るので、前記第二のプライマーは、本明細書に記載される“
第二のプライマーの伸長された生成物”の分子の一部になり得る。前記第二のプライマー
の伸長された生成物１１２は、前記第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物
１１１に相補的である。いくつかの実施形態では、前記第二のプライマー１０６が、前記
第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物１１１とアニールするとき、前記第
二のプライマー１０６のテール領域ではなく、テンプレート結合領域が、前記第一のプラ
イマーの第一のコピーの伸長された生成物１１１にアニールする。前記第二のプライマー
の伸長された生成物１１２は、５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌクレオチド、及び３’
末端領域を含む。前記３’末端領域の最終的なヌクレオチド（Ｔ）は、前記第二のプライ
マーの伸長された生成物の３’末端ヌクレオチド（Ｔ）であり、及び前記３’末端領域は
、前記第二のプライマーのテール領域を５’から３’方向に読んだ場合のヌクレオチド配
列（ＣＣＡＴ）と同じヌクレオチド配列を含む。
【０１０７】
　いくつかの実施形態では、前記第二のプライマー１０６のテンプレート結合領域が、前
記第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物１１１にアニールし、及び前記第
二のプライマー１１２の伸長された生成物が生成される条件は、本明細書の他の部分で議
論される任意の条件を含む、ポリメラーゼに基づく核酸合成を支援する任意の条件を含み
得る。前記条件は前記第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物１１１の生成
に用いられるものと同じであり得るか、又はそれらは異なり得る。
【０１０８】
　前記第二のプライマーの伸長された生成物１１２は、前記第一のプライマーの第二のコ
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ピー１０５ｂ及びポリメラーゼ１０８により、前記第一のプライマーの第二のコピー１０
５ｂのテンプレート結合領域が、前記第二のプライマーの伸長された生成物１１２（図１
Ｇ）にアニールし、及び前記第一のプライマーの第二のコピーの伸長された生成物１１３
が形成される（図１Ｈ）条件下で処理され得る。前記ポリメラーゼ１０８は、前記第一の
プライマーの第二のコピーの伸長された生成物１１３の生成を触媒し得る。前記ポリメラ
ーゼは鎖置換活性を有し得る。前記ポリメラーゼは前記第一のプライマーの第一のコピー
の伸長された生成物１１１、若しくは前記第二のプライマーの伸長された生成物１１２を
生成したものと同じポリメラーゼのタイプであっても、又は異なってもよい。前記第一の
プライマーの第二のコピー伸長された生成物１１３の合成の間、前記ポリメラーゼ前記第
一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物１１１を、前記第二のプライマーの伸
長された生成物１１２から置き換えることができる。典型的には、前記伸長された生成物
は、前記第一のプライマーの第二のコピー１０５ｂの３’末端から生成される。前記第一
のプライマーの第二のコピーの伸長された生成物１１３の生成の間に、前記第一のプライ
マーの第二のコピー１０５ｂは、合成された伸長生成物に共有結合的に連結できるので、
前記第一のプライマーの第二のコピーは、本明細書において“前記第一のプライマーの第
二のコピーの伸長された生成物”と記載される分子の一部となる。前記第一のプライマー
の第二のコピーの伸長された生成物１１３は、前記第二のプライマー１１２の伸長された
生成物に相補的である。いくつかの実施形態では、前記第一のプライマーの第二のコピー
１０５ｂが、前記第二のプライマーの伸長された生成物１１２にアニールする場合、両方
のテンプレート結合領域、及び前記第一のプライマーの第二のコピー１０５ｂのテール領
域は、前記第二のプライマー１１２の伸長された生成物にアニールする。前記第一のプラ
イマーの第二のコピーの伸長された生成物１１３は、５’末端ヌクレオチド、３’末端ヌ
クレオチド、及び３’末端領域を有する。前記３’末端領域の最終的なヌクレオチド（Ｇ
）は、前記第二のプライマーの伸長された生成物の３’末端ヌクレオチド（Ｇ）であり、
及び前記３’末端領域は、前記第一のプライマーのテール領域を５’から３’方向に読ん
だ場合の（ＡＴＧＧ）と同じヌクレオチド配列を含む。
【０１０９】
　いくつかの実施形態では、前記第一のプライマーのテンプレート結合領域の第二のコピ
ー１０５ｂが、前記第二のプライマーの伸長された生成物１１２にアニールし、及び前記
第一のプライマーの第二のコピーの伸長された生成物１１３が形成される条件は、本明細
書の他の部分で議論される任意の条件を含む、ポリメラーゼに基づく核酸合成を支持する
ために十分な任意の条件を含み得る。この条件は、前記第一のプライマーの第一のコピー
の伸長された生成物１１１若しくは前記第二のプライマーの伸長された生成物１１２を生
成するために用いられるものと同じであることができるか、又はそれらは異なり得る。
【０１１０】
　前記第一のプライマーの第二のコピー伸長された生成物１１３の生成は、前記第一のプ
ライマーの第二のコピーの伸長された生成物１１３及び前記第二のプライマー１１２の伸
長された生成物を含む分子の生成をもたらすことができ、このものは、本明細書では、“
二次核酸”１１５と称される。前記二次核酸１１５の中では、前記第一のプライマーの第
二のコピーの伸長された生成物１１３は、前記第二のプライマーの伸長された生成物にア
ニールされることができる。加えて、前記二次核酸１１５は、前記核酸テンプレート１０
２の配列を含む。前記二次核酸１１５は、前記核酸テンプレート１０２単独よりも、より
大きいヌクレオチド長を有する、なぜならば前記核酸テンプレート１０２の配列に加えて
、それは、前記第一のプライマー及び第二のプライマーのテール領域の配列、及び相補的
配列を含み得るからである。特に、二次核酸１１５は、第一の末端領域１１６及び第二の
末端領域１１７を有し得る。前記第一の末端領域１１６は、前記第二のプライマーの伸長
された生成物１１２の３’末端領域、及びその相補体を含み得る。第二の末端領域１１７
は、前記第一のプライマーの第二のコピー伸長された生成物１１３の３’末端領域、及び
その相補体を含み得る。
【０１１１】



(42) JP 2016-521120 A 2016.7.21

10

20

30

40

50

　前記二次核酸１１５の第一のコピー１１５ａ及び第二のコピー１１５ｂが、形成され提
供される（図１Ｉ）。前記二次核酸１１５の第一のコピー１１５ａ及び第二のコピー１１
５ｂは、前記二次核酸１１５の一般構造を有する核酸が、それにより生成される、本明細
書の他の部分で議論される任意のプロセスを含む、任意のプロセスにより生成され得る。
例えば、前記二次核酸の第一のコピー１１５ａ及び第二のコピー１１５ｂを生成するため
に二次核酸１１５を一次核酸１０１から生成させる上述の完全なプロセスが、２回繰り返
されることができる。別の実施例では、前記二次核酸の第一のコピー１１５ａ及び第二の
コピー１１５ｂは、第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物１１１の単一の
コピーから生成され得る。この実施例では、前記第二のプライマーの伸長された生成物の
２つのコピー１１２ａ、１１２ｂは、第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成
物１１１の単一のコピーから生成されることができ、このことは、前記第二のプライマー
の伸長された生成物１１２ａの第一のコピーが、前記第一のプライマーの第一のプライマ
ーの第一のコピー伸長された生成物１１１の単一のコピーから、前記第二のプライマー１
１２ｂ伸長された生成物の第二のコピーの生成を可能にする場合に生じ得る。次いで、例
えば、前記第一のプライマーの第二のコピーの伸長された生成物１１３ａ、１１３ｂは、
前記第二のプライマーの伸長された生成物１１２ａ、１１２ｂのそれぞれから、それぞれ
生成され得る。前記二次核酸の第一のコピー１１５ａ及び第二のコピー１１５ｂの生成の
ための追加的な手順も、本明細書において提供される方法と共に遂行され、及び用いられ
得る。
【０１１２】
　前記二次核酸の、第一のコピー１１５ａ及び第二のコピー１１５ｂは、二次核酸の第一
のコピーの第一のプライマーの第二のコピーの伸長された生成物１１３ａの３’末端領域
が、前記二次核酸の第二のコピーの第二のプライマーの伸長された生成物１１２ｂの３’
末端領域とアニールし、これらの鎖（図１Ｊ）（単純性のために、鎖１１３ｂ及び１１２
は示されていない）を含む、クロスオーバー構造１１８を生成する。前記クロスオーバー
構造１１８は、両方の構成成分の鎖の伸長生成物１１２ｂ、１１３ａが生成されることが
できる条件下で、更にポリメラーゼにより処理されることができ、前記伸長生成物は、そ
れぞれ、本明細書では、“第一のコンカテマー鎖”１２１及び“第二のコンカテマー鎖”
１２２と称され得る。前記第一のコンカテマー鎖１２１及び第二のコンカテマー鎖１２２
は、共にアニールし合うことができ、及び集合的にコンカテマー１２０（図１Ｋ）と称さ
れ得る。前記コンカテマー１２０は、前記核酸テンプレート１０２の２つ以上のコピーを
含み得る。前記コンカテマー１２０中では、前記核酸テンプレート１０２の２つ以上のコ
ピーのいくつか又は全ては、テール領域の配列が、互いにアニールする場合に前記第一の
プライマー１０５及び第二のプライマー１０６のテール領域の配列により、互いに分離さ
れることができる。例えば、図１Ｋの前記コンカテマー１２０では、前記二本鎖の核酸テ
ンプレートの第一の鎖の第一のコピーは、前記二本鎖の核酸テンプレートの第一の鎖の第
二のコピーとは、５’－３’の順番での：ＣＣＡＴの配列により分離される。ＣＣＡＴは
、５’－３’の順番での、前記第二のプライマーのテール領域１０６の配列でもある。同
様に、図１Ｋの前記コンカテマー１２０では、前記二本鎖の核酸テンプレートの第二の鎖
の第一のコピーは、前記二本鎖の核酸テンプレートの第二の鎖の第二のコピーから、５’
－３’の順番での：ＡＴＧＧの配列により分離される。ＡＴＧＧは、５’－３’の順番で
の、前記第一のプライマーのテール領域１０５の配列でもある。このコンカテマー中では
、前記第一のコンカテマー鎖のＣＣＡＴは、第二のコンカテマー鎖．のＡＴＧＧとアニー
ルされる。
【０１１３】
　いくつかの実施形態ではクロスオーバー構造１１８又はクロスオーバー構造の鎖の伸長
生成物が生成され得る条件は、ポリメラーゼに基づく核酸合成を支援するために十分な本
明細書の他の部分で議論される任意の条件を含む、任意の条件を含み得る。この条件は、
前記第一のプライマーの第一のコピー伸長された生成物１１１、前記第二のプライマーの
伸長された生成物１１２、若しくは前記第一のプライマーの第二のコピー伸長された生成
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物１１１を生成するために用いられたものと同じであり得るか、又はそれらは異なり得る
。
【０１１４】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供されるコンカテマーは、図１Ｉ－１Ｋ
に一般的に概観されるプロセスに従い、更にその長さにおいて、増大することができる。
例えば、図１Ｋに示される前記コンカテマー分子１２０の２つは、それらが、図１Ｊ中に
示されるものと同様の（より長い鎖を除いて）クロスオーバー構造を形成し、続いて、前
記核酸テンプレート１０２の４つのコピーを含む、より大きなコンカテマー分子生成する
ことができるように処理され得る。別の実施例では、二次核酸１１５及びコンカテマー１
２０は、クロスオーバー構造を形成でき、前記核酸テンプレート１０２の３つのコピーを
含む、より大きなコンカテマー分子が生成される。いくつかの実施形態では、本明細書に
おいて提供される方法では、複数の異なる長さの複数の異なるコンカテマーが同時に生成
され得る。
【０１１５】
　実施形態では、本明細書において提供される方法及び組成物が、図８を参照しながら記
載され得る。ポリヌクレオチド・テンプレート８００（図８Ａ）は、増幅の標的であり得
る。前記ポリヌクレオチド・テンプレート８００は、単一のヌクレオチド鎖である。前記
ポリヌクレオチド・テンプレート鎖は、遊離したもの、単鎖の分子として存在し得るか、
又はこれは、その中で前記ポリヌクレオチド・テンプレート鎖がその相補的鎖とアニール
されている二本鎖の分子の一部として存在し得る。前記ポリヌクレオチド・テンプレート
８００は、ＤＮＡ又はＲＮＡであり得る。
【０１１６】
　前記ポリヌクレオチド・テンプレート８００は、少なくとも第一の部分８０１（“（ｉ
）”によっても示される）及び第二の部分８０２（“（ｉｉ）”によっても示される）を
含み得る。前記第一の部分８０１及び第二の部分８０２は、それぞれ１０００、５００、
４００、３００、２００、１００、９０、８０、７０、６０、５０、４０、３０、２０、
１５、１０、９、８、７、６、５、４、又は３未満等の、又はそれぞれ、少なくとも１０
００、５００、４００、３００、２００、１００、９０、８０、７０、６０、５０、４０
、３０、２０、１５、１０、９、８、７、６、５、４、３つのヌクレオチド等の、それぞ
れ任意の数のヌクレオチドを含み得る。前記第一の部分８０１及び第二の部分８０２は、
同じ又は異なる数のヌクレオチドを含み得る。いくつかの実施形態では前記ポリヌクレオ
チド・テンプレート８００は、前記第一の部分８０１及び第二の部分８０２に加えて、他
の部分を含み得る。他の実施形態では、前記第一の部分８０１、及び第二の部分８０２は
、前記ポリヌクレオチド・テンプレート８００の全体を構成し得る。前記ポリヌクレオチ
ド・テンプレート８００は、本明細書の他の部分に記載される核酸テンプレートの長さを
有し得る。前記ポリヌクレオチド・テンプレート８００は、一次核酸の一部分であり得る
。前記ポリヌクレオチド・テンプレートは、被験者から得られたサンプル中に存在し得る
。
【０１１７】
　前記ポリヌクレオチド・テンプレート８００は、第一のプライマー８１０及び第二のプ
ライマー８２０（図８Ｂ）を含み得る反応混合物中で、インキュベートされ得る。典型的
には、この反応混合物は、それぞれのプライマーの複数のコピー、例えば、少なくとも４
、５、６、１０、１５、２０、５０、１００、１０００、１０，０００、１００，０００
、又は１，０００，０００コピー又はそれを超えるプライマーのそれぞれを含み得る。前
記第一のプライマー８１０は、第一の領域８１１（“（ｉ）”としても表示される）及び
第二の領域８１２（“（ｉｉ）”とも表示される）．を有し得る。前記第一のプライマー
の第一の領域８１１は、５’末端を有することができ、及び第二の領域ｏｆ前記第一のプ
ライマー８１２は３’末端を有し得る。前記第一のプライマーの第一の領域は、前記第一
のプライマー第二の領域ヌクレオチド配列とは異なるヌクレオチド配列を有し得る。前記
第二のプライマー８２０は、第一の領域８２１（“（ｉ）”としても表わされる）及び第



(44) JP 2016-521120 A 2016.7.21

10

20

30

40

50

二の領域８２２（“（ｉｉ）”としても表わされる）を有し得る。前記第二のプライマー
８２１の第一の領域は、５’末端、及び前記第二のプライマー８２２の第二の領域は、３
’末端を有し得る。前記第二のプライマーの第一の領域は、第二のプライマーの第二の領
域のヌクレオチド配列とは異なるヌクレオチド配列を有し得る。
【０１１８】
　前記第一のプライマー第二の領域８１２は、前記ポリヌクレオチド・テンプレート８０
１の第一の部分のヌクレオチド配列に相補的なヌクレオチド配列を有し得る。図８では、
前記ポリヌクレオチド・テンプレート第一の部分８０１のヌクレオチド配列は、文字Ａに
より表わされ、及び前記第一のプライマー第二の領域８１２のヌクレオチド配列は、文字
Ａ’で表わされ、Ａ及びＡ’は互いに相補的である。前記第二のプライマー第二の領域８
２２は、パートナーのヌクレオチド配列８３０に相補的なヌクレオチド配列を有すること
ができ、前記パートナーのヌクレオチド配列８３０は、前記ポリヌクレオチド・テンプレ
ート第二の部分８０２のヌクレオチド配列に相補的である。図８では、前記ポリヌクレオ
チド・テンプレートの第二の部分８０２のヌクレオチド配列は、文字Ｂで表わされ、パー
トナーのヌクレオチド配列８３０のヌクレオチド配列は、文字Ｂ’で表わされ、及び前記
第二のプライマーの第二の領域８２２のヌクレオチド配列は、文字Ｂで表わされ、Ｂ及び
Ｂ’は互いに相補的である。言い換えると、図８により示されるように、前記ポリヌクレ
オチド・テンプレートの第二の部分８０２のヌクレオチド配列（Ｂ）は、前記第二のプラ
イマーの第二の領域８２２のヌクレオチド配列（Ｂ）と同じであり得る。本明細書におい
て提供される組成物及び方法により、パートナーのヌクレオチド配列８３０が、例えば、
前記第一のプライマーの３’末端から伸長された生成物の一部分として生成され得る。実
施形態では、前記第一のプライマーの第一の領域８１１は、相補的前記第二のプライマー
の第一の領域８２１と相補的である。図８では、前記第一のプライマーの第一の領域のヌ
クレオチド配列は、文字Ｃにより表わされ、及び前記第二のプライマーの第一の領域のヌ
クレオチド配列は文字Ｃ’で表わされ、及びＣ’は互いに相補的である。
【０１１９】
　実施形態では、図８の第一のプライマー及び第二のプライマーは、本明細書の他の部分
に記載される（例えば、図１におけるような）前記第一のプライマー及び第二のプライマ
ーの特性のいかなるものも、それぞれ有し得る。更に、実施形態では、図８の前記第一の
プライマーの第一の領域は、前記本明細書の他の部分に記載される第一のプライマーのテ
ール領域の、いかなる特性をも有し得る。実施形態では、図８の前記第一のプライマーの
第二の領域は、本明細書の他の部分に記載される第一のプライマーのテンプレート結合領
域のいかなる特性をも有し得る。実施形態では、図８の前記第二のプライマーの第一の領
域は、本明細書の他の部分に記載される、第二のプライマーのテール領域のいかなる特性
をも有し得る。実施形態では、図８の前記第二のプライマー第二の領域は、本明細書の他
の部分に記載される第二のプライマーテンプレート結合領域のいかなる特性をも有し得る
。
【０１２０】
　実施形態では、ポリヌクレオチド・テンプレート８００及び第一のプライマー８１０の
少なくとも２つのコピー、及び第二のプライマー８２０の少なくとも２つのコピーを含む
反応混合物は、本明細書の他の部分に記載されるポリメラーゼに基づく核酸合成を支援し
得る１つ以上の他の成分（例えば、ポリメラーゼ、ヌクレオチド、緩衝液、水等）を含み
得る。同様に、ポリヌクレオチド・テンプレート８００及び第一のプライマー８１０の少
なくとも２つのコピー、及び第二のプライマー８２０の少なくとも２つのコピーを含む反
応混合物は、本明細書の他の部分に記載される核酸テンプレートの増幅又はコンカテマー
の生成ーを支援し得る反応条件の任意の条件下にインキュベートされ得る。
【０１２１】
　実施形態では、ポリヌクレオチド・テンプレート８００及び第一のプライマー８１０の
少なくとも２つのコピー、及び第二のプライマー８２０の少なくとも２つのコピーの反応
混合物での、本明細書に記載されるようなインキュベーションすると、１つ以上のコンカ
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テマー鎖が形成され得る（図８Ｃ）。実施形態では、形成されたコンカテマー鎖８４０は
、５’末端及び３’末端を有することができ、及び５’から３’方向の中に：Ｃ’－Ｔ－
Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’の一般的構造を含む配列を有することができ、式中：Ｃ’は、前記第
二のプライマーの第一の領域のヌクレオチド配列であり、Ｔは、前記ポリヌクレオチド・
テンプレート又はその類似の配列の配列であり、及びＸは、ヌクレオチドの任意の数及び
配列である。従って、前記コンカテマー鎖の一般的構造に示されるように、コンカテマー
鎖は、前記ポリヌクレオチド・テンプレート又はその類似の配列の、配列の少なくとも２
つのコピーを含むことができ、前記ポリヌクレオチド・テンプレートの配列のコピーは、
少なくとも前記第二のプライマーの第一の領域の配列により分離される。実施形態では、
Ｔは、前記ポリヌクレオチド・テンプレートの類似の配列である。本明細書において用い
られる、ポリヌクレオチド・テンプレートの“類似の配列”は、前記ポリヌクレオチド・
テンプレートと同様の配列を含むが、ポリヌクレオチド・テンプレート中のヌクレオチド
に対して１つ以上の類似のヌクレオチドを含む、配列を指す。従って、例えば、もし前記
ポリヌクレオチド・テンプレートが、ＲＮＡ配列を含む場合、その類似の配列は同じ配列
のＤＮＡ版であり得る（即ち、ＲＮＡ配列のウラシルが、類似のＤＮＡ配列でのチミンで
ある）か、又はその反対も可である。実施例を継続して、もし前記ポリヌクレオチド・テ
ンプレートが、５’ＵＡＣＣＵＧ３’のＲＮＡ配列を含む場合、類似の配列は、５’ＴＡ
ＣＣＴＧ３’のＤＮＡ配列である。
【０１２２】
　実施形態では、５’から３’方向の中に一般的構造：Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’を
含む配列では、Ｘは、ゼロのヌクレオチド（即ち、Ｘの両側のＴ及びＣ配列は直接連結し
ている）。他の実施形態では、Ｘは、１０，０００、５０００、４０００、３０００、２
０００、１０００、５００、４００、３００、２００、１００、９０、８０、７０、６０
、５０、４０、３０、２０、１５、１０、９、８、７、６、５、４、又は３未満のヌクレ
オチドである。Ｘの中のヌクレオチド（存在する場合には）任意の配列を有し得る。実施
形態前記第二のプライマーの第一の領域のヌクレオチド配列であり、Ｔは、前記ポリヌク
レオチド・テンプレートの配列又はその類似の配列であり、及びＮは、１～５００、１～
２００、１～１００、１～５０、又は１～１０等の１０００、５００、２００、１００、
５０、又は１０未満の任意の整数である。例えば、もし“Ｎ”がであり、Ｘが、５’から
３’方向の中に一般構造［（Ｃ’－Ｔ）Ｎ］を有する配列を含む場合、構造Ｃ’－Ｔ－Ｃ
’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’の中のＸの位置には、（Ｃ’－Ｔ）の３回の順次的な繰り返しがあるの
で、対応する構造は：Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｃ’として
書かれることができ、式中下線の引かれたＣ’及びＴは式［（Ｃ’－Ｔ）３］のＣ’－Ｔ
の繰り返しである。従って、例えば、本明細書において提供される組成物及び方法に従う
と、前記ポリヌクレオチド・テンプレートの数十又は数百のコピーを含む、コンカテマー
鎖が生成され得る。実施形態では、図８において提供される、コンカテマー鎖は、本明細
書の他の部分に記載されるコンカテマー鎖の任意の特性を有し得る。更に、いくつかの実
施形態では、コンカテマー鎖の生成の間、一般的構造Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’を有
する配列の中の１つ以上のＣ’又はＴの位置において、少数のヌクレオチド（例えば、１
５以下、１０以下、５以下、又は３以下）が、Ｃ’及びＴの間に挿入され得る。更に、い
くつかの実施形態では、コンカテマー鎖の生成の間、一般的構造Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ
－Ｃ’を有する配列の中の１つ以上のＣ’又はＴの位置において、少数のヌクレオチド（
例えば、１５以下、１０以下、５以下、又は３以下）が、Ｃ’又はＴ配列から削除され得
る．従って、本明細書において提供される方法により提供される、コンカテマー鎖は、本
明細書において提供される一般的構造を有する鎖を含み得るが、前記コンカテマー鎖の異
なる配列成分の１つ以上の接触点（即ち、テンプレート配列及びプライマー配列／Ｔ及び
Ｃ’の間の接触点）において、追加された又は除去された少数のヌクレオチドを有し得る
。更に、実施形態では、本明細書において提供されるコンカテマー鎖は、追加的なヌクレ
オチド（例えば、最大３、５、１０、２０、５０、１００、５００、１０００又はより多
い追加的なヌクレオチド）を一般的構造Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’の配列を有するコ
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ンカテマーを含む分子の５’又は３’末端に含み得る。実施形態では、前記一般的構造Ｃ
’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’のＣ’は、本明細書の他の部分に記載される第二のプライマ
ーのテール領域の任意の特性（例えば、長さ、配列）を有し得る。実施形態では、前記一
般的構造Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’のＴは、本明細書の他の部分に記載されるポリヌ
クレオチド・テンプレート鎖の任意の特性（例えば、長さ、配列）を有し得る。
【０１２３】
　実施形態では、本明細書において提供される方法により生成された、コンカテマー鎖８
４０は、単鎖の分子の一部であり得る。他の実施形態では、本明細書において提供される
方法に従って生成されたコンカテマー鎖８４０は、二本鎖のコンカテマーの一部であるこ
とができ、その中で前記コンカテマー鎖８４０は、コンカテマー鎖８５０に相補的な鎖に
アニールされている。図８Ｃは、５’から３’方向の中に一般構造：Ｃ’－Ｔ－Ｃ’－Ｔ
－Ｘ－Ｃ’（鎖８４０）又はＣ－Ｔ’－Ｃ－Ｔ’－Ｘ’－Ｃ（鎖８５０）を有する配列を
有するコンカテマー鎖を図示しているが、この場合、Ｘは、０ヌクレオチドであるが、図
８の概略図に従って生成されたコンカテマー鎖は、上述の又は本明細書の他の部分に記載
されるコンカテマー鎖のいかなる特性をも有し得る。更に、図８Ｃに関係することとして
、配列Ａ及びＢは、前記テンプレート鎖の一部であり、及び従って前記一般的構造Ｃ’－
Ｔ－Ｃ’－Ｔ－Ｘ－Ｃ’又はＣ－Ｔ’－Ｃ－Ｔ’－Ｘ’－Ｃの中では個別には記録されな
い。
【０１２４】
　本明細書において提供される、方法及び組成物に従い生成されたコンカテマーは、ヌク
レオチドに任意の長さのものであり得る。いくつかの実施形態では、本明細書において生
成されたコンカテマー分子は、長さにおいて、少なくとも３０、４０、５０、６０、７０
、８０、９０、１００、１５０、２００、２５０、３００、４００、５００、６００、７
００、８００、９００、１０００、１５００、２０００、３０００、４０００、５０００
、６０００、７０００、８０００、９０００、１０，０００、１５，０００、２０，００
０、又は２５，０００ヌクレオチドであり得る。本明細書において生成されたコンカテマ
ー分子は、長さにおいて、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１００、１５０
、２００、２５０、３００、４００、５００、６００、７００、８００、９００、１００
０、１５００、２０００、３０００、４０００、５０００、６０００、７０００、８００
０、９０００、１０，０００、１５，０００、２０，０００、又は２５，０００ヌクレオ
チド未満である。本明細書において生成されたコンカテマー分子は、長さにおいて、３０
、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１００、１５０、２００、２５０、３００、４
００、５００、６００、７００、８００、９００、１０００、１５００、２０００、３０
００、４０００、５０００、６０００、７０００、８０００、９０００、１０，０００、
１５，０００、又は２０，０００ヌクレオチドの最小値を持ち、及び長さにおいて４０、
５０、６０、７０、８０、９０、１００、１５０、２００、２５０、３００、４００、５
００、６００、７００、８００、９００、１０００、１５００、２０００、３０００、４
０００、５０００、６０００、７０００、８０００、９０００、１０，０００、１５，０
００、２０，０００、又は２５，０００ヌクレオチドの長さの最大値を持つ範囲から選ば
れる長さを持つことができる。いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方
法又は組成物に従って生成される、少なくともいくつかのコンカテマーは、上述の特性を
有し得る。いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法又は組成物に従っ
て生成されるコンカテマーのは、上述の特性を有する。
【０１２５】
　本明細書において提供される方法又は組成物に従って生成されるコンカテマーは、核酸
テンプレート又は特定の核酸の任意の数のコピーを含み得る。いくつかの実施形態では本
明細書において生成されるコンカテマー分子は、核酸テンプレート又は特定の核酸の、少
なくとも２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６
、１７、１８、１９、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、６０、７０、８０、
９０、又は１００コピーを含み得る。いくつかの実施形態では、本明細書において生成さ
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れるコンカテマー分子は、核酸テンプレート又は特定の核酸の、２、３、４、５、６、７
、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２５
、３０、３５、４０、４５、５０、６０、７０、８０、９０、又は１００未満のコピーを
含み得る。いくつかの実施形態では、本明細書において生成されるコンカテマー分子は、
２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、
１８、１９、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、６０、７０、８０、又は９０
コピーの最小値を持ち、及び３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１
４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、６０
、７０、８０、９０、又は１００コピーの最大値を有する範囲から選ばれる、核酸テンプ
レート又は特定の核酸のコピーの数を有し得る。いくつかの実施形態では、本明細書にお
いて提供される方法又は組成物に従って生成される少なくともいくつかのコンカテマーは
、上述の特性を有し得る。いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法又
は組成物に従って生成されるコンカテマーの、少なくとも１０％、２０％、３０％、４０
％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、又は９５％は、上述の特性を有し得る。
【０１２６】
　本明細書において提供される方法の進展は、複数の異なる方法で観察され得る。実施形
態では、反応は核酸増幅生成物により検定され得る（例えば、生成物の量について又は生
成の速度により）。他の実施形態では、反応は、核酸テンプレートに沿ったポリメラーゼ
の活性により検定され得る（例えば、テンプレート鎖に沿ったポリメラーゼの動き）。従
って、いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法の事象は、方法からの
生成物の累積に起因して（前記方法のステップの完了の間、又はその後の）、又は方法の
ステップの間に生じる検出可能な事象に起因して観察され得る。
【０１２７】
　増幅された核酸の存在は、例えば、反応生成物の検出により（増幅された核酸又は反応
副生成物）又は前記反応の進展に伴うプローブの検出により検定され得る。
【０１２８】
　いくつかの実施形態では、反応生成物は、生成物を染料により染色することにより同定
され得る。いくつかの実施形態では、染料は核酸と結合した時に、核酸と結合していない
時よりも、より大きな蛍光を有し得る。実施形態では、染料は二本鎖の核酸にインターカ
レートし得るか、又は染料は核酸の外部領域に結合し得る。本明細書において提供される
方法及び組成物により用いられ得る核酸染料としては、例えば、シアニン染料、Ｐｉｃｏ
Ｇｒｅｅｎ(R)、ＯｌｉＧｒｅｅｎ(R)、ＲｉｂｏＧｒｅｅｎ(R)、ＳＹＢＲ(R)染料、ＳＹ
ＢＲ(R)Ｇｏｌｄ、ＳＹＢＲ(R)ＧｒｅｅｎＩ、ＳＹＢＲ(R)ＧｒｅｅｎＩＩ、臭化エチジ
ウム、ジヒドロエチジウム、ＢｌｕｅＶｉｅｗTM、ＴＯＴＯ(R)染料、ＴＯ－ＰＲＯ(R)染
料、ＰＯＰＯ(R)染料、ＹＯＹＯ(R)染料、ＢＯＢＯ(R)染料、ＪＯＪＯ(R)染料、ＬＯＬＯ
(R)染料、ＳＹＴＯＸ(R)染料、ＳＹＴＯ(R)染料、ヨウ化プロピジウム、ヨウ化ヘキシジ
ウム、メチレンブルー、ＤＡＰＩ、アクリジン・オレンジ、キナクリン、アクリジン二量
体、９－アミノ－６－クロロ－２－メトキシアクリジン、ビスベンズイミド染料、ヘキス
ト（Ｈｏｅｃｈｓｔ）染料、７－アミノアクチノマイシンＤ、アクチノマイシンＤ、ヒド
ロキシスチルバミジン、ピロニンＹ、ＤｉａｍｏｎｄTM染料、ＧｅｌＲｅｄTM、ＧｅｌＧ
ｒｅｅｎTM及びＬＤＳ７５１が挙げられる。
【０１２９】
　いくつかの実施形態では、反応生成物は、増幅反応の濁度の分析により同定され得る。
例えば、実施形態では、増加した濁度は反応生成物及び反応副生成物の生成に相関付けら
れる（例えば、マグネシウムと複合化したピロリン酸）。
【０１３０】
　いくつかの実施形態では、反応生成物は、本明細書の方法に従って遂行される反応をゲ
ル電気泳動により分離し、続いてそのゲルを核酸のための染料により染色ことにより同定
され得る。前記染料は、本明細書で開示されるか、又はさもなければ当技術分野で周知の
任意の核酸染料であり得る。
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【０１３１】
　いくつかの実施形態では、核酸又は核酸の生成の検出のための当技術分野で周知の、任
意の方法又は組成物が、本明細書において提供される方法及び組成物により用いられるこ
とができる。
【０１３２】
　いくつかの実施形態では、蛍光レポーター（蛍光色素分子）及び消光剤の１つ又は両方
を含む、核酸テンプレート鎖の一部（又は同様の又は同一の配列を有する鎖）に相補的な
ヌクレオチド配列を含む核酸プローブが、本明細書において提供される反応に含まれる。
【０１３３】
　一実施例では、核酸プローブは、蛍光レポーターを５’又は３’末端に、及び消光剤を
その反対の末端に含み得る。前記プローブは、順番に、少なくとも第一の、第二の、及び
第三の領域を含むヌクレオチド配列を更に含むことができ、前記第一の、及び第三の領域
は互いに相補的であり、及び第二の領域の少なくとも一部分は、前記核酸テンプレートの
鎖の一部に相補的である（プローブ“検出配列”）．いくつかの実施形態では、第二の領
域の長さは、前記第一の又は第三の領域の長さよりも大きくてよい。いくつかの実施形態
では、第二の領域の長さは、１０～４０ヌクレオチドであることができ、及び第一及び第
三の領域の長さは、４～１０ヌクレオチドであることができる。前記プローブは、少なく
とも２つの異なるコンフォーメーションを有し得る：（Ａ）前記プローブが、その検出配
列にアニールされておらず、及び前記第一の及び第三の領域が、互いにアニールしあって
いるコンフォーメーション；このコンフォーメーションはステムからの前記第一の及び第
三の領域及びループからの第二の領域を有する、ステム－ループ（ｓｔｅｍ－ｌｏｏｐ）
構造であることができ、及び（Ｂ）前記プローブがその検出配列とアニールしているコン
フォーメーションであって；このコンフォーメーションでは、第二の領域又はその一部分
はその検出配列にアニールし、及び前記第一の及び第三の領域は互いにアニールしていな
い。前記プローブのコンフォーメーション（Ａ）では、前記蛍光レポーター及び消光剤（
前記プローブの反対側の端末に配置されている／前記第一の及び第三の領域の外側の両末
端に）は、互いに近接していることができる（両方とも、前記第一の及び第三の領域のア
ニーリングにより形成されるステム構造の末端にある）ので、前記蛍光レポーターは消光
されることができる。前記プローブのコンフォーメーション（Ｂ）では、前記蛍光レポー
ター及び消光剤は、互いに近接していないので、前記蛍光レポーターは消光されないこと
ができる。例えば、前記プローブが、ステム－ループ構造を形成するか、又はその検出配
列にアニールするかのいずれかであり得る反応条件下では、前記プローブは、選択された
反応生成物の蓄積を観察するために用いられることができる。いくつかの実施形態では、
前記検出配列が存在する場合、前記プローブは前記検出配列にアニールでき、及び前記プ
ローブは、前記蛍光色素分子の励起スペクトルの波長の光に対応して蛍光を発し得る。そ
の一方、もし前記検出配列が存在しない場合、前記プローブはステム－ループ構造を形成
でき、及び前記蛍光色素分子の励起スペクトルの波長の光に対応して蛍光を発しない。
【０１３４】
　別の実施例では、核酸プローブは、蛍光レポーターをその5’又は3’末端に含むことが
でき、及びそれは、消光剤を含む核酸プライマーとアニールできる。前記消光剤を含む核
酸プライマーは、前記プライマーの中の位置に消光剤を含み得るので、前記核酸プローブ
は前記プライマーにアニールしたときに、前記蛍光レポーターは消光される。前記プロー
ブは、例えば、前記反応生成物前記プローブが前記プライマーにアニールできるか、又は
その検出配列にアニールするかの、いずれかができる反応条件で、選択された反応生成物
の蓄積を観察するために用いられ得る。いくつかの実施形態では、前記検出配列が存在す
る場合、前記プローブは、前記検出配列にアニールでき、及び前記プローブは、前記蛍光
色素分子の励起スペクトルの波長の光に対応して蛍光を発し得る(従って反応生成物の存
在を示す)。その一方、前記検出配列が存在しない場合、前記プローブは、前記プライマ
ーとのペアーを取り続け得るので、及び前記蛍光色素分子の励起スペクトルの波長の光に
対応して蛍光を発しない。
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【０１３５】
　蛍光レポーター及び消光剤のペアーを含むプローブにおいて、前記蛍光レポーター及び
消光剤は、選択されることができるので前記消光剤、前記消光剤は、効果的に前記消光剤
前記レポーターを消光できる。いくつかの実施形態では蛍光レポーターは消光剤前記消光
剤と組み合わされ、前記蛍光レポーターの発光極大は、前記消光剤の吸収極大と同様であ
る。前記蛍光レポーターとして用いられ得る蛍光色素分子としては、例えば、ＣＡＬ　Ｆ
ｌｕｏｒ(R)　Ｇｏｌｄ、ＣＡＬ　Ｆｌｕｏｒ(R)　Ｏｒａｎｇｅ、Ｑｕａｓａｒ　５７０
、ＣＡＬ　Ｆｌｕｏｒ(R)　Ｒｅｄ　５９０、ＣＡＬ　Ｆｌｕｏｒ　Ｒｅｄ(R)　６１０、
ＣＡＬ　Ｆｌｕｏｒ(R)　Ｒｅｄ　６１０、ＣＡＬ　Ｆｌｕｏｒ(R)　Ｒｅｄ　６３５、Ｑ
ｕａｓａｒ(R)　６７０　（バイオサーチ・テクノロジーズ（Ｂｉｏｓｅａｒｃｈ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ））、ＶＩＣ、ＮＥＤ（ライフ・テクノロジーズ（Ｌｉｆｅ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ））、Ｃｙ３、Ｃｙ５、Ｃｙ５．５（ＧＥヘルスケア・ライフ・サ
イエンシズ（ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ））、Ｏｙｓｔ
ｅｒ　５５６、Ｏｙｓｔｅｒ　６４５（インテグレ―ティッド・ＤＮＡテクノロジーズ（
Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ＤＮＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ））、ＬＣ　ｒｅｄ　６１０
、ＬＣ　ｒｅｄ　６１０、ＬＣ　ｒｅｄ　６４０、ＬＣ　ｒｅｄ　６７０、ＬＣ　ｒｅｄ
　７０５（ロッシュ・アプライズ・サイエンス（Ｒｏｃｈｅ　Ａｐｐｌｉｅｓ　Ｓｃｉｅ
ｎｃｅ））、Ｔｅｘａｓ　ｒｅｄ、ＦＡＭ、ＴＥＴ、ＨＥＸ、ＪＯＥ、ＴＭＲ、及びＲＯ
Ｘが挙げられる。用いられ得る消光剤としては、例えば、ＤＤＱ－Ｉ、ＤＤＱ－ＩＩ（ユ
ーロジェンテック（Ｅｕｒｏｇｅｎｔｅｃ））、Ｅｃｌｉｐｓｅ（エポック・バイオサイ
エンシズ（Ｅｐｏｃｈ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ））、Ｉｏｗａ　Ｂｌａｃｋ　ＦＱ、Ｉ
ｏｗａ　Ｂｌａｃｋ　ＲＱ（インテグレ―ティッド・ＤＮＡテクノロジーズ）、ＢＨＱ－
１、ＢＨＱ－２、ＢＨＱ－３　（バイオサーチ・テクノロジーズ）、ＱＳＹ－７、ＱＳＹ
－２１（モレキュラー・プローブ（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅｓ）、及びＤａｂｃ
ｙｌが挙げられる。
【０１３６】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法に従い遂行される反応は、
光源及び光学的センサーを含む装置の中で観察され得る。ある場合には、前記反応は、光
源からの光の経路の中に位置づけられることができ、及び前記サンプルにより吸収される
光（例えば、濁度反応の場合）、前記サンプルにより散乱される光（例えば、濁度反応の
場合）、又は前記サンプルより放射される光（例えば、蛍光分子を含む反応の場合）が測
定され得る。いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法は、参照により
その全体が本明細書に組み込まれる、２０１３年２月１８日に出願された、米国特許出願
第１３／７６９，７７９号に開示される機器若しくはその中のモジュールの中で遂行され
るか又は観察され得る。
【０１３７】
　本明細書において提供される方法を用いて、目的の核酸テンプレートの特異的な増幅生
成物が、増幅反応の開始から、例えば、３０秒、１分、３分、５分、１０分、１５分、２
０分、３０分、４５分、６０分、９０分、１２０分、１８０分、又は２４０分以内で同定
され得る。別の実施例では、本明細書において提供される方法を用いて、目的の核酸テン
プレートに対して陽性の増幅反応が、前記テンプレートのわずか１０、５０、１００、５
００、１０００、５０００、１０，０００、５０，０００、１００，０００、５００，０
００、又は１，０００，０００コピーが生成されたときに同定され得る。別の実施例では
、本明細書において提供される方法を用いて、方法の開始時に、目的のテンプレートの、
わずか１、２、３、４、５、１０、１５、２０、２５、３０、４０、５０、１００、２０
０、５００、１０００、５０００、又は１０，０００コピーを含む、サンプル中の目的の
核酸テンプレートの存在が、同定され得る。
【０１３８】
　実施形態では、本明細書において提供される方法は、標的の目的の核酸についての、サ
ンプルの検定のために用いられ得る。特定の実施形態では、サンプル中の標的の目的の核
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酸の存在又は量は、反応中の核酸増幅についての変曲時間を決定することを含む方法によ
り決定され得る。変曲時間／変曲点は、増幅反応が、核酸テンプレートに対して陽性であ
ることが決定される時間又は点である。変曲時間／点は、例えば、選択された量の核酸が
、前記反応において生成された、反応の開始後の時間、反応における増幅速度がベースラ
イン相から、指数増殖期へ変化する時間、又は反応における増殖速度が、指数増殖期から
、ベースライン相に変化する時間等の１つ以上のインジケーターにより、特定され得る。
実施形態では、変曲時間／点は、蛍光における変化若しくは反応の吸光度、又は選択され
た値に達する、蛍光若しくは反応の吸光度に基づいて特定され得る。特定の実施形態では
、サンプル中の標的の目的の核酸の存在又は量は、未知の量の標的の目的の核酸反応の核
酸増幅についての変曲時間を、以下の１つ又は両方と比較することを含む方法により決定
され得る：ｉ）前記標的の目的の核酸を欠くことが知られる反応（即ち、陰性対照）又は
ｉｉ）前記標的の目的の核酸を含むことが知られる反応（即ち、陽性対照）。実施形態で
は、前記標的の目的の核酸を含む反応、及び前記標的の核酸を含まない反応の両方が、選
択された変曲時間について測定される。実施形態では、サンプル中の標的の目的の核酸の
存在は、標的の目的の核酸を含み得るか、又は含まなくてよいサンプルを含む反応の変曲
を、既知の標的の目的の核酸状況を持つ１つ以上の反応の変曲の時間との差を評価するこ
とを含む方法に基づいて決定され得る（例えば、前記標的の目的の核酸を含むことが知ら
れるか、又は含まないことが知られる）。例えば、本明細書において提供される方法に従
う前記反応の変曲時間が、前記標的の目的の核酸を含まないことが知られる、対応する反
応よりも、少なくとも３、５、１０、１５、２０、３０、４０、５０、６０、９０、１２
０、又は１８０分早い場合に、サンプルが、標的の目的の核酸を含むと特定され得る。別
の実施例では、本明細書において提供される方法に従う前記反応の変曲時間が、前記標的
の目的の核酸を含むことが知られる対応する反応よりも、３、５、１０、１５、２０、３
０、４０、５０、６０、９０、１２０、又は１８０分未満遅い場合に、サンプルが前記標
的の目的の核酸を含むと特定される。
【０１３９】
　本明細書において提供される方法は、任意の時間の長さの間に遂行され得る。典型的に
は、前記方法は、例えば、核酸複製の速度、ポリメラーゼ活性の発生、又は増幅生成物の
蓄積を、観察するために十分な長さの間遂行される。いくつかの実施形態では、本明細書
において提供される方法は、１０秒、３０秒、１分、５分、１０分、２０分、３０分、４
５分、１時間、２時間、３時間、４時間、６時間、８時間、１２時間、１６時間、又は２
４時間よりも短い合計時間の間遂行されることができ、その時間に、核酸複製、ポリメラ
ーゼ活性の発生、又は増幅生成物の蓄積が測定される。
【０１４０】
　本明細書において提供される方法は、様々な方法により停止され得る。一実施形態では
、方法のステップは、前記方法の１つ以上のステップに含まれる１つ以上の試薬（例えば
、ｄＮＴＰ）．の濃度の低下又は完全な消費に際して停止され得る別の実施形態では、方
法のステップは、前記方法の１つ以上のステップに含まれる１つ以上の酵素（例えば、ポ
リメラーゼ）の不活性化に際して停止され得る。酵素は、様々な方法で不活性化され得る
。例えば、酵素は、経時的に酵素の構造に影響するランダムな事象に起因して酵素活性を
徐々に失うか、又は酵素は、その酵素活性の不活性化を加速する条件に曝露され得る（例
えば、高温、極端なｐＨ等）。
【０１４１】
　いくつかの実施形態では、一次核酸は、単一の鎖であるか又は二重鎖であり得る。単一
の鎖の一次核酸は、本明細書においては、“一次ポリヌクレオチド”と称される。一次核
酸は直線状であるか又は円形であり得る。一次核酸は、核酸テンプレートを含み得る。い
くつかの実施形態では、一次核酸の全体は、核酸テンプレートであり得る。他の実施形態
では、一次核酸は、核酸テンプレートの一部分ではない１つ以上のヌクレオチドを含み得
る（例えば、前記一次核酸は、前記一次核酸中に含まれる核酸テンプレートよりも、ゆお
り長いものであり得る）。いくつかの実施形態では、一次核酸は核酸テンプレートの２つ
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以上のコピーを含み得る。一次核酸は、ＤＮＡ、ＲＮＡ、又はそれらの混合物を含み得る
。二本鎖の直線状の一次核酸は、平滑末端（ｂｌｕｎｔ　ｅｎｄ）又はスティッキー末端
（ｓｔｉｃｋｙ　ｅｎｄ）を有し得る（“スティッキー末端”は、１つ以上の対になって
いないヌクレオチドを有する張り出した鎖を有する末端を称する）。
【０１４２】
　一次核酸は、任意の長さのヌクレオチド．であり得る。例えば、一次核酸は、長さにお
いて少なくとも２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１２、１４、１６、１８、２０
、２５、３０、３５、４０、４５、５０、６０、７０、８０、９０、１００、１５０、２
００、２５０、３００、３５０、４００、５００、７５０、１０００、又は１５００ヌク
レオチドであってよい。別の実施例では一次核酸は、長さにおいて、２～１００，０００
、５～１００、０００、１０～１００，０００、１５～１００，０００、２０～１００，
０００、２５～１００，０００、３０～１００，０００、５０～１００，０００、７０～
１００，０００、１００～１００，０００、２００～１００，０００、２～１０，０００
、５～１０，０００、１０～１０，０００、１５～１０，０００、２０～１０，０００、
２５～１０，０００、３０～１０，０００、５０～１０，０００、７０～１０，０００、
１００～１０，０００、２００～１０，０００、２～５，０００、５～５，０００、１０
～５，０００、１５～５，０００、２０～５，０００、２５～５，０００、３０～５，０
００、５０～５，０００、７０～５，０００、１００～５，０００、２００～５，０００
、２～３，０００、５～３，０００、１０～３，０００、１５～３，０００、２０～３，
０００、２５～３，０００、３０～３，０００、５０～３，０００、７０～３，０００、
１００～３，０００、２００～３，０００、２～１，０００、５～１，０００、１０～１
，０００、１５～１，０００、２０～１，０００、２５～１，０００、３０～１，０００
、５０～１，０００、７０～１，０００、１００～１，０００、２００～１，０００、２
～５００、５～５００、１０～５００、１５～５００、２０～５００、２５～５００、３
０～５００、５０～５００、７０～５００、１００～５００、又は２００～５００ヌクレ
オチド塩基であり得る。
【０１４３】
　いくつかの実施形態では、核酸テンプレートは、単一の鎖又は二重鎖であり得る。核酸
テンプレートの単一の鎖は、本明細書においては“ポリヌクレオチド・テンプレート”と
称される。本明細書において言及される“ポリヌクレオチド・テンプレート”は、その相
補的配列との結合からは除外されない。言い換えると、“ポリヌクレオチド・テンプレー
ト”は、例えば、単鎖の核酸テンプレートの全体であり得るか、又はそれは二本鎖の核酸
テンプレートの１つの鎖であり得る。核酸テンプレートは一次核酸分子内に含まれ得る。
いくつかの実施形態では、核酸テンプレートは一次核酸分子の全体を構成し得る。他の実
施形態では、核酸テンプレートは、前記核酸テンプレートの一部ではない、１つ以上のヌ
クレオチドを含む、一次核酸の中に含まれ得る（例えば、前記核酸テンプレートは、前記
核酸テンプレートを含む一次核酸よりも、長さにおいて短いことができる）。
【０１４４】
　核酸テンプレートは、任意の長さのヌクレオチドであり得る。例えば、核酸テンプレー
トは、長さにおいて、少なくとも２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１２、１４、
１６、１８、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、６０、７０、８０、９０、１
００、１５０、２００、２５０、３００、３５０、４００、５００、７５０、１０００、
又は１５００ヌクレオチドであり得る。別の実施例では核酸テンプレートは、長さにおい
て、２～１００，０００、５～１００，０００、１０～１００，０００、１５～１００，
０００、２０～１００，０００、２５～１００，０００、３０～１００，０００、５０～
１００，０００、７０～１００，０００、１００～１００，０００、２００～１００，０
００、２～１０，０００、５～１０，０００、１０～１０，０００、１５～１０，０００
、２０～１０，０００、２５～１０，０００、３０～１０，０００、５０～１０，０００
、７０～１０，０００、１００～１０，０００、２００～１０，０００、２～５，０００
、５～５，０００、１０～５，０００、１５～５，０００、２０～５，０００、２５～５
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，０００、３０～５，０００、５０～５，０００、７０～５，０００、１００～５，００
０、２００～５，０００、２～３，０００、５～３，０００、１０～３，０００、１５～
３，０００、２０～３，０００、２５～３，０００、３０～３，０００、５０～３，００
０、７０～３，０００、１００～３，０００、２００～３，０００、２～１，０００、５
～１，０００、１０～１，０００、１５～１，０００、２０～１，０００、２５～１，０
００、３０～１，０００、５０～１，０００、７０～１，０００、１００～１，０００、
２００～１，０００、２～５００、５～５００、１０～５００、１５～５００、２０～５
００、２５～５００、３０～５００、５０～５００、７０～５００、１００～５００、又
は２００～５００のヌクレオチド塩基であり得る。
【０１４５】
　本明細書において用いられる“プライマー”は、ポリヌクレオチドであって、ｉ）オリ
ジナルの核酸鎖にハイブリダイズする能力があり、及びｉｉ）新しい核酸鎖の合成のため
の開始点として作用し、前記新しい核酸鎖は、プライマーの伸長された生成物であり、及
びオリジナルの鎖に対して相補的である。プライマーは、その３’末端に遊離したＯＨ基
（水酸基）を持つことができ、これは伸長生成物のための合成の始原として機能し得る。
【０１４６】
　プライマーは、標準的ヌクレオチド［例えば、標準的ＤＮＡデオキシリボヌクレオチド
（デオキシアデノシン一リン酸、デオキシグアノシンン一リン酸、チミジン一リン酸、デ
オキシシチジンン一リン酸）又は標準的ＲＮＡリボヌクレオチド（アデノシン一リン酸、
グアノシン一リン酸、ウリジン一リン酸、シチジン一リン酸）］、代替的なヌクレオチド
（例えば、イノシン）、修飾されたヌクレオチド、ヌクレオチド・アナログ、又はそれら
の組み合わせを含む。例えば、オリゴヌクレオチドプライマーは、ペプチド核酸、モルフ
ォリノ（ｍｏｒｐｈｏｌｉｎｏ）（例えば、ホスホロジアミデートモルフォリノオリゴ）
、ロックされた核酸［例えば、Ｋａｕｒ、Ｈら、Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　４５（２３
）、７３４７～５５（２００６）を参照されたい］、グリコール核酸、又はトレオース核
酸を含み得る。プライマーは、例えば、ホスホジエステル結合、ホスホロチオエート結合
（架橋していないＯがイオウにより置換される）、又はペプチド結合（ペプチド核酸の一
部として）を含むバックボーンを有し得る。代替的なヌクレオチド、修飾されたヌクレオ
チド、及びヌクレオチド・アナログは、本明細書では集合的に“非標準的ヌクレオチド”
と称される。
【０１４７】
　プライマー中での非標準的ヌクレオチドの存在は、プライマーの様々な性質に影響し得
る。いくつかの実施形態では、プライマー中への非標準的ヌクレオチドの包含は、その相
補的配列に対するプライマーの熱力学的な安定性を増加し得るか、又は減少し得る。例え
ば、増加した熱力学的安定性を有するプライマーは、ロックされた核酸を含み得る。減少
した熱力学的安定性を有するプライマーは、例えば、イノシン（Ａｕｅｒら、Ｎｕｃｌ．
　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２４；５０２１～５０２５（１９９６）に記載される）又はカル
ボキシル基等の負に荷電した化学基を含み得る。
【０１４８】
　本明細書において提供される第一のプライマー又は第二のプライマーは、任意の長さの
ものであり得る。前記第一のプライマー及び第二のプライマーは同じ数のヌクレオチドを
含み得るか、又は異なる数のヌクレオチドを含み得る。いくつかの実施形態では第一の又
は第二のプライマーは、長さにおいて、少なくとも２、３、４、５、６、７、８、９、１
０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３
、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、３５、４０、４５、５０、６０、７０、
８０、９０、１００、１５０、２００、２５０、３００、３５０、４００、５００、７５
０、１０００、又は１５００ヌクレオチドであり得る。いくつかの実施形態では第一の又
は第二のプライマーは、長さにおいて２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１
２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５
、２６、２７、２８、２９、３０、３５、４０、４５、５０、６０、７０、８０、９０、
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１００、１５０、２００、２５０、３００、３５０、４００、５００、７５０、１０００
、又は１５００ヌクレオチド未満である。いくつかの実施形態では第一の又は第二のプラ
イマーは、長さにおいて、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、
１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２
７、２８、２９、３０、３５、４０、４５、５０、６０、７０、８０、９０、１００、１
５０、２００、２５０、３００、３５０、４００、５００、７５０、又は１０００ヌクレ
オチドの最小値を有し、及び長さにおいて３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１
２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５
、２６、２７、２８、２９、３０、３５、４０、４５、５０、６０、７０、８０、９０、
１００、１５０、２００、２５０、３００、３５０、４００、５００、７５０、１０００
、又は１５００ヌクレオチドの最大値を有する範囲から選択される長さを有し得る。
【０１４９】
　本明細書において提供される、第一のプライマー又は第二のプライマーのテール領域は
任意の長さのものであり得る。典型的には、同じテンプレートに向けられる、第一のプラ
イマー及び第二のプライマーのテール領域は同じ数のヌクレオチドを含む。いくつかの実
施形態では、前記第一の又は第二のプライマーのテール領域は、長さにおいて、少なくと
も２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７
、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、
３５、４０、４５、５０、６０、７０、８０、９０、１００、１５０、２００、２５０、
３００、３５０、４００、５００、７５０、１０００、又は１５００ヌクレオチドであり
得る。いくつかの実施形態では前記第一の又は第二のプライマーのテール領域は、長さに
おいて、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６
、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、
３０、３５、４０、４５、５０、６０、７０、８０、９０、１００、１５０、２００、２
５０、３００、３５０、４００、５００、７５０、１０００、又は１５００ヌクレオチド
を超え得る。いくつかの実施形態では前記第一の又は第二のプライマーのテール領域は、
長さにおいて、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５
、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、
２９、３０、３５、４０、４５、５０、６０、７０、８０、９０、１００、１５０、２０
０、２５０、３００、３５０、４００、５００、７５０、又は１０００ヌクレオチドの最
小値を持ち、及び長さにおいて、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３
、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、
２７、２８、２９、３０、３５、４０、４５、５０、６０、７０、８０、９０、１００、
１５０、２００、２５０、３００、３５０、４００、５００、７５０、１０００、又は１
５００ヌクレオチドの最大値を有する範囲から選択された長さを有し得る。
【０１５０】
　本明細書において提供される、第一のプライマー又は第二のプライマーのテンプレート
結合領域は、任意の長さのものであり得る。同じテンプレートに向けられる、前記第一の
プライマー及び第二のプライマーのテンプレート結合領域は、同じ数のヌクレオチドを含
み得るか、又は異なる数のヌクレオチドを含み得る。いくつかの実施形態では前記第一の
又は第二のプライマーのテンプレート結合領域は、長さにおいて、少なくとも２、３、４
、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９
、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、３５、４０、
４５、５０、６０、７０、８０、９０、１００、１５０、２００、２５０、３００、３５
０、４００、５００、７５０、１０００、又は１５００ヌクレオチドであり得る。いくつ
かの実施形態では前記第一の又は第二のプライマーのテンプレート結合領域は、長さにお
いて、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、
１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３
０、３５、４０、４５、５０、６０、７０、８０、９０、１００、１５０、２００、２５
０、３００、３５０、４００、５００、７５０、１０００、又は１５００ヌクレオチドを
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超え得る。いくつかの実施形態では前記第一の又は第二のプライマーのテンプレート結合
領域は、長さにおいて、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１
４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７
、２８、２９、３０、３５、４０、４５、５０、６０、７０、８０、９０、１００、１５
０、２００、２５０、３００、３５０、４００、５００、７５０、又は１０００ヌクレオ
チドの最小値を持ち、及び長さにおいて、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１
２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５
、２６、２７、２８、２９、３０、３５、４０、４５、５０、６０、７０、８０、９０、
１００、１５０、２００、２５０、３００、３５０、４００、５００、７５０、１０００
、又は１５００ヌクレオチドの最大値を持つ範囲から選択される数を有し得る。
【０１５１】
　いくつかの実施形態では、プライマーは、任意の長さであることができ、及び前記プラ
イマーを含む方法又はそのステップに対して用いられる温度において、前記プライマーの
相補体に対する十分に安定な、及び特異的なアニーリングを許容する任意のヌクレオチド
配列を含み得る。プライマーの所望される厳密な長さは、反応の温度、前記プライマーの
化学的組成、及び前記プライマーを含む反応を含む様々な因子に依存し得る。いくつかの
実施形態では、前記プライマーのテンプレート結合領域は、任意の長さのものであること
ができ、及び前記プライマーを含む方法又はそのステップに対して用いられる温度におい
て、前記プライマーのテンプレート結合領域がその相補体に対する十分に安定な、及び特
異的なアニーリングを許容する任意のヌクレオチド配列を含み得る。前記プライマーのテ
ンプレート結合領域の所望される厳密な長さは、反応の温度、前記プライマーの化学的組
成、及び前記プライマーを含む反応を含む様々な因子に依存し得る。前記プライマーへの
１つ以上の非標準的ヌクレオチドの包含は、本明細書において提供される方法で使用され
る前記プライマーの所望の長さを、非標準的ヌクレオチドを欠く対応するプライマーの長
さに比較して変化させ得る。例えば、もし本明細書において提供される方法で、特定の融
解温度（“Ｔｍ”）を持つプライマーを有することが望まれる場合、いくつかの実施形態
では、前記プライマーが、少なくともいくつかの非標準的ヌクレオチドを含む場合には、
選択されたＴｍを持つプライマーは、標準的ヌクレオチドのみを含むプライマーと比較し
た場合に、より短い長さのものになり得る。一般的に、ヌクレオチド配列の“融解温度”
は、クレオチド配列を有する核酸の５０％が、その相補的配列とペアーを形成するものに
基づき（即ち、二本鎖の分子中にあり）、及びヌクレオチド配列を有する核酸の５０％が
、単鎖の形態中にある温度を指す。
【０１５２】
　本明細書において提供されるプライマーは、任意の適切な方法により調製され得る。例
えば、プライマーは、化学的に合成され得る。別の実施例では、本明細書に記載されるプ
ライマーの一部を生成するか、又は一部になるために、天然の核酸が単離され、開裂され
（例えば、制限酵素により）、及び／又は修飾され得る。
【０１５３】
　いくつかの実施形態では標識がプライマーに取りつけられ得る．標識は、例えば、結合
リガンド（例えば、ジゴキシン又はビオチン）、酵素、蛍光性分子／蛍光色素分子、発光
性分子、消光剤分子、又は放射性同位体を含む。他の実施形態では、オリゴヌクレオチド
の塩基は２－アミノプリン等の蛍光性アナログにより置換され得る（例えば、参照により
その全体が本明細書に組み込まれる、Ｐｒｏｃ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、９１、６６
４４～６６４８（１９９４）を参照されたい）。
【０１５４】
　いくつかの実施形態では、ｉ）第一のプライマーの第一のコピーのテンプレート結合領
域が、核酸テンプレート鎖にアニールし、ｉｉ）第二のプライマーのテンプレート結合領
域が、第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物にアニールし、ｉｉｉ）第一
のプライマーの第二のコピーのテンプレート結合領域が、第二のプライマーの伸長された
生成物にアニールするか、又はｉｖ）二次核酸の第一のコピーの第一のプライマーの第二
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のコピーの伸長された生成物の３’末端領域が、二次核酸の第二のコピーの第二のプライ
マーの伸長された生成物の３’末端領域にアニールして、これらの鎖を含むクロスオーバ
ー構造を生成することができる条件は、記核酸を、プライマー又は異なる核酸鎖が、二本
鎖の分子の鎖の間に入り込むことを促進するために十分な程度に、及び前記プライマー又
は異なる核酸鎖が、開裂した二本鎖の核酸分子の一本の鎖にアニールすることを許容する
ために十分な程度に、二本鎖の核酸分子の鎖が“呼吸”できる（即ち、塩基対を結合して
いる水素結合の局所的な断裂を、短時間受ける）温度において、前記核酸を、インキュベ
ートすることを、それぞれが、（即ち、ｉ）、ｉｉ）、ｉｉｉ）、又はｉｖ）の任意のも
のが、）含み得る。いくつかの実施形態では、方法又はそのステップは、少なくとも１０
、１５、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、３１、
３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１、４２、４３、４４、４
５、４６、４７、４８、４９、５０、５１、５２、５３、５４、５５、５６、５７、５８
、５９、６０、６１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、６８、６９、７０、７１、
７２、７３、７４、７５、７６、７７、７８、７９、８０、８１、８２、８３、８４、８
５、９０、又は９５Ｃの温度において遂行され得るか、又はインキュベートされ得る。い
くつかの実施形態では、方法又はそのステップは、１０、１５、２０、２１、２２、２３
、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、３１、３２、３３、３４、３５、３６、
３７、３８、３９、４０、４１、４２、４３、４４、４５、４６、４７、４８、４９、５
０、５１、５２、５３、５４、５５、５６、５７、５８、５９、６０、６１、６２、６３
、６４、６５、６６、６７、６８、６９、７０、７１、７２、７３、７４、７５、７６、
７７、７８、７９、８０、８１、８２、８３、８４、８５、９０、又は９５Ｃ未満の温度
において遂行され得るか、又はインキュベートされ得る。いくつかの実施形態では、方法
又はそのステップは、１０、１５、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、
２８、２９、３０、３１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４
１、４２、４３、４４、４５、４６、４７、４８、４９、５０、５１、５２、５３、５４
、５５、５６、５７、５８、５９、６０、６１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、
６８、６９、７０、７１、７２、７３、７４、７５、７６、７７、７８、７９、８０、８
１、８２、８３、８４、８５、又は９０Ｃ及び１５、２０、２１、２２、２３、２４、２
５、２６、２７、２８、２９、３０、３１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８
、３９、４０、４１、４２、４３、４４、４５、４６、４７、４８、４９、５０、５１、
５２、５３、５４、５５、５６、５７、５８、５９、６０、６１、６２、６３、６４、６
５、６６、６７、６８、６９、７０、７１、７２、７３、７４、７５、７６、７７、７８
、７９、８０、８１、８２、８３、８４、８５、９０又は９５Ｃの間の温度において遂行
され得るか、又はインキュベートされ得る。
【０１５５】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法又はそのステップに対して
、前記ステップ又は方法は、関連する対を形成している可能性のあるヌクレオチド鎖、又
はその領域（例えば、前記第一のプライマーのテンプレート結合領域対前記核酸テンプレ
ートの第一の鎖、前記第二のプライマーのテンプレート結合領域対前記第一のプライマー
の第一のコピーの伸長された生成物、前記第一のプライマー対第二のプライマーの伸長さ
れた生成物、前記第二のプライマーの伸長された生成物の３’末端領域対その相補体、前
記第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物の３’末端領域対その相補体等）
の融解温度（Ｔｍ）未満の温度において遂行される。いくつかの実施形態では、方法又は
そのステップ本明細書において提供される、前記ステップ又は方法は、前記ステップ又は
方法は、関連する対を形成している可能性のあるヌクレオチド鎖、又はその領域（例えば
、前記第一のプライマーのテンプレート結合領域対前記核酸テンプレートの第一の鎖、前
記第二のプライマーのテンプレート結合領域対前記第一のプライマーの第一のコピーの伸
長された生成物、前記第一のプライマー対第二のプライマーの伸長された生成物、前記第
二のプライマーの伸長された生成物の３’末端領域対その相補体、前記第一のプライマー
の第一のコピー伸長された生成物の３’末端領域対その相補体等）の融解温度（Ｔｍ）未
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満の温度において遂行される。いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方
法又はそのステップでは、前記ステップ又は方法は、関連する対を形成している可能性の
あるヌクレオチド鎖、又はその領域（例えば、前記第一のプライマーのテンプレート結合
領域対前記核酸テンプレートの第一の鎖、前記第二のプライマーのテンプレート結合領域
対前記第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物、前記第一のプライマー対第
二のプライマーの伸長された生成物、前記第二のプライマーの伸長された生成物の３’末
端領域対その相補体、前記第一のプライマーの第一のコピー伸長された生成物の３’末端
領域対その相補体等）のＴｍの温度又はＴｍ＋／－１、２、３、４、５、６、７、８、９
、１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、又は２５Ｃの範囲内で遂行される。
【０１５６】
　いくつかの実施形態では、核酸ポリメラーゼは、本明細書において提供される方法又は
組成物により含まれる。ポリメラーゼは、プライマーの伸長された生成物を生成し得る。
前記プライマー及びその伸長された生成物は、テンプレート核酸鎖に相補的であり得る。
一般的に、核酸ポリメラーゼは、前記プライマーの３’末端においてプライマーの伸長さ
れた生成物の合成を開始する。いくつかの実施形態では、ＤＮＡポリメラーゼが、本明細
書において提供される方法又は組成物により含まれる。本明細書において用いられる、“
ＤＮＡポリメラーゼ”は、ＤＮＡテンプレートに対して一次的又は唯一のポリメラーゼ活
性を有する核酸ポリメラーゼを指す。いくつかの実施形態では、逆転写酵素が、本明細書
において提供される方法又は組成物により含まれる。本明細書において用いられる、“逆
転写酵素”は、ＤＮＡ鎖をＲＮＡテンプレートから合成できる核酸ポリメラーゼを指す。
いくつかの実施形態では、ＲＮＡポリメラーゼが、本明細書において提供される方法又は
組成物により含まれる。本明細書において用いられる、“ＲＮＡポリメラーゼ”は、ＲＮ
Ａ鎖をＤＮＡ又はＲＡＮテンプレートから合成できる核酸ポリメラーゼを指す。
【０１５７】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供されるポリメラーゼは、鎖置換活性を
有し得る。鎖置換活性を有するポリメラーゼは、例えば、ｅｘｏ－Ｂｃａ　ＤＮＡポリメ
ラーゼ、ｐｈｉ２９　ＤＮＡポリメラーゼ、Ｅ．ｃｏｌｉ　ＤＮＡポリメラーゼＩのクレ
ノウ断片（ＫｌｅｎｏｗＦｒａｇｍｅｎｔ）、ＶｅｎｔＲＤＮＡポリメラーゼ、Ｄｅｅｐ
ＶｅｎｔＲＤＮＡポリメラーゼ、９ＮｍＤＮＡポリメラーゼ、Ｂｓｔ　２．０　ＤＮＡポ
リメラーゼ、及びＢｓｔ　ＤＮＡポリメラーゼの大きな断片を含む。鎖置換活性を有する
他のポリメラーゼも用いられ得る。
【０１５８】
　修飾されたポリメラーゼのバージョンも、修飾されたポリメラーゼが、配列依存性核酸
合成活性を有する前提で、本明細書において提供される前記方法及び組成物により用いら
れ得る。修飾されたポリメラーゼのバージョン（“修飾されたポリメラーゼ”）は、例え
ば、前記ポリメラーゼの親のバージョンの配列から、１００以下、７０以下、５０以下、
４０以下、３０以下、２０以下、１０以下、５以下、４以下、３以下、２以下、又は１つ
の異なるアミノ酸を有し得る。いくつかの実施形態では、修飾されたポリメラーゼは、前
記ポリメラーゼの親のバージョンの配列から、１０００、７００、５００、４００、３０
０、２００、１００、５０、４０、３０、２０、１０未満から、５を超えるか、それより
５つ少ないアミノ酸を含み得る。いくつかの実施形態では、修飾されたポリメラーゼは、
親のポリメラーゼのフラグメントを含み得る。いくつかの実施形態では、修飾されたポリ
メラーゼは、ポリメラーゼから誘導された部分及び、非ポリメラーゼタンパク質から誘導
された部分を持つ、キメラ・ポリペプチドを含み得る。いくつかの実施形態では、修飾さ
れたポリメラーゼは、親のポリメラーゼと比較して、例えば、増加された触媒活性、増加
された安定性、又は増加された熱安定性を有し得る。
【０１５９】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供されるポリメラーゼ、は熱安定性であ
る。熱に安定なポリメラーゼは、例えば、少なくとも５、１０、１５、２０、３０、４０
、５０、６０、９０、１２０、又は１８０分の半減期を、最大２５、３０、３５４０、４



(57) JP 2016-521120 A 2016.7.21

10

20

30

40

50

５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０、８５、９０、又は９５Ｃの温度におい
て有し得る。いくつかの実施形態では、修飾されたポリメラーゼは熱に安定であり得る。
【０１６０】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法及びそのステップは、ポリ
メラーゼに基づく核酸合成を支援するために十分な条件を含むか、又はその条件下で遂行
され得る。ポリメラーゼに基づく核酸合成の例示的な条件は、当技術分野では周知であり
及び、例えば、上記のＧｒｅｅｎ及びＳａｍｂｒｏｏｋの著書において提供される。ポリ
メラーゼに基づく核酸合成反応のための非限定的な成分は、以下の１つ以上を含み得る：
ポリメラーゼ酵素（例えば、５０マイクロリットルの反応容積当たり０．０１～１０単位
の酵素の濃度の、又はその中の、５０マイクロリットルの反応容積当たり、例えば、０．
０１～１、０．１～１０、０．１～５、０．５～１０、０．５～５、０．５～２、１～１
０、又は１～５単位の酵素を含む任意の範囲の濃度の、ここで１単位の酵素は、７５Ｃに
おいて、３０分で、１５ｎｍｏｌのｄＮＴＰを重合生成物に組み込める）；テンプレート
（少なくとも、例えば、反応当たり、１、１０、１００、１，０００、１０，０００、又
は１００，０００コピーの濃度における）；プライマー（例えば，０．０１～１０マイク
ロモルの濃度、又はその中の任意の範囲、例えば、０．０１～１、０．１～１０、０．１
～５、０．５～５、又は０．５～２マイクロモルの濃度における）；ｄＮＴＰ（例えば、
ｄＡＴＰ、ｄＴＴＰ、ｄＧＴＰ、及びｄＣＴＰであって、例えば、ｄＡＴＰ、ｄＴＴＰ、
ｄＧＴＰ、及びｄＣＴＰのそれぞれに対して５０～５００マイクロモル、又はその中の、
例えば、５０～３５０、１００～５００、１００～３００、２００～５００、又は３００
～４００マイクロモルを含む任意の範囲のそれぞれのｄＡＴＰ、ｄＴＴＰ、ｄＧＴＰ、及
びｄＣＴＰ）；塩（例えば、１～２００ミリモル、又はその中の、例えば、１～１００、
１～５０、１～２０、１～１０、１０～２０、１０～５０、又は１０～２００ミリモルを
含む任意の範囲の濃度における、例えば、ＫＣｌ又は酢酸カリウム、）；緩衝液（例えば
、１～１００ミリモル、又はその中の、例えば、１～５０、１～２０、１～１０、１～５
、１０～１００、２０～１００、又は５０～１００ミリモルの任意の範囲の濃度における
例えば、Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ又はＴｒｉｓ－酢酸、ｐＨ７．８～８．５、）；及びマグネシ
ウムイオン（例えば０．１及～１０ミリモル、又はその中の、例えば、０．１～５、０．
１～１、０．５～１０、０．５～５、又は０．５～２．５ミリモルを含む任意の範囲の濃
度における）。ポリメラーゼに基づく核酸合成反応のための、追加的な非限定的な成分は
、前記反応の速度を増加させることができ、前記反応の忠実性を増加させ得るか、又は前
記反応における酵素又はＤＮＡの安定性を増加させることができ、及びｍ以下の１つ以上
を含み得る：ゼラチン（例えば，０．０００１％～０．１％ｗ／ｖの間の濃度の）、ＢＳ
Ａ（例えば，０．０１～１マイクログラム／マイクロリットルの）、ショ糖（例えば０．
０１モル～０．８モルの濃度の）、トレハロース（例えば０．０１モル～０．８モルにお
ける）、ＤＭＳＯ（例えば，０．０１～１０％ｖ／ｖの濃度における）、ベタイン（例え
ば、０．１～１０モルの濃度における）、ホルムアミド（例えば、０．１～１０％ｖ／ｖ
の濃度における）、グリセロール（例えば、０．１及び２０％ｖ／ｖの濃度における）、
ポリエチレングリコール（例えば、０．１及び２０％ｖ／ｖの濃度における）、非イオン
性洗剤［例えば、ＮＰ－４０（例えば、０．０１及び１％ｖ／ｖの濃度におけるの濃度に
おける）］、Ｔｗｅｅｎ－２０（例えば、０．０１及び１％ｖ／ｖの濃度における）、又
はＴｒｉｔｏｎＸ－１００（例えば、０．０１及び１％ｖ／ｖの濃度における）］、アン
モニアイオン［例えば、硫酸アンモニウム（例えば、１及び１００ミリモルの濃度におけ
る）、及びＥＤＴＡ（例えば、０．００１及び０．１ミリモルの濃度における）。他の試
薬も、本明細書において提供されるポリメラーゼに基づく核酸合成反応．中に存在し得る
。例えば、ＲＮＡ反応生成物又は非標準的ヌクレオチドを含む反応生成物合成するために
十分な試薬が用いられ得る。ポリメラーゼに基づく核酸合成を支持するために十分な条件
は、様々な温度及びｐＨ値を含み得る。例えば、ポリメラーゼに基づく核酸合成反応のｐ
Ｈは、例えば６．５、７、７．５、７．８、７．９、８、８．１、８．２、８．５、９、
又は９．５等のｐＨ６．０～ｐＨ１０．０であり得る。ポリメラーゼに基づく核酸合成反
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応の温度は、一定であっても、又は可変であってもよい。一定の温度は、例えば、２０、
２５、３０、３５、３７、４０、４２、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８
０、又は８５Ｃ等の、１０Ｃ～９５Ｃであり得る。変化される温度は、２０、２５、３０
、３５、３７、４０、４２、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０、又は８
５Ｃから選択される２つ以上の温度等の、例えば、１０Ｃ～９５Ｃの２つ以上の異なる温
度であり得る。
【０１６１】
　本明細書において提供される方法は、様々な温度において遂行され得る。いくつかの実
施形態では、方法の全てのステップは、同じ温度で遂行され得る。従って、ＰＣＲ等にお
ける温度サイクリングは、本明細書で開示される方法では必要ない。いくつかの実施形態
では、本明細書において提供される方法は、２つ以上の異なる温度において遂行され得る
。いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法のための試薬を含む反応混
合物は、２つ以上の異なる温度においてインキュベートされ得る。いくつかの実施例では
、速度、正確性、又は本明細書において提供される方法の異なるステップの他の特徴を最
適化するために、異なる温度が選択され得る。例えば、ポリメラーゼの酵素活性を増大さ
せるために温度が選択され得る。いくつかの実施例では、プライマーのテンプレートに対
する結合特異性を増加させるために、又はｔｏテンプレートのプライマーに対するアクセ
ス可能性を増加させるために（例えば、より高い温度が、二本鎖テンプレート核酸の分離
を促進し得る）異なる温度が選択され得る。いくつかの実施形態では、本明細書において
提供される方法の全てのステップは、８０、７０、６０、５０、４０、３０、２０又は１
０°Ｃ未満の温度で行われる。いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方
法は、２０～６０、３０～７０、４０～８０、２０～４０、３０～５０、４０～６０、５
０～７０、６０～８０、３０～４０、３５～４５、４０～５０、４５～５５、５０～６０
、５５～６５°Ｃの温度で遂行され得る。特定の実施形態では、標的の核酸を含むサンプ
ルは、本明細書において提供される方法の開始の前に、４０、５０、６０、７０、８０、
９０、又は９５Ｃ未満の温度に加熱される。特定の実施形態では、本明細書において提供
される反応混合物は、本明細書において提供される方法の開始前又は開始後に、４０、５
０、６０、７０、７５、８０、８５、９０、又は９５Ｃを超える高い温度に一度加熱され
得る。前記反応混合物を高い温度に加熱した後で、前記方法の遂行の残りの時間の間、本
明細書の他の部分で提供されるより低い温度において維持され得る（例えば、４０～７０
Ｃの温度において）。実施形態では、本明細書において提供される方法の開始前に、反応
混合物又はサンプルが高い温度まで加熱される場合、核酸ポリメラーゼは、前記反応混合
物又はサンプルが高い温度に加熱された後で、前記反応混合物又はサンプルに加えられる
ことができ、及び前記反応混合物又はサンプルは、本明細書において提供されるより低い
温度に戻される。本明細書で開示される方法は、熱サイクルと共に、又はなしで遂行され
得る。
【０１６２】
　１つの考察として、本明細書において提供される方法又はそのステップのために用いら
れる温度は、酵前記方法．のステップの中で用いられる酵素にとって適切であるために選
択され得る。いくつかの実施形態では、ポリメラーゼが用いられる方法については、前記
反応の温度は、前記ポリメラーゼの活性を有意に損なわないように選択される（例えば、
前記反応の温度は、ポリメラーゼが、少なくとも２４、１２、６、４、３、２、１、０．
７５、０．５、０．２５、又は０．１時間の半減期を持つように選択され得る）。代替的
に、方法は、前記方法において、用いられる酵素の活性を損なう温度において遂行され得
る（例えば、前記反応温度は、前記反応中の酵素が、２４、１２、６、４、３、２、１、
０．７５、０．５、０．２５、又は０．１時間未満の半減期を有するように選択され得る
）。いくつかの実施形態では、方法が、１つ以上の酵素の活性を損なう温度又は他の条件
（例えば、ｐＨ）で遂行される場合、前記方法の開始後にの、１つ以上の間隔において、
追加的な酵素が、損なわれた酵素の活性を補うために前記反応に加えられ得る。
【０１６３】
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　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法の１つ以上のステップは、
同じ反応容器（例えば、チューブ、チップ、コンテナー等）で生じる。
【０１６４】
　本明細書において提供される方法のための試薬は、反応の開始において、すべて共に供
給され得るか、又はそれらは順次に加えられることができ、１つ、２つ、又はより多くの
ステップの後に、新しい試薬が反応に加えられる。状況次第で、新しい試薬（例えば、酵
素、プライマー）が、前記反応のコースの間に、基質に作用するために利用可能な試薬の
量を増やすために、又は不活性化された試薬（例えば、酵素）の機能を置き換えるために
、反応容器に加えられることができる。本明細書において提供される方法の反応の開始後
の１つ以上の選択された時間間隔において、新しい試薬が、反応に加えられ得る（例えば
、反応の開始後、１、３、５、７、１０、１５、２０、３０、４５、又は６０分で）。
【０１６５】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法の１つ以上のステップは、
同時に生じ得る。例えば、前記第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物の単
一のコピーが生成された後で、第二のプライマーの伸長された生成物の複数のコピーが、
前記第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物の単一のコピーから順次生成さ
れる。第二のプライマー伸長された生成物コピーが、前記第一のプライマーの第一のコピ
ーの伸長された生成物の単一のコピーから順次生成されるに連れて、前記第二のプライマ
ー伸長された生成物個々のコピーは、例えば、前記第一のプライマーの第二のコピーの伸
長された生成物を生成するためのテンプレートとして機能し、二次核酸の成分となること
ができ、クロスオーバー構造の成分となることができ、又は第二のプライマー／第一のコ
ンカテマー鎖の伸長された生成物の伸長された生成物の生成のための開始点となり得る。
別の実施例では、二次核酸の２つのコピーは、第一のプライマーの第一のコピーの伸長さ
れた生成物が核酸テンプレートの第一の鎖から生成されるのと同時に、クロスオーバー構
造を生成し得る。別の実施例では、第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物
の１つのコピーは、核酸テンプレートの第一の鎖から、第一のプライマーの第一のコピー
伸長された生成物異なるコピーから前記第二のプライマーの伸長された生成物が生成され
るのと同時に生成される。本明細書において提供される他のステップも、同時に生じ得る
。加えて、本明細書において提供される、二本鎖の核酸テンプレートを含む方法及び組成
物では、前記核酸テンプレートの、いずれかの鎖は、“第一の鎖”と見なされることがで
き、及び本明細書において提供される、プライマー対のいずれかのプライマーは、“第一
のプライマー”と見なされ得る。従って、いくつかの実施例では、本明細書において提供
される方法による、二本鎖の核酸の両方の鎖は、核酸の“第一の鎖”として、同時に用い
られることができ、前記プライマー対の反対側のプライマーは、異なる“第一の鎖”に対
する“第一のプライマー”として機能する。更に、本明細書において提供される方法に従
って生成される様々な構造は、随意的に、本明細書において提供される方法の異なる経路
に入り得る。例えば、実施形態では、本明細書の他の部分に記載されるクロスオーバー構
造を形成するために、第一の二次核酸は、第二の二次核酸と対を形成し得る。他の実施形
態では、第一の二次核酸は、第一のプライマーにより侵入されることができ、及び前記第
二のプライマーの、その伸長された生成物は、前記第一のプライマーの新しい伸長された
生成物の生成のためのテンプレートとして機能し得る。前記第一のプライマーの新しい伸
長された生成物を生成するために、前記二次核酸の一部である、前記第一のプライマーの
伸長された生成物は、置換される。別の実施例では実施形態では、第一のコンカテマーは
、別のコンカテマーと対を形成して、クロスオーバー構造を形成する。他の実施形態では
、第一のコンカテマーは、第一のプライマーにより侵入されることができ、及び前記第一
のコンカテマー鎖は、新しい第二のコンカテマー鎖の生成のためのテンプレートとして機
能し得る。新しい第一のコンカテマー鎖を生成するために、前記コンカテマーの一部であ
る、前記第一のコンカテマー鎖は置換される。本明細書において提供される方法の間に、
他の同様の事象も生じ得る。
【０１６６】
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　本明細書において提供される反応及び組成物は、第一のプライマー、第二のプライマー
、一次核酸、二次核酸、前記第一のプライマーの第一のコピーの伸長生成物、前記第一の
プライマーの第二のコピーの伸長生成物、第二のプライマーの伸長生成物、クロスオーバ
ー構造、コンカテマー等の複数のコピーを含み得る。従って、本明細書において提供され
る方法は、本明細書において提供される複数のステップが、同時に生じ、及びそのような
ステップが関連する分子の複数のコピーにより生じ得るプロセスを含み得る。
【０１６７】
　いくつかの実施形態では、第一の及び第二のプライマーの２つ以上のセットは、本明細
書において提供される方法又は組成物において提供され、それぞれのセットは第一のプラ
イマー及び第二のプライマーを含み、及び異なるプライマーのセットは、異なる核酸テン
プレートに対して相補的である。前記第一の及び第二のプライマーのセットにおける、テ
ンプレート結合領域は、同じ二本鎖の核酸テンプレートの異なる鎖に対して相補的であり
得る。典型的には、所定のセットにおける、前記第一の及び第二のプライマーテール領域
は、他のプライマーセットの第一の及び第二のプライマーからの異なるテール領域からの
、同じ方法又は組成物に用いられるために異なる非相補的配列を有するために、異なるプ
ライマーからのプライマーテールのセットは相補的ではない。このことは、異なる核酸テ
ンプレートから誘導された鎖を含むハイブリッドのクロスオーバー構造の生成を防止する
ために望ましい。代替的に、異なる核酸テンプレートから誘導された鎖を含む、ハイブリ
ッドのクロスオーバー構造及びコンカテマーを生成するために、２つ以上の異なるプライ
マーのセットにおける前記第一の及び第二のプライマーのテール領域は相補的配列を有す
ることができる。２つ以上のプライマーのセットの、本明細書において提供される方法又
は組成物への包含は、同じ反応容器中での複数の異なる核酸テンプレートの同時の増幅を
支持し得る。このことは例えば、サンプル中の、目的の複数のテンプレートを増幅するた
めに、又はサンプル中の．複数の異なるテンプレートの存在を検定するために有用であり
得る。いくつかの実施形態では、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１５、２
０、２５、３０、４０、５０、６０、７０、１００、２００、５００又はそれを超える第
一の及び第二のプライマーのセットが本明細書において提供される方法では、１、２、３
、４、５、６、７、８、９、１０、１５、２０、２５、３０、４０、５０、６０、７０、
１００、２００、５００又はそれを異なる核酸テンプレートを増幅するために、又はその
存在を検定するために提供される。
【０１６８】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法では、核酸テンプレートは
、迅速に増幅され得る。例えば、いくつかの実施形態では、核酸テンプレートは、前記方
法の開始後の０．１、０．５、１、３、５、１０、１５、２０、３０、４０、５０、６０
、９０、１２０、又は１８０分以内に、少なくとも５００倍に増幅され得る。別の実施例
では、いくつかの実施形態では、核酸テンプレートは、前記方法の開始後の０．１、０．
５、１、３、５、１０、１５、２０、３０、４０、５０、６０、９０、１２０、又は１８
０分以内に、少なくとも１０，０００倍に増幅され得る。別の実施例では、いくつかの実
施形態では、前記方法の開始から、０．１分、０．５分、１分、３分、５分、１０分、１
５分、２０分、３０分、４０分、５０分、６０分、９０分、２時間、３時間、４時間、６
時間、８時間、１２時間、１６時間、又は２４時間以内に、核酸テンプレートは、前記方
法の開始時点で、反応混合物中に存在していた、核酸テンプレートのオリジナルの量の少
なくとも５、１０、２５、５０、１００、２５０、５００、１，０００、５，０００、１
０，０００、５０，０００、１００，０００、５００，０００、又は１，０００，０００
倍に、増幅され得る。いくつかの実施形態では、方法が開始されたときに、前記方法第一
のステップのための全ての試薬は、前記方法のための反応混合物を含む容器の中に存在す
る。いくつかの実施形態では、方法が開始されたときに、前記方法の全てのステップのた
めの試薬の全てが前記方法のための反応混合物を含む容器中に存在する。
【０１６９】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法では、核酸テンプレートは
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、線形速度よりも大きな速度において増幅され得る。いくつかの実施形態では、本明細書
において提供される方法では、核酸テンプレートは指数関数的に増幅され得る。いくつか
の実施形態では、本明細書において提供される方法では、核酸テンプレートは、前記方法
の開始後の、１、２、３、５、１０、１５、２０、２５、３０、４５、６０、９０、１２
０、１８０、又は２４０分毎に、数において少なくとも２倍になる。いくつかの実施形態
では、核酸テンプレートは、前記方法の開始時点で、前記反応中に存在した前記核酸テン
プレートのオリジナルの量の少なくとも５、１０、２５、５０、１００、２５０、５００
、１，０００、５，０００、１０，０００、５０，０００、１００，０００、５００，０
００、１，０００，０００、又は１０，０００，０００倍に増幅される。
【０１７０】
　本明細書において提供される方法により生成されたコンカテマー中の核酸テンプレート
の複数のコピーの存在は、本明細書において提供される方法に従った、核酸テンプレート
の迅速な増幅に貢献し得る。とりわけ、核酸テンプレートの鎖の複数のコピーが、単一の
コンカテマー鎖内に存在し得るので、単一のポリメラーゼの単一のコンカテマー鎖へのロ
ード（ｌｏａｄｉｎｇ）は、前記ポリメラーゼが、前記コンカテマー鎖に沿って移動する
に連れて前記核酸テンプレートの鎖の複数のコピーの生成をもたらし得る。ある場合には
、核酸ポリメラーゼが、核酸鎖に遭遇し及びその上にロードするために必要な時間は、増
幅反応全体の速度に大きく影響し得る。例えば、もし複製反応の間に、ポリメラーゼが遭
遇する、それぞれの核酸鎖が、核酸テンプレートの鎖の単一のコピーのみを含む場合、ポ
リメラーゼは、前記テンプレートの鎖のコピーのそれぞれが生成された後に、新しいテン
プレート鎖に遭遇して、その上にロードする必要がある。その一方で、コンカテマーに対
しては、前記ポリメラーゼがコンカテマー鎖に遭遇して、その上にロードすると、それは
、前記コンカテマー鎖を離れるか、又は別の鎖に遭遇して、その上にロードする必要なく
、前記テンプレートの鎖の複数のコピーを合成できる。
【０１７１】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供されるものは、単鎖の又は二本鎖のＲ
ＮＡテンプレートからの、二本鎖のＤＮコンカテマーの生成のための、方法及び組成物で
ある。前記方法は、本明細書において提供される方法にも、含まれ得る、逆転写酵素酵素
（例えば、ＡＭＶ逆転写酵素、Ｍ－ＭＬＶ逆転写酵素、Ｓｕｐｅｒｓｃｒｉｐｔ　ＩＩTM

逆転写酵素、Ｓｕｐｅｒｓｃｒｉｐｔ　ＩＩＩTM逆転写酵素、又はＴｈｅｒｍｏＳｃｒｉ
ｐｔTM逆転写酵素）を除いて、本明細書に記載されるように遂行されることができる。前
記第一のプライマーの第一のコピーは、前記ＲＮＡテンプレートにアニールでき、及び前
記逆転写酵素は、前記第一のプライマーの第一のコピーの伸長された生成物を生成でき、
これは逆転写のプロセスによるＤＮＡ鎖として生成される。ＲＮＡの逆転写のための方法
及び条件は、当技術分野では周知であり、例えば、その全体が参照により本明細書に組み
込まれる、ＲＮＡ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ、Ｄ．Ｒｉｏら、Ｃｏｌｄ
　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ（２０１１）におい
て開示されている。逆転写酵素酵素による、（ＲＮＡ鎖からの）前記第一のプライマーの
第一のコピーの伸長された生成物（ＤＮＡ鎖である）の生成の後に、コンカテマーの生成
のための残りのステップは、本明細書の他の部分に記載されるものと同じであり得る。
【０１７２】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法及び組成物は、１つ以上の
“バンピング・プライマー”（ｂｕｍｐｉｎｇ　ｐｒｉｍｅｒ）を含み得る。バンピング
・プライマーは、本明細書において提供される方法及び組成物とともに、例えば、反応生
成物の生成の反応速度又は特異性を、例えば、核酸テンプレート第二の鎖が、核酸テンプ
レートの第一の鎖から置換される速度を増し、第一のプライマーの伸長生成物から核酸テ
ンプレートの第一の鎖が置換される速度を増し、又は第二のプライマーの伸長生成物から
置換される速度を増す。本明細書において用いられる“バンピング・プライマー”は、核
酸テンプレートの第一の鎖又は第二の鎖の、第一のプライマー又は第二のプライマーのテ
ンプレート結合領域が結合するものと同じ鎖の上の配列から下流の配列に相補的なプライ
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マーを指す。従って、バンピング・プライマーが、第一のプライマー又は第二のプライマ
ーがアニールするものと同じ核酸鎖にアニールする場合、前記バンピング・プライマーの
３’末端は、前記第一のプライマー又は第二のプライマーの５’末端に向かって配向する
（即ち、前記第一のプライマー又は第二のプライマーの５’末端ヌクレオチド及びテール
領域）。核酸ポリメラーゼと、プライマー伸長生成物の生成を支援する条件下でインキュ
ベートされたときに、バンピング・プライマーの伸長された生成物は、バンピング・プラ
イマーの３’末端から、前記ポリメラーゼにより生成され得る。バンピング・プライマー
の３’末端は、前記第一のプライマー又は第二のプライマーの５’末端に配向しているた
めに、バンピング・プライマーの伸長された生成物は、長さにおいて増加しているために
、それは最終的には、前記第一のプライマー又は第二のプライマーの５’末端に、伸長生
成物として遭遇する。前記ポリメラーゼは、次いで前記第一のプライマー又は第二のプラ
イマーを、前記第一のプライマー又は第二のプライマーのいかなる伸長された生成物とも
同時に鎖から置換することができる。従って、反応本明細書において提供されるバンピン
グ・プライマーは加速し得る。
【０１７３】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供されるものは、本明細書において提供
される１つ以上の酵素、プライマー、又は他の試薬を含む容器である。容器は、液体又は
固体の物質を支持するか、又は収容する能力を有する任意の構造を含むことができ、及び
チューブ、コンテナ、チップ等を含み得る。いくつかの実施形態では、容器の壁は、壁を
通過して光の透過を許容し得る。容器は光学的に透明であり得る。容器は、例えば、本明
細書の他の部分に記載される単離された核酸ポリメラーゼ、単離されたＤＮＡポリメラー
ゼ、単離された逆転写酵素、第一のプライマー、第二のプライマー、核酸染料、又は核酸
プローブ、の任意の１つ以上を含み得る。容器の内容物の任意の物の任意の数のコピーが
提供され得る（例えば、第一のコピー、第二のコピー、第三のコピー等）。容器の内容物
は流体連通にあり得る。いくつかの実施形態では、容器は、更に核酸テンプレートを含み
得る。いくつかの実施形態では、容器は、更にヌクレオチド、緩衝液、塩、水、又は本明
細書において提供される核酸の増幅のための他の試薬を更に含み得る。いくつかの実施形
態では、容器は、２つ以上のプライマーのセットを含むことができ、それぞれのプライマ
ーのセットは、第一の及び第二のプライマーを含むことができ、及び異なるプライマーの
セットは、異なる核酸テンプレートに相補的である。
【０１７４】
　本明細書において提供される方法に対して有用な、２つ以上の試薬が、梱包され及びキ
ットとして提供され得る．例えば、キットは、以下の任意の２つ以上を含み得る：核酸テ
ンプレート、第一のプライマー、第二のプライマー、核酸ポリメラーゼ、ＤＮＡポリメラ
ーゼ、逆転写酵素、緩衝液、核酸染料、核酸プローブ、又は本明細書の他の部分に記載さ
れるｄＮＴＰ。前記キットの中には、前記２つ以上の試薬が、別個の容器又は同じ容器の
中に梱包され得る。いくつかの実施形態では、キットは、ヌクレオチド、緩衝液、塩、水
、又は本明細書において提供される、核酸の増幅のための他の試薬を更に含み得る。
【０１７５】
　実施形態では、本明細書において提供される第一のプライマー及び第二のプライマーは
、プライマーのセットとして一緒に提供され得る。前記プライマーのセットは、スタンド
アローンのキット又は組成物として提供され得るか、又は前記プライマーのセットは、本
明細書において提供される方法を遂行するための１つ以上の他の試薬と共にキットにおい
て提供され得る。
【０１７６】
　いくつかの実施形態では、核酸リガーゼが、本明細書において提供される方法又は組成
物に含まれ得る。リガーゼは、ヌクレオチドとの間の、典型的には１つのヌクレオチドの
５’リン酸、及び別のヌクレオチドの３’水酸基の間のホスホジエステル結合の形成を触
媒し得る。本明細書において提供される反応は、リガーゼを前記反応に組み込むことによ
り、リガーゼを含まない場合の反応と比べて、標的の核酸を、より大きな速度で増幅し得
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サイズ又は数を増加させ得る。
【０１７７】
　核酸リガーゼは、Ｅ．ｃｏｌｉ　ＤＮＡ　リガーゼ、Ｔａｑ　ＤＮＡリガーゼ、Ｔ３　
ＤＮＡ　リガーゼ、Ｔ４　ＤＮＡ　リガーゼ、Ｔ７　ＤＮＡ　リガーゼ、Ａｍｐリガーゼ
TM、Ｔ４　ＲＮＡ　リガーゼ　１、及びＴ４　ＲＮＡ　リガーゼ２を含む。
【０１７８】
　連結反応を触媒するために、特定のリガーゼはＡＴＰを必要とする（例えば、Ｔ４ＤＮ
Ａリガーゼ）か、又はＮＡＤ＋を必要とする（Ｅ．ｃｏｌｉ　ＤＮＡリガーゼ）。いくつ
かの実施形態では、リガーゼは、平滑な末端を有する核酸を連結する。いくつかの実施形
態では、リガーゼは、スティッキー末端を有する核酸を連結し得る。いくつかの実施形態
では、リガーゼは、平滑な及びスティッキー末端を有する核酸を連結し得る。
【０１７９】
　修飾されたバージョンのリガーゼは、修飾されたリガーゼが、ヌクレオチドの間のホス
ホジエステル結合の生成を触媒する能力を有するという前提において、本明細書において
提供される方法及び組成物により使用されることもできる。修飾されたバージョンのリガ
ーゼ（“修飾されたリガーゼ”）は、例えば、その親の配列から、１００以下、７０以下
、５０以下、４０以下、３０以下、２０以下、１０以下、５以下、４以下、３以下、２以
下、又は１つのアミノ酸が異なる、天然のバージョンのリガーゼを有し得る。いくつかの
実施形態では、修飾されたリガーゼは、親のリガーゼよりも、１０００、７００、５００
、４００、３００、２００、１００、５０、４０、３０、２０、１０、又は５つ以下のア
ミノ酸が少ないものを含み得る。いくつかの実施形態では、修飾されたリガーゼは、親の
リガーゼの断片を含み得る。いくつかの実施形態では、修飾されたリガーゼは、非リガー
ゼタンパク質から導出された、リガーゼ及び部分から導出された、キメラ性のポリペプチ
ドを有し得る。いくつかの実施形態では、修飾されたリガーゼは、親のリガーゼに対して
、例えば、増大された触媒的活性、増大された安定性、又は増大された熱的安定性を有し
得る。
【０１８０】
　いくつかの実施形態では、リガーゼ本明細書において提供される、ｉｓ熱に安定な．Ａ
熱に安定なリガーゼは、例えば、最大２５、３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０
、６５、７０、７５、８０、８５、９０、又は９５Ｃの温度下で、ｏｆ少なくとも５、１
０、１５、２０、３０、４０、５０、６０、９０、１２０、又は１８０分の半減期を有し
得る。いくつかの実施形態では、修飾されたリガーゼは、熱に安定であり得る。
【０１８１】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される、方法及び組成物に含まれるリ
ガーゼは、修飾されたリガーゼ本明細書においては、“ｐ５０－Ｔｔｈ”と称され、以下
のアミノ酸配列を有する：
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【化１】

リガーゼｐ５０－Ｔｔｈｈは、少なくとも６０Ｃの温度において、熱に安定な平滑末端連
結反応活性を有する。リガーゼｐ５０－Ｔｔｈは、Ｈｉｓ１０－を含むリーダー配列、ヒ
トＮＦ－ｋａｐｐａ－Ｂタンパク質アクセッション番号ＮＰ＿００３９８９のアミノ酸４
０～３６６からのｐ５０配列（イタリック体で示される）、柔軟なグリシンに富む配列、
及びＴｈｅｒｍｕｓＴｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓＨＢ８、アクセッションＹＰ＿１４４３６
３からのＴｔｈＤＮＡリガーゼ配列（下線により示される）を含むキメラ・タンパク質で
あり、本明細書において提供される方法及び組成物と共に用いられ得る（例えば、ｐ５０
－Ｔｔｈリガーゼから、１００以下、７０以下、５０以下、４０以下、３０以下、２０以
下、１０以下、５以下、４以下、３以下、２以下、又は１つの異なるアミノ酸と共に）。
実施形態では、本明細書において提供される方法組成物又と共に用いられるリガーゼは、
両方とも参照により、その全体が全ての目的で本明細書に組み込まれる、２０１３年３月
１５日に出願された米国特許仮出願第６１／８０２，１２４号、又は２０１４年３月１５
日に出願されたＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ１４／３０００３号に記載されるリガーゼであ
り得る。
【０１８２】
　本明細書において提供される、核酸テンプレートの増幅／前記テンプレートの少なくと
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も２つのコピーを含むコンカテマーの生成のための様々な方法及び組成物は、等温的及び
熱サイクル依存性核酸増幅のために、他の方法及び組成物により遂行されている機能の多
くを満たすことができる。本明細書において提供される方法に従う増幅のための核酸テン
プレートも、本明細書においては“標的の核酸”等と称される。本明細書において提供さ
れる方法及び組成物は、例えば、目的の核酸の単離及びクローニング、遺伝子発現の分析
、核酸の診断的な同定、新規核酸の合成、核酸プローブ合成及びラベリング、被験者の法
医学的な特定、被験者からの対立遺伝子の同定、遺伝的スクリーニング、核酸シークエン
シング、及び関係する用途に用いられ得る。標的の核酸分子は単鎖の又は二重鎖の及びＤ
ＮＡ又はＲＮＡ（例えば、ｍＲＮＡ）を含むいかなるタイプの物でもよい。標的の核酸は
、いかなるタイプの物でも、又はいかなる昨日の物でもよい。（例えば、タンパク質コー
ディング配列、規制配列、イントロン等）。標的の核酸は、遺伝子の全体でも、又はその
部分でもよい。
【０１８３】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法又は組成物は、選択された
時間の期間の間にサンプルから形成された標的の増幅生成物の量を測定するために、又は
サンプルからテンプレートの特定の数のコピーを生成するために必要な時間を決定するた
めに、サンプル中の標的の核酸の量（その標的の存在又は不在を含む）を検出するために
用いられ得る。本明細書において提供される方法及び組成物により使用されるサンプルは
、本明細書の他の部分に記載され、及び、例えば、被験者の体液、分泌物、又は組織を含
み得る。実施形態では、サンプルは、本明細書において提供される方法により、前記サン
プル中の標的の核酸を増幅するために、前記サンプルを検定において使用することに先立
って処理され得る。サンプルの処理は、本明細書の他の部分に記載される、いかなる処理
のステップも含むことができ、及び例えば、超音波処理又は化学的な溶解ステップを含み
得る。
【０１８４】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法は、同じ反応容器中で、少
なくとも２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１２、１５、２０、２５、３０、３５
、４０、４５、５０、７５、１００、又はそれを超える異なる標的の核酸に対する検定の
ために同時に遂行され得る。典型的には、それぞれの標的の目的の核酸に対して、第一の
プライマー及び第二のプライマーが提供され、そのそれぞれが、前記核酸標的の鎖に対し
て相補的であるか、又はその相補体に対して相補的である。異なる標的の核酸の同じ容器
中での増幅は、例えば、異なる標的の核酸中の検出配列に対して特異的な配列を有する核
酸プローブ、及び異なる蛍光色素分子の使用により監視され得る。
【０１８５】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法又は組成物は、標的の核酸
（例えば、変異の場合又はＳＮＰ）中の目的の特定のヌクレオチドの、存在又は不在を検
出するために用いられ得る。例えば、目的のヌクレオチドを含むか、それに隣接する、標
的の核酸中の領域に選択的に結合する第一の又は第二のプライマーが選択され得る。前記
プライマーは、それが選択的に：ｉ）その領域が、目的のヌクレオチドを含む場合に、そ
の領域に結合するか、又はｉｉ）その領域が目的のヌクレオチドを含む場合に、その領域
に結合しないかの、どちらかであることができるように設計され得る。本明細書に記載さ
れる方法は、選択されたプライマーにより遂行されることができ、及び増幅反応の結果は
、前記標的の核酸中の、目的のヌクレオチドの存在又は不在に関する情報を提供し得る。
例えば、もし、前記第一のプライマーのテンプレート結合領域が、目的の特定のヌクレオ
チド（例えば、変異）を含む、前記標的の核酸中の配列に相補的なヌクレオチド配列を持
つために設計されている場合、サンプルから選択されたプライマーによる、前記標的の核
酸の成功裏の増幅は、前記サンプル前記特定の目的のヌクレオチドを有する標的の核酸を
含むことを示し得る。いくつかの実施形態では、標的の核酸中の目的のヌクレオチドの分
析のために用いられたプライマーは、前記プライマーの３’末端に、必要不可欠なヌクレ
オチド（即ち、前記標的の核酸中の目的のヌクレオチドの同じ位置に対応するヌクレオチ
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ド）を含み得る。そのような場合には、前記プライマーの３’末端ヌクレオチドへのアニ
ーリングは、前記標的の核酸中の目的のヌクレオチドの存在に依存し得る。もし前記プラ
イマーの３’末端ヌクレオチドが、前記標的の核酸中のヌクレオチドにアニールしない場
合（例えば、前記ヌクレオチドの間のミスマッチに起因して）、このミスマッチは、核酸
ポリメラーゼが、前記プライマーから伸長された生成物を合成する能力を大きく損なう。
従って、いくつかの実施形態では、目的のヌクレオチドに対応する、３’末端ヌクレオチ
ドを有するプライマーは、標的の核酸中の特定のヌクレオチドの存在又は不在を決定する
ために有用であり得る。そのような実施形態においては、ある場合には前記プライマーの
３’末端における、前記必要不可欠なヌクレオチドは、前記標的の核酸中の目的のヌクレ
オチドと相補的であるために選択されることができ、及びその他の状況においては、前記
プライマー３’末端における不可欠なヌクレオチドは、前記標的の核酸中の目的のヌクレ
オチドに対しては非相補的であるために選択され得る。前記目的のヌクレオチドは、例え
ば、標的の核酸野生型、変異型、又は多型を表現する。
【０１８６】
　本明細書において提供される方法及び組成物は、核酸を含み得る任意のサンプルから核
酸を増幅するために用いられ得る。サンプルの例としては、様々な流体サンプルが挙げら
れる。ある場合には、前記サンプルは、被験者からの体液サンプルであり得る。前記サン
プルは、１つ以上の流体成分を含み得る。ある場合には、固体又は半固体のサンプルが提
供され得る。前記サンプルは、前記被験者から採集された組織を含み得る。前記サンプル
は、被験者の体液、分泌物、又は組織を含み得る。前記サンプルは、生物学的サンプルで
あり得る。前記生物学的サンプルは体液、分泌物、又は組織サンプルであり得る。生物学
的サンプルの例は、限定はされないが、血液、血清、唾液、尿、胃液及び消化液、涙液、
糞便、精液、膣液、腫瘍性組織から収集された間質液、眼液、汗、粘液、耳垢、脂、腺分
泌物、呼気、髄液、毛髪、指の爪、皮膚細胞、血漿、鼻腔拭い液又は鼻咽頭洗浄液、髄液
、脳脊髄液、組織、咽喉拭い液、生検体、胎盤液、羊水、臍帯血、リンパ液、体腔液、痰
、膿、微生物相、胎便、母乳及び／又は他の排泄物を挙げることができる。前記サンプル
は、ヒト又は動物から提供され得る。サンプル植物、微生物（例えば、ウイルス、バクテ
リア）、又は他の生物学的物質から提供され得る。
【０１８７】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される方法及び組成物は、ポイント・
オブ・サービスの場所において遂行され得るか、又は用いられ得る（例えば、被験者の自
宅又は勤務先、グローサリー・ストア、ドラッグ・ストア、クリニック、学校等）。本明
細書において提供される方法及び組成物は、被験者の診断又は治療を支援するために被験
者からのサンプル中の迅速な核酸の増幅を許容し得る。例えば、本明細書で提供される方
法及び組成物は、被験者のために、ウイルス（例えば、インフルエンザ）又は微生物（例
えば、連鎖球菌）等の病原体からの核酸の存在を試験するために用いられ得る。
【０１８８】
　本明細書で開示される検定及び方法は、サンプルを処理するための機器、又はシステム
の上で遂行され得る。本明細書で開示される検定及び方法は、直ちに、自動化された検定
機器であり得るか、又は自動化された検定システムであり得る、サンプルを処理するため
の機器、又はサンプルを処理するためのシステムに組み込まれて用いられ得る。そのよう
な機器、及びそのようなシステムは、本明細書で開示される方法の実施に対して有用であ
り得る。例えば、機器は、サンプルを受け取るために有用であり得る。機器は、サンプル
を調製し、又は処理するために有用であり得る。機器は、サンプルに対する検定を遂行す
るために有用である。機器は、サンプルからのデータを取得するために有用であり得る。
機器は、サンプルから得られたデータを送信するために有用であり得る。機器は、サンプ
ルの処理又は検定の後のサンプルの廃棄に対して有用であり得る。
【０１８９】
　機器は、システムの一部分であることができ、その構成要素がサンプル処理機器であり
得る。機器はサンプル処理機器であり得る。サンプル処理機器は、サンプルの収集、臨床
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検査のためにサンプルを調製するために、又は本明細書で開示される１つ以上の試薬によ
り方法を遂行することを促進するために構成され得る。サンプル処理機器は、サンプルか
らデータを取得するために構成され得る。サンプル処理機器は、サンプルから取得された
データを送信するために構成され得る。サンプル処理機器はサンプルからのデータを分析
するために構成され得る。サンプル処理機器は、サンプルから取得されたデータを分析す
るために、別の機器、臨床検査施設、又は臨床検査施設に関係する個人と通信
【０１９０】
　被験者の体内又は体表上に配置されるために構成され得る。サンプル処理機器は、サン
プルを被験者から、サンプルを直接的には、又は間接的にかのいずれかにより、受け取る
ために構成され得る。サンプルは、例えば、血液サンプル（例えば、指先穿刺、又は静脈
穿刺、又は動脈血液サンプルから得られたサンプル）、尿サンプル、生検サンプル、組織
切片、糞便サンプル、又は他の生物学的サンプル；水サンプル、土壌サンプル、食品サン
プル、空気サンプル；又は他のサンプルであってよい。血液サンプルは、例えば、全血、
血漿、又は血清を含み得る。サンプル処理機器は、前記機器の筐体を通じて、被験者から
サンプルを受け取り得る。前記サンプル収集は、サンプル収集サイト、又は他の場所にお
いて生じ得る。前記サンプルは、サンプル収集サイトにおいて、前記機器に提供され得る
。
【０１９１】
　いくつかの実施形態では、サンプル処理機器は、カートリッジを受け入れるか、又は保
持するために構成され得る。いくつかの実施形態では、サンプル処理機器カートリッジを
含む。前記カートリッジは、前記サンプル処理機器から取り外すことができる。いくつか
の実施形態では、サンプルは、前記サンプル処理機器のカートリッジに提供され得る。代
替的に、サンプルは、サンプル処理機器の別の部分に提供され得る。前記カートリッジ及
び／又は機器は、サンプルを受け入れるために構成され得るサンプル収集ユニットを含み
得る。
【０１９２】
　カートリッジはサンプルを含むことができ、及びサンプルの処理又は試験において使用
するための試薬、サンプルの処理又は試験において使用するための使い捨て品、又は他の
物質を含み得る。カートリッジは、本明細書で開示される方法を遂行するための、本明細
書で開示される試薬を含み得る。カートリッジのサンプル処理機器への配置、又はその中
へのカートリッジの挿入に続いて、前記カートリッジの１つ以上の成分が、前記サンプル
処理機器の他の成分と流体連通にもたらされ得る。例えば、もしサンプルがカートリッジ
において収集される場合、前記サンプルは、前記サンプル処理機器の他の部分に輸送され
得る。同様に、もし１つ以上の試薬がカートリッジ上に提供されると、前記試薬は、前記
サンプル処理機器の他の部分に移動され得るか、又は前記サンプル処理機器の他の成分が
、前記試薬にもたらされ得る。いくつかの実施形態では、カートリッジの試薬又は成分は
、カートリッジのオンボードに留まることができる。いくつかの実施形態では、チュービ
ング又は保守管理（例えば、手動又は自動化された保守管理）を要する流体工学は含まれ
ない。
【０１９３】
　サンプル又は試薬は、サンプル処理機器等の機器に輸送され得る。サンプル又は試薬は
、機器内で移動され得る。サンプル又は試薬の、そのような移動は、カートリッジから機
器までの連続的な流体の経路を提供することなしで達成され得る。サンプル又は試薬の、
そのような移動は、機器内で、連続的な流体の経路を提供することなしで達成され得る。
実施形態では、サンプル又は試薬の、そのような移動は、サンプル取扱いシステム（例え
ば、ピペット）により達成されることができ；例えば、サンプル、試薬、又はそれらの等
分が、サンプル、試薬、又はその等分をその中に収容するチップを、前記サンプル処理機
器上の場所又はその中の場所に、移動させるサンプル取扱いシステムに操作可能に接続さ
れた、ピペットチップ等の開放先端を持つ、輸送構成要成分に吸引され得る。前記サンプ
ル、試薬、又はそれらの等分は、前記サンプル処理機器上の又は内の場所に預け入れられ
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ることができる。サンプル及び試薬、又は複数の試薬は、サンプル取扱いシステムを用い
て、同様の様式で混合され得る。前記カートリッジの１つ以上の成分は、自動化された様
式で、前記サンプル処理機器他の部分に移動され得るか、又はその逆も成り立ち得る。
【０１９４】
　サンプル処理機器等の機器は、流体取扱いシステムを有し得る。流体取扱いシステムは
、サンプル等の液体の輸送、希釈、抽出、等分化、混合、及び他の活動を遂行し得るか、
又はその遂行を支援し得る。いくつかの実施形態では、流体取扱いシステムは機器の筐体
内に収納され得る。流体取扱いシステムは、流体の収集、送達、処理及び／又は輸送、乾
燥試薬の溶解、液体の混合及び／又は液体と乾燥試薬の混合、と同時に、非流体成分、サ
ンプル、又は物質の収集、送達、処理及び／又は輸送を可能にする。前記流体は、サンプ
ル、試薬、希釈剤、洗浄剤、染料、又は前記機器により用いられ得る任意の他の流体であ
ることができ、及び限定はされないが、均一な流体、異なる液体、エマルション、懸濁液
、及び他の流体を含み得る。流体取扱いシステム、限定されずにピペットは、前記機器の
周囲で、容器を輸送するためにも用いられることができる（その中に流体を含んでも、又
は含まなくてもよい）。前記流体取扱いシステムは、液体を分注するか又は吸引し得る。
前記サンプルは、流体中を浮遊する１つ以上の微粒子又は固体物体を含み得る。
【０１９５】
　実施形態では、流体取扱いシステムは、ピペット、ピペットチップ、注射器、毛細管、
又は他の構成成分を含み得る。前記流体取扱いシステムは、内部表面及び外部表面及び開
放末端を持つ部分を有し得る。前記流体取扱いシステムは、ピペットを含むことができ、
これはピペット本体及びピペットノズルを含み、及びピペットチップを含み得る。ピペッ
トチップは、ピペットノズルから取り外しできても、又はできなくてもよい。実施形態で
は、流体取扱いシステムは、ピペットチップに嵌合したピペットを用いることができ；ピ
ペットチップは使い捨てであり得る。チップは、ピペットと嵌合した時に、液密の密封を
形成し得る。ピペットチップは、１回、２回、又は又はそれ以上の回数用いられ得る。実
施形態では、流体取扱いシステムは、ピペット又は同様の機器を、ピペットチップと共に
、又はなしで、吸引、分注、混合、輸送、又はさもなければ、流体を取り扱うために用い
得る。前記流体は、所望の場合に、流体取扱いシステムから分注され得る。前記流体は、
分注される前に、例えば、ピペットチップにおける開口部から、ピペットチップに収納さ
れることができる。実施形態では、又は使用中の例では、前記流体の全てが分注されるこ
とができ；他の実施形態では、又は使用中の例では、チップ内の前記流体の一部分は、分
注され得る。ピペットは選択的に流体を吸入し得る。前記ピペットは、選択された量の流
体を吸引し得る。前記ピペットは、前記チップ、又は容器内の前記流体を、撹拌する機構
を作動する能力を有し得る。前記ピペットは、非液体形状である物質又は試薬を含む、混
合のための継続的な流れのループを生成するチップ又は容器を組み込み得る。ピペットチ
ップは、測定された複数の流体の同時の、又は２部の基質反応のような順次の送達等によ
り、混合を促進することもできる。
【０１９６】
　前記流体取扱いシステムは、１つ以上の流体的に単離された、又は水圧駆動的に独立し
たユニットを含み得る。例えば、前記流体取扱いシステムは１つ、２つ、又はそれを超え
るピペットチップを含み得る。前記ピペットチップは、流体を受け入れて拘束するために
構成され得る。前記チップは、互いに流体的に単離され得るか、又は互いに水圧駆動的に
独立し得る。それぞれのチップ内に含まれる流体は、流体的に分離されているか、又は互
いに、他のチップの中の流体及び前記機器内の他の流体と、水圧駆動的に独立している。
前記流体的に分離されたか、又は水圧駆動的に独立したユニットは、前記機器他の部分及
び／又は互いにに対して相対的に移動し得る。前記流体的に分離されたか、又は水圧駆動
的に独立したユニットは、個別に移動し得る。流体取扱いシステムは、１つ以上の基部又
は支持部を含み得る。基部又は支持部は、つ以上のピペット又はピペットユニットを支持
し得る。基部又は支持部は、前記流体取扱いシステムの１つ以上のピペットを互いに接続
させ得る。
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【０１９７】
　サンプル処理機器は、被験者から得られたサンプルに対するステップの処理を遂行する
ためか、又は活動を行うため構成され得る。サンプルの処理は、例えば、サンプル希釈、
サンプルの等分への分割、抽出、試薬との接触、ろ過、分離、遠心分離、又は他の予備的
な又は処理作業又はステップを含む、サンプル調製を含み得る。サンプル処理機器は、前
記サンプルに対する、１つ以上のサンプル調製作業又はステップを遂行するために構成さ
れ得る。随意的に、サンプルは、化学的反応及び／又は物理的処理ステップのために調製
され得る。サンプル調製活動又はステップは、以下の一つ以上を含み得る：遠心分離、分
離、ろ過、希釈、富化、精製、沈殿、インキュベーション、ピペッティング、輸送、クロ
マトグラフィー、細胞溶解、血球計算、粉砕、破砕、活性化、超音波処理、マイクロカラ
ム処理、磁気ビーズによる処理、ナノ粒子による処理、又は他のサンプル調製作業又はス
テップ。例えば、サンプル調製は、血液を血清及び／又は微粒子分画に分離するための１
つ以上のステップ、又はその他の任意のサンプルを様々な成分に分離するための含み得る
。サンプル調製は、血液サンプル、又は他の生物学的サンプル等のサンプルを希釈する及
び／又は濃縮する１つ以上のステップを含み得る。サンプル調製は、抗凝血剤又は他の成
分をサンプルに加えることを含み得る。サンプル調製は、サンプルの精製も含み得る。実
施形態では、全てのサンプル処理、調製、又は検定行為又はステップは、単一の機器によ
り遂行され得る。実施形態では、全てのサンプル処理、調製、又は検定行為又はステップ
は、単一の機器の筐体内で遂行され得る。実施形態では、ほとんどのサンプル処理、調製
、又は検定行為又はステップは単一の機器により遂行され、及び単一の機器の筐体内で遂
行され得る。実施形態では、多くのサンプル処理、調製、又は検定行為又はステップは、
単一の機器により遂行され、及び単一の機器の筐体．内で遂行され得る。実施形態では、
サンプル処理、調製、又は検定行為又はステップは、２つ以上の機器により遂行され得る
。
【０１９８】
　サンプル処理機器は、サンプルについて１つ以上の検定、及び前記サンプルからのデー
タを取得するために構成され得る。サンプル処理機器は、本明細書において提供される方
法を追加的な検定と同様に遂行し得る。検定は、１つ以上の物理的な又は化学的な処理を
含むことができ、及び１つ以上の化学的又は物理的な反応を実行することを含み得る。サ
ンプル処理機器は、少量の体液サンプルに対して１つ、２つ以上の検定をを遂行するため
に構成され得る。本明細書の他の部分に記載されるように、１つ以上の化学的反応は、容
積を有するサンプルに対して生じることができる。例えば、１つ以上の化学的反応は、フ
ェムトリットル未満の容積を有するピルの中で生じ得る。一例では、前記サンプル収集ユ
ニットは、血液又は間質液の単一の一滴以下に相当する体液サンプルを受け取るために構
成され得る。実施形態では、サンプルの容積は大変少なく、その容積は、１０００μＬ、
約５００μＬ、約２５０μＬ、約１５０μＬ、約１００μＬ、約７５μＬ、約５０μＬ、
約４０μＬ、約２０μＬ、約１０μＬ、約５μＬ、約１μＬ、約０．５μＬ、約０．１Μ
ｌ未満であるか、又はその他の小さな容積を下回るものである。実施形態では、全てのサ
ンプル検定行為又はステップは、単一のサンプルについて遂行される。実施形態では、全
てのサンプル検定行為又はステップは、単一の機器により遂行される。実施形態では、全
てのサンプル検定行為又はステップは、単一の機器の筐体内で遂行される。実施形態では
、ほとんどのサンプル検定行為又はステップは、単一の機器により遂行され、及び単一の
機器の筐体において遂行され得る。実施形態では、多くのサンプル検定行為又はステップ
は、単一の機器により遂行されることができ、及び単一の機器の筐体内で遂行され得る。
実施形態では、サンプル処理、調製、又は検定行為又はステップは、２つ以上の機器によ
り遂行され得る。
【０１９９】
　サンプル処理機器は、サンプルに対して複数の検定を遂行するために構成され得る。い
くつかの実施形態では、サンプル処理機器は本明細書において提供される方法、及び１つ
、２つ、又はそれより多い追加的な検定を遂行するために構成され得る。実施形態では、
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サンプル処理機器は、単一のサンプルについて複数の検定を遂行するために構成され得る
。実施形態では、サンプル処理機器は、単一のサンプルに対して複数の検定を遂行するた
めに構成されることができ、前記サンプルは小量のサンプル．である。例えば、少量のサ
ンプルは、約１０００μＬ未満の、約５００μＬ、約２５０μＬ、約１５０μＬ、約１０
０μＬ、約７５μＬ、約５０μＬ、約４０μＬ、約２０μＬ、約１０μＬ、約５μＬ未満
の、約１μＬ未満の、約０．５μＬ未満の、約０．１μＬ未満の、又は他の小量の容積の
小量の容積であるサンプル容積サンプルを有し得る。処理機器は、単一のサンプルについ
て、多重化された検定を遂行する能力を有し得る。複数の検定は、同時に実行されること
ができ；順次に遂行されることができ；又はいくつかの検定が同時に実行さ得る一方で、
他の物は順次に遂行され得る。１つ以上の対照検定及び／又は校正器（例えば、検定／試
験のための校正器の制御の構成を含む）も前記機器に組み込まれることができ；対照検定
及び校正器に対する検定は、サンプルに対して遂行される検定と同時に検定されることが
できるか、又はサンプルに対する検定の前、若しくは後に、遂行され得るか、又はそれら
の任意の組み合わせであってよい。実施形態では、全てのサンプル検定行為又はステップ
は、単一の機器により遂行される。実施形態では、複数の検定行為又はステップの全ては
、単一の機器の筐体内で遂行される。実施形態では、ほとんどのサンプル検定行為又は複
数の検定ステップは、単一の機器により遂行され、及び単一の機器の筐体内で遂行され得
る。実施形態では、多くのサンプル検定行為又は複数の検定のステップは、単一の機器に
より遂行され、及び単一の機器の筐体内で遂行され得る。実施形態では、サンプル処理、
調製、又は検定行為又はステップは、２つ以上の機器により遂行され得る。
【０２００】
　実施形態では、複数の検定の全てが短い時間間隔内で遂行され得る。実施形態では、そ
のような短い時間間隔は、約３時間、約２つの時間、約１時間、約４０分、約３０分、約
２５分、約２０分、約１５分、約１０分、約５分、約４分、約３分、約２分、約１分未満
、又は他の短い時間間隔を含み得る。
【０２０１】
　サンプル処理機器は、前記サンプルに関する１つ以上の信号を検出するために構成され
得る。サンプル処理機器は、記サンプルの性質の１つ以上を特定するために構成され得る
。例えば、前記サンプル処理機器は、検体の存在又は濃度（例えば、標的の核酸）又は複
数の検体又は前記サンプル（例えば、体液、分泌物、組織、又は他のサンプル中の又はそ
れらを介して）．の疾患状態を、検出するために構成され得る。代替的に、前記サンプル
処理機器は、１つ以上の検体存在又は濃度を検出するために分析され得る信号（疾患状態
を示す）か、又は前記サンプル中の疾患状態を、検出するために構成され得る。この信号
は、前記機器のオンボードで分析され得るか、又はべちゅの場所で分析され得る。臨床検
査を実行することは、分析又は収集されたデータの比較を含んでも、又は含まなくてもよ
い。
【０２０２】
　化学的反応又は他の処理ステップは、前記サンプルと共に、又は前記サンプルなしで遂
行され得る。前記機器により調製され得るか、又は実行され得るステップ、検査、又は検
定の例は、限定はされないが免疫検定、核酸検定（例えば、本明細書において提供される
方法）、受容体に基づく検定、血球計算検定、比色検定、酵素的検定、電気泳動的検定、
電気化学的検定、分光的検定、クロマトグラフィー的検定、顕微鏡的検定、局所的検定、
熱量測定的検定、比濁的検定、凝集検定、放射性同位体検定、粘度測定検定、凝固検定、
凝固時間検定、タンパク合成検定、組織学的検定、培養物検定、浸透圧検定、及び／又は
他のタイプの検定、遠心分離、分離、ろ過、希釈、富化、精製、沈殿、粉砕、インキュベ
ーション、ピペッティング、輸送、細胞溶解、又は他のサンプル調製行為又はステップ、
又はそれらの組み合わせが挙げられる。前記機器により調製され得るか、又は実行され得
るステップ、検査、又は検定は、顕微鏡法、血球計算、及び画像を調製するか、又は利用
する他の技法を含む、画像化を含むことができる。前記機器により調製され得るか、又は
実行され得るステップ、検査、又は検定の例は、更に織学、形態学、運動学、力学、及び
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／又は細胞に対するそのような評価を含むサンプルの状態の評価を更に含み得る。
【０２０３】
　機器は、全てのオンボードのステップ（例えば、単一の機器により遂行され得るステッ
プ又は行為）を、短い時間の量において遂行する能力を有し得る。機器は単一のサンプル
に対する全てのオンボードのステップを、短い時間の量において遂行する能力を有し得る
。例えば、被験者からのサンプル収集データを送信するまで及び／又は分析までは、約３
時間以下、２時間以下、１時間以下、５０分以下、４５分以下、４０分以下、３０分以下
、２０分以下、１５分以下、１０分以下、５分以下、４分以下、３分以下、２分以下、又
は１分以下を必要とし得る。サンプルを前記機器内に受け入れてから、前記機器からその
ようなサンプルに関するデータを送信するまで、及び／又は分析までの時間の量は、タイ
プ又は前記サンプルに対して遂行されるステップ、検査、又は検定の数に依存し得る。サ
ンプルを前記機器内に受け入れてから、前記機器からそのようなサンプルに関するデータ
を送信するまで、及び／又は分析までは、約３時間以下、２時間以下、１時間以下、５０
分以下、４５分以下、４０分以下、３０分以下、２０分以下、１５分以下、１０分以下、
５分以下、４分以下、３分以下、２分以下、又は１分以下を必要とし得る。
【０２０４】
　機器は、サンプルを処理又は検定した後に、生物学的サンプルなどのサンプルを廃棄の
ために準備するか、若しくは廃棄のために構成され得る。
【０２０５】
　実施形態では、サンプル処理機器は、サンプルから得られたデータを送信するために構
成され得る。実施形態では、サンプル処理機器は、ネットワークを通じて通信するために
構成され得る。サンプル処理機器は、ネットワークと連結できるための通信モジュールを
含み得る。サンプル処理機器は、有線接続又は無線的にネットワークに接続され得る。前
記ネットワークは、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）またはインターネットな
どの広域ネットワーク（ＷＡＮ）などのネットワークであり得る。いくつかの実施形態で
は、前記ネットワークはパーソナル・エリア・ネットワークであってよい。前記ネットワ
ークはクラウドを含み得る。前記サンプル処理機器は、前記ネットワークに、仲介機器な
しで接続され得るか、又は仲介機器がサンプル処理機器をネットワークに接続するために
必要であり得る。サンプル処理機器は、ネットワークを通じて別の機器と通信し得る、限
定はされないがパーソナルコンピュータ、サーバーコンピュータ、又はラップトップコン
ピュータ；Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ＣＥ機器等のパーソナル・デジタル（ＰＤＡ）、
セルフォン等の電話、スマートフォン（例えば、ｉＰｈｏｎｅ、及びｒｏｉｄ、Ｂｌａｃ
ｋｂｅｒｒｙ等）、又は位置把握携帯電話（ＧＰＳ等の）；ネットワークに接続されたロ
ーミング機器等のローミング機器；無線電子メール機器等の無線機器又はコンピュータ・
ネットワークと無線的に通信する能力を有する他の機器；又はネットワークを通じて通信
することができ、及び電子的なやり取りを行い得る任意のタイプのネットワーク機器を含
む、任意のタイプのネットワーク化された機器であり得る。そのような通信は、クラウド
コンピューティングインフラストラクチャー、又は他の機器によりアクセスされ得る、任
意の他のタイプのデータ保存インフラストラクチャーにデータを提供することを含み得る
。
【０２０６】
　サンプル処理機器は、サンプルに関するデータを、例えば、ヘルスケア専門家、臨床検
査施設等のヘルスケア専門家の場所、又はその関係者に提供し得る。臨床検査施設、ヘル
スケア専門家、又は被験者の１つ以上は、又は前記サンプル処理機器から提供されるデー
タを受信するか、又はアクセスし得るネットワーク機器を有し得る。サンプル処理機器は
、サンプルに関するデータをデータベースに提供するために構成され得る。サンプル処理
機器は、サンプルに関するデータを、電子医学記録システム、臨床検査施設情報システム
、臨床検査施設自動化システム、又は他のシステム又若しくはソフトウエアに提供するた
めに構成され得る。サンプル処理機器は、データを報告書の形態で提供し得る。
【０２０７】
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　臨床検査施設、機器、又は他の実体又はソフトウエアは、サンプルに関するデータの分
析をリアルタイムで遂行し得る。ソフトウエアシステムは、化学的分析及び／又は病理学
的分析を遂行し得るか、又はこれらは、臨床検査施設、臨床施設、及び専門又はエキスパ
ートの職員の組み合わせの間で分配され得る。分析はサンプルの定性的及び／又は定量的
評価を含み得る。データ分析は、後続するサンプルの定性的及び／又は定量的評価を含み
得る。随意的に、生データ、前処理されたデータ、又は分析されたデータに基づいて報告
書が作成され得る。そのような報告書は、前記サンプルから得られたデータ、そのサンプ
ルが取得された被験者の身元及び他の情報、データの分析、及び他の機密情報の機密性を
維持するために作成されることができる。前記報告書及び／又は前記データは、ヘルスケ
ア専門家に送信され得る。サンプル処理機器により得られたデータ、そのようなデータの
分析、又は報告書は、データベース、電子的医学記録システム、臨床検査施設情報システ
ム、臨床検査施設自動化システム、又は他のシステム又はソフトウエアに提供されること
ができる。
【０２０８】
　本明細書で開示される方法、組成物、又は他の試薬を用いるか、又はそれらと共に用い
られる、試薬、検定、方法、キット、機器、及びシステムの例の記載及び開示は、例えば
、米国特許第８，０８８，５９３号；米国特許第８，３８０，５４１号；２０１３年２月
１８日に出願された、米国特許出願第１３／７６９，７９８号；２０１３年２月１８日に
出願された、米国特許出願第１３／７６９，７７９号；２０１１年９月２６日に出願され
た米国特許出願第１３／２４４，９４７号；２０１２年９月２５日に出願された、ＰＣＴ
／ＵＳ２０１２／５７１５５号；２０１１年９月２６日に出願された、米国特許出願第１
３／２４４，９４６号；２０１１年９月２６日に出願された、米国特許出願第１３／２４
４，９４９号；及び２０１１年９月２６日に出願された、米国特許出願第６１／６７３，
２４５号の中に見出されることができ、全ての特許及び特許出願の開示は、それらの全体
が、参照により本明細書に組み込まれる。
【０２０９】
　本出願は、２０１３年３月１５日に出願された米国特許仮出願第６１／８００，６０６
号による利益及び優先権を主張し、その開示は、その全体が全ての目的で、参照により本
明細書に組み込まれる。
【実施例】
【０２１０】
実施例
　以下の実施例は、説明的な目的のみに提供され、本開示をいかなる方法によっても制限
することを意図されていない。
【０２１１】
　実施例１－可変のテール領域の長さによるテンプレート核酸の増幅
【０２１２】
　本明細書において提供される方法は、標的の核酸を増幅するために用いられた。反応は
、インフルエンザＡウイルス血球凝集素（ＨＡ３）遺伝子（ＲＮＡ分子）の４６４のヌク
レオチドの一部分である、標的の核酸Ｔ１２４Ａ１の約１０２ヌクレオチド部分に対する
検定のために調製された。前記Ｔ１２４Ａ１のヌクレオチド配列は、ＳＥＱＩＤＮＯ：８
９に提供される。第一のプライマー（“Ｐ１”）の１２変異及び第二のプライマー（“Ｐ
２”）の１２変異が調製された。前記プライマー変異の全ての配列が図２Ａ中に提供され
ている。前記プライマーの全てが、長さにおいて１５ヌクレオチドのテンプレート結合領
域を含んでいた。前記第一のプライマーの全ての変異のテンプレート結合領域の配列は：
ＣＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ（ＳＥＱＩＤＮＯ：８０）（前記５’－３’方向におい
て）である。前記第二のプライマーの全ての変異のテンプレート結合領域は：ＡＴＧＣＧ
ＧＡＡＴＧＴＡＣＣ（ＳＥＱＩＤＮＯ：８１）（５’－３’方向において）である。前記
異なるプライマー変異は、長さにおいて８～２２ヌクレオチドの範囲の特に長さにおいて
８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１８、２０、又は２２ヌクレオチ
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ドテール領域に含まれる。前記第一のプライマーのテール領域の塩基配列は：ＣＧＣＣＧ
ＧＡＴＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣ（ＳＥＱＩＤＮＯ：８２）（５’－３’方向におい
て）である。前記塩基配列は、長さにおいて２２ヌクレオチドであり；前記第一のプライ
マーの、より短いテール領域の配列は、同じ配列から、適切な数のヌクレオチドを前記テ
ール領域の５’末端から差し引いたものである（例えば、１８ヌクレオチドの長さのテー
ル領域を持つプライマーが、前記塩基配列から、同じテール領域を有し、そこから前記第
一の塩基配列の４ヌクレオチド（ＣＧＣＣ）を差し引いたものである）。前記第二のプラ
イマーのテール領域は：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＡＴＣＣＧＧＣＧ（ＳＥＱＩＤＮ
Ｏ：８３）（５’－３’方向において）の塩基配列を有していた。前記塩基配列は、長さ
において２２ヌクレオチドであり；前記第一のプライマーのより短いテール領域は同じ配
列から、適切な数のヌクレオチドを、前記テール領域の３’末端から取り除いたものであ
り（例えば、１８ヌクレオチド長さのテール領域を持つ前記プライマーは、前記塩基配列
と同じ配列のテール領域を有し、前記塩基配列最後の４ヌクレオチド（ＧＧＣＧ）を欠失
している）。
【０２１３】
　１５０マイクロリットルの反応混合物が調製され、そのそれぞれは：５０ｍＭ酢酸カリ
ウム、２０ｍＭトリス酢酸、ｐＨ７．９、１０ｍＭ酢酸マグネシウム、１ｍＭＤＴＴ、３
０μｇウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）、０．８Ｍベタイン、それぞれ、１．４ｍＭのｄＡ
ＴＰ、ｄＴＴＰ、ｄＧＴＰ、及びｄＣＴＰ、２μＭのＳＹＴＯ(R)５９（Ｌｉｆｅ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）、０．８ユニット／μｌのＢｓｔＤＮＡポリメラーゼ（Ｎｅｗ　
Ｅｎｇｌａｎｄ　ＢｉｏＬａｂｓ）、０．０１６ユニット／μｌのＡＭＶ逆転写酵素酵素
を含む（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）、１ユニット／μｌネズミＲＮａｓ
ｅ阻害剤（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）、０．８μＭの第一のプライマー
変異、０．８μＭの第二のプライマー変異、マイクロリットル当たりに、及び１００，０
００コピーＴ１２４Ａ１テンプレート、及び５９Ｃで、１００分、ＣＦＸ９６Ｔｏｕｃｈ
　ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ（Ｂｉｏ－Ｒａｄ）において、インキュベートされた。検定につ
いての変曲点は、ＣＦＸマネージ・ソフトウエア（Ｂｉｏ－Ｒａｄ）による単一閾値法を
用いて決定され、及び図２Ｂに示される。このＸ－軸は、前記反応に用いられた第一の及
び第二のプライマーのテール領域のヌクレオチドの長さを提供し、及び前記Ｙ－軸は、検
体の変曲時間（分における）を提供する。それぞれのテール領域のヌクレオチド長さにつ
いて、２つの隣接したバーが示される：左のバーは、前記テンプレート反応を含む変曲時
間、及び右のバーはテンプレートを欠く反応の変曲時間である［“テンプレートの無い対
照”（“ＮＴＣ”）］。９０分を超える変曲時間に対しては、バーは示されない。図２Ｂ
、に示されるように、これらの反応条件では、８～１５ヌクレオチドのテール領域を持つ
プライマー、及び、よりとりわけ、８～１１ヌクレオチドは、最も早い変曲時間により支
持され得る。テンプレートの無い対照反応は、最終的には局時間を示し；このことは、経
時的に、生成されるバックグラウンドの非特異的な生成物に起因する。
【０２１４】
　実施例２－可変的なテール領域の長さ及び可変的なテンプレート結合領域の長さを持つ
テンプレート核酸の増幅
【０２１５】
　本明細書において提供される方法は、標的の核酸を増幅するために用いられた。反応は
、上記の実施例１に記載された、標的の核酸Ｔ１２４Ａ１の検定のために調製された。第
一のプライマー及び第二のプライマーのペアーのセットの２つの異なるグループが、調製
された。前記プライマーのペアーの第一のグループでは、前記プライマーのそれぞれが、
長さにおいて２０ヌクレオチドのテンプレート結合領域（“２０ヌクレオチドテンプレー
ト結合領域”グループと呼ぶ）を有していた。プライマーのペアーの第二のグループでは
、前記プライマーのそれぞれが、長さにおいて１６ヌクレオチドのテンプレート結合領域
（“１６ヌクレオチドテンプレート結合領域”グループと呼ぶ）。それぞれのグループ内
で、８つの異なるテール領域の長さ：７、８、９、１０、１１、１２、１４、及び１６ヌ
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クレオチドを持った、第一の及び第二のプライマーのペアーのセットが調製された。図３
は、前記１６ヌクレオチドテンプレート結合領域グループのための異なるプライマーのペ
アーのセットのヌクレオチド配列（図３Ａ）及び前記２０ヌクレオチドのテンプレート結
合領域グループのための異なるプライマーのペアーのセットのヌクレオチド配列（図３Ｂ
）を提供する。図３Ａ及び３Ｂにおいて、前記“テール”配列は、テール領域をを指す。
前記プライマーの配列は５’－３’方向において示される。
【０２１６】
　１１０マイクロリットルの反応混合物が調製され、そのそれぞれは：５０ｍＭ酢酸カリ
ウム、２０ｍＭトリス酢酸、ｐＨ７．９、１０ｍＭ酢酸マグネシウム、１ｍＭＤＴＴ、３
０μｇウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）、０．８Ｍベタイン、それぞれ１．４ｍＭのｄＡＴ
Ｐ、ｄＴＴＰ、ｄＧＴＰ、及びｄＣＴＰ、２μＭＳＹＴＯ(R)５９（Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｉｅｓ）、０．８ユニット／μｌのＢｓｔＤＮＡポリメラーゼ（Ｎｅｗ　Ｅｎ
ｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）、０．０１６ユニット／μｌのＡＭＶ逆転写酵素酵素（Ｎ
ｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）、１ユニット／μｌネズミＲＮａの第二のプラ
イマーの変異体、及びマイクロリットル当たり、１００，０００コピーのＴ１２４Ａ１テ
ンプレートを含んでおり、及びこれらは、５６Ｃで１００分間、ＣＦＸ９６タッチ器具（
Ｔｏｕｃｈ　ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ）（Ｂｉｏ－Ｒａｄ）中でインキュベートされた。検
定の変曲点は図３Ｃ（２０ヌクレオチドテンプレート結合領域グループ）及び３Ｄ（１６
ヌクレオチドテンプレート結合領域グループ）に示される。図３Ｃ及び３Ｄの両方におい
て、Ｘ－軸は、前記反応に用いられた前記第一の及び第二のプライマーのテール領域のヌ
クレオチドの長さを提供し、及びＹ－軸は検定の変曲時間（分単位での）を示す。それぞ
れのテール領域のヌクレオチドの長さに対して、２つの隣り合ったバーが示される：左の
バーは、テンプレートを含む反応についての変曲時間であり、及び右のバーは、テンプレ
ートを欠いた反応の変曲時間である。図３に示されるように、これらの反応条件下では、
比較的短いテール領域を有するプライマーを含む反応は、より速い変曲時間、及びテンプ
レートを含む反応対テンプレートの無い反応の変曲時間のより大きな分離を示した。例え
ば、１６ｂｐ及び２０ｂｐプライマーの両方に対して、長さ７、８、又は９ヌクレオチド
のテール領域を有するプライマーを含む反応は、長さ１２、１４、又は１６ヌクレオチド
のテール領域を有するプライマーを含む反応よりも、より早い変曲時間を示した。
【０２１７】
　実施例３－可変温度におけるテンプレート核酸の増幅
【０２１８】
　本明細書において提供される方法は、標的の核酸を増幅するために用いられた。反応は
、上記の実施例１に記載された、標的の核酸Ｔ１２４Ａ１の検定のために調製された。第
一のプライマー“ＲＬＸ０８９２”（配列：５’ＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴＡ
ＣＣＡＡＣＣ３’）（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２０）及び第二のプライマー“ＲＬＸ０８９
３”（配列：５’ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ３’）（ＳＥＱ　Ｉ
Ｄ　ＮＯ：３２）が、Ｔ１２４Ａ１を増殖するために用いられた。これらのプライマーの
両方は９ヌクレオチドのテール領域を有し、ＲＬＸ０８９２ｈは、１５ヌクレオチドのテ
ンプレート結合領域を有し、及びＲＬＸ０８９３は、１４ヌクレオチドのテンプレート結
合領域を有する。ＲＬＸ０８９２のテール領域は：５’ＴＴＧＧＧＡＡＡＣ３’（ＳＥＱ
　ＩＤ　ＮＯ：８４）であり、及び前記ＲＬＸ０８９３のテール領域は：５’ＧＴＴＴＣ
ＣＣＡ３’（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：８５）である。
【０２１９】
　８０マイクロリットルの反応混合物の、それぞれが以下のものを含むように構成された
：５０ｍＭ酢酸カリウム、２０ｍＭトリス酢酸、ｐＨ７．９、１０ｍＭ酢酸マグネシウム
、１ｍＭＤＴＴ、２０μｇウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）、０．８Ｍベタイン、それぞれ
１．４ｍＭのｄＡＴＰ、ｄＴＴＰ、ｄＧＴＰ、及びｄＣＴＰ、２μＭＳＹＴＯ(R)５９（
Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）、０．８ユニット／μＬＢｓｔＤＮＡポリメラー
ゼ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）、０．０１６ユニット／μｌのＡＭＶ逆
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転写酵素酵素（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）、１ユニット／μｌのネズミ
ＲＮａｓｅ阻害剤（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）、０．８μＭの第一のプ
ライマーＲＬＸ０８９２、０．８μＭの第二のプライマーＲＬＸ０８９３、及びマイクロ
リットル当たり、１０，０００、１，０００、１００又は０コピーのＴ１２４Ａ１テンプ
レートであり、及び反応混合物は、３回繰り返して、５２、５２．７、５４、５５．９、
５８．４、６０．３、６１．４又は６２Ｃで１００分間、ＣＦＸ９６タッチ装置（Ｂｉｏ
－Ｒａｄ）中でインキュベートされた。検定の変曲点が図４に示される。Ｘ－軸は、反応
のインキュベーション温度を提供し、及びＹ－軸は、検定の変曲時間（分単位における）
を提供する。それぞれの温度に対して、４つの隣り合ったバーが示され、左から右へ：１
０，０００コピーのテンプレート／マイクロリットル、１０００コピーのテンプレート／
マイクロリットル、１００コピーのテンプレート／マイクロリットル、又はゼロのテンプ
レートの対照を示す。図４に示されるように、これらの反応条件下で、この検定は、前記
テンプレートを、５２～６２Ｃの温度範囲の全体を通じて、１０００コピーのテンプレー
ト／マイクロリットルへ効果的に増幅し、及び特定の温度においては、テンプレートの濃
度は少なくともわずか１００コピーテンプレート／マイクロリットルであった。
【０２２０】
　実施例４－ヒトゲノムＤＮＡの存在中下でのテンプレート核酸の増幅
【０２２１】
　本明細書において提供される方法は、標的の核酸を増幅するために用いられた。反応は
、ヒトＤＮＡの存在下で、標的の核酸Ｔ１２４Ａ１（上述の）を検定するために調製され
た。第一のプライマー“ＲＬＸ０８９２”（上述の）及び第二のプライマー“ＲＬＸ０８
９３”（上述の）の存在が、Ｔ１２４Ａ１を増幅するために用いられた。
【０２２２】
　１６０マイクロリットルの反応混合物が、調製され、それぞれは：５０ｍＭ酢酸カリウ
ム、２０ｍＭトリス酢酸、ｐＨ７．９、１０ｍＭ酢酸マグネシウム、１ｍＭＤＴＴ、２０
μｇウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）、０．８Ｍベタイン、それぞれ１．４ｍＭのｄＡＴＰ
、ｄＴＴＰ、ｄＧＴＰ、及びｄＣＴＰ、０．４ｘＳＹＴＯ(R)５９（Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｉｅｓ）、０．８ユニット／μｌＬＢｓｔＤＮＡポリメラーゼ（Ｎｅｗ　Ｅｎ
ｇｌａｎｄ　ＢｉｏＬａｂｓ）、０．０１６ユニット／μＬＡＭＶ逆転写酵素酵素（Ｎｅ
ｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　ＢｉｏＬａｂｓ）、１ユニット／μＬネズミＲＮａｓｅ阻害剤（Ｎ
ｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　ＢｉｏＬａｂｓ）、０．８μＭの第一のプライマーＲＬＸ０８９
２、０．８μＭの第二のプライマーＲＬＸ０８９３、及びマイクロリットル当たり、１，
０００、１００又は０コピーのＴ１２４Ａ１テンプレート、及び０、１、２．５、５、又
は１０ナノグラムのヒトゲノムＤＮＡを含み、及びこれらの反応混合物は、５６Ｃで１０
０分間、ＣＦＸ９６タッチ装置（Ｂｉｏ－Ｒａｄ）でインキュベートされた。検定の変曲
点が図５に示される。Ｘ－軸は、反応中のヒトゲノムＤＮＡ（“ｈＤＮＡ”）の量を提供
し、及びＹ－軸は検定の変曲時間（分単位における）を提供する。それぞれの量のｈＤＮ
Ａに対して、３つの隣接したバーが示され、左から右へ：１０００コピーテンプレート／
マイクロリットル、１００コピーテンプレート／マイクロリットル、又はゼロのテンプレ
ートを示す。図５中に示されるように、これらの反応条件下で、この検定は、少なくとも
１０ｎｇのｈＤＮＡの存在下でも、前記テンプレートを１０００コピーテンプレート／マ
イクロリットルにおいて効果的に増幅した。更に、ｈＤＮＡの前記反応への添加は、５又
は１０ｎｇのｈＤＮＡの濃度においてさえＮＴＣ変曲時間において、比較的小さい減少の
みを引き起こした。
【０２２３】
　実施例５－ウイルス溶解物溶出液からのテンプレート核酸の増幅
【０２２４】
　本明細書において提供される方法が、標的を含む２つの異なるサンプルからの標的の核
酸の増幅に用いられた。標的の核酸Ｔ１２４Ａ１は２つのサンプルにおいて調製された：
１）単離されたＴ１２４Ａ１ＲＮＡ分子を含むサンプル（実施例１のように）、及び２）
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インフルエンザＡＨ３Ｎ２ウイルスサンプルから単離された核酸を含むサンプル。Ｔ１２
４Ａ１は、ＨＡ３遺伝子の一部分であり、及び従ってインフルエンザＡＨ３Ｎ２ウイルス
から単離された核酸のサンプル中に存在することが予期される。インフルエンザＡウイル
ス溶解物は、ＣｈｅｍａｇｉｃウイルスＤＮＡ／ＲＮＡキット（ＰｅｒｋｉｎＥｌｍｅｒ
）により、製造者の説明書に従って調製された。２つの異なるサンプル中のＴ１２４Ａ１
の濃度は、ｑＰＣＲにより定量され、及び前記サンプルは、前記サンプル中のＴ１２４Ａ
１の濃度を正規化するために希釈された。第一のプライマー“ＲＬＸ０８９２”及び第二
のプライマー“ＲＬＸ０８９３”がＴ１２４Ａ１の増幅のために用いられた。
【０２２５】
　２５マイクロリットル反応混合物が調製され、それぞれは：５０ｍＭ酢酸カリウム、２
０ｍＭトリス酢酸、ｐＨ７．９、１０ｍＭ酢酸マグネシウム、１ｍＭＤＴＴ、２０μｇウ
シ血清アルブミン（ＢＳＡ）、０．８Ｍベタイン、それぞれ、１．４ｍＭのｄＡＴＰ、ｄ
ＴＴＰ、ｄＧＴＰ、及びｄＣＴＰ、２ｕＭＳＹＴＯ(R)５９（Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｉｅｓ）、０．８ユニット／μＬＢｓｔＤＮＡポリメラーゼ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎ
ｄ　ＢｉｏＬａｂｓ）、０．０１６ユニット／μＬＡＭＶ逆転写酵素酵素（Ｎｅｗ　Ｅｎ
ｇｌａｎｄ　ＢｉｏＬａｂｓ）、１ユニット／μＬネズミＲＮａｓｅ阻害剤（Ｎｅｗ　Ｅ
ｎｇｌａｎｄ　ＢｉｏＬａｂｓ）、０．８μＭの第一のプライマーＲＬＸ０８９２、０．
８μＭの第二のプライマーＲＬＸ０８９３、及び１マイクロリットル当たり１０，０００
、１０００又は０コピーのＴ１２４Ａ１テンプレートを含み、それぞれの反応混合物は、
及び５６Ｃで、１００分間、ＣＦＸ９６タッチ装置（Ｂｉｏ－Ｒａｄ）においてインキュ
ベートされた。検定の変曲点が図６に示される。Ｘ－軸は、前記反応中のテンプレートの
コピー数／マイクロリットルを提供し、及びＹ－軸は、検定の変曲時間（分単位における
）を提供する。テンプレートのコピー／マイクロリットルのそれぞれの量に対して、２つ
の隣接するバーが示され、左から右に：単離されたＴ１２４Ａ１、及びインフルエンザＡ
ウイルス溶解物である。ＮＴＣに対する変曲点も示される。図６において示されるように
、これらの反応条件下では、両方の検定とも、単離されたＴ１２４Ａ１テンプレートを、
インフルエンザＡウイルス溶解物中のＴ１２４Ａ１テンプレートと共に効果的に増幅した
。
【０２２６】
　実施例６－テンプレート核酸の増幅
【０２２７】
　本明細書において提供される方法は、標的の核酸を増幅するために用いられた。反応は
、インフルエンザＢウイルス血球凝集素（ＨＡ）遺伝子（ＲＮＡ分子）の、２９８ヌクレ
オチド部分である、Ｔ１２９Ｄ１の５４ヌクレオチド部分に対する検定のために調製され
た。の前記Ｔ１２９Ｄ１のヌクレオチド配列はＳＥＱＩＤＮＯ：９０に提供される。第一
のプライマー“Ａ８”（ヌクレオチド配列：５’ＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡ
ＡＣ３’）（ＳＥＱＩＤＮＯ：８６）及び第二のプライマー“Ｂ８”（ヌクレオチド配列
：５’ＴＣＴＣＡＡＧＡＡＴＴＴＧＧＴＣＴＴＣＣ３’）（ＳＥＱＩＤＮＯ：８７）が、
Ｔ１２９Ｄ１を増幅するために用いられた。これらのプライマーの両方は、前記第一の８
ヌクレオチド（５’末端から）はテール領域であり、及び最後の１２ヌクレオチドが、テ
ンプレート結合領域である。共に、これらのプライマーは、標的のＴ１２９Ｄ１の５４ヌ
クレオチド部分を標的とする。
【０２２８】
　１００マイクロリットル反応混合物が調製され、これは：５０ｍＭ酢酸カリウム、２０
ｍＭトリス酢酸、ｐＨ７．９、１０ｍＭ酢酸マグネシウム、１ｍＭＤＴＴ、２０μｇウシ
血清アルブミン（ＢＳＡ）、０．８Ｍベタイン、それぞれ、１．４ｍＭのｄＡＴＰ、ｄＴ
ＴＰ、ｄＧＴＰ、及びｄＣＴＰ、０．４ｘＳＹＴＯ(R)５９（ＬｉｆｅＴｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｉｅｓ）、０．８ユニット／μＬＢｓｔＤＮＡポリメラーゼ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ
　ＢｉｏＬａｂｓ）、０．０１６ユニット／μＬ　ＡＭＶ逆転写酵素酵素（Ｎｅｗ　Ｅｎ
ｇｌａｎｄ　ＢｉｏＬａｂｓ）、１ユニット／μＬネズミＲＮａｓｅ阻害剤（Ｎｅｗ　Ｅ
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ｎｇｌａｎｄ　ＢｉｏＬａｂｓ）、０．８μＭの第一のプライマーＡ８、０．８μＭの第
二のプライマーＢ８、及びマイクロリットル当たり、１００，０００のＴ１２９Ｄ１テン
プレートを含み、及びこの反応混合物は、５８Ｃで、１００分間、ＣＦＸ９６タッチ装置
（Ｂｉｏ－Ｒａｄ）中でインキュベートされた。１００分後に、サンプルが前記反応から
取り出され、及びクローンベクターにリゲートされた。反応生成物を含むベクターは、ベ
クター特異的プライマーを用いて、クローニングのサイトに向かわせるために配列された
。シークエンシング反応の複数の実施例からの結果の一部が図７に示される。このシーク
エンシングの結果は、予期された構造を有するコンカテマーが形成されたことを示してい
る。特に、これらの実施例においては、前記反応生成物の単一の鎖において、Ｔ１２９Ｄ
１遺伝子からの、標的の５４ヌクレオチド配列の複数のコピーが存在し、Ａ８プライマー
のテール領域（５’ＴＣＴＴＧＡＧＡ３’）（ＳＥＱＩＤＮＯ：８８）の配列により分離
された。図７においては、このことのＴ１２９Ｄ１の第二の（左から右の）部分の発生の
みが示されており；この配列は、図に示されるヌクレオチドを超えて延伸する。
【０２２９】
　本明細書において提供されるヌクレオチド及びアミノ酸配列は、その他のように注記さ
れない限り、人工的な配列である。
【０２３０】
　本発明の好適な実施形態が示され、及び本明細書に記載されるが、当業者にとっては、
そのような実施形態は単に例としてのみ提供されていることは自明であろう。上記の記載
は、包括的であるか、又は開示された厳密な実施形態に限定することを意図するものでは
なく、及び他の修正及び変形が、発明の範囲を逸脱することなく上記の教示を踏まえると
可能である。好まれるか又は否かに関わらず、いかなる特性も任意の他の特性と組み合わ
され得る。本明細書において提供される発明が、本明細書において、便宜性の目的ために
、限定された数の用語及び語句で記載されるが、本明細書において提供されていないが、
本発明を正確に記載する用語又は語句を用いても記載され得るであろうことも理解された
い。所定の請求項が明確に言明されていない限り、添付された請求項は、手段プラス機能
の限定を含むものとは解釈されない。本明細書の記載、以下の特許請求範囲の全体を通し
て用いられるように、「ａ（１つ）」「ａｎ（１つ）」「ｔｈｅ（前記の）」は、文脈に
おいて明白に示さない限り、複数の意味を含むことを理解されたい。例えば、“ａｎ　ａ
ｓｓａｙ”は単一の検定又は複数の検定うを指し得る。更に、本明細書の記載、以下の特
許請求範囲の全体を通して用いられるように、「ｉｎ（～の中に）」の意味は、文脈で明
白に示されない限り、「ｉｎ（～の中に）」、および「ｏｎ（～の上に）」を含む。本明
細書の記載、以下の特許請求範囲の全体を通して用いられるように、第二の対象の“少な
くとも一部分”を含むとして記載された、第一の対象は、第二の対象の全量／完全な第二
の対象を含み得る。本明細書の記載、以下の特許請求範囲の全体を通して用いられるよう
に、用語“ｃｏｍｐｒｉｓｅ”、“ｉｎｃｌｕｄｅ”、及び“ｃｏｎｔａｉｎ”、並びに
関係する時制は、包括的であり、及び制約が無く、及び追加的な、列挙されていない要素
又は方法のステップを排除しない。更に、広げる言葉（ｂｒｏａｄｅｎｉｎｇ　ｗｏｒｄ
）及び“１つ以上の”、“少なくとも”、“限定はされないが”等の語句は、ある場合に
は、より狭いケースが意図されていると読まれるべきではなく、又はそのような広げる言
葉が例の中に要求されると読まれるべきではない。最後に、更に、本明細書の記載、およ
び以下の特許請求の範囲の全体を通して用いられる、「ｏｒ（又は）」の意味は、文脈で
明白に示されない限り、接続詞および離接的接続詞の両方を含む。従って、用語“ｏｒ（
又は）”は文脈で明白に指示しない限り、“及び／又は”を含む。
【０２３１】
　この文書は著作権保護の対象になる資料を含む。それらが米国特許商標局の特許ファイ
ル又は記録に現われるので、版権所有者（本明細書における特許申請人）は、特許文献及
び開示の複製に反対しないが、そうでなければ、何であるかに関わらず、全て著作権を保
有する。以下の注意が適用される：著作権２０１３～２０１４年テラノス社
配列のリスト
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【０２３２】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１：ＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣ
【０２３３】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２：ＧＡＧＣＡＡＣＣＧＴＴ
【０２３４】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３：ＡＴＧＧＧＡＧＣ
【０２３５】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４：ＣＣＡＴＡＡＣＧ
【０２３６】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣＧＴＴ
【０２３７】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６：ＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣＣＡＴ
【０２３８】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：７：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧ
【０２３９】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：８：ＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧＣＴＣＣＣＡＴＡＡＣＧＧＴＴＧ
ＣＴＣＣＣＡＴ
【０２４０】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：９：ＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣＧＴＴＡＴＧＧＧＡＧＣＡＡＣＣ
ＧＴＴＡＴＧＧ
【０２４１】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０：ＣＧＣＣＧＧＡＴＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡ
ＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ
【０２４２】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１１：ＣＣＧＧＡＴＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣ
ＧＴＡＣＣＡＡＣＣ
【０２４３】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１２：ＧＧＡＴＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴ
ＡＣＣＡＡＣＣ
【０２４４】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１３：ＡＴＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴＡＣ
ＣＡＡＣＣ
【０２４５】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４：ＴＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣ
ＡＡＣＣ
【０２４６】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５：ＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡ
ＡＣＣ
【０２４７】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１６：ＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡ
ＣＣ
【０２４８】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１７：ＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣ
Ｃ
【０２４９】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１８：ＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ
【０２５０】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１９：ＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ
【０２５１】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２０：ＴＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ
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【０２５２】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２１：ＴＧＧＧＡＡＡＣＣＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ
【０２５３】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２２：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＡＴＣＣＧＧＣＧＡＴＧＣ
ＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ
【０２５４】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２３：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＡＴＣＣＧＧＡＴＧＣＧＧ
ＡＡＴＧＴＡＣＣ
【０２５５】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２４：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＡＴＣＣＡＴＧＣＧＧＡＡ
ＴＧＴＡＣＣ
【０２５６】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２５：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＡＴＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧ
ＴＡＣＣ
【０２５７】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２６：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＡＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴ
ＡＣＣ
【０２５８】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２７：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡ
ＣＣ
【０２５９】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２８：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣ
Ｃ
【０２６０】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２９：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ
【０２６１】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３０：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ
【０２６２】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３１：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ
【０２６３】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３２：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ
【０２６４】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３３：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ
【０２６５】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３４：ＡＴＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡ
ＣＣＡＡＣＣ
【０２６６】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３５：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＡＴＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡ
ＴＧＴＡＣＣ
【０２６７】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３６：ＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣ
ＡＡＣＣ
【０２６８】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３７：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧ
ＴＡＣＣ
【０２６９】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３８：ＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡ
ＣＣ
【０２７０】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３９：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡ
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ＣＣ
【０２７１】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４０：ＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣ
Ｃ
【０２７２】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４１：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣ
Ｃ
【０２７３】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４２：ＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ
【０２７４】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４３：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ
【０２７５】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４４：ＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ
【０２７６】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４５：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ
【０２７７】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４６：ＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ
【０２７８】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４７：ＧＴＴＴＣＣＣＡＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ
【０２７９】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４８：ＧＧＧＡＡＡＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ
【０２８０】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４９：ＧＴＴＴＣＣＣＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ
【０２８１】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５０：ＡＴＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣ
ＣＧＴＡＣＣＡＡＣＣ
【０２８２】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５１：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＡＴＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣ
ＧＧＡＡＴＧＴＡＣＣ
【０２８３】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５２：ＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣＧ
ＴＡＣＣＡＡＣＣ
【０２８４】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５３：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧ
ＡＡＴＧＴＡＣＣ
【０２８５】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５４：ＣＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡ
ＣＣＡＡＣＣ
【０２８６】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５５：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＧＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡ
ＴＧＴＡＣＣ
【０２８７】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５６：ＴＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣ
ＣＡＡＣＣ
【０２８８】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５７：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴ
ＧＴＡＣＣ
【０２８９】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５８：ＣＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣ
ＡＡＣＣ
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【０２９０】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５９：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＧＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧ
ＴＡＣＣ
【０２９１】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６０：ＴＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡ
ＡＣＣ
【０２９２】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６１：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴ
ＡＣＣ
【０２９３】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６２：ＴＧＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡ
ＣＣ
【０２９４】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６３：ＧＴＴＴＣＣＣＡＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡ
ＣＣ
【０２９５】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６４：ＧＧＧＡＡＡＣＴＧＣＣＴＧＡＡＡＣＣＧＴＡＣＣＡＡＣ
Ｃ
【０２９６】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６５：ＧＴＴＴＣＣＣＡＣＡＧＧＧＡＴＧＣＧＧＡＡＴＧＴＡＣ
Ｃ
【０２９７】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６６：ＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡ
ＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴＧＴＡＣＡＧＡＡＧＧＧＧＡＡＧＡＣＣＡＡＡＴＴＣＴＴ
ＧＡＧＡ
【０２９８】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６７：ＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡ
ＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴＧＴＡＣＡＧＡＡＧＧＧＧＡＡＧＡＣＣＡＡＡＴＴＣＴＴ
ＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴ
【０２９９】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６８：ＴＣＴＴＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡ
ＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴＧＴＡＣＡＧＡＡＧＧＧＧＡＡＧＡＣＣＡＡＡＴＴＣＴＴ
ＧＡＧＡＧＡＡＣＣＣＡＣＴＡＡＣＡＧＴＡＧＡＡＧＴＡＣＣＡＴＡＣＡＴＴＴ
【０３００】
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