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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無細胞系における環状DNAの複製方法であって、以下の工程：
（１）鋳型となる環状DNAと、以下：
　環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群、
　岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成
する第二の酵素群、および
　２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群、
を含む反応液との反応混合物を形成する工程；および
（２）工程（１）において形成した反応混合物を反応させる工程；
を含み、
　ここで当該環状DNAは、DnaA活性を有する酵素と結合可能な複製開始配列（origin of c
hromosome（oriC））を含み、そして、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のt
er配列、および／または、DNAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列、をさらに含み、
　ここで当該ter配列は、oriCの近傍または隣接した領域に存在する、
　ここで当該環状DNAがter配列を有する場合、前記工程（１）の反応液はさらにter配列
に結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質を含み、そして当該環状DNAがDNAマル
チマー分離酵素が認識する塩基配列を有する場合、前記工程（１）の反応液はさらにDNA
マルチマー分離酵素を含む、
　ここで、前記DNAマルチマー分離酵素はCreまたはXerCDであり、そして、
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　ここで、前記ter配列に結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質が、Tusタンパ
ク質またはRTPタンパク質である、
前記方法。
【請求項２】
　当該環状DNAは、複製反応開始時に１０ｎｇ／μｌ以下の濃度で反応液中に存在する、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のter配列が、一方のter配列としてoriC
の５’側に配列番号１～１４に示される配列のいずれか１つを含む配列が挿入され、他方
のter配列としてoriCの３’側に配列番号１～１４に示される配列の相補配列を含む配列
が挿入されたものである、請求項１または２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４】
　XerCDが認識する塩基配列が、配列番号１５～２４に示される配列のいずれか１つを含
む配列またはその相補配列である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　Creが認識する塩基配列が、配列番号３０～３５に示される配列のいずれか１つを含む
配列またはその相補配列である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　核酸であって、２７３ｂｐ～２．０ｋｂの長さを有する線状DNAであり、oriC、ならび
に、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のter配列および／またはDNAマルチマ
ー分離酵素が認識する塩基配列を含む、
　ここで当該ter配列は、oriCの近傍または隣接した領域に存在する、
　ここで、前記DNAマルチマー分離酵素はCreまたはXerCDである、そして、
　ここで、前記ter配列は、Tusタンパク質またはRTPタンパク質に結合されると複製が阻
害される、
前記核酸。
【請求項７】
　無細胞系における環状DNAの複製方法であって、以下の工程：
（１）oriCトランスポゾンとトランスポゼースを緩衝液中に添加してoriCトランスポゾー
ムを形成する、ここでoriCトランスポゾンはDnaA活性を有する酵素と結合可能な複製開始
配列（origin of chromosome（oriC））を含む線状DNAであってその両末端にOutside end
 (OE) 配列を含む線状DNAである；および
　oriCトランスポゾームとoriCを含まない環状DNAを緩衝液中で反応させて転移反応を行
う；
ことにより、oriCを含む環状DNAを調製する工程；
（２）（１）で得られたoriCを含む環状DNAと、以下：
　環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群、
　岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成
する第二の酵素群、および
　２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群、
を含む反応液との反応混合物を形成する工程；および
（３）工程（２）において形成した反応混合物を反応させる工程；
を含む、
　ここでoriCを含む環状DNAがさらに、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対の
ter配列、および／または、DNAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列、を含み、
　ここで当該ter配列は、oriCの近傍または隣接した領域に存在する、
　ここで当該環状DNAがter配列を有する場合、前記工程（２）の反応液はさらにter配列
に結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質を含み、そして当該環状DNAがDNAマル
チマー分離酵素が認識する塩基配列を有する場合、前記工程（２）の反応液はさらにDNA
マルチマー分離酵素を含む、
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　ここで、前記DNAマルチマー分離酵素はCreまたはXerCDであり、そして、
　ここで、前記ter配列に結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質が、Tusタンパ
ク質またはRTPタンパク質である、
前記方法。
【請求項８】
　無細胞系における環状DNAの複製方法であって、以下の工程：
（１）oriCトランスポゾンとトランスポゼースを緩衝液中に添加してoriCトランスポゾー
ムを形成する、ここでoriCトランスポゾンはDnaA活性を有する酵素と結合可能な複製開始
配列（origin of chromosome（oriC））を含む線状DNAであってその両末端にOutside end
 (OE) 配列を含む線状DNAである；および
　oriCトランスポゾームとoriCを含まない環状DNAを緩衝液中で反応させて転移反応を行
う；
ことにより、oriCを含む環状DNAを調製する工程；
（２）（１）で得られたoriCを含む環状DNAと、以下：
　環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群、
　岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成
する第二の酵素群、および
　２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群、
を含む反応液との反応混合物を形成する工程；および
（３）工程（２）において形成した反応混合物を反応させる工程；
を含む、
　ここで工程（１）のoriCトランスポゾンがoriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１
対のter配列、および／または、DNAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列、をさらに含
み、
　ここで当該ter配列は、oriCの近傍または隣接した領域に存在する、
　ここで当該線状DNAがter配列を有する場合、前記工程（２）の反応液はさらにter配列
に結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質を含み、そして当該環状DNAがDNAマル
チマー分離酵素が認識する塩基配列を有する場合、前記工程（２）の反応液はさらにDNA
マルチマー分離酵素を含む、
　ここで、前記DNAマルチマー分離酵素はCreまたはXerCDであり、そして、
　ここで、前記ter配列に結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質が、Tusタンパ
ク質またはRTPタンパク質である、
前記方法。
【請求項９】
　OE配列が、配列番号２５（５’－CTGTCTCTTATACACATCT－３’）で示される配列および
その相補配列を含み、工程（１）の線状DNAの５’末端に配列番号２５で示される配列を
含むOE配列が挿入されており、当該線状DNAの３’末端に配列番号２５で示される配列の
相補配列を含むOE配列が挿入されている、請求項７または８に記載の方法。
【請求項１０】
　さらに、（４）工程（３）の反応物において複製または増幅された環状DNAからoriCト
ランスポゾンを除去する工程を含む、請求項７ないし９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　核酸であって、３１１ｂｐ～２．０ｋｂの長さを有する線状DNAであり、oriC、ならび
に、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のter配列および／またはDNAマルチマ
ー分離酵素が認識する塩基配列を含み、そして両末端にOutside end (OE) 配列を含む、
　ここで当該ter配列は、oriCの近傍または隣接した領域に存在する、
　ここで、前記DNAマルチマー分離酵素はCreまたはXerCDである、そして、
　ここで、前記ter配列は、Tusタンパク質またはRTPタンパク質に結合されると複製が阻
害される、
前記核酸。
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【請求項１２】
　請求項７－１０のいずれか１項に記載の方法に使用するための、環状DNAの複製用キッ
トであって、
　環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
　岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成
する第二の酵素群；
　２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
　oriCトランスポゾン、ここでoriCトランスポゾンはDnaA活性を有する酵素と結合可能な
複製開始配列（origin of chromosome（oriC））を含む線状DNAであってその両末端にOut
side end (OE) 配列を含む線状DNAである；および
　トランスポゼース；
の組み合わせを含む、
　oriCトランスポゾンが、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のter配列、お
よび／または、DNAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列、をさらに含む、
　ここで当該ter配列は、oriCの近傍または隣接した領域に存在する、
　ここで、前記DNAマルチマー分離酵素はCreまたはXerCDであり、そして、
　ここで、前記ter配列は、Tusタンパク質またはRTPタンパク質に結合されると複製が阻
害される、
前記キット。
【請求項１３】
　ter配列に結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質；および／または、
　DNAマルチマー分離酵素；
　ここで、前記DNAマルチマー分離酵素はCreまたはXerCDであり、そして、
　ここで、前記ter配列に結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質が、Tusタンパ
ク質またはRTPタンパク質である、
をさらに含む、請求項１２に記載のキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、環状DNAの複製または増幅方法に関する。より詳細には、無細胞系において
環状DNAを効率よく複製または増幅することのできる方法に関する。本発明はまた、環状D
NA調製のための機能性カセットとして利用可能な核酸に関する。
【背景技術】
【０００２】
　バイオテクノロジー発展の基盤となったDNAクローニング技術は、DNA断片の切り貼りに
より調製した環状DNAを大腸菌等の細胞内でプラスミドとして増幅させる手法である。細
胞を用いたDNAクローニング技術を用いて環状DNAを増幅する場合、細胞培養および増幅産
物の抽出・精製等の煩雑な手順が必要となる。また、細胞を用いたDNAクローニングを行
うためには遺伝子組換え生物を作出する必要があるため、実験できる環境に制限がある。
【０００３】
　試験管内でDNAを増幅する方法としては、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）が一般的に用い
られている。しかし、PCRによる試験管内DNA増幅法では、環状DNAをそのまま増幅するこ
とはできない。環状DNAの試験管内増幅法としては、ローリングサークル増幅法（RCA）な
どがある（非特許文献１、特許文献１、特許文献２、特許文献３）。しかし、ローリング
サークル増幅法で環状DNAを増幅するためには、標的DNAに特異的なプライマーを都度設計
する必要がある。また、ローリングサークル増幅法による直接的な増幅産物は直鎖型DNA
であり、得られた増幅産物を環状化するためには、組換え酵素とインキュベーションする
等のさらなる環状化工程が必要となる。大腸菌のミニ染色体（oriC環状DNA）を複製した
のち、これを分離し、単量体の環状複製産物を得る方法も報告されている（非特許文献２
～５）。しかしながら、これらの文献で用いられている反応条件においては、環状DNA分
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子としての複製効率は、加えた鋳型DNAの１５－４０％程度にとどまるものであり、増幅
量としては倍にも達しないことが実験的に示されている（非特許文献３～６）。さらに、
これらの文献において鋳型として使用されている環状DNAのサイズは10 kbp未満にとどま
る。
【０００４】
　このように、従来の試験管内DNA増幅法で環状DNAを増幅するためには、プライマーの鋳
型DNAへの結合が必要であり、増幅産物は直鎖型DNAであり、また、増幅可能なDNAサイズ
は数kbpにとどまるものであった。さらに、大腸菌ミニ染色体複製系をもちいて環状の増
幅産物を産生しようとした場合には、鋳型環状DNAは倍にすら増幅されないという問題が
あった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２２９９５０
【特許文献２】特開２００８－１６１１８２
【特許文献３】特表２０１２－５０１１７３
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Fakruddin M et al., J Pharm Bioallied Sci. 2013, 5: 245-252
【非特許文献２】Peng H & Marians KJ. PNAS. 1993, 90: 8571-8575
【非特許文献３】Hiasa H & Marians KJ. J Biol Chem. 1994, 269: 32655-32659
【非特許文献４】Funnell B et al., J Biol Chem. 1986, 261: 5616-5624
【非特許文献５】Hiasa H et al., J Biol Chem. 1994, 269: 2093-2099
【非特許文献６】Hiasa H & Marians KJ. J Biol Chem. 1994, 269: 26959-26968
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、無細胞系において、環状DNAを効率的に複製または増幅することのできる方
法を提供する。本発明はまた、環状DNA調製のための機能性カセットとして利用可能な核
酸を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者等は、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、複製開始配列（origin o
f chromosome（oriC））を有する環状DNAを、以下の酵素群：
（１）環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
（２）岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを
合成する第二の酵素群；および
（３）２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群
を用いて複製または増幅する際に、ter-Tusによる複製終結機構、および／またはdif-Xer
CDなどの部位特異的組換え系によるDNAマルチマーの分離機構を利用することにより、副
生成物であるDNAマルチマーの生成を抑制できることを見出した。また、oriCをトランス
ポゾンにより環状DNAに導入することにより、oriCを含まない環状DNAが非常に低濃度しか
存在しない場合であっても、環状DNAの複製または増幅が可能であることを見出した。
【０００９】
　本明細書において、上記（１）、（２）及び（３）の酵素群を用いて環状DNAを複製ま
たは増幅する反応を、RCR（replication-cycle reaction）と表記する場合がある。
【００１０】
　また、本明細書においてDNAマルチマーとは、環状DNAを複製または増幅した際に生じる
多量体化したDNA（multimeric DNA）を意味する。ここで、多量体化したDNAは、鋳型の環
状DNAをモノマー（単量体）ととらえた場合に、多量体化していることを意味する。本明
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細書において、DNAマルチマーを単に「マルチマー」と表記することもある。
【００１１】
　すなわち、これに限定されるものではないが、本願は以下の態様の発明を包含する。
【００１２】
　［１］無細胞系における環状DNAの複製方法であって、以下の工程：
（１）鋳型となる環状DNAと、以下：
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群、
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
る第二の酵素群、および
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群、
を含む反応液との反応混合物を形成する工程；および
（２）工程（１）において形成した反応混合物を反応させる工程；
を含み、
ここで当該環状DNAは、DnaA活性を有する酵素と結合可能な複製開始配列（origin of chr
omosome（oriC））を含み、そして、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のter
配列、および／または、DNAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列、をさらに含み、
ここで当該環状DNAがter配列を有する場合、前記工程（１）の反応液はさらにter配列に
結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質を含み、そして当該環状DNAがDNAマルチ
マー分離酵素が認識する塩基配列を有する場合、前記工程（１）の反応液はさらにDNAマ
ルチマー分離酵素を含む、
前記方法。
【００１３】
　［２］DNAマルチマー分離酵素がCreまたはXerCDである、上記［１］に記載の方法。
【００１４】
　［３］無細胞系における環状DNAの複製方法であって、以下の工程：
（１）鋳型となる環状DNAと、以下：
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群、
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
る第二の酵素群、および
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群、
を含む反応液との反応混合物を形成する工程；および
（２）工程（１）において形成した反応混合物を反応させる工程；
を含み、
ここで当該環状DNAは、DnaA活性を有する酵素と結合可能な複製開始配列（origin of chr
omosome（oriC））を含み、そして、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のter
配列、および／または、XerCDが認識する塩基配列、をさらに含み、
ここで当該環状DNAがter配列を有する場合、前記工程（１）の反応液はさらにter配列に
結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質を含み、そして当該環状DNAがXerCDが認
識する塩基配列を有する場合、前記工程（１）の反応液はさらにXerCDタンパク質を含む
、
前記方法。
【００１５】
　［４］oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のter配列が、一方のter配列とし
てoriCの５’側に配列番号１～１４に示される配列のいずれか１つを含む配列が挿入され
、他方のter配列としてoriCの３’側に配列番号１～１４に示される配列の相補配列を含
む配列が挿入されたものである、上記［１］ないし［３］のいずれか１項に記載の方法。
【００１６】
　［５］ter配列に結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質が、Tusタンパク質ま
たはRTPタンパク質である、上記［１］ないし［４］のいずれか１項に記載の方法。
【００１７】
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　［６］XerCDが認識する塩基配列が、配列番号１５～２４に示される配列のいずれか１
つを含む配列またはその相補配列である、上記［２］または［３］に記載の方法。
【００１８】
　［７］Creが認識する塩基配列が、配列番号３０～３５に示される配列のいずれか１つ
を含む配列またはその相補配列である、上記［２］に記載の方法。
【００１９】
　［８］核酸であって、２７３ｂｐ～２．０ｋｂの長さを有する線状DNAであり、oriC、
ならびに、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のter配列および／またはDNAマ
ルチマー分離酵素が認識する塩基配列を含む、前記核酸。
【００２０】
　［９］核酸であって、２７３ｂｐ～２．０ｋｂの長さを有する線状DNAであり、oriC、
ならびに、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のter配列および／またはXerCD
が認識する塩基配列を含む、前記核酸。
【００２１】
　［１０］無細胞系における環状DNAの複製方法であって、以下の工程：
（１）oriCトランスポゾンとトランスポゼースを緩衝液中に添加してoriCトランスポゾー
ムを形成する、ここでoriCトランスポゾンはDnaA活性を有する酵素と結合可能な複製開始
配列（origin of chromosome（oriC））を含む線状DNAであってその両末端にOutside end
 (OE) 配列を含む線状DNAである；および
oriCトランスポゾームとoriCを含まない環状DNAを緩衝液中で反応させて転移反応を行う
；
ことにより、oriCを含む環状DNAを調製する工程；
（２）（１）で得られたoriCを含む環状DNAと、以下：
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群、
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
る第二の酵素群、および
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群、
を含む反応液との反応混合物を形成する工程；および
（３）工程（２）において形成した反応混合物を反応させる工程；
を含む、前記方法。
【００２２】
　［１１］OE配列が、配列番号２５（５’－CTGTCTCTTATACACATCT－３’）で示される配
列およびその相補配列を含み、工程（１）の線状DNAの５’末端に配列番号２５で示され
る配列を含むOE配列が挿入されており、当該線状DNAの３’末端に配列番号２５で示され
る配列の相補配列を含むOE配列が挿入されている、上記［１０］に記載の方法。
【００２３】
　［１２］oriCを含む環状DNAがさらに、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対
のter配列、および／または、DNAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列、を含み、
ここで当該環状DNAがter配列を有する場合、前記工程（２）の反応液はさらにter配列に
結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質を含み、そして当該環状DNAがDNAマルチ
マー分離酵素が認識する塩基配列を有する場合、前記工程（２）の反応液はさらにDNAマ
ルチマー分離酵素を含む、
上記［１０］または［１１］に記載の方法。
【００２４】
　［１３］oriCを含む環状DNAがさらに、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対
のter配列、および／または、XerCDが認識する塩基配列、を含み、
ここで当該環状DNAがter配列を有する場合、前記工程（２）の反応液はさらにter配列に
結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質を含み、そして当該環状DNAがXerCDが認
識する塩基配列を有する場合、前記工程（２）の反応液はさらにXerCDタンパク質を含む
、
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上記［１０］または［１１］に記載の方法。
【００２５】
　［１４］工程（１）のoriCトランスポゾンがoriCに対してそれぞれ外向きに挿入された
１対のter配列、および／または、DNAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列、をさらに
含み、
ここで当該線状DNAがter配列を有する場合、前記工程（２）の反応液はさらにter配列に
結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質を含み、そして当該環状DNAがDNAマルチ
マー分離酵素が認識する塩基配列を有する場合、前記工程（２）の反応液はさらにDNAマ
ルチマー分離酵素を含む、
上記［１０］ないし［１３］のいずれか１項に記載の方法。
【００２６】
　［１５］工程（１）のoriCトランスポゾンがoriCに対してそれぞれ外向きに挿入された
１対のter配列、および／または、XerCDが認識する塩基配列、をさらに含み、
ここで当該線状DNAがter配列を有する場合、前記工程（２）の反応液はさらにter配列に
結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質を含み、そして当該環状DNAがXerCDが認
識する塩基配列を有する場合、前記工程（２）の反応液はさらにXerCDタンパク質を含む
、
上記［１０］ないし［１３］のいずれか１項に記載の方法。
【００２７】
　［１６］さらに、（４）工程（３）の反応物において複製または増幅された環状DNAか
らoriCトランスポゾンを除去する工程を含む、上記［１０］ないし［１５］のいずれか１
項に記載の方法。
【００２８】
　［１７］核酸であって、３１１ｂｐ～２．０ｋｂの長さを有する線状DNAであり、oriC
、ならびに、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のter配列および／またはDNA
マルチマー分離酵素が認識する塩基配列を含み、そして両末端にOutside end (OE) 配列
を含む、前記核酸。
【００２９】
　［１８］核酸であって、３１１ｂｐ～２．０ｋｂの長さを有する線状DNAであり、oriC
、ならびに、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のter配列および／またはXer
CDが認識する塩基配列を含み、そして両末端にOutside end (OE) 配列を含む、前記核酸
。
【００３０】
　［１９］環状DNAの複製用キットであって、
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
る第二の酵素群；
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
oriCトランスポゾン、ここでoriCトランスポゾンはDnaA活性を有する酵素と結合可能な複
製開始配列（origin of chromosome（oriC））を含む線状DNAであってその両末端にOutsi
de end (OE) 配列を含む線状DNAである；および
トランスポゼース；
の組み合わせを含む、前記キット。
【００３１】
　［２０］oriCトランスポゾンが、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のter
配列、および／または、DNAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列、をさらに含む、上
記［１９］に記載のキット。
【００３２】
　［２１］ter配列に結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質；および／または
、DNAマルチマー分離酵素；をさらに含む、上記［２０］に記載のキット。
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【００３３】
　［２２］oriCトランスポゾンが、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のter
配列、および／または、XerCDが認識する塩基配列、をさらに含む、上記［１９］に記載
のキット。
【００３４】
　［２３］ter配列に結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質；および／または
、XerCDタンパク質；をさらに含む、上記［２２］に記載のキット。
【発明の効果】
【００３５】
　本願の方法は、複製開始配列（origin of chromosome（oriC））を有する環状DNAを、
以下の酵素群：
（１）環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
（２）岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを
合成する第二の酵素群；および
（３）２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群
を用いて複製または増幅する際に、副生成物であるDNAマルチマーの生成を抑制すること
ができる。また、oriCをトランスポゾンにより環状DNAに導入することにより、非常に低
濃度の環状DNAの複製または増幅が可能である。これらのことから、本願の方法により、
複製産物または増幅産物を効率よく得ることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】図１は、環状DNAの複製サイクルのモデルを示す。
【図２】図２は、トランスポゾンを利用したoriCカセット導入およびその後の複製または
増幅反応の概略図である。
【図３】図３は、終結配列terとTusタンパク質を利用したDNAマルチマー生成抑制の概略
図（ａ）およびその結果を示すゲル電気泳動の写真（ｂ）である。
【図４】図４は、部位特異的組換え配列difとXerCDを利用したDNAマルチマー生成抑制の
概略図（ａ）およびその結果を示すゲル電気泳動の写真（ｂ）である。
【図５】図５は、15kb-ori-ter環状DNAおよび15kb-ori-dif環状DNAの模式図である。
【図６】図６は、終結配列terとTusタンパク質を利用したDNAマルチマー生成抑制につい
て、Tusタイトレーションを行った結果を示すゲル電気泳動の写真である。
【図７】図７は、終結配列terとTusタンパク質を利用したDNAマルチマー生成抑制につい
て、DNAタイトレーションを行った結果を示すゲル電気泳動の写真である。
【図８】図８は、XerCDによるDNAマルチマー生成抑制の結果を示すゲル電気泳動の写真で
ある。
【図９】図９は、oriCトランスポゾン転移による15 kbプラスミドの増幅の結果を示すゲ
ル電気泳動の写真である。
【図１０】図１０は、oriCトランスポゾン転移による好熱菌由来の高GC含有率の9.3 kbプ
ラスミドの増幅の結果を示すゲル電気泳動の写真である。
【図１１】図１１は、oriCトランスポゾン転移による15 kbプラスミドの増幅の結果を示
すゲル電気泳動の写真である。
【図１２】図１２は、oriCトランスポゾン転移反応に用いるDNAの量を変化させた場合の
、oriCトランスポゾン転移による15 kbプラスミドの増幅の結果を示すゲル電気泳動の写
真である。
【図１３】図１３は、oriCトランスポゾン転移による好熱菌由来の高GC含有率の9.3 kbプ
ラスミドの増幅の結果を示すゲル電気泳動の写真である。
【図１４】図１４は、oriCトランスポゾン転移による好熱菌由来の高GC含有率の9.3 kbプ
ラスミドの増幅物について、制限酵素消化（KpnI及びNheI）を行った結果を示すゲル電気
泳動の写真である。
【図１５】図１５は、λＤＮＡの環状化を検討した結果を示すゲル電気泳動の写真である



(10) JP 6960684 B2 2021.11.5

10

20

30

40

50

。
【図１６】図１６は、λＤＮＡの環状化およびoriCトランスポゾン転移させた環状DNAの
増幅の結果を示すゲル電気泳動の写真である。
【図１７】図１７は、λＤＮＡの環状化およびoriCトランスポゾン転移させた環状DNAの
増幅物について、制限酵素消化（HindIII）を行った結果を示すゲル電気泳動の写真であ
る。
【図１８】図１８は、oriCトランスポゾンの脱落反応の模式図である。
【図１９】図１９は、Km-oriCを含むoriCトランスポゾンの脱落を評価したグラフである
。
【図２０】図２０は、oriCトランスポゾンの脱落後、復帰したAmp耐性遺伝子について評
価したグラフである。
【図２１】図２１は、oriCトランスポゾンの脱落反応およびoriCトランスポゾンの切断に
よる除去反応の模式図である。
【図２２】図２２は、CreによるDNAマルチマー生成抑制の結果を示すゲル電気泳動の写真
である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下に本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。本明
細書で特段に定義されない限り、本発明に関連して用いられる科学用語及び技術用語は、
当業者によって一般に理解される意味を有するものとする。
【００３８】
　＜環状DNA＞
　鋳型として用いる環状DNAは、二重鎖であることが好ましい。鋳型として用いる環状DNA
は、DnaA活性を有する酵素と結合可能な複製開始配列（origin of chromosome（oriC））
を含むものであれば、特に制限はされず、微生物の環状染色体等の天然の環状DNA、天然
の環状DNAを酵素処理等によって切断したもの等に別のDNA断片を連結し、それを環状化し
た環状DNA、天然において直鎖状で存在するDNAを環状化処理した環状DNA、すべて人工的
に合成した環状DNA等を例示することができる。DnaA活性を有する酵素と結合可能な複製
開始配列（oriC）（以下、単に「複製開始配列」または「oriC」と記載することがある）
としては、たとえば大腸菌、枯草菌等の細菌に存在する公知の複製開始配列を、NCBI（ht
tp://www.ncbi.nlm.nih.gov/）等の公的なデータベースから入手することができる。また
、DnaA活性を有する酵素と結合可能なDNA断片をクローニングし、その塩基配列を解析す
ることによって、複製開始配列を得ることもできる。
【００３９】
　本発明において鋳型として用いる環状DNAは、もともと複製開始配列を含む環状DNAであ
ってもよいし、もともとは複製開始配列を含まない環状DNAに複製開始配列を導入したも
のであってもよい。
【００４０】
　鋳型として用いる環状DNAを、もともとは複製開始配列を含まない環状DNAに複製開始配
列を導入して調製する方法は、当業者に公知の手法を利用することができる。一態様にお
いて、複製開始配列を含まない環状DNAへの複製開始配列の導入は、複製開始配列を含む
線状DNAであってその両末端にOutside end (OE) 配列を含み５’末端リン酸化された線状
DNAである、複製開始配列を含むトランスポゾンDNAと、トランスポゼースとを緩衝液中に
添加して複製開始配列を含むトランスポゾームを形成し、複製開始配列を含むトランスポ
ゾームと複製開始配列を含まない環状DNAを緩衝液中で反応させて転移反応を行うことに
より行ってもよい。
【００４１】
　本発明において鋳型として用いる環状DNAは、目的に応じて、カナマイシン、アンピシ
リン、テトラサイクリン等の薬剤耐性マーカー遺伝子配列を含むものであってよい。
【００４２】
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　本発明において鋳型として用いる環状DNAは、精製されたものであってもよいが、環状D
NAを含む菌体抽出物等の懸濁液の形態であってもよい。また、１種類の環状DNAを鋳型と
して用いてもよいが、たとえばDNAライブラリーのような複数種類の環状DNAの混合物を１
つの試験管内で鋳型として用いてもよい。
【００４３】
　本発明において鋳型として用いる環状DNAの長さに制限はないが、たとえば1 kb（1000
塩基長）以上、5 kb（5000塩基長）以上、8 kb（8,000塩基長）以上、10 kb（10,000塩基
長）以上、50 kb（50,000塩基長）以上、100 kb（100,000塩基長）以上、200 kb（200,00
0塩基長）以上、500 kb（500,000塩基長）以上、1000 kb（1,000,000塩基長）以上、また
は2000 kb（2,000,000塩基長）以上の長さとすることができる。
【００４４】
　＜第一、第二および第三の酵素群＞
　１．第一の酵素群
　本明細書において第一の酵素群とは、環状DNAの複製を触媒する酵素群を意味する。
【００４５】
　環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群としては、たとえばKaguni JM & Kornberg A. C
ell. 1984, 38:183-90に記載された酵素群を用いることができる。具体的には、第一の酵
素群として、以下：DnaA活性を有する酵素、１種以上の核様体タンパク質、DNAジャイレ
ース活性を有する酵素または酵素群、一本鎖DNA結合タンパク質（single-strand binding
 protein（SSB））、DnaB型ヘリカーゼ活性を有する酵素、DNAヘリカーゼローダー活性を
有する酵素、DNAプライマーゼ活性を有する酵素、DNAクランプ活性を有する酵素、および
DNAポリメラーゼIII*活性を有する酵素または酵素群、からなる群より選択される酵素ま
たは酵素群の１つ以上、または当該酵素または酵素群のすべての組み合わせ、を例示する
ことができる。
【００４６】
　DnaA活性を有する酵素としては、大腸菌のイニシエータータンパク質であるDnaAと同様
のイニシエーター活性を有する酵素であれば、その生物学的由来に特に制限はないが、た
とえば大腸菌由来のDnaAを好適に用いることができる。大腸菌由来のDnaAは単量体として
、反応液中、１ｎＭ～１０μＭの範囲で含まれていてもよく、好ましくは１ｎＭ～～５μ
Ｍ、１ｎＭ～３μＭ、１ｎＭ～１．５μＭ、１ｎＭ～１．０μＭ、１ｎＭ～５００ｎＭ、
５０ｎＭ～２００ｎＭ、５０ｎＭ～１５０ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限
定されない。
【００４７】
　核様体タンパク質は、核様体に含まれるタンパク質をいう。本発明に用いる１種以上の
核様体タンパク質は、大腸菌の核様体タンパク質と同様の活性を有する酵素であれば、そ
の生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のIHF、すなわちIhfAおよび／
またはIhfBの複合体（ヘテロ二量体またはホモ二量体）や、大腸菌由来のHU、すなわちhu
pAおよびhupBの複合体を好適に用いることができる。大腸菌由来のIHFはヘテロ／ホモ２
量体として反応液中、５ｎＭ～４００ｎＭの範囲で含まれていてもよく、好ましくは５ｎ
Ｍ～２００ｎＭ、５ｎＭ～１００ｎＭ、５ｎＭ～５０ｎＭ、１０ｎＭ～５０ｎＭ、１０ｎ
Ｍ～４０ｎＭ、１０ｎＭ～３０ｎＭ、の範囲で含まれていてもよいが、これに限定されな
い。大腸菌由来のHUは反応液中、１ｎＭ～５０ｎＭの範囲で含まれていてもよく、好まし
くは５ｎＭ～５０ｎＭ、５ｎＭ～２５ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定さ
れない。
【００４８】
　DNAジャイレース活性を有する酵素または酵素群としては、大腸菌のDNAジャイレースと
同様の活性を有する酵素であれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸
菌由来のGyrAおよびGyrBからなる複合体を好適に用いることができる。大腸菌由来のGyrA
およびGyrBからなる複合体はヘテロ４量体として反応液中、２０ｎＭ～５００ｎＭの範囲
で含まれていてもよく、好ましくは２０ｎＭ～４００ｎＭ、２０ｎＭ～３００ｎＭ、２０
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ｎＭ～２００ｎＭ、５０ｎＭ～２００ｎＭ、１００ｎＭ～２００ｎＭの範囲で含まれてい
てもよいが、これに限定されない。
【００４９】
　一本鎖DNA結合タンパク質（single-strand binding protein（SSB））としては、大腸
菌の一本鎖DNA結合タンパク質と同様の活性を有する酵素であれば、その生物学的由来に
特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のSSBを好適に用いることができる。大腸菌由来
のSSBはホモ４量体として、反応液中、２０ｎＭ～１０００ｎＭの範囲で含まれていても
よく、好ましくは２０ｎＭ～５００ｎＭ、２０ｎＭ～３００ｎＭ、２０ｎＭ～２００ｎＭ
、５０ｎＭ～５００ｎＭ、５０ｎＭ～４００ｎＭ、５０ｎＭ～３００ｎＭ、５０ｎＭ～２
００ｎＭ、５０ｎＭ～１５０ｎＭ、１００ｎＭ～５００ｎＭ、１００ｎＭ～４００ｎＭ、
の範囲で含まれていてもよいが、これに限定されない。
【００５０】
　DnaB型ヘリカーゼ活性を有する酵素としては、大腸菌のDnaBと同様の活性を有する酵素
であれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のDnaBを好適に用
いることができる。大腸菌由来のDnaBはホモ６量体として反応液中、５ｎＭ～２００ｎＭ
の範囲で含まれていてもよく、好ましくは５ｎＭ～１００ｎＭ、５ｎＭ～５０ｎＭ、５ｎ
Ｍ～３０ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定されない。
【００５１】
　DNAヘリカーゼローダー活性を有する酵素としては、大腸菌のDnaCと同様の活性を有す
る酵素であれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のDnaCを好
適に用いることができる。大腸菌由来のDnaCはホモ６量体として反応液中、５ｎＭ～２０
０ｎＭの範囲で含まれていてもよく、好ましくは５ｎＭ～１００ｎＭ、５ｎＭ～５０ｎＭ
、５ｎＭ～３０ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定されない。
【００５２】
　DNAプライマーゼ活性を有する酵素としては、大腸菌のDnaGと同様の活性を有する酵素
であれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のDnaGを好適に用
いることができる。大腸菌由来のDnaGは単量体として、反応液中、２０ｎＭ～１０００ｎ
Ｍの範囲で含まれていてもよく、好ましくは２０ｎＭ～８００ｎＭ、５０ｎＭ～８００ｎ
Ｍ、１００ｎＭ～８００ｎＭ、２００ｎＭ～８００ｎＭ、２５０ｎＭ～８００ｎＭ、２５
０ｎＭ～５００ｎＭ、３００ｎＭ～５００ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限
定されない。
【００５３】
　DNAクランプ活性を有する酵素としては、大腸菌のDnaNと同様の活性を有する酵素であ
れば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のDnaNを好適に用いる
ことができる。大腸菌由来のDnaNはホモ２量体として反応液中、１０ｎＭ～１０００ｎＭ
の範囲で含まれていてもよく、好ましくは１０ｎＭ～８００ｎＭ、１０ｎＭ～５００ｎＭ
、２０ｎＭ～５００ｎＭ、２０ｎＭ～２００ｎＭ、３０ｎＭ～２００ｎＭ、３０ｎＭ～１
００ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定されない。
【００５４】
　DNAポリメラーゼIII*活性を有する酵素または酵素群としては、大腸菌のDNAポリメラー
ゼIII*複合体と同様の活性を有する酵素または酵素群であれば、その生物学的由来に特に
制限はないが、たとえば大腸菌由来のDnaX、HolA、HolB、HolC、HolD、DnaE、DnaQ、およ
びHolEのいずれかを含む酵素群、好ましくは大腸菌由来のDnaX、HolA、HolB、およびDnaE
の複合体を含む酵素群、さらに好ましくは大腸菌由来のDnaX、HolA、HolB、HolC、HolD、
DnaE、DnaQ、およびHolEの複合体を含む酵素群を好適に用いることができる。大腸菌由来
のDNAポリメラーゼIII*複合体はヘテロ多量体として反応液中、２ｎＭ～５０ｎＭの範囲
で含まれていてもよく、好ましくは２ｎＭ～４０ｎＭ、２ｎＭ～３０ｎＭ、２ｎＭ～２０
ｎＭ、５ｎＭ～４０ｎＭ、５ｎＭ～３０ｎＭ、５ｎＭ～２０ｎＭの範囲で含まれていても
よいが、これに限定されない。
【００５５】
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　２．第二の酵素群
　本明細書において第二の酵素群とは、岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナン
を形成する２つの姉妹環状DNAを合成する酵素群を意味する。
【００５６】
　本発明において、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAとは、DNA複製反応によって合
成された２つの環状DNAがつながった状態にあるものをいう。
【００５７】
　岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成
する第二の酵素群としては、たとえばDNAポリメラーゼI活性を有する酵素、DNAリガーゼ
活性を有する酵素、およびRNaseH活性を有する酵素、からなる群より選択される１つ以上
の酵素または当該酵素の組み合わせを例示することができる。
【００５８】
　DNAポリメラーゼI活性を有する酵素としては、大腸菌のDNAポリメラーゼIと同様の活性
を有するものであれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のDN
AポリメラーゼIを好適に用いることができる。大腸菌由来のDNAポリメラーゼIは単量体と
して反応液中、１０ｎＭ～２００ｎＭの範囲で含まれていてもよく、好ましくは２０ｎＭ
～２００ｎＭ、２０ｎＭ～１５０ｎＭ、２０ｎＭ～１００ｎＭ、４０ｎＭ～１５０ｎＭ、
４０ｎＭ～１００ｎＭ、４０ｎＭ～８０ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定
されない。
【００５９】
　DNAリガーゼ活性を有する酵素としては、大腸菌のDNAリガーゼと同様の活性を有するも
のであれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のDNAリガーゼ
またはＴ４ファージのDNAリガーゼを好適に用いることができる。大腸菌由来のDNAリガー
ゼは単量体として反応液中、１０ｎＭ～２００ｎＭの範囲で含まれていてもよく、好まし
くは１５ｎＭ～２００ｎＭ、２０ｎＭ～２００ｎＭ、２０ｎＭ～１５０ｎＭ、２０ｎＭ～
１００ｎＭ、２０ｎＭ～８０ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定されない。
【００６０】
　RNaseH活性を有する酵素としては、RNA:DNAハイブリッドのRNA鎖を分解する活性を有す
るものであれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のRNaseHを
好適に用いることができる。大腸菌由来のRNaseHは単量体として反応液中、０．２ｎＭ～
２００ｎＭの範囲で含まれていてもよく、好ましくは０．２ｎＭ～２００ｎＭ、０．２ｎ
Ｍ～１００ｎＭ、０．２ｎＭ～５０ｎＭ、１ｎＭ～２００ｎＭ、１ｎＭ～１００ｎＭ、１
ｎＭ～５０ｎＭ、１０ｎＭ～５０ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定されな
い。
【００６１】
　３．第三の酵素群
　本明細書において第三の酵素群とは、２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する酵素群
を意味する。
【００６２】
　２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群としては、たとえばPeng H & Ma
rians KJ. PNAS. 1993, 90: 8571-8575に記載された酵素群を用いることができる。具体
的には、第三の酵素群として、以下：トポイソメラーゼIV活性を有する酵素、トポイソメ
ラーゼIII活性を有する酵素、およびRecQ型ヘリカーゼ活性を有する酵素、から成る群よ
り選択される１つ以上の酵素または当該酵素の組み合わせを例示することができる。
【００６３】
　トポイソメラーゼIII活性を有する酵素としては、大腸菌のトポイソメラーゼIIIと同様
の活性を有するものであれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由
来のトポイソメラーゼIIIを好適に用いることができる。大腸菌由来のトポイソメラーゼI
IIは単量体として反応液中、２０ｎＭ～５００ｎＭの範囲で含まれていてもよく、好まし
くは２０ｎＭ～４００ｎＭ、２０ｎＭ～３００ｎＭ、２０ｎＭ～２００ｎＭ、２０ｎＭ～
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１００ｎＭ、３０～８０ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定されない。
【００６４】
　RecQ型ヘリカーゼ活性を有する酵素としては、大腸菌のRecQと同様の活性を有するもの
であれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のRecQを好適に用
いることができる。大腸菌由来のRecQは単量体として反応液中、２０ｎＭ～５００ｎＭの
範囲で含まれていてもよく、好ましくは２０ｎＭ～４００ｎＭ、２０ｎＭ～３００ｎＭ、
２０ｎＭ～２００ｎＭ、２０ｎＭ～１００ｎＭ、３０～８０ｎＭの範囲で含まれていても
よいが、これに限定されない。
【００６５】
　トポイソメラーゼIV活性を有する酵素としては、大腸菌のトポイソメラーゼIVと同様の
活性を有するものであれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえばParCとParE
の複合体である大腸菌由来のトポイソメラーゼIVを好適に用いることができる。大腸菌由
来のトポイソメラーゼIVはヘテロ４量体として反応液中、０．１ｎＭ～５０ｎＭＭの範囲
で含まれていてもよく、好ましくは０．１ｎＭ～４０ｎＭ、０．１ｎＭ～３０ｎＭ、０．
１ｎＭ～２０ｎＭ、１ｎＭ～４０ｎＭ、１ｎＭ～３０ｎＭ、１ｎＭ～２０ｎＭ、１ｎＭ～
１０ｎＭ、１ｎＭ～５ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定されない。
【００６６】
　上記の第一、第二および第三の酵素群は、市販されているものを用いてもよいし、微生
物等から抽出し、必要に応じて精製したものを用いてもよい。微生物からの酵素の抽出お
よび精製は、当業者に利用可能な手法を用いて適宜実施することができる。
【００６７】
　上記第一、第二および第三の酵素群として、上記に示す大腸菌由来の酵素以外を用いる
場合は、上記大腸菌由来の酵素について特定された濃度範囲に対して、酵素活性単位とし
て相当する濃度範囲で用いることができる。
【００６８】
　上記酵素の無細胞タンパク質発現系を含む反応液を、そのまま鋳型となる環状DNAと混
合して、環状DNAの複製または増幅のための反応混合液を形成してもよい。無細胞タンパ
ク質発現系は、上記酵素をコードする遺伝子の塩基配列に相補的な配列からなるRNAを含
む総RNA（total RNA）、mRNA、またはin vitro転写産物などを鋳型RNAとする無細胞翻訳
系であってもよいし、各酵素をコードする遺伝子または各酵素をコードする遺伝子を含む
発現ベクターなどを鋳型DNAとする無細胞転写翻訳系であってもよい。
【００６９】
　＜環状DNAの複製方法（Ａ）＞
　一態様において本願は、無細胞系における環状DNAの複製または増幅方法であって、以
下の工程：
（１）鋳型となる環状DNAと、以下：
　環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群、
　岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成
する第二の酵素群、および
　２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群、
を含む反応液との反応混合物を形成する工程；および
（２）工程（１）において形成した反応混合物を反応させる工程；
を含み、
ここで当該環状DNAは、DnaA活性を有する酵素と結合可能な複製開始配列（origin of chr
omosome（oriC））を含み、そして、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のter
配列、および／または、XerCDが認識する塩基配列、をさらに含み、
ここで当該環状DNAがter配列を有する場合、前記工程（１）の反応液はさらにter配列に
結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質を含み、そして当該環状DNAがXerCDが認
識する塩基配列を有する場合、前記工程（１）の反応液はさらにXerCDタンパク質を含む
、前記方法（以下、本明細書において「方法（Ａ）」と記載することがある）に関する。
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【００７０】
　理論により制限されるものではないが、方法（Ａ）は図１に示す複製サイクルを通じて
、またはこの複製サイクルを繰り返すことにより、環状DNAを複製または増幅する。本明
細書において、環状DNAを複製するとは、鋳型となる環状DNAと同一の分子を生じることを
意味する。環状DNAの複製は、反応後の反応物中の環状DNA量が、反応開始時の鋳型となる
環状DNA量に対して増加していることで確認できる。好ましくは、環状DNAの複製は、反応
開始時の環状DNA量に対して、反応物中の環状DNA量が少なくとも２倍、３倍、５倍、７倍
、９倍に増大することをいう。環状DNAを増幅するとは、環状DNAの複製が進み、反応物中
の環状DNAの量が反応開始時の鋳型となる環状DNA量に対して指数的に増大することを意味
する。したがって、環状DNAの増幅は、環状DNAの複製の一態様である。本明細書において
環状DNAの増幅は、反応開始時の鋳型となる環状DNA量に対して、反応物中の環状DNA量が
少なくとも10倍、50倍、100倍、200倍、500倍、1000倍、2000倍、3000倍、4000倍、5000
倍、または10000倍に増大することをいう。
【００７１】
　本願の方法において「無細胞系における」とは、細胞内における複製反応ではないこと
を意味するものである。すなわち、無細胞系で実施する本願の方法は、インビトロで行わ
れるものであることを意図する。以下に記載する「方法（Ｂ）」においても同様である。
【００７２】
　反応液と混合する環状DNAについては、上記＜環状DNA＞の項目に記載した通りである。
１反応あたりに用いる鋳型DNAの量に特に制限はなく、例えば、反応開始時に１０ｎｇ／
μｌ以下、５ｎｇ／μｌ以下、１ｎｇ／μｌ以下、０．８ｎｇ／μｌ以下、０．５ｎｇ／
μｌ以下、０．１ｎｇ／μｌ以下、５０ｐｇ／μｌ以下、５ｐｇ／μｌ以下、０．５ｐｇ
／μｌ以下、５０ｆｇ／μｌ以下、５ｆｇ／μｌ以下、０．５ｆｇ／μｌ以下の濃度で反
応液中に存在させてもよい。さらには、反応開始時に、１反応あたり１分子の環状DNAを
鋳型として存在させて複製または増幅に用いることもできる。
【００７３】
　方法（Ａ）に用いる鋳型となる環状DNAは、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された
１対のter配列、および／または、XerCDが認識する塩基配列、を含む。当該環状DNAがter
配列を有する場合、工程（１）の反応液はさらにter配列に結合して複製を阻害する活性
を有するタンパク質を含み、そして当該環状DNAがXerCDが認識する塩基配列を有する場合
、工程（１）の反応液はさらにXerCDタンパク質を含む。
【００７４】
　ter配列に結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質および／またはXerCDは市販
されているものを用いてもよいし、微生物等から抽出し、必要に応じて精製したものを用
いてもよい。微生物からの酵素の抽出および精製は、当業者に利用可能な手法を用いて適
宜実施することができる。
【００７５】
　DNA上のter配列およびter配列に結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質の組
合せは、複製終結を行う機構である。この機構は、複数種の細菌において見出されており
、例えば、大腸菌においてはTus-terシステム（Hiasa, H., and Marians, K. J., J. Bio
l. Chem., 1994, 269: 26959-26968；Neylon, C., et al., Microbiol. Mol. Biol. Rev.
, September 2005, p.501-526）、バチルス属細菌ではRTP-terシステム（Vivian, et al.
, J. Mol. Biol., 2007, 370: 481-491）として知られている。本願の方法においては、
この機構を利用することにより、副産物であるDNAマルチマーの生成を抑制することが可
能である。DNA上のter配列およびter配列に結合して複製を阻害する活性を有するタンパ
ク質の組合せについて、その生物学的由来に特に制限はない。
【００７６】
　好ましい態様において本願の方法は、ter配列およびTusタンパク質の組合せを用いる。
Tusタンパク質との組合せで用いるter配列は、５’－GN[A/G][T/A]GTTGTAAC[T/G]A－３’
（配列番号１）、より好ましくは５’－G[T/G]A[T/A]GTTGTAAC[T/G]A－３’（配列番号２
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）、５’－GTATGTTGTAACTA－３’（配列番号３）、５’－AGTATGTTGTAACTAAAG－３’（配
列番号４）、５’－GGATGTTGTAACTA－３’（配列番号５）、５’－GTATGTTGTAACGA－３’
（配列番号６）、５’－GGATGTTGTAACTA－３’（配列番号７）、５’－GGAAGTTGTAACGA－
３’（配列番号８）、または５’－GTAAGTTGTAACGA－３’（配列番号９）、を含む配列で
あってよい。Tusタンパク質の由来は特に限定されないが、好ましくは大腸菌由来のTusタ
ンパク質である。Tusタンパク質は、反応液中１ｎＭ～２００ｎＭの範囲で含まれていて
もよく、好ましくは２ｎＭ～２００ｎＭ、２ｎＭ～１００ｎＭ、５ｎＭ～２００ｎＭ、５
ｎＭ～１００ｎＭ、１０ｎＭ～１００ｎＭ、２０ｎＭ～１００ｎＭ、２０ｎＭ～８０ｎＭ
の範囲で含まれていてもよいが、これに限定されない。
【００７７】
　別の好ましい態様において本願の方法は、ter配列およびRTPタンパク質の組合せを用い
る。RTPタンパク質との組合せで用いるter配列は、５’－AC[T/A][A/G]ANNNNN[C/T]NATGT
ACNAAAT－３’（配列番号１０）、好ましくは５’－ACTAATT[A/G]A[A/T]C[T/C]ATGTACTAA
AT－３’（配列番号１１）、５’－ACTAATT[A/G]A[A/T]C[T/C]ATGTACTAAATTTTCA－３’（
配列番号１２）、５’－GAACTAATTAAACTATGTACTAAATTTTCA－３’（配列番号１３）、また
は５’－ATACTAATTGATCCATGTACTAAATTTTCA－３’（配列番号１４）を含む、２３～３０塩
基の長さの配列である。ter配列として配列番号１０～１２の配列を含み、２３～３０塩
基の長さを有する配列を選択する場合、当該配列は、配列番号１３または１４に対して少
なくとも７０％、少なくとも８０％、少なくとも９０％、少なくとも９５％の配列同一性
を有するものであってもよい。RTPタンパク質の由来は特に限定されないが、好ましくは
バチルス属細菌由来のRTPタンパク質、より好ましくは枯草菌（Bacillus subtilis）由来
のRTPタンパク質である。Tusタンパク質は、反応液中１ｎＭ～２００ｎＭの範囲で含まれ
ていてもよく、好ましくは２ｎＭ～２００ｎＭ、２ｎＭ～１００ｎＭ、５ｎＭ～２００ｎ
Ｍ、５ｎＭ～１００ｎＭ、１０ｎＭ～１００ｎＭ、２０ｎＭ～１００ｎＭ、２０ｎＭ～８
０ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定されない。　ter配列について「oriC
に対して外向きに挿入する」とは、ter配列に結合して複製を阻害する活性を有するタン
パク質の組合せの作用により、oriCより外側に向かう方向の複製に対しては複製を許容す
る一方、oriCに向かって入ってくる方向の複製に対しては複製を許容せず停止する方向で
ter配列を挿入することを意味する。図３（ａ）および図５におけるter配列の矢印は、or
iCに対して１対のter配列がそれぞれ外向きの方向で挿入されている状態を示す。したが
って、ter配列について「oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対の」とは、一方
がoriCの５’側に配列番号１～１４に示される配列のいずれか１つを含む配列が挿入され
、他方がoriCの３’側に配列番号１～１４に示される配列の相補配列を含む配列が挿入さ
れた状態を意味する。
【００７８】
　ter配列は、oriCに対してそれぞれ外向きに１対挿入されている限り、いずれの位置に
存在していてもよい。例えば、１対のter配列は、oriCに対して対極となる領域に存在し
ていてもよく、oriCの両側の近傍または隣接した領域に存在していてもよい。oriCの両側
の近傍または隣接した領域に存在する場合は、oriCと１対のter配列を機能性カセットと
して調製できるため、oriCおよび１対のter配列のDNAへの導入が簡便になり、鋳型となる
環状DNAの調製コストが低減されるという利点がある。
【００７９】
　DNA上のXerCDが認識する配列およびXerCDタンパク質の組合せは、DNAマルチマーの分離
を行う機構である（Ip, S. C. Y., et al., EMBO J., 2003, 22: 6399-6407)。XerCDタン
パク質は、XerCとXerDの複合体である。XerCDタンパク質が認識する配列としてはdif配列
、cer配列、psi配列が知られている（Colloms, et al., EMBO J., 1996, 15(5):1172-118
1；Arciszewska, L. K., et al., J. Mol. Biol., 2000, 299:391-403）。本願の方法に
おいては、この機構を利用することにより、副産物であるDNAマルチマーの生成を抑制す
ることが可能である。DNA上のXerCDが認識する配列およびXerCDタンパク質の組合せにつ
いて、その生物学的由来に特に制限はない。また、XerCDにはその促進因子が知られてお
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り、例えばdifにおける機能はFtsKタンパク質によって促進される（Ip, S. C. Y., et al
., EMBO J., 2003, 22:6399-6407）。一態様において、本願の方法における反応液中にFt
sKタンパク質を含めてもよい。
【００８０】
　XerCDが認識する配列は、５’－GGTGCG[C/T][A/G][T/C]AANNNNNNTTATG[T/G]TAAA[T/C]
－３’（配列番号１５）、５’－GGTGCG[C/T]A[T/C]AANNNNNNTTATG[T/G]TAAAT－３’（配
列番号１６）、５’－GGTGCGC[A/G][T/C]AANNNNNNTTATGTTAAA[T/C]－３’（配列番号１７
）、５’－GGTGCG[C/T][A/G]CAANNNNNNTTATG[T/G]TAAA[T/C]－３’（配列番号１８）、５
’－GGTGCGCATAANNNNNNTTATGTTAAAT－３’（配列番号１９）、５’－GGTGCGTACAANNNNNNT
TATGGTAAAT－３’（配列番号２０）、５’－GGTGCGCGCAANNNNNNTTATGTTAAAC－３’（配列
番号２１）、５’－GGTGCGCATAATGTATATTATGTTAAAT－３’（配列番号２２／dif配列）、
５’－GGTGCGTACAAGGGATGTTATGGTAAAT－３’（配列番号２３／cer配列）、もしくは５’
－GGTGCGCGCAAGATCCATTATGTTAAAC－３’（配列番号２４／psi配列）、またはそれらいず
れかの相補配列を含む配列であってよい。配列番号１５～２４の１～１１番目の塩基部分
はXerC結合部位であり、配列番号１５～２４の１８～２８番目の塩基部分はXerD結合部位
である。配列番号１５～２１の１２～１７番目の塩基部分（NNNNNNで示される６塩基部分
）は、XerCまたはXerDの結合領域ではないため、配列は特に限定されない。好ましくは、
配列番号１５～２１の１２～１７番目の塩基（NNNNNNで示される６塩基部分）の配列は、
配列番号２２～２４の１２～１７番目の塩基の配列に対して、少なくとも７０％、少なく
とも８０％、少なくとも９０％、少なくとも９５％の配列同一性を有するものであっても
よい。
【００８１】
　XerCDタンパク質は、好ましくは大腸菌由来のXerCDタンパク質である。XerCDタンパク
質は、反応液中１ｎＭ～２００ｎＭの範囲で含まれていてもよく、好ましくは５ｎＭ～２
００ｎＭ、５ｎＭ～１５０ｎＭ、１０ｎＭ～２００ｎＭ、１０ｎＭ～１５０ｎＭ、２０ｎ
Ｍ～２００ｎＭ、２０ｎＭ～１５０ｎＭ、２０ｎＭ～１００ｎＭの範囲で含まれていても
よいが、これに限定されない。
【００８２】
　XerCDが認識する配列は、環状ＤＮＡ上のいずれの位置に存在していてもよい。例えば
、XerCDが認識する配列は、oriCに対して対極となる領域に存在していてもよく、oriCの
近傍または隣接した領域に存在していてもよい。oriCの近傍または隣接した領域に存在す
る場合は、oriCとXerCDが認識する配列を機能性カセットとして調製できるため、oriCお
よびXerCDが認識する配列のDNAへの導入が簡便になり、鋳型となる環状DNAの調製コスト
が低減されるという利点がある。
【００８３】
　本明細書において、２つの塩基配列の同一性％は、視覚的検査及び数学的計算によって
決定することができる。また、コンピュータープログラムを用いて同一性％を決定するこ
ともできる。そのような配列比較コンピュータープログラムとしては、例えば、米国国立
医学ライブラリーのウェブサイト：http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/bl2seq/bls.htm
lから利用できるBLASTNプログラム(Altschul et al. (1990) J. Mol. Biol. 215: 403-10
)：バージョン2.2.7、又はWU-BLAST2.0アルゴリズム等があげられる。WU-BLAST2.0につい
ての標準的なデフォルトパラメーターの設定は、以下のインターネットサイト：http://b
last.wustl.eduに記載されているものを用いることができる。
【００８４】
　反応液中に含まれる第一、第二、及び第三の酵素群については、上記＜第一、第二およ
び第三の酵素群＞の項目に記載した通りである。
【００８５】
　ある態様において、本願の方法に用いる第一の酵素群は、DnaA活性を有する酵素、１種
以上の核様体タンパク質、DNAジャイレース活性を有する酵素または酵素群、一本鎖DNA結
合タンパク質（single-strand binding protein（SSB））、DnaB型ヘリカーゼ活性を有す
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る酵素、DNAヘリカーゼローダー活性を有する酵素、DNAプライマーゼ活性を有する酵素、
DNAクランプ活性を有する酵素、およびDNAポリメラーゼIII*活性を有する酵素または酵素
群、の組み合わせを含んでいてよい。ここにおいて、１種以上の核様体タンパク質はIHF
またはHUであってよく、DNAジャイレース活性を有する酵素または酵素群は、GyrAおよびG
yrBからなる複合体であってよく、DnaB型ヘリカーゼ活性を有する酵素はDnaBヘリカーゼ
であってよく、DNAヘリカーゼローダー活性を有する酵素はDnaCヘリカーゼローダーであ
ってよく、DNAプライマーゼ活性を有する酵素はDnaGプライマーゼであってよく、DNAクラ
ンプ活性を有する酵素はDnaNクランプであってよく、そして、DNAポリメラーゼIII*活性
を有する酵素または酵素群は、DnaX、HolA、HolB、HolC、HolD、DnaE、DnaQ、およびHolE
のいずれかを含む酵素または酵素群であってよい。
【００８６】
　別の態様において、本発明の方法に用いる第二の酵素群は、DNAポリメラーゼI活性を有
する酵素およびDNAリガーゼ活性を有する酵素の組み合わせを含んでいてよい。あるいは
、第二の酵素群は、DNAポリメラーゼI活性を有する酵素、DNAリガーゼ活性を有する酵素
、およびRNaseH活性を有する酵素の組み合わせを含んでいてよい。
【００８７】
　また別の態様において、本願の方法に用いる第三の酵素群は、トポイソメラーゼIII活
性を有する酵素および／またはトポイソメラーゼIV活性を有する酵素を含んでいてよい。
あるいは、第三の酵素群は、トポイソメラーゼIII活性を有する酵素およびRecQ型ヘリカ
ーゼ活性を有する酵素の組み合わせを含んでいてよい。あるいはまた、第三の酵素群は、
トポイソメラーゼIII活性を有する酵素、RecQ型ヘリカーゼ活性を有する酵素、およびト
ポイソメラーゼIV活性を有する酵素の組み合わせであってもよい。
【００８８】
　反応液は、緩衝液、ＡＴＰ、ＧＴＰ、ＣＴＰ、ＵＴＰ、ｄＮＴＰ、マグネシウムイオン
源、およびアルカリ金属イオン源を含むものであってよい。
【００８９】
　反応液に含まれる緩衝液は、ｐＨ７～９、好ましくはｐＨ８、において用いるのに適し
た緩衝液であれば特に制限はない。例えば、Tris-HCl、Hepes-KOH、リン酸緩衝液、MOPS-
NaOH、Tricine-HClなどが挙げられる。好ましい緩衝液はTris-HClである。緩衝液の濃度
は、当業者が適宜選択することができ、特に限定されないが、Tris-HClの場合、例えば１
０ｍＭ～１００ｍＭ、１０ｍＭ～５０ｍＭ、２０ｍＭの濃度を選択できる。
【００９０】
　ＡＴＰは、アデノシン三リン酸を意味する。反応開始時に反応液中に含まれるＡＴＰの
濃度は、例えば０．１ｍＭ～３ｍＭの範囲であってよく、好ましくは０．１ｍＭ～２ｍＭ
、０．１ｍＭ～１．５ｍＭ、０．５ｍＭ～１．５ｍＭの範囲であってよい。
【００９１】
　ＧＴＰ、ＣＴＰおよびＵＴＰは、それぞれグアノシン三リン酸、シチジン三リン酸、お
よびウリジン三リン酸を意味する。反応開始時に反応液中に含まれるＧＴＰ、ＣＴＰおよ
びＵＴＰの濃度は、それぞれ独立して、例えば０．１ｍＭ～３．０ｍＭの範囲であってよ
く、好ましくは０．５ｍＭ～３．０ｍＭ、０．５ｍＭ～２．０ｍＭの範囲であってよい。
【００９２】
　ｄＮＴＰは、デオキシアデノシン三リン酸（ｄＡＴＰ）、デオキシグアノシン三リン酸
（ｄＧＴＰ）、デオキシシチジン三リン酸（ｄＣＴＰ）、およびデオキシチミジン三リン
酸（ｄＴＴＰ）の総称である。反応開始時に反応液中に含まれるｄＮＴＰの濃度は、例え
ば０．０１～１ｍＭの範囲であってよく、好ましくは０．０５ｍＭ～１ｍＭ、０．１ｍＭ
～１ｍＭの範囲であってよい。
【００９３】
　マグネシウムイオン源は、反応液中にマグネシウムイオン（Ｍｇ2+）を与える物質であ
る。例えば、Ｍｇ（ＯＡｃ）2、ＭｇＣｌ2、およびＭｇＳＯ4、などが挙げられる。好ま
しいマグネシウムイオン源はＭｇ（ＯＡｃ）2である。反応開始時に反応液中に含まれる
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マグネシウムイオン源の濃度は、例えば、反応液中にマグネシウムイオンを５～５０ｍＭ
の範囲で与える濃度であってよい。
【００９４】
　アルカリ金属イオン源は、反応液中にアルカリ金属イオンを与える物質である。アルカ
リ金属イオンとしては、例えばナトリウムイオン（Ｎａ+）、カリウムイオン（Ｋ+）が挙
げられる。アルカリ金属イオン源の例として、グルタミン酸カリウム、アスパラギン酸カ
リウム、塩化カリウム、酢酸カリウム、グルタミン酸ナトリウム、アスパラギン酸ナトリ
ウム、塩化ナトリウム、および酢酸ナトリウム、が挙げられる。好ましいアルカリ金属イ
オン源はグルタミン酸カリウムである。反応開始時に反応液中に含まれるアルカリ金属イ
オン源の濃度は、反応液中にアルカリ金属イオンを１００ｍＭ～３００ｍＭの範囲で与え
る濃度であってよいが、これに限定されない。先行する出願との兼ね合いにおいては、上
記のアルカリ金属イオン源の濃度から１５０ｍＭが除かれてもよい。
【００９５】
　反応液はさらに、タンパク質の非特異吸着抑制剤または核酸の非特異吸着抑制剤を含ん
でいてもよい。好ましくは、反応液はさらに、タンパク質の非特異吸着抑制剤および核酸
の非特異吸着抑制剤を含んでいてもよい。タンパク質の非特異吸着抑制剤及び／または核
酸の非特異吸着抑制剤が反応液中に存在することで、タンパク質同士および／またはタン
パク質と環状DNAの非特異吸着や、タンパク質および環状DNAの容器表面への付着を抑制す
ることができ、反応効率の向上が期待できる。
【００９６】
　タンパク質の非特異吸着抑制剤とは、本願の方法における複製または増幅反応とは無関
係なタンパク質である。そのようなタンパク質としては、例えば、ウシ血清アルブミン（
BSA）、リゾチーム、ゼラチン、ヘパリン、およびカゼインなどが挙げられる。タンパク
質の非特異吸着抑制剤は反応液中、０．０２～２．０ｍｇ／ｍｌの範囲、好ましくは０．
１～２．０ｍｇ／ｍｌ、０．２～２．０ｍｇ／ｍｌ、０．５～２．０ｍｇ／ｍｌの範囲で
含まれていてもよいが、これに限定されない。
【００９７】
　核酸の非特異吸着抑制剤とは、本願の方法における複製または増幅反応とは無関係な核
酸分子または核酸類似因子である。そのような核酸分子または核酸類似因子としては、例
えば、tRNA（トランスファーRNA）、rRNA（リボソーマルRNA）、mRNA（メッセンジャーRN
A）、グリコーゲン、ヘパリン、オリゴDNA、poly(I-C)（ポリイノシン－ポリシチジン）
、poly(dI-dC)（ポリデオキシイノシン－ポリデオキシシチジン）、poly(A)（ポリアデニ
ン）、およびpoly(dA)（ポリデオキシアデニン）などが挙げられる。核酸の非特異吸着抑
制剤は反応液中、１～５００ｎｇ／μｌの範囲、好ましくは１０～５００ｎｇ／μｌ、１
０～２００ｎｇ／μｌ、１０～１００ｎｇ／μｌの範囲で含まれていてもよいが、これに
限定されない。先行する出願との兼ね合いにおいては、核酸の非特異吸着抑制剤としてtR
NAを選択する場合、tRNAの濃度から５０ｎｇ／μｌが除かれてもよい。
【００９８】
　反応液はさらに、直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼまたはRecG型ヘリカーゼを含ん
でいてもよい。好ましくは、反応液はさらに、直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよ
びRecG型ヘリカーゼを含んでいてもよい。直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび／
またはRecG型ヘリカーゼが反応液中に存在することで、複製または増幅反応中に二重鎖切
断などによって生じる直鎖状ＤＮＡの量を低減し、目的のスーパーコイル産物の収率向上
が期待できる。
【００９９】
　直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼは、直鎖状DNAの５’末端もしくは３’末端から逐
次的に加水分解する酵素である。直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼは、直鎖状DNAの５
’末端もしくは３’末端から逐次的に加水分解する活性を有する物であれば、その種類や
生物学的由来に特に制限はない。例えば、RecBCD、λエキソヌクレアーゼ、エキソヌクレ
アーゼIII、エキソヌクレアーゼVIII、T5エキソヌクレアーゼ、T7エキソヌクレアーゼ、
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およびPlasmid-SafeTM ATP-Dependent DNase (epicentre)などを用いることができる。好
ましい直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼはRecBCDである。直鎖状DNAエキソヌクレアー
ゼは反応液中、０．０１～１．０Ｕ／μｌの範囲、好ましくは０．１～１．０Ｕ／μｌの
範囲で含まれていてもよいが、これに限定されない。直鎖状DNAエキソヌクレアーゼにつ
いての酵素活性単位（Ｕ）は、３７℃、３０分の反応において、直鎖状DNAの１ｎｍｏｌ
のデオキシリボヌクレオチドを酸可溶性とするのに必要な酵素量を１Ｕとした単位である
。
【０１００】
　RecG型ヘリカーゼは、伸張反応の終結時に複製フォーク同士が衝突してできる副次的な
DNA構造を解消するヘリケースと考えられている酵素である。RecG型ヘリカーゼは、大腸
菌由来のRecGと同様の活性を有するものであれば、その生物学的由来に特に制限はないが
、例えば大腸菌由来のRecGを好適に用いることができる。大腸菌由来のRecGは単量体とし
て反応液中、１００ｎＭ～８００ｎＭの範囲、好ましくは１００ｎＭ～５００ｎＭ、１０
０ｎＭ～４００ｎＭ、１００ｎＭ～３００ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限
定されない。RecG型ヘリカーゼは、上記大腸菌由来のRecGについて特定された濃度範囲に
酵素活性単位として相当する濃度範囲で用いることができる。
【０１０１】
　反応液はさらに、アンモニウム塩を含んでいてもよい。アンモニウム塩の例としては、
硫酸アンモニウム、塩化アンモニウム、および酢酸アンモニウムが挙げられる。特に好ま
しいアンモニウム塩は硫酸アンモニウムである。アンモニウム塩は反応液中、０．１ｍＭ
～１００ｍＭの範囲、好ましくは０．１ｍＭ～５０ｍＭ、１ｍＭ～５０ｍＭ、１ｍＭ～２
０ｍＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定されない。
【０１０２】
　第二の酵素群の一つとして、DNAリガーゼ活性を有する酵素として大腸菌由来のDNAリガ
ーゼを用いる場合、その補因子であるNAD（ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド）が
反応液中に含まれる。NADは反応液中、０．０１ｍＭ～１．０ｍＭの範囲、好ましくは０
．１ｍＭ～１．０ｍＭ、０．１ｍＭ～０．５ｍＭの範囲で含まれていてもよいが、これに
限定されない。
【０１０３】
　本発明の方法に用いる反応液はさらに、還元剤を含んでいてもよい。好ましい還元剤の
例としては、ＤＴＴ、β-メルカプトエタノール、およびグルタチオンが挙げられる。好
ましい還元剤はＤＴＴである。
【０１０４】
　本発明の方法に用いる反応液はまた、ＡＴＰを再生するための酵素および基質を含んで
いてもよい。ＡＴＰ再生系の酵素と基質の組み合わせとしては、クレアチンキナーゼとク
レアチンホスフェート、およびピルビン酸キナーゼとホスホエノールピルビン酸が挙げら
れる。ＡＴＰ再生系の酵素としてはミオキナーゼが挙げられる。好ましいＡＴＰ再生系の
酵素と基質の組み合わせはクレアチンキナーゼおよびクレアチンホスフェート、である。
【０１０５】
　上記工程（２）は、工程（１）において形成した反応混合物を反応させる工程である。
工程（２）は、例えば、１５℃～８０℃、１５～５０℃、１５℃～４０℃、の温度範囲で
反応混合物を反応させる工程であってよい。好ましくは、工程（２）は、等温条件下で保
温する工程であってもよい。等温条件としては、DNA複製反応が進行することのできるも
のであれば特に制限はないが、たとえばDNAポリメラーゼの至適温度である２０℃～８０
℃の範囲に含まれる一定の温度とすることができ、２５℃～５０℃の範囲に含まれる一定
の温度とすることができ、２５℃～４０℃の範囲に含まれる一定の温度とすることができ
、３０℃程度とすることができる。本明細書において「等温条件下で保温する」、「等温
で反応させる」の用語は、反応中に上記の温度範囲に保つことを意味する。保温時間は、
目的とする環状DNAの複製産物または増幅産物の量に応じて適宜設定することができるが
、たとえば１～２４時間とすることができる。
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【０１０６】
　あるいは、上記工程（２）として、工程（１）において形成した反応混合物を、３０℃
以上でのインキュベーションおよび２７℃以下でのインキュベーションを繰り返す温度サ
イクル下で、インキュベートする工程を含んでいてもよい。３０℃以上でのインキュベー
ションは、oriCを含む環状DNAの複製開始が可能な温度範囲であれば特に限定はなく、例
えば、３０～８０℃、３０～５０℃、３０～４０℃、３７℃であってよい。３０℃以上で
のインキュベーションは、特に限定されないが、１サイクルあたり１０秒～１０分間であ
ってもよい。２７℃以下でのインキュベーションは、複製開始が抑制され、DNAの伸張反
応が進行する温度であれば特に限定はなく、例えば、１０～２７℃、１６～２５℃、２４
℃、であってよい。２７℃以下でのインキュベーションは、特に限定されないが、増幅す
る環状DNAの長さに合わせて設定することが好ましく、例えば１サイクルにつき、１００
０塩基あたり１～１０秒間であってもよい。温度サイクルのサイクル数は特に限定されな
いが、１０～５０サイクル、２０～４０サイクル、２５～３５サイクル、３０サイクルで
あってもよい。
【０１０７】
　本願の方法は、上記反応混合物を等温条件下で保温する工程の後に、目的に応じて、環
状DNAの複製産物または増幅産物を精製する工程を含んでもよい。環状DNAの精製は、当業
者に利用可能な手法を用いて適宜実施することができる。
【０１０８】
　本願の方法を用いて複製または増幅した環状DNAは、反応後の反応混合物をそのまま、
あるいは適宜精製したものを、形質転換等のその後の目的に用いることができる。
【０１０９】
　＜環状DNAの複製方法（Ａ’）＞
　XerCDとdifの組合せと同様に、Creとその認識配列loxPの組合せを用いてもDNAマルチマ
ーの分離を導くことができることが知られている（Ip, S. C. Y., et al., EMBO J., 200
3, 22:6399-6407）。本発明者らは、方法（Ａ）におけるXerCDとdifの組合せの代わりに
、DNAマルチマー分離酵素およびその認識配列の組合せを用いても、副生成物であるDNAマ
ルチマーの生成を抑制できることを見出した。
【０１１０】
　一態様において本願は、無細胞系における環状DNAの複製または増幅方法であって、以
下の工程：
（１）鋳型となる環状DNAと、以下：
　環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群、
　岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成
する第二の酵素群、および
　２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群、
を含む反応液との反応混合物を形成する工程；および
（２）工程（１）において形成した反応混合物を反応させる工程；
を含み、
ここで当該環状DNAは、DnaA活性を有する酵素と結合可能な複製開始配列（origin of chr
omosome（oriC））を含み、そして、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のter
配列、および／または、DNAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列、をさらに含み、
ここで当該環状DNAがter配列を有する場合、前記工程（１）の反応液はさらにter配列に
結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質を含み、そして当該環状DNAがDNAマルチ
マー分離酵素が認識する塩基配列を有する場合、前記工程（１）の反応液はさらにDNAマ
ルチマー分離酵素を含む、前記方法（以下、本明細書において「方法（Ａ’）」と記載す
ることがある）に関する。
【０１１１】
　すなわち、方法（Ａ'）は、方法（Ａ）における「XerCD」を「DNAマルチマー分離酵素
」に、「XerCDが認識する塩基配列」を「DNAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列」に
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それぞれ拡張した範囲の方法である。したがって、方法（Ａ）の各構成について＜環状DN
Aの複製方法（Ａ）＞の項目において記載した説明は、方法（Ａ'）に対しても適用される
。
【０１１２】
　DNAマルチマー分離酵素は、遺伝子の組換えを生じさせることにより、DNAマルチマーの
分離を導くことができる酵素である。特定の塩基配列を認識して、当該塩基配列の部位で
遺伝子の組換えを生じさせることができる部位特異的組換え酵素は、DNAマルチマー分離
酵素として利用できる。DNAマルチマー分離酵素により認識される特定の塩基配列を、「D
NAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列」と記載する。DNAマルチマー分離酵素およびD
NAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列の組合せによる遺伝子の組み換えにより、DNA
マルチマーの分離を導くことができる。方法（Ａ’）においては、この機構を利用するこ
とにより、副産物であるDNAマルチマーの生成を抑制することが可能である。DNAマルチマ
ー分離酵素は、市販されているものを用いてもよいし、微生物等から抽出し、必要に応じ
て生成したものを用いてもよい。微生物からの酵素の抽出及び精製は、当業者に利用可能
な手法を用いて適宜実施することができる。
【０１１３】
　DNAマルチマー分離酵素と当該DNAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列の組合せは、
XerCDとdif配列、CreとloxP配列（Siegel, R. W., et al.., FEBS Lett., 2001, 499(1-2
): 147-153; Araki, K., et al., Nucleic Acids Res.: 1997, 25(4): 868-872）、出芽
酵母（Saccharomyces verevisiae）由来の組換え酵素FLPとFRT配列（Broach, J. R., et 
al., Cell, 1982, 29(1):227-234）、バクテリオファージD6由来の組換え酵素DreOとrox
配列（Anastassiadis, K., et al., Dis. Model. Mech., 2009, 2: 508-515）、チゴサッ
カロマイセス・ロキシー（zygosacchromyces rouxii）由来の組換え酵素ＲとRS配列（Ara
ki, H., et al., J. Mol. Biol., 1985, 182(2): 191-203）、セリン組換え酵素ファミリ
ー（例えば、Gin、γδ、Tn3、およびHin）とそれらの認識配列（Smith, M. C., et al.,
 Mol. Microbiol., 2002, 44: 299）、が挙げられるがこれらに限定されない。
【０１１４】
　XerCDとdif配列については、＜環状DNAの複製方法（Ａ）＞の項目において上述したと
おりである。
【０１１５】
　Cre及びloxP配列の組合せについて、その生物学的由来に特に制限はない。Creは、好ま
しくはバクテリオファージP1由来のCreタンパク質である。Creは、反応液中０．０１～２
００ｍＵ／μｌの範囲で含まれていてもよく、好ましくは０．１～１５０ｍＵ／μｌ、０
．１～１００ｍＵ／μｌ、０．５～１００ｍＵ／μｌ、０．５～８０ｍＵ／μｌ、０．１
～５０ｍＵ／μｌ、１～５０ｍＵ／μｌ、１～３０ｍＵ／μｌの範囲で含まれていてもよ
いがこれに限定されない。
【０１１６】
　Creが認識するloxP配列は、loxPコンセンサスである５’－ATAACTTCGTATAGCATACATTATA
CGAAGTTAT－３’（配列番号３０）、もしくは変異loxP配列（小文字部分はコンセンサス
に対する変異塩基）である５’－ATAACTTCGTATAGtATACATTATACGAAGTTAT－３’（配列番号
３１／lox511）、５’－ATAACTTCGTATAGgATACtTTATACGAAGTTAT－３’（配列番号３２／lo
x2272）、５’－ATAACTTCGTATAtacctttcTATACGAAGTTAT－３’（配列番号３３／loxFAS）
、５’－ATAACTTCGTATAGCATACATTATACGAAcggta－３’（配列番号３４／lox RE）、５’－
taccgTTCGTATAGCATACATTATACGAAGTTAT－３’（配列番号３５／lox LE）、またはそれらい
ずれかの相補配列を含む配列であってよい。
【０１１７】
　出芽酵母（Saccharomyces verevisiae）由来の組換え酵素FLPは、反応液中１ｎＭ～２
００ｎＭの範囲で含まれていてもよく、好ましくは５ｎＭ～２００ｎＭ、５ｎＭ～１５０
ｎＭ、１０ｎＭ～２００ｎＭ、１０ｎＭ～１５０ｎＭ、２０ｎＭ～２００ｎＭ、２０ｎＭ
～１５０ｎＭ、２０ｎＭ～１００ｎＭの範囲で含まれていてもよいがこれに限定されない
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。FLPが認識するFRT配列は、５’－GAAGTTCCTATTCTCTAGAAAGTATAGGAACTTC－３’（配列番
号３６）、またはその相補配列を含む配列であってもよい。
【０１１８】
　バクテリオファージD6由来の組換え酵素DreOは、反応液中１ｎＭ～２００ｎＭの範囲で
含まれていてもよく、好ましくは５ｎＭ～２００ｎＭ、５ｎＭ～１５０ｎＭ、１０ｎＭ～
２００ｎＭ、１０ｎＭ～１５０ｎＭ、２０ｎＭ～２００ｎＭ、２０ｎＭ～１５０ｎＭ、２
０ｎＭ～１００ｎＭの範囲で含まれていてもよいがこれに限定されない。DreOが認識する
rox配列は、５’－TAACTTTAAATAATGCCAATTATTTAAAGTTA－３’（配列番号３７）、または
その相補配列を含む配列であってもよい。
【０１１９】
　チゴサッカロマイセス・ロキシー（zygosacchromyces rouxii）由来の組換え酵素Ｒは
、反応液中１ｎＭ～２００ｎＭの範囲で含まれていてもよく、好ましくは５ｎＭ～２００
ｎＭ、５ｎＭ～１５０ｎＭ、１０ｎＭ～２００ｎＭ、１０ｎＭ～１５０ｎＭ、２０ｎＭ～
２００ｎＭ、２０ｎＭ～１５０ｎＭ、２０ｎＭ～１００ｎＭの範囲で含まれていてもよい
がこれに限定されない。酵素Ｒが認識するRS配列は、Araki, H.ら（J. Mol. Biol., 1985
, 182(2): 191-203）が開示する配列、またはその相補配列を含む配列であってもよい。
【０１２０】
　セリン組換え酵素ファミリー（γδ、Tn3、Gin、およびHin）は、反応液中１ｎＭ～２
００ｎＭの範囲で含まれていてもよく、好ましくは５ｎＭ～２００ｎＭ、５ｎＭ～１５０
ｎＭ、１０ｎＭ～２００ｎＭ、１０ｎＭ～１５０ｎＭ、２０ｎＭ～２００ｎＭ、２０ｎＭ
～１５０ｎＭ、２０ｎＭ～１００ｎＭの範囲で含まれていてもよいがこれに限定されない
。γδ、Tn3とそれらの認識配列resは、Grindley N. D. F..ら（Cell, 1982, 30: 19-27
）が開示する配列、またはその相補配列を含む配列であってもよい。Ginとその認識配列
は、Kahmann. R.ら（Cell, 1985, 41: 771-780）が開示する配列、またはその相補配列を
含む配列であってもよい。Hinとその認識配列は、Glasgow. A. C.ら（J. Biol. Chem., 1
989, 264: 10072-10082）が開示する配列、またはその相補配列を含む配列であってもよ
い。
【０１２１】
　DNAマルチマー分離酵素が認識する配列は、環状DNA状のいずれの位置に存在していても
よい。例えば、DNAマルチマー分離酵素が認識する配列は、oriCの近傍または隣接した領
域に存在していてもよく、oriCに対して対極となる領域に存在していてもよい。
【０１２２】
　＜環状DNAの複製方法（Ｂ）＞
　一態様において本願は、無細胞系における環状DNAの複製または増幅方法であって、以
下の工程：
（１）oriCトランスポゾンとトランスポゼースを緩衝液中に添加してoriCトランスポゾー
ムを形成する、ここでoriCトランスポゾンはDnaA活性を有する酵素と結合可能な複製開始
配列（origin of chromosome（oriC））を含む線状DNAであってその両末端にOutside end
 (OE) 配列を含む線状DNAである；
　oriCトランスポゾームとoriCを含まない環状DNAを緩衝液中で反応させて転移反応を行
う；
ことにより、oriCを含む環状DNAを調製する工程；
（２）（１）で得られたoriCを含む環状DNAと、以下：
　環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群、
　岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成
する第二の酵素群、および
　２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群、
を含む反応液との反応混合物を形成する工程；および
（３）工程（２）において形成した反応混合物を反応させる工程；
を含む、前記方法（以下、本明細書において「方法（Ｂ）」と記載することがある）に関
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する。
【０１２３】
　理論により制限されるものではないが、方法（Ｂ）はトランスポゾンを利用してoriCを
含まない環状DNAにoriCを導入することによりoriCを含む環状DNAを調製し、当該oriCを含
む環状DNAを複製または増幅するものである。概略図を図２に示す。図２において「トラ
ンポゾーム形成」、「転移反応」で示す工程が上記工程（１）に対応する。複製または増
幅は、上記工程（２）および（３）において図１に示す複製サイクルを通じて、またはこ
の複製サイクルを繰り返すことにより、環状DNAを複製または増幅する。環状DNAの複製お
よび増幅についての定義は、方法（Ａ）について上述したとおりである。
【０１２４】
　反応液と混合するoriCを含む環状DNAについては、上記＜環状DNA＞の項目に記載した通
りである。１反応あたりに用いるoriCを含む環状DNAの量は、方法（Ａ）における鋳型DNA
の量について上述したとおりである。
【０１２５】
　また、反応液中に含まれる酵素群、反応液中に含まれてもよい他の成分についての説明
は、方法（Ａ）と同様である。さらに、上記工程（３）は、方法（Ａ）における工程（２
）と同様に行う。環状DNAの複製産物または増幅産物を精製する工程をさらに含むこと、
および本願の方法を用いて複製または増幅した環状DNAの利用についても、方法（Ａ）と
同様である。
【０１２６】
　oriCトランスポゾンの両端のOE配列は、トランスポゼースが認識し、OE配列として利用
可能であることが当業者に知られた配列であればいかなる配列であってもよい。好ましい
態様において、OE配列は、配列番号２５（５’－CTGTCTCTTATACACATCT－３’）で示され
る配列またはその相補配列を含み、工程（１）の線状DNAの５’末端に配列番号２５で示
される配列を含むOE配列が挿入されており、当該線状DNAの３’末端に配列番号２５で示
される配列の相補配列を含むOE配列が挿入されている。
【０１２７】
　上記工程（１）においてoriCトランスポゾーム形成に用いるoriCトランスポゾンの濃度
は、２０～２００ｎＭであってもよく、好ましくは４０～１６０ｎＭであってもよい。
【０１２８】
　トランスポゼースは、OE配列を認識してトランスポゾームを形成し、環状DNA中にトラ
ンスポゾンDNAを転移させる酵素であれば、その生物学的由来に特に制限はないが、例え
ば大腸菌由来のトランスポゼースを好適に用いることができる。特に好ましいのは高活性
Ｔｎ５変異（E54K、L372P）タンパク質である（Goryshin, I. Y., and Reznikoff, W. S.
, J. Biol. Chem., 1998, 273: 7367-7374）。トランスポゼースは、市販されているもの
を用いてもよいし、微生物等から抽出し、必要に応じて精製したものを用いてもよい。微
生物からの酵素の抽出および精製は、当業者に利用可能な手法を用いて適宜実施すること
ができる。トランスポゼースとして高活性Ｔｎ５変異（E54K、L372P）タンパク質を用い
る場合、上記工程（１）においてoriCトランスポゾーム形成に用いる濃度は、５０～２０
０ｎＭであってもよく、好ましくは８０～１５０ｎＭであってもよい。
【０１２９】
　工程（１）で用いる緩衝液は、ｐＨ６～９、好ましくはｐＨ７．５、において用いるの
に適した緩衝液であれば特に制限はない。例えば、Tris-酢酸、Tris-HCl、Hepes-KOH、リ
ン酸緩衝液、MOPS-NaOH、Tricine-HClなどが挙げられる。好ましい緩衝液はTris-酢酸ま
たはTris-HClである。緩衝液の濃度は、当業者が適宜選択することができ、特に限定され
ないが、Tris-酢酸またはTris-HClの場合、例えば１０ｍＭ～１００ｍＭ、１０ｍＭ～５
０ｍＭ、２０ｍＭの濃度を選択できる。
【０１３０】
　工程（１）においてoriCトランスポゾームを形成する工程は、３０℃程度の温度で３０
分程度保温することにより行う。
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【０１３１】
　工程（１）の転移反応は、トランスポゼースの至適温度、例えば３７℃で行う。転移反
応を行う時間は、当業者が適宜選択することができ、例えば１５分程度であってもよい。
また、工程（１）の転移反応において、tRNAを添加してもよい。工程（１）の転移反応に
おいてtRNAを添加する濃度は、例えば、１０～２００ｎｇ／μｌ、３０～１００ｎｇ／μ
ｌ、５０ｎｇ／μｌの濃度を選択できる。
【０１３２】
　一態様において、工程（２）のoriCを含む環状DNAは、oriCに対してそれぞれ外向きに
挿入された１対のter配列、および／または、XerCDやCre等のDNAマルチマー分離酵素が認
識する塩基配列をさらに含んでいてもよい。この場合、当該環状DNAがter配列を有する場
合、前記工程（２）の反応液はさらにter配列に結合して複製を阻害する活性を有するタ
ンパク質を含み、そして当該環状DNAがXerCDやCre等のDNAマルチマー分離酵素が認識する
塩基配列を有する場合、前記工程（２）の反応液はさらにXerCDやCre等のDNAマルチマー
分離酵素を含む。
【０１３３】
　あるいは別の態様において、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のter配列
、および／または、XerCDやCre等のDNAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列を、oriC
トランスポゾンの一部に含めるよう調製し、１対のter配列および／またはXerCDやCre等
のDNAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列についてもトランスポゾンを利用して環状D
NAに導入してもよい。すなわち、この態様は、工程（１）の線状DNAがoriCに対してそれ
ぞれ外向きに挿入された１対のter配列、および／または、XerCDやCre等のDNAマルチマー
分離酵素が認識する塩基配列、をさらに含み、そして当該線状DNAがter配列を有する場合
、前記工程（２）の反応液はさらにter配列に結合して複製を阻害する活性を有するタン
パク質を含み、そして当該環状DNAがXerCDやCre等のDNAマルチマー分離酵素が認識する塩
基配列を有する場合、前記工程（２）の反応液はさらにXerCDタンパク質を含むものであ
る。
【０１３４】
　ここで、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のter配列および／またはXerCD
やCre等のDNAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列、ならびにter配列に結合して複製
を阻害する活性を有するタンパク質および／またはXerCDやCre等のDNAマルチマー分離酵
素についての定義および説明は、方法（Ａ）または方法（Ａ'）について上述したとおり
である。
【０１３５】
　一態様において、方法（Ｂ）はさらに、（４）工程（３）の反応物において複製または
増幅された環状DNAからoriCトランスポゾンを除去する工程、を含んでいてもよい。
【０１３６】
　oriCトランスポゾンを除去する工程は、０．１～３０ｎＭ、好ましくは１～２０ｎＭ、
より好ましくは３～１０ｎＭのトランスポゼースによる処理、およびExoIIIのような直鎖
状二重鎖DNA依存性１本鎖DNAエキソヌクレアーゼによるDNA末端の１本鎖化の処理を含ん
でいてもよい。トランスポゼースによる処理に用いる緩衝液は、工程（１）で用いる緩衝
液を用いてもよい。１本鎖DNAエキソヌクレアーゼによる処理に用いられる緩衝液は、１
本鎖DNAエキソヌクレアーゼが作用する条件であればいかなる組成の緩衝液を用いてもよ
い。
【０１３７】
　また、oriCトランスポゾンを除去する工程は、さらに、oriCトランスポゾンの配列に含
まれる制限酵素部位に対応する制限酵素による処理を含んでいてもよい。この処理は、or
iCトランスポゾンを特異的に切断することを目的とする。よって、この場合、oriCトラン
スポゾンには含まれるが、複製・増幅された環状DNA中oriCトランスポゾン領域以外の領
域には含まれない制限酵素部位に対応する制限酵素を選択する。oriCトランスポゾンに含
まれる領域特異的な二重鎖切断には、制限酵素の代わりにCRISPR-Cas9を用いてもよい。
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この場合、ガイドRNAにはoriCトランスポゾンに含まれる領域特異的な配列を指定する。
【０１３８】
　＜機能性カセット（核酸）＞
　一態様において本願は、oriC、ならびに、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１
対のter配列および／またはXerCDやCre等のDNAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列を
含む核酸に関する。好ましくは、前記核酸は線状DNAであり、さらに好ましくは前記核酸
は二重鎖核酸である。前記核酸の長さは、環状DNAの調製に利用できるものであれば特に
限定されない。好ましい態様において前記核酸の長さは、２７３ｂｐ～２．０ｋｂ、２７
３ｂｐ～１．５ｋｂ、または２７３ｂｐ～１．０ｋｂの長さである。前記核酸の最短の長
さは２７３ｂｐであるが、これはoriCが２４５ｂｐであり、そして１対のter配列またはD
NAマルチマー分離酵素認識配列の中でも最短のものであるdif配列が２８ｂｐであること
から、これらを直接連結した場合の長さである。
【０１３９】
　上記の核酸は、本願の方法（Ａ）において鋳型となる環状DNAを調製するための機能性
カセットとして利用できる。
【０１４０】
　別の態様において本願は、oriC、ならびに、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された
１対のter配列および／またはXerCDやCre等のDNAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列
を含み、そして両末端にOutside end (OE) 配列を含む核酸に関する。好ましくは、前記
核酸は線状DNAであり、さらに好ましくは前記核酸は二重鎖核酸である。前記核酸の長さ
は、環状DNAの調製に利用できるものであれば特に限定されない。好ましい態様において
前記核酸の長さは、３１１ｂｐ～２．０ｋｂ、３１１ｂｐ～１．５ｋｂ、または３１１ｂ
ｐ～１．０ｋｂの長さである。前記核酸の最短の長さは３１１ｂｐであるが、これはoriC
が２４５ｂｐであり、１対のter配列またはDNAマルチマー分離酵素認識配列の中でも最短
のものであるdif配列が２８ｂｐであり、そしてOE配列が２つで３８ｂｐであることから
、これらを直接連結した場合の長さである。
【０１４１】
　上記の核酸は、本願の方法（Ｂ）においてoriCトランスポゾンとしてはたらく機能性カ
セットとして利用できる。
【０１４２】
　ここで、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のter配列および／またはXerCD
やCre等のDNAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列、ならびにter配列に結合して複製
を阻害する活性を有するタンパク質および／またはXerCDやCre等のDNAマルチマー分離酵
素についての定義および説明は、方法（Ａ）および方法（Ａ'）について上述したとおり
である。
【０１４３】
　上記の機能性カセットは、方法（Ａ）、（Ａ’）および（Ｂ）の鋳型となるoriCを含む
環状DNAの調製コストが低減される点で有用である。
【０１４４】
＜キット＞
　一態様において本願は、環状DNAの複製または増幅用キットであって、
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
る第二の酵素群；
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
oriC、ならびに、oriCに対してそれぞれ外向きに挿入された１対のter配列および／また
はXerCDやCre等のDNAマルチマー分離酵素が認識する塩基配列を含む線状DNA；および
当該線状DNAがter配列を有する場合、ter配列に結合して複製を阻害する活性を有するタ
ンパク質、および／または、当該線状DNAがXerCDやCre等のDNAマルチマー分離酵素が認識
する塩基配列を有する場合、当該配列に対応するXerCDやCre等のDNAマルチマー分離酵素
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；
の組み合わせを含む、前記キット（以下、本明細書において「キット（Ａ）」と記載する
ことがある）に関する。キット（Ａ）は、本願の方法（Ａ）または（Ａ’）を行うための
キットである。
【０１４５】
　本発明のキット（Ａ）に含まれる各構成品についての具体的な成分および濃度について
は、上記＜第一、第二、第三の酵素群＞、＜環状DNAの増幅方法（Ａ）＞、＜環状DNAの増
幅方法（Ａ’）＞の項目において記載した通りである。
【０１４６】
　別の態様において本願は、環状DNAの複製または増幅用キットであって、
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
る第二の酵素群；
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
oriCトランスポゾン、ここでoriCトランスポゾンはDnaA活性を有する酵素と結合可能な複
製開始配列（origin of chromosome（oriC））を含む線状DNAであってその両末端にOutsi
de end (OE) 配列を含む線状DNAである；および
トランスポゼース；
の組み合わせを含む、前記キット（以下、本明細書において「キット（Ｂ）」と記載する
ことがある）に関する。キット（Ｂ）は、本願の方法（Ｂ）を行うためのキットである。
【０１４７】
　ある態様において、キット（Ｂ）におけるoriCトランスポゾンは、oriCに対してそれぞ
れ外向きに挿入された１対のter配列、および／または、XerCDやCre等のDNAマルチマー分
離酵素が認識する塩基配列、をさらに含んでいてもよい。この場合、キット（Ｂ）は、te
r配列に結合して複製を阻害する活性を有するタンパク質、および／または、oriCトラン
スポゾンに挿入されたDNAマルチマー分離酵素が認識する配列に対応するDNAマルチマー分
離酵素、をさらに含んでいてもよい。
【０１４８】
　本発明のキット（Ｂ）に含まれる各構成品についての具体的な成分および濃度について
は、上記＜第一、第二、第三の酵素群＞、＜環状DNAの増幅方法（Ｂ）＞の項目において
記載した通りである。
【０１４９】
　本願のキット（Ａ）および（Ｂ）は、上記の構成品を１つのキットにすべて含むもので
あってもよく、また、本願の方法に利用する目的のためのキットであれば、上記の構成品
の一部を含まないものであってもよい。上記の構成品の一部を含まないキットである場合
、実施者が、増幅時に必要な成分を、当該キットに追加して、それぞれ本願の増幅方法（
Ａ）および（Ｂ）を実施することができる。
【０１５０】
　本願のキット（Ａ）および（Ｂ）は、さらに、タンパク質の非特異吸着抑制剤、核酸の
非特異吸着抑制剤、直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼ、RecG型ヘリカーゼ、アンモニ
ウム塩、NAD、還元剤、ならびに、ＡＴＰ再生系の酵素および基質の組み合わせ、から選
択される１以上の成分を含む追加の構成品を含んでいてもよい。追加の構成品は、１つの
キットとして本願のキットに含まれていてもよく、または本願のキットとともに使用する
ことを前提とした別のキットとして提供されてもよい。
【０１５１】
　本願のキット（Ａ）および（Ｂ）は、上記構成品の混合物を１つに包装したものを含む
ものであってもよいが、上記構成品を個別に、あるいは数種類ずつまとめて混合したもの
を別個に包装したものを含むものであってよい。本願のキット（Ａ）および（Ｂ）はまた
、それぞれ本願の環状DNAの増幅方法（Ａ）および（Ｂ）を実施するための指示が記載さ
れた説明書を含むものであってもよい。
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【実施例】
【０１５２】
　以下、実施例に基づき本発明を具体的に説明する。なお、本発明は、下記実施例に記載
の範囲に限定されるものではない。
【０１５３】
　実施例１：終結配列terとTusタンパク質を利用したDNAマルチマー抑制を伴う環状ＤＮ
Ａの複製
　＜材料と方法＞
　鋳型となる環状DNAを次のように調製した。M13mp18プラスミドベクターにoriC断片を挿
入し、8.0 kb環状DNAとした。この8.0 kb環状DNAにおけるoriCと対極となる領域に、２つ
の向かい合うter配列（下線）を含むDNA断片（（５’－ACTTTAGTTACAACATACTTATT-N176-A
ATAAGTATGTTGTAACTAAAGT－３’（配列番号２６））を挿入し、ter挿入8.0 kb環状DNAとし
た（図３（ａ））。ter挿入8.0 kb環状DNAを鋳型DNAとして用い、8.0 kb環状DNAはter配
列を含まない対照DNAとして用いた。
【０１５４】
　Tusは、Tusの大腸菌発現株から、アフィニティーカラムクロマトグラフィーおよびゲル
濾過カラムクロマトグラフィーを含む工程で生成し、調製した。
【０１５５】
　表１に示す組成の反応液、および表１に示す組成に加えてTusを終濃度が２ｎＭまたは
５ｎＭとなるように添加した反応液、を調製した。これらの反応液のそれぞれに鋳型DNA
または対照DNAを終濃度が０．８　ｎｇ／μｌとなるように添加して氷上で混合した後、
３０℃のインキュベータで１時間保温し、反応させた。１反応あたりの総容量は１０マイ
クロリットルとなるようにした。反応液に［α－32Ｐ］ｄＡＴＰを添加しておき、DNA複
製反応後、反応液の一部をアガロースゲル電気泳動（0.5%　1×TAE、150 V、１００分間
、１４℃）した後、BASイメージングプレートにて32Ｐ取り込み産物を検出し、目的のス
ーパーコイル構造産生を確認した。
【０１５６】
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【表１】

【０１５７】
　表中、SSBは大腸菌由来SSB、IHFは大腸菌由来IhfAおよびIhfBの複合体、DnaGは大腸菌
由来DnaG、DnaNは大腸菌由来DnaN、PolIII*は大腸菌由来DnaX、HolA、HolB、HolC、HolD
、DnaE、DnaQ、およびHolEのからなる複合体であるDNAポリメラーゼIII*複合体、DnaBは
大腸菌由来DnaB、DnaCは大腸菌由来DnaC、DnaAは大腸菌由来RNaseH、Ligaseは大腸菌由来
DNAリガーゼ、PolIは大腸菌由来DNAポリメラーゼI、GyrAは大腸菌由来GyrA、GyrBは大腸
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菌由来GyrB、Topo IVは大腸菌由来ParCおよびParEの複合体、Topo IIIは大腸菌由来トポ
イソメラーゼIII、RecQは大腸菌由来RecQを表す。
【０１５８】
　SSBは、SSBの大腸菌発現株から、硫安沈殿およびイオン交換カラムクロマトグラフィー
を含む工程で精製し、調製した。
【０１５９】
　IHFは、IhfAおよびIhfBの大腸菌共発現株から、硫安沈殿およびアフィニティーカラム
クロマトグラフィーを含む工程で精製し、調製した。
【０１６０】
　DnaGは、DnaGの大腸菌発現株から、硫安沈殿、陰イオン交換カラムクロマトグラフィー
、およびゲル濾過カラムクロマトグラフィーを含む工程で精製し、調製した。
【０１６１】
　DnaNは、DnaNの大腸菌発現株から、硫安沈殿および陰イオン交換カラムクロマトグラフ
ィーを含む工程で精製し、調製した。
【０１６２】
　PolIII*は、DnaX、HolA、HolB、HolC、HolD、DnaE、DnaQおよびHolEの大腸菌共発現株
から、硫安沈殿、アフィニティーカラムクロマトグラフィー、およびゲル濾過カラムクロ
マトグラフィーを含む工程で精製し、調製した。
【０１６３】
　DnaB, DnaCは、DnaBおよびDnaCの大腸菌共発現株から、硫安沈殿、アフィニティーカラ
ムクロマトグラフィー、およびゲル濾過カラムクロマトグラフィーを含む工程で精製し、
調製した。
【０１６４】
　DnaAは、DnaAの大腸菌発現株から、硫安沈殿、透析沈殿、およびゲル濾過カラムクロマ
トグラフィーを含む工程で精製し、調製した。
【０１６５】
　GyrA, GyrBは、GyrAの大腸菌発現株とGyrBの大腸菌発現株の混合物から、硫安沈殿、ア
フィニティーカラムクロマトグラフィー、およびゲル濾過カラムクロマトグラフィーを含
む工程で精製し、調製した。
【０１６６】
　Topo IVは、ParCの大腸菌発現株とParEの大腸菌発現株の混合物から、硫安沈殿、アフ
ィニティーカラムクロマトグラフィー、およびゲル濾過カラムクロマトグラフィーを含む
工程で精製し、調製した。
【０１６７】
　Topo IIIは、Topo IIIの大腸菌発現株から、硫安沈殿およびアフィニティーカラムクロ
マトグラフィーを含む工程で精製し、調製した。
【０１６８】
　RecQは、RecQの大腸菌発現株から、硫安沈殿、アフィニティーカラムクロマトグラフィ
ー、およびゲル濾過カラムクロマトグラフィーを含む工程で精製し、調製した。
【０１６９】
　RNaseH、Ligase、PolIは市販の大腸菌由来の酵素を用いた（タカラバイオ株式会社）。
【０１７０】
　＜結果＞
　複製産物の検出結果を図３に示す。
【０１７１】
　ter挿入8.0 kb環状DNAを鋳型として用い、かつ反応液中にTusを含む場合は、副産物で
あるマルチマーの生成を抑制しつつ、目的のスーパーコイル構造の環状DNAが複製ないし
増幅されることが確認できた。一方、ter配列を含まない8.0kb環状DNAを鋳型として用い
た場合、および、反応液中にTusを含まない場合は、目的のスーパーコイル構造の環状DNA
の生成が観察されたが、副産物であるマルチマーの生成も観察された。
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【０１７２】
　Tus-terシステムは、環状染色体において複製終結を行う機構である。本実施例に示す
実験結果は、環状DNAの複製・増幅反応にこのシステムを組み込むことにより、非特異的
なDNAマルチマーの生成を抑えることが可能であることが確認された。
【０１７３】
　実施例２：部位特異的組換え配列difとXerCDを利用したDNAマルチマー抑制を伴う環状
ＤＮＡの複製
　＜材料と方法＞
　鋳型となるdif挿入12 kb環状DNAは、環状DNAのoriCと対極となる領域にdif配列（配列
番号２２）を含むよう、大腸菌細胞内組換え反応によって調製した（図４（ａ））。具体
的には、λファージの組換えタンパク質群を発現している大腸菌を用い、細胞内組換え反
応によって、oriCとカナマイシン耐性遺伝子を含むカセットと大腸菌染色体のdif上流側4
.2kb領域および下流側6.0 kb領域とを含む、目的の長さの環状DNAを調製した。
【０１７４】
　dif配列を含まない対照DNAとして、実施例１に記載の8.0 kb環状DNAを用いた。
【０１７５】
　XerCDは、XerCおよびXerDの大腸菌共発現株から、硫安沈殿、アフィニティーカラムク
ロマトグラフィーを含む工程で精製し、調製した。
【０１７６】
　実施例１の表１に示す組成の反応液、および表１に示す組成に加えてXerCDを終濃度が
３．５ｎＭ、７ｎＭ、１４ｎＭ、または３５ｎＭとなるように添加した反応液、を調製し
た。これらの反応液のそれぞれに鋳型DNAまたは対照DNAを終濃度が０．８　ｎｇ／μｌと
なるように添加して氷上で混合した後、３０℃のインキュベータで１時間保温し、反応さ
せた。１反応あたりの総容量は１０マイクロリットルとなるようにした。反応液に［α－
32Ｐ］ｄＡＴＰを添加しておき、実施例１と同様に、反応後の副生産物を検出し、その構
造を確認した。
【０１７７】
　＜結果＞
　複製産物の検出結果を図４（ｂ）に示す。
【０１７８】
　dif挿入12 kb環状DNAを鋳型として用い、かつ反応液中にXerCDを含む場合は、副産物で
あるマルチマーの生成を抑制しつつ、目的のスーパーコイル構造の環状DNAが複製ないし
増幅されることが確認できた。一方、dif配列を含まない8.0kb環状DNAを鋳型として用い
た場合、および、反応液中にXerCDを含まない場合は、目的のスーパーコイル構造の環状D
NAの生成が観察されたが、副産物であるマルチマーの生成も観察された。
【０１７９】
　XerCD-difシステムは、環状染色体において染色体分離を行う機構である。すなわち、X
erCD-difシステムは、DNAマルチマーの分離を行う機構である。本実施例に示す実験結果
は、環状DNAの複製・増幅反応にこのシステムを組み込むことにより、非特異的なDNAマル
チマーの生成を抑えることが可能であることが確認された。
【０１８０】
　実施例３：環状DNAにおけるter配列またはdif配列の位置による影響
　実施例１および２においては、ter配列またはdif配列は環状DNAにおけるoriCと対極と
なる領域に位置するよう、鋳型DNAを調製した。実施例３においては、ter配列またはdif
配列をoriCの近傍にまたは隣接した位置に配置した環状DNAについて、複製・増幅反応を
行った。
【０１８１】
　＜材料と方法＞
　15 kb環状DNA構築のため、大腸菌ゲノムを鋳型にoriCを含まない15kb DNA断片を増幅し
、調製した。
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　oriCの近傍の位置にter配列を配置した環状DNAとして、15kb-ori-ter環状DNAを次のよ
うに調製した。上記の15kb DNA断片に、ori-terカセットを連結し、環状化して作成した
（図５）。ori-terカセット（0.38 kb）の配列は次の通りであり、oriCカセット（小文字
）の両端に外向きのter配列（下線）を有する。
ori-terカセット：５’－AGTATGTTGTAACTAAAGATAACTTCGTATAATGTATGCTATACGAAGTTATacaga
tcgtgcgatctactgtggataactctgtcaggaagcttggatcaaccggtagttatccaaagaacaactgttgttcagtt
tttgagttgtgtataacccctcattctgatcccagcttatacggtccaggatcaccgatcattcacagttaatgatcctt
tccaggttgttgatcttaaaagccggatccttgttatccacagggcagtgcgatcctaataagagatcacaatagaacag
atctctaaataaatagatcttctttttaatacccaggatccATTTAACATAATATACATTATGCGCACCTTTAGTTACAA
CATACT－３’（配列番号２７）
【０１８３】
　oriCの近傍の位置にdif配列を配置した環状DNAとして、15kb-ori-dif環状DNAを次のよ
うに調製した。上記の15kb DNA断片に、ori-difカセットを連結、環状化して作成した（
図５）。ori-difカセット（0.32 kb）の配列は次の通りであり、oriCカセット（小文字）
の上流側に隣接してdif配列（下線）を有する。
ori-difカセット：５’－ATTTAACATAATATACATTATGCGCACCAAGTATacagatcgtgcgatctactgtgg
ataactctgtcaggaagcttggatcaaccggtagttatccaaagaacaactgttgttcagtttttgagttgtgtataacc
cctcattctgatcccagcttatacggtccaggatcaccgatcattcacagttaatgatcctttccaggttgttgatctta
aaagccggatccttgttatccacagggcagtgcgatcctaataagagatcacaatagaacagatctctaaataaatagat
cttctttttaatacccaggatcc－３’（配列番号２８）
【０１８４】
　terおよびTusに依存したDNAマルチマー生成抑制を検討するために、以下の表２に示す
組成に加えて、Tusを終濃度が０、２、６、２０、または６０ｎＭとなるように添加した
反応液に、環状DNAを終濃度が０．５ｎｇ／μｌ、５ｐｇ／μｌ、５０ｆｇ／μｌ、また
は０．５ｆｇ／μｌになるように加え、３０℃で３時間または１７時間反応させた。
【０１８５】
　XerCDによるDNAマルチマー生成抑制を検討するために、以下の表２に示す組成に加えて
、XerCDを終濃度が０、３０、または６０ｎＭとなるように添加下反応液に、環状DNAを終
濃度が０．５ｎｇ／μｌとなるように加え、３０℃で２時間反応させた。
【０１８６】
　反応物について、アガロースゲル電気泳動（0.5%　1×TBE、６０Ｖ、６０分間）を行い
、SybrGreen I（タカラバイオ株式会社）で染色し、DNAを検出した。
【０１８７】
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【表２】

【０１８８】
　表中の各酵素は、実施例１に記載した酵素と同じものであり、実施例１に記載した方法
により調製または入手した。
【０１８９】
　＜結果１＞　terおよびTusに依存したDNAマルチマー生成抑制
　（１）Tusタイトレーション
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　複製・増幅産物の検出結果を図６に示す。鋳型DNA量は０．５ｎｇ／μｌであり、図６
に示すとおりの量のTusを用い、反応は３０℃で３時間行った。
【０１９０】
　15kb-ori-ter環状DNAを鋳型として用い、かつ反応液中にTusを含む場合、副産物である
マルチマーの生成を抑制しつつ、目的のスーパーコイル構造の環状DNAが複製ないし増幅
されることが確認できた。また、反応液中のTusの濃度を高めていくことで、マルチマー
の生成を抑制する効果は高くなった。具体的には、Tusを２０ｎＭまたは６０ｎＭ存在さ
せた場合には、マルチマーの生成はほとんど確認できないレベルまで低減された。
【０１９１】
　一方、15kb-ori-dif環状DNAを鋳型として用い、かつ反応液中にTusを含む場合は、マル
チマー生成を抑制する効果は観察されなかった。これは、マルチマー生成抑制効果に、Tu
s-terシステムが寄与していることを示している。
【０１９２】
　また、上記の結果は、鋳型となる環状DNAにおいてter配列がoriCの近傍または隣接した
位置に配置した場合であっても、DNAマルチマー生成抑制効果が得られることを示してい
る。すなわち、ter配列の環状DNAにおける挿入位置はDNAマルチマー生成抑制効果に影響
を与えない。
【０１９３】
　（２）DNAタイトレーション
　複製・増幅産物の検出結果を図７に示す。図７に示すとおりの量の鋳型DNAおよびTusを
用い、反応は３０℃で１７時間行った。
【０１９４】
　15kb-ori-ter環状DNAを鋳型として用い、かつ反応液中にTusを含む場合、副産物である
マルチマーの生成を抑制しつつ、目的のスーパーコイル構造の環状DNAが複製ないし増幅
されることが確認できた。特に、鋳型DNA量を０．５ｆｇ／μｌまで減少させても、この
効果が観察できることを確認した。
【０１９５】
　＜結果２＞　XerCDによるDNAマルチマー生成抑制
　複製・増幅産物の検出結果を図８に示す。鋳型DNA量は０．５ｎｇ／μｌであり、図８
に示すとおりの量のXerCDを用い、反応は３０℃で２時間行った。
【０１９６】
　15kb-ori-dif環状DNAを鋳型として用い、かつ反応液中にXerCDを含む場合、副産物であ
るマルチマーの生成を抑制しつつ、目的のスーパーコイル構造の環状DNAが複製ないし増
幅されることが確認できた。また、反応液中のXerCDの濃度を高めていくことで、マルチ
マーの生成を抑制する効果は高くなった。
【０１９７】
　また、上記の結果は、鋳型となる環状DNAにおいてdif配列がoriCの近傍または隣接した
位置に配置した場合であっても、DNAマルチマー生成抑制効果が得られることを示してい
る。すなわち、dif配列の環状DNAにおける挿入位置はDNAマルチマー生成抑制効果に影響
を与えない。
【０１９８】
　上記結果１および２より、ter配列およびdif配列はoriCに隣接してまたはその近傍に配
置しても効率よく機能し、DNAマルチマー生成を抑制した。ter配列およびdif配列をoriC
の近傍に配置できることは、これらの配列をoriCとともに機能性カセットとして環状DNA
の構築に利用できることを意味する。
【０１９９】
　実施例４：トランスポゾンを利用したoriCカセット導入（１）
　本願の方法による環状DNAの複製ないし増幅のためには、鋳型となる環状DNAにoriCを導
入する必要がある。実施例４では、oriCカセットをトランスポゾンを利用して導入するこ
とを検討した（図２）。
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【０２００】
　＜材料と方法＞
　トランスポゼース（Tnp）として、高活性Tn5変異（E54K, L372P）タンパク質を用いた
。このタンパク質は大腸菌発現株から硫安沈殿、アフィニティーカラムクロマトグラフィ
ーを含む工程で精製し、調製した。
【０２０１】
　oriCトランスポゾンとして、oriCを含む配列の両端にOutside end (OE) 配列（下線）
を有する次の配列からなるDNA断片を５’リン酸化して用いた。
oriCトランスポゾン：５’－CTGTCTCTTATACACATCTgaagatccggcagaagaatggctgggatcgtgggt
taatttactcaaataagtatacagatcgtgcgatctactgtggataactctgtcaggaagcttggatcaaccggtagtta
tccaaagaacaactgttgttcagtttttgagttgtgtataacccctcattctgatcccagcttatacggtccaggatcac
cgatcattcacagttaatgatcctttccaggttgttgatcttaaaagccggatccttgttatccacagggcagtgcgatc
ctaataagagatcacaatagaacagatctctaaataaatagatcttctttttaatacccaggatcccaggtctttctcaa
gccgacAGATGTGTATAAGAGACAG－３’（配列番号２９）
【０２０２】
　oriC転移反応は、116 nM Tnpと48 nM oriCトランスポゾンをバッファー（10 mM Tris-
酢酸 [pH 7.5]、15% glycerol、50 mM グルタミン酸カリウム、1 mM DTT、0.1 mM EDTA）
中で３０℃、３０分間保温し、oriCトランスポゾームとした。oriCトランスポゾーム（０
．５μｌ）とターゲットDNA（１０ｆＭ）とをバッファー（５μｌ；10 mM Tris-HCl [pH 
7.5]、150 mM グルタミン酸カリウム、10 mM Mg(oAc)2)中で３７℃、１５分間保温し転移
反応を行なった。ターゲットDNAとして、15 kbの大腸菌遺伝子発現プラスミドあるいは高
度好熱菌サーマス・サーモフィルス（Thermus thermophilus）ＨＢ８株から抽出した9.3 
kbプラスミド（pTT8プラスミド）を用いた。その後７０℃、５分間の熱失活処理を行った
。
【０２０３】
　実施例３の表２に示した組成の反応液に、上記のoriC転移反応の反応混合物の一部（０
．５μｌ）を加え、３０℃で３時間反応させた。反応物について、アガロースゲル電気泳
動（0.5%　1×TBE、60 V、６０分間）を行い、SybrGreen（タカラバイオ株式会社）で染
色し、DNAを検出した。
【０２０４】
　＜結果＞
　ターゲットDNAとして、15 kbの大腸菌遺伝子発現プラスミドを用いた場合の結果を図９
に、高度好熱菌サーマス・サーモフィルスＨＢ８株から抽出した9.3 kbプラスミド（pTT8
プラスミド）を用いた場合の結果を図１０に示す。
【０２０５】
　Tnpを存在させたoriC転移反応の反応混合物の一部を、環状DNAの複製・増幅方法に用い
た場合、複製産物／増幅産物であるスーパーコイルの産生が確認された。一方、oriC転移
反応においてTnpが存在しない場合は、環状DNAの複製・増幅方法を行っても複製産物／増
幅産物は確認されなかった。
【０２０６】
　また、上記の結果は特に、１０ｆＭ（０．１ｐｇ／μｌ）という非常に低濃度のターゲ
ットDNAに対してもoriCを効率よく導入でき、そして本願の環状DNAの複製・増幅方法によ
り増幅可能であったことを示している。このことは、oriCカセットをトランスポゾン化す
ることで、容易かつ高効率にターゲットDNAにoriCの導入が達成され、そしてそのように
して得られたoriCを含む環状DNAについても本願の環状DNAの複製・増幅方法により効率的
に増幅されることを示すものである。
【０２０７】
　実施例５：トランスポゾンを利用したoriCカセット導入（２）
　トランスポゼース（Tnp）及びoriCトランスポゾンは、実施例４と同じものを使用した
。
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【０２０８】
　oriC転移反応は、116 nM Tnpと144 nM oriCトランスポゾンをバッファー（10 mM Tris-
酢酸 [pH 7.5]、15% glycerol、50 mM グルタミン酸カリウム、1 mM DTT、0.1 mM EDTA）
中で３０℃、３０分間保温し、oriCトランスポゾームとした。oriCトランスポゾーム（０
．５μｌ）、ターゲットDNA（1 pM（５０ｐｇ（３×１０6分子）／５μｌ）、及びtRNA（
５０ｎｇ／μｌ）をバッファー（５μｌ；10 mM Tris-HCl [pH 7.5]、150 mM グルタミン
酸カリウム、10 mM Mg(oAc)2）中で３７℃、１５分間保温し転移反応を行なった。ターゲ
ットDNAとして、15 kbの大腸菌遺伝子発現プラスミドを用いた。その後７０℃、５分間の
熱失活処理を行った。
【０２０９】
　実施例３の表２に示した組成の反応液５μｌに、上記のoriC転移反応の反応混合物の一
部（０．５μｌ）を加え、３０℃で４時間反応させた。反応物について、アガロースゲル
電気泳動（0.5%　1×TBE、60 V、５５分間）を行い、SybrGreen I（タカラバイオ株式会
社）で染色し、DNAを検出した。結果を図１１に示す。実施例４と同様、Tnpを存在させた
oriC転移反応の反応混合物の一部を、環状DNAの複製・増幅反応に用いた場合、複製産物
／増幅産物であるスーパーコイルの産生が確認された。一方、oriC転移反応においてTnp
が存在しない場合は、環状DNAの複製・増幅反応を行っても複製産物／増幅産物は確認さ
れなかった。
【０２１０】
　また、oriC転移反応において、ターゲットDNAの添加量を、1 pM（５０ｐｇ（３×１０6

分子）／５μｌ）、0.1 pM（５ｐｇ（３×１０5分子）／５μｌ）、10 fM（５００ｆｇ（
３×１０4分子）／５μｌ）、及び1 fM（５０ｆｇ（３×１０3分子）／５μｌ）に変化さ
せて、上記と同様の反応を行った。結果を図１２に示す。この結果は、１ｆＭ（５０ｆｇ
（３０００分子）／５μｌ）という非常に低濃度のターゲットDNAに対してもoriCを効率
よく導入でき、そして本願の環状DNAの複製・増幅方法により増幅可能であったことを示
している。
【０２１１】
　実施例６：oriCトランスポゾン転移による好熱菌プラスミドの増幅
　oriC転移反応においてターゲットDNAとして高度好熱菌サーマス・サーモフィルスＨＢ
８株から抽出した9.3 kbのプラスミド（pTT8プラスミド）を50 fg用いたほかは、実施例
５と同様にoriC転移反応および環状DNAの複製・増幅反応を行った。結果を図１３に示す
。
【０２１２】
　pTT8プラスミドをKpn I及びNhe Iで消化すると、図１４のプラスミドマップで表される
ように、5.3 kb、1.7 kb、1.3 kbおよび1.0 kbの断片が生じる。上記反応による複製産物
／増幅産物を、制限酵素であるKpn I及びNhe Iで消化した。結果を図１４に示す。上記反
応による複製産物／増幅産物をKpn I及びNhe Iで消化すると、pTT8プラスミドと同様に、
5.3 kb、1.7 kb、1.3 kb、および1.0 kbの断片が確認された。このことは、上記反応によ
る複製産物／増幅産物が、pTT8プラスミドに対してoriCトランスポゾン転移した環状DNA
が複製・増幅されたものであることを示している。
【０２１３】
　これらの結果は、GC含有率の高い（GC含有率約７０％）かつ異種細胞由来の9.3 kbプラ
スミドを用いた場合も、実施例５と同様、非常に低濃度のターゲットDNAに対してもoriC
を効率よく導入でき、そして本願の環状DNAの複製・増幅方法により増幅可能であったこ
とを示している。
【０２１４】
　実施例７：oriCトランスポゾン転移によるλＤＮＡの増幅
　λＤＮＡは、バクテリオファージ由来の直鎖状ＤＮＡである。これを環状化し、oriCト
ランスポゾン転移によりoriCを導入した環状DNAを調製して、本願の環状DNAの複製・増幅
方法を行った。
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【０２１５】
　（１）アニーリングおよびギャップリペア反応
　アニーリング反応を以下のように行った。λＤＮＡ（４８ｋｂ／東洋紡）１６０ｎｇ／
μｌを、バッファー（10 mM Tris-HCL (pH 7.5), 50 mM NaCl, 1 mM EDTA）中に加えて、
５μｌの溶液を得た。この溶液を、６５℃で５分間保温した後、－０．５℃／３０秒の降
温速度で４℃まで冷却し、λＤＮＡの両末端のCOS部位を連結し環状化した。
【０２１６】
　ギャップリペア反応を以下のように行った。アニーリング反応後の溶液０．５μｌを、
50 nM リガーゼ、50 nM Pol I、２０ｍＵ／μｌ　Exo III、5 nM Gyrase、0.1 mg/ml BSA
を含む反応液（反応バッファーとして、表２に示した組成の反応バッファー（すなわち、
表２の酵素群は含まない反応バッファー）を用いた）に加えて、３０℃で１６時間反応さ
せた。
【０２１７】
　ギャップリペア反応の反応物について、アガロースゲル電気泳動（0.5%　1×TBE、60 V
、５５分間）を行い、SybrGreen I（タカラバイオ株式会社）で染色し、DNAを検出した。
結果を図１５に示す。ギャップリペア反応を行った反応物において、ギャップのない環状
化されたDNAの存在を示すスーパーコイルのバンドが観察された。
【０２１８】
　（２）oriCトランスポゾン転移とλＤＮＡの増幅
　ギャップリペア反応の反応物１μｌをターゲットDNAを含む溶液として用い、実施例５
と同様にoriC転移反応及び環状DNAの複製・増幅反応を行った。ここで、環状DNAの複製・
増幅反応に際しては、実施例３の表２に示した組成の反応液に、さらに60 nM RecG及び０
．５Ｕ／μｌのRecJf（NEB社）を加えたものを用いた。RecGは、RecGの大腸菌発現株から
、硫安沈殿、アフィニティーカラムクロマトグラフィーを含む工程で生成し、調製した。
結果を図１６に示す。
【０２１９】
　λＤＮＡを制限酵素HindIIIで消化すると、27 kb、9.4 kb、6.6 kb、2.3 kbおよび2.0 
kbの断片が生じる。上記反応による複製産物／増幅産物を、制限酵素であるHindIIIで消
化した（３７℃、３時間）。結果を図１７に示す。上記反応による複製産物／増幅産物を
HindIIIで消化すると、λＤＮＡと同様に、27 kb、9.4 kb、6.6 kb、2.3 kbおよび2.0 kb
の断片が確認された。このことは、上記反応による複製産物／増幅産物が、λＤＮＡが環
状化されたDNAに対してoriCトランスポゾン転移した環状DNAが複製・増幅されたものであ
ることを示している。
【０２２０】
　これらの結果は、直鎖状DNAについても、環状化した後にoriC転移反応を行うことで、
本願の環状DNAの複製・増幅反応を利用できることを示している。
【０２２１】
　実施例８：oriCトランスポゾンの除去（１）
　oriC転移反応により環状DNAに導入されたoriCを除去できるかどうかを検討した。
【０２２２】
　（１）環状DNA
　実施例５のoriCトランスポゾンは、カナマイシン（Ｋｍ）耐性遺伝子およびoriCを含む
。一方、15 kbの大腸菌遺伝子発現プラスミドは、アンピシリン（Ａｍｐ）耐性遺伝子を
含んでいる。実施例５のoriC転移反応により得られたプラスミドのうち、15 kbの大腸菌
遺伝子発現プラスミドのアンピシリン耐性遺伝子をコードする領域にoriCトランスポゾン
が転移された環状DNA（p15k::Km-oriC、と表記する）を選抜・回収した。具体的には、実
施例５のoriC転移反応により得られたプラスミドを大腸菌に形質転換し、Ａｍｐ感受性、
Ｋｍ耐性となった形質転換体をスクリーニングすることにより、クローニングした。
【０２２３】
　（２）oriCトランスポゾンの脱落
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　oriC転移反応により転移されたoriCトランスポゾンに相当する領域はトランスポゼース
により脱落させる。また、oriC転移反応によりoriCトランスポゾンが転移される際にoriC
トランスポゾンの両端に９ｂｐの領域が重複して形成されるので、oriCトランスポゾンの
除去にあたっては、連結後に、この９ｂｐの領域が重複して存在しないように処理する必
要がある。oriCトランスポゾンが抜き出されて生じた９ｂｐ領域を含むDNA末端について
、直鎖状二重鎖DNA依存性１本鎖DNAエキソヌクレアーゼであるExo IIIを用いた末端部分
の１本鎖化を行う。その後、９ｂｐ領域の重複部分を利用して１本鎖同士のアニーリング
を行い環状化を導く。図１８に模式図を示す。
【０２２４】
　具体的には、以下の反応を行った。
【０２２５】
　oriCトランスポゾン脱落反応は、０～３０ｎＭ（０ｎＭ、３ｎＭ、１０ｎＭ及び３０ｎ
Ｍ）トランスポゼース、及び２ｎｇ／μｌ p15k::Km-oriCをバッファー（５μｌ；10 mM 
Tris-HCl [pH 7.5]、150 mM グルタミン酸カリウム、10 mM Mg(oAc)2）中で、３７℃、１
６時間保温することで行った。その後７０℃、５分間の熱失活処理を行った。
【０２２６】
　oriCトランスポゾン脱落反応物１μｌに、Takara ExoIIIバッファー（50 mM Tris-HCl 
(pH 8.0), 5 mM MgCl2、1 mM DTT）、ExoIII (Takara)  ２０ｍＵ／μｌを加えて、最終
体積を５μｌとした。この混合物を３０℃で１０分間反応させてExoIIIによる処理を行っ
た。
【０２２７】
　ExoIIIで処理した反応物を、６５℃で５分間保温した後、－０．５℃／３０秒の降温速
度で４℃まで冷却してアニーリングした。
【０２２８】
　（３）形質転換によるoriCトランスポゾン脱落の確認
　上記（２）で得られた試料２μｌと、ケミカルコンピテント細胞（大腸菌ＤＨ５α）５
０を、用いて大腸菌を形質転換した。アンピシリン　１００μｇ／ｍｌ、カナマイシン　
２５μｇ／ｍｌを含むプレートに形質転換細胞を播種し、３７℃で一晩インキュベートし
た。
【０２２９】
　上記（２）でトランスポゼースを添加しなかったとき（０ｎＭ）のコロニー形成を１０
０として、トランスポゼースの濃度を変化させた場合の相対コロニー形成ユニット（％）
を算出した。
【０２３０】
　（４）結果
　結果を図１９および図２０に示す。
【０２３１】
　図１９の結果より、カナマイシン耐性の形質転換細胞は、加えたトランスポゼースの濃
度に応じて減少することが明らかとなった。トランスポゼースを３０ｎＭ添加すると、カ
ナマイシン耐性の形質転換細胞はほとんど存在しなくなった。このことは、トランスポゼ
ースの添加により、oriCトランスポゾンを脱落させることができることを示している。
【０２３２】
　また、図２０の結果より、ExoIII処理に依存して、oriCトランスポゾンの挿入によって
一旦破壊されたアンピシリン遺伝子が復帰できることが明らかとなった。
【０２３３】
　実施例９：oriCトランスポゾンの除去（２）
　ExoIII処理と並行して、oriCトランスポゾンの配列に含まれる制限酵素部位に対応する
制限酵素による処理を並行して行うことを検討した。模式図を図２１に示す。
【０２３４】
　（１）環状DNA
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　実施例８と同じ環状DNAを用いた。
【０２３５】
　（２）oriCトランスポゾンの脱落
　oriCトランスポゾン脱落反応は、１０ｎＭ　トランスポゼースを用いた他は、実施例８
と同様に行った。
【０２３６】
　oriCトランスポゾン脱落反応物１μｌに、Takara ExoIIIバッファー（50 mM Tris-HCl 
(pH 8.0), 5 mM MgCl2、1 mM DTT）、ならびに、ExoIII (Takara)  ２０ｍＵ／μｌのみ
、又はExoIII (Takara)  ２０ｍＵ／μｌ及びNheI (NEB)　０．６Ｕ／μｌを加えて、最
終体積を５μｌとした。この混合物を３０℃で１０分間反応させてExoIIIによる処理を行
った。
【０２３７】
　ExoIIIおよびNheIで処理した反応物を、６５℃で５分間保温した後、－０．５℃／３０
秒の降温速度で４℃まで冷却してアニーリングした。
【０２３８】
　（３）形質転換によるoriCトランスポゾン脱落の確認
　実施例８と同様に形質転換した。コロニー形成ユニットを算出した。
【０２３９】
　（４）結果
　結果を表３に示す
【０２４０】

【表３】

【０２４１】
　この結果は、トランスポゾンDNA部位を制限酵素（NheI）で切断することにより、環状D
NAよりトランスポゼースで脱落しなかったトランスポゾン含有プラスミドがバックグラウ
ンドとして残留する問題を減少させることが可能であることを示している。
【０２４２】
　実施例１０：CreによるDNAマルチマー生成抑制
　＜材料と方法＞
　pUC19（タカラバイオ社）を鋳型にプライマーSUE1156：５’－CTATGCGGCATCAGAGCAG－
３’（配列番号３８）及びSUE1361：５’－GTTAAGCCAGCCCCGACAC－３’（配列番号３９）
を用いたPCRにより、2.6 kbのpUC DNA断片を調製した。
【０２４３】
　oriCの近傍の位置にloxP配列を配置した環状DNAとして、pUC19-OLDT環状DNAを次のよう
に調製した。pUC DNA断片とOLDTカセットを連結、環状化して作成した。OLDTカセット（0
.41 kb）の配列は次の通りであり、oriCカセット（小文字部分）の上流側に隣接してloxP
配列（下線部分）を有する。
OLDTカセット：５’－CGCGTCAGCGGGTGTTGGCGGGTGTCGGGGCTGGCTTAACAGTATGTTGTAACTAAAGAT
AACTTCGTATAATGTATGCTATACGAAGTTATACAGATCGTGCgatctactgtggataactctgtcaggaagcttggatc
aaccggtagttatccaaagaacaactgttgttcagtttttgagttgtgtataacccctcattctgatcccagcttatacg
gtccaggatcaccgatcattcacagttaatgatcctttccaggttgttgatcttaaaagccggatccttgttatccacag
ggcagtgcgatcctaataagagatcacaatagaacagatctctaaataaatagatcttctttttaatacCCAGGATCCAT
TTAACATAATATACATTATGCGCACCTTTAGTTACAACATACTATGCGGCATCAGAGCAGATTGTACTGAGAGTGCACCA
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T－３’（配列番号４０）
【０２４４】
　loxP配列を持たない対照環状DNAとして、pUC-OriC300環状DNAを次のように調製した。p
UC DNA断片とOriC300カセットを連結、環状化して作成した。oriC300カセット（0.41 kb
）の配列は次の通りであり、oriCカセット（小文字部分）を有する。
OriC300カセット：５’－CGCGTCAGCGGGTGTTGGCGGGTGTCGGGGCTGGCTTAACAGTATGTTGTAACTAAA
gatctactgtggataactctgtcaggaagcttggatcaaccggtagttatccaaagaacaactgttgttcagtttttgag
ttgtgtataacccctcattctgatcccagcttatacggtccaggatcaccgatcattcacagttaatgatcctttccagg
ttgttgatcttaaaagccggatccttgttatccacagggcagtgcgatcctaataagagatcacaatagaacagatctct
aaataaatagatcttctttttaatacTTTAGTTACAACATACTATGCGGCATCAGAGCAGATTGTACTGAGAGTGCACCA
T－３’（配列番号４１）
【０２４５】
　Creは、NEB社より購入したものを用いた。
【０２４６】
　実施例３の表２に示す組成の反応液、及び表２に示す組成に加えてCreを終濃度が１ｍ
Ｕ／μｌ、３ｍＵ／μｌ、１０ｍＵ／μｌまたは３０ｍＵ／μｌとなるように添加した反
応液、を調製した。これらの反応液のそれぞれにpUC19-OLDT環状DNAまたはpUC-OriC300環
状DNAを終濃度が０．０１ｎｇ／μｌとなるように添加して氷上で混合した後、３３℃の
インキュベータで３時間保温し、反応させた。
【０２４７】
　反応物について、アガロースゲル電気泳動（0.5%　1×TBE、６０Ｖ、６０分間）を行い
、SybrGreen I（タカラバイオ株式会社）で染色し、DNAを検出した。
【０２４８】
　＜結果＞
　複製・増幅産物の検出結果を図２２に示す。
【０２４９】
　oriC近傍にloxP配列を配置したpUC-OLDT環状DNAを鋳型として用い、かつ反応液中にCre
を含む場合、副産物であるマルチマーの生成を抑制しつつ、目的のスーパーコイル構造の
環状DNAが複製ないし増幅されることが確認できた。このとき、マルチマーからモノマー
への分離の中間産物の出現も見られた。また、反応液中のCreの濃度を高めていくことで
、マルチマーの生成を抑制する効果は高くなった。
【０２５０】
　loxP配列を持たないpUC19-OriC300環状DNAを鋳型として用いた場合にはCreの効果は観
察されなかった。
【産業上の利用可能性】
【０２５１】
　本発明により、環状DNA、特に長鎖環状DNAを簡便かつ効率的に複製または増幅すること
のできる方法を提供することができる。
【配列表フリーテキスト】
【０２５２】
配列番号１：ter配列（コンセンサス）
配列番号２：ter配列（コンセンサス）
配列番号３：ter配列（terA, B, D, E, またはH）
配列番号４：ter配列（terA, B, D, E, またはH）
配列番号５：ter配列（terC）
配列番号６：ter配列（terF）
配列番号７：ter配列（terG）
配列番号８：ter配列（terI）
配列番号９：ter配列（tarJ）
配列番号１０：ter配列（バチルス、コンセンサス）
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配列番号１１：ter配列（枯草菌、コンセンサス）
配列番号１２：ter配列（枯草菌、コンセンサス）
配列番号１３：ter配列（terVII）
配列番号１４：ter配列（terIX）
配列番号１５：XerCDにより認識される配列（コンセンサス）
配列番号１６：XerCDにより認識される配列（コンセンサス、dif及びcer）
配列番号１７：XerCDにより認識される配列（コンセンサス、dif及びpsi）
配列番号１８：XerCDにより認識される配列（コンセンサス、cer及びpsi）
配列番号１９：dif配列
配列番号２０：cer配列
配列番号２１：psi配列
配列番号２２：dif配列
配列番号２３：cer配列
配列番号２４：psi配列
配列番号２５：Outside End（OE）配列
配列番号２６：１対のter配列を含むDNA断片
配列番号２７：ori-terカセット
配列番号２８：ori-difカセット
配列番号２９：oriCトランスポゾン
配列番号３０：loxPコンセンサス
配列番号３１：lox511配列
配列番号３２：lox2272配列
配列番号３３：loxFAS配列
配列番号３４：lox RE配列
配列番号３５：lox LE配列
配列番号３６：FRT配列
配列番号３７：rox配列
配列番号３８：プライマーSUE1156
配列番号３９：プライマーSUE1361
配列番号４０：OLDTカセット
配列番号４１：OriC300カセット
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