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(57)【 要 約 】
【課題】

染色体の構成物質を含む微小領域を効率的に回収し、複数の隣接する微小領域

の連続回収も精度良く行なうことのできる方法を提供すること、及び、回収された染色体
の微小領域を基に、染色体の全てまたは任意の箇所の塩基配列を正確かつ簡便に解読する
方法および物理地図を作成する方法を提供すること。
【解決手段】

染色体の微小領域を原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用いて回収するにあたり

、ＡＦＭの探針を染色体が固定されている基板方向に押しつけながら移動させて、回収の
対象である染色体中の構成物質を含む微小領域を前記探針に付着させた後、前記探針を前
記基板から引き離すことにより、染色体の構成物質を含む微小領域を回収することを特徴
とする染色体の微小領域を回収する方法、並びに回収された微小領域を利用した染色体の
塩基配列解読法及び物理地図作成法。
【選択図】

なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
染色体の微小領域を原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用いて回収するにあたり、ＡＦＭの探
針を染色体が固定されている基板方向に押しつけながら移動させて、回収の対象である染
色体中の構成物質を含む微小領域を前記探針に付着させた後、前記探針を前記基板から引
き離すことにより、染色体の構成物質を含む微小領域を回収することを特徴とする染色体
の微小領域を回収する方法。
【請求項２】
ＡＦＭの探針を基板方向に押しつける力の大きさが、１０ｐＮ以上１０００μＮ以下で
あり、かつ、探針の移動速度が毎秒１ｎｍ以上３００μｍ以下であることを特徴とする請
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求項１記載の染色体の微小領域を回収する方法。
【請求項３】
回収操作を、溶液中で行なうことを特徴とする請求項１または２に記載の染色体の微小
領域を回収する方法。
【請求項４】
回収操作に用いる溶液が、水、生理緩衝液、エタノール、メタノール、又は界面活性剤
を含有する水溶液である請求項３記載の染色体の微小領域を回収する方法。
【請求項５】
探針の移動を、染色体の長軸に対して６０度〜１２０度の角度をなす方向に染色体の全
幅に対して行なう請求項１〜４のいずれかに記載の微小領域を回収する方法。
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【請求項６】
染色体の全てまたは任意の部分を構成する複数の微小領域のうち、染色体または任意の
部分の末端に位置する第一の微小領域の回収操作を行ない、続いて、前記第一の微小領域
から１０ｎｍ以上５μｍ以下の間隔をおいた第二の微小領域について第一の微小領域の回
収操作における探針の移動方向と平行に探針を移動させる回収操作を行ない、以下順次同
様の回収操作を染色体または任意の部分の他の末端に位置する微小領域まで繰り返した後
、第一の微小領域と第二の微小領域の中間に存在する微小領域について回収操作を行ない
、以降順次同様の回収操作をすべての微小領域が回収できるまで繰り返すことにより、染
色体の全て又は任意の部分を連続する複数の微小領域に分割して回収することを特徴とす
る請求項１〜５のいずれかに記載の染色体の微小領域を回収する方法。
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【請求項７】
一回の回収操作ごとに染色体上の回収位置を記録し、各回収操作において探針に付着し
た微小領域を探針から取り外すか、或いは探針ごとＡＦＭから取り外して、当該微小領域
の染色体上における回収位置に従い、染色体上の位置情報付き微小領域として回収保存す
ることを特徴とする請求項５または６記載の染色体の微小領域を回収する方法。
【請求項８】
請求項７記載の方法により回収保存される染色体上の位置情報付き微小領域に含まれる
ＤＮＡを抽出または増幅した後、その塩基配列を決定し、得られる塩基配列をそれぞれの
位置情報にしたがって順次連結することにより、染色体の全てまたは任意の部分の塩基配
列を決定することを特徴とする染色体の塩基配列解読法。
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【請求項９】
請求項７記載の方法により回収保存される染色体上の位置情報付き微小領域に含まれる
ＤＮＡを抽出または増幅した後、その塩基配列の一部を決定し、全ゲノムＤＮＡを断片化
してベクターにクローニングして作成したゲノムＤＮＡライブラリーに含まれるクローン
の中から、前記微小領域の塩基配列と相同な配列を含むクローンを選別し、前記微小領域
の位置情報に基づいて前記選別したクローンを整列させることを特徴とする染色体の物理
地図作成法。
【請求項１０】
染色体が、レプトテン期、ザイゴテン期、パキテン期、及びディプロテン期のいずれか
の時期の染色体であることを特徴とする請求項８記載の染色体の塩基配列解読法。
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【請求項１１】
染色体が、レプトテン期、ザイゴテン期、パキテン期、及びディプロテン期のいずれか
の時期の染色体であることを特徴とする請求項９記載の染色体の物理地図作成法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、染色体の微小領域を回収する方法に関し、詳しくは、染色体の微小領域を、
原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用いて精度良く効率的に回収する方法に関する。
また、本発明は、上記方法により回収された染色体の微小領域に含まれる構成物質とし
てのＤＮＡを利用して染色体の塩基配列決定及び物理地図作成を行なう方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
従来のゲノム解析技術においては、解析対象生物から全ゲノムＤＮＡを抽出し、数ｋｂ
から数十ｋｂの大きさに一旦断片化した後、適切なシーケンス用ベクターにクローニング
した後、各クローンの塩基配列を決定し、これにより得られた比較的短い塩基配列（通常
数百塩基）を解析し、末端の相同な部分を繋ぎ合わせて染色体全体の塩基配列を復元する
手法がとられていた。
しかしながら、特に真核生物ではゲノム上に類似した配列や繰り返し配列が多く含まれ
、クローンの塩基配列情報のみから全配列を復元することは不可能であり、多くの場合、
数Ｍｂの長さのコンティグ（前記クローンを末端塩基配列の相同性や制限酵素切断パター
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ンに基づいて整列させたもの）を作成するのが限度であった。
【０００３】
そこで、通常の場合は過去の研究により得られた遺伝子地図や物理地図のデータを使用
することによりコンティグの染色体上の位置を決定しているが、地図作製を含めた全作業
には非常な長期間と膨大な労力、予算が必要であった。
また、場合によっては、例えば有用遺伝子や病因遺伝子の単離や同定などを目的として
、対象となる染色体の一部分のみの塩基配列や物理地図が必要とされることがあるが、従
来の方法では、原理上、特定の場所のみの塩基配列を得ることは困難で、かなり多量の塩
基配列解析を行なうか、遺伝子地図や物理地図のデータを利用する必要があり、やはり相
当な期間、労力、予算が必要であった。

30

【０００４】
このような問題が生じる原因は、一度に解読できるＤＮＡの長さが数百塩基に限られ、
最初に全ゲノムを小さく断片化せざるを得ず、その時点で各断片（クローン）の位置情報
が失われてしまうためである。この問題は、染色体の目的とする部分をナノレベルで位置
決めし、その部分を微小領域に分割して確実に回収し、各微小領域中のＤＮＡを抽出もし
くは増幅することができれば解決可能である。このようにして得られたＤＮＡは、由来す
る染色体上の位置が既知であるため、上記のような復元の問題は生じず、染色体の対象と
する部分の塩基配列の復元や物理地図作成を容易に行なうことができる。
【０００５】
そのため、これまでに染色体の微小領域を回収することを目的に、ガラスキャピラリー
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による回収（非特許文献１）、レーザーによって対象領域の周囲を焼き切ることによる目
的部分の回収（レーザーダイゼクション：非特許文献２、特許文献１及び特許文献２）、
原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）による回収（非特許文献３〜非特許文献５）、等の技術が開発
されている。
【０００６】
しかし、キャピラリーによる切断回収においては、キャピラリーのサイズが大きいため
、マイクロメートル以上の大きさの断片しか回収できず、微小断片の回収は困難であり、
また、位置決めの精度にも問題がある。
また、レーザーダイゼクションにおいては、レーザーをマイクロメートル以下に収束さ
せることが困難で精度に問題がある上、周囲を焼き切ってしまうため連続的な回収が不可
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能である。
【０００７】
一方、ＡＦＭによる染色体の切断、微小領域の回収方法においては、染色体の切断対象
領域上で探針を往復走査しながら徐々に押し下げ、最終的には探針を基板面まで押し下げ
て切断を行なう。この方法によれば、キャピラリーやレーザーによる回収方法に比べて、
精度や回収領域のサイズは改善される。
しかし、従来のＡＦＭによる切断回収法では、切断された染色体の構成物質の大部分が
基板上に残り、回収率が著しく低いという問題点があった。また、ＡＦＭにより、隣接し
た断片を回収しようとしても、２つの領域の境界線上の染色体構成物質を完全に掻き取れ
ずに残片が残ってしまう。
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従って、ＡＦＭによる技術を利用して連続的な切断に成功した例は、現在まで報告され
ていない。さらに、ＡＦＭによる回収操作後、染色体の構成物質が実際に回収されている
ことを直接的に検証した例もない。
【０００８】
【 非 特 許 文 献 １ 】 H． ‑J． Ludecke， G． Senger， U． Claussen， B． Horsthemke， Nature， 3
38， 348（ 1989）
【 非 特 許 文 献 ２ 】 秦 野 伸 二 （ S． Hadano） ， 池 田 穣 衛 （ Joh‑E． Ikeda） ， 組 織 培 養 ， 22
， 55（ 1996）
【 非 特 許 文 献 ３ 】 C． Mosher， D． Jondle， L． Ambrosio， J． Vesenka， E． Henderson， Sca
nning Microsc． ， 8， 491（ 1994）
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【 非 特 許 文 献 ４ 】 S． Thalhammer， R． W． Stark， S． Muullere， J． Wienberg， W． M． Heck
l， J． Struct． Biol． ， 119， 232（ 1997）
【 非 特 許 文 献 ５ 】 S． Iwabuchi， T． Mori， K． Ogawa， K． Sato， M． Saito， Y． Morita， T
． Ushiki， E． Tamiya， Arch． Histol． Cytol． ， 65， 473（ 2002）
【特許文献１】特開平１１−１４８８８７号公報
【特許文献２】特開２００２−２０２２２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
上記のように、染色体の微小領域を切断して回収しようという試みはいくつか行なわれ
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ているが、いずれも完全な技術ではなく、マイクロメートル以下の微小領域を連続して余
さず回収可能な方法は現時点で存在しない。
そこで、本発明は、染色体の構成物質を含む微小領域を効率的に回収し、複数の隣接す
る微小領域の連続回収も精度良く行なうことのできる方法を提供することを目的とする。
また、本発明は、回収された染色体の微小領域を基に、染色体の全てまたは任意の箇所
の塩基配列を正確かつ簡便に解読する方法および物理地図を作成する方法を提供すること
をも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明者らは、上記目的を達成するために鋭意検討を重ねた結果、ＡＦＭの探針を利用
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して特定の手順で回収操作を行なうことにより、微小領域の回収を効率良く行なうことが
でき、しかも連続回収も実現できることを見出した。また、回収された染色体の微小領域
からは、その構成物質であるＤＮＡ等を抽出することが可能であり、塩基配列の解読や物
理地図の作成に利用可能であることも見出した。
本発明は、係る知見に基くものである。
【００１１】
請求項１記載の本発明は、染色体の微小領域を原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用いて回収
するにあたり、ＡＦＭの探針を染色体が固定されている基板方向に押しつけながら移動さ
せて、回収の対象である染色体中の構成物質を含む微小領域を前記探針に付着させた後、
前記探針を前記基板から引き離すことにより、染色体の構成物質を含む微小領域を回収す
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ることを特徴とする染色体の微小領域を回収する方法である。
請求項２記載の本発明は、ＡＦＭの探針を基板方向に押しつける力の大きさが、１０ｐ
Ｎ以上１０００μＮ以下であり、かつ、探針の移動速度が毎秒１ｎｍ以上３００μｍ以下
であることを特徴とする請求項１記載の染色体の微小領域を回収する方法である。
請求項３記載の本発明は、回収操作を、溶液中で行なうことを特徴とする請求項１また
は２に記載の染色体の微小領域を回収する方法である。
請求項４記載の本発明は、回収操作に用いる溶液が、水、生理緩衝液、エタノール、メ
タノール、又は界面活性剤を含有する水溶液である請求項３記載の染色体の微小領域を回
収する方法である。
【００１２】
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請求項５記載の本発明は、探針の移動を、染色体の長軸に対して６０度〜１２０度の角
度をなす方向に染色体の全幅に対して行なう請求項１〜４のいずれかに記載の微小領域を
回収する方法である。
請求項６記載の本発明は、染色体の全てまたは任意の部分を構成する複数の微小領域の
うち、染色体または任意の部分の末端に位置する第一の微小領域の回収操作を行ない、続
いて、前記第一の微小領域から１０ｎｍ以上５μｍ以下の間隔をおいた第二の微小領域に
ついて第一の微小領域の回収操作における探針の移動方向と平行に探針を移動させる回収
操作を行ない、以下順次同様の回収操作を染色体または任意の部分の他の末端に位置する
微小領域まで繰り返した後、第一の微小領域と第二の微小領域の中間に存在する微小領域
について回収操作を行ない、以降順次同様の回収操作をすべての微小領域が回収できるま
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で繰り返すことにより、染色体の全て又は任意の部分を連続する複数の微小領域に分割し
て回収することを特徴とする請求項１〜５のいずれかに記載の染色体の微小領域を回収す
る方法である。
請求項７記載の本発明は、一回の回収操作ごとに染色体上の回収位置を記録し、各回収
操作において探針に付着した微小領域を探針から取り外すか、或いは探針ごとＡＦＭから
取り外して、当該微小領域の染色体上における回収位置に従い、染色体上の位置情報付き
微小領域として回収保存することを特徴とする請求項５または６記載の染色体の微小領域
を回収する方法である。
請求項８記載の本発明は、請求項７記載の方法により回収保存される染色体上の位置情
報付き微小領域に含まれるＤＮＡを抽出または増幅した後、その塩基配列を決定し、得ら
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れる塩基配列をそれぞれの位置情報にしたがって順次連結することにより、染色体の全て
または任意の部分の塩基配列を決定することを特徴とする染色体の塩基配列解読法である
。
請求項９記載の本発明は、請求項７記載の方法により回収保存される染色体上の位置情
報付き微小領域に含まれるＤＮＡを抽出または増幅した後、その塩基配列の一部を決定し
、全ゲノムＤＮＡを断片化してベクターにクローニングして作成したゲノムＤＮＡライブ
ラリーに含まれるクローンの中から、前記微小領域の塩基配列と相同な配列を含むクロー
ンを選別し、前記微小領域の位置情報に基づいて前記選別したクローンを整列させること
を特徴とする染色体の物理地図作成法である。
請求項１０記載の本発明は、染色体が、レプトテン期、ザイゴテン期、パキテン期、及
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びディプロテン期のいずれかの時期の染色体であることを特徴とする請求項８記載の染色
体の塩基配列解読法である。
請求項１１記載の本発明は、染色体が、レプトテン期、ザイゴテン期、パキテン期、及
びディプロテン期のいずれかの時期の染色体であることを特徴とする請求項９記載の染色
体の物理地図作成法である。
【発明の効果】
【００１３】
本発明によれば、染色体の微小領域を効率的に回収することができ、複数の隣接する微
小領域の連続回収も精度良く行なうことができる。
また、染色体の全てないし着目した部分を微小領域に分割し、位置情報付き微小領域と
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して連続して回収すれば、染色体の塩基配列解読や物理地図作成の効率を従来の手法に比
べ飛躍的に向上させることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
以下、本発明の実施の形態を説明する。
本発明の染色体の構成物質を含む微小領域を回収する方法は、請求項１に記載するよう
に、染色体の微小領域を原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用いて回収するにあたり、ＡＦＭの
探針を染色体が固定されている基板方向に押しつけながら移動させて、回収の対象である
染色体中の構成物質を含む微小領域を前記探針に付着させた後、前記探針を前記基板から
引き離すことにより、染色体の構成物質を含む微小領域を回収することを特徴とする。

10

【００１５】
本発明の方法において、回収の対象である染色体の構成物質とは、染色体を構成する物
質を意味し、ＤＮＡ等の核酸、タンパク質などを意味する。
また、微小領域とは、回収したい染色体の構成物質が存在する染色体の任意の箇所（小
さな一部分）を意味する。微小領域のサイズや位置は、特に限定する必要はなく、回収し
たいと欲する者の意図に従って自由に設定して良い。
原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）とは、カンチレバーの先に探針を備え、該探針と、基板上に
載置された試料の表面間に働く原子間力を検出し、表面凹凸を描き出す走査型プローブ顕
微鏡の一種であり、本発明においては、どのようなものでも用いることができる。探針の
サイズ、種類、材質等は、回収の対象である微小領域の幅に応じて選択することができる

20

。
【００１６】
図１は、本発明の方法における回収操作の原理を示したものである。
本発明の方法における回収操作は、探針１１に下向きの力（染色体が固定されている基
板１２方向に押しつける力）を加えながら、回収の対象である染色体１３を縦断又は横断
するように１回だけ図１の左向き矢印方向に動かし、移動直後に基板から引きはなす。こ
こで、引きはなすとは、基板の水平面に対し上向き（図１の上向き矢印方向）に引き上げ
ることを意味し、基板の水平面に対し多少斜め向きであっても良く、必ずしも直角である
必要はない。
このような回収操作を行なった結果、探針に付着した染色体の微小領域１４を探針１１
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から外して、或いは探針から剥離させずに付着させたまま回収保存することができる。
従って、従来のＡＦＭによる染色体の切断、微小領域の回収技術（図５参照）が、探針
の往復走査や段階的な押し下げを行なうものであるのとは相違する。
【００１７】
ここで、回収操作は、請求項２に記載するように、ＡＦＭの探針を基板方向に押しつけ
る力の大きさを、１０ｐＮ以上１０００μＮ以下、好ましくは１μＮ〜５０μＮとし、か
つ、探針の移動速度、すなわち染色体の微小領域における移動（図１の左向き矢印方向へ
の移動）の際の速度は、毎秒１ｎｍ以上３００μｍ以下、好ましくは毎秒０．１μｍ〜１
０μｍとすることが好ましい。
【００１８】
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また、回収操作は、大気中で行なっても良いが、請求項３に記載するように、溶液中で
行なっても良い。後述するように、サイズの大きい染色体の微小領域を連続回収する場合
は、特に溶液中で行なうことが好ましい。溶液中で回収操作を行なう場合の溶液としては
、水、緩衝液、油、アルコール、有機溶媒全般等を挙げることができるが、このうち特に
、請求項４に記載するように、水、生理緩衝液、エタノール、メタノール、又は界面活性
剤を含有する水溶液を用いることができる。
生理緩衝液としては、リン酸緩衝液、トリス緩衝液、炭酸緩衝液、グッド緩衝液などを
挙げることができる。また、界面活性剤しては、非イオン性、陽イオン性、陰イオン性、
両イオン性界面活性剤等いずれも利用することができ、代表的なものとしては、ＳＤＳ、
トリトンＸ−１００、Ｔｗｅｅｎ２０などを挙げることができる。水溶液中の界面活性剤
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の含有割合は、０．１〜１０％とすることが好ましい。
【００１９】
更に、探針の染色体の微小領域における移動方向は（図１の例では横向き矢印）、適宜
調整することができる。一般には、請求項５に記載するように、染色体の長軸に対して６
０度〜１２０度の角度をなす方向に染色体の全幅に対して行なうことができる。例えば、
後述の実施例のように、染色体の長軸に対し直角（９０度の角度）に移動させることがで
きる。一方、後述のように複数の微小領域を連続回収する場合には、探針の移動方向を、
染色体の長軸に対し、９０度からある程度ずらした角度、好ましくは６０〜８５度及び９
５〜１２０度の角度をなす方向とすると、隣接する微小領域に含まれるＤＮＡの一部を重
複させることができ、塩基配列解析を効率的に行なえるので、好ましい。

10

【００２０】
本発明の方法によれば、上記のような回収操作を行なうことにより、染色体の構成物質
を含む微小領域を回収することができる。回収された染色体の微小領域には、ＤＮＡやタ
ンパク質などの構成物質が含まれている。本発明の方法によれば、染色体の微小領域を、
基板上に残片を残すことなく、微小領域に含まれる構成物質を破壊せずに高い回収率で回
収することができる。従って、微小領域からＤＮＡを抽出または増幅すれば、従来のゲノ
ム解析手法に比べてはるかに省力化された染色体塩基配列解読や染色体物理地図作成が可
能になる。
【００２１】
本発明の方法においては、上記した回収操作を、染色体中の一ヶ所のみについて行なう

20

こともできるが、染色体の全てあるいはその中の着目した部分を微小領域に分割して、各
領域について回収操作を行なうことにより、染色体の広い領域について塩基配列解読や染
色体物理地図作成を行なうこともできる。
この場合は、染色体の全てまたは任意の部分を構成する複数の微小領域について、順次
回収操作を進めていくことができる。この場合、回収操作の進行方向（順序）については
、染色体または任意の部分の一端から他端まで一つずつ、すなわち、探針を切断幅だけず
らして進めていくとすることもできるが、この場合、隣接する切断線の間にある程度の量
の染色体構成成分が回収されずに残ってしまうおそれがある。
【００２２】
そこで、このようなおそれを軽減するためには、請求項６に記載するように、染色体の
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全てまたは任意の部分を構成する複数の微小領域のうち、染色体または任意の部分の末端
に位置する第一の微小領域の回収操作を行ない、続いて、前記第一の微小領域から１０ｎ
ｍ以上５μｍ以下の間隔をおいた第二の微小領域について第一の微小領域の回収操作にお
ける探針の移動方向と平行に探針を移動させる回収操作を行ない、以下順次同様の回収操
作を染色体または任意の部分の他の末端に位置する微小領域まで繰り返した後、第一の微
小領域と第二の微小領域の中間に存在する微小領域について回収操作を行ない、以降順次
同様の回収操作をすべての微小領域が回収できるまで繰り返すことが好ましい。このよう
な方法により、染色体の対象部分を複数の微小領域に分割して完全に回収することができ
、隣接する切断線の間に回収されない染色体の構成成分が残ってしまうおそれをなくすこ
とができる。
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【００２３】
本発明の方法で連続回収を行なう場合の手順を、図２を参照して説明する。尚、図２の
（ａ）は回収途中、（ｂ）は回収終了時を示す。
まず、図２の（ａ）に示すように染色体または任意の部分の末端Ａの最も近い位置にあ
る第一の微小領域２０１の回収操作を行なう。すなわち、染色体の全部または着目した任
意の部分の一方の末端の微小領域２０１について、図１に示す原理に従い回収操作を行な
う。
続いて、第一の微小領域２０１から１０ｎｍ以上５μｍ以下、好ましくは３０ｎｍ以上
１μｍ以下の間隔をおいた第二の微小領域２２について回収操作を行なう。すなわち、Ａ
ＦＭの探針を、第一の微小領域２０１から適当な間隔を置いて直近の染色体の第二の微小
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領域２０２に移して、該微小領域２０２について回収操作を行なう。この際、探針の移動
は、第一の微小領域２０１の回収操作における探針の移動方向と平行の方向とすることが
必要である。尚、微小領域の間隔については、使用する探針の形状や移動速度、加える力
などの条件設定により１０ｎｍ以上５μｍの範囲で適宜調整することが可能である。
【００２４】
以下、順次同様の回収操作を、第一の微小領域２１側の末端Ａとは別の末端Ｂに位置す
る微小領域２０７まで、微小領域２０３，２０４，２０５，２０６，２０７の順に繰り返
す。
尚、第二の微小領域で染色体の他の末端に達した場合は、第二の微小領域の回収操作の
後、後述する中間に存在する微小領域について回収操作を行なうこととなる。尚、各操作

10

により回収される微小領域のサイズは、一致させても良いし、互いに異なっていても良い
。
【００２５】
ここまでの一連の操作により、適当な間隔をおいて染色体の微小領域２０１〜２０７が
回収され、図２の（ｂ）に示すように、各微小領域の中間に存在する微小領域のみが残る
状態となる（図２の右側）。
そこで、第一の微小領域と第二の微小領域の中間に存在する微小領域２０８まで探針を
戻し同様の回収操作を行なう。そして、第一の微小領域２０１から１０ｎｍ以上５μｍ以
下の間隔をおいた微小領域２０９について回収操作を行なう。続けて、微小領域２１０、
２１１、２１２、及び２１３について回収操作を行なう。この際も探針の移動は、第一の
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微小領域２０１の回収操作における探針の移動方向と平行の方向とすることが必要である
。
この後半の各回収操作により回収される微小領域は、前記前段の各回収操作により回収
される微小領域の中間部分全域をカバーすることが必要である。すなわち、図２の例で説
明すると、微小領域２１０は、微小領域２０１と２０２との中間部分全域、微小領域２１
１は、微小領域２０２と２０３との中間部分全域、と順次一致させる必要がある。
このようにして、染色体の全て又は任意の部分を構成する複数の微小領域２０１〜２１
５を連続回収することが可能である。
【００２６】
連続回収の結果得られる微小領域に含まれる構成物質、例えばＤＮＡは、該微小領域に
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隣接する微小領域に含まれるＤＮＡとゲノム上隣接することが分かる。従って、連続回収
により得られる複数の微小領域を、もとの染色体上における回収位置に従って並べ替える
ことにより、微小領域のそれぞれに含まれるＤＮＡをつなぎ合わせて、染色体に含まれる
ＤＮＡを解析できることが明らかである。
そこで、連続回収された各微小領域に含まれるＤＮＡ等の構成物質を、染色体の全て又
は任意の部分全体の遺伝情報として効率良く利用できるようにするために、請求項７に記
載するように、一回の回収操作ごとに染色体上の回収位置を記録し、各回収操作において
探針に付着した微小領域を探針から取り外すか、或いは探針ごとＡＦＭから取り外して、
当該微小領域の染色体上における回収位置に従い、染色体上の位置情報付き微小領域とし
て回収保存することが好ましい。
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染色体上の位置情報は、ＡＦＭによりナノレベルの精度で記録することができるので、
この機能を利用して染色体上の位置情報付き微小領域とすることができる。
【００２７】
このようにして連続回収された微小領域は、染色体の塩基配列の解明に用いることがで
きる。すなわち、連続回収され保存された染色体上の位置情報付き微小領域に含まれるＤ
ＮＡを抽出または増幅し、得られたＤＮＡをクローニングし、順次解析すれば、染色体全
てないし着目部分の塩基配列解読が可能である。
つまり、請求項８に記載するように、請求項７記載の方法により回収保存される染色体
上の位置情報付き微小領域に含まれるＤＮＡを抽出または増幅した後、その塩基配列を決
定し、得られる塩基配列をそれぞれの位置情報にしたがって順次連結することにより、染
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色体の全てまたは任意の部分の塩基配列を決定して、染色体の塩基配列を解読することが
できる。
【００２８】
更に、連続回収された各微小領域から取り出されたＤＮＡは、物理地図の作成に用いる
ことができる。すなわち、請求項９に記載するように、請求項７記載の方法により回収保
存される染色体上の位置情報付き微小領域に含まれるＤＮＡを抽出または増幅した後、そ
の塩基配列の一部を決定し、全ゲノムＤＮＡを断片化してベクターにクローニングして作
成したゲノムＤＮＡライブラリーに含まれるクローンの中から、前記微小領域の塩基配列
と相同な配列を含むクローンを選別し、前記微小領域の位置情報に基づいて前記選別した
クローンを整列させることにより、染色体の物理地図を作成することができる。

10

染色体の物理地図の作成について一例を挙げると、次のとおりである。まず、回収した
微小領域に含まれる構成物質としてのＤＮＡの全てでなく一部のみを解析し、その塩基配
列情報に基づいてゲノムＤＮＡのＢＡＣライブラリーやＹＡＣライブラリー等から相同配
列を含むクローンをスクリーニングして、そのクローンを染色体上の微小領域の位置して
いた場所にマップする。この操作を、連続回収した各微小領域に対して繰り返し行なえば
、特定の染色体ないしその染色体上の特定部分に位置するクローンを選別し、さらに整列
化すること、すなわち物理地図の作成が可能である。
【００２９】
ここで、本発明の方法における連続回収の際の各回収操作において、上述のように、探
針を、染色体の長軸に対して６０度〜１２０度の角度をなす方向に染色体の全幅に対して
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行なうようにすると、該微小領域から抽出または増幅されたＤＮＡをつなげることができ
、塩基配列解析や物理地図作成を効率的に行なえる。図３に示すように、染色体３１には
通常２セットのＤＮＡ３２が含まれているため、上記特定の角度で探針を移動させると、
２本のＤＮＡ３２間で微小領域３３及び３４の境界線３５にずれが生じることにより、あ
る微小領域３３と隣接する微小領域３４の両方に重複する部分３６が生じ、塩基配列解析
を効率的に行なうことができる。
【００３０】
また、本発明の方法の対象とする染色体としては、減数分裂期のもの、例えば請求項１
０及び１１に記載するようなレプトテン期、ザイゴテン期、パキテン期、又はディプロテ
ン期の染色体を用いることが好ましい。減数分裂期の染色体は、引き延ばされた非常に細

30

長い構造をとっているため、同じ切断幅でも通常の体細胞分裂期の染色体にくらべて含ま
れるＤＮＡ量が少なくなり、ゲノム解析の分解能を向上させることが可能である。さらに
、この時期は、一本の染色体に含まれるＤＮＡが４セットになるため、ＤＮＡの増幅や隣
接領域との接続部分の解析に有利になる。
以下、本発明を実施例により具体的に説明する。
【実施例１】
【００３１】
本発明の方法に従い、染色体の微小領域の回収を行なった。
すなわち、ＡＦＭ（ＳＰＡ−８００Ｐ、メーカー：セイコーインスツルナノテクノロジ
ー社）の探針としてシリコン製のもの（商品名：ＮＣＨ−１０Ｔ、メーカー：ナノワール
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ド社）を使用し、探針を染色体が固定されている基板方向に押しつけながら、毎秒１．０
μｍの移動速度で、回収対象の染色体の端から１μｍ及び２μｍの位置を幅１５０ｎｍで
一回のみ走査した後、基板から上方に引き上げて探針を引き離した。走査は、探針を基板
方向に押しつける力の大きさを約２０μＮとして行なった。また、回収操作は大気中で行
なった。
図４に、染色体の微小領域を回収した後の染色体のＡＦＭ観察像を示す。
【００３２】
一方、従来法により染色体を切断した。すなわち、ＡＦＭの探針を、染色体の切断対象
領域上で往復走査しながら徐々に押し下げ、探針を基板面まで押し下げて切断を行なった
。図５に、従来法により微小領域を切断した後の染色体のＡＦＭ観察像を示す。
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【００３３】
その結果、従来法（図５）では、ＡＦＭの探針の移動により染色体５１の微小領域は確
かに掻き取られ切断線５２が形成されるが、探針が折り返すときに掻き取られた微小領域
の構成物質は探針からはずれて切断線の末端に堆積し、残骸５３となって基板上に残り、
回収することはできなかった。
これに対し、本発明の方法の場合は、図４に示すように、切断線４１には残骸が全く観
察されなかった。
このことから、染色体の微小領域が探針に付着して回収されていると推測された。
【００３４】
本発明の方法により回収された染色体の微小領域が実際に回収されているかどうかを検

10

証するために、ＤＮＡに非特異的に結合する蛍光色素ＹＯＹＯ−１により染色した染色体
について、同様に微小領域の回収を行ない、回収後に探針を蛍光顕微鏡により観察した。
その結果、図６に示すように、ＡＦＭのカンチレバー６１上にある探針の先端６２に蛍
光が検出され、実際にＤＮＡを含む染色体の微小領域が回収されていることが実証された
。回収の再現性は非常に高く、９０％以上の確率で回収に成功している。
また、走査型電子顕微鏡により探針先端を観察したところ、図７に示すように、探針先
端７１に回収した染色体微小領域由来の物質７２が付着していることが確認された。
【実施例２】
【００３５】
本発明の方法に従い、染色体の微小領域の連続回収を行なった。回収は、前記実施例１

20

のように大気中でも可能であるが、本実施例では、溶液中（超純水）中で回収を行えるか
どうか検討した。
図２に示した連続回収の原理に従い、まず、染色体の第一の微小領域（長さ約７００ｎ
ｍ、幅約１００ｎｍの直線領域）の回収操作を行い、続いて、前記第一の回収領域から約
５００ｎｍの間隔を置いて第一の回収操作と平行に第二の微小領域（長さ約７００ｎｍ、
幅約１００ｎｍの直線領域）について回収操作を行なった。その後、第一の微小領域と第
二の微小領域の中間に残存している微小領域（長さ約７００ｎｍ、幅約５００ｎｍの直線
領域）について第三の回収操作を行なった。
図８に第一の微小領域と第二の微小領域を回収した時点の染色体のＡＦＭ観察像（ａ）
及び第三の微小領域を回収し連続回収を終了させた後のＡＦＭ観察像（ｂ）を示す。
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【００３６】
図８（ａ）から明らかなように、第一の微小領域及び第二の微小領域の存在した場所に
は、２本の切断線８１が染色体上に観察できる。また、第一の微小領域と第二の微小領域
を回収した時点で、両領域の中間に存在する微小領域の中間部分８２がそのまま残されて
いる。これに対し、第三の微小領域を回収した後は、図８（ｂ）から明らかなように、図
８（ａ）の中間部分８２に染色体構成物質の存在しない領域８３が観察されたことから（
図７の右図参照）、中間部分８２の微小領域が確かに回収されたことが検証できた。
このようにして、染色体上の３つの微小領域を連続的に回収することに成功したことか
ら、同様に回収操作を複数の微小領域について行なうことにより、染色体の全部または任
意の部分について微小断片に分割して連続的に回収することが可能であることも明らかで

40

ある。
水、生理緩衝液、エタノール、メタノール、及び界面活性剤を含有する水溶液などの溶液
中で同様に回収操作を行なった結果、同様に染色体の構成物質を回収することができ、サ
イズの大きな染色体等では、大気中での回収よりもむしろ効率が良い場合があった。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
本発明によれば、染色体の微小領域を効率的に回収することができ、複数の隣接する微
小領域の連続回収も精度良く行なうことができる。
また、染色体の全てないし着目した部分を微小領域に分割し、位置情報付き微小領域と
して連続して回収すれば、染色体の塩基配列解読や物理地図作成の効率を従来の手法に比
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べ飛躍的に向上させることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の方法における回収操作の原理を示す図である。
【図２】本発明の方法により連続回収を行なう場合の（ａ）回収途中、（ｂ）回収終了時
の手順の説明図である。
【図３】染色体の長軸に対して所定の角度で切断回収した場合の説明図である。
【図４】本発明の方法により染色体の微小領域を回収した後の染色体のＡＦＭ観察像を示
す。
【図５】従来法により染色体の微小領域を回収した後の染色体のＡＦＭ観察像を示す。

10

【図６】探針先端に付着した染色体構成物質の蛍光顕微鏡像を示す。
【図７】探針先端に付着した染色体構成物質の走査型電子顕微鏡像を示す。
【図８】実施例２において第一の微小領域と第二の微小領域を回収した時点の染色体のＡ
ＦＭ観察像（ａ）及び第三の微小領域を回収し連続回収を終了させた後のＡＦＭ観察像（
ｂ）を示す。
【符号の説明】
【００３９】
１１

探針

１２

基板

１３

染色体

１４

微小領域

Ａ

染色体または任意の部分の末端

Ｂ

染色体または任意の部分の他の末端
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２０１〜２１３
３１

染色体

３２

ＤＮＡ

３３及び３４

微小領域

微小領域

３５

境界線

３６

微小領域３３及び３４に重複する部分

４１

切断線

５１

染色体

５２

切断線

５３

残骸

６１

カンチレバー

６２

探針の先端

７１

探針の先端

７２

染色体の構成物質

８１

切断線

８２

微小領域の中間部分

８３

染色体の構成物質の存在しない領域
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