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(57)【要約】
　核酸シーケンシング用組成物及び方法はセンス鎖及び
アンチセンス鎖のシーケンシングと、構築物全体の複数
回の反復シーケンシングの一方又は両方により冗長な配
列決定を実現するために、部分的又は完全に連続する構
築物に２本鎖部分を含む鋳型構築物を含む。他の配列成
分も場合によりこのような鋳型構築物に含まれる。これ
らの構築物の使用及び作製方法と、その用途に用いるシ
ーケンシング用組成物も提供する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋳型核酸セグメントにおけるヌクレオチドのコンセンサス配列の決定方法であって、
鋳型核酸セグメントのセンス鎖とアンチセンス鎖を連続核酸分子に配置する段階と；
ポリメラーゼによる鋳型依存的シーケンシング法でセンス鎖とアンチセンス鎖の両方をシ
ーケンシングする段階と；
センス鎖とアンチセンス鎖の配列から標的核酸セグメントのコンセンサス配列を決定する
段階
を含む前記方法。
【請求項２】
　センス鎖とアンチセンス鎖を部分連続核酸セグメントに配置する請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　センス鎖とアンチセンス鎖を第１の連結オリゴヌクレオチドにより少なくとも第１の末
端に連結する請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　センス鎖とアンチセンス鎖を完全連続核酸セグメントに配置する請求項１に記載の方法
。
【請求項５】
　センス鎖とアンチセンス鎖を夫々第１及び第２の連結オリゴヌクレオチドにより各末端
に連結する請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　センス鎖とアンチセンス鎖の両方をシーケンシングする段階がセンス鎖とアンチセンス
鎖の少なくとも一方を２回以上シーケンシングする段階を含む請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　シーケンシング段階が第１の連結オリゴヌクレオチドの少なくとも一部に相補的なプラ
イマー配列と連続核酸分子を接触させる段階を含む請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　センス鎖とアンチセンス鎖をシーケンシングする段階が完全連続核酸セグメントを２回
以上シーケンシングする段階を含む請求項３に記載の方法。
【請求項９】
　センス鎖とアンチセンス鎖をシーケンシングする段階が完全連続核酸セグメントを３回
以上シーケンシングする段階を含む請求項４に記載の方法。
【請求項１０】
　ポリメラーゼによる鋳型依存的シーケンシング法がポリメラーゼにより取込まれた各ヌ
クレオチドの取込みを検出する段階を含む請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　取込みを検出する段階が個々のポリメラーゼにより取込まれた各ヌクレオチドの取込み
を検出する段階を含む請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　第１及び第２の末端をもつ２本鎖核酸セグメントを含む鋳型核酸と；
鋳型核酸の各鎖を第１の末端に連結する第１のヘアピン型オリゴヌクレオチドと；
鋳型核酸の各鎖を第２の末端に連結する第２のヘアピン型オリゴヌクレオチド
を準備する段階と；
ポリメラーゼによる鋳型特異的核酸シーケンシング法を使用して鋳型核酸の少なくとも一
方の鎖のヌクレオチド配列を決定する段階
を含む核酸配列のシーケンシング方法。
【請求項１３】
　シーケンシング法が２本鎖核酸セグメントの各鎖をシーケンシングする請求項１２に記
載の方法。
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【請求項１４】
　２本鎖核酸セグメントの各鎖からの配列データを比較し、２本鎖セグメントのコンセン
サス配列を決定する段階を含む請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　シーケンシング法が２本鎖核酸セグメントの少なくとも一方の鎖を２回以上シーケンシ
ングする請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　少なくとも一方の鎖を２回以上シーケンシングして得られた配列データを比較し、２本
鎖核酸セグメントのコンセンサスヌクレオチド配列を決定する段階を含む請求項１５に記
載の方法。
【請求項１７】
　シーケンシング法が２本鎖核酸セグメントの各鎖を２回以上シーケンシングする請求項
１３に記載の方法。
【請求項１８】
　２本鎖核酸セグメントの各鎖を２回以上シーケンシングして得られた配列データを比較
し、２本鎖核酸セグメントのコンセンサスヌクレオチド配列を決定する段階を含む請求項
１７に記載の方法。
【請求項１９】
　第１のヘアピン型オリゴヌクレオチドと第２のヘアピン型オリゴヌクレオチドの少なく
とも一方がプライマー認識配列を含む請求項１２に記載の方法。
【請求項２０】
　第１及び第２のヘアピン型オリゴヌクレオチドの少なくとも一方がレジストレーション
配列を含む請求項１２に記載の方法。
【請求項２１】
　鋳型核酸の２本鎖核酸セグメントに沿ってポリメラーゼによる鋳型特異的核酸合成を可
能にする条件下でシーケンシング法を実施する請求項１２に記載の方法。
【請求項２２】
　ポリメラーゼによる核酸合成が鎖置換型ポリメラーゼ酵素の使用を含む請求項２１に記
載の方法。
【請求項２３】
　第１及び第２の末端をもつ２本鎖核酸セグメントを含む鋳型核酸と；
鋳型核酸の各鎖を第１の末端に連結する第１のヘアピン型オリゴヌクレオチド
を準備する段階と；
ポリメラーゼによる鋳型特異的核酸シーケンシング法を使用して鋳型核酸のヌクレオチド
配列を決定する段階
を含む核酸配列のシーケンシング方法。
【請求項２４】
　鋳型核酸を準備する段階がサンプル核酸の１領域の反平行増幅を含む請求項２３に記載
の方法。
【請求項２５】
　第１及び第２の相補的核酸鎖と；
第１の核酸鎖の３’末端を第２の核酸鎖の５’末端に連結する第１の連結核酸と；
第１の核酸鎖の５’末端を第２の核酸鎖の３’末端に連結する第２の連結核酸
を含む鋳型核酸セグメントを準備する段階と；
鋳型核酸セグメントの少なくとも一部に相補的なプライマー配列と鋳型核酸セグメントを
接触させる段階と；
鋳型依存的プライマー伸長をモニターし、鋳型核酸セグメントのヌクレオチド配列を決定
する段階
を含む核酸セグメントのシーケンシング方法。
【請求項２６】
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　第１及び第２の相補鎖を含む２本鎖セグメントと、第１鎖の３’末端を第２のセグメン
トの５’末端に連結する少なくとも第１の１本鎖オリゴヌクレオチドセグメントを含む鋳
型核酸を準備する段階と；
鋳型依存的合成反応に取込まれるヌクレオチドをモニターし、第１鎖と連結オリゴヌクレ
オチドセグメントと第２鎖のヌクレオチド配列を同定する段階
を含む核酸のシーケンシング方法。
【請求項２７】
　２本鎖標的核酸セグメントを準備する段階と；
２本鎖標的核酸セグメントの第１鎖の３’末端を２本鎖標的核酸セグメントの第２鎖の５
’末端に連結する第１の連結オリゴヌクレオチドを準備し、第２鎖の３’末端を第１鎖の
５’末端に連結する第２の連結オリゴヌクレオチドを準備する段階と；
第１及び第２の連結オリゴヌクレオチドの少なくとも一方の内側にプライマー認識配列を
配置する段階
を含む核酸配列決定用鋳型核酸の作製方法。
【請求項２８】
　第１及び第２の連結オリゴヌクレオチドが２本鎖標的核酸セグメントの末端にライゲー
ションされたヘアピン型アダプターオリゴヌクレオチドを含む請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　第１及び第２の連結オリゴヌクレオチドが標的核酸セグメントの第１及び第２鎖の各々
の３’末端に１本鎖伸長オリゴヌクレオチドセグメントを含み；
１本鎖伸長オリゴヌクレオチドセグメントの各々を２本鎖標的核酸セグメントの夫々第２
鎖及び第１鎖の５’末端にライゲーションする段階を更に含む請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　鋳型核酸セグメントのコンセンサス核酸配列の決定方法であって、
鋳型核酸セグメントのセンス鎖とアンチセンス鎖を連続核酸分子に配置する段階と；
連続核酸分子を連続核酸分子の少なくとも一部に相補的なプライマー配列とポリメラーゼ
酵素とに接触させ、複数種のヌクレオチド又はヌクレオチドアナログの存在下で核酸合成
複合体を得、個々の複合体を光学的に分解可能に個々の核酸合成複合体を支持体上に配置
する段階と；
個々の複合体により鋳型依存的に核酸合成反応に取込まれたヌクレオチド又はヌクレオチ
ドアナログをモニターし、センス鎖とアンチセンス鎖の核酸配列を決定する段階と；
センス鎖とアンチセンス鎖の核酸配列を比較し、鋳型核酸のコンセンサス核酸配列を決定
する段階
を含む前記方法。
【請求項３１】
　第１及び第２の末端をもつ２本鎖セグメントを含む鋳型核酸と；
鋳型核酸の各鎖を第１の末端に連結する第１のヘアピンループと；
鋳型核酸の各鎖を第２の末端に連結する第２のヘアピンループ
を作製する段階と；
ポリメラーゼによる鋳型特異的核酸シーケンシング法を使用して鋳型核酸のヌクレオチド
配列を決定する段階
を含む核酸配列のシーケンシング方法。
【請求項３２】
　第１及び第２の相補的核酸鎖と；
第１の核酸鎖の３’末端を第２の核酸鎖の５’末端に連結する第１の連結核酸と；
第１の核酸鎖の５’末端を第２の核酸鎖の３’末端に連結する第２の連結核酸
を含む鋳型核酸配列を作製する段階と；
鋳型核酸配列を鋳型核酸の少なくとも一部に相補的なプライマー配列と接触させる段階と
；
鋳型依存的プライマー伸長をモニターし、鋳型核酸配列のヌクレオチド配列を決定する段
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階
を含む核酸配列のシーケンシング方法。
【請求項３３】
　第１及び第２の相補鎖を含む２本鎖セグメントと、第１鎖の３’末端を第２のセグメン
トの５’末端に連結する少なくとも第１の１本鎖オリゴヌクレオチドセグメントを含む鋳
型核酸を作製する段階と；
鋳型依存的合成反応に取込まれたヌクレオチドをモニターし、第１鎖と連結オリゴヌクレ
オチドセグメントと第２鎖のヌクレオチド配列を同定する段階と；
鋳型核酸のヌクレオチド配列をコンピュータ読取り可能な媒体に記録する段階
を含む核酸のシーケンシング方法。
【請求項３４】
　複数の別個の核酸サンプルの各々から鋳型核酸セグメントを作製する段階（なお、鋳型
核酸セグメントは核酸サンプルの２本鎖セグメントを含み、２本鎖セグメントの第１鎖は
連結オリゴヌクレオチドにより２本鎖セグメントの第２鎖に連結され、各別個の核酸サン
プルの連結オリゴヌクレオチドはユニークな識別可能な配列特徴を含む）と；
複数の別個の核酸サンプルからの鋳型核酸セグメントをプールする段階と；
プール段階でプールした鋳型核酸セグメントをシーケンシングする段階と；
シーケンシング段階で同定されたユニークな識別可能な配列特徴に少なくとも部分的に基
づいて別個の核酸サンプルに由来する核酸配列を同定する段階
を含む核酸サンプルのシーケンシング方法。
【請求項３５】
　第１鎖セグメントと、第１鎖セグメントに実質的に相補的な第２鎖セグメントを含む２
本鎖核酸セグメントと；
第１鎖セグメントの３’末端を第２鎖セグメントの５’末端に連結する少なくとも第１の
連結オリゴヌクレオチドセグメント
を含む鋳型核酸と；
鋳型核酸の少なくとも一部とハイブリダイズし、ポリメラーゼによる核酸合成を開始する
ことが可能なプライマー配列と；
ポリメラーゼ酵素
を含有する組成物。
【請求項３６】
　プライマーが第１の連結オリゴヌクレオチドセグメントの一部とハイブリダイズするこ
とが可能である請求項３５に記載の組成物。
【請求項３７】
　更に第１鎖の５’末端を第２鎖の３’末端に連結する第２の連結オリゴヌクレオチドセ
グメントを含む請求項３５に記載の組成物。
【請求項３８】
　鋳型とプライマーとポリメラーゼが複合体として存在する請求項３５に記載の組成物。
【請求項３９】
　複合体が支持体表面に固定化されている請求項３８に記載の組成物。
【請求項４０】
　複合体が個々の複合体を相互に光学的に分解可能に支持体表面に固定化されている請求
項３９に記載の組成物。
【請求項４１】
　個々の複合体が別個のゼロモード導波管の内側に固定化されている請求項４０に記載の
組成物。
【請求項４２】
　複合体がプライマー配列又はポリメラーゼの一方と支持体の表面の結合により支持体表
面に固定化されている請求項３９に記載の組成物。
【請求項４３】
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　支持体に１本以上のゼロモード導波管が配置されており、複合体が１本以上のゼロモー
ド導波管のコアの内側に固定化されている請求項３９に記載の組成物。
【請求項４４】
　更に検出可能なラベル成分で標識された複数種のヌクレオチドアナログを含有する請求
項３５に記載の組成物。
【請求項４５】
　検出可能なラベル成分が蛍光部分、エネルギー供与体部分、蛍光クエンチャー部分、Ｆ
ＲＥＴ供与体、ＦＲＥＴ受容体、及び蛍光ナノ結晶の１種以上を含む請求項４４に記載の
組成物。
【請求項４６】
　第１の連結オリゴヌクレオチドと；
第１の連結オリゴヌクレオチドの少なくとも一部に相補的なプライマー配列と；
第１の連結オリゴヌクレオチドを２本鎖鋳型の第１鎖の３’末端と２本鎖鋳型核酸の第２
鎖の５’末端に連結するための１種以上のライゲーション試薬
を含む鋳型作製キット。
【請求項４７】
　鋳型核酸と、ポリメラーゼ酵素と、鋳型配列の少なくとも一部に相補的なプライマー配
列を含む複合体であって、鋳型配列がセンス鎖とアンチセンス鎖をもつ２本鎖セグメント
と、センス鎖の５’末端をアンチセンス鎖の３’末端に連結する少なくとも第１の連結オ
リゴヌクレオチドを含む前記複合体を含む反応混合物と；
検出可能な標識基を付けた少なくとも第１のヌクレオチド又はヌクレオチドアナログと；
ポリメラーゼによるプライマー伸長産物への第１のヌクレオチド又はヌクレオチドアナロ
グの取込みを検出するように構成された検出システム
を含む核酸鋳型のシーケンシングシステム。
【請求項４８】
　更に検出システムに作動的に接続されたプロセッサを含み、前記プロセッサが検出シス
テムからプロセッサに転送されたシグナルデータをユーザにより解釈可能な核酸配列情報
に変換するためのマシン搭載命令セットを含む請求項４７に記載のシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願とのクロスリファレンス）
　本願は２００８年３月２８日付け米国仮特許出願第６１／０７２，１６０号及び２００
８年９月２４日付け米国仮特許出願第６１／０９９，６９６号の優先権を主張し、その開
示内容全体を全目的で本願に援用する。
【０００２】
　本願は更に２００８年１２月１９日付け米国仮特許出願第６１／１３９，４０２号、２
００９年３月２７日付け米国特許出願［番号未付与］（代理人整理番号０１－００７７０
１）及び２００９年３月２７日付け米国特許出願［番号未付与］（代理人整理番号０１－
００５９０２）に関連し、その開示内容全体を全目的で本願に援用する。
【０００３】
　（連邦政府支援研究に関する陳述）
　適用外。
【背景技術】
【０００４】
　全生物の枠組みの青写真となる遺伝子コードの解読が可能になり、無数の分野で無数の
進歩をもたらしている。疾病診断から進化関係及び／又は多様性の同定、新規材料及び組
成物の開発における遺伝子枠組みの操作に至るまで、この解読は既に人類に恩恵を与え、
更に今後も与え続けるであろう無数の進歩への扉を開いた。
【０００５】
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　これらの進歩に切り離すことができないのは遺伝子コードの解読及び／又は特性決定に
用いる技術の進歩であった。例えば、核酸シーケンシング技術の開発により、遺伝子コー
ドを構成する核酸配列の塩基単位の同定が可能になり、完全ヒトゲノムが解明されるに至
った。その他の進歩としては、患者又は他の生体サンプルからの遺伝子パターンを比較的
簡単に同定できる迅速アレイ技術が挙げられる。
【０００６】
　個々の技術的進歩に伴い、進歩を遂げた分野に関係する関連又は付随技術の進歩により
最新技術を更に改善する可能性がある。例えば、蛍光色素化学の進歩は生体反応とその生
成物の簡単な光学解析を可能にすることにより遺伝子技術に更に多くの進歩をもたらした
。同様に、マイクロフルーイディク技術の開発は流体及び試薬操作に進歩をもたらし、旧
来の手段ではこれまで達成できなかった再現性を実現した。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は遺伝子解析で使用され、このような解析における精度と使用し易さを強化する
ことができる改良型方法、システム及び組成物に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は改良型核酸鋳型構築物、このような構築物を組込んだ組成物、キット及びシス
テム、並びにこのような構築物の作製及び使用方法を提供する。
【０００９】
　第１の側面において、本発明は鋳型核酸セグメントにおけるコンセンサスヌクレオチド
配列の決定方法を提供する。前記方法は鋳型核酸セグメントのセンス鎖とアンチセンス鎖
を連続核酸分子に配置する段階を含む。次に、ポリメラーゼによる鋳型依存的シーケンシ
ング法でセンス鎖とアンチセンス鎖の両方をシーケンシングする。次に、センス鎖とアン
チセンス鎖の配列から標的核酸セグメントのコンセンサス配列を決定する。
【００１０】
　１関連側面において、本発明は第１及び第２の末端をもつ２本鎖核酸セグメントを含む
鋳型核酸を準備する段階を含む核酸配列のシーケンシング方法を提供する。第１のヘアピ
ン型オリゴヌクレオチドが鋳型核酸の各鎖を第１の末端に連結し、第２のヘアピン型オリ
ゴヌクレオチドが鋳型核酸の各鎖を第２の末端に連結する。次に、ポリメラーゼによる鋳
型特異的核酸シーケンシング法を使用して鋳型核酸の少なくとも一方の鎖のヌクレオチド
配列を決定する。
【００１１】
　更に別の側面において、本発明は第１及び第２の末端をもつ２本鎖核酸セグメントを含
む鋳型核酸を準備する段階を含む核酸配列のシーケンシング方法として、第１のヘアピン
型オリゴヌクレオチドが鋳型核酸の各鎖を第１の末端に連結する方法を提供する。次に、
ポリメラーゼによる鋳型特異的核酸シーケンシング法を使用して鋳型核酸のヌクレオチド
配列を決定する。
【００１２】
　他の側面では、鋳型核酸セグメントを準備する段階を含む核酸セグメントのシーケンシ
ング方法を提供する。前記セグメントは第１及び第２の相補的核酸鎖と、第１の核酸セグ
メントの３’末端を第２の核酸セグメントの５’末端に連結する第１の連結核酸と、第１
の核酸鎖の５’末端を第２の核酸鎖の３’末端に連結する第２の連結核酸を含む。次に、
鋳型核酸配列を鋳型核酸の少なくとも一部に相補的なプライマー配列と接触させる。次に
、鋳型依存的プライマー伸長反応をモニターし、鋳型核酸のヌクレオチド配列を決定する
。
【００１３】
　更に別の側面において、本発明は第１及び第２の相補鎖を含む２本鎖セグメントと、第
１鎖の３’末端を第２鎖の５’末端に連結する少なくとも第１の１本鎖オリゴヌクレオチ



(8) JP 2011-515102 A 2011.5.19

10

20

30

40

50

ドセグメントを含む鋳型核酸を準備する段階と；鋳型依存的合成反応に取込まれたヌクレ
オチドをモニターし、第１鎖と連結オリゴヌクレオチドセグメントと第２鎖のヌクレオチ
ド配列を同定する段階を含む核酸のシーケンシング方法を提供する。
【００１４】
　他の好ましい側面では、上記連結オリゴヌクレオチド又はヘアピン型オリゴヌクレオチ
ドの１個以上の内側にプライマー認識配列等の制御配列を配置する。
【００１５】
　関連側面において、本発明は鋳型核酸セグメントのコンセンサス核酸配列の決定方法と
して、鋳型核酸セグメントのセンス鎖とアンチセンス鎖を連続核酸分子の内側に配置する
方法を提供する。連続核酸分子を連続核酸分子の少なくとも一部に相補的なプライマー配
列及びポリメラーゼ酵素と接触及び／又は複合体化させ、複数種のヌクレオチド又はヌク
レオチドアナログの存在下で核酸合成複合体を得、個々の複合体を光学的に分解可能に個
々の核酸合成複合体を支持体上に配置する。次に個々の複合体により鋳型依存的に核酸合
成反応に取込まれたヌクレオチド又はヌクレオチドアナログの配列をモニター及び／又は
検出し、センス鎖とアンチセンス鎖の核酸配列を決定する。次にセンス鎖とアンチセンス
鎖の核酸配列を使用又は比較し、鋳型核酸のコンセンサス核酸配列を決定する。
【００１６】
　本発明はプールサンプル法も想定する。例えば、所定側面において、本発明の方法は複
数の別個の核酸サンプルの各々から鋳型核酸セグメントを作製する段階を含み、鋳型核酸
セグメントは核酸サンプルの２本鎖セグメントを含み、２本鎖セグメントの第１鎖は連結
オリゴヌクレオチドにより２本鎖セグメントの第２鎖と連結され、各別個の核酸サンプル
における連結オリゴヌクレオチドはユニークな識別可能な配列特徴を含む。次に複数の別
個の核酸サンプルからの鋳型核酸セグメントをプールし、プールした鋳型核酸セグメント
を次にシーケンシングし、識別可能な配列特徴を同定し、シーケンシング段階で同定され
たユニークな識別可能な配列特徴に少なくとも部分的に基づいて別個の核酸サンプルに由
来する核酸配列を同定する。
【００１７】
　本発明は更に上記方法で有用な組成物にも関する。１側面において、本発明は第１鎖セ
グメントと第１鎖セグメントに実質的に相補的な第２鎖セグメントを含む２本鎖核酸セグ
メントと、第１鎖セグメントの３’末端を第２鎖セグメントの５’末端に連結する少なく
とも第１の連結オリゴヌクレオチドセグメントをもつ鋳型核酸を含む組成物を提供する。
前記組成物は更に一般に鋳型核酸の少なくとも一部とハイブリダイズし、ポリメラーゼに
よる核酸合成を開始することが可能なプライマー配列と、ポリメラーゼ酵素の１種以上を
含む。
【００１８】
　本発明は更に本発明の方法の実施に有用な鋳型作製キットも提供する。このようなキッ
トは一般に第１の連結オリゴヌクレオチドと、第１の連結オリゴヌクレオチドの少なくと
も一部に相補的なプライマー配列と、第１の連結オリゴヌクレオチドを２本鎖鋳型の第１
鎖の３’末端と２本鎖鋳型核酸の第２鎖の５’末端に連結するための１種以上のライゲー
ション試薬を含む。更に、このようなキットは一般に指示プロトコルと、場合により連結
オリゴヌクレオチドを解析用サンプルに由来する２本鎖標的核酸セグメントに連結するた
めの試薬も含む。
【００１９】
　本発明は核酸鋳型のシーケンシング用システムにも関する。前記システムは一般に鋳型
核酸と、ポリメラーゼ酵素と、鋳型配列の少なくとも一部に相補的なプライマー配列から
なる複合体を含む反応混合物を含み、鋳型配列はセンス鎖とアンチセンス鎖をもつ２本鎖
セグメントと、センス鎖の５’末端をアンチセンス鎖の３’末端に連結する少なくとも第
１の連結オリゴヌクレオチドと、検出可能な標識基を付けた少なくとも第１のヌクレオチ
ド又はヌクレオチドアナログと、ポリメラーゼによるプライマー伸長産物への第１のヌク
レオチド又はヌクレオチドアナログの取込みを検出するように構成された検出システムを
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含む。
【００２０】
　以下、例証の目的で非常に詳細に説明するが、当然のことながら、本発明の範囲内で本
発明の各種変形を実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１－Ａ】図１－Ａは単分子リアルタイムシーケンシング法を模式的に示す。図１－Ｂ
は図１－Ａに模式的に示した方法を使用した配列読取りの典型的な短いセグメントを示す
。
【図１－Ｂ】図１－Ａは単分子リアルタイムシーケンシング法を模式的に示す。図１－Ｂ
は図１－Ａに模式的に示した方法を使用した配列読取りの典型的な短いセグメントを示す
。
【００２２】
【図２】本発明で使用される鋳型構築物の２種類の典型的な態様を示す。
【００２３】
【図３】図２に示した構築物を使用した冗長又はコンセンサスシーケンシングを模式的に
示す。
【００２４】
【図４】代替鋳型構築物とシーケンシング法におけるその適用を示す。
【００２５】
【図５】本発明の鋳型構築物を使用したコンセンサスシーケンシング法の全工程を模式的
に示す。
【００２６】
【図６】本発明の鋳型構築物を使用したシーケンシング法の代替アプローチを模式的に示
す。
【００２７】
【図７】本発明で使用される鋳型構築物の典型的な組立方法を模式的に示す。
【００２８】
【図８】鋳型構築物の代替組立方法を模式的に示す。
【００２９】
【図９】本発明の別の鋳型作製方法を模式的に示す。
【００３０】
【図１０】本発明の代替鋳型作製方法を模式的に示す。
【００３１】
【図１１】本発明の鋳型構築物からの配列読取りを示す。
【００３２】
【図１２】一塩基変異体鋳型構築物の模式図を示す。
【００３３】
【図１３】実験的にコールした変異体の百分率に対する反応混合物中の変異体鋳型の百分
率のプロットを示す。
【００３４】
【図１４】本発明の鋳型構築物を使用した完全大腸菌ゲノムに関する配列カバー率のプロ
ットを示す。
【００３５】
【図１５】複製起点から遠ざかることによる大腸菌ゲノムの複製低下について補正しない
場合（パネルＡ）と補正した場合（パネルＢ）の両方の大腸菌ゲノムシーケンシングから
のカバー率に対する塩基数のプロットを示す。
【００３６】
【図１６】１個の連続鋳型構築物でシーケンシングした大腸菌に由来する大きな反復イン
サートの模式図を示す。
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【発明を実施するための形態】
【００３７】
　Ｉ．概説
　本発明は一般に、核酸配列解析、特に標的核酸のヌクレオチド配列の同定に鋳型依存的
合成を利用する配列解析を実施するための改良型方法、システム及び組成物に関する。鋳
型依存的合成を利用する核酸配列解析はプライマー伸長反応等の鋳型による合成反応中に
個々の塩基又は塩基群を添加しながら同定するが、この場合、塩基の種類は合成中にプラ
イマー配列をハイブリダイズさせる鋳型配列に相補的である必要がある。他のこのような
方法としては、基礎鋳型配列中のヌクレオチド配列を同定するためにオリゴ又はポリヌク
レオチドを前記配列と複合体化するライゲーション法が挙げられる。一般に、このような
方法はＤＮＡポリメラーゼ、ＲＮＡポリメラーゼ、逆転写酵素等の核酸ポリメラーゼ、又
はライゲーション法の場合には他の酵素（例えばリガーゼ）を使用して酵素により実施さ
れる。 
【００３８】
　鋳型依存的合成を使用する配列解析としては多数の各種方法が挙げられる。例えば、広
く実施されている４色サンガーシーケンシング法では、鋳型分子集団を使用して相補的フ
ラグメント配列集団を作製する。各種ターミネーター（ｄｄＡＴＰ，ｄｄＧＴＰ，ｄｄＴ
ＴＰ，ｄｄＣＴＰ）に検出可能な異なるラベルを付けた色素標識ターミネーターヌクレオ
チド（例えばジデオキシリボヌクレオチド）のサブ集団と共に、４種類の天然ヌクレオチ
ドの存在下でプライマー伸長を実施する。その結果、プライマーを越えて配列中の各ヌク
レオチドを末端とし、末端のヌクレオチドを同定できるように標識されたフラグメントの
入れ子セットが形成される。その後、例えばキャピラリー電気泳動を使用して入れ子フラ
グメント集団をサイズ分離し、各サイズのフラグメントに付随するラベルを同定し、末端
のヌクレオチドを同定する。その結果、分離システム内の検出器を通過するラベルの配列
から合成フラグメントの配列情報を直接読取り、相補性により、基礎鋳型の配列情報を読
取ることができる（例えばその開示内容全体を全目的で本願に援用する米国特許第５，１
７１，５３４号参照）。
【００３９】
　鋳型依存的シーケンシング法の他の例としては、成長中のプライマー伸長産物に個々の
ヌクレオチドを添加しながら反復同定する合成法によるシーケンシング法が挙げられる。
【００４０】
　パイロシーケンシング法は得られた合成混合物をシーケンシング反応の副生物、即ちピ
ロリン酸の有無についてアッセイすることによりヌクレオチドの取込みを同定する合成法
によるシーケンシング法である。特に、プライマー／／鋳型／ポリメラーゼ複合体を単一
種のヌクレオチドと接触させる。このヌクレオチドが取込まれるならば、重合反応により
三リン酸鎖のα及びβリン酸間でヌクレオシド三リン酸が切断され、ピロリン酸が遊離さ
れる。その後、ＡＭＰを含むピロリン酸をＡＴＰに変換後にルシフェラーゼ酵素を使用し
てＡＴＰを測定し、測定可能な光シグナルを発生する化学発光酵素レポーターシステムを
使用して遊離したピロリン酸の存在を同定する。光が検出される場合には、塩基は取込ま
れ、光が検出されない場合には、塩基は取込まれない。適切な洗浄段階後に、各種塩基を
周期的に複合体と接触させ、鋳型配列中の後続塩基を順次同定する（例えばその開示内容
全体を全目的で本願に援用する米国特許第６，２１０，８９１号参照）。
【００４１】
　関連方法では、プライマー／鋳型／ポリメラーゼ複合体を支持体に固定化し、複合体を
標識ヌクレオチドと接触させる。複合体の固定化はプライマー配列、鋳型配列及び／又は
ポリメラーゼ酵素を介して行うことができ、共有結合でも非共有結合でもよい。一般に、
特に本発明による好ましい側面はポリメラーゼ又はプライマーと支持体表面の結合により
複合体の固定化を行う。この結合には各種結合が有用であり、例えばビオチン－ＰＥＧ－
シラン結合成分を使用して例えばビオチン化表面成分を準備した後に、固定化しようとす
る分子をビオチン化し、その後、例えばストレプトアビジン架橋により結合する方法が挙
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げられる。他の合成カップリング成分や、非特異的蛋白質吸着も固定化に利用できる。代
替構成では、除去可能なターミネーター基を付けたヌクレオチドと付けないヌクレオチド
を準備する。ラベルは取込まれると複合体と結合するので検出可能になる。ターミネータ
ーを付けたヌクレオチドの場合には、個々に識別可能なラベルを付けた全４種類の異なる
ヌクレオチドを複合体と接触させる。標識ヌクレオチドが取込まれると、ターミネーター
の存在により伸長できなくなり、ラベルが複合体に付加される。次に、取込まれたヌクレ
オチドからラベルとターミネーターを除去し、適切な洗浄段階後に方法を繰返す。ターミ
ネーターを付けないヌクレオチドの場合には、パイロシーケンシング法と同様に単一種の
標識ヌクレオチドを複合体に添加し、ヌクレオチドが取込まれるか否かを判定する。ヌク
レオチド上のラベル基の除去と適切な洗浄段階後に、各種ヌクレオチドを同一方法で反応
混合物に通して繰返し反応させる（例えばその開示内容全体を全目的で本願に援用する米
国特許第６，８３３，２４６号参照）。
【００４２】
　合成法による更に別のシーケンシング法では、鋳型依存的合成を実施しながら別個に標
識したヌクレオチドの取込みをリアルタイムで観測する。特に、蛍光標識ヌクレオチドの
取込みと同時に個々の固定化プライマー／鋳型／ポリメラーゼ複合体を観測すると、各塩
基を添加しながら添加した各塩基のリアルタイム同定が可能になる。この方法では、取込
み中に切断されるヌクレオチドの一部にラベル基を付ける。例えば、取込み中に除去され
るリン酸鎖の一部（即ちヌクレオシドポリリン酸上のβ、γ又は他の末端リン酸基）にラ
ベル基を付けることにより、ラベルは新生鎖に取込まれず、天然ＤＮＡが生成される。個
々の分子の観測には、一般に非常に小さい照射容積内への複合体の光閉じ込めが必要であ
る。複合体を光学的に閉じ込めることにより、ランダムに拡散するヌクレオチドが非常に
短時間存在すると共にヌクレオチドが取込まれるにつれて観測容積内に長時間維持される
モニター領域を形成する。この結果、取込みイベントに関連すると共に添加されている塩
基の特徴を表すシグナルプロファイルにも特徴付けられる特徴的シグナルが得られる。関
連側面では、複合体のポリメラーゼ又は他の部分と添加するヌクレオチドに蛍光共鳴エネ
ルギー移動（ＦＲＥＴ）色素対等の相互作用性ラベル成分を付け、取込みイベントにより
標識成分が相互に接近すると、上記と同様に添加されている塩基の特徴を表す特徴的シグ
ナルが得られるようにする（例えばその開示内容全体を全目的で本願に援用する米国特許
第６，０５６，６６１号、６，９１７，７２６号、７，０３３，７６４号、７，０５２，
８４７号、７，０５６，６７６号、７，１７０，０５０号、７，３６１，４６６号、７，
４１６，８４４号及び公開米国特許出願第２００７－０１３４１２８号参照）。
【００４３】
　このような単分子リアルタイム（ＳＭＲＴ（登録商標））法に基づく典型的なシーケン
シング法の１例を図１に模式的に示す。図１ＡのパネルＩに示すように、例えばゼロモー
ド導波管１００の照射により形成されたエバネッセント光領域による閉じ込め照射容積（
破線１０８で示す）内、又は内部全反射蛍光顕微鏡システムもしくは他の光閉じ込めシス
テムに、ポリメラーゼ酵素１０２と、鋳型配列１０４と、鋳型配列１０４の一部に相補的
なプライマー配列１０６を含む核酸合成複合体を上記のように固定化する。
【００４４】
　複合体の周囲の反応混合物はその末端リン酸基を介して結合したスペクトルで区別可能
な蛍光ラベルで各々標識した４種類の異なるヌクレオチド（Ａ，Ｇ，Ｔ及びＣ）を含む。
照射容積は非常に小さいため、ヌクレオチドとその付随蛍光ラベルは非常に迅速に照射容
積内外に拡散するので、非常に短い蛍光シグナル（下部模式データプロットに短パルス１
１０として示す）しか発生しない。特定ヌクレオチドがポリメラーゼによりプライマー伸
長反応に取込まれると、ヌクレオチドに付随する蛍光ラベルはより長時間にわたって照射
容積内に維持される（長パルス１１２として示す）。一旦取込まれると、蛍光ラベルはポ
リメラーゼの作用により塩基から切断され、ラベルは拡散する。
【００４５】
　スペクトル特徴の異なる長パルスを同定することにより、各塩基が取込まれている間に
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取込まれたその塩基の種類をリアルタイムで検出することができる。このような方法から
の配列読取りの短いセグメントの典型的なプロットを図１Ｂに示し、そのスペクトル特徴
に基づいて取込みが同定されたヌクレオチドを夫々のパルスの上部に示す。取込みに関連
しない短パルスは非常に短くなる傾向があるため、カメラに検出されないが、取込みから
のパルスは例えば図１Ｂに示すように、より顕著な検出可能なパルスとなる。
【００４６】
　特定のＳＭＲＴ（登録商標）シーケンシング法について記載するが、当然のことながら
、本発明のシーケンシング組成物によると、β、γ又は他のより末端のリン酸基を介して
ヌクレオチドと結合した蛍光色素ラベルの存在を含む各種の異なるメカニズムのいずれか
によりヌクレオチド又はヌクレオチドアナログを検出できると思われる。例えば、上記に
示唆したように、システムのどこか（例えばポリメラーゼ、プライマー、ヌクレオチド自
体、又は支持体上）でその相補配列と相互作用するＦＲＥＴ対（色素、半導体ナノ結晶等
）の一方又は両方のメンバー等の相互作用性成分をヌクレオチドに付けることができる。
同様に、他の近接成分のシグナル機能を変化させるエネルギー供与体又はクエンチャー等
の他の相互作用性成分をこれらのヌクレオチドアナログに付けることができる。同様に、
電気化学システム（例えばＣｈｅｍＦＥＴセンサー、ナノポアセンサー）（例えばＣｌａ
ｒｋｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ　Ｎａｎｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２００９年２月
２２日オンライン出版｜ｄｏｉ：１０．１０３８／ｎｎａｎｏ．２００９．１２）等によ
り検出可能な高電荷部分、磁性粒子等の非光学ラベルも利用できる。更に、本明細書に記
載するヌクレオシドポリリン酸は一般に使用されるポリメラーゼにより取込み可能な三リ
ン酸、四リン酸、五リン酸、六リン酸、又は他のリン酸鎖長を含むことができる。検出可
能な標識基を付けたものを含むこのような化合物は例えばその開示内容全体を全目的で本
願に援用する米国特許第７，０４１，８１２号に記載されている。
【００４７】
　多数のアプローチ（例えば上記のような単分子法）では、単一複合体の合成反応をモニ
ターできるように、核酸合成複合体を個々に光学的に分解可能な構成で提供することが望
ましい場合がある。このような複合体を個々に分解可能な構成で提供することは多数のメ
カニズムにより実施することができる。例えば、固定化に適した支持体表面に複合体の希
釈溶液を配置することにより、個々に光学的に分解可能な複合体を提供することが可能に
なる（例えばその開示内容全体を全目的で本願に援用するＢａｌａｓｕｂｒａｍａｎｉａ
ｎ，ｅｔ　ａｌ．のヨーロッパ特許第１１０５５２９号参照）。あるいは、複合体を結合
する低密度活性化表面を提供することもできる（例えばその開示内容全体を全目的で本願
に援用する公開国際特許出願第ＷＯ２００７／０４１３９４号参照）。その観測を容易に
するために、このような個々の複合体を平坦な支持体に配置するか又は他の方法で他の構
造（例えばゼロモード導波管や導波管アレイ）に組込むことができる。
【００４８】
　ＩＩ．連続２本鎖鋳型
　本発明はこれらの組成物を鋳型特異的なシーケンシング法で利用するための新規鋳型構
成及び方法を提供する。これらの組成物及び方法は本明細書に記載する種々の鋳型特異的
方法の全てで有用であるが、説明を簡単にするために、無数の利点が得られる好ましい単
分子リアルタイムシーケンシング法について主に説明する。特に、本発明は一般にシーケ
ンシング法の精度を改善するために改良型鋳型配列を利用する核酸配列に関する。例えば
、少なくとも１側面において、本発明の鋳型組成物は一般に２本鎖セグメント又は自己相
補的（即ち相互に相補的）な１対のサブセグメントの存在を特徴とする。特定状況におい
て、鋳型構築物に含まれる標的核酸セグメントは一般に実質的に２本鎖セグメントから構
成され、例えば標的セグメントの＞７５％、又は＞９０％が２本鎖又は自己相補的となる
。説明を簡単にするために、全面的に相補的であるか又は大部分が相補的である（例えば
オーバーハング領域又は二次ループ構造等の他の非相補的部分をもつ）かに関係なく、こ
れらの２本鎖標的セグメントを本明細書では相補的又は実質的に相補的と言う。状況から
２本の鎖の間の完全な相補性が意図され、必要である場合又はそのように明示される場合
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には、「完全に相補的」又は「全面的に相補的」なる表現を使用する。
【００４９】
　２本鎖セグメントを構成する鎖及び／又は自己相補鎖は本発明の関連では少なくとも部
分的に連続しており、好ましい側面では完全に連続している。本明細書で使用する場合、
２本の鎖は各鎖の少なくとも一端が結合しているときに部分連続と言い、両端が結合し、
完全な環状鎖構成となるときに完全連続と言い、このような結合はセンス鎖とアンチセン
ス鎖の末端の直接結合でもよいし、連結オリゴヌクレオチドを介してもよい。当然のこと
ながら、鎖構成に関して使用する場合に環状なる用語は単に末端ヌクレオチドを含まない
核酸鎖（例えばループ）を意味し、必ずしも特定の幾何構成を意味しない。
【００５０】
　部分的及び完全に連続する本発明の鋳型構成の例を夫々図２Ａ及び２Ｂに模式的に示す
。特に、図２Ａは、例えば標的配列又はその部分に相当する２個の相補的セグメント２０
２及び２０４から構成される２本鎖部分を含む部分連続鋳型配列２００を示す。図に示す
ように、セグメント２０２の３’末端は連結オリゴヌクレオチド２０６によりセグメント
２０４の５’末端と連結され、鋳型の１本鎖部分を形成し、部分連続配列となる。これに
対して、図２Ｂは完全連続鋳型配列２１０を示す。配列２１０は上記と同様に２個の相補
的セグメント２１２及び２１４から構成される２本鎖部分を含む。図２Ａの部分連続配列
と同様に、セグメント２１２の３’末端はオリゴヌクレオチド２１６によりセグメント２
１４の５’末端と連結され、第１の１本鎖部分を形成する。更に、セグメント２１２の５
’末端は連結オリゴヌクレオチド２１８によりセグメント２１４の３’末端と連結され、
第２の１本鎖部分を形成し、完全連続ないし環状鋳型配列となる。
【００５１】
　典型的なシーケンシング法では、２本鎖標的核酸（例えば望ましい配列情報の核酸）を
本発明の鋳型構成に加工する。一般に、このためには、より大きい２本鎖核酸（例えばゲ
ノム、プラスミド又はその部分等）の集団をより小さいオーバーラップする２本鎖標的核
酸又は核酸フラグメントのプールに断片化する。次に、上記に記載し、以下に詳述する連
結オリゴヌクレオチドが得られるように２本鎖フラグメントを処理する。センス鎖とアン
チセンス鎖を連結する連結オリゴヌクレオチドを得るには、本明細書に記載するような多
数の方法を利用することができる。単純な１例では、外来ヘアピン型アダプター配列を使
用し、単に２本鎖フラグメントの末端にライゲーションし、このような連結オリゴヌクレ
オチドを形成する。このような外来ヘアピン型アダプターは一般に長い配列の両端に２個
の相補的核酸配列セグメントを含み、前記セグメントは別の非相補的ヌクレオチド配列に
より分離されている。その結果、１本鎖ループと結合した２本鎖ステム構造を含む構造が
得られる。このようなヘアピン構造の例は従来記載されている（例えばその開示内容全体
を全目的で本願に援用する米国特許第６，４９８，０２３号、６，４５１，５６３号及び
７，３６８，２６５号参照）。一般に、このような構造は従来の核酸合成技術を使用して
容易に合成される。多数の他の方法は連結オリゴヌクレオチド構造の作製に代替アプロー
チを利用しており、これらの方法については以下に記載する。
【００５２】
　各種標的核酸フラグメントの配列決定後、各種のオーバーラップするフラグメントから
の配列データ間のオーバーラップを同定及び整列することにより、出発標的核酸の配列を
決定する。
【００５３】
　本発明の鋳型は単純な直鎖状鋳型配列及び他の環状鋳型配列に勝る多数の利点を提供す
る（シーケンシング用途の環状鋳型については、例えばその開示内容全体を全目的で本願
に援用する米国特許第７，３０２，１４６号参照）。特に、環状鋳型と同様に、本発明の
鋳型構成は単分子コンセンサス配列決定を可能にし、所定鋳型をシーケンシングすると、
得られる配列情報のコピー又は複製データが得られるため、所定鋳型配列からコンセンサ
ス配列データを誘導するために使用可能な所定鋳型配列もしくは配列部分、及び／又はこ
のような配列内の特定塩基位置に複数の読取りを提供することにより、直鎖状鋳型よりも
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精度を改善する。これらの鋳型では、一面において、完全連続鋳型では鋳型構造全体の環
状特性によりコンセンサス配列決定が可能になり、コンセンサスベースコール及び／又は
コンセンサス配列を得るために同一分子の反復プロセシングが可能になる。上記に加えて
、又はその代わりに、本発明の鋳型は２本鎖セグメントを含むため、（部分及び完全連続
構成の両方で）このような配列のセンス鎖とアンチセンス鎖の両方のシーケンシングによ
りコンセンサス配列決定が可能になる。本明細書では主にコンセンサス配列決定と言うが
、当然のことながら、コンセンサス決定レベルは配列内の所定塩基位置の個々の塩基レベ
ルに及び、配列について言うならば、特定配列のコンセンサス配列データが得られる。従
って、本発明は鋳型配列内の個々の位置のコンセンサスベースコール（ヌクレオチド同定
）も包含する。
【００５４】
　一例として、図２Ａに示す部分連続鋳型では、センス鎖（例えばセグメント２０２）と
アンチセンス鎖（例えばセグメント２０４）の両方をシーケンシングするので、完全配列
（例えばセグメント２０２，２０４及び２０６の完全配列）の獲得がコンセンサス配列決
定手段となる。統合方法でシーケンシング可能なセンス配列及びアンチセンス配列読取り
が単一鋳型分子から得られることに加え、連結セグメント２０６の存在により、一方のセ
グメント（例えば２０２）が完了し、他方（例えば２０４）が開始する時点の識別を可能
にするレジストレーション配列を得ることも可能になる。このようなレジストレーション
配列は同一鋳型配列（例えば同一分子又は鋳型集団中の同種分子量等）からの複数の配列
読取りからのアラインメント配列データの基礎となる。シーケンシング法の進行を図３Ａ
に模式的に示す。特に、図に示すように、部分連続鋳型の開放末端から開始する（例えば
プライミングされる）シーケンシング法は第１ないしセンス鎖に沿って進められ、得られ
る模式的配列読取りに示すように、この鎖のヌクレオチド配列（Ａ）が得られる。方法は
次に鋳型の連結オリゴヌクレオチドに沿って進められ、このセグメントのヌクレオチド配
列（Ｂ）が得られる。方法は引き続きＡ配列のアンチセンス鎖に沿って進められ、ヌクレ
オチド配列（Ａ’）が得られ、この配列を使用すると、センス鎖のコンセンサス配列をそ
のアンチセンス対応部分として誘導又は決定することができる。上記のように、Ｂ配列は
外部から得られ、従って、既知であるため、シーケンシング反応と、従って鋳型構築物全
体から獲得される配列データがセンス鎖からアンチセンス鎖に移行する配列決定中の点を
指示するレジストレーション配列としても利用できる。
【００５５】
　本発明により構成される完全連続ないし環状鋳型配列では、コンセンサス配列情報を統
合することができる複製配列読取りデータを獲得する可能性は更に増す。特に、図２Ａに
示す部分連続配列と同様に、完全連続配列でもセンス配列データとアンチセンス配列デー
タが得られる。更に、このような鋳型では鋳型の環状構成により、同一分子の複数回の反
復シーケンシングが可能になる。換言するならば、シーケンシング法は完全連続配列に沿
って進められ、相補配列からの各セグメントを繰返しシーケンシングすることにより、こ
のセグメントの配列データと各セグメント内の配列データを繰返し獲得することができる
。このような配列データの全部又は部分はその後、鋳型とその各種セグメントのコンセン
サス配列を誘導するのに有用である。これを図３Ｂに模式的に示し、上記と同様に得られ
る配列読取りの代表的なパターンも同時に示す。図に示すように、一端でプライミングさ
れる（例えば一方の連結オリゴヌクレオチド配列、例えば図２の連結オリゴヌクレオチド
２１８の内側でプライミングされる）シーケンシング法は第１ないしセンス鎖２１４に沿
って進められ、上記と同様にこの鎖のヌクレオチド配列Ａが得られる。シーケンシング法
は次に第１の連結オリゴヌクレオチド（例えば図２の連結オリゴヌクレオチド２１６）に
沿って進められ、鋳型のこのセグメントのヌクレオチド配列Ｂが得られる。更にアンチセ
ンス鎖（例えば図２Ｂのセグメント２１２）に沿って進められ、上記と同様に配列Ａに相
補的なヌクレオチド配列Ａ’が得られる。シーケンシング法は引き続き鋳型に沿って進め
られ、図例のシーケンシング法の開始点である他方の連結オリゴヌクレオチド（例えば図
２Ｂの連結オリゴヌクレオチド２１８）のヌクレオチド配列が得られ、ヌクレオチド配列
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Ｃが得られる。鋳型は環状であるため、この方法を続けると、例えば第２ラウンドの配列
データ（Ａ－Ｂ－Ａ’－Ｃ－Ａ－Ｂ－Ａ’）の提供として示すように、１個の鋳型から複
数の反復配列読取りが得られる。従って、相補配列Ａ及びＡ’の決定と、各セグメントの
反復シーケンシングの両方から配列冗長性が得られる。
【００５６】
　当然のことながら、環状鋳型の反復シーケンシングにおいて、本明細書の他の箇所に記
載するような鎖置換型ポリメラーゼは鋳型１周毎に新生鎖に置換し、連続シーケンシング
が可能になるため、特に好ましい。他のアプローチでも同様にこのような反復シーケンシ
ングが可能であり、例えば５’－３’エキソヌクレアーゼ活性をもつ酵素を反応混合物中
で使用し、合成後に新生鎖を消化する方法が挙げられる。
【００５７】
　当然のことながら、本明細書の他の箇所に記載するように、同一配列であるかその配列
の相補配列であるかに関係なく、また、個々の配列であるか例えばコンカテマーとしての
その配列の反復コピーであるかに関係なく、所定のヌクレオチド配列の反復シーケンシン
グにより、その配列セグメントのコンセンサス配列を統合することが可能になる。特に、
所定配列の反復配列読取り、及び／又はある配列とその相補配列の読取りを利用し、その
配列セグメントのコンセンサスヌクレオチド配列を決定することができる。換言するなら
ば、配列中で読み出される各塩基は特定位置の複数の読取り及び／又はその位置とアンチ
センス鎖におけるその相補配列の読取りに基づくその位置のコンセンサスベースコールに
より決定することができる。その後、これらの複数の読取りを統合又は比較すると、所定
位置における所定塩基のコンセンサス決定が得られ、その結果、特定配列セグメントのコ
ンセンサス配列が得られる。
【００５８】
　本明細書では所定配列の複数の読取り及び／又はこの配列のセンス鎖とアンチセンス鎖
からの配列データを比較又はアセンブルすると言うが、当然のことながら、配列のこの位
置の複数の読取りからの特定ベースコールにコンセンサス決定を割り当てる任意方法、及
び／又はこのセグメントのコンセンサス配列全体を得ることも「比較」なる用語に想定及
び包含される。このような方法としては実際の並行比較、反復読取り又は相補配列からの
コールを発生数によりスコアするスコアリング法、及び場合により又は代法として、所定
位置の塩基の複数の指示からのベースコールを割り当てるための複雑なアルゴリズムを補
足するシグナル／ベースコールマトリクスが挙げられる。
【００５９】
　一例として、所定のこのような方法は（同一又はコピー配列セグメントからの）コピー
配列読取りであるか、他方の鎖におけるその相補配列に由来するかに関係なく、一般に塩
基に由来するデータをその配列位置の他の決定に由来するデータと統合するアルゴリズム
を包含する。
【００６０】
　このようなデータの統合の１分類は、塩基に由来するシグナルとその位置又はその相補
配列からの他の読取りに由来するシグナルの関連付けを決定する第１段階と、それに続い
てこれらのデータを統合する第２段階を含む。このような関連付けを決定する方法は当分
野で公知であり、複数配列アラインメントの発見的方法、複数配列アラインメントの最適
方法、及び隠れマルコフモデルが挙げられ、最も広義には、これらの全アルゴリズムは入
力読取りで対応する塩基を整列させようとするという点で共通している。このような関連
付けはベースコールのみに限定されず、シグナルに関連するチャネル、振幅、幅、又は他
の時間依存的パターン等のシグナルの固有特徴に由来することができる。予め関連付けら
れた塩基からのデータの統合用として当分野で公知のアルゴリズムとしては、Ｐｌｕｒａ
ｌｉｔｙ、品質加重Ｐｌｕｒａｌｉｔｙ、ベイジアン法、及びマシン学習アプローチ（ニ
ューラルットワーク、自己組織化マップ）が挙げられ、一般にこれらのアルゴリズムは提
示される証拠を多くの場合には関連するエラー確率でコンセンサスベースコールに分類す
るという点で共通している。この分類のアルゴリズムには、結果の品質改善や計算時間の
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短縮等の有益な影響を与える付加段階をこれらの段階の前、後及び間に含む多数の変形が
存在する。例えば、このような方法の１例では、前記関連付けでエラーが生じる確率を評
価するために、前記第１段階で他の塩基に関連付けたデータを前記第２段階中又はその後
に参照する。関連付け段階は単分子からの読取り間、又は異なる分子からの読取り間に実
施することができる。
【００６１】
　別のデータ統合方法では、ある配列読取り（例えばセンス鎖）について先ずコンセンサ
スを決定し、別の読取り（例えばアンチセンス鎖）について別のコンセンサス配列を決定
する。これらの配列は当分野で公知の方法により決定することができ、複数配列アライン
メントの発見的方法、複数配列アラインメントの最適方法、又は隠れマルコフモデルと、
Ｐｌｕｒａｌｉｔｙ、品質加重Ｐｌｕｒａｌｉｔｙ、ベイジアン法、又はマシン学習アプ
ローチ（ニューラルットワーク、自己組織化マップ）等のコンセンサス決定アルゴリズム
の併用が挙げられる。その後、複数配列アラインメントの発見的方法、複数配列アライン
メントの最適方法、又は隠れマルコフモデル等のアルゴリズムと、Ｐｌｕｒａｌｉｔｙ、
品質加重Ｐｌｕｒａｌｉｔｙ、ベイジアン法、又はマシン学習アプローチ（ニューラルッ
トワーク、自己組織化マップ）等のコンセンサス決定アルゴリズムの併用により、これら
のコンセンサス配列を関連付け及び統合することができる。
【００６２】
　別の分類のアルゴリズムは１段階で関連付けと統合を実施する。これらの方法は観測さ
れる読取りで最も尤度の高い鋳型を見出そうとする確率モデルから開始する。このような
モデルは確率グラフィックモデルの分類に属し、ベイジアンネットワーク、隠れマルコフ
モデル、ニューラルネットワーク、及び条件付きランダムフィールドが挙げられる。この
ようなモデルへの入力はベースコールのみに限定されず、個々の配列品質、配列コンテキ
スト、及び原シグナルの特性の局所又は総合測定値でもよい。これらのモデルによるコン
センサス決定は確率モデルの制約下で観測される読取りの尤度を最大にする鋳型を見出す
ことにより進められる。通常、このような方法は１個以上の有望なコンセンサス配列を作
成し、各配列の尤度を順位付けするためのスコアリング情報を提供することができる。本
明細書の記載の目的では、所定セグメントの反復配列読取り（センス鎖とアンチセンス鎖
の読取りを含む）からコンセンサス配列を読み出す方法を一般に本明細書では「比較」と
言う。
【００６３】
　コンセンサス配列決定に関する上記側面に加え、本発明の鋳型構造には多数の他の顕著
な利点がある。例えば、完全連続構築物では、その基本的環状構造からこれらの鋳型の多
数の利点が得られる。例えば、本発明の完全連続鋳型は環状構造であるため、鋳型全体が
シーケンシングされるか又は少なくともシーケンシング可能であるという予想の下に、ポ
リメラーゼによる合成法とシーケンシングを鋳型内の任意点で開始することができる。こ
れに対して、直鎖状鋳型配列では、シーケンシング用鋳型の上流部分が得られないという
危険がある。その結果、直鎖状鋳型を利用する場合には、配列開始法（別称「ホットスタ
ート」法）を一般に使用し、例えば合成と配列データ収集を開始する準備が整うまで主要
試薬の添加を保留する。
【００６４】
　シーケンシング開始法の必要がないことに加え、このような環状鋳型を使用すると、必
ずしも鋳型の完全配列を得る必要なしに、同一鋳型分子の異なる部分から配列データを得
ることが可能になる。例えば、単分子シーケンシング法、又は同種鋳型分子の集団を利用
するシーケンシング法では、各サブセットが例えば同一鋳型配列内に含まれる他の各サブ
セットに文脈的に関連するという認識の下に、鋳型分子に関する配列情報の複数のサブセ
ットを得ることができる。本発明のこの側面を対合末端シーケンシング法に関して以下に
詳述する。
【００６５】
　例えば、これらの鋳型の構造により、任意長の標的核酸から環状鋳型を有効に作製する
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ことができる。特に、それ自体の自己相補的セグメントを含んでいてもよい外来連結配列
を使用することができるので、非常に短い２本鎖オリゴヌクレオチドフラグメントを有効
に環化することができる。特に、１本鎖核酸セグメントの環化にはセグメントを環化する
ために一般に少なくとも３０ヌクレオチド長の配列が必要であり、アダプター配列等の添
加も必要であると思われる。他方、本発明の鋳型を使用すると、著しく短い長さの標的核
酸を環状鋳型に加工することができる。特に、５０塩基、２０塩基、又は１０塩基以下の
標的配列を容易に環状鋳型に加工することができる。更に、本発明の鋳型構築物の利用に
は逆のことも言える。特に、これらの構成を使用すると、大型環状核酸の作製に付随する
困難の多くを伴わずに、非常に大きい２本鎖標的配列から完全連続ないし「環状」鋳型を
有効に提供することができる。特に、例えば＞１００塩基２本鎖（合計ヌクレオチド）、
＞５００塩基２本鎖、＞１０００塩基２本鎖、＞５０００塩基２本鎖、更には＞１０，０
００塩基２本鎖の非常に大きな２本鎖インサートを鋳型構築物の作製に有効に利用するこ
とができる。
【００６６】
　本発明の鋳型構成は１本鎖核酸サンプルセグメントを扱う必要がないという点でも有利
である。例えば、２本鎖の標的核酸（例えばＰＣＲ産物、ゲノムフラグメント等）を利用
する場合には、一方の鎖の３’末端を他方の鎖の５’末端又は一方の鎖の５’末端を他方
の鎖の３’末端に連結する連結セグメントを配置することにより、これらの核酸を本発明
の鋳型分子に容易に加工することができる。上記のように、本発明によると、例えば５０
塩基対以下、２０塩基対以下、又は１０塩基対以下の比較的小さい２本鎖セグメントを環
状鋳型に容易に組込むことができる。一般に、２本鎖セグメントは構造的に剛性であるた
め、環化には数百塩基対長のオーダーのセグメントが必要である。しかし、本発明の方法
はもっと小さいセグメントから環状鋳型を提供することができる。
【００６７】
　本発明の鋳型構成は更に１本鎖部分と２本鎖部分の両方が同一鋳型内に共存することに
よる利点も提供する。一例として、１本鎖連結オリゴヌクレオチドは特定プライマー認識
配列をもつように選択できるだけでなく、必要な１本鎖構造でプライマーとポリメラーゼ
の結合部位を配置することができるため、変性段階の必要なしにプライマーアニーリング
とポリメラーゼ複合化が可能になる。他の２本鎖鋳型に勝る利点は自明であるが、他の１
本鎖鋳型に対するプライミングの利点もある。特に、１本鎖セグメントと高親和性で結合
するポリメラーゼを利用する場合には、鋳型の比較的小部分のみが１本鎖であるときにポ
リメラーゼ結合をより良好に制御することができ、例えば所望のプライミング部位と結合
するように誘導することができる。このようなポリメラーゼの各種例が入手可能であり、
例えばΦ２９型ポリメラーゼ（例えばその開示内容全体を全目的で本願に援用する米国特
許第５，００１，０５０号、５，５７６，２０４号参照）とその誘導体や、他の鎖置換型
ポリメラーゼ（例えばその開示内容全体を全目的で本願に援用する国際特許出願第ＷＯ２
００７／０７５９８７号、ＷＯ２００７／０７５８７３号、ＷＯ２００７／０７６０５７
号参照）が挙げられる。
【００６８】
　他方、多くの場合には鋳型の１本鎖部分がプライミング部位として利用され、有利であ
るが、上記とは逆に、場合により鋳型の２本鎖部分の内側でプライミングを行うこともで
き、例えば標的配列に特異的なプライマーを使用できる。
【００６９】
　更に、プライマー結合部位の配置に多少の制御可能性が得られるが、このような特性は
他の１本鎖鋳型では得られないと思われる。特に、鋳型材料のランダムな複数のプライミ
ングを避けることが一般に望まれるので、大きい標的核酸のプライマー配列の選択は困難
になる可能性がある。従って、一般に非常に特異的になるように注意深くプライマー配列
を選択する必要があり、比較的長い配列が必要になる。しかし、２本鎖核酸としての大き
い標的フラグメントはプライマー結合に利用できないので、最少量の１本鎖材料を鋳型集
団の内側に（例えばこれらの部分を連結オリゴヌクレオチドの内側に）配置することによ
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り、所望のプライミング位置に対する特異性を維持しながら実質的に短いプライマーを利
用することができ、それらの配列の認識により更に強化できる。更に、鋳型に対する実質
的に高い親和性を提供するように構築されたプライマーを利用することができ、鋳型に対
するこのような高親和性によりランダムないし非特異的プライミングの率が高くなるとい
う問題も伴わない。特に、より緊密な結合プライマー配列（例えばＧＣリッチ配列）を選
択できると共に、非天然ヌクレオチド又はヌクレオチドアナログ（例えばペプチド核酸（
ＰＮＡ）又はロック核酸（ＬＮＡ））をその構造内に含むプライマーを利用できるため、
より高い親和性で鋳型と対合することが明らかである。
【００７０】
　上記利点に加え、本発明の部分連続鋳型は多数の個別の利点も提供する。一例として、
場合により、連結オリゴヌクレオチドセグメントに加えて標的セグメントの一部が１本鎖
セグメントとして存在することができる部分連続鋳型を提供することができる。どの鎖が
１本鎖セグメントとして提供されるか（例えば鋳型の５’末端か３’末端か）に応じて、
異なる代替方法がシーケンシングと特にプライミングに提案される。例えば、１本鎖部分
が３’末端を含む部分である構成では、１本鎖部分が鋳型の残余をシーケンシングするた
めにプライマー結合位置となる。これに対して、鋳型の５’末端を１本鎖部分として提供
することにより、鋳型自体がポリメラーゼによる合成と、従ってシーケンシング用のプラ
イマーとなる。他の構成では、他の完全連続鋳型構造の２本鎖セグメントの内側に（本明
細書の他の箇所に記載するような）ギャップないしニックを形成し、ポリメラーゼ結合用
プライミング部位とすることができる。
【００７１】
　これらの構成と代替合成／シーケンシングアプローチを図４Ａ、４Ｂ及びＣに模式的に
示す。図４Ａに示すように、２本鎖部分４０２と１本鎖連結オリゴヌクレオチド部分４０
４を含む部分連続鋳型４００を準備する。標的配列の一部も１本鎖として配置する（例え
ばセグメント４０６）。図４Ｂは１本鎖部分が鋳型の３’部分である構成を示す。特に、
合成及びシーケンシング用プライマー（例えばプライマー４０８）の結合位置として１本
鎖セグメント４０６を使用することができる。その後、矢印により示すように、シーケン
シングは鋳型の残余に沿って進められる。
【００７２】
　これに対して、図４Ｃに示すように、鋳型の５’部分は１本鎖セグメント４０６として
提供される。従って、鋳型４０２の２本鎖部分は矢印で示すように１本鎖部分４０６の合
成とシーケンシングを可能にするための自己プライマーとして機能する。例えば３’末端
をエキソヌクレアーゼ消化から保護するために他の成分（例えばホスホロチオエート等）
を鋳型構造に加えることができる。
【００７３】
　上記全利点に加え、本発明の鋳型構成のセンス／アンチセンスコンセンサス配列決定の
側面に関して、本明細書に記載する鋳型は４種類の異なるヌクレオチドの取込みに３種類
以下の異なる検出可能なイベントを利用するシーケンシング法で適用することができる。
特に、多くのシーケンシング法は別々に検出可能な別個のラベル基（例えば蛍光ラベル）
で各々標識された４種類の異なるヌクレオチドを利用する。過去に、３種類以下の別個の
標識基を使用してシーケンシング操作を実施することは提案されている。一例として、提
案されている方法の１つは２種類のみの別個のラベルで標識したヌクレオチドを利用して
おり、一方のラベルを特定ヌクレオチドに付け、他方を他の全ヌクレオチドに付けている
。ヌクレオチドの３種類に付けたラベルは単に特異的標識ヌクレオチドの各々の間の相対
コンテキスト又はスペーシングを提供するために配置される。しかし、完全な配列情報を
得るには各塩基に特定ラベルを付けるために鋳型を少なくとも３回、大半の場合には４回
通過することが必要であった。
【００７４】
　本発明の鋳型のコンテキストでは、センス配列とアンチセンス配列の両方が鋳型構築物
の内側に共存するため、３種類以下の別個の標識イベントを使用して所定鋳型を１回通過
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するだけで完全な配列情報が得られる。特に、２種類の非相補的ヌクレオチド（例えばＡ
とＧ）に同一ラベルを付け、第２及び第３のラベルをＴ及びＣヌクレオチドに付けること
により、センス鎖とアンチセンス鎖を比較し、他方の鎖から個々に同定されたＴ又はＣと
のその相補性により、同様に標識した塩基のどちらがＡでどちらがＧかを同定することに
より、完全配列を得ることができる。同様に、２種類のみの区別可能なラベルを使用して
センス鎖とアンチセンス鎖から完全な標的配列情報を有効に得ることができる。特に、第
１のラベルを４種類のヌクレオチドの一方の組（例えばＡとＧ）に付けると同時に、セン
ス鎖のシーケンシング用に第２のラベルを他方の組（ＴとＣ）に付けることができる。次
に、標識構成をアンチセンス鎖のシーケンシング用に転換し、例えば第１のラベルをＡ及
びＣ塩基に付け、第２のラベルをＧ及びＴ塩基に付ける。次に配列データを比較すると、
各塩基の厳密な種類が同定される。操作中に、第１の標識構成の存在下でシーケンシング
を実施した後に、第２の標識構成をもつ新規試薬を例えば洗浄段階で導入する。当然のこ
とながら、シーケンシングを反復すると、この場合も上記のようにコンセンサス配列デー
タを得ることが可能になる。
【００７５】
　ＩＩＩ．付加配列
　各鋳型分子内のコンセンサスの可能性の利点と上記の他の利点に加え、鋳型構成は鋳型
分子に他の配列を付加する可能性のある各種鋳型依存的シーケンシング法の多く又は全部
に多数の種々の利点がある。
【００７６】
　例えば、場合により、鋳型配列全体の内側に目印を付けるため、例えば反復配列データ
のアラインメントを提供するため、コンセンサス配列読取りにおけるカバー率レベルを確
認するため、コンセンサス配列（例えば鋳型全体のアンチセンス鎖又は反復配列）内に向
かって進行しているシーケンシング法における点を識別するため等のレジストレーション
配列として結合ないし連結配列を選択及び／又は観測することができる。
【００７７】
　更に、このような配列はこのような鋳型を使用するシーケンシング法に制御の可能性を
提供することができる。例えば、上記のような完全連続配列の場合に好ましいことである
が、重合を開始するためにプライマー認識配列を連結オリゴヌクレオチドに組込むことが
できる。上記のように、２本鎖セグメントとして存在する配列の標的部分と結合しないた
め、プライマー配列の種類と構成に関する柔軟性が増す。
【００７８】
　例えばハイブリダイズしたプローブや可逆的に修飾したヌクレオチド等により、付加的
制御配列（例えば合成開始の制御を可能にする配列）も配置することができる（例えばそ
の開示内容全体を全目的で本願に援用する米国特許出願第２００８－０００９００７号参
照）。他の制御配列としては、転写因子の結合部位が挙げられる。例えば、ｌａｃリプレ
ッサー蛋白質と結合すると、ｉｎ　ｖｉｖｏ及びｉｎ　ｖｉｔｒｏの両方で複製を阻止す
ることが分かっているｌａｃリプレッサー認識配列等のリプレッサー結合領域を制御配列
として連結オリゴヌクレオチドの内側に配置することができる。複製の再開はイソフェニ
ルチオガラクトシド（ＩＰＴＧ）やアロラクトース等の適切な開始剤の添加により行われ
る。本発明の鋳型を使用する合成の進行を制御できるように、他のＤＮＡ結合蛋白質認識
部位も連結オリゴヌクレオチド内に加えることができる。他の制御可能な要素としては、
合成反応で４種類の基本的ヌクレオシドポリリン酸のいずれとも対合しない非天然塩基（
別称５番目の塩基）を連結領域内で使用することが挙げられる。このような塩基に遭遇す
ると、それ自体の特定相補配列を反応混合物に添加するまでポリメラーゼは休止する。同
様に、連結オリゴヌクレオチド領域内の人工休止点としては、修復酵素を混合物に添加す
るまで複製停止を生じる「損傷」塩基が挙げられる。例えばピリミジンダイマーをもつ塩
基位置を連結オリゴヌクレオチドの内側に含むことができる。このような化合物は複製複
合体を休止させる。フォトリアーゼＤＮＡ修復酵素を添加すると、問題位置が修復され、
複製とシーケンシングを続けることができる。
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【００７９】
　他の各種オリゴヌクレオチドプローブの認識部位（例えば合成開始の他の指示を提供す
るために使用することができる標識プローブ、分子ビーコン、ＴａｑＭａｎ（登録商標）
プローブ、Ｉｎｖａｄｅｒ（登録商標）プローブ（Ｔｈｉｒｄ　Ｗａｖｅ　Ｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．）等のハイブリダイゼーション部位）も場合によりこれらの連結
配列に組込む。更に、合成とシーケンシングの開始点を提供するために、他の非天然塩基
と相互作用／相補する非天然塩基を使用してもよい。
【００８０】
　場合により、エンドヌクレアーゼ認識部位を連結オリゴヌクレオチドの内側に配置し、
所定鋳型配列を直鎖化し、ポリメラーゼを直鎖状鋳型から排出させることにより前記鋳型
配列を合成反応から遊離させるメカニズムを機能させること、及び／又は鋳型をエキソヌ
クレアーゼ活性に暴露し、従って鋳型の除去により合成を終了することが望ましい場合が
ある。切断活性をもたず、配列特異的結合を維持するように構築されたエンドヌクレアー
ゼの特異的結合位置を配置することによりこのような部位を更に制御配列として利用する
ことができる。
【００８１】
　場合により、ニッキング部位（例えばニッキングエンドヌクレアーゼにより認識される
部位）を鋳型分子の一部の内側、特に鋳型の２本鎖部分の内側、例えば２本鎖フラグメン
ト部分又は外来ヘアピン構造のステム部分に加えてもよい。このようなニッキング部位は
２本鎖配列の一方の鎖に切れ目を入れ、例えば鎖置換型ポリメラーゼ酵素のプライミング
位置を提供する。本発明の鋳型のコンテキストでは、例えば２本鎖標的フラグメントにア
ニール及びライゲーションされるヘアピン型アダプターの内側にニッキング部位を配置す
ることができる。下記のような他の方法でも同様にニッキング部位を導入することができ
る。あるいは、ニッキングエンドヌクレアーゼを標的フラグメントに対してランダムに添
加し、プライミングを開始することもできる。各種ニッキング酵素と認識配列が当分野で
公知であり、このような酵素は一般に市販されており、例えばＮｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　
Ｂｉｏｌａｂｓから市販されている。あるいは、鋳型構築物の作製に使用されるヘアピン
型アダプターで予めニックした２本鎖セグメントを利用することもできる。このようなニ
ックは用途の必要に応じて０～２０ヌクレオチドの２本鎖セグメントヌクレオチドにギャ
ップを含むことができる。
【００８２】
　ＩＶ．鋳型構造
　上記に記載及び例証したような本発明の鋳型の基本的構成に加え、多数の他の構造要素
も本発明の鋳型に組込むことができる。例えば、鋳型分子全体の相対寸法又は長さと、鋳
型を構成する各種セグメントの寸法は所定用途で最適な効果が得られるように選択するこ
とができる。
【００８３】
　一般に、鋳型の総寸法は鋳型を使用する用途により決定される。一例として、所定鋳型
をポリメラーゼによるシーケンシング法で使用する場合には、例えば鋳型全体の完全で好
ましくは冗長なシーケンシングを確保するために、総鋳型寸法の選択に特定システムの読
取り長の制限を考慮する場合がある。例えば、所定のポリメラーゼによるシーケンシング
法が１０００塩基の読取り長である場合には、少なくとも２倍の冗長度のシーケンシング
の要件は連結オリゴヌクレオチドと標的セグメントの両方を含めて５００塩基の鋳型とな
る。当然のことながら、開始／終了連結オリゴヌクレオチドの配置は知ることができ、標
的配列の決定に無関係であるので、このセグメントの２倍の冗長度を得ることは必ずしも
必要ではなく、従って、それに伴う鋳型寸法の増加を許容できる。所定の冗長シーケンシ
ングの用途では、約５０～約５００塩基の鋳型が望ましい場合もある。もっと長い読取り
長が得られる他の用途、又は非冗長用途では、約２００～約５０，０００塩基長の鋳型を
使用することができる。特定長について記載したが、当然のことながら、各種特定用途に
応じて各種鋳型寸法を利用することができる。
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【００８４】
　読取り長の問題に加え、鋳型全体が用途に特異的な構造要件に依存する場合もある。例
えば、シーケンシング法がナノ構造反応領域を利用する場合には、反応領域内外への迅速
な拡散を確保するように、小型の鋳型分子を準備することが望ましいと思われる。
【００８５】
　標的部分の寸法も鋳型を使用する用途に応じて変えることができる。例えば、ゲノムシ
ーケンシング用途（例えば新規又は再シーケンシング法）では、異なるフラグメント間に
必要な複製カバー率レベルを下げるために、長い標的セグメントが望ましい。特に、＞１
００、好ましくは＞２００、更に好ましくは＞５００、＞１０００、更には＞１０，００
０ヌクレオチド長の鋳型フラグメントをシーケンシングできると、オーバーラップするフ
ラグメントからのゲノムアセンブリに実質的な効果がある。特に、同一配列部分の必要な
複製カバー率レベルは個々の配列読取りの寸法増加により低下する。
【００８６】
　読取長の長いシーケンシング用途での利点に加え、標的セグメントが大きいと、単分子
シーケンシング法を使用して対合末端配列データが得られるという利点もある。要約する
と、多くのシーケンシング法では、大きい標的フラグメントの両端に配置された配列を読
取ることにより、比較的短い配列読取りの配列コンテキストを得ることができる。一般に
、このためには、２本鎖標的セグメントのいずれかの末端の比較的短い塩基配列のシーケ
ンシングが必要である。これらの２つの配列が同一標的分子に由来するという認識と、更
に場合によりフラグメントの寸法の一般認識から、短い配列のコンテキストデータが得ら
れる。対合末端シーケンシングは所定標的から２つの配列情報を提供するのに読取り長の
短いシーケンシング法で顕著な利点があるが、配列データの整列に使用することができる
非常に大きな核酸配列のコンテキスト「中間点」が得られるので、読取り長の長いシーケ
ンシング技術でも有用である。
【００８７】
　本発明の鋳型配列のコンテキストでは、先ず標的部分の第１の末端から配列データを得
ることにより単一鋳型の両端から配列データを容易に得ることができる。その後、プロセ
スが標的の他端に達するまで所定シーケンシングシステムに適した時間待機し、配列デー
タ獲得を再開することができる。その結果、同一標的の対合末端から配列データを獲得し
ている。当然のことながら、上記方法はシーケンシングシステムの総読取り長が例えば複
合体の連続照射によりデータ収集法に影響される場合に特に有用である。（例えばその開
示内容全体を全目的で本願に援用する米国特許出願第２００７－０１６１０１７号参照）
。あるいは、鋳型上（例えばプライミングに使用されなかった１本鎖部分上）のある位置
に可逆的に結合したブロッキング基等の鋳型配列内の反応停止点を利用することもできる
。一例として、図２Ｂを参照すると、例えば１本鎖連結オリゴヌクレオチド部分２１６の
最初のプライミング位置からセンス鎖２１４の一端を通って初期シーケンシング後に、デ
ータ獲得を停止し、鋳型に沿って例えばセンス鎖２１４を通って他方の元の１本鎖部分（
例えば連結オリゴヌクレオチド部分２１８）までポリメラーゼを進行させることができる
。連結オリゴヌクレオチドに結合した合成ブロッキング基を組込むと、アンチセンス鎖（
例えば鎖２１２）の他端のシーケンシングの開始を制御できるようになる。従って、２本
鎖セグメント全体の対合末端配列データが得られる。各種合成制御基を利用することがで
き、例えば１本鎖部分の１個以上の塩基のヌクレオ塩基部分と結合した大きなフォトレー
ビル基を利用し、ポリメラーゼによる複製を阻害する方法や、漸進的合成を妨げる鎖結合
部分、（本明細書の他の箇所に詳述するような）プライマーに含まれる非天然ヌクレオチ
ド等が挙げられる。
【００８８】
　あるいは、同様の鋳型分子（例えばＰＣＲ産物）の集団で利用される２個の連結オリゴ
ヌクレオチド配列の各々でプライマー認識部位を利用することもでき、その後、各末端か
ら別々にシーケンシングすることにより、同一２本鎖フラグメントの各末端から配列デー
タを得ることができ、こうして所望の対合末端データを得ることができる。
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【００８９】
　他方、診断シーケンシング用途では、ＤＮＡの小フラグメントの配列データのみを非常
に高精度のシーケンシング法で提供することが必要な場合がある。このような用途では、
より短い標的セグメントを利用すると、小さい環状鋳型に沿って複数回シーケンシングす
ることにより冗長性レベルを上げることができ、このような冗長性により所望の精度が得
られる。従って、場合により、２本鎖標的セグメントは著しく短くすることができ、例え
ば１０～２００、２０～１００又は２０～５０又は２０～７５塩基長とすることができる
。上記の目的では、塩基で表した標的セグメントの長さは２本鎖セグメントの１本の鎖の
長さを意味する。
【００９０】
　鋳型分子に含まれる標的配列部分の長さに与える影響は用途により異なるが、鋳型の連
結オリゴヌクレオチドないし１本鎖部分の長さと構造は用途に特異的な条件以外に構造要
件にも少なくとも部分的に依存すると思われる。特に、最低限でも、連結オリゴヌクレオ
チドは２本鎖核酸セグメントの一方の鎖の３’末端と他方の鎖の５’末端の間に連結ルー
プを形成できることが必要である。従って、主に連結オリゴヌクレオチドとして利用する
場合、例えば大きな機能成分を付加しない場合には、連結オリゴヌクレオチドは一般に約
４ヌクレオチド～約１００ヌクレオチド以上となるが、一般には４ヌクレオチド～約２０
ヌクレオチドの連結オリゴヌクレオチドが好ましい。例えば、短い連結が望ましい場合に
は、連結オリゴヌクレオチドは４～約８ヌクレオチド長とすることができる。
【００９１】
　上記構造要件に加え、所定の連結オリゴヌクレオチド部分がプライマー及び／又はポリ
メラーゼ結合部位となる場合には、このセグメントは望ましいプライマー長と複合体化し
たポリメラーゼに対応するために十分な長さでなければならない。従って、プライマー認
識部位を含む連結オリゴヌクレオチドは一般に＞約２０塩基長、好ましくは少なくとも約
３６塩基長となる。場合により、例えばポリメラーゼ結合等に対応するために、１本鎖部
分の内側でプライマーの片側又は両側に十分なスペースを提供することが望ましい場合も
ある。従って、場合により、１本鎖部分は上記よりも実質的に長くなり、例えば５０塩基
、８０塩基、１００塩基以上となる。
【００９２】
　鋳型はヘアピンループが小さいほど連結オリゴヌクレオチドの「オーバーヘッド」が鋳
型構築物全体に占める割合は少なくなり、従ってシステムのシーケンシング機能を使用す
る割合も少なくなるという意味で鋳型としての効率が高くなるので、上記とは逆に、場合
により、短い連結オリゴヌクレオチドが望ましい場合もある。従って、連結オリゴヌクレ
オチドは場合により２０塩基長未満、好ましくは１２塩基長未満となる。当然のことなが
ら、高い効率で最適なプライマー結合を得たい場合には、連結オリゴヌクレオチドは一般
に約２０～約１００塩基長、好ましくは約２０～約８０塩基長の範囲となる。更に、例え
ばセンス鎖とアンチセンス鎖を連結するヌクレオチドの数が異なる非対称連結オリゴヌク
レオチドを１個の鋳型構築物内で使用することもできる。このような構築物は例えばサン
プルセグメントを第１種の制限エンドヌクレアーゼで切断後に、切断部位／オーバーハン
グ配列に相補的な第１のアダプター／連結ヘアピン配列とアニーリング／ライゲーション
後、第２の制限エンドヌクレアーゼで処理した後、第２の切断部位／オーバーハングに相
補的な第２の異なる寸法のヘアピン型アダプターとアニーリング／ライゲーションする反
復工程により作製することができる。
【００９３】
　Ｖ．鎖置換
　上記のように、鋳型の相補的セグメントは例えば図２Ｂに示すように２本鎖として提供
することができる。当然のことながら、このような場合には、鋳型依存的シーケンシング
法の前又はその間に鎖分離を実施することが好ましい。例えば取込み法によるシーケンシ
ングの場合には、鎖置換型ポリメラーゼ酵素の選択と使用により鎖分離を実施することが
好ましい。種々の鎖置換型ポリメラーゼ酵素が容易に入手可能であり、例えば、Φ２９ポ
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リメラーゼ及びΦ２９型ポリメラーゼ（例えばその開示内容全体を全目的で本願に援用す
る米国特許第５，００１，０５０号、５，５７６，２０４号参照）、Ｂｓｔポリメラーゼ
（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ製品）、及びその開示内容全体を全目的で本
願に援用する同一名義の国際特許出願第ＷＯ２００７／０７５９８７号、ＷＯ２００７／
０７５８７３号、ＷＯ２００７／０７６０５７号に記載されているポリメラーゼが挙げら
れる。
【００９４】
　このような鋳型と鎖置換型酵素の合成方法を図５に模式的に示す。図に示すように、完
全連続鋳型５００をプライマー配列５０２及び鎖置換型ポリメラーゼ５０４と複合体化し
、４種類のヌクレオチド５０６又は所定の好ましい側面の場合には蛍光標識ヌクレオチド
アナログと接触させる。合成が進むにつれてポリメラーゼ自体の活性は一方の相補鎖５０
８を他方５１０から置換し、新生鎖５１２の合成が続く。合成（例えば鋳型１周の完全な
１サイクル）が完了すると、元の鋳型５００と新規合成ないし新生鎖５１２から構成され
る２本鎖環状配列が得られる。鎖置換型酵素はハイブリダイズした鎖（例えば新規に合成
された新生鎖５１２）を置換し続けることができるので、合成と、暗意としてシーケンシ
ング法は鋳型を複数回通って続けられ、コンセンサス配列決定用の複数の配列が得られ、
一般に連続鋳型５００に相補的な反復領域を含む長いコンカテマー分子を作製することが
できる。
【００９５】
　あるいは、他のメカニズムを利用して合成前又は合成中に鎖分離を実施することもでき
る。例えば、反応混合物の温度上昇を使用して鋳型の２本鎖部分を溶融させ、この領域を
通してプライマー伸長を実施することができる。当然のことながら、このような用途では
、溶融と連続合成に必要な温度に好適な熱安定性ポリメラーゼ酵素を利用することが望ま
しいと思われる。多様な熱安定性ポリメラーゼが当分野で公知であり、この種の用途に適
用可能であり、例えばＴａｑポリメラーゼとその変異体が挙げられる。
【００９６】
　熱調節開始法を使用する合成スキームを図６に示す。図に示すように、プライマー６０
２を鋳型構造６００に付け、非鎖置換型ポリメラーゼ酵素６０４と接触させる。鋳型は２
本鎖構成で存在し、ポリメラーゼは相補鎖を置換することができないので、合成は容易に
進行しない。所望点で２本鎖セグメントを分離すると、例えばプライマーを除去せずに２
本鎖セグメントを溶融させるために十分な加熱（△Ｃとして示す）により、鋳型６００の
元の２本鎖部分を通って新生鎖６０６を合成することができる。当然のことながら、プラ
イマー配列に加え、比較的融点の高い連結オリゴヌクレオチドの他の部分（例えば平均的
な天然核酸配列よりも融点の高いＧＣリッチ配列）も利用することができる。新生鎖の存
在により、元の鋳型の再ハイブリダイゼーションを防ぐために十分な２本鎖セグメントが
複製されると、変性段階又は変性剤は最早不要になる。
【００９７】
　同様に当然のことながら、非鎖置換型酵素を使用する場合には、連続合成を阻止するよ
うに新生鎖を配置するので、一般に鋳型１周の完全な１サイクル後に一般に付加的鎖分離
段階が必要になる。プライマー伸長の開始と同様に、別のトリガイベントの要件を満たす
ことにより、異なる鋳型シーケンシング段階を同期化する利点が得られる。あるいは、初
期トリガイベント後に、途切れずに連続的な合成とシーケンシングを確保するように合成
反応を高温に維持してもよい。
【００９８】
　ＶＩ．配列アラインメント
　上記に示唆したように、付加的利点として、本発明の鋳型構成は同一又は同種鋳型のコ
ンセンサス配列決定に固有のアラインメントの可能性がある。特に、連結オリゴヌクレオ
チドは既知又は認識可能であるため、このような１個以上の鋳型からの長い配列データ列
を整列させるのにこの既知配列を例えば目印又はレジストレーション配列として容易に利
用することができる。更に、連結オリゴヌクレオチドの配列が分からないとしても、配列
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全体のうちで相補的部分をもたない部分を配列データのどこかで確認することにより配列
を誘導することができる。特に、２本鎖セグメントとしての鋳型の標的配列部分は同一配
列データ内に自己相補配列をもち、即ちセンス鎖とアンチセンス鎖をもつ。しかし、標的
セグメントと連結オリゴヌクレオチドの長さによっては、連結オリゴヌクレオチドに対す
る厳密な相補配列が標的セグメント内に存在する確率はゼロまで低下する。従って、配列
内のどこかに自己相補配列をもたない部分について所定鋳型構築物から誘導される配列デ
ータをスキャンし、これが連結オリゴヌクレオチドであると仮定し、従って、これをアラ
インメントマーカーとして利用することができる。
【００９９】
　これを実施するための典型的なアルゴリズムの１例は次のように進められる。先ず、配
列全体でそれ自体の逆相補配列に対するスミス・ウォーターマンアラインメントを実施す
る。逆相補配列とのアラインメントの有無に従って配列の領域に注釈を付けるようにアラ
インメント品質閾値を適用する。例えば当分野で公知のフーリエ変換法を使用するか、又
は配列の同一のスミス・ウォーターマンアルゴリズムを逆相補配列ではなくそれ自体に対
して適用することにより、配列の反復単位を同定する。第１段階からの注釈付けを１反復
単位とし、総計する。次に全反復の統計を使用して配列インサートのより正確な同定を行
うことができる。例えば、１０回の反復では、逆相補配列に対して１回以下のヒットを示
す領域を「マーカー配列」と呼ぶことができ、２回以上ヒットした領域を「ゲノム配列」
と呼ぶことができる。用途の必要により厳密な閾値を決定することができる。
【０１００】
　他方、上記に示唆したように、識別可能な配列特徴をもつ配列を含むように結合ないし
連結オリゴヌクレオチドを選択又は作製し、この配列に関連する連続鋳型配列と同一サン
プル混合物中に混在する可能性のある他の鋳型配列との両方に関して、その識別を容易に
することもできる。特に、所定鋳型サンプルの由来を指示するために、バーコード等の配
列マーカーを含む連結オリゴヌクレオチドを鋳型構築物で利用することができる。その後
、区別可能な連結オリゴヌクレオチドタグを含む各種鋳型サンプルを１回のシーケンシン
グ法での解析に備えてプールすることができる。その後、個々の鋳型から誘導される配列
データを連結オリゴヌクレオチドタグの識別により元のサンプル作製法に帰属させること
ができる。
【０１０１】
　特に、異なる核酸含有サンプルに多数の別個のサンプル作製法を実施する。これらの別
個のサンプル作製法は異なる出発材料、例えば異なるサンプル（細胞、細胞培養液、患者
等）、同一起源の材料の異なる部分、即ち異なるサイズ選択部分等、又は同一集団、細胞
培養物等の異なる部分で実施することができる。ユニークな識別可能な別個の連結ヌクレ
オチド配列を鋳型構築物で利用することにより、別個の各方法に由来する鋳型にバーコー
ドを付ける。
【０１０２】
　次に統合シーケンシング反応でのシーケンシングに備えて各サンプルをプールする。各
回のランからのシーケンシング出力は個々の分子に基づくので、鋳型分子に組込まれるバ
ーコード配列によりシーケンシングデータをその起源に従って解析する。特に、各配列読
取りは単分子に由来するので、その付加したアダプター配列内にバーコード配列を含むア
ダプター配列の配列に鋳型のインサート部分の配列を明白に関連付けることができる。従
って、各鋳型配列を次にその起源（例えば特定サンプル、患者等）について調べる。
【０１０３】
　ＶＩＩ．連続鋳型作製
　本発明の鋳型構造は多数の異なる方法で作製することができる。第１の典型的な方法で
は、２本鎖標的フラグメントを一端又は両端で別個のヘアピンループと連結し、本発明の
鋳型構造を得る。このような方法はフラグメントの望ましくないコンカテマー化を減らし
、作製物からランダムな核酸フラグメントを容易に除去できる簡易鋳型作製方法を提供す
る。例えば、完全に相補的な２本鎖核酸フラグメントを平滑末端ライゲーションによりヘ
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アピン型アダプター配列と連結することができる。このような場合には、２本鎖フラグメ
ントの各末端にどのアダプターがライゲーションするかを制御する能力が低いので、１種
類のアダプターを利用すると望ましいと思われる。このような完全に相補的な２本鎖セグ
メントは平滑末端切断酵素を使用して作製することもできるし、制限酵素を使用してオー
バーハングを生じた後に例えばクレノウフラグメント等を使用してオーバーハング１本鎖
を埋めてもよい。
【０１０４】
　本明細書に記載する他の方法では、２本鎖フラグメントの所定末端に所定アダプター種
を制御可能にライゲーションするライゲーション法を利用することができ、従って、連結
オリゴヌクレオチド内で識別可能な配列を使用できるようになり、鋳型の一端を他端から
識別し易くなる。
【０１０５】
　このような方法の１例を図７に模式的に示す。図に示すように、１個以上の２本鎖核酸
フラグメント（例えば２本鎖フラグメント７００）を準備する。２本鎖フラグメントはよ
り大きな標的核酸（例えばゲノムＤＮＡ、ｃＤＮＡ、ＤＮＡコンカテマー、及び／又は例
えばＰＣＲもしくはＬＣＲ増幅からの増幅産物等）の断片化により誘導することができる
。次にヘアピン型アダプター７１０を２本鎖フラグメント７００の各末端に付ける。図に
示すように、ヘアピン型アダプター７１０の連結は２本鎖フラグメント７００の各鎖の３
’末端のユニークなオーバーハング配列７２０の存在により得られる。相補的オーバーハ
ング配列７２２をヘアピン型アダプターに配置すると、２本鎖フラグメント７００に対す
るヘアピン型アダプター７１０の特異的アニーリング及びライゲーションが可能になる。
図に示すように、オーバーハング配列は各鎖の３’末端に一連のアデノシンヌクレオチド
を付加する２本鎖フラグメントのＡ－テーリングの産物である。ヘアピン型アダプターの
各々の３’末端の相補的チミジンセットにより特異的アニーリングが可能になる。他方、
多数の異なる特異的オーバーハング配列を２本鎖フラグメントの末端に配置してもよい。
例えば、特徴的オーバーハング配列を各切断点に残して２本鎖ＤＮＡのより大きいセグメ
ントを断片化するために制限エンドヌクレアーゼを使用することができる。この特徴的配
列に相補的な配列を次にヘアピン型アダプターに配置すると、特異的アニーリング及びラ
イゲーションが可能になる。あるいは、オーバーハング配列として使用するために各鎖の
３’又は５’末端に特異的オーバーハング配列を別々にライゲーションしてもよい。ヘア
ピンアニーリングに対する特異性を提供することに加え、オーバーハング配列はヘアピン
型アダプターのアニーリングとライゲーションの前にフラグメントのコンカテマー化を防
ぐ機能ももつ。アニーリング後に、標準ライゲーション法を使用してヘアピン型アダプタ
ーをフラグメントにライゲーションする。
【０１０６】
　上記のように、付加的な特異性と他の利点がないのであまり好ましくないが、ヘアピン
型アダプターを２本鎖フラグメントの末端にライゲーションするには平滑末端ライゲーシ
ョンも利用できる。このような場合には、過剰量のヘアピン型アダプターの使用により鋳
型フラグメントのコンカテマー化又は他の非特異的結合を避けることができる。あるいは
、実質的に個々の分子を提供するようにエマルション内の個々の液滴をサイジングするエ
マルション反応を使用してもコンカテマー化に対して防御することができる。
【０１０７】
　１代替方法では、代替ライゲーション法を使用して鋳型配列を形成し、本明細書に記載
する鋳型構成を形成することができる。場合により、この代替ライゲーション法は例えば
元の標的配列の一部ではない外来連結セグメントを組込むことができるが、他の場合には
元の標的核酸の部分を使用して連結オリゴヌクレオチドを形成することもできる。内部配
列を連結オリゴヌクレオチドとして使用する場合には、このような配列は１本鎖オーバー
ハング配列に由来するものでもよいし、平滑末端フラグメントの２本鎖部分に由来するも
のでもよい。
【０１０８】
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　元の標的セグメントに由来するか又は付加もしくはライゲーションした外来連結オリゴ
ヌクレオチド配列の結果であるかに関係なく、どちらの場合も、２本鎖核酸セグメントの
連続する３’及び５’末端の共有結合は例えば鋳型非依存的なｄｓＤＮＡ末端（ＴＩＤＥ
）ライゲーション法を使用し、例えばｃｉｒｃｌｉｇａｓｅ酵素システムを使用して実施
することができる。一般に、この方法はｃｉｒｃｌｉｇａｓｅ作用を可能にするために各
セグメントの５’末端にリン酸基の存在が必要になる。５’リン酸の付加は例えばＴ４ポ
リヌクレオチドキナーゼ等を使用して酵素の作用によりフラグメントに実施することがで
きる。あるいは、より大きな核酸の断片化により２本鎖セグメントを得るのではなく、合
成又は別の鋳型から作製した場合には、例えば固相合成における初期構成要素等として元
の標的配列の増幅に使用されるプライマー配列に合成工程中にリン酸化５’末端を形成す
ることができる。
【０１０９】
　図８は２本鎖フラグメントの３’及び５’末端の典型的な連結方法を模式的に示す。図
に示すように、鎖８０２及び８０４から構成される標的配列の２本鎖フラグメント８００
を準備する。夫々２本鎖セグメント８０２及び８０４にオーバーハング配列８０６及び８
０８を配置する。このようなオーバーハング配列は各種方法を使用してフラグメントに付
加することができ、例えば末端トランスフェラーゼ処理によるポリＡテール付加、このよ
うなオーバーハング配列を含む標的フラグメントへのアダプター配列のライゲーション等
の標準テーリング技術を使用することができる。また、２本鎖フラグメントに付加される
配列として示すが、当然のことながら、このようなオーバーハング配列は断片化工程中に
例えばより大きな核酸の制限エンドヌクレアーゼ消化から例えばオーバーハング配列とし
て配置することができる。
【０１１０】
　図に示すように、５’リン酸基８１０を各鎖に付け、２つの連続する末端のＴＩＤＥラ
イゲーションと閉環を実施できるようにする。適切な閉環活性をもつリガーゼ（例えばＣ
ｉｒｃｌｉｇａｓｅ　ｓｓＤＮＡリガーゼ（Ｅｐｉｃｅｎｔｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｉｅｓ，Ｍａｄｉｓｏｎ　ＷＩ）、Ｔ４　ＲＮＡリガーゼ等）で処理すると、２本鎖
標的の各末端は閉環し、本発明の完全連続鋳型配列８１２が得られる。
【０１１１】
　２本鎖核酸フラグメントの５’リン酸化ヌクレオチドと３’ヒドロキシルの連結を実証
するには、プロトコルに変更（５’リン酸の付加、ＭｎＣｌ２、ＡＴＰの存在及び６０℃
の反応温度で＞１時間）を加えて市販Ｃｉｒｃｌｉｇａｓｅ酵素システムを利用した。Ｐ
ＡＧＥによりモニターした処、得られた分子は（エキソヌクレアーゼＩとエキソヌクレア
ーゼＩＩＩの両方による）エキソヌクレアーゼ消化に耐性であり、得られた分子は両端が
閉環していることが判明した。
【０１１２】
　オーバーハング配列を提供する方法として上記方法の代替方法はオーバーハング配列を
保持する２本鎖核酸セグメントを作製するために増幅工程でブロックプライマーセットを
利用する。特に、２本鎖ＤＮＡのセグメントを増幅するように増幅プライマー対を準備し
、例えば反平行増幅用標的セグメントの相補鎖の両端からプライミングする。プライマー
対は標的セグメントに部分的に相補的となるように構成され、１個以上の非天然ヌクレオ
チド（本明細書では「５番目の塩基」と言う）をその配列内にもつ。その相補配列を増幅
混合物に加えずに５番目の塩基をプライマー配列に加えると、標的配列はプライマー配列
に沿って標的を伸長できなくなり、従って、得られる２本鎖産物に１本鎖オーバーハング
配列を保持する。同様に、増幅サイクルを繰返すと、増幅産物の実質的に全部に近い大部
分でオーバーハング配列は２本鎖産物の両方の鎖に保持される。その後、これらの２本鎖
セグメントを本明細書に記載する鋳型作製方法で使用することができる。
【０１１３】
　上記方法の１例の模式図を図９に示す。図に示すように、プライマー９０２及び９０４
を使用して２本鎖標的核酸セグメント９００を反平行プライミングする（パネルＩ）．図
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に示すように、各プライマーは標的配列９００のその鎖に相補的な第１の部分９０６と、
１個以上の非天然ヌクレオチドないし５番目の塩基を含む第２の部分９０８と、図に示す
ように標的セグメント９００に非相補的な第３の部分９１０を含む。非相補的として示す
が、これは方法の操作性には不要である。場合により、例えば第３の相補的部分９１０を
使用すると、所望セグメントに相補的な２個のセグメントをもつプライマーにより所望標
的セグメントに対するプライマーの親和性を高めると共に、非標的領域との結合の可能性
を減らすことができ、５番目の塩基部分は標的セグメントと第１及び第３の部分のどちら
のハイブリダイゼーションも過度に妨げない。５番目の塩基の相補配列の不在下で標準増
幅法（例えばＰＣＲ）でプライマーを伸長させる。
【０１１４】
　パネルＩＩに矢印で示すように、各増幅産物に対するプライマー伸長は同一位置、即ち
相補鎖中の５番目の塩基に相補的な位置で終結する。複数ラウンドの増幅（パネルＩＩＩ
）後、増幅産物はプライマーの５番目の塩基を含む部分（第２の部分９０８）と第３の部
分（９１０）を含むオーバーハング配列をもつ相補鎖から実質的に構成され、アニールす
ると、２本鎖核酸９１２が得られる。
【０１１５】
　次に各セグメントの５’末端にオーバーハング配列をもつ２本鎖核酸９１２で上記ライ
ゲーション法（パネルＩＶに図示）を実施すると、本発明の連続鋳型９１４が得られる。
【０１１６】
　当然のことながら、ライゲーション法に必要及び／又は望ましい官能基を含むようにプ
ライマー配列を別々に合成及び構成することができる。例えば、ＴＩＤＥライゲーション
法で使用される５’リン酸基を含むようにこのようなプライマーを合成することができる
。更に、例えば増幅プライミング部位９０６とは一部が異なるシーケンシングプライミン
グ部位又は本明細書の他の箇所に記載するような他の機能的配列を例えば第３の部分９１
０に含むように合成することもできる。更に、得られる連続鋳型構築物の連結オリゴヌク
レオチド部分における５番目の塩基部分（例えば１個以上の非天然塩基）の存在は、標的
配列の２本鎖セグメントの外側に更に別の指標及び／又は制御配列もしくは配列イベント
を提供することができる。あるいは、領域９１０を部分的に自己相補的にしてステム－ル
ープ構造を形成し、ブロックした伸長の３’末端に隣接するように５’末端を配置しても
よい。その後、場合により例えば上記のような標準的なＴ４　ＤＮＡリガーゼによる方法
の基質として使用することができる。
【０１１７】
　一例として、５番目の塩基の相補配列の不在下でシーケンシング反応を開始することが
できる。これは非天然塩基であるため、存在しなくても配列の標的部分の全体的な配列決
定に影響しない。他方、この相補配列の反応を起こさないことにより、５番目の塩基相補
配列を混合物に加えるまで合成を阻害し、従ってシーケンシング法を阻害し、システムの
ホットスタート機能を提供することができる。更に、非天然塩基として、鋳型構築物全体
のこの部分は鋳型における天然塩基の配列合成を妨げないように構成することが可能なシ
ーケンシング法及び工程の内部チェックを提供する。例えば、配列中の４種類の天然塩基
の相補配列とは全く検出可能に異なるラベルを配列混合物中の５番目の塩基相補配列に付
けることができる。その後、このようなラベルに関連する取込みシグナルが発生すると、
方法が標的核酸の一方の鎖のプロセシングを開始しようとしていることを示す指標となる
。同様に、方法が完全連続鋳型を何周したかを示す計時機能も提供することができる。「
５番目の塩基」と言うが、当然のことながら、これは鋳型構造内に複数の制御成分を提供
することができる１組の非天然塩基を含むことができる。例えば、シーケンシング法の進
行を制御するように、２種類の異なる非天然ないし５番目の塩基を鋳型構造内の異なる点
に加え、例えば制御下の開始を可能にすると共に、シーケンスの後期で例えばアンチセン
ス鎖のシーケンシング前に制御下の停止／開始を可能にする。例えば、シーケンシングを
開始するために第１の非天然塩基の相補配列を添加することができる。例えばヘアピンの
１周目で第２の非天然塩基と遭遇すると、この第２の塩基の相補配列を反応混合物に添加
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するまでシーケンシングは全反応で停止する。こうして、各種シーケンシング反応を再同
調することができ、及び／又は他方の鎖のシーケンシングを制御することが可能になり、
本明細書の他の箇所に記載するような対合末端シーケンシング構成が得られる。
【０１１８】
　部分又は完全連続鋳型構築物の作製方法として類似ないし関連方法を図１０に示す。特
に、図に示すように、例えば本明細書の他の箇所に記載するように連結オリゴヌクレオチ
ド１００６により連結された夫々第１及び第２の相補的セグメント１００２及び１００４
を含む第１の増幅プライマー配列１０００を準備する。更に、増幅プライマー全体の３’
末端に１本鎖標的プライミングセグメント１００８を配置する。場合により、標的プライ
ミングセグメント１００８は所望の配列位置の近傍又はその内側でプライミングするよう
に特に選択することができる。他の好ましい側面において、標的プライミングセグメント
はシーケンシング用鋳型ライブラリーの作製に最適なカバー率を確保するように所定ゲノ
ム又は他のＤＮＡ配列の内側でランダムにプライミングする。一例として、ランダムプラ
イミングの場合には、標的プライミングセグメント１００８は比較的小さいオリゴヌクレ
オチド（例えばヘキサマー、ヘプタマー、オクタマー等）から構成することができる。よ
り特異的なプライミングでは、標的プライミングセグメントは一般に標的プライミングセ
グメント内に１６、２０又はそれ以上のヌクレオチドのオーダーのより大きなセグメント
を含む。更に、このようなセグメントは一般に所望の標的配列に連続又は近接する既知配
列セグメントに相補的な配列を含む。
【０１１９】
　図１０に示すように、第１の増幅プライマー１０００を変性させ、標的核酸セグメント
１０１０とハイブリダイズさせる。場合により、標的配列１０１０とまだアニールできる
ような条件下で変性されるようにプライマー１０００を構成する。他の場合には、プライ
マーが例えば変性されずにそのヘアピン構造で存在する場合でも、標的セグメント１０１
０のハイブリダイゼーションとプライミングを可能にするようにプライマーの構造を選択
する。
【０１２０】
　一例として、図に示すように、ステップＡでは反応混合物を第１の増幅プライマー１０
００に適切な変性温度（例えば３７℃）まで加熱し、プライマーを標的セグメント１０１
０とアニールさせる。図に示すように、次に標的セグメント１０１０の等温増幅を実施し
（ステップＡ及びＢ）、第１の増幅プライマーのヘアピン構造を各末端に付加した別の増
幅可能な標的セグメント（ステップＣのセグメント１０１２）を作製する。なお、図１０
には単線として示すが、当然のことながら、説明の目的では標的セグメント１０１０と増
幅可能な標的セグメント１０１２を表す単線は相補的核酸のセンス鎖とアンチセンス鎖の
一方又は両方を表す。
【０１２１】
　次に例えばセグメント１００２，１００４，１００６及び１００８の１個以上に相補的
な初期増幅プライマー配列１０００に対する第２の増幅プライマー１０１４又はその相補
配列を使用してこのセグメントを幾何級数的増幅（例えばＰＣＲ）に付し、増幅産物（例
えば相補的鋳型セグメント１０１６及び１０１８）を得る。セグメント１０１２の増幅（
ステップＥ）後、元の第１の増幅プライマーセグメント又は部分的にオーバーラップする
等温もしくはＰＣＲ増幅プライマーセグメント又はその相補配列を増幅産物（例えば１０
１６）内で再生させ、増幅産物の各末端にヘアピン構造を形成し（ステップＥ）、部分的
に２本鎖の部分的に連続する核酸セグメント１０２０を形成する。次に、例えば非鎖置換
型核酸ポリメラーゼ（例えばクレノウフラグメント）を使用して自己プライミング性の部
分的に２本鎖のセグメントを３’伸長させた後にリガーゼ処理し、得られた３’末端を５
’末端と連結することにより、これらの部分的に２本鎖のセグメント１０２０を完全連続
セグメント１０２２に加工する（ステップＦ及びＧ）。ライゲーション後、増幅混合物を
次にエキソヌクレアーゼ消化し、完全には連続していない核酸セグメント、例えばライゲ
ーション又は完全伸長しなかった核酸セグメントを除去する。
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【０１２２】
　主に好ましくは例えばシーケンシング用途に鋳型として直接使用するものとして本発明
の構築物を記載するが、当然のことながら、これらの構造はこのような構築物により提供
される配列冗長度に一致する配列冗長度を提供する鋳型の作製における中間構造として利
用することもできる。例えば、本明細書に記載する構造的に環状の核酸セグメントをロー
リングサークル型複製法で鋳型として使用し、環状核酸内に含まれる元の２本鎖セグメン
トのセンス鎖とアンチセンス鎖の両方の反復コピーを含むコンカテマー分子を作製するこ
とができる。その後、これらの複製産物を本明細書の他の箇所に記載するような鋳型依存
的シーケンシング法で鋳型分子として直接利用することができる（その開示内容全体を全
目的で本願に援用する米国特許第７，４７６，５０３号も参照）。同様に、複製法を利用
し、従来記載されている方法を使用して作製した環状構築物の複数コピーを作製すること
もできる（例えば上記にその開示内容全体を全目的で本願に援用した米国特許出願第６１
／０７２，１６０号参照）。
【０１２３】
　本発明の鋳型構築物の作製で使用される２本鎖核酸セグメントの作製は多数の手段によ
り実施することができる。例えば、分析しようとするサンプルに由来する核酸を例えば下
記のように公知断片化方法により２本鎖フラグメントに断片化することができる。あるい
は、より大きな配列内の所望配列セグメントの双方向増幅によりサンプル核酸セグメント
の標的領域から２本鎖鋳型を作製することもできる。特に、所望配列領域のフランキング
部分で配列特異的ＰＣＲプライマーを利用し、反平行増幅を単独利用又は初期直線的増幅
工程と併用することによりプライマーと結合した領域を増幅することができる。得られた
増幅産物は該当２本鎖配列領域を含み、その後、更にプロセシングすると、本発明の鋳型
構築物が得られる。
【０１２４】
　上記のように、本明細書に記載する方法により提供される例えば単分子シーケンシング
反応用の本発明の鋳型核酸はゲノムＤＮＡから誘導することができる。ゲノムＤＮＡは細
胞溶解、脱蛋白およびＤＮＡ回収の３段階により任意原料から作製することができる。用
途の要求、ＤＮＡの必要な収率、純度及び分子量、並びに原料の量と由来に合わせてこれ
らの段階を適応させる。ゲノムＤＮＡの単離に関する更に詳細はＢｅｒｇｅｒ　ａｎｄ　
Ｋｉｍｍｅｌ，Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｉ
ｑｕｅｓ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ　ｖｏｌｕｍｅ　１５２　Ａｃ
ａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｉｎｃ．，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，ＣＡ（Ｂｅｒｇｅｒ）；Ｓ
ａｍｂｒｏｏｋ　ｅｔ　ａｌ．，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ－Ａ　Ｌａｂｏｒ
ａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ（３ｒｄ　Ｅｄ．），Ｖｏｌ．１－３，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎ
ｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，Ｎ
ｅｗ　Ｙｏｒｋ，２００８（「Ｓａｍｂｒｏｏｋ」）；Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ｆ．Ｍ．Ａｕｓｕｂｅｌ　ｅｔ　ａ
ｌ．，ｅｄｓ．，Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ，ａ　ｊｏｉｎｔ　ｖｅｎｔｕｒ
ｅ　ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｇｒｅｅｎｅ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ，Ｉ
ｎｃ．ａｎｄ　Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ（「Ａｕｓｕｂｅｌ」）；
Ｋａｕｆｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．（２００３）Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｍｏｌｅｃｕｌａ
ｒ　ａｎｄ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｍｅ
ｄｉｃｉｎｅ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　Ｃｅｓｋｅ（ｅｄ）ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ
（Ｋａｕｆｍａｎ）；及びＴｈｅ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　Ｈ
ａｎｄｂｏｏｋ　Ｒａｌｐｈ　Ｒａｐｌｅｙ（ｅｄ）（２０００）Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎ
ｇ　Ｈａｒｂｏｒ，Ｈｕｍａｎａ　Ｐｒｅｓｓ　Ｉｎｃ（Ｒａｐｌｅｙ）に記載されてい
る。更に、細胞からゲノムＤＮＡを精製するための多数のキットが市販されており、Ｐｒ
ｏｍｅｇａ製Ｗｉｚａｒｄ（登録商標）ゲノムＤＮＡ精製キット；ＢｉｏＲａｄ製Ａｑｕ
ａ　Ｐｕｒｅ（登録商標）ゲノムＤＮＡ単離キット；Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ製Ｅａｓｙ－
ＤＮＡ（登録商標）キット；及びＱｉａｇｅｎ製ＤｎＥａｓｙ（登録商標）組織キットが
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挙げられる。上記の代わり又はそれに加えて、先ずマイクロアレイ又は他の捕捉技術で標
的核酸を１本鎖セグメントとして得た後に、捕捉した材料を増幅し、２本鎖サンプル材料
を作製する標的捕捉プロトコルにより標的核酸セグメントを得ることもできる。種々のこ
のような捕捉プロトコルが例えばＨｏｄｇｅｓ　Ｅ，ｅｔ　ａｌ．Ｎａｔ．Ｇｅｎｅｔ．
２００７　Ｎｏｖ　４，Ｏｌｓｏｎ　Ｍ．，Ｎａｔｕｒｅ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　２００７　
Ｎｏｖ；４（１１）：８９１－２，Ａｌｂｅｒｔ　ＴＪ，ｅｔ　ａｌ．Ｎａｔｕｒｅ　Ｍ
ｅｔｈｏｄｓ　２００７　Ｎｏｖ；４（１１）：９０３－５，及びＯｋｏｕ　ＤＴ，ｅｔ
　ａｌ．Ｎａｔｕｒｅ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　２００７　Ｎｏｖ；４（１１）：９０７－９に
記載されている。
【０１２５】
　本明細書に記載する方法により作製することができる例えば高スループットシーケンシ
ングシステム用の核酸はｃＤＮＡ（例えば真核対象又は真核対象に由来する特定組織から
得られたｍＲＮＡから作製された例えばｃＤＮＡ）から誘導することもできる。例えば高
スループットシーケンシングシステムを使用してｃＤＮＡライブラリーに由来する核酸鋳
型のシーケンシングから得られるデータは、例えば該当遺伝子の新規スプライス変異体の
同定や、例えば該当遺伝子のスプライスアイソフォームの例えば異なる組織型、同一組織
型の異なる処理又は同一組織型の異なる発生段階による発現差の比較に有用であると思わ
れる。
【０１２６】
　ｍＲＮＡは例えばＳａｍｂｒｏｏｋとＡｕｓｕｂｅｌに記載されているプロトコルと方
法を使用してほぼ任意原料から単離することができる。単離されるｍＲＮＡの収率と品質
は例えばＲＮＡ抽出前に組織を保存する方法、ＲＮＡ抽出中に組織を破壊する手段、又は
ＲＮＡを抽出する組織型に依存し得る。ＲＮＡ単離プロトコルは相応に最適化することが
できる。多数のｍＲＮＡ単離キットが市販されており、例えばｍＲＮＡ－ＯＮＬＹ（登録
商標）原核ｍＲＮＡ単離キットとｍＲＮＡ－ＯＮＬＹ（登録商標）真核ｍＲＮＡ単離キッ
ト（Ｅｐｉｃｅｎｔｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）、ＦａｓｔＴｒａｃｋ　２
．０　ｍＲＮＡ単離キット（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）、及びＥａｓｙ－ｍＲＮＡキット（
ＢｉｏＣｈａｉｎ）が挙げられる。更に、各種起源（例えばウシ、マウス及びヒト）、及
び組織（例えば脳、血液、及び心臓）に由来するｍＲＮＡが例えばＢｉｏＣｈａｉｎ（Ｈ
ａｙｗａｒｄ，ＣＡ）、Ａｍｂｉｏｎ（Ａｕｓｔｉｎ，ＴＸ）、及びＣｌｏｎｔｅｃｈ（
Ｍｏｕｎｔａｉｎｖｉｅｗ，ＣＡ）から市販されている。
【０１２７】
　精製ｍＲＮＡを回収後、逆転写酵素を使用してｍＲＮＡ鋳型からｃＤＮＡを作製する。
例えば原核生物と真核生物から採取したｍＲＮＡからのｃＤＮＡの作製方法及びプロトコ
ルはｃＤＮＡ　Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ，Ｉ．Ｇ．Ｃｏｗｅｌｌ，ｅｔ　ａ
ｌ．，ｅｄｓ．，Ｈｕｍａｎａ　Ｐｒｅｓｓ，Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ，１９９７、Ｓａｍ
ｂｒｏｏｋ及びＡｕｓｕｂｅｌに詳述されている。更に、ｃＤＮＡの作製用の多数のキッ
トが市販されており、Ｃｅｌｌｓ－ｔｏ－ｃＤＮＡ（登録商標）ＩＩキット（Ａｍｂｉｏ
ｎ）、ＲＥＴＲＯｓｃｒｉｐｔ（登録商標）キット（Ａｍｂｉｏｎ）、ＣｌｏｎｅＭｉｎ
ｅｒ（登録商標）ｃＤＮＡライブラリー構築キット（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）、及びＵｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　ＲｉｂｏＣｌｏｎｅ（登録商標）ｃＤＮＡ合成システム（Ｐｒｏｍｅｇ
ａ）が挙げられる。多くの企業（例えばＡｇｅｎｃｏｕｒｔ　ＢｉｏｓｃｉｅｎｃｅやＣ
ｌｏｎｔｅｃｈ）がｃＤＮＡ合成サービスを提供している。
【０１２８】
　本明細書に記載する本発明の所定態様では、核酸フラグメントをゲノムＤＮＡ又はｃＤ
ＮＡから作製する。ゲノムＤＮＡ、ｃＤＮＡ、又はＤＮＡコンカテマーから核酸フラグメ
ントを作製する方法は多数のものが存在する。これらの方法としては限定されないが、超
音波、機械的剪断、噴霧、水流剪断等の機械的方法；ヒドロキシル基、Ｃｕ（ＩＩ）：チ
オール錯体、ジアゾニウム塩等による処理等の化学的方法；エキソヌクレアーゼ消化、制
限エンドヌクレアーゼ消化等の酵素的方法；及び電気化学的切断が挙げられる。これらの
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方法更にＳａｍｂｒｏｏｋとＡｕｓｕｂｅｌに説明されている。
【０１２９】
　ＶＩＩＩ．キット及びシステム
　上記鋳型組成物と、このような組成物の作製及び使用方法に加え、本発明はこのような
法と組成物の応用態様も提供する。
【０１３０】
　例えば、所定態様において、本発明は本発明の鋳型構築物の作製と使用に使用されるキ
ットを提供する。第１の典型的なキットは本明細書の他の箇所に記載するような本発明の
鋳型構築物の作製用材料及び方法を提供する。従って、キットは一般に例えば上記に概説
した各種鋳型作製法に従って本明細書に概説するような鋳型構築物を作製するために必要
な材料を含む。当然のことながら、鋳型構築物の種類と使用する方法に応じてキット内容
物を変えることができる。例えば、２本鎖核酸セグメントの末端に連結したヘアピン型ア
ダプターを利用している場合には、本発明のキットは一般にこのようなヘアピン型アダプ
ターと、このようなアダプターを２本鎖核酸の遊離末端に連結するための適切なライゲー
ション酵素及びプロトコルと、例えばオーバーハング又は平滑末端核酸を提供するように
ライゲーション前に２本鎖セグメントの末端を処理するために望ましいと思われる任意プ
ロセシング酵素を含む。上記のように、このようなアダプターは２本鎖セグメント上の相
補的オーバーハング末端との連結を容易にするためにオーバーハングセグメントを含むこ
とができる。これらのオーバーハング末端は例えば制限酵素切断、テーリング法等により
２本鎖セグメントに既知配列を付加することにより得られ、これらの特徴をもつ鋳型の作
製用試薬を場合によりキットに同梱してもよいし、商業ソースから入手してもよい。
【０１３１】
　他の態様において、これらのキットは２本鎖核酸セグメントの２本の鎖の間に連結オリ
ゴヌクレオチドを配置するために使用可能なオーバーハング配列を提供するためのプライ
マー又は他の配列アダプター又は配列伸長試薬を含むことができる。場合により、これら
のキットは５’リン酸基を連結オリゴヌクレオチドに提供するための酵素システムを含む
ことができ、あるいはこのような５’リン酸基をプライマーに予め配置した増幅プライマ
ーを提供することができる。このようなプライマーは更に、増幅法と得られた鋳型のシー
ケンシング用途における使用の両方を制御するために上記５番目の塩基構成を含むことが
できる。
【０１３２】
　第２の典型的なキットは単に本発明の鋳型構築物の作製用ではなく、標的核酸配列の配
列解析の実施にこのような鋳型を使用するための材料と方法を提供する。従って、上記材
料及び方法に加え、このようなキットは更にこのようなシーケンシング法で使用される試
薬（例えばシーケンシング法を開始するためのプライマー配列、ポリメラーゼ酵素、及び
好ましい場合には核酸合成複合体の光閉込めを可能にする支持体）を含むことができる。
特に好ましい側面において、このような支持体は一般にゼロモード導波管の１個以上のア
レイを含む。このような導波管アレイは例えばその開示内容全体を全目的で本願に援用す
る公開国際特許出願第ＷＯ２００７／１２３７６３号に記載されているように、このよう
なゼロモード導波管の照射容積内への合成複合体の局在を強化するための表面処理を更に
含むことができる。更に、このようなキットは場合によりシーケンシング用のヌクレオチ
ド組成物を含むことができ、例えばαリン酸以外のリン酸基でヌクレオシドポリリン酸構
築物のリン酸基に蛍光又は他の検出可能な標識基を結合した標識ヌクレオチドが挙げられ
る。種々の他の型の標識及び非標識ヌクレオチドも場合によりキットに含むことができ、
一般に当分野で公知である。
【０１３３】
　本発明は更に標的核酸分子の分析を実施するために本発明の鋳型構築物と併用されるシ
ステムも提供する。特に、このようなシステムは一般に本明細書に記載する試薬システム
と、これらの試薬システムから配列情報を検出するための分析システムを併有する。例え
ば、利用するシーケンシング法の種類に応じて、シーケンシングシステムはＩｌｌｕｍｉ
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ｎａ，Ｉｎｃ．製ゲノム分析システム、４５４　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ製ＧＳ　Ｆ
ＬＸシステム、又はＬｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．製ＡＢＩ　３７３０
システム等の市販核酸シーケンシングシステムに同梱又はこれらのシステム用に販売され
ているシステムコンポーネントを含むことができる。
【０１３４】
　好ましい側面において、このようなシステムは個々のシーケンシング複合体からの蛍光
シグナルを分解することが可能な蛍光顕微鏡を含む。特に好ましい側面において、このよ
うなシステムはシステムにより照射される反応領域のアレイ（例えばゼロモード導波管ア
レイ）を含み、各ＺＭＷ内で実施されるシーケンシング反応と連動してアレイから発生さ
れる蛍光シグナルを検出する。
【０１３５】
　本発明のシステムは更に一般に、システムにより発生され、検出器から得られたシグナ
ルデータ（例えばシーケンシング反応は標識ヌクレオチドを取込み、標識ヌクレオチドは
システムで照射されると、このような取込みを示す蛍光シグナルを発生する）をコンピュ
ータ読取り可能な媒体（例えばハードディスク、ＣＤ、ＤＶＤ又は他の光学媒体、フラッ
シュメモリーデバイス等）に格納するために、システムの検出部分に作動的に接続された
情報プロセッサ又はコンピュータを含む。本発明のこの側面の目的では、このような作動
的接続により、検出システムからその後の解析及び変換用プロセッサーへのデータの電子
転送が得られる。作動的接続は種々の周知コンピュータネットワーク又は接続方法のいず
れかにより実施することができ、例えばＦｉｒｅｗｉｒｅ（登録商標）、ＵＳＢ接続、無
線接続、ＷＡＮもしくはＬＡＮ接続、又は好ましくは高データ転送率の他の接続が挙げら
れる。コンピュータは更に一般に、生シグナルデータをユーザが解釈可能な配列データに
加工又は変換するために、生シグナルデータを解析し、取込みイベントに関連すると思わ
れるシグナルパルスを同定し、シーケンシング反応中に取込まれた塩基を同定するソフト
ウェアを含む（例えばその開示内容全体を全目的で本願に援用する公開米国特許出願第２
００９－００２４３３１号参照）。
【０１３６】
　典型的なシステムは例えばその開示内容全体を全目的で本願に援用する２００７年９月
１４日付け米国特許出願第１１／９０１，２７３号、及び２００８年６月５日付け米国特
許出願第１２／１３４，１８６号に詳細に記載されている。
【０１３７】
　ＩＸ．実施例
　本明細書に記載する鋳型構築物を以下に詳述する各種シーケンシング用途で利用した。
【０１３８】
実施例１：鋳型構築及びシーケンシング
　取込みコンテキストによるシーケンシング用に本発明の鋳型構築物を作製した。特に、
鋳型で単分子リアルタイム（ＳＭＲＴ（登録商標））シーケンシングを実施し、得られた
新生鎖への取込みに標識ヌクレオチドアナログが使用される間に、プライマー配列のポリ
メラーゼによる鋳型依存的伸長をモニターした。
　鋳型構築：
【０１３９】
　プライマー５’－ＧＴＡＣＧＧＧＴＣＴＣＡＣＣＣＧＧＧＧＡＴＣＣＴＣＴＡＧＡＡＴ
ＣＧＡＴ－３’及び５’－ＣＣＴＡＡＧＧＴＣＴＣＧＧＡＡＧＣＴＡＣＴＡＧＴＣＣＴＣ
ＡＧＣＡＡＧＣＴＴ－３’を使用してプラスミドクローンからＤＮＡの２本鎖フラグメン
トを増幅した。得られた産物をＺｙｍｏ－２５　ＰＣＲ精製キットで精製した。制限酵素
ＢｓａＩ（ＮＥＢ）の存在下で一晩インキュベートすることによりＰＣＲ産物の各末端に
オーバーハングを作製した。Ｑｉａｇｅｎ　ＰＣＲ精製キットを使用して消化産物を精製
後、合成ヘアピン型オリゴ：５’－ＣＧＧＧＣＴＣＧＧＡＡＣＧＡＡＡＧＴＴＣＣＧＡＧ
－３’及び５’－ＣＴＴＣＧＧＴＣＧＣＣＡＧＡＴＴＡＧＡＡＡＡＴＣＡＧＴＣＡＣＧＴ
ＣＴＡＧＡＴＧＣＡＧＴＣＡＧＧＴＴＣＴＴＡＡＡＴＣＣＴＡＧＴＴＣＣＴＴＧＧＣＧＡ
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ＣＣ－３’にライゲーションした。ライゲーションは消化したＰＣＲ産物を２倍量の各ヘ
アピン型オリゴと共にＴ４　ＤＮＡ　Ｌｉｇａｓｅ（ＮＥＢ）の存在下で２３℃にて１時
間インキュベートすることにより実施した。反応混合物をエキソヌクレアーゼＩＩＩの存
在下で１時間３７℃にてインキュベートすることにより、ライゲーションしなかった産物
を除去した。Ｑｉａｇｅｎ　ＰＣＲ精製キットを使用して最終産物を精製し、等モル量の
シーケンシングプライマー：５’－ＣＴＧＡＣＴＧＣＡＴＣＴＡＧＡＣＧＴＧＡＣＴＧＡ
－３’にアニールした。最終鋳型構築物は２４４ヌクレオチド２本鎖セグメントを含み、
全長５４６ヌクレオチド（連結／ヘアピンセグメントを含む）であった。
【０１４０】
　２ｎＭ　ＤＮＡポリメラーゼ；１００ｎＭ鋳型；５００ｎＭ　Ａ６４７－ｄＡ６Ｐ，５
００ｎＭ　Ａ６６０－ｄＣ６Ｐ，５００ｎＭ　Ａ５６８－ｄＧ６Ｐ，及び５００ｎＭ　Ａ
５５５－ｄＴ６Ｐ；０．５ｍＭ　Ｔｒｏｌｏｘ；４ｍＭ　ＰＣＡ（プロトカテキュ酸）；
並びに０．５Ｘ　ＰＣＤ（プロトカテキュ酸３，４ジオキシゲナーゼ）を使用してＳＭＲ
Ｔ（登録商標）シーケンシング反応を実施した。
【０１４１】
　ＺＭＷの３０００個の別個のコアをもつゼロモード導波管アレイでシーケンシング反応
を実施した。標的照射プロファイル（例えばコア毎に別個のスポット）が得られる高度多
重化共焦点蛍光顕微鏡を使用して反応を観測した（例えばその開示内容全体を全目的で本
願に援用する２００８年５月９日付け米国特許出願第１２／１５１，９７９号参照）。各
ＺＭＷからの蛍光シグナルをＥＭＣＣＤカメラで５分間検出し、パルス認識及びベースコ
ール法に付した（例えばその開示内容全体を全目的で本願に援用する公開米国特許出願第
２００９－００２４３３１号参照）。図１１はシーケンシングトレースを示し、鋳型構築
物の周囲の７００塩基の配列データから１５４塩基のコンセンサス情報が得られることが
分かる。
【０１４２】
実施例２：単分子コンセンサスシーケンシング
　本発明の鋳型構築物を使用して単分子コンセンサスシーケンシング精度を調べた。合計
１６２ヌクレオチドを含む完全連続ＳＭＲＴｂｅｌｌ（登録商標）鋳型を作製した。連続
鋳型の作製には２個のヘアピン型配列を使用した。第１の配列は８ｂｐステムで閉環した
５４ｎｔループと、インサートオリゴヌクレオチドに存在するオーバーハングとライゲー
ションするために使用される４ｎｔオーバーハングから構成した。第２の配列は８ｂｐス
テムで閉環した４ｎｔループとライゲーション用の４ｎｔオーバーハングから構成した。
単分子シーケンシングシステムでシーケンシングすると、この鋳型の各鎖を複数回シーケ
ンシングすることができる。得られた鋳型を上記のようなＳＭＲＴ（登録商標）シーケン
シングに付し、単分子構成の鋳型を複数回反復シーケンシングした。予想通り、単一鋳型
分子の個々の反復配列読取りは複数読取りよりも精度の増加を示した。特に、単一鋳型分
子の反復シーケンシングから得られた精度は各反復読取りないし「ループ」と共に増加し
、鋳型を数周しただけで漸近的最大値に近づいた。
【０１４３】
　この分子冗長シーケンシングを一塩基変異の同定（例えばＳＮＰ）に応用した。１ヌク
レオチド（「Ｔ」対立遺伝子及び「Ａ」対立遺伝子として示す）のみが相違する２種類の
ＳＭＲＴｂｅｌｌ（登録商標）鋳型を作製した。２種類の鋳型を図１２に示し、Ｔ対立遺
伝子をパネルＡに示し、変異体塩基を矢印で示し、Ａ対立遺伝子をパネルＢに示す。２種
類の鋳型を０％「Ａ」：１００％「Ｔ」から１００％「Ａ」：０％「Ｔ」までの既知比で
混合した。各混合物で単分子シーケンシング反応を実施した。得られたシーケンシングデ
ータのトレースをフィルタリングし、インサート配列の６個以上の読取りを含むものを抽
出後、個々の分子で多形位置のコンセンサスコールを生成するために使用した。図１３は
読み出した多形比と予想比の比較を示す。
【０１４４】
実施例３：連続鋳型構築物を使用したゲノム大腸菌シーケンシング
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　大腸菌株ＭＧ１６５５をＡＴＣＣから購入し、ＬＢ培地で増殖させた。Ｑｉａｇｅｎ製
高分子量ゲノムＤＮＡ精製キットを使用して細胞培養液からＤＮＡを採取した。ネブライ
ザーを使用してゲノムＤＮＡを剪断し、５００～１５００ｂｐサイズのフラグメントを作
製した。Ｑｉａｇｅｎ　ＰＣＲ精製カラムを使用してフラグメントを回収した。Ｔ４　Ｄ
ＮＡポリメラーゼ、Ｔ４ポリヌクレオチドキナーゼ、及び各ｄＮＴＰを含有する反応液中
で断片化ＤＮＡを末端修復した。精製後、末端修復したＤＮＡをＴａｑ　ＤＮＡポリメラ
ーゼとｄＡＴＰの存在下でインキュベートし、各フラグメントに１個のＡヌクレオチドを
付加した。次に、テーリングしたＤＮＡをヘアピン型オリゴにライゲーションし、最終Ｓ
ＭＲＴｂｅｌｌ（登録商標）鋳型を作製した。鋳型の両端に１個のヘアピン構造を使用し
た。このヘアピンはＡでテーリングしたインサートフラグメントへのライゲーションを可
能にするように、８ｂｐステムで閉環した５４ｎｔ１本鎖ループと、３’末端１個のＴヌ
クレオチドから構成した。
【０１４５】
　一方もしくは他方の末端でヘアピンとライゲーションできないか、又は不完全なライゲ
ーションによりニックを含むサンプル材料のフラグメントをエキソヌクレアーゼＩＩＩと
エキソヌクレアーゼＶＩＩにより除去した。ライゲーション産物をエタノール沈殿により
濃縮した後、ＣｈｒｏｍＳｐｉｎ　１０００カラムにアプライし、インサートを含まない
か又は短いインサートを含む鋳型を除去した。ＣｈｒｏｍａＳｐｉｎカラムからの溶出液
をＱｉａｇｅｎ　ＰＣＲ精製カラムを使用して精製し、２６０ｎｍの吸光度により定量し
た。鋳型を等量のプライマーにアニールさせた後、シーケンシングした。
【０１４６】
　ＺＭＷアレイチップに固定化する前に、５０ｍＭ　ＭＯＰＳ，ｐＨ７．５，７５ｍＭ酢
酸カリウム，０．０５％　Ｔｗｅｅｎ－２０，５ｍＭ　ＤＴＴ，５００ｎＭ　ＡＬＥＸＡ
５６８－Ｏ－ｄＧ６Ｐ，５００ｎＭ　ＡＬＥＸＡ５５５－Ｏ－ｄＴ６Ｐ，５００ｎＭ　Ａ
ＬＥＸＡ６４７－Ｏ－ｄＡ６Ｐ，５００ｎＭ　Ｃｙ５．５－Ｏ－ｄＣ６Ｐ，１ｍＭ塩化カ
ルシウムの緩衝液組成物中でビオチン化融合蛋白質タグを付けた１０ｎＭ改変Φ２９　Ｄ
ＮＡポリメラーゼ（Ｎ６２Ｄ，Ｅ３７５Ｙ，Ｋ５１２Ｙ，Ｔ３６８Ｆ）（例えばその開示
内容全体を全目的で本願に援用する２００８年３月３１日付け米国特許出願第６１／０７
２，６４５号参照）と共に６０ｎＭ　ＳＭＲＴｂｅｌｌ（登録商標）ＤＮＡライブラリー
を３７℃で１時間インキュベートした。固定化の直前に混合物を同一の緩衝液組成物で１
０倍に希釈し、表面にストレプトアビジンを固定化したＺＭＷチップに８μｌをロードし
た。固定化は室温で１時間実施した。シーケンシングの前に、固定化混合物をＺＭＷチッ
プから除去した。５０ｍＭ　ＡＣＥＳ　ｐＨ７．１，１２０ｍＭ酢酸カリウム，０．１ｍ
Ｍ塩化カルシウム，１２０ｍＭ　ＤＴＴの緩衝液８μｌでチップを５回洗浄した。これら
の洗浄段階後、５０ｍＭ　ＡＣＥＳ　ｐＨ７．１，１２０ｍＭ酢酸カリウム，０．１ｍＭ
塩化カルシウム，２５０ｎＭ　ＡＬＥＸＡ５６８－Ｏ－ｄＧ６Ｐ，２５０ｎＭ　ＡＬＥＸ
Ａ５５５－Ｏ－ｄＴ６Ｐ，２５０ｎＭ　ＡＬＥＸＡ６４７－Ｏ－ｄＡ６Ｐ，２５０ｎＭ　
Ｃｙ５．５－Ｏ－ｄＣ６Ｐ，及び１２０ｎＭ　ＤＴＴの組成物で更に２回洗浄した。洗浄
後、このヌクレオチドミックス４μｌをチップに残し、チップを上記のようなシーケンシ
ングシステムにセットした。ＭｎＯＡｃを終濃度０．５ｍＭまで加えることにより反応を
上記のようにリアルタイムで開始した。上記のようにシーケンシングデータを作製するた
めに各ＺＭＷチップで９分動画を３回撮影した。シーケンシングしたフラグメントをＫ１
２　ＭＧ　１６６５参照配列に整列させた。
【０１４７】
　全体では、ゲノムの９９．３％を明白にカバーする３８倍カバー率まで大腸菌ゲノムを
シーケンシングした。約４．５Ｍｂｐはカバー率が比較的高く（即ち＞２０倍カバー率）
、Ｑ６１の配列精度スコアで約９９．９９９９２％の精度が得られた。完全ゲノムについ
て精度を測定した処、９９．９９９６％であり、約Ｑ５４の品質スコアと同等であった。
【０１４８】
　図１４は大腸菌配列のカバー率マップを示す。複製起点から遠ざかることによる大腸菌
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複製の低下に関連する既知アーチファクトについてプロットを補正した。図に示すように
、カバー率レベルは平均３８倍カバー率レベルの付近で非常に均一である。カバー率レベ
ルに対する塩基数のヒストグラムとしてプロットすると、データは理論的最大カバー率に
同等の分布を示す（図１５，パネルＡ参照）。更に、複製起点から遠ざかることによる複
製変動について補正すると、実測配列カバー率（図１５，パネルＢ，棒線）に基づく理論
的最大配列カバー率ポアソン統計（破線で示す）に接近し始めることが分かる。
【０１４９】
実施例４：大型インサートシーケンシング
　大半のシーケンシングプラットフォームは読取り長が制限されており（パイロシーケン
シングプラットフォーム及び従来のキャピラリーシステムでは数十塩基から数脚塩基）、
ゲノム材料の大きな反復領域に対応しないため、所定配列読取りが一致し得る位置に関し
て配列データのゲノムアセンブリに曖昧さを生じるので、ゲノム材料の大きな反復セグメ
ントをシーケンシングし、完全なゲノムに組立てることは従来困難である。ＳＭＲＴ（登
録商標）シーケンシングとその実質的に長い読取り長を使用すると、個々の読取りで大き
い読取りセグメント全体によりよく対応できるようになり、短い読取りシステムに伴う曖
昧さを無くすことができる。
【０１５０】
　２．５６ｋｂの厳密なリピートを含む大腸菌株ＭＧ１６５５のゲノム配列の一部を本明
細書に記載する単分子法を使用するシーケンシングの標的とした。図１６はこのセグメン
トを含む大腸菌ゲノムの部分の模式図である。反復セグメントをゲノム配列の上部に斜線
で示す。この反復領域の周囲の配列を標的とするプライマーをゲノム配列の下に矢印で示
す。得られたＰＣＲ産物をＴ４　ＤＮＡキナーゼでリン酸化後、Ｑｉａｇｅｎ　ＰＣＲ精
製カラムを使用して精製した。ｄＡＴＰの存在下でＴａｑ　ＤＮＡポリメラーゼを使用し
てアデニンヌクレオチド１個を付加した後、Ｔ４　ＤＮＡリガーゼを使用してヘアピン型
オリゴヌクレオチドにライゲーションした。ＥｘｏＩＩＩとＥｘｏＶＩＩを使用して、ラ
イゲーションしなかった材料を除去した。ＳＭＲＴｂｅｌｌ（登録商標）鋳型をエタノー
ル沈殿により濃縮し、ＣｈｒｏｍａＳｐｉｎ　１０００カラムに通した後、Ｑｉａｇｅｎ
　ＭｉｎＥｌｕｔｅカラムを使用して精製した。
【０１５１】
　次にＳＭＲＴ（登録商標）シーケンシングを使用して鋳型をシーケンシングした。実質
的部分に対応し、少なくとも１例では完全な３ｋｂセグメント（～３．２ｋｂ読取り）に
対応する配列読取りを生成した。大型インサートに対応する単一配列読取りを提供するこ
とにより、このような反復に付随し得る曖昧さを著しく減らす。
【０１５２】
　例証の目的で多少詳細に説明したが、当業者に公知又は認識される多数の変形も本発明
の範囲内で実施できることは容易に理解されよう。本願に援用すると明記していない場合
でも、本開示で言及する全刊行物及び特許文献はその開示内容全体を全目的で本願に援用
する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１５３】
【特許文献１】米国仮特許出願第６１／０７２，１６０号
【特許文献２】米国仮特許出願第６１／０９９，６９６号
【特許文献３】米国仮特許出願第６１／１３９，４０２号
【特許文献４】米国特許第５，１７１，５３４号
【特許文献５】米国特許第６，２１０，８９１号
【特許文献６】米国特許第６，８３３，２４６号
【特許文献７】米国特許第６，０５６，６６１号
【特許文献８】米国特許第６，９１７，７２６号
【特許文献９】米国特許第７，０３３，７６４号
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【特許文献１０】米国特許第７，０５２，８４７号
【特許文献１１】米国特許第７，０５６，６７６号
【特許文献１２】米国特許第７，１７０，０５０号
【特許文献１３】米国特許第７，３６１，４６６号
【特許文献１４】米国特許第７，４１６，８４４号
【特許文献１５】米国特許出願第２００７－０１３４１２８号
【特許文献１６】米国特許第７，０４１，８１２号
【特許文献１７】ヨーロッパ特許第１１０５５２９号
【特許文献１８】公開国際特許出願第ＷＯ２００７／０４１３９４号
【特許文献１９】米国特許第６，４９８，０２３号
【特許文献２０】米国特許第６，４５１，５６３号
【特許文献２１】米国特許第７，３６８，２６５号
【特許文献２２】米国特許第７，３０２，１４６号
【特許文献２３】米国特許第５，００１，０５０号
【特許文献２４】米国特許第５，５７６，２０４号
【特許文献２５】国際特許出願第ＷＯ２００７／０７５９８７号
【特許文献２６】ＷＯ２００７／０７５８７３号
【特許文献２７】ＷＯ２００７／０７６０５７号
【特許文献２８】米国特許出願第２００８－０００９００７号
【特許文献２９】米国特許出願第２００７－０１６１０１７号
【特許文献３０】米国特許第７，４７６，５０３号
【特許文献３１】公開国際特許出願第ＷＯ２００７／１２３７６３号
【特許文献３２】公開米国特許出願第２００９－００２４３３１号
【特許文献３３】米国特許出願第１１／９０１，２７３号
【特許文献３４】米国特許出願第１２／１３４，１８６号
【特許文献３５】米国特許出願第１２／１５１，９７９号
【特許文献３６】米国特許出願第６１／０７２，６４５号
【非特許文献】
【０１５４】
【非特許文献１】Ｂｅｒｇｅｒ　ａｎｄ　Ｋｉｍｍｅｌ，Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｍｏｌｅｃ
ｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍ
ｏｌｏｇｙ　ｖｏｌｕｍｅ　１５２　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｉｎｃ．，Ｓａｎ
　Ｄｉｅｇｏ，ＣＡ（Ｂｅｒｇｅｒ）
【非特許文献２】Ｓａｍｂｒｏｏｋ　ｅｔ　ａｌ．，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎ
ｇ－Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ（３ｒｄ　Ｅｄ．），Ｖｏｌ．１－３，Ｃ
ｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ
　Ｈａｒｂｏｒ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，２００８（「Ｓａｍｂｒｏｏｋ」）
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