
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　標的ポリヌクレオチド配列と相補的なポリヌクレオチド配列を増幅するための方法であ
って、以下：
　（ａ）該標的配列を含む一本鎖ＤＮＡテンプレートを複合プライマーとハイブリダイズ
させる工程であって、該複合プライマーがＲＮＡ部分および３’ＤＮＡ部分を含む、工程
；
　（ｃ）ＤＮＡポリメラーゼを用いて該複合プライマーを伸長させる工程；
　（ｄ）ＲＮＡ／ＤＮＡハイブリッドからＲＮＡを切断する酵素を用いて、該アニールし
た複合プライマーのＲＮＡ部分を切断して、別の複合プライマーが該テンプレートにハイ
ブリダイズしかつ鎖置換によりプライマー伸長を反復するようにする工程であって、
　それにより該標的配列の相補的配列の複数のコピーが生成される、工程、
を包含する、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、（ｂ）終結ポリヌクレオチド配列を含むポリヌクレオ
チドを、前記テンプレートへの前記複合プライマーのハイブリダイゼーションに対して５
’側にある該テンプレートの領域にハイブリダイズさせる工程、をさらに包含する、方法
。
【請求項３】
　標的ポリヌクレオチド配列を増幅するための方法であって、以下：
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　（ａ）該標的配列を含む一本鎖ＤＮＡテンプレートを、複合プライマーとハイブリダイ
ズさせる工程であって、該複合プライマーがＲＮＡ部分および３’ＤＮＡ部分を含む、工
程；
　（ｃ）該複合プライマーをＤＮＡポリメラーゼを用いて伸長させる工程；
　（ｄ）ＲＮＡ／ＤＮＡハイブリッドからＲＮＡを切断する酵素を用いて、該アニールし
た複合プライマーのＲＮＡ部分を切断して、別の複合プライマーが該テ  ンプレートにハ
イブリダイズしかつ鎖置換によりプライマー伸長を反復して置換されたプライマー伸長産
物を生成するようにする工程；
　（ｅ）プロプロモーターと該置換されたプライマー伸長産物にハイブリダイズする領域
とを含むポリヌクレオチドを、ＲＮＡポリメラーゼにより転写が生じる  のを可能にする
条件下でハイブリダイズさせ、該置換されたプライマー伸長産物と相補的な配列を含むＲ
ＮＡ転写物が生成されるようにする工程であって、
　それにより該標的配列の複数のコピーが生成される、工程、
を包含する、方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法であって、（ｂ）終結ポリヌクレオチド配列を含むポリヌクレオ
チドを、前記テンプレートへの前記複合プライマーのハイブリダイゼーションに対して５
’側にある該テンプレートの領域にハイブリダイズさせる工程、をさらに包含する、方法
。
【請求項５】
　請求項１、２、３または４に記載の方法であって、前記複合プライマーのＲＮＡ部分が
、前記３’ＤＮＡ部分に対して５’側にある、方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法であって、前記５’ＲＮＡ部分が前記３’ＤＮＡ部分に隣接する
、方法。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の方法であって、同一配列または非同一配列の複数
の複合プライマーが使用される、方法。
【請求項８】
　請求項２または４に記載の方法であって、前記終結ポリヌクレオチド配列を含むポリヌ
クレオチドが、テンプレートスイッチオリゴヌクレオチド（ＴＳＯ）である、方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法であって、前記ＴＳＯが、前記テンプレートにハイブリダイズす
る領域において改変を含み、所定のセットの条件下で、該ＴＳＯが、該改変を含まないＴ
ＳＯと比較した場合に、より緊密に該領域に結合する、方法。
【請求項１０】
　請求項２または４に記載の方法であって、前記終結ポリヌクレオチド配列を含むポリヌ
クレオチドが、ブロッキング配列である、方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法であって、前記ブロッキング配列が、前記テンプレートにハイ
ブリダイズする領域において改変を含み、所定の  セットの条件下で、該ブロッキング配
列が、該改変を含まないブロッキング配列と比較した場合に、より緊密に該領域に結合す
る、方法。
【請求項１２】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の方法であって、前記ＲＮＡを切断する酵素が、Ｒ
ＮアーゼＨである、方法。
【請求項１３】
　請求項３または４に記載の方法であって、前記プロプロモーターと前記置換されたプラ
イマー伸長産物にハイブリダイズする領域とを含むポリヌクレオチドが、テンプレートス
イッチオリゴヌクレオチド（ＴＳＯ）である、方法。
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【請求項１４】
　請求項３または４に記載の方法であって、前記プロプロモーターを含むポリヌクレオチ
ドが、前記置換されたプライマー伸長産物にハイブ  リダイズする領域を３’末端に含み
、それにより、置換されたプライマー伸長産物のＤＮＡポリメラーゼ伸長が、二本鎖プロ
モーターを生成し、該二本鎖プロモーターから転写が行われる、方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法であって、前記プロプロモーターを含むポリヌクレオチドが、
プロプロモーターテンプレートオリゴヌクレオチド（ＰＴＯ）である、方法。
【請求項１６】
　請求項２または４に記載の方法であって、工程（ａ）および（ｂ）がどちらの順序でも
実施される、方法。
【請求項１７】
　請求項２または４に記載の方法であって、工程（ａ）および（ｂ）が同時に実施される
、方法。
【請求項１８】
　請求項１、２、３または４に記載の方法であって、工程（ａ）および（ｃ）が同時に実
施される、方法。
【請求項１９】
　請求項１、２、３または４に記載の方法であって、工程（ａ）が工程（ｃ）の前に実施
される、方法。
【請求項２０】
　請求項２または４に記載の方法であって、工程（ａ）、（ｂ）および（ｃ）が同時に実
施される、方法。
【請求項２１】
　請求項２または４に記載の方法であって、工程（ａ）および（ｂ）が工程（ｃ）の前に
実施される、方法。
【請求項２２】
　請求項１、２、３または４に記載の方法であって、工程すべてが同時に実施される、方
法。
【請求項２３】
　標的ヌクレオチド配列を配列決定する方法であって、以下：
　（ａ）該標的配列を含む一本鎖ＤＮＡテンプレートを複合プライマーとハイブリダイズ
させる工程であって、該複合プライマーが、ＲＮＡ部分および３’ＤＮＡ部分を含む、工
程；
　（ｃ）ＤＮＡポリメラーゼならびにｄＮＴＰとｄＮＴＰアナログとの混合物を用いて、
該複合プライマーを伸長させて、プライマー伸長がｄＮＴＰアナログの取り込みの際に終
結するようにする、工程；
　（ｄ）ＲＮＡ／ＤＮＡハイブリッドからＲＮＡを切断する酵素を用いて、該アニールし
た複合プライマーのＲＮＡ部分を切断して、別の複合プライマーが該テ  ンプレートにハ
イブリダイズしかつ鎖置換によりプライマー伸長を反復するようにする工程であって、そ
れにより該標的配列の相補的配列の種々の長さの複数のコピーが生成される、工程；
　（ｅ）工程（ａ）～（ｄ）の産物を分析して配列を決定する工程、
を包含する、方法。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の方法であって、（ｂ）終結ポリヌクレオチド配列を含むポリヌクレ
オチドを、前記テンプレートへの前記複合プライ  マーのハイブリダイゼーションに対し
て５’側にある該テンプレートの領域にハイブリダイズさせる工程、をさらに包含する、
方法。
【請求項２５】
　標的ヌクレオチド配列を配列決定する方法であって、以下：
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　（ａ）該標的配列を含む一本鎖ＤＮＡテンプレートを複合プライマーとハイブリダイズ
させる工程であって、該複合プライマーが、ＲＮＡ部分および３’ＤＮＡ部分を含む、工
程；
　（ｃ）ＤＮＡポリメラーゼを用いて該複合プライマーを伸長させる工程；
　（ｄ）ＲＮＡ／ＤＮＡハイブリッドからＲＮＡを切断する酵素を用いて、該アニールし
た複合プライマーのＲＮＡ部分を切断して、別の複合プライマーが該テ  ンプレートにハ
イブリダイズしかつ鎖置換によりプライマー伸長を反復して置換されたプライマー伸長産
物を生成するようにする工程；
　（ｅ）プロプロモーターと該置換されたプライマー伸長産物にハイブリダイズする領域
とを含むポリヌクレオチドを、ｒＮＴＰとｒＮＴＰアナログとの混合物  を使用して、Ｒ
ＮＡポリメラーゼにより該伸長産物から転写が生じるような条件下で、ハイブリダイズさ
せ、該置換されたプライマー伸長産物と相補的な配列を含むＲＮＡ転写物が生成されるよ
うにし、そして転写がｒＮＴＰアナログの取り込みの際に終結するようにする工程であっ
て、それにより該標的配列の種々の長  さの複数のコピーが生成される、工程；
　（ｆ）工程（ａ）～（ｅ）の産物を分析して配列を決定する工程、
を包含する、方法。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の方法であって、（ｂ）終結ポリヌクレオチド配列を含むポリヌクレ
オチドを、前記テンプレートへの前記複合プライ  マーのハイブリダイゼーションに対し
て５’側にある該テンプレートの領域にハイブリダイズさせる工程、をさらに包含する、
方法。
【請求項２７】
　前記複合プライマーのＲＮＡ部分が前記３’ＤＮＡ部分に対して５’側にある、請求項
２３、２４、２５、または２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記５’ＲＮＡ部分が前記３’ＤＮＡ部分に隣接している、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　標的ポリヌクレオチド中の目的の配列を特徴付ける方法であって、該方法は、
　（ｉ）請求項１～６のいずれか一項に記載の方法により標的ポリヌクレオチド配列を増
幅する工程であって、前記複合プライマーのＲＮＡ部分が、目的の配列または目的の配列
と相補的な配列に対してハイブリダイズする、工程、および
　（ｉｉ）存在するのであれば、工程（ｉ）からの増幅産物の量と、参照テンプレートか
らの増幅産物の量とを比較する工程であって、ここで、該参照テンプレートは該目的の配
列または目的の配列と相補的な配列を含む、工程、
を包含し、ここで、
　　該標的ポリヌクレオチドからの増幅産物の量が、該参照テンプレートからの増幅産物
の量よりも検出可能に少ないならば、該標的ポリヌクレオチドは、該目的の配列も、目的
の配列と相補的な配列も、含まず、そして、該標的ポリヌクレオチドは、該目的の配列に
対する配列改変体または配列改変体と相補的な配列を含み得る、方法。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の方法であって、前記複合プライマーのＲＮＡ部分の配列が野生型配
列と相補的な配列を含み、そして前記目的の配列が、該野生型配列の存在または非存在を
決定することにおいて特徴付けられる、方法。
【請求項３１】
　請求項２９に記載の方法であって、前記複合プライマーのＲＮＡ部分の配列が変異配列
と相補的な配列を含み、そして前記目的の配列が、該変異配列の存在または非存在を決定
することにおいて特徴付けられる、方法。
【請求項３２】
　請求項２９に記載の方法であって、前記複合プライマーのＲＮＡ部分の配列が対立遺伝
子配列と相補的な配列を含み、そして前記目的の配列が、該対立遺伝子配列の存在または
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非存在を決定することにおいて特徴付けられる、方法。
【請求項３３】
　一本鎖高次構造多型により標的ポリヌクレオチドにおける変異を検出する方法であって
、以下：
　（ｉ）請求項１～６のいずれか一項に記載の方法によって、標的ポリヌクレオチドを増
幅する工程；および
　（ｉｉ）一本鎖高次構造について該増幅産物を分析する工程
を包含し、ここで参照一本鎖ポリヌクレオチドと比較した場合の高次構造における差異が
、該標的ポリヌクレオチドにおける変異を示す、方法。
【請求項３４】
　マイクロアレイを作製する方法であって、以下：
　（ｉ）請求項１～６のいずれか一項に記載の方法によって、標的ポリヌクレオチドを増
幅する工程；および
　（ｉｉ）増幅産物のマイクロアレイを作製するために固体基材上に該増幅産物を付着さ
せる工程、
を包含する、方法。
【請求項３５】
　複合プライマーおよび（ｂ）終結ポリヌクレオチド配列を含むオリゴヌクレオチド、を
含む組成物であって、該複合プライマーが  ３’ＤＮＡ部分および５’ＲＮＡ部分を含み
、該終結ポリヌクレオチド配列は、テンプレートスイッチオリゴヌクレオチド（ＴＳＯ）
を含み、ここで該終結ポリヌクレオチド配列が、ＤＮＡポリメラーゼによるテンプレート
のＤＮＡ複製の停止をもたらし、ここで、該複合プライマーおよび該ポリヌクレオチドが
、テンプレート核酸分子にハイブリダイズし得る、組成物。
【請求項３６】
　請求項３５に記載の組成物であって、前記５’ＲＮＡ部分が前記３’ＤＮＡ部分に隣接
している、組成物。
【請求項３７】
　請求項３５または３６に記載の組成物であって、前記５’ＲＮＡ部分が５～３０ヌクレ
オチドであり、そして前記３’ＤＮＡ部分が５～２０ヌクレオチドであ

、組成物。
【請求項３８】
　請求項３５、３６または３７のいずれか一項に記載の組成物であって、前記ＴＳＯは、
前記テンプレートにハイブリダイズする領域において改変を含み、所定のセットの条件下
で、該ＴＳＯは、該改変を含まないＴＳＯと比較した場合、より緊密に該領域に結合する
、組成物。
【請求項３９】
　請求項３５～３８のいずれか一項に記載の組成物であって、プロプロモーターテンプレ
ートオリゴヌクレオチド（ＰＴＯ）をさらに含む、組成物。
【請求項４０】
　（ａ）テンプレート鎖と；（ｂ）複合プライマーであって、該複合プライマーが３’Ｄ
ＮＡ部分およびＲＮＡ部分を含む、複合プライマー  と；（ｃ）終結ポリヌクレオチド配
列を含むポリヌクレオチドであって、該終結ポリヌクレオチドがテンプレートスイッチオ
リゴヌクレオチド（ＴＳＯ）を含む、ポリヌクレオチドとの複合体を含み、ここで該終結
ポリヌクレオチド配列が、ＤＮＡポリメラーゼによるテンプレートのＤＮＡ複製の停止を
もたらし、ここ  で、該複合プライマーおよび該ポリヌクレオチドが、該テンプレート鎖
にハイブリダイズし得る、組成物。
【請求項４１】
　請求項４０に記載の組成物であって、前記複合プライマーのＲＮＡ部分が、前記３’Ｄ
ＮＡ部分に対して５’側にある、組成物。
【請求項４２】
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　反応混合物であって、（ａ）ポリヌクレオチドテンプレート；（ｂ）３’ＤＮＡ部分と
ＲＮＡ部分とを含む、複合プライマー；（ｃ）  ＤＮＡポリメラーゼ；ならびに（ｄ）終
結ポリヌクレオチド配列を含むポリヌクレオチドであって、該終結ポリヌクレオチドがテ
ンプレートスイッチオリゴヌクレオチド（ＴＳＯ）を含む、ポリヌクレオチド、を含み、
ここで該終結ポリヌクレオチド配列が、ＤＮＡポリメラーゼによるテンプレートのＤＮＡ
複製の停止を  もたらし、ここで、該複合プライマーおよび該ポリヌクレオチドが、該ポ
リヌクレオチドテンプレートにハイブリダイズし得る、反応混合物。
【請求項４３】
　前記複合プライマーが、前記３’ＤＮＡ部分に隣接する５’ＲＮＡ部分を含む、請求項
４２に記載の反応混合物。
【請求項４４】
　請求項４２または４３に記載の反応混合物であって、ＲＮＡ／ＤＮＡハイブリッドから
ＲＮＡを切断する酵素をさらに含む、反応混合物。
【請求項４５】
　請求項４４に記載の反応混合物であって、前記酵素がＲＮアーゼＨである、反応混合物
。
【請求項４６】
　請求項４２～４５のいずれか一項に記載の反応混合物であって、プロプロモーターを含
むポリヌクレオチドをさらに含む、反応混合物。
【請求項４７】
　請求項４６に記載の反応混合物であって、前記プロプロモーターを含むポリヌクレオチ
ドがＴＳＯである、反応混合物。
【請求項４８】
　請求項４６に記載の反応混合物であって、前記プロプロモーターを含むポリヌクレオチ
ドが、プロプロモーターテンプレートオリゴヌクレオチド（ＰＴＯ）である、反応混合物
。
【請求項４９】
　標的ポリヌクレオチド配列の増幅のためのキットであって、（ａ）３’ＤＮＡ部分とＲ
ＮＡ部分とを含む、複合プライマー、および（ｂ）  終結ポリヌクレオチド配列を含むポ
リヌクレオチドであって、該終結ポリヌクレオチド配列が、テンプレートスイッチオリゴ
ヌクレオチド（ＴＳＯ）を含む、ポリヌクレオチドを備え、ここで該終結ポリヌクレオチ
ド配列が、ＤＮＡポリメラーゼによるテンプレートのＤＮＡ複製の停止をもたらし、ここ
で、該複合プライ  マーおよび該ポリヌクレオチドが、該標的ポリヌクレオチド配列を有
するテンプレート核酸分子にハイブリダイズし得る、キット。
【請求項５０】
　請求項４９に記載のキットであって、前記ＲＮＡ部分が、前記３’ＤＮＡ部分に対して
５’側にある、キット。
【請求項５１】
　請求項５０に記載のキットであって、前記５’ＲＮＡ部分が前記３’ＤＮＡ部分に隣接
している、キット。
【請求項５２】
　請求項４９～５１のいずれか一項に記載のキットであって、プロプロモーターを含むポ
リヌクレオチドをさらに備える、キット。
【請求項５３】
　請求項５２に記載のキットであって、前記プロプロモーターを含むポリヌクレオチドが
ＴＳＯである、キット。
【請求項５４】
　請求項５２に記載のキットであって、前記プロプロモーターを含むポリヌクレオチドが
ＰＴＯである、キット。
【請求項５５】
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　請求項４９～５４のいずれか一項に記載のキットであって、ＲＮＡ／ＤＮＡハイブリッ
ドからＲＮＡを切断する酵素をさらに備える、キット。
【請求項５６】
　請求項５５に記載のキットであって、前記酵素がＲＮアーゼＨである、キット。
【請求項５７】
　請求項２４または２６に記載の方法であって、前記終結ポリヌクレオチド配列を含むポ
リヌクレオチドが、テンプレートスイッチオリゴヌクレオチド（ＴＳＯ）である、方法。
【請求項５８】
　請求項５７に記載の方法であって、前記ＴＳＯが、前記テンプレートにハイブリダイズ
する領域における改変を含み、所定のセットの条件下で、該ＴＳＯが、該改変を含まない
ＴＳＯと比較した場合に、より緊密に該領域に結合する、方法。
【請求項５９】
　請求項２４また２６に記載の方法であって、前記終結ポリヌクレオ
チド配列を含むポリヌクレオチドは、ブロッキング配列である、方法。
【請求項６０】
　請求項５９に記載の方法であって、前記ブロッキング配列は、前記テンプレートにハイ
ブリダイズする領域において改変を含み、所定のセットの条件下で、該ブロッキング配列
が、該改変を含まないブロッキング配列と比較した場合に、より緊密に該領域に結合する
、方法。
【請求項６１】
　請求項２３～２８のいずれか一項に記載の方法であって、前記ＲＮＡを切断する酵素は
、ＲＮアーゼＨである、方法。
【請求項６２】
　請求項２５または２６に記載の方法であって、前記プロプロモーター配列および置換さ
れたプライマー伸長産物にハイブリダイズする領域を含むポリヌクレオチドは、テンプレ
ートスイッチオリゴヌクレオチド（ＴＳＯ）である、方法。
【請求項６３】
　請求項２５または２６に記載の方法であって、前記プロプロモーターを含むポリヌクレ
オチドが、前記置換されたプライマー伸長産物にハ  イブリダイズする領域を３’末端に
含み、それにより、置換されたプライマー伸長産物のＤＮＡポリメラーゼ伸長が、二本鎖
プロモーターを生成し、該二本鎖プロモーターから転写が行われる、方法。
【請求項６４】
　請求項６３に記載の方法であって、前記プロプロモーターを含むポリヌクレオチドが、
プロプロモーターテンプレートオリゴヌクレオチド（ＰＴＯ）である、方法。
【請求項６５】
　請求項２４または２６に記載の方法であって、工程（ａ）および（ｂ）がどちらの順序
でも実施される、方法。
【請求項６６】
　請求項２４または２６に記載の方法であって、工程（ａ）および（ｂ）が同時に実施さ
れる、方法。
【請求項６７】
　請求項２３～２８のいずれか一項に記載の方法であって、工程（ａ）および（ｃ）が同
時に実施される、方法。
【請求項６８】
　請求項２３～２８のいずれか一項に記載の方法であって、工程（ａ）が工程（ｃ）の前
に実施される、方法。
【請求項６９】
　請求項２４または２６に記載の方法であって、工程（ａ）、（ｂ）および（ｃ）が同時
に実施される、方法。
【請求項７０】
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　請求項２４または２６に記載の方法であって、工程（ａ）および（ｂ）が工程（ｃ）の
前に実施される、方法。
【請求項７１】
　請求項２３～２８のいずれか一項に記載の方法であって、前記産物を分析する工程を除
く全ての工程が、同時に実施される、方法。
【請求項７２】
　請求項２または４に従属する場合の請求項２９に記載の方法であって、ここで、該終結
ポリヌクレオチド配列を含むポリヌクレオチドが、テンプレートスイッチオリゴヌクレオ
チド（ＴＳＯ）である、方法。
【請求項７３】
　請求項７２に記載の方法であって、前記ＴＳＯが、前記テンプレートにハイブリダイズ
する領域において改変を含み、所定のセットの条件下で、該ＴＳＯが、該改変を含まない
ＴＳＯと比較した場合に、より緊密に該領域に結合する、方法。
【請求項７４】
　請求項２または４に従属する場合の請求項２９に記載の方法であって、ここで、該終結
ポリヌクレオチド配列を含むポリヌクレオチドが、ブロッキング配列である、方法。
【請求項７５】
　請求項７４に記載の方法であって、前記ブロッキング配列が、前記テンプレートにハイ
ブリダイズする領域において改変を含み、所定の  セットの条件下で、該ブロッキング配
列が、該改変を含まないブロッキング配列と比較した場合に、より緊密に該領域に結合す
る、方法。
【請求項７６】
　請求項２９に記載の方法であって、前記ＲＮＡを切断する酵素が、ＲＮアーゼＨである
、方法。
【請求項７７】
　請求項３または４に従属する場合の請求項２９に記載の方法であって、ここで、該プロ
プロモーターおよび前記置換されたプライマー伸長  産物にハイブリダイズする領域を含
むポリヌクレオチドが、テンプレートスイッチオリゴヌクレオチド（
ＴＳＯ）である、方法。
【請求項７８】
　請求項３または４に従属する場合の請求項２９に記載の方法であって、ここで、該プロ
プロモーターを含むポリヌクレオチドが、前記置換されたプライマー伸長産物にハイブリ
ダイズする領域を３’末端に含み、それにより、置換されたプライマー伸長産物のＤＮＡ
ポリメラーゼ伸長が、二本鎖プロ  モーターを生成し、該二本鎖プロモーターから転写が
行われる、方法。
【請求項７９】
　請求項７８に記載の方法であって、前記プロプロモーターを含むポリヌクレオチドが、
プロプロモーターテンプレートオリゴヌクレオチド（ＰＴＯ）である、方法。
【請求項８０】
　請求項２または４に従属する場合の請求項２９に記載の方法であって、ここで、工程（
ａ）および（ｂ）がどちらの順序でも実施される、方法。
【請求項８１】
　請求項２または４に従属する場合の請求項２９に記載の方法であって、ここで、工程（
ａ）および（ｂ）が同時に実施される、方法。
【請求項８２】
　請求項２９に記載の方法であって、工程（ａ）および（ｃ）が同時に実施される、方法
。
【請求項８３】
　請求項２９に記載の方法であって、工程（ａ）が、工程（ｃ）の前に実施される、方法
。
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【請求項８４】
　請求項２または４に従属する場合の請求項２９に記載の方法であって、ここで、工程（
ａ）、（ｂ）および（ｃ）が同時に実施される、方法。
【請求項８５】
　請求項２または４に従属する場合の請求項２９に記載の方法であって、ここで、工程（
ａ）および（ｂ）が、工程（ｃ）の前に実施される、方法。
【請求項８６】
　請求項２９に記載の方法であって、前記増幅産物を比較する工程を除く全ての工程が、
同時に実施される、方法。
【請求項８７】
　請求項２または４に従属する場合の請求項３３に記載の方法であって、ここで、前記終
結ポリヌクレオチド配列を含むポリヌクレオチドが、テンプレートスイッチオリゴヌクレ
オチド（ＴＳＯ）である、方法。
【請求項８８】
　請求項８７に記載の方法であって、前記ＴＳＯが、前記テンプレートにハイブリダイズ
する領域において改変を含み、所定のセットの条件下で、該ＴＳＯが、該改変を含まない
ＴＳＯと比較した場合に、より緊密に該領域に結合する、方法。
【請求項８９】
　請求項２または４に従属する場合の請求項３３に記載の方法であって、ここで、前記終
結ポリヌクレオチド配列を含むポリヌクレオチドが、ブロッキング配列である、方法。
【請求項９０】
　請求項８９に記載の方法であって、前記ブロッキング配列が、前記テンプレートにハイ
ブリダイズする領域において改変を含み、所定の  セットの条件下で、該ブロッキング配
列が、該改変を含まないブロッキング配列と比較した場合に、より緊密に該領域に結合す
る、方法。
【請求項９１】
　請求項３３に記載の方法であって、前記ＲＮＡを切断する酵素が、ＲＮアーゼＨである
、方法。
【請求項９２】
　請求項３または４に従属する場合の請求項３３に記載の方法であって、
ここで、前記プロプロモーターおよび前記置換されたプライマー伸長産物にハイブリダイ
ズする領域を含むポリヌクレオチドが、テンプレートスイッチオリゴヌクレオチド（ＴＳ
Ｏ）である、方法。
【請求項９３】
　請求項３または４に従属する場合の請求項３３に記載の方法であって、ここで、前記プ
ロプロモーターを含むポリヌクレオチドが、前記置  換されたプライマー伸長産物にハイ
ブリダイズする領域を３’末端に含み、それにより、置換されたプライマー伸長産物のＤ
ＮＡポリメラーゼ伸長が、二本鎖プロモーターを生成し、該二本鎖プロモーターから転写
が行われる、方法。
【請求項９４】
　請求項９３に記載の方法であって、前記プロプロモーターを含むポリヌクレオチドが、
プロプロモーターテンプレートオリゴヌクレオチド（ＰＴＯ）である、方法。
【請求項９５】
　請求項２または４に従属する場合の請求項３３に記載の方法であって、ここで、工程（
ａ）および（ｂ）がどちらの順序でも実施される、方法。
【請求項９６】
　請求項２または４に従属する場合の請求項３３に記載の方法であって、ここで、工程（
ａ）および（ｂ）が同時に実施される、方法。
【請求項９７】
　請求項３３に記載の方法であって、工程（ａ）および（ｃ）が同時に実施される、方法
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。
【請求項９８】
　請求項３３に記載の方法であって、工程（ａ）が、工程（ｃ）の前に実施される、方法
。
【請求項９９】
　請求項２または４に従属する場合の請求項３３に記載の方法であって、ここで、工程（
ａ）、（ｂ）および（ｃ）が同時に実施される、方法。
【請求項１００】
　請求項２または４に従属する場合の請求項３３に記載の方法であって、ここで、工程（
ａ）および（ｂ）が、工程（ｃ）の前に実施される、方法。
【請求項１０１】
　請求項３３に記載の方法であって、前記増幅産物を分析する工程を除く全ての工程が、
同時に実施される、方法。
【請求項１０２】
　請求項３３に記載の方法であって、前記変異が、塩基置換、塩基挿入、塩基欠失、およ
び単一ヌクレオチド多型からなる群より選択される、方法。
【請求項１０３】
　請求項３３に記載の方法であって、前記増幅産物を分析する工程が、ゲル電気泳動、キ
ャピラリー電気泳動、および配列依存性二次構造を認識するヌクレアーゼを使用する増幅
産物の切断からなる群より選択される方法を含む、方法。
【請求項１０４】
　請求項２または４に従属する場合の請求項３４に記載の方法であって、ここで、前記終
結ポリヌクレオチド配列を含むポリヌクレオチドが、テンプレートスイッチオリゴヌクレ
オチド（ＴＳＯ）である、方法。
【請求項１０５】
　請求項１０４に記載の方法であって、前記ＴＳＯが、前記テンプレートにハイブリダイ
ズする領域において改変を含み、所定のセットの条件下で、該ＴＳＯが、該改変を含まな
いＴＳＯと比較した場合に、より緊密に該領域に結合する、方法。
【請求項１０６】
　請求項２または４に従属する場合の請求項３４に記載の方法であって、ここで、前記終
結ポリヌクレオチド配列を含むポリヌクレオチドが、ブロッキング配列である、方法。
【請求項１０７】
　請求項１０６に記載の方法であって、前記ブロッキング配列が、前記テンプレートにハ
イブリダイズする領域において改変を含み、所定  のセットの条件下で、該ブロッキング
配列が、該改変を含まないブロッキング配列と比較した場合に、より緊密に該領域に結合
する、方法。
【請求項１０８】
　請求項３４に記載の方法であって、前記ＲＮＡを切断する酵素が、ＲＮアーゼＨである
、方法。
【請求項１０９】
　請求項３または４に従属する場合の請求項３４に記載の方法であって、ここで、前記プ
ロプロモーターおよび前記置換されたプライマー  伸長産物にハイブリダイズする領域を
含むポリヌクレオチドが、テンプレートスイッチオリゴヌクレオチド（ＴＳＯ）である、
方法。
【請求項１１０】
　請求項３または４に従属する場合の請求項３４に記載の方法であって、ここで、前記プ
ロプロモーターを含むポリヌクレオチドが、前記  置換されたプライマー伸長産物にハイ
ブリダイズする領域を３’末端に含み、それにより、置換されたプライマー伸長産物のＤ
ＮＡポリメラーゼ伸長が、二本鎖プロモーターを生成し、該二本鎖プロモーターから転写
が行われる、方法。
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【請求項１１１】
　請求項１１０に記載の方法であって、前記プロプロモーターを含むポリヌクレオチドが
、プロプロモーターテンプレートオリゴヌクレオチド（ＰＴＯ）である、方法。
【請求項１１２】
　請求項２または４に従属する場合の請求項３４に記載の方法であって、ここで、工程（
ａ）および（ｂ）がどちらの順序でも実施される、方法。
【請求項１１３】
　請求項２または４に従属する場合の請求項３４に記載の方法であって、ここで、工程（
ａ）および（ｂ）が同時に実施される、方法。
【請求項１１４】
　請求項３４に記載の方法であって、工程（ａ）および（ｃ）が同時に実施される、方法
。
【請求項１１５】
　請求項３４に記載の方法であって、工程（ａ）が、工程（ｃ）の前に実施される、方法
。
【請求項１１６】
　請求項２または４に従属する場合の請求項３４に記載の方法であって、ここで、工程（
ａ）、（ｂ）および（ｃ）が同時に実施される、方法。
【請求項１１７】
　請求項２または４に従属する場合の請求項３４に記載の方法であって、ここで、工程（
ａ）および（ｂ）が、工程（ｃ）の前に実施される、方法。
【請求項１１８】
　請求項３４に記載の方法であって、前記増幅産物を付着する工程を除く全ての工程が、
同時に行われる、方法。
【請求項１１９】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の方法であって、前記複合プライマーのＲＮＡ部分
は、少なくとも５ヌクレオチドを含み、そして該複合プライマーのＤＮＡ部分は、少なく
とも５ヌクレオチドを含 、方
法。
【請求項１２０】
　請求項１１９に記載の方法であって、前記複合プライマーのＲＮＡ部分は、５～３０ヌ
クレオチドからなり、該複合プライマーのＤＮＡ部分は、５～２０ヌクレオチドからな

、方法。
【請求項１２１】
　請求項３５～４１のいずれか一項に記載の組成物であって、前記複合プライマーのＲＮ
Ａ部分は、少なくとも５ヌクレオチドを含み、該複合プライマーのＤＮＡ部分は、少なく
とも５ヌクレオチドを含 、組
成物。
【請求項１２２】
　請求項１２１に記載の組成物であって、前記複合プライマーのＲＮＡ部分は、５～３０
ヌクレオチドからなり、該複合プライマーのＤＮＡ部分は、５～２０ヌクレオチドからな

、組成物。
【請求項１２３】
　請求項４２～４８のいずれか一項に記載の反応混合物であって、前記複合プライマーの
ＲＮＡ部分は、少なくとも５ヌクレオチドを含み、該複合プライマーのＤＮＡ部分は、少
なくとも５ヌクレオチドを含
、反応混合物。
【請求項１２４】
　請求項１２３に記載の反応混合物であって、前記複合プライマーのＲＮＡ部分は、５～
３０ヌクレオチドからなり、該複合プライマーのＤＮＡ部分は、５～２０ヌクレオチドか
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らな 、反応混合物。
【請求項１２５】
　請求項５３～５６のいずれか一項に記載のキットであって、前記複合プライマーのＲＮ
Ａ部分は、少なくとも５ヌクレオチドを含み、該複合プライマーのＤＮＡ部分は、少なく
とも５ヌクレオチドを含 、キ
ット。
【請求項１２６】
　請求項１２５に記載のキットであって、前記複合プライマーのＲＮＡ部分は、５～３０
ヌクレオチドからなり、該複合プライマーのＤＮＡ部分は、５～２０ヌクレオチドからな

、キット。
【請求項１２７】
　標的ポリヌクレオチド配列と相補的なポリヌクレオチド配列を増幅するための方法であ
って、該方法は、
　（ａ）以下の（ｉ）および（ｉｉ）を含む複合体：
　　　　（ｉ）該標的配列を含むＤＮＡテンプレート；
　　　　（ｉｉ）ＤＮＡポリメラーゼを用いて、ＲＮＡ部分および３’ＤＮＡ部分を含む
複合プライマーを伸長することにより生成した、複合プライマー伸長産  物であって、こ
こで、該複合プライマー伸長産物は、該ＤＮＡテンプレートにハイブリダイズする、複合
プライマー伸長産物、
を提供する工程；
　（ｂ）ＲＮＡ／ＤＮＡハイブリッドからＲＮＡを切断する酵素を用いて、該複合プライ
マー伸長産物のＲＮＡ部分を切断して、別の複合プライマーが該ＤＮＡテンプレートにハ
イブリダイズするようにする工程；
　（ｃ）ＤＮＡポリメラーゼを用いて、鎖置換によるプライマー伸長を反復する工程；
　（ｄ）工程（ｂ）および（ｃ）を繰り返して、それにより該標的配列の相補的配列の複
数のコピーが生成される工程、
を包含する、方法。
【請求項１２８】
　請求項１２７に記載の方法であって、前記複合体が、前記テンプレートの領域にハイブ
リダイズした終結ポリヌクレオチド配列を含むポリヌクレオチドをさらに含み、該終結ポ
リヌクレオチド配列を含むポリヌクレオチドは、該複合プライマーの該テンプレートへの
ハイブリダイゼーションに対し  て５’側にある、方法。
【請求項１２９】
　標的ポリヌクレオチド配列を増幅するための方法であって、該方法は、請求項１２８に
記載の方法を実施する工程を包含し、さらに
　（ｅ）プロプロモーターおよび前記置換されたプライマー伸長産物にハイブリダイズす
る領域を含むポリヌクレオチドを、ＲＮＡポリメラーゼにより転写が生  じる条件下で、
前記置換されたプライマー伸長産物とハイブリダイズさせて、該置換されたプライマー伸
長産物と相補的な配列を含むＲＮＡ転写物が生成されるようにし、それにより該標的配列
の複数のコピーが生成される、工程、
をさらに包含する、方法。
【請求項１３０】
　標的ポリヌクレオチド配列を配列決定する方法であって、該方法は、以下：
　（ｉ）請求項１２７または１２８に記載の方法によって、標的ポリヌクレオチドを増幅
する工程；および
　（ｉｉ）増幅産物を分析して、配列を決定する工程を包含し、
　ここで、前記プライマー伸長は、ＤＮＡポリメラーゼおよびｄＮＴＰとｄＮＴＰアナロ
グとの混合物を用いて、終結部位へと該複合プライマーを伸長させて、  プライマー伸長
がｄＮＴＰアナログの取り込みの際に終結するようにする工程であって、それにより該標
的配列の相補的配列の種々の長さの複数のコピーが生成される工程を包含する、方法。
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【請求項１３１】
　標的ヌクレオチド配列を配列決定する方法であって、該方法は、以下：
　（ｉ）請求項１２８に記載の方法によって、標的ポリヌクレオチドを増幅する工程；お
よび
　（ｉｉ）増幅産物を分析して、配列を決定する工程を包含し、ここで、該方法は、さら
に、以下：
　（ｅ）プロプロモーターと前記置換されたプライマー伸長産物にハイブリダイズする領
域とを含むポリヌクレオチドを、ｒＮＴＰとｒＮＴＰアナログとの混合  物を使用して、
ＲＮＡポリメラーゼにより伸長産物から転写が生じるような条件下で、該置換されたプラ
イマー伸長産物とハイブリダイズさせ、該置換されたプライマー伸長産物と相補的な配列
を含むＲＮＡ転写物が生成されるようにし、該転写がｒＮＴＰアナログの取り込みの際に
終結するようにする工程であって、そ  れにより該標的配列の種々の長さの複数のコピー
が生成される、工程、
を包含する、方法。
【請求項１３２】
　請求項１２７～１２９のいずれかに記載の方法であって、ここで、複合プライマーのＲ
ＮＡ部分が、該複合プライマーの３’ＤＮＡ部分に対して５’側である、方法。
【請求項１３３】
　請求項１２７～１２９および１３２のいずれか一項に記載の方法であって、同一配列ま
たは非同一配列の複数の複合プライマーが使用される、方法。
【請求項１３４】
　請求項１２８～１２９および１３２～１３３のいずれかに記載の方法であって、前記終
結ポリヌクレオチド配列を含むポリヌクレオチドが、テンプレート
スイッチオリゴヌクレオチド（ＴＳＯ）またはブロッキング配列である、方法。
【請求項１３５】
　請求項１３４に記載の方法であって、前記ＴＳＯまたはブロッキング配列が、前記テン
プレートにハイブリダイズする領域において改変  を含み、所定のセットの条件下で、該
ＴＳＯまたは該ブロッキング配列が、該改変を含まないＴＳＯまたはブロッキング配列に
それぞれ比較した場合に、該領域により緊密に結合する、方法。
【請求項１３６】
　請求項１２７～１２９および１３２～１３５のいずれかに記載の方法であって、前記Ｒ
ＮＡを切断する酵素が、ＲＮアーゼＨである、方法。
【請求項１３７】
　請求項１２７～１２９および１３２～１３６のいずれかに記載の方法であって、プロプ
ロモーターおよび前記置換されたプライマー伸長産物にハイブリダイズする領域を含むポ
リヌクレオチドが、テンプレートスイッチオリゴヌクレオチド（ＴＳＯ）である、方法。
【請求項１３８】
　請求項１２９および１３２～１３７のいずれかに記載の方法であって、前記プロプロモ
ーターを含むポリヌクレオチドが、前記置換され  たプライマー伸長産物にハイブリダイ
ズする領域を３’末端に含み、それにより、置換されたプライマー伸長産物のＤＮＡポリ
メラーゼ伸長が、転写が生じる二本鎖プロモーターを生成する、方法。
【請求項１３９】
　請求項１２７～１２９および１３２～１３８のいずれかに記載の方法であって、複合プ
ライマーが、少なくとも５ヌクレオチドの５’ＲＮＡ部分および少なくとも ヌクレオチ
ドの３’ＤＮＡ部分を含 、方
法。
【請求項１４０】
　請求項１３９に記載の方法であって、前記５’ＲＮＡ部分が５～３０ヌクレオチドから
なり、そして前記３’ＤＮＡ部分が ～２０ヌクレオチドからな

、方法。
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【請求項１４１】
　標的ポリヌクレオチド配列と相補的なポリヌクレオチド配列を増幅する方法であって、
該方法は、反応混合物をインキュベートする工程を包含し、該反応混合物は、以下：
　（ａ）ＤＮＡテンプレート鎖；
　（ｂ）該一本鎖ＤＮＡテンプレートにハイブリダイズ可能な複合プライマーであって、
該複合プライマーは、ＲＮＡ部分および３’ＤＮＡ部分を含む、複合プライマー；
　（ｃ）ＤＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼ；ならびに
　（ｄ）ＲＮＡ／ＤＮＡハイブリッドからＲＮＡを切断する酵素、
を含み、
　ここで、該インキュベーションは、プライマーハイブリダイゼーション、プライマー伸
長、ＲＮＡ切断、およびＲＮＡがハイブリダイズしたプライマー伸長産  物から切断され
る場合に該プライマー伸長産物の一本鎖ＤＮＡテンプレートからの置換を可能にする条件
下で行われ、それにより別の複合プライマーがハイブリダイズして、鎖置換によるプライ
マー伸長を繰り返し、それにより該標的ポリヌクレオチド配列と相補的なポリヌクレオチ
ド配列の複数のコピーが生成される、
方法。
【請求項１４２】
　標的ポリヌクレオチド配列と相補的なポリヌクレオチド配列を増幅するための方法であ
って、該方法は、反応混合物をインキュベートする工程を包含し、該反応混合物は、以下
：
　（ａ）以下の（ｉ）および（ｉｉ）を含む複合体：
　　　　（ｉ）ＤＮＡテンプレート鎖、
　　　　（ｉｉ）該ＤＮＡテンプレート鎖にハイブリダイズ可能な複合プライマーであっ
て、該複合プライマーは、ＲＮＡ部分および３’ＤＮＡ部分を含む、複合プライマー；
　（ｂ）ＤＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼ；および
　（ｃ）ＲＮＡ／ＤＮＡハイブリッドからＲＮＡを切断する酵素、
を含み、
　ここで、該インキュベーションは、プライマーハイブリダイゼーション、プライマー伸
長、ＲＮＡ切断、およびＲＮＡがハイブリダイズしたプライマー伸長産  物から切断され
る場合に、該プライマー伸長産物のＤＮＡテンプレート鎖からの置換を可能にする条件下
で行われ、それにより別の複合プライマーがハイブリダイズして、鎖置換によるプライマ
ー伸長を繰り返し、それにより該標的ポリヌクレオチド配列と相補的なポリヌクレオチド
配列の複数のコピーが生成される、
方法。
【請求項１４３】
　請求項１４１または１４２に記載の方法であって、前記複合プライマーのＲＮＡ部分が
、前記３’ＤＮＡ部分の５’側にある、方法。
【請求項１４４】
　請求項１４３に記載の方法であって、前記５’ＲＮＡ部分が、３’ＤＮＡ部分に隣接し
ている、方法。
【請求項１４５】
　請求項１４１～１４４のいずれかに記載の方法であって、同一配列または非同一配列の
複数の複合プライマーが使用される、方法。
【請求項１４６】
　請求項１４１～１４５のいずれかに記載の方法であって、前記ＲＮＡを切断する酵素が
、ＲＮアーゼＨである、方法。
【請求項１４７】
　請求項１４１～１４６のいずれかに記載の方法であって、前記複合プライマーのＲＮＡ
部分は、少なくとも５ヌクレオチドを含み、該複合プライマーのＤＮＡ部分は、少なくと
も５ヌクレオチドを含 、方法
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。
【請求項１４８】
　請求項１４１～１４６のいずれかに記載の方法であって、前記複合プライマーのＲＮＡ
部分は、５～３０ヌクレオチドからなり、該複合プライマーのＤＮＡ部分は、５～２０ヌ
クレオチドからな 、方法。
【請求項１４９】
　請求項１～２２、１２７～１２９、１３２～１４０、および１４１～１４８のいずれか
に記載の方法に従ってポリヌクレオチド配列を増  幅するためのキットであって、該キッ
トは、複合プライマーを含み、ここで、該複合プライマーは、ＲＮＡ部分および３’ＤＮ
Ａ部分を含む、キット。
【請求項１５０】
　請求項１４９に記載のキットであって、前記複合プライマーのＲＮＡ部分が、少なくと
も５ヌクレオチドを含み、前記複合プライマーのＤＮＡ部分が、少なくとも５ヌクレオチ
ドを含 、キット。
【請求項１５１】
　請求項１５０に記載のキットであって、前記複合プライマーのＲＮＡ部分が、５～３０
ヌクレオチドからなり、前記複合プライマーのＤＮＡ部分が、少なくとも５ヌクレオチド
を含 、キット。
【請求項１５２】
　請求項１４９に記載のキットであって、前記複合プライマーのＤＮＡ部分が、少なくと
も５ヌクレオチドを含 、キッ
ト。
【請求項１５３】
　請求項１５２に記載のキットであって、前記複合プライマーのＤＮＡ部分が、５～２０
ヌクレオチドからな 、キット
。
【請求項１５４】
　請求項１４９～１５３のいずれか一項に記載のキットであって、ＲＮＡ／ＤＮＡハイブ
リッドからＲＮＡを切断する酵素をさらに含む、キット。
【請求項１５５】
　請求項１５４に記載のキットであって、ＲＮＡ／ＤＮＡハイブリッドからＲＮＡを切断
する前記酵素が、ＲＮアーゼＨである、キット。
【請求項１５６】
　請求項１４９～１５４のいずれか一項に記載のキットであって、ＤＮＡポリメラーゼを
さらに含む、キット。
【請求項１５７】
　請求項１４９～１５６のいずれか一項に記載のキットであって、前記複合プライマーの
ＲＮＡ部分が、該複合プライマーの３’ＤＮＡ部分に対して５’側にある、キット。
【請求項１５８】
　請求項１５７に記載のキットであって、ここで、該複合プライマーの５’ＲＮＡ部分が
、５～３０ヌクレオチドからなり、そして該複合プライマーの３’ＤＮＡ部分が、５～２
０ヌクレオチドからな 、キッ
ト。
【請求項１５９】
　請求項１５７または１５８に記載のキットであって、前記複合プライマーの５’ＲＮＡ
分が、前記複合プライマーの３’ＤＮＡ部分に隣接する、キット。
【請求項１６０】
　請求項１５９に記載のキットであって、前記複合プライマーが、前記５’ＲＮＡ部分お
よび前記３’ＤＮＡ部分からなる、キット。
【請求項１６１】
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　請求項１～２２、１２７～１２９、１３２～１４０、および１４１～１４８のいずれか
に記載の方法に従ってポリヌクレオチド配列を増  幅するためのキットであって、該キッ
トは、複合プライマーを含み、ここで、該複合プライマーが、５’ＲＮＡ部分および３’
ＤＮＡ部分を含み、そして、ここで、該複合プライマーの５’ＲＮＡ部分が、該複合プラ
イマーの３’ＤＮＡ部分と隣接する、キット。
【請求項１６２】
　請求項１６１に記載のキットであって、前記複合プライマーが、前記５’ＲＮＡ部分お
よび前記３’ＤＮＡ部分からなる、キット。
【請求項１６３】
　請求項１４９～１６０、１６１、または１６２のいずれか一項に記載のキットであって
、反応混合物をインキュベートする工程を包含する方法を実行するための一組の指示書を
さらに含み、該反応混合物が、以下：
　（ａ）以下の（ｉ）と（ｉｉ）とを含む複合体：
　　　　（ｉ）ＤＮＡテンプレート鎖、
　　　　（ｉｉ）該ＤＮＡテンプレート鎖にハイブリダイズ可能な複合プライマーであっ
て、該複合プライマーは、５’ＲＮＡ部分および３’ＤＮＡ部分を含む、複合プライマー
；
　（ｂ）ＤＮＡポリメラーゼ；および
　（ｃ）ＲＮＡ／ＤＮＡハイブリッドからＲＮＡを切断する酵素、
を含み、
　ここで、該インキュベーションは、プライマーハイブリダイゼーション、プライマー伸
長、ＲＮＡ切断、およびＲＮＡが該プライマー伸長産物から切断された  場合の該プライ
マー伸長産物の該テンプレートからの置換を可能にする条件下で行われ、それにより別の
複合プライマーがハイブリダイズし、そして鎖置換によるプライマー伸長を繰り返す、キ
ット。
【請求項１６４】
　請求項１３０または１３１に記載の方法であって、ここで、前記複合プライマーが、５
’ＲＮＡ部分および３’ＤＮＡ部分を含む、方法。
【請求項１６５】
　請求項１６４に記載の方法であって、ここで、前記複合プライマーの５’ＲＮＡ部分が
該複合プライマーの３’ＤＮＡ部分に隣接する、方法。
【請求項１６６】
　請求項１３０、１３１、１６４、または、１６５のいずれか一項に記載の方法であって
、ここで、同一配列または非同一配列の複数の複合プライマーが使用される、方法。
【請求項１６７】
　請求項１３０～１３１および１６４～１６６のいずれか一項に記載の方法であって、前
記終結ポリヌクレオチド配列を含むポリヌクレオチドが、テンプレートスイッチオリゴヌ
クレオチド（ＴＳＯ）またはブロッキング配列である、方法。
【請求項１６８】
　請求項１６７に記載の方法であって、ここで、ＴＳＯまたはブロッキング配列が、テン
プレートにハイブリダイズする領域内における修  飾を含み、ここで、所定のセットの条
件下において、該ＴＳＯまたはブロッキング配列は、それぞれ修飾を有さないＴＳＯまた
はブロッキング配列と比較して、該領域に対してより緊密に結合する、方法。
【請求項１６９】
　請求項１３０～１３１および１６４～１６８のいずれか一項に記載の方法であって、こ
こで、前記ＲＮＡを切断する酵素がＲＮａｓｅＨである、方法。
【請求項１７０】
　請求項１３１および１６４～１６９のいずれか一項に記載の方法であって、ここで、プ
ロモーターおよび置換されたプライマー伸長産物  にハイブリダイズする領域を含む前記
ポリヌクレオチドが、テンプレートスイッチオリゴヌクレオチド（ＴＳＯ）である、方法

10

20

30

40

50

(16) JP 3929775 B2 2007.6.13



。
【請求項１７１】
　請求項１３１および１６４～１７０のいずれか一項に記載の方法であって、前記プロプ
ロモーターを含むポリヌクレオチドが、前記置換  されたプライマー伸長産物にハイブリ
ダイズする領域を３’末端に含み、それにより、置換されたプライマー伸長産物のＤＮＡ
ポリメラーゼ伸長が、二本鎖プロモーターを生成し、該二本鎖プロモーターから転写が行
われる、方法。
【請求項１７２】
　請求項１３２に記載の方法であって、ここで、前記複合プライマーの５’ＲＮＡ部分が
、該複合プライマーの３’ＤＮＡ部分に隣接する、方法。
【請求項１７３】
　請求項４１に記載の方法であって、ここで、前記複合プライマーの５’ＲＮＡ部分が、
該複合プライマーの３’ＤＮＡ部分に隣接する、方法。
【請求項１７４】
　標的配列中の目的 配列を特徴付ける方法であって、該方法は、
　（ｉ）請求項１２７～１２９、１３２～１３６、１３９、１４０または１７１のいずれ
かに記載の方法により、該標的ポリヌクレオチド配列を増幅する工程で  あって、該複合
プライマーのＲＮＡ部分が、目的の配列を含む参照配列とハイブリダイズす 工程；な
らびに
　（ｉｉ）存在するのであれば、工程（ｉ）からの増幅産物を、参照テンプレートからの
増幅産物の量と比較する工程であって、
　　　　ここで、該複合プライマーのＲＮＡ部分と相補的な領域を含む該参照テンプレー
トからの増幅産物の量と比較して検出可能に少ない、前記標的ポリヌク  レオチドからの
増幅産物の生成は、前記目的の配列が該標的ポリヌクレオチドに存在しないこと、および
該標的ポリヌクレオチドが、該複合プライマーのＲＮＡ部分と相補的な参照配列に対する
配列改変体を含み得ることを示す、工程、
を包含する、方法。
【請求項１７５】
　請求項１７４に記載の方法であって、前記複合プライマーのＲＮＡ部分の配列が、野生
型配列と相補的な配列を含み、前記目的の配列が  野生型の存在もしくは非存在を決定す
ることにおいて特徴付けられるか；または複合プライマーのＲＮＡ部分の配列が変異配列
と相補的な配列を含み、前記目的の配列が該変異配列の存在もしくは非存在を決定するこ
とにおいて特徴付けられるか；または前記複合プライマーのＲＮＡ部分の配列が、対立遺
伝子配列と相補  的な配列を含み、前記目的の配列が該対立遺伝子配列の存在もしくは非
存在を決定することにおいて特徴付けられる、方法。
【請求項１７６】
　一本鎖高次構造多型により標的ポリヌクレオチドにおける変異を検出する方法であって
、該方法は、以下：
　（ｉ）請求項１２７～１２９、１３２～１３６、１３９、１４０、または１７１のいず
れか一項に記載の方法によって、標的ポリヌクレオチドを増幅する工程；および
　（ｉｉ）一本鎖高次構造について増幅産物を分析する工程
を包含し、ここで、参照一本鎖ポリヌクレオチドと比較した場合の高次構造における差異
が、該標的ポリヌクレオチドにおける変異を示す、方法。
【請求項１７７】
　マイクロアレイを作製する方法であって、該方法は、以下：
　（ｉ）請求項１２７～１２９、１３２～１３６、１３９、１４０または１７１のいずれ
か一項に記載の方法によって、標的ポリヌクレオチドを増幅する工程；および
　（ｉｉ）増幅産物を固相に付着させて、該増幅産物のマイクロアレイを作製する工程、
を包含する、方法。
【請求項１７８】
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　請求項１７４または１７５に記載の方法であって、ここで、前記複合プライマーのＲＮ
Ａ部分が、該複合プライマーの３’ＤＮＡ部分に対して５’側にある、方法。
【請求項１７９】
　請求項１７８に記載の方法であって、ここで、前記複合プライマーの５’ＲＮＡ部分が
該複合プライマーの３’ＤＮＡ部分に隣接する、方法。
【請求項１８０】
　請求項１７６に記載の方法であって、ここで、前記複合プライマーのＲＮＡ部分が、該
複合プライマーの３’ＤＮＡ部分に対して５’側にある、方法。
【請求項１８１】
　請求項１８０に記載の方法であって、ここで、前記複合プライマーの５’ＲＮＡ部分が
該複合プライマーの３’ＤＮＡ部分に隣接する、方法。
【請求項１８２】
　請求項１７７に記載の方法であって、ここで、前記複合プライマーのＲＮＡ部分が、該
複合プライマーの３’ＤＮＡ部分に対して５’側にある、方法。
【請求項１８３】
　請求項１８１に記載の方法であって、ここで、前記複合プライマーの５’ＲＮＡ部分が
該複合プライマーの３’ＤＮＡ部分に隣接する、方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
本出願は、仮特許出願、米国出願番号６０／１５３，６０４（１９９９年９月１３日出願
）および米国出願番号６０／１７５，７８０（２０００年１月１２日出願）の優先権の利
益を主張する（両者は、その全体を参考として本明細書中で援用する）。
【０００２】
（技術分野）
本発明はポリヌクレオチド増幅の分野に関連する。より詳細には、本発明は、標的ポリヌ
クレオチド配列を増幅する（すなわち、複数コピーを作製する）ための方法、組成物、お
よびキットを提供し、それらは単一ＲＮＡ／ＤＮＡ複合プライマーを使用し、必要に応じ
て、転写を含む増幅を用いる。
【０００３】
（背景）
核酸増幅および増幅産物の検出のための方法の開発は、最近の核酸配列の検出、同定、定
量および配列分析を進歩させてきた。
【０００４】
核酸分析は、病原体の検出および同定、規定された表現型の原因となる遺伝子変化の検出
、遺伝病または疾患に対する感受性の診断、発育、疾患および規定された刺激への応答に
おける遺伝子発現の評価、ならびに種々のゲノムプロジェクトに対し、有用である。核酸
増幅法の他の適用は、希少な細胞の検出、病原体の検出、および悪性腫瘍における変異遺
伝子発現の検出などである。核酸増幅は、規定された核酸配列の存在の検出のような定性
分析、および規定された遺伝子配列の定量化の両者に対して強力に有用である。後者は、
正常な細胞型から悪性腫瘍細胞型への細胞形質転換において頻繁に見出されるような、病
原体配列の評価および病原体配列の量の評価、ならびに遺伝子増加または欠失の決定に対
して有用である。
【０００５】
核酸配列における配列の変化の検出は、遺伝子分析に関連して、変異体遺伝子型の検出、
薬物耐性をもたらす変異の検出、ゲノム薬理学（ｐｈａｒｍａｃｏｇｅｎｏｍｉｃｓ）等
において重要である。特定の変異を検出する種々の方法は対立遺伝子特異的プライマー伸
長、対立遺伝子特異的プローブ結合、および示差的プローブハイブリダイゼーションを含
む（例えば、米国特許Ｎｏ．５，８８８，８１９；６，００４，７４４；５，８８２，８
６７；５，７１０，０２８；６，０２７，８８９；６，００４，７４５；およびＷＯ　Ｕ
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Ｓ８８／０２７４６参照）。規定された核酸配列における配列変化の存在を、変化の特定
の知見なしに、検出する方法も示された。これらの方法のいくつかは、試験増幅産物と参
照増幅産物のハイブリダイゼーションにより形成されたミスマッチの検出に基く。そのよ
うなヘテロ二重鎖におけるミスマッチの存在は、ミスマッチ特異的結合タンパク質の使用
、またはミスマッチの化学的もしくは酵素的切断により検出され得る。十字型の４つの鎖
状ＤＮＡ構造における分岐点移動の阻害に基く、配列の変化を検出するための方法が、最
近示された（例えば、Ｌｉｓｈａｎｓｋｉ，Ａ．ら、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅ
ｓ　２８（９）：Ｅ４２（２０００）参照）。他の方法は、一本鎖増幅産物の特定の高次
構造の検出に基いている。一本鎖ＤＮＡまたはＲＮＡの二次元構造は特定の配列に依存す
る。参照配列に関連する試験核酸の標的における配列の変化は、変化した高次構造をもた
らす。一本鎖増幅産物の変化した高次構造は、試験増幅産物の電気泳動移動度を参照増幅
産物の電気泳動移動度と比較した場合の変化により、検出し得る。一本鎖高次構造多型（
ＳＳＣＰ）は、配列変化の検出に、広く使用されている（例えば、Ｏｒｉｔａ　Ｍ．ら　
Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ　８６（８）：２７６６～７０（１９８
９）；Ｓｕｚｕｋｉ，Ｙ．ら　Ｏｎｃｏｇｅｎｅ　５（７）：１０３７～４３（１９９０
）；および米国特許Ｎｏ．５，８７１，６９７参照）。本方法は、異なる株または種の特
異的核酸配列における規定された変化に基く、微生物の同定にも使用される。ＳＳＣＰ法
を用いる変異の検出は、ほとんどＤＮＡ増幅産物を使用するが、ＲＮＡ－ＳＳＣＰ法も示
されてきた。一本鎖ＲＮＡ配列依存の高次構造は、十分に立証されており、規定された電
気泳動移動パターンをもたらすことが示された（例えば、Ｓａｒｋａｒら　Ｎｕｃｌｅｉ
ｃ　Ａｃｉｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　２０（４）：８７１～８７８（１９９２）およびＧａ
ｓｐａｒｉｎｉら　Ｈｕｍ．Ｇｅｎｅｔ．９７：４９２から４９５（１９９６）参照）。
【０００６】
規定された核酸配列の存在の検出、およびその配列分析は、プローブハイブリダイゼーシ
ョンによって行われ得るが、試験サンプル中に存在する核酸配列が、数分子というような
低量である場合、その方法は一般的に感受性に欠ける。この障害の解決法のひとつは、規
定された核酸配列の複数コピーの作製方法の開発であった。その方法は、さらなる分析に
適する。特定の核酸配列の複数コピーの作製方法は、標的増幅法として一般的に規定され
る。ハイブリダイゼーション分析の検出感度を向上させるための他の方法は、ハイブリダ
イズしたプローブ、またはプローブからの複数産物の形成に基く（例えば、複数産物を形
成するためのハイブリダイズしたプローブの切断または独特なハイブリダイゼーション依
存産物を形成するための隣接プローブの結合）。同様に、ハイブリダイゼーション反応の
感度の向上は、分岐ＤＮＡプローブのハイブリダイゼーションに基く方法のように、ハイ
ブリダイゼーション事象により発生した信号を増幅する方法によって達成された。
【０００７】
核酸増幅には多くのバリエーションがある（例えば、対数増幅、連鎖線形増幅（ｌｉｎｋ
ｅｄ　ｌｉｎｅａｒ　ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ）、連結に基く増幅、および転写に基
く増幅）。対数核酸増幅法の例は、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）であり、多くの刊行
物に開示されてきた（例えば、Ｍｕｌｌｉｓら　Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ
　Ｓｙｍｐ．Ｑｕａｎｔ．Ｂｉｏｌ．５１：２６３～２７３（１９８６）；Ｍｕｌｌｉｓ
　Ｋ．欧州特許番号２０１、１８４号；Ｍｕｌｌｉｓら米国特許Ｎｏ．４，５８２，７８
８；Ｅｒｌｉｃｈら　欧州特許番号５０，４２４号，欧州特許番号８４，７９６号，欧州
特許番号２５８，０１７号，欧州特許番号２３７，３６２号；およびＳａｉｋｉ　Ｒら　
米国特許Ｎｏ．４，６８３，１９４、参照）。連鎖線形増幅はＷａｌｌａｃｅらによって
米国特許Ｎｏ．６，０２７，９２３に開示されている。連結に基く増幅の例は、Ｗｕらに
よりＧｅｎｏｍｉｃｓ　４：５６０（１９８９）に開示された連結増幅反応（ＬＡＲ）、
および欧州特許出願Ｎｏ．０３２０３０８Ｂ１に開示されたリガーゼ連鎖反応である。転
写に基く増幅の種々の方法は、米国特許番号５，７６６，８４９号および同５，６５４，
１４２号に開示され、ＫｗｏｈらによってＰｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．
Ｓ．Ａ．８６：１１７３（１９８９）およびＧｉｎｅｒｇｅｒａｓらによってもＷＯ　８
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８／１０３１５に開示されている。
【０００８】
最も一般的に用いられている標的増幅法はポリメラーゼ連鎖反応、ＰＣＲであり、それは
変性、２つのオリゴヌクレオチドプライマーのそれぞれの標的鎖と反対の鎖に対するハイ
ブリダイゼーション、および標的配列の複数の二重鎖コピーを作製するためのヌクレオチ
ドポリメラーゼによるプライマーの伸長の複数のサイクルに基いている。ＰＣＲの多くの
バリエーションが示されており、その方法はＤＮＡまたはＲＮＡ核酸配列の増幅、配列決
定、変異分析などに用いられている。単一のプライマーを使用する温度サイクルに基く方
法が、また示されてきた。（例えば、米国特許番号　５，５０８，１７８；５，５９５，
８９１；５，６８３，８７９；５，１３０，２３８；および５，６７９，５１２参照）プ
ライマーは、米国特許Ｎｏ．５，７４４，３０８に開示されたようにＤＮＡ／ＲＮＡキメ
ラプライマーであり得る。温度サイクルに依存する他の方法は、リガーゼ連鎖反応（ＬＣ
Ｒ）および関連修復連鎖反応（ｒｅｌａｔｅｄ　ｒｅｐａｉｒ　ｃｈａｉｎ　ｒｅａｃｔ
ｉｏｎ）（ＲＣＲ）である。
【０００９】
種々の温度（すなわち、温度サイクリング）、または１つの温度（等温工程）で、複数サ
イクルのインキュベーションを行うことにより、標的核酸の増幅を行い得る。熱安定性核
酸修飾酵素の発見は，核酸増幅技術における迅速な進歩に貢献してきた（Ｓａｉｋｉら　
Ｓｃｉｅｎｃｅ　２３９：４８７（１９８８）参照）。ＤＮＡおよびＲＮＡポリメラーゼ
、リガーゼ、ヌクレアーゼなどの熱安定性核酸修飾酵素は、温度サイクリングに依存する
方法および等温で増幅する方法の両方法で使用される。鎖置換増幅（ＳＤＡ）のような等
温の方法は、Ｆｒａｉｓｅｒらにより米国特許Ｎｏ．５，６４８，２１１に；Ｃｌｅｕｚ
ｉａｔらにより米国特許Ｎｏ．５，８２４，５１７に；およびＷａｌｋｅｒらによりＰｒ
ｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．８９；３９２～３９６（１９９２）に
開示されている。他の等温標的増幅法は、転写に基く増幅方法であり、その方法において
、ＲＮＡポリメラーゼプロモーター配列は、増幅の早い段階でプライマー伸長産物に取り
込まれ（ＷＯ　８９／０１０５０）、さらに標的配列または標的相補性配列は転写工程お
よびＤＮＡ／ＲＮＡハイブリッド中間産物中のＲＮＡ鎖の消化によって増幅される（例え
ば、米国特許番号５，１６９，７６６および同４，７８６，６００参照）。これらの方法
は、転写媒介増幅（ＴＭＡ）、自己維持配列複製（３ＳＲ）、核酸配列に基く増幅（ＮＡ
ＳＢＡ）などを包含する（例えば、Ｇｕａｔｅｌｌｉら　Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ
．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．８７：１８７４～１８７８（１９９０）；米国特許番号５，７６
６，８４９（ＴＭＡ）；および同５，６５４，１４２（ＮＡＳＢＡ）参照）。他の増幅法
は、テンプレートスイッチオリゴヌクレオチド（ｔｅｍｐｌａｔｅ　ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ
　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ）（ＴＳＯ）およびブロッキングオリゴヌクレオチド
を用いる。例えば、キメラＤＮＡを利用するテンプレートスイッチ増幅は、米国特許番号
５、６７９、５１２およびＰａｔｅｌらによりＰｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．
Ｕ．Ｓ．Ａ．９３：２９６９～２９７４（１９９６）に開示され、そしてブロッキングオ
リゴヌクレオチドはＬａｎｅｙらにより米国特許Ｎｏ．５，６７９，５１２に開示されて
いる。
【００１０】
等温標的増幅法は、サーモサイクラーを必要とせず、従って、一般的な計測プラットフォ
ームに適応し易い。しかし前述した等温標的増幅法はいくつかの弱点を有している。ＳＤ
Ａ法による増幅は、規定された制限酵素に対する部位の存在が必要であり、その適応性が
制限されている。一方、ＮＡＳＢＡおよびＴＭＡのような転写に基く増幅法は、ポリメラ
ーゼプロモーター配列のプライマーによる増幅産物への組込み（不特定の増幅という結果
になる傾向のある工程）の必要に限定される。さらに、これらの転写に基く増幅法による
ＤＮＡ標的増幅機構は十分に確立されていない。
【００１１】
現在の増幅法の他の欠点は、前の増幅反応の増幅産物による混入の可能性のある試験サン
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プルであり、サンプル中で非標的特異的増幅を生じる。本欠点は周知の問題であり、これ
は標的増幅技術力および増幅基質である増幅産物の形成の結果である。増幅反応の最後、
または標的増幅の開始前のいずれかでの試験サンプルの汚染除去の種々の方法が、示され
てきた。加えて、物理的方法による試験溶液の封じ込めの方法も示された。これらの溶液
はすべて、一般的な実験設定においては、核酸試験の複雑さに加えて、取り扱いにくい。
【００１２】
さらに、温度サイクリング工程を使用する増幅方法は、それぞれのサイクルで温度サイク
ルブロックが「目的」温度に達するまでに長いラグタイムを要するというさらなる不利益
を有する。したがって、温度サイクリング工程を使用して実施した増幅反応は、完了に達
するまでにかなり長時間を要する。
【００１３】
したがって、これらの弱点を克服する改良された核酸増幅法の必要性がある。本明細書中
に記載された本発明は、この必要性を充足し、付加的な利点を提供する。
【００１４】
特許出願および刊行物を含む、本明細書中で引用した参考文献はすべて、その全体が参考
として援用される。
【００１５】
（発明の開示）
本発明はポリヌクレオチド増幅のための方法および組成物、ならびに増幅法の適用を提供
する。
【００１６】
従って、一局面において本発明は、標的ポリヌクレオチド配列と相補的なポリヌクレオチ
ド配列の増幅法を提供する。本法は、以下の工程を包含する：（ａ）標的配列を含む一本
鎖ＤＮＡテンプレートを複合プライマーとハイブリダイズする工程であって、上記複合プ
ライマーがＲＮＡ部分および３’ＤＮＡ部分を含む工程；（ｂ）テンプレートへの複合プ
ライマーのハイブリダイゼーションに対して５’側にあるテンプレートの領域に、終結ポ
リヌクレオチド配列を含むポリヌクレオチドを、必要に応じてハイブリダイズさせる工程
；（ｃ）ＤＮＡポリメラーゼを用いて複合プライマーを伸長させる工程；（ｄ）ＲＮＡ／
ＤＮＡハイブリッドからＲＮＡを切断する酵素を用いて、アニールした複合プライマーの
ＲＮＡ部分を切断して、別の複合プライマーが、テンプレートにハイブリダイズし得かつ
鎖置換によりプライマー伸長を反復し得るようにする工程であって、それによって、標的
配列の相補的配列の複数コピーが生成される工程。
【００１７】
他の局面において、本発明は標的ポリヌクレオチド配列増幅法を提供する。本法は、以下
の工程を包含する：（ａ）標的配列を含む一本鎖ＤＮＡテンプレートを複合プライマーと
ハイブリダイズさせる工程であって、上記複合プライマーがＲＮＡ部分および３’ＤＮＡ
部分を含む工程；（ｂ）テンプレートへの複合プライマーのハイブリダイゼーションに対
して５’側にあるテンプレートの領域に、終結ポリヌクレオチド配列を含むポリヌクレオ
チドをハイブリダイズさせる工程；（ｃ）ＤＮＡポリメラーゼを用いて複合プライマーを
伸長させる工程；（ｄ）ＲＮＡ／ＤＮＡハイブリッドからＲＮＡを切断する酵素を用いて
、アニールした複合プライマーのＲＮＡ部分を切断して、別の複合プライマーが、テンプ
レートとハイブリダイズし得かつ鎖置換によりプライマー伸長を反復して置換されたプラ
イマー伸長産物を生成し得るようにする工程；（ｅ）プロモーターと置換されたプライマ
ー伸長産物にハイブリダイズする領域とを含むポリヌクレオチドを、ＲＮＡポリメラーゼ
により転写を生じるのを可能にする条件下でハイブリダイズさせ、置換されたプライマー
伸長産物と相補的な配列を含むＲＮＡ転写物が生成されるようにする工程であって、それ
によって、標的配列の複数コピーが生産される工程。
【００１８】
本発明の方法で使用された複合プライマーの種々の実施形態を本明細書中に示す。例えば
、いくつかの実施形態において、複合プライマーのＲＮＡ部分は、３’ＤＮＡ部分に対し

10

20

30

40

50

(21) JP 3929775 B2 2007.6.13



、５’側に存在する。なお、別の実施形態において、５’ＲＮＡ部分は、３’ＤＮＡ部分
に隣接している。本明細書中に示した方法に対し、１以上の複合プライマーを使用し得る
。
【００１９】
終結配列を含むポリヌクレオチドの種々の模範的な実施形態についても本明細書中に示す
。いくつかの実施形態において、終結配列を含むポリヌクレオチドは、テンプレートスイ
ッチオリゴヌクレオチド（ｔｅｍｐｌｅｔｅ　ｓｗｉｔｃｈ　ｏｌｉｇｏｎｕｇｌｅｏｔ
ｉｄｅ）（ＴＳＯ）であり、テンプレートへの結合を強める１以上の改変を含み得る（し
かし、必要ではない）。従って、いくつかの実施形態において、ＴＳＯは、テンプレート
にハイブリダイズする領域に改変を含み、その中で、所定のセットの条件下、このＴＳＯ
は、改変を含まないＴＳＯと比較して、より緊密にその領域に結合する。適切な改変の例
を本明細書中で提供する。いくつかの実施形態において、終結配列を含むポリヌクレオチ
ドはブロッキング配列であり、その配列（ＴＳＯなど）は、テンプレートへの結合を強め
るための改変を１以上含み得る。従って、いくつかの実施例において、ブロッカー配列は
テンプレートにハイブリダイズする領域に改変を含み、その中で、所定のセットの条件下
、このブロッカーは、改変を含まないブロッカーと比較して、その領域により緊密に結合
する。適切な改変の例を本明細書中で提供する。
【００２０】
この方法および組成物において使用し得る酵素を本明細書中に示す。例えば、ＲＮＡを切
断する酵素は、ＲＮアーゼＨであり得る。
【００２１】
いくつかの局面において、ＴＳＯはプロモータ機能を提供し、置換されたプライマー伸長
産物とハイブリダイズする領域（そのプロモーターと隣接してもよいし、しなくてもよい
）も含む。他の実施形態として、プロモーターを含むポリヌクレオチドは、３’末端に、
置換されたプライマー伸長産物とハイブリダイズする領域を含んでおり、そのため、置換
伸長産物のＤＮＡポリメラーゼ伸長は二重鎖プロモーターを生成し、その二重鎖プロモー
ターから転写が生じる。いくつかの実施形態において、プロモーターを含むポリヌクレオ
チドは、ＰＴＯである。
【００２２】
本法は任意のＤＮＡ標的の増幅に適用できる（例えば、ゲノムＤＮＡおよびｃＤＮＡを含
む）。１以上の工程を組み合わせ得、および／または連続的に（所望の産物が形成し得る
限り、頻繁にいかなる順番でも）実行し得る。
【００２３】
本発明は、本発明の増幅方法の産物を用いる（一般的には分析する）方法（例えば、配列
決定および配列変化の検出）も提供する。
【００２４】
従って、一局面において、本発明は、標的ヌクレオチド配列の配列決定の方法を提供する
。その方法は以下の工程を包含する：（ａ）標的配列を含む一本鎖ＤＮＡテンプレートを
複合プライマーとハイブリダイズさせる工程であって、上記複合プライマーがＲＮＡ部分
および３’ＤＮＡ部分を含む工程；（ｂ）複合プライマーとテンプレートとのハイブリダ
イゼーションに対して５’側にあるテンプレートの領域に、終結ポリヌクレオチド配列を
含むポリヌクレオチドを、必要に応じてハイブリダイズさせる工程；（ｃ）ＤＮＡポリメ
ラーゼ、ならびにｄＮＴＳとｄＮＴＰアナログ（それは、標識または非標識であり得る）
との混合物を用い、複合プライマーを伸長させ、その結果、プライマー伸長が、ｄＮＴＰ
アナログ（標識または非標識であり得る）の取り込みの際に終結するようにする、工程；
（ｄ）ＲＮＡ／ＤＮＡハイブリッドからＲＮＡを切断する酵素を用いて、アニールした複
合プライマーのＲＮＡ部分を切断して、別の複合プライマーが、テンプレートとハイブリ
ダイズし得、かつ鎖置換によりプライマー伸長を反復し得るようにする工程であって、そ
れにより、標的配列の相補配列の（種々の長さの）複数コピーが生成される工程；（ｅ）
工程（ａ）～（ｄ）の産物を分析し、配列を決定する工程。
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【００２５】
別の局面において、本発明は標的ヌクレオチド配列の配列決定方法を提供する。その方法
は、以下の工程を包含する。（ａ）複合プライマーに対し、標的配列を含む一本鎖ＤＮＡ
テンプレートをハイブリダイズさせる工程であって、上記複合プライマーはＲＮＡ部分お
よび３’ＤＮＡ部分を含む工程；（ｂ）複合プライマーとテンプレートとのハイブリダイ
ゼーションに対して５’側にあるテンプレートの領域に、終結ポリヌクレオチド配列を含
むポリヌクレオチドとテンプレートをハイブリダイズさせる工程；（ｃ）ＤＮＡポリメラ
ーゼを用いて複合プライマーを伸長させる工程；（ｄ）ＲＮＡ／ＤＮＡハイブリッドから
ＲＮＡを切断する酵素を用いて、アニールした複合プライマーのＲＮＡ部分を切断して、
別の複合プライマーが、テンプレートとハイブリダイズし得かつ鎖置換によりプライマー
伸長を反復して、置換されたプライマー伸長産物を生成し得るようにする工程；（ｅ）５
’末端のプロプロモーターと、置換されたプライマー伸長産物とハイブリダイズする領域
とを含むポリヌクレオチドを、ｒＮＴＰとｒＮＴＰアナログ（それは、標識または非標識
であり得る）との混合物を使用して、ＲＮＡポリメラーゼにより伸長産物から転写が生じ
る条件下で、ハイブリダイズさせ、置換されたプライマー伸長産物と相補的な配列を含む
ＲＮＡ転写物が生成されるようにし、そしてその転写が、ｒＮＴＰアナログ（標識または
非標識であり得る）組込みの際に終結するようにする工程であって、それにより標的配列
の（種々の長さの）複数コピーが生成される工程；（ｆ）工程（ａ）～（ｅ）の産物を分
析し、配列を決定する工程。
【００２６】
いくつかの局面において、本発明は、標的配列の特徴付け、または分析の方法を提供する
。いくつかの局面は複合プライマーのＲＮＡ部分に基いており、従ってこの結果は、複合
プライマーのＲＮＡ部分とハイブリダイズする標的の一致する領域（相補的または十分に
相補的である場合）に関する情報を反映する。参照標的配列に対する同様の増幅反応を実
行することからの産物の量と比較した産物の量は、配列の存在または非存在を示す。その
ことは、野生型、変異、または対立遺伝子改変体の存在または非存在もまた示し得る。種
々の配列検出実施形態を本明細書中に示す。従って、例えば、本発明は、標的ポリヌクレ
オチド配列の領域における変異を検出する方法（本明細書中で示した増幅法の実行を包含
する）を提供する。その中で、標的ポリヌクレオチド配列の領域は、複合プライマーのＲ
ＮＡ部分と対応し、標的ポリヌクレオチドにおける変異は、変異を含まない複合プライマ
ーのＲＮＡ部分に対応する領域を含む参照テンプレートから生成された増幅産物の量と比
較して、検出可能に少ない増幅産物を生じる。これらの実施形態において、変異を含まな
い（複合プライマーのＲＮＡ部分と比較して）複合プライマーのＲＮＡ部分と対応する領
域を含む参照テンプレートからの産物と比較して、鎖置換による増幅は減少する。
【００２７】
従って、本発明は、標的ポリヌクレオチドにおいて、目的の配列の特徴付けの方法を提供
する。上記方法は本発明の増幅法の実行を包含する。その中で、複合プライマーのＲＮＡ
部分の配列は既知であり、（ａ）参照テンプレート（複合プライマーのＲＮＡ部分と相補
的な領域を含む）からの増幅産物の量と比較して、テンプレートからの検出可能に少ない
増幅産物の生成は、標的ポリヌクレオチドが複合プライマーのＲＮＡ部分と相補的な配列
を含んでいないこと、および複合プライマーのＲＮＡ部分と相補的な配列に対する配列改
変体であることを示すか；または（ｂ）参照テンプレート（複合プライマーのＲＮＡ部分
と相補的な領域を含まない）からの増幅産物の量と比較してテンプレートからの検出可能
に多い増幅産物の生成は、標的ポリヌクレオチドが複合プライマーのＲＮＡ部分と相補的
な配列を含んでいること、および複合プライマーのＲＮＡ部分と相補的な配列に対する配
列改変体でないことを示す。１つの実施形態において、複合プライマーのＲＮＡ部分の配
列は野生型配列を含み、野生型配列の存在または非存在の決定において、目的の配列が特
徴付けられる。別の実施形態において、複合プライマーのＲＮＡ部分の配列は変異配列を
含み、変異配列の存在または非存在の決定において、目的の配列が特徴付けられる。なお
、別の実施形態において、複合プライマーのＲＮＡ部分の配列は対立遺伝子配列を含み、
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対立遺伝子配列の存在または非存在の決定において、目的の配列が特徴付けられる。
【００２８】
他の局面において、本発明は、標的ポリヌクレオチド中の変異を検出する方法（または、
いくつかの局面において、配列を特徴付ける方法）を提供し、本法は、以下の工程を包含
する：（ａ）本明細書中で示した増幅方法を実施する工程；および（ｂ）一本鎖高次構造
について本法の増幅産物を分析する工程。ここで、参照一本鎖ポリヌクレオチドと比較し
て、高次構造の差異は、標的ポリヌクレオチド中の変異を示す。他の実施形態において、
本発明は、標的ポリヌクレオチド中の変異を検出する方法（または、いくつかの局面にお
いて、配列を特徴付ける方法）を提供し、一本鎖高次構造について、本明細書中で示した
いずれかの方法の、増幅産物を分析する工程を包含する。ここで、参照一本鎖ポリヌクレ
オチドと比較して、高次構造における差異は、標的ポリヌクレオチドにおける変異を示す
（または、いくつかの局面において、標的配列を特徴付ける）。
【００２９】
他の局面において、本発明は、マイクロアレイ（ｍｉｃｒｏａｒｒａｙ）を生成する方法
を提供し、その方法は、以下の工程を包含する。（ａ）本明細書中に示した増幅方法を実
施する工程；および（ｂ）増幅産物を固体基材に付着させ、増幅産物のマイクロアレイを
作製する工程。他の実施形態において、本明細書中で示したいずれかの方法により、増幅
産物を固体基板に付着させることで、増幅産物のマイクロアレイを作製することにより、
マイクロアレイが生成される。
【００３０】
本明細書中に示したように、これらの適用はすべて、いずれかの増幅法（種々の成分、お
よび任意の成分の種々の実施形態を含む）を使用し得る。例えば、使用された複合プライ
マーは、５’ＲＮＡ部分を有し得、それは３’ＤＮＡ部分と隣接し得る。
【００３１】
本発明は、本明細書中で示された増幅法において使用された、組成物、キット、複合体、
反応混合物、および種々の成分（および成分の種々の組み合わせ）を含むシステムも提供
する。１つの局面において、例えば、本発明は、複合プライマーを含む組成を提供する。
上記複合プライマーは、３’ＤＮＡ部分および５’ＲＮＡ部分を含む。いくつかの実施形
態において、５’ＲＮＡ部分は３’ＤＮＡ部分と隣接する。なお他の実施形態において、
５’ＲＮＡ部分は、約５～約２０ヌクレオチドであり、３’ＤＮＡ部分は、約５～約１５
ヌクレオチドである。別の局面において、本発明は、ＴＳＯを含む組成物を提供する。こ
こで、ＴＳＯは、テンプレートとハイブリダイズする領域において改変を含む。ここで、
所定のセットの条件下で、ＴＳＯは、改変を含まないＴＳＯと比較して、より緊密にその
領域と結合する。いくつかの実施形態において、本発明の組成物は、本明細書中に示した
いずれかの複合プライマーおよびＴＳＯを含む。なお他の実施形態において、本発明は、
本明細書中に示したいずれかの複合プライマー、および本明細書中に示したいずれかのブ
ロッキング配列（テンプレートへの結合を強める改変を含むブロッキング配列を含む）を
含む組成物を提供する。他の実施形態において、本発明は、本明細書中に示したいずれか
の複合プライマーおよびＰＴＯを含む組成物を提供する。
【００３２】
別の局面において、本発明は、本明細書中に示したいずれかの複合体（それは、一般的に
最終増幅産物に対して中間産物と考えられる）を含む組成物を提供する（それらの種々の
複合体の概略的な図も参照）。例えば、本発明は（ａ）テンプレート鎖と（ｂ）複合プラ
イマーとの複合体を含む組成物を提供する。上記複合プライマーは、３’ＤＮＡ部分およ
びＲＮＡ部分を含む。ＲＮＡ部分は５’側に存在し得、ＤＮＡ部分に隣接し得る。いくつ
かの実施形態において、複合体はさらに終結配列（例えば、それは、ＴＳＯまたはブロッ
キング配列であり得る）を含むポリヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態において、
複合体はさらにＰＴＯを含む。
【００３３】
別の局面において、本発明は本明細書中に示された構成成分の種々の組み合わせを含む反
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応混合物（または、反応混合物を含む組成物）を提供する。例えば、本発明は、（ａ）ポ
リヌクレオチドテンプレート；（ｂ）３’ＤＮＡ部分およびＲＮＡ部分を含む複合プライ
マー；および（ｃ）ＤＮＡポリメラーゼ、を含む反応混合物を提供する。本明細書中で示
したように、複合プライマーのいずれか（または複数の複合プライマー）が反応混合物中
に存在し得、それは、３’ＤＮＡ部分と隣接する５’ＲＮＡ部分を含む複合プライマーを
含み得る。反応混合物は、ＲＮＡ／ＤＮＡハイブリッドからＲＮＡを切断する酵素（ＲＮ
アーゼＨのような）もさらに含み得る。本発明の反応混合物は、本明細書中で示した終結
配列を含むいずれかのポリヌクレオチド、およびプロモーターと置換されたプライマー伸
長産物とハイブリダイズする領域を含むポリヌクレオチド、およびＲＮＡポリメラーゼも
含み得る。本発明の反応混合物は、ＰＴＯも含み得る。
【００３４】
別の局面において、本発明は、本明細書中に示した方法を行うためのキットを提供する。
これらキット（適切な包装形態で、一般的に（しかし、必ずしも必要ではない）適切な説
明書を含む）は、増幅方法において使用した１以上の成分を含む。例えば、本発明は、複
合プライマーを含むキットを提供し、その複合プライマーは３’ＤＮＡ部分およびＲＮＡ
部分（それは、５’であっても、さらに３’ＤＮＡ部分に隣接してもよい）を含む。キッ
ト中の複合プライマーは、本明細書中で示したいずれかであり得る。本キットは、さらに
以下のいずれかのような成分を含み得る：（ａ）終結ポリヌクレオチド配列を含むポリヌ
クレオチド；（ｂ）プロモーターを含むポリヌクレオチド；（ｃ）ＲＮＡ／ＤＮＡハイブ
リッドからＲＮＡを切断する酵素（例えば、ＲＮアーゼＨ）のような、本明細書中に示し
たいずれかの酵素；および（ｄ）プロモーター、および置換されたプライマー伸長産物と
ハイブリダイズする領域を含むポリヌクレオチド。
【００３５】
別の局面において、本発明は、本明細書中に示した増幅法を行うためのシステムを提供す
る。例えば、本発明は、標的ポリヌクレオチド配列、またはその相補配列を増幅するため
のシステムを提供し、以下を含む。（ａ）３’ＤＮＡ部分およびＲＮＡ部分を含む複合プ
ライマー；（ｂ）ＤＮＡポリメラーゼ；および（ｃ）ＲＮＡ／ＤＮＡハイブリッドからＲ
ＮＡを切断する酵素（ＲＮアーゼＨのような）。複合プライマーは、本明細書中で示した
いずれか（１以上）であり得、３’ＤＮＡ部分と隣接する５’ＲＮＡ部分を含む複合プラ
イマーを含む。
【００３６】
（発明を実施するための形態）
本発明は、ポリヌクレオチド配列を増幅するための方法、組成物およびキットを提供する
。本法は、一般に、ＲＮＡ／ＤＮＡ複合プライマー、必要に応じて終結配列、および転写
が使用される実施形態では、プロモーターオリゴヌクレオチド配列を使用する工程を包含
する。
【００３７】
全体的な要約として、増幅法の操作は、以下のようである：複合ＲＮＡ／ＤＮＡプライマ
ーは、標的配列の複製のための基礎を形成する。いくつかの実施形態において、終結配列
は、標的に沿ったさらなる複製を切換え、またはブロックのいずれかにより、複製に対す
る終点のための基礎を提供する。以下に示すように、いくつかの実施形態において、終結
配列を含むポリヌクレオチドは、テンプレートスイッチオリゴヌクレオチド（ＴＳＯ）で
あり、このテンプレートスイッチオリゴヌクレオチドは、テンプレート鎖とハイブリダイ
ズするには相補性が十分でない配列（ハイブリダイズするのに十分な相補性のある配列に
加えて）を含む；他の実施形態では、終結配列は、テンプレート鎖にハイブリダイズする
ために十分な相補性のある配列を、主に含む。ＤＮＡポリメラーゼはプライマーからの標
的配列のコピーをもたらす。ＲＮＡ／ＤＮＡハイブリッドからＲＮＡを切断する酵素（Ｒ
ＮアーゼＨのような）は、ハイブリッドからＲＮＡ配列を切断（除去）する。テンプレー
ト鎖上に残っている配列は、別の複合プライマーによる結合に利用可能である。別の鎖は
、前に複製された鎖を置換するＤＮＡポリメラーゼにより生成され、結果として置換伸長
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産物を生じる。必要に応じて、プロプロモーター（ｐｒｏｐｒｏｍｏｔｅｒ）、および置
換されたプライマー伸長産物（例えば、それはテンプレート置換オリゴヌクレオチド、ま
たはプロプロモーターテンプレートオリゴヌクレオチドであり得る）とハイブリダイズす
る領域を含むポリヌクレオチドは、置換伸長産物の３’末端にハイブリダイズするために
十分な相補性のある配列を含み、置換されたプライマー伸長産物と結合する。プロモータ
ーは転写（ＤＮＡ依存ＲＮＡポリメラーゼを介して）を駆動し、センスＲＮＡ産物を生成
する。
【００３８】
従って、本発明は、少なくとも１つの標的ポリヌクレオチド配列コピーを生成する方法（
一般に、標的ポリヌクレオチド配列を増幅する方法）を提供し、その方法は、以下を組み
合わせる工程と反応させる工程を包含する：（ａ）標的配列を含む一本鎖標的ポリヌクレ
オチド；（ｂ）ＲＮＡ部分および３’ＤＮＡ部分を含む複合プライマー；（ｃ）ＤＮＡポ
リメラーゼ；（ｄ）デオキシリボヌクレオシド三リン酸または適切なアナログ；（ｅ）Ｒ
ＮアーゼＨのようなＲＮＡ／ＤＮＡ二重鎖からＲＮＡを切断する酵素；および（ｆ）一般
的ではあるが、必要に応じて、テンプレートポリヌクレオチドとハイブリダイズする部分
（または領域）を含む終結配列（本明細書中で示す、任意の終結配列のような）を含むポ
リヌクレオチド。転写に基く増幅（以下参照）も使用される場合には、終結配列が使用さ
れる。その組み合わせは、以下の適切な条件下に供される：（ａ）複合プライマー（およ
び、必要に応じて、終結配列を含むポリヌクレオチド）とテンプレートがハイブリダイズ
する条件；（ｂ）複合プライマーからプライマー伸長が生じ、二重鎖を形成する条件；（
ｃ）ＲＮアーゼＨがＲＮＡ／ＤＮＡ二重鎖から複合プライマーのＲＮＡを切断する条件；
（ｄ）別の複合プライマーが、テンプレートにハイブリダイズし、別のプライマー伸長（
ＤＮＡポリメラーゼにより媒介される）の繰り返しが生じ、テンプレートから、既にコピ
ーされた鎖が、置換する条件。
【００３９】
必要に応じて、増幅反応（上記、それらの組成物と同時に、または別に加える、いずれか
において）に、以下も含まれる：（ｅ）プロプロモーター配列（本明細書中に示したよう
に、多くの形状のいずれかで存在し得る）、および置換されたプライマー伸長産物とハイ
ブリダイズする領域を含むポリヌクレオチド；（ｆ）リボヌクレオシド三リン酸、または
適切なアナログ；および（ｇ）ＲＮＡポリメラーゼ（置換鎖の転写が生じ得るような条件
下）。本発明の方法の種々の成分に関する詳細は、以下に提供される。
【００４０】
いくつかの実施形態において、本発明は、核酸（ＤＮＡまたはＲＮＡ）配列決定の方法を
提供する。配列決定方法に関して、標識、または非標識であり得る適切なｄＮＴＰ（また
は、転写に基く増幅に依存する実施形態が使用される場合は、適切なｒＮＴＰ）が使用さ
れる。従って、本発明は、上記の方法を含む標的ヌクレオチド配列の配列決定の方法を提
供し、ここでプライマー伸長ターミネーターであるｄＮＴＰおよびｄＮＴＰアナログ（標
識または非標識であり得る）、および／またはプライマー伸長ターミネーターであるｒＮ
ＴＰおよびｒＮＴＰアナログ（標識または非標識であり得る）が使用され、以下に示すよ
うに、増幅産物は配列情報について、分析される。
【００４１】
他の実施形態において、本発明は、核酸配列の変異を検出する方法、および／または標的
配列を特徴付ける方法を提供する。１つの実施形態において、標的ポリヌクレオチドにお
ける変異の存在または非存在は、複合プライマーを用いる標的ポリヌクレオチドを増幅す
る能力に基いて検出される。その複合プライマーのＲＮＡ部分は、本発明の方法を使用す
る変異配列を含む、または欠如するのいずれかである。別の実施形態において、増幅産物
は特異的プローブとのハイブリダイゼーションによる変異の検出のために使用される。な
お別の実施形態において、増幅産物は、標的ポリヌクレオチドにおける一本鎖高次構造多
型を検出、および／または同定するために使用される。
【００４２】
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なお他の実施形態において、本発明は、本発明の、線形核酸増幅法または増強型線形核酸
増幅法の増幅産物を用いて、核酸（ＤＮＡまたはＲＮＡ）のマイクロアレイを生成するた
めの方法を提供する。
【００４３】
本明細書中で示した増幅産物を使用する他の方法は、以下に提供される。
【００４４】
（本発明の増幅方法の利点）
本発明の増幅方法は、他の核酸増幅方法を超えるいくつかの顕著な利点を提供する。プラ
イムされたテンプレート、プライマー伸長および以前に作製された伸長産物の置換の形成
は、リボヌクレアーゼ活性による、ハイブリダイズしたプライマーのＲＮＡ部分の切断に
依存する。従って、プライマー伸長産物は、プライマーのもっとも５’側の部分を欠いて
いる。その結果として、伸長産物とテンプレートスイッチオリゴヌクレオチドまたはプロ
モーターテンプレートオリゴヌクレオチドとの複合体から作製されたＲＮＡ転写産物は、
プライマーのこの部分に相補的な配列をその３’末端に含まない。従って、増幅産物は、
生産的な増幅についてそのプライマーにハイブリダイズし得ず、本発明の増幅方法を、先
の増幅反応によって作製された産物の夾雑に起因する非特異的増幅に抵抗性にする。この
特徴は、他の既知の標的増幅方法（例えば、ＰＣＲ、ＮＡＳＢＡなど）から本発明の方法
を明確に区別し、そして本発明の方法を、臨床の研究室での高スループット試験部位など
において共通に使用されるオープンチューブプラットフォーム（ｏｐｅｎ　ｔｕｂｅ　ｐ
ｌａｔｆｏｒｍ）に適切なものとする。
【００４５】
標的核酸配列の増幅のさらなる進行について、リボヌクレアーゼ（ＲＮａｓｅ　Ｈなど）
によってハイブリダイズされかつ伸長された形態の複合プライマーのＲＮＡ部分の切断に
独特な要求は、ＤＮＡ標的の排他的増幅を生じる。従って、過剰なｍＲＮＡの存在下でゲ
ノムＤＮＡ標的の増幅について、本発明の方法を使用し得る。この特徴は、遺伝子用量の
正確な定量について有用である。試験標的核酸配列がＲＮＡの場合、この標的は、本発明
の方法を使用して増幅され得るｃＤＮＡを産生するためにまず転写される。
【００４６】
本発明の方法はまた、テンプレートに関して高精度での標的核酸の増幅を提供する。各増
幅産物は、（線形増幅方法での）インプットのテンプレートＤＮＡ、または（増強型線形
増幅方法での）インプットのテンプレートＤＮＡおよびインプットのテンプレートＤＮＡ
のプライマー伸長産物における、標的配列の直接のコピーである。
【００４７】
本発明の方法は、増幅が等温で実施され得る点で熱サイクリング（ｔｈｅｒｍｏｃｙｃｌ
ｉｎｇ）を必要としない。この特徴は、多くの利点（核酸の高スループット増幅および／
または分析についての自動化および適応を容易にすることを含む）を提供する。例えば、
本発明の増幅法に基づく配列決定法は、反応を等温で実施するこの能力によって単純化さ
れる。報告された他の方法は、標的配列からプライマー伸長産物を分離するための熱サイ
クリング（ｔｈｅｒｍａｌ　ｃｙｃｌｉｎｇ）を必要とする。この等温反応は、熱サイク
リングによって提供される反応より速く、そして小型化されたデバイスにおいて標的核酸
の配列決定を実施するために適切である。
【００４８】
本発明の方法の別の利点は、単一のプライマーのみしか必要とされないことである。単一
のプライマーは、テンプレート核酸の増幅を生じる、一方向性プライマー伸長を提供する
ために使用される。これは、プライマー対を使用しなければならない際に付随する多くの
不利益（例えば、２セットのプライマーの設計および作成の費用、テンプレート核酸内の
さらなる配列領域を予め知っておく必要性、および増幅された産物が非特異的プライミン
グによって生じる増加した可能性）を除外する。
【００４９】
本発明の線形等温増幅法はまた、核酸標的の検出、規定された核酸配列の定量、および規
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定された核酸配列に対するプローブの作製に使用するに適切である。本発明の方法は、核
酸配列の定性的検出、標的核酸配列の量の定量的決定、遺伝子型決定に必要な場合の規定
された配列改変の存在の検出、および配列決定に有用である。本発明の方法に従った増幅
産物は、一本鎖であり、そして種々の既知の核酸検出法によって容易に検出可能である。
【００５０】
本発明の方法はさらに、核酸配列の多重分析に有用である。すなわち、種々の標的配列は
、単一の反応混合物において同時に増幅され得る。種々の標的配列は、単一のゲノムＤＮ
Ａの一部であり得るか、または単一の試験サンプルに存在し得る種々の核酸標的の特定の
配列を示し得る。例えば、本発明の方法は、単一の生物学的サンプルにおける種々の病原
体の存在を検出するに有用である。同様に、単一のＤＮＡサンプルにおける種々の多型部
位の決定は、単一の反応において同時に決定され得る。
【００５１】
本明細書中に記載される実施形態全てに関して、一般に構成要素または局面を「含む」よ
うに、本発明はまたこれらの構成要素または局面「から実質的になる」実施形態を含むこ
とが理解される。本発明はまた、これらの構成要素または局面「からなる」実施形態を含
む。このことは、本明細書中に記載される全ての実施形態に適用される。
【００５２】
（一般的技術）
本発明の実施は、他のように示されない限り、当業者の範囲内である分子生物学（組換え
技術を含む）、微生物学、細胞生物学、生化学および免疫学の従来の技術を利用する。こ
のような技術は、文献に完全に説明される。例えば、「Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉ
ｎｇ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ」第２版（Ｓａｍｂｒｏｏｋら、１９８
９）；「Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　Ｓｙｓｔｈｅｓｉｓ」（Ｍ．Ｊ．Ｇａｉｔ編
、１９８４）；「Ａｎｉｍａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｃｕｌｔｕｒｅ」（Ｒ．Ｉ．Ｆｒｅｓｈｎｅ
ｙ編、１９８７）；「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ」（Ａｃａｄｅｍｉ
ｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｉｎｃ．）；「Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅ
ｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ」（Ｆ．Ｍ．Ａｕｓｕｂｅｌら編、１９８７、および定期的
更新版）；「ＰＣＲ：Ｔｈｅ　Ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅ　Ｃｈａｉｎ　Ｒｅａｃｔｉｏｎ」
（Ｍｕｌｌｉｓら編、１９９４）のような文献である。
【００５３】
本発明において利用されるプライマー、オリゴヌクレオチドおよびポリヌクレオチドは、
当該分野において標準の技術を使用して作製され得る。
【００５４】
（定義）
本明細書で使用される場合、「標的配列」は、増幅が所望される、目的のポリヌクレオチ
ド配列である。標的配列は、その実際の配列に関して既知であっても既知でなくてもよい
。一般に、本明細書中で使用される場合、「テンプレート」は、標的ヌクレオチド配列を
含むポリヌクレオチドである。いくつかの場合、用語「標的配列」、「テンプレートＤＮ
Ａ」、「テンプレートポリヌクレオチド」「標的核酸」、「標的ポリヌクレオチド」およ
びこれらの変異体は、相互交換可能に使用される。
【００５５】
本明細書中で使用される場合、「増幅」は、一般に所望の配列の複数のコピーを産生する
プロセスをいう。「複数のコピー」は、少なくとも２コピーを意味する。「コピー」は、
テンプレート配列に対する完全な配列相補性、または同一性を必ずしも意味しない。例え
ば、コピーは、デオキシイノシンのようなヌクレオチドアナログ、意図的な配列変化（例
えば、テンプレートにハイブリダイズし得るが相補的でない配列を含むプライマーを介し
て導入される配列変化）、および／または増幅の間に生じる配列エラーを含み得る。
【００５６】
本明細書中で相互交換可能に使用される場合、「ポリヌクレオチド」または「核酸」は、
任意の長さのヌクレオチドのポリマーをいい、そしてＤＮＡおよびＲＮＡを含む。ヌクレ
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オチドは、デオキシリボヌクレオチド、リボヌクレオチド、改変されたヌクレオチドもし
くは塩基、および／またはこれらのアナログ、あるいはＤＮＡポリメラーゼまたはＲＮＡ
ポリメラーゼによりポリマーに取り込まれ得る任意の基質であり得る。ポリヌクレオチド
は、改変されたヌクレオチド（例えば、メチル化ヌクレオチドおよびそのアナログ）を含
み得る。存在する場合、ヌクレオチド構造についての改変は、ポリマーのアセンブリの前
または後に与えられ得る。ヌクレオチドの配列は、非ヌクレオチド成分によって割り込ま
れ得る。ポリヌクレオチドはさらに、ポリマー化の後に（例えば、標識された成分と組み
合わせることによって）改変され得る。改変の他の型としては、以下が挙げられる：例え
ば、「キャップ」、天然の存在するヌクレオチドの１つ以上のアナログによる置換、ヌク
レオチド間改変（例えば、非荷電結合を含むもの（例えば、メチルホスホネート、ホスホ
トリエステル、ホスホアミデート（ｐｈｏｓｐｈｏａｍｉｄａｔｅ）、カバメート（ｃａ
ｂａｍａｔｅ）など）および荷電結合を含むもの（例えば、ホスホロチオエート、ホスホ
ロジチオエートなど））、ペンダント部分を含むもの（例えば、タンパク質（例えば、ヌ
クレアーゼ、毒素、抗体、シグナルペプチド、ポリ－Ｌ－リジンなど））、挿入物（ｉｎ
ｔｅｒｃａｌａｔｏｒ）を有するもの（例えば、アクリジン、ソラレンなど）、キレート
剤を含むもの（例えば、金属、放射性金属、ホウ素、酸化的金属など）、アルキル化剤を
含むもの、改変された結合を有するもの（例えば、αアノマー（ａｎｏｍｅｒｉｃ）核酸
など）、ならびにポリヌクレオチドの未改変形態。さらに、糖に通常存在する水酸基のい
ずれかが、例えば、標準の保護基によって保護されたか、もしくはさらなるヌクレオチド
へのさらなる結合を調製するために活性化された、ホスホネート基、リン酸基によって置
換され得るか、または固体支持体に結合され得る。５’末端および３’末端のＯＨは、リ
ン酸化され得るか、またはアミンもしくは１～２０個の炭素原子の有機キャッピング基部
分で置換され得る。他の水酸基もまた、標準的保護基へ誘導体化され得る。ポリヌクレオ
チドはまた、当該分野で一般に公知のリボース糖またはデオキシリボース糖の類似形態を
含み得る。この擬似形態は、例えば、２’－Ｏ－メチルリボース、２’－Ｏ－アリルリボ
ース、２’－フルオロ－リボースまたは２’－アジド－リボース、炭素環式糖アナログ、
α－アノマー化糖、エピマー化糖（例えば、アラビノース、キシロースまたはリキソース
）、ピラノース糖、フラノース糖、セドヘプツロース、非環式アナログおよび非塩基性（
ａｂａｓｉｃ）ヌクレオシドアナログ（例えば、メチルリボシド）を含む。１以上のホス
ホジエステル結合は、代替の連結基によって置換され得る。これらの代替の連結基として
は、以下が含まれるが、これらに限定されない：ホスフェートがＰ（Ｏ）Ｓ（「チオエー
ト」）、Ｐ（Ｓ）Ｓ（「ジチオエート」）、（Ｏ）ＮＲ 2（「アミデート」）、Ｐ（Ｏ）
Ｒ、Ｐ（Ｏ）ＯＲ’、ＣＯまたはＣＨ２（「ホルムアセタール」）によって置換される実
施形態（ここで、各ＲまたはＲ’は、独立してＨであるか、あるいは置換もしくは非置換
のアルキル（１－２０Ｃ）（必要に応じてエーテル（－Ｏ－）結合を含む）、アリール、
アルケニル、シクロアルキル、シクロアルケニルもしくはアラルキル（ａｒａｌｄｙｌ）
）。ポリヌクレオチドにおける全ての結合が、同一である必要はない。先述の記載は、本
明細書中でいわれるポリヌクレオチド（ＲＮＡおよびＤＮＡを含む）全てに適用される。
【００５７】
本明細書中で使用される場合、「オリゴヌクレオチド」は、一般に短く、一般に一本鎖で
、一般に合成のポリヌクレオチド（一般には約２００ヌクレオチド長未満であるが、その
必要はない）をいう。本発明におけるオリゴヌクレオチドは、複合プライマー、ＴＳＯ、
ＰＴＯおよびブロッカー配列を含む。用語「オリゴヌクレオチド」および「ポリヌクレオ
チド」は、相互に排他的ではない。ポリヌクレオチドについての上記の記載は、オリゴヌ
クレオチドに対して、等しくかつ完全に適用可能である。
【００５８】
「プライマー」は、一般に短い一本鎖のポリヌクレオチドであり、遊離３’－ＯＨ基を一
般に含み、標的配列にハイブリダイズすることによって目的のサンプルに潜在的に存在す
る標的に結合し、その後標的に相補的なポリヌクレオチドのポリマー化を促進する。
【００５９】
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本明細書中で相互交換可能に使用される場合、「終結（ｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ）ポリヌ
クレオチド配列」または「終結配列」は、標的配列を含むテンプレートに関して、ＤＮＡ
ポリメラーゼによるＤＮＡ複製の停止をもたらすポリヌクレオチド配列である。終結配列
は、一般に、終結点（部位）の５’側の位置でテンプレートにハイブリダイズする部分（
または領域）を含む。ハイブリダイズし得る部分は、終結配列の全体を含んでも含まなく
てもよい。適切な終結ポリヌクレオチド配列の例（例えば、ブロッカー配列およびＴＳＯ
）は、本明細書中に提供される。
【００６０】
本明細書中で相互交換可能に使用される場合、「ブロッカー配列」または「ブロッキング
配列」は、終結配列の例であり、そして、終結部位の５’側の位置でテンプレート核酸に
一般に高親和性で結合し、かつ標的配列を含むテンプレートに関してＤＮＡポリメラーゼ
によるＤＮＡ複製の停止をもたらす、オリゴヌクレオチドをいう。この３’末端は、ＤＮ
Ａポリメラーゼによる伸長についてブロックされてもされなくてもよい。
【００６１】
本明細書中で相互交換可能に使用される場合、「終結部位」または「終結点」は、ポリマ
ー化（一般に、プライマー伸長）の終結またはテンプレートスイッチの前にＤＮＡポリメ
ラーゼによって最後に複製されるテンプレートの部位、点または領域をいう。例えば、Ｔ
ＳＯに関して、この部位は、テンプレートポリメラーゼからＴＳＯの非ハイブリダイズ部
位へとテンプレートをスイッチする前のプライマー伸長産物の３’末端に相補的である、
標的配列中の位置または領域である。
【００６２】
本明細書中で使用される場合、「プロトプロモーター（ｐｒｏｔｏｐｒｏｍｏｔｏｒ）配
列」および「プロプロモーター配列」は、二本鎖の形態でＲＮＡ転写を媒介し得る一本鎖
ＤＮＡ配列領域をいう。いくつかの状況で、「プロトプロモーター配列」、「プロトプロ
モーター」、「プロプロモーター配列」、「プロプロモーター」、「プロモーター配列」
および「プロモーター」は、相互交換可能に使用される。
【００６３】
本明細書中で使用される場合、「テンプレートスイッチオリゴヌクレオチド（ＴＳＯ）」
は、プライマー伸長の終結部位の５’側の位置でテンプレートにハイブリダイズし得、か
つＤＮＡポリメラーゼによるプライマー伸長のプロセスにおいてテンプレートスイッチを
もたらし得る、部分（または領域）を含むオリゴヌクレオチドをいう。ＴＳＯは、一般に
当該分野において公知である。「テンプレートスイッチ」は、プライマー伸長の一回の過
程の間に、一般に標的核酸からＴＳＯの非ハイブリダイズ部分へと、テンプレート核酸に
おいて変化することをいう。
【００６４】
本明細書中で使用される場合、「プロプロモーターテンプレートオリゴヌクレオチド（Ｐ
ＴＯ）」は、プロプロモーター配列と、プライマー伸長産物の３’領域にハイブリダイズ
し得る部分（一般に３’部分）とを含む、オリゴヌクレオチドをいう。このプロプロモー
ター配列とハイブリダイズし得る部分とは、オリゴヌクレオチドの同一のヌクレオチドで
あっても、別個のヌクレオチドであっても、または重複するヌクレオチドであってもよい
。
【００６５】
第２配列に「対応する」第１配列（例えば、複合プライマーのＲＮＡ部分）は、第１配列
が第２配列に関して顕著な配列同一性を有することを意味する。この用語は、一般に標的
の変異を検出する状況でかまたは配列を特徴付ける状況で使用される。
【００６６】
「阻害」するは、参照と比較する場合に活性、機能、および／または量を減少するかまた
は低減することである。
【００６７】
「複合体」は、成分のアセンブリである。複合体は、安定であってもなくてもよく、そし
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て直接的にかまたは間接的に検出され得る。例えば、本明細書中に記載されるように、特
定の反応成分、および反応産物の型を考慮すると、複合体の存在が、推測され得る。本発
明の目的について、複合体は、一般に、増幅最終産物に関する中間体である。
【００６８】
本明細書中で相互交換可能に使用される場合、ポリヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチ
ドの「部分」または「領域」は、２以上の塩基の連続する配列である。他の実施形態にお
いて、領域または部分は、少なくとも約３、５、１０、１５、２０、２５のいずれかの個
数連続するヌクレオチドである。
【００６９】
他の配列に「隣接する」領域、部分、または配列は、その領域、部分、または配列に直接
接する。例えば、複合プライマーの５’ＤＮＡ部分に隣接するＲＮＡ部分は、その領域に
直接接する。この例の実例について、図１Ａ－Ｃを参照のこと。
【００７０】
「反応混合物」は、適切な条件下で反応して複合体（中間体であり得る）および／または
産物を形成する成分の集合である。
【００７１】
他のように示されない場合、「ａ」、「ａｎ」および「ｔｈｅ」などは複数の形態を含む
。
【００７２】
「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」は、含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）を意味する。
【００７３】
事象が生じるのを「可能にする」条件、または事象が生じる（例えば、ハイブリダイゼー
ション、鎖伸長など）に「適切な」条件、あるいは、「適切な」条件は、このような事象
が生じることを妨げない条件である。従って、これらの条件は、これらの事象を可能にし
、増強し、容易にし、および／または招く。当該分野において公知でありそして本明細書
に記載される、このような条件は、例えば、ヌクレオチド配列の性質、温度、および緩衝
液の条件に依存する。これらの条件はまた、どの事象（例えば、ハイブリダイゼーション
、切断、鎖伸長または転写）が所望されるかに依存する。
【００７４】
本明細書中で使用される場合、配列「変異」は、参照配列と比較した、目的の配列におけ
る任意の配列変化をいう。参照配列は、野生型配列であり得るかまたは目的の配列と比較
されることが望まれる配列であり得る。配列変異は、置換、欠失または挿入などの機構に
起因する、配列における単一のヌクレオチド変化、または１より多いヌクレオチドの変化
を含む。単一ヌクレオチド多型（ＳＮＰ）もまた、本明細書中で使用される場合、配列変
異である。
【００７５】
本明細書中で使用される場合、「一本鎖高次構造多型」および「ＳＳＣＰ］は、その特定
の核酸配列によって影響されるように、一本鎖核酸の特定の高次構造を一般にいう。一本
鎖ポリヌクレオチドの配列の変化（例えば、単一のヌクレオチド置換、欠失または挿入）
は、その一本鎖ポリヌクレオチドの高次構造の変化、または多型を生じる。ポリヌクレオ
チドの高次構造は、一般に、当該分野において公知の方法（ゲル電気泳動、キャピラリー
電気泳動）によって測定される、電気泳動的移動、および／またはエンドヌクレアーゼ消
化に対する感受性）を使用して検出可能であり、同定可能であり、および／または区別可
能である。
【００７６】
本明細書中で相互交換可能に使用される場合、「マイクロアレイ」および「アレイ」は、
集中化された位置におけるヌクレオチド配列の収集物の配置をいう。アレイは、ガラスス
ライドのような固体基材上、またはニトロセルロース膜のような半固体基材上であり得る
。ヌクレオチド配列は、ＤＮＡ、ＲＮＡ、またはその任意の順列（ｐｅｒｍｕｔａｔｉｏ
ｎ）であり得る。
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【００７７】
用語「３’」は、一般に、同一のポリヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドにおける別
の領域または部分から３’（下流）側の、ポリヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドに
おける領域または部分をいう。
【００７８】
用語「５’」は、一般に、同一のポリヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドにおける別
の領域または部分から５’（上流）側の、ポリヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドに
おける領域または部分をいう。
【００７９】
用語「３’－ＤＮＡ部分」、「３’－ＤＮＡ領域」、「３’－ＲＮＡ部分」および「３’
－ＲＮＡ領域」は、ポリヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドの３’末端方向に位置す
るポリヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドの部分または領域をいい、そしてその同一
のポリヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドの最も３’側のヌクレオチドに付着する、
最も３’側のヌクレオチドまたは部分を含んでも含まなくてもよい。最も３’側のヌクレ
オチドは、好ましくは約１～約２０ヌクレオチド、より好ましくは約３～約１８ヌクレオ
チド、さらにより好ましくは約５～約１５のヌクレオチドであり得る。
【００８０】
用語「５’－ＤＮＡ部分」、「５’－ＤＮＡ領域」、「５’－ＲＮＡ部分」および「５’
－ＲＮＡ領域」は、ポリヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドの５’末端方向に位置す
るポリヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドの部分または領域をいい、そしてその同一
のポリヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドの最も５’側のヌクレオチドに付着する、
最も５’側のヌクレオチドまたは部分を含んでも含まなくてもよい。最も５’側のヌクレ
オチドは、好ましくは約１～約２０ヌクレオチド、より好ましくは約３～約１８ヌクレオ
チド、さらにより好ましくは約５～約１５のヌクレオチドであり得る。
【００８１】
「検出」は、直接検出および間接検出を含む、任意の検出手段を含む。例えば、「検出可
能に少ない」産物は、直接または間接に観察され得、そしてこの用語は、全ての減少（産
物がないことを含む）を示す。同様に、「検出可能に多い」産物は、直接にかまたは間接
にかで観察される、全ての増加を意味する。
【００８２】
（本発明の方法において使用される成分および反応条件）
（テンプレート核酸）
増幅される核酸（ＮＡ）標的は、精製された形態または未精製の形態の任意の供給源から
の核酸を含み、これは、ｔＲＮＡ、ｍＲＮＡ、ｒＲＮＡ、ミトコンドリアのＤＮＡおよび
ＲＮＡ、葉緑体のＤＮＡおよびＲＮＡ、ＤＮＡ－ＲＮＡハイブリッド、またはこれらの混
合物、遺伝子、染色体、プラスミド、生物学的物質（例えば、微生物（例えば、細菌、酵
母、ウイルス、ウイロイド、カビ、真菌、植物、動物、ヒト））のゲノム、およびこれら
のフラグメントを含む、ＤＮＡ（ｄｓＤＮＡおよびｓｓＤＮＡ）またはＲＮＡであり得る
。核酸を得る工程および精製する工程は、当該分野において標準の技術を使用する。ＲＮ
Ａ標的の増幅は、当該分野において公知であるように、最初のｃＤＮＡ合成を必要とする
。ＤＮＡ－ＲＮＡハイブリッドの増幅は、ｓｓＤＮＡを得るためにハイブリッドの変性、
またはｃＤＮＡを得るための変性に引き続く逆転写を必要とする。標的核酸は、生物学的
サンプルのような複合混合物のほんの微量の部分であり得、そして当該分野において周知
の手順によって種々の生物学的物質から取得され得る。
【００８３】
標的核酸配列の増幅の最初の工程は、この標的を一本鎖にする工程である。標的核酸が二
本鎖（ｄｓ）ＤＮＡの場合、最初の工程は標的の変性である。この変性工程は、温度によ
る変性であっても、アルカリ処理のような当該分野において公知の他の任意の方法であっ
てもよい。標的がＲＮＡの場合、最初の工程は、一本鎖ｃＤＮＡの合成であり得る。ＲＮ
ＡからのｃＤＮＡ合成の技術が、当該分野において公知である。
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【００８４】
（複合プライマー）
本発明の増幅法は、ＲＮＡ部分およびＤＮＡ部分から構成される単一の複合プライマーを
使用する。このプライマーの複合設計は、新たな（さらなる）複合プライマーの結合によ
るプライマー伸長産物の引き続く置換、およびポリメラーゼによる新たなプライマーの伸
長に重要である。さらに、プライマー伸長産物のＲＮＡ部分の切断は、以下に記載される
ように、複合プライマーによる増幅についての基質ではない増幅産物の生成を導く。
【００８５】
本発明の方法および組成物における使用のための複合プライマーは、少なくとも１つの以
下のようなＲＮＡ部分を含む：（ａ）標的核酸上の配列へのＤＮＡ部分のハイブリダイゼ
ーションと無関係に標的核酸（テンプレート）上の配列に結合（ハイブリダイズ）し得る
ＲＮＡ部分；および（ｂ）標的ＤＮＡにハイブリダイズした場合、リボヌクレアーゼで切
断され得るＲＮＡ部分。複合プライマーは、標的核酸に結合して、部分的ヘテロ二重鎖（
ｈｅｔｅｒｏｄｕｐｌｅｘ）を形成し、このヘテロ二重鎖において、ＲＮａｓｅ　Ｈのよ
うなリボヌクレアーゼと接触する際にプライマーのＲＮＡ部分のみが切断されるが標的鎖
はインタクトなままであり、従って別の複合プライマーをアニーリングし得る。
【００８６】
複合プライマーはまた、標的配列（テンプレート）へのハイブリダイゼーションがＤＮＡ
ポリメラーゼによって標的核酸から置換される核酸鎖のハイブリダイゼーションより支持
されるように、標的核酸（テンプレート）上の配列にハイブリダイズし得る３’ＤＮＡ部
分を含む。このようなプライマーは、核酸結合親和性に影響する周知の因子（例えば、配
列の長さおよび／または同一性ならびにハイブリダイゼーション条件）に基づいて合理的
に設計され得る。好ましい実施形態において、複合プライマーの３’ＤＮＡ部分の、標的
核酸におけるその相補的配列へのハイブリダイゼーションは、置換される鎖の５’末端に
おける相同な配列の標的核酸に対するハイブリダイゼーションより支持される。
【００８７】
ポリマー化による伸長に適切なプライマーの生成は、当該分野において周知である（例え
ば、ＰＣＴ公開番号ＷＯ９９／４２６１８（およびその中で列挙される参考文献）に記載
される）。複合プライマーは、３’末端ヌクレオチドが核酸伸長に適切なヌクレオチドで
あるＲＮＡおよびＤＮＡの組合せ（上記の定義を参照のこと）を含む。３’末端ヌクレオ
チドは、プライマー中に存在する場合、ＤＮＡポリメラーゼによって伸長可能な任意のヌ
クレオチドまたはアナログであり得る。一般に、３’末端ヌクレオチドは、３’－ＯＨを
有する。適切なプライマーとしては、少なくとも１つのＲＮＡ部分、および少なくとも１
つのＤＮＡ部分を含むプライマーが挙げられる。１つの遺伝子について実施例５（Ｅ．ｃ
ｏｌｉ　Ｊ遺伝子の増幅について使用される種々のプライマーの相対的性能を示す）に示
されるように、複合プライマーは、５’－ＲＮＡ部分および３’－ＤＮＡ部分を含み得る
（この場合、ＲＮＡ部分は、３’－ＤＮＡ部分に隣接する）か；または介在ＲＮＡ部分を
有する、５’－ＤＮＡ部分および３’－ＤＮＡ部分を含み得る。従って、１つの実施形態
において、複合プライマーは、５’ＲＮＡ部分および３’－ＤＮＡ部分を含み、好ましく
は、ここで、ＲＮＡ部分は３’－ＤＮＡ部分に隣接する。別の実施形態において、複合プ
ライマーは、少なくとも１つの介在ＲＮＡ部分を有する、５’－ＤＮＡ部分および３’－
ＤＮＡ部分（すなわち、この２つのＤＮＡ部分の間にＲＮＡ部分）を含む。なお別の実施
形態において、本発明の複合プライマーは、３’－ＤＮＡ部分および少なくとも１つの介
在ＲＮＡ部分（すなわち、ＤＮＡ部分の間のＲＮＡ部分）を含む。
【００８８】
３’－ＤＮＡ部分およびＲＮＡ部分を含む複合プライマーにおけるＲＮＡ部分の長さは、
好ましくは約１～約２５ヌクレオチド、より好ましくは約３～約２０ヌクレオチド、さら
により好ましくは約４～約１５ヌクレオチド、そして最も好ましくは約５～約１０ヌクレ
オチドであり得る。３’－ＤＮＡ部分およびＲＮＡ部分を含む複合プライマーのいくつか
の実施形態において、ＲＮＡ部分は、約１０、１５、２０、２５、３０ヌクレオチドのい
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ずれかが上限である、少なくとも約１、３、４、５ヌクレオチドのいずれかであり得る。
【００８９】
５’－ＲＮＡ部分および３’－ＤＮＡ部分を含む複合プライマーにおける５’－ＲＮＡ部
分の長さは、好ましくは約３～約２５ヌクレオチド、より好ましくは約５～約２０ヌクレ
オチド、さらにより好ましくは約７～約１８ヌクレオチド、好ましくは約８～約１７ヌク
レオチド、そして最も好ましくは約１０～約１５ヌクレオチドであり得る。５’－ＲＮＡ
部分および３’－ＤＮＡ部分を含む複合プライマーの別の実施形態において、５’－ＲＮ
Ａ部分は、約１５、１７、１８、２０ヌクレオチドのいずれかが上限である、少なくとも
約３、５、７、８、１０ヌクレオチドのいずれかであり得る。
【００９０】
非５’－ＲＮＡ部分をさらに含む、５’－ＲＮＡ部分および３’－ＤＮＡ部分を含む複合
プライマーの実施形態では、非５’－ＲＮＡ部分は、好ましくは約１～約７ヌクレオチド
、より好ましくは約２～約６ヌクレオチド、そして最も好ましくは約３～約５ヌクレオチ
ドであり得る。非５’－ＲＮＡ部分をさらに含む、５’－ＲＮＡ部分および３’－ＤＮＡ
部分を含む複合プライマーの特定の実施形態では、非５’－ＲＮＡ部分は、約５、６、７
、１０ヌクレオチドのいずれかが上限である、少なくとも約１、２、３、５のいずれかで
あり得る。
【００９１】
５’－ＲＮＡ部分が３’－ＤＮＡ部分に隣接している、５’－ＲＮＡ部分および３’－Ｄ
ＮＡ部分を含む複合プライマーの実施形態では、５’－ＲＮＡ部分の長さは、好ましくは
約３～約２５ヌクレオチド、より好ましくは約５～約２０ヌクレオチド、さらにより好ま
しくは約７～約１８ヌクレオチド、好ましくは約８～約１７ヌクレオチド、そして最も好
ましくは約１０～約１５ヌクレオチドであり得る。５’－ＲＮＡ部分が３’－ＤＮＡ部分
に隣接している、５’－ＲＮＡ部分および３’－ＤＮＡ部分を含む複合プライマーの特定
の実施形態では、５’－ＲＮＡ部分は、約１５、１７、１８、２０ヌクレオチドのいずれ
かが上限である、少なくとも約３、５、７、８、１０ヌクレオチドのいずれかであり得る
。
【００９２】
少なくとも１つの介在ＲＮＡ部分を有する、５’－ＤＮＡ部分および３’－ＤＮＡ部分を
含む複合プライマー中の介在ＲＮＡ部分の長さは、好ましくは約１～約７ヌクレオチド、
より好ましくは約２～約６ヌクレオチド、そして最も好ましくは約３～約５ヌクレオチド
であり得る。少なくとも１つの介在ＲＮＡ部分を有する、５’－ＤＮＡ部分および３’－
ＤＮＡ部分を含む複合プライマーのいくつかの実施形態では、介在ＲＮＡ部分は、約５、
６、７、１０ヌクレオチドのいずれかが上限である、少なくとも約１、２、３、５ヌクレ
オチドのいずれかであり得る。３’－ＤＮＡ部分および少なくとも１つの介在ＲＮＡ部分
を含む複合プライマー中の介在ＲＮＡ部分の長さは、好ましくは約１～約７ヌクレオチド
、より好ましくは約２～約６ヌクレオチド、そして最も好ましくは約３～約５ヌクレオチ
ドであり得る。３’－ＤＮＡ部分および少なくとも１つの介在ＲＮＡ部分を含む複合プラ
イマーのいくつかの実施形態では、介在ＲＮＡ部分は、約５、６、７、１０ヌクレオチド
のいずれかが上限である、少なくとも約１、２、３、５ヌクレオチドのいずれかであり得
る。５’－ＲＮＡ部分をさらに含む、３’－ＤＮＡ部分および少なくとも１つの介在ＲＮ
Ａ部分を含む複合プライマーでは、５’－ＲＮＡ部分は、好ましくは約３～約２５ヌクレ
オチド、より好ましくは約５～約２０ヌクレオチド、さらにより好ましくは約７～約１８
ヌクレオチド、好ましくは約８～約１７ヌクレオチド、そして最も好ましくは約１０～約
１５ヌクレオチドであり得る。５’－ＲＮＡ部分をさらに含む、３’－ＤＮＡ部分および
少なくとも１つの介在ＲＮＡ部分を含む複合プライマーのいくつかの実施形態では、５’
－ＲＮＡ部分は、約１５、１７、１８、２０ヌクレオチドのいずれかが上限である、少な
くとも約３、５、７、８、１０ヌクレオチドのいずれかであり得る。
【００９３】
３’－ＤＮＡ部分およびＲＮＡ部分を含む複合プライマーにおいて３’－ＤＮＡ部分の長
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さは、好ましくは約１～約２０、より好ましくは約３～約１８、さらにより好ましくは約
５～約１５、そして最も好ましくは約７～約１２ヌクレオチドであり得る。３’－ＤＮＡ
部分およびＲＮＡ部分を含む複合プライマーのいくつかの実施形態では、３’－ＤＮＡ部
分は、約１０、１２、１５、１８、２０、２２ヌクレオチドのいずれかが上限である、少
なくとも約１、３、５、７、１０ヌクレオチドのいずれかであり得る。
【００９４】
５’－ＲＮＡ部分および３’－ＤＮＡ部分を含む複合プライマーにおける３’－ＤＮＡ部
分の長さは、好ましくは約１～約２０ヌクレオチド、より好ましくは約３～約１８ヌクレ
オチド、さらにより好ましくは約５～約１５ヌクレオチド、そして最も好ましくは約７～
約１２ヌクレオチドであり得る。５’－ＲＮＡ部分および３’－ＤＮＡ部分を含む複合プ
ライマーのいくつかの実施形態では、３’ＤＮＡ部分は、約１０、１２、１５、１８、２
０、２２ヌクレオチドのいずれかが上限である、少なくとも約１、３、５、７、１０ヌク
レオチドのいずれかであり得る。
【００９５】
非３’－ＤＮＡ部分をさらに含む、５’－ＲＮＡ部分および３’－ＤＮＡ部分を含む複合
プライマーの実施形態では、非３’－ＤＮＡ部分は、好ましくは約１～約１０ヌクレオチ
ド、より好ましくは約２～約８ヌクレオチド、そして最も好ましくは約３～約６ヌクレオ
チドであり得る。非３’－ＤＮＡ部分をさらに含む、５’－ＲＮＡ部分および３’－ＤＮ
Ａ部分を含む複合プライマーのいくつかの実施形態では、非３’－ＤＮＡ部分は、約６、
８、１０、１２ヌクレオチドのいずれかが上限である、少なくとも約１、２、３、５ヌク
レオチドのいずれかであり得る。
【００９６】
５’－ＲＮＡ部分が３’－ＤＮＡ部分に隣接している、５’－ＲＮＡ部分および３’－Ｄ
ＮＡ部分を含む複合プライマーの実施形態では、３’－ＤＮＡ部分の長さは、好ましくは
約１～約２０ヌクレオチド、より好ましくは約３～約１８ヌクレオチド、さらにより好ま
しくは約５～約１５ヌクレオチド、そして最も好ましくは約７～約１２ヌクレオチドであ
り得る。５’－ＲＮＡ部分が３’－ＤＮＡ部分に隣接している、５’－ＲＮＡ部分および
３’－ＤＮＡ部分を含むプライマーの特定の実施形態では、３’－ＤＮＡ部分は、約１０
、１２、１５、１８、２０、２２ヌクレオチドのいずれかが上限である、少なくとも約１
、３、５、７、１０ヌクレオチドのいずれかであり得る。
【００９７】
少なくとも１つの介在ＲＮＡ部分を有する、５’－ＤＮＡ部分および３’－ＤＮＡ部分を
含む複合プライマー中の非３’－ＤＮＡ部分の長さは、好ましくは約１～約１０ヌクレオ
チド、より好ましくは約２～約８ヌクレオチド、そして最も好ましくは約３～約６ヌクレ
オチドであり得る。少なくとも１つの介在ＲＮＡ部分を有する、５’－ＤＮＡ部分および
３’－ＤＮＡ部分を含むプライマーのいくつかの実施形態では、非３’－ＤＮＡ部分は、
約６、８、１０、１２ヌクレオチドのいずれかが上限である、少なくとも約１、２、３、
５ヌクレオチドのいずれかであり得る。
【００９８】
少なくとも１つの介在ＲＮＡ部分を有する、５’－ＤＮＡ部分および３’　ＤＮＡ部分を
含む複合プライマー中の３’－ＤＮＡ部分の長さは、好ましくは約１～約２０ヌクレオチ
ド、より好ましくは約３～約１８ヌクレオチド、さらにより好ましくは約５～約１５ヌク
レオチド、そして最も好ましくは約７～約１２ヌクレオチドであり得る。少なくとも１つ
の介在ＲＮＡ部分を有する、５’－ＤＮＡ部分および３’－ＤＮＡ部分を含む複合プライ
マーのいくつかの実施形態では、３’－ＤＮＡ部分は、約１０、１２、１５、１８、２０
、２２ヌクレオチドのいずれかが上限である、少なくとも約１、３、５、７、１０ヌクレ
オチドのいずれかであり得る。
【００９９】
３’－ＤＮＡ部分および少なくとも１つの介在ＲＮＡ部分を含む複合プライマー中の非３
’－ＤＮＡ部分（すなわち、３’－ＤＮＡ部分以外の任意のＤＮＡ部分）の長さは、好ま
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しくは約１～約１０ヌクレオチド、より好ましくは約２～約８ヌクレオチド、そして最も
好ましくは約３～約６ヌクレオチドであり得る。３’－ＤＮＡ部分および少なくとも１つ
の介在ＲＮＡ部分を含む複合プライマーのいくつかの実施形態では、非３’－ＤＮＡ部分
は、約６、８、１０、１２ヌクレオチドのいずれかが上限である、少なくとも約１、３、
５、７、１０ヌクレオチドのいずれかであり得る。３’－ＤＮＡ部分および少なくとも１
つの介在ＲＮＡ部分を含む複合プライマー中の３’－ＤＮＡ部分の長さは、好ましくは約
１～約２０ヌクレオチド、より好ましくは約３～約１８ヌクレオチド、さらにより好まし
くは約５～約１５ヌクレオチド、そして最も好ましくは約７～約１２ヌクレオチドであり
得る。３’－ＤＮＡ部分および少なくとも１つの介在ＲＮＡ部分を含む複合プライマーの
いくつかの実施形態では、３’－ＤＮＡ部分は、約１０、１２、１５、１８、２０、２２
ヌクレオチドのいずれかが上限である、少なくとも約１、３、５、７、１０ヌクレオチド
のいずれかであり得る。種々の部分についての長さは、本発明の方法の反応条件下で適切
な場合、より長くてもより短くてもよいことが理解される。
【０１００】
いくつかの実施形態では、複合プライマーの５’－ＤＮＡ部分としては、プライマーの最
も５’側のヌクレオチドが挙げられる。いくつかの実施形態では、複合プライマーの５’
－ＲＮＡ部分としては、プライマーの最も５’側のヌクレオチドが挙げられる。他の実施
形態では、複合プライマーの３’－ＤＮＡ部分としては、プライマーの最も３’側のヌク
レオチドが挙げられる。他の実施形態では、３’－ＤＮＡ部分は５’－ＲＮＡ部分に隣接
し、そしてプライマーの最も３’側のヌクレオチドを含む（そして５’－ＲＮＡ部分は、
プライマーの最も５’側のヌクレオチドを含む）。
【０１０１】
複合プライマーの合計の長さは、好ましくは約１０～約４０ヌクレオチド、より好ましく
は約１５～約３０ヌクレオチド、そして最も好ましくは約２０～約２５ヌクレオチドであ
り得る。いくつかの実施形態では、この長さは、約２５、３０、４０、５０ヌクレオチド
のいずれかが上限である、少なくとも約１０、１５、２０、２５ヌクレオチドのいずれか
であり得る。この長さは、本発明の方法の反応条件下で適切な場合、より長くてもより短
くてもよいことが理解される。
【０１０２】
ハイブリダイゼーション（これは、当該分野で周知であり、そして理解されるように、例
えば、イオン強度および温度のような他の因子に依存する）を達成するために、本発明の
方法および組成物において使用するための複合プライマーは、標的核酸に対して、好まし
くは少なくとも約６０％、より好ましくは少なくとも約７５％、さらにより好ましくは少
なくとも約９０％、そして最も好ましくは少なくとも約９５％の相補性のプライマーであ
る。複合プライマーの個々のＤＮＡ部分およびＲＮＡ部分は、標的核酸に対して、好まし
くは少なくとも約６０％、より好ましくは少なくとも約７５％、さらにより好ましくは少
なくとも約９０％、そして最も好ましくは少なくとも約９５％の相補性のものである。
【０１０３】
本明細書中で記載される場合、１以上の複合プライマーが増幅反応において用いられ得る
。
【０１０４】
（終結ポリヌクレオチド配列を含むポリヌクレオチド）
本発明の方法のいくつかの実施形態では、特に、転写に基づく増幅が用いられる場合、終
結配列を含むポリヌクレオチドが含まれ、その例を以下に提供する。
【０１０５】
（テンプレートスイッチオリゴヌクレオチド）
本発明の増幅方法において用いられ得る第２のオリゴヌクレオチドは、終結スイッチ（ｔ
ｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｓｗｉｔｃｈ）オリゴヌクレオチド（ＴＳＯ）である。１つの実
施形態では、ＴＳＯは、終結配列として機能する。別の実施形態では、ＴＳＯは、終結配
列として機能し、そしてプロプロモーター（ｐｒｏｐｒｏｍｏｔｅｒ）配列を提供する。
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【０１０６】
テンプレートスイッチオリゴヌクレオチドに基づく、以前に記載された増幅方法は、第２
のプライマーのハイブリダイゼーションの阻害に、またはこの方法が、単一のプライマー
種を利用するように設計されている場合、同じプライマーの第２のハイブリダイゼーショ
ン工程の阻害に起因して、このオリゴヌクレオチドの濃縮において制限された。本発明の
方法は、この制限がない。ＴＳＯを使用する、以前に記載された方法とは対照的に、テン
プレートスイッチオリゴヌクレオチドは、本発明の方法に従って、増幅のために高濃度で
使用され得る。この特徴は、標的鎖へのオリゴヌクレオチドの効率的なハイブリダイゼー
ションを確実にし、そして３分子複合体の収量、プライマー伸長のための基質およびテン
プレートスイッチを最大にする。この特徴のさらなる特性は、記載されるように、ＲＮＡ
ポリメラーゼについての基質を形成する、テンプレートスイッチオリゴヌクレオチドへの
置換されたプライマー伸長産物の効率的なハイブリダイゼーションである。
【０１０７】
ＴＳＯは、重合の間の鎖スイッチのために設計された、標的および５’部分にハイブリダ
イズし得る３’部分を含む（図２Ａ～Ｃを参照のこと）。鎖スイッチをもたらすＴＳＯの
設計は、Ｐａｔｅｌら，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ’１　Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　１９９６，
９３：２９６９－２９７４に以前に記載されたように、当該分野で公知である。
【０１０８】
３’部分は、テンプレートポリヌクレオチド中の、プライマー伸長産物の３’末端に相補
的である位置または領域の５’側の位置でこのテンプレートにハイブリダイズし、その後
、テンプレートをテンプレートポリヌクレオチドから、ＴＳＯの非ハイブリダイズ部分（
「終結部位」）へとスイッチする。
【０１０９】
１つの実施形態では、鎖スイッチは、ＴＳＯのハイブリダイズした部分と非ハイブリダイ
ズ部分との連結部に対してすぐ５’側および３’側の、ＴＳＯセグメント中の互いに相補
的な短い配列の存在によって促進される。理論によって束縛されることを意図しないが、
１つの説明は、プライマー伸長産物が、（ＴＳＯのハイブリダイズした部分の置換によっ
て）ＴＳＯにハイブリダイズする標的核酸の一部分に伸長される事象では、プライマー伸
長産物の３’末端は、ＴＳＯのハイブリダイズした部分と非ハイブリダイズ部分との間の
連結部にすぐ隣接する、ＴＳＯのセグメント中のその相補的な短い配列に結合し得る、短
い配列を含むということである。このことは、プライマー伸長産物がテンプレートとして
ＴＳＯテール部分へとスイッチする確率を増大させることによって、テンプレートスイッ
チの効率を増大させる。短い相補的な配列の長さは、好ましくは約３～約２０ヌクレオチ
ド、より好ましくは約５～約１５ヌクレオチド、そして最も好ましくは約７～約１０ヌク
レオチドである。いくつかの実施形態では、長さは、約１０、１５、２０、２５ヌクレオ
チドのいずれかが上限である、少なくとも約１、３、５、７、１０ヌクレオチドのいずれ
かである。この長さは、本発明の方法の反応条件下で適切な場合、より長くてもより短く
てもよいことが理解される。
【０１１０】
いくつかの実施形態では、ＴＳＯの５’部分は、ＲＮＡポリメラーゼの二本鎖プロモータ
ーの形成のために設計される配列（本明細書の以後では、「プロプロモーター配列」）を
含む。ＴＳＯのこの実施形態は、終結配列として、そしてプロモーターテンプレートを提
供するための両方で機能する。この実施形態では、ＴＳＯのプロプロモーター配列は、プ
ロプロモーター配列（一般に、テンプレートＴＳＯのプロプロモーター配列に対して相補
的）の、プライマー伸長産物への取り込みのためのテンプレートとして作用する。プライ
マー伸長産物のプロプロモーター配列にハイブリダイズし得るプロプロモーター配列を含
むＴＳＯのその後のハイブリダイゼーションは、適切なＲＮＡポリメラーゼによる転写を
もたらし得る二本鎖プロモーターの形成をもたらす。テンプレートＤＮＡの転写を可能に
するプロモーター配列は、これを取得および／または作製するための方法と同様に、当該
分野で公知である。好ましくは、プロモーター配列は、使用される特定のＲＮＡポリメラ
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ーゼの最適の転写活性を提供するように選択される。このような選択（すなわち、特定の
ＲＮＡポリメラーゼによって特に好まれる特定のプロモーター配列）についての基準もま
た、当該分野で公知である。例えば、Ｔ７　ＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼおよびＳＰ
６による転写のためのプロモーターの配列は、当該分野で公知である。このプロモーター
配列は、原核生物供給源または真核生物供給源由来であり得る。
【０１１１】
１つの実施形態では、プロモーター配列は、用いられるＲＮＡポリメラーゼによって増強
されたか（またはより最適な）転写を提供するように設計された、配列に隣接する。いく
つかの実施形態では、この配列は、標的核酸には関連していない（すなわち、実質的にハ
イブリダイズしない）。より最適な転写は、この配列に作動可能に連結されたプロモータ
ーからのポリメラーゼの転写活性が、このようには連結されていないプロモーターからの
ポリメラーゼ活性よりも大きい場合、場合に生じる。最適な転写のための配列の必要条件
は一般に、種々のＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼについて（例えば、米国特許第５，７
６６，８４９号および同第５，６５４，１４２号において）以前に記載されたとおりに当
該分野で公知である。
【０１１２】
好ましい実施形態では、テンプレートＤＮＡにハイブリダイズする、ＴＳＯの３’部分の
セグメント（標的にハイブリダイズする３’部分全体を含む）は、プライマー伸長をもた
らすポリメラーゼによるＴＳＯの置換が、実質的に、または少なくとも十分に阻害される
ように、テンプレートＤＮＡに結合される。このような結合を達成するための適切な方法
としては、Ｇ－クランプ複素環式改変を含むシトシンアナログ（Ｆｌａｎａｇａｎら，Ｐ
ｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　１９９９，９６（７）：３５１３－８に
記載される）およびロックされた核酸（例えば、Ｋｕｍａｒら，Ｂｉｏｏｒｇ．Ｍｅｄ．
Ｃｈｅｍ　Ｌｅｔｔ．１９９８，８（１６）：２２１９－２２；およびＷａｈｌｅｓｔｅ
ｄｔら，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　２０００，９７（１０）：５
６３３－８に記載される）を用いるような、当該分野で公知の技術が挙げられる。他の適
切な方法としては、適切な場合、高ＧＣ含量および／または架橋を有する配列を用いるこ
とが挙げられる。増強された結合を得るためのこれらの方法のいずれかは、単独で、また
は組み合わせて用いられ得る。ＴＳＯの置換は、ポリメラーゼがテンプレートを標的核酸
鎖から、プライマー伸長事象の少なくとも約２５％、好ましくは少なくとも約５０％、よ
り好ましくは少なくとも約７５％、そして最も好ましくは少なくとも約９０％において、
ＴＳＯの非ハイブリダイズ部分へとスイッチする場合、実質的に、または十分に阻害され
る。実質的にまたは十分に阻害されたＴＳＯ置換はまた、増幅方法が、所望の産物の量に
関して満足のいく結果をもたらす場合、経験的に示され得る。一般に、所定のセットの条
件下で、「改変された」ＴＳＯは、テンプレートに対して、このようには改変されていな
いＴＳＯと比較してより強固に結合する。
【０１１３】
標的核酸鎖にハイブリダイズするＴＳＯ部分の長さは、好ましくは約１５～５０ヌクレオ
チド、より好ましくは約２０～４５ヌクレオチド、そして最も好ましくは約２５～４０ヌ
クレオチドである。他の実施形態では、この長さは、少なくともほぼ以下のうちのいずれ
かである：１０、１５、２０、２５、３０；そして、ほぼ以下のいずれか未満である：３
５、４０、４５、５０、５５。この長さは、本発明の方法の反応条件下で適切な場合、よ
り長くてもより短くてもよいことが理解される。標的核酸鎖にハイブリダイズするＴＳＯ
部分の相補性は、標的核酸上のその意図される結合配列に対して、好ましくは少なくとも
約２５％、より好ましくは少なくとも約５０％、さらにより好ましくは少なくとも約７５
％、そして最も好ましくは少なくとも約９０％である。
【０１１４】
（ブロッカー配列）
いくつかの実施形態では、プライマー伸長終結配列は、ブロッカー配列によって提供され
る。ブロッカー配列は、一本鎖であって、プライマー伸長産物の３’末端（「終結部位」
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）に相補的である、標的配列中の位置の５’側の標的核酸配列のセグメントに対してハイ
ブリダイズし得る（好ましくは相補的である）配列を含むポリヌクレオチド（通常、合成
ポリヌクレオチド）である。ブロッカーは、親和性（好ましくは、高い親和性）を有する
標的核酸に結合するヌクレオチドを含み、その結果、ブロッカー配列は、プライマー伸長
事象のうちの好ましくは約３０％より高く、より好ましくは約５０％より高く、さらによ
り好ましくは約７５％より高く、そして最も好ましくは約９０％より高く、プライマー伸
長の経過におけるＤＮＡポリメラーゼによる置換を妨害する。ブロッカーポリヌクレオチ
ドの長さおよび組成は、本発明の方法の条件下での過度のランダム非特異的ハイブリダイ
ゼーションが回避されるものであるべきである。ブロッカーポリヌクレオチドの長さは、
好ましくは約３～約３０ヌクレオチド、より好ましくは約５～約２５ヌクレオチド、さら
により好ましくは約８～約２０ヌクレオチド、そして最も好ましくは約１０～約１５ヌク
レオチドである。他の実施形態では、ブロッカーポリヌクレオチドは、ほぼ少なくとも以
下のうちのいずれかである：３、５、８、１０、１５；そしてほぼ以下のうちのいずれか
未満である：２０、２５、３０、３５。その長さは、本発明の方法の反応条件下で適切な
場合、より長くてもより短くてもよいことが理解される。ブロッカーポリヌクレオチドの
相補性は、標的核酸上のその意図される結合配列に対して、好ましくは、少なくとも約２
５％、より好ましくは少なくとも約５０％、さらにより好ましくは少なくとも約７５％、
そして最も好ましくは少なくとも約９０％である。
【０１１５】
１つの実施形態では、ブロッカー配列は、標的ＤＮＡに結合される、標的ＤＮＡにハイブ
リダイズするセグメントを含み、その結果、プライマー伸長をもたらすポリメラーゼによ
るブロッカー配列の置換が実質的に（または少なくとも十分に）阻害される。このような
結合を達成するための適切な手段および置換の実質的な（または十分な）阻害を決定する
ための適切な手段は、本発明の方法において用いられるＴＳＯについて上記の通りである
。
【０１１６】
１つの実施形態では、ブロッカーポリヌクレオチドは、核酸伸長のためのプライマーとし
て効率的に機能できない（すなわち、ブロッカー配列からの伸長が低減されるかまたは阻
害される）。ブロッカーポリヌクレオチドのプライマー機能をブロックするための技術と
しては、ＤＮＡポリメラーゼによるこのプライマーの３’末端へのヌクレオチドの付加を
妨害する任意の技術が挙げられる。このような技術は、当該分野で公知であり、例えば、
３’ヒドロキシル基の置換もしくは改変、またはＤＮＡポリメラーゼによるヌクレオチド
の添加を係留できない改変ヌクレオチド（例えば、ジデオキシヌクレオチド）の、ブロッ
カーポリヌクレオチドの最も３’側の位置への取り込みを含む。
【０１１７】
（プロプロモーターと置換されたプライマー伸長産物にハイブリダイズする領域とを含む
、ポリヌクレオチド）
いくつかの実施形態は、プロプロモーターと置換されたプライマー伸長産物にハイブリダ
イズする領域とを含む、ポリヌクレオチドを用いる。いくつかの実施形態では、このポリ
ヌクレオチドは、上記で考察されたプロプロモーター配列を含むＴＳＯである。他の実施
形態では、プロプロモーター配列は、以下に記載の通りに、ＰＴＯ中に含まれる。
【０１１８】
（プロプロモーターテンプレートオリゴヌクレオチド）
いくつかの実施形態では、この方法は、プロプロモーターテンプレートオリゴヌクレオチ
ド（ＰＴＯ）によって提供される、転写のためのプロモーター配列を用いる。
【０１１９】
本発明の方法および組成物において使用するためのＰＴＯは、ＲＮＡポリメラーゼのｄｓ
プロモーターの形成のために設計されたプロプロモーター配列と、プライマー伸長産物の
３’末端にハイブリダイズし得る部分とを含む、一本鎖ポリヌクレオチド（一般に、ＤＮ
Ａ）である。好ましい実施形態では、プロプロモーター配列は、オリゴヌクレオチドの５
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’部分に位置し、そしてハイブリダイズする配列は、オリゴヌクレオチドの３’部分に位
置する。１つの実施形態において、そして最も代表的には、プロモーターおよびハイブリ
ダイズする配列は、異なる配列である。別の実施形態では、プロモーターおよびハイブリ
ダイズする配列は、配列同一性において重複する。なお別の実施形態では、プロモーター
およびハイブリダイズする配列は、同じ配列であり、従って、ＰＴＯ中の同じ位置に存在
する。プライマー伸長産物に対するＰＴＯのハイブリダイゼーションが、突出部（置換さ
れたプライマー伸長産物にハイブリダイズしない、代表的にはプロプロモーター配列の全
てまたは一部を含む、ＰＴＯの５’末端）を含む二重鎖をもたらす実施形態では、ＤＮＡ
ポリメラーゼは、突出部をフィルインして、適切なＲＮＡポリメラーゼによる転写をもた
らし得る二本鎖プロモーターを作製する。
【０１２０】
テンプレートＤＮＡの転写を可能にするプロモーター配列は当該分野で公知であり、そし
て上記で考察されている。好ましくは、プロモーター配列は、用いられる特定のＲＮＡポ
リメラーゼの最適な転写活性を提供するように選択される。このような選択のための基準
、すなわち、特定のＲＮＡポリメラーゼによって特に好まれる特定のプロモーター配列も
また、当該分野で公知である。例えば、Ｔ７　ＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼおよびＳ
Ｐ６による転写のためのプロモーターの配列は、当該分野で公知である。このプロモータ
ー配列は、原核生物供給源または真核生物供給源由来であり得る。
【０１２１】
いくつかの実施形態では、ＰＴＯは、プロプロモーター配列と、プライマー伸長産物の３
’末端にハイブリダイズし得る部分との間に介在配列を含む。介在配列の適切な長さは、
経験的に決定され得、そして少なくとも約１、２、４、６、８、１０、１２、１５ヌクレ
オチドであり得る。介在配列の適切な配列同一性もまた、経験的に決定され得、そして配
列は、必ずしもそうでないが、好ましくは、この配列がない場合と比較して増幅程度を増
強するように設計される。１つの実施形態では、介在配列は、用いられたＲＮＡポリメラ
ーゼによる増強された（またはより最適な）転写を提供するように設計された配列である
。一般に、この配列は、標的核酸に関連していない（すなわち、この配列は実質的にハイ
ブリダイズしない）。より最適な転写は、上記の配列に作動可能に連結されたプロモータ
ーからのポリメラーゼの転写活性が、このようには連結されていないプロモーターからの
ポリメラーゼの転写活性よりも大きい場合に生じる。最適な転写のための配列の必要条件
は一般に、種々のＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼについて以前に記載された通りに（例
えば、米国特許第５７６６８４９号および同第５６５４１４２号においてのように）当該
分野で公知であり、そしてまた経験的に決定され得る。
【０１２２】
別の実施形態では、ＰＴＯは、プロプロモーター（ｐｒｏｐｒｏｍｏｔｅｒ）配列に対し
て５’側の配列を含む（すなわち、ＰＴＯは、プロプロモーター配列に対して５’側に位
置づけられたさらなるヌクレオチド（これは、転写調節配列であっても、転写調節配列で
なくても良い）を含む）。一般的に、配列はプライマー伸長産物に対してハイブリダイズ
可能ではないが、その必要はない。
【０１２３】
１つの実施形態では、ＰＴＯは、核酸伸長のためのプライマーとして効率的に機能し得な
い。ＰＴＯのプライマー機能をブロックする技術としては、ＤＮＡポリメラーゼによるＰ
ＴＯの３’末端へのヌクレオチドの付加を妨げる任意の技術が挙げられる。このような技
術は当該分野において公知であり、例えば、３’ヒドロキシル基の置換もしくは改変、ま
たはＤＮＡポリメラーゼによるヌクレオチドの付加を固定（ａｎｃｈｏｒｉｎｇ）し得な
いＰＴＯの最も３’側の位置への改変ヌクレオチド（例えば、ジデオキシヌクレオチド）
の取り込みが挙げられる。標識または低分子（これは、特異的結合対のメンバー（例えば
、ビオチン）である）を使用して、３’末端をブロックすることもまた可能である。
【０１２４】
置換されたプライマー伸長産物にハイブリダイズするＰＴＯの部分の長さは、好ましくは
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、約５～約５０ヌクレオチド、より好ましくは、約１０～約４０ヌクレオチド、さらによ
り好ましくは約１５～約３５ヌクレオチド、そして最も好ましくは、約２０～３０ヌクレ
オチドである。いくつかの実施形態では、ハイブリダイズする部分は、少なくともほぼ、
以下：３、５、１０、１５、２０のいずれかであり；そしてほぼ、以下：３０、４０、５
０、６０のいずれかより小さい。ハイブリダイズする部分の相補性は、標的核酸上のその
意図される結合配列に対して、好ましくは、少なくとも約２５％、より好ましくは、少な
くとも約５０％、さらにより好ましくは、少なくとも約７５％、そして最も好ましくは、
少なくとも約９０％である。
【０１２５】
（ＤＮＡポリメラーゼ、リボヌクレアーゼ、およびＲＮＡポリメラーゼ）
本発明の増幅方法は、以下の酵素を使用する：ＤＮＡポリメラーゼ、リボヌクレアーゼ（
例えば、ＲＮアーゼＨ（ＲＮアーゼＨ））、そして必要に応じて、ＤＮＡ依存性ＲＮＡポ
リメラーゼ。
【０１２６】
本発明の方法および組成物における使用のためのＤＮＡポリメラーゼは、本発明の方法に
従う複合プライマーの伸長をもたらし得る。従って、好ましいポリメラーゼは、少なくと
も主にデオキシヌクレオチドから構成される核酸テンプレートに沿って、核酸プライマー
を伸長し得るポリメラーゼである。ポリメラーゼは、置換鎖が結合するポリヌクレオチド
から、核酸鎖を置換し得るべきであり、そして一般的に、より高い鎖置換能力（すなわち
、等しい鎖置換能力を有さない他のポリメラーゼと比較して）をポリメラーゼが示すこと
が好ましい。好ましくは、ＤＮＡポリメラーゼは、核酸鎖にハイブリダイズしたオリゴヌ
クレオチドの３’末端に結合する高い親和性を有する。好ましくは、ＤＮＡポリメラーゼ
は、実質的なニック形成（ｎｉｃｋｉｎｇ）活性を有さない。好ましくは、ポリメラーゼ
は、プライマーの分解、プライマー伸長ポリヌクレオチドの終結を最少化するために、５
’→３’エキソヌクレアーゼ活性をほとんど有さないか、または全く有さない。一般的に
、このエキソヌクレアーゼ活性は、ｐＨ、塩濃度、テンプレートが二本鎖であるかまたは
一本鎖であるかなど（これらはすべて、当業者に周知である）のような因子に依存する。
５’→３’エキソヌクレアーゼ活性を欠失した変異ＤＮＡポリメラーゼは、当該分野にお
いて公知であり、そして本明細書中に記載された増幅方法に適切である。本発明の方法お
よび組成物における使用に適切なＤＮＡポリメラーゼとしては、米国特許第５６４８２１
１号および同第５７４４３１２号に開示されたＤＮＡポリメラーゼが挙げられ、これには
、ｅｘｏ -Ｖｅｎｔ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）、ｅｘｏ -Ｄｅｅｐ　Ｖ
ｅｎｔ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）、Ｂｓｔ（ＢｉｏＲａｄ）、ｅｘｏ
-Ｐｆｕ（Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ）、Ｂｃａ（Ｐａｎｖｅｒａ）、配列決定グレードのＴ
ａｑ（Ｐｒｏｍｅｇａ）、およびｔｈｅｒｍｏａｎａｅｒｏｂａｃｔｅｒ　ｔｈｅｒｍｏ
ｈｙｄｒｏｓｕｌｆｕｒｉｃｕｓ由来の熱安定性ＤＮＡポリメラーゼが含まれる。ＤＮＡ
ポリメラーゼが、ポリメラーゼとプライマー伸長産物の５’末端との間の接触発生率の少
なくとも約２５％、より好ましくは、少なくとも約５０％、さらにより好ましくは少なく
とも約７５％、そして最も好ましくは少なくとも約９０％で、テンプレート核酸からプラ
イマー伸長産物を置換することが好ましい。いくつかの実施形態では、鎖置換活性を有す
る熱安定性ＤＮＡポリメラーゼの使用が好ましい。このようなポリメラーゼは、米国特許
第５７４４３１２（および、その中で引用された参考文献）に記載されるように、当該分
野において公知である。好ましくは、ＤＮＡポリメラーゼは、プルーフリーディング活性
をほとんど有さないか、または全く有さない。
【０１２７】
本発明の方法および組成物における使用のためのリボヌクレアーゼは、ＲＮＡ／ＤＮＡハ
イブリッドにおいてリボヌクレオチドを切断し得る。好ましくは、リボヌクレアーゼは、
切断されるべきリボヌクレオチドに隣接するヌクレオチドの正体および型に関わらず、リ
ボヌクレオチドを切断する。リボヌクレアーゼが、配列の正体とは独立して切断すること
が好ましい。本発明の方法および組成物に適切なリボヌクレアーゼの例は、当該分野にお
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いて周知であり、これはリボヌクレアーゼＨ（ＲＮアーゼＨ）を含む。
【０１２８】
本発明の方法および組成物における使用のためのＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼは、当
該分野において公知である。真核生物ポリメラーゼまたは原核生物ポリメラーゼのいずれ
かが使用され得る。例としては、Ｔ７、Ｔ３、およびＳＰ６　ＲＮＡポリメラーゼが挙げ
られる。一般的に、選択されたＲＮＡポリメラーゼは、本明細書中に記載されるようなＴ
ＳＯまたはＰＴＯによって与えられるプロモーター配列から転写し得る。一般的に、ＲＮ
Ａポリメラーゼは、ＤＮＡ依存性ポリメラーゼであり、これは、好ましくは、プロモータ
ー領域が二重鎖である限り一本鎖ＤＮＡテンプレートから転写し得る。
【０１２９】
一般的に、本発明の方法および組成物に含まれる使用される酵素は、この方法および組成
物の核酸成分の実質的な分解を生じるべきではない。
【０１３０】
（反応条件および検出）
本発明の方法を実施するために適切な反応媒体および条件は、本発明の方法に従って核酸
増幅を可能にする媒体および条件である。このような媒体および条件は、当業者に公知で
あり、そして種々の刊行物（例えば、米国特許第５，６７９，５１２号およびＰＣＴ公開
番号ＷＯ９９／４２６１８）に記載されている。例えば、緩衝液は、Ｔｒｉｓ緩衝液であ
り得るが、他の緩衝液もまた、その緩衝液成分が本発明の方法の酵素成分に対して非阻害
性である限り、使用され得る。ｐＨは、好ましくは、約５～約１１、より好ましくは、約
６～約１０、さらにより好ましくは、約７～約９、そして最も好ましくは、約７．５～約
８．５である。反応媒体はまた、約０．０１～約１０ｍＭ、そして最も好ましくは、約１
～５ｍＭの範囲内である遊離イオン最終濃度で、Ｍｇ 2 +またはＭｎ 2 +のような二価金属イ
オンを含み得る。反応媒体はまた、媒体の総イオン強度に寄与する他の塩（例えば、ＫＣ
ｌ）を含み得る。例えば、ＫＣｌのような塩の範囲は、好ましくは、約０～約１００ｍＭ
、より好ましくは、約０～約７５ｍＭ、そして最も好ましくは、約０～約５０ｍＭである
。反応媒体はさらに、増幅反応の実行に影響を及ぼし得るが、本方法の酵素成分の活性に
対して不可欠ではない添加剤をさらに含み得る。このような添加剤としては、タンパク質
（例えば、ＢＳＡ）、および非イオン性界面活性剤（例えば、ＮＰ４０またはＴｒｉｔｏ
ｎ）が挙げられる。酵素活性を維持し得る試薬（例えば、ＤＴＴ）もまた、含まれ得る。
このような試薬は、当該分野において公知である。適切な場合には、本方法において使用
されるＲＮアーゼの活性を阻害しないＲＮアーゼインヒビター（例えば、Ｒｎａｓｉｎｅ
）もまた含まれ得る。本発明の方法の任意の局面が、同一温度または変動する温度で生じ
得る。好ましくは、反応は等温で行われ、これにより熱サイクルプロセスの煩わしさを回
避する。増幅反応は、テンプレートポリヌクレオチドへの本発明のオリゴヌクレオチド（
プライマー、ＴＳＯ、ブロッカー（ｂｌｏｃｋｅｒ）配列、および／またはＰＴＯ）のハ
イブリダイゼーションを可能にし、かつ使用される酵素の活性を実質的に阻害しない温度
で実施される。温度は、好ましくは、約２５℃～約８５℃、より好ましくは、約３０℃～
約７５℃、そして最も好ましくは、約３７℃～約７０℃の範囲であり得る。ＲＮＡ転写を
含むいくつかの実施形態では、転写工程のための温度は、先行工程のための温度よりも低
い。これらの実施形態では、転写工程の温度は、好ましくは、約２５℃～約８５℃、より
好ましくは、約３０℃～約７５℃、そして最も好ましくは、約３７℃～約７０℃の範囲で
あり得る。
【０１３１】
本発明の方法においてプライマー伸長産物の合成のために使用され得るヌクレオチドおよ
び／またはヌクレオチドアナログ（例えば、デオキシリボヌクレオシド三リン酸）は、好
ましくは、約５０～約２５００μＭ、より好ましくは、約１００～約２０００μＭ、さら
により好ましくは、約５００～約１７００μＭ、そして最も好ましくは、約８００～約１
５００μＭの量で提供される。いくつかの実施形態では、プライマー伸長鎖において存在
することにより、鎖の置換を増強する（例えば、従来のＡＴ、ＣＧ塩基対合より弱い塩基
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対合を引き起こすことによる）ヌクレオチドまたはヌクレオチドアナログが含まれる。こ
のようなヌクレオチドまたはヌクレオチドアナログとしては、デオキシイノシンおよび他
の改変塩基が挙げられ、これらのすべてが、当該分野において公知である。本発明の方法
において、ＲＮＡ転写物の合成のために使用され得る、ヌクレオチドおよび／またはアナ
ログ（例えば、リボヌクレオシド三リン酸）は、好ましくは、約０．２５～約６ｍＭ、よ
り好ましくは、約０．５～約５ｍＭ、さらにより好ましくは、約０．７５～約４ｍＭ、そ
して最も好ましくは約１～約３ｍＭの量で与えられる。
【０１３２】
本発明の増幅反応のオリゴヌクレオチド成分は、一般的に、増幅される標的核酸配列の数
よりも多い。これらのオリゴヌクレオチド成分は、標的核酸の量の、ほぼ以下のいずれか
の倍数または少なくともほぼ以下のいずれかの倍数で与えられ得る：１０倍、１０ 2倍、
１０ 4倍、１０ 6倍、１０ 8倍、１０ 1 0倍、１０ 1 2倍。複合プライマー、ＴＳＯ、ＰＴＯお
よびブロッカー配列は各々、ほぼ以下のいずれかの濃度または少なくともほぼ以下のいず
れかの濃度で与えられ得る：５０ｎＭ、１００ｎＭ、５００ｎＭ、１０００ｎＭ、２５０
０ｎＭ、５０００ｎＭ。
【０１３３】
１つの実施形態では、前述の成分は、増幅プロセスの開始時に同時に添加される。別の実
施形態では、成分は、増幅反応により要求および／または許容されるように、増幅プロセ
スの間の適切な時点よりも前または後に任意の順序で添加される。このような時点（この
いくつかを、以下に示す）は、当業者によって容易に同定され得る。本発明の方法に従う
核酸増幅に使用される酵素は、当業者に公知のそれらの熱安定性および／または他の考慮
事項によって決定されるように、核酸変性工程の前、変性工程後、あるいは標的ＤＮＡへ
のプライマーおよび／またはブロッカー配列のハイブリダイゼーション後のいずれかで、
反応混合物に添加され得る。
【０１３４】
増幅反応は、種々の時点で停止され得、そしてその後の時点で再開され得る。この時点は
、当業者によって容易に同定され得る。反応を停止させる方法は、当該分野において公知
であり、これには例えば、酵素活性を阻害する温度に反応混合物を冷却することが挙げら
れる。反応を再開させる方法もまた、当該分野において公知であり、これには例えば、酵
素活性を許容する温度に反応混合物の温度を上昇させることが挙げられる。いくつかの実
施形態では、反応の１以上の成分を、反応の再開前、再開時、または再開後に補充する。
あるいは、反応を、中断させることなく、進行させ得る（すなわち、開始から終了まで）
。
【０１３５】
増幅産物の検出は、標的配列の存在を示す。定量的分析もまた、可能である。直接的およ
び間接的な検出方法（定量を含む）は、当該分野において周知である。例えば、標的配列
を含む未知の量のポリヌクレオチドを含有する試験サンプルから増幅された産物の量を、
その標的配列を含む既知の量のポリヌクレオチドを有する参照サンプルの増幅産物に対し
て比較することによって、試験サンプル中の標的配列の量を決定し得る。本発明の増幅方
法はまた、標的核酸の配列変化の分析および配列決定に拡張され得る。さらに、検出は、
例えば、ＲＮＡ増幅産物由来の翻訳産物を試験することによって、達成され得る。
【０１３６】
（本発明の増幅方法）
以下は、本発明の増幅方法の例である。上記に提供された一般的説明を考慮して、種々の
他の実施形態が実施され得ることが理解される。例えば、複合プライマーを使用する工程
についての参照は、本明細書中に記載された任意の複合プライマーが使用され得ることを
意味する。
【０１３７】
本発明の１つの局面では、標的ヌクレオチド配列に対して相補的なヌクレオチド配列を増
幅する方法を提供する。この方法では、等温線形核酸配列増幅が達成される。別の局面で
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は、標的ポリヌクレオチド配列を増幅する方法であって、増幅産物がセンスＲＮＡである
、方法が提供される。この方法は、時折、本明細書中では、「増強型」線形増幅方法とい
う。１つの実施形態では、ＴＳＯに基づく、増強型の等温線形核酸配列増幅方法が提供さ
れる（本明細書中以降、「方法１」）。別の実施形態では、ブロッカー配列およびＰＴＯ
に基づく、増強型の等温線形核酸配列増幅方法が提供される（本明細書中以降、「方法２
」）。
【０１３８】
（相補的ＤＮＡ産物を生じる、線形核酸配列増幅）
転写と関連付けられない場合、本発明の増幅方法は、標的核酸配列の等温線形増幅を提供
する。この方法は、単一の複合プライマーを利用する。１つの実施形態では、この方法は
また、終結配列（例えば、方法２において記載されるようなブロッカー配列、または方法
１において記載されるようなＴＳＯ）を使用する。方法１および２を、以下に記載する。
線形増幅が転写と関連付けられない限り、ＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼについてのプ
ロモーター配列を含む複合体の形成へと導く成分および工程は、含まれない。
【０１３９】
終結配列（使用される場合、ＴＳＯまたはブロッカー配列成分のいずれか）を、規定され
た３’末端の産物を生成するために添加する。いくつかの実施形態では、プライマー結合
部位の５’側の、テンプレートにおける天然の配列が核酸重合化を阻害し、その結果、プ
ライマー伸長の終結が達成される。このような天然の配列は、当該分野において公知であ
る（例えば、ＧＣリッチ配列）か、または実験的に決定され得る。終結配列の使用は、プ
ライマー伸長の規定された末端を提供するようにゲノムＤＮＡを増幅する場合に、特に有
益である。この特徴が所望されない場合、本発明の方法に従う等温線形増幅は、終結配列
なしで実施され得る。等温線形増幅はさらに、２つの酵素（ＤＮＡポリメラーゼおよびリ
ボヌクレアーゼ（例えば、ＲＮアーゼＨ））を利用する。本発明の線形等温核酸増幅の図
式的説明を、図１Ａ～Ｃに示す。
【０１４０】
以下に記載される方法１および２と同様に、線形増幅方法を、一本鎖ＤＮＡ標的を増幅す
るように設計する。増幅される標的がｄｓ　ＤＮＡである場合、標的を最初に変性して、
一本鎖標的を生成する。標的変性は、当該分野において公知の方法（例えば、熱またはア
ルカリ処理）を使用して実施され得る。標的が一本鎖ＲＮＡ（例えば、ｍＲＮＡまたはウ
イルス性ＲＮＡ）である場合、標的を最初に、当該分野において公知の方法によって転写
して、ｃＤＮＡ標的を生成する。
【０１４１】
図１Ａ～Ｃに示されるように、本発明の線形等温増幅方法は、以下ならびに図２Ａ～Ｃお
よび図３Ａ～Ｄに記載される、増強型線形増幅方法（方法１および２）の開始工程と類似
の工程を包含する。標的核酸を、上記のような、複合プライマー、ＤＮＡポリメラーゼ、
リボヌクレアーゼ（例えば、ＲＮアーゼＨ）、および必要に応じて、ブロッカー配列成分
またはＴＳＯと組み合わせる。１つの実施形態では、各増幅反応は、１つの同一配列の複
合プライマーを含む。別の実施形態では、各増幅反応は、複合プライマー改変体の混合物
を含み、ここでこの改変体は、相同であるが非同一の２以上の配列を表し、そしてここで
すべてが、同一の標的核酸配列にハイブリダイズし得る。相補性は、好ましくは、少なく
とも約５０％、より好ましくは、少なくとも約７５％、そして最も好ましくは、少なくと
も約９０％である。この実施形態の利点は、異なる目的配列を、プライマー伸長産物中に
導入する能力を含む。さらに別の実施形態では、各増幅反応は、複合プライマーの混合物
を含み、ここでこのプライマーは、相同性が低いかまたは相同性が全くない２以上の非同
一配列を表し、そしてここでこのプライマーは、異なる標的核酸配列、または同一の標的
核酸鎖に沿った異なる部位に対して優先的にハイブリダイズする。この実施形態の利点は
、単一の増幅反応における複数の標的核酸種の増幅を通した、標的核酸の多重検出および
／または分析を含む。
【０１４２】
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図１Ａ～Ｃは、終結配列を含む実施形態を例示する。複合プライマーおよび終結配列（Ｔ
ＳＯまたはブロッカー配列成分）は、標的の同一鎖にハイブリダイズして、３分子（ｔｒ
ｉ　ｍｏｌｅｃｕｌａｒ）複合体であるＸＸ（図１Ａ～Ｃ）を形成する。複合プライマー
の３’末端は、ポリメラーゼによって、ＴＳＯまたはブロッカー配列成分のハイブリダイ
ズする部位まで、標的鎖に沿って伸長し、複合体ＸＸＩ（図１Ａ～Ｃ）を生成する。リボ
ヌクレアーゼ（例えば、ＲＮアーゼＨ）は、複合体ＸＸＩ（図１Ａ～Ｃ）の伸長されたプ
ライマーのＲＮＡ（一般的に、５’ＲＮＡ）部分を切断して、複合体ＸＸＩＩ（図１Ａ～
Ｃ）を生成する。第２の複合プライマーは、ＲＮＡ（一般的に、５’ＲＮＡ）部分のハイ
ブリダイゼーションによって複合体ＸＸＩＩ（図１Ａ～Ｃ）に結合して、複合体ＸＸＩＩ
Ｉ（図１Ａ～Ｃ）を生成する。次いで、結合した複合プライマーの遊離３’部分は、プラ
イマー伸長産物の５’末端を置換し、そして標的にハイブリダイズして、複合体ＸＸＩＶ
（図１Ａ～Ｃ）を形成する。標的への複合プライマーの３’末端のハイブリダイゼーショ
ンは、一般的に、プライマー伸長産物の５’末端のハイブリダイゼーションよりも有利で
ある。なぜなら、プライマーのハイブリダイズした３’末端は、ＤＮＡポリメラーゼの結
合部位であり、次いで、これは、標的に沿ってプライマーの３’末端を伸長させるからで
ある。プライマー伸長は、第１のプライマー伸長産物の置換を生じさせて、複合体ＸＸＶ
（図１Ａ～Ｃ）を生成する。このプロセスを繰り返して、複数の一本鎖ＤＮＡ置換産物を
生成する。この産物は、一般的に、標的配列に対して相補的である。
【０１４３】
等温線形増幅方法の一本鎖ＤＮＡ（すなわち、置換されたプライマー伸長産物）は、当該
分野において公知の多くの任意の検出方法によって、容易に検出可能である。一本鎖核酸
分子の検出に適切な種々の均質または不均質検出方法が、以前に記載されており、これに
は、ゲル電気泳動におけるサイズおよび／または移動特性による同定、あるいは配列特異
的プローブへのハイブリダイゼーションによる同定が挙げられる。
【０１４４】
増幅産物の検出は、標的配列の存在を示す。定量的分析もまた、可能である。例えば、標
的配列を含む未知の量のポリヌクレオチドを含有する試験サンプルから増幅された産物の
量を、その標的配列を含む既知の量のポリヌクレオチドを有する参照サンプルの増幅産物
に対して比較することによって、試験サンプル中の標的配列の量を決定し得る。本発明の
増幅方法はまた、標的核酸の配列変化の分析および配列決定に拡張され得る。
【０１４５】
テンプレートポリヌクレオチドの各コピーの少なくとも１個、少なくとも１０個、少なく
とも約１００個、少なくとも約１０００個、少なくとも約１０ 5個、少なくとも約１０ 7個
、少なくとも約１０ 9個、少なくとも約１０ 1 2個の相補的コピーの生成が期待され得、従
って、テンプレートポリヌクレオチドの各コピーに関して、少なくとも１倍、少なくとも
１０倍、少なくとも１００倍、少なくとも１０００倍、少なくとも約１０ 5倍、少なくと
も約１０ 7倍、少なくとも約１０ 9倍、少なくとも約１０ 1 2倍の増強へと導かれる。
【０１４６】
（センスＲＮＡ産物を生じる、増強型線形増幅）
本発明はまた、標的ポリヌクレオチド配列を増幅する方法を提供し、ここで、増幅される
産物は、センス配列（すなわち、標的と同じ配列）を含むＲＮＡである。方法１に従う標
的核酸の増幅（これは、標的およびテンプレートスイッチオリゴヌクレオチド（ＴＳＯ）
関連部分を含む固有の中間増幅産物の生成を生じる）によって、転写への線形増幅のカッ
プリングを提供する。テンプレートスイッチオリゴヌクレオチドおよび置換されたプライ
マー伸長産物のハイブリダイゼーションによって形成される複合体は、ＲＮＡポリメラー
ゼによる転写の基質であり、これは、開始標的配列と同じセンスのＲＮＡ産物を生成する
。同様に、方法２に従う核酸標的の増幅は、置換されたプライマー伸長産物の形成を生じ
、これは、プロモーターテンプレートオリゴヌクレオチドにハイブリダイズした場合に複
合体を形成し、この複合体は、ＲＮＡポリメラーゼの基質である。方法１におけるように
、このプロセスは、転写への線形増幅のカップリングを生じる。各プライマー伸長産物由
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来の、好ましくは、少なくとも約１個、より好ましくは、少なくとも約５０個、さらによ
り好ましくは、少なくとも約７５個、なおより好ましくは、少なくとも約１００個、そし
て最も好ましくは、少なくとも約１０００個のＲＮＡ転写産物の生成が期待され、従って
、非転写関連増幅方法に関して、好ましくは、少なくとも約１倍、より好ましくは、少な
くとも約５０倍、さらにより好ましくは、少なくとも約７５倍、なおより好ましくは、少
なくとも約１００倍、そして最も好ましくは、少なくとも約１０００倍の増強へと導かれ
る。
【０１４７】
以下は、２つの例示的方法である。
【０１４８】
（方法１－ＴＳＯに基づく増強型線形核酸増幅）
１つの実施形態では、本発明のＴＳＯに基づく線形増幅方法は、プライマー伸長産物から
の転写と関連して、増強型核酸増幅を提供する。この新規な増幅方法（方法１）の図式的
説明を、図２Ａ～Ｃに示す。
【０１４９】
本発明のＴＳＯに基づく核酸増幅方法は、上記のような単一の複合プライマーを使用する
。本発明の増幅方法において使用される第２のオリゴヌクレオチドは、また上記に記載さ
れたような、テンプレートスイッチオリゴヌクレオチド（ＴＳＯ）である。本発明の増幅
方法は、以下の酵素を使用する：ＤＮＡポリメラーゼ、リボヌクレアーゼ（例えば、ＲＮ
アーゼＨ）、およびＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼ。増幅される核酸標的は、ＤＮＡま
たはＲＮＡであり得る。ＲＮＡ標的の増幅は、当該分野において公知のような、最初のｃ
ＤＮＡ合成を必要とする。
【０１５０】
本発明の新たなＴＳＯに基づく増強型線形増幅方法は、標的ＤＮＡ配列に対して相同（す
なわち、センス）である複数コピーのＲＮＡ産物を生成し得る。
【０１５１】
一本鎖標的核酸は、当該分野において公知のような、核酸のハイブリダイゼーションおよ
び増幅に適切な反応媒体中で、複合プライマー、ＴＳＯオリゴヌクレオチド、ＤＮＡポリ
メラーゼ、リボヌクレアーゼ（例えば、ＲＮアーゼＨ）、ＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラー
ゼ、およびヌクレオチド（例えば、デオキシリボヌクレオシド三リン酸（ｄＮＴＰ）およ
びリボヌクレオシド三リン酸（ｒｉｂｏｎｕｃｅｏｓｉｄｅ　ｔｒｉｐｈｏｓｐｈａｔｅ
）（ｒＮＴＰ））と混合される。適切な反応媒体および条件は、上記の通りである。１つ
の実施形態では、転写を、先行工程の温度とは異なる温度（一般的には、より低い）で実
施する。別の実施形態では、この方法のすべての工程を、等温で実施する。
【０１５２】
１つの実施形態では、各増幅反応は、１つの同一配列の複合プライマーを含む。別の実施
形態では、各増幅反応は、複合プライマー改変体の混合物を含み、ここでこの改変体は、
相同であるが非同一性の２以上の配列を表し、そしてここですべてが、同一の標的核酸配
列にハイブリダイズし得る。相同性（配列同一性）は、好ましくは、少なくとも約５０％
、より好ましくは、少なくとも約７５％、そして最も好ましくは、少なくとも約９０％で
ある。この実施形態の利点は、異なる目的配列を、プライマー伸長産物中に導入する能力
を含む。さらに別の実施形態では、各増幅反応は、複合プライマーの混合物を含み、ここ
でこのプライマーは、相同性が低いかまたは相同性が全くない２以上の非同一配列を表し
、そしてここでこのプライマーは、異なる標的核酸配列、または同一の標的核酸鎖に沿っ
た異なる部位に対して優先的にハイブリダイズする。この実施形態の利点は、単一の増幅
反応における複数の標的核酸種の増幅を通した、標的核酸の多重検出および／または分析
を含む。
【０１５３】
１つの実施形態において、ＴＳＯは、終結配列として機能し、そしてプロプロモーター配
列を提供する。別の実施形態において、ＴＳＯは、プロプロモーター配列を含まない。こ
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の実施形態において、プロプロモーター配列は、プロプロモーターを含みかつプライマー
伸長産物の３’部分にハイブリダイズし得、そのプライマー伸長産物の転写が生じ得るよ
うにする、別のオリゴヌクレオチド（例えば、ＰＴＯ）により、別々に提供される。
【０１５４】
次いで、単一の複合プライマーおよびＴＳＯが、増幅される核酸の同じ鎖にハイブリダイ
ズする。その２つのオリゴヌクレオチドは、標的核酸変性工程の前に、核酸標的を含むと
疑われるサンプルに添加され得る。その標的鎖へのこの２つのオリゴヌクレオチドのハイ
ブリダイゼーションは、３分子（ｔｒｉ　ｍｏｌｅｃｕｌａｒ）複合体Ｉ（図２Ａ～Ｃ）
の形成を生じる。
【０１５５】
ＤＮＡポリメラーゼが、プライマー伸長を実行する。そのプライマーは、複合体Ｉ（図２
Ａ～Ｃ）の標的核酸鎖に沿って、ＴＳＯハイブリダイゼーションの部位まで伸長される。
その標的鎖からＴＳＯの５’非ハイブリダイズ部分へのテンプレートスイッチ、そしてＴ
ＳＯテンプレートに沿ったさらなるプライマー伸長が、３分子複合体ＩＩの形成を生じる
。最後は、標的核酸、ＴＳＯおよび最初のプライマー伸長産物を含む。その最初のプライ
マー伸長産物は、標的依存性部分（すなわち、標的核酸と相補的な配列）およびＴＳＯ依
存性部分（すなわち、ＴＳＯの非ハイブリダイズ部分と相補的な配列）の両方を含む、独
特のＤＮＡである。
【０１５６】
複合体ＩＩ（図２Ａ～Ｃ）は、ＲＮＡポリメラーゼおよびリボヌクレアーゼ（例えば、Ｒ
ＮアーゼＨ）の両方についての基質である。ＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼは、複合体
ＩＩの機能的ｄｓプロモーターに結合し、そして最初のプライマー伸長産物を転写して、
センスＲＮＡ産物ＩＩＩ（図２Ａ～Ｃ）を生成する。ＲＮＡ／ＤＮＡヘテロ二重鎖のＲＮ
Ａ鎖の分解に特異的なリボヌクレアーゼ（例えば、ＲＮアーゼＨ）は、複合体ＩＩにおけ
るプライマー伸長産物の５’部分を分解して、３分子複合体ＩＶを形成する。
【０１５７】
遊離の複合プライマーが、複合体ＩＶ（図２Ａ～Ｃ）中の標的核酸のプライマー相補的部
位にハイブリダイズする。このハイブリダイゼーションは、複合体Ｖ（図２Ａ～Ｃ）の形
成を生じ、この複合体Ｖにおいて、プライマーのＲＮＡ部分（一般には５’ＲＮＡ部分）
のみが、標的鎖にハイブリダイズしている。部分的にハイブリダイズするプライマーの３
’ＤＮＡ部分によるプライマー伸長産物の最も５’側部分の置換は、複合体ＶＩ（図２Ａ
～Ｃ）の形成を生じ、この複合体ＶＩは、ＤＮＡポリメラーゼの基質である。標的鎖（Ｖ
ＩＩ；図２Ａ～Ｃ）に沿ってのプライマーの伸長は、その複合体からの最初のプライマー
伸長産物の置換を生じる。反復されるプライマー伸長および鎖置換は、標的核酸と少なく
とも実質的に相補的なポリヌクレオチドの複数のコピーの生成を生じる。
【０１５８】
上記のように生成されたプライマー伸長産物は、プロプロモーター配列を含むＴＳＯが提
供される実施形態において、転写のためのテンプレートとして使用される。置換されたプ
ライマー伸長産物（ＶＩＩＩ；図２Ａ～Ｃ）は、遊離のＴＳＯオリゴヌクレオチドにハイ
ブリダイズして、部分的二重鎖ＩＸ（図２Ａ～Ｃ）を形成する。複合体（二重鎖）ＩＸは
、一端に二本鎖部分を含み、そしてそれぞれプライマー伸長産物およびＴＳＯに由来する
、２つの非相補的一本鎖を含む。この部分的二重鎖の二本鎖部分は、ＤＮＡ依存性ＲＮＡ
ポリメラーゼのための完全に機能的な二本鎖プロモーターを含む。最後は、この部分的二
重鎖ＩＸのプロモーターに結合し、そしてプライマー伸長産物を転写して、センスＲＮＡ
産物Ｘ（図２Ａ～Ｃ）の複数のコピーを形成する。
【０１５９】
上記の増幅の産物は、均質（ｈｏｍｏｇｅｎｏｕｓ）検出方法または不均質（ｈｅｔｅｒ
ｏｇｅｎｅｏｕｓ）検出方法（ゲル電気泳動におけるサイズ特性および／もしくは移動度
特性による同定、または配列特異的プローブに対するハイブリダイゼーションによる同定
を含む）のいずれかにより、検出され得る。その増幅産物の検出は、標的核酸の存在を示
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す。定量的分析もまた、可能である。例えば、標的配列を含む未知の量のポリヌクレオチ
ドを含む試験サンプルから増幅された産物の量を、標的配列を含む既知の量のポリヌクレ
オチドを有する参照サンプルの増幅産物と比較することにより、その試験サンプル中の標
的配列の量が決定され得る。この新規な増幅方法を、標的核酸の配列変化の分析および配
列決定にさらに拡張することもまた、下記のように、可能である。
【０１６０】
（方法２－ブロッカー配列に基づく、増強型核酸増幅）
別の実施形態において、本発明のブロッカー配列に基づく線形増幅方法は、プライマー伸
長産物からの転写に関連して、増強型核酸増幅を提供する。テンプレートスイッチ工程を
含まないこの代替的な増強型線形増幅（方法２）が、図３Ａ～Ｄに示される。
【０１６１】
方法２は、上記のような、方法１においてのような、単一の複合プライマーを利用し、上
記のような、その単一プライマーと同じ標的核酸鎖上の配列にさらにハイブリダイズする
ことができる、オリゴヌクレオチドもしくはオリゴヌクレオチドアナログのいずれかであ
るブロッカー配列成分を利用し、そして上記のような、置換された伸長産物の３’末端に
ハイブリダイズすることができる（そして好ましくは相補的な）３’部分とＤＮＡ依存性
ＲＮＡポリメラーゼについてのプロモーターの配列をその５’末端に含む５’部分とを含
む、第３のオリゴヌクレオチド（プロモーターテンプレート（ＰＴＯ））を利用する。上
記のＴＳＯにおいてのように、プロモーター配列にすぐ隣接する配列は、本発明の方法に
従う増幅において使用されるＲＮＡポリメラーゼにより、好ましくは最適の転写活性を提
供するように設計される。そのブロッカー配列成分は、単一プライマーのハイブリダイゼ
ーションの部位に対して、標的の５’末端に向かって上流に位置する部位で、標的配列に
ハイブリダイズするように設計される。代替的に記述しそして上記したように、ブロッカ
ー配列は、プライマー伸長産物の３’末端と相補的な標的配列中の位置の５’側にある標
的核酸配列のセグメントにハイブリダイズする。そのブロッカー配列は、標的に対するブ
ロッカーハイブリダイゼーションの部位で、プライマー伸長をブロックするに十分に高い
親和性で結合する。この特徴は、そのポリメラーゼによるプライマー伸長について強力な
停止を提供し、そしてそのプライマー伸長産物の３’末端を規定する。
【０１６２】
方法１におけるように、方法２に従う増幅についての標的核酸は、一本鎖ＤＮＡである。
標的核酸がｄｓＤＮＡである場合、標的は、まず、変性により一本鎖にされる。そのｄｓ
ＤＮＡ標的の変性は、加熱または当該分野で公知の他の任意の方法（例えば、アルカリ処
理）により実行され得る。標的核酸がＲＮＡ（例えば、ｍＲＮＡ）である場合、標的はま
ず、当該分野で公知の方法により逆転写されてｃＤＮＡを生成し、次いでこのｃＤＮＡが
、本発明の方法に従って増幅される。
【０１６３】
その一本鎖核酸標的は、方法１について記載されたように、単一の複合プライマー、ブロ
ッカー成分、プロプロモーターテンプレート（ＰＴＯ）、ＤＮＡポリメラーゼ、リボヌク
レアーゼ（例えば、ＲＮアーゼＨ）、ＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼ、およびヌクレオ
チド（例えば、ＮＴＰ（例えば、ｄＮＴＰおよびｒＮＴＰ））と組み合わされる。適切な
反応媒体および反応条件は、上記の通りである。１つの実施形態において、その転写は、
前の工程の温度と異なる温度（前の工程の温度よりも一般に低い）で実施される。別の実
施形態において、この方法の工程すべては、等温で実施される。
【０１６４】
１つの実施形態において、各増幅反応は、１つの同一の配列の複合プライマーを含む。別
の実施形態において、各増幅反応は、複合プライマー改変体の混合物を含み、その混合物
において、その改変体は、相同だが同一でない２つ以上の配列を示し、そしてすべてが、
同じ標的核酸配列にハイブリダイズ可能である。その相同性（配列同一性）は、好ましく
は少なくとも約５０％であり、より好ましくは少なくとも約７５％であり、そして最も好
ましくは少なくとも約９０％である。この実施形態の利点は、異なる目的配列をプライマ
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ー伸長産物中に導入する能力を包含する。なお別の実施形態において、各増幅反応は、複
合プライマーの混合物を含み、この混合物において、そのプライマーは、相同性が低いか
もしくはない同一でない２つ以上の配列を示し、そしてそのプライマーは、異なる標的核
酸配列もしくは同じ標的核酸鎖に沿った異なる部位に、優先的にハイブリダイズする。こ
の実施形態の利点は、単一の増幅反応における、複数の標的核酸種の増幅を介する、標的
核酸の多重検出および／または多重分析を包含する。
【０１６５】
その単一複合プライマーおよびブロッカー配列成分は、同じ標的鎖にハイブリダイズして
、３分子複合体を形成する。そのプライマーは、標的に沿って、ブロッカー配列のハイブ
リダイゼーションの部位まで伸長され、複合体ＸＩＩ（図３Ａ～Ｄ）を形成する。
【０１６６】
方法１におけるように、リボヌクレアーゼ（例えば、ＲＮアーゼＨ）が、複合体ＸＩＩの
単一複合プライマーのＲＮＡ部分（一般に５’ＲＮＡ部分）を切断して、複合体ＸＩＩＩ
（図３Ａ～Ｄ）を形成する。上記のように、この酵素は、ＲＮＡ／ＤＮＡハイブリッドの
ＲＮＡ鎖を切断することに特異的であり、かつ一本鎖ＲＮＡを消化しない。従って、この
リボヌクレアーゼは、遊離の複合プライマーを分解しない。図３Ａ～Ｄに示されるような
以下の工程、プライマーハイブリダイゼーション（ＸＩＶ）、複合プライマーの３’ＤＮ
Ａ部分によるプライマー伸長産物の５’末端の置換（ＸＶ）、プライマー伸長および最初
のプライマー伸長産物の置換（ＸＶＩ）は、方法１におけるように進行して、置換された
伸長産物（ＸＶＩＩ）の複数のコピーを生じる。方法１の置換産物と異なり、ＸＶＩＩは
、標的配列と完全に相補的であり、かつ標的と相補的でない３’末端部分を含まない。反
復されるプライマー伸長および鎖置換は、標的核酸と相補的なポリヌクレオチドの複数の
コピーの生成を生じる。
【０１６７】
プロモーターテンプレートオリゴヌクレオチド（ＰＴＯ）は、置換された伸長産物に結合
して、置換されたプライマー伸長産物の３’末端に対するプロプロモーターテンプレート
の３’末端部分（Ａ）のハイブリダイゼーションによって、複合体ＸＶＩＩＩ（図３Ａ～
Ｄ）を形成する。上記のように、ＰＴＯの３’末端は、ブロックされてもよいし、または
ブロックされていなくてもよい。プロプロモーターテンプレートの３’末端がブロックさ
れていない場合、テンプレートは、置換されたプライマー伸長産物に沿って伸長される。
その置換された産物の３’末端は、ハイブリダイズしたプロプロモーターテンプレートの
Ｂ部分（図３Ａ～Ｄを参照のこと）に沿って、ヌクレオチド（ＤＮＡ）ポリメラーゼによ
り伸長されて、複合体ＸＩＸを形成し、この複合体ＸＩＸは、ＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメ
ラーゼにより利用され得るｄｓプロモーター配列をその一端に含む。複合体ＸＩＸは、３
’末端がポリメラーゼによる伸長についてブロックされている、プロモーターテンプレー
トのハイブリダイゼーション産物として、図３Ａ～Ｄに示される。あるいは、プロモータ
ーテンプレートの３’末端がブロックされていない場合、置換されたプライマー伸長産物
に沿った３’末端の伸長が、完全な二重鎖複合体の形成を生じる。ＤＮＡ依存性ＲＮＡポ
リメラーゼは、複合体ＸＩＸの伸長された置換されたプライマー伸長産物を、両方の形態
（ＲＮＡポリメラーゼの選択は、ｄｓＤＮＡテンプレートおよび／またはｓｓＤＮＡテン
プレートから転写するその能力を考慮しなければならない）、すなわち、部分的二重鎖形
態または完全に二本鎖の二重鎖形態のいずれかの複合体において、転写する。一本鎖ＲＮ
Ａ産物の複数のコピーが、この転写工程により生成される。
【０１６８】
上記の増幅の産物は、均質（ｈｏｍｏｇｅｎｏｕｓ）検出方法または不均質（ｈｅｔｅｒ
ｏｇｅｎｅｏｕｓ）検出方法（ゲル電気泳動におけるサイズ特性および／もしくは移動度
特性による同定、または配列特異的プローブに対するハイブリダイゼーションによる同定
を含む）のいずれかにより、検出され得る。その増幅産物の検出は、標的核酸の存在を示
す。定量的分析もまた、可能である。例えば、標的配列を含む未知の量のポリヌクレオチ
ドを含む試験サンプルから増幅された産物の量を、標的配列を含む既知の量のポリヌクレ
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オチドを有する参照サンプルの増幅産物と比較することにより、その試験サンプル中の標
的配列の量が決定され得る。本発明の増幅方法はまた、以下で考察されるように、標的核
酸の配列変化の分析および配列決定に拡張され得る。
【０１６９】
（本発明の増幅方法および組成物を用いた方法）
本発明の方法および組成物は、種々の目的のために使用され得る。例示の目的のために、
配列決定方法、遺伝子型決定（ｇｅｎｏｔｙｐｉｎｇ）（核酸変異検出）方法、本発明の
方法によって作製された増幅核酸産物を使用したマイクロアレイ調製の方法、および核酸
配列を特徴付ける方法が記載される。
【０１７０】
（本発明の線形増幅方法を使用した、規定された核酸標的の等温配列決定）
本発明の線形等温増幅方法は、例えば、規定された核酸標的配列の配列決定について有用
である。この配列決定プロセスは、本明細書中で記載される増幅方法について記載される
ように行われる。本発明に従った増幅方法について使用される天然のデオキシリボヌクレ
オチド３リン酸（ｄＮＴＰ）のようなヌクレオチドに加えて、配列決定反応混合物もまた
、適切なヌクレオチド３リン酸アナログを含み、このアナログは、標識されていてもよい
し、未標識でもよく、プライマー伸長産物への取り込みの際に、ヌクレオチド重合の終結
をもたらす。このようなアナログは、他の配列決定方法において一般に使用され、そして
当該分野で周知である（例えば、ジデオキシリボヌクレオチド）。これらは、例えば蛍光
色素または放射性同位体で標識され得る。この標識はまた、質量分光学に適切な標識であ
り得る。この標識はまた、特定の結合対のメンバーである低分子であり得、そして特定の
結合対の他のメンバーと結合対の最後のメンバー（例えば、それぞれ、ビオチンおよびス
トレプトアビジン）との結合後に検出され得る。そして、結合対の最後のメンバーは、比
色定量分析、蛍光測定法または化学ルミネセンスのような方法によって検出され得る検出
可能なシグナルの生成を触媒する酵素に結合体化されている。すべての上記の例は、当該
分野で周知である。これらは、ポリメラーゼによってプライマー伸長産物に取り込まれ、
そして標的配列に沿ったさらなる伸長の停止に役立つ。得られた短縮型伸長産物が標識さ
れる。蓄積された複数の置換されたプライマー伸長産物は、各々のアナログの取り込み部
位に従って長さが異なり、これは、標的配列上の相補的なヌクレオチドの種々の配列位置
を示す。
【０１７１】
配列情報の解明のための反応産物の分析は、当該分野で公知の任意の種々の方法を使用し
て行われ得る。このような方法としては、ゲル電気泳動および適切なスキャナを用いた標
識されたバンドの検出、配列決定ゲル電気泳動およびリン光による放射性標識されたバン
ドの直接的な検出（例えば、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｙｎａｍｉｃｓリーダー）、反応に
おいて使用される標識に特異的な検出器に適合したキャピラリー電気泳動などが挙げられ
る。この標識はまた、結合タンパク質に対するリガンドであり得、これは、結合タンパク
質に結合体化した酵素と組み合わせて標識の検出について使用される（例えば、ビオチン
標識化チェーンターミネーターおよび酵素に結合体化したストレプトアビジン）。この標
識は、酵素の酵素活性によって検出され、これは、検出可能なシグナルを生成する。当該
分野で公知の他の配列決定方法と同様に、４つのヌクレオチド型（Ａ、Ｃ、Ｇ、Ｔ）につ
いての配列決定反応は、単一の反応容器中で行われるか、または別々の反応容器中で行わ
れるかのいずれかである（各々、４つのヌクレオチド型のうちの１つを示す）。使用され
るべき方法の選択は、当業者に容易に明らかな実際的斟酌（例えば、使用されるヌクレオ
チド３リン酸アナログおよび／または標識）に依存する。従って、例えば、各々のアナロ
グが区別されて標識される場合、配列決定反応は、単一の容器中で行われ得る。本発明の
方法に従った配列決定分析の最適な実行のための試薬および反応条件の選択についての斟
酌は、他の以前に記載された配列決定方法についての斟酌と類似する。この試薬および反
応条件は、本発明の線形核酸増幅方法について上記に記載されたような試薬および反応条
件であるべきである。
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【０１７２】
（本発明の増強型線形増幅方法（方法１および２）を使用した、規定された核酸標的の等
温配列決定）
転写に基づいた配列決定は、例えば、Ｓａｓａｋｉら、ＰＮＡＳ、９５：３４５５－３４
６０、１９９８において以前に記載された。ＲＮＡ転写物への取り込みの際に、増強型線
形増幅方法についての反応混合物においてｒＮＴＰ重合の終結をもたらすｒＮＴＰアナロ
グ（これは、標識されていてもよいし、未標識でもよい）を含むことは、短縮型ＲＮＡ産
物の産生となり、これは、このアナログの取り込み部位におけるＲＮＡポリメラーゼのブ
ロックに起因する。適切なｒＮＴＰアナログは、当該分野で公知である。最後は、使用さ
れる方法（方法１または方法２）に従って、関連した複合体における置換された伸長産物
上の相補的ヌクレオチドの反対に取り込まれる。
【０１７３】
配列情報の解明のための反応産物の分析は、当該分野で公知のような種々の方法のうちの
任意の１つを用いて行われる。このような方法は、本発明の（非増強）線形増幅方法を使
用した、規定された核酸標的の配列決定についての上記の方法を含む。
【０１７４】
（本発明の増幅方法を利用した、ＲＮＡ部分に基づく等温変異検出）
本発明の等温増幅方法における使用のための複合（ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ）プライマーの独
特の性質は、標的核酸配列における規定された変異の検出または多型部位（例えば、ＳＮ
Ｐ）の検出のための等温方法についての基礎を提供する。この方法は、遺伝子型決定、薬
物耐性を導く変異の検出などに有用である。これらの方法は、テンプレート鎖中の領域に
おける配列の特徴付けに適用でき、このテンプレート鎖は、一般的に、複合プライマーの
ＲＮＡ部分にハイブリダイズする（それ故、「規定された」変異（これは、その位置に関
して規定される）を参照する言及）。
【０１７５】
本発明の方法に適切な標的核酸配列は、ｓｓＤＮＡである。しかし、ｄｓＤＮＡ標的また
はＲＮＡ標的からのｓｓＤＮＡ標的の調製は、上記のように、そして当該分野で公知のよ
うに行われ得る。
【０１７６】
本発明の方法の１つの実施形態を、図４に概略的に例示する。この実施形態において、複
合プライマーのＲＮＡ部分は、試験標的核酸の配列に相補的であるように設計され、この
配列において、配列変化の存在が疑われる。言い換えると、このプライマーは、参照配列
（例えば、野生型配列）に相補的な配列を含むＲＮＡ部分を含み、この参照配列に対して
、試験標的核酸における配列が比較されるべきである。いくつかの実施形態において、こ
の変化した配列（すなわち、配列変化を含む配列）および参照配列は、対立遺伝子である
。この配列変化は、単一ヌクレオチドの置換、欠失または挿入であり得る。配列変化の部
位を、図４においてＸで概略的に印を付ける。
【０１７７】
別の実施形態において、この複合プライマーのＲＮＡ部分は、試験標的核酸中に存在する
ことが疑われる変化した配列に相補的であるように設計される。いいかえると、このプラ
イマーは、試験標的核酸に相補的であり、それ故、参照配列（例えば、野生型配列）に相
補的でない配列を含むＲＮＡ部分を含み、この参照配列に対して、試験標的核酸における
配列が比較されるべきである。いくつかの実施形態において、この変化した配列（すなわ
ち、配列変化を含む配列）および参照配列は、対立遺伝子である。
【０１７８】
この複合プライマーのＲＮＡ部分（一般的には、５’ＲＮＡ部分）は、既知の正常な野生
型配列または既知の変異体もしくは多型の遺伝子型に相補的な配列を含む。一般的には、
ミスマッチが存在する場合（すなわち、プライマーが、変異した配列を有し、そして標的
が、変異した配列を有さないか、またはそれらの逆）と比較して、標的核酸配列がプライ
マーのＲＮＡ部分に相補的な配列を含む場合に、適切な複合プライマーは、プライマーが
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標的核酸に優先的にハイブリダイズすることを可能にするＲＮＡ部分を含み、ここで、こ
の標的核酸は、結合したプライマー伸長産物を有し、そしてその５’ＲＮＡ部分は切断さ
れている。図４に示されるように、配列変化の存在は、一般的には、増幅の初期段階を妨
げない。この複合プライマーは、標的配列にハイブリダイズして第１の３分子複合体を形
成し、そして伸長する。次いで、リボヌクレアーゼ（例えば、ＲＮアーゼＨ）は、この複
合体の伸長したプライマーのＲＮＡ部分を切断する。ミスマッチの塩基対の存在が、ＲＮ
Ａ／ＤＮＡハイブリッドの切断パターンに影響を及ぼすようであるが、それにもかかわら
ず、切断は生じるようである。５’ＲＮＡ部分のハイブリダイゼーションによる複合体へ
の複合プライマーの結合の次の段階は、ミスマッチによって阻害（ｉｎｈｉｂｉｔ）され
る、好ましくは、妨げられる（ｐｒｅｖｅｎｔ）。この効果は、ハイブリダイズするオリ
ゴヌクレオチドの大きさおよび反応条件のストリンジェンシーのような因子に依存する。
これらの因子は、当該分野で周知かつ慣用的な技術に従って、複合プライマーの設計にお
いて斟酌される。ミスマッチが、この複合プライマーのＲＮＡ部分の切断を阻害し、それ
故、標的配列の増幅を妨げることもまた可能である。別の可能性は、ミスマッチが、プラ
イマーのＲＮＡ部分のより低い切断効率となり、それ故、増幅産物のより少ない、より低
い増幅効率または産生効率となることである。この複合プライマーが増幅のこの段階で標
的にハイブリダイズできないために、増幅産物の複数のコピーの、プライマー伸長鎖置換
および産生のさらなる段階が妨げられる。本発明の方法による変異の検出が、プライマー
伸長産物の非存在もしくは存在、または蓄積したプライマー伸長産物量の定量的比較に基
づき得ることが理解される。例えば、この複合プライマーが参照配列（例えば、野生型）
を含む場合、標的鎖における変異の存在は、検出可能な増幅産物を導かないかもしれない
；あるいは、検出可能な産物を導くかもしれないが、変異を有さないテンプレート鎖から
産生された産物よりも少ない。
【０１７９】
この複合プライマーが、ＲＮＡ部分、一般的には５’ＲＮＡ部分（これは、変異体の遺伝
子型に完全に相補的である）を含む場合、正常な遺伝子型である配列の増幅は妨げられる
が、変異体の遺伝子型標的は増幅される。従ってこの場合、複数のコピーの増幅産物の検
出および／または定量的決定は、変異体の遺伝子型の標的配列の存在を示す。例えば、目
的の核酸サンプルまたは野生型配列を有する標的核酸の参照サンプルのいずれかを含む並
行反応が行われ得る。野生型配列を有する標的核酸の参照サンプルを含む反応と比較して
、目的の核酸サンプルを含む反応におけるより多くのプライマー伸長産物の蓄積は、目的
のサンプルにおける変異体の遺伝子型の存在を示す。あるいは、この複合プライマーが、
試験標的の正常な遺伝子型配列に完全に相補的な５’ＲＮＡ配列を含む場合、変異体の遺
伝子型の標的配列の増幅が妨げられ、そして増幅産物の検出および／または定量的決定が
、正常な遺伝子型を示す。
【０１８０】
本発明の任意の増幅方法は、上記のように、変異体の検出に適切である。
【０１８１】
（本発明の増幅方法を利用した３’ヌクレオチドに基づいた等温変異検出）
この方法において、複合プライマーの最も３’側のヌクレオチドの相補性を使用して、変
異配列の存在または非存在を特徴付ける。標的核酸への複合プライマーの最も３’側のヌ
クレオチドのハイブリダイゼーションは、プライマー伸長に必要とされる。従って、産物
の増幅は、標的核酸が、複合プライマーの最も３’側のヌクレオチドによって規定される
配列を含むことを示す。一方、産物の増幅の減少または非存在は、標的核酸が、複合プラ
イマーの最も３’側のヌクレオチドに対する塩基相補性を少なくとも含む配列変化を含む
ことを示す。配列の欠如は、最も３’側のヌクレオチドによって規定される配列を含む配
列セグメントの点変異、単一のヌクレオチド多型、挿入または欠失に起因し得る。
【０１８２】
１つの実施形態において、（例えば、対立性に起因して）改変体のヌクレオチド位置にお
ける種々の配列に対応する最も３’側のヌクレオチドを有するように設計された遺伝子型
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特異的プライマーは、本発明の方法に従って、増幅について使用される。増幅産物の存在
は、標的核酸が、使用される特定のプライマーの最も３’側のヌクレオチドによって規定
される配列を含むことを示す。（使用される特定のプライマーの最も３’側のヌクレオチ
ドによって規定される配列を有する参照核酸と比較した）増幅産物の非存在または欠如は
、標的核酸が、使用される特定のプライマーの最も３’側のヌクレオチドによって規定さ
れる配列を含まないことを示す。
【０１８３】
（本発明の増幅方法を利用した一本鎖高次構造多型に基づいた変異検出）
本発明の方法に従って作製されたＤＮＡ増幅産物またはＲＮＡ増幅産物はまた、以下で議
論されるように、配列変化部以外は標的核酸配列に同一な参照核酸配列と比較したとき、
標的核酸配列における任意の変化の検出についての分析に適切である。
【０１８４】
以前に記載された線形核酸増幅方法（ＤＮＡ）および増強型線形増幅方法（ＲＮＡ）の産
物は、一本鎖高次構造多型（ＳＳＣＰまたはｒＳＳＣＰ）に基づいた変異検出に適切であ
る。新規の増幅方法のＲＮＡ産物が、さらなる増幅のための基質ではない限りでは、新規
の方法に従った配列増幅は、一本鎖産物における二次構造を減少させる因子の存在を必要
としない。他者によって記載される転写に基づいた増幅方法は、二次構造を減少させる因
子（例えば、ＤＭＳＯ）の存在下で行われる。従って、本発明の増強型線形増幅方法が、
一本鎖高次構造多型を検出するための適切な手段（例えば、特定の配列特徴の存在または
参照核酸と比較した場合の試験核酸における任意の差異の存在の解明のための一本鎖ＲＮ
Ａ産物の特定の移動性パターンの同定についての電気泳動分離方法）に直接関連し得るこ
とが予期される。
【０１８５】
ゲル電気泳動またはキャピラリー電気泳動に基づいた方法は、種々の一本鎖高次構造の異
性体の検出および分析について使用され得る。あるいはまた、配列依存性二次構造を認識
するヌクレアーゼを使用した一本鎖ＤＮＡ産物またはＲＮＡ産物の切断は、配列特異的高
次構造多型の決定に有用であり得るようである。このようなヌクレアーゼは、当該分野で
公知である（例えば、Ｃｌｅａｖａｓｅアッセイ（Ｔｈｉｒｄ　Ｗａｖｅ））。この電気
泳動方法は、高スループット変異検出方法または高スループット遺伝子型決定検出方法に
潜在的により適切である。
【０１８６】
所定の核酸配列についての配列特異的電気泳動パターンの決定は、試験配列の特異的な対
立遺伝子の検出に有用である。さらに、種々の対立遺伝子についての電気泳動移動度パタ
ーンが良好に識別され得、それ故、ヘテロ接合体遺伝子型または複数の対立遺伝子につい
て必要とされるように、単一のゲノムＤＮＡサンプルにおける２つの対立遺伝子の検出を
可能にすることが予期される。試験核酸配列における任意の変化（例えば、塩基の置換、
挿入または欠失）は、この方法を使用して検出され得る。この方法は、特定の１塩基多型
（ＳＮＰ）の検出および新規のＳＮＰの発見に有用であることが予期される。
【０１８７】
（核酸のマイクロアレイの調製方法）
以前に記載された線形核酸増幅方法（ＤＮＡ）および増強型線形増幅方法（ＲＮＡ）の産
物の一本鎖の性質は、増幅産物を含むマイクロアレイの調製に特に適切である。
【０１８８】
固体基材（例えば、ガラススライド）へ核酸を付着させるためのいくつかの技術は、当該
分野で周知である。１つの方法は、増幅された核酸に、固体基質に付着し得る部分（例え
ば、アミン基、アミン基の誘導体または正電荷を有する別の基）を含む改変塩基またはア
ナログを取り込むことである。次いで、この増幅産物を、固体基材（例えば、ガラススラ
イド）と接触させ、このガラススライドは、増幅産物上に存在する反応性基と共有結合を
形成し、そしてこのガラススライドに共有結合するようになる、アルデヒドまたは別の反
応性基でコーティングされる。他の方法（例えば、アミノプロピル（ｐｒｏｐｒｙｌ）シ
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リカン表面化学を使用した方法）はまた、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｔ．ｃｏｒｎｉｎ
ｇ．ｃｏｍおよびｈｔｔｐ：／／ｃｍｇｍ．ｓｔａｎｄｏｒｄ．ｅｃｕ／ｐｂｒｏｗｎ１
で開示されるように、当該分野で公知である。
【０１８９】
後に反応性基に変換され得るプライマーへの基の付着もまた、当該分野で公知の方法を使
用して可能である。複合プライマーのヌクレオチドへの任意の付着は、線形増幅方法の一
本鎖ＤＮＡ産物の一部となり、次いでこれは、マイクロアレイの固体表面へ付着し得る。
【０１９０】
本発明の方法の増幅産物は、例えば、使用される技術によって必要および／または許可さ
れるように、固体基材への付着の前または後に、フラグメントへの切断を介してまたは検
出可能な標識の付着によって、さらに改変され得る。
【０１９１】
（核酸の特徴付け）
本発明の方法によって得られた増幅産物は、さらなる特徴付けを特に実行可能にする。こ
れは、この産物が一本鎖であることが少しは原因である。この増幅産物（ＤＮＡまたはＲ
ＮＡのいずれか）は、当該分野で公知のプローブハイブリダイゼーション技術（例えば、
サザンブロッティングおよびノーザンブロッティング）を使用して分析され得る。この増
幅産物はまた、この産物をオリゴヌクレオチドプローブを含むマイクロアレイと接触させ
ることによって分析され得る。プローブの正体は、この増幅産物の配列の正体の特徴付け
、従って、テンプレート核酸を含むことが疑われるサンプル中に存在するこのテンプレー
ト核酸の正体の外挿による特徴付けを提供する。
【０１９２】
（本発明の組成物およびキット）
本発明はまた、本明細書中に記載される方法において使用される組成物およびキットを提
供する。この組成物は、本明細書中に記載される任意の成分、反応混合物および／または
中間体、ならびに任意の組み合わせであり得る。例えば、本発明は、複合プライマーを含
む組成物を提供し、ここで、この複合プライマーは、ＲＮＡ部分および３’ＤＮＡ部分を
含む。別の例において、本発明は、複合プライマーを含む組成物を提供し、ここで、この
複合プライマーは、５’－ＲＮＡ部分および３’－ＤＮＡ部分を含む。１つの実施形態に
おいて、このＲＮＡ部分は、ＤＮＡ部分に隣接する。別の例において、本発明は、複合プ
ライマーを含む組成物を提供し、ここで、この複合プライマーは、少なくとも１つの介在
ＲＮＡ部分を有する５’－ＤＮＡ部分および３’－ＤＮＡ部分を含む。他の例において、
本発明は、複合プライマーを含む組成物を提供し、この複合プライマーは、核酸マイクロ
アレイの調製において使用される固体基材への複合プライマーを含むポリヌクレオチドの
付着を果たし得る部分の付着によってさらに誘導体化される。いくつかの実施形態におい
て、この複合プライマーは、正に荷電した部分（例えば、アミン）の付着によってさらに
誘導体化される。他の実施形態において、本発明は、ＴＳＯ（すなわち、テンプレートへ
の結合を増強する１つ以上の改変を含むＴＳＯを含む、本明細書中に記載される任意のＴ
ＳＯ実施形態）を含む組成物を提供する。いくつかの実施形態において、この組成物は、
複合プライマーおよび終結配列を含む。いくつかの実施形態において、本発明は、プロプ
ロモーター配列（例えば、ＴＳＯまたはＰＴＯ（すなわち、本明細書中に記載される任意
のこれらの実施形態））を含むポリヌクレオチドを含む組成物を提供し、そして複合プラ
イマーおよび／またはブロッカー配列をさらに含み得る。いくつかの実施形態において、
本発明は、ブロッカー配列（すなわち、改変を伴うブロッカー配列を含む、本明細書中に
記載される任意の実施形態）を含む組成物を提供する。
【０１９３】
他の実施形態において、本発明は、（ａ）複合プライマー；ならびに（ｂ）終結配列を含
む組成物を提供し、ここで、この複合プライマーは、ＲＮＡ部分および３’ＤＮＡ部分を
含む（いくつかの実施形態において、このＲＮＡ部分は、ＤＮＡ部分に隣接する）。いく
つかの実施形態において、この終結配列は、ＴＳＯである。他の実施形態において、この
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終結配列は、ブロッキング配列である。いくつかの実施形態において、この複合プライマ
ーは、５’－ＲＮＡ部分および３’－ＤＮＡ部分を含む（特定の実施形態において、この
ＲＮＡ部分は、ＤＮＡ部分に隣接する）。他の実施形態において、この複合プライマーは
、少なくとも１つの介在ＲＮＡ部分とともに５’－ＤＮＡ部分および３’－ＤＮＡ部分を
含む。いくつかの実施形態において、この組成物は、（ａ）複合プライマー；（ｂ）終結
配列を含むポリヌクレオチド；（ｃ）プロプロモーター配列を含むポリヌクレオチドを含
む。いくつかの実施形態において、このプロプロモーター配列は、ＰＴＯによって提供さ
れる。他の実施形態において、このプロプロモーター配列は、ＴＳＯによって提供される
。任意の上記の組成物は、本明細書中に記載されるテンプレート（これは、標的配列を含
む）ならびに／または任意の酵素（例えば、ＤＮＡポリメラーゼ、ＲＮアーゼＨおよび／
もしくはＲＮＡポリメラーゼ）をさらに含み得る。この組成物は、一般的には、水性形態
で存在し、好ましくは適切な緩衝液中に存在する。
【０１９４】
本発明はまた、本明細書中に記載される増幅産物を含む組成物を提供する。従って、本発
明は、標的配列のコピーであるＤＮＡ（アンチセンス）分子またはＲＮＡ（センス）分子
の集団を提供し、これらの分子は、本明細書中に記載される任意の方法によって産生され
る。
【０１９５】
この組成物は、一般的には、適切な媒体中に存在するが、凍結乾燥形態で存在し得る。適
切な媒体としては、水性媒体（例えば、純水または緩衝液）が挙げられるがこれに限定さ
れない。
【０１９６】
本発明は、本発明の方法を実施するためのキットを提供する。従って、種々のキットが、
適切なパッケージで提供される。このキットは、本明細書中に記載される任意の１つ以上
の用途について使用され得、従って、任意の１つ以上の以下の用途についての指示書を含
み得る；ヌクレオチド配列の増幅；増幅されたポリヌクレオチドの配列決定；および増幅
されたポリヌクレオチドにおける配列変異の検出。
【０１９７】
本発明のキットは、本明細書中に記載される任意の組み合わせの成分を含む１つ以上の容
器を含み、そして以下は、このようなキットの例である。キットは、本明細書中に記載さ
れる任意の複合プライマーを含み得る。いくつかの実施形態において、キットは、２つ以
上の複合プライマーを含み、この複合プライマーは、別々にパッケージされていてもよい
し、されていなくてもよい。他の実施形態において、キットは、複合プライマーおよび終
結配列（本明細書中に記載される任意の複合プライマーおよび終結配列）を含む。キット
は、複合プライマー、終結配列を含むポリヌクレオチドおよびプロプロモーター配列（こ
れは、ＰＴＯまたはＴＳＯであり得る）を含むポリヌクレオチドを含み得る。この複合プ
ライマーは、標識されていてもよいし、未標識でもよい。キットはまた、必要に応じて、
本明細書中に記載される任意の１つ以上の酵素、ならびにデオキシヌクレオシド３リン酸
および／またはリボヌクレオシド３リン酸を含み得る。キットはまた、１つ以上の適切な
緩衝液（本明細書中に記載されるような）を含み得る。核酸配列決定に有用なキットは、
必要に応じて、プライマー伸長産物への取り込みの際にヌクレオチド重合の終結を果たす
、標識されたかまたは未標識のヌクレオチドアナログを含み得る。キットにおける１つ以
上の試薬は、乾燥粉末（通常は凍結乾燥される（賦形剤を含む））として提供され得、こ
の粉末は、溶解の際に本明細書中に記載される任意の方法を行うに適切な濃度を有する試
薬溶液に備える。各々の成分は、別々の容器にパッケージされ得るか、またはいくつかの
成分は、交差反応および貯蔵寿命を可能にする１つの容器において組み合わされ得る。
【０１９８】
本発明のキットは、必要に応じて、一組の指示書、一般的には書面の指示書を含み得るが
、指示書を含む電子格納媒体（例えば、磁気ディスケットまたは光学ディスク）もまた条
件に合い、これは、意図された核酸増幅のため、ならびに／または、適切な場合、核酸配

10

20

30

40

50

(55) JP 3929775 B2 2007.6.13



列決定および配列変異の検出のような目的のためにこの増幅産物を使用するための本発明
の方法の成分の使用に関連する。このキットとともに含まれる指示書は、一般的には、本
発明の方法の実施に必要な試薬（キットに含まれようと含まれまいと）、このキットの使
用方法についての指示および／または適切な反応条件に関する情報を含む。
【０１９９】
このキットの成分は、任意の簡便で適切なパッケージング中にパッケージされ得る。この
成分は、別々にパッケージされ得るか、または１つ以上の組み合わせでパッケージされ得
る。キットが、本発明の増強型線形増幅方法の実施のために提供される場合、ＲＮＡポリ
メラーゼ（もし含まれれば）は、好ましくは、転写段階の前の段階において使用される成
分とは別々に提供される。
【０２００】
このキットにおける種々の成分の相対量は、広範に変化して、本明細書中に開示される方
法を実施するために生じるのが必要な反応を実質的に最適化する試薬濃度に備え得、そし
て／または任意のアッセイの感受性をさらに最適化し得る。
【０２０１】
本発明はまた、本明細書中に記載される方法を果たすためのシステムを提供する。これら
のシステムは、上記で議論された成分の種々の組み合わせを含む。例えば、いくつかの実
施形態において、本発明は、以下を含む標的ポリヌクレオチド配列を産生する（または、
標的ポリヌクレオチド配列を増幅する）に適切なシステムを提供する：（ａ）複合プライ
マー（本明細書中に記載される任意の複合プライマー）、（ｂ）ＤＮＡポリメラーゼ；お
よび（ｃ）リボヌクレアーゼ。いくつかの実施形態において、このシステムは、終結配列
（本明細書中に記載される任意の終結配列）を含むポリヌクレオチドをさらに含む。いく
つかの実施形態において、このシステムは、プロプロモーター配列（これは、ＰＴＯまた
はＴＳＯであり得る）を含むポリヌクレオチドおよびＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼを
さらに含む。任意のシステムの実施形態はまた、本明細書中に記載されるようなテンプレ
ート（標的）配列を含み得る。
【０２０２】
本発明はまた、本明細書中に記載される成分の種々の組み合わせを含む反応混合物（また
は、反応混合物を含む組成物）を提供する。いくつかの実施形態において、本発明は、（
ａ）ポリヌクレオチドテンプレート；（ｂ）３’ＤＮＡ部分およびＲＮＡ部分を含む複合
プライマー；ならびに（ｃ）ＤＮＡポリメラーゼを含む反応混合物を提供する。本明細書
中に記載されるように、３’ＤＮＡ部分に隣接する５’ＲＮＡ部分を含む複合プライマー
を含めて、任意の複合プライマー（または複数の複合プライマー）が、反応混合物中に存
在し得る。この反応混合物はまた、ＲＮＡ／ＤＮＡハイブリッドからＲＮＡを切断する酵
素（例えば、ＲＮアーゼＨ）をさらに含み得る。本発明の反応混合物はまた、本明細書中
に記載される終結配列を含む任意のポリヌクレオチドを含み得る。反応混合物の別の例は
、（ａ）置換されたプライマー伸長産物（そしてそれ自体、複合プライマーの３’ＤＮＡ
部分に相補的な配列をその５’末端に含むが、複合プライマーのＲＮＡ部分に相補的な配
列は含まない）；（ｂ）プロプロモーター配列（例えば、ＰＴＯ）を含むポリヌクレオチ
ド；および（ｃ）ＲＮＡポリメラーゼである。他の反応混合物は、本明細書中に記載され
、そして本発明によって包含される。
【０２０３】
本発明はまた、本明細書中に記載される任意の複合体（これは、本明細書中に記載される
方法における中間体である）を含む組成物を含む。この複合体を、図１～４に概略的に示
す。例として、本発明の１つの複合体は、（ａ）テンプレート鎖；および（ｂ）複合プラ
イマーを含む複合体であり、この複合プライマーは、３’ＤＮＡ部分およびＲＮＡ部分を
含む。この複合プライマーは、３’ＤＮＡ部分に対して５’側であり、そして３’’ＤＮ
Ａ部分に隣接するＲＮＡ部分を有し得る。この複合体は、終結配列（例えば、ＴＳＯまた
はブロッカー配列）を含むポリヌクレオチドをさらに含み得る。この複合体はまた、プロ
プロモーター（例えば、ＰＴＯ）を含むポリヌクレオチドを含み得る。
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【０２０４】
以下の実施例は、本発明の例示のために提供され、本発明を限定するものではない。
【０２０５】
（実施例）
（実施例１：一般的方法）
本実施例に記載される一般的方法はまた、本明細書中に提供される他の実施例において利
用される。
【０２０６】
（緩衝液）
本実施例を通して使用された緩衝液を、以下の材料を用いて作製する。
【０２０７】
ＴＥ緩衝液：１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ８．０、１ｍＭ　ＥＤＴＡ
ＴＢＥ緩衝液：８９ｍＭ　Ｔｒｉｓベース、８９ｍＭ　ホウ酸、２ｍＭ　ＥＤＴＡ、ｐＨ
８．３
ＦＸ緩衝液：２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＳＯ 4、ｐＨ９．０、２０ｍＭ（ＮＨ 4） 2ＳＯ 4、０．
１％　ＮＰ－４０
（１つのキメラプライマー、ＤＮＡポリメラーゼおよびＲＮアーゼＨを用いた等温線形増
幅）
配列増幅を、２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ８．５、６．０ｍＭ　ＭｇＣｌ 2、１．
０ｍＭ　ｄＡＴＰ、１．０ｍＭ　ｄＣＴＰ、１．０ｍＭ　ｄＴＴＰ、０．８ｍＭ　ｄＧＴ
Ｐ、０．２ｍＭ　ｄＩＴＰ（ｄＮＴＰはＡｍｅｒｓｈａｍから）、０～６％　ＤＭＳＯ、
０～８％　グリセロール、０～１００μｇ／ｍｌ　アセチル化ＢＳＡ（Ａｍｂｉｏｎ、Ａ
ｕｓｔｉｎ、ＴＸ）、０．６単位／μｌ　組換えリボヌクレアーゼインヒビター（ｒＲＮ
ａｓｉｎ、Ｐｒｏｍｅｇａ、Ｍａｄｉｓｏｎ、ＷＩ）、０．５～５μＭ　複合プライマー
ＩＡ００５および１００～２００ｎＭ　プロモーター－テンプレートオリゴヌクレオチド
（ＰＴＯ）ＩＡ０１５Ｃを含む１５μｌの反応物中で行った。複合プライマーＩＡ００５
は、配列：ＡＣＧＧＡＵＧＣＧＧＵＣＵＣＣＡＧＴＧＴ（配列番号１）を有する２０マー
のプライマーである。プロモーター－テンプレートオリゴヌクレオチド（ＰＴＯ）ＩＡ０
１５Ｃは、配列：ｇｇＡＡＴＴＣＴＡＡＴＡＣｇＡＣＴＣＡＣＴＡＴＡｇｇｇＡｇＡｇＣ
ｇｇＴＡＣｇＣＴｇＡＴＣＡＡＡｇＡＴＣＣｇＴｇ－ビオチン（配列番号１２）を有する
５５マーのオリゴヌクレオチドである。
【０２０８】
反応物を、２つの酵素を除くすべての成分を用いて組み立てた。プログラム可能なサーマ
ルサイクラー（ＧｅｎｅＡｍｐ　９６００、Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒ）における１０秒
間の７０℃または９９℃までの加熱後、この反応混合物を、個々の実施例に記載されるよ
うに、５５℃、６０℃または６５℃まで冷却した。より低い温度が達成されたら、０．０
５～０．２４単位のＲＮアーゼＨ（希釈液／保存溶液：１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐ
Ｈ８．５、３０％　グリセロール；Ｈｙｂｒｉｄａｓｅ耐熱性ＲＮアーゼＨ、Ｅｐｉｃｅ
ｎｔｒｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、Ｍａｄｉｓｏｎ、ＷＩを使用して、５Ｕ／μｌの
ストック溶液から希釈される）および１．０～５．０単位のＢｃａ　ＤＮＡポリメラーゼ
（２Ｕ／μｌ；Ｐａｎｖｅｒａ、Ｍａｄｉｓｏｎ、ＷＩ）を添加した。この反応物を、３
０分間５５℃～６５℃でインキュベートした。インキュベーションの終わりに、反応物を
４℃に冷却した。反応物を、ＲＮＡ転写段階が所望されるまで４℃のままにし得る。
【０２０９】
（線形増幅ｓｓＤＮＡ産物のＲＮＡ転写による増強型線形増幅）
ＲＮＡ転写を、２．５μｌの上記の線形増幅反応混合物ならびに４０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－Ｈ
Ｃｌ、ｐＨ８．５、７０ｍＭ　ＫＣｌ、５．０ｍＭ　ＤＴＴ、１２ｍＭ　ＭｇＣｌ 2、１
１０μｇ／ｍｌ　ＢＳＡ、３ｍＭ　各ｒＮＴＰ（ＡＴＰ、ＵＴＰ、ＣＴＰ、ＧＴＰ、Ａｍ
ｅｒｓｈａｍ）、７．５％　ＤＭＳＯ、１単位／μｌ　ｒＲＮａｓｉｎ（Ｐｒｏｍｅｇａ
、Ｍａｄｉｓｏｎ、ＷＩ）および２０単位のＴ７　ＲＮＡポリメラーゼ（Ａｍｂｉｏｎ、
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Ａｕｓｔｉｎ、ＴＸ）を含む１０μｌの反応物中で、３７℃で３時間行った。
【０２１０】
（ＤＮＡテンプレート）
Ｅ．ｃｏｌｉ　Ｋ１２のＪ遺伝子領域由来の配列を、いくつかの以下の実施例についての
ＤＮＡテンプレートとして選択した。３つのＤＮＡテンプレートを、これらの実験につい
て使用した：合成ＤＮＡ標的（ＩＡ０１３）、ＰＣＲ増幅によって産生された第１の一本
鎖ＤＮＡ（３５１塩基）テンプレートおよびＥ．ｃｏｌｉのＫ１２株由来のゲノムＤＮＡ
（実施例４に記載される調製物）。合成ＤＮＡ標的ＩＡ０１３は、以下：
【０２１１】
【化１】
　
　
　
　
　
　
を含む。スペーサー１８は、ポリオキシエチレンスペーサーをいう。これらを、１００ｂ
ｐのｓｓＤＮＡ産物と比較してその移動度を遅らせるためにこのオリゴに添加した。ＰＣ
Ｒ増幅によって産生された前述の第１の一本鎖ＤＮＡ（３５１塩基）テンプレートの配列
は、以下である：
【０２１２】
【化２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ここで、ＰＣＲプライマーは太字かつ下線を引かれ、そして複合プライマーは太字であり
、ＲＮＡ部分は斜体である。
【０２１３】
（ＰＣＲ増幅産物からのｓｓＤＮＡ標的の調製）
等温線形増幅のための一本鎖ＤＮＡテンプレートを、プライマーＩＡ００６およびＩＡ０
０４を用いて、Ｅ．ｃｏｌｉ　Ｊ遺伝子の３５１ｂｐセグメントのＰＣＲ増幅によって調
製した。プライマーＩＡ００６は、配列：ＣＧＧＴＡＣＧＣＴＧＡＴＣＡＡＡｇＡＴＣＣ
ＧＴ（配列番号１６）を有する２３マーである。プライマーＩＡ００４は、配列：ＣＧＣ
ＡＴＡＣＧＧＡＡＴＡＧＣＴＴＡＣＣＧＧＴＣＴ（配列番号１５）を有する２６マーであ
る。
ＰＣＲを、２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＳＯ 4、ｐＨ９．０、２０ｍＭ　（ＮＨ 4） 2ＳＯ 4、０．
１％　ＮＰ－４０、２．０ｍＭ　ＭｇＣｌ 2、３００μＭ　各ｄＮＴＰ（ｄＡＴＰ、ｄＴ
ＴＰ、ｄＣＴＰ、ｄＧＴＰ）、５単位のＴａｑ　ＤＮＡポリメラーゼ、４００ｎＭ　プラ
イマーＩＡ００６、４００ｎＭ　５’－リン酸－プライマーＩＡ００４および０．２μｌ
のＥ．ｃｏｌｉ　Ｋ１２株の粗溶解産物を含む１００μｌの反応物中で行った。改変「タ
ッチダウンＰＣＲ」プロトコルを、以下のパラメータで使用した：９５℃で５秒間、６８
℃で１分間を５サイクル；９４℃で５秒間、６０℃で３０秒間、７２℃で１分間を５サイ
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クル；９４℃で５秒間、５５℃で３０秒間、７２℃で１分間を４０サイクル；７２℃で１
５分間。次いで無期限に４℃で保持した。プライマーＩＡ００４を、５’－リン酸を用い
て合成し、λエキソヌクレアーゼ（Ｓｔｒａｎｄａｓｅキット、Ｎｏｖａｇｅｎ、Ｍａｄ
ｉｓｏｎ、ＷＩ）による消化からセンス鎖を保護した。このＳｔｒａｎｄａｓｅ消化を、
製造業者の推奨に従って行った。手短に言えば、上記のように調製されたＰＣＲ産物を、
１／１０容量の３Ｍ酢酸ナトリウム（ｐＨ５．２）および０．６容量のイソプロパノール
の添加によって反応混合物から沈殿させ、－２０℃まで１時間冷却し、そして３０分間微
量遠心分離機において最大速度で遠心分離した。このＤＮＡペレットを、７５％エタノー
ルで１回洗浄し、次いで、８０μｌの水中での再懸濁の前に手短に空気乾燥した。濃度を
、２６０ｎｍのＯ．Ｄ．から評価し、そして６０単位のλエキソヌクレアーゼ（Ｓｔｒａ
ｎｄａｓｅ、Ｎｏｖａｇｅｎ）を添加した。消化を、３７℃で２０分間進行させ、次いで
、反応物を１０分間７５℃に加熱し、そして４℃まで冷却した。インキュベーションを、
プログラム可能なサーマルサイクラー（ＧｅｎｅＡｍｐ　９６００、Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌ
ｍｅｒ）において行った。残ったＤＮＡを、製造業者の推奨する手順に従って、ＱｉａＱ
ｕｉｃｋ　Ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　Ｒｅｍｏｖａｌ　Ｃｏｌｕｍｎｓ（Ｑｉａｇｅｎ、Ｖ
ａｌｅｎｃｉａ、ＣＡ）を使用し、そしてキット（Ｑｉａｇｅｎ、Ｖａｌｅｎｃｉａ、Ｃ
Ａ）とともに提供される緩衝液を使用して精製した。手短に言えば、１０容量のＢｕｆｆ
ｅｒ　ＰＮ（Ｑｉａｇｅｎ）をサンプルに添加した。次いで、総量を、Ｑｉａｇｅｎスピ
ンカラムに適用し、そして遠心分離した（微量遠心分離機において、６０００ｒｐｍで１
分間）。濾液を捨て、そしてカラムを５００μｌのＢｕｆｆｅｒ　ＰＥ（Ｑｉａｇｅｎ）
で２回洗浄した。次いで、カラムを、最大速度で３分間の遠心分離によって完全に乾燥し
た。ＤＮＡを、５０μｌのＢｕｆｆｅｒ　ＥＢ（１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ８．
５）（Ｑｉａｇｅｎ）において溶出した。濃度を、２６０ｎｍのＯＤから、約２．５×１
０ 1 2コピー／５μｌであると評価した。ゲル分析により、有意なｄｓＤＮＡ（全体の半分
未満）が残ったが、濃度の誤差は、２倍未満であることが示された。ＤＮＡを、ＴＥ　Ｂ
ｕｆｆｅｒで１０ 1 0コピー／５μｌまで希釈した。系列希釈を、必要に応じて、１０ 1 0コ
ピーストック溶液から調製した。Ｏ．Ｄ．測定に基づいた濃度を、限界希釈ＰＣＲ分析に
よって確認した。
【０２１４】
（ゲル電気泳動）
増幅産物を、Ｎｏｖｅｘ電気泳動装置（ＥＩ９００１－ＸＣｅｌｌ　ＩＩ　Ｍｉｎｉ　Ｃ
ｅｌｌ、Ｎｏｖｅｘ）において、１×ＴＢＥ　Ｂｕｆｆｅｒ（８９ｍＭ　Ｔｒｉｓベース
、８９ｍＭ　ホウ酸、２ｍＭ　ＥＤＴＡ、ｐＨ８．３）中、Ｎｏｖｅｘ成形済み４～２０
％ポリアクリルアミド勾配ゲル（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ、Ｃａｒｌｓｂａｄ、ＣＡ；パー
ツ番号ＥＣ６２２５５）上で電気泳動的に分離した。線形増幅または転写（増強型線形増
幅）からの反応混合物（５μｌ）を、１μｌの６×Ｇｅｌ　Ｌｏａｄｉｎｇ　Ｓｏｌｕｔ
ｉｏｎ（４０％　スクロース、０．２５％　ブロモフェノールブルー、０．２５％　キシ
レンシアノール）と混合し、そしてサンプル全体を、各々のウェルに直ちにロードした。
すべてのサンプルがゲルに入るまで、ゲルを約５分間２５０Ｖに供し、そして電圧を４５
分間１７５Ｖに下げた。ゲルを、プラスチックプレートの間から取り出し、そして１×Ｔ
ＢＥ　Ｂｕｆｆｅｒ（８９ｍＭ　Ｔｒｉｓベース、８９ｍＭ　ホウ酸、２ｍＭ　ＥＤＴＡ
、ｐＨ８．３）中の０．５μｇ／ｍｌ臭化エチジウムにおいて染色した。ｄｓＤＮＡ分子
サイズマーカー（Ｈｉ－Ｌｏ　ＤＮＡ　Ｍａｒｋｅｒ、Ｂｉｏｎｅｘｕｓ、Ｓａｎ　Ｌｅ
ａｎｄｒｏ、ＣＡ）を、各ゲルの泳動について１レーン含めた。このマーカーは、以下の
サイズの１６種のフラグメントを含む：５０ｂｐ、１００ｂｐ、２００ｂｐ、３００ｂｐ
、４００ｂｐ、５００ｂｐ、７５０ｂｐ、１０００ｂｐ、１４００ｂｐ、１５５０ｂｐ、
２０００ｂｐ、３０００ｂｐ、４０００ｂｐ、６０００ｂｐ、８０００ｂｐおよび１００
００ｂｐ。代表的には、５０～２０００ｂｐが、使用されるゲル上で分離され得る。
【０２１５】
（ハイブリダイゼーション）
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ハイブリダイゼーション実施例についてのオリゴヌクレオチドプローブ（ｓｓＤＮＡ産物
についてはＩＡ０１０；ｓｓＲＮＡ産物についてはＩＡ０１４）を、Ｔ４ポリヌクレオチ
ドキナーゼ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ、Ｂｅｖｅｒｌｙ、ＭＡ）および
γ－ 3 2Ｐ－ＡＴＰ（アデノシン５’－［γ－ 3 2Ｐ］３リン酸、トリエチルアンモニウム塩
、Ａｍｅｒｓｈａｍ、Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ、ＮＪ；ＰＢ１０２１８、＞５０００Ｃｉ／
ｍｍｏｌ、１０ｍＣｉ／ｍｌ）を使用して５’末端を標識した。プライマーＩＡ０１０は
、配列：ＡＴＧＴＣＡＴＧＧＴＣＡＴＧＧＴＣＧＴＧＴ（配列番号１３）を有する２１マ
ーである。プライマーＩＡ０１４は、配列：ＣＴＣＡＡＣＡＣＧＡＣＣＡＴＧＡＣＣＡＴ
ＧＡＣＡＴＴＴＧＴＴＧ（配列番号１４）を有する３１マーである。標識化反応物（総容
量５０μｌ）は、７０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ７．６、１０ｍＭ　ＭｇＣｌ 2、５
ｍＭ　ＤＴＴ、１μｇ　オリゴ（プライマーＩＡ０１０については１４７ｐｍｏｌ；プラ
イマーＩＡ０１４については１０１ｐｍｏｌ）、２５０μＣｉ　γ－ 3 2Ｐ－ＡＴＰおよび
３０単位のＴ４ポリヌクレオチドキナーゼを含んだ。インキュベーションを３７℃で３０
分間行い、その後、ＱＩＡｑｕｉｃｋ　Ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　Ｒｅｍｏｖａｌ　Ｋｉｔ
（Ｑｉａｇｅｎ、Ｖａｌｅｎｃｉａ、ＣＡ）を使用して、取り込まれなかったヌクレオチ
ドを除去した。崩壊率（ｃｐｍ）を、１μｌの標識オリゴのＣｈｅｒｅｎｋｏｖ計数によ
って、Ｐａｃｋａｒｄ　Ｍｉｎａｘｉ　Ｔｒｉ－Ｃａｒｂ　４０００　Ｓｅｒｉｅｓ液体
シンチレーションカウンターにおいて決定した。
【０２１６】
ハイブリダイゼーションを、３０μｌの反応物において行った。産物ＤＮＡ（またはＲＮ
Ａ）（１０μｌ）を、２０μｌのプローブミックスに添加した。反応物は、１００ｍＭ　
ＮａＣｌおよび１０ 6ｃｐｍのプローブ（１４．３日の半減期を使用して、崩壊について
補正する）を含んだ。１５秒間の６５℃までの加熱後、ハイブリダイゼーションを、４２
℃で３０分間進行させ、その後、４℃に冷却した。これらの段階を、熱せられたカバーを
有するプログラム可能なサーマルサイクラー（ＧｅｎｅＡｍｐ　９６００、Ｐｅｒｋｉｎ
　Ｅｌｍｅｒ）において行った。ハイブリダイゼーション反応物の総容量を、１５０Ｖで
３時間、１×ＴＢＥ　Ｂｕｆｆｅｒ（８９ｍＭ　Ｔｒｉｓベース、８９ｍＭ　ホウ酸、２
ｍＭ　ＥＤＴＡ、ｐＨ８．３）中、１０％ポリアクリルアミドゲルにおいて電気泳動した
。ゲルを、ガラスプレートから取り出し、ラップ中に包み、そしてオートラジオグラフィ
ーフィルム（ＢｉｏＭａｘ　ＭＲ、Ｋｏｄａｋ）に－２０℃で一晩（約１６時間）、２枚
の増感スクリーンとともに曝露した。
【０２１７】
（実施例２：等温線形増幅）
１つの複合プライマー、ＤＮＡポリメラーゼ、ＲＮアーゼＨおよびＴＳＯまたはブロッカ
ーを使用した等温線形増幅を行った。上記のようなすべての反応成分を含む反応混合物、
ならびに重要な試薬（例えば、複合プライマー、ＲＮアーゼＨまたはＢｃａ　ＤＮＡポリ
メラーゼ（Ｐａｎｖｅｒａ、Ｍａｄｉｓｏｎ、ＷＩ））のうちの１つを含まない反応混合
物を、１０ 1 0コピーの合成ｓｓＤＮＡ標的（ＩＡ０１０－実施例１に列挙された配列）で
スパイクした。すべての試薬を含み、そして標的ｓｓＤＮＡを含まないネガティブコント
ロールの反応物もまた含めた。標的ＤＮＡ配列の等温線形増幅を、上記のように行った。
標的の変性を７０℃で行い、そして等温増幅を６５℃で行った。
【０２１８】
増幅産物を、ゲル電気泳動によって分離した（図５）（第１レーン：分子量ラダー；レー
ン番号１～４：それぞれ、ＤＮＡなし、プライマーなし、ＲＮアーゼＨなし、Ｂｃａ　Ｄ
ＮＡポリメラーゼなし；レーン５：すべての成分を含む）。増幅産物は、プライマー、Ｒ
ＮアーゼＨまたはＢｃａ　ＤＮＡポリメラーゼを含まない反応混合物において検出されな
かった。
【０２１９】
図６（レーン１～４：それぞれ、ＤＮＡなし、プライマーなし、ＲＮアーゼＨなし、ＤＮ
Ａポリメラーゼなし；レーン５：すべての成分を含む）に示されるように、線形増幅方法
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のｓｓＤＮＡ産物に対するプローブＩＡ０１０ハイブリダイゼーションおよびオートラジ
オグラフィーは、増幅産物の正体を証明した。この実験における合成オリゴヌクレオチド
標的の線形増幅を、非ブロックプロモーター－テンプレートオリゴヌクレオチド（ＩＡ０
１５ｂ）を用いて行った。プロモーター－テンプレートオリゴヌクレオチドＩＡ０１５ｂ
は、配列：ＧＧＡＡＴＴＣＴＡＡＴＡＣＧＡＣＴＣＡＣＴＡＴＡＧＧＧＡＧＡＧＣＧＧＴ
ＡＣＧＣＴＧＡＴＣＡＡＡＧＡＴＣＣＧＴＧ（配列番号１１）を有する５５マーである。
この増幅反応について使用される増幅反応の標準的な反応物成分は、上記で与えられたと
おりである。初期変性段階を、７０℃で１０秒間行った。この反応物を６５℃に冷却し、
そしてこの温度で３０分間さらにインキュベートし、その後、Ｂｃａポリメラーゼおよび
ＲＮアーゼＨを添加した。ハイブリダイゼーションは、コントロール反応（ＤＮＡなし、
プライマーなし、ＲＮアーゼＨなし、Ｂｃａなし）において検出されなかった。
【０２２０】
（実施例３：プロモーター－テンプレートオリゴヌクレオチドに結び付いた等温線形増幅
および転写）
プロモーター－テンプレートオリゴヌクレオチド（ＰＴＯ）は、２つの必須の配列モチー
フを含む：Ｔ７プロモーター配列（５’－ＴＡＡＴＡＣＧＡＣＴＣＡＣＴＡＴＡＧＧＧＡ
ｇＧＡＧ（配列番号２０））およびｓｓＤＮＡテンプレートに相補的な配列。ＰＴＯの４
つのバージョンを設計した（ＩＡ０１２、ＩＡ０１２ｂ、ＩＡ０１５、ＩＡ０１５ｂ）。
ＩＡ０１２　ＰＴＯは６７マーであり、そして以下の配列を有する：
【０２２１】
【化３】
　
　
　
　
　
ＩＡ０１２　ＰＴＯは、コアＴ７プロモーターに加えて２つの配列を含む：プロモーター
と標的ＤＮＡ相補的配列との間の、５’－伸長部（５’－ＧＧＡＡＴＴＣ（配列番号２１
））およびスペーサー（５’－ＡＴＣＧＡＧＴＡＧＣＴＣ（配列番号２２））。ＩＡ０１
５は、より短いＰＴＯ（４８マー）であり、５’－伸長部およびスペーサーの両方を欠失
する。ＩＡ０１５　ＰＴＯは、配列：ＴＡＡＴＡＣＧＡＣＴＣＡＣＴＡＴＡＧＧＧＡＧＡ
ＧＣＧＧＴＡＣＧＣＴＧＡＴＣＡＡＡＧＡＴＣＣＧＴＧ（配列番号１０）を有する。ＩＡ
０１２ｂ　ＰＴＯは、スペーサーを含むが、伸長部を含まない６０マーである。ＩＡ０１
２ｂ　ＰＴＯは、配列：ＴＡＡＴＡＣＧＡＣＴＣＡＣＴＡＴＡＧＧＧＡＧＡＧＡＴＣＧＡ
ＧＴＡＧＣＴＣＣＧＧＴＡＣＧＣＴＧＡＴＣＡＡＡＧＡＴＣＣＧＴＧ（配列番号９）を有
する。ＩＡ０１５ｂは、伸長部を含むが、スペーサーを含まない。ＩＡ０１５ｂの配列は
、実施例２に開示される。キメラオリゴヌクレオチドＩＡ００５、ＩＡ０１９およびＩＡ
０２０以外のすべてのプライマーを、Ｋｅｙｓｔｏｎｅ（Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｏｆ　Ｂｉ
ｏＳｏｕｒｃｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ、Ｃａｍａｒｉｌｌｏ、ＣＡ）によって合
成し、そしてＰＡＧＥ精製した。
【０２２２】
この増幅方法についての一般的概略図を、図２Ａ～Ｃに例示する。ＩＡ０１２、ＩＡ０１
２ｂ、ＩＡ０１５およびＩＡ０１５ｂがｓｓＤＮＡテンプレートをＴ７ＲＮＡポリメラー
ゼに対する基質に変換する能力を、合成オリゴ産物（ＩＡ００９）と各々のＰＴＯとの間
で形成された重複伸長産物の転写後に産生されたＲＮＡ量を比較することによって評価し
た。合成オリゴ産物ＩＡ００９は、以下の配列を有する１００マーである：
【０２２３】
【化４】
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重複伸長を、２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ８．５、６ｍＭ　ＭｇＣｌ 2、１ｍＭ　
各ｄＮＴＰ（ｄＡＴＰ、ｄＴＴＰ、ｄＣＴＰ、ｄＧＴＰ）、１００ｎＭ　ＩＡ００９、１
００ｎＭ　ＰＴＯおよび１単位のＢｃａ　ＤＮＡポリメラーゼを含む１５μｌの反応物に
おいて行った。反応物を、Ｂｃａ　ＤＮＡポリメラーゼを含まずに構成し、９５℃に加熱
し、次いで１０分間にわたって６０℃に冷却した。ＤＮＡポリメラーゼの添加後、反応物
を、６０℃で３０分間インキュベートした。反応混合物の一部（２．５μｌ）を、標準的
なＲＮＡ転写反応混合物に添加し、そして転写反応物を、ゲル電気泳動によって評価した
。
【０２２４】
図７（レーン１：分子量ラダー；レーン２～５：それぞれ、ＩＡ０１２、ＩＡ０１２ｂ、
ＩＡ０１５、ＩＡ０１５ｂ由来の重複伸長産物；レーン６～１３：それぞれ、ＩＡ０１２
、ＩＡ０１２ｂ、ＩＡ０１５、ＩＡ０１５ｂ、ＩＡ０１２、ＩＡ０１２ｂ、ＩＡ０１５、
ＩＡ０１５ｂ由来のＲＮＡ）に示されるように、有意により多くのＲＮＡが、ＩＡ０１２
またはＩＡ０１２ｂのいずれかを用いて産生された転写基質よりも、より短いＰＴＯ（Ｉ
Ａ０１５、ＩＡ０１５ｂ）を用いて産生された転写基質によって産生された。５’－伸長
部を含むが、スペーサー（ＩＡ０１５ｂ）を含まないＰＴＯは、明白に、より高い収率の
ＲＮＡを産生した。しかし、あらゆる場合において、複数の産物が、主要なＲＮＡバンド
に加えて現れた。ＩＡ０１５ｂと同じ配列を有するが、遊離の３’－ＯＨを排除する３’
－ブロッキング基（ビオチン）を有する第５のＰＴＯを設計し、３’をブロックされたＰ
ＴＯの改良された性能を実証した。ＰＴＯの遊離の３’－ＯＨのブロッキングは、機能的
プロモーター配列の増幅産物への非特異的取り込みを開始する能力を排除し、転写産物の
非特異的作製を導く。増強等温線形増幅における３’をブロックされたＰＴＯおよびブロ
ックされないＰＴＯの性能を、標準的な条件を使用して、合成オリゴヌクレオチド標的の
増幅から評価した。３’をブロックされたＰＴＯ（ＩＡ０１５ｃ）は、図８（レーン１：
分子量ラダー；レーン２、９：ＤＮＡなし、３０分；レーン３、１０：ＤＮＡなし、１時
間；レーン４、１１：ＤＮＡなし、２時間；レーン５、１２：１０ 1 0コピーのＩＡ０１３
、３０分；レーン６、１３：１０ 1 0コピーのＩＡ０１３、１時間；レーン７、１４：１０
1 0コピーのＩＡ０１３、２時間；レーン８、１５：１０ 1 1コピーのＩＡ０１３、３０分；
反応物１～７はブロックされなかった（ＩＡ０１５ｂ）、反応物８～１５は、ブロックさ
れた（ＩＡ０１５ｃ））に示されるように、ＩＡ０１５ｂと同等の収率の特異的ＲＮＡを
産生したが、有意により低いバックグランドを有した。ネガティブコントロール反応物（
ＤＮＡテンプレートを含まない）および１０ 1 0コピーのオリゴ標的（ＩＡ０１３）を含む
反応物を、５５℃での３０分間、１時間または２時間の鎖置換によって増幅し、ＩＡ０１
５ｂまたはＩＡ０１５ｃのいずれかは、この鎖置換反応に含められた。３’－ＯＨがブロ
ックされない場合、非特異的ＲＮＡは、あらゆる反応において産生され、そして特異的Ｒ
ＮＡバンドの同定を不明確にした。対照的に、ブロックされたＰＴＯは、主として単一の
ＲＮＡ産物を産生した。
【０２２５】
（実施例４：等温増強型線形増幅によるＥ．ｃｏｌｉゲノムＤＮＡのＪ遺伝子配列の増幅
）
ＤＮＡを、Ｔｒｙｐｔｏｎｅ－ＮａＣｌ培地中で一晩増殖した２５ｍｌのＥ．ｃｏｌｉ　
Ｋ１２（ＡＴＣＣ　１０７９８）から単離した。ゲノムＤＮＡを、製造業者の推奨する手
順に従って、リゾチーム消化およびカオトロピックな（ｃｈａｏｔｒｏｐｉｃ）溶解溶液
（Ｂａｃｔｏｚｏｌ　Ｋｉｔ、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｃｅｎｔｅｒ、
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Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ、ＯＨ）における可溶化によって単離した。手短に言えば、細菌を
、６０００×ｇで５分間の遠心分離によって収集した。細胞ペレットを、Ｂａｃｔｏｚｙ
ｍｅ消化緩衝液中に再懸濁し、そして５０℃で３０分間インキュベートした。得られた溶
解産物は、未消化の細胞の可視な凝集塊を何ら含まず、消化の終わりに透明であった。溶
解産物を、４容量のＤＮａｚｏｌ試薬（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｃｅｎ
ｔｅｒ、Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ、ＯＨ）と混合し、そして１５分間室温でインキュベート
した。ＤＮＡを、０．６容量の氷冷エタノールの添加によって溶液から沈殿させた。５分
間の室温でのインキュベーション後、沈殿したＤＮＡを、微量遠心分離機における最大速
度で５分間の遠心分離によって収集した。このＤＮＡペレットを、７５％のエタノールで
洗浄し、再び遠心分離し、そして頻繁に撹拌しながら５０℃～５５℃で３０分間加熱する
ことにより、１．５ｍｌのＴＥ　Ｂｕｆｆｅｒ（１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ８．
０、１ｍＭ　ＥＤＴＡ）中に再懸濁した。得られた溶液を、２２ゲージの注射針に繰り返
し通し、ＤＮＡを剪断し、そして溶液の粘度を減少した。ＤＮＡを、１／１０容量の５Ｍ
　酢酸アンモニウムおよび３容量の氷冷エタノールの添加によって再び沈殿させた（ＥＰ
Ｉ００５－３５）。－２０℃、１時間のインキュベーション後、ＤＮＡを、微量遠心分離
機における最大速度での遠心分離によって収集した。このペレットを、７５％のエタノー
ルで洗浄し、再び遠心分離し、そして１５０μｌのＴＥ　Ｂｕｆｆｅｒ中に再懸濁した。
ＴＥ　Ｂｕｆｆｅｒにおける２つの希釈液を、Ｏ．Ｄ．測定（Ｂｅｃｋｍａｎ　ＤＵ６４
０分光光度計）のために調製し、５０μｇ／ｍｌのｄｓＤＮＡが、２６０ｎｍでのＯ．Ｄ
．値１を示すと仮定することによってＤＮＡ濃度を算出した。２つの希釈物のＤＮＡ濃度
は、２４．２μｇ／１０μｌおよび２４．６μｇ／１０μｌであった。これらの２つの測
定値の平均（２４．４μｇ／１０μｌ）は、約２．５×１０ 9ゲノムコピー／５μｌ（５
ｆｇのＥ．ｃｏｌｉゲノムＤＮＡ＝１コピー）に対応する。
【０２２６】
（等温増強型線形増幅）
ＤＮＡを、ＴＥ　Ｂｕｆｆｅｒにおいて、１０ 9、１０ 8または１０ 7コピー／５μｌに系
列希釈し、そして５分間９５℃まで加熱することにより変性し、その後、氷上で急冷した
。一本鎖テンプレートＤＮＡをまた、１０ 9コピー／５μｌに希釈した。反応物を、ＤＮ
Ａなし、１０ 7コピーのゲノムＤＮＡを含む、１０ 8コピーのゲノムＤＮＡを含む、１０ 9

コピーのゲノムＤＮＡを含む、または２．５×１０ 9コピーのゲノムＤＮＡを含むように
組み立てた。
【０２２７】
増幅を、２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ８．５、６．０ｍＭ　ＭｇＣｌ 2、１．０ｍ
Ｍ　ｄＡＴＰ、１．０ｍＭ　ｄＣＴＰ、１．０ｍＭ　ｄＴＴＰ、０．８ｍＭ　ｄＧＴＰ、
０．２ｍＭ　ｄＩＴＰ（ｄＮＴＰはＡｍｅｒｓｈａｍから）、６％　ＤＭＳＯ、８％　グ
リセロール、１００μｇ／ｍｌ　アセチル化ＢＳＡ（Ａｍｂｉｏｎ、Ａｕｓｔｉｎ、ＴＸ
）、０．６単位／μｌ　組換えリボヌクレアーゼインヒビター（ｒＲＮａｓｉｎ、Ｐｒｏ
ｍｅｇａ、Ｍａｄｉｓｏｎ、ＷＩ）、５μＭ　複合プライマーＩＡ００５（実施例１に開
示される配列）、２００ｎＭ　プロモーター－テンプレートオリゴヌクレオチド（ＰＴＯ
）ＩＡ０１５Ｃ（実施例１に開示される配列）を含む１５μｌの反応物において行った。
反応物を、２つの酵素を除くすべての成分を用いて組み立てた。プログラム可能なサーマ
ルサイクラー（ＧｅｎｅＡｍｐ　９６００、Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒ）における１０秒
間の９９℃までの加熱後、反応物を、６０℃で３０分間インキュベートした。６０℃に到
達したら、０．６μｌのＲＮアーゼＨ（１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ８．５、３０
％　グリセロールにおける５Ｕ／μｌのストック溶液から希釈した０．０５単位）、Ｈｙ
ｂｒｉｄａｓｅ（Ｅｐｉｃｅｎｔｒｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、Ｍａｄｉｓｏｎ、Ｗ
Ｉ）および１．０μｌ　Ｂｃａ　ＤＮＡポリメラーゼ（２．０単位、Ｐａｎｖｅｒａ、Ｍ
ａｄｉｓｏｎ、ＷＩ）を添加した。６０℃でのインキュベーションの終わりに、反応物を
４℃に冷却した。５．０μｌ容量の鎖置換産物を、各ＲＮＡ転写反応物（総容量２０μｌ
）に添加した。ＲＮＡ転写を、標準的な条件を使用し、そして反応物容量を２０μｌにス
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ケールアップして行い、直接的なゲル分析に十分な物質（５μｌ）およびプローブハイブ
リダイゼーションに十分な物質（１０μｌ）を提供した。
【０２２８】
規定された一本鎖合成標的の増幅とは異なり、本発明の方法に従ったゲノムＤＮＡの増幅
は、規定された３’末端を有するｓｓＤＮＡ産物の形成のために規定された停止の形成を
必要とする。プライマー伸長についての規定された停止の形成は、ブロッカーによって達
成され得、このブロッカーは、標的鎖上の規定された部位にハイブリダイズし、そしてポ
リメラーゼによって置換されることができない。あるいは、本実施例のように、プライマ
ー部位の上流のＧＣリッチ配列は、プライマー伸長についての停止地点を提供し、それ故
、規定された３’末端を有するｓｓＤＮＡ産物の形成を導いた。
【０２２９】
本発明の増強等温線形増幅方法によるゲノムＤＮＡの規定された配列の首尾良い増幅を、
図９（レーン１：ＤＮＡなし；レーン２：１０ 7コピーのＥ．ｃｏｌｉゲノムＤＮＡ；レ
ーン３：空き；レーン４：１０ 8コピーのＥ．ｃｏｌｉゲノムＤＮＡ）に示す。このｓｓ
ＲＮＡ産物は、特定のオリゴヌクレオチドプローブにハイブリダイズすることが示される
。
【０２３０】
（実施例５：増強等温線形増幅の性能に対するプライマー設計の効果の評価）
本発明の増幅方法における３つの複合プライマーの各々の性能を評価した。等温線形増幅
を、２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ８．５、６．０ｍＭ　ＭｇＣｌ 2、１．０ｍＭ　
ｄＡＴＰ、１．０ｍＭ　ｄＣＴＰ、１．０ｍＭ　ｄＴＴＰ、０．８ｍＭ　ｄＧＴＰ、０．
２ｍＭ　ｄＩＴＰ（ｄＮＴＰはＡｍｅｒｓｈａｍから）、６％　ＤＭＳＯ、８％　グリセ
ロール、１００μｇ／ｍｌ　アセチル化ＢＳＡ（Ａｍｂｉｏｎ、Ａｕｓｔｉｎ、ＴＸ）、
０．６単位／μｌ　組換えリボヌクレアーゼインヒビター（ｒＲＮａｓｉｎ、Ｐｒｏｍｅ
ｇａ、Ｍａｄｉｓｏｎ、ＷＩ）、５μＭ　複合プライマー、２００ｎＭ　プロモーター－
テンプレートオリゴヌクレオチド（ＰＴＯ）ＩＡ０１５Ｃを含む１５μｌの反応物におい
て行った。ＰＴＯ　ＩＡ０１５Ｃの配列を実施例１に開示する。複合プライマーＩＡ００
５の配列（２０マー）を実施例１に開示する。英数字の名称を有する他の複合プライマー
配列は、以下の通りである：
ＩＡ０１９（２０マー）　ＡＣＧＧＡＵＧＣＧＧＵＣＵＣＣＡＧＴＧＴ（配列番号２）
ＩＡ０２０（２１マー）　ＧＡＣＧＧＡＵＧＣＧＧＵＣＵＣＣＡＧＴＧＴ（配列番号３）
英数字の名称を有さない４つの他の複合プライマー配列を使用した。これらの配列は、そ
れぞれ以下の通りである：
【０２３１】
【化５】
　
　
　
　
　
　
　
これらの複合プライマーを、Ｄｈａｒｍａｃｏｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，Ｉｎｃ．（Ｂｏｕ
ｌｄｅｒ、ＣＯ）によって合成した。オリゴヌクレオチドのＲＮＡ部分を、酸不安定性の
２’－オルトエステル保護基（２’－ビス（アセトキシエトキシ）－メチルエーテルまた
は「２’－ＡＣＥ」（Ｓｃａｒｉｎｇｅ，Ｓ．Ａ．ら、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１
２０：１１８２０－１１８２１（１９９８）およびＳｃａｒｉｎｇｅ，Ｓ．Ａ．　Ａｄｖ
ａｎｃｅｄ　５’－ｓｉｌｙｌ－２’－ｏｒｔｈｏｅｓｔｅｒ　ａｐｐｒｏａｃｈ　ｔｏ
　ＲＮＡ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ．　Ｍｅｔｈｏｄｓ　
ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ（印刷中）））とともに５’－シリル保護基を使用して合成
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した。プライマーを、ＰＡＧＥ精製した。
【０２３２】
反応物を、２つの酵素を除くすべての成分を用いて組み立てた。プログラム可能なサーマ
ルサイクラー（ＧｅｎｅＡｍｐ　９６００、Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒ）における１０秒
間の７０℃までの加熱後、反応物を、５５℃～６５℃まで冷却した。より低い温度を達成
したら、０．０５単位のＲＮアーゼＨ（希釈液／保存溶液：１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ
、ｐＨ８．５、３０％　グリセロール；Ｈｙｂｒｉｄａｓｅ耐熱性ＲＮアーゼＨ、Ｅｐｉ
ｃｅｎｔｒｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、Ｍａｄｉｓｏｎ、ＷＩを使用して、５Ｕ／μ
ｌのストック溶液から希釈される）および２．０単位のＢｃａ　ＤＮＡポリメラーゼ（２
Ｕ／μｌ；Ｐａｎｖｅｒａ、Ｍａｄｉｓｏｎ、ＷＩ）を添加した。この反応物を、３０分
間５５℃～６５℃でインキュベートした。インキュベーションの終わりに、反応物を、Ｒ
ＮＡ転写まで４℃に冷却した。ＲＮＡ転写を、２．５μｌの上記の線形増幅反応物ならび
に４０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ８．５、７０ｍＭ　ＫＣｌ、５．０ｍＭ　ＤＴＴ、
１２ｍＭ　ＭｇＣｌ 2、１１０μｇ／ｍｌ　ＢＳＡ、３ｍＭ　各ｒＮＴＰ（ＡＴＰ、ＵＴ
Ｐ、ＣＴＰ、ＧＴＰ、Ａｍｅｒｓｈａｍ）、７．５％　ＤＭＳＯ、１単位／μｌ　ｒＲＮ
ａｓｉｎ（Ｐｒｏｍｅｇａ、Ｍａｄｉｓｏｎ、ＷＩ）および２０単位のＴ７　ＲＮＡポリ
メラーゼ（Ｎｏｖａｇｅｎ、Ｍａｄｉｓｏｎ、ＷＩ）を含む１０μｌの反応物において、
３７℃で３時間行った。
【０２３３】
各々の複合プライマーを用いて作製された増強型線形増幅の産物を、図１０（レーン１：
分子量ラダー；レーン１、２：ＩＡ０１５、６０℃；レーン３、４：ＩＡ０１９、５５℃
；レーン５、６：ＩＡ０１９、６０℃；レーン７、８：ＩＡ０１９、６５℃；レーン９、
１０：ＩＡ０２０、５５℃；レーン１１、１２：ＩＡ０２０、６０℃；レーン１３、１４
：ＩＡ０２０、６５℃）に示されるように、ゲル電気泳動によって分離した。複合プライ
マーは、標的鎖上の同じ部位でハイブリダイズするように設計され、そして３’末端のデ
オキシヌクレオチドの数が異なった。最も高い収率のＲＮＡ産物は、プライマーＩＡ０２
０を用いて産生され、次いで、ＩＡ００５およびＩＡ０１９を用いて同程度に産生された
。他の４つの複合プライマーは、より少ないＲＮＡ産物をもたらした。等温線形増幅段階
についての最適温度は、期待されるように、異なるプライマーについて異なった。
【０２３４】
（実施例６：線形増幅方法を用いた核酸標的の等温配列決定）
分析されるべき核酸配列を、第一にその供給源から単離する。本実施例において使用され
る供給源の非限定的な例は、動物、植物、細菌、ウイルス、酵母または真菌である。核酸
（ＤＮＡまたはＲＮＡ）の供給源が、動物組織由来の場合、この組織を、均質化するかま
たは超音波処理するか、あるいは単一の細胞を結合組織から分離し得る何らかの力に供す
る。ＤＮＡおよびＲＮＡ、特にｍＲＮＡの分解を妨げ、そして組織を扱う間のゲノムＤＮ
Ａの剪断を妨げるように注意する。動物細胞はまた、商業的供給源（すなわち、Ｇｉｂｃ
ｏ　ＢＲＬ）または非営利的供給源（すなわち、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｔｙ
ｐｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ（ＡＴＣＣ））から得られ得る。所望される核酸の形態に依存して
、ゲノムＤＮＡ、総ＲＮＡまたはｍＲＮＡを、Ｓａｍｂｒｏｏｋら、前出において見出さ
れる標準的なプロトコルに従って単離し得る。植物細胞から核酸を単離するためのプロト
コルはまた、Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏ
ｌｏｇｙ、前出において見出され得る。核酸の供給源が、非哺乳動物供給源（例えば、細
菌、酵母、真菌またはウイルス）由来である場合、わずかに異なるプロトコルが使用され
、核酸を単離する。細菌、酵母、真菌およびウイルスについてのこれらのプロトコルは、
ＳａｍｂｒｏｏｋらまたはＣｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌ
ａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙにおいて見出され得る。
【０２３５】
規定された標的核酸配列の増幅を、本明細書中に記載されるように、等温線形増幅につい
て記載されるように行う。約１０ 2～１０ 1 2コピーを、テンプレートについて使用する。
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増幅方法について使用される天然のデオキシリボヌクレオチド３リン酸（ｄＮＴＰ）に加
えて、配列決定反応混合物は、標識された３リン酸アナログを含む。各々のアナログが独
自に標識される場合、４つすべてが、同じ反応チューブに添加され得る。そうでなければ
、各々のヌクレオチドアナログが同じ標識で標識される場合、この配列決定反応は４つの
異なる反応チューブにおいて行われ、ここで、各々の反応混合物は、ヌクレオチドアナロ
グのうちの１つを含む。これらのアナログは、ポリメラーゼによってプライマー伸長産物
に取り込まれ、そして標的配列に沿ったさらなる伸長の停止に役立つ。得られた短縮型伸
長産物は標識される。この蓄積した複数の置換されたプライマー伸長産物は、各々のアナ
ログの取り込み部位に従って長さが異なり、これは、標的配列上の相補的ヌクレオチドの
種々の配列位置を示す。配列情報の解明のための反応産物の分析は、産物をゲルに泳動す
ることによって行われ得る。あるいは、他の分析方法が同様に使用され得る。他の配列決
定方法と同様に、配列決定反応は、単一の反応容器または別々の反応容器のいずれかにお
いて行われる。使用されるべき方法の選択は、使用されるヌクレオチド３リン酸アナログ
に依存する。従って、各々のアナログが区別をつけて標識される場合、この配列決定反応
は、単一の容器において行われ得る。本発明の方法に従った配列決定分析の最適な実行の
ための試薬および反応条件の選択についての斟酌は、以前に記載された他の方法について
の斟酌と類似する。
【０２３６】
伸長ターミネーターの特異的取り込みに従って大きさが異なる複数のプライマー伸長産物
を、当該分野で公知の任意の種々の方法を使用してサイズ分離する。各々のターミネータ
ーアナログとともに産生される複数のプライマー伸長産物のプロフィールは、試験核酸配
列のヌクレオチド配列を示す。
【０２３７】
（実施例７：増強増幅を使用した核酸標的の配列決定）
規定された標的核酸配列の増幅を、本明細書中に記載されるように、転写を伴う等温線形
増幅について記載されるように行う。ＴＳＯまたはＰＴＯのいずれかの使用を使用して、
プロトプロモーター（ｐｒｏｔｏｐｒｏｍｏｔｅｒ）配列を等温線形増幅の産物に付加し
得る。本発明に従った増強型線形増幅方法について使用される天然のリボヌクレオチド３
リン酸（ｒＲＴＰ）に加えて、配列決定反応混合物はまた、適切な標識化３リン酸アナロ
グを含み、このアナログは、当該分野で公知の他の配列決定方法において一般に使用され
る。これらは、ＲＮＡポリメラーゼによって伸長産物に取り込まれ、そして標的配列に沿
ったさらなる伸長の停止に役立つ。この得られた短縮型伸長産物は標識される。蓄積され
た複数の置換された伸長産物は、各々のアナログの取り込み部位に従って長さが異なり、
これは、標的配列上の相補的ヌクレオチドの種々の配列位置を示す。配列情報の解明のた
めの反応産物の分析は、上記の配列決定の実施例において述べられたように行われ得る。
【０２３８】
（実施例８：等温増強型線形増幅および遺伝子型特異的複合プライマーを用いた遺伝子型
決定）
ゲノムＤＮＡを、以前の実施例に記載された方法を使用して、または当業者に公知の他の
手段によって試験細胞から単離する。異なる生物（細菌、ウイルス、真菌、酵母、植物お
よび動物を含むがこれらに限定されない）を遺伝子型決定する。遺伝子型特異的プライマ
ーは、特定の核酸配列のうちの１つの遺伝子型にハイブリダイズする３’末端ヌクレオチ
ドを含むように設計されるか、または対応する（ｃｏｕｎｔｅｒｐａｒｔ）遺伝子型にハ
イブリダイズするように設計されるかのいずれかである。特定の遺伝子型を決定する配列
バリエーションは、点変異、１ヌクレオチド多型（ＳＮＰ）、挿入、欠失などであり得る
。
【０２３９】
規定された標的核酸配列の増幅を、上記の実施例において、ゲノムＥ．ｃｏｌｉ配列の増
幅について記載されるように行う。遺伝子型特異的プライマーおよびプルーフリーディン
グ活性を欠くＤＮＡポリメラーゼを使用して、増幅産物の作製は、規定された遺伝子型の
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標的配列の存在を示す。標的核酸配列へのプライマーの３’末端のハイブリダイゼーショ
ンを妨げる配列バリエーションは、増幅を妨げる。増幅産物は、一本鎖核酸配列の検出に
ついての種々の方法のうちのいずれか１つによって検出され、この方法は、当該分野で公
知である。例えば、増幅産物への特定の標識化オリゴヌクレオチドプローブのハイブリダ
イゼーションは、ゲル電気泳動によって検出される。
【０２４０】
二倍体細胞の遺伝子型決定が必要とされる場合（例えば、ホモ接合体の遺伝子型またはヘ
テロ接合体の遺伝子型の決定）、特定のプライマー（これは、野生型および変異体遺伝子
型、またはある遺伝子型および他の遺伝子型のいずれかについて設計される）を使用して
、特定の核酸標的配列の増幅を実行することが可能である。特定のプライマーを使用した
増幅反応は、別々の反応容器において行われる。ただ１つの反応チューブにおける増幅産
物またはより少ない増幅産物の検出は、ホモ接合体の遺伝子型（すなわち、野生型のホモ
接合体または変異体のホモ接合体のいずれか）を示す。両方の増幅反応における増幅産物
の検出は、ヘテロ接合体の遺伝子型を示す。
【０２４１】
（実施例９：増幅方法を利用したＲＮＡ部分に基づく等温変異検出）
本明細書中に開示される等温増幅方法は、標的核酸配列における規定された変異または多
型部位（例えば、ＳＮＰ）の検出のために使用される。この方法は、遺伝子型決定または
薬物耐性を導く変異の検出のために使用される。標的核酸配列は、一本鎖（ｓｓ）ＤＮＡ
である。一本鎖ＤＮＡ標的は、本明細書中に記載される等温増幅方法を使用して、二本鎖
ＤＮＡ標的またはＲＮＡ標的から調製される。
【０２４２】
図４に示されるように、野生型ＤＮＡ配列に相補的な複合プライマーを、精査される対立
遺伝子内部に変異を有するか、または変異を有することが疑われるｓｓＤＮＡ標的と組み
合わせて使用する。約１０ 2～約１０ 1 2コピーのｓｓＤＮＡ標的および約０．０５～５μ
Ｍの複合プライマーを使用する。配列変化の存在は増幅の初期段階を妨げず、それによっ
て、この複合プライマーは、標的配列にハイブリダイズし、第１の３分子複合体を形成し
、そして伸長産物が作製される。次いで、リボヌクレアーゼ（ＲＮアーゼＨ）は、複合体
の伸長したプライマーのＲＮＡ部分を切断する。ＲＮアーゼＨによる複合プライマーのＲ
ＮＡ部分またはプライマー伸長産物の切断は、ミスマッチの存在によって影響を及ぼされ
る。これは、切断を妨げ得るか、切断パターンを変化し得るか、または切断効率を減少さ
せ得る。５’ＲＮＡ部分のハイブリダイゼーションによる複合体への複合プライマーの結
合の次の段階は、上記の理由のためにミスマッチによって阻害される。複合プライマーが
標的にハイブリダイズできないために、さらなる段階のプライマー伸長鎖置換および複数
のコピーの増幅産物の産生が妨げられる。増幅産物またはその欠如は、ゲル電気泳動また
は他の同等の手段によって可視化される。
【０２４３】
プライマーハイブリダイゼーションの阻害に寄与する因子は、ハイブリダイズするオリゴ
ヌクレオチドの大きさおよび反応条件のストリンジェンシーを含む。これらの因子は、当
該分野において周知かつ慣用的な技術に従って、複合プライマーの設計において斟酌され
る。
【０２４４】
変異したＤＮＡ配列に相補的である複合プライマーをまた、上記の等温増幅方法において
、野生型ｓｓＤＮＡ標的と組み合わせて使用する。この場合、プライマーは標的ＤＮＡに
結合し、そして伸長を受ける。しかし、ＲＮアーゼＨでの処理後、ヌクレオチドミスマッ
チのために、より多くのプライマーは野生型ＤＮＡに結合できない。それ故、増幅産物は
ほとんどからまったく作製されない。この増幅産物またはその欠如は、ゲル電気泳動また
は他の同等の手段によって可視化される。
【０２４５】
目的の核酸サンプルまたは野生型配列を有する標的核酸の参照サンプルのいずれかを含む
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並行反応をまた行う。野生型配列を有する標的核酸の参照サンプルを含む反応と比較して
、目的の核酸サンプルを含む反応におけるより多くのプライマー伸長産物の蓄積は、目的
のサンプルにおける変異体の遺伝子型の存在を示す。あるいは、この複合プライマーが、
試験標的の正常な遺伝子型配列に完全に相補的な５’ＲＮＡ配列を含む場合、変異体の遺
伝子型の標的配列の増幅が妨げられ、そして増幅産物の検出および／または定量的決定が
、正常な遺伝子型を示す。
【０２４６】
（実施例１０：等温増幅方法および遺伝子型特異的プローブハイブリダイゼーションを用
いた遺伝子型決定）
ハイブリダイゼーションによる配列決定のための方法は、以前の実施例に記載される。特
異的プローブのハイブリダイゼーションによる配列の正体の決定は、本発明の方法によっ
て作製された増幅産物が一本鎖であり、そして特定のプローブのハイブリダイゼーション
における使用に容易に利用可能である限りでは、本発明の等温方法を使用して特に有利で
ある。規定された遺伝子型に特異的なプローブは、当該分野で公知の方法を使用して設計
される。ある遺伝子型の増幅によって作製され、他の遺伝子型の増幅によっては産生され
ない増幅産物への選択的プローブハイブリダイゼーションを支持するハイブリダイゼーシ
ョン基準を決定することが可能である。１ヌクレオチドと同じくらい小さな配列バリエー
ションは、プローブハイブリダイゼーションを妨げ得る。以下の因子は、ハイブリダイゼ
ーション基準について斟酌される：プローブ長、ハイブリダイゼーション反応の温度およ
び緩衝液組成（特に、二価のイオン濃度）。分析に使用されるプローブは、溶液中に存在
し得るか、または固体表面に付着され得る。さらに、このプローブは、特定の結合対のメ
ンバーに直接標識され得るかまたは付着され得、それ故、直接的または間接的に標識され
得る特定の結合対の別のメンバーに特異的に結合し得る。
【０２４７】
ゲノムＤＮＡを、当該分野で公知の方法によって、または上記の実施例に記載されるよう
に、試験サンプルから単離する。試験ＤＮＡを、記載される増幅成分、標的特異的キメラ
プライマーおよびプロプロモーター配列（例えば、ＰＴＯ）と組み合わせる。この組み合
わせは、本明細書中に記載されるようなインキュベーション条件に供され、一本鎖ＲＮＡ
増幅産物を作製する。遺伝子型特異的プローブへの増幅産物のハイブリダイゼーションを
、溶液中、または付着した遺伝子型特異的プローブを有する固相において行う。増強等温
線形増幅方法の産物は一本鎖なので、この産物は、理想的には、固相（例えば、ガラスス
ライド）への付着に適し、空間的に分離された特異的プローブのアレイ（すなわち、遺伝
子チップ）を作製する。あるいは、固相は、特異的プローブが付着している粒子を含む。
増幅産物へのプローブハイブリダイゼーションの検出を、例えば、Ｓａｍｂｒｏｏｋら、
前出において開示される、当該分野で公知の種々の方法によって行う。特異的プローブは
標識され、そしてハイブリダイゼーションに起因した標識のスペクトル性質の変化を、コ
ンピュータアルゴリズムによって検出および記録する。
【０２４８】
増幅産物への特異的プローブのハイブリダイゼーションに起因した粒子の会合をまた、プ
ローブハイブリダイゼーションの検出について使用する。標識された増幅産物が作製され
、そして固体表面に固定化されたプローブへの産物のハイブリダイゼーションを、コンピ
ュータアルゴリズムによって検出および記録する。標識された増幅産物の作製を、ｒＮＴ
Ｐアナログ（これは標識される）による４つのｒＮＴＰのうちの１つの置換による転写段
階の間に、標識されたｒＮＴＰの取り込みによって行う。この標識は、色素または低分子
（例えば、ビオチン）であり、次いでこれは、特異的結合実体（例えば、標識されたスト
レプトアビジン）への結合によって検出される。固体表面上でプローブハイブリダイゼー
ションを検出するための方法は、当該分野で公知である。
【０２４９】
（実施例１１：ｒＳＳＣＰ（ＲＮＡ一本鎖高次構造多型）による遺伝子型決定）
遺伝子型決定を、本明細書中に記載される方法を使用した特異的標的核酸配列の増幅によ
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って、そして一本鎖ＲＮＡ産物の電気泳動のバンドパターンの決定によって行い、このバ
ンドパターンは、一本鎖高次構造を反映する。配列変化の検出のためのＳＳＣＰの使用は
、広範に使用される。遺伝子型特異的一本鎖高次構造を、サンプルをゲル電気泳動または
キャピラリー電気泳動に供することによって決定する。本発明の方法に従った標的核酸配
列の増幅による一本鎖産物の作製は、増幅方法をｒＳＳＣＰ分析と組み合わせることによ
って、この方法を遺伝子型決定に特に適切にする。
【０２５０】
精製された試験ゲノムＤＮＡを、上記のような本発明の増幅方法の成分ならびに標的特異
的複合プライマーおよびプロプロモーター配列（例えば、ＰＴＯ）と組み合わせる。この
組み合わせを、標的配列の等温増幅についての条件に供する。増幅産物を含む反応混合物
を、当該分野で公知の機器および条件を使用して、ゲル電気泳動またはキャピラリー電気
泳動のいずれかに供する。増幅産物の電気泳動のバンドパターンを決定する。オリゴヌク
レオチド産物の可視化を、色素インターカレーターを含めることによって達成する。増幅
産物の電気泳動パターンを、既知の遺伝子型の細胞から得られた標的核酸配列の増幅によ
って作製された増幅産物のパターンと比較する。電気泳動の移動度のパターンの任意の変
化は、配列変異性を示す。本発明の増幅方法とｒＳＳＣＰとの組み合わせは、規定された
標的配列の配列多型の発見および以前に規定された遺伝子型の検出の両方についての簡単
な方法を提供する。既知の核酸配列または規定された遺伝子型の電気泳動パターンを、あ
らかじめ決定し得、そして試験ＤＮＡの増幅産物によって作製されるパターンを、遺伝子
型決定のために既知のパターンと比較する。
【図面の簡単な説明】
【図１Ａ】　図１Ａは、一本鎖複合プライマー等温線形増幅工程の図示である。
【図１Ｂ】　図１Ｂは、一本鎖複合プライマー等温線形増幅工程の図示である。
【図１Ｃ】　図１Ｃは、一本鎖複合プライマー等温線形増幅工程の図示である。
【図２Ａ】　図２Ａは、テンプレートスイッチオリゴヌクレオチド配列を使用した、転写
を含む、増強型一本鎖プライマー等温線形核酸増幅工程の図示である。
【図２Ｂ】　図２Ｂは、テンプレートスイッチオリゴヌクレオチド配列を使用した、転写
を含む、増強型一本鎖プライマー等温線形核酸増幅工程の図示である。
【図２Ｃ】　図２Ｃは、テンプレートスイッチオリゴヌクレオチド配列を使用した、転写
を含む、増強型一本鎖プライマー等温線形核酸増幅工程の図示である。
【図３Ａ】図３Ａは、ブロッカー配列成分を使用した、転写を含む、増強型一本鎖複合プ
ライマーの等温線形核酸増幅工程の図示である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、ブロッカー配列成分を使用した、転写を含む、増強型一本鎖複合プ
ライマーの等温線形核酸増幅工程の図示である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、ブロッカー配列成分を使用した、転写を含む、増強型一本鎖複合プ
ライマーの等温線形核酸増幅工程の図示である。
【図３Ｄ】　図３Ｄは、ブロッカー配列成分を使用した、転写を含む、増強型一本鎖複合
プライマーの等温線形核酸増幅工程の図示である。
【図４Ａ】　図４Ａは、一本鎖プライマー等温線形増幅工程を使用するテンプレート配列
における変異の検出の図示である。「Ｘ」は、複合プライマーのＲＮＡ部分と相補的な部
位での、標的ＤＮＡ上の変異を示す。示されたように、標的核酸の増幅は変異が存在する
場合に、ブロックされる。
【図４Ｂ】図４Ｂは、一本鎖プライマー等温線形増幅工程を使用するテンプレート配列に
おける変異の検出の図示である。「Ｘ」は、複合プライマーのＲＮＡ部分と相補的な部位
での、標的ＤＮＡ上の変異を示す。示されたように、標的核酸の増幅は変異が存在する場
合に、ブロックされる。
【図５】　図５は、合成ＤＮＡ標的の線形等温増幅産物のＰＡＧＥゲル（臭化エチジウム
で染色した）を示す。
【図６】　図６は、特異的プローブとＤＮＡ増幅産物とのハイブリダイゼーションのＰＡ
ＧＥ分析のオートラジオグラムを示す。
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【図７】　図７は、重複伸長から生成したｓｓＲＮＡ転写産物の有効性を比較したＰＡＧ
Ｅゲル（臭化エチジウムで染色した）を示す。
【図８】　図８は、３’ブロックしたＰＴＯを含む、および３’ブロックしたＰＴＯなし
の等温線形増幅のＰＡＧＥゲル（臭化エチジウムで染色した）比較を示す。
【図９】　図９は、Ｅ．ｃｏｌｉゲノムＤＮＡからのＪ遺伝子配列の等温線形増幅により
生成した増幅産物とハイブリダイズしたプローブのオートラジオグラムを示す。
【図１０】　図１０は、３つの異なる設計の複合プライマーを用いて生成された線形等温
増幅ＲＮＡ産物のＰＡＧＥゲル（臭化エチジウムで染色した）を示す。
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【 図 １ Ｃ 】 【 図 ２ Ａ 】

【 図 ２ Ｂ 】 【 図 ２ Ｃ 】
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【 図 ３ Ａ 】 【 図 ３ Ｂ 】

【 図 ３ Ｃ 】 【 図 ３ Ｄ 】
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【 図 ４ Ａ 】 【 図 ４ Ｂ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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