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(57)【要約】
【課題】染色体上の標的部位又は標的領域に目的とする配列のみが挿入された形質転換体
を簡便に作製するための手段を提供すること。
【解決手段】本発明は、相同的組換えによって、染色体上の標的部位又は標的領域に、第
一の目的ヌクレオチド配列、選択マーカー及び第二の目的ヌクレオチド配列を挿入する活
性を有する二本鎖核酸の製造方法であって、選択マーカー及び目的のヌクレオチド配列を
含む１つの環状ＤＮＡを鋳型として、２種類のプライマーを用いてセンス鎖及びアンチセ
ンス鎖を別々に合成すること、それらを混合し、二本鎖核酸を増幅することを含む、二本
鎖核酸の製造方法、当該方法に用いるキット、並びに当該方法により二本鎖核酸を製造す
ることを含む形質転換体の製造方法を提供する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
相同的組換えによって、染色体上の標的部位又は標的領域に、第一の目的ヌクレオチド
配列、選択マーカー及び第二の目的ヌクレオチド配列を挿入する活性を有する二本鎖核酸
の製造方法であって、
当該二本鎖核酸が、
（Ａ）当該標的部位又は標的領域の５

側に隣接し、相同的組換えを起こすのに十分な長

さを有する、染色体上のセンス鎖の部分ヌクレオチド配列、
（Ｂ）第一の目的ヌクレオチド配列、
10

（Ｃ）選択マーカー、
（Ｄ）第二の目的ヌクレオチド配列、及び
（Ｅ）当該標的部位又は標的領域の３

側に隣接し、相同的組換えを起こすのに十分な長

さを有する、染色体上のセンス鎖の部分ヌクレオチド配列
を、５

側から、（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）の順で含み、

（Ａ）のヌクレオチド配列と（Ｂ）のヌクレオチド配列は隣接しており、
（Ｄ）のヌクレオチド配列と（Ｅ）のヌクレオチド配列は隣接しており、
（Ｂ）のヌクレオチド配列と（Ｄ）のヌクレオチド配列は同一又は実質的に同一である、
センス鎖と、その相補鎖とからなる二本鎖核酸であり、
方法が以下の工程を含む、二本鎖核酸の製造方法：
（ｉ）当該選択マーカー及び当該目的ヌクレオチド配列を含む環状ＤＮＡからなる鋳型、

20

及び
１５ヌクレオチド長以上である（Ｂ）のヌクレオチド配列の５
）のヌクレオチド配列を含む核酸（但し、当該部分配列の５

末端部分配列、及び（Ａ
側に（Ａ）のヌクレオチド

配列が隣接している）からなる第一のプライマー
を用いて核酸伸長反応を行い、
（Ａ）のヌクレオチド配列、（Ｂ）のヌクレオチド配列及び（Ｃ）のヌクレオチド配列を
５

側から、（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）の順で含み、

（Ａ）のヌクレオチド配列と（Ｂ）のヌクレオチド配列が隣接している、
第一の一本鎖核酸を合成すること；
（ｉｉ）当該選択マーカー及び当該目的ヌクレオチド配列を含む環状ＤＮＡからなる鋳型
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、及び
１５ヌクレオチド長以上である（Ｄ）のヌクレオチド配列の相補配列の５

末端部分配列

、及び（Ｅ）のヌクレオチド配列の相補配列を含む核酸（但し、当該部分配列の５

側に

（Ｅ）のヌクレオチド配列の相補配列が隣接している）からなる第二のプライマー
を用いて核酸伸長反応を行い、
（Ｅ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｅ
Ｄ

）、（Ｄ）のヌクレオチド配列の相補配列（

）、及び（Ｃ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｃ

（Ｄ

）、（Ｃ

（Ｅ

）のヌクレオチド配列と（Ｄ

）を、５

側から、（Ｅ

）、

）の順で含み、
）のヌクレオチド配列が隣接している、

第二の一本鎖核酸を合成すること；
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（ｉｉｉ）第一の一本鎖核酸と第二の一本鎖核酸とを混合し、核酸伸長反応を行うことに
より、当該二本鎖核酸を得ること；及び
（ｉｖ）（ｉｉｉ）で得た二本鎖核酸からなる鋳型、第一のプライマー、及び第二のプラ
イマーを用いてＰＣＲ反応を行い、当該二本鎖核酸を増幅すること。
【請求項２】
標的部位又は標的領域が、標的遺伝子のコード領域内に存在する、請求項１記載の二本
鎖核酸の製造方法。
【請求項３】
目的ヌクレオチド配列が、ポリペプチド残基をコードしており、（Ａ）のヌクレオチド
配列と（Ｂ）のヌクレオチド配列がインフレームで連結されており、且つ／又は（Ｄ）の
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ヌクレオチド配列と（Ｅ）のヌクレオチド配列がインフレームで連結されている、請求項
２記載の二本鎖核酸の製造方法。
【請求項４】
当該二本鎖核酸が、
（Ｆ）発現制御配列
を、５

側から、（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｆ）、（Ｄ）、（Ｅ）の順で更に含み、

（Ｆ）のヌクレオチド配列は（Ｄ）のヌクレオチド配列に作動可能に連結されているセン
ス鎖と、その相補鎖とからなる二本鎖核酸であり、
工程（ｉ）及び（ｉｉ）において用いられる、環状ＤＮＡが当該発現制御配列を更に含み
10

、当該発現制御配列は目的ヌクレオチド配列と作動可能に連結されており、
第二の一本鎖核酸が、（Ｆ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｆ
Ｅ

）、（Ｄ

）、（Ｆ

）、（Ｃ

Ｄ）のヌクレオチド配列に作動可能に連結される様式で（Ｆ
Ｄ

）を、５

側から、（

）の順で更に含み、（Ｆ）のヌクレオチド配列が（
）のヌクレオチド配列と（

）のヌクレオチド配列とが連結されている、

請求項３に記載の二本鎖核酸の製造方法。
【請求項５】
当該ポリペプチド残基がタグを含む、請求項３又は４記載の二本鎖核酸の製造方法。
【請求項６】
選択マーカーが、肯定的選択及び否定的選択の双方が可能な選択マーカーである、請求
20

項１記載の二本鎖核酸の製造方法。
【請求項７】
選択マーカーがオロチジン−５

−リン酸脱炭酸酵素をコードする遺伝子である、請求

項６記載の二本鎖核酸の製造方法。
【請求項８】
以下の工程を含む、染色体上の標的部位又は標的領域に目的ヌクレオチド配列が挿入さ
れた形質転換体の製造方法：
（ｉ）請求項１〜７のいずれか１項に記載の二本鎖核酸の製造方法により二本鎖核酸を製
造すること；
（ｉｉ）（ｉ）で得た二本鎖核酸により宿主細胞を形質転換すること；
（ｉｉｉ）（ｉｉ）で得た形質転換体から、染色体上の標的部位又は標的領域に、第一の
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目的ヌクレオチド配列、選択マーカー及び第二の目的ヌクレオチド配列が挿入された形質
転換体を選択すること；
（ｉｖ）（ｉｉｉ）で得た形質転換体を培養し、第一の目的ヌクレオチド配列と第二の目
的ヌクレオチド配列との間で、分子内相同的組換えを引き起こすこと；
（ｖ）（ｉｖ）の培養物から、当該分子内相同的組換えを起こした形質転換体を選択し、
染色体上の標的部位又は標的領域に目的ヌクレオチド配列が挿入された形質転換体を得る
こと。
【請求項９】
以下を含む、請求項１記載の二本鎖核酸の製造方法により二本鎖核酸を合成するための
40

キット：
（ｉ）当該選択マーカー及び当該目的ヌクレオチド配列を含む環状ＤＮＡ、
（ｉｉ）１５ヌクレオチド長以上である（Ｂ）のヌクレオチド配列の５
及び（Ａ）のヌクレオチド配列を含む核酸（但し、当該部分配列の５

末端部分配列、
側に（Ａ）のヌク

レオチド配列が隣接している）、及び
（ｉｉｉ）１５ヌクレオチド長以上である（Ｄ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｄ
の５

末端部分配列、及び（Ｅ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｅ

し、当該部分配列の５

側に（Ｅ

）

）を含む核酸（但

）が隣接している）。

【請求項１０】
以下を含む、請求項４記載の二本鎖核酸の製造方法により二本鎖核酸を合成するための
キット：
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）当該選択マーカー、当該目的ヌクレオチド配列及び当該発現制御配列を含み、当

該発現制御配列は目的ヌクレオチド配列に作動可能に連結されている、環状ＤＮＡ、
（ｉｉ

）１５ヌクレオチド長以上である（Ｂ）のヌクレオチド配列の５

、及び（Ａ）のヌクレオチド配列を含む核酸（但し、当該部分配列の５

末端部分配列
側に（Ａ）のヌ

クレオチド配列が隣接している）、及び
（ｉｉｉ
）の５

）１５ヌクレオチド長以上である（Ｄ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｄ
末端部分配列、及び（Ｅ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｅ

但し、当該部分配列の５

側に（Ｅ

）を含む核酸（

）が隣接している）。

【請求項１１】
（ｉｉ）又は（ｉｉ

）の核酸における（Ｂ）のヌクレオチド配列の５

と、（ｉｉｉ）又は（ｉｉｉ

）の核酸における（Ｄ

末端部分配列

）のヌクレオチド配列の５
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末端

部分配列の相補配列とが、目的ヌクレオチド配列上で離れているか、隣接しているか、又
は重複している、請求項９又は１０記載のキット。
【請求項１２】
（ｉｉ）又は（ｉｉ

）の核酸における（Ｂ）のヌクレオチド配列の５

と、（ｉｉｉ）又は（ｉｉｉ

）の核酸における（Ｄ

末端部分配列

）のヌクレオチド配列の５

末端

部分配列の相補配列とが、目的ヌクレオチド配列上で隣接しているか、又は重複している
、請求項１１記載のキット。
【請求項１３】
（ｉｉ）又は（ｉｉ

）の核酸における（Ｂ）のヌクレオチド配列の５

と、（ｉｉｉ）又は（ｉｉｉ

）の核酸における（Ｄ

末端部分配列

）のヌクレオチド配列の５
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末端

部分配列の相補配列とが、目的ヌクレオチド配列上で重複している、請求項１２記載のキ
ット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、形質転換に用いる二本鎖核酸の製造方法、当該製造方法に用いるキット、及
び当該二本鎖核酸を用いた形質転換体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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現在までに、多くの生物においてそのゲノム配列が既に解読され公開されている。この
ゲノム情報を利用して、細胞内のゲノム配列中の目的の部位を人為的に改変すること、例
えば形質転換体を作製することは、様々な生命現象の解明において重要な手段の一つとな
っている。
【０００３】
形質転換体は、宿主細胞内にＤＮＡなどの核酸分子を導入し、ゲノム配列を改変するこ
とによって作製される。所望の形質転換体を作製するために、細胞内で起こる相同的組換
え現象を利用した多くの方法が開発されている。従来より、クローニングしたＤＮＡ配列
を改変して形質転換する方法、ＰＣＲにより増幅したＤＮＡ断片を用いて形質転換する方
法、Ｃｒｅ−ｌｏｘＰシステムを用いて形質転換する方法などが知られている（非特許文
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献１及び２）。更に、目的の部位における相同組換え効率を高めるために、ゲノム配列中
の目的の部位に二本鎖切断を生じさせる方法なども知られている（特許文献１及び２）。
【０００４】
特定のアミノ酸配列からなるタグ（エピトープタグ、アフィニティー精製用タグなど）
は、遺伝子の発現や機能を解明するために様々な生物における研究に利用されている。所
望のタグをコードするヌクレオチド配列を、上記形質転換方法などにより目的の遺伝子に
インフレームで挿入することで、タグの付加されたタンパク質を発現する形質転換体を作
製することができる。
【０００５】
相同組換えにより目的とする形質転換体を作製しようとする場合、標的遺伝子のプロモ

50

(5)

JP 2012‑183024 A 2012.9.27

ーター領域などへの不要なＤＮＡ配列の挿入により、遺伝子発現への影響が生じ、当該遺
伝子本来の機能を解析することが困難になる場合がある。これを回避するために、目的の
配列以外の不要なＤＮＡ配列（例えば選択マーカーなど）を染色体から除去しようとする
と、あらかじめ複雑な構造の形質転換用ＤＮＡ断片を作製しておく必要がある。具体的に
は、このような形質転換用ＤＮＡ断片は、相同的組換えを起こすために必要な配列及び選
択マーカーの他に、互いに相同な２つの配列を選択マーカーの両側に含んでいなければな
らない。その作製には通常煩雑なクローニング操作が必要となるため、迅速な研究開発の
妨げとなっていた。
【先行技術文献】
10

【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表2007‑501626号
【特許文献２】特表2009‑502170号
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Methods in Enzymology, vol. 194, 281‑301 (1991)
【非特許文献２】Methods in Enzymology, vol. 350, 445‑469 (2002)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
本発明の目的は、染色体上の標的部位又は標的領域に目的とする配列のみが挿入された
形質転換体を簡便に作製するための手段を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明者らは、上記課題に鑑み、鋭意検討した結果、選択マーカー及び目的のヌクレオ
チド配列（タグをコードするヌクレオチド配列など）を含む単純な１つのプラスミドを鋳
型として２種類のプライマーを用いてセンス鎖及びアンチセンス鎖を別々に合成した後、
それらを混合し、二本鎖ＤＮＡを増幅することで、簡便に形質転換用ＤＮＡ断片を作製で
きることを見出し、本発明を完成するに至った。
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【００１０】
即ち、本発明は、以下を提供するものである。
［１］相同的組換えによって、染色体上の標的部位又は標的領域に、第一の目的ヌクレオ
チド配列、選択マーカー及び第二の目的ヌクレオチド配列を挿入する活性を有する二本鎖
核酸の製造方法であって、
当該二本鎖核酸が、
（Ａ）当該標的部位又は標的領域の５

側に隣接し、相同的組換えを起こすのに十分な長

さを有する、染色体上のセンス鎖の部分ヌクレオチド配列、
（Ｂ）第一の目的ヌクレオチド配列、
（Ｃ）選択マーカー、
（Ｄ）第二の目的ヌクレオチド配列、及び
（Ｅ）当該標的部位又は標的領域の３

40

側に隣接し、相同的組換えを起こすのに十分な長

さを有する、染色体上のセンス鎖の部分ヌクレオチド配列
を、５

側から、（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）の順で含み、

（Ａ）のヌクレオチド配列と（Ｂ）のヌクレオチド配列は隣接しており、
（Ｄ）のヌクレオチド配列と（Ｅ）のヌクレオチド配列は隣接しており、
（Ｂ）のヌクレオチド配列と（Ｄ）のヌクレオチド配列は同一又は実質的に同一である、
センス鎖と、その相補鎖とからなる二本鎖核酸であり、
方法が以下の工程を含む、二本鎖核酸の製造方法：
（ｉ）当該選択マーカー及び当該目的ヌクレオチド配列を含む環状ＤＮＡからなる鋳型、
及び

50

(6)

JP 2012‑183024 A 2012.9.27

１５ヌクレオチド長以上である（Ｂ）のヌクレオチド配列の５
）のヌクレオチド配列を含む核酸（但し、当該部分配列の５

末端部分配列、及び（Ａ
側に（Ａ）のヌクレオチド

配列が隣接している）からなる第一のプライマー
を用いて核酸伸長反応を行い、
（Ａ）のヌクレオチド配列、（Ｂ）のヌクレオチド配列及び（Ｃ）のヌクレオチド配列を
５

側から、（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）の順で含み、

（Ａ）のヌクレオチド配列と（Ｂ）のヌクレオチド配列が隣接している、
第一の一本鎖核酸を合成すること；
（ｉｉ）当該選択マーカー及び当該目的ヌクレオチド配列を含む環状ＤＮＡからなる鋳型
10

、及び
１５ヌクレオチド長以上である（Ｄ）のヌクレオチド配列の相補配列の５

末端部分配列

、及び（Ｅ）のヌクレオチド配列の相補配列を含む核酸（但し、当該部分配列の５

側に

（Ｅ）のヌクレオチド配列の相補配列が隣接している）からなる第二のプライマー
を用いて核酸伸長反応を行い、
（Ｅ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｅ
Ｄ

）、（Ｄ）のヌクレオチド配列の相補配列（

）、及び（Ｃ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｃ

（Ｄ

）、（Ｃ

（Ｅ

）のヌクレオチド配列と（Ｄ

）を、５

側から、（Ｅ

）、

）の順で含み、
）のヌクレオチド配列が隣接している、

第二の一本鎖核酸を合成すること；
（ｉｉｉ）第一の一本鎖核酸と第二の一本鎖核酸とを混合し、核酸伸長反応を行うことに

20

より、当該二本鎖核酸を得ること；及び
（ｉｖ）（ｉｉｉ）で得た二本鎖核酸からなる鋳型、第一のプライマー、及び第二のプラ
イマーを用いてＰＣＲ反応を行い、当該二本鎖核酸を増幅すること。
［２］標的部位又は標的領域が、標的遺伝子のコード領域内に存在する、［１］に記載の
二本鎖核酸の製造方法。
［３］目的ヌクレオチド配列が、ポリペプチド残基をコードしており、（Ａ）のヌクレオ
チド配列と（Ｂ）のヌクレオチド配列がインフレームで連結されており、且つ／又は（Ｄ
）のヌクレオチド配列と（Ｅ）のヌクレオチド配列がインフレームで連結されている、［
２］に記載の二本鎖核酸の製造方法。
30

［４］当該二本鎖核酸が、
（Ｆ）発現制御配列
を、５

側から、（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｆ）、（Ｄ）、（Ｅ）の順で更に含み、

（Ｆ）のヌクレオチド配列は（Ｄ）のヌクレオチド配列に作動可能に連結されているセン
ス鎖と、その相補鎖とからなる二本鎖核酸であり、
工程（ｉ）及び（ｉｉ）において用いられる、環状ＤＮＡが当該発現制御配列を更に含み
、当該発現制御配列は目的ヌクレオチド配列と作動可能に連結されており、
第二の一本鎖核酸が、（Ｆ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｆ
Ｅ

）、（Ｄ

）、（Ｆ

）、（Ｃ

側から、（

）の順で更に含み、（Ｆ）のヌクレオチド配列が（

Ｄ）のヌクレオチド配列に作動可能に連結される様式で（Ｆ
Ｄ

）を、５

）のヌクレオチド配列と（

）のヌクレオチド配列とが連結されている、

40

［３］に記載の二本鎖核酸の製造方法。
［５］当該ポリペプチド残基がタグを含む、［３］又は［４］に記載の二本鎖核酸の製造
方法。
［６］選択マーカーが、肯定的選択及び否定的選択の双方が可能な選択マーカーである、
［１］に記載の二本鎖核酸の製造方法。
［７］選択マーカーがオロチジン−５

−リン酸脱炭酸酵素をコードする遺伝子である、

［６］に記載の二本鎖核酸の製造方法。
［８］以下の工程を含む、染色体上の標的部位又は標的領域に目的ヌクレオチド配列が挿
入された形質転換体の製造方法：
（ｉ）［１］〜［７］のいずれかに記載の二本鎖核酸の製造方法により二本鎖核酸を製造
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すること；
（ｉｉ）（ｉ）で得た二本鎖核酸により宿主細胞を形質転換すること；
（ｉｉｉ）（ｉｉ）で得た形質転換体から、染色体上の標的部位又は標的領域に、第一の
目的ヌクレオチド配列、選択マーカー及び第二の目的ヌクレオチド配列が挿入された形質
転換体を選択すること；
（ｉｖ）（ｉｉｉ）で得た形質転換体を培養し、第一の目的ヌクレオチド配列と第二の目
的ヌクレオチド配列との間で、分子内相同的組換えを引き起こすこと；
（ｖ）（ｉｖ）の培養物から、当該分子内相同的組換えを起こした形質転換体を選択し、
染色体上の標的部位又は標的領域に目的ヌクレオチド配列が挿入された形質転換体を得る
10

こと。
［９］以下を含む、［１］に記載の二本鎖核酸の製造方法により二本鎖核酸を合成するた
めのキット：
（ｉ）当該選択マーカー及び当該目的ヌクレオチド配列を含む環状ＤＮＡ、
（ｉｉ）１５ヌクレオチド長以上である（Ｂ）のヌクレオチド配列の５
及び（Ａ）のヌクレオチド配列を含む核酸（但し、当該部分配列の５

末端部分配列、
側に（Ａ）のヌク

レオチド配列が隣接している）、及び
（ｉｉｉ）１５ヌクレオチド長以上である（Ｄ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｄ
の５

末端部分配列、及び（Ｅ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｅ

し、当該部分配列の５

側に（Ｅ

）

）を含む核酸（但

）が隣接している）。

［１０］以下を含む、［４］に記載の二本鎖核酸の製造方法により二本鎖核酸を合成する

20

ためのキット：
（ｉ

）当該選択マーカー、当該目的ヌクレオチド配列及び当該発現制御配列を含み、当

該発現制御配列は目的ヌクレオチド配列に作動可能に連結されている、環状ＤＮＡ、
（ｉｉ

）１５ヌクレオチド長以上である（Ｂ）のヌクレオチド配列の５

、及び（Ａ）のヌクレオチド配列を含む核酸（但し、当該部分配列の５

末端部分配列
側に（Ａ）のヌ

クレオチド配列が隣接している）、及び
（ｉｉｉ
）の５

）１５ヌクレオチド長以上である（Ｄ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｄ
末端部分配列、及び（Ｅ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｅ

但し、当該部分配列の５

側に（Ｅ

［１１］（ｉｉ）又は（ｉｉ

）を含む核酸（

）が隣接している）。

）の核酸における（Ｂ）のヌクレオチド配列の５

分配列と、（ｉｉｉ）又は（ｉｉｉ

）の核酸における（Ｄ

末端部

30

）のヌクレオチド配列の５

末端部分配列の相補配列とが、目的ヌクレオチド配列上で離れているか、隣接している
か、又は重複している、［９］又は［１０］に記載のキット。
［１２］（ｉｉ）又は（ｉｉ

）の核酸における（Ｂ）のヌクレオチド配列の５

分配列と、（ｉｉｉ）又は（ｉｉｉ

）の核酸における（Ｄ

末端部

）のヌクレオチド配列の５

末端部分配列の相補配列とが、目的ヌクレオチド配列上で隣接しているか、又は重複し
ている、［１１］に記載のキット。
［１３］（ｉｉ）又は（ｉｉ

）の核酸における（Ｂ）のヌクレオチド配列の５

分配列と、（ｉｉｉ）又は（ｉｉｉ

）の核酸における（Ｄ

末端部

）のヌクレオチド配列の５

末端部分配列の相補配列とが、目的ヌクレオチド配列上で重複している、［１２］に記

40

載のキット。
【発明の効果】
【００１１】
本発明の二本鎖核酸の製造方法によれば、従来のような煩雑な操作を行なうことなく、
染色体上の標的部位又は標的領域に、第一の目的ヌクレオチド配列、選択マーカー及び第
二の目的ヌクレオチド配列を挿入する活性を有する二本鎖核酸を簡便に作製することがで
きる。また本発明の形質転換体の製造方法によれば、染色体上の所望の部位に目的のヌク
レオチド配列のみが挿入された形質転換体を簡便に作製することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
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【図１】図１は、形質転換用二本鎖核酸作製の手順を示す。
【図２】図２は、発現制御配列を更に含む形質転換用二本鎖核酸作製の手順を示す。
【図３】図３は、形質転換体作製の手順を示す。
【図４】図４は、選択マーカーと3xFLAG‑6xGLYを含むプラスミドpAG60‑3xFLAG‑6xGLYの制
限酵素地図を示す。
【図５】図５は、形質転換用ＤＮＡ断片の電気泳動の結果を示す。レーン１：マーカー（
λ‑StyI）；レーン２：ＰＣＲ産物（＃510+＃511）；レーン３：ＰＣＲ産物（＃539+＃54
0）。
【図６】図６は、3xFLAGが挿入されたURM1遺伝子産物の発現を確認するウェスタンブロッ
ティングの結果を示す。レーン１：YPH499；レーン２：3xFLAG‑URA3‑3xFLAG‑URM1；レー

10

ン３：3xFLAG‑URM1。
【図７】図７は、発現制御配列（ＡＤＨ１

ｐｒｏｍｏｔｅｒ＋開始コドン）のＰＣＲに

よる増幅の結果を示す。レーン１：マーカー（λ‑StyI）；レーン２：ＰＣＲ産物。
【図８】図８は、選択マーカー、3xFLAG‑6xGLY及び発現制御配列（ＡＤＨ１

ｐｒｏｍｏ

ｔｅｒ＋開始コドン）を含むプラスミドpAG60‑3xFLAG‑6xGLYの制限酵素地図を示す。
【図９】図９は、形質転換用ＤＮＡ断片の電気泳動の結果を示す。レーン１及び８：マー
カー（λ‑StyI）；レーン２：ＰＣＲ産物（プライマーセット（ａ））；レーン３：ＰＣ
Ｒ産物（プライマーセット（ｂ））；レーン４：ＰＣＲ産物（プライマーセット（ｃ））
；レーン５：ＰＣＲ産物（プライマーセット（ｄ））；レーン６：ＰＣＲ産物（プライマ
ーセット（ｅ））；レーン７：ＰＣＲ産物（プライマーセット（ｆ））。

20

【発明を実施するための形態】
【００１３】
１．二本鎖核酸の製造方法
本発明は、相同的組換えによって、染色体上の標的部位又は標的領域に、第一の目的ヌ
クレオチド配列、選択マーカー及び第二の目的ヌクレオチド配列を挿入する活性を有する
二本鎖核酸の製造方法（以下、本発明の二本鎖核酸製造方法ともいう）を提供する。
【００１４】
本明細書において、二本鎖核酸とは、センス鎖とアンチセンス鎖とがハイブリダイズし
た二本鎖領域を有する核酸分子であり、ＤＮＡ、ＲＮＡ、又はＲＮＡとＤＮＡのキメラ分
子であり得るが、好ましくはＤＮＡである。なお「核酸分子」と「ポリヌクレオチド」と

30

は互換的に使用される。
【００１５】
「組換え」とは、２つのポリヌクレオチド間で遺伝子情報が交換されるプロセスを意味
する。「相同的組換え」とは、２つのポリヌクレオチド配列が相同的である場合の組換え
を言う。相同的とは、２つのポリヌクレオチド配列が、規定された長さについて少なくと
も７０％以上、好ましくは８０％以上、８５％以上、９０％以上、より好ましくは９５％
以上、更により好ましくは９８％以上、最も好ましくは１００％の配列同一性を有するこ
とを言う。２つのポリヌクレオチド配列の同一性は、例えば相同性解析プログラムＢＬＡ
ＳＴ等を用い、デフォルト条件にて計算することができる。
【００１６】

40

「染色体上の標的部位又は標的領域」は、染色体上のヌクレオチド配列中の、目的ヌク
レオチド配列が挿入される所望の２つのヌクレオチドの間の部位又は領域を意味する。当
該２つのヌクレオチドは、隣接していても、１以上のヌクレオチドを挟んで離れていても
よい。２つのヌクレオチドが隣接している場合、染色体上のヌクレオチド配列が欠失する
ことなく目的ヌクレオチド配列が挿入される。２つのヌクレオチドが１以上のヌクレオチ
ドを挟んで離れている場合、当該１以上のヌクレオチドと置き換わって目的ヌクレオチド
配列が挿入される。
【００１７】
染色体上の標的部位又は標的領域は、本発明に係る二本鎖核酸を用いて、相同的組換え
により第一の目的ヌクレオチド配列、選択マーカー及び第二の目的ヌクレオチド配列を挿
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入し得る部位又は領域である限り、染色体上のどこに存在してもよく、染色体上の遺伝子
（コード領域及び当該遺伝子の発現調節に関わる配列を含む）内に存在してもよい。この
場合、当該遺伝子を標的遺伝子とも言う。標的遺伝子の機能解析を行なう観点から、染色
体上の標的部位又は標的領域は、標的遺伝子のコード領域内に存在することが好ましい。
標的領域の長さは、本発明に係る二本鎖核酸を用いて、相同的組換えにより第一の目的ヌ
クレオチド配列、選択マーカー及び第二の目的ヌクレオチド配列を挿入し得る限り、特に
限定されないが、当該技術分野においては、通常１〜数十ｋｂｐ、好ましくは１〜数ｋｂ
ｐ程度の長さの領域であれば、相同的組換えにより、所望の配列と置き換えることが可能
であることが知られている。染色体（特に標的遺伝子）への影響を少なくする観点から、
標的領域は短いことが好ましく、例えば、１０００ｂｐ以下、５００ｂｐ以下、２５０ｂ

10

ｐ以下、１００ｂｐ以下であり得る。最も好ましくは、第一の目的ヌクレオチド配列、選
択マーカー及び第二の目的ヌクレオチド配列は染色体上の標的部位に挿入される。
【００１８】
「目的ヌクレオチド配列」は、染色体上の標的部位又は標的領域に挿入することが意図
された任意のヌクレオチド配列であってよい。本発明の方法により製造される二本鎖核酸
は、相同的な２つの目的ヌクレオチド配列を含み、一方を第一の目的ヌクレオチド配列、
他方を第二の目的のヌクレオチド配列と呼ぶ。目的ヌクレオチド配列の長さは、特に限定
されないが、第一の目的ヌクレオチド配列と第二の目的ヌクレオチド配列とが分子内相同
的組換えを起こすのに十分な長さであることが好ましく、例えば、１０、１５、２０、２
５、又は３０ヌクレオチド長以上である。また目的ヌクレオチド配列の長さは、一本鎖核

20

酸又は二本鎖核酸の合成しやすさの観点から、５，０００ヌクレオチド長以下であること
が好ましく、例えば４，０００、３，０００、２，０００、１，０００、５００、２５０
、１００、５０、又は３０ヌクレオチド長以下である。ここで「分子内相同的組換え」と
は、１つの核酸分子内で起こる相同的組換えをいう。
【００１９】
第一の目的ヌクレオチド配列と第二の目的ヌクレオチド配列とは同一又は実質的に同一
である。本明細書において「同一」とは、ヌクレオチド配列が完全に一致すること（１０
０％一致）をいう。実質的に同一とは、第一の目的ヌクレオチド配列と第二の目的ヌクレ
オチド配列とが、ヌクレオチド配列中に１〜数個のヌクレオチドの欠失、置換、挿入、又
は付加を含むことをいう。欠失、置換、挿入、又は付加されるヌクレオチドの数は、第一

30

の目的ヌクレオチド配列と第二の目的ヌクレオチド配列が分子内相同的組換えを起こす限
り特に限定されないが、例えば１〜約５個、３個、２個又は１個であり得る。
【００２０】
目的ヌクレオチド配列は、分子内相同的組換えを起こすこと以外の、他の機能を有して
いてもよい。このような他の機能を有する配列としては、例えば、ポリペプチド残基をコ
ードするヌクレオチド配列、それ自体が機能を有するヌクレオチド配列などが挙げられる
。
【００２１】
目的ヌクレオチド配列がポリペプチド残基をコードするヌクレオチド配列である場合、
当該ポリペプチド残基はタグであることが好ましい。タグとは、目的のタンパク質に遺伝

40

子工学的に結合させることにより、その抗原性、他の物質との親和性、蛍光性、酵素活性
などの性質に基づき当該タンパク質の検出、定量、精製などに利用されるものをいう。主
にその抗原性が利用されるタグとしては、例えばFLAGタグ、V5タグ、T7タグ、Strep‑tagI
I、RGS‑6xHisタグ、Sタグ、Mycタグ、VSV‑Gタグ、HSVタグ、HAタグなどが挙げられる。主
に他の物質との親和性が利用されるタグとしては、例えば6xHisタグ、グルタチオンＳト
ランスフェラーゼ、マルトース結合タンパク質などが挙げられる。主にその蛍光性が利用
されるタグとしては、例えば緑色蛍光タンパク質、ＤｓＲｅｄなどが挙げられる。主にそ
の酵素活性が利用されるタグとしては、例えばβ−ガラクトシダーゼ、β−グルクロニダ
ーゼ、ルシフェラーゼなどが挙げられる。
【００２２】
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それ自体が機能を有するヌクレオチド配列としては、酵素の認識配列（制限酵素の認識
配列、Ｃｒｅリコンビナーゼの認識配列（ｌｏｘＰ）など）、プロモーター、エンハンサ
ーなどのヌクレオチド配列が挙げられる。
【００２３】
目的ヌクレオチド配列がポリペプチド残基をコードする配列である場合、当該ポリペプ
チド残基にリンカーが付加されるよう、リンカーをコードする配列が目的ヌクレオチド配
列に含まれていてもよい。本明細書において、リンカーとは、当該ポリペチド残基の配列
と標的遺伝子にコードされるポリペプチドの配列との間に介在するポリペプチド配列をい
う。リンカーは、目的ヌクレオチド配列にコードされるポリペプチド残基及び標的遺伝子
にコードされるポリペプチドの立体構造を乱さなければ、目的ヌクレオチド配列にコード

10

されるポリペプチド残基のＮ末端、Ｃ末端の一方又は両方に付加してもよい。リンカーと
しては、例えば6xGLY（６つの連続するグリシン残基からなるポリペプチド配列）、トロ
ンビン認識部位、エンテロキナーゼ認識部位、Factor Xa 認識部位などが挙げられる。
【００２４】
「選択マーカー」とは、形質転換などの実験において、形質転換体を非形質転換体から
選別するのに用いられるＤＮＡを意味する。選択マーカーとしては通常、薬剤耐性遺伝子
や栄養要求性遺伝子などのような肯定的選択（当該選択マーカーを有する細胞が、それを
有さない細胞よりも増殖において有利になることを利用して、当該選択マーカーを有する
細胞を選択すること）が可能な選択マーカーが使用される。選択マーカーは形質転換など
の実験に用いる宿主細胞に応じて適宜選択される。大腸菌において機能する選択マーカー
ｒ

としては、例えばＡｍｐ
ｒ

Ｒｉｆ

、Ｔｅｔ

ｒ

、Ｚｅｏｃｉｎ

ｒ

、Ｃｍ

ｒ

ｒ

、Ｋｍ

ｒ

、Ｓｐｃ

ｒ

、Ｈｙｇ
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、Ｇｍ

ｒ

、

、Ｂｌａｓｔｉｃｉｄｉｎ

ｒ

などが挙げられるが、これらに限

定されない。酵母Saccharomyces cerevisiaeにおいて機能する選択マーカーとしては、例
えばＵＲＡ３、ＴＲＰ１、ＳＵＰ４、ＡＤＥ２、ＨＩＳ３、ＬＥＵ２、ＬＹＳ２、ＫＡＮ
ＭＸ、ＡＵＲ１−Ｃ、ＣＹＨ２、ＣＡＮ１、ＰＤＲ４及びｈｐｈＭＸなどが挙げられるが
、これらに限定されない。哺乳類細胞において機能する選択マーカーとしては、例えばＺ
ｅｏｃｉｎｒ、Ｂｌａｓｔｉｃｉｄｉｎｒ、Ｈｙｇｒ、Ｎｅｏｍｙｃｉｎｒなどが挙げら
れるが、これらに限定されない。
【００２５】
選択マーカーは、宿主細胞の染色体上の遺伝子との間での相同組換えを防ぐ目的で、宿

30

主細胞とは異なる種由来のＤＮＡであってもよい。例えば、宿主細胞がSaccharomyces ce
revisiaeである場合、Candida albicansのＵＲＡ３遺伝子を選択マーカーとすることがで
きる。
【００２６】
染色体に一旦挿入された選択マーカーを分子内相同的組換えにより染色体上から除去す
る場合には、否定的選択（当該選択マーカーを有する細胞が、それを有さない細胞よりも
増殖において不利になることを利用して、当該選択マーカーを有さない細胞を選択するこ
と）が可能な選択マーカーを利用することができる。そのような選択マーカーとしては、
薬剤感受性遺伝子などが挙げられる。肯定的選択が可能な選択マーカーと否定的選択が可
能な選択マーカーとを含む２以上の選択マーカーを用いることにより、或いは肯定的選択

40

及び否定的選択の双方が可能な選択マーカーを用いることにより、肯定的選択及び否定的
選択の両方を実現することができるが、肯定的選択及び否定的選択の双方が可能な選択マ
ーカーを用いることが好ましい。このような肯定的選択及び否定的選択の双方が可能な選
択マーカーは、当該分野において公知であり、例えばSaccharomyces cerevisiaeにおける
ＵＲＡ３、ＬＹＳ２、ＣＹＨ２、ＣＡＮ１、ＴＲＰ１、ＬＹＳ５、ＦＣＹ１などが挙げら
れるが、これらに限定されない。様々な生物種において利用可能であることから、Saccha
romyces cerevisiaeにおけるＵＲＡ３などのようなオロチジン−５

−リン酸脱炭酸酵素

をコードする遺伝子を選択マーカーとすることが好ましい。このような否定的選択が可能
な選択マーカーを使用することにより、分子内相同的組換えにより選択マーカーが染色体
上から除去された細胞を効率よく選択することができる。
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【００２７】
本発明の方法により製造される二本鎖核酸は、具体的には以下の構成を有する：
（Ａ）染色体上の標的部位又は標的領域の５

側に隣接し、相同的組換えを起こすのに十

分な長さを有する、染色体上のセンス鎖の部分ヌクレオチド配列、
（Ｂ）第一の目的ヌクレオチド配列、
（Ｃ）選択マーカー、
（Ｄ）第二の目的ヌクレオチド配列、及び
（Ｅ）当該標的部位又は標的領域の３

側に隣接し、相同的組換えを起こすのに十分な長

さを有する、染色体上のセンス鎖の部分ヌクレオチド配列
を、５

10

側から、（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）の順で含み、

（Ａ）のヌクレオチド配列と（Ｂ）のヌクレオチド配列は隣接しており、
（Ｄ）のヌクレオチド配列と（Ｅ）のヌクレオチド配列は隣接しており、
（Ｂ）のヌクレオチド配列と（Ｄ）のヌクレオチド配列は同一又は実質的に同一である、
センス鎖と、その相補鎖とからなる二本鎖核酸。
【００２８】
本発明の方法により製造される二本鎖核酸のセンス鎖は、両末端に染色体上のセンス鎖
の部分ヌクレオチド配列（（Ａ）のヌクレオチド配列及び（Ｅ）のヌクレオチド配列）を
有する。染色体の二本鎖のうち、いずれをセンス鎖としてもよいが、標的部位又は標的領
域が染色体上の遺伝子（コード領域及び当該遺伝子の発現調節に関わる配列を含む）内に
位置する場合、当該遺伝子のセンス鎖を染色体上のセンス鎖とすることができる。

20

【００２９】
本発明の方法により製造される二本鎖核酸に含まれるこれらの部分ヌクレオチド配列は
、当該二本鎖核酸を用いて細胞を形質転換する際に、染色体上のヌクレオチド配列と相同
的組換えを起こす。これにより、染色体上の標的部位又は標的領域に、第一の目的ヌクレ
オチド配列、選択マーカー及び第二の目的ヌクレオチド配列を挿入する活性が当該二本鎖
核酸に付与される。（Ａ）のヌクレオチド配列及び（Ｅ）のヌクレオチド配列の長さは、
相同的組換えを起こすのに十分な長さであればよく、当業者であれば宿主細胞に応じて適
宜選択することができる。宿主細胞が酵母の場合は、（Ａ）のヌクレオチド配列及び（Ｅ
）のヌクレオチド配列の長さは、通常１５ｂｐ以上、好ましくは３０ｂｐ以上であれば相
同的組換えに十分である（例えばNucleic Acids Research, 1995, Vol. 23, No. 14 2799
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‑2800を参照）。相同的組換えの効率は、相同的組換えを起こすポリヌクレオチドの長さ
が長いほど効率が高くなるので、相同的組換え効率の向上の観点からは、（Ａ）のヌクレ
オチド配列及び（Ｅ）のヌクレオチド配列の長さは、長いほど好ましい。しかしながら、
プライマー合成の容易さの観点から、（Ａ）のヌクレオチド配列及び（Ｅ）のヌクレオチ
ド配列の長さは、通常２５０ｂｐ以下、好ましくは１００ｂｐ以下である。
【００３０】
本発明の方法により製造される二本鎖核酸において、（Ａ）及び（Ｅ）のヌクレオチド
配列は、染色体上の標的部位又は標的領域のそれぞれ５

側及び３

体上の標的部位又は標的領域を挟む２つの部分のいずれを５

側に隣接する。染色

側（又は３

側）とするか

は、上記のように定めた染色体上のセンス鎖を基準にして決定される。（Ａ）のヌクレオ
チド配列が「標的部位又は標的領域の５
列の３
５

40

側に隣接する」とは、（Ａ）のヌクレオチド配

末端のヌクレオチドが、標的部位又は標的領域を挟む２つのヌクレオチドのうち

側のヌクレオチドに相当することを意味する。（Ｅ）のヌクレオチド配列が「標的部

位又は標的領域の３

側に隣接する」とは、（Ｅ）のヌクレオチド配列の５

レオチドが、標的部位又は標的領域を挟む２つのヌクレオチドのうち３

末端のヌク

側のヌクレオチ

ドに相当することを意味する。
【００３１】
本発明の方法により製造される二本鎖核酸において、（Ａ）のヌクレオチド配列と（Ｂ
）のヌクレオチド配列は隣接しており、（Ｄ）のヌクレオチド配列と（Ｅ）のヌクレオチ
ド配列は隣接している。２つのヌクレオチド配列が隣接しているとは、２つのヌクレオチ
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ド配列が、その間に追加のヌクレオチドが存在することなく連続していることを意味する
。
【００３２】
染色体上の標的部位又は標的領域が、標的遺伝子のコード領域内に存在する場合、標的
遺伝子にコードされるタンパク質にポリペプチド残基が挿入されるように、二本鎖核酸を
設計することができる。この場合、当該ポリペプチド残基をコードするヌクレオチド配列
を目的ヌクレオチド配列とし、（Ａ）のヌクレオチド配列と（Ｂ）のヌクレオチド配列と
をインフレームで連結し、且つ／又は（Ｄ）のヌクレオチド配列と（Ｅ）のヌクレオチド
配列とをインフレームで連結する。
10

【００３３】
またこの場合、当該ポリペプチド残基は、タグ（FLAGタグ、V5タグ、T7タグ、Strep‑ta
gII、RGS‑6xHisタグ、Sタグ、Mycタグ、VSV‑Gタグ、HSVタグ、HAタグ、6xHisタグ、グル
タチオンＳトランスフェラーゼ、マルトース結合タンパク質、緑色蛍光タンパク質、Ｄｓ
Ｒｅｄ、β−ガラクトシダーゼ、β−グルクロニダーゼ、ルシフェラーゼなど）を含むこ
とが好ましい。
【００３４】
目的ヌクレオチド配列がポリペプチド残基をコードする配列である場合、当該ポリペプ
チド残基にリンカー（例えば6xGLY、トロンビン認識部位、エンテロキナーゼ認識部位、F
actor Xa 認識部位など）が付加されるよう、リンカーをコードする配列が目的ヌクレオ
チド配列に含まれていてもよい。リンカーは、目的ヌクレオチド配列にコードされるポリ

20

ペプチド残基及び標的遺伝子にコードされるポリペプチドの立体構造を乱さなければ、目
的ヌクレオチド配列にコードされるポリペプチド残基のＮ末端、Ｃ末端の一方又は両方に
付加してもよい。
【００３５】
本発明の方法により製造される二本鎖核酸のセンス鎖上の（Ｃ）のヌクレオチド配列は
、選択マーカーのセンス鎖（即ち、タンパク質をコードする鎖）であっても、その相補鎖
であってもよい。
【００３６】
（Ｂ）又は（Ｄ）のヌクレオチド配列と（Ｃ）のヌクレオチド配列との間のヌクレオチ
ド配列は、本発明の二本鎖核酸製造方法において用いられる環状ＤＮＡ由来の配列である
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。その長さは、一本鎖核酸又は二本鎖核酸の合成の容易さの観点から、短いほど好ましく
、通常２，５００ヌクレオチド長以下である。最も好ましくは０ヌクレオチド長であり、
この場合（Ｂ）又は（Ｄ）のヌクレオチド配列と（Ｃ）のヌクレオチド配列とは隣接する
。
【００３７】
以上の構成を有する二本鎖核酸は、以下の工程（ｉ）〜（ｉｖ）を含む本発明の二本鎖
核酸製造方法により製造することができる。尚、図１には本発明の二本鎖核酸製造方法の
模式図を示す。
【００３８】
40

工程（ｉ）
まず、前記選択マーカー及び前記目的ヌクレオチド配列を含む環状ＤＮＡからなる鋳型
、及び第一のプライマーを用いて核酸伸長反応を行い、前記（Ａ）のヌクレオチド配列、
前記（Ｂ）のヌクレオチド配列及び前記（Ｃ）のヌクレオチド配列を５

側から、（Ａ）

、（Ｂ）、（Ｃ）の順で含み、（Ａ）のヌクレオチド配列と（Ｂ）のヌクレオチド配列が
隣接している、第一の一本鎖核酸（好ましくは、ＤＮＡ）を合成する。
【００３９】
鋳型となる環状ＤＮＡは、前記選択マーカー及び前記目的ヌクレオチド配列を含む限り
、それら以外の配列（バックボーン）は任意の配列であってよい。増幅し易さや取り扱い
易さの観点から、環状ＤＮＡはプラスミドであることが好ましい。また環状ＤＮＡの大き
さは、一本鎖核酸又は二本鎖核酸の合成の容易さの観点から、小さいほど好ましく、通常
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１０ｋｂｐ以下、好ましくは５ｋｂｐ以下である。このような環状ＤＮＡは、Molecular
Cloning: A Laboratory Manual, 3rd edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press (
2001)等に記載されているような自体公知の遺伝子工学的技術により作製することができ
る。
【００４０】
第一のプライマーは、１５ヌクレオチド長以上である前記（Ｂ）のヌクレオチド配列の
５

末端部分配列、及び前記（Ａ）のヌクレオチド配列を含む核酸（但し、当該部分配列

の５

側に（Ａ）のヌクレオチド配列が隣接している）からなる。該核酸は好ましくはＤ

ＮＡである。（Ｂ）のヌクレオチド配列の５

末端部分配列は、５

末端のヌクレオチド

を含む限り、（Ｂ）のヌクレオチド配列の全長を上限として１５ヌクレオチド長以上、好

10

ましくは１８ヌクレオチド長以上、より好ましくは２０ヌクレオチド長以上の任意の長さ
の配列であってよい。
【００４１】
核酸伸長反応は、ＤＮＡポリメラーゼなどの酵素、ｄＮＴＰなどの基質、及びバッファ
ーなどのその他の試薬を用いて、自体公知の方法により行なうことができる。ＤＮＡポリ
メラーゼは、好ましくはＰＣＲに用いることの可能な耐熱性ＤＮＡポリメラーゼである。
耐熱性ＤＮＡポリメラーゼは、Ex Taq（タカラバイオ株式会社製）、KOD（東洋紡績株式
会社製）などとして市販されており、容易に入手可能である。この核酸伸長反応により、
上記環状ＤＮＡの鋳型にアニールした第一のプライマーの３

末端に、鋳型に相補的な態
20

様で連続的に核酸が付加することにより、第一の一本鎖核酸が合成される。
【００４２】
核酸伸長反応は、耐熱性ＤＮＡポリメラーゼを使用するＰＣＲにおいて一般的に使用さ
れる温度サイクル条件で数サイクル（例えば１〜１０サイクル）の反応を行うこともでき
る。しかしながら所要時間の短縮、酵素の安定性の観点から、核酸伸長反応は１サイクル
であることが好ましい。
【００４３】
第一の一本鎖核酸において、（Ａ）のヌクレオチド配列と（Ｂ）のヌクレオチド配列は
隣接している。また（Ｂ）のヌクレオチド配列と（Ｃ）のヌクレオチド配列の間の配列は
、鋳型である前記環状ＤＮＡにおける目的ヌクレオチド配列の３'末端と選択マーカーの
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５'末端との間の配列と一致する。
【００４４】
（Ｃ）のヌクレオチド配列よりも３

側の部分は、第一の一本鎖核酸に（Ｃ）のヌクレ

オチド配列まで含まれていれば、下記に詳述する工程（ｉｉｉ）において、第一の一本鎖
核酸は第二の二本鎖核酸とアニールできるため、第一の一本鎖核酸に必ずしも含まれてい
なくてもよい。当該３

側の部分が含まれている場合、当該３

前記環状ＤＮＡにおける選択マーカーの３

側の部分は、鋳型である

側の配列と一致する。当該３

長で、環状ＤＮＡ中の目的ヌクレオチド配列の５

側の部分は最

末端に隣接するヌクレオチドまでであ

り、それより短い任意の長さであってよい。工程（ｉ）で合成される第一の一本鎖核酸は
、特定の長さの当該３

側の部分を有する一本鎖核酸であっても、様々な長さの当該３
40

側の部分を有する一本鎖核酸の混合物であってもよい。
【００４５】
工程（ｉｉ）
前記選択マーカー及び前記目的ヌクレオチド配列を含む環状ＤＮＡからなる鋳型、及び
第二のプライマーを用いて核酸伸長反応を行い、前記（Ｅ）のヌクレオチド配列の相補配
列（Ｅ'）、前記（Ｄ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｄ'）、及び前記（Ｃ）のヌクレ
オチド配列の相補配列（Ｃ'）を、５
み、（Ｅ

側から、（Ｅ

）のヌクレオチド配列と（Ｄ

）、（Ｄ

）、（Ｃ

）の順で含

）のヌクレオチド配列が隣接している、第二の

一本鎖核酸（好ましくは、ＤＮＡ）を合成する。
【００４６】
工程（ｉｉ）は、工程（ｉ）とは独立して（即ち、別々のチューブで）行われる。工程
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（ｉ）の反応液中には、工程（ｉｉ）で用いられる第二のプライマーが存在しないことが
好ましく、工程（ｉｉ）の反応液中には、工程（ｉ）で用いられる第一のプライマーが存
在しないことが好ましい。
【００４７】
鋳型とする環状ＤＮＡは、工程（ｉ）で使用されるものと同一の環状ＤＮＡを使用する
。
【００４８】
第二のプライマーは、１５ヌクレオチド長以上である前記（Ｄ
の５

末端部分配列、及び前記（Ｅ

配列の５

側に（Ｅ

）のヌクレオチド配列

）のヌクレオチド配列を含む核酸（但し、当該部分

）のヌクレオチド配列が隣接している）からなる。該核酸は好まし

くはＤＮＡである。（Ｄ

）のヌクレオチド配列の５

レオチドを含む限り、（Ｄ

末端部分配列は、５

10

末端のヌク

）のヌクレオチド配列の全長を上限として１５ヌクレオチド

長以上、好ましくは１８ヌクレオチド長以上、より好ましくは２０ヌクレオチド長以上の
任意の長さの配列であってよい。
【００４９】
核酸伸長反応は、工程（ｉ）において説明した方法で行なうことができるが、同一の方
法を用いなくてもよい。工程（ｉｉｉ）において、工程（ｉ）の反応液と工程（ｉｉ）の
反応液とをそのまま混合する場合には、工程（ｉｉ）の核酸伸長反応は、工程（ｉ）と同
一のＤＮＡポリメラーゼを用いた方法を用いることが好ましい。上記環状ＤＮＡの鋳型に
アニールした第二のプライマーの３

末端に、鋳型に相補的な態様で連続的に核酸が付加

20

することにより、第二の一本鎖核酸が合成される。
【００５０】
第二の一本鎖核酸において、（Ｅ
列は隣接している。（Ｄ

）のヌクレオチド配列と（Ｄ

）のヌクレオチド配列と（Ｃ

）のヌクレオチド配

）のヌクレオチド配列の間の配

列は、鋳型である前記環状ＤＮＡにおける目的ヌクレオチド配列の相補配列の３'末端と
選択マーカーの相補配列の５'末端との間の配列と一致する。
【００５１】
また、（Ｃ

）のヌクレオチド配列よりも３

側の部分は、第二の一本鎖核酸に（Ｃ

）のヌクレオチド配列まで含まれていれば、下記に詳述する工程（ｉｉｉ）において、第
二の一本鎖核酸は第一の二本鎖核酸とアニールできるため、第二の一本鎖核酸に必ずしも
含まれていなくてもよい。当該３

側の部分が含まれている場合、当該３

鋳型である前記環状ＤＮＡにおける選択マーカーの相補配列の３
当該３

30

側の部分は、

側の配列と一致する。

側の部分は最長で、環状ＤＮＡ中の目的ヌクレオチド配列の相補配列の５

末端

に隣接するヌクレオチドまでであり、それより短い任意の長さであってよい。工程（ｉｉ
）で合成される第二の一本鎖核酸は、特定の長さの当該３
であっても、様々な長さの当該３

側の部分を有する一本鎖核酸

側の部分を有する一本鎖核酸の混合物であってもよい

。
【００５２】
工程（ｉｉｉ）
次いで、工程（ｉ）で合成した第一の一本鎖核酸と工程（ｉｉ）で合成した第二の一本

40

鎖核酸とを混合し、核酸伸長反応を行なう。各一本鎖核酸を、工程（ｉ）又は工程（ｉｉ
）の反応液から単離又は精製した後、混合してもよいし、工程（ｉ）の反応液と工程（ｉ
ｉ）の反応液とをそのまま混合してもよい。
【００５３】
「単離又は精製」とは、目的とする成分以外の成分を除去する操作が施されていること
を意味する。単離又は精製された一本鎖核酸の純度（全ポリヌクレオチド重量に対する、
工程（ｉ）又は（ｉｉ）で合成した一本鎖核酸の重量の割合）は、通常５０％以上、好ま
しくは７０％以上、より好ましくは９０％以上、最も好ましくは９５％以上（例えば実質
的に１００％）である。一本鎖核酸の単離又は精製は、自体公知の方法により行なうこと
ができる。
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【００５４】
第一の一本鎖核酸と第二の一本鎖核酸とは、等モルで混合されることが好ましい。核酸
伸長反応は、工程（ｉ）に記載したＤＮＡポリメラーゼなどの酵素、ｄＮＴＰなどの基質
、及びバッファーなどのその他の試薬を用いて、自体公知の方法により行なうことができ
る。核酸伸長反応は、耐熱性ＤＮＡポリメラーゼを使用する核酸伸長反応において一般的
に使用される温度条件で通常１サイクル行なうが、ＰＣＲにおいて一般的に使用される温
度サイクル条件で数サイクルの反応を行ってもよい。
【００５５】
一本鎖核酸を単離又は精製した後に混合した場合には、核酸伸長反応に使用する酵素、
基質、及びその他の試薬は新たに追加する必要がある。操作の簡便さの観点からは、工程

10

（ｉ）と（ｉｉ）とで同一の酵素、基質、及びその他の試薬を使用し、工程（ｉ）の反応
液と工程（ｉｉ）の反応液とをそのまま混合し、それらに含まれる酵素、基質、及びその
他の試薬をそのまま利用して核酸伸長反応を行なうことが好ましい。
【００５６】
核酸伸長反応は、少なくとも第一の一本鎖核酸の（Ｃ）のヌクレオチド配列と第二の一
本鎖核酸の（Ｃ

）のヌクレオチド配列とがアニールし、それぞれの核酸の３

末端に、

鋳型に相補的な態様で連続的に核酸が付加されることにより進行する。その結果、第一の
一本鎖核酸の３

末端には、第二の一本鎖核酸に相補的な配列（その３

末端は（Ｄ）の

ヌクレオチド配列と（Ｅ）のヌクレオチド配列とが５'側からこの順で隣接した配列であ
る）が付加され、第二の一本鎖核酸の３
その３

末端には、第一の一本鎖核酸に相補的な配列（

末端は（Ｂ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｂ

列の相補配列（Ａ

）とが５

20

）と（Ａ）のヌクレオチド配

側からこの順で隣接した配列である）が付加される。

【００５７】
以上の核酸伸長反応により、（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）及び（Ｅ）のヌクレオチ
ド配列を、５

側からこの順で含み、（Ａ）のヌクレオチド配列と（Ｂ）のヌクレオチド

配列は隣接しており、（Ｄ）のヌクレオチド配列と（Ｅ）のヌクレオチド配列は隣接して
おり、（Ｂ）のヌクレオチド配列と（Ｄ）のヌクレオチド配列は同一又は実質的に同一で
あるセンス鎖と、その相補鎖とからなる二本鎖核酸を得ることができる。
【００５８】
工程（ｉｖ）

30

工程（ｉｉｉ）で得た二本鎖核酸からなる鋳型、第一のプライマー、及び第二のプライ
マーを用いてＰＣＲ反応を行い、当該二本鎖核酸を増幅する。
【００５９】
ＰＣＲ反応は、工程（ｉ）において説明した核酸伸長反応を行なうための酵素、基質、
及びその他の試薬を用いて、自体公知の方法により行なうことができる。工程（ｉｉｉ）
で得た二本鎖核酸は単離又は精製した後、鋳型として使用してもよいし、工程（ｉｉｉ）
の反応液をそのまま使用してもよい。工程（ｉｉｉ）で得た二本鎖核酸を単離又は精製し
た場合には、ＰＣＲ反応に必要な酵素（耐熱性ＤＮＡポリメラーゼ）、基質（ｄＮＴＰｓ
）、及びその他の試薬並びに第一のプライマー及び第二のプライマーを新たに追加する必
要がある。工程（ｉｉｉ）の反応液をそのまま工程（ｉｖ）において使用した場合には、

40

当該反応液に含まれる酵素、基質、及びその他の試薬並びに第一のプライマー及び第二の
プライマーを利用してＰＣＲ反応を行なうこともできる。
【００６０】
増幅した二本鎖核酸は、形質転換における不純物除去の観点から、単離又は精製される
ことが好ましい。単離又は精製された二本鎖核酸の純度（全ポリヌクレオチド重量に対す
る、工程（ｉｖ）で増幅した二本鎖核酸の重量の割合）は、通常５０％以上、好ましくは
７０％以上、より好ましくは９０％以上、最も好ましくは９５％以上（例えば実質的に１
００％）である。二本鎖核酸の単離又は精製は、自体公知の方法により行なうことができ
る。
【００６１】
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以上の工程を含む本発明の製造方法により、染色体上の標的部位又は標的領域に、第一
の目的ヌクレオチド配列、選択マーカー及び第二の目的ヌクレオチド配列を挿入する活性
を有する二本鎖核酸を簡便に且つ短時間で作製することができ、遺伝子の機能解析を迅速
に進めることができる点で有用である。
【００６２】
本発明の方法により製造される上記二本鎖核酸により形質転換を行い、標的遺伝子にコ
ードされるタンパク質（以下、標的タンパク質とも言う）に目的ヌクレオチドにコードさ
れるポリペプチド残基を挿入しようとする場合、当該標的遺伝子が必須遺伝子だと、通常
は形質転換体作製の過程で一旦当該必須遺伝子が破壊されるため細胞が生育できず、目的
とする形質転換体を得ることができない。このような場合、発現制御配列を上記二本鎖核

10

酸に更に含めることで、目的とする形質転換体を得られることがある。例えば、当該ポリ
ペプチド残基と当該タンパク質の挿入部位からＣ末端側の部分とが連結された融合タンパ
ク質が当該発現制御配列により発現し、当該融合タンパク質が全長の当該タンパク質の機
能を代替できる場合には、形質転換体作製の過程で細胞が生育できるため、目的とする形
質転換体を得ることができる。
【００６３】
従って、一実施形態において、本発明の方法により製造される二本鎖核酸は、
（Ａ）当該標的部位又は標的領域の５

側に隣接し、相同的組換えを起こすのに十分な長

さを有する、染色体上のセンス鎖の部分ヌクレオチド配列、
20

（Ｂ）第一の目的ヌクレオチド配列、
（Ｃ）選択マーカー、
（Ｄ）第二の目的ヌクレオチド配列、
（Ｅ）当該標的部位又は標的領域の３

側に隣接し、相同的組換えを起こすのに十分な長

さを有する、染色体上のセンス鎖の部分ヌクレオチド配列、及び
（Ｆ）発現制御配列
を、５

側から、（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｆ）、（Ｄ）、（Ｅ）の順で含み、

（Ａ）のヌクレオチド配列と（Ｂ）のヌクレオチド配列は隣接しており、
（Ｄ）のヌクレオチド配列と（Ｅ）のヌクレオチド配列は隣接しており、
（Ｂ）のヌクレオチド配列と（Ｄ）のヌクレオチド配列は同一又は実質的に同一であり、
（Ｆ）のヌクレオチド配列は（Ｄ）のヌクレオチド配列に作動可能に連結されているセン

30

ス鎖と、その相補鎖とからなる二本鎖核酸であり得る。
【００６４】
「作動可能に連結されている」とは、そのように記載される構成要素がそれらの通常の
機能を果たすように配列される、要素の配置をいう。例えば、ヌクレオチド配列に作動可
能に連結された所定の制御配列（例えばプロモーターなど）は、そのヌクレオチド配列か
らの遺伝子発現をもたらすことができる。制御配列は、ヌクレオチド配列からの遺伝子発
現を指揮するよう機能する限り、その配列と連続的である必要はない。例えば、翻訳され
ないが転写はされる介在配列が、制御配列とヌクレオチド配列との間に存在し得るが、制
御配列は、それでもなおヌクレオチド配列に「作動可能に連結された」とみなされ得る。
【００６５】

40

「発現制御配列」とは、本明細書で使用される場合、それらが作動可能に連結されてい
るヌクレオチド配列からの遺伝子発現に影響を与えるために必要なヌクレオチド配列をい
う。発現制御配列は、核酸配列の転写、転写後事象、及び／又は翻訳を制御し得る配列で
ある。発現制御配列としては、例えば、適切な転写の開始に関わる配列（例えば、プロモ
ーター及びエンハンサー配列）；細胞質ｍＲＮＡを安定化する配列；翻訳効率を増強する
配列（例えば、リボソーム結合部位）；タンパク質安定性を増強する配列；所望される場
合、タンパク質分泌を増強する配列（例えば分泌シグナル配列）；及びこれらの組合せが
挙げられる。本発明の方法により製造される二本鎖核酸に含まれる発現制御配列は、少な
くともプロモーター配列を含むことが好ましい。
【００６６】
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「プロモーター」は、ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドの転写を開始及び調
節するヌクレオチド配列である。プロモーターは、誘導性プロモーター（このプロモータ
ーに作動可能に連結されたポリヌクレオチド配列の発現は、補因子、調節タンパク質など
により誘導される）、抑制可能なプロモーター（このプロモーターに作動可能に連結され
たポリヌクレオチド配列の発現は、補因子、調節タンパク質などにより抑制される）及び
構成的プロモーターを含み得る。本発明の方法により製造される二本鎖核酸に含まれる発
現制御配列は、それを含めることによって、本発明の形質転換体製造方法（後述）により
目的の形質転換体を得ることができる限り、いずれのタイプのプロモーターを含んでもよ
い。
10

【００６７】
発現制御配列に含まれるプロモーターは、形質転換の宿主細胞において機能する限り特
に限定されない。例えば、宿主細胞が酵母Saccharomyces cerevisiaeである場合、ＧＡＬ
１、ＧＡＬ１０、ＰＨＯ５、ＡＤＨ１、ＰＧＫ、及びＧＰＤなどのプロモーターを選択す
ることができる。例えば、宿主細胞が動物細胞である場合、ＳＲαプロモーター、ＳＶ４
０プロモーター、ＬＴＲプロモーター、ＣＭＶ（サイトメガロウイルス）プロモーター、
ＲＳＶ（ラウス肉腫ウイルス）プロモーター、ＭｏＭｕＬＶ（モロニーマウス白血病ウイ
ルス）ＬＴＲ、ＨＳＶ‑ＴＫ（単純ヘルペスウイルスチミジンキナーゼ）プロモーターな
どを選択することができる。例えば、宿主細胞が昆虫細胞である場合、ポリヘドリンプロ
モーター、Ｐ１０プロモーターなどを選択することができる。

20

【００６８】
上記二本鎖核酸により形質転換された宿主細胞において、（Ｆ）の発現制御配列により
（Ｄ）のヌクレオチド配列とインフレームで連結された標的遺伝子の部分配列が発現し、
その発現が野生型の標的遺伝子の機能を、少なくとも部分的に相補する。このような相補
が起こる限り、目的ヌクレオチド配列にコードされるポリペプチド残基の挿入部位は、標
的タンパク質の任意の部位であってよいが、Ｎ末端に近いほど好ましい（例えば、Ｎ末端
から１〜５０番目の残基のＮ末端側）。
【００６９】
この実施形態における構成を有する二本鎖核酸は、鋳型として用いる環状ＤＮＡが発現
制御配列を必ず含むこと以外は前記工程（ｉ）及び（ｉｉ）と同様の工程（ｉ
ｉｉ

）、並びに工程(ｉｉｉ

)及び（ｉｖ

）及び（

）を含む方法により製造することができる

30

。尚、図２には本実施形態の二本鎖核酸製造方法の模式図を示す。
【００７０】
工程（ｉ

）

前記選択マーカー、前記目的ヌクレオチド配列及び前記発現制御配列を含み、当該発現
制御配列とポリペプチド残基をコードしている目的ヌクレオチド配列とが作動可能に連結
されている環状ＤＮＡからなる鋳型、及び前記第一のプライマーを用いて核酸伸長反応を
行い、前記（Ａ）のヌクレオチド配列、前記（Ｂ）のヌクレオチド配列及び前記（Ｃ）の
ヌクレオチド配列を５

側から、（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）の順で含み、（Ａ）のヌクレオ

チド配列と（Ｂ）のヌクレオチド配列が隣接している、第一の一本鎖核酸（好ましくは、
ＤＮＡ）を合成する。第一のプライマーは、前記工程（ｉ）と同じプライマーを用いるこ
とができるが、（Ａ）のヌクレオチド配列と（Ｂ）のヌクレオチド配列の５
列とがインフレームで連結されていることが好ましい。工程（ｉ

40

末端部分配

）は、鋳型となる環状

ＤＮＡが異なる点を除き、前記工程（ｉ）と同様に行うことができる。
【００７１】
工程（ｉｉ

）

前記選択マーカー、前記目的ヌクレオチド配列及び前記発現制御配列を含み、当該発現
制御配列とポリペプチド残基をコードしている目的ヌクレオチド配列とが作動可能に連結
されている環状ＤＮＡからなる鋳型、及び前記第二のプライマーを用いて核酸伸長反応を
行い、前記（Ｅ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｅ'）、前記（Ｄ）のヌクレオチド配
列の相補配列（Ｄ'）、前記（Ｆ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｆ

）及び前記（Ｃ
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側から、（Ｅ

）のヌクレオチド配列と（Ｄ

）、（Ｄ

）、(Ｆ')、

）のヌクレオチド配列が隣接

しており、（Ｆ）のヌクレオチド配列が（Ｄ）のヌクレオチド配列に作動可能に連結され
る様式で（Ｆ

）のヌクレオチド配列と（Ｄ

）のヌクレオチド配列とが連結されている

、第二の一本鎖核酸（好ましくは、ＤＮＡ）を合成する。第二のプライマーは、前記工程
（ｉｉ）と同じプライマーを用いることができるが、（Ｄ

）のヌクレオチド配列の５

末端部分配列の相補配列と（Ｅ）のヌクレオチド配列とがインフレームで連結される様式
で、（Ｄ

）のヌクレオチド配列の５

末端部分配列と（Ｅ

結されていることが好ましい。工程（ｉｉ

）のヌクレオチド配列が連

）は、鋳型となる環状ＤＮＡが異なる点を除
10

き、前記工程（ｉｉ）と同様に行うことができる。
【００７２】
工程（ｉｉｉ

）

次いで、工程（ｉ

）で合成した第一の一本鎖核酸と工程（ｉｉ

）で合成した第二の

一本鎖核酸とを混合し、核酸伸長反応を行なう。各一本鎖核酸を、工程（ｉ

）又は工程

（ｉｉ

）の反応液

）の反応液から単離又は精製した後、混合してもよいし、工程（ｉ

と工程（ｉｉ

）の反応液とをそのまま混合してもよい。工程（ｉｉｉ

）で合成した第一の一本鎖核酸と工程（ｉｉ

）は、工程（ｉ

）で合成した第二の一本鎖核酸とを用い

る点を除き、前記工程（ｉｉｉ）と同様に行うことができる。工程（ｉｉｉ

）の核酸伸

長反応により、（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｆ）、（Ｄ）及び（Ｅ）のヌクレオチド配列
を、５

側からこの順で含み、（Ａ）のヌクレオチド配列と（Ｂ）のヌクレオチド配列は
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隣接しており、（Ｄ）のヌクレオチド配列と（Ｅ）のヌクレオチド配列は隣接しており、
（Ｂ）のヌクレオチド配列と（Ｄ）のヌクレオチド配列は同一又は実質的に同一であり、
（Ｆ）のヌクレオチド配列は（Ｄ）のヌクレオチド配列に作動可能に連結されているセン
ス鎖と、その相補鎖とからなる二本鎖核酸を得ることができる。
【００７３】
工程（ｉｖ

）

工程（ｉｉｉ

）で得た二本鎖核酸からなる鋳型、第一のプライマー、及び第二のプラ

イマーを用いてＰＣＲ反応を行い、当該二本鎖核酸を増幅する。工程（ｉｖ

）は、前記

工程（ｉｖ）と同様に行うことができる。
【００７４】

30

以上の工程を含む本発明の方法により製造される二本鎖核酸により形質転換を行なうこ
とで、標的遺伝子が必須遺伝子であっても、標的遺伝子にコードされるタンパク質に目的
ヌクレオチドにコードされるポリペプチド残基が挿入された形質転換体を得ることができ
る。このような二本鎖核酸を簡便に且つ短時間で作製することができる点で本発明の方法
は有用である。
【００７５】
２．形質転換体の製造方法
本発明は、以下の工程（ｉ）〜（ｖ）を含む、染色体上の標的部位又は標的領域に目的
ヌクレオチド配列が挿入された形質転換体の製造方法を提供する（以下、本発明の形質転
換体製造方法ともいう）。尚、図３には本発明の形質転換体製造方法の模式図を示す。
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【００７６】
工程（ｉ）
まず、上記１に記載の本発明の二本鎖核酸製造方法により二本鎖核酸を合成する。
【００７７】
工程（ｉｉ）
次いで、工程（ｉ）で得た二本鎖核酸により宿主細胞を形質転換する。
【００７８】
形質転換対象である宿主細胞は、工程（ｉ）で得た二本鎖核酸に含まれる選択マーカー
による肯定的選択が可能であれば、特に限定されない。例えば選択マーカーとして栄養要
求性遺伝子を使用する場合、宿主細胞は当該栄養要求性を有するものが用いられる。また
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例えば選択マーカーとして薬剤耐性遺伝子を使用する場合、宿主細胞は当該薬剤に対する
感受性を有するものが選択される。
【００７９】
宿主細胞としては、例えば、原核細胞（大腸菌、枯草菌など）及び真核細胞（下等真核
細胞（酵母、糸状菌など）及び高等真核細胞（哺乳動物細胞、昆虫細胞、植物細胞など）
）が挙げられる。宿主細胞は、好ましくは真核細胞であり、より好ましくは下等真核細胞
であり、更により好ましくは酵母細胞（Saccharomyces属、Candida属、Schizosaccharomy
ces属、Pichia属、Yarrowia属、Hansenula属、Kluyveromyces属などの細胞）であり、最
も好ましくはSaccharomyces cerevisiaeである。
【００８０】

10

二本鎖核酸による宿主細胞への形質転換は、公知の方法を用いて行なうことができる。
例えば、細菌（大腸菌、枯草菌など）の場合は、プロトプラスト法（Mol. Gen. Genet.,
168, 111（1979））やコンピテント法（J. Mol. Biol., 56, 209（1971））などによって
、酵母細胞の場合は、スフェロプラスト方法（Proc. Natl. Acad. Sci. 75, 1929‑1933（
1978）、Mol. Cell. Biol., 5, 3376（1985））、酢酸リチウム法（Agric. Biol. Chem.,
48, 341（1984））、エレクトロポレーション（Appl. Microbiol. Biotechnol. 21, 336
‑339（1985）、Methods Enzymol. 194, 182‑187（1991））などによって、動物細胞の場
合は、Grahamの方法（Virology, 52, 456（1973））、リポフェクション、エレクトロポ
レーションなどによって、昆虫細胞の場合は、Summersらの方法（Mol. Cell. Biol. 3, 2
156‑2165（1983））などによって、植物細胞の場合は、プロトプラスト法（EMBO J., 3,
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2717‑2722（1984）；Mol. Gen. Genet., 199, 169‑177（1985）；Proc. Natl. Acad. Sci
. USA, 82, 5824‑5828（1985）；及びNature, 338, 274‑276（1989））、エレクトロポレ
ーション（Plant Cell, 4, 1495‑1505（1992））、マイクロインジェクション（Plant Ce
ll Rep., 9, 415‑418（1990））などによって、それぞれ形質転換することができるが、
これらに限定されない。
【００８１】
工程（ｉｉｉ）
次いで、工程（ｉｉ）で得た形質転換体から、相同組換えにより、染色体上の標的部位
又は標的領域に、第一の目的ヌクレオチド配列、選択マーカー及び第二の目的ヌクレオチ
ド配列が挿入された形質転換体を選択する。このような選択は通常、使用した選択マーカ

30

ーによる肯定的選択によって行なう。例えば、選択マーカーとして栄養要求性遺伝子を使
用した場合、形質転換した細胞を当該栄養を含まない選択培地で培養し、増殖した細胞を
選択する。また薬剤耐性遺伝子を使用した場合、形質転換した細胞を宿主細胞の増殖を阻
害する濃度で当該薬剤を含む選択培地で培養し、増殖した細胞を選択する。選択培地には
、宿主に応じて公知の組成の培地を使用することができる。
【００８２】
上記肯定的選択に加えて、相同的組換えにより、染色体上の標的部位又は標的領域にの
み目的ヌクレオチド配列及び選択マーカーが挿入されたことを他の方法により更に確認し
てもよい。このような確認は、形質転換体のゲノムＤＮＡを抽出し、自体公知の技術、例
えば、サザンハイブリダイゼーション、ＰＣＲ法、ＤＮＡ配列決定などで分析することに
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より行なうことができる。これにより、形質転換に使用した二本鎖核酸が染色体上の目的
とする場所以外の場所に挿入された形質転換体を排除することができ、以降の工程におい
て取り扱う形質転換体の数を減らすことができる。
【００８３】
工程（ｉｖ）
工程（ｉｉｉ）で得た形質転換体を培養し、第一の目的ヌクレオチド配列と第二の目的
ヌクレオチド配列との間で、分子内相同的組換えを引き起こさせる。当該分子内相同的組
換えは、形質転換体を培養することにより自然に起こる。培地、培養条件などは、宿主に
応じて適宜設定することができるが、分子内相同的組換えを起こした形質転換体は選択マ
ーカーを失うため、形質転換前の宿主細胞が増殖可能である必要がある。
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【００８４】
工程（ｖ）
工程（ｉｖ）の培養物から、当該分子内相同的組換えを起こした形質転換体を選択し、
染色体上の標的部位又は標的領域に目的ヌクレオチド配列が挿入された形質転換体を得る
。当該分子内相同的組換えは、細胞を培養することにより自然に起こり得るが、その効率
は一般的には極めて低い。そのためこのような選択は通常、使用した選択マーカーの有す
る性質に基づく否定的選択により行なう。例えば、Saccharomyces cerevisiaeやCandida
albicansのＵＲＡ３を選択マーカーとして使用した場合には、ＵＲＡ３を有する形質転換
体は5‑FOA（5‑fluoroorotic acid）の存在下では増殖できないため、工程（ｉｖ）の培養
物を5‑FOA（及びウラシル）を含む培地に移して培養することにより、分子内相同的組換

10

えを起こしてＵＲＡ３を失った形質転換体のみを増殖させ、選択することができる。また
このような否定的選択は、工程（ｉｖ）の培養時に行なってもよい。
【００８５】
また上記否定的選択に加えて、分子内相同的組換えにより、選択マーカーが失われ、染
色体上の標的部位又は標的領域に目的ヌクレオチド配列のみが挿入されたことを他の方法
により更に確認してもよい。このような確認は、形質転換体のゲノムＤＮＡを抽出し、自
体公知の技術、例えば、サザンハイブリダイゼーション、ＰＣＲ法、ＤＮＡ配列決定など
で分析することにより行なうことができる。
【００８６】
以上のように製造された形質転換体は、染色体上の標的部位又は領域以外の領域は改変

20

されていないため、これを用いればより厳密な機能解析を行なうことができる。このよう
な形質転換体を簡便に製造することができる点で本発明の形質転換体の製造方法は有用で
ある。
【００８７】
３．二本鎖核酸を合成するためのキット
更に本発明は、以下の（ｉ）〜（ｉｉｉ）を含む、本発明の方法により二本鎖核酸を合
成するためのキットを提供する：
（ｉ）前記選択マーカー及び前記目的ヌクレオチド配列を含む環状ＤＮＡ、
（ｉｉ）１５ヌクレオチド長以上である前記（Ｂ）のヌクレオチド配列の５

末端部分配

列、及び前記（Ａ）のヌクレオチド配列を含む核酸（但し、当該部分配列の５

側に（Ａ

30

）のヌクレオチド配列が隣接している）、及び
（ｉｉｉ）１５ヌクレオチド長以上である前記（Ｄ
分配列、及び前記（Ｅ
に（Ｅ

）のヌクレオチド配列の５

末端部

）のヌクレオチド配列を含む核酸（但し、当該部分配列の５

側

）のヌクレオチド配列が隣接している）。

【００８８】
構成要素（ｉ）は本発明の二本鎖核酸製造方法の工程（ｉ）及び（ｉｉ）における環状
ＤＮＡに相当し、それらの説明を構成要素（ｉ）に適用することができる。
【００８９】
また本発明のキットに含まれる構成要素（ｉｉ）及び（ｉｉｉ）は、それぞれ本発明の
二本鎖核酸製造方法の工程（ｉ）及び（ｉｉ）における第一のプライマー及び第二のプラ
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イマーに相当する。従ってそれらの説明を、構成要素（ｉｉ）及び（ｉｉｉ）に適用する
ことができる。
【００９０】
更に本発明は、以下の（ｉ

）〜（ｉｉｉ

）を含む、本発明の方法により前記発現制

御配列を更に含む二本鎖核酸を合成するためのキットを提供する：
（ｉ

）当該選択マーカー、当該目的ヌクレオチド配列及び当該発現制御配列を含み、当

該発現制御配列は目的ヌクレオチド配列に作動可能に連結されている、環状ＤＮＡ、
（ｉｉ

）１５ヌクレオチド長以上である（Ｂ）のヌクレオチド配列の５

、及び（Ａ）のヌクレオチド配列を含む核酸（但し、当該部分配列の５
クレオチド配列が隣接している）、及び

末端部分配列
側に（Ａ）のヌ
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）の５

）１５ヌクレオチド長以上である（Ｄ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｄ
末端部分配列、及び（Ｅ）のヌクレオチド配列の相補配列（Ｅ

但し、当該部分配列の５

側に（Ｅ

）を含む核酸（

）が隣接している）。

【００９１】
構成要素（ｉ

）は本発明の二本鎖核酸製造方法の工程（ｉ

る環状ＤＮＡに相当し、それらの説明を構成要素（ｉ

）及び（ｉｉ

）におけ

）に適用することができる。

【００９２】
また本発明のキットに含まれる構成要素（ｉｉ
明の二本鎖核酸製造方法の工程（ｉ

）及び（ｉｉｉ

）は、それぞれ本発

）における第一のプライマー及び工程（ｉｉ

おける第二のプライマーに相当する。従ってそれらの説明を、構成要素（ｉｉ
ｉｉｉ

）に

）及び（

10

）に適用することができる。

【００９３】
（ｉｉ）（又は（ｉｉ

））の核酸及び（ｉｉｉ）（又は（ｉｉｉ

））の核酸の３

側の部分は、同一の目的ヌクレオチド配列（即ち（Ｂ）のヌクレオチド配列及び（Ｄ）の
ヌクレオチド配列）のそれぞれセンス鎖及びその相補鎖の部分配列である。これら２つの
部分配列は、互いに相補的な部分を含まなくても含んでもよい。即ち、（ｉｉ）（又は（
ｉｉ

））の核酸における（Ｂ）のヌクレオチド配列の５

（又は（ｉｉｉ

））の核酸における（Ｄ

末端部分配列と、（ｉｉｉ）

）のヌクレオチド配列の５

末端部分配列の

相補配列とは、目的ヌクレオチド配列上で離れていてもよく、例えば、５００、２５０、
１００、５０、４０、３０、２０、１５、１０、５、又は１ヌクレオチドまで離れていて
もよい。（ｉｉ）（又は（ｉｉ

））の核酸における（Ｂ）のヌクレオチド配列の５

端部分配列と、（ｉｉｉ）（又は（ｉｉｉ
配列の５

））の核酸における（Ｄ
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末

）のヌクレオチド

末端部分配列の相補配列とは、目的ヌクレオチド配列上で隣接していてもよい

。また、（ｉｉ）（又は（ｉｉ

））の核酸における（Ｂ）のヌクレオチド配列の５

端部分配列と、（ｉｉｉ）（又は（ｉｉｉ
配列の５

））の核酸における（Ｄ

末

）のヌクレオチド

末端部分配列の相補配列とは、目的ヌクレオチド配列上で重複していてもよく

、例えば、１、５、１０、１５、２０、３０、４０、５０、１００、２５０、５００ヌク
レオチド、又は目的ヌクレオチド配列の全長まで重複していてもよい。二本鎖を形成する
２つの一本鎖核酸を確実に合成するという観点から、（ｉｉ）（又は（ｉｉ
における（Ｂ）のヌクレオチド配列の５

））の核酸

末端部分配列と、（ｉｉｉ）（又は（ｉｉｉ

））の核酸における（Ｄ）のヌクレオチド配列の相補配列の５
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末端部分配列の相補配列

とは、隣接又は重複していることが好ましく、重複していることがより好ましい。
【００９４】
或いは、目的ヌクレオチド配列の長さから、（ｉｉ）（又は（ｉｉ
る（Ｂ）のヌクレオチド配列の５
））の核酸における（Ｄ

））の核酸におけ

末端部分配列の長さと、（ｉｉｉ）（又は（ｉｉｉ

）のヌクレオチド配列の５

末端部分配列の長さとの合計を引

いた値（Ｘ）は、一態様において、５００以下、２５０以下、１００以下、５０以下、４
０以下、３０以下、２０以下、１５以下、１０以下、５以下、１以下である。一態様にお
いて、Ｘは０以下である。一態様において、Ｘは０未満であり、例えば、−１以下、−５
以下、−１０以下、−１５以下、２０以下、−３０以下、−４０以下、−５０以下、−１
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００以下、−２５０以下、又は−５００以下である。なお、Ｘの下限値は、理論上、当該
目的ヌクレオチド配列の全長×（−１）である。
【００９５】
また本発明のキットには、一本鎖核酸を合成する工程、二本鎖核酸を合成・増幅する工
程に必要な試薬であって、本発明の製造方法を実施する上で必要なものを含んでいてもよ
い。試薬としては特に限定されず、核酸精製試薬、ＤＮＡポリメラーゼなどの酵素、ｄＮ
ＴＰ、塩化マグネシウム水溶液、バッファーなどの酵素反応試薬などが挙げられる。
【００９６】
本発明のキットは、本発明の二本鎖核酸製造方法の実施を容易にするため有用である。
【実施例】
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【００９７】
以下に実施例を挙げ、本発明を更に詳しく説明するが、本発明は下記実施例等に何ら制
約されるものではない。また本発明において使用する試薬や装置、材料は特に言及されな
い限り、商業的に入手可能である。
【００９８】
実施例１
非必須遺伝子URM1に3xFLAGをコードする配列をインフレームで挿入するための形質転換用
ＤＮＡ断片の調製
一本鎖ＤＮＡ合成の鋳型となるプラスミドベクターは、以下の手順に従って構築した。
（１）タグと6xGLY（６個の連続するグリシン）とが連結されたアミノ酸配列をコードす
るＤＮＡ断片を得るために、表１に示す組合せのオリゴヌクレオチドを合成した。
【００９９】
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【表１】
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【０１００】
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末端をT4 kinase（ニッポンジーンより購入）

でリン酸化後、アニーリングし、pAG60プラスミドベクター（Euroscarf社より購入）のSa
cIサイトとSpeIサイトの間に挿入した。
これにより、以下の１０種類のプラスミドベクターを作製した：
pAG60‑3xFLAG‑6xGLY（pFOM310）（3xFLAGタグをコードする配列を含む）；
pAG60‑FLAG‑6xGLY（pFOM311）（1xFLAGタグをコードする配列を含む）；
pAG60‑V5‑6xGLY（pFOM319）（V5タグをコードする配列を含む）；
pAG60‑T7‑6xGLY（pFOM312）（T7タグをコードする配列を含む）；
pAG60‑Strep‑tag‑6xGLY（pFOM314）（Strep‑tagIIをコードする配列を含む）；
pAG60‑RGS‑6xHis‑6xGLY（pFOM315）（RGS‑6xHisタグをコードする配列を含む）；
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pAG60‑S‑tag‑6xGLY（pFOM318）（Sタグをコードする配列を含む）；
pAG60‑MYC‑6xGLY（pFOM313）（Mycタグをコードする配列を含む）；
pAG60‑VSV‑6xGLY（pFOM316）（VSV‑Gタグをコードする配列を含む）；及び
pAG60‑HSV‑6xGLY（pFOM317）（HSVタグをコードする配列を含む）。
一例として、pAG60‑3xFLAG‑6xGLYの制限酵素地図を図４に示す。
【０１０１】
酵母Sacchromyces cerevisiaeのURM1/YIL008W遺伝子に3xFLAGをコードする配列をイン
フレームで挿入するための形質転換用断片は、以下の方法で調製した。
尚、下記の２種類のプライマーセット（＃510と＃511、又は＃539と＃540）を用いて、
２種類のＤＮＡ断片を合成した。

20

フォワードプライマー#510:
TACT AAAACGAGAT AGGTTAATAG CAAAATCGGG ATGGTA gac tac aaa gac cat gac gg（配列番
号２１）（大文字はURM1遺伝子 に由来し、小文字は3xFLAGに由来する）
リバースプライマー#511:
AAATAGCATCAAGTCCACCTAGAAACTCCACTTTCACGTT tcc acc ccc gcc tcc ccc ct（配列番号２
２）（大文字はURM1遺伝子に由来し、小文字は6xGLYに由来する）
フォワードプライマー#539:
TGATTTCTGATACTAAAACGAGATAGGTTAATAGCAAAATCGGGATGGTAgactacaaagaccatgacgg（配列番号
２３）（大文字はURM1遺伝子に由来し、小文字は3xFLAGに由来する）
リバースプライマー#540:
TGTTTTCCAAAAATAGCATCAAGTCCACCTAGAAACTCCACTTTCACGTTtccacccccgcctcccccct（配列番号
２４）（大文字はURM1遺伝子に由来し、小文字は6xGLYに由来する）
【０１０２】
（１）pAG60‑3xFLAG‑6xGLY、フォワードプライマー及び他の試薬を、表２に示すForward
primer mixtureの組成で混合した後、核酸伸長反応を行ない、第一の一本鎖ＤＮＡを合成
した。核酸伸長反応試薬としてはTaKaRa EX Taq（タカラバイオ株式会社製）を使用した
。反応条件は以下の通りである：９４℃、２分→（９４℃、３０秒→５５℃、３０秒→７
２℃、１分）×３０サイクル→７２℃、１分→４℃。
【０１０３】
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【表２】
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【０１０４】
（２）同様に、pAG60‑3xFLAG‑6xGLY、リバースプライマー及び他の試薬を、表２に示すRe
verse primer mixtureの組成で混合した後、核酸伸長反応を行ない、第二の一本鎖ＤＮＡ
を合成した。

20

【０１０５】
（３）（１）及び（２）の反応液を混合し、TaKaRa EX Taq（5 units/μlを１μl）追加
した後、以下の条件でＰＣＲを行ない、二本鎖ＤＮＡを増幅させた：（９４℃、１分→６
５℃、３０秒→７２℃、５分）×３５サイクル。
【０１０６】
ＰＣＲ後の各反応液について、１％アガロースゲルを用いて電気泳動を行い、増幅した
二本鎖ＤＮＡのサイズを調べた。結果を図５に示す。ＰＣＲ産物（＃510+＃511）（レー
ン２）及びＰＣＲ産物（＃539+＃540）（レーン３）のいずれについても、予想サイズ（
それぞれ4168 bp及び4188 bp）付近にバンドが検出され、目的とする二本鎖ＤＮＡが正確
に増幅されたことが示された（レーン２及び３）。
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【０１０７】
実施例２
3xFLAGが挿入されたURM1遺伝子産物を発現する形質転換体の作製
実施例１で増幅したＰＣＲ産物（＃539+＃540）を用いて、酢酸リチウム法により定法
に従ってSaccharomyces cerevisiae YPH499（MATa ura3‑52 lys2‑801̲amber ade2‑101̲oc
hre trp1‑Δ63 his3‑Δ200 leu2‑Δ1）（九州大学、西本研究室より供与）を形質転換し
た。形質転換後の酵母細胞を、ウラシルを含まない選択用寒天培地（CAA寒天培地、1 Lの
組成：20 g Agar（和光純薬）、6.7 g Yeast Nitrogen base w/o Amino acid（Difco）、
20 ｇ Bacto casamino acid（Difco）、20 ｇ グルコース（和光純薬）、20 mg アデニン
（和光純薬）、20 mg ヒスチジン（和光純薬）、30 mg ロイシン（和光純薬）、30 mg リ
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シン（和光純薬）、20 mg メチオニン（和光純薬）、20 mg トリプトファン（和光純薬）
）上に塗布し、コロニーが形成されるまで３０℃でインキュベートした。コロニーを形成
したウラシル非要求性株を、形質転換用断片が染色体に組み込まれた株として選択した。
次いで、染色体に組み込まれたＵＲＡ３遺伝子をループアウトにより脱落させるために、
ウラシル非要求性株を、5‑FOAを含む選択用寒天培地（5‑FOA寒天培地、1 Lの組成：20 g
Agar(和光純薬)、7 g Yeast Nitrogen base w/o Amino acid（Difco）、1 ｇ 5‑フルオロ
オロチン酸（和光純薬）、20 ｇ グルコース（和光純薬）、30 mg アデニン（和光純薬）
、20 mg ヒスチジン（和光純薬）、40 mg ロイシン（和光純薬）、40 mg リシン（和光純
薬）、20 mg メチオニン（和光純薬）、30 mg トリプトファン（和光純薬）、40 mg ウラ
シル（和光純薬））上に塗布し、コロニーが形成されるまで３０℃でインキュベートした
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。
得られた酵母株について、ウェスタンブロッティング法により3xFLAGが挿入されたURM1
遺伝子産物の発現を確認した。ウェスタンブロッティングは、ANTI‑FLAG M2 Monoclonal
Antibody‑Alkaline Phosphatase Conjugate（SIGMA）、及び検出試薬としてCDP‑Star, re
ady‑to‑use（Roche）を用いて、定法に従って行なった。結果を図６に示す。5‑FOA寒天培
地上で形成されたコロニーから選択された形質転換体（レーン３）では、14 kDaのバンド
が検出され、3xFLAGが挿入されたURM1遺伝子産物が発現していることが確認された。親株
であるYPH499（レーン１）及び5‑FOAによる選択前の形質転換体3xFLAG‑URA3‑3xFLAG‑URM1
（レーン２）においては、14 kDaのバンドは検出されなかった。
以上の結果から、本発明の方法により作製された形質転換用断片を用いて、目的ヌクレ
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オチド配列を染色体上の非必須遺伝子に挿入することができることが示された。
【０１０８】
実施例３
必須遺伝子PGK1/YCR012Wに3xFLAGをコードする配列をインフレームで挿入するための形質
転換用ＤＮＡ断片の調製
PGK1/YCR012W遺伝子は必須遺伝子である。必須遺伝子をターゲットとして実施例２と同
様な形質転換用断片で１倍体を形質転換した場合、URA3遺伝子挿入時にターゲット遺伝子
の発現を止めてしまい形質転換体が得られない。そこで、URA3遺伝子挿入時にもターゲッ
ト遺伝子が発現できるようにＡＤＨ１

ｐｒｏｍｏｔｅｒ＋開始コドンを挿入した新たな

プラスミドを構築した。
ＡＤＨ１

20

ｐｒｏｍｏｔｅｒ＋開始コドンの増幅は、下記プライマー及び鋳型、並びに

他の試薬を表３に示す組成で混合し、ＰＣＲ法にて行った。反応条件は以下の通りである
：９４℃、２分→（９４℃、３０秒→５５℃、３０秒→７２℃、１分）×３０サイクル→
７２℃、１分→４℃。
フォワードプライマー225‑pGBK‑RC(ADH1pro)‑F
AGCACgagctcTTCGTTGCTTGCATGCAACTTCT（配列番号２５）（小文字はSacI認識部位を示す）
リバースプライマー1329‑ADH1pro+ATG‑Rv
GCTTCgagctcCATGTTGATTGTATGCTTGGTATA（配列番号２６）（小文字はSacI認識部位を示す
）
テンプレートＤＮＡ

30

pGBK‑RC（Ito.T et al.(2000) PNAS 97:1143‑1147）
【０１０９】
【表３】

40

【０１１０】
ＰＣＲ産物の増幅をアガロースゲル電気泳動により確認した後（図７、レーン２）、Sa
cI制限酵素処理後、同じくSacI処理して更にCIP（Alkaline Phosphatase（Calf intestin
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e）、ニッポンジーン）処理した以下の各プラスミドに挿入した：
pAG60‑3xFLAG‑6xGLY（pFOM310）、
pAG60‑FLAG‑6xGLY（pFOM311）、
pAG60‑MYC‑6xGLY（pFOM313）、
pAG60‑RGS‑6xHis‑6xGLY（pFOM315）。
ＡＤＨ１

ｐｒｏｍｏｔｅｒ＋開始コドンの挿入は、Sequence法にて確認した。

作製したプラスミドを以下のように命名した：
pAG60‑ADH1pro‑3xFLAG‑6xGLY（pFOM358）、
pAG60‑ADH1pro‑FLAG‑6xGLY（pFOM359）、
pAG60‑ADH1pro‑MYC‑6xGLY（pFOM360）、
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pAG60‑ADH1pro‑RGS‑6xHis‑6xGLY（pFOM361）。
一例として、pAG60‑ADH1pro‑3xFLAG‑6xGLY（pFOM358）の制限酵素地図を図８に示す。
【０１１１】
作製した上記のプラスミドを鋳型として用い、下記プライマーセットを用いて、以下の
方法で形質転換用断片を調製した。
（ａ）標的遺伝子GCN5/YGR252W、鋳型pAG60‑MYC‑6xGLY（pFOM313）
フォワードプライマー1301‑GCN5‑MYC‑F
CGCCCAAAAGTCTTCAGTTAACTCAGGTTCGTATTCTACATTAGATGGTCGAGCAGAAACTCATCTCAGA（配列番号
２７）（下線はGCN5遺伝子に由来する配列を示す）
リバースプライマー1302‑GCN5‑6xGLY‑Rv

20

CGGGATCCGTCGTAGCTCCATCCAAGTGATCCTCTTCAATCTGATGTTTTGTTCCACCCCCGCCTCCCCC（配列番号
２８）（下線はGCN5遺伝子に由来する配列を示す）；
（ｂ）標的遺伝子RPT5/YOR117W、鋳型pAG60‑ADH1pro‑3xFLAG‑6xGLY（pFOM358）
フォワードプライマー1326‑RPT5̲Pro‑3xFLAG‑F
TATAGAGGTGAGAACAAATTGGAAAGTTTTGATTTTAGTTTAAGATGGCCGACTACAAAGACCATGACGG（配列番号
２９）（下線はRPT5遺伝子に由来する配列を示す）
リバースプライマー1325‑6xGLY‑Rpt5(3rdaa)‑Rv
GATCTAATTCATCGTCTCCTGGTAAAGTTTGAGCATCCAATTCTTCCAAGGTTCCACCCCCGCCTCCCCC（配列番号
３０）（下線はRPT5遺伝子に由来する配列を示す）；
（ｃ）標的遺伝子RPT5/YOR117W、鋳型pAG60‑ADH1pro‑MYC‑6xGLY（pFOM360）

30

フォワードプライマー1327‑RPT5̲Pro‑MYC‑F
TATAGAGGTGAGAACAAATTGGAAAGTTTTGATTTTAGTTTAAGATGGCCGAGCAGAAACTCATCTCAGA（配列番号
３１）（下線はRPT5遺伝子に由来する配列を示す）
リバースプライマー1325‑6xGLY‑Rpt5(3rdaa)‑Rv
GATCTAATTCATCGTCTCCTGGTAAAGTTTGAGCATCCAATTCTTCCAAGGTTCCACCCCCGCCTCCCCC（配列番号
３２）（下線はRPT5遺伝子に由来する配列を示す）；
（ｄ）標的遺伝子RPT5/YOR117W、鋳型pAG60‑ADH1pro‑RGS‑6xHis‑6xGLY（pFOM361）
フォワードプライマー1328‑RPT5̲Pro‑RGS‑6xHis‑F
TATAGAGGTGAGAACAAATTGGAAAGTTTTGATTTTAGTTTAAGATGGCCCGTGGTTCTCATCATCACCA（配列番号
３３）（下線はRPT5遺伝子に由来する配列を示す）
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リバースプライマー1325‑6xGLY‑Rpt5(3rdaa)‑Rv
GATCTAATTCATCGTCTCCTGGTAAAGTTTGAGCATCCAATTCTTCCAAGGTTCCACCCCCGCCTCCCCC（配列番号
３４）（下線はRPT5遺伝子に由来する配列を示す）；
（ｅ）標的遺伝子PGK1/YCR012W、鋳型pAG60‑ADH1pro‑3xFLAG‑6xGLY（pFOM358）
フォワードプライマー1299‑PGK1‑3xFLAG‑F
CATCAAGGAAGTAATTATCTACTTTTTACAACAAATATAAAACAATGTCTGACTACAAAGACCATGACGG（配列番号
３５）（下線はPGK1遺伝子に由来する配列を示す）
リバースプライマー1298‑PGK1‑6xGLY‑Rv
AGACACGCTTGTCCTTCAAGTCCAAATCTTGGACAGACAACTTTGAAGATAATCCACCCCCGCCTCCCCC（配列番号
３６）（下線はPGK1遺伝子に由来する配列を示す）;
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（ｆ）標的遺伝子PGK1/YCR012W、鋳型pAG60‑ADH1pro‑MYC‑6xGLY（pFOM360）
フォワードプライマー1300‑PGK1‑MYC‑F
CATCAAGGAAGTAATTATCTACTTTTTACAACAAATATAAAACAATGTCTGAGCAGAAACTCATCTCAGA（配列番号
３７）（下線はPGK1遺伝子に由来する配列を示す）
リバースプライマー1298‑PGK1‑6xGLY‑Rv
AGACACGCTTGTCCTTCAAGTCCAAATCTTGGACAGACAACTTTGAAGATAATCCACCCCCGCCTCCCCC（配列番号
３８）（下線はPGK1遺伝子に由来する配列を示す）。
【０１１２】
（１）鋳型、フォワードプライマー及び他の試薬を、表４に示すForward primer mixture
の組成で混合した後、核酸伸長反応を行ない、第一の一本鎖ＤＮＡを合成した。反応条件
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は以下の通りである：（９４℃、３分→１０℃、１分→６８℃、５分）×１サイクル。
【０１１３】
【表４】
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【０１１４】
（２）同様に、鋳型、リバースプライマー及び他の試薬を、表４に示すReverse primer m
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ixtureの組成で混合した後、核酸伸長反応を行ない、第二の一本鎖ＤＮＡを合成した。
【０１１５】
（３）（１）及び（２）の反応液を混合し、以下の条件でＰＣＲを行ない、二本鎖ＤＮＡ
を増幅させた：（９４℃、３０秒→６４℃、３０秒→７２℃、４分）×４０サイクル→（
７２℃、７分）×１サイクル。
【０１１６】
ＰＣＲ後の各反応液について、１％アガロースゲルを用いて電気泳動を行い、増幅した
二本鎖ＤＮＡのサイズを調べた。結果を図９に示す。プライマーセット（ａ）−（ｆ）を
用いて得られた各反応液（それぞれレーン２−７）において、予想サイズ（それぞれ4116
bp、4608 bp、4536 bp、4530 bp、4608 bp及び4530 bp）付近にバンドが検出され、目的
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とする二本鎖ＤＮＡが正確に増幅されたことが示された。
【０１１７】
得られた二本鎖ＤＮＡを用いて、実施例２と同様に形質転換体を作製することができる
。形質転換体からゲノムＤＮＡを抽出し、これを鋳型として、下記プライマーセットを用
いてＰＣＲを行い、染色体上のPGK1、GCN5又はRPT5遺伝子領域を増幅させることで、目的
の形質転換体が得られたことを確認できる。
PGK1増幅用フォワードプライマー1312‑PGK1(‑329)‑F：CTATGATGCCCACTGTGATCTCCAGA（配
列番号３９）
PGK1増幅用リバースプライマー1313‑PGK1(in380)‑Rv：TCTTCGATGTGGTAACGCAAGTTTTCCAAC
（配列番号４０）
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GCN5増幅用フォワードプライマー1375‑GCN5(‑340)‑F：AAGACATGTAGTGCGCTGTATGGAAAAG（
配列番号４１）
GCN5増幅用リバースプライマー1376‑GCN5(+334)‑Rv：CTTTAGTATTATCATTATTCACCACCCTAAAC
TC（配列番号４２）
RPT5増幅用フォワードプライマー1330‑RPT5(‑337)‑F：GAGACGAGTGCAATTAGTGGCTGATAC（配
列番号４３）
RPT5増幅用リバースプライマー1331‑RPT5(in360)‑Rv：CTTGACTACAGCAGCTTTGCCAACAG（配
列番号４４）
これらのプライマーセットを用いた場合、PGK1、GCN5及びRPT5について、それぞれ709
＋（目的ヌクレオチド配列の長さ）bp、674＋（目的ヌクレオチド配列の長さ）bp、及び6
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97＋（目的ヌクレオチド配列の長さ）bpの断片がそれぞれ増幅される。
さらに得られた形質転換体について、ウェスタンブロッティング法でタグの付加された
タンパク質の検出を行なうことにより、目的の形質転換体が得られたことを確認できる。
FLAGタグが付加されたPGK1タンパク質の検出には、ANTI‑FLAG M2 monoclonal Antibody‑P
erooxidase Conjugate（SIGMA）を用いる。Mycタグが付加されたPGK1タンパク質及びMyc
タグが付加されたGCN5タンパク質の検出は、Anti c‑Myc, Monoclonal Antibody, Peroxid
ase Conjugated (和光純薬)を用いて行なう。His‑tagが付加されたRPT5の検出は、Anti 6
xHistidine, Monoclonal Antibody (和光純薬)と抗マウスIgG(H+L), ウサギ, F(ab

)2,

ペルオキシダーゼ結合（和光純薬）を用いて検出する。予想されたサイズのタンパク質が
検出された場合、目的の形質転換体が得られたことを確認できる。
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【産業上の利用可能性】
【０１１８】
本発明の二本鎖核酸製造方法により、従来のような煩雑な操作を行なうことなく、染色
体上の標的部位又は標的領域のみを改変するための二本鎖核酸を簡便に作製することがで
きる。また本発明の形質転換体の製造方法により、染色体上の所望の部位に目的のヌクレ
オチド配列のみが挿入された形質転換体を簡便に作製することができる。これらの本発明
の方法は、形質転換体を利用する食品・医薬等の分野において利用可能である。
【配列表フリーテキスト】
【０１１９】
［配列番号１］〜［配列番号２０］、及び［配列番号２７］〜［配列番号３８］
タグと6xGLYとが連結されたアミノ酸配列をコードするＤＮＡ断片を得るためのオリゴヌ
クレオチド。
［配列番号２１］〜［配列番号２４］
一本鎖ＤＮＡ合成及びＰＣＲのためのプライマー。
［配列番号２５］、［配列番号２６］、及び［配列番号３９］〜［配列番号４４］
ＰＣＲプライマー。
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【図１】
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