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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
環状ＤＮＡの増幅方法であって、以下の工程：
（１）鋳型となる環状DNAと、以下：
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
る第二の酵素群；
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
緩衝液；
ＡＴＰ；
ＧＴＰ、ＣＴＰおよびＵＴＰ；
ｄＮＴＰ；
マグネシウムイオン源；および
アルカリ金属イオン源；
を含む反応液との反応混合物を形成する工程、
ここで当該環状DNAはDnaA活性を有する酵素と結合可能な複製開始配列（origin of chrom
osome（oriC））を含む；および
（２）工程（１）において形成した反応混合物を、３０℃以上でのインキュベーションお
よび２７℃以下でのインキュベーションを繰り返す温度サイクル下で、インキュベートす
る工程；
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を含む、前記方法。
【請求項２】
反応液が、さらにタンパク質の非特異吸着抑制剤、および／または核酸の非特異吸着抑制
剤を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
反応液が、さらに直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび／またはRecG型ヘリカーゼ
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
反応液が、さらにアンモニウム塩を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
第一の酵素群が、DnaA活性を有する酵素、１種以上の核様体タンパク質、DNAジャイレー
ス活性を有する酵素または酵素群、一本鎖DNA結合タンパク質（single-strand binding p
rotein（SSB））、DnaB型ヘリカーゼ活性を有する酵素、DNAヘリカーゼローダー活性を有
する酵素、DNAプライマーゼ活性を有する酵素、DNAクランプ活性を有する酵素、およびDN
AポリメラーゼIII*活性を有する酵素または酵素群、の組み合わせを含み、
第二の酵素群が、DNAポリメラーゼI活性を有する酵素およびDNAリガーゼ活性を有する酵
素の組み合わせを含み、
第三の酵素群が、トポイソメラーゼIII活性を有する酵素および／またはトポイソメラー
ゼIV活性を有する酵素を含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
第二の酵素群がさらに、RNaseH活性を有する酵素を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
第三の酵素群がさらに、RecQ型ヘリカーゼ活性を有する酵素を含む、請求項５に記載の方
法。
【請求項８】
第一の酵素群において、
１種以上の核様体タンパク質がIHFまたはHUであり、
DNAジャイレース活性を有する酵素または酵素群が、GyrAおよびGyrBからなる複合体であ
り、
DnaB型ヘリカーゼ活性を有する酵素がDnaBヘリカーゼであり、
DNAヘリカーゼローダー活性を有する酵素がDnaCヘリカーゼローダーであり、
DNAプライマーゼ活性を有する酵素がDnaGプライマーゼであり、
DNAクランプ活性を有する酵素がDnaNクランプであり、
DNAポリメラーゼIII*活性を有する酵素または酵素群が、DnaX、HolA、HolB、HolC、HolD
、DnaE、DnaQ、およびHolEのいずれかを含む酵素または酵素群である、
請求項５に記載の方法。
【請求項９】
反応液が、さらにRecG型ヘリカーゼおよび／または一本鎖DNA特異的エキソヌクレアーゼ
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
反応液が、さらに直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび／または一本鎖DNA特異的エ
キソヌクレアーゼを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
反応液が、さらにDNAの安定化因子を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
工程（１）が
（１－１）以下：
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
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る第二の酵素群；
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
緩衝液；
ＡＴＰ；
ＧＴＰ、ＣＴＰおよびＵＴＰ；
ｄＮＴＰ；
マグネシウムイオン源；および
アルカリ金属イオン源；
を含む反応液をプレインキュベーションする工程；
（１－２）当該反応液と鋳型となる環状DNAとの反応混合物を形成する工程；および
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
工程（２）を、油中水滴型エマルジョン内で行う、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
工程（２）に続いてさらに、
（３）反応後処理を行う工程；を含み、ここで、当該反応後処理は、
（ｉ）第一から第三の酵素群を含まない反応液で五倍以上に希釈する処理；
（ｉｉ）直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび／または一本鎖DNA特異的エキソヌク
レアーゼによる処理；および／または
（ｉｉｉ）ギャップリペア酵素による処理；である、
請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
請求項１－１４のいずれか１項に記載の方法に使用するための、環状DNAの増幅用組成物
であって、
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
る第二の酵素群；
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
緩衝液；
ＡＴＰ；
ＧＴＰ、ＣＴＰおよびＵＴＰ；
ｄＮＴＰ；
マグネシウムイオン源；
アルカリ金属イオン源；ならびに
直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび／またはRecG型ヘリカーゼ
を含む、前記組成物。
【請求項１６】
さらにタンパク質の非特異吸着抑制剤、および／または核酸の非特異吸着抑制剤を含む、
請求項１５に記載の組成物。
【請求項１７】
さらに一本鎖DNA特異的エキソヌクレアーゼを含む、請求項１５に記載の組成物。
【請求項１８】
さらにDNAの安定化因子を含む、請求項１５に記載の組成物。
【請求項１９】
請求項１－１４のいずれか１項に記載の方法に使用するための、環状DNAの増幅用キット
であって、
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
る第二の酵素群；
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
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緩衝液；
ＡＴＰ；
ＧＴＰ、ＣＴＰおよびＵＴＰ；
ｄＮＴＰ；
マグネシウムイオン源；
アルカリ金属イオン源；ならびに
直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび／またはRecG型ヘリカーゼ
の組み合わせを含む、前記キット。
【請求項２０】
さらにタンパク質の非特異吸着抑制剤、および／または核酸の非特異吸着抑制剤との組み
合わせを含む、請求項１９に記載のキット。
【請求項２１】
さらに一本鎖DNA特異的エキソヌクレアーゼを含む、請求項１９に記載のキット。
【請求項２２】
さらにDNAの安定化因子を含む、請求項１９に記載のキット。
【請求項２３】
さらにギャップリペア酵素を含む、請求項１９に記載のキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、環状DNAの増幅方法に関する。より詳細には、無細胞系において環状DNAを指
数的に増幅することのできる方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　バイオテクノロジー発展の基盤となったDNAクローニング技術は、DNA断片の切り貼りに
より調製した環状DNAを大腸菌等の細胞内でプラスミドとして増幅させる手法である。細
胞を用いたDNAクローニング技術を用いて環状DNAを増幅する場合、細胞培養および増幅産
物の抽出・精製等の煩雑な手順が必要となる。また、細胞を用いたDNAクローニングを行
うためには遺伝子組換え生物を作出する必要があるため、実験できる環境に制限がある。
【０００３】
　試験管内でDNAを増幅する方法としては、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）が一般的に用い
られている。しかし、PCRによる試験管内DNA増幅法では、環状DNAをそのまま増幅するこ
とはできない。環状DNAの試験管内増幅法としては、ローリングサークル増幅法（RCA）な
どがある（非特許文献１、特許文献１、特許文献２、特許文献３）。しかし、ローリング
サークル増幅法で環状DNAを増幅するためには、標的DNAに特異的なプライマーを都度設計
する必要がある。また、ローリングサークル増幅法による直接的な増幅産物は直鎖型DNA
であり、得られた増幅産物を環状化するためには、組換え酵素とインキュベーションする
等のさらなる環状化工程が必要となる。大腸菌のミニ染色体（oriC環状DNA）を複製した
のち、これを分離し、単量体の環状複製産物を得る方法も報告されている（非特許文献２
～５）。しかしながら、これらの文献で用いられている反応条件においては、環状DNA分
子としての複製効率は、加えた鋳型DNAの１５－４０％程度にとどまるものであり、増幅
量としては倍にも達しないことが実験的に示されている（非特許文献３～６）。さらに、
これらの文献において鋳型として使用されている環状DNAのサイズは10 kbp未満にとどま
る。
【０００４】
　このように、従来の試験管内DNA増幅法で環状DNAを増幅するためには、プライマーの鋳
型DNAへの結合が必要であり、増幅産物は直鎖型DNAであり、また、増幅可能なDNAサイズ
は数kbpにとどまるものであった。さらに、大腸菌ミニ染色体複製系をもちいて環状の増
幅産物を産生しようとした場合には、鋳型環状DNAは倍にすら増幅されないという問題が
あった。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２２９９５０
【特許文献２】特開２００８－１６１１８２
【特許文献３】特表２０１２－５０１１７３
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Fakruddin M et al., J Pharm Bioallied Sci. 2013, 5: 245-252
【非特許文献２】Peng H & Marians KJ. PNAS. 1993, 90: 8571-8575
【非特許文献３】Hiasa H & Marians KJ. J Biol Chem. 1994, 269: 32655-32659
【非特許文献４】Funnell B et al., J Biol Chem. 1986, 261: 5616-5624
【非特許文献５】Hiasa H et al., J Biol Chem. 1994, 269: 2093-2099
【非特許文献６】Hiasa H & Marians KJ. J Biol Chem. 1994, 269: 26959-26968
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、無細胞系において、環状DNA、特に長鎖環状DNAを簡便かつ指数的に増幅する
ことのできる方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者等は、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、複製開始配列（origin o
f chromosome（oriC））を有する環状DNAを、以下：
　環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
　岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成
する第二の酵素群； 
　２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
　緩衝液；
　ＡＴＰ；
　ＧＴＰ、ＣＴＰおよびＵＴＰ；
　ｄＮＴＰ；
　マグネシウムイオン源；および
　アルカリ金属イオン源；
を含む反応液と混合して生成した反応混合物を反応させることにより、「複製の開始（DN
A２重鎖開裂）・伸長（複製フォーク進行）・複製された姉妹DNAの分離（Decatenation）
」のサイクルが繰り返し、指数的に環状DNAを増幅することができることを見出した。
【０００９】
　すなわち、これに限定されるものではないが、本発明は以下の態様の発明を包含する。
【００１０】
　［１］　環状ＤＮＡの増幅方法であって、以下の工程：
（１）鋳型となる環状DNAと、以下：
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
る第二の酵素群；
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
緩衝液；
ＡＴＰ；
ＧＴＰ、ＣＴＰおよびＵＴＰ；
ｄＮＴＰ；
マグネシウムイオン源；および
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アルカリ金属イオン源；
を含む反応液との反応混合物を形成する工程、
ここで当該環状DNAはDnaA活性を有する酵素と結合可能な複製開始配列（origin of chrom
osome（oriC））を含む；および
（２）工程（１）において形成した反応混合物を等温条件下で保温する工程；
を含む、前記方法。
【００１１】
　［２］　環状ＤＮＡの増幅方法であって、以下の工程：
（１）鋳型となる環状DNAと、以下：
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
る第二の酵素群；
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
緩衝液；
ＡＴＰ；
ＧＴＰ、ＣＴＰおよびＵＴＰ；
ｄＮＴＰ；
マグネシウムイオン源；および
アルカリ金属イオン源；
を含む反応液との反応混合物を形成する工程、
ここで当該環状DNAはDnaA活性を有する酵素と結合可能な複製開始配列（origin of chrom
osome（oriC））を含む；および
（２）工程（１）において形成した反応混合物を、３０℃以上でのインキュベーションお
よび２７℃以下でのインキュベーションを繰り返す温度サイクル下で、インキュベートす
る工程；
を含む、前記方法。
【００１２】
　［３］　反応液が、さらにタンパク質の非特異吸着抑制剤、および／または核酸の非特
異吸着抑制剤を含む、上記［１］または［２］に記載の方法。
【００１３】
　［４］　反応液が、さらに直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび／またはRecG型
ヘリカーゼを含む、上記［１］または［２］に記載の方法。
【００１４】
　［５］　反応液が、さらにアンモニウム塩を含む、上記［１］または［２］に記載の方
法。
【００１５】
　［６］　第一の酵素群が、DnaA活性を有する酵素、１種以上の核様体タンパク質、DNA
ジャイレース活性を有する酵素または酵素群、一本鎖DNA結合タンパク質（single-strand
 binding protein（SSB））、DnaB型ヘリカーゼ活性を有する酵素、DNAヘリカーゼローダ
ー活性を有する酵素、DNAプライマーゼ活性を有する酵素、DNAクランプ活性を有する酵素
、およびDNAポリメラーゼIII*活性を有する酵素または酵素群、の組み合わせを含み、
第二の酵素群が、DNAポリメラーゼI活性を有する酵素およびDNAリガーゼ活性を有する酵
素の組み合わせを含み、
第三の酵素群が、トポイソメラーゼIII活性を有する酵素および／またはトポイソメラー
ゼIV活性を有する酵素を含む、
上記［１］または［２］に記載の方法。
【００１６】
　［７］　第二の酵素群がさらに、RNaseH活性を有する酵素を含む、上記［６］に記載の
方法。
【００１７】
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　［８］　第三の酵素群がさらに、RecQ型ヘリカーゼ活性を有する酵素を含む、上記［６
］に記載の方法。
【００１８】
　［９］　第一の酵素群において、
１種以上の核様体タンパク質がIHFまたはHUであり、
DNAジャイレース活性を有する酵素または酵素群が、GyrAおよびGyrBからなる複合体であ
り、
DnaB型ヘリカーゼ活性を有する酵素がDnaBヘリカーゼであり、
DNAヘリカーゼローダー活性を有する酵素がDnaCヘリカーゼローダーであり、
DNAプライマーゼ活性を有する酵素がDnaGプライマーゼであり、
DNAクランプ活性を有する酵素がDnaNクランプであり、
DNAポリメラーゼIII*活性を有する酵素または酵素群が、DnaX、HolA、HolB、HolC、HolD
、DnaE、DnaQ、およびHolEのいずれかを含む酵素または酵素群である、
上記［６］に記載の方法。
【００１９】
　［１０］　工程（２）における等温条件が、２５℃～５０℃の範囲に含まれる一定の温
度である、上記［１］に記載の方法。
【００２０】
　［１１］　反応液が、さらにRecG型ヘリカーゼおよび／または一本鎖DNA特異的エキソ
ヌクレアーゼを含む、上記［１］または［２］に記載の方法。
【００２１】
　［１２］　反応液が、さらに直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび／または一本
鎖DNA特異的エキソヌクレアーゼを含む、上記［１］または［２］に記載の方法。
【００２２】
　［１３］　反応液が、さらにDNAの安定化因子を含む、上記［１］または［２］に記載
の方法。
【００２３】
　［１４］　工程（１）が
（１－１）以下：
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
る第二の酵素群；
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
緩衝液；
ＡＴＰ；
ＧＴＰ、ＣＴＰおよびＵＴＰ；
ｄＮＴＰ；
マグネシウムイオン源；および
アルカリ金属イオン源；
を含む反応液をプレインキュベーションする工程；
（１－２）当該反応液と鋳型となる環状DNAとの反応混合物を形成する工程；および
を含む、上記［１］または［２］に記載の方法。
【００２４】
　［１５］　工程（２）を、油中水滴型エマルジョン内で行う、上記［１］または［２］
に記載の方法。
【００２５】
　［１６］　工程（２）に続いてさらに、
（３）反応後処理を行う工程；を含み、ここで、当該反応後処理は、
（ｉ）第一から第三の酵素群を含まない反応液で五倍以上に希釈した後、再保温する処理
；
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（ｉｉ）直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび／または一本鎖DNA特異的エキソヌク
レアーゼによる処理；および／または
（ｉｉｉ）ギャップリペア酵素による処理；である、
上記［１］または［２］に記載の方法。
【００２６】
　［１７］　環状DNAの増幅用組成物であって、
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
る第二の酵素群；
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
緩衝液；
ＡＴＰ；
ＧＴＰ、ＣＴＰおよびＵＴＰ；
ｄＮＴＰ；
マグネシウムイオン源；および
アルカリ金属イオン源；
を含む、前記組成物。
【００２７】
　［１８］　さらにタンパク質の非特異吸着抑制剤、および／または核酸の非特異吸着抑
制剤を含む、上記［１７］に記載の組成物。
【００２８】
　［１９］　さらに直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび／またはRecG型ヘリカー
ゼを含む、上記［１７］に記載の組成物。
【００２９】
　［２０］　さらにRecG型ヘリカーゼおよび／または一本鎖DNA特異的エキソヌクレアー
ゼを含む、上記［１７］に記載の組成物。
【００３０】
　［２１］　さらに直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび／または一本鎖DNA特異的
エキソヌクレアーゼを含む、上記［１７］に記載の組成物。
【００３１】
　［２２］　さらにDNAの安定化因子を含む、上記［１７］に記載の組成物。
【００３２】
　［２３］　環状DNAの増幅用キットであって、
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
る第二の酵素群；
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
緩衝液；
ＡＴＰ；
ＧＴＰ、ＣＴＰおよびＵＴＰ；
ｄＮＴＰ；
マグネシウムイオン源；および
アルカリ金属イオン源；
の組み合わせを含む、前記キット。
【００３３】
　［２４］　さらにタンパク質の非特異吸着抑制剤、および／または核酸の非特異吸着抑
制剤との組み合わせを含む、上記［２３］に記載のキット。
【００３４】
　［２５］　さらに直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび／またはRecG型ヘリカー
ゼとの組み合わせを含む、上記［２３］に記載のキット。
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【００３５】
　［２６］　さらにRecG型ヘリカーゼおよび／または一本鎖DNA特異的エキソヌクレアー
ゼを含む、上記［２３］に記載のキット。
【００３６】
　［２７］　さらに直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび／または一本鎖DNA特異的
エキソヌクレアーゼを含む、上記［２３］に記載のキット。
【００３７】
　［２８］　さらにDNAの安定化因子を含む、上記［２３］に記載のキット。
【００３８】
　［２９］　さらにギャップリペア酵素を含む、上記［２３］に記載のキット。
【００３９】
　［３０］　以下：
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
る第二の酵素群；
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
緩衝液；
ＡＴＰ；
ＧＴＰ、ＣＴＰおよびＵＴＰ；
ｄＮＴＰ；
マグネシウムイオン源；および
アルカリ金属イオン源；
を含む反応液と、鋳型となる環状DNAとの反応混合物を形成する工程を含み、
ここで当該環状DNAはDnaA活性を有する酵素と結合可能な複製開始配列（origin of chrom
osome（oriC））を含む、複製サイクルを繰り返し、指数的に環状DNAを増幅する方法。
【００４０】
　［３１］　環状ＤＮＡの増幅方法であって、以下の工程：
（１）鋳型となる環状DNAと、以下：
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
る第二の酵素群；
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
緩衝液；
ＡＴＰ；
ＧＴＰ、ＣＴＰおよびＵＴＰ；
ｄＮＴＰ；
マグネシウムイオン源；および
アルカリ金属イオン源；
を含む反応液との反応混合物を形成する工程、
ここで当該環状DNAはDnaA活性を有する酵素と結合可能な複製開始配列（origin of chrom
osome（oriC））を含む；および
（２）工程（１）において形成した反応混合物を所定の温度範囲で保温する工程；
を含む、前記方法。
【００４１】
　［３２］　環状DNAの増幅用キットであって、
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
る第二の酵素群；
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
緩衝液；
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ＡＴＰ；
ＧＴＰ、ＣＴＰおよびＵＴＰ；
ｄＮＴＰ；
マグネシウムイオン源；および
アルカリ金属イオン源；
の組み合わせ、
ならびに、上記の組み合わせを含む反応液と鋳型となる環状DNAとの反応混合物において
複製サイクルを繰り返すことで環状DNAを指数的に増幅する方法を実施するための指示が
記載された説明書を含む、
前記キット。
【００４２】
　［３３］　反応液にtRNAをさらに含む、上記［１］、［２］、［３０］および［３１］
のいずれか１項に記載の方法。
【００４３】
　［３４］　反応液にtRNAをさらに含む、上記［１７］に記載の組成物。
【００４４】
　［３５］　反応液にtRNAをさらに含む、上記［２３］または［３２］に記載のキット。
【００４５】
　［３６］　反応液に、１００ｍＭ以上のアルカリ金属イオン源をさらに含む、上記［１
］、［２］、［３０］および［３１］のいずれか１項に記載の方法。
【００４６】
　［３７］　反応液に、１００ｍＭ以上のアルカリ金属イオン源をさらに含む、上記［１
７］に記載の組成物。
【００４７】
　［３８］　反応液に、１００ｍＭ以上のアルカリ金属イオン源をさらに含む、上記［２
３］または［３２］に記載のキット。
【００４８】
　［３９］　環状DNAが、少なくとも10倍に増幅する、上記［１］、［２］、［３０］お
よび［３１］のいずれか１項に記載の方法。
【発明の効果】
【００４９】
　本発明により、大腸菌細胞やプラスミドベクターを用いることなく、環状DNA、特に長
鎖環状DNAを簡便かつ指数的に増幅することのできる方法が提供される。本発明によれば
、環状DNAを増幅するのにプライマーは不要であり、200 kbを超える長鎖環状DNAの増幅も
可能である。そして、本発明の方法によれば、鋳型環状DNAはわずか１分子からでも環状D
NAの増幅が可能である。また、本発明によって得られる増幅産物は、もとの鋳型と同じ環
状構造のままのコピーである。さらに、複数のDNA断片を連結したのち、そのまま当該反
応系に加えると、連結により環状化したDNAのみを特異的に増幅して調製することもでき
る。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】図１は、本発明による複製サイクルのモデルを示す。
【図２】図２は、Gibson Assembly法を用いた試験管内連結により環状化したDNAの構造を
示す。
【図３】図３は、9.6 kbの環状DNAを鋳型として用いた場合の反応時間ごとの増幅産物を
アガロース電気泳動し、SYBR Greenによって検出した結果を示す。
【図４】図４は、200 kb及び80 kbの長鎖環状DNAを鋳型として用いた場合の増幅産物をア
ガロース電気泳動し、SYBR Greenによって検出した結果を示す。図４ａは、200 kbの長鎖
環状DNA（15 pM, 20 ng）を鋳型として用いた場合の、反応時間ごとの増幅産物の結果を
示す。図４ｂは80 kb（15 pM, 8 ng）及び200 kb（5 pM, 6.7 ng）の長鎖環状DNAを鋳型
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として用いた場合の反応３時間後の増幅産物の結果を示す。
【図５】図５は、Gibson Assembly法を用いた試験管内連結により環状化したDNAを鋳型と
して用いた場合の増幅産物をアガロース電気泳動し、SYBR Greenによって検出した結果を
示す。
【図６】図６は、微量（１分子レベル）の9.6 kbの環状DNAを鋳型として用いた増幅実験
の結果を示す。図６ａは、9.6 kbの環状DNAを鋳型として用いた場合の増幅産物をアガロ
ース電気泳動し、SYBR Greenによって検出した結果を示す。図６ｂは、増幅産物のDNA量
をPicoGreen法あるいは大腸菌形質転換法により定量し、その増幅度合いを示した結果を
示すグラフである。
【図７】図７は、9.6 kbの環状DNAを鋳型として用いた場合の増幅時間に対する増幅した
環状DNA分子数を示すグラフである。
【図８】図８は、混合物からの単一な環状DNAクローンの増幅試験結果を示す図である。
図８ａは、環状DNAの混合物の希釈についての模式図である。図８ｂは、環状DNAの混合物
を希釈して増幅した場合の増幅産物をアガロース電気泳動し、SYBR Greenによって検出し
た結果を示す。
【図９】図９は、環状DNAの継代増幅試験結果を示す図である。図９ａは、実験手順につ
いての模式図である。図９ｂは、増幅反応後のDNA産物を希新たな反応液に希釈して、再
度増幅を導くという継代増幅を１０回くりかえした場合の結果を示す。増幅産物はアガロ
ース電気泳動およびSYBR Greenによって検出した。
【図１０】図１０は、80 kbの環状DNAを鋳型として用い、RecGおよび直鎖状DNA特異的エ
キソヌクレアーゼを添加した場合の、増幅産物をアガロース電気泳動し、SYBR Greenによ
って検出した結果を示す。
【図１１】図１１は、実施例７の条件Ａの結果を示すグラフである。
【図１２】図１２は、実施例７の条件Ｂの結果を示すグラフである。
【図１３】図１３は、実施例７の条件Ｃ（GTP、CTPおよびUTP量の検討）の結果を示すグ
ラフ、及びゲル電気泳動の写真である。
【図１４】図１４は、実施例７の条件Ｄ（IHF量の検討）の結果を示すグラフである。
【図１５】図１５は、実施例７の条件Ｅ（Topo IV量の検討）の結果を示すグラフである
。
【図１６】図１６は、実施例７の条件Ｆ（DNAジャイレース量の検討）の結果を示すグラ
フである。
【図１７】図１７は、実施例７の条件Ｇ（DNAポリメラーゼIII*量の検討）の結果を示す
グラフである。
【図１８】図１８は、実施例７の条件Ｈ（アルカリ金属イオン源量の検討）の結果を示す
グラフである。
【図１９】図１９は、実施例７の条件Ｉ（タンパク質の非特異吸着抑制剤および／または
核酸の非特異吸着抑制剤の量の検討）の結果を示すグラフである。
【図２０】図２０は、実施例７の条件Ｊ（DnaA活性を有する酵素の量の検討）の結果を示
すグラフである。
【図２１】図２１は、実施例７の条件Ｋ（DNAリガーゼ活性を有する酵素の量の検討）の
結果を示すグラフである。
【図２２】図２２は、実施例７の条件Ｌ（SSB量の検討）の結果を示すグラフ、及びゲル
電気泳動の写真である。
【図２３】図２３は、実施例７の条件Ｍ（DNAポリメラーゼI活性を有する酵素の量の検討
）の結果を示すグラフである。
【図２４】図２４は、実施例７の条件Ｎ（DnaB型ヘリカーゼ活性を有する酵素およびDNA
ヘリカーゼローダー活性を有する酵素の量の検討）の結果を示すグラフである。
【図２５】図２５は、実施例７の条件Ｏ（RNaseH活性を有する酵素の量の検討）の結果を
示すグラフである。
【図２６】図２６は、実施例７の条件Ｐの結果を示すグラフである。
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【図２７】図２７は、実施例７の条件Ｑ（第三の酵素群の酵素の組成および量の検討）の
結果を示す、ゲル電気泳動の写真およびグラフである。
【図２８】図２８は、実施例７の条件Ｒの結果を示すグラフである。
【図２９】図２９は、実施例７の条件Ｓの結果を示すグラフである。
【図３０】図３０は、アルカリ金属イオン源の添加の効果を検討した結果を示すゲル電気
泳動の写真である。
【図３１】図３１は、プレインキュベーションによる増幅反応の効率化を検討した結果を
示すゲル電気泳動の写真である。
【図３２】図３２は、RecGおよびRecJを添加した場合の増幅産物を検出した結果を示す、
ゲル電気泳動の写真である。
【図３３】図３３は、RecBCDおよびexo Iを添加した場合の増幅産物を検出した結果を示
すゲル電気泳動の写真である。
【図３４】図３４は、増幅反応後に、RecBCDおよびexo Iで処理した場合の増幅産物を検
出した結果を示すゲル電気泳動の写真である。
【図３５】図３５は、増幅反応後に、ギャップリペア酵素で処理した場合の増幅産物を検
出した結果を示すゲル電気泳動の写真である。
【図３６】図３６は、長鎖環状DNAの安定化因子を用いた場合の増幅反応の効率を検討し
た結果を示すゲル電気泳動の写真である。
【図３７】図３７は、油中水滴型エマルジョン内での環状ＤＮＡの増幅反応を検討した結
果を示すゲル電気泳動の写真である。
【図３８】図３８は、温度サイクルを伴う環状DNAの増幅反応における増幅産物を検出し
た結果を示すゲル電気泳動の写真である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　以下に本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。本明
細書で特段に定義されない限り、本発明に関連して用いられる科学用語及び技術用語は、
当業者によって一般に理解される意味を有するものとする。
【００５２】
　＜環状DNA＞
　鋳型として用いる環状DNAは、２重鎖であることが好ましい。鋳型として用いる環状DNA
は、DnaA活性を有する酵素と結合可能な複製開始配列（origin of chromosome（oriC））
を含むものであれば、特に制限はされず、微生物の環状染色体等の天然の環状DNA、天然
の環状DNAを酵素処理等によって切断したもの等に別のDNA断片を連結し、それを環状化し
た環状DNA、すべて人工的に合成した環状DNA等を例示することができる。DnaA活性を有す
る酵素と結合可能な複製開始配列（origin of chromosome（oriC））（以下、単に「複製
開始配列」ということがある）としては、たとえば大腸菌、枯草菌等の細菌に存在する公
知の複製開始配列を、NCBI（http://www.ncbi.nlm.nih.gov/）等の公的なデータベースか
ら入手することができる。また、DnaA活性を有する酵素と結合可能なDNA断片をクローニ
ングし、その塩基配列を解析することによって、複製開始配列を得ることもできる。
【００５３】
　本発明において鋳型として用いる環状DNAは、もともと複製開始配列を含む環状DNAであ
ってもよいし、もともとは複製開始配列を含まない環状DNAに複製開始配列を導入したも
のであってもよい。
【００５４】
　本発明において鋳型として用いる環状DNAは、目的に応じて、カナマイシン、アンピシ
リン、テトラサイクリン等の薬剤耐性マーカー遺伝子配列を含むものであってよい。
【００５５】
　本発明において鋳型として用いる環状DNAは、精製されたものであってもよいが、環状D
NAを含む菌体抽出物等の懸濁液の形態であってもよい。また、１種類の環状DNAを鋳型と
して用いてもよいが、たとえばDNAライブラリーのような複数種類の環状DNAの混合物を１
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つの試験管内で鋳型として用いてもよい。
【００５６】
　本発明において鋳型として用いる環状DNAの長さに制限はないが、たとえば1 kb（1000
塩基長）以上、5 kb（5000塩基長）以上、8 kb（8,000塩基長）以上、10 kb（10,000塩基
長）以上、50 kb（50,000塩基長）以上、100 kb（100,000塩基長）以上、200 kb（200,00
0塩基長）以上、500 kb（500,000塩基長）以上、1000 kb（1,000,000塩基長）以上、また
は2000 kb（2,000,000塩基長）以上の長さとすることができる。
【００５７】
　＜第一、第二および第三の酵素群＞
　１．第一の酵素群
　本明細書において第一の酵素群とは、環状DNAの複製を触媒する酵素群を意味する。
【００５８】
　環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群としては、たとえばKaguni JM & Kornberg A. C
ell. 1984, 38:183-90に記載された酵素群を用いることができる。具体的には、第一の酵
素群として、以下：DnaA活性を有する酵素、１種以上の核様体タンパク質、DNAジャイレ
ース活性を有する酵素または酵素群、一本鎖DNA結合タンパク質（single-strand binding
 protein（SSB））、DnaB型ヘリカーゼ活性を有する酵素、DNAヘリカーゼローダー活性を
有する酵素、DNAプライマーゼ活性を有する酵素、DNAクランプ活性を有する酵素、および
DNAポリメラーゼIII*活性を有する酵素または酵素群、からなる群より選択される酵素ま
たは酵素群の１つ以上、または当該酵素または酵素群のすべての組み合わせ、を例示する
ことができる。
【００５９】
　DnaA活性を有する酵素としては、大腸菌のイニシエータータンパク質であるDnaAと同様
のイニシエーター活性を有する酵素であれば、その生物学的由来に特に制限はないが、た
とえば大腸菌由来のDnaAを好適に用いることができる。大腸菌由来のDnaAは単量体として
、反応液中、１ｎＭ～１０μＭの範囲で含まれていてもよく、好ましくは１ｎＭ～～５μ
Ｍ、１ｎＭ～３μＭ、１ｎＭ～１．５μＭ、１ｎＭ～１．０μＭ、１ｎＭ～５００ｎＭ、
５０ｎＭ～２００ｎＭ、５０ｎＭ～１５０ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限
定されない。
【００６０】
　核様体タンパク質は、核様体に含まれるタンパク質をいう。本発明に用いる１種以上の
核様体タンパク質は、大腸菌の核様体タンパク質と同様の活性を有する酵素であれば、そ
の生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のIHF、すなわちIhfAおよび／
またはIhfBの複合体（ヘテロ二量体またはホモ二量体）や、大腸菌由来のHU、すなわちhu
pAおよびhupBの複合体を好適に用いることができる。大腸菌由来のIHFはヘテロ／ホモ２
量体として反応液中、５ｎＭ～４００ｎＭの範囲で含まれていてもよく、好ましくは５ｎ
Ｍ～２００ｎＭ、５ｎＭ～１００ｎＭ、５ｎＭ～５０ｎＭ、１０ｎＭ～５０ｎＭ、１０ｎ
Ｍ～４０ｎＭ、１０ｎＭ～３０ｎＭ、の範囲で含まれていてもよいが、これに限定されな
い。大腸菌由来のHUは反応液中、１ｎＭ～５０ｎＭの範囲で含まれていてもよく、好まし
くは５ｎＭ～５０ｎＭ、５ｎＭ～２５ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定さ
れない。
【００６１】
　DNAジャイレース活性を有する酵素または酵素群としては、大腸菌のDNAジャイレースと
同様の活性を有する酵素であれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸
菌由来のGyrAおよびGyrBからなる複合体を好適に用いることができる。大腸菌由来のGyrA
およびGyrBからなる複合体はヘテロ４量体として反応液中、２０ｎＭ～５００ｎＭの範囲
で含まれていてもよく、好ましくは２０ｎＭ～４００ｎＭ、２０ｎＭ～３００ｎＭ、２０
ｎＭ～２００ｎＭ、５０ｎＭ～２００ｎＭ、１００ｎＭ～２００ｎＭの範囲で含まれてい
てもよいが、これに限定されない。
【００６２】
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　一本鎖DNA結合タンパク質（single-strand binding protein（SSB））としては、大腸
菌の一本鎖DNA結合タンパク質と同様の活性を有する酵素であれば、その生物学的由来に
特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のSSBを好適に用いることができる。大腸菌由来
のSSBはホモ４量体として、反応液中、２０ｎＭ～１０００ｎＭの範囲で含まれていても
よく、好ましくは２０ｎＭ～５００ｎＭ、２０ｎＭ～３００ｎＭ、２０ｎＭ～２００ｎＭ
、５０ｎＭ～５００ｎＭ、５０ｎＭ～４００ｎＭ、５０ｎＭ～３００ｎＭ、５０ｎＭ～２
００ｎＭ、５０ｎＭ～１５０ｎＭ、１００ｎＭ～５００ｎＭ、１００ｎＭ～４００ｎＭ、
の範囲で含まれていてもよいが、これに限定されない。
【００６３】
　DnaB型ヘリカーゼ活性を有する酵素としては、大腸菌のDnaBと同様の活性を有する酵素
であれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のDnaBを好適に用
いることができる。大腸菌由来のDnaBはホモ６量体として反応液中、５ｎＭ～２００ｎＭ
の範囲で含まれていてもよく、好ましくは５ｎＭ～１００ｎＭ、５ｎＭ～５０ｎＭ、５ｎ
Ｍ～３０ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定されない。
【００６４】
　DNAヘリカーゼローダー活性を有する酵素としては、大腸菌のDnaCと同様の活性を有す
る酵素であれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のDnaCを好
適に用いることができる。大腸菌由来のDnaCはホモ６量体として反応液中、５ｎＭ～２０
０ｎＭの範囲で含まれていてもよく、好ましくは５ｎＭ～１００ｎＭ、５ｎＭ～５０ｎＭ
、５ｎＭ～３０ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定されない。
【００６５】
　DNAプライマーゼ活性を有する酵素としては、大腸菌のDnaGと同様の活性を有する酵素
であれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のDnaGを好適に用
いることができる。大腸菌由来のDnaGは単量体として、反応液中、２０ｎＭ～１０００ｎ
Ｍの範囲で含まれていてもよく、好ましくは２０ｎＭ～８００ｎＭ、５０ｎＭ～８００ｎ
Ｍ、１００ｎＭ～８００ｎＭ、２００ｎＭ～８００ｎＭ、２５０ｎＭ～８００ｎＭ、２５
０ｎＭ～５００ｎＭ、３００ｎＭ～５００ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限
定されない。
【００６６】
　DNAクランプ活性を有する酵素としては、大腸菌のDnaNと同様の活性を有する酵素であ
れば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のDnaNを好適に用いる
ことができる。大腸菌由来のDnaNはホモ２量体として反応液中、１０ｎＭ～１０００ｎＭ
の範囲で含まれていてもよく、好ましくは１０ｎＭ～８００ｎＭ、１０ｎＭ～５００ｎＭ
、２０ｎＭ～５００ｎＭ、２０ｎＭ～２００ｎＭ、３０ｎＭ～２００ｎＭ、３０ｎＭ～１
００ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定されない。
【００６７】
　DNAポリメラーゼIII*活性を有する酵素または酵素群としては、大腸菌のDNAポリメラー
ゼIII*複合体と同様の活性を有する酵素または酵素群であれば、その生物学的由来に特に
制限はないが、たとえば大腸菌由来のDnaX、HolA、HolB、HolC、HolD、DnaE、DnaQ、およ
びHolEのいずれかを含む酵素群、好ましくは大腸菌由来のDnaX、HolA、HolB、およびDnaE
の複合体を含む酵素群、さらに好ましくは大腸菌由来のDnaX、HolA、HolB、HolC、HolD、
DnaE、DnaQ、およびHolEの複合体を含む酵素群を好適に用いることができる。大腸菌由来
のDNAポリメラーゼIII*複合体はヘテロ多量体として反応液中、２ｎＭ～５０ｎＭの範囲
で含まれていてもよく、好ましくは２ｎＭ～４０ｎＭ、２ｎＭ～３０ｎＭ、２ｎＭ～２０
ｎＭ、５ｎＭ～４０ｎＭ、５ｎＭ～３０ｎＭ、５ｎＭ～２０ｎＭの範囲で含まれていても
よいが、これに限定されない。
【００６８】
　２．第二の酵素群
　本明細書において第二の酵素群とは、岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナン
を形成する２つの姉妹環状DNAを合成する酵素群を意味する。
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【００６９】
　本発明において、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAとは、DNA複製反応によって合
成された２つの環状DNAがつながった状態にあるものをいう。
【００７０】
　岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成
する第二の酵素群としては、たとえばDNAポリメラーゼI活性を有する酵素、DNAリガーゼ
活性を有する酵素、およびRNaseH活性を有する酵素、からなる群より選択される１つ以上
の酵素または当該酵素の組み合わせを例示することができる。
【００７１】
　DNAポリメラーゼI活性を有する酵素としては、大腸菌のDNAポリメラーゼIと同様の活性
を有するものであれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のDN
AポリメラーゼIを好適に用いることができる。大腸菌由来のDNAポリメラーゼIは単量体と
して反応液中、１０ｎＭ～２００ｎＭの範囲で含まれていてもよく、好ましくは２０ｎＭ
～２００ｎＭ、２０ｎＭ～１５０ｎＭ、２０ｎＭ～１００ｎＭ、４０ｎＭ～１５０ｎＭ、
４０ｎＭ～１００ｎＭ、４０ｎＭ～８０ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定
されない。
【００７２】
　DNAリガーゼ活性を有する酵素としては、大腸菌のDNAリガーゼと同様の活性を有するも
のであれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のDNAリガーゼ
またはＴ４ファージのDNAリガーゼを好適に用いることができる。大腸菌由来のDNAリガー
ゼは単量体として反応液中、１０ｎＭ～２００ｎＭの範囲で含まれていてもよく、好まし
くは１５ｎＭ～２００ｎＭ、２０ｎＭ～２００ｎＭ、２０ｎＭ～１５０ｎＭ、２０ｎＭ～
１００ｎＭ、２０ｎＭ～８０ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定されない。
【００７３】
　RNaseH活性を有する酵素としては、RNA:DNAハイブリッドのRNA鎖を分解する活性を有す
るものであれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のRNaseHを
好適に用いることができる。大腸菌由来のRNaseHは単量体として反応液中、０．２ｎＭ～
２００ｎＭの範囲で含まれていてもよく、好ましくは０．２ｎＭ～２００ｎＭ、０．２ｎ
Ｍ～１００ｎＭ、０．２ｎＭ～５０ｎＭ、１ｎＭ～２００ｎＭ、１ｎＭ～１００ｎＭ、１
ｎＭ～５０ｎＭ、１０ｎＭ～５０ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定されな
い。
【００７４】
　３．第三の酵素群
　本明細書において第三の酵素群とは、２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する酵素群
を意味する。
【００７５】
　２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群としては、たとえばPeng H & Ma
rians KJ. PNAS. 1993, 90: 8571-8575に記載された酵素群を用いることができる。具体
的には、第三の酵素群として、以下：トポイソメラーゼIV活性を有する酵素、トポイソメ
ラーゼIII活性を有する酵素、およびRecQ型ヘリカーゼ活性を有する酵素、から成る群よ
り選択される１つ以上の酵素または当該酵素の組み合わせを例示することができる。
【００７６】
　トポイソメラーゼIII活性を有する酵素としては、大腸菌のトポイソメラーゼIIIと同様
の活性を有するものであれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由
来のトポイソメラーゼIIIを好適に用いることができる。大腸菌由来のトポイソメラーゼI
IIは単量体として反応液中、２０ｎＭ～５００ｎＭの範囲で含まれていてもよく、好まし
くは２０ｎＭ～４００ｎＭ、２０ｎＭ～３００ｎＭ、２０ｎＭ～２００ｎＭ、２０ｎＭ～
１００ｎＭ、３０～８０ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定されない。
【００７７】
　RecQ型ヘリカーゼ活性を有する酵素としては、大腸菌のRecQと同様の活性を有するもの



(16) JP 6764193 B2 2020.9.30

10

20

30

40

50

であれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえば大腸菌由来のRecQを好適に用
いることができる。大腸菌由来のRecQは単量体として反応液中、２０ｎＭ～５００ｎＭの
範囲で含まれていてもよく、好ましくは２０ｎＭ～４００ｎＭ、２０ｎＭ～３００ｎＭ、
２０ｎＭ～２００ｎＭ、２０ｎＭ～１００ｎＭ、３０～８０ｎＭの範囲で含まれていても
よいが、これに限定されない。
【００７８】
　トポイソメラーゼIV活性を有する酵素としては、大腸菌のトポイソメラーゼIVと同様の
活性を有するものであれば、その生物学的由来に特に制限はないが、たとえばParCとParE
の複合体である大腸菌由来のトポイソメラーゼIVを好適に用いることができる。大腸菌由
来のトポイソメラーゼIVはヘテロ４量体として反応液中、０．１ｎＭ～５０ｎＭＭの範囲
で含まれていてもよく、好ましくは０．１ｎＭ～４０ｎＭ、０．１ｎＭ～３０ｎＭ、０．
１ｎＭ～２０ｎＭ、１ｎＭ～４０ｎＭ、１ｎＭ～３０ｎＭ、１ｎＭ～２０ｎＭ、１ｎＭ～
１０ｎＭ、１ｎＭ～５ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限定されない。
【００７９】
　上記の第一、第二および第三の酵素群は、市販されているものを用いてもよいし、微生
物等から抽出し、必要に応じて精製したものを用いてもよい。微生物からの酵素の抽出お
よび精製は、当業者に利用可能な手法を用いて適宜実施することができる。
【００８０】
　上記第一、第二および第三の酵素群として、上記に示す大腸菌由来の酵素以外を用いる
場合は、上記大腸菌由来の酵素について特定された濃度範囲に対して、酵素活性単位とし
て相当する濃度範囲で用いることができる。
【００８１】
　上記酵素の無細胞タンパク質発現系を含む反応液を、そのまま鋳型となる環状DNAと混
合して、環状DNAの増幅のための反応混合液を形成してもよい。無細胞タンパク質発現系
は、上記酵素をコードする遺伝子の塩基配列に相補的な配列からなるRNAを含む総RNA（to
tal RNA）、mRNA、またはin vitro転写産物などを鋳型RNAとする無細胞翻訳系であっても
よいし、各酵素をコードする遺伝子または各酵素をコードする遺伝子を含む発現ベクター
などを鋳型DNAとする無細胞転写翻訳系であってもよい。
【００８２】
　＜環状DNAの増幅方法＞
　本発明は、環状ＤＮＡの増幅方法であって、以下の工程：
（１）鋳型となる環状DNAと、以下：
　環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
　岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成
する第二の酵素群；
　２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
　緩衝液；
　ＡＴＰ；
　ＧＴＰ、ＣＴＰおよびＵＴＰ；
　ｄＮＴＰ；
　マグネシウムイオン源；および
　アルカリ金属イオン源；
を含む反応液との反応混合物を形成する工程、を含み、
ここで当該環状DNAはDnaA活性を有する酵素と結合可能な複製開始配列（origin of chrom
osome（oriC））を含む、前記方法に関する。
【００８３】
　別の態様において、本発明の方法は、上記工程（１）の前に、反応液をプレインキュベ
ーションする工程をさらに含んでいてもよい。すなわち、本発明の方法は、環状ＤＮＡの
増幅方法であって、以下の工程：
（１－１）以下：
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　環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
　岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成
する第二の酵素群；
　２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
　緩衝液；
　ＡＴＰ；
　ＧＴＰ、ＣＴＰおよびＵＴＰ；
　ｄＮＴＰ；
　マグネシウムイオン源；および
　アルカリ金属イオン源；
を含む反応液をプレインキュベーションする工程；および
（１－２）当該反応液と鋳型となる環状DNAとの反応混合物を形成する工程、ここで当該
環状DNAはDnaA活性を有する酵素と結合可能な複製開始配列（origin of chromosome（ori
C））を含む；
を含む、前記方法であってよい。プレインキュベーションは、例えば、０～４０℃、１０
～４０℃、１５～３７℃、または１６～３０℃の範囲で、５～６０分間、５～４５分間、
５～３０分間、１５～６０分間、１５～４５分間、１５～３０分間の間、保温することに
より行ってもよい。プレインキュベーションは、反応液の温度が上記の温度範囲内に保た
れればプレインキュベーション中に若干変動してもよい。
【００８４】
　理論により制限されるものではないが、本発明は図１に示すように複製サイクルを繰り
返し、環状DNAを指数的に増幅する。本発明では、上述した環状DNAを鋳型として用いて、
それを少なくとも10倍、50倍、100倍、200倍、500倍、1000倍、2000倍、3000倍、4000倍
、5000倍、または10000倍に増幅することができる。
【００８５】
　反応液と混合する環状DNAについては、上記＜環状DNA＞の項目に記載した通りである。
１反応あたりに用いる鋳型DNAの量に特に制限はなく、例えば、反応開始時に１０ｎｇ／
μｌ以下、５ｎｇ／μｌ以下、１ｎｇ／μｌ以下、０．８ｎｇ／μｌ以下、０．５ｎｇ／
μｌ以下、０．３ｎｇ／μｌ以下の濃度で反応液中に存在させてもよい。さらには、反応
開始時に、１反応あたり１分子の環状DNAを鋳型として存在させて増幅に用いることもで
きる。
【００８６】
　反応液に含まれる緩衝液は、ｐＨ７～９、好ましくはｐＨ８、において用いるのに適し
た緩衝液であれば特に制限はない。例えば、Tris-HCl、Tris-OAc、Hepes-KOH、リン酸緩
衝液、MOPS-NaOH、Tricine-HClなどが挙げられる。好ましい緩衝液はTris-HClまたはTris
-OAcである。緩衝液の濃度は、当業者が適宜選択することができ、特に限定されないが、
Tris-HClまたはTris-OAcの場合、例えば１０ｍＭ～１００ｍＭ、１０ｍＭ～５０ｍＭ、２
０ｍＭの濃度を選択できる。
【００８７】
　ＡＴＰは、アデノシン三リン酸を意味する。反応開始時に反応液中に含まれるＡＴＰの
濃度は、例えば０．１ｍＭ～３ｍＭの範囲であってよく、好ましくは０．１ｍＭ～２ｍＭ
、０．１ｍＭ～１．５ｍＭ、０．５ｍＭ～１．５ｍＭの範囲であってよい。
【００８８】
　ＧＴＰ、ＣＴＰおよびＵＴＰは、それぞれグアノシン三リン酸、シチジン三リン酸、お
よびウリジン三リン酸を意味する。反応開始時に反応液中に含まれるＧＴＰ、ＣＴＰおよ
びＵＴＰの濃度は、それぞれ独立して、例えば０．１ｍＭ～３．０ｍＭの範囲であってよ
く、好ましくは０．５ｍＭ～３．０ｍＭ、０．５ｍＭ～２．０ｍＭの範囲であってよい。
【００８９】
　ｄＮＴＰは、デオキシアデノシン三リン酸（ｄＡＴＰ）、デオキシグアノシン三リン酸
（ｄＧＴＰ）、デオキシシチジン三リン酸（ｄＣＴＰ）、およびデオキシチミジン三リン
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酸（ｄＴＴＰ）の総称である。反応開始時に反応液中に含まれるｄＮＴＰの濃度は、例え
ば０．０１～１ｍＭの範囲であってよく、好ましくは０．０５ｍＭ～１ｍＭ、０．１ｍＭ
～１ｍＭの範囲であってよい。
【００９０】
　マグネシウムイオン源は、反応液中にマグネシウムイオン（Ｍｇ２＋）を与える物質で
ある。例えば、Ｍｇ（ＯＡｃ）２、ＭｇＣｌ２、およびＭｇＳＯ４、などが挙げられる。
好ましいマグネシウムイオン源はＭｇ（ＯＡｃ）２である。反応開始時に反応液中に含ま
れるマグネシウムイオン源の濃度は、例えば、反応液中にマグネシウムイオンを５～５０
ｍＭの範囲で与える濃度であってよい。
【００９１】
　アルカリ金属イオン源は、反応液中にアルカリ金属イオンを与える物質である。アルカ
リ金属イオンとしては、例えばナトリウムイオン（Ｎａ＋）、カリウムイオン（Ｋ＋）が
挙げられる。アルカリ金属イオン源の例として、グルタミン酸カリウム、アスパラギン酸
カリウム、塩化カリウム、酢酸カリウム、グルタミン酸ナトリウム、アスパラギン酸ナト
リウム、塩化ナトリウム、および酢酸ナトリウム、が挙げられる。好ましいアルカリ金属
イオン源はグルタミン酸カリウムまたは酢酸カリウムである。反応開始時に反応液中に含
まれるアルカリ金属イオン源の濃度は、反応液中にアルカリ金属イオンを１００ｍＭ以上
、好ましくは１００ｍＭ～３００ｍＭの範囲で与える濃度であってよいが、これに限定さ
れない。先行する出願との兼ね合いにおいては、上記のアルカリ金属イオン源の濃度から
１５０ｍＭが除かれてもよい。
【００９２】
　本発明の方法に用いる反応液はさらに、タンパク質の非特異吸着抑制剤または核酸の非
特異吸着抑制剤を含んでいてもよい。好ましくは、反応液はさらに、タンパク質の非特異
吸着抑制剤および核酸の非特異吸着抑制剤を含んでいてもよい。タンパク質の非特異吸着
抑制剤及び／または核酸の非特異吸着抑制剤が反応液中に存在することで、反応効率が向
上する。タンパク質の非特異吸着抑制剤及び／または核酸の非特異吸着抑制剤が、タンパ
ク質同士および／またはタンパク質と環状DNAの非特異吸着や、タンパク質および環状DNA
の容器表面への付着を抑制することで反応効率が向上すると考えられる。
【００９３】
　タンパク質の非特異吸着抑制剤とは、本発明の方法における増幅反応とは無関係なタン
パク質である。そのようなタンパク質としては、例えば、ウシ血清アルブミン（BSA）、
リゾチーム、ゼラチン、ヘパリン、およびカゼインなどが挙げられる。タンパク質の非特
異吸着抑制剤は反応液中、０．０２～２．０ｍｇ／ｍｌの範囲、好ましくは０．１～２．
０ｍｇ／ｍｌ、０．２～２．０ｍｇ／ｍｌ、０．５～２．０ｍｇ／ｍｌの範囲で含まれて
いてもよいが、これに限定されない。
【００９４】
　核酸の非特異吸着抑制剤とは、本発明の方法における増幅反応とは無関係な核酸分子ま
たは核酸類似因子である。そのような核酸分子または核酸類似因子としては、例えば、tR
NA（トランスファーRNA）、rRNA（リボソーマルRNA）、mRNA（メッセンジャーRNA）、グ
リコーゲン、ヘパリン、オリゴDNA、poly(I-C)（ポリイノシン－ポリシチジン）、poly(d
I-dC)（ポリデオキシイノシン－ポリデオキシシチジン）、poly(A)（ポリアデニン）、お
よびpoly(dA)（ポリデオキシアデニン）などが挙げられる。核酸の非特異吸着抑制剤は反
応液中、１～５００ｎｇ／μｌの範囲、好ましくは１０～５００ｎｇ／μｌ、１０～２０
０ｎｇ／μｌ、１０～１００ｎｇ／μｌの範囲で含まれていてもよいが、これに限定され
ない。先行する出願との兼ね合いにおいては、核酸の非特異吸着抑制剤としてtRNAを選択
する場合、tRNAの濃度から５０ｎｇ／μｌが除かれてもよい。
【００９５】
　本発明の方法に用いる反応液はさらに、DNAの安定化因子を含んでいてもよい。DNAの安
定化因子が反応液中に存在することで、DNAの切断が抑制され、鋳型DNAおよび増幅産物を
保護することができると考えられる。DNAの安定化因子の添加により、目的産物の収率向
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上につながる。特に、鋳型DNAが長鎖環状DNAである場合は、鋳型DNAおよび増幅産物が分
解されやすいため、DNAの安定化因子の添加は有益である。DNAの安定化因子は、特に限定
されないが、例えば、グルコース、スクロース、ジメチルスルホキシド（DMSO）、ウシ血
清アルブミン（BSA）、グリコールエーテルジアミン四酢酸（EGTA）、バソクプロインジ
スルホン酸二ナトリウム（BDA）、ペニシラミン、タイロン（Tiron, 1,2-ジヒドロキシベ
ンゼン-3,5-スルホネート）、ジエチレレントリアミン五酢酸（DTPA）、エチレンジアミ
ン四酢酸（EDTA）、およびDpsタンパク質（大腸菌由来）、メタロチオネインタンパク質
（ヒト由来）からなる群より選択されるものであってもよい。この中で、DTPA、Tiron、B
DA、Dpsタンパク質およびBSAは、環状DNA増幅反応を効率化作用をも有するので、特に好
ましい。DTPAまたはTironは反応液中、０．０１ｍＭ～０．３ｍＭ、好ましくは０．０５
～０．１５ｍＭの範囲で含まれていてもよいがこれに限定されない。BDAは、反応液中、
０．０１～０．５ｍＭ、好ましくは０．０５～０．３ｍＭの範囲で含まれていてもよいが
これに限定されない。Dpsタンパク質は反応液中、０．３～３．０μＭ、好ましくは０．
３～１．５μＭの範囲で含まれていてもよいがこれに限定されない。BSAは反応液中、０
．０２～２．０ｍｇ／ｍｌの範囲、好ましくは０．１～２．０ｍｇ／ｍｌ、０．２～２．
０ｍｇ／ｍｌ、０．５～２．０ｍｇ／ｍｌの範囲で含まれていてもよいが、これに限定さ
れない。
【００９６】
　本発明の方法に用いる反応液はさらに、直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼまたはRec
G型ヘリカーゼを含んでいてもよい。好ましくは、反応液はさらに、直鎖状DNA特異的エキ
ソヌクレアーゼおよびRecG型ヘリカーゼを含んでいてもよい。直鎖状DNA特異的エキソヌ
クレアーゼおよび／またはRecG型ヘリカーゼが反応液中に存在することで、増幅反応中に
二重鎖切断などによって生じる直鎖状ＤＮＡの量を低減し、目的のスーパーコイル産物の
収率を向上させる効果がある。
【００９７】
　本発明の方法に用いる反応液はさらに、RecG型ヘリカーゼまたは一本鎖DNA特異的エキ
ソヌクレアーゼを含んでいてもよい。好ましくは、反応液はさらに、RecG型ヘリカーゼお
よび一本鎖DNA特異的エキソヌクレアーゼを含んでいてもよい。RecG型ヘリカーゼおよび
／または一本鎖DNA特異的エキソヌクレアーゼが反応液中に存在することで、増幅反応中
に生じる低分子の副次的な増幅産物の量を低減し、目的のスーパーコイル産物の収率を向
上させる効果がある。
【００９８】
　本発明の方法に用いる反応液はさらに、直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼまたは一
本鎖DNA特異的エキソヌクレアーゼを含んでいてもよい。好ましくは、反応液はさらに直
鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび一本鎖DNA特異的エキソヌクレアーゼを含んでい
てもよい。直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび／または一本鎖DNA特異的エキソヌ
クレアーゼが反応液中に存在することで、増幅反応中に二重鎖切断などによって生じる直
鎖状ＤＮＡの量を低減し、目的のスーパーコイル産物の収率を向上させる効果がある。
【００９９】
　直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼは、直鎖状DNAの５’末端もしくは３’末端から逐
次的に加水分解する酵素である。直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼは、直鎖状DNAの５
’末端もしくは３’末端から逐次的に加水分解する活性を有するものであれば、その種類
や生物学的由来に特に制限はない。例えば、RecBCD、λエキソヌクレアーゼ、エキソヌク
レアーゼIII、エキソヌクレアーゼVIII、T5エキソヌクレアーゼ、T7エキソヌクレアーゼ
、およびPlasmid-SafeTMATP-Dependent DNase (epicentre)などを用いることができる。
好ましい直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼはRecBCDである。直鎖状DNAエキソヌクレア
ーゼは反応液中、０．００１～１．０Ｕ／μＬ、好ましくは０．００５Ｕ～１．０Ｕ／μ
Ｌ、０．０１～１．０Ｕ／μｌ、０．０５～１．０Ｕ／μＬ、または０．１～１．０Ｕ／
μｌの範囲で含まれていてもよいが、これに限定されない。直鎖状DNAエキソヌクレアー
ゼについての酵素活性単位（Ｕ）は、３７℃、３０分の反応において、直鎖状DNAの１ｎ
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ｍｏｌのデオキシリボヌクレオチドを酸可溶性とするのに必要な酵素量を１Ｕとした単位
である。
【０１００】
　RecG型ヘリカーゼは、伸張反応の終結時に複製フォーク同士が衝突してできる副次的な
DNA構造を解消するヘリケースと考えられている酵素である。RecG型ヘリカーゼは、大腸
菌由来のRecGと同様の活性を有するものであれば、その生物学的由来に特に制限はないが
、例えば大腸菌由来のRecGを好適に用いることができる。大腸菌由来のRecGは単量体とし
て反応液中、１００ｎＭ～８００ｎＭの範囲、好ましくは１００ｎＭ～５００ｎＭ、１０
０ｎＭ～４００ｎＭ、１００ｎＭ～３００ｎＭの範囲で含まれていてもよいが、これに限
定されない。RecG型ヘリカーゼは、上記大腸菌由来のRecGについて特定された濃度範囲に
酵素活性単位として相当する濃度範囲で用いることができる。
【０１０１】
　一本鎖DNA特異的エキソヌクレアーゼは、一本鎖DNAの５’末端もしくは３’末端のヌク
レオチドを逐次的に加水分解する酵素である。一本鎖DNA特異的エキソヌクレアーゼは、
一本鎖DNAの５’末端または３’末端のヌクレオチドを逐次的に加水分解する活性を有す
るものであれば、その種類や生物学的由来に特に制限はない。例えばエキソヌクレアーゼ
Ｉ（exo I）、RecJ、エキソヌクレアーゼT、などを用いることができる。好ましい一本鎖
DNA特異的エキソヌクレアーゼはexo Iである。一本鎖DNA特異的エキソヌクレアーゼは反
応液中、０．１～１．０Ｕ／μｌの範囲、好ましくは０．１５～１．０Ｕ／μｌ、０．２
～１．０Ｕ／μＬ、または０．２～０．５Ｕ／μＬの範囲で含まれていてもよいが、これ
に限定されない。exo Iについての酵素活性単位（Ｕ）は、３７℃、３０分の反応におい
て、一本鎖DNAの１０ｎｍｏｌのデオキシリボヌクレオチドを酸可溶性とするのに必要な
酵素量を１Ｕとした単位である。RecJについての酵素活性単位（Ｕ）は、３７℃、３０分
の反応において、一本鎖DNAの０．０５ｎｍｏｌのデオキシリボヌクレオチドを酸可溶性
とするのに必要な酵素量を１Ｕとした単位である。
【０１０２】
　本発明の方法に用いる反応液はさらに、アンモニウム塩を含んでいてもよい。アンモニ
ウム塩の例としては、硫酸アンモニウム、塩化アンモニウム、および酢酸アンモニウムが
挙げられる。特に好ましいアンモニウム塩は硫酸アンモニウムまたは酢酸アンモニウムで
ある。アンモニウム塩は反応液中、０．１ｍＭ～１００ｍＭの範囲、好ましくは０．１ｍ
Ｍ～５０ｍＭ、１ｍＭ～５０ｍＭ、１ｍＭ～２０ｍＭの範囲で含まれていてもよいが、こ
れに限定されない。
【０１０３】
　第二の酵素群の一つとして、DNAリガーゼ活性を有する酵素として大腸菌由来のDNAリガ
ーゼを用いる場合、その補因子であるNAD（ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド）が
反応液中に含まれる。NADは反応液中、０．０１ｍＭ～１．０ｍＭの範囲、好ましくは０
．１ｍＭ～１．０ｍＭ、０．１ｍＭ～０．５ｍＭの範囲で含まれていてもよいが、これに
限定されない。
【０１０４】
　本発明の方法に用いる反応液はさらに、還元剤を含んでいてもよい。好ましい還元剤の
例としては、ＤＴＴ、β－メルカプトエタノール（２－メルカプトエタノール）、トリス
（２－カルボキシエチル）ホスフィン（TCEP）およびグルタチオンが挙げられる。好まし
い還元剤はＤＴＴである。還元剤は、反応液中に１．０ｍＭ～１５．０ｍＭの濃度で、好
ましくは２．０ｍＭ～１０．０ｍＭ、４．０ｍＭ～８．０ｍＭの濃度で含まれていてもよ
い。
【０１０５】
　本発明の方法に用いる反応液はまた、ＡＴＰを再生するための酵素および基質を含んで
いてもよい。ＡＴＰ再生系の酵素と基質の組み合わせとしては、クレアチンキナーゼとク
レアチンホスフェート、およびピルビン酸キナーゼとホスホエノールピルビン酸が挙げら
れる。ＡＴＰ再生系の酵素としてはミオキナーゼが挙げられる。好ましいＡＴＰ再生系の
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酵素と基質の組み合わせはクレアチンキナーゼおよびクレアチンホスフェート、である。
【０１０６】
　反応液中に含まれる第一、第二、及び第三の酵素群については、上記＜第一、第二およ
び第三の酵素群＞の項目に記載した通りである。
【０１０７】
　ある態様において、本発明の方法に用いる第一の酵素群は、DnaA活性を有する酵素、１
種以上の核様体タンパク質、DNAジャイレース活性を有する酵素または酵素群、一本鎖DNA
結合タンパク質（single-strand binding protein（SSB））、DnaB型ヘリカーゼ活性を有
する酵素、DNAヘリカーゼローダー活性を有する酵素、DNAプライマーゼ活性を有する酵素
、DNAクランプ活性を有する酵素、およびDNAポリメラーゼIII*活性を有する酵素または酵
素群、の組み合わせ含んでいてよい。ここにおいて、１種以上の核様体タンパク質はIHF
またはHUであってよく、DNAジャイレース活性を有する酵素または酵素群は、GyrAおよびG
yrBからなる複合体であってよく、DnaB型ヘリカーゼ活性を有する酵素はDnaBヘリカーゼ
であってよく、DNAヘリカーゼローダー活性を有する酵素はDnaCヘリカーゼローダーであ
ってよく、DNAプライマーゼ活性を有する酵素はDnaGプライマーゼであってよく、DNAクラ
ンプ活性を有する酵素はDnaNクランプであってよく、そして、DNAポリメラーゼIII*活性
を有する酵素または酵素群は、DnaX、HolA、HolB、HolC、HolD、DnaE、DnaQ、およびHolE
のいずれかを含む酵素または酵素群であってよい。
【０１０８】
　別の態様において、本発明の方法に用いる第二の酵素群は、DNAポリメラーゼI活性を有
する酵素およびDNAリガーゼ活性を有する酵素の組み合わせを含んでいてよい。あるいは
、第二の酵素群は、DNAポリメラーゼI活性を有する酵素、DNAリガーゼ活性を有する酵素
、およびRNaseH活性を有する酵素の組み合わせを含んでいてよい。
【０１０９】
　また別の態様において、本発明の方法に用いる第三の酵素群は、トポイソメラーゼIII
活性を有する酵素および／またはトポイソメラーゼIV活性を有する酵素を含んでいてよい
。あるいは、第三の酵素群は、トポイソメラーゼIII活性を有する酵素およびRecQ型ヘリ
カーゼ活性を有する酵素の組み合わせを含んでいてよい。あるいはまた、第三の酵素群は
、トポイソメラーゼIII活性を有する酵素、RecQ型ヘリカーゼ活性を有する酵素、および
トポイソメラーゼIV活性を有する酵素の組み合わせであってもよい。
【０１１０】
　本発明の方法は、工程（２）として、上記反応混合物を所定の温度範囲で保温する工程
をさらに含んでもよい。所定の温度範囲は、DNA複製反応が進行することのできるもので
あれば特に制限はないが、たとえばDNAポリメラーゼの至適温度である２０℃～８０℃、
２５℃～５０℃、または２５℃～４０℃の範囲であることができる。所定の温度範囲内で
の保温は、反応中にその所定の温度範囲内の温度変化または温度変動を許容する。好まし
い態様において、上記工程（２）は、上記反応混合物を等温条件下で保温する工程であっ
てもよい。等温条件としては、DNA複製反応が進行することのできるものであれば特に制
限はないが、たとえばDNAポリメラーゼの至適温度である２０℃～８０℃の範囲に含まれ
る一定の温度とすることができ、２５℃～５０℃の範囲に含まれる一定の温度とすること
ができ、２５℃～４０℃の範囲に含まれる一定の温度とすることができ、３０℃程度とす
ることができる。本明細書において「等温条件下で保温する」、「等温で反応させる」の
用語は、反応中に設定した温度に対して±７℃、±５℃、±３℃、または±１℃の温度範
囲内に保つことを意味する。保温時間は、目的とする環状DNAの増幅産物の量に応じて適
宜設定することができるが、たとえば１～２４時間とすることができる。
【０１１１】
　あるいは、本発明の方法は、工程（２）として、上記反応混合物を、３０℃以上でのイ
ンキュベーションおよび２７℃以下でのインキュベーションを繰り返す温度サイクル下で
、インキュベートする工程をさらに含んでいてもよい。３０℃以上でのインキュベーショ
ンは、oriCを含む環状DNAの複製開始が可能な温度範囲であれば特に限定はなく、例えば
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、３０～８０℃、３０～５０℃、３０～４０℃、３７℃であってよい。３０℃以上でのイ
ンキュベーションは、特に限定されないが、１サイクルあたり１０秒～１０分間であって
もよい。２７℃以下でのインキュベーションは、複製開始が抑制され、DNAの伸張反応が
進行する温度であれば特に限定はなく、例えば、１０～２７℃、１６～２５℃、２４℃、
であってよい。２７℃以下でのインキュベーションは、特に限定されないが、増幅する環
状DNAの長さに合わせて設定することが好ましく、例えば１サイクルにつき、１０００塩
基あたり１～１０秒間であってもよい。温度サイクルのサイクル数は特に限定されないが
、１０～５０サイクル、２０～４０サイクル、２５～３５サイクル、３０サイクルであっ
てもよい。
【０１１２】
　ある態様において、工程（２）は、油中水滴型エマルジョン内で行ってもよい。油中水
滴型エマルジョンは、工程（１）で形成した反応混合物にミネラルオイルおよび界面活性
剤を添加して混合することにより調製することができる。ミネラルオイルおよび界面活性
剤の種類および量は、当業者が適宜選択することができる。
【０１１３】
　本発明の方法は、工程（２）の後に、第一から第三の酵素群を含まない反応液で五倍以
上に希釈した後、再保温する工程をさらに含んでいてもよい。酵素群の希釈により新たな
複製開始が抑えられる一方で、進行途中の複製伸長、カテナン形成、分離反応は残留酵素
の効果で継続して進行する。また、反応中にニックなどが入って生じた副生成物も、この
過程で残留ライゲースなどの効果によって修復可能である。よって、増幅中間体や副生成
物からの最終産物への移行が特異的に導かれ、目的のスーパーコイル構造の環状DNAの収
率向上が期待できる。
【０１１４】
　本発明の方法は、工程（２）の後に、直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび／ま
たは一本鎖DNA特異的エキソヌクレアーゼで処理する工程をさらに含んでいてもよい。直
鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび／または一本鎖DNA特異的エキソヌクレアーゼで
処理することで、増幅反応中に生じた副産物である直鎖状ＤＮＡを分解して除去すること
ができる。直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび／または一本鎖DNA特異的エキソヌ
クレアーゼの種類および用いる量は、上述のとおりであってもよい。直鎖状DNA特異的エ
キソヌクレアーゼおよび／または一本鎖DNA特異的エキソヌクレアーゼによる処理は、例
えば、２５℃～４０℃で、３０分間～３時間行ってもよい。
【０１１５】
　本発明の方法は、工程（２）の後に、ギャップリペア酵素で処理する工程をさらに含ん
でいてもよい。ギャップリペア酵素は、二本鎖DNAにおいて１個または複数の連続したヌ
クレオチドが欠けた状態であるギャップ、または二本鎖DNAにおいて隣り合ったヌクレオ
チド間のリン酸ジエステル結合が切断された状態のニックを修復し、完全な二本鎖スーパ
ーコイルDNAとする酵素群である。ギャップリペア酵素で処理することで、増幅反応中に
副産物として生じていたギャップまたはニックの入ったDNAを修復し、目的のスーパーコ
イル産物の収率を向上させる効果がある。
【０１１６】
　ギャップリペア酵素は、二本鎖DNAのギャップまたはニックを修復できる酵素群であれ
ば、その種類や生物学的由来に特に制限はない。例えば、エキソヌクレアーゼIII、DNAポ
リメラーゼI、DNAリガーゼ、DNAジャイレース活性を有する酵素または酵素群、の組合せ
を使用できる。エキソヌクレアーゼIII活性を有する酵素は５～１００ｍＵ／μＬの濃度
で用いてもよいが、これに限定されない。エキソヌクレアーゼIIIについての酵素活性単
位（Ｕ）は、３７℃、３０分の反応において、二本鎖DNAの１ｎｍｏｌのデオキシリボヌ
クレオチドを酸可溶性とするのに必要な酵素量を１Ｕとした単位である。DNAポリメラー
ゼI、DNAリガーゼ、DNAジャイレース活性を有する酵素または酵素群は、それぞれ前述の
第一または第二の酵素群において定めた濃度で用いて良いが、これに限定されない。ギャ
ップリペア酵素による処理は、例えば、２５～４０℃で、５～１２０分間、好ましくは１
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０～６０分間、行ってもよい。
【０１１７】
　本発明の方法は、工程（２）の後に、目的に応じて、環状DNAの増幅産物を精製する工
程を含んでもよい。環状DNAの精製は、当業者に利用可能な手法を用いて適宜実施するこ
とができる。
【０１１８】
　本発明の方法を用いて増幅した環状DNAは、反応後の反応混合物をそのまま、あるいは
適宜精製したものを、形質転換等のその後の目的に用いることができる。
【０１１９】
　＜環状DNAの増幅用組成物およびキット＞
　本発明は、環状DNAの増幅用組成物であって、
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
る第二の酵素群；
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
緩衝液；
ＡＴＰ；
ＧＴＰ、ＣＴＰおよびＵＴＰ；
ｄＮＴＰ；
マグネシウムイオン源；および
アルカリ金属イオン源；
を含む、前記組成物にも関する。
【０１２０】
　本発明の組成物は、さらに、タンパク質の非特異吸着抑制剤、核酸の非特異吸着抑制剤
、直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼ、RecG型ヘリカーゼ、一本鎖DNA特異的エキソヌク
レアーゼ、アンモニウム塩、NAD、還元剤、DNAの安定化因子、ならびに、ＡＴＰ再生系の
酵素および基質の組み合わせ、から選択される１以上の成分を含んでいてもよい。
【０１２１】
　本発明の組成物に含まれる成分についての具体的な成分および濃度については、上記＜
環状DNA＞、＜第一、第二、第三の酵素群＞、＜環状DNAの増幅方法＞の項目において記載
した通りである。
【０１２２】
　また、本発明は、環状DNAの増幅用キットであって、
環状DNAの複製を触媒する第一の酵素群；
岡崎フラグメント連結反応を触媒して、カテナンを形成する２つの姉妹環状DNAを合成す
る第二の酵素群；
２つの姉妹環状DNAの分離反応を触媒する第三の酵素群；
緩衝液；
ＡＴＰ；
ＧＴＰ、ＣＴＰおよびＵＴＰ；
ｄＮＴＰ；
マグネシウムイオン源；および
アルカリ金属イオン源；
の組み合わせを含む、前記キットにも関する。
【０１２３】
　本発明のキットは、上記の構成品を１つのキットにすべて含むものであってもよく、ま
た、本発明の方法に利用する目的のためのキットであれば、上記の構成品の一部を含まな
いものであってもよい。上記の構成品の一部を含まないキットである場合、実施者が、増
幅時に必要な成分を、当該キットに追加して、本願発明の増幅方法を実施することができ
る。
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　本発明のキットは、さらに、タンパク質の非特異吸着抑制剤、核酸の非特異吸着抑制剤
、直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼ、RecG型ヘリカーゼ、一本鎖DNA特異的エキソヌク
レアーゼ、アンモニウム塩、NAD、還元剤、DNAの安定化因子、ならびに、ＡＴＰ再生系の
酵素および基質の組み合わせ、から選択される１以上の成分を含む追加の構成品を含んで
いてもよい。本発明のキットはさらにまた、増幅反応後の処理のために、直鎖状DNA特異
的エキソヌクレアーゼ、一本鎖DNA特異的エキソヌクレアーゼ、およびギャップリペア酵
素、から選択される１以上の成分を含む追加の構成品を含んでいてもよい。追加の構成品
は、１つのキットとして本発明のキットに含まれていてもよく、または本発明のキットと
ともに使用することを前提とした別のキットとして提供されてもよい。
【０１２５】
　本発明のキットに含まれる各構成品についての具体的な成分および濃度については、上
記＜環状DNA＞、＜第一、第二、第三の酵素群＞、＜環状DNAの増幅方法＞の項目において
記載した通りである。
【０１２６】
　本発明のキットは、上記構成品の混合物を１つに包装したものを含むものであってもよ
いが、上記構成品を個別に、あるいは数種類ずつまとめて混合したものを別個に包装した
ものを含むものであってよい。
【０１２７】
　本発明のキットはまた、本発明の環状DNAの増幅方法を実施するための指示が記載され
た説明書を含むものであってもよい。当該説明書には、上記＜環状DNA＞、＜第一、第二
、第三の酵素群＞、＜環状DNAの増幅方法＞の項目において記載した事項が説明として記
載されていてもよい。
【実施例】
【０１２８】
　以下、実施例に基づき本発明を具体的に説明する。なお、本発明は、下記実施例に記載
の範囲に限定されるものではない。
【０１２９】
　実施例１：環状ＤＮＡの増幅
＜材料と方法＞
　表１に示す組成の反応液に鋳型DNAを添加して氷上で混合した後、３０℃のインキュベ
ータで１時間、２時間、または３時間保温した。１反応あたりの総容量は１０マイクロリ
ットルとなるようにした。３０℃における反応後、反応産物をアガロースゲル電気泳動（
0.5%　1×TAE、150 V、１００分間、１４℃）したのち、SYBR Green（タカラバイオ株式
会社）を用いてDNAを検出した。
【０１３０】
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【表１】

【０１３１】
　表中、SSBは大腸菌由来SSB、IHFは大腸菌由来IhfAおよびIhfBの複合体、DnaGは大腸菌
由来DnaG、DnaNは大腸菌由来DnaN、PolIII*は大腸菌由来DnaX、HolA、HolB、HolC、HolD
、DnaE、DnaQ、およびHolEのからなる複合体であるDNAポリメラーゼIII*複合体、DnaBは
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大腸菌由来DnaB、DnaCは大腸菌由来DnaC、DnaAは大腸菌由来RNaseH、Ligaseは大腸菌由来
DNAリガーゼ、PolIは大腸菌由来DNAポリメラーゼI、GyrAは大腸菌由来GyrA、GyrBは大腸
菌由来GyrB、Topo IVは大腸菌由来ParCおよびParEの複合体、Topo IIIは大腸菌由来トポ
イソメラーゼIII、RecQは大腸菌由来RecQを表す。
【０１３２】
　SSBは、SSBの大腸菌発現株から、硫安沈殿及びイオン交換カラムクロマトグラフィーを
含む工程で精製し、調製した。
【０１３３】
　IHFは、IhfA及びIhfBの大腸菌共発現株から、硫安沈殿及びアフィニティーカラムクロ
マトグラフィーを含む工程で精製し、調製した。
【０１３４】
　DnaGは、DnaGの大腸菌発現株から、硫安沈殿、陰イオン交換カラムクロマトグラフィー
、及びゲル濾過カラムクロマトグラフィーを含む工程で精製し、調製した。
【０１３５】
　DnaNは、DnaNの大腸菌発現株から、硫安沈殿及び陰イオン交換カラムクロマトグラフィ
ーを含む工程で精製し、調製した。
【０１３６】
　PolIII*は、DnaX、HolA、HolB、HolC、HolD、DnaE、DnaQ及びHolEの大腸菌共発現株か
ら、硫安沈殿、アフィニティーカラムクロマトグラフィー、及びゲル濾過カラムクロマト
グラフィーを含む工程で精製し、調製した。
【０１３７】
　DnaB, DnaCは、DnaB及びDnaCの大腸菌共発現株から、硫安沈殿、アフィニティーカラム
クロマトグラフィー、及びゲル濾過カラムクロマトグラフィーを含む工程で精製し、調製
した。
【０１３８】
　DnaAは、DnaAの大腸菌発現株から、硫安沈殿、透析沈殿、及びゲル濾過カラムクロマト
グラフィーを含む工程で精製し、調製した。
【０１３９】
　GyrA, GyrBは、GyrAの大腸菌発現株とGyrBの大腸菌発現株の混合物から、硫安沈殿、ア
フィニティーカラムクロマトグラフィー、及びゲル濾過カラムクロマトグラフィーを含む
工程で精製し、調製した。
【０１４０】
　Topo IVは、ParCの大腸菌発現株とParEの大腸菌発現株の混合物から、硫安沈殿、アフ
ィニティーカラムクロマトグラフィー、及びゲル濾過カラムクロマトグラフィーを含む工
程で精製し、調製した。
【０１４１】
　Topo IIIは、Topo IIIの大腸菌発現株から、硫安沈殿及びアフィニティーカラムクロマ
トグラフィーを含む工程で精製し、調製した。
【０１４２】
　RecQは、RecQの大腸菌発現株から、硫安沈殿、アフィニティーカラムクロマトグラフィ
ー、及びゲル濾過カラムクロマトグラフィーを含む工程で精製し、調製した。
【０１４３】
　RNaseH、Ligase、PolIは市販の大腸菌由来の酵素を用いた（タカラバイオ株式会社）。
【０１４４】
　鋳型DNAとしては、9.6 kbの環状DNA（複製開始配列oriCを持つ環状DNA、カナマイシン
耐性（Km））、80 kbの長鎖環状DNA（複製開始配列oriCを持つ環状DNA、カナマイシン耐
性（Km））、200 kbの長鎖環状DNA（複製開始配列oriCを持つ環状DNA、カナマイシン耐性
（Km））、または試験管内連結により環状化したDNAを用いた。
【０１４５】
　9.6 kbの環状DNAおよび80 kb 、200 kbの長鎖環状DNAは、大腸菌細胞内組換え反応によ
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って調製した。具体的には、λファージの組換えタンパク質群を発現している大腸菌を用
い、細胞内組換え反応によって、カナマイシン耐性カセットと大腸菌染色体のうちoriCを
含む領域とを含む、所望の長さの環状DNAを調製した。
【０１４６】
　試験管内連結による環状化DNAの調製方法を、図２に示す。具体的には、複製開始配列o
riCとカナマイシン耐性（Km）を持つもののPCR断片（2.3kb）に、dnaA遺伝子およびdnaN
遺伝子配列を有するPCR断片（以下、dnaA－dnaN断片と記載する）（2.6 kb）を、Gibson 
assembly法により反応させることにより連結した。２つのPCR断片は両端に付加した20塩
基の相同配列（H1, H2と記載する）を介して連結し、環状構造となる。反応は、Gibson A
ssembly Master Mix（NEB社）に上記2種類のPCR断片を混合し、50℃で15分間反応させる
ことによって行った。反応後、反応溶液0.1マイクロリットル分（反応溶液の１０倍希釈
溶液１マイクロリットル分）を鋳型DNAとして、10マイクロリットルの増幅反応系（表１
の組成）に直接添加し、３０℃で１時間反応させた。
【０１４７】
＜結果１＞　9.6 kbの環状DNA（0.08 ng、環状分子数にして約107個）を鋳型として用い
た場合
　SYBR Greenによる増幅産物の検出結果を図３に示す。
【０１４８】
　副次的産物（反応中間産物）もみられるものの、スーパーコイル構造の環状DNA増幅産
物（黒枠で示す）を確認することができた。
【０１４９】
　反応後の溶液をそのまま用いて大腸菌DH5α株を形質転換し、カナマイシン含有寒天培
地で培養し、コロニー数を計測することによって、環状DNAの増幅量を求めた結果を表２
に示す。対照としては、保温時間０時間の反応溶液を用いた。
【０１５０】
【表２】

【０１５１】
　本発明の方法により、9.6 kbの環状DNAを環状DNAとしておよそ6,000倍に増幅すること
ができた。
【０１５２】
＜結果２＞　80 kbおよび200 kbの長鎖環状DNAを鋳型として用いた場合
　SYBR Greenによる増幅産物の検出結果を図４に示す。
【０１５３】
　スーパーコイル構造の環状DNA増幅産物（黒枠または矢印で示す）を確認することがで
きた。
【０１５４】
　本発明の方法により、80 kb又は200 kbという長大な環状DNAを鋳型として用いた場合で
も、良好に増幅産物が得られることがわかった。
【０１５５】
＜結果３＞　試験管内連結により環状化したDNAを鋳型として用いた場合
　SYBR Greenによる増幅産物の検出結果を図５に示す。
【０１５６】
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　本発明の方法により、試験管内連結により環状化したDNAを鋳型として用いた場合でも
、良好に増幅産物が得られることがわかった。
【０１５７】
　反応後の溶液をそのまま用いて大腸菌DH5α株を形質転換し、カナマイシン含有寒天培
地で培養し、コロニー数を計測することによって、環状DNAの増幅量を求めた結果を表３
に示す。対照として、増幅反応を行わなかったサンプルを用いた。
【０１５８】
【表３】

【０１５９】
　Gibson Assembly法を用いて環状化したDNAが、本発明の方法により、環状分子としてお
よそ2,000倍に増幅されたことがわかった。
【０１６０】
　実施例２：少数の鋳型分子からの環状DNAの増幅
　実施例１に記載の9.6 kbの環状DNAを用い、実施例１と同様に増幅反応を行った。
【０１６１】
（２－１）増幅効率の検討
　増幅反応液（実施例１、表１）１０μｌに、9.6 kbの環状DNAを環状分子として１～１
０００分子含まれるように加え、３０℃で３時間保温することにより増幅反応を行った。
反応物について、０．５％アガロースゲル電気泳動を行い、SybrGreen（タカラバイオ株
式会社）で染色し、増幅DNAを検出した（図６ａ）。また、増幅産物の総DNA量を、PicoGr
een検出キット（ThermoFisher社）により定量した（図６ｂ：PicoGreen法）。環状DNA分
子としての増幅量を、増幅産物を直接、大腸菌に形質転換し、カナマイシン耐性コロニー
数を求めることにより定量した（図６ｂ：形質転換法）。定量結果から、初期DNA量に対
する増幅度合いを求め（増幅）、グラフに示した。
【０１６２】
　上記の結果より、鋳型DNAとして１分子の環状DNAを、わずか３時間の等温反応で約1011

分子にまで、増幅可能であることが明らかとなった（約１，０００億倍の増幅）。
【０１６３】
（２－２）倍加時間の検討
　増幅反応液（実施例１、表１）８０μｌに、上記の環状DNAを加え、３０℃で保温する
ことにより増幅反応を行った。環状DNAは反応液１μｌあたり105分子となるよう加えた。
経時的にサンプリングし、サンプルを直接、大腸菌に形質転換し、カナマイシン耐性コロ
ニー数を求めることにより増幅された環状DNA分子数を定量した（図７）。
【０１６４】
　上記の結果より、9.6 kbの環状DNA分子の倍加時間は約５分であることが確認された。
【０１６５】
　実施例３：混合物から単一な環状DNAクローンの増幅
　実施例１に記載の9.6 kbの環状DNA及び12.0 kbの環状DNA（複製開始配列oriCを持つ環
状DNA、カナマイシン耐性（Km））の混合物から単一な環状DNAクローンの増幅を行った。
【０１６６】
　12.0 kbの環状DNAは、大腸菌細胞内組換え反応によって調製した。具体的には、λファ
ージの組換えタンパク質群を発現している大腸菌を用い、細胞内組換え反応によって、or
iCとカナマイシン耐性遺伝子からなるカセットと大腸菌染色体の一部の領域とを含む、所
望の長さの環状DNAを調製した。
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　増幅反応液（実施例１、表１）１０μｌに、上記２種の環状DNAの混合物を反応液中に
各１５分子あるいは各１．５分子となるように希釈して加え、３０℃で６時間保温するこ
とにより増幅反応を行った。反応物について、０．５％アガロースゲル電気泳動を行い、
SybrGreen（タカラバイオ株式会社）で染色し、増幅DNAを検出した（図８）。
【０１６８】
　その結果、環状DNAが１．５分子にまで希釈された反応液では、各反応サンプルすべて
に、どちらか一方のクローンのみが増幅された。このことは、鋳型DNAが混合物であって
も、それを反応液中に１分子レベルにまで希釈することで、単一な環状DNAクローンの増
幅が可能であることを示す。
【０１６９】
　実施例４：継代増幅
　lacZ環状DNAを用いて、環状DNAの継代増幅について試験した。
【０１７０】
　lacZ環状DNA（9.0 kb）は、oriCを含む二本鎖DNA断片（1.0 kb）、カナマイシン耐性遺
伝子（Km）を含む二本鎖DNA断片（4.6 kb）及びlacZ（β－ガラクトシダーゼ）遺伝子を
含む二本鎖DNA断片（3.4 kb）を連結させることにより調製した。増幅反応液（実施例１
、表１）１０μｌに、lacZ環状DNAを１，０００分子含まれるように加え、３０℃で３時
間保温することにより増幅反応を行い、これを１継代とした。前の継代数での増幅反応物
を１０５倍希釈し、これを１μｌ、新たな増幅反応液に添加して同様に反応させることで
次の継代増幅とした。この継代増幅を１０回まで繰り返した。継代ごとの増幅産物につい
て、０．５％アガロースゲル電気泳動を行い、SybrGreen（タカラバイオ株式会社）で染
色し、検出した（図９）。また、その増幅産物の一部を大腸菌形質転換し、カナマイシン
耐性コロニー数よりDNA増幅度合を定量、この値より、何世代指数増幅を繰り返したかを
算出し総世代数として示した。
【０１７１】
　その結果、１０回の継代後も環状DNAの増幅が効率よく進行している事が分かった。実
施例２（図７）の結果が示すように、環状DNAがある程度増幅すると、基質や酵素の枯渇
により、増幅速度は頭打ちになる。一方で、本実施例の結果は、増幅反応物の一部を新た
な反応液にて継代することで、環状DNAの指数増幅を半永久的に繰り返すことが可能であ
ることを示している。すなわち、本発明の方法は、環状DNAの増幅を、細胞の継代増殖の
ように行うことが可能な方法である。
【０１７２】
　実施例５：増幅反応における複製エラー発生率
　実施例４における鋳型の環状DNAにはlacZ遺伝子が含まれているため、この環状遺伝子
で形質転換した大腸菌をX-galプレート上で培養すると、lacZ遺伝子が正常に発現したコ
ロニー（lacZ+）はX-galを分解できるため青色を呈し、複製エラーによる変異導入でlacZ
遺伝子が正常に機能しなくなったコロニー（lacZ－）はX-galを分解できないため白色を
呈する。すなわち、この環状遺伝子で形質転換した大腸菌がX-galプレート上で呈する色
によって、増幅した環状DNAにおける複製エラーを判定できる。
【０１７３】
　各継代サンプルの増幅反応物を直接大腸菌に形質転換し、X-galプレート上で培養して
、lacZ-出現率を求めた。このlacZ-出現率と実施例４で求めた総世代数とから、Barnes 
の手法 (Barnes WM Gene. 1992, 112, 29-35) に従い、複製サイクル１世代あたりのエラ
ー発生率を算出した。結果を以下の表４に示す。
【０１７４】
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【表４】

【０１７５】
　上記の結果は、複製エラーは１億塩基につき１箇所程度（塩基当たり平均1.4 x 10-8エ
ラー）であることを示す。これは、細胞内（ミスマッチ修復系をもたない株）の変異率と
同程度であり、Taqポリメラーゼの約１万倍の正確性である。
【０１７６】
　実施例６：エキソヌクレアーゼおよびRecGの追加
　実施例１に記載の80 kbの環状DNAを用い、増幅反応液にRecG型ヘリカーゼおよび直鎖状
DNA特異的エキソヌクレアーゼをさらに添加して増幅反応を行う場合の効果を検討した。
　80 kbの環状DNAは、実施例１に示したとおりに調製した。
　RecG型ヘリカーゼとして、RecGを用いた。RecGは、RecGの大腸菌発発現株から、硫安沈
殿、アフィニティーカラムクロマトグラフィーを含む工程で精製し、調製した。
【０１７７】
　直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼとして、市販のエキソヌクレアーゼであるPlasmid
-SafeTMATP-Dependent DNase (epicentre)を用いた。ユニット数は、製造元の記載に従っ
た。
【０１７８】
　実施例１の表１に示す反応組成に、80 kbの環状DNAを０．８ｐｇ／μｌまたは８ｐｇ／
μｌ、RecGを０ｎＭ、１００ｎＭ、３００ｎＭ、または１０００ｎＭ、および直鎖状DNA
特異的エキソヌクレアーゼを０Ｕ／μｌまたは０．２Ｕ／μｌ、となるように加えた増幅
反応液（１０μｌ）を、３０℃で２４時間保温することにより増幅反応を行った。反応物
について、０．５％アガロースゲル電気泳動（１×TAEバッファー、150 V、100分）を行
い、SybrGreen（タカラバイオ株式会社）で染色し、増幅DNAを検出した。
【０１７９】
　その結果、RecGおよび直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼの添加により、DNAの切断等
による副産物である直鎖状DNAの生成が低減され、目的のスーパーコイル構造の環状DNA増
幅産物の生成量の向上が観察された（図１０）。
【０１８０】
　実施例７：各種条件検討
　反応液の各成分について条件検討を行った結果を示す。
【０１８１】
　１．方法
　鋳型となる環状DNAとして、8.0 kbの環状DNAを用いた。8.0 kbの環状DNAは、M13mp18プ
ラスミドベクターにoriC断片を挿入して作成した。
【０１８２】
　条件Ａ～Ｒについては、表５に示す増幅反応液に8.0 kbの環状DNAを終濃度８．０ｎｇ
／μｌまたは０．８ｎｇ／μｌになるように加え、３０℃で１時間反応させた。反応液に
［α－３２Ｐ］ｄＡＴＰを添加しておき、DNA複製反応後、鋳型DNAに取り込まれたｄＮＴ
Ｐ量を液体シンチレーションカウンターにて計測した。ｄＮＴＰ取り込み量は２５μｌ反
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応液あたりの値を算出した。終濃度８．０ｎｇ／μｌの環状DNAを鋳型として、１００％
複製反応が進行した場合（１ラウンドの複製）、６００ｐｍｏｌのｄＮＴＰが取り込まれ
る。反応液の一部はアガロースゲル電気泳動後、BASイメージングプレートにて３２Ｐ取
り込み産物を検出し、目的のスーパーコイル構造産生を確認した。
【０１８３】
　条件Ｓについては、表５に示す増幅反応液に8.0 kbの環状DNAを終濃度８．０ｎｇ／μ
ｌまたは０．８ｎｇ／μｌになるように加え、３０℃で２時間反応させた。反応物につい
て、０．５％アガロースゲル電気泳動（１×TAEバッファー、150 V、100分）を行い、Syb
rGreen（タカラバイオ株式会社）で染色し、増幅DNAを検出した。
【０１８４】
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【表５－１】

【０１８５】
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【表５－２】

【０１８６】
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【表５－３】

【０１８７】
　２．結果
　（１）条件Ａ
　第一、第二及び第三の酵素群を加えて反応させることで、数ラウンドの複製サイクルの
繰り返しが導かれることを見出した。しかしながら、複製サイクルを経るごとに反応の基
質タンパク質が不足してくるため、複製サイクルは４ラウンドまでで停滞することが判明
した（図１１）。
【０１８８】
　（２）条件Ｂ
　反応開始の鋳型DNA量を減らすことで複製サイクル数を向上させることができるかどう
かについて検討した。反応開始時の鋳型ＤＮＡ量について、８ｎｇ／μｌおよび０．８ｎ
ｇ／μｌで検討した。
【０１８９】
　その結果、反応開始時の鋳型DNA量が８ｎｇ／μｌの場合は複製反応が見られたものの
、鋳型DNA量を０．８ｎｇ／μｌに減少させると、複製効率が著しく阻害され、DNAの増幅
が観察されなかった（図１２）。このことは、複製サイクル数を向上させるためには、単
に鋳型DNA量を減少させればよいのではなく、反応組成の各種成分の量を含めた条件検討
が必要であることを示している。
【０１９０】
　（３）条件Ｃ
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　反応組成におけるGTP、CTPおよびUTPの量を検討した。反応開始時のGTP、CTPおよびUTP
の濃度について、０．２ｍＭ、０．５ｍＭ、１．０ｍＭおよび２．０ｍＭを検討した。
　結果を図１３に示す。
【０１９１】
　（４）条件Ｄ
　反応組成におけるIHFの量を検討した。反応開始時のIHFの濃度について、０ｎＭ、１０
ｎＭ、２０ｎＭ、４０ｎＭ、１００ｎＭ、および２００ｎＭを検討した。
　結果を図１４に示す。
【０１９２】
　（５）条件Ｅ
　反応組成におけるTopo IVの量を検討した。反応開始時のTopo IVの濃度について、０ｎ
Ｍ、１ｎＭ、２ｎＭ、５ｎＭ、１０ｎＭ、および２０ｎＭを検討した。
　結果を図１５に示す。
【０１９３】
　（６）条件Ｆ
　反応組成におけるDNAジャイレースの量を検討した。反応開始時のGyrA-GyrB複合体の濃
度について、０ｎＭ、１０ｎＭ、２５ｎＭ、５０ｎＭ、１００ｎＭ、および２００ｎＭを
検討した。
　結果を図１６に示す。
【０１９４】
　（７）条件Ｇ
　反応組成におけるDNAポリメラーゼIII*の量を検討した。反応開始時のPol III*の濃度
について、０ｎＭ、１ｎＭ、２ｎＭ、５ｎＭ、および１０ｎＭを検討した。
　結果を図１７に示す。
【０１９５】
　（８）条件Ｈ
　反応組成におけるアルカリ金属イオン源の量を検討した。反応開始時のグルタミン酸カ
リウムの濃度について、５０ｍＭおよび１５０ｍＭを検討した。
　結果を図１８に示す。
【０１９６】
　（９）条件Ｉ
　反応組成におけるタンパク質の非特異吸着抑制剤および／または核酸の非特異吸着抑制
剤の量を検討した。反応組成にtRNAを含まず０．１ｍｇ／ｍｌ　BSAを含む条件、２０ｎ
ｇ／μｌ　tRNAおよび０．１ｍｇ／ｍｌ　BSAを含む条件、tRNAを含まずBSAを０．５ｍｇ
／ｍｌ含む条件、を検討した。
　結果を図１９に示す。
【０１９７】
　（１０）条件Ｊ
　反応組成におけるDnaA活性を有する酵素の量を検討した。反応開始時のDnaAの濃度につ
いて、０ｎＭ、５ｎＭ、１０ｎＭ、２０ｎＭ、４０ｎＭ、１００ｎＭ、および２００ｎＭ
を検討した。
　結果を図２０に示す。
【０１９８】
　（１１）条件Ｋ
　反応組成におけるDNAリガーゼ活性を有する酵素の量を検討した。反応開始時のリガー
ゼの濃度について、０ｎＭ、２ｎＭ、５ｎＭ、１０ｎＭ、２０ｎＭ、および５０ｎＭを検
討した。
　結果を図２１に示す。
【０１９９】
　（１２）条件Ｌ
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　反応組成における一本鎖DNA結合タンパク質（SSB）の量を検討した。反応開始時のSSB
の濃度について、０ｎＭ、１０ｎＭ、２０ｎＭ、５０ｎＭ、１００ｎＭ、２００ｎＭ、お
よび５００ｎＭを検討した。
　結果を図２２に示す。
【０２００】
　（１３）条件Ｍ
　反応組成におけるDNAポリメラーゼI活性を有する酵素の量を検討した。反応開始時のPo
l Iの濃度について、０ｎＭ、２ｎＭ、５ｎＭ、１０ｎＭ、２０ｎＭ、および５０ｎＭを
検討した。
　結果を図２３に示す。
【０２０１】
　（１４）条件Ｎ
　反応組成におけるDnaB型ヘリカーゼ活性を有する酵素およびDNAヘリカーゼローダー活
性を有する酵素の量を検討した。反応開始時のDnaB-DnaC複合体の濃度について、０ｎＭ
、５ｎＭ、１０ｎＭ、２０ｎＭ、および４０ｎＭを検討した。
　結果を図２４に示す。
【０２０２】
　（１５）条件Ｏ
　反応組成におけるRNaseH活性を有する酵素の量を検討した。反応開始時のRNaseHの濃度
について、１ｎＭ、３ｎＭ、および１０ｎＭを検討した。
　結果を図２５に示す。
【０２０３】
　（１６）条件Ｐ
　条件Ｐについて、反応開始時の鋳型ＤＮＡ量を、８ｎｇ／μｌ、０．８ｎｇ／μｌ、お
よび０．２７ｎｇ／μｌとして増幅反応を検討した。
　結果を図２６に示す。条件Ｐでは、鋳型DNAの量が０．８ｎｇ／μｌの場合も効率よく
増幅できた。さらに、鋳型DNAの量を０．２７ｎｇ／μｌに減らした場合も効率よく増幅
できた。DNA合成量としては、１００倍を超えて増幅していることが確認できた。
【０２０４】
　（１７）条件Ｑ
　反応組成における、第三の酵素群の酵素の組成および量について検討した。第三の酵素
群としてTopo IV、Topo III、およびRecQを用いた。各酵素について検討した濃度は図２
７に示すとおりである。
　結果を図２７に示す。
【０２０５】
　（１８）条件Ｒ
　条件Ｒについて、DNAジャイレースの量を検討した。反応開始時のGyrA-GyrB複合体の濃
度について、０ｎＭ、１０ｎＭ、２５ｎＭ、５０ｎＭ、および１５０ｎＭを検討した。
　結果を図２８に示す。
【０２０６】
　（１９）条件Ｓ
　条件Ｓとして、tRNA、NAD、硫酸アンモニウム（AS）、IHF、SSB、TopoIVの濃度を変更
して環状DNAの増幅を検討した。各成分について検討した濃度は図２９に示すとおりであ
る。
　結果を図２９に示す。
【０２０７】
　実施例８：バッファー組成の改良
　表１に示す反応バッファーの組成について、さらに条件検討を行った。
　具体的には、実施例１に記載の200kb環状DNAを0.5 pM用い、反応バッファーの組成に変
更を加えた他は、実施例１と同様に増幅反応を行った。
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【０２０８】
　（１）ジチオスレイトール（DTT）の量の改良
　DTTについて、実施例１では8 mMの濃度としていたところ、4 mMに変更して増幅反応を
行った。その結果、DTTの量を半減させても環状DNAの増幅反応が進行したことを確認した
。
【０２０９】
　（２）アルカリ金属イオン源の検討
　表１の反応バッファーの組成について、DTTを4 mMに変更するとともに、アルカリ金属
イオン源を含まない反応バッファー、および、アルカリ金属イオン源としてグルタミン酸
カリウムの代わりに150 mM 酢酸カリウムを含む反応バッファーを用いて、環状DNAの増幅
反応を行った。
【０２１０】
　結果を図３０に示す。長鎖環状DNAを0.5 pM以下の低濃度から増幅する場合には、低分
子の副生成物が増幅され、目的の増幅産物であるスーパーコイルの産生が確認できなくな
るという問題が生じる。しかし、グルタミン酸カリウムや酢酸カリウムといったアルカリ
金属イオン源を反応バッファーに含めることで、長鎖環状DNAを0.5 pMの低濃度から増幅
する場合でも良好に目的産物であるスーパーコイルの増幅を確認することができた。
【０２１１】
　以降の実験には、以下に示す組成の反応バッファーを用いた。
【０２１２】
【表６】

【０２１３】
　（３）緩衝剤の検討
　表６のバッファーの組成について、20 mM Tris-HCL (pH 8.0)を20 mM Tris-OAc (pH 8.
0)に変更して環状DNAの増幅反応を行った。その結果、20 mM Tris-OAc (pH 8.0)を用いた
場合も、20 mM Tris-HCL (pH 8.0)を用いた場合と同様の増幅産物が観察された。
【０２１４】
　（４）ジチオスレイトール（DTT）の代替物の検討
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　表６のバッファー組成について、4 mM DTTを、4 mM ２－メルカプトエタノール（2-Me
）または4 mM トリス（２－カルボキシエチル）ホスフィン（TCEP）に変更して環状DNAの
増幅反応を行った。その結果、2-MeおよびTCEPのいずれを用いた場合も、DTTを用いた場
合と同様の増幅産物が観察された。
【０２１５】
　（５）硫酸アンモニウムの代替物の検討
　表６のバッファー組成について、10 mM 硫酸アンモニウムを、10 mM 酢酸アンモニウム
に変更して環状DNAの増幅反応を行った。その結果、酢酸アンモニウムを用いた場合も、
硫酸アンモニウムを用いた場合と同様の増幅産物が観察された。
【０２１６】
　実施例９：反応液のプレインキュベーションによる増幅効率化
　増幅反応前にプレインキュベーションを行う場合の効果を検討した。
【０２１７】
　鋳型DNAとして実施例１に記載の200 kb環状DNAを用いた。表６に示す組成の反応バッフ
ァーおよび表１に示す組成の酵素群を含む反応液を氷上で調製した。０℃、１６℃、また
は３０℃で、それぞれ０、５、１５または３０分間プレインキュベーションを行った。そ
の後、反応液に鋳型DNAを終濃度が0.05 pMとなるよう添加して、３０℃のインキュベータ
で３時間保温した。反応後、反応産物を実施例１と同様にアガロースゲル電気泳動に供し
てDNAを検出した。
【０２１８】
　結果を図３１に示す。１６℃または３０℃でプレインキュベーションを行った場合、目
的産物であるスーパーコイルの産生が増加したことが確認された。増幅反応前のプレイン
キュベーションは、長鎖環状DNAの低濃度からの増幅の場合でも、目的の増幅産物である
スーパーコイルの産生が多くなるという点で有効である。
【０２１９】
　実施例１０：RecGおよびRecJの追加
　増幅反応液にRecG型ヘリカーゼおよび一本鎖DNA特異的エキソヌクレアーゼをさらに添
加して増幅反応を行う場合の効果を検討した。
　鋳型DNAとして実施例１に記載の200 kb環状DNAを用いた。
　RecG型ヘリカーゼとして、RecGを用いた。RecGは実施例６と同様に調整したものを用い
た。
　一本鎖DNA特異的エキソヌクレアーゼとしてRecJを用いた。RecJはNEB社より入手した。
【０２２０】
　表６に示す組成の反応バッファーおよび表１に示す組成の酵素群を含む反応液に、200 
kb環状DNAを0.5 pM（６７ｐｇ／μｌ）、RecGを０ｎＭまたは１００ｎＭ、RecJを０Ｕ／
μｌまたは０．５Ｕ／μｌとなるように加えた増幅反応液（１０μｌ）を３０℃で３時間
または２５時間保温することにより増幅反応を行った。反応後、反応産物を実施例１と同
様にアガロースゲル電気泳動に供してDNAを検出した。
【０２２１】
　結果を図３２に示す。RecGおよびRecJの添加により、低分子の副次的な増幅産物の生成
が低減され、目的のスーパーコイル構造の環状DNA増幅産物の生成量の向上が観察された
。増幅反応におけるRecG型ヘリカーゼおよび一本鎖DNA特異的エキソヌクレアーゼの添加
は、特に、長鎖環状DNAを低濃度から増幅する場合に低分子の副生成物が増幅されるとい
う問題を解消する手段として有効である。
【０２２２】
　実施例１１：RecBCDおよびexo Iの追加
　増幅反応液に直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび一本鎖DNA特異的エキソヌクレ
アーゼをさらに添加して増幅反応を行う場合の効果を検討した。
　鋳型DNAとして実施例１に記載の200 kb環状DNAを用いた。
　直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼとしてRecBCDを用いた。RecBCDはNEB社より入手し
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た。
　一本鎖DNA特異的エキソヌクレアーゼとしてexo Iを用いた。exo Iは、NEB社より入手し
た。
【０２２３】
　表６に示す組成の反応バッファーおよび表１に示す組成の酵素群を含む反応液に、200 
kb環状DNAを0.5 pM（６７ｐｇ／μｌ）、RecBCDを０、１．５、５．０、１５．０、また
は５０．０ｍＵ／μｌ、exo Iを２００ｍＵ／μｌとなるように加えた増幅反応液（１０
μｌ）を３０℃で２０時間保温することにより増幅反応を行った。反応後、反応産物を実
施例１と同様にアガロースゲル電気泳動に供してDNAを検出した。
【０２２４】
　結果を図３３に示す。RecBCDおよびexo Iの添加により、DNAの切断等による副産物であ
る直鎖状DNAの生成が低減され、目的のスーパーコイル構造の環状DNA増幅産物の生成量の
向上が観察された。増幅反応における直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび一本鎖
特異的エキソヌクレアーゼの添加は、特に、長鎖環状DNAを低濃度から増幅する場合に直
鎖状DNAの副生成物が増幅されるという問題を解消する手段として有効である。
【０２２５】
　実施例１２：反応後処理－希釈再保温による最終産物増加と再保温時のRecBCDおよびex
oIによる直鎖状DNAの除去
　増幅反応後に希釈再保温処理を行うことにより、副生成物の除去が可能か否かを検討し
た。さらに、増幅反応後に直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび／または一本鎖特
異的エキソヌクレアーゼで処理することにより、副生成物の除去が可能か否かを検討した
。
　鋳型DNAとして実施例１に記載の200 kb環状DNAを用いた。
　直鎖状DNA特異的エキソヌクレアーゼとしてRecBCD、一本鎖DNA特異的エキソヌクレアー
ゼとしてexo Iを用いた。RecBCDおよびexo Iは実施例１０と同様に入手した。
【０２２６】
　表６に示す組成の反応バッファーおよび表１に示す組成の酵素群を含む反応液に、200 
kb環状DNAを0.5 pM（６７ｐｇ／μｌ）となるように加えた増幅反応液（１０μｌ）を３
０℃で２３時間保温することにより増幅反応を行った。
【０２２７】
　増幅反応後の反応液を、表６からクレアチンキナーゼとウシ血清アルブミンを除いた組
成の反応バッファーで１／５に希釈し、（ｉ）そのまま３０℃で１時間再保温、（ｉｉ）
RecBCDを２００ｍＵ／μｌ添加して３０℃で１時間再保温、または（ｉｉｉ）RecBCDを２
００ｍＵ／μｌおよびexo Iを２００ｍＵ／μｌ添加して３０℃で１時間再保温した。反
応産物を、希釈再保温前の産物とともに、実施例１と同様にアガロースゲル電気泳動に供
してDNAを検出した。
【０２２８】
　結果を図３４に示す。増幅反応後の反応液を希釈再保温することのみによっても目的の
スーパーコイル構造の環状DNAが検出できた。さらに、直鎖状DNA特異的エキソヌクレアー
ゼおよび／または一本鎖特異的エキソヌクレアーゼ存在下において、副産物である直鎖状
DNAを除去することができた。
【０２２９】
　希釈再保温処理は、産物中の増幅中間体の複製伸長や分離反応を促し、最終産物である
スーパーコイルDNAの産生量を高める手段として有効である。さらに、再保温の際に直鎖
状DNA特異的エキソヌクレアーゼおよび一本鎖特異的エキソヌクレアーゼにより処理を付
することは、特に、長鎖環状DNAを低濃度から増幅する場合に副生成物として生じる直鎖
状DNAを除去できる手段として有効である。
【０２３０】
　実施例１３：反応後処理－ギャップリペア（GR）酵素による一本鎖ギャップの修復
　増幅反応後に、ギャップリペア（GR）酵素で処理することにより、目的のスーパーコイ
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ル構造の環状DNAの検出が可能か否かを検討した。
【０２３１】
　表６に示す組成の反応バッファーおよび表１に示す組成の酵素群を含む反応液に、15 k
b環状DNAを0.5 pM（５ｐｇ／μｌ）となるように加えた増幅反応液（１０μｌ）を３０℃
で２０時間保温することにより増幅反応を行った。鋳型DNAとして用いた15 kbの環状DNA
は、大腸菌ゲノム上の15 kb 領域とoriC断片（0.4 kb）とを連結環状化し、大腸菌を用い
てクローン化後、精製したものを用いた。
【０２３２】
　増幅反応後産物について、20 mlの10 mM Tris-HCl (pH 8.0)で２時間透析を行い、その
うち０．５μｌを、GR酵素を含む反応バッファー５μｌに添加し、３０℃で２０分間また
は６０分間インキュベートした。GR酵素としては、Exo III、DNAポリメラーゼI、リガー
ゼ及びジャイレースの組合せを用い、それぞれ２０ｍＵ／μｌ、５０ｎＭ、５０ｎＭ、５
０ｎＭの濃度で添加した。反応バッファーは表６に示す組成のものを用いた。
【０２３３】
　GR酵素による処理のポジティブコントロールとして、ニックが入っているDNAであるPhi
X174 RFII（NEB社）を用いてギャップリペア反応を行った。ギャップリペアが適切になさ
れると、ニックが修復され、スーパーコイル構造の環状DNAが検出できる。
　反応産物を実施例１と同様にアガロースゲル電気泳動に供してDNAを検出した。
【０２３４】
　結果を図３５に示す。本実験では、15 kbの環状DNAに至適な増幅時間（３時間程度）を
上回る長時間反応のため、スーパーコイル産物はほとんど観察できなくなっている。この
産物をGR酵素で処理することにより、スーパーコイル構造の環状DNAが検出できた。この
ことは、増幅反応後の副産物から、ギャップリペアにより目的のスーパーコイル構造の環
状DNAを得ることができることを示している。
【０２３５】
　実施例１４：長鎖環状DNAの安定化因子およびそれを用いた増幅反応効率化
　（１）長鎖DNAの安定化因子の検討
　長鎖環状DNAを表６からクレアチンキナーゼとウシ血清アルブミンを除いた組成の反応
バッファーにて、３７℃でインキュベートすると、DNA損傷が誘導され、スーパーコイル
構造の環状DNAが減少する様子が観察された。長鎖環状DNAの安定化に寄与する試薬につい
て検討した。
【０２３６】
　検討の結果、グルコース、スクロース、ジメチルスルホキシド（DMSO）、ウシ血清アル
ブミン（BSA）、グリコールエーテルジアミン四酢酸（EGTA）、バソクプロインジスルホ
ン酸二ナトリウム（BDA）、ペニシラミン、タイロン（Tiron, 1,2-ジヒドロキシベンゼン
-3,5-スルホネート）、ジエチレレントリアミン五酢酸（DTPA）、エチレンジアミン四酢
酸（EDTA）、Dpsタンパク質、（大腸菌由来）、メタロチオネインタンパク質（ヒト由来
）が反応バッファーでの保温時におけるＤＮＡの安定化に効果を示すことが明らかとなっ
た。
【０２３７】
　（２）DNA安定化因子による環状DNA増幅反応効率化
　表６に示す組成の反応バッファーおよび表１に示す組成の酵素群を含む反応液に、200 
kb環状DNAを0.5 pM（６７ｐｇ／μｌ）、DTPAもしくはTironを０．０５、０．１または０
．３ｍＭ、BDAを０．１、０．３または１ｍＭ、Dpsを０．３、１または３μＭとなるよう
に加えた増幅反応液（１０μｌ）を３０℃で２０時間保温することにより増幅反応を行っ
た。増幅後の反応液を、実施例１１と同様に、３０℃で１時間、希釈再保温した後、反応
産物を実施例１と同様にアガロースゲル電気泳動に供してDNAを検出した。
【０２３８】
　結果を図３６に示す。（１）で見出したDNA安定化因子のうち、DTPA、Tiron、BDA、Dps
タンパク質およびBSAを添加した増幅反応物においては、スーパーコイル構造の環状DNAの
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た。
【０２３９】
　実施例１５：エマルジョンを用いた長鎖環状DNAの増幅反応
　油中水滴型エマルジョン内での環状DNAの増幅反応を検討した。
　鋳型DNAとして実施例１に記載の200 kb環状DNAを用いた。
【０２４０】
　表６に示す組成の反応バッファーおよび表１に示す組成の酵素群を含む反応液に、200 
kb環状DNAを0.5 pM（６７ｐｇ／μｌ）となるように加えた増幅反応液（５μｌ）を調製
した。この増幅反応液に、界面活性剤（２％ ABIL EM90および０.０５％ Triton-X100）
を含むミネラルオイル１００μｌを添加し、ボルテックスに６０秒かけることにより混合
した。この混合物を３０℃で３時間または１８時間時間保温することにより増幅反応を行
った（エマルジョン）。また、比較のために、上記の増幅反応液をそのまま３０℃で３時
間または１８時間保温することにより増幅反応を行った（バルク）。反応産物を実施例１
と同様にアガロースゲル電気泳動に供してDNAを検出した。
【０２４１】
　結果を図３７に示す。バルクの系では、低分子の副産物の生成が見られるとともに、反
応時間が長くなると目的のスーパーコイル構造のDNAが観察されなくなった。エマルジョ
ンの系では、低分子の副産物の生成が抑制されるとともに、反応時間に応じて目的のスー
パーコイル構造のDNAの産生が向上した。
【０２４２】
　実施例１６：温度サイクルによる増幅効率化
　環状DNAの増幅反応においては、低分子であるほど複製が早く完了するので、副生成物
として低分子の環状DNAが生じてしまうと、副生成物の方が早く増幅してしまう。長鎖DNA
の増幅にあたっては、この現象により副生成物の増幅が優位になり、目的産物である長鎖
DNAの増幅が見られなくなることが問題であった。長鎖DNAを効率よく増幅するためには、
低分子DNAの過剰増幅を抑制する必要がある。
【０２４３】
　ここで、発明者らはoriCを含む環状DNAの複製開始には３０℃以上の温度が至適である
一方、伸張・分離反応についてはより低温でも進行する点に着目した。環状DNAの増幅反
応において温度サイクルをつけることで、複製開始のサイクルを揃え、低分子DNAの過剰
増幅を抑制することを試みた。
【０２４４】
　表６に示す組成の反応バッファーおよび表１に示す組成の酵素群を含む反応液を実施例
８に従い３０℃、３０分間プレインキューベートした後、200 kb環状DNA（実施例１）を0
.5 pM（６７ｐｇ／μｌ）となるように加えた増幅反応液（１０μｌ）を調製した。この
増幅反応液について、３７℃、５分間→１６℃または２４℃、３０分間の温度サイクルを
３０サイクル実施した（2-Stepサイクル）。また、比較のための試料として、上記の増幅
反応液を３０℃、２１時間保温した。反応産物を実施例１と同様にアガロースゲル電気泳
動に供してDNAを検出した。
【０２４５】
　結果を図３８に示す。2-Stepサイクルで反応させた場合、低分子の副生成物の産生が抑
制されるとともに、目的のスーパーコイル構造のDNAの産生量が増大した。
【産業上の利用可能性】
【０２４６】
　本発明により、大腸菌細胞やプラスミドベクターを用いることなく、環状DNA、特に長
鎖環状DNAを簡便かつ指数的に増幅することのできる方法を提供することができる。
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