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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プライマー伸長の方法であって、
　ａ）固定されたフォワードプライマーの複数のコピーを支持体に供する工程であって、
全てのフォワードプライマーが、配列が同一であるか、または同一の３’部分を有し、か
つ、該支持体がさらなるプライマーを含まない、工程と、
　ｂ）第一のフォワードプライマーを、核酸リバース鎖上の相補性フォワードプライマー
結合配列に対してハイブリダイズさせることにより、前記支持体に核酸リバース鎖を結合
させる工程であって、該核酸リバース鎖が、複数の核酸テンプレート由来である、工程と
、
　ｃ）前記リバース鎖をテンプレートとして用いて、前記第一のフォワードプライマーを
伸長することによって、前記リバース鎖の全長相補体であり、それに対してハイブリダイ
ズされた伸長された第一のフォワード鎖を生成する工程と、
　ｄ）前記核酸リバース鎖上のフォワードプライマー結合配列の少なくとも一部、および
前記第一のフォワード鎖のフォワードプライマー部分を分離する工程と、
　ｅ）第二のフォワードプライマーを前記核酸リバース鎖上のフォワードプライマー結合
配列に対してハイブリダイズさせる工程であって、前記リバース鎖もまた、前記第一のフ
ォワード鎖にハイブリダイズされている、工程と、
　ｆ）クローン核酸集団を形成するために、等温条件下で、工程（ｃ）および（ｅ）を含
む１以上の増幅サイクルによって、区画化されていない単一の連続液相中で同時に前記核
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酸テンプレートを増幅する工程と、
を含み、
　第一の増幅サイクルの工程（ｅ）の前記第二のフォワードプライマーが、引き続く増幅
サイクルの工程（ｃ）の前記第一のフォワードプライマーとして機能し、かつリバース鎖
の少なくとも５０％が、前記１以上の繰り返しの間中またはその間の全ての時点でフォワ
ード鎖にハイブリダイズされており、かつ、前記工程（ｄ）の部分的な分離が、
　（ｉ）リコンビナーゼおよび／または一本鎖の結合タンパク質を用いるか、または
　（ｉｉ）前記等温条件を、全てのフォワードプライマーのＴｍより高いが、リバース鎖
のＴｍより低い温度に調節する工程であって、前記リバース鎖のＴｍは、同一のリバース
鎖のクローン集団における前記リバース鎖の半分が、その全長にわたって前記リバース鎖
に完全にハイブリダイズされる完全に相補性の鎖から完全に変性される温度である、工程
により達成される、方法。
【請求項２】
　ａ）第一のリバースプライマー分子を、伸長されたフォワード鎖上の相補性リバース－
プライマー結合配列に対してハイブリダイズさせる工程と；
　ｂ）前記フォワード鎖をテンプレートとして用いてテンプレート依存性方式で前記第一
のリバースプライマーを伸長することによって、前記フォワード鎖の全長相補体であり、
それに対してハイブリダイズされた、伸長された第一のリバース鎖を、生成する工程と；
　ｃ）第二のリバースプライマーを、前記相補性リバース－プライマー結合配列に対して
ハイブリダイズさせる工程であって、前記フォワード鎖はまた、前記第一のリバース鎖に
対してハイブリダイズされている、工程と、
　ｄ）工程（ｂ）～（ｃ）の１以上の繰り返しによって前記リバース鎖を増幅する工程と
、
によって前記リバース鎖を増幅することを含み、
　工程（ｃ）の前記第二のリバースプライマーが、繰り返された工程（ｂ）の前記第一の
リバースプライマーとして機能し、かつフォワード鎖のかなりの割合が、前記１以上の繰
り返しの間中またはその間の全ての時点でリバース鎖に対してハイブリダイズされている
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　全てのフォワードプライマーのＴｍが、５０℃以下であり、かつ前記リバース鎖のＴｍ
が、７５℃以上である、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　増幅が、等温条件下で行われ、かつ
　前記等温条件が、全てのフォワードプライマーのＴｍより高いが、リバース鎖のＴｍよ
り低い温度に調節され、前記リバース鎖のＴｍは、同一のリバース鎖のクローン集団にお
ける前記リバース鎖の半分が、その全長にわたって前記リバース鎖に完全にハイブリダイ
ズされる完全に相補性の鎖から完全に変性される温度である、請求項１～３のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項５】
　２つの異なる固定部位が、
　ａ）単一支持体の空間的に隔てられているサブコンポーネントであり、
　ｂ）異なる接続されていない支持体上であり、かつ
前記単一支持体または接続されていない支持体が、三次元のマトリックスを形成し、かつ
前記２つの異なる固定部位が完全には重複しない前記支持体の２つの異なる三次元の部分
であるか、または前記２つの異なる固定部位が異なる支持体上である、
請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　各々の固定部位が分離されたビーズであり、各々のビーズが、増幅後のアンプリコンの
クローン集団を含み、各々のビーズが、アレイの分離されたウェルに分配され、かつ合成
による配列決定が行われ、かつ
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前記アレイが大規模ＦＥＴアレイである、請求項１～５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記プライマー伸長が、１つ以上の検出可能標識の伸長された固定された核酸鎖への組
み込みをもたらす、請求項１～６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　核酸分子またはその一部を遊離するように１つ以上の伸長された固定された核酸鎖を処
理する工程をさらに含み、前記処理する工程が、制限エンドヌクレアーゼを用いるか、ま
たはリボザイムを用いる切断からなる、請求項１～７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記プライマーのうちの１つ以上が、制限エンドヌクレアーゼ認識部位もしくはリボザ
イム認識部位を有するか、またはこのような部位の一部を有し、この一部は、プライマー
伸長が起きると、完全になる、請求項１～８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記異なる核酸配列が各々、第一のおよび第二の核酸アダプター配列を備え、前記第一
のおよび第二の核酸アダプター配列が、前記各々の異なる核酸配列について同じである、
請求項１～９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　前記フォワードプライマーおよび／またはリバースプライマーが、少なくとも６０％の
アデニン、チミンもしくはウラシル、またはこれらのいずれかの組み合わせを有する、請
求項１～１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　前記第一および第二のリバースプライマーが、非固定である、請求項２～１０のいずれ
かに記載の方法。
【請求項１３】
　複数の核酸リバース鎖が、１つ以上の支持体の存在下で単一の連続液相中で同時に増幅
され、ここで各々の支持体は、１つ以上の固定部位を含み、かつ、各々の核酸リバース鎖
が、複数サイクルのプライマー伸長により増幅されてアンプリコンのクローン集団を生成
し、ここで個々のクローン集団は、他の増幅された集団由来の異なる支持体または固定部
位の中にまたは上に固定される、請求項１～１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
　前記複数の核酸リバース鎖が、空間的に隔てられた固定部位に対して個々にハイブリダ
イズされ、それによって増幅は、個々の核酸リバース鎖に対応する空間的に隔てられたク
ローン集団を生成する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記リバース鎖が、増幅される複数のインプットの核酸配列を採用すること、ならびに
第一のユニバーサルアダプター配列および第二のユニバーサルアダプター配列を、少なく
とも１つのインプット核酸の末端上に追加することによって生成され、かつ、前記第一の
ユニバーサルアダプター配列が、固定されたフォワードプライマーの複数のコピーに対し
てハイブリダイズし、かつ前記第二のユニバーサルアダプター配列のリバース相補体が少
なくとも１つの非固定プライマーに対してハイブリダイズし、かつ、該固定されたフォワ
ードプライマーは、前記インプットの核酸配列のいずれの標的特異的配列も含まない、請
求項１３または１４に記載の方法。
【請求項１６】
　増幅されたフォワード鎖および増幅されたリバース鎖を、合成による配列決定にかける
工程をさらに含む、請求項１３～１５のいずれかに記載の方法。
【請求項１７】
　前記フォワードプライマーが、前記リバース鎖の標的特異的配列またはその相補体を含
まない、請求項１～１６のいずれか記載の方法。
【請求項１８】
　前記複数の核酸テンプレートが、増幅に用いられるプライマーと実質的に同一であるか
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または相補性である、共通の３’末端配列および共通の５’末端配列を有する、請求項１
～１６のいずれか記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１１年１０月２８日出願の米国特許仮出願第６１／５５２，６６０号；
２０１１年８月２３日出願の米国特許仮出願第６１／５２６，４７８号；２０１１年３月
１１日出願の米国特許仮出願第６１／４５１，９１９号；２０１０年２月２２日出願の米
国特許仮出願第６１／４４５，３２４号；および２０１０年１２月１７日出願の米国特許
仮出願第６１／４２４，５９９号（その各々は全体が参照によって援用される）に対する
優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
背景
　核酸増幅は、分子生物学において極めて有用であり、かつ生物学、治療、診断、法医学
および研究の事実上あらゆる態様において広範な適用性を有する。概して、多重アンプリ
コンを、開始テンプレートから１つ以上のプライマーを用いて生成し、ここでこのアンプ
リコンは、テンプレートに対して相同であるかまたは相補性であり、このテンプレートか
らアンプリコンが生成された。多重の増幅はまた、プロセスを無駄なく行い得、かつ諸経
費を低減し得る。単一セットのプライマーが、異なるテンプレートと混合されてもよいし
、または単一のテンプレートが、多重の異なるプライマーと接触されてもよいし、または
多重の異なるテンプレートが、多重の異なるプライマーと接触されてもよい。この適用は
、核酸増幅および／または分析のための方法および試薬に関する。
【発明の概要】
【０００３】
要旨
　核酸増幅および／または分析の方法、試薬および生成物が本明細書に示される。増幅は
、固定されたプライマーおよび／または可溶性のプライマーを利用し得る。本明細書に提
供される方法から生成されたアンプリコンは、さらなる分析、例えば、配列決定のために
適切な基質である。
[本発明1001]
　プライマー伸長の方法であって、
　ａ）第一のプライマー分子（「第一のフォワードプライマー」）を、核酸鎖（「リバー
ス鎖」）上の相補性プライマー結合配列（「リバース鎖ＰＢＳ」）に対してハイブリダイ
ズさせる工程であって、第一のフォワードプライマーのヌクレオチド塩基の少なくとも60
％が、アデニン、チミンもしくはウラシルであるか、またはアデニン、チミンもしくはウ
ラシルに対して相補性である、工程と、
　ｂ）前記リバース鎖をテンプレートとして用いて、前記第一のフォワードプライマー分
子を伸長することによって、前記リバース鎖の全長相補体であり、それに対してハイブリ
ダイズされた伸長された第一のフォワード鎖を生成する工程と、
　ｃ）第二のプライマー分子（「第二のフォワードプライマー」）を前記リバース鎖ＰＢ
Ｓに対してハイブリダイズさせる工程であって、前記リバース鎖もまた、前記第一のフォ
ワード鎖にハイブリダイズされている、工程と、
を含む、方法。
[本発明1002]
　工程（ｂ）および（ｃ）を含む1以上の増幅サイクルによって、前記フォワード鎖を増
幅する工程を含み、第一の増幅サイクルの工程（ｃ）の前記第二のフォワードプライマー
が、引き続く増幅サイクルの工程（ｂ）の前記第一のフォワードプライマーであり、かつ
リバース鎖のかなりの割合が、前記1以上の繰り返しの間中またはその間の全ての時点で
フォワード鎖にハイブリダイズされている、本発明1001の方法。
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[本発明1003]
　リバース鎖の前記かなりの割合が、リバース鎖の少なくとも30％、40％、50％、60％、
65％、70％、75％、80％、85％、90％、95％または99％である、本発明1001～1002のいず
れかの方法。
[本発明1004]
　ａ）第一のリバースプライマー分子を、伸長されたフォワード鎖上の相補性リバース－
プライマー結合配列（「フォワード鎖ＰＢＳ」）に対してハイブリダイズさせる工程と；
　ｂ）前記フォワード鎖をテンプレートとして用いてテンプレート依存性方式で前記第一
のリバースプライマー分子を伸長することによって、前記フォワード鎖の全長相補体であ
り、それに対してハイブリダイズされた、伸長された第一のリバース鎖を、生成する工程
と；
　ｃ）第二のプライマー（「第二のリバースプライマー」）を、前記フォワード鎖ＰＢＳ
に対してハイブリダイズさせる工程であって、前記フォワード鎖はまた、前記第一のリバ
ース鎖に対してハイブリダイズされている、工程と、
によって前記リバース鎖を増幅することを含む、本発明1001～1003のいずれかの方法。
[本発明1005]
　工程（ｂ）～（ｃ）の1以上の繰り返しによって前記リバース鎖を増幅することを含み
、工程（ｃ）の前記第二のリバースプライマーが、繰り返された工程（ｂ）の前記第一の
リバースプライマーであり、かつフォワード鎖のかなりの割合が、前記1以上の繰り返し
の間中またはその間の全ての時点でリバース鎖に対してハイブリダイズされている、本発
明1004の方法。
[本発明1006]
　リバース鎖の前記かなりの割合が、リバース鎖の少なくとも30％、40％、50％、60％、
65％、70％、75％、80％、85％、90％、95％または99％である、本発明1001～1005のいず
れかの方法。
[本発明1007]
　前記第一のおよび／または第二のフォワードプライマーが、単一の支持体に対して固定
されるか、あるいは前記第一のおよび／または第二のリバースプライマーが単一の支持体
に対して固定される、本発明1001～1006のいずれかの方法。
[本発明1008]
　所望の数の増幅サイクルを行った後に、リバース鎖から前記伸長されたフォワード鎖を
完全に分離する工程と、必要に応じて、分離されたリバース鎖の存在から分離されたフォ
ワード鎖を取り除く工程、またはその逆の工程と、をさらに含む、本発明1001～1007のい
ずれかの方法。
[本発明1009]
　1以上の増幅サイクルの間に、全ての核酸試薬が、リコンビナーゼとも、逆転写酵素と
も、ヘリカーゼとも、ニッキング酵素とも、ポリメラーゼではない任意の他の酵素とも、
いかなる時点でも接触しない、本発明1001～1008のいずれかの方法。
[本発明1010]
　リバース鎖をテンプレートとして用いるフォワードプライマーのテンプレート依存性伸
長が、前記リバース鎖に対して既にハイブリダイズされた別のフォワード鎖の置換をもた
らす、本発明1001～1009のいずれかの方法。
[本発明1011]
　全てのフォワードプライマーのＴｍが、50℃、55℃、60℃または65℃以下であり、かつ
前記リバース鎖のＴｍが、95℃、90℃、85℃、80℃または75℃以上である、本発明1001～
1010のいずれかの方法。
[本発明1012]
　増幅が、等温条件下で行われる、本発明1001～1011のいずれかの方法。
[本発明1013]
　前記等温条件が、全てのフォワードプライマーのＴｍより高いが、リバース鎖のＴｍよ
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り低い温度に調節され、前記リバース鎖のＴｍは、同一のリバース鎖のクローン集団にお
ける前記リバース鎖の半分が、その全長にわたって前記リバース鎖に完全にハイブリダイ
ズされる完全に相補性の鎖から完全に変性される温度である、本発明1001～1012のいずれ
かの方法。
[本発明1014]
　前記第一および第二のフォワードプライマーが、同じ支持体に隣接して固定されており
、それによって増幅が、伸長されたフォワード鎖の固定されたクローン集団を生成する、
本発明1001～1013のいずれかの方法。　
[本発明1015]
　前記第一および第二のフォワードプライマーが、同じ支持体に隣接して固定されており
、それによって増幅が、伸長されたフォワード鎖の固定されたクローン集団を生成する、
本発明1001～1014のいずれかの方法。
[本発明1016]
　複数のテンプレート核酸が、空間的に隔てられた固定部位に対して個々にハイブリダイ
ズされ、それによって増幅が、個々のテンプレート核酸に対応する空間的に隔てられたク
ローン集団を生成する、本発明1001～1015のいずれかの方法。
[本発明1017]
　変性が非酵素性である、本発明1001～1016のいずれかの方法。
[本発明1018]
　少なくとも1つのリバース核酸鎖と、少なくとも1つの支持体上に必要に応じて固定され
た複数のフォワードプライマーと、必要に応じて溶液中の複数のリバースプライマーと、
ポリメラーゼと、のうちのいずれか1つまたはいずれかのサブセットまたは全てを含む組
成物。
[本発明1019]
　前記フォワードプライマーおよび／またはリバースプライマーが、低融点であるか、ま
たは少なくとも60％のアデニン、チミンもしくはウラシル塩基、またはアデニン、チミン
もしくはウラシルに対して相補性の塩基を有する、本発明1018の組成物。
[本発明1020]
　核酸鎖（「リバース鎖」）のクローン集団を含み、必要に応じて各々のクローン集団の
個々のリバース鎖が低融点（例えば、ブリーザブル（ｂｒｅａｔｈａｂｌｅ））プライマ
ー結合配列を、3'末端に、および／または低融点プライマー配列を5'末端に含む、本発明
1018～1019のいずれかの組成物。
[本発明1021]
　前記リバース鎖の5'部分もしくは末端上の前記低融点プライマー配列に対して実質的に
同一である、複数のリバースプライマー、および／または前記リバース鎖の3'部分もしく
は末端上の前記低融点プライマー結合配列に対して実質的に相補性である、複数のフォワ
ードプライマーを含む、本発明1018～1020のいずれかの組成物。
[本発明1022]
　伸長されていないフォワードプライマーよりも長く、かつ必要に応じて1つ以上のリバ
ース鎖の全長相補体である、1つ以上の伸長されたフォワード鎖をさらに含む、本発明101
8～1021のいずれかの組成物。
[本発明1023]
　1つ以上の伸長されたフォワード鎖が、相補性リバース鎖にハイブリダイズされ、前記
リバース鎖も必要に応じてまた、別の異なるフォワードプライマーに対して、または必要
に応じて前記リバース鎖の全長未満の相補体である異なるフォワード鎖に対してハイブリ
ダイズされる、本発明1022の組成物。
[本発明1024]
　一本鎖のテンプレート配列の固定されたクローンアンプリコンの局所的集団を生成する
方法であって：
　ａ）前記一本鎖のテンプレート配列（「テンプレート1」）を固定部位（「ＩＳ1」）に
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結合する工程であって、ＩＳ1が、テンプレート1に対して実質的にハイブリダイズするこ
とができる固定されたプライマー（「ＩＳ1プライマー」）の多重コピーを含み、テンプ
レート1が、ＩＳ1プライマーに対するハイブリダイゼーションによってＩＳ1に対して結
合される、工程と、
　ｂ）溶液中で、ＩＳ1プライマーおよび非固定プライマー（「ＳＰ1プライマー」）を用
いてテンプレート1を増幅する工程であって、前記一本鎖のテンプレート1に対して相補性
である増幅された鎖が、一本鎖である場合、ＩＳ1上のプライマーに対して実質的にハイ
ブリダイズできない工程と、を含み、
増幅によって、テンプレート1のＩＳ1に対する最初のハイブリダイゼーションのポイント
のまわりに固定されたクローンアンプリコンの局在化集団を生成する、方法。
[本発明1025]
　第一のテンプレート配列（「テンプレート1」）および第二のテンプレート配列（「テ
ンプレート2」）の分離されかつ固定されたクローン集団を生成する方法であって、前記
第一のおよび第二のテンプレート配列を増幅して、実質的に第一の固定部位（「ＩＳ1」
）に対して結合され、第二の固定部位（「ＩＳ2」）には結合されないテンプレート1のク
ローンアンプリコンの集団、または実質的にＩＳ2に結合されＩＳ1には結合されないテン
プレート2のクローンアンプリコンの集団を生成する工程を含み、
　ａ）両方のテンプレートおよび全てのアンプリコンは、同じ連続液相中に含まれ、前記
連続液相が第一のおよび第二の固定部位（それぞれ、「ＩＳ1」および「ＩＳ2」）と接触
し、かつＩＳ1およびＩＳ2が空間的に隔てられており、
　ｂ）テンプレート1は、一本鎖型である場合、第一のサブ配列（「Ｔ1－ＦＯＲ」）を一
端に含み、かつ第二のサブ配列（「Ｔ1－ＲＥＶ」）をその反対の端に含み、
　ｃ）テンプレート2は、一本鎖型である場合、第一のサブ配列（「Ｔ2－ＦＯＲ」）を一
端に含み、かつ第二のサブ配列（「Ｔ2－ＲＥＶ」）をその反対端に含み、
　ｄ）ＩＳ1は、Ｔ1およびＴ2が一本鎖である場合、Ｔ1－ＦＯＲおよびＴ2－ＦＯＲに対
して実質的にハイブリダイズできる固定された核酸プライマー（「ＩＳ1プライマー」）
の多重コピーを含み、
　ｅ）ＩＳ2は、Ｔ1およびＴ2が一本鎖である場合、Ｔ1－ＦＯＲおよびＴ2－ＦＯＲの両
方に対して実質的にハイブリダイズできる固定されたプライマー（「ＩＳ2プライマー」
）の多重コピーを含み、
　ｆ）Ｔ1－ＲＥＶのリバース相補体は、一本鎖である場合、ＩＳ1上のプライマーに対し
て実質的にハイブリダイズすることができず、ただし、前記連続液相中の非固定プライマ
ー（「ＳＰ1」）に対して実質的にハイブリダイズでき、
　ｇ）Ｔ2－ＲＥＶのリバース相補体は、一本鎖である場合、ＩＳ2上のプライマーに対し
て実質的にハイブリダイズできず、ただし、前記連続液相中の非固定プライマー（「ＳＰ
2」）に対して実質的にハイブリダイズできる、方法。
[本発明1026]
　第一のテンプレート配列（「テンプレート1」）と第二のテンプレート配列（「テンプ
レート2」）の分離されかつ固定されたクローン集団を生成する方法であって、前記第一
のおよび第二のテンプレート配列を増幅する工程を含み、
　ａ）両方のテンプレートが、一本鎖型であり、かつ両方とも同じ連続液相中に含まれ、
第一のおよび第二の固定部位（それぞれ、「ＩＳ1」および「ＩＳ2」）が前記連続液相と
接触し、かつＩＳ1およびＩＳ2が空間的に隔てられており、
　ｂ）テンプレート1は、第一のサブ配列（「Ｔ1－ＦＯＲ」）をその3'末端に、およびＴ
1－ＦＯＲと非重複性である第二のサブ配列（「Ｔ1－ＲＥＶ」）をその5'末端に含み、
　ｃ）テンプレート2は、第一のサブ配列（「Ｔ2－ＦＯＲ」）をその3'末端に、およびＴ
2－ＦＯＲと非重複性である第二のサブ配列（「Ｔ2－ＲＥＶ」）をその5'末端に含み、
　ｄ）ＩＳ1は、Ｔ1－ＦＯＲおよびＴ2－ＦＯＲの両方に対してハイブリダイズできる、
固定されたプライマー（「ＩＳ1プライマー」）を含み、
　ｅ）ＩＳ2は、Ｔ1－ＦＯＲおよびＴ2－ＦＯＲの両方に対してハイブリダイズできる、
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固定されたプライマー（「ＩＳ2プライマー」）を含み、
　ｆ）Ｔ1－ＲＥＶのリバース相補体は、ＩＳ1上のプライマーに対して実質的にハイブリ
ダイズできず、かつ／またはＴ2－ＲＥＶのリバース相補体は、ＩＳ2上のプライマーに対
して実質的にハイブリダイズできないが、各々が、前記連続液相中の非固定プライマーに
対して実質的にハイブリダイズでき、
それによって増幅が、実質的にＩＳ1に対して結合するがＩＳ2に対しては結合しないテン
プレート1のクローンアンプリコンの集団、および／または実質的にＩＳ2に対して結合す
るがＩＳ1に対しては結合しないテンプレート2のクローンアンプリコンの集団をもたらす
、方法。
[本発明1027]
　増幅の間のいくつかの時点で、非固定核酸分子を混合することが、前記連続液相中で実
質的に遅延されない、本発明1001～1026のいずれかの方法。
[本発明1028]
　増幅の間に、混合することが一定期間実質的に遅延されず、かつ必要に応じて増幅の全
期間の間実質的に遅延されない、本発明1027の方法。
[本発明1029]
　1つの固定部位から解離された任意の核酸が、両方の固定部位に対して実質的にハイブ
リダイズ可能であり、かつ別の固定部位に対する前記解離された核酸の任意の動き（例え
ば、拡散、対流による動き）が、前記連続液相中で実質的に遅延されない、本発明1027の
方法。
[本発明1030]
　前記連続液相が、ＩＳ1およびＩＳ2と同時に接触している、本発明1001～1029のいずれ
かの方法。
[本発明1031]
　固定されたプライマーによって結合されるテンプレートの第一の部分が、前記テンプレ
ートの第二の部分と重複せず、その相補体が非固定プライマーによって結合されている、
本発明1001～1030のいずれかの方法。
[本発明1032]
　増幅されるべき少なくとも1つのテンプレートが、インプット核酸から、前記核酸が少
なくとも1つの固定部位に接触して配置された後に、生成される、本発明1001～1031のい
ずれかの方法。
[本発明1033]
　ａ）固定されたプライマーを含んでいる支持体を一本鎖の核酸テンプレートと接触させ
る工程と、
　ｂ）第一の固定されたプライマーを前記テンプレート上のプライマー結合配列（ＰＢＳ
）に対してハイブリダイズさせる工程と、
　ｃ）テンプレート依存性伸長において前記ハイブリダイズされた第一のプライマーを伸
長して、テンプレートに対して相補性であり、かつ前記テンプレートに対して少なくとも
部分的にハイブリダイズされた伸長された鎖を形成する工程と、
　ｄ）前記ＰＢＳの少なくとも一部が一本鎖型（「遊離部分」）であるように、前記伸長
された相補鎖から前記テンプレートを部分的に変性させる工程と、
　ｅ）前記遊離部分を、伸長されていない、固定された第二のプライマーに対してハイブ
リダイズさせる工程と、
　ｆ）テンプレート依存性伸長において前記第二のプライマーを伸長して、前記テンプレ
ートに対して相補性である伸長された鎖を形成する工程と、
　ｇ）必要に応じて、前記アニーリングされた伸長された固定された核酸鎖をお互いから
分離する工程と、
を含む、本発明1001～1032のいずれかの方法。
[本発明1034]
　ａ）増幅の間、開始テンプレートおよび／または増幅された鎖を含んでいる核酸二重鎖
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が形成され、
　ｂ）かなりの数の二重鎖の完全な変性を生じる条件に対して、増幅の間にこの二重鎖が
供されない、
本発明1001～1033のいずれかの方法。
[本発明1035]
　前記一本鎖のテンプレートが、増幅される複数のインプット核酸配列（この配列は既知
であっても未知であってもよい）を採用すること、ならびに第一のユニバーサルアダプタ
ー配列および第二のユニバーサルアダプター配列を、少なくとも1つのインプット核酸の
末端上に追加することによって生成され、前記第一のユニバーサルアダプター配列が、Ｉ
Ｓ1プライマーおよび／またはＩＳ2プライマーに対してハイブリダイズし、かつ前記第二
のユニバーサルアダプター配列のリバース相補体が少なくとも1つの非固定プライマーに
対してハイブリダイズする、本発明1001～1034のいずれかの方法。　
[本発明1036]
　前記第一および第二の核酸配列が、前記一本鎖のテンプレート配列の第一および第二の
末端で提供される、本発明1001～1035のいずれかの方法。
[本発明1037]
　タグもまた、所与の核酸配列に対して付加され、前記タグが、前記所与の核酸配列の増
幅産物を特定することを可能にする、本発明1001～1036のいずれかの方法。
[本発明1038]
　少なくとも1つの固定部位上の全てのプライマーが同じ配列を有する、本発明1001～103
7のいずれかの方法。
[本発明1039]
　固定部位が、少なくとも2つの異なる配列を有する複数のプライマーを含む、本発明100
1～1038のいずれかの方法。
[本発明1040]
　前記異なる種類のプライマーが、お互いに実質的に同じ濃度で存在する、本発明1016の
方法。
[本発明1041]
　少なくとも1つの固定部位の前記プライマーが実質的に、固定部位にわたって均一に分
散している、本発明1001～1040のいずれかの方法。
[本発明1042]
　2つの異なる固定部位が、
　ａ）単一支持体の空間的に隔てられているサブコンポーネントであり、
　ｂ）異なる接続されていない支持体上である、
本発明1001～1041のいずれかの方法。
[本発明1043]
　前記支持体が、三次元のマトリックスを形成し、かつ前記2つの異なる固定部位が、完
全には重複しない前記支持体の2つの異なる三次元の部分である、本発明1019の方法。
[本発明1044]
　前記2つの異なる固定部位が、完全には重複しない支持体の表面上の2つの異なるエリア
である、本発明1019の方法。
[本発明1045]
　前記2つの異なる固定部位が異なる支持体上である、本発明1019の方法。
[本発明1046]
　前記2つの異なる支持体がビーズ型である、本発明1022の方法。
[本発明1047]
　少なくとも1つの固定部位が、前記支持体の表面全体または前記支持体の容積全体を含
む、本発明1022または1023の方法。
[本発明1048]
　前記2つの異なる固定部位が、予め決定された割付で（例えば、グリッドパターンで）
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配置されている、本発明1001～1047のいずれかの方法。
[本発明1049]
　ヌクレオチドおよび核酸ポリメラーゼの供給を用いてプライマーを伸長する、本発明10
01～1048のいずれかの方法。
[本発明1050]
　加熱することを用いて、アニーリングされた核酸鎖を部分的に分離する、本発明1001～
1049のいずれかの方法。
[本発明1051]
　前記核酸ポリメラーゼが、アニーリングされた核酸鎖を部分的に分離するために用いら
れる加熱条件によって不活性にされることがない、本発明1026に従属した場合の本発明10
27の方法。
[本発明1052]
　前記核酸ポリメラーゼが、Ｔａｑポリメラーゼであるか、好熱性生物由来である別のポ
リメラーゼであるか；またはそれらの熱安定性誘導体である、本発明1028の方法。
[本発明1053]
　前記プライマー伸長が、1つ以上の検出可能標識（例えば、蛍光標識または放射性標識
）の伸長された固定された核酸鎖への組み込みをもたらす、本発明1001～1052のいずれか
の方法。
[本発明1054]
　1つ以上の伸長された固定された核酸鎖を処理して、それによって核酸分子またはその
一部を遊離する工程をさらに含む、本発明1001～1053のいずれかの方法。
[本発明1055]
　前記処理する工程が、制限エンドヌクレアーゼを用いるか、またはリボザイムを用いる
切断からなる、本発明1031の方法。
[本発明1056]
　前記プライマーのうちの1つ以上が、制限エンドヌクレアーゼ認識部位もしくはリボザ
イム認識部位を有するか、またはこのような部位の一部を有し、この一部は、プライマー
伸長が起きると、完全になる、本発明1001～1055のいずれかの方法。
[本発明1057]
　核酸増幅の繰り返しサイクルを可能にするように自動化されている、本発明1001～1056
のいずれかの方法。
[本発明1058]
　複数の異なる核酸配列を増幅するよう用いられる、本発明1001～1057のいずれかの方法
。
[本発明1059]
　複数の異なる核酸配列を同時に増幅するよう用いられる、本発明1035の方法。
[本発明1060]
　前記異なる核酸配列が各々、本発明1003～1005のいずれかのような第一のおよび第二の
核酸配列を提供され、前記第一および第二の核酸配列が、前記各々の異なる核酸配列につ
いて同じである、本発明1035または1036の方法。
[本発明1061]
　前記異なる核酸配列が各々、異なるタグを提供され、その結果前記異なる配列をお互い
から識別することができる、本発明1035～1037のいずれかの方法。
[本発明1062]
　本発明1001～1061のいずれかの方法によって産生可能である、複数の固定された核酸。
[本発明1063]
　表面上の1つ以上の別個のエリアの形態における複数の固定された核酸であって、各々
のエリアが、複数の同一の核酸鎖、および複数の同一のそれに対する相補鎖を含み、この
ようなエリア内の各々の核酸鎖は、その鎖の長さのある距離内の表面上に別の核酸鎖が配
置されるように配置されている、核酸。
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[本発明1064]
　前記核酸が固定される表面の1ｍｍ2あたりに少なくとも1つの別個のエリアが存在する
、本発明1039または本発明1040の複数の固定された核酸。
[本発明1065]
　前記核酸が固定される表面の1ｍｍ2あたりの別個のエリアの数が、1より大きいか、102

より大きいか、103より大きいか、または104より大きい、本発明1041の複数の固定された
核酸。
[本発明1066]
　配列決定のための核酸分子を提供することにおける、本発明1001～1065のいずれかの方
法の使用、または本発明1039～1042のいずれかの複数の固定された核酸分子の使用。
[本発明1067]
　配列決定することは、一本鎖の核酸分子に対してハイブリダイズされた配列決定プライ
マーを伸長すること、およびプライマー伸長に用いられるヌクレオチドまたはオリゴヌク
レオチドを検出することによって行われる、本発明1043の使用。
[本発明1068]
　前記配列決定プライマーが、少なくとも1つの固定プライマーと同じ配列のうちの少な
くとも1つに対してハイブリダイズする、本発明1044の使用。
[本発明1069]
　前記配列決定プライマーが、前記固定プライマーと同じ配列を有する、本発明1044の使
用。
[本発明1070]
　前記ヌクレオチドの全てのまたは少なくともいくつかが、標識されたヌクレオチドであ
る、本発明1043～1046のいずれかの使用。
[本発明1071]
　前記標識されたヌクレオチドの全てが、同じ標識を有する、本発明1047の使用。
[本発明1072]
　前記標識されたヌクレオチドが蛍光標識されている、本発明1047または本発明1048の使
用。
[本発明1073]
　標識されたおよび標識されていないヌクレオチドの混合物が用いられる、本発明1047～
1049のいずれかの使用。
[本発明1074]
　配列決定が、前記配列決定プライマーに対して、隣接してハイブリダイズされたオリゴ
ヌクレオチドを連結することにより、一本鎖の核酸分子に対してハイブリダイズされた配
列決定プライマーを伸長することによって、行われる、本発明1043の使用。
[本発明1075]
　前記配列決定プライマーが、少なくとも1つの固定プライマーと同じ配列のうちの少な
くとも1つに対してハイブリダイズする、本発明1051の使用。
[本発明1076]
　前記配列決定プライマーが、前記固定プライマーと同じ配列を有する、本発明1051の使
用。
[本発明1077]
　前記オリゴヌクレオチドの全てまたは少なくともいくつかが標識されている、本発明10
51～1053のいずれかの使用。
[本発明1078]
　前記標識されたオリゴヌクレオチドが全て同じ標識を有するわけではない、本発明1054
の使用。
[本発明1079]
　前記標識されたヌクレオチドが蛍光標識されている、本発明1054または本発明1055の使
用。
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[本発明1080]
　標識されたおよび標識されていないオリゴヌクレオチドの混合物が用いられる、本発明
1054～1056のいずれかの使用。
[本発明1081]
　前記配列決定することが、少なくとも2つの異なる別個のエリアに存在する核酸分子の
並行な配列決定である、本発明1001～1080のいずれかの使用。
[本発明1082]
　前記配列決定することが、10を超える異なる別個のエリアに存在する核酸分子の並行な
配列決定である、本発明1058の使用。
[本発明1083]
　前記配列決定することが、100を超える異なる別個のエリアに存在する核酸分子の並行
な配列決定である、本発明1043～1059のいずれかの使用。
[本発明1084]
　前記配列決定することが、1000を超える異なる別個のエリアに存在する核酸分子の並行
な配列決定である、本発明1043～1060のいずれかの使用。
[本発明1085]
　前記配列決定することが、1000000を超える異なる別個のエリアに存在する核酸分子の
並行な配列決定である、本発明1043～1061のいずれかの使用。
[本発明1086]
　複数の異なる配列が並行して決定される、本発明1043～1062のいずれかの使用。
[本発明1087]
　診断のための増幅された核酸分子の提供における、本発明1001～1038のいずれかの方法
の使用、または本発明1043～1063のいずれかの複数の固定された核酸分子の使用。
[本発明1088]
　スクリーニングのための増幅された核酸分子の提供における、本発明1001～1038のいず
れかの方法の使用、または本発明1043～1063のいずれかの複数の固定された核酸分子の使
用。
[本発明1089]
　他の構成要素のための支持体として用いられる増幅された核酸分子を提供することにお
ける、本発明1001～1038のいずれかの方法の使用、または本発明1043～1063のいずれかの
複数の固定された核酸分子の使用。
[本発明1090]
　追加の核酸分子を（固定型ではなく）遊離型で生成することにおける、本発明1001～10
38のいずれかの方法の使用、または本発明1043～1063のいずれかの複数の固定された核酸
分子の使用。
[本発明1091]
　遺伝子発現をモニタリングすることにおける、本発明1001～1038のいずれかの方法の使
用、または本発明1043～1063のいずれかの複数の固定された核酸分子の使用。
[本発明1092]
　まれに発現される遺伝子産物を用いて核酸分子を特定することにおける、本発明1001～
1038のいずれかの方法の使用、または本発明1043～1063のいずれかの複数の固定された核
酸分子の使用。
[本発明1093]
　ヘテロ接合性個体の特定における、本発明1001～1038のいずれかの方法の使用、または
本発明1043～1063のいずれかの複数の固定された核酸分子の使用。
[本発明1094]
　核酸のフィンガープリンティングにおける、本発明1001～1038のいずれかの方法の使用
、または本発明1043～1063のいずれかの複数の固定された核酸分子の使用。
[本発明1095]
　複数の固定されたプライマー、核酸ポリメラーゼ、複数のヌクレオチドおよびアニーリ
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ングされた核酸鎖を部分的に分離するための手段を含む、本発明1001～1038のいずれかの
方法を行うための装置。
[本発明1096]
　前記アニーリングされた核酸鎖を分離するための手段が、制御された加熱手段を含む、
本発明1072の装置。
[本発明1097]
　反応物質の供給源と、前記反応物質が前記核酸分子に適用された後に生成された1つ以
上のシグナルを検出するための検出手段とを含む、本発明1043～1063のいずれかの複数の
核酸分子を分析するための装置。
[本発明1098]
　前記検出手段は、本発明1001～1097のいずれかに言及される前記別個のエリアの間で識
別するために十分な分解能を有する、本発明1074の装置。
[本発明1099]
　電荷結合素子（ＣＣＤ）を含んでいる、本発明1072～1075のいずれかの装置。
[本発明1100]
　前記電荷結合素子（ＣＣＤ）が画像形成デバイスと作動可能に接続されている、本発明
1076の装置。
[本発明1101]
　各々の固定部位が分離されたビーズであり、各々のビーズが、増幅後のアンプリコンの
クローン集団を含み、各々のビーズが、アレイの分離されたウェルに分配され、かつ合成
による配列が行われる、本発明1043～1046のいずれかの使用。
[本発明1102]
　前記アレイが大規模ＦＥＴアレイである、本発明1078の使用。
[本発明1103]
　伸長生成物へのヌクレオチドの組み込みが、ｐＨまたはイオンまたは電流の変化を測定
することによって検出される、本発明1079の使用。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】テンプレートウォーキングの実施形態を示す模式図。別の実施形態では、この固
定されたプライマーは、（Ａ）ｎ、例えば、（Ａ）３０と命名されたアデノシンリッチの
配列を含み、このテンプレート上の固定されたプライマーについてのプライマー結合部位
は、相補性Ｔ－リッチ配列、例えば、（Ｔ）３０を含む。
【図２】配列決定のためのテンプレートウォーキングおよび平面アレイ上へのビーズの沈
着によるビーズ上の増幅の概要。
【図３】合成による配列決定の半導体ベースの検出を用いる別の実施形態。テンプレート
ウォーキングを用いて、クローンアンプリコンの集団をビーズ上に、または反応チャンバ
の基部もしくは底部の上に生成してもよい。別の実施形態では、固定されたプライマーは
、（Ａ）ｎ、例えば、（Ａ）３０と命名されるアデノシン－リッチ配列を含み、テンプレ
ート上の固定されたプライマーについてのプライマー結合部位は、相補性Ｔ－リッチ配列
、例えば、（Ｔ）３０を含む。
【図４】平面基板上のプライマーローンの形態での固定部位の別の実施形態。別々の固定
部位のアレイを用いてもよく、そうでなければプライマーの単一の連続ローンを固定部位
のランダムアレイであるとみなすこともできる。必要に応じて、プライマーの連続ローン
における１つ以上の固定部位の位置は、まだ未決定とすることができ、この位置は、ウォ
ーキングの前に最初のテンプレートの結合の時点で決定されるか、または増幅クラスター
に占有されるスペースによって決定される。別の実施形態では、この固定されたプライマ
ーは、（Ａ）ｎ、例えば、（Ａ）３０と命名されるアデノシン－リッチ配列を含み、テン
プレート上の固定されたプライマーについてのプライマー結合部位は、相補性Ｔ－リッチ
配列、例えば、（Ｔ）３０を含む。
【図５】テンプレートウォーキング反応に対する温度の影響。テンプレートウォーキング
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増幅の前後のΔＣｔのグラフによるプロットを算出して、反応温度に対してプロットした
。
【図６】９６の二重鎖ＴａｑＭａｎ　ｑＰＣＲ反応のＣｔ値の表。
【図７】ビーズ上のテンプレートウォーキングによる１００，０００倍の増幅。テンプレ
ートウォーキング反応の前後のΔＣｔ、ならびにテンプレートウォーキング反応の前後の
増幅の倍数を、算出して反応時間に対してプロットした。
【図８Ａ】例示的な鎖－フリッピングおよびウォーキングのストラテジーの模式図。テン
プレートウォーキング。
【図８Ｂ】例示的な鎖－フリッピングおよびウォーキングのストラテジーの模式図。フリ
ップした鎖を生成するための鎖フリッピング。
【図８Ｃ】例示的な鎖－フリッピングおよびウォーキングのストラテジーの模式図。最終
のフリップした鎖上の新規なプライマー結合配列Ｐｇ'の付加。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
定義
　任意の能動態動詞（またはその動名詞）は、相当する行為が、特定の、有意なまたは実
質的なレベルで（例えば、ランダムを超えるか、または適当な対照を超えて）生じること
を示すことを意図する。例えば、「ハイブリダイズすること」という行為は、有意である
かまたは実質的なレベルの特定のハイブリダイゼーションが生じることを示す。例えば、
増幅プロセスの間のテンプレートへのプライマーのハイブリダイゼーションの場合には、
ハイブリダイズすることは必要に応じて、所望の倍数の増幅（例えば、単一のテンプレー
トから少なくとも１０３または１０４または１０５または１０６個のアンプリコン）を達
成するために十分である。別の例では、特定のハイブリダイゼーションとは、有意な量の
配列相同性を共有しない２つの核酸の間で生じるよりも特異的である。さらに別の例では
、特定のハイブリダイゼーションとは、規定のストリンジェンシー条件下でハイブリダイ
ゼーション混合物に存在する他のヌクレオチド配列に対する実質的な結合の非存在下にお
ける、標的ヌクレオチド配列に対する核酸の結合を含む。必要に応じて、サンプルは、診
断または科学捜査の目的のための、生きているかまたは死亡した生物体（例えば、ヒト）
から採取した組織または体液由来である。必要に応じて、これらには、ゲノムライブラリ
ーまたはエクソーム（ｅｘｏｍｅ）ライブラリーを含む。
【０００６】
　２つの配列は、一方の配列が他の配列に対して、最適条件下で実質的かつ特異的にハイ
ブリダイズする場合、相補性であるとみなされ得る。２つの配列は、一方の配列のリバー
ス相補体が、他の配列に対して、最適条件下で実質的かつ特異的にハイブリダイズし得る
場合、相同性であるとみなされ得る。実質的なハイブリダイゼーションとは例えば、核酸
の一方のうちの５％、必要に応じて１０％、３０％、５０％または８０％を超える核酸が
他の核酸に対してハイブリダイズされる場合である。２つの一本鎖核酸の間のハイブリダ
イゼーションは、最適条件下で安定である二本鎖構造の形成に関与する場合が多いが、必
然ではない。最適条件とは、例えば、増幅サイクルのアニーリング工程の間の、例えば、
ハイブリダイゼーションが意図される条件である。２つの一本鎖のポリヌクレオチドは、
必要に応じて、それらがお互いに対して、２つ以上の隣り合う塩基対によって結合される
場合、ハイブリダイズされるものとみなされる。必要に応じて、二本鎖構造の一方の鎖に
おけるヌクレオチドのかなりの割合が、もう一方の鎖上のヌクレオシドとのワトソン・ク
リック塩基対合を受ける。ハイブリダイゼーションはまた、ヌクレオシドアナログ、例え
ば、デオキシイノシン、ヌクレオシドと２－アミノプリン塩基など（プローブの縮重を低
減するために使用され得る）との対合を含む（このような対合が水素結合の形成に関与す
るか否かにかかわらず）。
【０００７】
　核酸は、それが、少なくとも最適条件の間（例えば、増幅反応の間）、実質的に安定な
方式で支持体に結合される場合、固定されているとみなされ得る。結合は、限定するもの
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ではないが、非共有結合、イオン相互作用、共有結合を含めて任意の機構によってもよい
。第一の核酸が、支持体上に固定された第二の核酸にハイブリダイズされれば、第一およ
び第二の核酸のかなりの量が、増幅の間の任意のまたは全ての時点で、お互いと会合され
るかまたは接続されるような増幅条件の場合、この第一の核酸はまた、増幅の間に支持体
上に固定されるものと考えられ得る。例えば、第一のおよび第二の核酸は、ワトソン・ク
リック塩基対合または水素結合に関与するハイブリダイゼーションによって一緒に会合さ
れてもよい。ある例では、選択された増幅条件によって、第一の核酸のうち少なくとも５
０％、８０％、９０％、９５％または９９％が第二の核酸とハイブリダイズされたままで
あることが可能になり、逆もまた可能である。核酸は、支持体と直接的にもまたは間接的
にも、結合も会合もされない場合、固定されていないか、または非固定とみなされ得る。
【０００８】
　媒体は、その媒体が、ある条件下で、少なくとも一時的に、固定されていない分子の移
動も動きも実質的にまたは完全に抑えることも妨害することもない、液体媒体である場合
、最適条件下で流動性であるとみなされ得る。固定されていない分子はそれ自体、固体支
持体もしくは表面に固定されず、または別の固定された分子とも会合されない。ある実施
形態では、この固定されていない分子は、流動性媒体を通じて溶質（例えば、核酸）であ
る。媒体中の例示的な移行または動きは、連続相における任意の第一のポイントから、流
体連通する任意の他のポイントまたは同じ連続相における任意の他のポイントへの、液体
内の拡散、対流、乱流、撹拌、ブラウン運動、移流、電流、または他の分子運動によるも
のであり得る。例えば、流動性の媒体中で、有意な量の固定されていない核酸が、１つの
固定部位から別の固定部位（流動性媒体の同じ連続相内であるか、または第一の固定部位
と液体連通している）へ移行される。必要に応じて、媒体中の核酸の移行または動きの速
度は、水中の核酸の移行または動きの速度に匹敵する。ある場合には、最適条件とは、そ
の媒体が増幅の間に供される条件である。最適条件は、流動性の媒体が、実質的に不動の
ままにしておくことを可能にしてもしなくてもよい。この条件は、流動性媒体を混合、攪
拌または振盪を活性化させてもさせなくてもよい。この媒体は必要に応じて、増幅の間、
少なくとも一時的に流動性である。例えば、この媒体は、最適な少なくとも１つの予備増
幅および／または増幅条件下では流動性である。必要に応じて、流動性の媒体は、異なる
固定されていない核酸の混ぜ合わせも、流動性媒体の連続相の異なるゾーンの間の、固定
されていない核酸の移動も実質的に妨げない。核酸の動きまたは移行は例えば、拡散また
は対流によって生じ得る。ある媒体は、増幅の際に固定されていない核酸が、異なる固定
部位の間もしくは連続相全体にわたって広がることも移動することもできない場合、必要
に応じて非流動性であるとみなされる。概して、流動性の媒体は、反応容積の限られたゾ
ーン内、または増幅の期間の間の固定位置で、固定されていない核酸（例えば、テンプレ
ートまたはアンプリコン）を実質的に拘束しない。必要に応じて、流動性の媒体は、種々
の手段によって、またはその状態を変化させることによって、非流動性にされ得る。必要
に応じて、媒体が液体であるか、または半固体である場合、その媒体は流動性である。あ
る媒体は、その流動性が純水に匹敵する場合、流動性とみなされ得る。他の実施形態では
、媒体は、それがポリマーを実質的に含まない流体である場合、またはその粘性率が純水
と同様である場合、流動性であるとみなされ得る。
【０００９】
　ある実施形態では、支持体は、１つ以上の固定部位を含む。核酸（例えば、テンプレー
トまたはアンプリコン）は必要に応じて、支持体と、その対応する固定部位で会合する。
固定部位は必要に応じて、支持体の特定の一部もしくはエリア、または支持体上の位置も
しくは場所を含む。固定部位は、支持体上に任意の特定のまたは予め決定された場所、位
置、寸法、サイズ、エリアもしくは構造、または任意の他の識別性パラメーターもしくは
特徴を有してもよいし、または必要に応じて欠いてもよい。必要に応じて、このようなパ
ラメーターの１つ以上は、テンプレートと支持体との会合の時点で、および／または増幅
の完了の間もしくはその時点で、固定部位に関して決定される。ある実施形態では、１つ
以上のテンプレート－結合部分（例えば、増幅プライマー）が支持体に結合され、この支
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持体は必要に応じて、予め決定されるかまたは規定された位置または角度または距離（既
定のポイントの中心からの）で支持体上に配置されるか、または配置されない。必要に応
じて、支持体上の１つ以上の固定部位にわたるテンプレート分子の割付は、個々の結合部
分の意図的な設計または配置を通じて達成されるかまたは達成されない。結合部分（例え
ば、プライマー）のこのような「ランダムにパターン化された（ｒａｎｄｏｍｌｙ－ｐａ
ｔｔｅｒｎｅｄ）」または「ランダム」アレイは、核酸分子のプールを含んでいる溶液、
エマルジョン、エアロゾル、蒸気または乾燥調製物を、支持体上に滴下するか、噴霧する
か、プレーティングするか、または広げること、および核酸分子を支持体上に定着させる
ことによって、それらをその上の特定の部位または予め決定された固定部位に指向する介
入があってもなくても、達成することができる。
【００１０】
　支持体または固定部位は必要に応じて、支持体に結合された１つ以上のオリゴヌクレオ
チド（例えば、増幅プライマー）を含む。好ましくは、ただし必須ではないが、支持体ま
たは固定部位に対するオリゴヌクレオチドの結合は、引き続く増幅または他のアッセイの
間、安定である（例えば、１０％、３０％、５０％、７０％または９０％を超えるオリゴ
ヌクレオチドが、最適な増幅条件に供された後に結合されたままである）。
【００１１】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法では、少なくとも１つの支持体または
固定部位上の全てのプライマーが、同じ配列を含む。この支持体または固定部位は必要に
応じて、目的のテンプレートの一方の鎖またはその相補体に対してハイブリダイズしない
他の核酸を含んでもよい。この支持体または固定部位は必要に応じて、目的のテンプレー
トの一方の鎖またはその相補体に対してハイブリダイズするあらゆる他の核酸を含まない
（すなわち、この固定部位は必要に応じてあらゆる他のプライマーを欠く）。必要に応じ
て、支持体または固定部位は、少なくとも２つの異なる配列を有する複数のプライマーを
含む。必要に応じて、この支持体または固定部位は、一本鎖テンプレートの第一の部分に
対して相補性である一種の固定されたプライマーを含み、テンプレートの第二の非重複性
部分に対して相同性である（またはテンプレート－相補体に対してハイブリダイズし得る
）固定されたプライマーを含まない。この２つの部分は、もしそれらが、お互いに対して
または他の部分の相補体に対してハイブリダイズする小部分をなんら含まない場合、非重
複性である。
【００１２】
　２つ以上の異なる種類のプライマー（例えば、配列が異なる）は、実質的にお互いと同
じ濃度で存在してもよいし、あるいは異なる濃度で存在してもよい。必要に応じて、この
プライマーは実質的に、支持体または固定部位にわたって均一に分散される。必要に応じ
て、本明細書に記載されるいずれの方法でも、２つの異なる固定部位は、単一の支持体お
よび／または異なる（例えば、構造的に接続されていない）支持体の空間的に隔てられて
いるサブコンポーネント（例えば、部分またはエリア）である。必要に応じて、本明細書
に記載される任意の方法で、少なくとも１つの固定部位は、支持体の表面全体、または支
持体の容積全体を含む。固定されたプライマーは必要に応じて、１つ以上の支持体または
固定部位にわたって均一に分布される。
【００１３】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、２つの異なる固定部位は、
共有される支持体の中のまたは上の予め決定された配列中の予め決定された割付に配置さ
れる（例えば、グリッドパターンで）。他の実施形態では、１つ以上の固定部位の割り当
て、結合または位置決めは、不明であるか、または支持体に対するテンプレートの固定の
前に予め決定される。ある例では、この支持体は、多重の固定されたプライマーを含み、
かつ開始テンプレートがハイブリダイズする（例えば、増幅が生じる前）プライマーは、
そのテンプレートについて固定部位内（例えば、その中央ポイント）に含まれると考えら
れ得る。このような実施形態では、固定部位の位置決めは、テンプレートに対するプライ
マーのハイブリダイゼーションの間または後に決定される。固定部位の割り当ておよび結
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合はまた、伸長および／または増幅の間または後に決定されてもよい。
【００１４】
　ある核酸集団は、もしそのメンバーの実質的な部分が、実質的に同一（または実質的に
相補性）の配列を有する場合、クローンであるとみなされる。ある集団のメンバーは、１
００％同一である必要も、相補性である必要もなく、例えば、特定の数の「エラー」が合
成の経過の間に生じてもよいことが理解される。ある実施形態では、ある集団の少なくと
も５０％のメンバーがお互いに対して、または参照核酸分子（すなわち、配列比較の基準
として用いられる既定の配列の分子）に対して実質的に同一（または相補性）である。さ
らに好ましくは、ある集団のメンバーのうち少なくとも６０％、少なくとも７０％、少な
くとも８０％、少なくとも９０％、少なくとも９５％、少なくとも９９％またはそれ以上
が、参照核酸分子に対して実質的に同一（または相補性）である。２つの分子は、もしそ
の２つの分子の間の同一性パーセントが、最適に配列された場合、少なくとも７５％、８
０％、８５％、９０％、９５％、９８％、９９％、９９．９％またはそれ以上である場合
、実質的に同一とみなされ得る。２つの分子は、もしその２つの分子の間の相補性パーセ
ントが、最適に配列されたときに、少なくとも７５％、８０％、８５％、９０％、９５％
、９８％、９９％、９９．９％またはそれ以上である場合、実質的に相補性とみなされ得
る。さらに、非相同性の核酸の混合の低いかまたは不十分なレベルの混合が、本明細書に
記載の方法の間に生じる場合があり、従って、クローン集団は、少数の多様な核酸を含む
場合がある（例えば、３０％未満、例えば、１０％未満）。
【００１５】
　当業者によって理解されるとおり、テンプレート、初期化オリゴヌクレオチド、伸長プ
ローブ、プライマーなどに対する言及は、単一分子ではなく、関連の部分内で実質的に同
一である核酸分子の集団またはプールを指す場合がある。例えば、「テンプレート」とは
、複数の実質的に同一のテンプレート分子を指す可能性があり、「プローブ」とは、複数
の実質的に同一のプローブ分子を指す可能性がある、等々。１つ以上の位置で縮重性であ
るプローブの場合、特定のプローブを含むプローブ分子の配列は、縮重位置で異なる、す
なわち特定のプローブを構成するプローブ分子の配列は、非縮重位置（単数または複数）
でのみ実質的に同一であり得ることが理解される。本出願におけるこれらの用語は、集団
または分子のいずれかについて支持体を提供することを意図する。単一の核酸分子（すな
わち、一分子）について述べることを意図している場合、「テンプレート分子」、「プロ
ーブ分子」、「プライマー分子」などの用語を代わりに用いてもよい。特定の場合、実質
的に同一の核酸分子の集団の複数の性質が明白に示される。
【００１６】
　「テンプレート」、「オリゴヌクレオチド」、「プローブ」、「プライマー」、「テン
プレート」、「核酸」などは、本明細書において交換可能な用語であることが意図される
。これらの用語は、ポリヌクレオチドを指すが、いかなる長さまたは機能に限定される必
要もない。同じ核酸が文脈次第で、「テンプレート」とみなされても、「プローブ」とみ
なされても、または「プライマー」とみなされてもよく、これらの役割の間で時間ととも
に切り替わってもよい。「ポリヌクレオチド」とはまた、「核酸」とも呼ばれ、共有結合
のヌクレオシド間連結によって接続された２つ以上のヌクレオチドの直線ポリマー、また
はその改変体もしくは機能的なフラグメントである。これらの天然に存在する例では、ヌ
クレオシド間連結は典型的には、ホスホジエステル結合である。しかし、他の例は必要に
応じて他のヌクレオシド間連結、例えばホスホロチオエート（ｐｈｏｓｐｈｏｒｏｔｈｉ
ｏｌａｔｅ）連結を含み、リン酸基は含んでもよいし、または含まなくてもよい。ポリヌ
クレオチドとしては、二本鎖および一本鎖のＤＮＡ、同様に二本鎖および一本鎖のＲＮＡ
、ＤＮＡ：ＲＮＡハイブリッド、ペプチド－核酸類（ＰＮＡ類）およびＰＮＡ類とＤＮＡ
またはＲＮＡとの間のハイブリッドが挙げられ、また公知の種類の改変も挙げられる。ポ
リヌクレオチドは、必要に応じて、１つ以上の非ヌクレオチド部分、例えば、標識および
他の小分子、大分子、例えば、タンパク質、脂質、糖、および固体または半固体の支持体
に対して、例えば５'末端または３'末端のいずれかを通じて結合され得る。標識としては
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、最適な検出方法を用いて検出可能であり、従って最適な検出方法を用いて結合したヌク
レオチドまたはポリヌクレオチドを同様に検出可能にさせる任意の部分が挙げられる。必
要に応じて、標識は、光学的に検出可能であるかまたは可視である電磁放射線を放射する
。いくつかの場合には、ヌクレオチドまたはポリヌクレオチドは、標識には結合されず、
ヌクレオチドまたはポリヌクレオチドの存在は、直接検出される。「ヌクレオチド」とは
、ヌクレオチド、ヌクレオシドまたはそのアナログを指す。必要に応じて、ヌクレオチド
は、プリンまたはピリミジン塩基のＮ－またはＣ－グリコシドである。（例えば、２－デ
オキシ－Ｄ－リボース含有のデオキシリボヌクレオシドまたはＤ－リボース含有のリボヌ
クレオシド）。他のアナログの例としては、限定するものではないが、ホスホロチオエー
ト、ホスホラミデート、メチルホスホネート、キラル－メチルホスホネート、２－Ｏ－メ
チルリボヌクレオチドが挙げられる。これらの用語のいずれか１つによる核酸についての
言及は、その核酸がなんらかの特定の活性、機能または特性を有することを意味するとと
られるべきではない。例えば、「テンプレート」という用語は、この「テンプレート」が
、ポリメラーゼによってコピーされていることを示すのでもないし、このテンプレートが
「プライマー」または「プローブ」として作用できないことも示さない。　
【００１７】
　特定の場合に、テンプレート、プローブ、プライマーなどのような増幅に関与する核酸
試薬は、同じ機能を果たさない別の部分をこれも含む、より大型の核酸分子の一部であっ
てもよいことが理解される。必要に応じて、この他の部分は、なんらテンプレート、プロ
ーブ、またはプライマーの機能を果たさない。いくつかの場合には、必要に応じて固定さ
れたプライマーに対して（例えば、固定部位上で）実質的にハイブリダイズする核酸は、
「テンプレート」であるとみなされる。テンプレートウォーキングに関与する任意の１つ
以上の核酸試薬（テンプレート、固定された鎖、固定されるかまたは固定されていないプ
ライマーなど）は、他の核酸鎖からの増幅の前または間に生成され得る。核酸試薬は、必
要に応じて、テンプレートウォーキング媒体に最初に導入された核酸に対して１つ以上の
改変を作成することによって、インプット核酸から生成される（そしてそれと同一である
必要はない）。インプット核酸は、例えば、制限消化、ライゲーション、１つ以上の増幅
サイクル、変性、変異などに供されて、増幅またはさらなる増幅の間に、テンプレート、
プライマーなどとして作用する核酸を生成し得る。例えば、二本鎖のインプット核酸を変
性させて、第一の一本鎖の核酸を生成してもよく、これは必要に応じて第二の相補鎖を生
成するために用いられる。それが所望される場合、第一の一本鎖の核酸は、本明細書にお
ける本発明者らの目的に関して「テンプレート」とみなされ得る。あるいは、第一の一本
鎖の核酸から生成される第二の相補鎖は、本明細書における本発明者らの目的に関する「
テンプレート」とみなされ得る。別の例では、テンプレートは、インプット核酸由来であ
り、かつこのインプット核酸と同一である必要はない。例えば、テンプレートは、インプ
ット核酸に存在しない追加の配列を含んでもよい。ある実施形態では、テンプレートは、
インプット核酸に対して相補性でない５'オーバーハングを有する１つ以上のプライマー
を用いてインプット核酸から生成されるアンプリコンであってもよい。
【００１８】
　「増幅すること」という用語は、例えば、繰り返し回数プライムされた酵素合成を介し
た、核酸分子のコピーの生成を指す。必要に応じて、このような増幅することは、固定さ
れたテンプレート核酸分子および／または固定されている１つ以上のプライマーで起こる
。アンプリコンは例えば、開始テンプレート核酸から増幅手順によって生成される、一本
鎖のまたは二本鎖の核酸である。アンプリコンは、核酸鎖を含み、その少なくとも一部は
、開始テンプレートの少なくとも一部に対して実質的に同一であるかまたは実質的に相補
性である。開始テンプレートが二本鎖である場合、アンプリコンは、核酸鎖を含み、この
核酸鎖は、一方の鎖の少なくとも一部に対して実質的に同一であり、いずれかの鎖の少な
くとも一部に対して実質的に相補性である。このアンプリコンは、最初のテンプレートが
一本鎖であるかまたは二本鎖であるかに関わらず、一本鎖であっても、または二本鎖であ
ってもよい。
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【００１９】
　「支持体」という用語は、その上で核酸のような試薬が固定され得る、任意の固体また
は半固体物を含む。核酸は、任意の方法によって固体支持体上に固定されてもよく、この
方法としては限定するものではないが、物理的吸着、イオン結合もしくは共有結合の形成
、またはそれらの組み合わせが挙げられる。固体支持体は、高分子、ガラス、または金属
材料を含んでもよい。固体支持体の例としては、膜、平面表面、マイクロタイタープレー
ト、ビーズ、フィルター、試験紙、スライド、カバースリップおよび試験管が挙げられ、
オリゴマーがその上に合成されるか、結合されるか、連結されるか、そうでなければ固定
される任意の固相材料を意味する。支持体は必要に応じて、「樹脂」、「相」、「表面」
および「支持体」を含んでもよい。支持体は、有機ポリマー、例えば、ポリスチレン、ポ
リエチレン、ポリプロピレン、ポリフルオロエチレン、ポリエチレンオキシ、およびポリ
アクリルアミド、ならびにそのコポリマーおよびグラフトから構成され得る。支持体はま
た、無機、例えば、ガラス、シリカ、孔制御ガラス（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ－ｐｏｒｅ－
ｇｌａｓｓ）（ＣＰＧ）であっても、または逆相シリカであってもよい。支持体の構成は
、ビーズ、球状、粒子、顆粒、ゲルまたは表面の形態であってもよい。表面とは、平面、
実質的に平面、または非平面であってもよい。支持体は、多孔性であっても非多孔性であ
ってもよく、膨潤または非膨潤の特徴を有してもよい。支持体は、１つ以上のウェル、へ
こみまたは他の容器、管、機構または位置を含むように成形されてもよい。複数の支持体
が、アレイ中に種々の位置で構成されてもよい。またはレーザー照射および共焦点または
偏向集光によるスキャニングを含む検出手段によって、支持体は必要に応じてアドレス可
能である（例えば、試薬のロボット送達について）。増幅支持体（例えば、ビーズ）は、
別の支持体内に配置されてもまたは別の支持体上（例えば、第二の支持体のウェル内）に
配置されてもよい。
【００２０】
　ある実施形態では、固体支持体は、「微小粒子」、「ビーズ」「マイクロビーズ」など
（必要に応じて、ただし必須ではないが球状の形状）であり、５０ミクロン未満、好まし
くは１０ミクロン未満、３ミクロン未満、約１ミクロン未満、約０．５ミクロン未満、例
えば、約０．１、０．２、０．３もしくは０．４ミクロン、またはそれより小さい（例え
ば、１ナノメートル、約１～１０ナノメートル、約１０～１００ナノメートル、または約
１００～５００ナノメートル未満）という最小の断面長（例えば、直径）を有する。微小
粒子（例えば、Ｄｙｎａｌ，Ｏｓｌｏ，ＮｏｒｗａｙのＤｙｎａｂｅａｄｓ）は、限定す
るものではないが、ガラス（例えば、孔制御ガラス）、シリカ、ジルコニア、架橋ポリス
チレン、ポリアクリレート、ポリメタクリル酸メチル（ｐｏｌｙｍｅｈｔｙｍｅｔｈａｃ
ｒｙｌａｔｅ）、二酸化チタン、ラテックス、ポリスチレンなどを含めて種々の無機材料
または有機材料からできていてもよい。磁化は、増幅後の微小粒子結合試薬（例えば、ポ
リヌクレオチドまたはリガーゼ）の収集および濃縮を容易にし得、かつまた追加の工程（
例えば、洗浄、試薬除去など）を容易にし得る。本発明の特定の実施形態では、異なる形
状のサイズおよび／または色を有する微小粒子の集団を用いてもよい。微小粒子は必要に
応じて、量子ドットでコードされてもよく、その結果各々の微小粒子は、個々に特定され
るか、または固有に特定され得る。
【００２１】
詳細な説明
　いくつかの実施形態では、本開示は概して、１つ以上の核酸テンプレートをクローン増
幅して、核酸テンプレートのクローン増幅された集団を形成するための方法、組成物、シ
ステム、装置およびキットに関する。本明細書に記載される任意の増幅方法は、必要に応
じて繰り返しサイクルの核酸増幅を含む。増幅の１サイクルは、必要に応じて（ａ）テン
プレート鎖に対するプライマーのハイブリダイゼーションと、（ｂ）第一の伸長された鎖
を形成するためのプライマー伸長と、（ｃ）テンプレート鎖からの伸長された鎖の部分的
または不完全な変性とを含む。テンプレート鎖にハイブリダイズするプライマー（簡便性
のため「フォワード」プライマーと命名する）は、必要に応じて、支持体上にまたは支持
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体に対して固定される。この支持体は、例えば、固体または半固体である。必要に応じて
、工程（ｃ）由来のテンプレート鎖の変性された部分は、次の増幅サイクルでは異なるフ
ォワードプライマーとハイブリダイズすることができる。ある実施形態では、引き続く増
幅サイクルにおけるプライマー伸長は、テンプレート鎖からの第一の伸長された鎖の置き
換えを包含する。第一の伸長された鎖の３'末端にハイブリダイズする第二の「リバース
」プライマーが、例えば、含まれてもよい。このリバースプライマーは必要に応じて、固
定されていない。
【００２２】
　ある実施形態では、テンプレートは、１つ以上の固体または半固体支持体の上／それに
対して固定されたプライマーを用いて増幅される。必要に応じて、この支持体は、テンプ
レート鎖の第一の部分に対して相補的である固定されたプライマーを含む。必要に応じて
、この支持体は、同じテンプレート鎖の第二の非重複性の部分に対して相同である固定さ
れたプライマーを有意には含まない。この２つの部分は、それらがお互いに対して、また
はその相補体に対してハイブリダイズするいかなる小部分も含まない場合、非重複性であ
る。別の例では、この支持体は必要に応じて、テンプレート鎖の相補体にハイブリダイズ
し得る固定されたプライマーを有意には含まない。
【００２３】
　必要に応じて、複数の核酸テンプレートは、１つ以上の支持体の存在下で単一の連続液
相中で同時に増幅され、ここで各々の支持体は、１つ以上の固定部位を含む。ある実施形
態では、各々のテンプレートは、増幅されてアンプリコンのクローン集団を生成し、ここ
では個々のクローン集団は、他の増幅された集団由来の異なる支持体または固定部位の中
にまたは上に固定される。必要に応じて、この増幅された集団は、増幅後、実質的にクロ
ーンのままで残る。
【００２４】
　テンプレートを、例えば、増幅して、クローン集団を生成し、これは、テンプレート－
相同性鎖（本明細書では、「テンプレート鎖」または「リバース鎖」と呼ばれる）および
／またはテンプレート－相補鎖（本明細書では「プライマー鎖」または「フォワード鎖」
と呼ばれる）を含む。ある実施形態では、クローン性は、得られた増幅核酸集団中で、テ
ンプレート鎖とそのプライマー鎖との間の会合を維持することによって維持され、それに
よって、会合されたクローンの子孫を効率的に一緒に会合または「テザリング」して、異
なるクローン集団の間の交差汚染の確率を減らす。必要に応じて、クローン集団中の１つ
以上の増幅された核酸は、支持体に結合される。実質的に同一の核酸のクローン集団は必
要に応じて、空間的に局在化されてもよいし、または別個の肉眼的外観を有してもよい。
ある実施形態では、クローン集団は、別個のスポットまたはコロニーのように見え得る（
例えば、支持体に、必要に応じて支持体の外面上に分布された場合）。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、本開示は一般に、必要に応じて１つ以上の支持体の中／それ
に対して／その上に固定された、クローンアンプリコンの局在化クローン集団を生成する
新規な方法に関する。この支持体は例えば、固体であっても、または半固体（例えば、ゲ
ルまたはヒドロゲル）であってもよい。この増幅されたクローン集団は必要に応じて、支
持体の外部表面に結合されるか、または支持体の内面であってもよい（例えば、この支持
体が、多孔性またはマトリックス構造を有する場合）。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、増幅は、目的のテンプレート鎖（「リバース」鎖とも呼ばれ
る）に沿った複数サイクルのプライマー伸長によって達成される。便宜上、目的のテンプ
レート鎖にハイブリダイズするプライマーは、「フォワード」プライマーと呼ばれ、必要
に応じて、テンプレート依存性の方式で伸長されて、目的のテンプレート鎖と相補性であ
る「フォワード」鎖を形成する。いくつかの方法では、このフォワード鎖は、それ自体が
、「リバース」プライマーと名付けられた第二のプライマー（伸長されて新規なテンプレ
ート鎖（リバース鎖とも呼ばれる）を形成する）によってハイブリダイズされる。必要に
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応じて、新規なテンプレート鎖の少なくとも一部は、目的のもともとのテンプレート（「
リバース」）鎖に対して相同性である。
【００２７】
　述べたとおり、１つ以上のプライマーは、１つ以上の支持体の中／その上／それに対し
て固定され得る。必要に応じて、１つのプライマーは、支持体に対する結合によって固定
される。第二のプライマーが存在してもよく、必要に応じて支持体に対して固定されず、
結合されない。異なるテンプレートは例えば、単一の連続液相中で同時に異なる支持体ま
たは固定部位上に増幅されて、クローン核酸集団を形成し得る。液相は、もし液相の任意
の部分が、液体の任意の他の部分と液体接触されるかまたは連絡される場合、連続とみな
され得る。別の例では、液相は、液体の残りから全体として細分されるかまたは区画化さ
れるかそうでなければ完全に物理的に隔てられる部分が無い場合、連続とみなされ得る。
必要に応じて、液相は流動性である。必要に応じて、この連続液相は、ゲル内でもマトリ
ックス内でもない。他の実施形態では、連続液相は、ゲルまたはマトリックス内である。
例えば、この連続液相は、細孔、空間、または固体もしくは半固体支持体の他の間隙を占
有する。
【００２８】
　液相がゲルまたはマトリックス内である場合、１つ以上のプライマーを必要に応じて支
持体上に固定する。必要に応じて、この支持体はそれ自体がゲルまたはマトリックスであ
る。あるいは、この支持体は、それ自体ゲルでも、またはマトリックスでもない。ある実
施例では、１つのプライマーは、ゲル内に含まれる固体支持体上に固定され、ゲル分子に
は固定されない。この支持体は、例えば、平面または１つ以上の微小粒子の形態である。
必要に応じて、この平面または複数の微小粒子は、実質的に同一の配列を有するフォワー
ドプライマーを含む。ある実施形態では、この支持体は、有意な量の第二の異なるプライ
マーを含まない。必要に応じて、第二の非固定プライマーは、ゲル内の溶液にある。この
第二の非固定プライマーは、例えば、テンプレート鎖（すなわち、リバース鎖）に結合す
るが、固定されたプライマーは、フォワード鎖に結合する。
【００２９】
　便宜上、プライマーによってハイブリダイズされる核酸テンプレート鎖の部分は、「プ
ライマー結合配列」またはＰＢＳと呼ばれる。従って、フォワードプライマーは、リバー
ス鎖上でフォワード－プライマー結合配列（「フォワードＰＢＳ」）に結合するが、リバ
ースプライマーは、フォワード鎖上のリバースＰＢＳに結合する。
【００３０】
　ある実施形態は、プライマー伸長の方法を含み、この方法は、（ａ）プライマー－ハイ
ブリダイゼーション工程と、（ｂ）伸長工程と、（ｃ）ウォーキング工程と、を包含する
。必要に応じて、このプライマー－ハイブリダイゼーション工程は、第一のプライマー分
子（「第一のフォワードプライマー」）を、核酸鎖（「リバース鎖」）上の相補性フォワ
ード－プライマー結合配列（「フォワードＰＢＳ」）にハイブリダイズすることを包含す
る。必要に応じて、この伸長工程は、リバース鎖の全長相補体であって、それにハイブリ
ダイズされる伸長された第一のフォワード鎖を生成することを包含する。この伸長された
第一のフォワード鎖は、例えば、第一のフォワードプライマー分子を、テンプレート依存
性の方式で、リバース鎖をテンプレートとして用いて伸長することによって生成される。
必要に応じて、ウォーキング工程は、第二のプライマー（「第二のフォワードプライマー
」）をフォワードＰＢＳに対してハイブリダイズすることを包含し、ここでこのリバース
鎖もまた、第一のフォワード鎖にハイブリダイズされる。例えば、ウォーキング工程は、
フォワードＰＢＳの少なくとも一部をフォワード鎖（「遊離部分」）から変性することを
包含し、ここではリバース鎖の別の部分が、フォワード鎖にハイブリダイズされたまま残
る。
【００３１】
　ある実施形態では、プライマー伸長方法は、増幅方法であり、ここでは、プライマー－
ハイブリダイゼーション、伸長および／またはウォーキングのうち任意の１つ以上の工程
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を少なくとも１回繰り返す。例えば、この方法は、１つ以上の増幅サイクルによってフォ
ワード鎖を増幅することを包含し得る。増幅サイクルは必要に応じて伸長およびウォーキ
ングを包含する。例示的な増幅サイクルは、伸長に続いてウォーキングを包含するか、ま
たは本質的にそれらからなる。必要に応じて、第一の増幅サイクルの第二のフォワードプ
ライマーは、引き続く増幅サイクルの第一のフォワードプライマーとして機能する。例え
ば、第一の増幅サイクルにおいてウォーキング工程の上記第二のフォワードプライマーは
、引き続く増幅サイクルの伸長工程の第一のフォワードプライマーとして機能する。
【００３２】
　必要に応じて、プライマー伸長または増幅の方法は、（ａ）第一のリバースプライマー
分子を、伸長されたフォワード鎖上の相補性リバース－プライマー結合配列（「リバース
ＰＢＳ」）にハイブリダイズすることと、（ｂ）フォワード鎖の全長相補体であり、かつ
それにハイブリダイズされる伸長された第一のリバース鎖を、第一のリバースプライマー
分子をテンプレート依存性の方式でフォワード鎖をテンプレートとして用いて伸長するこ
とにより生成することと、（ｃ）第二のプライマー（「第二のリバースプライマー」）を
リバースＰＢＳに対してハイブリダイズして、ここでこのフォワード鎖もまた第一のリバ
ース鎖にハイブリダイズされることと、によってリバース鎖を伸長または増幅することを
さらに包含する。工程（ｂ）～（ｃ）の１回以上の繰り返しが必要に応じて行われ、工程
（ｃ）の第二のリバースプライマーは、繰り返された工程（ｂ）の第一のリバースプライ
マーであり、かつフォワード鎖のかなりの割合が、リバース鎖に対して、前記１つ以上の
繰り返しの間中またはその間の全ての時点でハイブリダイズされる。ある実施形態では、
かなりの割合とは、必要に応じて、少なくとも３０％、４０％、５０％、６０％、６５％
、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％または９９％である。
【００３３】
　必要に応じて、増幅の間、リバース鎖および／またはフォワード鎖は、完全に変性性の
条件（この条件は、大きい複数の鎖の有意な画分（例えば、１０％、２０％、３０％、４
０％または５０％を超える）の完全な分離を、それらの伸長された、および／または全長
の相補体から生じる）には曝されない。
【００３４】
　ある実施形態では、フォワード鎖および／またはリバース鎖のかなりの部分が、１つ以
上の増幅サイクル（例えば、１、５、１０、２０または全ての行われる増幅サイクル）の
間中もしくはその間の全ての時点で伸長され、かつ／または全長の相補体に対して必要に
応じてハイブリダイズされる。ある実施形態では、鎖のかなりの割合とは必要に応じて、
鎖の少なくとも６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％また
は９９％である。ある実施形態では、これは、伸長されてないプライマーのＴｍよりも高
いが、プライマー相補鎖のＴｍよりも低い温度で増幅反応を維持することによって達成さ
れる。例えば、増幅条件は、伸長されていないフォワードプライマーのＴｍよりも高いが
、伸長されたかまたは全長のリバース鎖のＴｍよりも低い温度に保持される。また、例え
ば、増幅条件は，伸長されてないリバースプライマーのＴｍよりも高いが、伸長されるか
または全長のフォワード鎖のＴｍよりも低い温度に保持される。
【００３５】
　必要に応じて、１つ以上のフォワードプライマー，および／または１つ以上のリバース
プライマーは、ブリーザブル（ｂｒｅａｔｈａｂｌｅ）であり、例えば、低いＴｍを有す
る。ある実施例では、ブリーザブルプライマーのヌクレオチド塩基のうち少なくとも６０
％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％または９９％は、アデニ
ン、チミンもしくはウラシルであるか、またはアデニン、チミンもしくはウラシルに対し
て相補性である。
【００３６】
　核酸鎖（例えば、プライマーまたはテンプレート鎖）のＴｍとは、例えば、二重鎖のク
ローン集団の少なくとも所望の画分が、選択された試薬条件（ここでは、個々の二重鎖が
その全長相補体にハイブリダイズされた目的の核酸鎖を含む）下で完全に一本鎖にされる
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温度である。初期設定（デフォルト）によれば、所望の画分は５０％である。ある実施形
態では、所望の画分は、必要に応じて少なくとも１０％、２０％、３０％、４０％、５０
％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％または９９％で
ある。ある実施形態では、Ｔｍ（Ｎ）は、例えば、本明細書に考察されるように、公知の
方法を用いて理論的に予測される。別の実施形態では、Ｔｍは公知の方法によって経験的
に測定される。（例えば、Ｓｐｉｎｋ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏｌ．２００８
；８４：１１５～４１；Ｍｅｕｎｉｅｒ－Ｐｒｅｓｔら、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　
Ｒｅｓ．２００３　Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　１；３１（２３）：ｅｌ５０；Ｂｒｅｗｏｏｄら
、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２００８年９月；３６（１５）：ｅ９８）。
【００３７】
　所望の画分についてのＴｍは、Ｔｍ（Ｎ）と示され得、ここでＮは、所望の画分をパー
センテージで示す。ある実施形態では、フォワードプライマーおよび／またはリバースプ
ライマーのＴｍ（５０）（全てのプライマー分子の５０％がそれらの相補性のＰＢＳから
完全に解離される）は、５０℃、５５℃、６０℃、６５℃、７０℃、７５℃または８０℃
以下である。必要に応じて、伸長されたかまたは全長のフォワードおよび／またはリバー
ス鎖のＴｍ（５０）（全ての鎖分子の５０％がそれらの相補性配列から完全に解離される
）は、８０℃、７５℃、７０℃、６５℃、６０℃または５５℃以上である。別の実施形態
では、フォワードプライマーおよび／またはリバースプライマーのＴｍ（８０）は、５０
℃、５５℃、６０℃、６５℃、７０℃、７５℃または８０℃以下である。必要に応じて、
伸長されたかまたは全長のフォワードおよび／またはリバース鎖のＴｍ（８０）は、８０
℃、７５℃、７０℃、６５℃、６０℃または５５℃以上である。別の実施形態では、フォ
ワードプライマーおよび／またはリバースプライマーのＴｍ（９０）は、５０℃、５５℃
、６０℃、６５℃、７０℃、７５℃または８０℃以下である。必要に応じて、伸長された
かまたは全長のフォワードおよび／またはリバース鎖のＴｍ（９０）は、８０℃、７５℃
、７０℃、６５℃、６０℃または５５℃以上である。別の実施形態では、フォワードプラ
イマーおよび／またはリバースプライマーのＴｍ（９５）は、５０℃、５５℃、６０℃、
６５℃、７０℃、７５℃または８０℃以下である。必要に応じて、伸長されるかまたは全
長のフォワードおよび／またはリバース鎖のＴｍ（９５）は、８０℃、７５℃、７０℃、
６５℃、６０℃または５５℃以上である。必要に応じて、伸長されるたまたは全長のフォ
ワードおよび／またはリバース鎖のＴｍ（９９）は、８０℃、７５℃、７０℃、６５℃、
６０℃または５５℃以上である。別の実施形態では、フォワードプライマーおよび／また
はリバースプライマーのＴｍ（９５）は、５０℃、５５℃、６０℃、６５℃、７０℃、７
５℃または８０℃以下である。必要に応じて、伸長されたかまたは全長のフォワードおよ
び／またはリバース鎖のＴｍ（９９）は、８０℃、７５℃、７０℃、６５℃、６０℃また
は５５℃以上である。
【００３８】
　必要に応じて、１つ以上の増幅サイクル（例えば、１、５、１０、２０、または実質的
に全ての増幅サイクル）は、伸長されていないプライマーのＴｍ（７０）より高く、かつ
相補性の全長鎖のＴｍ（２０）より低い温度で行われる。例えば、この温度は、伸長され
ていないプライマーのＴｍ（８０）より高く、かつ相補性の全長鎖のＴｍ（２０）または
Ｔｍ（１５）またはＴｍ（１０）またはＴｍ（５）またはＴｍ（１）より低い。また例え
ば、この温度は、伸長されていないプライマーのＴｍ（９０）より高く、かつ相補性の全
長鎖のＴｍ（２０）またはＴｍ（１５）またはＴｍ（１０）またはＴｍ（５）またはＴｍ

（１）より低い。また例えば、この温度は、伸長されていないプライマーのＴｍ（９５）
より高く、かつ相補性の全長鎖のＴｍ（２０）またはＴｍ（１５）またはＴｍ（１０）ま
たはＴｍ（５）またはＴｍ（１）より低い。また例えば、この温度は、伸長されていない
プライマーのＴｍ（９８）より高く、かつ相補性の全長鎖のＴｍ（２０）またはＴｍ（１
５）またはＴｍ（１０）またはＴｍ（５）またはＴｍ（１）より低い。また例えば、この
温度は、伸長されていないプライマーのＴｍ（９９）より高く、かつ相補性の全長鎖のＴ

ｍ（２０）またはＴｍ（１５）またはＴｍ（１０）またはＴｍ（５）またはＴｍ（１）よ
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り低い。必要に応じて、この１つ以上の増幅サイクルは、伸長されていないプライマーの
Ｔｍ（５０）よりも少なくとも５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、または４５℃
高い温度で行われる。必要に応じて、この温度は、全長プライマー－相補鎖のＴｍ（５０
）よりも少なくとも５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、または４５℃低い。ある
実施形態では、この伸長されていないプライマーは、フォワードプライマーであり、かつ
相補性全長鎖は、リバース鎖であるか、またはその逆もなりたつ。
【００３９】
　必要に応じて、伸長工程で、テンプレートとしてリバース鎖を用いる、フォワードプラ
イマーのテンプレート依存性伸長は、リバース鎖に対して既にハイブリダイズされた別の
フォワード鎖の置き換えを生じる。必要に応じて、伸長工程において、フォワード鎖をテ
ンプレートとして用いるリバースプライマーのテンプレート依存性伸長は、フォワード鎖
に対して既にハイブリダイズされた別のリバース鎖の置き換えを生じる。
【００４０】
　ある実施形態では、この方法はさらに、プライマー伸長または所望の回数の増幅サイク
ルを行った後、伸長されたフォワード鎖をリバース鎖から完全に分離すること、および必
要に応じて、分離されたフォワード鎖を分離された固定されたリバース鎖の存在から除去
すること（またはその逆もなりたつ）を包含する。
【００４１】
　必要に応じて、１つ以上の核酸試薬は、リコンビナーゼおよび／または逆転写酵素およ
び／またはヘリカーゼおよび／またはニッキング酵素および／またはポリメラーゼではな
い任意の他の酵素と、任意の１つ以上の工程の間に接触しない。例えば、プライマーおよ
び／またはテンプレートは、１つ以上のこのような酵素とはいずれの時点でも接触しない
。
【００４２】
　変性は必要に応じて、非酵素的に、例えば、温度を上昇することによって達成される。
ある実施形態では、増幅は、本明細書に記載のような実質的に等温条件で行われる。
【００４３】
　必要に応じて、任意の１つ以上の核酸、例えば、プライマーが支持体に結合される（例
えば、共有結合される）。ある実施形態では、第一のおよび／または第二のフォワードプ
ライマーは、単一の（同じ）支持体に固定される。
【００４４】
　ある実施形態では、第一および第二のフォワードプライマーは、同じ支持体に接近して
固定され、それによって増幅は、伸長されたフォワード鎖の固定されたクローン集団を生
成する。必要に応じて、第一と第二のフォワードプライマーの間の距離は、プライマーま
たはＰＢＳの長さの２倍以下である。　
【００４５】
　必要に応じて、複数のテンプレート核酸が、空間的に隔てられた固定部位に対して個々
にハイブリダイズされ、それによって増幅は、個々のテンプレート核酸に対応する空間的
に隔てられたクローン集団を生成する。
【００４６】
　ある実施形態では、第一のフォワードプライマーは、「リバース」テンプレート鎖上の
フォワードＰＢＳに対してハイブリダイズされる。必要に応じて、第一のフォワードプラ
イマーは、支持体上に固定される。この第一のフォワードプライマーは、リバース鎖に沿
って伸長されて、（伸長された）第一のフォワード鎖を形成し得る。この伸長は必要に応
じて、リバース鎖をテンプレートとして用いて、テンプレート依存性である。伸長後、第
一のフォワード鎖およびリバース鎖を必要に応じて、二重鎖中でお互いに対してハイブリ
ダイズする。必要に応じて、第一のリバース鎖のＰＢＳの少なくとも一部、および第一の
フォワード鎖のフォワード－プライマー部分は、お互いから隔てられる（例えば、変性ま
たは融解を介して）が、第一のリバース鎖および第一のフォワード鎖は、別の部分にまた
がってお互いと会合（例えば、ハイブリダイズ）したまま残る。次いで、フォワード－Ｐ
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ＢＳの少なくとも一部を含んでいるリバース鎖の分離された部分は、第二の異なるフォワ
ードプライマーに対してアニーリングされ得る（例えば、ハイブリダイゼーションによっ
て）。必要に応じて、この第二のフォワードプライマーは、支持体上に固定される。この
第二のフォワードプライマーは例えば、同じ支持体上に、第一のフォワードプライマーと
して固定されてもよく、必要に応じて第一のプライマーに対して十分近くに位置されて、
その結果リバース鎖の一部は、第一のフォワード鎖に対してハイブリダイズし得るが、一
方でリバース鎖の別の部分は、この第二のフォワードプライマーに対して同時にハイブリ
ダイズされる。次いで、この第二のフォワードプライマーは、順次伸長されて、伸長され
た第二のフォワード鎖が形成され得る。必要に応じて、上記第二のフォワードプライマー
は、テンプレート依存性の方式でリバース鎖に沿って伸長される。この第二のフォワード
プライマーの伸長は、必要に応じて、第一のフォワード鎖をリバース鎖から置き換える。
前のとおり、リバース鎖のプライマー結合配列は、第二のフォワード鎖のプライマー部分
とは分離されてもよく、ここではリバース鎖の別の部分が、第二のフォワード鎖と会合さ
れたまま残る（例えば、ハイブリダイゼーションによって）。これらの工程は、さらなる
フォワードプライマーを用いて繰り返されて、さらなる伸長されたフォワード鎖（例えば
、伸長された第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十、またはより高次の伸長
された鎖）が形成され得る。このプロセスは、必要に応じて、所望の回数の増幅サイクル
について繰り返され、これによって、増幅された、固定された核酸分子の集団が得られ得
る。この集団は、事実上、本質的にはクローンであり得る。例えば、増幅されたクローン
集団の増幅された核酸分子は、お互いに対して実質的に同一のおよび／または実質的に相
補性の複数の核酸を含み得る。
【００４７】
　必要に応じて、伸長されたフォワード鎖は、リバース－プライマー結合配列（「リバー
スＰＢＳ」）（これに対してリバースプライマーがハイブリダイズする）を含む。フォワ
ード鎖上のリバースＰＢＳは必要に応じて、フォワード鎖の３'末端を含むか、またはそ
れに近い。いくつかの実施形態では、増幅は、リバース鎖上の配列のような、任意のハイ
ブリダイズされるか、または会合した配列からリバースＰＢＳのほとんどの部分を解離し
ないことを包含する。フォワード鎖上のリバースＰＢＳは、必要に応じて、これにハイブ
リダイズするリバースプライマーと接触される。次いで、リバースプライマーは、フォワ
ード鎖をテンプレートとして用いて伸長されて、伸長されたリバース鎖が形成される。必
要に応じて、新規に生成されたリバース鎖は、フォワードプライマー伸長のためのテンプ
レートとして機能する。リバース鎖はまた、本明細書に記載の任意の方法を含む、別の反
応において、テンプレート、プライマーまたはプローブとして関与し得る。
【００４８】
　増幅された核酸集団を、配列決定、スクリーニング、診断、インサイチュ核酸合成、遺
伝子発現のモニタリング、核酸フィンガープリンティングなどを含む、多くの異なる目的
に用いてもよい。
【００４９】
　必要に応じて、本明細書における任意の１つ以上のプライマー伸長および／または増幅
方法は、１つ以上の固定された核酸伸長生成物を生成する。あるバリエーションでは、固
体支持体は、全てが同一のまたは実質的に同一のプライマーを含む。固体支持体は、他の
核酸を含んでもよい。必要に応じて、これらの他の核酸は、目的のテンプレート鎖または
その相補体に対してハイブリダイズしない。固体支持体は必要に応じて、目的のテンプレ
ート鎖またはその相補体にハイブリダイズする任意の他の核酸を含まない。　
【００５０】
　いくつかの実施形態では、本開示は概して、増幅反応溶液中の支持体上へ核酸テンプレ
ートをクローン増幅するための方法、組成物、システム、装置およびキットに関連する。
必要に応じて、核酸テンプレートは、連続液相を含んでいる溶液中の支持体と接触される
。この支持体は、少なくとも第一のプライマーおよび第二のプライマーを含んでいるプラ
イマーの集団を含んでもよい。プライマーの集団は、支持体上に、例えば、支持体に対す
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る共有結合によって固定されてもよい。いくつかの実施形態では、この核酸テンプレート
は、標的配列に隣接するプライマー結合配列を含む。プライマー結合配列は、第一のプラ
イマーの配列および必要に応じて第二のプライマーの配列に対して相補性であり得る。こ
の標的配列は、集団中のプライマーに対して非相補性であってもよい。いくつかの実施形
態では、核酸テンプレートのプライマー結合配列は、第一のプライマーに対してハイブリ
ダイズされる。この第一のプライマーは、ポリメラーゼを用いてテンプレートに沿って伸
長され得、それによって伸長された第一のプライマーが形成される。テンプレートのプラ
イマー結合配列の少なくとも一部は、伸長された第一のプライマーから分離され得る（例
えば、変性されるかまたは融解される）。この分離することは、必要に応じて、テンプレ
ートの一部と伸長された第一のプライマーとの間のハイブリダイゼーションを維持しなが
ら行われる。プライマー結合配列の分離された部分は、第二のプライマーに対して引き続
きハイブリダイズされ得る。必要に応じて、このようなハイブリダイゼーションは、テン
プレートの他の部分と伸長された第一のプライマーとの間のハイブリダイゼーションを維
持しながら行われる。第二のプライマーは、ポリメラーゼを用いてテンプレートに沿って
伸長され得、それによって伸長された第一のプライマーおよび伸長された第二のプライマ
ーを含む支持体が形成される。伸長された第一のプライマーおよび／または伸長された第
二のプライマーの伸長された部分は、標的配列に相補的な配列を含んでもよい。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、本開示は概して、増幅反応溶液中の支持体上に核酸テンプレ
ートをクローン増幅するための方法に関しており、この方法は：核酸テンプレートと溶液
中の支持体とを接触させることであって、この支持体が少なくとも第一のプライマーおよ
び第二のプライマーを含んでいる固定されたプライマーの集団を含み、この核酸テンプレ
ートが、このプライマー結合配列が第一のプライマーの配列および第二のプライマーの配
列に相補性である標的配列に隣接するプライマー結合配列を含み、この標的配列が集団中
でプライマーに対して非相補性である、接触させることと；核酸テンプレートのプライマ
ー結合配列を第一のプライマーにハイブリダイズすることと；第一のプライマーをテンプ
レートに沿って、ポリメラーゼを用いて伸長して、それによって伸長された第一のプライ
マーを形成することと；テンプレートのプライマー結合配列の少なくとも一部を、伸長さ
れた第一のプライマーから、テンプレートの別の部分と伸長された第一のプライマーとの
間のハイブリダイゼーションを維持しながら変性することと；このプライマー結合配列の
変性された部分を、テンプレートのもう一方の部分と伸長された第一のプライマーとの間
のハイブリダイゼーションを維持しながら、第二のプライマーに対してハイブリダイズす
ることと；この第二のプライマーをテンプレートに沿って、ポリメラーゼを用いて伸長し
て、それによって伸長された第一のプライマーおよび伸長された第二のプライマーを含ん
でいる支持体を形成することであって、ここでこの伸長された第一のプライマーおよび伸
長された第二のプライマーは各々が標的配列に対して相補性の配列を含む。プライマーの
この集団は、１つ、２つ、３つ、４つまたは５つのヌクレオチド以下までが配列中で異な
る実質的に同一のプライマーから構成され得る。いくつかの実施形態では、プライマー集
団は、異なるプライマーから構成され、その少なくともいくつかは、テンプレートのプラ
イマー結合配列に対して相補性である配列を含む。いくつかの実施形態では、集団のプラ
イマーは、テンプレートの５'末端側の半分の配列に対して非相補性である。いくつかの
実施形態では、集団のプライマーは、支持体の任意の伸長されたプライマーの３'末端側
の半分の配列に対して非相補性である。いくつかの実施形態では、集団のプライマーは、
プライマー結合配列以外のテンプレートのいずれの配列に対しても非相補性である。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、本開示は概して、増幅反応溶液中の支持体の集団上に対して
核酸テンプレートの集団をクローン増幅するための方法に関連し、この方法は：本明細書
に開示の方法のいずれかによって第一の支持体上の第一の核酸テンプレート上に第一のテ
ンプレートをクローン増幅することと、同じ方法によって第二の支持体上に第二の核酸テ
ンプレートをクローン増幅することとを包含し、両方の支持体は、増幅の間に単一の連続
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液相内に含まれる。
【００５３】
　当業者によって理解されるとおり、テンプレート、オリゴヌクレオチド初期化、伸長プ
ローブ、プライマーなどについての言及は、いくつかの実施形態では、単一の分子ではな
く関連の領域内の実質的に同一である核酸分子の集団またはプールを指す。従って、例え
ば、「テンプレート」とは、いくつかの実施形態では、複数の実質的に同一のテンプレー
トを指し；「プローブ」とは、いくつかの実施形態では、複数の実質的に同一のプローブ
分子などを指す可能性がある。１つ以上の位置で縮重性であるプローブの場合には、特定
のプローブを含むプローブ分子の配列は、その縮重位置で異なる、すなわち、特定のプロ
ーブを構成するプローブ分子の配列は、非縮重位置でのみ実質的に同一であり得ることが
理解される。説明の目的のために、単数形を用いて、単一分子を指すだけでなく、実質的
に同一の分子の集団も指してもよい。特定の場合には、核酸分子の単一の性質、または実
質的に同一の核酸分子の集団の複数の性質は、明確に示される。
【００５４】
　ある集団のメンバーは１００％同一である必要はないことが理解される。例えば、核酸
配列のクローン増幅された集団の全てのメンバーは、同一である必要はない。なぜなら、
特定数の「エラー」が合成の経過中に生じ得るからである；同様に、プライマーのある集
団内の全てのプライマーがお互いに同一であるとは限らない。いくつかの実施形態では、
ある集団のメンバーの少なくとも５０％が参照核酸分子（すなわち、配列比較の基礎とし
て用いられる既定の配列の分子）と同一である。いくつかの実施形態では、ある集団のメ
ンバーのうち少なくとも５０％が、参照核酸分子に対して少なくとも７０％、７５％、８
５％、９０％、もしくはそれ以上、又は好ましくは少なくとも９５％の同一である。さら
に好ましくは、集団のメンバーのうち少なくとも６０％、少なくとも７０％、少なくとも
８０％、少なくとも９０％、少なくとも９５％、少なくとも９９％、またはそれ以上が、
参照核酸分子に対して、少なくとも８５％、９０％、またはそれ以上、好ましくは少なく
とも９５％同一であるか、またはそれよりさらに好ましくは少なくとも９９％同一である
。好ましくは、参照核酸分子に対する集団のメンバーの少なくとも９５％以上またはより
好ましくは少なくとも９９％の同一性パーセントは、少なくとも９８％、９９％、９９．
９％またはそれ以上である。同一性パーセントは、２つの最適に整列された配列を比較し
、同一の核酸塩基（例えば、Ａ、Ｔ、Ｃ、Ｇ、ＵまたはＩ）が両方の配列に存在して、一
致した位置の数を生じる位置の数を決定し、この一致した位置の数を位置の総数で割り、
この結果に１００を掛けて配列同一性のパーセントを得ることによって計算され得る。あ
る特定の場合には、テンプレート、プローブ、プライマーなどの核酸分子は、テンプレー
ト、プローブまたはプライマーの機能を果たさない部分もまた含む、より大きい核酸分子
の一部であってもよいことを理解されたい。その場合、集団の個々のメンバーは、その部
分に関して実質的に同一である必要はない。
【００５５】
　核酸は必要に応じて、１つ以上のヌクレオチドを含む。ある実施形態では、ヌクレオチ
ドは、核酸塩基（窒素含有塩基）、五炭糖（リボースまたは２'－デオキシリボースのい
ずれか）、およびリン酸基のうちのいずれか１つ以上を含む。必要に応じて、ヌクレオチ
ドは、３つの成分全てまたはその誘導体を含む。必要に応じて、核酸塩基は、プリンまた
はピリミジン塩基である。例示的なプリン塩基類としては、アデニンおよびグアニンが挙
げられるが、例示的なピリミジン類は、チミン、ウラシルおよびシトシンである。
【００５６】
　本明細書において用いる場合、「相補性」という用語およびその変化型は、個々のヌク
レオチドに関連して用いられる場合、生理学的条件下でＤＮＡ複製の間、お互いの反対の
、ＤＮＡポリメラーゼによって効率的に組み込まれるヌクレオチドを包含する。典型的な
実施形態では、相補性のヌクレオチドは、お互いと塩基対、例えば、Ａ－Ｔ／ＵおよびＧ
－Ｃ塩基対（ヌクレオチドの核酸塩基および／またはお互いに対して逆平行のポリヌクレ
オチド位置との間での特定のワトソン・クリック型水素結合を通じて形成される）を形成
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し得；他の種類の塩基対合もまた生じ得る。例えば、他の人工的な塩基対の相補性は、他
の種類の水素結合および／または塩基の疎水性および／または塩基の間の形状の相補性に
基づく場合がある。
【００５７】
　本明細書において用いる場合、「相補性」という用語およびその改変体は、核酸配列に
対して用いる場合、ハイブリダイズされた二重鎖においてのように、逆平行の配向で、２
つ以上の個々の対応する位置で、お互いと累積的な塩基対合を受ける可能性がある核酸配
列を指す。必要に応じて、第一の核酸配列と第二の核酸配列との間に「完全な」または「
全体的な」相補性が存在してもよく、ここで第一の核酸分子または配列における各々のヌ
クレオチドは、第二の核酸配列上の対応する逆平行の位置においてヌクレオチドとの安定
な塩基対合の相互作用を受けることが可能で；あるいは、２つの核酸配列は、一方の核酸
配列のヌクレオチド残基のうち少なくとも５０％がもう一方の核酸配列におけるヌクレオ
チド酸基に対して相補性である場合、相補性であり得る。特定の相補性核酸配列内の相補
性残基は、常にお互いと連続する必要はなく、相補性核酸配列内の１つ以上の非相補性残
基によって中断され得る。いくつかの実施形態では、２つの相補性核酸配列の１つの残基
の少なくとも５０％、ただし１００％未満が、他の核酸配列における残基に対して相補性
である。いくつかの実施形態では、一方の核酸配列の残基のうち少なくとも７０％、８０
％、９０％、９５％または９９％が、他方の核酸配列における残基に対して相補性である
。配列は、一方の核酸配列の残基のうち少なくとも８５％がもう一方の核酸配列における
残基に対して相補性である場合、「実質的に相補性」であると言われる。
【００５８】
　本明細書において用いる場合、「相補性」とは、２つ以上の核酸分子に関して述べる場
合、各々の分子が、その他の核酸分子中の配列に対して相補性である配列を含む任意の核
酸分子を包含し得る。相補性核酸分子は、その全長にわたって相補性である必要はなく、
各々の分子は、その他の分子に対して非相補性である１つ以上の領域を含んでもよい。例
えば、テンプレートおよびプライマー分子は、それらが異なる長さである場合でさえ、「
相補性」と呼ぶことができ；いくつかの実施形態では、テンプレートは、プライマーより
長くてもよく、かつプライマーの任意の配列に対して相補性でない配列を含み、またはそ
の逆も成り立つ。
【００５９】
　「非相補性」という用語およびその変化型は、本明細書において、２つの核酸分子また
は配列に関して用いる場合、典型的には、核酸分子または配列であって、一方の核酸分子
または配列の残基の５０％未満が、他方の核酸分子または配列における残基に対して相補
性であることを指す。２つの対向するヌクレオチドが相補性ではない場合、「不一致」が
核酸分子または配列におけるいずれかの位置に存在する。同様に２つのヌクレオチド配列
またはその位置は、その配列または位置が、お互いに対して同一であるかまたは相補性で
ある場合、お互いに対して一致するとみなされる。
【００６０】
　本明細書において用いる場合、「ハイブリダイゼーション」という用語は、１つ以上の
位置で相補性ヌクレオチドを含んでいる任意の２つの核酸分子の間の塩基対合のプロセス
を指す。典型的には、このような塩基対合は、確立されたパラダイム、例えば、ワトソン
・クリックパラダイム（Ａ－Ｔ／ＵおよびＧ－Ｃ塩基対が、ヌクレオチドの核酸塩基とお
よび／またはお互いと逆平行のポリヌクレオチド位置との間の特定のワトソン・クリック
型の水素結合を通じて形成される）に従って生じ得る。いくつかの実施形態では、ハイブ
リダイゼーションは、同様に非ワトソン・クリックパラダイムによって生じ得；例えば、
人工的な塩基対は、他の種類の水素結合および／または塩基の疎水性および／または塩基
間の形状相補性を通じて形成され得る。ハイブリダイズした核酸分子は、その全長にわた
ってハイブリダイズされる必要はなく、各々の分子は、他の分子にハイブリダイズされな
い１つ以上の領域を含んでもよい。例えば、テンプレートおよびプライマー分子は、テン
プレート、プライマーまたは両者のかなりの領域がお互いに対してハイブリダイズしない
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まま残る場合でさえ、お互いに対してハイブリダイズされると記載することができる。さ
らに、ハイブリダイゼーションの領域は、お互いと塩基対合しない１つ以上の連続ヌクレ
オチドを含んでもよい。この方式でお互いと塩基対合される核酸分子（または核酸分子内
の配列）は、「ハイブリダイズされた」と呼ばれる。いくつかの実施形態では、単一の核
酸分子は、それ自体との自己ハイブリダイゼーション（例えば、ヘアピン形成）を受ける
場合がある。
【００６１】
　典型的には、核酸分子をハイブリダイズさせること（例えば、プライマーとテンプレー
トをハイブリダイズさせること）は、核酸分子を、各々の核酸分子内の１つ以上のヌクレ
オチド残基が、別の核酸分子の１つ以上のヌクレオチドと塩基対合する条件下で、お互い
と接触させることを包含する。この接触は、所望の適用に応じて、任意の適切な条件を用
いて行ってもよい。１つの例示的なアッセイでは、２つの核酸分子は、塩および／または
界面活性剤を含む緩衝溶液、例えばＳＤＳ中で、所望の時間および所望の期間、接触され
る。例えば、ハイブリダイゼーションを、低ストリンジェンシー、中ストリンジェンシー
または高ストリンジェンシーのハイブリダイゼーション条件を用いて行ってもよい。ハイ
ブリダイゼーションのストリンジェンシーは、例えば、温度、塩濃度、ＳＤＳ濃度などを
含む種々のハイブリダイゼーションパラメーターを変化することによって調節され得る。
ハイブリダイゼーションの方法およびハイブリダイゼーションのストリンジェンシーを制
御する方法は、当該分野で周知である。
【００６２】
　多くの方法のうち、一本鎖のテンプレート配列の固定されたクローンのアンプリコンの
局在化されたクローン集団を生成する方法が提供され、この方法は：（ａ）一本鎖のテン
プレート配列（「テンプレート１」）を固定部位（「ＩＳ１」）に結合することであって
、ここでＩＳ１が、テンプレート１に対して実質的にハイブリダイズし得る固定されたプ
ライマー（「ＩＳ１プライマー」）の多重コピーを含み、テンプレート１がＩＳ１に対し
て、ＩＳ１プライマーに対するハイブリダイゼーションによって結合される、ことと、（
ｂ）溶液中で、ＩＳ１プライマーおよび非固定プライマー（「ＳＰ１プライマー」）を用
いてテンプレート１を増幅することと、を包含し、一本鎖のテンプレート１に対して相補
性である増幅された鎖が、ＩＳ１上のプライマーに対して一本鎖である場合実質的にハイ
ブリダイズできず、増幅によって、テンプレート１のＩＳ１に対する最初のハイブリダイ
ゼーションのポイントまわりに、固定されたクローンアンプリコンの局在化集団が生成さ
れる。
【００６３】
　また、第一のテンプレート配列（「テンプレート１」）および第二のテンプレート配列
（「テンプレート２」）の別でかつ固定されたクローン集団を生成する方法も提供され、
この方法は、第一のおよび第二のテンプレート配列を増幅して、実質的に第一の固定部位
（「ＩＳ１」）に対して結合され、第二の固定部位（「ＩＳ２」）には結合されないテン
プレート１のクローンアンプリコンの集団、または実質的にＩＳ２に結合されＩＳ１には
結合されないテンプレート２のクローンアンプリコンの集団を生成することを包含し、（
ａ）両方のテンプレートおよび全てのアンプリコンは、連続の液相が第一および第二の固
定部位（それぞれ、「ＩＳ１」および「ＩＳ２」）と接触され、かつＩＳ１およびＩＳ２
が空間的に隔てられている同じ連続液相内に含まれ、（ｂ）テンプレート１は、一本鎖型
である場合、第一のサブ配列（「Ｔ１－ＦＯＲ」）を一端で含み、かつ第二のサブ配列（
「Ｔ１－ＲＥＶ」）をその反対の端で含み、（ｃ）テンプレート２は、一本鎖型である場
合、第一のサブ配列（「Ｔ２－ＦＯＲ」）を一端で含み、かつ第二のサブ配列（「Ｔ２－
ＲＥＶ」）をその反対端で含み、（ｄ）ＩＳ１は、Ｔ１およびＴ２が一本鎖である場合、
Ｔ１－ＦＯＲおよびＴ２－ＦＯＲに対して実質的にハイブリダイズできる固定された核酸
プライマー（「ＩＳ１プライマー」）の多重コピーを含み、（ｅ）ＩＳ２は、Ｔ１および
Ｔ２が一本鎖である場合、Ｔ１－ＦＯＲおよびＴ２－ＦＯＲの両方に対して実質的にハイ
ブリダイズできる固定されたプライマー（「ＩＳ２プライマー」）の多重コピーを含み、
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（ｆ）Ｔ１－ＲＥＶのリバース相補体は、一本鎖である場合、ＩＳ１上のプライマーに対
して実質的にハイブリダイズできず、ただし、連続液相の中の非固定プライマー（「ＳＰ
１」）に対して実質的にハイブリダイズ可能であり、かつ（ｇ）Ｔ２－ＲＥＶのリバース
相補体は、一本鎖である場合、ＩＳ２上のプライマーに対して実質的にハイブリダイズで
きず、ただし連続液相中の非固定プライマー（「ＳＰ２」）に対して実質的にハイブリダ
イズ可能である。
【００６４】
　さらに、第一のテンプレート配列（「テンプレート１」）と第二のテンプレート配列（
「テンプレート２」）の別々でかつ固定されたクローン集団を生成する方法が提供され、
この方法は、第一のおよび第二のテンプレート配列を増幅することを包含し、（ａ）両方
のテンプレートが、一本鎖型であり、かつ両方とも第一のおよび第二の固定部位（それぞ
れ、「ＩＳ１」および「ＩＳ２」）がこの連続液相と接触され、ＩＳ１およびＩＳ２が空
間的に隔てられた同じ連続液相中に含まれ、（ｂ）テンプレート１が、第一のサブ配列（
「Ｔ１－ＦＯＲ」）をその３'末端に、およびＴ１－ＦＯＲと非重複性である第二のサブ
配列（「Ｔ１－ＲＥＶ」）をその５'末端に含み、（ｃ）テンプレート２は、第一のサブ
配列（「Ｔ２－ＦＯＲ」）をその３'末端に、およびＴ２－ＦＯＲと非重複性である第二
のサブ配列（「Ｔ２－ＲＥＶ」）をその５'末端に含み、（ｄ）ＩＳ１は、Ｔ１－ＦＯＲ
およびＴ２－ＦＯＲの両方に対してハイブリダイズし得る、固定されたプライマー（「Ｉ
Ｓ１プライマー」）を含み、（ｅ）ＩＳ２は、Ｔ１－ＦＯＲおよびＴ２－ＦＯＲの両方に
対してハイブリダイズし得る、固定されたプライマー（「ＩＳ２プライマー」）を含み、
かつ（ｆ）Ｔ１－ＲＥＶのリバース相補体は、ＩＳ１上のプライマーに対して実質的にハ
イブリダイズできず、かつ／またはＴ２－ＲＥＶのリバース相補体は、ＩＳ２上のプライ
マーに対して実質的にハイブリダイズできないが、各々が、連続液相中の非固定プライマ
ーに対して実質的にハイブリダイズ可能であり；それによって増幅が、実質的にＩＳ１に
対して結合するがＩＳ２に対しては結合しないテンプレート１のクローンアンプリコンの
集団、および／または実質的にＩＳ２に対して結合するがＩＳ１に対しては結合しないテ
ンプレート２のクローンアンプリコンの集団を生じる。
【００６５】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、連続培地は流動性である。
必要に応じて、非固定核酸分子の混合は、増幅プロセスの少なくとも一部の間、例えば、
本明細書に記載の任意の１つ以上の工程またはサイクルの間に、連続液相中で実質的に遅
延されない。
【００６６】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、混合は、増幅の間に実質的
に一定期間遅延されない。例えば、混合は、増幅の全体的な期間の間、実質的に遅延され
ない。
【００６７】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、１つの固定部位から解離さ
れた任意の核酸が、両方の固定部位に対して実質的にハイブリダイズ可能であり、かつこ
のような前記解離された核酸の別の固定部位に対する任意の動き（例えば、拡散、対流に
よる動き）は、実質的に連続液相中で遅延されない。
【００６８】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、連続液相は、ＩＳ１および
ＩＳ２と同時に接触される。
【００６９】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、固定されたプライマーによ
って結合されるテンプレートの第一の部分は、テンプレートの第二の部分と重複せず、そ
のテンプレートの第二の部分の相補体は非固定プライマーによって結合されている。
【００７０】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、増幅されるべき少なくとも
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１つのテンプレートが、インプット核酸から、この核酸が少なくとも１つの固定部位と接
触して配置された後に、生成される。
【００７１】
　必要に応じて、本明細書に記載の任意の方法は、（ａ）固定されたプライマーを含んで
いる支持体を一本鎖の核酸テンプレートと接触させる工程であって、第一の固定されたプ
ライマーをテンプレート上のプライマー結合配列（ＰＢＳ）に対してハイブリダイズさせ
る工程と、（ｂ）テンプレート依存性伸長において上記ハイブリダイズされた第一のプラ
イマーを伸長して、テンプレートに対して相補性であり、かつテンプレートに対して少な
くとも部分的にハイブリダイズした伸長された鎖を形成する工程と；（ｃ）上記ＰＢＳの
少なくとも一部が一本鎖型一本鎖型（「遊離部分」）であるように、上記伸長された相補
鎖からテンプレートを部分的に変性する工程と；（ｄ）この遊離部分を、伸長されていな
い、固定された第二のプライマーに対してハイブリダイズさせる工程と、（ｅ）テンプレ
ート依存性伸長においてこの第二のプライマーを伸長して、テンプレートに対して相補性
である伸長された鎖を形成する工程と、（ｆ）必要に応じて、アニーリングされた伸長さ
れ固定された核酸鎖をお互いから分離する工程と、を包含する。
【００７２】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、（ａ）増幅の間、開始テン
プレートおよび／または増幅された鎖を含んでいる核酸二重鎖が形成され；この二重鎖は
、かなりの数の二重鎖の完全な変性を生じる条件に対して、増幅の間に供されない。
【００７３】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、上記一本鎖のテンプレート
は、増幅される複数のインプットの二重鎖または一本鎖の核酸配列（この配列は既知であ
っても未知であってもよい）を採用すること、ならびに第一のユニバーサルアダプター配
列および第二のユニバーサルアダプター配列を、少なくとも１つのインプット核酸の末端
上に追加または創出することによって生成され；前記第一のユニバーサルアダプター配列
が、ＩＳ１プライマーおよび／またはＩＳ２プライマーに対してハイブリダイズし、かつ
前記第二のユニバーサルアダプター配列のリバース相補体が少なくとも１つの非固定プラ
イマーに対してハイブリダイズする。このアダプターは、二本鎖であってもまたは一本鎖
であってもよい。
【００７４】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、第一および第二の核酸アダ
プター配列は、前記一本鎖のテンプレート配列の第一および第二の末端に提供される。
【００７５】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、タグもまた、１つ以上の核
酸配列（例えば、テンプレートまたはプライマーまたはアンプリコン）に対して付加され
、前記タグは、タグを含む核酸の特定を可能にする。
【００７６】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、少なくとも１つの固定部位
または支持体上の全てのプライマーが同じ配列を有する。必要に応じて、固定部位または
支持体は、少なくとも２つの異なる配列を有する複数のプライマーを含む。必要に応じて
、２つ以上の異なる種類のプライマー（例えば、配列が異なる）は、実質的にお互いと同
じ濃度で存在するか、あるいは異なる濃度で存在する。必要に応じて、少なくとも１つの
固定部位または支持体のプライマーは、この固定部位または支持体にわたって実質的に均
一に分散される。必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、２つの異な
る固定部位は、単一の支持体の空間的に隔てられているサブコンポーネントであるか、お
よび／または異なる接続されていない支持体上である。
【００７７】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、上記支持体は、三次元のマ
トリックスを形成し、かつ２つの異なる固定部位は、完全には重複しない支持体の２つの
異なる三次元の部分である。必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、
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上記２つの異なる固定部位は、完全には重複しない支持体の表面上の２つの異なるエリア
である。必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、この２つの異なる固
定部位は異なる支持体上である。
【００７８】
　少なくとも１つの支持体は、ビーズ、例えば、マイクロビーズまたはナノビーズであっ
てもよい。ある実施形態では、このビーズは、参照によって援用される米国特許公開出願
第２０１０－０３０４９８２号に記載の「足場付きの核酸ポリマー粒子（ｓｃａｆｆｏｌ
ｄｅｄ　ｎｕｃｌｅｉｃ　ａｃｉｄ　ｐｏｌｙｍｅｒ　ｐａｒｔｉｃｌｅ）」すなわちＳ
ＮＡＰＰである。
【００７９】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、少なくとも１つの固定部位
は、支持体の表面全体または支持体の容積全体を含む。必要に応じて、本明細書に記載さ
れる任意の方法において、２つの異なる固定部位が、予め決定された割付で（例えば、グ
リッドパターンで）配置されている。他の実施形態では、１つ以上の固定部位は、予め決
定されておらず（例えば、支持体は、予め決定されていない位置に固定されたプライマー
を含む）、そして開始テンプレートがハイブリダイズする（例えば、なんらかの増幅が生
じる前）プライマーは、そのテンプレートについての固定部位であるとみなされ得る。
【００８０】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、加熱することを用いて、ア
ニーリングされた核酸鎖を部分的に分離する。必要に応じて、プライマー伸長は、プライ
マーをテンプレートにハイブリダイズさせること、ならびにポリメラーゼおよびヌクレオ
チドと接触させることによって達成される。この接触およびハイブリダイズは、同時に達
成されても、または逐次的に達成されてもよい。必要に応じて、１つ以上のヌクレオチド
は検出可能に標識される。
【００８１】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、この方法はさらに、１つ以
上の伸長され固定された核酸鎖を処理して、それによって核酸分子またはその一部を遊離
させる工程を包含する。この処理は、例えば、必要に応じて、例えば、制限エンドヌクレ
アーゼを用いるか、またはリボザイムを用いる核酸の切断からなってもよい。例えば、前
記プライマーのうち１つ以上は、制限エンドヌクレアーゼ認識部位もしくはリボザイム認
識部位を有するか、またはこのような部位の一部（この一部は、プライマー伸長が起きた
場合、完全になる）を有する。
【００８２】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、この方法を用いて、複数の
異なる核酸配列を、例えば、逐次的にまたは同時に増幅する。この複数とは、例えば、１
０３、１０５、１０７、１０９、１０１１、１０１４、または１０２０個を超える標的核
酸である。
【００８３】
　本明細書における任意の方法を用いて、診断のため、もしくはスクリーニングのため、
もしくは遺伝子型決定のために増幅された核酸分子を提供してもよいし、または他の構成
要素のための支持体として用いられる増幅された核酸分子を提供してもよいし、または追
加の核酸分子を遊離型で（例えば、固定ではなく非固定型で）生成してもよい。例えば、
任意の方法を用いて、遺伝子発現をモニターしてもよく、またはまれに発現される遺伝子
産物、ヘテロ接合性の個体の特定、核酸フィンガープリンティングを用いて核酸分子を特
定してもよい。
【００８４】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、前記異なる核酸配列は、本
明細書のいずれかに記載されるような第一および第二の核酸「アダプター」配列を各々提
供され、前記第一および第二の「アダプター」配列は、異なる核酸配列の各々に関して同
じである。
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【００８５】
　必要に応じて、本明細書に記載される任意の方法において、前記異なる核酸配列は各々
が、異なるタグを提供され、その結果、異なる配列がお互いから識別され得る。
【００８６】
　ある実施形態では、増幅は、ＲＰＡ、すなわち、リコンビナーゼ－ポリメラーゼ増幅（
例えば、参照によって本明細書に援用される、国際特許公報第ＷＯ２００３０７２８０５
号を参照のこと）を用いて達成される。ＲＰＡは必要に応じて、温度または試薬条件にお
ける実質的な変動なしに行われる。本明細書の実施形態では、部分的な変性および／また
は増幅（本明細書に記載の任意の１つ以上の工程または方法を含む）は、リコンビナーゼ
および／または一本鎖の結合タンパク質を用いて達成され得る。適切なリコンビナーゼと
しては、必要に応じて一本鎖結合タンパク質（ＳＳＢ）と組み合わされた、ＲｅｃＡおよ
びその原核生物もしくは真核生物のホモログ、またはその機能的なフラグメントもしくは
改変体が、挙げられる。ある実施形態では、リコンビナーゼ剤は必要に応じて、増幅プラ
イマーなどの一本鎖のＤＮＡ（ｓｓＤＮＡ）をコーティングして、テンプレート上で相同
性の二本鎖領域を侵害する核タンパク質フィラメント鎖を形成する。これは必要に応じて
、短いハイブリッドおよび置換された鎖バブル（Ｄ－ループとして公知）を創出する。あ
る実施形態では、このＤ－ループ中のフィラメント鎖の遊離の３'末端は、ＤＮＡポリメ
ラーゼによって伸長されて、新規な相補鎖を合成する。この相補鎖は、テンプレートの元
来対になっていたパートナー鎖を、それが伸長するにつれて置き換える。ある実施形態で
は、増幅プライマーの１つ以上の対が、１つ以上のリコンビナーゼと接触され、その後に
必要に応じて二本鎖であるテンプレートと接触される。
【００８７】
　本明細書に記載の任意の方法において、テンプレート（標的配列）の増幅は、リコンビ
ナーゼ剤を、増幅プライマーの少なくとも１つの対のうちの１つ以上と接触させることで
あって、それによって１つ以上の「フォワード」および／または「リバース」ＲＰＡプラ
イマーを形成することを包含する。１つ以上のプライマーと会合しなかった任意のリコン
ビナーゼ剤は、必要に応じて除去される。必要に応じて、１つ以上のフォワードＲＰＡプ
ライマーを次に、少なくとも１つのＲＰＡプライマーに対して相補性の領域を必要に応じ
て有する、テンプレート鎖と接触させる。このテンプレート鎖は、ＲＰＡプライマーの、
前記プライマーとテンプレートとの間のハイブリダイゼーションを必要に応じて生じる、
相補性テンプレートとの接触に対してハイブリダイズされ得る。必要に応じてこのプライ
マーの３'末端は、テンプレートに沿って、１つ以上のポリメラーゼを用いて（例えば、
ｄＮＴＰの存在下で）伸長されて、二本鎖核酸および置換されたテンプレート鎖を生成す
る。この増幅反応は、所望の程度の増幅が達成可能になるまで、このような接触および伸
長の繰り返しサイクルを含んでもよい。必要に応じて核酸の置換された鎖は、同時のＲＰ
Ａ反応によって増幅される。必要に応じて、核酸の置き換えられた鎖は、これを順次、１
つ以上の相補性プライマーと接触させることによって；および（ｂ）相補性プライマーを
、本明細書に記載の任意のストラテジーによって伸長することによって、増幅する。
【００８８】
　ある実施形態では、１つ以上のプライマーは、「フォワード」プライマーおよび「リバ
ース」プライマーを含む。プライマーおよびテンプレートの両方を接触して配置すること
によって、必要に応じて、第一の二本鎖構造を、前記第一の鎖の第一の部分で、および二
本鎖構造を前記第二の鎖の第二の部分で生じる。必要に応じて、フォワードプライマーお
よび／またはリバースプライマーの３'末端は、１つ以上のポリメラーゼで伸長されて、
第一のおよび第二の二本鎖核酸ならびに第一のおよび第二の置き換えられた核酸の鎖を生
成する。必要に応じてこの第二の置き換えられた鎖は、お互いに対して少なくとも部分的
に相補性であり、かつハイブリダイズして、娘の二本鎖核酸（これは、引き続く増幅サイ
クルにおいて二本鎖テンプレート核酸として機能し得る）を形成し得る。
【００８９】
　必要に応じて、前記第一のおよび前記第二の置き換えられた鎖は、前記第一のプライマ
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ーまたは前記第二のプライマーに対して少なくとも部分的に相補性であり、かつ前記第一
のプライマーまたは前記第二のプライマーに対してハイブリダイズし得る。
【００９０】
　本明細書に記載される任意の方法または工程または組成物またはアレイの別の実施形態
では、この支持体は、必要に応じて、２つ以上の配列の固定されたプライマーを含む。テ
ンプレート核酸鎖が、第一の相補性の固定されたプライマーにハイブリダイズした後、こ
の第一のプライマーが次に、伸長され、かつこのテンプレートおよびプライマーが、お互
いから部分的にまたは完全に分離され得る。次いで、伸長されたプライマーは、第一のプ
ライマーとは異なる配列を有する第二の固定されたプライマーに対してアニーリングされ
てもよく、この第二のプライマーは伸長されてもよい。次いで、両方の伸長されたプライ
マーが分離され（例えば、完全にまたは部分的にお互いから変性され）、今度は、追加の
固定されたプライマーの伸長のためのテンプレートとして用いられ得る。このプロセスを
繰り返して、増幅された、固定された核酸分子を得てもよい。ある実施形態では、この増
幅は、お互いに対して相補性である２つの異なる配列の固定されたプライマー伸長産物を
生じる（ここでは、全てのプライマー伸長産物が支持体に対して５'末端に固定されてい
る）。
【００９１】
　本明細書の任意の方法から生成された増幅された核酸は、配列決定、スクリーニング、
診断、インサイチュ核酸合成、遺伝子発現モニタリング、核酸フィンガープリンティング
などを含めて多くの異なる目的に用いられ得る。
【００９２】
　必要に応じて、テンプレート濃度は調節され、その結果、固定されたテンプレートは一
般に、お互いから十分な距離で隔てられて、個々のテンプレートから生成されたクローン
クラスターは、お互いと重複をほとんどもしくは実質的に有さず、増幅もしくは複製の間
もしくは後にお互いを汚染もしない。必要に応じて、本明細書に記載の任意の増幅方法は
、テンプレート核酸の濃度を調節する工程を包含し、その後に、固体支持体と接触され、
その結果、個々のテンプレート分子は、１ｍｍ２あたり少なくとも１００００、１０００
００、４０００００、５０００００、１，０００，０００または１０７個の分子という密
度で固体支持体上に固定されたプライマーに対してハイブリダイズする。必要に応じて、
個々のテンプレート分子は、支持体上で、インサイチュで増幅されて、最初のテンプレー
トのハイブリダイゼーションのポイントを空間的に中心とした周囲にクローン集団を生じ
る。
【００９３】
鎖のフリッピング
　下に記載の「フリッピング」の実施形態では、２つ以上のプライマーを伸長して２つ以
上の対応する伸長された鎖を形成する。必要に応じて、伸長される２つ以上のプライマー
は、実質的に同一の配列を含むか、または本質的にそれらからなり、そして対応する伸長
された鎖の伸長された部分は、少なくとも部分的に同一でないか、および／またはお互い
に対して相補性である。
【００９４】
　フリッピングの１つの例示的な実施形態は以下のとおりである。開始テンプレートは、
例えば、テンプレートウォーキングによって増幅されて、複数のプライマー伸長鎖（便宜
上、「フォワード」鎖と命名される）を生成する。必要に応じて、フォワード鎖は、開始
テンプレートに対して相補性である。必要に応じて、フォワード鎖は、支持体上に固定さ
れる。必要に応じて、このフォワード鎖は、実質的に同一の配列を含み、例えば、このフ
ォワード鎖は、お互いに対して実質的に同一である。ある実施形態では、このフォワード
鎖は、支持体上に固定された１つ以上のプライマーの伸長によって形成される（「フォワ
ード」プライマー）。このフォワードプライマーおよび／またはフォワード鎖は必要に応
じて、支持体に対して、それらの５'末端で、またはその付近で結合される。必要に応じ
て、１つ以上のプライマー伸長のフォワード鎖は、伸長されていないプライマーには存在
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せず、５'配列に対して最適条件下でハイブリダイズし得る（このプロセスは、「自己ハ
イブリダイゼーション」と命名される）３'配列（自己ハイブリダイズ性配列と呼ばれる
）を含む。この５'配列は、必要に応じて、伸長されていないフォワードプライマーの一
部である。ある例では、フォワード伸長生成物は、このようなハイブリダイゼーションの
際に「ステム－ループ」構造を形成する。必要に応じて、この伸長されていないフォワー
ドプライマーは、「切断可能な（ｃｌｅａｖａｂｌｅ）」ヌクレオチドを、切断に感受性
であるその３'末端で、またはその付近で含む。ある実施形態では、この切断可能なヌク
レオチドは、少なくとも１つの他のヌクレオチドに対して、「切断できる（ｓｃｉｓｓｉ
ｌｅ）」ヌクレオシド間連結（ホスホジエステル結合を実質的に切断しない条件下で切断
され得る）によって連結される。
【００９５】
　伸長後、フォワード－プライマー伸長生成物（すなわち、フォワード鎖）は、必要に応
じて自己ハイブリダイズするようにされる。さらなる実施形態では、自己ハイブリダイゼ
ーションを可能にした後、フォワード鎖は、切断可能なヌクレオチド（例えば、隣接する
ヌクレオチドとの切断できる連結を形成するヌクレオチド）の切断できる連結で切断され
る。この切断によって、プライマー－伸長生成物（すなわち、伸長されたフォワード鎖）
の２つのフラグメントが生じる。ある実施形態では、第一のフラグメントは、もとの伸長
されていないフォワードプライマーの少なくとも一部を含む。必要に応じて、第一のフラ
グメントは、なんら伸長された配列を含まない。必要に応じて、第一のフラグメントは固
定される（例えば、伸長されていないフォワードプライマーが既に固定されているので）
。ある実施形態では、第二のフラグメントは、伸長された配列を含む。必要に応じてこの
第二のフラグメントは、切断可能なヌクレオチドを超えて伸長されていないいずれかのプ
ライマーの３'部分を含むか、または伸長されていないプライマーのいずれの部分も含ま
ない。必要に応じて、この第二のフラグメントは、その自己ハイブリダイズ配列を通じて
第一の部分にハイブリダイズされる。
【００９６】
　ある例では、切断可能なヌクレオチドは、１つ以上の酵素によって除去されるものであ
る。この酵素は、例えば、グリコシラーゼであってもよい。このグリコシラーゼは必要に
応じて、Ｎ－グリコシラーゼ活性を有し、これが二本鎖ＤＮＡから切断可能なヌクレオチ
ドを遊離する。必要に応じて、切断可能なヌクレオチドの除去は、脱塩基部位、脱プリン
部位、または脱ピリミジン部位を生成する。脱塩基部位は必要に応じて、例えば、別の酵
素活性によってさらに改変されてもよい。必要に応じて、この脱塩基性部位は、リアーゼ
によって改変されて、塩基ギャップを生成する。リアーゼは例えば、３'および／または
５'を脱塩基部位に切断する。切断は必要に応じて、リアーゼによって５'および３'末端
の両方で生じ、これによって、脱塩基部位が除去され、および塩基ギャップが残される。
例示的な切断可能なヌクレオチド、例えば、５－ヒドロキシ－ウラシル、７，８－ジヒド
ロ－８－オキソグアニン（８－オキソグアニン）、８－オキソアデニン、ｆａｐｙ－グア
ニン、メチル（ｍｅｔｈｙ）－ｆａｐｙ－グアニン、ｆａｐｙ－アデニン、アフラトキシ
ンＢ１－ｆａｐｙ－グアニン、５－ヒドロキシ－シトシンは、種々のグリコシラーゼ類に
よって認識し除去することができ、脱プリン部位が形成される。１つの適切な酵素は、ホ
ルムアミドピリミジン［ｆａｐｙ］－ＤＮＡグリコシラーゼであり、８－オキソグアニン
ＤＮＡグリコシラーゼまたはＦＰＧとしても公知である。ＦＰＧは、両方ともＮ－グリコ
シラーゼおよびＡＰ－リアーゼとして機能する。Ｎ－グリコシラーゼ活性は必要に応じて
、損傷されたプリンを二本鎖ＤＮＡから遊離して、脱プリン（ＡＰ部位）を生成し、ここ
では、ホスホジエステル骨格は必要に応じてインタクトである。ＡＰ－リアーゼ活性は、
３'および５'の両方をＡＰ部位に切断し、それによってＡＰ部位を除去し、一塩基ギャッ
プを残す。ある実施例では、切断可能なヌクレオチドは８－オキソアデニンであり、これ
は、グリコシラーゼおよびリアーゼ活性の両方を有するＦＰＧによって一塩基ギャップに
変換される。
【００９７】
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　別の実施形態では、切断可能なヌクレオチドは、ウリジンである。必要に応じて、この
ウリジンは、「ユーザー（ＵＳＥＲ）」試薬（ウラシルＤＮＡグリコシラーゼ（ＵＤＧ）
およびＤＮＡグリコシラーゼ－リアーゼエンドヌクレアーゼＶＩＩＩを含む）によって切
断され、ここでＵＤＧは、ウラシル塩基の切除を触媒し、脱塩基（脱ピリミジン）部位を
形成するが、一方でホスホジエステル骨格をインタクトなままで残し、ここではエンドヌ
クレアーゼＶＩＩＩのリアーゼ活性は、ホスホジエステル骨格を、脱塩基部位の３'およ
び５'側で破壊し、その結果塩基を含まないデオキシリボースが遊離され；その後キナー
ゼが必要に応じて用いられて、切断生成物の３'末端上のリン酸基が－ＯＨ基に変換され
る）。
【００９８】
　少なくとも１つの切断されたフラグメントは必要に応じてポリメラーゼと接触される。
必要に応じて第一の固定されたフラグメントが、ポリメラーゼによって伸長され得る。そ
のように所望されるならば、第二のハイブリダイズされたフラグメントは、第一のフラグ
メントの伸長のためのテンプレートとして機能し得る。ある実施形態では、「フリップし
た」二本鎖の伸長生成物が形成される。このフリップした生成物は必要に応じて、本明細
書に記載される任意の方式でテンプレートテンプレートウォーキングに供され得る。フリ
ップされたものおよびフリップされていなものの両方をテンプレートウォーキングに供す
るとき、２つの異なる伸長生成物のクラスターが形成され、ここで両方の伸長生成物は、
同一の部分（伸長されていないプライマーに対応する）およびお互いに対して相補性の部
分（伸長生成物の伸長された部分に相当する）を有する。
【００９９】
　ある実施形態では、目的の配列、例えば、自己ハイブリダイズする配列または新規なプ
ライマー結合部位は必要に応じて、伸長されたフォワード鎖の３'末端に、伸長されたフ
ォワード鎖を一本鎖の「スプライス」アダプター配列と、伸長試薬（例えば、ポリメラー
ゼおよびｄＮＴＰ）の存在下で接触させることによって付加され得る。このスプライス配
列は必要に応じて、伸長されたフォワード鎖の３'末端部分に対して実質的に相補性であ
る３'部分と、付加されるべき目的の配列に対して実質的に相補性である５'部分とを含む
。伸長されたフォワード鎖の３'末端に対してスプライスアダプターをハイブリダイゼー
ションした後、フォワード鎖を、テンプレートとしてスプライスアダプターを用いて、テ
ンプレート依存性ポリメラーゼ伸長に供する。このような伸長は、伸長されたフォワード
鎖の３'末端に対する目的の配列の付加を生じる。
【０１００】
　従って、本明細書に記載されるプライマー伸長および／または増幅の任意の方法は、以
下の工程：
　ａ）必要に応じて同一である、複数の伸長されたフォワード鎖を生成するための、テン
プレートウォーキングによる固定されたフォワードプライマーの伸長する工程と、
　ｂ）必要に応じて、スプライスアダプターを伸長されたフォワード鎖の３'末端にハイ
ブリダイズさせ、このフォワード鎖を、スプライスアダプターをテンプレートとして用い
てテンプレート依存性伸長に供して、それによってさらなる３'配列をさらに伸長された
フォワード鎖に付加する工程であって、この付加された３'配列の一部が伸長されていな
いフォワードプライマーの一部に相補性であり、かつそれに対してハイブリダイズして、
ステム－ループ構造を形成する、工程と、
　ｃ）フォワード鎖を、伸長されていないフォワードプライマー配列および伸長したフォ
ワード鎖配列の接合部に位置するかまたはその付近に位置する、切断可能なヌクレオチド
の切断できる連結で切断する工程であって、必要に応じて、切断可能なヌクレオチドを除
去して、それによって２つの切断されたフラグメントを生成することであって、この第一
のフラグメントは、第二のフラグメント上の３'プライマー相補性の配列に対してハイブ
リダイズされた伸長されていないフォワードプライマーの一部を含む、工程と、
　ｄ）必要に応じて、第一のフラグメントを、第二のフラグメントをテンプレートとして
用いるポリメラーゼ伸長に供して、フリップしたフォワード鎖を生成する工程と、
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　ｅ）必要に応じて、第二のスプライスアダプターをフリップしたフォワード鎖の３'末
端に対してハイブリダイズさせ、このフォワード鎖を、スプライスアダプターをテンプレ
ートとして用いるテンプレート依存性伸長に供して、それによってさらなる３'配列をフ
リップしたフォワード鎖に付加する工程であって、付加された３'配列の一部が、フリッ
プした鎖に存在しない新規なプライマー結合配列である工程と、
　ｆ）例えば、本明細書に記載のような、任意の方法によって、新規なプライマーと接触
させること、および伸長または増幅することによって、新規なプライマー結合配列を含む
フリップした鎖を選択的に伸長または増幅する工程と、
のうちのいずれか１つ以上を包含し得る。この新規なプライマーは、フリップされていな
い鎖にも、またはフリップした鎖（この鎖は工程（ｅ）でさらに伸長されない）にも結合
しない。
【０１０１】
　図８は、例示的な鎖－フリッピングおよびウォーキングのストラテジーの模式図を示す
。（Ａ）テンプレートウォーキング、（Ｂ）フリップした鎖を生成するための鎖フリッピ
ング、（Ｃ）最終のフリップした鎖上への新規なプライマー結合配列Ｐｇ'の付加。
【０１０２】
Ｉ．クローン増幅の方法
概説
　核酸は、必要に応じて固定される、適切なプライマーと会合される（例えば、それに対
してハイブリダイズされる）。このハイブリダイズされた核酸は、便宜上、「テンプレー
ト」鎖または「リバース鎖」と呼ばれてもよい。この「テンプレート」という言葉は、溶
液中にもともと導入されたインプット核酸との、または増幅プロセスによって生成される
最終の核酸精製物との、なんら特定の機能的、構造的または配列の関係を意味することを
意図しない。ある実施形態では、フォワードプライマーは、リバース鎖の第一部分にハイ
ブリダイズし得る。リバース鎖の第二の非重複性の部分と実質的に同一である別の「リバ
ース」プライマーが必要に応じて存在する。この２つの部分は例えば、それらがお互いに
対して同一であるかまたは相補性であるいかなる小部分も含まない場合に非重複性である
。
【０１０３】
　ある実施形態では、テンプレート鎖は必要に応じて、フォワードプライマーに相補性で
ある少なくとも一部（この部分は、フォワード「プライマー結合配列」またはフォワード
ＰＢＳと命名される）にわたって一本鎖である。このフォワードプライマーは必要に応じ
て、テンプレートとしてリバース鎖を用いて伸長されて、伸長されたフォワード鎖が形成
され、これが、ハイブリダイズしたテンプレート（リバース鎖）とフォワード鎖との間に
二重鎖を生じる。フォワード鎖のプライマー部分の少なくとも一部は、ハイブリダイズし
たリバース鎖から分離され得る。このフォワード鎖は、「リバース」プライマーにハイブ
リダイズし得るリバースＰＢＳ部分を含み、このリバースプライマーは、次に、伸長され
て、伸長されたリバース鎖を形成し得る。次いで、フォワード鎖およびリバース鎖の両方
とも、お互いから分離されてもよく、そのプロセスを繰り返して、増幅された、固定され
た核酸分子のクローン集団を得てもよい。
【０１０４】
　必要に応じて、お互いからフォワードおよびリバース鎖を分離するという任意の１つ以
上の工程は、部分的な分離を包含し、例えば、リバース鎖の一部からフォワード鎖の一部
を解離するが、２つの鎖の間の全ての会合を廃さない分離を包含する。必要に応じて、フ
ォワード鎖の一部は、リバース鎖から解離されるが、一方で同じフォワード鎖の別の部分
は、リバース鎖と（例えば、ハイブリダイゼーションによって）会合したまま残る。
【０１０５】
　部分的分離の間、リバース鎖上のフォワードＰＢＳの少なくとも一部は、第一のフォワ
ード鎖から解離される。しかし、分離は、「部分的」である。なぜなら、フォワード鎖お
よびリバース鎖はお互いと全体的に会合したままであるからである。例えば、リバース鎖
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の別の部分は、フォワード鎖にハイブリダイズしたまま残る。必要に応じて、リバース鎖
の変性された部分は、第二のフォワードプライマーと再ハイブリダイズする。従って、リ
バース鎖の一部は、第一のフォワード鎖に対してハイブリダイズされるが、一方で同じリ
バース鎖の別の部分は、上記の第二のフォワードプライマーに対してハイブリダイズされ
る。次いで、この第二のフォワードプライマーは、リバース鎖に沿って伸長され（リバー
ス鎖をテンプレートとして用いて）、第二のフォワード鎖が生成される。増幅の繰り返し
サイクル（ここで増幅サイクルは必要に応じてハイブリダイゼーション，＝伸長および（
部分的な）分離を含む）は、核酸のクローン集団を生成する。
【０１０６】
　必要に応じて、１つ以上のフォワードプライマーが、任意の固定されたリバースプライ
マーを欠く支持体上に固定されるか、またはその逆も成り立つ。ある実施形態では、第一
のおよび第二のフォワードプライマーは、お互いに対して近接して一緒にまたは隣接して
固定される。得られた核酸のクローン集団は、お互いに対して近接してまたは隣接して固
定されるフォワード鎖を含む。ある実施形態では、少なくとも１０６、１０８、１０１０

、１０１２または１０１４個のプライマーが、個々の支持体または固定部位の１ｃｍ２ま
たは１ｃｍ３に固定される。必要に応じて、全てのフォワードプライマーは配列が同一で
あるか、または同一の３'部分を有する。
【０１０７】
　代替的な実施形態では、フォワードプライマーおよび／またはリバースプライマーの両
方とも、必要に応じて支持体上に固定される。あるいは両方のプライマーとも非固定であ
る。
【０１０８】
　一般には、核酸は、プライマーの多数のコピーが固定されている支持体上でクローン増
幅される。例示的な核酸とは、核酸のコレクションの１つである。コレクションの個々の
核酸は例えば、１つ以上のアダプター配列を、それらの５'および／または３'末端に有し
てもよく、およびｇＤＮＡまたはｃＤＮＡのように可変配列を間に有してもよい。ある実
施形態では、３'アダプターは、低Ｔｍ領域を有し（ここでＴｍとはＤＮＡ分子の半分が
非変性または二本鎖状態であり、半分が変性されている（例えば、ランダムコイル状態）
温度である）、５'アダプターは必要に応じて、より高いＴｍ領域を有し、またはその逆
も成り立つ。低いＴｍ領域とは、例えば、Ａ－リッチ、Ｔ－リッチまたはピリミジン－リ
ッチ領域、例えばＡＴ（またはＵ）－リッチ配列、例えばポリＴ、ポリＡ、ポリＵ、なら
びにＡ、ＴおよびＵ塩基の任意の組み合わせである。例示的な方法が本明細書に記載され
る。
【０１０９】
　本明細書に記載の方法は、配列決定、スクリーニング、診断、インサイチュ核酸合成、
遺伝子発現モニタリング、核酸フィンガープリンティングなどを含む多くの異なる目的に
ついて用いられ得る。
【０１１０】
　支持体上のクローン核酸増幅の非限定的な例示的方法は以下のとおりである。
【０１１１】
Ａ）支持体上の増幅
　いくつかの実施形態では、開示された方法、組成物、システム、装置およびキットは、
支持体に固定される核酸（例えば、プライマー、テンプレートなど）を含む。この核酸は
、任意の適切な方法を用いて結合され得る。いくつかの実施形態では、核酸分子と支持体
との間の結合は、共有結合によって、水素結合（例えば、支持体に共有結合される、別の
核酸、例えばプライマーに対するテンプレートのハイブリダイゼーションによって媒介さ
れる支持体に対するテンプレート核酸の結合）、ファンデル・ワールス力、アフィニティ
ー相互作用などによって媒介される。結合対（例えば、アビジン／ビオチン；抗原／抗体
）の使用を含めて、支持体に対する核酸配列の結合のための任意の適切な方法が用いられ
得る。いくつかの実施形態では、結合対の一方のメンバーは、支持体に結合され、結合対



(39) JP 5907990 B2 2016.5.11

10

20

30

40

50

の他方のメンバーは、核酸に結合され、この核酸は、結合対の２つのメンバーの相互作用
を介してこの支持体に結合される。
【０１１２】
　支持体は、任意の材料から構成されてもよく、任意の寸法または形状を有してもよい。
この支持体は、増幅プロセスを最小限にしか邪魔しない特性または反応性を有するように
選択され得る。いくつかの実施形態では、この支持体は、固体材料から構成され；あるい
は、この支持体は、少なくとも部分的に半固体、流体または液体の材料から構成されても
よい。いくつかの実施形態では、この支持体は、球状、楕円体状、管状、ペレット形状、
棹状、八面体、六角形、正方形または台形の形状である。いくつかの実施形態では、支持
体は多孔性である。いくつかの実施形態では、支持体は、ヒドロゲルのような親水性の多
孔性マトリックスから構成されてもよい。例えば、米国特許出願公開第２０１０－０３０
４９８２号，Ｈｉｎｚら；および米国特許出願公開第２０１０－０１３６５４４号，Ａｇ
ｒｅｓｔｉら（前述の出願の全てが本明細書において参照によって援用される）を参照の
こと。
【０１１３】
　とりわけ、支持体中で、または支持体上で固定されたクローンアンプリコンの局在化ク
ローン集団を生成する新規な方法が提供される。この支持体は、例えば、固体であっても
、または半固体であってもよい。この増幅されたクローン集団は必要に応じて、支持体の
外面に固定されるか、または支持体の内面内であってもよい（例えば、ここで支持体は半
固体であり、例えば、ゲルまたはマトリックス構造を有する）。例示的な支持体は、固体
であっても、または半固体であってもよい。必要に応じて、この半固体支持体は、ポリア
クリルアミド、セルロース、ポリアミド（ナイロン）および架橋アガロース、デキストラ
ンおよび－ポリエチレングリコールを含む。
【０１１４】
　必要に応じて、この開示された方法および組成物は、支持体のある集団のうちの１つ以
上の支持体に対する、核酸のコレクション（例えば、あるコレクション）の１つ以上の個
々のメンバーの結合を含む。例えば、このコレクションの異なる核酸は、異なる支持体に
結合されてもよい。支持体の得られた集団は、各々が単一の核酸を含む複数の支持体を包
含する。いくつかの実施形態では、このコレクションの核酸は二本鎖であり、このコレク
ションは変性されて、一本鎖の核酸の集団が形成される。いくつかの実施形態では、この
支持体は、プライマーを含み、一本鎖の核酸のうちの１つ以上が、表面上のプライマーに
対するハイブリダイゼーションを通じて支持体に結合され得る。
【０１１５】
　必要に応じて、増幅の前に、核酸のコレクションは、適切に希釈されて、溶液中で支持
体の集団と接触されてもよく、その結果、支持体（または支持体の集団が１つまたは数個
の支持体からなる固定部位）のうち少なくとも４０％、５０％、６０％、７０％、８０％
、９０％または９５％が、１個以下の核酸に結合する。いくつかの実施形態では、支持体
の総数に対する核酸の数の比は、例えば、単一の核酸のみを含む得られた支持体の数（ま
たは単一支持体上の固定部位の数）を最大にすること、またはより低い比もしくは高い比
よりも多くのクローン支持体（例えば、ビーズ）を得ることが統計的に予測される比を選
択することによって、単クローン形成を容易にするように設定され得る。
【０１１６】
　必要に応じて、単一の支持体を、本明細書の任意の増幅方法で用い、ここでは単一の支
持体が、テンプレートにハイブリダイズし得る複数のプライマーを有する。このような実
施形態では、テンプレートコレクションの濃度は、調節され、その後に、これが固体支持
体と接触されて、その結果、コレクション中の個々のテンプレート分子が、１ｍｍ２あた
り少なくとも１０２、１０３、１０４、１０５、４×１０５、５×１０５、６×１０５、
８×１０５、１０６、５×１０６または１０７個の分子という密度で、結合するかまたは
会合する（例えば、固体支持体上に固定されたプライマーに対するハイブリダイゼーショ
ンによって）。
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【０１１７】
　必要に応じて、個々のテンプレート分子を、支持体上で、インサイチュで増幅して、最
初のテンプレートのハイブリダイゼーションのポイントを空間的に中心とした周辺にクロ
ーン集団を生じた。必要に応じて、増幅によって、単一の増幅されたテンプレートからお
よそ１０２、１０３、１０４、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９、１０１０、１
０１１、１０１２、１０１５、または１０２０個以下のアンプリコンを生成する。必要に
応じて、クローンアンプリコンのクローンは、１ｍｍ２あたり少なくとも１０２、１０３

、１０４、１０５、４×１０５、５×１０５、６×１０５、８×１０５、１０６、５×１
０６または１０７個の分子という密度で固体支持体上に定着される。
【０１１８】
　いくつかの実施形態では、この核酸コレクションは、複数の核酸が同じ支持体に結合す
る条件下で１つ以上の支持体と接触させられ得る。このような接触は、同じ支持体の異な
る領域中の核酸の平行なクローン増幅を包含する方法で、特に有用であり得る。支持体の
表面積に対する核酸の数の比は、例えば、異なるクローン集団の間の実質的な交差汚染な
く、増幅された核酸のモノクローナル集団の形成を支持するために支持体中で核酸が適切
に隔てられることを確実にすることによって単クローン形成を容易にするように調節され
得る。例えば、本発明者らが単一支持体を用いる場合、増幅されるべき核酸のコレクショ
ンは、個々の核酸から生成される得られた増幅されたクローン集団が一般に、分離されて
いるかまたは別個である、例えば、重複がないような希釈に調節される。例えば、増幅さ
れたクローン集団のうち５０％、７０％、８０％または９０％以上に含まれる個々の核酸
は散在されておらず、実質的に核酸は同一ではない。必要に応じて、異なる増幅された集
団は、他の増幅された集団と接触することも、完全に重複することもなく、または最適な
選択方法を用いてお互いから識別可能である。
【０１１９】
　いくつかの実施形態では、核酸は、支持体の表面に結合される。いくつかの実施形態で
は、核酸は、支持体内に結合されてもよい。例えば、ヒドロゲルまたは他の多孔性マトリ
クスから構成される支持体については、核酸は、支持体の表面上および支持体内を含めて
その支持体の容積全体にわたって結合され得る。
【０１２０】
　いくつかの実施形態では、支持体（または支持体の集団における少なくとも１つの支持
体）は、少なくとも１つのプライマーに対して、必要に応じてプライマーの集団に対して
結合され得る。例えば、この支持体（または少なくとも１つの支持体）は、プライマーの
集団を含んでもよい。この集団のプライマーは、お互いと実質的に同一であってもよく、
または実質的に同一の配列を含んでもよい。プライマーのうち１つ、いくつか、または全
てが、１つ以上の核酸テンプレート内の配列に対して相補性である配列を含んでもよい。
いくつかの実施形態では、プライマーの集団は、少なくとも２つの非相補性プライマーを
含んでもよい。
【０１２１】
　プライマーは、その５'末端を通じて支持体に結合されてもよく、遊離の３'末端を有す
る。この支持体は、スライドの表面であっても、またはビーズの表面であってもよい。こ
のプライマーは、低い融点、例えばオリゴ（ｄＴ）２０を有し、かつコレクションアダプ
ターの低Ｔｍ領域に対してハイブリダイズし得る。プライマー間の距離は、テンプレート
ウォーキングを可能にするためにアダプター長よりも短い必要があるか、あるいは、５'
末端の長いリンカーを有する長いプライマーは、ウォーキングの機会を増大する。
【０１２２】
　いくつかの実施形態では、支持体は、プライマーおよびテンプレート（またはリバース
鎖）と、このプライマーおよびテンプレートがお互いに対してハイブリダイズして、核酸
二重鎖を形成する条件下で、結合および／または接触させられる。この二重鎖は、テンプ
レートおよびプライマーの相補性配列を含む二本鎖部分を含んでもよく、ここでは相補性
配列の少なくとも１つのヌクレオチド残基がお互いと塩基対合される。いくつかの実施形
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態では、この二重鎖はまた、一本鎖の部分を含んでもよい。この二重鎖はまた、一本鎖の
部分を含んでもよい。一本鎖の部分は、プライマー（またはテンプレート）中の任意の他
の配列に対して相補性ではないテンプレート（またはプライマー）内の任意の配列を含ん
でもよい。
【０１２３】
　支持体上のクローン核酸増幅の非限定的な例示的な方法は以下のとおりである。核酸（
便宜上、リバース鎖と命名するものとする）は、支持体上でクローン増幅され、この支持
体上に相補性フォワードプライマーの複数のコピーが結合される。例示的な核酸は、複数
のＤＮＡコレクション分子のうちの１つであり、これは、例えば、複数の核酸メンバーが
１つ以上の共通の（「アダプター」）配列を、それらの５'および／または３'末端にまた
はその付近に有し、ならびにｇＤＮＡまたはｃＤＮＡなどの可変配列をその間に有する。
ある実施形態では、３'の共通の部分、例えば、アダプターは、ブリーザブル（例えば、
低Ｔｍ）領域を有し、かつ５'の共通の配列（例えば、アダプター）は必要に応じて、低
ブリーザブル（例えば、Ｔｍが高い）領域を有するか、またはその逆も成り立つ。別の実
施形態では、５'および３'共通の配列の両方ともブリーザブルである。このブリーザブル
（例えば、低Ｔｍ）領域は、例えば、Ａ、Ｔおよび／またはＵがリッチな領域、例えば、
ＡＴ（またはＵ）－リッチ配列、例えばポリＴ、ポリＡ、ポリＵならびにＡ、ＴおよびＵ
塩基の任意の組み合わせ、またはこのような塩基に対して相補性の塩基である。例示的な
方法は本明細書に記載される。
【０１２４】
　支持体上のクローン核酸増幅の１つの非限定的な例示的方法は図１に示される。例示的
な方法の非限定的な記載は以下のとおりである。
【０１２５】
　二本鎖ＤＮＡライブラリー分子は、変性されて、一本鎖のＤＮＡは、表面上のプライマ
ーに対するハイブリダイゼーションを通じて支持体に結合される。支持体の面積またはビ
ーズの数に対するＤＮＡ分子の数の比は、単クローン形成を容易にするように設定される
。
【０１２６】
　プライマーは、支持体上に、それらの５'を通じて結合され、遊離の３'を有する。この
支持体は、スライドの表面であっても、またはビーズの表面であってもよい。このプライ
マーは、低い融点、例えばオリゴ（ｄＴ）２０、またはオリゴ（ｄＡ）３０を有し、かつ
ライブラリーアダプターの低Ｔｍ領域に対してハイブリダイズし得る。プライマー間の距
離は、テンプレートウォーキングを可能にするためにアダプター長よりも短くてもよく、
あるいは、５'末端の長いリンカーを有する長いプライマーは、ウォーキングの機会を増
大する。
【０１２７】
　核酸は、支持体上でクローン増幅され、この支持体上にプライマーの複数のコピーが結
合される。例示的な核酸は、複数のＤＮＡライブラリー分子のうちの１つであり、これは
、例えば、１つ以上の共通の（例えば「アダプター」）配列を、それらの５'および／ま
たは３'末端に有し、ならびにｇＤＮＡまたはｃＤＮＡなどのような可変配列をその間に
有する。ある実施形態では、３'アダプターは、低Ｔｍ領域を有し、かつ５'アダプターは
必要に応じて、高いＴｍ領域を有するか、またはその逆も成り立つ。低Ｔｍ領域は、例え
ば、ピリミジンリッチ領域、例えば、ＡＴ（またはＵ）－リッチ配列、例えばポリＴ、ポ
リＡ、ポリＵ、ならびにＡ、ＴおよびＵ塩基の任意の組み合わせ、またはこのような塩基
に対して相補性の塩基である。例示的な方法は本明細書に記載される。
【０１２８】
Ｂ）プライマー伸長
　１つ以上のプライマー（可溶型であっても、または支持体に結合されていても）を、Ｄ
ＮＡ重合化または伸長反応混合物（任意の１つ以上の試薬、例えば、酵素、ｄＮＴＰおよ
び緩衝液を必要に応じて含む）を用いてインキュベートする。このプライマー（例えば、
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フォワードプライマー）は伸長される。必要に応じて、この伸長は、テンプレート上の連
続的なヌクレオチドに対して個々に相補性であるヌクレオチドの連続的な組み込みを含む
、テンプレートに沿ったプライマーのテンプレート依存性伸長であり、その結果この伸長
されるかまたは伸長されていないフォワードプライマーは、リバース鎖（逆平行または相
補性とも呼ばれる）に対して相補性である。必要に応じて、この伸長は、ポリメラーゼ活
性または他の伸長活性を有する酵素、例えばポリメラーゼによって達成される。この酵素
は必要に応じて、３'－５'エキソヌクレアーゼ活性（プルーフリーディング活性）および
／または５'－３'エキソヌクレアーゼ活性を含む他の活性を有してもよい。あるいは、い
くつかの実施形態では、この酵素は、これらの活性の１つ以上を欠いてもよい。ある実施
形態では、ポリメラーゼは、鎖置換活性を有する。有用な鎖置換性のポリメラーゼの例と
しては、バクテリオファージΦ２９ＤＮＡポリメラーゼおよびＢｓｔ　ＤＮＡポリメラー
ゼが挙げられる。必要に応じて、酵素は、上昇した温度で、例えば、４５℃でまたはそれ
より上で、５０℃、６０℃、６５℃、７０℃、７５℃、または８５℃より上で活性化され
る。
【０１２９】
　例示的なポリメラーゼは、Ｂｓｔ　ＤＮＡポリメラーゼ（エキソヌクレアーゼマイナス
）であり、アクセッション番号２ＢＤＰ＿Ａで例示される、６７ｋＤａのＢａｃｉｌｌｕ
ｓ　ｓｔｅａｒｏｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ　ＤＮＡポリメラーゼタンパク質（大きいフ
ラグメント）である（これは、５'－３'ポリメラーゼ活性および鎖置換活性を有するが、
３'－５'エキソヌクレアーゼ活性は欠く）。他のポリメラーゼとしては、Ｔｈｅｒｍｕｓ
　ａｑｕａｔｉｃｕｓ由来のＴａｑ　ＤＮＡポリメラーゼＩ（アクセッション番号１ＴＡ
Ｑによって例示される）、Ｅｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ由来のＥｃｏ　ＤＮＡポリメ
ラーゼＩ（アクセッション番号Ｐ００５８２）、Ａｑｕｉｆｅｘ　ａｅｏｌｉｃｕｓ由来
のＡｅａ　ＤＮＡポリメラーゼＩ（アクセッション番号０６７７７９）、または機能的な
フラグメントもしくはその改変体（例えば、ヌクレオチドレベルで少なくとも８０％、８
５％、９０％、９５％または９９％の配列同一性を有する）が挙げられる。
【０１３０】
　概して、伸長工程は、二本鎖の二重部分を含む核酸（ここで２つの相補鎖がお互いにハ
イブリダイズされている）を生成する。一実施形態では、ウォーキングは、核酸を部分的
に変性性の条件（これは、核酸鎖の一部を変性するが、核酸をその全長にわたって完全に
変性するには不十分である）に供することを包含する。ある実施形態では、核酸は、ウォ
ーキング手順の一部または期間全体の間に完全変性条件には供されない。本明細書で意図
されるとおり、核酸分子は、核酸の少なくとも１つの鎖の一部が、相補鎖にハイブリダイ
ズしたままであるが、同時に別の部分が非ハイブリダイズ状態である（たとえ相補性配列
の存在下でさえ）場合、部分的に変性されたとみなされ得る。このハイブリダイズされな
い部分は、必要に応じて少なくとも５、７、８、１０、１２、１５、１７、２０、または
５０ヌクレオチド長である。このハイブリダイズした部分は必要に応じて少なくとも５、
７、８、１０、１２、１５、１７、２０、または５０ヌクレオチド長である。
【０１３１】
　必要に応じて、核酸は、核酸の個々の分子のかなりの画分（例えば、２０％、３０％、
５０％、または７０％を超える）が部分的に変性された状態である場合、部分的に変性さ
れているとみなされ得る。必要に応じて個々の分子の実質的な量未満、例えば、サンプル
中の核酸分子の５％、１０％、２０％、３０％または５０％以下が完全に変性される。同
様に、核酸は必要に応じて、これが、核酸の個々の分子の８０％または９０％より多くで
、何らかの二本鎖性を欠く（または相補鎖に対する何らかのハイブリダイゼーションを欠
く）場合、完全に変性されたとみなされる。例示的な条件下では、核酸のうち少なくとも
５０％が部分的に変性されるが、２０％または１０％未満が完全に変性される。他の状況
では、核酸のうち少なくとも３０％が部分的に変性されるが、１０％または５％未満が完
全に変性されている。同様に、核酸は、核酸中の目的の「ブリーザブル」部分、例えば、
ＰＢＳのうちの少数が変性される場合、非変性であるとみなされ得る。例示的なアニーリ
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ング条件では、サンプル中の核酸分子のＰＢＳのうち少なくとも１０％、３０％、５０％
、６０％、７０％、８０％または９０％が対応するプライマーにハイブリダイズされる。
【０１３２】
　ある実施形態では、部分的に変性性の条件は、二重鎖を適切な温度範囲に維持すること
によって達成される。例えば、核酸は、ある程度の熱変性を達成するように十分上昇され
た（例えば、４５℃、５０℃、５５℃、６０℃、６５℃または７０℃より上）が、完全な
熱変性を達成するのに十分高くはない（例えば、９５℃または９０℃または８５℃または
８０℃または７５℃より下）という温度で維持される。完全な熱変性条件は、例えば、多
数の鎖の有意な画分（例えば、１０％、２０％、３０％、４０％または５０％より多く）
を、それらの伸長されるか、および／または全長の相補体から完全に分離をもたらすこと
になる条件である。ある実施形態では、核酸は、等温条件に供され、ここでは、温度変化
が、増幅の少なくともある部分の間の限られた範囲内に制約される（例えば、温度の変動
は、２０℃以内、必要に応じて１０℃以内、例えば、５℃、または２℃以内）である。必
要に応じて、この温度は、５０℃、５５℃、６０℃、６５℃、または７０℃で、もしくは
その周囲で、少なくとも約１０、１５、２０、３０、４５、６０または１２０分間維持さ
れる。必要に応じて、１回以上の増幅サイクル（例えば、例えば、１、５、１０、２０回
または行われる全ての増幅サイクル）の間、任意の温度変動は、２０℃以下、必要に応じ
て１０℃以内、例えば、５℃、または２℃以内である。必要に応じて、熱サイクリング（
ｔｈｅｒｍｏｃｙｃｌｉｎｇ）が行われてもよい（ここでは、温度の相違は、等温性また
は非等温性の範囲内である）。ある例では、温度の変動は、変性工程と別の工程（例えば
、アニーリングおよび／または伸長）との間で制約される。ある例では、変性温度とアニ
ーリングまたは伸長温度との間の相違は、１回以上の増幅サイクルについて、２０℃以下
、必要に応じて１０℃以内、例えば、５℃、または２℃以内である。温度は、例えば、少
なくとも５、１０、１５、２０、３０、３５または実質的に全ての増幅サイクルについて
制約される。
【０１３３】
　部分的変性はまた、他の手段によって、例えば、化学的手段によって、化学的変性剤、
例えば、尿素またはホルムアミドを、適切に調節された濃度で用いるか、または高もしく
は低ｐＨ（例えば、４～６または８～９のｐＨ）を用いて達成され得る。ある実施形態で
は、部分的な変性および増幅は、リコンビナーゼ－ポリメラーゼ増幅（ＲＰＡ）を用いて
達成される。例示的なＲＰＡ方法は本明細書に記載される。
【０１３４】
　ある実施形態では、ネガティブ鎖および／またはポジティブ鎖の配列は、プライマー結
合配列またはその一部がブリーザブルである、すなわち、最適条件（例えば、増幅条件）
下で変性に感受性であるように設計された。このブリーザブル部分は必要に応じて、無作
為の配列を有する同様の長さのほとんどの核酸よりも感受性であるか、またはブリーザブ
ル配列を含む鎖の少なくとも別の部分よりも感受性がある。必要に応じて、このブリーザ
ブル配列は、有意な量の変性（例えば、少なくとも１０％、２０％、３０％、５０％、７
０％、８０％、９０％または９５％の分子がブリーザブル配列にわたって完全に変性され
る）を、最適な増幅条件で示す。例えば、ブリーザブル配列は、最適条件（例えば、増幅
条件）下で、３０、３５、４０、４２、４５、５０、５５、６０、６５または７０℃で、
鎖分子の５０％が完全に変性されるように設計される。
【０１３５】
　必要に応じて、核酸鎖（例えば、プライマーまたはテンプレート鎖）のＴｍは、二重鎖
のクローン集団の少なくとも所望の画分が、選ばれた試薬条件下で完全に一本鎖にされる
（ここで、個々の二重鎖は、その全長相補体にハイブリダイズした目的の核酸鎖を含む）
温度である。初期設定では、所望の画分は、もしその画分が特定されないならば、５０％
である。代替的な実施形態では、所望の画分は必要に応じて、少なくとも１０％、２０％
、３０％、４０％、５０％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％
、９５％または９９％である。また、例えば、配列は、ブリーザブル配列の理論的に予測



(44) JP 5907990 B2 2016.5.11

10

20

30

40

50

される融点が、予想の融点（Ｔｍ）について公知の理論的計算を用いて、最適な増幅条件
下で２０、３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０または６５℃以下である場合、ブ
リーザブルであるとみなされ得る。ある例では、熱安定性、融解挙動および／またはＴｍ

は、Ｂｒｅｓｌａｕｅｒら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．８３、３７４６－５
０（１９８６）の教示による理論的に予測される温度である。例示的な計算では、Ｔｍは
以下のように予想される：

ここでΔΗは、らせん開始因子（ｈｅｌｉｘ　ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　ｆａｃｔｏｒｓ）
について調節されたベーススタッキング相互作用のエンタルピーである；ΔＳは、らせん
開始因子について、およびシステムのエントロピーに対する塩の寄与について調節された
ベーススタッキングのエントロピーであり、Ｒは一般気体定数である（１．９８７Ｃａｌ
／℃＊Ｍｏｌ）。さらなる詳細および仮定は、ＳａｎｔａＬｕｃｉａ，Ｊ．（１９９８）
Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ９５，１４６０）；Ｒｙｃｈｌｉｋ，Ｗ．
およびＲｈｏａｄｓ，Ｒ．Ｅ．（１９８９）Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１７，８５
４３；およびＢｏｒｅｒ　Ｐ．Ｎ．ら（１９７４）Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．８６，８４３
．に示される。
【０１３６】
　別の実施形態では、Ｔｍは、公知の方法によって経験的に測定される。（例えば、Ｓｐ
ｉｎｋ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏｌ．２００８；８４：１１５－４１；Ｍｅｕ
ｎｉｅｒ－Ｐｒｅｓｔら、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２００３　Ｄｅｃｅｍ
ｂｅｒ　１；３１（２３）：ｅ１５０；Ｂｒｅｗｏｏｄら、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ
　Ｒｅｓ．２００８　Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ；３６（１５）：ｅ９８．）。
【０１３７】
　ある実施形態では、各々の鎖の上の少なくとも１つのＰＢＳはブリーザブルであり－例
えば、フォワードＰＢＳおよびリバースＰＢＳは両方ともブリーザブルである。必要に応
じて、核酸、例えば、フォワードまたはリバース鎖は、２つのブリーザブル配列を含む。
例えば、５'部分および３'部分は、ブリーザブルであり得る。
【０１３８】
　部分的な変性が、加熱または上昇した温度によって達成される場合、例示的なブリーザ
ブルＰＢＳは、ピリミジン－リッチ（例えば、高含量のＡおよび／またはＴおよび／また
はＵを有する）であってもよい。ＰＢＳは、例えば、ポリ－Ａ、ポリ－Ｔもしくはポリ－
Ｕ配列、またはポリピリミジン域を含む。１つ以上の増幅または他のプライマー（例えば
、固定されたプライマー）は必要に応じて、これらのプライマー結合配列に対して対応し
て相補的であるように設計される。核酸鎖の例示的なＰＢＳは、ポリ－Ｔ配列、例えば、
少なくとも１０、１５、２０、２５または３０個のチミジンヌクレオチドのストレッチを
含むが、対応するプライマーは、ＰＢＳに対して相補性の配列、例えば、少なくとも１０
、１５、２０、２５または３０個のアデノシンヌクレオチドのストレッチを有する。例示
的な低融点プライマーは必要に応じて高い割合（例えば、少なくとも５０％、６０％、６
５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％または１００％）の核酸塩基を
有し、これが一般には（例えば、最適な増幅条件下で）、プライマーが相補性テンプレー
トにハイブリダイズするとき、相補性塩基と２つ以下の水素結合を形成する。このような
核酸塩基の例としては、Ａ（アデニン）、Ｔ（チミン）およびＵ（ウラシル）が挙げられ
る。例示的な低融点プライマーは必要に応じて、Ａ（アデニン）、Ｔ（チミン）および／
またはＵ（ウラシル）ヌクレオチドまたはその誘導体のうちのいずれか１つ以上の高い割
合を有する。ある実施形態では、この誘導体は、Ａ（アデニン）、Ｔ（チミン）および／
またはＵ（ウラシル）に対して相補性である核酸塩基を含む。ＰＢＳに対してハイブリダ
イズするプライマーの部分は、必要に応じて少なくとも５０％、６０％、６５％、７０％



(45) JP 5907990 B2 2016.5.11

10

20

30

40

50

、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％もしくは１００％のＡ（アデニン）、Ｔ（チ
ミン）またはＵ（ウラシル）ヌクレオチド、またはそれらの任意の組み合わせを有する。
別の例では、ＰＢＳにハイブリダイズするプライマーの一部は、ポリＡ配列（例えば、少
なくとも５、１０、１５、２０、２５または３０ヌクレオチド長）を含む。他の例示的な
プライマーは、（ＮＡｘ）ｎリピートを含む。必要に応じて、ｎ（小文字）は、２～３０
、例えば、３～１０、例えば、４～８である。「Ｎ」（大文字）は、任意のヌクレオチド
であり－かつ必要に応じて、ＮはＣまたはＧである。「Ａ」は、アデニンの簡略表現であ
り、「ｘ」は、リピート中のアデニン残基の数、例えば、２、３、４、５、６、１０また
はそれ以上を示す。例示的なプライマーは、（ＣＡＡ）ｎ、ＣＡ）ｎ、（ＣＡＡＡ）ｎさ
らには（ＧＡＡ）ｎの多重リピートを含む。
【０１３９】
　必要に応じて、一本の鎖だけ（例えば、フォワード鎖またはリバース鎖）はブリーザブ
ルＰＢＳを有する。別の実施形態では、フォワード鎖およびリバース鎖の両方とも、ブリ
ーザブルＰＢＳを有する。ブリーザブルＰＢＳは、必要に応じて、支持体に固定されるか
または固定されない（例えば、可溶型）のいずれかであるプライマーに対して相補性であ
る。必要に応じて、ブリーザブルＰＢＳを含んでいる鎖は、支持体に対して固定されてい
るか、または固定されていない（例えば、可溶型）。必要に応じて、両方のプライマーと
も固定されるか、または両方の鎖が固定される。必要に応じて、どちらのプライマーも固
定されることがなく、どちらの鎖も固定されることがない。
【０１４０】
　増幅サイクルは必要に応じて、ブリージング、アニーリングおよび伸長を備える。増幅
される核酸は必要に応じて、これらの工程のうちの少なくとも１つに対して適切であるか
、または最適化された条件に供される。ある実施形態では、この核酸は、これらの工程の
うちの２つ以上（例えば、アニーリングおよび伸長、またはブリージングおよび伸長）に
適切である条件に供される。いくつかの場合には、これらの工程の３つ全てが、同じ条件
下で同時に行われ得る。
【０１４１】
　例示的な方法では、核酸を、ブリージングを可能にするかまたは容易にする条件に供し
てもよい。ある実施形態では、「ブリージング」とは、二本鎖の二重鎖の２つの鎖がお互
いに対して実質的にハイブリダイズされているが、目的の局所部位（例えば、末端または
プライマー結合部位）にわたって変性される場合に生じると言われる。核酸の１つ以上の
ブリーザブル配列（例えば、低Ｔｍ部分を有するフォワードおよび／またはリバースＰＢ
Ｓ）は、これがハイブリダイズされている第一の相補鎖（例えば、フォワード鎖またはリ
バース鎖）から局所的に変性され（「ブリージングする」）、これは別の第二の鎖に対し
てハイブリダイズされ、従って、ハイブリダイズするために利用可能となる。例示的な第
一の鎖は、第一のプライマーからのプライマー伸長生成物である。例示的な第二の鎖は、
例えば、第二の伸長されていないプライマーである（例えば、例えば、ｄＴまたはｄＡ配
列を含む、ＰＢＳ－相補性オリゴヌクレオチド）。必要に応じて、第一のおよび第二の鎖
は、支持体上に固定され、近接して定着され得る（例えば、ウォーキングを可能にするた
めに十分近接して）。ブリージングの条件は、必要に応じて部分的に変性性の条件であっ
て、その条件下では、ＰＢＳは一般には変性されるが、核酸の別の部分はハイブリダイズ
されているか、または二本鎖の状態で残る。必要に応じて、ＤＮＡヘリカーゼが、部分的
変性を容易にするために反応混合物に含まれてもよい。
【０１４２】
　必要に応じて、次いで核酸は、アニーリングを容易にする条件に供され、例えば、温度
が低下されて、ブリーザブルＰＢＳと第二の鎖との間のハイブリダイゼーションが可能に
なる。ある実施形態では、同じ条件を用いて、ブリージングおよび伸長の両方を容易にす
る。別の実施形態では、アニーリング条件は、ブリージング条件とは異なり、例えば、ア
ニーリング条件は、非変性性の条件、またはブリージング条件よりは変性に好都合でない
条件である。ある例では、アニーリング条件は、ブリージング条件よりも低い温度（例え
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ば、３７℃）を含み、ここではより高い温度（例えば、６０～６５℃）が用いられる。必
要に応じて、完全に変性性の条件は、増幅の１回以上のサイクル（例えば、ほとんどの増
幅サイクル、または実質的に全ての増幅サイクル）の間、回避される。
【０１４３】
　伸長条件は一般には、プライマー伸長を許すか、または極めて適切である。ある実施形
態では、最適な伸長条件とは、アニーリングおよび／またはブリージング条件と同じであ
るかまたは異なる。ある実施形態では、同じ設定の条件を、３つの工程全て（例えば、等
温性増幅）に用い、その結果持続期間についての単一セットの条件にサンプルを供するこ
とで、ブリージング、アニーリングおよび伸長の複数回の増幅サイクルが生じることが可
能になる。
【０１４４】
　ある実施形態では、鎖伸長を、例えば、鎖置換ＤＮＡポリメラーゼ、例えば、Ｂｓｔ　
ＤＮＡポリメラーゼの大型フラグメント、Ｋｌｅｎｏｗ　ＤＮＡポリメラーゼ、ｐｈｉ２
９ＤＮＡポリメラーゼ、Ｖｅｎｔ　ＤＮＡポリメラーゼ、任意の機能的フラグメントおよ
び／もしくは改変体、またはこのような酵素の任意の組み合わせによって行う。鎖－置換
の能力は必要に応じて、部分的に変性された核酸の二重鎖部分を通じて伸長を容易にする
。
【０１４５】
　必要に応じて、１つ以上のＰＢＳ－ブリージングおよびプライマー伸長工程を複数回繰
り返して、最初の核酸を増幅する。１つ以上の核酸試薬（例えば、プライマー）が支持体
に固定される場合、プライマー－伸長生成物は、例えば、増幅の前の支持体に対する伸長
されていない、伸長されたプライマーの結合のおかげで、またはこのようなプライマーに
対するハイブリダイゼーションによって、支持体に対して実質的に結合されたままである
。必要に応じて、クローンアンプリコンの局在化クローン集団は、支持体上の別個の部位
の周囲に形成される。例示的な別個の部位は、支持体に対する最初の核酸鎖の結合のポイ
ントであり、それからクローン集団内の他の核酸が、最初の核酸またはそのコピーをテン
プレートとして用いて、プライマー伸長によって直接または間接的に生成される。
【０１４６】
　必要に応じて、サンプルは、増幅されるべき１つ以上の核酸の集団から調製される。核
酸の集団は、一本鎖型であっても、または二本鎖型であってもよく；必要に応じて１つ以
上の核酸は個々に既知の３'末端配列および既知の５'末端配列を有する核酸鎖を含み、こ
の鎖は実質的に、増幅に用いられる１つ以上のプライマーと同一であるかまたは相補性で
ある。核酸鎖の３'部分は例えば、固定されたプライマーに対して相補性であってもよい
が、５'部分は、可溶性のプライマーに対して同一であり得る。５'および／または３'部
分は、共通（「ユニバーサル」）であってもよいし、または集団内の個々の核酸の間で不
変であってもよい。必要に応じて、集団内の核酸は個々に、ゲノムＤＮＡ、ｃＤＮＡ、ｍ
ＲＮＡ、メイトペアフラグメント、エキソームなどのような共通の部分の間の改変体（例
えば、未知）の配列を含む。このコレクションは例えば、対応する遺伝子源（例えば、ゲ
ノムまたはエキソーム）の５０％、７０％、または９０％を超えるカバーを保証するのに
十分なメンバーを有し得る。
【０１４７】
ＩＩ．組成物、アレイおよびキット
　また本明細書には、以下、すなわち、少なくとも１つのリバース核酸鎖、少なくとも１
つの支持体上に固定された複数のフォワードプライマー、溶液中の複数のリバースプライ
マー、およびポリメラーゼのうちいずれか１つまたは任意のサブセットまたは全てを含む
組成物も提供される。このフォワードプライマーおよび／またはリバースプライマーは必
要に応じて、本明細書に記載のように、低融点であるか、またはアデニン、チミンもしく
はウラシルがリッチである。例示的な組成物は、クローン集団の核酸鎖（「リバース鎖」
）を含み、ここで各々のクローン集団の個々のリバース鎖は、低融点（例えば、ブリーザ
ブル）プライマー結合配列を、３'末端に、および／または低融点プライマー配列を５'末
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端に含む。この組成物は必要に応じて、リバース鎖の５'部分または末端上の低融点プラ
イマー配列に対して実質的に同一である複数のリバースプライマーを含む。この組成物は
必要に応じて複数のフォワードプライマーを含み、このプライマーは、リバース鎖の３'
部分または末端上の低融点プライマー結合配列に対して実質的に相補性である。ある実施
形態では、このフォワードプライマーおよび／またはリバースプライマーは、支持体に対
する結合によって固定される。例えば、フォワードプライマーは固定され、そしてリバー
スプライマーは固定されないか、またはその逆もなりたつ。例示的な組成物は、（１）リ
バース核酸鎖、（２）支持体上に固定された複数の低融点フォワードプライマー、（３）
溶液中の複数の低融点リバースプライマー、および（４）ポリメラーゼ、のうちのいずれ
か１つ以上を含む。
【０１４８】
　必要に応じて、この組成物はさらに、伸長されていないフォワードプライマーよりも長
く、かつ必要に応じて１つ以上のリバース鎖の全長相補体である、１つ以上の伸長された
フォワード鎖を含む。ある実施形態では、１つ以上の伸長されたフォワード鎖が、相補性
のリバース鎖にハイブリダイズされ、ここでこのリバース鎖は必要に応じてまた別の異な
るフォワードプライマーに対して、または異なるフォワード鎖に対してハイブリダイズさ
れる。この異なるフォワード鎖は必要に応じてリバース鎖の全長未満の相補体である。こ
の組成物は、本明細書に記載の任意の１つ以上の試薬を含んでもよく、および／または本
明細書に記載の任意の１つ以上の手順または条件（例えば、温度）に供されてもよい。
【０１４９】
　必要に応じて、この組成物は、１つ以上の固体支持体に結合された複数の空間的に隔て
られたクローン集団を含む。例えば、複数の空間的に隔てられたクローン集団が、同じ支
持体に結合される。この組成物は必要に応じて、ポリメラーゼではない別の酵素、例えば
、リコンビナーゼまたは逆転写酵素またはヘリカーゼまたはニッキング酵素を含まない。
【０１５０】
　必要に応じて、この組成物は、本明細書に記載の任意の１つ以上の方法によって生成で
きる核酸のコレクションを含む。例えば、このコレクションは、表面上の１つ以上の別個
のエリアを占有する固定された核酸を含んでもよく、各々のエリアは、複数の同一の核酸
鎖、および必要に応じて、それに対してハイブリダイズした複数の同一の相補鎖を含み、
ここでこの相補鎖は、固定された核酸に対するハイブリダイゼーションによるものを除い
て、固体支持体との結合も連結も会合も有さない。必要に応じて、このようなエリア内の
個々の核酸鎖は、別の核酸鎖が、その鎖の長さの距離内に表面上に配置されるように、配
置される。必要に応じて、核酸が固定される表面の１ｍｍ２あたりに少なくとも１つの別
個のエリアが存在する。例えば、核酸が固定される表面の１ｍｍ２あたりの別個のエリア
の数は、１０２より大きいか、１０３より大きいか、１０４より大きいか、１０５より大
きいか、１０６より大きいか、１０７より大きいか、または１０８より大きい。
【０１５１】
　増幅されたクローン集団のコレクションは、アレイを形成し得、これは、一次元（例え
ば、一般にはモノクローナルマイクロビーズの行列）であっても、または二次元（例えば
、増幅されたクローン集団が平面支持体上に定着される）であっても、または三次元であ
ってもよい。あるアレイの個々のクローン集団は、必要に応じて、ただし必須ではないが
、それらがアドレスされるかまたはアドレス可能であるように、定着されるか、または配
列される。必要に応じて、異なるクローン集団は、お互いから適切な距離を隔てられ、こ
の距離は一般には、異なるクローン集団がお互いから識別されることを可能にするのに十
分である。ある実施形態では、局在化クローン集団は、秩序づけられるかまたは無秩序に
（例えば、平面基板にわたるランダムパターン）散乱される。
【０１５２】
　例示的なアレイの特徴は、核酸の個々の識別可能なクローン集団であり、ここで必要に
応じて、この特徴は、１つ以上の支持体にわたって分布される。例示的なマイクロビーズ
の実施形態では、あるアレイは、複数のマイクロビーズを含み、ここでは個々のマイクロ
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ビーズは一般には、核酸のモノクローナル集団を含み、かつ異なるマイクロビーズは一般
には、異なるクローン集団（例えば、配列が異なる）を含む。必要に応じて、マイクロビ
ーズは、平面基板上にわたって単層で分布またはパッケージングされる。他の実施形態で
は、このアレイは、単一の（例えば、平面の）支持体を含み、この単一の支持体は、核酸
の複数の空間的に別個のクローン集団を含んでおり、ここで異なるクローン集団は必要に
応じて配列が異なる。
【０１５３】
　必要に応じて、個々のクローン集団内の１つ以上の核酸は、平面基板に直接結合され得
る。別の例では、個々のクローン集団の核酸は、例えば、本明細書に記載のように、マイ
クロビーズに結合される。このクローンのマイクロビーズは必要に応じて、ランダムまた
は秩序付けられた形式で、平面基板上にわたって一緒に近接して充填される。必要に応じ
て、マイクロビーズのうち２０％、３０％、５０％、７０％、８０％、９０％、９５％ま
たは９９％より多くが、少なくとも１つ、２つ、４つ、または６つの他のマイクロビーズ
と接触される。必要に応じて、マイクロビーズの１０％、２０％、３０％、５０％、７０
％、８０％、９０％、９５％または９９％未満が、１つ、２つ、４つ、または６つの他の
マイクロビーズと接触される。
【０１５４】
　必要に応じて、アレイ（例えば、固定部位または増幅されたＤＮＡクローン集団）の特
徴は、一般にはお互いとは別個または個別である。例えば、アレイの特徴のうち５０％、
７０％、８０％または９０％または以上が、同じアレイ上の他の特徴と接触されることも
なく、完全に重複されることもないか、または最適な検出方法を用いてお互いから識別さ
れる。必要に応じて、この特徴は、それらがお互いから識別可能なままである限り、部分
的にお互いと重複してもよい。
【０１５５】
　また、本明細書では、本明細書に記載の任意の１つ以上の試薬（例えば、核酸または酵
素または支持体）を含むキットが提供される。例えば、キットは、必要に応じて固定され
た１つ以上のプライマーを含んでもよい。例示的なキットは、２つのプライマーを含み、
ここで１つのプライマーの変性温度は、必要に応じて他から少なくとも１０、２０、３０
または４０℃である。必要に応じて、より低温融解性のプライマーは、アデニン／チミン
／ウラシル－リッチ部分、例えば、本明細書に記載のようなポリＡ領域、例えば、少なく
とも１０、１５、２０、２５または３０ヌクレオチド長である、ポリＡ、ＴまたはＵ配列
を含む。低温融解性プライマーは、必要に応じて固定され、ここでこの高温融解性プライ
マーは必要に応じて非固定である。
【０１５６】
　必要に応じて、このキットはさらに、固定されたプライマーを含んでいる、本明細書に
記載の１つ以上の支持体を含む。例示的な支持体は、平面を含む。複数の支持体が用いら
れる場合、このキットは、同一のプライマーを保有するマイクロビーズを含み得る。
【０１５７】
　このキットは必要に応じて、１つ以上のポリメラーゼ、例えば、鎖置換性ポリメラーゼ
、および／または本明細書に記載の増幅試薬の任意の組み合わせを含む。
【０１５８】
　このキットはまた、増幅されるテンプレートの最初の集団を希釈するための指示書、お
よび／または希釈媒体を備えてもよい。
【０１５９】
ＩＩＩ．用途
　本明細書の記載の方法から生成された増幅された核酸分子および／または固定された核
酸分子は、配列決定、スクリーニング、診断、インサイチュ核酸合成、遺伝子発現モニタ
リング、核酸フィンガープリンティング、化学捜査、診断法などを含む、多くの異なる適
用に供され得る。
【０１６０】
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　本明細書に記載の任意の方法または複数の核酸を、配列分析のための核酸分子を提供す
るのに用いてもよい。例えば、本明細書に記載の任意の方法によって生成される１つ以上
の核酸分子（例えば、アンプリコン）は、少なくとも１つの配列決定分析プライマーおよ
び／または少なくとも１つのプローブと接触させられ得る。必要に応じて、少なくとも１
つの配列決定分析プライマーは、オリゴヌクレオチドであるか、またはオリゴヌクレオチ
ドを含む。ある実施形態では、少なくとも１つのプローブは、１つ以上のヌクレオチドま
たは１つ以上のオリゴヌクレオチドを含む。例えば、配列分析プライマーまたはプローブ
として用いられるオリゴヌクレオチドは、同じ配列の少なくとも１つに対してハイブリダ
イズし得る、なぜなら、少なくとも１つの固定プライマー、例えば、オリゴヌクレオチド
は必要に応じて、固定プライマーと同じ配列を有するからである。
【０１６１】
　ある実施形態では、配列分析は、分析される１つ以上の標的核酸分子と、１つ以上の配
列分析プライマーおよび／またはプローブとを接触させること、いずれかのハイブリダイ
ズされてないプローブを除去すること、およびライゲーションされたプローブの標識を決
定することによって行われる。
【０１６２】
　別の実施形態では、配列分析は、分析される１つ以上の標的核酸分子と、１つ以上の配
列分析プライマーおよび／またはプローブとを接触させること、ならびに少なくとも１つ
の標的核酸と、少なくとも１つの標識された配列分析プライマーおよび／またはプローブ
との間で得られるハイブリダイゼーションを検出することによって行われる。ある実施形
態では、配列分析方法は、配列分析プライマーに対して任意の、隣接してハイブリダイズ
されたオリゴヌクレオチドプローブをライゲーションすることによって標的核酸分子にハ
イブリダイズされた１つ以上の配列分析プライマーを伸長すること、いずれかのライゲー
ションされていないプローブを除去すること、およびライゲーションされたプローブの標
識を決定することを包含する。
【０１６３】
　別の実施形態では、配列分析は、分析される１つ以上の標的核酸分子と、１つ以上の配
列分析プライマーおよび標識されたヌクレオチドプローブおよびテンプレート依存性ポリ
メラーゼとを接触させること、ポリメラーゼが配列分析プライマーのポリメラーゼ伸長生
成物中に標識されたヌクレオチドを組み込むことを可能にすること、任意の組み込まれて
ないヌクレオチドを除去すること、および組み込まれたヌクレオチドを同定することによ
って行われる。ヌクレオチドプローブは、例えば、蛍光的に標識されるか、および／また
は組み込まれたヌクレオチドがその標識から同定される。別の実施形態では、ヌクレオチ
ドプローブは、標識されず、ポリメラーゼ伸長生成物へのヌクレオチドの存在または組み
込みは、組み込みによって生成された副産物に基づいて測定される。例えば、伸長生成物
へのヌクレオチドの組み込みは、必要に応じて、例えば、電界効果トランジスタを用いる
ことによって、ｐＨまたはイオンまたは電流の変化を測定することによって検出される。
【０１６４】
　本明細書に記載の任意の方法では、プローブ（例えば、ヌクレオチドまたはオリゴヌク
レオチド）は必要に応じてさらに、ポリメラーゼまたはリガーゼによって伸長可能である
。あるいは、プローブは、必要に応じて、ポリメラーゼまたはリガーゼによって伸長可能
でない。このような伸長不能なプローブは必要に応じて、配列分析プロセスの間に伸長可
能にされる（例えば、それらが同定された後で）。必要に応じて、ヌクレオチドプローブ
は、Ａ、Ｇ、Ｃ、Ｔ塩基を含み、ここでは、異なる塩基を有するヌクレオチドプローブが
プローブの問い合わせ位置で、異なる蛍光標識を有する。
【０１６５】
　必要に応じて、全てのまたは全てではない（例えば、少なくとも１つの）配列決定分析
プライマーまたは配列決定分析プローブは、標識されたヌクレオチド／オリゴヌクレオチ
ドを含む。必要に応じて、標識されたヌクレオチド／オリゴヌクレオチドは全てが、同じ
標識を有するか、または示差的に標識される。ある実施形態では、この標識されたヌクレ



(50) JP 5907990 B2 2016.5.11

10

20

30

40

50

オチド／オリゴヌクレオチドは、蛍光標識される。例えば、標識されたヌクレオチドおよ
び標識されていないヌクレオチドの混合物が用いられる。
【０１６６】
　必要に応じて複数の異なる配列が、平行して決定される。例えば、配列分析は、少なく
とも２つ、例えば、少なくとも１０、１０００、１０００、１０６、１０９または１０１
２個の異なる別個のエリアに存在する核酸分子の平行な配列分析である。この配列分析技
術は、ポリメラーゼベースの配列分析、例えば、サンガー配列分析であってもよい。配列
分析技術の例としては、合成による配列分析、または可逆性のターミネーターを用いる配
列分析、またはライゲーションベースの配列分析、例えば、ＳＯＬｉＤを用いるツー・ベ
ース・エンコーディング（ｔｗｏ－ｂａｓｅ　ｅｎｃｏｄｉｎｇ）が挙げられる。
【０１６７】
　また、本明細書に言及される任意の１つ以上の試薬またはデバイスを含む、本明細書に
記載の任意の方法を行うための装置も提供される。例えば、この装置は、１つ以上の支持
体を含んでもよく、各々の支持体は、複数の固定されたプライマー（これは必要に応じて
同一である）を含む。例えば、この装置は、核酸ポリメラーゼもしくはリガーゼ、および
／または複数のヌクレオチド（必要に応じて標識された）およびアニーリングされた核酸
鎖を部分的に分離するための手段を備えてもよい。アニーリングされた核酸鎖を分離する
ための例示的な手段は、制御された加熱手段、例えば、試薬を一定温度に維持し得る加熱
手段を備える。この装置は必要に応じて、本明細書に記載の１つ以上の反応物質の供給源
と、このような反応物質のうちの１つ以上がこの核酸分子に加えられた後に生成された１
つ以上のシグナルを検出するための検出手段とを備える。検出するための手段は必要に応
じて、支持体の別個の固定部位の間、または複数の支持体の間（もしマイクロビーズの形
態である場合）を識別する十分な分解能を有する。必要に応じて、この装置は、平面上に
固定されたプライマーを有する支持体を備える。
【０１６８】
　ある実施形態では、この装置は、電荷結合素子（ＣＣＤ）を備え、これは必要に応じて
、画像形成デバイスと作動可能に接続される。
【０１６９】
　ある実施形態では、各々の固定部位は、別々のビーズであり、各々のビーズは増幅後に
アンプリコンのクローン集団を含む。必要に応じて、各々のビーズは、増幅の前、間、ま
たは後にアレイ中にまたはアレイ上に分配され得る。このアレイは例えば、ウェルの任意
のアレイであり、ここではアンプリコンを保有するビーズが別々のウェル中に個々に分配
される。必要に応じて、アレイは大規模のＦＥＴアレイである。
【０１７０】
　必要に応じて、本明細書における任意の方法で生成されるクローン集団の少なくともい
くつかは、検出または分析されるか（例えば、光学的または電気化学的な検出によって）
、および／または空間的に隔てられている場合、お互いに別々であるとみなされる。ヌク
レオチドの組み込みが、Ｈ＋イオンの生成によって検出される実施形態では、このような
イオンは、例えば、緩衝液中で１００ｎｍ未満という短い距離しか拡散できない。拡散に
関するこの限られた能力によって、１つのクローン集団中で生成されるＨ＋は一般に、手
近なクローン集団を妨害せず、クローン集団の直下のセンサーによってのみ有意に検出さ
れることが保証される。
【０１７１】
　以下の実施例は純粋に、例示的な目的に関して提供されるものであり、本開示または特
許請求の範囲を限定するものではない。
【実施例】
【０１７２】
実施例１
　５'－二重－ビオチン標識されたオリゴ（ｄＴ）３５は、ＤｙｎａＢｅａｄｓ　ＭｙＯ
ｎｅストレプトアビジンＣ１磁気ビーズに結合された。８千万個のオリゴ（ｄＴ）３５－
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結合ビーズおよび８００μｌのＤＮＡテンプレート（０．０１ｐｇ／μｌ）をハイブリダ
イゼーション緩衝液中で混合した。ＤＮＡテンプレート配列は以下のとおりであった。
【０１７３】

　以下の増幅プロトコールを行って、ＤＮＡテンプレートをビーズに対してハイブリダイ
ズした：９５℃２分、５０℃１分、４０℃１分、３０℃１分、２５℃２分。ビーズは、洗
浄緩衝液で洗浄し、プライマーは、Ｅｘｏ－Ｋｌｅｎｏｗを用いて、洗浄したビーズに対
して１０×ＮＥＢ緩衝液２（４０μｌ）、２５ｍＭのｄＮＴＰ、４μｌ、Ｅｘｏ－Ｋｌｅ
ｎｏｗ　４０ｕ／μｌ、４μｌ、および水３５２μｌを添加すること、および室温で１０
分間インキュベートすることによって伸長した。ビーズを再度洗浄し、テンプレート－ウ
ォーキング反応は以下のように行った。最初、以下の反応混合物を調製した：
　５００万個のビーズ
　１０×ＴｈｅｒｍｏＰｏｌ緩衝液１０μｌ
　２５ｍＭのｄＮＴＰ　１μｌ
　Ｐ２プライマー

 ５０μＭ　２μｌ
　１００×ＢＳＡ　１０μｌ
　Ｂｓｔ　ＤＮＡポリメラーゼ大フラグメント　８ｕ／μｌ　１０μｌ
　Ｈ２Ｏ　６７μｌ。
【０１７４】
　この反応混合物を、６０℃で４５分間および振盪しながら９０分間インキュベートした
。ビーズを洗浄して、ＤＮＡをビーズ上で増幅し、以下の反応物質を用いて、ＴａｑＭａ
ｎ　ｑＰＣＲで定量した：
　ＴａｑＭａｎフォワードプライマー：

　ＴａｑＭａｎリバースプライマー：

　ＴａｑＭａｎプローブ：Ｆａｍ－

。
【０１７５】
　テンプレートウォーキング反応の前後の増幅倍数を算出して、反応時間に対してプロッ
トした。検出目的のための十分な増幅は、３０分未満でみられた。
【０１７６】
実施例２
　ビーズに対するテンプレートの結合は、以下のテンプレートを用いて、実施例１に記載
のように行った：

。
【０１７７】
　テンプレート－ウォーキング反応は、５μｌの１μＭ　Ｐ２プライマー

および５μｌの８ｕ／μｌのＢｓｔ　ＤＮＡポリメラーゼ大フラグメントを反応物に添加



(52) JP 5907990 B2 2016.5.11

10

20

30

40

50

した以外は、実施例１に記載のように行い、ビーズは、ある範囲の温度、具体的には４６
℃、５１℃、５８℃、６０℃、６３℃、６５℃で４５分間振盪しながらインキュベートし
た。
【０１７８】
　ビーズ上でのＤＮＡテンプレートは、実施例１に記載のようにＴａｑＭａｎ　ｑＰＣＲ
で、以下の試薬を用いた：
　ＴａｑＭａｎフォワードプライマー：

　ＴａｑＭａｎリバースプライマー：

　ＴａｑＭａｎプローブ：Ｆａｍ－

。
【０１７９】
　テンプレートウォーキング反応の前後のΔＣｔを算出して、図５に示されるように、反
応温度に対してプロットした。この図は、テンプレートウォーキング反応に対する温度の
影響を示す。
【０１８０】
実施例３
　オリゴ（ｄＴ）３５ビーズは、実施例１のとおり調製し、８千万個のオリゴ（ｄＴ）３
５－結合ビーズを、２つのＤＮＡテンプレートの８００μｌの混合物とともに（等しいモ
ル比で）、０．０４ｐｇ／μｌで、ハイブリダイゼーション緩衝液中でインキュベートし
た。ＤＮＡテンプレート配列は以下のとおりである。
【０１８１】
　ＤＮＡテンプレート１：

。
【０１８２】
　ＤＮＡテンプレート２：

。
【０１８３】
　ビーズに対するテンプレートの結合およびテンプレート－ウォーキングは、２０μｌの
８ｕ／μｌ　Ｂｓｔ　ＤＮＡポリメラーゼ大フラグメントを添加した以外は、実施例１に
記載のとおり行い、ビーズを６０℃で４５分間振盪しながらインキュベートした。ビーズ
を洗浄して、９６ウェルのｑＰＣＲプレート中に、１ウェルあたり約５ビーズまで希釈し
た。９６の二重鎖ＴａｑＭａｎ　ｑＰＣＲ反応を、以下のプライマーおよびプローブを用
いて行った。
　ＴａｑＭａｎフォワードプライマー１：

　ＴａｑＭａｎリバースプライマー１：

　ＴａｑＭａｎプローブ１：Ｖｉｃ－
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　ＴａｑＭａｎフォワードプライマー２：

　ＴａｑＭａｎリバースプライマー２：

　ＴａｑＭａｎプローブ２：Ｆａｍ－

【０１８４】
　図６は、９６の二重鎖ＴａｑＭａｎ　ｑＰＣＲ反応のＣｔ値を示す。
【０１８５】
　以下の表１は、Ｃｔ値をまとめている。ビーズ集団の実験のパーセンテージは、モノク
ローナルの増幅モデルおよびポイズン分離に基づいて算出した確率と一致する。
【０１８６】

【表１】

【０１８７】
実施例４
　ビーズは、５'－二重－ビオチン標識オリゴ（ｄＡ）３５をオリゴ（ｄｔ）３５の代わ
りにビーズ－固定プライマーとして用いたこと以外は、実施例１のとおり調製した。
【０１８８】
　以下のＤＮＡテンプレートは、実施例１に記載のとおり調製したビーズに結合した：

。
【０１８９】
　このプライマーは、Ｅｘｏ－Ｋｌｅｎｏｗでは伸長されなかった。テンプレートウォー
キングは、２０μｌの１２０ｕ／μｌのＢｓｔ　ＤＮＡポリメラーゼ大フラグメントを添
加し、ビーズを３７℃で３分間、次いで６０℃で４５分間および振盪しながら９０分間イ
ンキュベートした以外は、実施例１のとおり行った。ビーズ上の増幅されたＤＮＡは、Ｔ
ａｑＭａｎ　ｑＰＣＲおよび以下の試薬を用いて定量した：
　ＴａｑＭａｎフォワードプライマー：

　ＴａｑＭａｎリバースプライマー：

　ＴａｑＭａｎプローブ：Ｆａｍ－

【０１９０】
　テンプレートウォーキング反応の前後の増幅の倍数を算出して、図７に示されるように
反応時間に対してプロットした。９０分間のテンプレートウォーキング反応の後、ビーズ
上のＤＮＡテンプレートを約１００，０００倍増幅した。
【０１９１】
実施例５
　５'－二重－ビオチン標識されたオリゴ（ｄＡ）３５を、ＤｙｎａＢｅａｄｓ　ＭｙＯ
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ｎｅストレプトアビジンＣ１磁気ビーズに結合した。８千万個のオリゴ（ｄＡ）３５結合
ビーズを８００μｌのＥ　ｃｏｌｉ　ＤＨ１０ＢゲノムＤＮＡフラグメントライブラリー
と、０．１ｐｇ／μｌで、ハイブリダイゼーション緩衝液中で混合した。ハイブリダイゼ
ーション緩衝液は、陰性のコントロールとして用いた。ＤＨ１０Ｂフラグメントライブラ
リーは以下の構造を有した。
【０１９２】

－－－Ｐ１アダプタ－－－１５０ｂｐ～２００ｂｐのＤＨ１０ＢゲノムＤＮＡフラグメン
ト－－－Ｐ２アダプター
【０１９３】
　以下のプログラムを、サーモサイクラー上で駆動して、ビーズに対してＤＮＡテンプレ
ートをハイブリダイズした：９５℃２分、５０℃１分、４０℃１分、３０℃１分、２５℃
２分。ビーズを洗浄して、テンプレートウォーキング反応は以下のとおり行った：
　５００万個のビーズ（ＤＨ１０Ｂライブラリーとハイブリダイズ）、または陰性コント
ロールのビーズ
　１０×ＴｈｅｒｍｏＰｏｌ緩衝液　１０μｌ
　２５ｍＭ　ｄＮＴＰ　１μｌ　
　Ｐ２プライマー

５０μＭ　２μｌ　
　１００×ＢＳＡ１０μｌ　
　Ｂｓｔ　ＤＮＡポリメラーゼ大フラグメント１２０ｕ／μｌ　１０μｌ
　Ｈ２Ｏ　６７μｌ　
。
【０１９４】
　ビーズを振盪しながら３７℃で３分間、次に６０℃で４５分間インキュベートした。次
いでビーズを洗浄して、ＤＨ１０Ｂフラグメントライブラリー中のＰ１アダプター配列を
標的するｃｙ５標識オリゴヌクレオチドをハイブリダイズすることによって蛍光標識で染
色した。染色されたビーズを、顕微鏡スライド上に置いて、蛍光顕微鏡で画像化した。
【０１９５】
　ビーズの白色光画像およびビーズのｃｙ５蛍光画像のシフトされた重層によって、ビー
ズの白色光画像は黒いドットとして、ｃｙ５標識ビーズは赤いドットとして明らかになっ
た。約１５％のビーズがｃｙ５でポジティブに染色されることが判明し、残りはネガティ
ブであった。
【０１９６】
　テンプレートウォーキングのための別の例示的なプロトコールを以下のとおり行った。
【０１９７】
　ハイブリダイゼーションおよびプライマー伸長：テンプレートを、１×ＮＥＢ緩衝液２
中で１００ｐＭという最終濃度まで希釈した。テンプレートを９５℃で３分間加熱し、次
いで氷上に保持した。ハイブリダイゼーション／反応混合物は以下のように調製した：

【０１９８】
　１０μｌの反応混合物を、ＳｔａｒLｉｇｈｔフローセル（ｆｌｏｗ　ｃｅｌｌ）の選
択したレーンに添加し、このフローセルを３７℃で２０分間。各々のレーンは、１ｍｌの
１×のＴＭＡＸ緩衝液で２回洗浄した。
【０１９９】
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　テンプレートウォーキング：ウォーキング反応混合物は以下のとおり調製した：

【０２００】
　１０μｌの反応混合物を、各々のレーンに添加して、フローセルを６０℃で２０分間イ
ンキュベートした。各々のレーンを１ｍｌの１×ＴＭＡＸ緩衝液で２回洗浄し、核酸を所
望に応じて分析に供した。
【０２０１】
実施例６
　本実施例は、マトリックスの形態での支持体上の核酸のクローン増幅、続いて、化学感
応性の電界効果トランジスタ（ｃｈｅｍｉｃａｌｌｙ　ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｆｉｅｌｄ
　ｅｆｆｅｃｔ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ（ｃｈｅｍＦＥＴ））を用いるヌクレオチド組み
込みの副産物を検出するイオンベースの配列決定システムである、ＩｏｎＴｏｒｒｅｎｔ
ＰＧＭ（商標）シーケンサーを用いる、得られた増幅集団の配列決定を記載している。例
示的な実施形態を図３に示す。ある実施形態では、テンプレートウォーキングのための少
なくとも１つのプライマーを、個々のウェルの表面（例えば、フロア）上に固定し、ここ
では個々のウェルが、対応するトランジスタに対して作動可能に接続される。
【０２０２】
　テンプレート調製：ライブラリーは、Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　ＳＯＬｉ
Ｄ　４．０　Ｕｓｅｒ　Ｍａｎｕａｌに記載のように調製した。要するに、Ｅ．ｃｏｌｉ
株ＤＨ１０Ｂから単離した２μｇのゲノムＤＮＡを、Ｃｏｖａｒｉｓ　Ｓ２システムを用
いて剪断した。剪断されたＤＮＡを、末端修復して、ＳＯＬｉＤ　Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｃｏ
ｌｕｍｎ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｋｉｔで精製した。
【０２０３】
　二本鎖のアダプター（「イオンアダプター（ＩＯＮ　Ａｄａｐｔｏｒ）１」）を、ＳＯ
ＬｉＤ（商標）４Ｓｙｓｔｅｍ（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ，Ｌｉｆｅ　Ｔ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）のユーザーマニュアルの添付物Ｃの手順によって、お互いに対
して一本鎖の相補性オリゴヌクレオチドイオンアダプターオリゴ１およびイオンアダプタ
ーオリゴ１'をハイブリダイズすることによって調製した。イオンアダプターオリゴ１は
、３０マー長（すなわち、３０ヌクレオチド長）のプライミング配列を含み、かつイオン
アダプターオリゴ１'は、この３０マーのプライミング配列の相補体を５'末端に、さらに
追加の２つのチミジン残基（「ＴＴ」）を３'末端に含んだ。イオンアダプターオリゴ１
とイオンアダプターオリゴ１'とのハイブリダイゼーションは、二本鎖のアダプター「イ
オンアダプター１」を形成し、これは、３０マーの二本鎖のプライミング配列を備え、か
つ１つの平滑末端および１つの「スティッキー」末端を有し、この末端が２つの追加のＴ
残基の３'オーバーハングを含んでいる。第三のプライマー、イオンアダプターＡ　ＰＣ
Ｒプライマー（イオンアダプターオリゴ（ＩＯＮ　Ａｄａｐｔｏｒ　Ｏｌｉｇｏ）１の最
初の２０ヌクレオチドのみを含む）を、下に記載のようにＰＣＲ工程で用いた。
【０２０４】
　同様に、第二の二本鎖のアダプター（「イオンアダプター２」）は、ＳＯＬｉＤ４．０
ユーザーマニュアルの添付物Ｃの手順を用いて、相補性の一本鎖オリゴヌクレオチドイオ
ンＴテールアダプターオリゴ２およびイオンＡテールアダプターオリゴ２'をハイブリダ
イズすることによって調製した。イオンＴテールアダプターオリゴ２は、５２マー長であ
り、かつ３０ヌクレオチドのプライミング配列を５'末端に、続いて２２チミジン（「Ｔ
」）残基のストレッチを３'末端に含んだ。イオンＡテールアダプターオリゴ２'は、５０
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マー長であって、２０個のアデニン（「Ａ」）のストレッチ残基を５'末端に、続いてイ
オンＴテールアダプターオリゴ２のプライミング配列に相補的な３０ヌクレオチドのスト
レッチを含んだ。イオンＴテールのアダプターオリゴ２とイオンＴテールアダプターオリ
ゴ２'とのハイブリダイゼーションによって、二本鎖のアダプター「イオンアダプター２
」が形成され、これは２０マーのポリ－Ａ／ポリ－Ｔ二重鎖に隣接する３０マーの二本鎖
プライミング配列を含み、１つの平滑末端および１つの「スティッキー」末端（２つの追
加のＴ残基の３'オーバーハングを含む）を有する。
【０２０５】
　二本鎖のアダプターであるイオンアダプター（Ｉｏｎ　Ａｄａｐｔｏｒ）１およびイオ
ンアダプター２を、末端修復されたＤＮＡにライゲーションした。このライゲーション生
成物をサイズ選択して、以下のプライマーを用いる８サイクルの増幅に供した：イオンア
ダプターＡ　ＰＣＲプライマー（これは、イオンアダプターオリゴ１の最初の２０ヌクレ
オチドのみを含んだ）およびイオンＴ－テールのアダプターオリゴ２。増幅された反応生
成物を、サイズ選択に供して、２０９ｂｐのメジアン径を有する最終適合した二本鎖ＤＮ
Ａライブラリーを生じる。
【０２０６】
　核酸の等温性増幅：上記のように得た適合された二本鎖のライブラリーを、３０マーの
ポリＡプライマーを含むポリマーマトリクスと混合した（これらのマトリクスは、Ｓｃａ
ｆｆｏｌｄｅｄ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｐａｒｔｉｃｌｅｓ（足
場付きの核酸ポリマー粒子）の「ＳＮＡＰＰ」として本明細書に言及され、これは本質的
に、米国特許公開第２０１００３０４９８２号，Ｈｉｎｚらに記載のとおり調製された）
。
【０２０７】
　粒子に対するテンプレートのアニーリング：二本鎖ライブラリーを、ＳＮＡＰＰ粒子に
対してアニーリングした。要するに、一千万個のＳＮＡＰＰを緩衝液中で２回洗浄した（
各々の洗浄は、ＳＮＡＰＰに再懸濁するためにピペッティングで上下すること、次いで遠
心分離によってＳＮＡＰＰをペレット化することによって行った）。
【０２０８】
　ライブラリーが総容積１００μｌ中で１つのＳＮＡＰＰあたり１つの二本鎖のテンプレ
ート分子という平均比で添加されるように、ｄｓＤＮＡアダプターライゲーションおよび
サイズ選択のライブラリーを緩衝液中に希釈した。
【０２０９】
　テンプレートライブラリーを、以下のサーモサイクリングプログラムを行うことによっ
てＳＮＡＰＰに対してハイブリダイズした：
　９５℃で３分間
　５０℃で１分間
　４０℃で１分間
　３０℃で１分間
　２５℃で２分間。
【０２１０】
　テンプレート－アニーリングしたＳＮＡＰＰを緩衝液中で２回洗浄した。
【０２１１】
　等温性テンプレート反応および処理：アニーリングされかつ洗浄されたＳＮＡＰＰを以
下の増幅反応混合物に再懸濁した：
１Ｘ　Ｐｈｉ２９　ＤＮＡ　ポリメラーゼ反応緩衝液０．ｌｍｇ／ｍＬ　ＢＳＡ、１μＭ
イオンアダプターＡ　ＰＣＲプライマー、１ｍＭ等モルｄＮＴＰ混合物および１００Ｕ　
Ｐｈｉ２９酵素（ＮＥＢ＃Ｍ０２６９Ｌ）。
【０２１２】
　ＳＮＡＰＰを含んでいる増幅反応混合物を次に、サーモミキサー（ｔｈｅｒｍｏｍｉｘ
ｅｒ）中で、１０００ＲＰＭで振盪しながら以下のとおりインキュベートした：
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　３０℃で６時間
　６５℃で３０分間。
【０２１３】
　ＳＮＡＰＰＳを、ペレット化して、Ｌｉｆｅ　ＴＥＸ緩衝液中で２回洗浄した。
【０２１４】
　次いで、ＳＮＡＰＰ上の二本鎖の増幅されたＤＮＡを変性して、イオン変性溶液（１２
５ｍＭのＮａＯＨ、０．１％のＴｗｅｅｎ－２０）中での２回の洗浄であって、各々の洗
浄について室温で５分のインキュベーションによる洗浄によって、ＳＮＡＰＰに共有結合
されていない相補鎖を除去した。
【０２１５】
　次いで、ＳＮＡＰＰＳを、Ｌｉｆｅ　ＴＥＸ緩衝液（１０ｍＭのＴｒｉｓ，１ｍＭのＥ
ＤＴＡ、０．０１％のＴｒｉｔｏｎＸ－１００）中で２回洗浄した。次いで、ＳＮＡＰＰ
を、下記のように、Ｉｏｎ　Ｔｏｒｒｅｎｔ　ＰＧＭ（商標）シーケンサーを用いてイオ
ンベースの配列決定反応に供した。
【０２１６】
Ｉｏｎ　Ｔｏｒｒｅｎｔ　ＰＧＭ（商標）シーケンサーを用いる配列決定
　増幅されたＤＮＡを含んでいるＳＮＡＰＰを、ＧｉｂｃｏブランドのＰＢＳ，ｐＨ　７
．２（１．５４ｍＭのリン酸二水素カリウム、１５５．１７ｍＭの塩化ナトリウム、２．
７１ｍＭの二塩基性リン酸ナトリウム）と０．２％Ｔｗｅｅｎ－２０を含むアニーリング
緩衝液中で２回洗浄した。
【０２１７】
　５μｌのイオン配列決定プライマー（品番６０２－１０２１－０３（Ｎｕｃｌｅｏｔｉ
ｄｅｓ，Ｅｎｚｙｍｅ　ａｎｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌｓ　Ｋｉｔ中で提供されるような）、品
番４４６２９１６（Ｉｏｎ　ＰＧＭ（商標）３１４　Ｓｅｑｕｅｎｃｉｎｇ　Ｋｉｔの）
、品番４４６２９０９；Ｉｏｎ　Ｔｏｒｒｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓ（Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｃｏｒｐ．，Ｃａｒｌｓｂａｄ，ＣＡの子会社）を、洗浄したＳＮＡ
ＰＰに添加して、以下のとおりサーモサイクラー中でハイブリダイズした：
　９５℃で２分間
　３７℃で２分間　
【０２１８】
　アニーリングされたＳＮＡＰＰは、アニーリングされた緩衝液中で２回洗浄され、最終
洗浄後、ＳＮＡＰＰペレット上に約７μｌの緩衝液が残った。
【０２１９】
　１μｌのイオン配列決定（Ｉｏｎ　Ｓｅｑｕｅｎｃｉｎｇ）ポリメラーゼ（品番６０２
－１０２３－０１（Ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ，Ｅｎｚｙｍｅ　ａｎｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌｓ
　Ｋｉｔで提供される）、品番４４６２９１６（Ｉｏｎ　ＰＧＭ（商標）３１４配列決定
キットの）、品番４４６２９０９；Ｉｏｎ　Ｔｏｒｒｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓ（Ｌｉｆｅ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｃａｒｌｓｂａｄ，ＣＡの子会社）を、ＳＮＡＰＰに添加
して、その混合物を室温で５分間インキュベートした。
【０２２０】
　ＳＮＡＰＰを、水浴中で１０秒間穏やかに超音波処理して、あらゆる凝集塊を分散させ
た。
【０２２１】
　２μｌの５０％のグリセロール（アニーリング緩衝液中で希釈）を添加して、サンプル
をイオン配列決定３１４キット（Ｉｏｎ　Ｓｅｑｕｅｎｃｉｎｇ　３１４　Ｋｉｔ）（品
番４４６２９０９、Ｉｏｎ　Ｔｏｒｒｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｉｅｓ）のＩｏｎ　Ｔｏｒｒｅｎｔ　ＰＧＭ（商標）３１４配列決定チップ上にロ
ードした。要するに、このチップを５０μｌのアニーリング緩衝液（品番６０３－１０４
７－０１（ＰＧＭ試薬キット，品番４４６５４５５，Ｉｏｎ　Ｔｏｒｒｅｎｔ　Ｓｙｓｔ
ｅｍｓに含まれる））の添加によってプライムした。１０μｌのサンプルをチップのポー
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トに注入し、そのチップを次に、１０分間遠心分離した。ＰＧＭ（商標）配列決定試行を
、標準的なヌクレオチドフローオーダーを用いて５５サイクル行った。
【０２２２】
　この方法を用いて、最小でＱ１７のクオリティーを有する全部で２１のアラインメント
（最大で２％までのエラーを許容する）を生成し、これは、ＤＨ１０ｂ配列の１３９１個
のマッピングされた塩基に相当する。これらの配列決定の読み取りに含まれるのは、Ｑ２
０のクオリティーについての基準を満たす１８のアラインメント（１％のエラーのみを許
容する）であって、これは９５６個のマッピングされた塩基に相当する。得られた最長の
アラインメントは、Ｑ２０のクオリティーを有する１０９塩基であった（１％のエラー、
この場合、１塩基不一致）。最長の完全マッピングの読み取り（すなわち、エラーなしの
読み取り）は９５塩基長であった。
【０２２３】
実施例７
「二重」ウォーキング
　本実施例では、フォワードおよびリバースプライマーの両方が、最適な等温性増幅条件
で局所変性しやすいブリーザブルＰＢＳを有する。従って、各々のＰＢＳは、新規な伸長
されていないプライマーと再会合するための対応する傾向を有する。フォワードプライマ
ーは、支持体上に固定され、従ってフォワードＰＢＳは、第一のフォワードプライマーか
らの解離後に、第一のフォワードプライマーの近くに固定される第二の異なるフォワード
プライマーと再ハイブリダイズし得る。同様に、リバースＰＢＳは、第一の可溶性のリバ
ースプライマーから解離して、第二の可溶性のリバースプライマーに再ハイブリダイズし
、これが次に伸長される傾向がある。
【０２２４】
　以下の増幅反応を行った。
【０２２５】
　ハイブリダイゼーション：テンプレート、１×ＳＳＰＥｔ緩衝液中で総濃度１００ｐＭ
、および熱によって事前変性（９５℃で３分間）し、氷上に保持した。１２μｌを各々の
レーンに添加した。混合物を７５℃に２分間、５０℃に１分間、４０℃に１分間、３０℃
に１分間、２５℃に２分間供した。レーンを、０．１×ＳＳＰＥｔ（２×１ｍｌ）で洗浄
した。
【０２２６】
　プライマー伸長：以下のマスター混合物を調製した：５μｌの１０×ＮＥＢ緩衝液２；
０．５μｌの１００ｍＭのｄＮＴＰ；１μｌのＫｌｅｎｏｗ（ＮＥＢ　５ｕ／μｌ、Ｍ０
２１２Ｌ）；４３．５μｌのｄＨ２Ｏ（全部で５０μｌ）。１２ｕＬの反応混合物を、全
てのレーンに添加し、３７℃で３０分間インキュベートした。レーンを２×ＳＳＣ＋０．
１％のＳＤＳ、１×ＴＭＡＸ（１ｍｌ）で洗浄して、１×ＮＥＢ　ＴｈｅｒｍｏＰｏｌ緩
衝液とともに６０℃で４０分間インキュベートして、２×ＳＳＣ＋０．１％ＳＤＳ、１×
ＴＭＡＸ（１ｍｌ）を用いて再度洗浄した。
【０２２７】
　テンプレートウォーキング：以下のマスター混合物を調製した：１０μｌの１０×ＮＥ
Ｂ　ＴｈｅｒｍｏＰｏｌ　Ｂｕｆｆｅｒ；２μｌの１００ｍＭのｄＮＴＰ；５０μｌの可
溶性のプライマーＰＥ；４０μｌのＢｓｔ（ＮＥＢ１２０ｕ／μｌ）；４７μｌのｄＨ２

Ｏ（全部で１００μｌ）。１２μｌのマスター混合物を各々のレーンに添加して、６０℃
で３０分間インキュベートした。１２μｌの上清を取り出して、１：１００に希釈し、５
μｌをＴａｑｍａｎアッセイに用いた。レーンを２×ＳＳＣ＋０．１％ＳＤＳ、１×ＴＭ
ＡＸ（１ｍｌ）で洗浄した。ＨｉＤｉ洗浄液（２×１２μＬ５分間）中で、レーンを１×
ＴＭＡＸ（２×１ｍｌ）で洗浄した。
【０２２８】
　ＴａｑＭａｎ反応のために、反応混合物は、１０μｌのＴａｑＭａｎ　Ｆａｓｔ　Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｍａｓｔｅｒ　Ｍｉｘ，Ｎｏ　ＵＮＧ；１μｌの２０×プライマープロ
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ーブ混合物；４μｌのＨ２Ｏ；５μｌのストック溶液（Ｓｔｏｃｋ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ）
（全体で２０μｌ）を用いて調製した。この混合物を９５℃（２０秒間）および４０サー
モサイクル（９５℃３秒、６０℃３０秒）に、続いて、データ収集に供した。
【０２２９】
　２つのブリーザブルプライマー（固定された「フォワード」プライマーおよび可溶性の
遠位「リバース」プライマー（下の表２ではＰｅまたはＰｄと命名））を用いる増幅は、
１つのブリーザブルプライマー単独を用いるよりも効果的であった。
【０２３０】
【表２】

【０２３１】
　当業者は、慣用的な実験程度を用いて、本明細書に記載される本発明の特定の実施形態
に対する多くの等価物を認識するか、または解明できる。本発明の範囲は、上記の説明に
限定されることを意図しない。
【０２３２】
　本文脈から別途明らかである場合を除いて、なんらかの特徴が任意の他のものと組み合
わせて特許請求されてもよいし、または別の特徴と組み合わせては存在しないものとして
特許請求されてもよい。ある特徴は、本発明を特徴付け得る情報の任意の１つである可能
性があり、または特許請求の範囲、例えば、任意の変化、工程、特徴、特性、組成物、方
法、工程、程度、レベル、構成要素、材料、物質、要素、方式、変数、態様、測定値、量
、選択肢、実施形態、条項、記述用語、特許請求の範囲の要素または制限を限定する可能
性もある。
【０２３３】
　一般には、本明細書に記載の特徴は、本明細書で必要であるとして明示されない限り、
任意選択的であるものとする。本明細書においてある特徴が任意選択的とみなされること
を示している言葉の非限定的な例は、「変形（ｖａｒｉａｔｉｏｎ）」、「そこで（ｗｈ
ｅｒｅ）」、「その間に（ｗｈｉｌｅ）」、「そのとき（ｗｈｅｎ）」、「必要に応じて
（ｏｐｔｉｏｎａｌｌｙ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」、「好ましい（ｐｒｅｆｅｒ
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ｒｅｄ）」、「特別な（ｅｓｐｅｃｉａｌ）」、「推奨される（ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ
）」、「望ましい（ａｄｖｉｓａｂｌｅ）」、「特別な（ｐａｒｔｉｃｕｌａｒ）」、「
すべきである（ｓｈｏｕｌｄ）」、「別の（ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ）」、「典型的な（
ｔｙｐｉｃａｌ）」、「代表的な（ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ）」、「種々の（ｖａ
ｒｉｏｕｓ）」、「例えば（ｓｕｃｈ　ａｓ）」、「など（ｔｈｅ　ｌｉｋｅ）」、「で
きる（ｃａｎ）」、「し得る（ｍａｙ）」、「例（ｅｘａｍｐｌｅ）」、「実施形態（ｅ
ｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」または「態様（ａｓｐｅｃｔ）」、「ある場合には（ｉｎ　ｓｏ
ｍｅ）」、「例（ｅｘａｍｐｌｅ）」、「例示的な（ｅｘｅｍｐｌａｒｙ）」、「事例（
ｉｎｓｔａｎｃｅ）」、「もし（ｉｆ）」などの用語、またはこのような用語の任意の組
み合わせおよび／もしくは変化が挙げられる。
【０２３４】
　ある特徴が随意的であるというなんらかの指示は、任意選択的な特徴に関して、閉鎖さ
れた言葉または排他的な言葉またはネガティブな言葉を含む、特許請求の範囲に対して適
切な支持を提供することを意図する（例えば、米国特許法第１１２条または欧州特許条約
の８３条および８４条のもとで）。排他的な言葉は特に、特定の言及された特徴がなんら
かの追加的な主題を含むことを排除する。例えば、Ａが薬物Ｘであり得るということが示
されるならば、このような言葉は、ＡがＸ単独からなること、またはＡがＸ以外になんら
他の薬物を含まないことを明示的に特定する特許請求項に対する支持を提供することを意
図する。「ネガティブ」な言葉は、特許請求の範囲からその任意選択的な特徴自体を明示
的に除外する。例えば、Ａという要素がＸを含む可能性があることが示される場合、この
ような言葉は、ＡがＸを含まないことを明示的に特定する特許請求項に対する支持を提供
することを意図する。
【０２３５】
　排他的またはネガティブな用語の非限定的な例としては、「唯一（ｏｎｌｙ）」、「単
に（ｓｏｌｅｌｙ）」、「～からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）」、「本質的に～
からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）」、「単独（ａｌｏ
ｎｅ）」、「なしで（ｗｉｔｈｏｕｔ）」、「～の非存在下で（ｉｎ　ｔｈｅ　ａｂｓｅ
ｎｃｅ　ｏｆ）（例えば、同じ種類、構造および／または機能の他の物品）」「～を除い
て（ｅｘｃｌｕｄｉｎｇ）」、「～を含まない（ｎｏｔ　ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、「で
はない（ｎｏｔ）」、「しない（ｄｏｅｓｎ'ｔ）」、「できない（ｃａｎｎｏｔ）」ま
たはこのような言葉の任意の組み合わせおよび／もしくは変化が挙げられる。
【０２３６】
　同様に、「ａ」、「ａｎ」、「ｓａｉｄ」または「ｔｈｅ」のような言及は、その文脈
が他を示すのでない限り、単数および／または複数の両方の存在を支持することを意図す
る。例えば、「一匹のイヌ（ａ　ｄｏｇ）」とは、１匹のイヌ、１匹より多くないイヌ、
少なくとも１匹のイヌ、複数のイヌなどについての支持を含むものとする。単一性を示す
限定用語の非限定的な例としては、「単一（ａ　ｓｉｎｇｌｅ）」、「１つ（ｏｎｅ）」
、「単独（ａｌｏｎｅ）」、「１つだけ（ｏｎｌｙ　ｏｎｅ）」、「１以下（ｎｏｔ　ｍ
ｏｒｅ　ｔｈａｎ　ｏｎｅ）」などが挙げられる。（潜在的にまたは実際的に）複数を示
す限定用語の非限定的な例としては、「少なくとも１つ」、「１つ以上の」、「２つ以上
の（ｍｏｒｅ　ｔｈａｎ　ｏｎｅ）」、「２つ以上の（ｔｗｏ　ｏｒ　ｍｏｒｅ）」、「
多数の」、「複数の」、「～の任意の組み合わせ」、「～の任意の順序」、「～の任意の
１つ以上の」などが挙げられる。ある群の１つ以上のメンバーの間の「または（ｏｒ）」
を含む請求項または記述は、その文脈から逆またはそうでない証拠が示されない限り、そ
の群のメンバーのうち１つ、２つ以上または全てが存在するか、使用されるか、そうでな
ければ、所与の生成物またはプロセスに関連する場合に満たされるものと考えられる。
【０２３７】
　さらに、本発明が、本明細書に記載の任意の１つ以上の特徴の全ての変形、組み合わせ
、および順列を包含することが理解されるべきである。任意の１つ以上の特徴は、特定の
除外が本明細書に明らかに示されない場合でさえ、クレームから明らかに除外され得る。
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、本明細書に開示される特定の方法、または当該分野で公知の他の方法のいずれかによっ
て、その試薬の使用に関与する方法と同義である（およびその方法に支持を提供する）も
のとすることもまた理解されるべきである。さらに、本明細書および／または特許請求の
範囲がある方法を開示する場合、本明細書に開示される試薬のうちいずれか１つ以上が、
当業者がそうではないと理解するのでない限り、この方法で用いられ得る。
【０２３８】
　本明細書で引用される全ての刊行物および特許は、本明細書に、あたかも各々の個々の
刊行物または特許が参照によって援用されるように具体的かつ個々に示されるかのように
参照によって援用される。ＧＩＤまたはアクセッション番号によって参照されるＧｅｎｂ
ａｎｋの記録、特に任意のポリペプチド配列、ポリヌクレオチド配列またはそれらのアノ
テーションは、参照によって本明細書に援用される。任意の刊行物の引用は、出願日前の
その開示に関してであり、本発明が、先行発明によってこのような公開に先行すると権利
はないという承認として解釈されるべきではない。
【０２３９】
　本明細書に範囲が示される場合、終末点は含まれる。さらに、他に示されず、文脈上お
よび当業者の理解から他の証拠もない限り、範囲として表現される値は、文脈上明確に他
を示すのでない限り、本発明の異なる実施形態における言及される範囲内の任意の特定の
値または部分的な範囲を、その範囲の下限の単位の十分の一まで仮定し得ることが理解さ
れるべきである。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８Ａ】

【図８Ｂ】 【図８Ｃ】
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