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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
生体外で実施される、哺乳動物細胞の染色体外で目的遺伝子を増幅するための方法であ
って、
哺乳動物細胞内で機能する哺乳動物複製開始領域と哺乳動物細胞内で機能する核マトリ
ックス結合領域と目的遺伝子とを具備するベクター、
および、
５００ｂｐ以上１０,０００ｂｐ以下の範囲内のテロメア反復配列を含むポリヌクレオ
チドを、哺乳動物細胞へ同時に導入する遺伝子導入工程を含み、
上記哺乳動物細胞は培養細胞であることを特徴とする方法。
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【請求項２】
上記テロメア反復配列が、ＴＴＡＧＧＧまたはＴＴＡＧＧＣからなる塩基配列が複数回
反復してなる塩基配列である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
上記哺乳動物複製開始領域が、ｃ−ｍｙｃ遺伝子座、ジヒドロ葉酸リダクターゼ遺伝子
座、およびβ−グロビン遺伝子座の複製開始領域のいずれか１つに由来する、請求項１ま
たは２に記載の方法。
【請求項４】
上記核マトリックス結合領域が、Ｉｇκ遺伝子座、ＳＶ４０初期領域、およびジヒドロ
葉酸リダクターゼ遺伝子座の核マトリックス結合領域のいずれか１つに由来する、請求項
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１ないし３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
上記遺伝子導入工程の後に形質転換細胞を選択する選択工程を含む、請求項１ないし４
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
哺乳動物細胞内で機能する哺乳動物複製開始領域と哺乳動物細胞内で機能する核マトリ
ックス結合領域と目的遺伝子とを具備するベクター、
および、
５００ｂｐ以上１０,０００ｂｐ以下の範囲内のテロメア反復配列からなるポリヌクレ
オチドが同時に導入されてなる哺乳動物細胞であり、当該哺乳動物細胞の染色体外で目的
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遺伝子を増幅している形質転換細胞。
【請求項７】
上記テロメア反復配列が、ＴＴＡＧＧＧまたはＴＴＡＧＧＣからなる塩基配列が複数回
反復してなる塩基配列である、請求項６に記載の形質転換細胞。
【請求項８】
上記哺乳動物複製開始領域が、ｃ−ｍｙｃ遺伝子座、ジヒドロ葉酸リダクターゼ遺伝子
座、およびβ−グロビン遺伝子座の複製開始領域のいずれか１つに由来する、請求項６ま
たは７に記載の形質転換細胞。
【請求項９】
上記核マトリックス結合領域が、Ｉｇκ遺伝子座、ＳＶ４０初期領域、およびジヒドロ
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葉酸リダクターゼ遺伝子座の核マトリックス結合領域のいずれか１つに由来する、請求項
６ないし８のいずれか１項に記載の形質転換細胞。
【請求項１０】
請求項６ないし９のいずれか１項に記載の形質転換細胞を培養する工程を含むことを特
徴とする目的遺伝子の発現方法。
【請求項１１】
哺乳動物細胞の染色体外で目的遺伝子を増幅するためのキットであって、
哺乳動物細胞内で機能する哺乳動物複製開始領域と哺乳動物細胞内で機能する核マトリ
ックス結合領域とを具備し、目的遺伝子が挿入されるベクター、および、
５００ｂｐ以上１０,０００ｂｐ以下の範囲内のテロメア反復配列を含むポリヌクレオ
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チドを含むことを特徴とするキット。
【請求項１２】
上記テロメア反復配列が、ＴＴＡＧＧＧまたはＴＴＡＧＧＣからなる塩基配列が複数回
反復してなる塩基配列である、請求項１１に記載のキット。
【請求項１３】
上記哺乳動物複製開始領域が、ｃ−ｍｙｃ遺伝子座、ジヒドロ葉酸リダクターゼ遺伝子
座、およびβ−グロビン遺伝子座の複製開始領域のいずれか１つに由来する、請求項１１
または１２に記載のキット。
【請求項１４】
上記核マトリックス結合領域が、Ｉｇκ遺伝子座、ＳＶ４０初期領域、およびジヒドロ
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葉酸リダクターゼ遺伝子座の核マトリックス結合領域のいずれか１つに由来する、請求項
１１ないし１３のいずれか１項に記載のキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、哺乳動物細胞内で目的遺伝子を高度に増幅し、高発現させる方法、および当
該方法を実施するために用いられるキットに関する。より具体的には、本発明者が開発し
た「高度遺伝子増幅系」を用いて所望の遺伝子を増幅する際に、宿主細胞の染色体に組み
込まれることなく目的遺伝子を増幅させることができる手段に関する。本発明によれば、
哺乳動物細胞内において目的とする遺伝子を宿主細胞の染色体外にて高度に増幅させるこ
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とができる。
【背景技術】
【０００２】
本発明者は、哺乳動物の複製開始領域（ＩＲ；Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ

Ｒｅｇｉｏｎ）

と核マトリックス結合領域（ＭＡＲ； Ｍａｔｒｉｘ Ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ Ｒｅｇｉｏ
ｎ）とを持つプラスミドベクター（「ＩＲ／ＭＡＲベクター」または「ＩＲ／ＭＡＲプラ
スミド」という）をヒト由来がん細胞（ＣＯＬＯ ３２０ 大腸がん細胞株、およびＨｅＬ
ａ細胞株）にリポフェクション法で導入し、プラスミド上に存在する薬剤耐性遺伝子（ブ
ラスティサイジン（Ｂｌａｓｔｉｃｉｄｉｎ）あるいはネオマイシン（Ｎｅｏｍｙｃｉｎ
ｅ））を利用して選択するだけで、
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(1)発現させるべきタンパク質をコードする遺伝子（以下、適宜「目的遺伝子」という）
の細胞内コピー数を１万コピー程度にまで増幅できること、および、
(2)目的遺伝子はＩＲ／ＭＡＲベクターに対して同一の遺伝子構築物（シス）として導入
した場合であっても、別の遺伝子構築物（トランス）として導入した場合であっても、高
度に増幅することができるということを発見した（例えば、特許文献１および非特許文献
１参照）。
【０００３】
そして、本発明者は上記知見に基づいて、ＩＲ／ＭＡＲベクターと目的遺伝子とを、哺
乳動物細胞（例えば、ヒト由来がん細胞（ＣＯＬＯ３２０ 大腸がん細胞株、およびＨｅ
Ｌａ細胞株）、チャイニーズハムスター卵巣細胞（ＣＨＯ細胞）等）にリポフェクション
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法で導入し、プラスミド上に存在する薬剤耐性遺伝子（Ｂｌａｓｔｉｃｉｄｉｎあるいは
Ｎｅｏｍｙｃｉｎｅ）を利用して選択するだけで、目的遺伝子を１万コピー程度に増幅で
きる系（以下、「高度遺伝子増幅系」という）を完成させるに至った。本発明者は、上記
高度遺伝子増幅系に関してさらに研究を進め、種々の知見を公開している(例えば特許文
献２−８を参照のこと)。
【０００４】
上記高度遺伝子増幅系を用いて増幅した遺伝子は宿主細胞核内において、染色体外の巨
大な環状ＤＮＡであるＤＭ（ダブルマイニュート染色体）、または宿主細胞の染色体に組
み込まれた巨大な構造であるＨＳＲ（均一染色領域）の形態で存在する。ただし、哺乳動
物細胞内においては、ほとんどの場合目的遺伝子はＨＳＲとして増幅する。しかし、ＨＳ
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Ｒは宿主細胞の染色体に組み込まれた構造であることに加え、目的遺伝子が高度に反復し
た構造であるため、反復配列依存的な遺伝子の転写抑制を受ける。そのため、目的遺伝子
からのタンパク質の発現量が遺伝子増幅数に比例して増加しないという問題があった。
【０００５】
現在、タンパク質の大量生産系として広範に用いられている、ＣＨＯ細胞内でＤＨＦＲ
遺伝子と目的遺伝子とを共に増幅する方法においても増幅構造の形態はＨＳＲであるため
、遺伝子の増幅コピー数と目的遺伝子からのタンパク質発現量とが比例しないという問題
が発生している。
【０００６】
一方、目的遺伝子がＤＭ、すなわち宿主細胞の染色体外にて増幅する、あるいはＤＭに

40

組み込まれた上で増幅すると、目的遺伝子からのタンパク質発現量は遺伝子増幅コピー数
に比例して増加することが、本発明者の研究によって明らかにされた（特許文献２参照）
。
【０００７】
そこで本発明者は、ＤＭまたはＨＳＲという遺伝子の増幅形態をコントロールする方法
を独自に見出し、これまでに明らかにした(特許文献６を参照のこと)。特許文献６に記載
された方法は、高度遺伝子増幅系を用いて遺伝子増幅を行う際に、（ａ）目的遺伝子をダ
ブルマイニュート染色体上または均一染色体領域で小型増幅領域として増幅させる場合に
は、転写活性調節型プロモーターの転写活性が活性化された状態で導入工程および選抜工
程を行う、または（ｂ）目的遺伝子を染色体の均一染色領域で大型増幅領域として増幅さ
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せる場合には、転写活性調節型プロモーターの転写活性が不活性化された状態で導入工程
および選抜工程を行うことを特徴としている。
【０００８】
また本発明者は、ＩＲ／ＭＡＲベクターの形態を、直鎖状、かつ少なくとも片側の末端
の形状がヘアピン構造とすることで、目的遺伝子をＤＭの形態、すなわち染色体外で高度
に増幅させることが可能となるということを明らかにし、国際特許出願を行った（特許文
献９参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
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【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２００３−２４５０８３号公報（公開日：２０
０３年９月２日）」
【特許文献２】国際公開第２００６／０５４５６１号パンフレット（国際公開日：２００
６年５月２６日）
【特許文献３】日本国公開特許公報「特開２００４−３３７０６６号公報（公開日：２０
０４年５月１５日）」
【特許文献４】日本国公開特許公報「特開２００６−５５１７５号公報（公開日：２００
６年３月２日）」
【特許文献５】日本国公開特許公報「特開２００６−３２０３３２号公報（公開日：２０
０６年１１月３０日）」
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【特許文献６】日本国公開特許公報「特開２００７−３１２６５５号公報（公開日：２０
０７年１２月６日）」
【特許文献７】日本国公開特許公報「特開２００７−３１２６５６号公報（公開日：２０
０７年１２月６日）」
【特許文献８】国際公開第２００８／０２３６７１号パンフレット（国際公開日：２００
８年２月２８日）
【特許文献９】国際公開第２００９／０４８０２４号パンフレット（国際公開日：２００
９年４月１６日）
【非特許文献】
【００１０】
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【非特許文献１】Noriaki Shimizu, et al. (2001) Plasmids with a Mammalian Replica
tion Origin and a Matrix Attachment Region Initiate the Event Similar to Gene Am
plification. Cancer Research vol.61, no.19, p6987‑6990.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
本発明は、高度遺伝子増幅系をさらに改良すべく、ＩＲ／ＭＡＲベクターを用いて目的
遺伝子を増幅させる際に、高い確率をもって目的遺伝子をＤＭの形態、すなわち宿主細胞
（哺乳動物細胞）の染色体外で増幅させる新規手段を提供することを目的としている。宿
主細胞（哺乳動物細胞）内において目的遺伝子をＤＭの形態で増幅することができれば、
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上述したような発現抑制の影響が少なくなり、目的遺伝子の増幅コピー数に比例した目的
遺伝子からのタンパク質発現量を得ることができ、最終的に目的遺伝子がコードするタン
パク質（「目的タンパク質」という）を大量に取得することができるといえる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討を行ったところ、ＩＲ／ＭＡＲベク
ターと、目的遺伝子と、テロメア反復配列を含むポリヌクレオチドとを宿主細胞（哺乳動
物細胞）に同時に導入することによって、目的遺伝子をＤＭの形態、すなわち宿主細胞の
染色体外で増幅させることができるということを見出し、本発明を完成するに至った。す
なわち本発明は、上記課題を解決するために以下の発明を包含する。
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【００１３】
本発明にかかる方法は、哺乳動物細胞の染色体外で目的遺伝子を増幅するための方法で
あって、哺乳動物細胞内で機能する哺乳動物複製開始領域と哺乳動物細胞内で機能する核
マトリックス結合領域とを具備するベクター、目的遺伝子、およびテロメア反復配列を含
むポリヌクレオチドを、哺乳動物細胞へ同時に導入する遺伝子導入工程を含むことを特徴
としている。
【００１４】
また本発明にかかる方法は、上記テロメア反復配列が、ＴＴＡＧＧＧまたはＴＴＡＧＧ
Ｃからなる塩基配列が複数回反復してなる塩基配列であってもよい。
【００１５】
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また本発明にかかる方法は、上記哺乳動物複製開始領域が、ｃ−ｍｙｃ遺伝子座、ジヒ
ドロ葉酸リダクターゼ遺伝子座、およびβ−グロビン遺伝子座の複製開始領域のいずれか
１つに由来する哺乳動物複製開始領域であってもよい。
【００１６】
また本発明にかかる方法は、上記核マトリックス結合領域が、Ｉｇκ遺伝子座、ＳＶ４
０初期領域、およびジヒドロ葉酸リダクターゼ遺伝子座の核マトリックス結合領域のいず
れか１つに由来する核マトリックス結合領域であってもよい。
【００１７】
また本発明にかかる方法は、上記目的遺伝子と、上記ベクターとをシスに配置して、哺
乳動物細胞に導入する方法であってもよい。
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【００１８】
また本発明にかかる方法は、上記目的遺伝子と、上記ベクターとをトランスに配置して
、哺乳動物細胞に導入する方法であってもよい。
【００１９】
また本発明にかかる方法は、上記遺伝子導入工程の後に形質転換細胞を選択する選択工
程を含んでいてもよい。
【００２０】
一方、本発明にかかる形質転換細胞は、哺乳動物細胞内で機能する哺乳動物複製開始領
域と哺乳動物細胞内で機能する核マトリックス結合領域とを具備するベクター、目的遺伝
子、およびテロメア反復配列を含むポリヌクレオチドが同時に導入されてなる哺乳動物細
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胞であり、当該哺乳動物細胞の染色体外で目的遺伝子を増幅している形質転換細胞である
。
【００２１】
本発明にかかる形質転換細胞は、上記テロメア反復配列が、ＴＴＡＧＧＧまたはＴＴＡ
ＧＧＣからなる塩基配列が複数回反復してなる塩基配列であってもよい。
【００２２】
また本発明にかかる形質転換細胞は、上記哺乳動物複製開始領域が、ｃ−ｍｙｃ遺伝子
座、ジヒドロ葉酸リダクターゼ遺伝子座、およびβ−グロビン遺伝子座の複製開始領域の
いずれか１つに由来する哺乳動物複製開始領域であってもよい。
【００２３】
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また本発明にかかる形質転換細胞は、上記核マトリックス結合領域が、Ｉｇκ遺伝子座
、ＳＶ４０初期領域、およびジヒドロ葉酸リダクターゼ遺伝子座の核マトリックス結合領
域のいずれか１つに由来する核マトリックス結合領域であってもよい。
【００２４】
一方、本発明にかかる目的遺伝子の発現方法は、上記本発明にかかる形質転換細胞を培
養する工程を含むことを特徴としている。
【００２５】
また本発明にかかるキットは、哺乳動物細胞の染色体外で目的遺伝子を増幅するための
キットであって、哺乳動物細胞内で機能する哺乳動物複製開始領域と哺乳動物細胞内で機
能する核マトリックス結合領域とを具備するベクター、およびテロメア反復配列を含むポ
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リヌクレオチドを含むことを特徴とするキットである。
【００２６】
本発明にかかるキットは、上記テロメア反復配列が、ＴＴＡＧＧＧまたはＴＴＡＧＧＣ
からなる塩基配列が複数回反復してなる塩基配列であってもよい。
【００２７】
また本発明にかかるキットは、上記哺乳動物複製開始領域が、ｃ−ｍｙｃ遺伝子座、ジ
ヒドロ葉酸リダクターゼ遺伝子座、およびβ−グロビン遺伝子座の複製開始領域のいずれ
か１つに由来する哺乳動物複製開始領域であってもよい。
【００２８】
また本発明にかかるキットは、上記核マトリックス結合領域が、Ｉｇκ遺伝子座、ＳＶ

10

４０初期領域、およびジヒドロ葉酸リダクターゼ遺伝子座の核マトリックス結合領域のい
ずれか１つに由来する核マトリックス結合領域であってもよい。
【発明の効果】
【００２９】
上記のように本発明によれば、ＩＲ／ＭＡＲベクターを用いた高度遺伝子増幅系を用い
て目的遺伝子を増幅させる際に、目的遺伝子をＤＭの形態、すなわち哺乳動物細胞の染色
体外で増幅させることが可能となる。しかも、本発明によれば、極めて高い確率で目的遺
伝子をＤＭの形態で増幅している形質転換細胞集団を取得することができる。後述する実
施例においては、取得された形質転換細胞の約８割がＤＭの形態で目的遺伝子を増幅して
いた。

20

【００３０】
高い確率をもって、目的遺伝子をＤＭの形態で増幅し得る形質転換細胞を取得すること
ができれば、目的遺伝子の増幅コピー数に比例した目的遺伝子からのタンパク質発現量を
得ることができ、目的遺伝子がコードするタンパク質（「目的タンパク質」）を大量に生
産することができるという効果を本発明は奏する。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】実施例および比較例において使用した脊椎動物由来のテロメア反復配列からなる
２本鎖ＤＮＡの調製方法の概略を示す図である。
【図２】実施例および比較例において使用したＩＲ／ＭＡＲベクターであるpΔBM.AR1‑d2
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EGFPの構造を示す図である。
【図３】実施例１、実施例２、比較例１、および比較例２において得られたポリクローン
集団から分裂中期染色体標本を調製し、導入したプラスミドＤＮＡから調製したプローブ
を用いてＦＩＳＨ法を行うことにより、各種ポリクローン集団に含まれる各種遺伝子増幅
形態（ＨＳＲ、ＤＭ）の頻度を比較した結果を示す。
【図４】比較例１、実施例１、および実施例２において得られたポリクローン集団につい
てフローサイトメーターによりd2EGFPの発現を検出した結果を示す図である。（ａ）は比
較例１、実施例１および２についてd2EGFPの発現量を測定した結果を示し、（ｂ）は比較
例１についてフローサイトメーターによりd2EGFPの蛍光強度を測定した結果を示し、（ｃ
）は実施例１についてフローサイトメーターによりd2EGFPの蛍光強度を測定した結果を示

40

し、（ｄ）実施例２についてフローサイトメーターによりd2EGFPの蛍光強度を測定した結
果を示す。
【図５】比較例３、比較例４、および実施例３において得られたポリクローン集団につい
てフローサイトメーターによりd2EGFPの発現を検出した結果を示す図である。（ａ）は比
較例３、比較例４、および実施例３についてd2EGFPの発現量を測定した結果を示し、（ｂ
）は比較例３についてフローサイトメーターによりd2EGFPの蛍光強度を測定した結果を示
し、（ｃ）は比較例４についてフローサイトメーターによりd2EGFPの蛍光強度を測定した
結果を示し、（ｄ）実施例３についてフローサイトメーターによりd2EGFPの蛍光強度を測
定した結果を示す。
【図６】比較例５および実施例４において得られたポリクローン集団についてフローサイ
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トメーターによりd2EGFPの発現を検出した結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
以下、本発明について詳しく説明するが、本発明の範囲はこれらの説明に拘束されるこ
とはなく、以下の例示以外についても、本発明の趣旨を損なわない範囲で適宜変更実施し
得る。また、本明細書中に記載された公知文献の全てが、本明細書中において参考として
援用される。
【００３３】
＜１.本発明の遺伝子増幅方法および目的遺伝子発現方法＞
本発明は、哺乳動物細胞の染色体外で目的遺伝子を増幅するための方法に関する。かか

10

る方法を、以下「本発明の遺伝子増幅方法」と称する。ここで「哺乳動物細胞の染色体外
で目的遺伝子を増幅する」とは、本発明の遺伝子増幅方法を実施することによって目的遺
伝子が、宿主細胞である哺乳動物細胞の染色体外のダブルマイニュート染色体（以下、適
宜「ＤＭ」という）上で増幅すること、および／またはＤＭの形態、すなわち染色体外で
増幅することを意味する。目的遺伝子が、宿主細胞である哺乳動物細胞の染色体外のＤＭ
上で増幅、および／またはＤＭの形態で増幅されたかどうか否かを検出する方法について
は、特に限定されるものではないが、例えば分裂期の染色体について公知のＦＩＳＨ法（
fluorescence in situ hybridization）を行い、哺乳動物細胞へ導入した目的遺伝子を検
出することによって判断し得る。上記判断は、当業者であれば容易に行い得る。なおＦＩ
ＳＨ法を実施する際の具体的な方法については特に限定されるものではなく、従来公知の
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方法を適宜選択の上、採用すればよい。
【００３４】
本発明の遺伝子増幅方法は、哺乳動物細胞内で機能する哺乳動物複製開始領域と哺乳動
物細胞内で機能する核マトリックス結合領域とを具備するベクター（すなわち「ＩＲ／Ｍ
ＡＲベクター」）、目的遺伝子、およびテロメア反復配列を含むポリヌクレオチドを、哺
乳動物細胞へ同時に導入する遺伝子導入工程を含むことを特徴としている。
【００３５】
なお本発明の遺伝子増幅方法には、上記遺伝子導入工程の他に、目的遺伝子とＩＲ／Ｍ
ＡＲベクターとテロメア反復配列とが導入された哺乳動物細胞を選択する工程（以下、「
選択工程」という）が含まれていてもよい。当該選択工程は遺伝子導入工程の後に行われ
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る。
【００３６】
また上記選択工程によって選択された哺乳動物細胞（すなわち形質転換細胞）を培養す
る培養工程（以下、「培養工程」という）を、本発明の遺伝子増幅方法と組み合わせるこ
とによって、目的遺伝子を大量に発現させることができる。すなわち本発明は、上記培養
工程を含むことを特徴とする目的遺伝子の発現方法（以下「本発明の目的遺伝子発現方法
」という）をも包含するといえる。
【００３７】
また本発明の目的遺伝子発現方法は、上記培養工程によって生産された目的タンパク質
を精製する方法（以下、「精製工程」という）を含んでいてもよい。精製工程が本発明の

40

遺伝子発現方法に含まれることによって、純度の高い目的タンパク質を取得することがで
きる。
【００３８】
以下、本発明の遺伝子増幅方法、および本発明の遺伝子発現方法を工程ごとに説明する
。なお以下の説明では、本発明の遺伝子増幅方法について「選択工程」を含む態様を説明
し、本発明の目的遺伝子発現方法について「精製工程」を含む態様について説明するが、
本発明はこれに限定されず、本発明は「選択工程」や「精製工程」が必ずしも含まれてい
なくてもよい。
【００３９】
〔１−１．遺伝子導入工程〕
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本発明の遺伝子増幅方法における遺伝子導入工程は、哺乳動物細胞内で機能する哺乳動
物複製開始領域と哺乳動物細胞内で機能する核マトリックス結合領域とを具備するベクタ
ー（すなわち「ＩＲ／ＭＡＲベクター」）、目的遺伝子、およびテロメア反復配列を含む
ポリヌクレオチドを、哺乳動物細胞へ同時に導入する工程である。
【００４０】
ＩＲ／ＭＡＲベクターに含まれる哺乳動物複製開始領域および哺乳動物核マトリックス
結合領域は、哺乳動物細胞内で機能する複製開始領域、および哺乳動物細胞内で機能する
核マトリックス結合領域であれば特に限定されるものではない。上記哺乳動物複製開始領
域としては、例えばｃ−ｍｙｃ遺伝子座由来、ジヒドロ葉酸リダクターゼ（ＤＨＦＲ）遺
伝子座由来、β‑グロビン遺伝子座由来等の複製開始領域が挙げられる。なおｃ−ｍｙｃ
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遺伝子座由来の複製開始領域については、参考文献「McWhinney, C. et al., Nucleic Ac
ids Res. vol. 18, p1233‑1242 (1990)」を参照のこと。またジヒドロ葉酸リダクターゼ
遺伝子座の複製開始領域については、参考文献「Dijkwel, P.A. et al., Mol. Cell. Bio
l. vol.8, p5398‑5409 (1988) 」を参照のこと。またβ−グロビン遺伝子座の複製開始領
域については、参考文献「Aladjem, M. et al., Science vol. 281, p1005‑1009 (1998)
」を参照のこと。
【００４１】
また上記核マトリックス結合領域としては、例えば、Ｉｇκ遺伝子座、ＳＶ４０初期領
域、ジヒドロ葉酸リダクターゼ遺伝子座等の核マトリックス結合領域に由来するポリヌク
レオチドが挙げられる。なお、Ｉｇκ遺伝子座の核マトリックス結合領域については、参
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考文献「Tsutsui, K. et al., J. Biol. Chem. vol. 268, p12886‑12894 (1993) 」を参
照のこと。またSV40初期領域の核マトリックス結合領域については、参考文献「Pommier,
Y. et al., J. Virol., vol 64, p419‑423 (1990) 」を参照のこと。またジヒドロ葉酸
リダクターゼ遺伝子座の核マトリックス結合領域については、参考文献「Shimizu N. et
al., Cancer Res. vol. 61, p6987‑6990 」を参照のこと。なおＩＲ／ＭＡＲベクターに
ついては、背景技術の項で挙げた特許文献および非特許文献が参照され得る。
【００４２】
ＩＲ／ＭＡＲベクターには、当該ベクターには、大腸菌内でクローニングを行うために
必要な配列、薬剤耐性遺伝子(ブラスティサイジン抵抗性遺伝子、ネオマイシン抵抗性遺
伝子、ヒグロマイシン抵抗性遺伝子等)または緑色蛍光タンパク質遺伝子等の選択マーカ
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ー遺伝子、ヒスチジンタグ等の精製用タグ遺伝子が含まれていてもよい。上記選択マーカ
ーを指標とすることによって、ＩＲ／ＭＡＲベクターが導入された哺乳動物細胞を選択で
きる。すなわちＩＲ／ＭＡＲベクターに選択マーカー遺伝子が含まれることによって、後
述する選択工程が実施され易くなる。またＩＲ／ＭＡＲベクターに目的遺伝子が含まれて
おり、かつ目的タンパク質が精製用タグを伴って発現するようにベクターがデザインされ
ている場合には、後述する精製工程が実施され易くなる。
【００４３】
また上記テロメア反復配列（単に「テロメア配列」ともいう）を含むポリヌクレオチド
は、テロメア反復配列のみからなるポリヌクレオチドであっても、テロメア反復配列にそ
の他の任意のヌクレオチド鎖が連結されてなるポリヌクレオチドであってもよい。なおテ
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ロメア反復配列は、染色体末端のテロメアに存在するミニサテライトの一つとして知られ
ており、その配列は種を超えて類似していると言われている。ヒトでは染色体末端に数千
塩基対のＴＴＡＧＧＧを繰り返し単位とする反復配列が存在することが知られている。本
発明でいうテロメア反復配列は、テロメア反復配列として知られている塩基配列全てを包
含する意味であり、その塩基配列は特に限定されるものではない。テロメアの配列は種に
よって少しずつ異なっており、例えば、ヒト、マウス、ラット等の脊椎動物であればその
繰り返し単位は上記したＴＴＡＧＧＧであり、線虫(C. elegans)ではＴＴＡＧＧＣ、昆虫
のカイコではＴＴＡＧＧ、植物のシロイヌナズナではＴＴＴＡＧＧＧ、出芽酵母ではＴＧ
、ＴＧＧ、ＴＧＧＧがランダムに繰り返した配列である。本発明において適用されるテロ
メア反復配列は、上記した繰り返し単位の塩基配列が複数回反復してなるものであればよ
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い。本発明において適用されるテロメア反復配列は、上記繰り返し単位の塩基配列におい
て、１塩基が置換、欠損または不可された配列であってもよい。そして、その反復回数は
本発明の効果（〔発明の効果〕の項を参照のこと）が得られる限りにおいて特に限定され
るものではない。上記本発明において採用され得るテロメア反復配列における反復回数は
、種々のテロメア反復配列を作製し、これを用いて本発明の効果の有無を確認することで
決定され得る。
【００４４】
本発明において適用されるテロメア反復配列を含むポリヌクレオチドのサイズは特に限
定されるのではないが、５００ｂｐ以上１０，０００ｂｐ以下（５００ｂｐ〜１０，００
０ｂｐ）の範囲内のものが好ましい。テロメア反復配列を含むポリヌクレオチドのサイズ

10

が、上記好ましい範囲内であることによって、テロメア反復配列を含むポリヌクレオチド
、目的遺伝子、およびＩＲ／ＭＡＲベクターの宿主細胞への高い導入効率が得られ、かつ
高効率で本発明の効果（哺乳動物細胞の染色体外で目的遺伝子を増幅する効果）が得られ
やすくなる。なおテロメア反復配列は既に塩基配列が公知であるため、ＰＣＲ法や化学合
成によって取得可能である。後述する実施例ではＰＣＲ法を用いてテロメア配列を含むポ
リヌクレオチドを取得している。
【００４５】
上記「目的遺伝子」とは発現させるべきタンパク質をコードするポリヌクレオチドを意
味する。目的遺伝子は、ＤＮＡであってもＲＮＡであってもよい。また上記目的遺伝子は
、特に限定されるものではなく、所望のタンパク質をコードするポリヌクレオチドを適宜
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選択の上、採用すればよい。目的遺伝子であるポリヌクレオチドは、その塩基配列情報を
元にＰＣＲ等の公知の技術を用いて取得すればよい。
【００４６】
上記目的遺伝子は、プロモーターに制御可能に連結されていることが好ましい。上記プ
ロモーターは、導入される哺乳動物細胞において機能するものであれば特に限定されるも
のではなく、転写因子等による所定の操作によって、プロモーターの転写活性が活性化ま
たは不活性化されるプロモーター（以下、「転写活性調節型プロモーター」という）であ
っても、恒常的に転写活性が活性化されている恒常型プロモーターであってもよい。「転
写活性調節型プロモーター」は、上記特性を有するものであれば特に限定されるものでは
なく、例えば、ＴＲＥプロモーター（クロンテック社製）、Ｔ−ＲＥＸプロモーター（イ
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ンビトロジェン社製）等の市販品が本発明にかかる方法において利用可能である。恒常型
プロモーターとしては、ＣＭＶプロモーター、ＳＶ４０プロモーター、ＳＲａｌｐｈａプ
ロモーター、ＬＴＲプロモーター、ＭＭＴＶプロモーター等が利用可能である。
【００４７】
本発明の遺伝子増幅方法の遺伝子導入工程においては、ＩＲ／ＭＡＲベクターと、目的
遺伝子と、テロメア反復配列を含むポリヌクレオチドとを哺乳動物細胞（「哺乳動物由来
細胞」ともいう）へ同時に導入する。哺乳動物細胞は、医薬品等の有用タンパク質の生産
に最適であることは周知であり、本発明も医薬品等の有用タンパク質の生産手段として好
ましく利用され得るからである。
40

【００４８】
上記哺乳動物細胞としては、特に限定されるものではなく、ヒト大腸がんＣＯＬＯ

３

２０ＤＭ細胞（入手先：例えば、ＡＴＣＣ ＣＣＬ−２２０）等の腫瘍細胞や、ＣＨＯ−
Ｋ１細胞（入手先：例えば、ＡＴＣＣ ＣＣＬ−６１、ＲＩＫＥＮ ＲＣＢ０２８５、ＲＩ
ＫＥＮ ＲＣＢ０４０３等）等の各種細胞が挙げられる。ただし、上記哺乳動物細胞とし
ては、無限増殖能を有する腫瘍細胞が好ましい場合がある。上記腫瘍細胞としては、例え
ば、ＨｅＬａ細胞（入手先：例えば、ＡＴＣＣ ＣＣＬ−２、ＡＴＣＣ ＣＣＬ−２．２、
ＲＩＫＥＮ ＲＣＢ０００７、ＲＩＫＥＮ ＲＣＢ０１９１等）、ヒト大腸がんＣＯＬＯ
３２０ＨＳＲ細胞（入手先：例えば、ＡＴＣＣ ＣＣＬ−２２０．１）、ＮＳ０細胞（入
手先：例えば、ＲＩＫＥＮ ＲＣＢ０２１３）等が挙げられる。なおヒト大腸がんＣＯＬ
Ｏ

３２０ＤＭ細胞については、参考文献「Shimizu, N.et al. Nat. Genet., 12: 65−7
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1, 1996.」を参照のこと。
【００４９】
なお、ＩＲ／ＭＡＲベクターと目的遺伝子とテロメア反復配列を含むポリヌクレオチド
とを哺乳動物細胞に導入する際には、全てが同時に哺乳動物細胞へ導入される態様であれ
ば特に限定されるものではなく、例えば、ＩＲ／ＭＡＲベクターと目的遺伝子とテロメア
反復配列を含むポリヌクレオチドとを連結して同一の遺伝子構築物として導入してもよい
し、ＩＲ／ＭＡＲベクターと目的遺伝子とテロメア反復配列を含むポリヌクレオチドとを
それぞれ別々の遺伝子構築物として導入してもよい。またＩＲ／ＭＡＲベクター、目的遺
伝子、およびテロメア反復配列を含むポリヌクレオチドから任意に選択される２つを連結
して同一の遺伝子構築物とし、残りの一つを別の遺伝子構築物として導入してもよい。特

10

にＩＲ／ＭＡＲベクターと目的遺伝子との関係においては、ＩＲ／ＭＡＲベクターと目的
遺伝子とを含むポリヌクレオチドとを連結して同一の遺伝子構築物として宿主細胞へ導入
した場合であっても、ＩＲ／ＭＡＲベクターと目的遺伝子とを別々の遺伝子構築物として
宿主細胞へ導入した場合であっても、目的遺伝子が高度に増幅し得ることが知られている
ため、上記のいずれの態様であってもよい。ここでＩＲ／ＭＡＲベクターと目的遺伝子と
を含むポリヌクレオチドとを連結して同一の遺伝子構築物として宿主細胞へ導入すること
を「ＩＲ／ＭＡＲベクターと目的遺伝子とをシスに配置する」といい、ＩＲ／ＭＡＲベク
ターと目的遺伝子とを別々の遺伝子構築物として宿主細胞へ導入することを「ＩＲ／ＭＡ
Ｒベクターと目的遺伝子とをトランスに配置する」という。「ＩＲ／ＭＡＲベクターと目
的遺伝子とをシスに配置する」場合は、導入する遺伝子構築物の数を減らすことができる

20

ため、操作が容易であるというメリットがある。一方、「ＩＲ／ＭＡＲベクターと目的遺
伝子とをトランスに配置する」場合はそれぞれの遺伝子構築物のサイズを小さくすること
ができるために、高い遺伝子導入効率が得られるというメリットがある。ＩＲ／ＭＡＲベ
クター、目的遺伝子、およびテロメア反復配列を含むポリヌクレオチドをそれぞれ別々の
遺伝子構築物として哺乳動物細胞へ導入する場合や、ＩＲ／ＭＡＲベクター、目的遺伝子
、およびテロメア反復配列を含むポリヌクレオチドから任意に選択される２つを連結して
同一の遺伝子構築物とし、残りの一つを別の遺伝子構築物として導入する場合において、
それぞれの遺伝子構築物の混合比は、本発明の効果が得られる範囲内であれば特に限定さ
れるものではなく、当業者が適宜好ましい条件を検討の上、採用し得る事項である。
【００５０】

30

また遺伝子構築物の形態については、プラスミドであってもコスミドであってもよい。
またＩＲ／ＭＡＲベクター、目的遺伝子、およびテロメア反復配列の哺乳動物細胞への導
入方法は、特に限定されるものではなく、リポフェクション、エレクトロポレーション法
、パーティクルガン法等公知の方法を適宜選択の上、採用すればよい。
【００５１】
なおＩＲ／ＭＡＲベクターと目的遺伝子とをトランスに配置して哺乳動物細胞へ導入す
る場合には、遺伝子構築物毎に選択マーカー遺伝子が含まれていることが好ましい。各遺
伝子構築物が導入された形質転換細胞を選択することが容易にできるからである。この時
、遺伝子構築物毎に含まれる選択マーカー遺伝子が異なっていることが好ましい。
【００５２】

40

〔１−２．選択工程〕
本発明の遺伝子増幅方法における「選択工程」は、ＩＲ／ＭＡＲベクター、目的遺伝子
、およびテロメア反復配列を含むポリヌクレオチドが導入された哺乳動物細胞を選択する
工程である。より詳細には、本工程は、ＩＲ／ＭＡＲベクター、目的遺伝子、およびテロ
メア反復配列を含むポリヌクレオチドのいずれか１つ以上が導入されていない哺乳動物細
胞を含む多クローン性集団（ポリクローン集団）から、ＩＲ／ＭＡＲベクター、目的遺伝
子、およびテロメア反復配列を含むポリヌクレオチドが導入された哺乳動物細胞を選択す
る工程である。
【００５３】
当該選択工程は、薬剤耐性遺伝子等の選択マーカー遺伝子を利用すれば容易に実施する
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ことができる。例えば、ＩＲ／ＭＡＲベクター、目的遺伝子、およびテロメア反復配列を
含むポリヌクレオチドを哺乳動物細胞へ導入する際に用いた遺伝子構築物に薬剤耐性遺伝
子が含まれている場合、その薬剤耐性を利用してＩＲ／ＭＡＲベクター、目的遺伝子、お
よびテロメア反復配列を含むポリヌクレオチドが導入された哺乳動物細胞を選抜すればよ
い。なお、薬剤耐性を指標として選択工程を行う場合には、哺乳動物細胞を培地で培養す
る工程が含まれる場合があるが、本工程ではＩＲ／ＭＡＲベクター、目的遺伝子、および
テロメア反復配列を含むポリヌクレオチドのいずれか一つ以上が導入されていない哺乳動
物細胞と、ＩＲ／ＭＡＲベクター、目的遺伝子、およびテロメア反復配列を含むポリヌク
レオチドの全てが導入されている哺乳動物細胞との混合物を培養するのに対して、後述す
る培養工程では、ＩＲ／ＭＡＲベクター、目的遺伝子、およびテロメア反復配列を含むポ

10

リヌクレオチドの全てが導入されている哺乳動物細胞として既に選択された細胞を培養す
る点において、両工程は明らかに相違する。
【００５４】
なお、本発明の遺伝子増幅方法における選抜工程は、ＰＣＲ法やサザンブロット法によ
って、哺乳動物細胞に含まれるＩＲ／ＭＡＲベクター、目的遺伝子、およびテロメア反復
配列を含むポリヌクレオチドのヌクレオチド鎖を検出することによっても行われ得る。ま
た上記薬剤耐性を指標とした方法、ＰＣＲ法を用いた方法、サザンブロット法を用いた方
法の具体的な方法は、特に限定されるものではなく、公知の方法が適宜利用され得る。
【００５５】
20

〔１−３．培養工程〕
本発明の目的遺伝子発現方法における「培養工程」は、上記選択工程によって既に選択
された哺乳動物細胞（すなわち「形質転換細胞」）を培養する工程である。かかる培養工
程によって、哺乳動物細胞の染色体外で目的遺伝子が増幅されている形質転換細胞を増殖
させることができ、所定の操作（転写誘導操作等）によって、目的遺伝子を大量に発現さ
せることによって、目的タンパク質を大量に生産することができる。本発明は、哺乳動物
細胞の染色体外で目的遺伝子を増幅するための方法に関する。
【００５６】
上記培養工程の具体的方法は特に限定されるものではなく、培養する哺乳動物細胞に最
適な条件を検討の上、適宜採用すればよい。

30

【００５７】
特に、培養工程を行う際に用いられる培地に、ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤および
ＤＮＡメチル化阻害剤のいずれか一つ以上を含ませることによって、目的遺伝子の発現量
をさらに向上させることが可能であることを本発明者らは既に見出している（特許文献９
を参照）。よって、形質転換細胞を培養することによって目的遺伝子をさらに高発現させ
るためには、ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤およびＤＮＡメチル化阻害剤のいずれか一
つ以上を培地に含ませることが好ましいといえる。ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤はヒ
ストンのアセチル化レベルを上昇させることにより、またＤＮＡメチル化阻害剤はＤＮＡ
メチル化レベルを低下させることにより、目的遺伝子が受けているエピジェネティックな
発現抑制を解除することにより、目的遺伝子を高発現させることができる。

40

【００５８】
ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤およびＤＮＡメチル化阻害剤は、特に限定されるもの
ではないが、ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤としては、butyrate、Trichostatin A（Ｔ
ＳＡ）、ＭＳ−２７５、Oxamflatin、ＤＭＳＯなどが挙げられ、ＤＮＡメチル化阻害剤と
しては、5‑aza‑2

‑deoxycytidine、5‑aza‑2

‑cytidineなどが挙げられる。

【００５９】
上記各阻害剤の培地への添加量については、培養される形質転換細胞の増殖に影響を与
えない範囲内で、目的遺伝子の発現量が向上する添加量を検討の上、採用すればよい。
【００６０】
〔１−４．精製工程〕
本発明における「精製工程」は、上記培養工程によって生産された目的タンパク質を精
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製する方法である。
【００６１】
本精製工程におけるタンパク質精製の具体的方法としては、例えば、哺乳動物細胞をＰ
ＢＳ（Ｐｈｏｓｐｈａｔｅ Ｂｕｆｆｅｒｅｄ Ｓａｌｉｎｅ）等の緩衝溶液に懸濁した後
、ホモジェナイザーまたは超音波等で細胞を破砕し、遠心分離をして上清を回収する。上
記緩衝溶液には、タンパク質の可溶化を促進するための界面活性剤や、タンパク質の立体
構造を安定化するための還元剤、タンパク質の分解を防止するためのプロテアーゼインヒ
ビターを適宜添加することもできる。上記界面活性剤としては、ＣＨＡＰＳ(３−[(３−
ｃｈｏｌａｍｉｄｏｐｒｏｐｙｌ)−ｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｍｏｎｉｏ−１−ｐｒｏｐａ
ｎｅｓｕｌｆｏｎａｔｅ]、Ｔｒｉｔｏｎ Ｘ−１００、Ｎｉｋｋｏｌ、ｎ―オクチルグリ
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コシド等を利用することができる。また、上記還元剤としては、ＤＴＴ（ｄｉｔｈｉｏｔ
ｈｒｅｉｔｏｌ）、ＤＥＴ(ｄｉｔｈｉｏｅｒｙｔｈｒｉｔｏｌ)等を利用することができ
る。また、上記プロテアーゼインヒビターとしては、アプロチニンや、ロイペプチンを利
用することができる。
【００６２】
上記上清から、目的タンパク質をアフィニティークロマトグラフィー、イオン交換クロ
マトグラフィー、ろ過クロマトグラフィー等のカラムクロマトグラフィーを用いて、精製
することができる。また、精製されたタンパク質溶液を適当な緩衝液に透析することで不
要な塩を除去することもできる。上記のタンパク質の精製工程は、タンパク質の分解を抑
えるために低温条件下で行われることが好ましい。特に４℃下で精製工程が行われること

20

が好ましい。なお、上記精製工程の具体的方法は、この限りではなく、公知の方法を適宜
利用され得る。
【００６３】
＜２.本発明のキット＞
本発明は、上記で説示した本発明の遺伝子増幅方法を実施するためのキット（「本発明
のキット」という）をも包含する。本発明のキットは、哺乳動物細胞内で機能する哺乳動
物複製開始領域と哺乳動物細胞内で機能する核マトリックス結合領域とを具備するベクタ
ー（ＩＲ／ＭＡＲベクター）、およびテロメア反復配列を含むポリヌクレオチドを含むこ
とを特徴としている。
30

【００６４】
本発明のキットの構成に関する説明については、＜１.本発明の遺伝子増幅方法＞の項
における説明が援用され得る。本発明のキットは、本発明の遺伝子増幅方法を実施し得る
ものであれば、上記構成に限定されるものではなく、その他の構成を含んでいてもよい。
例えば、形質転換を行うために必要な緩衝液、目的遺伝子をベクターに挿入するための制
限酵素、バイアル、チューブ類等が本発明のキットに含まれ得る。なお、本発明のキット
にヒストン脱アセチル化酵素阻害剤およびＤＮＡメチル化阻害剤のいずれか１つ以上をさ
らに含むことによって、遺伝子の発現量をさらに高発現させることができる目的遺伝子発
現キットを構築することができる。
【００６５】
以下実施例を示し、本発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。もちろん、本

40

発明は以下の実施例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能である
ことはいうまでもない。
【実施例】
【００６６】
＜実験１＞
〔方法〕
テロメア反復配列からなる２本鎖ＤＮＡは、図１に概略した方法により調製された。す
なわち、５

−ＴＴＡＧＧＧ−３

ＣＣＴＡＡ−３

が４回反復した２４merの１本鎖ＤＮＡと、５

−Ｃ

が４回反復した２４merの１本鎖ＤＮＡをそれぞれ化学合成して混合し

た。上記２種類の１本鎖ＤＮＡをプライマーおよび鋳型としてＰＣＲ反応を行うことによ
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って、鎖長分布が約５００ｂｐ〜約１０，０００ｂｐで平均鎖長が約１２００ｂｐである
２本鎖ＤＮＡ（テロメア反復配列からなる２本鎖ＤＮＡ）を調製した。なお、上記繰り返
し単位ＴＴＡＧＧＧは、ヒト、マウス、ラット等の脊椎動物由来のテロメア反復配列にお
ける繰り返し単位である。
【００６７】
一方、ＩＲ／ＭＡＲベクターであるpΔBM.AR1‑d2EGFPの構造を図２に示す。このプラス
ミドは、以下に記載した方法により構築された。まず、pΔB.AR1をBam HＩ/MluＩで切断
してHyg遺伝子領域を除き、その切断部位に、Asc I、Asis I切断部位を有するMCS(multip
le cloning site)を挿入したプラスミド（pΔBM.AR1‑MCS）を構築した。次に、pΔBM.AR1
‑MCSをAsc IおよびAsis Iで切断し、その部位にd2EGFP遺伝子発現カセットを挿入するこ
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とにより、pΔBM.AR1‑d2EGFPを構築した。なお、比較用のプラスミドとして、ＩＲおよび
ＭＡＲを持たないプラスミド（pSFV‑V）が用いられた。pΔB.AR1は特許文献５（特開２０
０６−３２０３３２号公報）に、pSFV‑Vプラスミドは、参考文献：N. Shimizu et al., C
ancer Research (2003) に記載されている。
【００６８】
テロメア反復配列からなる平均１２００ｂｐのＤＮＡと、pΔBM.AR1‑d2EGFPプラスミド
ＤＮＡとを混合比を変えて混合し、ヒト大腸がんCOLO 320DM細胞、またはチャイニーズハ
ムスターCHO‑K1細胞に、リポフェクション法により導入した。プラスミドがBlasticidin
抵抗性遺伝子を持つことを利用して、10 μg/ml Blasticidin存在下で約一ヶ月培養する
ことにより、安定な形質転換体のポリクローン集団を得た。ヒト大腸がんCOLO 320DM細胞

20

の培養にはRPMI1640培地（日水製薬社製）を用い、チャイニーズハムスターCHO‑K1細胞の
培養にはハムＦ１２培地（日水製薬社製）を用いた（以下同じ）。
【００６９】
COLO 320DM細胞から得られたポリクローン集団から分裂中期染色体標本を調製し、導入
したプラスミドＤＮＡから調製したプローブを用いてＦＩＳＨ（fluorescence in situ h
ybridization）法を行うことにより、導入されたプラスミドの塩基配列を検出した。
【００７０】
〔結果〕
テロメア反復配列からなるＤＮＡ（便宜上「テロメアＤＮＡ」という）と、pΔBM.AR1‑
d2EGFPプラスミドＤＮＡとを混合比を変えてヒト大腸がんCOLO 320DM細胞に導入した各種

30

ポリクローン集団について、ＦＩＳＨ法を行い、各種ポリクローン集団に含まれる各種遺
伝子増幅形態（ＨＳＲ、ＤＭ）の頻度を比較した結果を示す。
【００７１】
図３中、「none」は導入されたＤＮＡが増幅されなかったクローンの割合、「ＨＳＲ」
は導入された遺伝子がＨＳＲの形態で遺伝子増幅が起こったクローンの割合、「ＤＭ」は
導入された遺伝子がＤＭの形態で遺伝子増幅が起こったクローンの割合をそれぞれ示す。
また図３中、「pΔBM.AR1‑d2EGFP」はpΔBM.AR1‑d2EGFPのみをヒト大腸がんCOLO 320DM細
胞に導入したポリクローン集団（比較例１）の結果、「pΔBM.AR1‑d2EGFP & telomere 0.
3μｇ」はpΔBM.AR1‑d2EGFP １．０μｇに対してテロメアＤＮＡ ０．３μｇを混合した
ものをヒト大腸がんCOLO 320DM細胞に導入したポリクローン集団の結果（実施例１）、「
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pΔBM.AR1‑d2EGFP & telomere 1.0μｇ」はpΔBM.AR1‑d2EGFP １．０μｇに対してテロメ
アＤＮＡ １．０μｇを混合したものをヒト大腸がんCOLO 320DM細胞に導入したポリクロ
ーン集団の結果（実施例２）、「pSFV‑V & telomere 1.0μｇ」はＩＲおよびＭＡＲを含
まないプラスミドであるpSFV‑V １．０μｇに対してテロメアＤＮＡ １．０μｇを混合し
たものをヒト大腸がんCOLO 320DM細胞に導入したポリクローン集団（比較例２）の結果を
示す。
【００７２】
図３によれば、pΔBM.AR1‑d2EGFPプラスミドＤＮＡを単独でヒト大腸がんCOLO 320DM細
胞に導入した場合、プラスミドの塩基配列は効率よくＨＳＲまたはＤＭの形態で増幅して
いたことが確認された。一方、テロメアＤＮＡを、pΔBM.AR1‑d2EGFPプラスミドと同時に
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導入すると、ＨＳＲの形成は著しく抑制され、代わりにＤＭの形態で増幅した細胞が増加
した（実施例１および２）。なお、ＩＲ／ＭＡＲベクターでないpSFV‑Vを単独でヒト大腸
がんCOLO 320DM細胞に導入した場合については、ほとんど遺伝子増幅が起こらなかった（
比較例２）。
【００７３】
＜実験２＞
〔方法〕
比較例１、実施例１および２で得られたポリクローン集団について、フローサイトメー
ターによりd2EGFPの発現を検討した。d2EGFPはdecay 2 enhanced green fluorescence pr
oteinであり、細胞内半減期の極めて短い緑色蛍光タンパク質をコードしている。この遺
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伝子はpΔBM.AR1‑d2EGFPプラスミドが有するため、細胞の緑色蛍光を測定することにより
、その時点での細胞ごとのタンパク質生産量を測定できる。
【００７４】
〔結果〕
その結果を図４に示す。図４（ａ）は比較例１、実施例１および２についてd2EGFPの発
現量を測定した結果を示し、（ｂ）は比較例１についてフローサイトメーターによりd2EG
FPの蛍光強度を測定した結果を示し、（ｃ）は実施例１についてフローサイトメーターに
よりd2EGFPの蛍光強度を測定した結果を示し、（ｄ）実施例２についてフローサイトメー
ターによりd2EGFPの蛍光強度を測定した結果を示す。
【００７５】
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図４に示されるように、d2EGFPの発現量は、テロメアＤＮＡとpΔBM.AR1‑d2EGFPプラス
ミドと同時導入することにより大きく増加した（実施例１は比較例１の１３．４倍。実施
例２は比較例１の４．７倍。）。
【００７６】
＜実験３＞
〔方法〕
pΔBM.AR1‑d2EGFP １．０μｇに対して実験１で調製したテロメアＤＮＡ １．０μｇを
混合したものをチャイニーズハムスターＣＨＯ−Ｋ１細胞に、リポフェクション法により
導入した。プラスミドがBlasticidin抵抗性遺伝子を持つことを利用して、10 μg/ml Bla
sticidin存在下で約一ヶ月培養することにより、安定な形質転換体のポリクローン集団を

30

得た（実施例３）。比較として、ＩＲおよびＭＡＲを含まないプラスミドであるpSFV‑Vを
上記と同様にチャイニーズハムスターCHO‑K1細胞に導入して得られた、ポリクローン集団
を得た（比較例３）。またpΔBM.AR1‑d2EGFPのみを上記と同様にチャイニーズハムスター
CHO‑K1細胞に導入して得られた、ポリクローン集団を得た（比較例４）。
【００７７】
比較例３、比較例４、および実施例３で得られた各種ポリクローン集団について、実験
２と同様にフローサイトメーターによりd2EGFPの発現を検討した。
【００７８】
〔結果〕
その結果を図５に示す。図５（ａ）は比較例３、比較例４、および実施例３についてd2
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EGFPの発現量を測定した結果を示し、（ｂ）は比較例３についてフローサイトメーターに
よりd2EGFPの蛍光強度を測定した結果を示し、（ｃ）は比較例４についてフローサイトメ
ーターによりd2EGFPの蛍光強度を測定した結果を示し、（ｄ）実施例３についてフローサ
イトメーターによりd2EGFPの蛍光強度を測定した結果を示す。
【００７９】
図５に示されるように、宿主細胞としてＣＨＯ−Ｋ１細胞を用いた場合であっても、d2
EGFPの発現量は、テロメアＤＮＡとpΔBM.AR1‑d2EGFPプラスミドと同時導入することによ
り大きく増加するということが確認された（実施例３は比較例３の６０８．０倍であり、
比較例４の６．７倍であった。）。
【００８０】
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＜実験４＞
〔方法〕
線虫(C. elegans)由来のテロメア反復配列の繰り返し単位ＴＴＡＧＧＣを持つテロメア
ＤＮＡは、図１に概略した方法に準じて調製された。すなわち、５
が４回反復した２４merの１本鎖ＤＮＡと、５

−ＴＴＡＧＧＣ−３

−ＧＣＣＴＡＡ−３

が４回反復した

２４merの１本鎖ＤＮＡをそれぞれ化学合成して混合した。上記２種類の１本鎖ＤＮＡを
プライマーおよび鋳型としてＰＣＲ反応を行うことによって、鎖長分布が約５００ｂｐ〜
約１０，０００ｂｐで平均鎖長が約１２００ｂｐである２本鎖ＤＮＡ（テロメア反復配列
からなる２本鎖ＤＮＡ）を調製した。線虫(C. elegans)由来のテロメア反復配列の繰り返
し単位と、実験１で調製したヒト、マウス、ラット等の脊椎動物由来のテロメア反復配列
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の繰り返し単位とは、互いに１塩基置換の関係にある。
【００８１】
上記で調製した線虫由来のテロメアＤＮＡ１．０μｇと、pΔBM.AR1‑d2EGFP２．０μｇ
とを混合し、ヒト大腸がんCOLO 320DM細胞に、リポフェクション法により導入した。プラ
スミドがBlasticidin抵抗性遺伝子を持つことを利用して、10 μg/ml Blasticidin存在下
で約一ヶ月培養することにより、安定な形質転換体のポリクローン集団を得た（実施例４
）。
【００８２】
またpΔBM.AR1‑d2EGFP ２．０μｇのみを上記と同様にヒト大腸がんCOLO 320DM細胞に
導入して得られた、ポリクローン集団を得た（比較例５）。
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【００８３】
実施例４および比較例５で得られた各種ポリクローン集団（対数増殖期の細胞)につい
て、実験２と同様にフローサイトメーターによりd2EGFPの発現を検討した。
【００８４】
〔結果〕
図６に比較例５および実施例４についてd2EGFPの発現量を測定した結果を示す。
【００８５】
図６に示されるように、線虫由来のテロメアＤＮＡとＩＲ／ＭＡＲベクターであるpΔB
M.AR1‑d2EGFPとを同時導入することによっても、d2EGFPの発現量は大きく増加するという
ことが確認された（実施例４は比較例５の約３倍であった。）。
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【００８６】
この結果は、実験１−３で用いた脊椎動物由来のテロメア配列以外のテロメア配列であ
っても本発明に利用可能であるということを示している。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
上記説示したように、本発明によれば、高効率で目的遺伝子を哺乳動物細胞においてＤ
Ｍの形態で増幅させることができるため、目的遺伝子の増幅に伴い、目的遺伝子からの目
的タンパク質の発現量も増加するというメリットを享受できる。
【００８８】
したがって、従来の高度遺伝子増幅系をさらに改良した、目的タンパク質の大量生産系
を樹立することが可能である。それゆえ、目的タンパク質（例えば、医薬として有用タン
パク質）を従来法より大量に生産することが可能になるという効果を奏する。
【００８９】
したがって本発明は、タンパク質の生産を伴う産業、例えば、医薬品、化学、食品、化
粧品、繊維等種々広範な産業において利用可能である。
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