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(57)【要約】

（修正有）

【課題】遺伝子型判定マーカーを利用して、一塩基反復
多型中の反復数を解析する方法、及び一塩基反復の近傍
に存在する一塩基多型を解析する方法を提供する。
【解決手段】以下のステップ：（ａ）対象となる一塩基
反復多型又は一塩基反復の近傍に存在する一塩基多型が
生じ得ることが知られている核酸領域に対応する標識さ
れた２種以上の核酸断片を含む遺伝子型判定マーカーを
調製するステップ、（ｂ）被験核酸中の、該遺伝子型判
定マーカーに含まれる核酸断片に対応する領域をＰＣＲ
法を用いて増幅することにより被験核酸断片を調製する
ステップ、（ｃ）該遺伝子型判定マーカーと該被験核酸
断片とを混合し、分離処理に供するステップ、及び（ｄ
）該被験核酸断片の移動度を該遺伝子型判定マーカー中
の核酸断片の移動度と比較ステップを含む、一塩基反復
多型中の反復数又は一塩基多型を解析する方法。
【選択図】図５Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
一塩基反復多型中の反復数を解析する方法であって、以下のステップ：
（ａ）対象となる一塩基反復が生じ得ることが知られている核酸領域に対応する標識さ
れた２種以上の核酸断片を含む遺伝子型判定マーカーを調製するステップであって、該遺
伝子型判定マーカー中に含まれる各核酸断片は、該一塩基反復において異なる反復数を有
する配列を有するステップ、
（ｂ）被験核酸中の、該遺伝子型判定マーカーに含まれる核酸断片に対応する領域をＰ
ＣＲ法を用いて増幅することにより被験核酸断片を調製するステップであって、該被験核
酸断片は該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片とは異なる標識物質を用いて標識されてい

10

るステップ、
（ｃ）該遺伝子型判定マーカーと該被験核酸断片とを混合し、分離処理に供するステッ
プ、及び
（ｄ）該被験核酸断片の移動度を該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片の移動度と比較
することにより、該被験核酸断片における対象となる一塩基反復中の反復数を判定するス
テップ
を含む、上記方法。
【請求項２】
一塩基反復多型中の反復数を解析する方法であって、以下のステップ：
（ａ）対象となる一塩基反復が生じ得ることが知られている核酸領域に対応する標識さ
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れた２種以上の核酸断片を含む遺伝子型判定マーカーを調製するステップであって、該遺
伝子型判定マーカー中に含まれる各核酸断片は、続く分離処理において、該一塩基反復に
おいて異なる反復数を有する配列を有する核酸断片とそれぞれ類似する挙動を示すもので
あるステップ、
（ｂ）被験核酸中の、該遺伝子型判定マーカーに含まれる核酸断片に対応する領域をＰ
ＣＲ法を用いて増幅することにより被験核酸断片を調製するステップであって、該被験核
酸断片は該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片とは異なる標識物質を用いて標識されてい
るステップ、
（ｃ）該遺伝子型判定マーカーと該被験核酸断片とを混合し、分離処理に供するステッ
プ、及び
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（ｄ）該被験核酸断片の移動度を該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片の移動度と比較
することにより、該被験核酸断片における対象となる一塩基反復中の反復数を判定するス
テップ
を含む、上記方法。
【請求項３】
一塩基反復の近傍に存在する一塩基多型を解析する方法であって、以下のステップ：
（ａ）対象となる一塩基多型が生じ得ることが知られている核酸領域に対応する標識さ
れた２種以上の核酸断片を含む遺伝子型判定マーカーを調製するステップであって、該遺
伝子型判定マーカー中に含まれる各核酸断片は、該一塩基多型の近傍に存在する一塩基反
復において異なる反復数を有する配列を有するステップ、
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（ｂ）被験核酸中の、該遺伝子型判定マーカーに含まれる核酸断片に対応する領域をＰ
ＣＲ法を用いて増幅することにより被験核酸断片を調製するステップであって、該被験核
酸断片は該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片とは異なる標識物質を用いて標識されてい
るステップ、
（ｃ）該遺伝子型判定マーカーと該被験核酸断片とを混合し、分離処理に供するステッ
プ、及び
（ｄ）該被験核酸断片の移動度を該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片の移動度と比較
することにより、該被験核酸断片における対象となる一塩基多型を判定するステップ
を含む、上記方法。
【請求項４】
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一塩基反復の近傍に存在する一塩基多型を解析する方法であって、以下のステップ：
（ａ）対象となる一塩基多型が生じ得ることが知られている核酸領域に対応する標識さ
れた２種以上の核酸断片を含む遺伝子型判定マーカーを調製するステップであって、該遺
伝子型判定マーカー中に含まれる各核酸断片は、続く分離処理において、該一塩基多型の
近傍に存在する一塩基反復において異なる反復数を有する配列を有する核酸断片とそれぞ
れ類似する挙動を示すものであるステップ、
（ｂ）被験核酸中の、該遺伝子型判定マーカーに含まれる核酸断片に対応する領域をＰ
ＣＲ法を用いて増幅することにより被験核酸断片を調製するステップであって、該被験核
酸断片は該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片とは異なる標識物質を用いて標識されてい
るステップ、
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（ｃ）該遺伝子型判定マーカーと該被験核酸断片とを混合し、分離処理に供するステッ
プ、及び
（ｄ）該被験核酸断片の移動度を該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片の移動度と比較
することにより、該被験核酸断片における対象となる一塩基多型を判定するステップ
を含む、上記方法。
【請求項５】
前記核酸断片がＤＮＡ断片である、請求項１〜４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
前記核酸領域がゲノム領域である、請求項１〜５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
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前記遺伝子型判定マーカー中の各核酸断片が、前記対象となる一塩基反復中の反復数に
おいて１ずつ異なる配列を有する、請求項１〜６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
前記分離処理をキャピラリー電気泳動により行う、請求項１〜７のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項９】
前記遺伝子型判定マーカー中の核酸断片が、１種類の標識物質を用いて標識されている
、請求項１〜８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
前記標識が蛍光標識である、請求項１〜９のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項１１】
前記核酸領域が細菌のゲノム領域である、請求項１〜１０のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項１２】
前記細菌がヨーネ菌である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
前記核酸領域が配列番号１又は２に示される配列又は該配列の相補鎖に対してストリン
ジェントな条件下でハイブリダイズする配列を含む、請求項１〜１２のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項１４】
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対象となる一塩基反復多型又は一塩基反復の近傍に存在する一塩基多型が生じ得ること
が知られている核酸領域に対応する、標識された２種以上の核酸断片を含む遺伝子型判定
マーカー、及び該遺伝子型判定マーカーに含まれる核酸断片に対応する核酸領域を増幅す
るためのプライマーペアを少なくとも含む、一塩基反復多型中の反復数又は一塩基多型を
解析するためのキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、一塩基反復多型及び一塩基多型の解析方法に関する。より具体的には、本発
明は、遺伝子型判定マーカーを利用して、一塩基反復多型中の反復数を解析する方法、及
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び一塩基反復の近傍に存在する一塩基多型を解析する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
ゲノム、ｍＲＮＡなどのある生物の核酸は、その生物に関する遺伝情報を含んでいる。
個体間での遺伝子配列の変化は、多くの明白な表現型の相違（例えば毛髪、皮膚等の色素
形成）及び多くの非明白なもの（例えば薬剤耐性及び疾患の易罹患性）を説明することが
可能である。ＤＮＡ多型を構成する１塩基対置換などのヌクレオチド配列における微小な
変化でさえも、タンパク質の性質又は量に対して顕著な影響を及ぼす場合がある。
【０００３】
ＤＮＡ多型はゲノム全体を通じて遺伝子内及び遺伝子間に存在し、種々の型が結果とし

10

て異なる遺伝子機能をもたらす場合があり、あるいはもたらさない場合もある。遺伝子機
能の差異は、同じ配列の２つの別個の型の機能を比較することにより決定される。ほとん
どの多型は遺伝子機能を変化させず、そのような場合は中立的突然変異、又は中立多型と
称される。その他の突然変異は、例えばタンパク質のアミノ酸配列を変化させることによ
り、あるいはプロモーターのような制御配列又はＲＮＡスプライシング又は分解シグナル
を変化させることにより、遺伝子機能に影響を及ぼす。遺伝子機能に影響を及ぼすＤＮＡ
多型が疾患に関与することもある。すなわち、疾患の状態を誘発したり影響を及ぼしたり
することに加えて、突然変異は、病原体の変化した病原性、又は患者の疾患への易罹患性
及び治療に対する抵抗性をもたらす場合もある。
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【０００４】
ＤＮＡ配列内における特定のヌクレオチドの変化又は特定の突然変異を検出する能力は
、医療上又は非医療上の目的の多くに有用である。ヌクレオチドの変化を同定することが
できる方法は、ＤＮＡ多型に関わる疾患のスクリーニング及び診断を可能にする。多型は
また、疾患に関与する遺伝子を同定するための遺伝子研究において有用である。多型が１
以上の遺伝子の機能を疾患への易罹患性が増大するように変化させる場合、そのような多
型は、疾患を有さない個体と比較して疾患を有する個体において、より高頻度に存在する
ことになる。統計学的方法を用いることにより、正常な集団と比較した場合に罹患した集
団で観察される多型の頻度を評価することができ、多型と疾患の表現型との間の因果関係
の確立を容易にすることができる。疾患に相関する配列の変異を迅速に同定できる方法は
また、予防的手段を行う場合、疾患発症の確率を調べる場合、及びこのような疾患の予後
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を評価する場合において、価値あるものである。
【０００５】
中立的突然変異に関しては、これが自然淘汰を受けないために、時間とともに一定の割
合で蓄積していく。このことが、中立的突然変異の分子時計としての利用の基礎となって
いる。中立的突然変異によるＤＮＡ多型（中立多型）は、例えば、微生物から高等生物ま
での系統解析、又は特定の系統の検出に利用されている。一定期間内での変異の頻度が十
分に低く、利用に支障がないと推測される多型は、植物品種のＤＮＡ鑑定及び法医学的分
析などに利用されている。
【０００６】
ＤＮＡ多型のうち、最小単位であるゲノムＤＮＡでの１ヌクレオチド変化は、一塩基多
型又は単にＳＮＰ（Ｓｉｎｇｌｅ

Ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ
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Ｐｏｌｙｍｏｒｐｈｉｓｍ）

と称される。ＳＮＰなどの遺伝的多型の有用性の中核をなすのは、既知の多型に関して個
体の遺伝子型を決定する能力である。この問題に対して多くのアプローチがなされてきた
。例えば、一部の多型は、偶然にも制限エンドヌクレアーゼの開裂部位において変化をも
たらし、これにより、消化されたゲノムＤＮＡ試料を電気泳動で分離する場合に観察され
るフラグメントのパターンを変化させる。これは、制限酵素断片長多型分析、すなわちＲ
ＦＬＰ分析により検出することができる。
【０００７】
１本鎖高次構造多型（ＳＳＣＰ）分析もまた、増幅されたＤＮＡフラグメント内のＳＮ
Ｐを検出できる。この方法においては、増幅されたフラグメントを変性させ、次に非変性
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ポリアクリルアミドゲル中における電気泳動の間に再アニーリングさせる。１ヌクレオチ
ド配列変化の存在は、野性型配列と比較した場合に、コンホメーション及び試料の電気泳
動における移動度に検出可能な変化をもたらし得る。
【０００８】
ハイブリダイゼーションに基づく方法では、対立遺伝子特異的オリゴヌクレオチド（Ａ
ＳＯ）プローブを使用する（例えば、特許文献１及び２参照）。ハイブリダイゼーション
に基づく方法には、例えば、プローブＲＮＡ：試料ＤＮＡ２本鎖でのミスマッチにおける
リボヌクレアーゼＡ切断に基づく検出、又はプローブＤＮＡ：試料ＤＮＡ２本鎖における
ミスマッチについての変性勾配ゲル電気泳動が含まれる（非特許文献１及び２において概
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説されている）。
【０００９】
他のＳＮＰ遺伝子タイピング方法は、対立遺伝子特異的増幅（例えば、特許文献３〜５
参照）、ミニ配列決定法（ｍｉｎｉ−ｓｅｑｕｅｎｃｉｎｇ

ｍｅｔｈｏｄｓ）、定量的

ＲＴ−ＰＣＲ法（例えばいわゆる「ＴａｑＭａｎアッセイ」；例えば、Ｇｅｌｆａｎｄの
特許文献６、Ｌｉｖａｋらの特許文献７、及びＨａａｌａｎｄの特許文献８、並びに非特
許文献３〜６）、及び１ヌクレオチドプライマー伸長（ＳＮｕＰＥ）アッセイ（例えば、
特許文献９）及び関連する伸長アッセイ（例えば、特許文献１０〜１４）を使用する。
【００１０】
ＳＮＰの解析のために、キャピラリー電気泳動（ＣＥ）が利用されてきた。ある研究で
は、１ヌクレオチドポリメラーゼ伸長アッセイの結果を分析するためにＣＥが使用された
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（非特許文献７）。その研究においては、多型部位に直接に隣接するプライマーのハイブ
リダイゼーション及び１個の蛍光標識連鎖ターミネーターによるプライマーの伸長、その
後のＣＥ分離と取り込まれた標識の検出とにより、既知のＳＮＰを含むＰＣＲ（Ｐｏｌｙ
ｍｅｒａｓｅ

Ｃｈａｉｎ

Ｒｅａｃｔｉｏｎ）増幅ＤＮＡを分析している。別の研究に

おいては、既知のＳＮＰを含むＰＣＲ増幅ＤＮＡは、２つの同一に蛍光標識された連鎖タ
ーミネーターの１つを用いて伸長させ、その後ＣＥ分離及び取り込まれた標識の検出を行
った。取り込まれたターミネーターの同一性は、オリゴヌクレオチドに関するＣＥ移動度
の配列特異的な相違に基づいて決定される。非特許文献８では、共通の上流プライマーを
有し３

末端塩基において異なる２つの異なって蛍光標識されたプライマーのセットを用

いたＰＣＲ、その後のＣＥ及び蛍光検出を含むＳＮＰ遺伝子タイピングアッセイを記載し
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ている。
【００１１】
特許文献１５は、グラフ理論技術に従ってサブセットに分配された分子の同時分離のた
めのＣＥの使用、及びＳＮＰ遺伝子タイピングへのこの方法の適用を教示している。特許
文献１６は、多型部位にハイブリダイズされたプライマーから蛍光標識を放出させるため
にポリメラーゼのエキソヌクレアーゼ活性を使用するＳＮＰ検出方法におけるＣＥの使用
を記載している。特許文献１７もまた、核酸プローブ脱重合活性を含むＳＮＰ遺伝子タイ
ピング方法におけるＣＥ分離の使用を記載している。特許文献１８は、タグが特定のヌク
レオチドに相関する、有機的にタグ付加されたフラグメントを生成させる配列決定法を記
載している。フラグメントをＣＥにより分離し、次にフラグメントからタグを切断し、切
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断されたタグを非蛍光スペクトル分析又は電位差測定法により検出する。特許文献１９は
、多型部位にハイブリダイズされたプライマーから識別ヌクレオチドを放出させる脱重合
活性を用いるＳＮＰ検出方法におけるＣＥの使用を記載している。
【００１２】
ＳＮＰと同様に小さな単位で見られる遺伝的多型としては、マイクロサテライトが挙げ
られる。これは、ＳＳＲ（Ｓｏｒｔ
ｌｅ

Ｓｅｑｕｅｎｃｅ

Ｓｅｑｕｅｎｃｅ

Ｒｅｐｅａｔ若しくはＳｉｍｐ

Ｒｅｐｅａｔ）又はＳＴＲ（Ｓｈｏｒｔ

Ｔａｎｄｅｍ

Ｒｅ

ｐｅａｔ）とも呼ばれる、短い同一配列の反復単位の隣接した反復（縦列反復）を有する
領域である。ゲノム配列内での縦列反復は、真核生物のゲノムＤＮＡの密度勾配遠心によ
る分画において形成されるいわゆるサテライトバンドの形成に関与するため、サテライト
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と称されるようになった。当初検出された反復単位が数百ｂｐであったので、一般に、そ
れよりも小さい１０〜１００ｂｐ程度の反復単位を有するものはミニサテライト、さらに
小さい１〜１３ｂｐ程度の反復単位を有するものはマイクロサテライトと称される。ＳＳ
Ｒなどのマイクロサテライトは、以前には原核生物においては存在しないと考えられてい
たが、種々の遺伝子のシーケンス解析の過程で原核生物にも存在することが明らかとなっ
た。サテライト内の反復単位の反復数には多様性がある場合がある。現在では、真核生物
に加えて、ゲノムプロジェクトによりゲノム解析がなされた多くの原核生物においても、
この多様性を利用した遺伝子型判別のためのサテライトの利用が可能となっている。例え
ば、マイクロサテライトは、植物での品種の遺伝子型の同定などに役立てられ、ミニサテ
10

ライトは、微生物の遺伝子型の同定などに役立てられている（非特許文献９）。
【００１３】
ＳＳＲの多くはその全体を含む領域で１００〜２００ｂｐ程度であることが多いため、
ＰＣＲ増幅を用いて、産物の長さを比較することにより反復数の特定が行われている。し
かしながら、反復単位が一塩基である場合には、ＰＣＲ産物長の比較による多型の同定は
比較的困難である。そのような場合には、上記のＳＮＰ解析と同様の手法やシーケンス法
を用いて反復数の特定を行う必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】

20

【特許文献１】欧州特許公開公報ＥＰ−２３７３６２号
【特許文献２】欧州特許公開公報ＥＰ−３２９３１１号
【特許文献３】米国特許第５，５２１，３０１号
【特許文献４】米国特許第５，６３９，６１１号
【特許文献５】米国特許第５，９８１，１７６号
【特許文献６】米国特許第５，２１０，０１５号
【特許文献７】米国特許第５，５３８，８４８号
【特許文献８】米国特許第５，８６３，７３６号
【特許文献９】米国特許第５，８４６，７１０号
【特許文献１０】米国特許第６，００４，７４４号

30

【特許文献１１】米国特許第５，８８８，８１９号
【特許文献１２】米国特許第５，８５６，０９２号
【特許文献１３】米国特許第５，７１０，０２８号
【特許文献１４】米国特許第６，０１３，４３１号
【特許文献１５】米国特許第６，０７４，８３１号
【特許文献１６】米国特許第６，３２２，９８０号
【特許文献１７】米国特許第６，２７０，９７３号
【特許文献１８】米国特許第６，３１２，８９３号
【特許文献１９】米国特許第６，１５６，１７８号
【非特許文献】
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【００１５】
【非特許文献１】Ｌａｎｄｅｇｒｅｎら、Ｓｃｉｅｎｃｅ

２４２：２２９−２３７，１

９８８
【非特許文献２】Ｒｏｓｓｉｔｅｒら、Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２６５：１２７５３−
１２７５６，１９９０
【非特許文献３】Ｈｅｉｄ，Ｃ．Ａ．ら、Ｇｅｎｏｍｅ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ

６：９８６

−９９４（１９９６）
【非特許文献４】Ｇｉｂｓｏｎ，Ｕ．Ｅ．Ｍ．ら、Ｇｅｎｏｍｅ

Ｒｅｓｅａｃｈ

６：

９９５−１００１（１９９６）
【非特許文献５】Ｈｏｌｌａｎｄ，Ｐ．Ｍ．ら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ
．ＵＳＡ

８８：７２７６−７２８０（１９９１）
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【非特許文献６】Ｌｉｖａｋ，Ｋ．Ｊ．ら、ＰＣＲ
ｉｃａｔｉｏｎｓ

Ｍｅｔｈｏｄｓ

ａｎｄ

Ａｐｐｌ

３５７−３６２（１９９５）

【非特許文献７】Ｐｉｇｇｅｅら、１９９７，Ｊ．Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ

Ａ．

７８１：３６７−３７５
【非特許文献８】ＭｃＣｌａｙら、２００２、Ａｎａｌ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．３０１：２０
０−２０６）
【非特許文献９】動物衛生研究所

研究報告

第１０９号、２５−３２ページ（２００２

）（ｈｔｔｐ：／／ｓｓ．ｎｉａｈ．ａｆｆｒｃ．ｇｏ．ｊｐ／ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ
／ｋｅｎｐｏ／２００２／１０９−４．ｐｄｆ）
【発明の概要】

10

【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
ＳＳＲにおいて、反復単位が一塩基である場合、ＰＣＲ産物長の比較により簡便に遺伝
子型を同定することは困難である。代替として考えられるＳＮＰ解析の手法又はシーケン
ス法は、操作が煩雑である場合が多く、安定性と再現性の点で技術の妥当性を求められる
場合もある。また、対象生物が微生物である場合、単一検体中に複数種類の遺伝子型を有
する個体が混在していることがある。そのような場合には、一塩基反復多型の反復数の判
定はさらに困難となる。また、一塩基反復多型の近傍に一塩基多型が存在する場合、該一
塩基反復中の反復数の多様性の影響も想定されるため、増幅産物のサイズなどに依存する
従来の一塩基多型の解析方法では解析が困難であった。

20

【課題を解決するための手段】
【００１７】
本発明者らは、ＳＳＲ解析及びＳＮＰ解析における上記課題を解決するために、一塩基
反復多型を含む領域に対応する遺伝子型判定マーカーを作製して被験試料とともに分離す
ることに想到し、本願発明を完成させた。
【００１８】
具体的には、本発明は、以下の特徴を有する。
〔１〕一塩基反復多型中の反復数を解析する方法であって、以下のステップ：
（ａ）対象となる一塩基反復が生じ得ることが知られている核酸領域に対応する標識さ
れた２種以上の核酸断片を含む遺伝子型判定マーカーを調製するステップであって、該遺

30

伝子型判定マーカー中に含まれる各核酸断片は、該一塩基反復において異なる反復数を有
する配列を有するステップ、
（ｂ）被験核酸中の、該遺伝子型判定マーカーに含まれる核酸断片に対応する領域をＰ
ＣＲ法を用いて増幅することにより被験核酸断片を調製するステップであって、該被験核
酸断片は該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片とは異なる標識物質を用いて標識されてい
るステップ、
（ｃ）該遺伝子型判定マーカーと該被験核酸断片とを混合し、分離処理に供するステッ
プ、及び
（ｄ）該被験核酸断片の移動度を該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片の移動度と比較
することにより、該被験核酸断片における対象となる一塩基反復中の反復数を判定するス

40

テップ
を含む、上記方法。
【００１９】
〔２〕一塩基反復多型中の反復数を解析する方法であって、以下のステップ：
（ａ）対象となる一塩基反復が生じ得ることが知られている核酸領域に対応する標識さ
れた２種以上の核酸断片を含む遺伝子型判定マーカーを調製するステップであって、該遺
伝子型判定マーカー中に含まれる各核酸断片は、続く分離処理において、該一塩基反復に
おいて異なる反復数を有する配列を有する核酸断片とそれぞれ類似する挙動を示すもので
あるステップ、
（ｂ）被験核酸中の、該遺伝子型判定マーカーに含まれる核酸断片に対応する領域をＰ
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ＣＲ法を用いて増幅することにより被験核酸断片を調製するステップであって、該被験核
酸断片は該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片とは異なる標識物質を用いて標識されてい
るステップ、
（ｃ）該遺伝子型判定マーカーと該被験核酸断片とを混合し、分離処理に供するステッ
プ、及び
（ｄ）該被験核酸断片の移動度を該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片の移動度と比較
することにより、該被験核酸断片における対象となる一塩基反復中の反復数を判定するス
テップ
を含む、上記方法。
【００２０】

10

〔３〕一塩基反復の近傍に存在する一塩基多型を解析する方法であって、以下のステップ
：
（ａ）対象となる一塩基多型が生じ得ることが知られている核酸領域に対応する標識さ
れた２種以上の核酸断片を含む遺伝子型判定マーカーを調製するステップであって、該遺
伝子型判定マーカー中に含まれる各核酸断片は、該一塩基多型の近傍に存在する一塩基反
復において異なる反復数を有する配列を有するステップ、
（ｂ）被験核酸中の、該遺伝子型判定マーカーに含まれる核酸断片に対応する領域をＰ
ＣＲ法を用いて増幅することにより被験核酸断片を調製するステップであって、該被験核
酸断片は該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片とは異なる標識物質を用いて標識されてい
るステップ、

20

（ｃ）該遺伝子型判定マーカーと該被験核酸断片とを混合し、分離処理に供するステッ
プ、及び
（ｄ）該被験核酸断片の移動度を該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片の移動度と比較
することにより、該被験核酸断片における対象となる一塩基多型を判定するステップ
を含む、上記方法。
【００２１】
〔４〕一塩基反復の近傍に存在する一塩基多型を解析する方法であって、以下のステップ
：
（ａ）対象となる一塩基多型が生じ得ることが知られている核酸領域に対応する標識さ
れた２種以上の核酸断片を含む遺伝子型判定マーカーを調製するステップであって、該遺

30

伝子型判定マーカー中に含まれる各核酸断片は、続く分離処理において、該一塩基多型の
近傍に存在する一塩基反復において異なる反復数を有する配列を有する核酸断片とそれぞ
れ類似する挙動を示すものであるステップ、
（ｂ）被験核酸中の、該遺伝子型判定マーカーに含まれる核酸断片に対応する領域をＰ
ＣＲ法を用いて増幅することにより被験核酸断片を調製するステップであって、該被験核
酸断片は該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片とは異なる標識物質を用いて標識されてい
るステップ、
（ｃ）該遺伝子型判定マーカーと該被験核酸断片とを混合し、分離処理に供するステッ
プ、及び
（ｄ）該被験核酸断片の移動度を該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片の移動度と比較

40

することにより、該被験核酸断片における対象となる一塩基多型を判定するステップ
を含む、上記方法。
【００２２】
〔５〕前記核酸断片がＤＮＡ断片である、上記〔１〕〜〔４〕のいずれか１つに記載の方
法。
〔６〕前記核酸領域がゲノム領域である、上記〔１〕〜〔５〕のいずれか１つに記載の方
法。
〔７〕前記遺伝子型判定マーカー中の各核酸断片が、前記対象となる一塩基反復中の反復
数において１ずつ異なる配列を有する、上記〔１〕〜〔６〕のいずれか１つに記載の方法
。
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〔８〕前記分離処理をキャピラリー電気泳動により行う、上記〔１〕〜〔７〕のいずれか
１つに記載の方法。
〔９〕前記遺伝子型判定マーカー中の核酸断片が、１種類の標識物質を用いて標識されて
いる、上記〔１〕〜〔８〕のいずれか１つに記載の方法。
〔１０〕前記標識が蛍光標識である、上記〔１〕〜〔９〕のいずれか１つに記載の方法。
〔１１〕前記核酸領域が細菌のゲノム領域である、上記〔１〕〜〔１０〕のいずれか１つ
に記載の方法。
〔１２〕前記細菌がヨーネ菌である、上記〔１１〕に記載の方法。
〔１３〕前記核酸領域が配列番号１又は２に示される配列又は該配列の相補鎖に対してス
トリンジェントな条件下でハイブリダイズする配列を含む、上記〔１〕〜〔１２〕のいず
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れか１つに記載の方法。
〔１４〕対象となる一塩基反復多型又は一塩基反復の近傍に存在する一塩基多型が生じ得
ることが知られている核酸領域に対応する、標識された２種以上の核酸断片を含む遺伝子
型判定マーカー、及び該遺伝子型判定マーカーに含まれる核酸断片に対応する核酸領域を
増幅するためのプライマーペアを少なくとも含む、一塩基反復多型中の反復数又は一塩基
多型を解析するためのキット。
【発明の効果】
【００２３】
本発明によれば、生物の一塩基反復多型を、反復数１のレベルで簡便に解析することが
可能となる。また、複数種類の遺伝子型を有する個体が混在する試料についても解析する
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ことが可能となる。さらに、一塩基反復の近傍に存在する一塩基多型の簡便な解析も可能
となる。これにより、植物品種の遺伝子型解析、及び病原細菌をはじめとする微生物のハ
イスループットな遺伝子型解析が促進される。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１Ａ】ヨーネ菌ゲノムＭ１領域に対応する遺伝子型判定マーカーの波形解析を示す図
である。
【図１Ｂ】ヨーネ菌ゲノムＭ２領域に対応する遺伝子型判定マーカーの波形解析を示す図
である。
【図２】キャピラリー電気泳動で繰り返して同じ試料を解析した場合の相対的移動度のば

30

らつきを表す波形解析像である。
【図３】単一検体から分離された菌株中に異なる遺伝子型を有する複数の菌株が混在して
いる場合（参照株３）があることを示す波形解析像である。
【図４】キャピラリー電気泳動で繰り返して同じ試料を解析した場合の、遺伝子型判定マ
ーカーと被験核酸との相対的移動度の安定性を表す波形解析像である。
【図５Ａ】キャピラリー電気泳動で繰り返して同じ試料を解析した場合の、遺伝子型判定
マーカーと被験核酸との相対的移動度の安定性を表すグラフである。標準サイズマーカー
、遺伝子型判定マーカー及び被験核酸のピーク検出ポイントの生データとして示している
。
【図５Ｂ】キャピラリー電気泳動で繰り返して同じ試料を解析した場合の、遺伝子型判定
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マーカーと被験核酸との相対的移動度の安定性を表すグラフである。遺伝子型判定マーカ
ー及び被験核酸のピーク検出ポイントを標準サイズマーカーのピーク検出ポイントで補正
して表している。
【図６】本発明による一塩基多型（ＳＮＰ）解析の例を示す波形解析像である。
【図７Ａ】従来法による８個の一塩基反復における一塩基多型（ＳＮＰ）解析が困難な例
を示す波形解析像である。
【図７Ｂ】従来法による９個の一塩基反復における一塩基多型（ＳＮＰ）解析が困難な例
を示す波形解析像である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】

50

(10)

JP 2010‑246445 A 2010.11.4

本発明は、以下のステップ：
（ａ）対象となる一塩基反復が生じ得ることが知られている核酸領域に対応する標識さ
れた２種以上の核酸断片を含む遺伝子型判定マーカーを調製するステップであって、該遺
伝子型判定マーカー中に含まれる各核酸断片は、該一塩基反復において異なる反復数を有
する配列を有するステップ、
（ｂ）被験核酸中の、該遺伝子型判定マーカーに含まれる核酸断片に対応する領域をＰ
ＣＲ法を用いて増幅することにより被験核酸断片を調製するステップであって、該被験核
酸断片は該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片とは異なる標識物質を用いて標識されてい
るステップ、
（ｃ）該遺伝子型判定マーカーと該被験核酸断片とを混合し、分離処理に供するステッ

10

プ、及び
（ｄ）該被験核酸断片の移動度を該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片の移動度と比較
することにより、該被験核酸断片における対象となる一塩基反復中の反復数を判定するス
テップ
を含む、一塩基反復多型中の反復数を解析する方法に関する。
【００２６】
上記のとおり、ＳＳＲの解析にはＰＣＲ増幅が用いられているが、反復単位が小さい場
合には、ＰＣＲ産物長の比較による反復数の判別は困難である。ＰＣＲ産物長の比較には
、高性能のキャピラリー電気泳動（ＣＥ）が用いられるが、通常の変性ＣＥによる５塩基
ＶＮＴＲ（Ｖａｒｉａｂｌｅ

Ｎｕｍｂｅｒｓ

ｏｆ

Ｔａｎｄｅｍ

Ｒｅｐｅａｔｓ）

20

又は２塩基ＳＴＲの蛍光ラベルＰＣＲ増幅産物の測定において、サイズマーカーと異なる
蛍光ラベルを用いた場合に、ピークの相対サイズ値が真のサイズ値と顕著に異なることが
報告されている（Ｈａｈｎ

ｅｔ

ａｌ．，Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｓｉｓ，２２（１

３）：２６９１−７００（２００１）)。また、二塩基以上の反復単位の解析においてさ
えも、検査結果の安定性と再現性を確保するために技術の妥当性の検証を求めるガイドラ
インも発行されている（「ＤＮＡ品種識別技術の妥当性確認のためのガイドライン

−Ｓ

ＳＲを中心として−」、種苗管理センター（２００８）（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｃｓ
ｓ．ｇｏ．ｊｐ／ｍａｉｎ／ＤＮＡ／ＤＮＡｇｕｉｄｅｌｉｎｅ．ｐｄｆ））。
【００２７】
単なるＰＣＲ産物長の比較では解析が困難な場合には、ＳＳＲの解析にＳＮＰ解析と同
様の手法やシーケンス解析が用いられる（Ａｍｏｎｓｉｎ

ｅｔ

30

ａｌ．，Ｊ．Ｃｌｉｎ

．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．，４２（４）：１６８４−７０２（２００４））。ＳＮＰと同様
の手法としては、例えば、多型部位に直接隣接するプライマーのハイブリダイゼーション
と、一塩基反復領域後で蛍光標識連鎖ターミネーターにより停止されたプライマー伸長産
物の解析が報告されている（Ｃｏｈｅｎ

ｅｔ

ａｌ．，Ｈｕｍａｎ

Ｇｅｎｅｔ．，１

１５：２１３（２００４））。しかしながら、これらの方法は手技が煩雑であり、ハイス
ループットの検査に用いるのには適さない。
【００２８】
本発明の方法を用いることで、シーケンス解析のような煩雑な手順を介さずに、一塩基
反復多型の反復数の解析を簡便に、非常に再現性高く実現できる。したがって、本発明の

40

方法は、生物の遺伝子型のハイスループットな解析を可能にする。
【００２９】
また、本発明は、以下のステップ：
（ａ）対象となる一塩基反復が生じ得ることが知られている核酸領域に対応する標識さ
れた２種以上の核酸断片を含む遺伝子型判定マーカーを調製するステップであって、該遺
伝子型判定マーカー中に含まれる各核酸断片は、続く分離処理において、該一塩基反復に
おいて異なる反復数を有する配列を有する核酸断片とそれぞれ類似する挙動を示すもので
あるステップ、
（ｂ）被験核酸中の、該遺伝子型判定マーカーに含まれる核酸断片に対応する領域をＰ
ＣＲ法を用いて増幅することにより被験核酸断片を調製するステップであって、該被験核
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酸断片は該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片とは異なる標識物質を用いて標識されてい
るステップ、
（ｃ）該遺伝子型判定マーカーと該被験核酸断片とを混合し、分離処理に供するステッ
プ、及び
（ｄ）該被験核酸断片の移動度を該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片の移動度と比較
することにより、該被験核酸断片における対象となる一塩基反復中の反復数を判定するス
テップ
を含む、一塩基反復多型中の反復数を解析する方法にも関する。
【００３０】
驚くべきことに、本発明の方法は、以下の実施例に示すように、一塩基多型（ＳＮＰ）

10

の解析にも応用することができる。すなわち、本発明は、以下のステップ：
（ａ）対象となる一塩基多型が生じ得ることが知られている核酸領域に対応する標識さ
れた２種以上の核酸断片を含む遺伝子型判定マーカーを調製するステップであって、該遺
伝子型判定マーカー中に含まれる各核酸断片は、該一塩基多型の近傍に存在する一塩基反
復において異なる反復数を有する配列を有するか、又は続く分離処理において、該一塩基
反復において異なる反復数を有する配列を有する核酸断片とそれぞれ類似する挙動を示す
ものであるステップ、
（ｂ）被験核酸中の、該遺伝子型判定マーカーに含まれる核酸断片に対応する領域をＰ
ＣＲ法を用いて増幅することにより被験核酸断片を調製するステップであって、該被験核
酸断片は該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片とは異なる標識物質を用いて標識されてい

20

るステップ、
（ｃ）該遺伝子型判定マーカーと該被験核酸断片とを混合し、分離処理に供するステッ
プ、及び
（ｄ）該被験核酸断片の移動度を該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片の移動度と比較
することにより、該被験核酸断片における対象となる一塩基多型を判定するステップ
を含む方法により、一塩基反復の近傍に存在する一塩基多型を解析する方法も提供する。
【００３１】
一塩基多型（ＳＮＰ）の解析は上記のように種々の方法で行われているが、このうち、
ＣＥによる増幅産物長の比較などによる解析は比較的簡便に行うことができるものである
。しかしながら、近傍に一塩基反復が存在する一塩基多型は、該一塩基反復の反復数の多

30

様性により影響を受けるため、上記の増幅産物長の比較などによる簡便な解析が困難であ
った。本発明の方法によれば、一塩基反復の近傍に存在する、典型的には一塩基反復に隣
接する、一塩基多型も容易に解析することができ、そのような一塩基多型に関してもハイ
スループットな解析を実現することができる。
【００３２】
本発明では、一塩基反復多型中の反復数（又は一塩基反復の近傍に存在する一塩基多型
）を解析するために、対象となる一塩基反復（又は一塩基多型）が生じ得ることが知られ
ている核酸領域に対応する標識された２種以上の核酸断片を含む遺伝子型判定マーカーを
利用する。
【００３３】

40

該遺伝子型判定マーカーを一塩基反復多型の解析に用いる場合には、該遺伝子型判定マ
ーカー中の核酸断片は、好ましくは、対象となる一塩基反復中の反復数において１ずつ異
なる配列を有し、遺伝子型判定マーカー中には、少なくとも２、３、４、５、６、７、８
、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、又は２０種の核
酸断片が含まれる。遺伝子型判定マーカー中の核酸断片は、例えば、対象となる一塩基反
復において既定の反復数を有する生物個体の核酸を鋳型としてＰＣＲ法を用いて増幅する
。例えば、反復数５の個体、反復数６の個体、反復数７の個体、反復数８の個体、反復数
９の個体、及び反復数１０の個体からそれぞれ得た核酸を鋳型として、ＰＣＲ法を用いて
、対象となる一塩基反復においてそれぞれの反復数を有する核酸断片を調製し、それらを
混合することによって、対象となる一塩基反復における反復数５〜１０の遺伝子型判定マ
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ーカーが得られる。あるいは、遺伝子型判定マーカー調製のための鋳型として、合成核酸
を用いることもできる。例えば、対象となる一塩基反復において反復数５の核酸断片、反
復数６の核酸断片、反復数７の核酸断片、反復数８の核酸断片、反復数９の核酸断片、反
復数１０の核酸断片をそれぞれ公知のオリゴヌクレオチド合成機などにより合成し、これ
を鋳型として、ＰＣＲ法を用いて、対象となる一塩基反復においてそれぞれの反復数を有
する核酸断片を調製し、それらを混合することによって、対象となる一塩基反復における
反復数５〜１０の遺伝子型判定マーカーが得られる。
【００３４】
遺伝子型判定マーカー中の核酸断片として、引き続く分離処理（例えば、電気泳動）に
おいて、対象となる一塩基反復において異なる反復数を有する配列とそれぞれ類似する挙

10

動を示す核酸断片の混合物を用いることもできる。そのような核酸断片とは、例えば、核
酸断片の調製のためのＰＣＲにおいて、プライマーとして追加の反復配列（鋳型には存在
しない一塩基反復配列）を含む配列を有するオリゴヌクレオチドを用い、その追加の反復
配列における反復数を変動させることにより、調製することができる。具体的には、対象
となる核酸領域中の一塩基反復の反復数を鋳型として用いる核酸に対応するある一定の値
（Ｎ）に固定し、プライマーに追加のヌクレオチド（好ましくは対象となる一塩基反復内
のヌクレオチドと同じ種類）を含ませ、追加のヌクレオチドの数がそれぞれ１ずつ異なる
（例えば、それぞれ０、１、２、３、４、５、６、７、８、９及び１０）プライマーを用
いて個々のＰＣＲを行って遺伝子型判定マーカーに含まれる核酸断片を調製し、これを混
合する。これにより、対象となる一塩基反復多型においてＮ〜Ｎ＋１０の反復数を有する

20

配列を有する核酸断片と類似する分離挙動を示す核酸断片の混合物である遺伝子型判定マ
ーカーを得ることができる。このような遺伝子型判定マーカーによっても、本発明の課題
を十分に解決できることは、当業者には明白であろう。この場合、遺伝子型判定マーカー
に含まれる核酸断片の調製に用いる鋳型核酸は１種類でよく、上記のように複数種類の鋳
型を用意する必要がない。これにより、鋳型核酸を天然に存在する個体から調製する場合
には非常に労力を省くことができ、また、鋳型核酸を核酸合成により入手する場合でも、
通常は鋳型核酸よりもプライマーに用いるオリゴヌクレオチドの方が鎖長が短く合成が容
易（若しくは安価）であるので、実施において有利であると言える。
【００３５】
遺伝子型判定マーカーを一塩基反復の近傍に存在する一塩基多型の解析に用いる場合に

30

は、遺伝子型判定マーカーは、好ましくは対象となる一塩基多型をいずれかの配列（例え
ば、Ｃ→Ｇ多型の場合にはＣ又はＧの型の配列、好ましくは解析対象の集団において多数
を占める型の配列）に合わせ、かつ一塩基反復については上記のように各反復数の配列を
混合することにより調製する。あるいは、上記と同様、一塩基反復の反復数が異なる配列
を有する核酸断片と類似する分離挙動を示す核酸断片の混合物を用いることもできる。
【００３６】
遺伝子型判定マーカー中の核酸断片は、標識物質を用いて標識されている。核酸の標識
は、以下に記載するように行うことができる。
【００３７】
次に、被験核酸中の、該遺伝子型判定マーカーに含まれる核酸断片に対応する領域、す

40

なわち、対象となる一塩基反復を含む領域をＰＣＲ法を用いて増幅する（ＰＣＲ法につい
ての詳細は以下に記載する）。
【００３８】
本明細書において「被験核酸」とは、一塩基反復多型中の反復数又は一塩基多型を解析
する対象の生物個体、又は生物集団を含むサンプルから得られた核酸を意味する。ここで
言う「核酸」とは、例えば、ゲノムＤＮＡ、ｍＲＮＡ、ｃＤＮＡ、又はプラスミドＤＮＡ
などのポリヌクレオチドを意味する。被験核酸としてゲノムＤＮＡなどのＤＮＡを用いる
場合には、該被験核酸を鋳型として直接用いてＰＣＲ法を実施することができる。被験核
酸としてｍＲＮＡなどのＲＮＡを用いる場合には、通常のＰＣＲ法の前に、逆転写酵素に
よる逆転写を行い、得られたｃＤＮＡを鋳型としてＰＣＲ法を実施する（ＲＴ−ＰＣＲ）
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。
【００３９】
本明細書中では、被験核酸を用いて増幅された核酸断片を、「被験核酸断片」と称する
。
【００４０】
被験核酸断片を作製する際に、生成される核酸断片を、遺伝子型判定マーカー中の核酸
断片とは異なる標識物質で標識する。これにより、例えばキャピラリー電気泳動などでの
核酸の分離に際して、シグナルの性質の違いから、遺伝子型判定マーカー中の核酸断片と
被験核酸断片とを区別することができる。
【００４１】

10

続いて、得られた遺伝子型判定マーカーと被験核酸断片とを混合して、分離処理に供す
る。この分離における被験核酸断片の移動度を、遺伝子型判定マーカーに含まれる核酸断
片の移動度と比較することにより、被験核酸における対象となる一塩基反復中の反復数（
又は一塩基多型）を決定する。
【００４２】
本発明において、核酸断片とは好ましくはＤＮＡ断片であり、対象となる一塩基反復多
型又は一塩基多型を生じ得ることが知られている核酸領域は好ましくはゲノム領域である
。
【００４３】
本明細書において「サンプル」又は「試料」という用語は、その自然環境から単離され

20

、ポリヌクレオチドを含む生体材料を指す。本発明に記載の「サンプル」又は「試料」と
は、精製又は単離されたポリヌクレオチドからなるか、あるいは、それは、ポリヌクレオ
チドを含有する組織サンプル、生物学的液体サンプル又は細胞サンプルであってよい。本
発明のサンプル又は試料は、ポリヌクレオチドを含有するいずれかの植物、動物、微生物
又はウイルスに由来する材料であり得る。生物の染色体又は生物の染色体に関連している
配列を含むと推測されるサンプルは、細胞、細胞から単離された染色体（例えば、中期染
色体のスプレッド）、（溶液中の又はサザンブロット分析用のような固体支持体に結合し
た）ゲノムＤＮＡ、（溶液中の又はノーザンブロット分析用のような固体支持体に結合し
た）ＲＮＡ、（溶液中の又は固体支持体に結合した）ｃＤＮＡなどを含みうる。
【００４４】
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本明細書において「多型」という用語は核酸配列の変化を指す。天然の配列と比較した
場合に、多型は、集団において０．０１％、０．１％、１％又はそれより高い頻度で存在
しうる。本明細書においては、多型は、挿入、欠失、重複又は再配列でありうる。本明細
書において、「ＳＳＲ」とは、反復単位の反復を含む領域を指す。本明細書において、「
一塩基反復多型」とは、同一塩基の複数個の反復における反復数の多様性を意味する。
【００４５】
本明細書において用いられる「ＳＮＰ」、「ＳＮＰｓ」又は「一塩基多型」という用語
は、生物体（例えば、ヒト）のゲノムにおける特定の位置での一塩基の変化を指す。
【００４６】
本明細書に用いられる「対立遺伝子」という用語は、所与の配列の変異型を指す（例え

40

ば、これらに限定されるわけではないが、１つ又は複数の多型を含む遺伝子）。集団にお
いて、複対立遺伝子型として多数の遺伝子が存在する。ホモ接合体は同じ対立遺伝子の２
つのコピーを有するのに対して、遺伝子の２つの異なる対立遺伝子を有する二倍体生物は
、その遺伝子についてヘテロ接合性であると言われる。
【００４７】
本明細書に用いられる「遺伝子型」という用語は、特定の多型（例えば、ＳＳＲにおけ
る特定の反復数、特定のＳＮＰの型）を含むゲノム構成を指す。
【００４８】
本明細書に用いられる「遺伝子型判定マーカー」という用語は、一塩基反復多型又は一
塩基多型が生じ得ることが知られている核酸領域に対応する標識された２種以上の核酸断
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片を含む核酸断片の混合物を指す。
【００４９】
本明細書に用いられる「相補的な」又は「相補性」という用語は、塩基対構成ルールに
より関係付けられるポリヌクレオチド（すなわち、ヌクレオチドの配列）に関して用いら
れる。例えば、配列「５

−Ａ−Ｇ−Ｔ−３

」は、配列「３

−Ｔ−Ｃ−Ａ−５

」に

相補的である。相補性は、核酸の塩基のいくつかのみが塩基対構成ルールに従って整合さ
れている「部分的」でありうる。又は、核酸間に「完全な」又は「全体的」相補性があり
うる。核酸鎖間の相補性の程度は、核酸鎖間のハイブリダイゼーションの効率及び強さに
有意な効果を及ぼす。これは、増幅反応において、加えて、核酸間の結合に依存する検出
10

方法においても特別重要である。
【００５０】
本明細書に用いられる「ハイブリダイゼーション」という用語は、相補的核酸の対形成
に関して用いられる。ハイブリダイゼーション及びハイブリダイゼーションの強さ（すな
わち、核酸間の結合の強さ）は、核酸間の相補性の程度、関与する条件のストリンジェン
シー、構成されたハイブリッドのＴｍ、及び核酸内のＧ：Ｃ比のような因子により強く影
響される。
【００５１】
本明細書に用いられる「Ｔｍ」という用語は、「融解温度」に関して用いられる。融解
温度は、二本鎖核酸分子の集団が半分解離して一本鎖になる時の温度である。核酸のＴｍ
を計算するための方程式は当技術分野においてよく知られている。標準的な参照文献によ
り示されるように、Ｔｍ値の簡単な概算は、核酸が１Ｍ

20

ＮａＣｌの水溶液中にある場合

、方程式：Ｔｍ＝８１．５＋０．４１（％Ｇ＋Ｃ）により計算することができる（Ａｎｄ
ｅｒｓｏｎ及びＹｏｕｎｇ、「定量的フィルターハイブリダイゼーション（Ｑｕａｎｔｉ
ｔａｔｉｖｅ

Ｆｉｌｔｅｒ

ーション（Ｎｕｃｌｅｉｃ

Ｈｙｂｒｉｄｉｚａｔｉｏｎ）」、「核酸ハイブリダイゼ
Ａｃｉｄ

Ｈｙｂｒｉｄｉｚａｔｉｏｎ）」中、（１９８５

）を参照）。その他の参照には、Ｔｍの計算について配列上の特性及び構造上の特性を考
慮に入れる、より非常に複雑な計算法が含まれる。
【００５２】
本明細書に用いられる「ストリンジェンシー」又は「ストリンジェントな」という用語
は、核酸ハイブリダイゼーションが行われる時の、温度、イオン強度、及び有機溶媒のよ

30

うな他の化合物の存在の条件に関して用いられる。上述のパラメータを、別々に又は一斉
に変化させることにより「ストリンジェンシー」条件が変化されうることを、当業者は認
識すると考えられる。「ストリンジェントな」条件では、核酸塩基対構成は、相補的塩基
配列が高頻度にある核酸断片間にのみ生じるであろう（例えば、「ストリンジェントな」
条件下でのハイブリダイゼーションは、約８５％〜１００％の同一性、好ましくは約７０
％〜１００％の同一性をもつ相同体の間で起こりうる）。中程度にストリンジェントな条
件では、核酸塩基対構成は、相補的塩基配列が中間の頻度にある核酸間に生じるであろう
（例えば、「中程度にストリンジェントな」条件下でのハイブリダイゼーションは、約５
０％〜７０％の同一性をもつ相同体の間に起こりうる）。このように、遺伝的に多様な生
物体由来の核酸については、相補的配列の頻度が通常は、より低いため、「弱い」又は「

40

低い」ストリンジェンシーの条件が要求されることが多い。
【００５３】
核酸ハイブリダイゼーションに関して用いられる場合の「ストリンジェントな条件」と
は、約５００ヌクレオチド長のプローブを使用する場合、例えば、５×ＳＳＰＥ（４３．
８ｇ／Ｌ

ＮａＣｌ、６．９ｇ／Ｌ

ＮａＨ２ＰＯ４・Ｈ２Ｏ及び１．８５ｇ／Ｌ

ＥＤ

ＴＡ、ＮａＯＨでｐＨ７．４に調整）、０．５％ＳＤＳ、５×デンハルト試薬及び１００
μｇ／ｍＬ変性サケ精子ＤＮＡからなる溶液中、４２℃で結合又はハイブリダイゼーショ
ン、続いて、０．１×ＳＳＰＥ、１．０％ＳＤＳを含む溶液中、４２℃で洗浄することと
等価の条件を含む。
【００５４】
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核酸ハイブリダイゼーションに関して用いられる場合の「中程度にストリンジェントな
条件」とは、約５００ヌクレオチド長のプローブを使用する場合、例えば、５×ＳＳＰＥ
（４３．８ｇ／Ｌ
Ｌ

ＮａＣｌ、６．９ｇ／Ｌ

ＮａＨ２ＰＯ４・Ｈ２Ｏ及び１．８５ｇ／

ＥＤＴＡ、ＮａＯＨでｐＨ７．４に調整）、０．５％ＳＤＳ、５×デンハルト試薬及

び１００μｇ／ｍｌ変性サケ精子ＤＮＡからなる溶液中、４２℃で結合又はハイブリダイ
ゼーション、続いて、１．０×ＳＳＰＥ、１．０％ＳＤＳを含む溶液中、４２℃で洗浄す
ることと等価の条件を含む。
【００５５】
「低いストリンジェンシーの条件」とは、約５００ヌクレオチド長のプローブを使用す
る場合、例えば、５×ＳＳＰＥ（４３．８ｇ／Ｌ
Ｏ４・Ｈ２Ｏ及び１．８５ｇ／Ｌ

ＮａＣｌ、６．９ｇ／Ｌ

ＮａＨ２Ｐ

10

ＥＤＴＡ、ＮａＯＨでｐＨ７．４に調整）、０．１％

ＳＤＳ、５×デンハルト試薬［５０×デンハルト試薬５００ｍｌあたり、５ｇフィコー
ル（４００型、ファルマシア（Ｐｈａｒｍａｃｉａ））、５ｇ

ＢＳＡ（フラクションＶ

；シグマ（Ｓｉｇｍａ））を含む］及び１００ｇ／ｍＬ変性サケ精子ＤＮＡからなる溶液
中、４２℃で結合又はハイブリダイゼーション、続いて、５×ＳＳＰＥ、０．１％

ＳＤ

Ｓを含む溶液中、４２℃で洗浄することと等価の条件を含む。
【００５６】
「増幅」とは、鋳型特異性に伴う特殊な場合の核酸複製である。それは、非特異的鋳型
複製（すなわち、鋳型依存性であるが、特定の鋳型に依存しない）と対照的である。鋳型
特異性は、ここでは、複製のフィデリティー（すなわち、正確なポリヌクレオチド配列の

20

合成）及びヌクレオチド（リボヌクレオチド又はデオキシリボヌクレオチド）特異性から
区別される。鋳型特異性は、「標的」特異性という用語で記載されることが多い。標的配
列は、それらが他の核酸から区別されるように求められるという意味において「標的」で
ある。
【００５７】
Ｔａｑ及びＰｆｕポリメラーゼは、高温で機能するそれらの能力によって、プライマー
により結合され、かつこのように限定される配列に対して高い特異性を見せることが見出
されているが、その高温は、結果として、その標的配列とのプライマーのハイブリダイゼ
ーションに有利であり、標的非含有配列とのハイブリダイゼーションに有利ではない熱力
学的状態を生じる（Ｈ．Ａ．Ｅｒｌｉｃｈ（編）、「ＰＣＲテクノロジー（ＰＣＲ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ）」、Ｓｔｏｃｋｔｏｎ

Ｔｅ

30

Ｐｒｅｓｓ，１９８９）。

【００５８】
本明細書に用いられる「プライマー」という用語は、精製された制限酵素消化物の形で
存在していようが合成的に作製されようが、核酸鎖に相補的であるプライマー伸長産物の
合成が誘発される条件下に置かれた場合（すなわち、ヌクレオチド及びＤＮＡポリメラー
ゼのような誘発剤の存在下で、適した温度及びｐＨで）、合成の開始点としての機能を果
たす能力があるオリゴヌクレオチドを指す。プライマーは、増幅において最高の効率のた
めに、好ましくは、一本鎖であるが、又は二本鎖であってもよい。二本鎖の場合には、プ
ライマーは最初、伸長産物を調製するために使用される前にその鎖を分離するために処理
される。好ましくは、プライマーはオリゴデオキシリボヌクレオチドである。プライマー

40

は、誘発剤の存在下において伸長産物の合成を開始するのに十分長くなければならない。
プライマーの適切な長さは、温度、プライマーの供給源及び方法の用途を含む多くの因子
に依存するであろう。
【００５９】
通常、ＰＣＲには１対（２種類）のプライマーが用いられ、標的のセンス鎖の配列を有
するプライマーは「フォワードプライマー」、アンチセンス鎖の配列を有するプライマー
は「リバースプライマー」と呼ばれる。生成される増幅産物において、フォワードプライ
マー由来の配列はセンス鎖の５
センス鎖の５
【００６０】

末端に位置し、リバースプライマー由来の配列はアンチ

末端に位置する。
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本発明においては、好ましくは、ＰＣＲ増幅に用いる１対のプライマーのうち、少なく
とも一方は標識物質で標識されている。
【００６１】
ＰＣＲ増幅においては、ポリメラーゼの性質により、増幅産物の３

末端に、鋳型には

対応しない追加のアデニン（Ａ）が付加される場合がある。このＡ付加は、必ずしも安定
して起こるというわけではないため、断片長が一塩基異なる２種類の増幅産物（Ａ付加さ
れたものとされていないもの）が生成される。ＰＣＲ増幅された断片長によるＳＳＲマー
カー又はＳＮＰの電気泳動解析においては、このような異なる断片長を有する増幅産物の
混在が解析を困難にする。ＰＣＲ増幅において、テイルと呼ばれる７塩基の配列（ＧＴＴ
ＴＣＴＴ又はＧＴＧＴＣＴＴなど）をリバースプライマーに付加することで強制的にＡ付

10

加を行わせることができることが知られている（例えば、国際公開第９７／１６５６６号
を参照のこと）。テイル配列を有するリバースプライマー（テイルドプライマー）を用い
てＰＣＲ増幅を行なえば、増幅産物はすべてＡ付加されたものとなり、上記のような断片
長の異なる増幅産物の混在の問題を回避することができる。したがって、本発明で用いる
プライマーのうち、特にリバースプライマーに、上記のテイル配列を付加することが好ま
しい。
【００６２】
本明細書に用いられる「プローブ」又は「ハイブリダイゼーションプローブ」という用
語は、精製された制限酵素消化物の形で存在していようが、合成的に、組換えで、又はＰ
ＣＲ増幅により作製されようが、対象となる別のオリゴヌクレオチドに、少なくとも部分

20

的に、ハイブリダイズする能力があるオリゴヌクレオチドを指す。プローブは、一本鎖又
は二本鎖でありうる。プローブは、特定の配列の検出、同定及び単離に有用である。プロ
ーブは、これらに限定されるわけではないが、酵素（例えば、ＥＬＩＳＡ、及び酵素に基
づく組織化学アッセイ法）、蛍光、放射性、及び発光のシステムを含む、任意の検出系に
おいて検出可能であるように「レポーター分子」により標識されているものである。
【００６３】
本明細書に用いられる「標的」という用語は、検出されるか又は特徴付けされる核酸配
列又は構造を指す。
【００６４】
本明細書に用いられる「ポリメラーゼ連鎖反応」（「ＰＣＲ」）という用語は、クロー

30

ニング又は精製なしに、ゲノムＤＮＡの混合物において標的配列のセグメントの濃度を増
加するための方法を記載した、Ｋ．Ｂ．Ｍｕｌｌｉｓの方法（例えば、参照として本明細
書に組み入れられる、米国特許第４，６８３，１９５号、同第４，６８３，２０２号及び
同第４，９６５，１８８号参照）を指す。標的配列を増幅するためのこのステップは、所
望の標的配列を含むＤＮＡ混合物に２つのオリゴヌクレオチドプライマーの大過剰量を導
入すること、続いて、ＤＮＡポリメラーゼの存在下のサーマルサイクリングの正確な連続
からなる。その２つのプライマー（上記のフォワードプライマー及びリバースプライマー
）は、二本鎖標的配列それぞれの鎖に相補的である。増幅を果たすために、その混合物を
変性させ、その後、プライマーを標的分子内のそれらの相補的配列へアニーリングさせる
。アニーリング後、プライマーは、相補鎖の新しい対を構成するために、ポリメラーゼで

40

伸長される。変性、プライマーアニーリング、及びポリメラーゼ伸長のステップを、所望
の標的配列の増幅されたセグメントの高濃度を得るために、多数回、繰り返すことができ
る（すなわち、変性、アニーリング及び伸長は１つの「サイクル」を構成し、多数の「サ
イクル」がありうる）。所望の標的配列の増幅されたセグメントの長さは、お互いに関す
るプライマーの相対的位置により決定され、それゆえ、この長さは、制御可能なパラメー
タである。増幅ステップの繰り返しによって、その方法は「ポリメラーゼ連鎖反応」（以
下「ＰＣＲ」）と呼ばれる。所望の増幅された標的配列のセグメントが混合物において優
勢な配列（濃度に関して）になるため、それらは「ＰＣＲ増幅」されていると言われる。
【００６５】
ＰＣＲを用いて、ゲノムＤＮＡにおいて特定の標的配列の単一のコピーをいくつかの異
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なる方法（例えば、標識されたプローブでのハイブリダイゼーション；ビオチン化プライ
マーの組込み、続いてアビジン−酵素結合体検出；ｄＣＴＰ又はｄＡＴＰのような、３２
Ｐ標識化デオキシヌクレオチド三リン酸の増幅されたセグメントへの組込み）により検出
可能なレベルまで増幅することが可能である。ゲノムＤＮＡに加えて、任意のオリゴヌク
レオチド又はポリヌクレオチド配列をプライマー分子の適当なセットで増幅することがで
きる。特に、ＰＣＲステップ自身により産生された増幅セグメントは、それら自身、次の
ＰＣＲ増幅のための有効な鋳型である。
【００６６】
本明細書に用いられる「ＰＣＲ産物」、「ＰＣＲ断片」及び「増幅産物」という用語は
、変性、アニーリング及び伸長のＰＣＲステップの２回又はそれ以上のサイクルが完結し

10

た後に結果として生じる化合物の混合物を指す。これらの用語は、１つ又は複数の標的配
列の１つ又は複数のセグメントの増幅があった場合を包含する。
【００６７】
本明細書に用いられる「増幅試薬」という用語は、プライマー、核酸鋳型及び増幅酵素
を除いて増幅のために必要とされるそれらの試薬（デオキシリボヌクレオチド三リン酸、
緩衝液など）を指す。典型的には、増幅試薬は、他の反応成分といっしょに置かれて、反
応容器（試験管、マイクロウェルなど）に入れられている。
【００６８】
本明細書に用いられる「標識」という用語は、検出可能な（好ましくは定量可能な）効
果を与えるために使用することができ、かつ核酸又はタンパク質に結合させることができ

20

３２

る任意の原子又は分子を指す。標識は、これらに限定されるわけではないが、色素；

Ｐのような放射性標識；ビオチンのような結合部分；ジゴキシゲニンのようなハプテン；
発光性、リン光性又は蛍光発生的部分；及び蛍光色素の単独又は蛍光共鳴エネルギー移動
（ＦＲＥＴ）により発光スペクトルを抑制もしくは転換することができる部分との組合わ
せを含む。標識は、蛍光、放射能、比色、重量測定、Ｘ線回折又は吸着、磁気、酵素活性
などにより検出可能なシグナルを供給しうる。標識は、荷電した部分（陽電荷又は陰電荷
）であることができ、又は電気的に中性でありうる。標識は、その標識を含む配列が検出
可能である限り、核酸又はタンパク質の配列を含むか又は構成することができる。
【００６９】
本明細書に用いられる「シグナル」という用語は、標識又はアッセイ反応により引き起

30

こされる又は供給されるような任意の検出可能な効果を指す。
【００７０】
プライマー、遺伝子型判定マーカー中に含まれる核酸断片を含む、本発明において有用
な核酸断片は、分光学的手段、光化学的手段、生化学的手段、免疫化学的手段、酵素的手
段又は化学的手段により検出可能な部分を取り込むことにより、以下に記載するようにし
て標識することができる。核酸断片に標識を連結又はコンジュゲーションする方法は、当
然ながら、使用する標識の種類、及び核酸断片上の標識の位置（即ち、３

末端、５

末

端又は本体部分への標識）により異なる。
【００７１】
蛍光色素が好ましいが、本発明における使用に適する種々の標識、ならびに核酸断片へ

40

のその取り込み方法は当該技術分野で知られており、例えば、相互に作用してシグナルを
増強、変化又は減衰させるような、酵素（例えばアルカリホスファターゼ及び西洋ワサビ
ペルオキシダーゼ）及び酵素基質、放射性原子、発色団、蛍光クエンチャー、化学ルミネ
センス標識、及び電気化学発光標識、例えばＯｒｉｇｅｎ（商標）（Ｉｇｅｎ）が包含さ
れるが、これらに限定されない。当然ながら、熱サイクルを伴うＰＣＲに基づく増幅アッ
セイにおいて標識された分子を使用する場合には、標識は、この自動化工程において必要
とされる温度サイクルに耐えうるものでなければならない。理想的には、同様の装置、方
法及び／又は基質を用いて検出できる２種以上の標識が好ましい。本発明の標識核酸断片
の構築において標識として使用するためのフルオロフォアは、例えばローダミン及び誘導
体（例えばテキサスレッド）、フルオレセイン及び誘導体（例えば５−ブロモメチルフル
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オレセイン）、Ｃｙ５、Ｃｙ３、ＪＯＥ、ＦＡＭ（商標）（６−カルボキシフルオレセイ
ン）、ＶＩＣ（商標）（２

−クロロ−７

−フェニル−１，４−ジクロロ−６−カルボ

キシフルオレセイン）、ＮＥＤ（商標）（２

−クロロ−５

−フルオロ−７

，８

−

融合フェニル−１，４−ジクロロ−６−カルボキシフルオレセイン）、Ｏｒｅｇｏｎ

Ｇ

ｒｅｅｎ（商標）、ルシファーイエロー、ＩＡＥＤＡＮＳ、７−Ｍｅ２Ｎ−クマリン−４
−アセタート、７−ＯＨ−４−ＣＨ３−クマリン−３−アセタート、７−ＮＨ２−４−Ｃ
Ｈ３−クマリン−３−アセタート（ＡＭＣＡ）、モノブロモビマン、ピレン・トリスルホ
ネート、例えばカスケードブルー、及びモノブロモトリメチル−アンモニオビマンを包含
するが、これらに限定されない。好ましくは、本発明の標識核酸断片の構築において標識
として使用するためのフルオロフォアは、ＦＡＭ、ＶＩＣ、又はＮＥＤである。一般的に

10

、単色計ではなくフィルターを有する蛍光計の使用を可能にし、検出の効率を上昇させる
には、広いストークスシフトを有するフルオロフォアが好ましい。
【００７２】
標識は、種々の手法を用いて直接又は間接的にオリゴヌクレオチドに連結することがで
きる。使用する標識又はタグの厳密な種類に応じて、標識は、プライマーの５

末端に位

置するか、又はプライマーの内部に位置することができ、あるいは種々のサイズと組成の
スペーサーアームと連結することによりシグナル相互作用を促進することができる。５
末端標識が好ましい。市販のホスホルアミダイト試薬を用いて、適切に保護されたホスホ
ルアミダイトを介して５

末端に官能基（例えばチオール又は第１級アミン）を含有する

オリゴマーを作製することができ、また、例えば「ＰＣＲプロトコル：方法及び適用の指
針（ＰＣＲ

Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ：Ａ

Ｇｕｉｄｅ

ｔｏ

Ｍｅｔｈｏｄｓ

ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ）」、Ｉｎｎｉｓら（編）、Ａｃａｄｅｍｉｃ

ａｎｄ

20

Ａ

Ｐｒｅｓｓ，Ｉ

ｎｄ．，１９９０に記載されているプロトコルを用いて、これらを標識することができる
。
【００７３】
典型的には５

末端において、オリゴヌクレオチドプライマー配列内に１以上のスルフ

ヒドリル、アミノ又はヒドロキシル部分を導入するためにオリゴヌクレオチド官能化試薬
を使用する方法は、米国特許第４，９１４，２１０号に記載されている。５
３２

、ポリヌクレオチドキナーゼ及びγ−

リン酸基は

Ｐ−ＡＴＰ又はγ−

３３

Ｐ−ＡＴＰを用いるこ

とにより放射性同位体として導入し、これによりレポーター基とすることができる。ビオ

30

チンは、合成の間に導入されたアミノチミジン残基又は６−アミノヘキシル残基をビオチ
ンのＮ−ヒドロキシスクシンイミドエステルと反応させることにより、５

末端に付加す

ることができる。
【００７４】
ＰＣＲ法は当業者がよく知るものであり、例えば、参照によりその全体が本明細書に組
み込まれるＭｕｌｌｉｓ及びＦａｌｏｏｎａ，１９８７，Ｍｅｔｈｏｄｓ

Ｅｎｚｙｍｏ

ｌ．，１５５：３３５；Ｓａｉｋｉら、１９８５，Ｓｃｉｅｎｃｅ，２３０：１３５０及
び米国特許第４，６８３，２０２号，同第４，６８３，１９５号及び同第４，８００，１
５９号に記載されている。その最も簡単な形態において、ＰＣＲは、対向する鎖にハイブ
リダイズし、そして標的ＤＮＡの対象となる領域にフランキングする２つのオリゴヌクレ

40

オチドプライマーを用いる、特異的ＤＮＡ配列を酵素的に合成するためのインビトロの方
法である。鋳型の変性、プライマーアニーリング、及びＤＮＡポリメラーゼによるアニー
リングされたプライマーの伸長を含む一連の反復反応工程により、プライマーの５

末端

によりその末端が定義される特定のフラグメントの指数関数的な蓄積が生じる。ＰＣＲは
、１０９倍で特定のＤＮＡ配列を選択的に濃縮することができると報告されている。
【００７５】
ＰＣＲサイクルの各工程の長さ及び温度ならびにサイクル数は、実際にはストリンジェ
ンシーの要件に応じて調節される。アニーリング温度及び時間は、プライマーが鋳型にア
ニーリングする際の予測される効率及び許容されるミスマッチの程度の両方により決定さ
れる。プライマーアニーリング条件のストリンジェンシーを至適化する能力は、当業者に
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よく知られている。２０℃〜７２℃のアニーリング温度が最も一般的に使用されている。
鋳型分子の最初の変性は通常は９２℃〜９９℃で４分間のインキュベーションにより達成
され、その後、変性（９４℃で１５秒〜１分）、アニーリング（温度は上記したとおりＴ
ｍに基づき、最も低いＴｍを有する反応中のオリゴヌクレオチドのＴｍより通常は約５度
低温；通常は１〜２分）及び伸長（通常は７２℃で１〜３分間）からなる２０〜４０サイ
クルが行われる。
【００７６】
本明細書において「核酸分子を分離する」という用語は、サイズ及び／又は電荷に基づ
いて試料又はその一部分における核酸分子を物理的に分離する過程を指す。本発明による
核酸の分離は、例えば電気泳動、ＨＰＬＣ又は質量分析を含む、核酸の分離に適するいず

10

れかの手段により達成することができる。電気泳動による分離が好ましく、キャピラリー
電気泳動による分離が最も好ましい。
【００７７】
本明細書において「キャピラリー電気泳動」（ＣＥ）という用語は、キャピラリー管内
で分離を実施する、増幅反応からの一部分中の核酸分子の電気泳動分離を意味する。キャ
ピラリー管は内径が約１０〜３００μｍのものが入手可能であり、長さは約０．２ｃｍ〜
約３ｍの範囲であってよいが、好ましくは０．５ｃｍ〜２０ｃｍ、より好ましくは０．５
ｃｍ〜１０ｃｍの範囲である。更に、微小流体マイクロキャピラリー（例えばＣａｌｉｐ
ｅｒ又はＡｇｉｌｅｎｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓより入手可能）の使用が「キャピラ
20

リー電気泳動」の意味に特に含まれる。
【００７８】
ＣＥは試料の微量分析に対して効率的な分析分離手法である。ＣＥは、「キャリア電解
質（ｃａｒｒｉｅｒ

ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ）」と称される電気伝導性の媒体を充填し

た狭い内径のキャピラリーチューブで行う。電場をキャピラリーチューブの両端の間に印
加し、試料中の物質種が一方の電極から他方の電極に向けて、各物質種の電気泳動におけ
る移動度及びチューブ内の流体移動の速度に依存する速度で移動する。ＣＥは、キャピラ
リー内でゲル又は緩衝液のような液体を用いて行ってよい。「フリーゾーン電気泳動」と
して知られている液体方式の１つにおいては、分離は試料の物質種の自由な溶液の移動度
における差に基づいている。別の液体方式においては、ミセルを用いて疎水性の相違に基
づく分離を行う。これはミセル動電キャピラリー電気泳動（Ｍｉｃｅｌｌａｒ
ｔｒｏｋｉｎｅｔｉｃ

Ｃａｐｉｌｌａｒｙ

Ｅｌｅｃ

30

Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ，ＭＥＣＣ

）として知られている。
【００７９】
ＣＥは電荷に基づいて核酸分子を分離し、これは効果的にサイズ又はヌクレオチド数に
よるその分離をもたらす。いくつかのフラグメントが生成する場合、それらはサイズが増
大する順に、キャピラリーの端部近傍で蛍光検出器を通過する。即ち、より小さいフラグ
メントはより大きいものに先立って移動し、最初に検出される。
【００８０】
ＣＥは、主に分離速度、必要な試料が少量であること（１〜５０ｎＬのオーダー）及び
高い分割度において、従来の電気泳動よりも顕著な利点を有する。例えば、ＣＥを用いる

40

分離の速度は従来のゲル電気泳動よりも１０〜２０倍高速であり、泳動後の染色も必要な
い。ＣＥは高い分割度をもたらし、わずか１塩基対のみ異なる約１０〜１，０００塩基対
の範囲の分子を分離する。高い分割度は、部分的には、キャピラリーのより広い表面積が
効率的に熱を放散させ、高い電圧の使用を可能にすることから、可能となっている。さら
に、バンドのブロード化はキャピラリーの狭小な内径により最小限にされる。フリーゾー
ン電気泳動においては、電気浸透の現象、すなわち電気浸透流（ＥＯＦ）が生じる。これ
は電荷に関わらず試料分子のすべてに影響を及ぼす液体のバルクフローである。特定の条
件下では、ＥＯＦはフリーゾーンＣＥの分割度及び分離速度を改善するのに貢献する場合
がある。
【００８１】
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ＣＥは、例えば参照により本明細書に組み込まれる米国特許第６，２１７，７３１号；
同第６，００１，２３０号及び同第５，９６３，４５６号に記載されている、当該技術分
野でよく知られた方法により実施できる。ハイスループットＣＥ装置は、例えばＨＴＳ９
６１０ハイスループット分析システム及びＳＣＥ９６１０全自動９６キャピラリー電気泳
動遺伝子分析システムがＳｐｅｃｔｒｕｍｅｄｉｘ
ｅ

Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｓｔａｔ

Ｃｏｌｌｅｇｅ，ＰＡ）から販売されている。他には、Ｂｅｃｋｍａｎ

Ｉｎｓｔｒ

ｕｍｅｎｔｓ

Ｉｎｃ．（Ｆｕｌｌｅｒｔｏｎ，ＣＡ）のＰ／ＡＣＥ

５０００シリーズ

、及びＡＢＩ

ＰＲＩＳＭ

Ｂｉｏｓｙｓｔｅ

ｍｓ，Ｆｏｓｔｅｒ

３１３０遺伝子分析器（Ａｐｐｌｉｅｄ

Ｃｉｔｙ，ＣＡ）がある。これらの装置の各々は、ＣＥカラムの端

部近傍の試料中の分子による光の放射をモニタリングする蛍光検出器を含む。標準的な蛍

10

光検出器は多くの異なる波長の蛍光放射を識別することができ、これにより増幅試料から
１回のＣＥ泳動において複数の蛍光標識物質種を検出する能力を与える。
【００８２】
ＣＥ分離のスループットを増加させる別の手段は、複数のキャピラリー、又は好ましく
はキャピラリーのアレイを使用することである。キャピラリーアレイ電気泳動（ＣＡＥ）
装置は、９６キャピラリー（例えばＭｏｌｅｃｕｌａｒ

ＤｙｎａｍｉｃｓのＭｅｇａＢ

ＡＣＥ機器）、及び更に１０００キャピラリーもの容量を有するものが開発されている。
近接して並置されている複数のキャピラリー間の光の分散により生じるＤＮＡからの蛍光
の検出に関わる問題点を回避するためには、共焦点蛍光スキャナを用いることができる（
Ｑｕｅｓａｄａら、１９９１，Ｂｉｏｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ

20

１０：６１６−２５）。

【００８３】
本発明において有用な核酸断片検出方法は、蛍光標識の励起スペクトル範囲内の光によ
って照射される時に、標識核酸断片により放射される蛍光の強度を測定する。蛍光検出手
法は高度に発達しており、極めて高感度であり、場合により１分子まで明確な検出が可能
である。高感度の蛍光検出は、大部分の市販のプレートリーダー、マイクロアレイ検出セ
ットアップ及びＣＥ装置の標準的態様である。ＣＥ装置については、励起及び発光のシグ
ナルの光ファイバー伝達がしばしば用いられる。Ｓｐｅｃｔｒｕｍｅｄｉｘ、Ａｐｐｌｉ
ｅｄ

Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ、Ｂｅｃｋｍａｎ

Ｃｏｕｌｔｅｒ及びＡｇｉｌｅｎｔはそ

れぞれ、本明細書に記載した方法に必要な蛍光検出のために十分な蛍光検出器を備えるＣ
30

Ｅ装置を販売している。
【００８４】
２以上の異なる蛍光標識から生じる蛍光シグナルは、発光のピーク波長が各々スペクト
ル中で２０ｎｍ以上離れている場合に、相互に識別可能である。一般的に専門家は、選択
されたフルオロフォアがブロードな発光波長ピークを有する場合には特に、ピーク波長の
間の分離がより大きいフルオロフォアを選択する。
【００８５】
本発明の一塩基反復多型中の反復数（又は一塩基多型）の解析方法は、いかなる生物に
ついても適用可能である。好ましくは、対象となる生物は植物又は微生物である。より好
ましくは、対象となる生物は真正細菌である。最も好ましくは、対象となる生物はヨーネ
菌である。この場合、解析対象の核酸領域は、配列番号１又は２に示される配列、又はス

40

トリンジェントな条件下で該配列にハイブリダイズする配列を含む。
【００８６】
ヨーネ菌（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ

ａｖｉｕｍ

ｓｕｂｓｐ．

ｐａｒａｔｕｂ

ｅｒｃｕｌｏｓｉｓ）は、家畜（特に、牛、羊、山羊などの反芻類）においてヨーネ病（
Ｊｏｈｎｅ

ｓ

ｄｉｓｅａｓｅ；パラ結核）と呼ばれる慢性肉芽腫性腸炎を引き起こす

病原性のマイコバクテリウムである。
【００８７】
ヨーネ菌の遺伝子型判別手法としては、従来ＩＳ９００−ＲＦＬＰ（Ｐａｖｌｉｋ
，ｅｔ

Ｉ

ａｌ．，Ｊ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．Ｍｅｔｈｏｄｓ，３８：１５５（１９９９）

）が用いられてきているが、当該方法の実施には大量の新鮮菌が必要とされるため、コロ
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ニー形成に３ヵ月程度要することもある増殖の遅いヨーネ菌に対して有用な手段ではなか
った。本発明者らは、従来のヨーネ菌遺伝子型判別手法に代わる手段として、ＶＮＴＲ（
Ｖａｒｉａｂｌｅ

Ｎｕｍｂｅｒｓ

る方法を開発した（動物衛生研究所

ｏｆ

Ｔａｎｄｅｍ

研究報告

Ｒｅｐｅａｔｓ）法と称され

第１０９号、２５−３２ページ（２００

２）（ｈｔｔｐ：／／ｓｓ．ｎｉａｈ．ａｆｆｒｃ．ｇｏ．ｊｐ／ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏ
ｎ／ｋｅｎｐｏ／２００２／１０９−４．ｐｄｆ））。これは、５０ｂｐ程度の反復単位
を有する縦列反復の反復数から、遺伝子型を判別する手法である。配列番号１及び／又は
２に示される配列中の一塩基反復の反復数の解析は、これらの従来の手法よりもさらに詳
細なヨーネ菌の遺伝子型判別を可能にするものである。
【００８８】

10

集団に含まれるヨーネ菌の遺伝子型を分析することで、判定されたヨーネ菌遺伝子型に
応じてヨーネ病に対する防疫処置（予防的淘汰、移動制限、消毒法の変更、感染経路の遮
断など）を適切に設定することができる。
【００８９】
したがって、本発明は、以下のステップ：
（ａ）配列番号１又は２に示される配列を含む標識された２種以上の核酸断片を含む遺
伝子型判定マーカーを調製するステップ、
（ｂ）被験核酸中の、該遺伝子型判定マーカーに含まれる核酸断片に対応する領域をＰ
ＣＲ法を用いて増幅することにより標識被験断片を得るステップ、
（ｃ）該遺伝子型判定マーカーと該被験核酸断片とを混合し、分離処理に供するステッ

20

プ、及び
（ｄ）該被験核酸断片の移動度を該遺伝子型判定マーカー中の核酸断片の移動度と比較
することにより、該核酸断片における対象となる一塩基反復中の反復数（又は一塩基多型
）を判定するステップ
を含む、ヨーネ菌の遺伝子型判定方法に関する。
【００９０】
この場合、好ましくは、被験核酸は分離培養されたヨーネ菌又はヨーネ菌を含む動物サ
ンプルから得られた核酸である。ここで、動物サンプルとは、動物からの糞便サンプル、
体液サンプル、及び腸管などの組織サンプルを含む。
【００９１】

30

また、本発明は、対象となる一塩基反復多型（又は一塩基反復の近傍に存在する一塩基
多型）が生じ得ることが知られている核酸領域に対応する、標識された２種以上の核酸断
片を含む遺伝子型判定マーカー、及び該遺伝子型判定マーカーに含まれる核酸断片に対応
する核酸領域を増幅するためのプライマーペアを少なくとも含む、一塩基反復中の反復数
（又は一塩基多型）を解析するためのキットにも関する。好ましくは、プライマーペアの
うち一方は標識されている。
【００９２】
本明細書に用いられる「キット」という用語は、アッセイ構成要素の組み合わせを指す
。反応アッセイに関連しては、そのような組み合わせは、ある場所から別の場所へ、反応
試薬（例えば、適当な容器中におけるオリゴヌクレオチド、酵素など）及び／もしくは補

40

助材料（例えば、緩衝液、そのアッセイを実施するための書面にした使用説明書）の保管
、輸送又は配達を可能にするシステムを含む。本明細書に用いられる「アッセイ構成要素
」という用語は、アッセイを行うことができるシステムの構成要素を指す。アッセイ構成
要素は、限定するものではないが、遺伝子型判定マーカー、プライマー、緩衝液などを含
む。例えば、キットは、関連性のある反応試薬及び／又は補助材料を含む１つ又は複数の
封入物（例えば、箱）を含む。本明細書に用いられる「分割化キット」という用語は、そ
れぞれが全キット構成要素の一部を含む２つ又はそれ以上の別個の容器を含む組み合わせ
を指す。容器は、意図された受取人へ一緒に又は別々に配達される。例えば、第一の容器
はアッセイ用の酵素を含み、一方、第二の容器はオリゴヌクレオチドを含む。それぞれが
全キット構成要素の一部を含む２つ又はそれ以上の別個の容器を含む任意の組み合わせが
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「分割化キット」という用語に含まれる。対照的に、「一体化キット」とは、単一の容器
に反応アッセイの構成要素のすべてを含む（例えば、望ましい構成要素のそれぞれを収容
する単一の箱において）組み合わせを指す。「キット」という用語は、分割化キット及び
一体化キットの両方を含む。
【００９３】
特に、本発明は、配列番号１又は２に示される配列を含む領域に対応する標識核酸断片
を含む遺伝子型判定マーカー、及び該領域に対応する核酸領域を増幅するためのプライマ
ーペアを少なくとも含む、ヨーネ菌の遺伝子型判定のためのキットに関する。このキット
において、該プライマーペアは、好ましくは、配列番号３及び４又は配列番号５及び６に
10

示される配列を有する。
【００９４】
以下に、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこの実施例によって何ら
限定されるものではない。
【実施例１】
【００９５】
遺伝子型判定マーカーの作製
標識核酸断片の調製
ＡＴＣＣ（アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション）から購入したヨーネ菌参
照株１〜４（それぞれ、受託番号ＡＴＣＣ１９６９８、ＡＴＣＣ４９１６４、ＡＴＣＣ７
００５３５、及びＡＴＣＣ１９８５１）、並びに国内のヨーネ病発症事例から分離された

20

ヨーネ菌野外株１〜１１（独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究
所にて、ＶＮＴＲ型別に関する共同研究及び病性鑑定等のために収集された株の一部）を
、それぞれ、マイコバクチン添加ハロルド（Ｈａｒｒｏｌｄ）卵黄寒天培地上で３７℃、
３ヶ月間培養し、コロニーを形成させた。各サンプルのコロニーを、２００μＬの核酸精
製試薬インスタジーンマトリックス（Ｂｉｏ−Ｒａｄ社製）に添加し、５６℃にて３０分
間加温した後、ボルテックスで１０秒間撹拌し、沸騰水上で１００℃にて８分間処理した
。再度ボルテックスで１０秒間撹拌した後、１２０００ｒｐｍにて３分間遠心分離した。
得られたサンプルは、使用まで−２０℃で保存した。使用時に、溶解後、ボルテックスで
１０秒間撹拌し、１２０００ｒｐｍにて３分間遠心分離し、上清を鋳型溶液として後のＰ
30

ＣＲ増幅で用いた。
【００９６】
以下のプライマーは、アプライド・バイオシステムズ・ジャパン社のＧｅｎｅＳｃａｎ
（登録商標）Ａｎａｌｙｓｉｓ用カスタムプライマーとして受注作製した。
【００９７】
Ｍ１−Ｆ２−Ｆａｍ（配列番号３）
Ｍ１−Ｆ２−Ｖｉｃ（配列番号３）
Ｍ１−Ｒ２−Ｔａｉｌｅｄ（配列番号４）
Ｍ２−Ｆ２−Ｆａｍ（配列番号５）
Ｍ２−Ｆ２−Ｖｉｃ（配列番号５）

40

Ｍ２−Ｒ２−Ｔａｉｌｅｄ（配列番号６）
Ｔ２−Ｆ３−Ｎｅｄ（配列番号８）
Ｔ２−Ｒ３−Ｔａｉｌｅｄ（配列番号９）
【００９８】
上記のプライマーのうち、名称の最後に「Ｆａｍ」が付されたものは５
ＡＭＴＭ標識を有し、「Ｖｉｃ」が付されたものは５

末端に６−Ｆ

末端にＶＩＣＴＭ標識を有し、「

Ｎｅｄ」が付されたものはＮＥＤＴＭ標識を有する。それぞれのプライマーはカッコ内に
示された配列番号により示される配列を有するが、名称の最後に「Ｔａｉｌｅｄ」が付さ
れたものはそれらの配列に加えて５

末端にテイル配列（ＧＴＧＴＣＴＴ）が付加されて

いる。
【００９９】
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各プライマーについて、水で１００μＭのストック溶液を調製した。それらのストック
溶液を水でさらに２５μＭに希釈してワーキング溶液とし、ＰＣＲに用いた。
【０１００】
ＰＣＲ試薬キットＡｍｐｌｉＴａｑ

Ｇｏｌｄ（登録商標）（アプライド・バイオシス

テムズ・ジャパン社製）を用いて、以下の組成を有する増幅溶液を調製した：
蒸留水

５７μＬ

１０×Ｇｏｌｄバッファー

１０μＬ

８ｍＭ

ｄＮＴＰ

２５ｍＭ

１０μＬ

ＭｇＣｌ２

６μＬ

ＤＭＳＯ

４μＬ

２５μＭ標識プライマー

２μＬ

２５μＭテイルドプライマー

２μＬ

Ｔａｑ

１μＬ

Ｇｏｌｄポリメラーゼ

合計

10

９２μＬ

【０１０１】
上記の増幅溶液１１．５μＬに１μＬの上記鋳型溶液を加えて、ＧｅｎｅＡｍｐ（登録
商標）ＰＣＲ

Ｓｙｓｔｅｍ９７００を用いて、以下の温度サイクルによりＰＣＲ増幅を

行った：
プレヒート
３６サイクル

９５℃５分
変性ステップ

９５℃１０秒

アニーリング

６７℃３０秒

伸長ステップ

７２℃６０秒

反応終了

20

１０℃

得られたＰＣＲ産物は、以下の５種類である：
Ｍ１−Ｆａｍ
Ｍ１−Ｖｉｃ
Ｍ２−Ｆａｍ
Ｍ２−Ｖｉｃ
Ｔ２−Ｎｅｄ
【０１０２】

30

データベースから得られたＭ１領域、Ｍ２領域、及びＴ２領域の配列は以下に示す通り
である（下線部が反復配列、Ｍ１及びＭ２はＣの一塩基反復、Ｔ２はＣＣＧの３塩基反復
）：
Ｍ１（配列番号１）：ＧＣＧＧＴＧＴＴＣＧＧＣＡＡＡＧＴＣＧＴＴＧＴＧＣＣＧＧ
ＧＣＧＧＣＧＴＴＴＧＧＣＣＣＧＣＧＧＡＣＧＴＧＣＴＧＣＣＧＧＡＧＣＣＣＧＧＧＧＣ
ＧＡＴＧＣＣＧＧＴＣＡＣＣＡＣＣＣＡＧＴＧＣＡＣＧＴＡＣＧＳＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ
ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＧＧＧＧＣＧＴＣＧＧＧＧＴＣＧＴＣＧＡＣＣＡＣＣＡＧＧＧＣＣＧ
ＣＡＣＣＣＧＴＴＧＧＣＧＣＧＧＡＣＣＡＣＧＣＣＡＧＣＧＧＣＧＧＴＧＣＧＡＴＧＣＣ
ＣＴＣＧＣＣＣＴＴＧＣＡＧＧＴＧＴＡＣＣＧＣＧＧＣＧＧＧＡＴＣＧＧＧＧＣＧＣＣＧ
ＴＣＧＧＴＧＡＡＴＧＣＣＧＧＧＣＴＧＧＴＧＡＴＣＧＴＣＡＡ（ＳはＣ又はＧ）
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Ｍ２（配列番号２）：ＴＧＣＴＣＡＧＣＡＧＣＣＡＧＧＴＡＧＴＣＣＧＣＡＴＣＣＣ
ＧＴＧＣＣＧＣＴＣＧＡＴＧＣＣＧＣＴＣＧＧＣＡＧＡＣＣＴＧＴＧＧＴＧＧＧＣＴＴＣ
ＧＡＣＧＴＣＡＣＣＧＡＡＧＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＧＧＣＡＧＣＴＣＴＧＴＣＧＴＧＣＡ
ＡＣＴＧＣＧＣＧＧＣＡＣＧＣＴＣＡＴＧＧＧＣＡＴＣＧＣＣＧＧＣＧＧＡＣＡＧＧＣＧ
ＧＧＣＣＧＣＡＴＧＣＡＧＡＣＧＴＴＣＡＣＧＴＧＣＣＧＣＣＧＣＧＡＣＡＣＧＣＴＣＧ
ＧＣＣＧＣＣＴＣＡＴＣＡＧＣＧＧＡＣＣＴＡＣＧＴＧＣＧＧＣＴＣＣＣＧＡＡＡＣＴＣ
ＴＧＧＡＣＣＧＣＣＧＴＴＣＧＧＣＧＴＣＧＴＣＧＣＴＣＡＴＧＣＧＧＣＡＣＣＴＣＣＡ
ＡＧＣＣＣＡＣＡＡＣＧＣＴＡＣ
Ｔ２（配列番号７）：ＣＡＡＣＧＡＣＡＡＴＧＣＣＡＣＣＧＡＣＡＡＴＧＣＣＡＣＣ
ＧＣＣＧＣＣＧＣＣＧＣＣＧＣＣＣＴＣＣＡＣＧＣＣＡＴＣＧＡＣＣＧＧＣＧＧＴＣＡＡ
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ＧＣＣＴＴＣＧＧＣＧＣＣＧＣＣＣＣＧＣＣＧＧＧＴＣＡＧＣＣＣＧＧＣＡＣＧＴＣＧＧ
ＧＣＧＡＣＣＣＣＡＣＧＣＣＧＧＧＣＧＧＣＡＧＣＡＣＧＣＣＧＧＴＣＡＧＣＧＣＧＡＣ
ＣＧＣＣＡＡＧＧＧＡＴＣＧＡＣＣＣＴＧＡＣＣ
【０１０３】
シーケンス解析及び波形解析
得られたＰＣＲ産物をＱＩＡｑｕｉｃｋ

ＰＣＲ

Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ

Ｋｉｔ

（ＱＩＡＧＥＮ社製）を用いて精製し、コスモアイ（カイノス社製）キャピラリー電気泳
動装置を用いて純度及びＤＮＡ量を測定した。この精製ＰＣＲ産物を鋳型として、５

末

端に蛍光標識もテイル配列も付加されていない上記配列を有するプライマーを用いて、Ｂ
ｉｇＤｙｅ

Ｔｅｒｍｉｎａｔｅｒ

ｖ３．１（アプライド・バイオシステムズ社製）を

10

用いてサイクルシーケンス反応を行った。ターミネーター反応生成物精製カラムにより反
応液から未反応の標識物質等を除去した後、ジェネティックアナライザＡｐｐｌｉｅｄ
Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ３１３０（５０ｃｍキャピラリー、ＰＯＰ−７）又はＡＢＩ

ＰＲ

ＩＳＭ（登録商標）３１００（８０ｃｍキャピラリー、ＰＯＰ−４）にてシーケンス解析
を行った。アライメント解析はＧＥＮＥＴＹＸ−ＭＡＣ遺伝子情報処理ソフトウェアを用
いて実施した。
【０１０４】
また、それぞれの標識ＰＣＲ産物について、ジェネティックアナライザＡｐｐｌｉｅｄ
Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ３１３０（５０ｃｍキャピラリー、ＰＯＰ−７）又はＡＢＩ

Ｐ

ＲＩＳＭ（登録商標）３１００（８０ｃｍキャピラリー、ＰＯＰ−４）を用いてキャピラ

20

ＴＭ

リー電気泳動を実施し、ＧｅｎｅＭａｐｐｅｒ

を用いて波形解析を行った。電気泳動

に際しては、標準マーカーとしてＧｅｎｅＳｃａｎＴＭ６００

ＬＩＺサイズスタンダー

ド（アプライド・バイオシステムズ社製）をサンプルに混合して、同時に電気泳動に供し
た。
【０１０５】
得られた配列情報から、それぞれの菌株について、以下のようにＭ１領域（配列番号１
）、Ｍ２領域（配列番号２）及びＴ２領域（配列番号７）中の反復数が明らかとなった。
カッコ内が反復数であり、下線の数は、波形解析から明らかとなった主要ピークである。
【０１０６】
菌株

Ｍ１領域

Ｍ２領域

Ｔ２領域

（７）

（１０）

（５）

（７）

（１０）

（６）

（１５、１６、１７、

（１０、１１）

（５）

（９）

（５）
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（カッコ内は
ＶＮＴＲ型別）
参照株１
（Ｍａｐ−１）
参照株２
（Ｍａｐ−１）
参照株３
（Ｍａｐ−１）
参照株４

１８、１９）
（１０）

40

（Ｍａｐ−１）
野外株１
（Ｍａｐ−２）
野外株２

（１５、１６、１７、

（１０）

（４）

（８）

（１１）

（５）

（９）

（１１、１２）

（５）

（１１）

（１０）

（５）

（１３、１４）

（１０）

（４）

１８）

（Ｍａｐ−１）
野外株３
（Ｍａｐ−１）
野外株４
（Ｍａｐ−１）
野外株５
（Ｍａｐ−２）
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（１４、１５、１６）

（１０、１１）

（４）

（１８、１９、２０、

（１０、１１）

（４）

（８）

（１０）

（５）

（９）

（１１）

（６）

（９）

（９）

（５）

（Ｍａｐ−２）
野外株７
（Ｍａｐ−２）
野外株８

２１）

（Ｍａｐ−１）
野外株９
（Ｍａｐ−１）
野外株１０

10

（Ｍａｐ−１）
野生株１１

（９）

（１３、１４）

（５）

（Ｍａｐ−１）
【０１０７】
以上の結果から、単一検体から取得されたそれぞれの菌株中に、実際には異なる遺伝子
型の複数の菌株が含まれている場合があることに注目されたい。
【０１０８】
遺伝子型判定マーカー調製
上記で明らかになった反復数から、Ｍ１領域及びＭ２領域のそれぞれについて、可能な
範囲の反復数（Ｍ１：７〜２１；Ｍ２：１０〜１４）を網羅するように菌株の組み合わせ
を選択し、標識ＰＣＲ産物を混合し、遺伝子型判定マーカーを作製した。具体的には、Ｍ
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１領域については、参照株１及び野外株２〜７から得られたＶＩＣ標識ＰＣＲ産物を混合
することにより、Ｍ２領域については参照株１及び野外株２、３、１１から得られたＦＡ
Ｍ標識ＰＣＲ産物を混合することにより、遺伝子型判定マーカーを得た。混合する際には
、上記の波形解析から各ＰＣＲ産物の配合割合を決定し、それぞれの反復数のピーク高が
できるだけ均一となるように配合割合を決定した。
【０１０９】
それぞれの遺伝子型判定マーカーについての波形解析の結果を、図１Ａ（Ｍ１領域）及
び図１Ｂ（Ｍ２領域）に示す。
【実施例２】
【０１１０】

30

遺伝子型判定マーカーによる一塩基反復中の反復数判定
一塩基反復多型の解析として、断片長が１塩基レベルで判別できる電気泳動法、特に蛍
光標識した核酸試料についてのキャピラリー電気泳動による解析は有望である。しかしな
がら、通常用いられる既定のフラグメント長を有する標準との比較のみからは、反復数の
正確な判別は困難であった。また、キャピラリー電気泳動では、個々のランごとに若干の
移動度の差異があり、このことにより、核酸試料を個別に電気泳動に供することのみによ
る一塩基反復の反復数の正確な判定はますます困難なものとなっていた（図２を参照）。
さらに、上記で示されたように、単一検体から分離された菌株の中に、遺伝子型が異なる
複数の菌株が含まれている場合があるため、このことが、一塩基反復の解析をさらに困難
なものとしていた（図３の「参照株３」を参照）。

40

【０１１１】
そこで、上記のように調製した遺伝子型判定マーカーを被験核酸断片と同時に分離する
ことにより、より精密な一塩基反復の解析を可能とした。
【０１１２】
図４に示されるように、被験核酸（参照株１、ＦＡＭ標識）のピーク（図４の黒色のピ
ーク）は、標準（図４の波形解析の両端の薄い色のピーク）に対しての位置はランごとに
若干異なっているが、遺伝子型判定マーカー（図４の中間色のピーク）との相対的な位置
はランによって変化することなく一定である。
【０１１３】
図５Ａに、ピークのデータポイントをグラフ化したものを示す。ここでは、ランごとに
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データポイントは変化しているが、点線で示した標準サイズマーカーに比べて、本発明の
遺伝子型判定マーカーと被験核酸断片との間では、各ピーク間の距離は非常に安定に保た
れていることが見て取れる。図５Ｂには、標準サイズマーカーの補正による各ピークの相
対サイズ値のグラフを示す。この補正によっても、相対サイズ値の変動は残っているが、
遺伝子型判定マーカーと被験核酸断片との間のピーク間の間隔は、複数回のランを通して
非常に良好に保たれていることが見て取れる。このことから、本発明の遺伝子型判定マー
カーを用いることにより、被験核酸の反復数、及び複数の遺伝子型が混在している場合に
は、その遺伝子型構成（各遺伝子型の混合比）も再現性高く判定できることが明らかであ
る。
【０１１４】

10

ここで、図４及び図５で、被験核酸のピークと遺伝子型判定マーカーのピークとが完全
には一致していないが、これは、被験核酸がＦＡＭ標識である一方で、遺伝子型判定マー
カーはＶＩＣ標識として作製されており、それら標識物質は移動度が異なるためである。
このことは、被験核酸の反復数の判定を障害しない。なぜなら、標識物質の移動度の違い
は多くの場合公知であり、また同一配列で異なる標識のサンプルを電気泳動することで容
易に知ることができるからである。蛍光標識サンプルの電気泳動分析では、１つの蛍光物
質のシグナルが顕著に強い場合、蛍光がクロストーク（かぶり）を起こし、異なる蛍光物
質の小さなピークとして認識されてしまうことは頻繁にある。したがって、図４の実験の
ように被験核酸と遺伝子型判定マーカーとで移動度の異なる標識を用いることによって、
ピークの位置が完全には一致しないことは、そのような蛍光のクロストークの可能性を考

20

えるとむしろ有利であると言える。
【０１１５】
これにより、本発明の方法を用いることで、シーケンス解析のような煩雑な手順を介さ
ずに、一塩基反復多型の反復数の解析を簡便に、非常に再現性高く実現できることが示さ
れた。
【０１１６】
本発明の方法が、具体的に示したヨーネ菌ゲノム配列以外の配列における一塩基反復多
型の解析にも適用可能であることは明白である。
【実施例３】
【０１１７】

30

遺伝子型判定マーカーの一塩基多型解析への応用
本発明者らは、上記のような遺伝子型判定マーカーを用いた一塩基反復多型の解析を実
現する過程で、この遺伝子型判定マーカーにより一塩基多型（ＳＮＰ）も解析することが
可能である場合があることを見出した。
【０１１８】
配列番号１に示されるヨーネ菌ゲノムのＭ１領域の配列中には、一塩基反復に隣接して
、一塩基多型が生じる箇所が含まれている（配列番号１の９８番目の塩基；Ｃ又はＧ）。
ここでは、配列番号１の９８番目の塩基がＣの場合を「ａ型」（ＧＣ）、Ｇの場合を「ｂ
型」（ＧＧ）と称する。
【０１１９】

40

図６に示されるように、当該ＳＮＰ部位がａ型である場合（野外株８及び１０）とｂ型
である場合（野外株２及び９）とでは、ＰＣＲ産物の断片長が等しく、一塩基反復多型で
の反復数が同じでも、遺伝子型判定マーカーとの移動度の差が異なる。すなわち、この差
異を解析することで、当該ＳＮＰ部位がどちらの型か判定することができる。これに対し
て、図７に示すように、同じ蛍光物質で標識したａ型とｂ型の混合物は単一のピークを形
成し、２つの型のそれぞれのピークに分離することはできなかった。
【０１２０】
なお、Ｍ１領域の遺伝子型判定マーカーの作製に用いた参照株１及び野生株２〜７はす
べてｂ型であった。また、ａ型は現在のところＶＮＴＲ型Ｍａｐ−１にのみ検出され、シ
ーケンスを確認したＶＮＴＲ型Ｍａｐ−１の８０株中、６８株がａ型であった。
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【０１２１】
上記及び図５で示したように、同時に電気泳動した場合の被験核酸と遺伝子型判定マー
カーとのピークの相対的な位置は、ランを繰り返しても非常に安定している。このことが
、ＳＮＰ部位の配列の違いによる移動度の若干の違いも敏感に検出することを可能とし、
本発明の方法による一塩基多型の解析までをも可能にした。
【０１２２】
このようなＳＮＰ解析の方法が、具体的に示したヨーネ菌ゲノム配列以外の配列におけ
るＳＮＰにも適用可能であることは明白である。
【産業上の利用可能性】
10

【０１２３】
本発明によれば、微生物、植物をはじめとする生物の簡便でハイスループットな遺伝子
型解析を実現することが可能となる。これは、病原体の遺伝子型解析、植物の品種解析、
動物の疾患感受性解析などに応用可能である。したがって、本発明は、ヒトの医療分野、
獣医学分野、植物分野など広範な技術分野での利用可能性を有する。
【配列表フリーテキスト】
【０１２４】
配列番号１：Ｍ１領域
配列番号２：Ｍ２領域
配列番号３〜６：プライマー
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配列番号７：Ｔ２領域
配列番号８及び９：プライマー

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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