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(57)【要約】
本発明は、単一のDNA分子により形成される環状DNA（単分子環状DNA）と、複数のDNA分
子により形成される環状DNA（複数分子環状DNA）およびこれに由来する単分子環状DNAと
を判別することを可能にする特定の構造を有する環状DNA分子の作成方法を提供する。本
発明により、環状DNAの作成において複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみを
選別することが可能となる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の工程を含む、環状DNA分子の集団の作成方法であって、該方法により作成された
環状DNA分子の集団から複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみを選別すること
を可能にする方法：
１）各目的DNA分子の一方の末端に第一段階環状化用アダプター（Ａ）を結合させ、他方
の末端に、アダプター（ｂ）と前記アダプター（Ａ）を含む第二段階環状化用アダプター
（Ｂ）を結合させる工程；ここで、アダプター（Ｂ）は、DNA分子にアダプター（ｂ）側
を介して結合して、アダプター（Ｂ）中のアダプター（Ａ）は、DNA分子とアダプター（
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ｂ）との結合の外側に位置する、
ここで、
アダプター（Ａ）は、いずれのアダプター（Ａ）の切断末端とも非特異的に結合する切
断末端を生じさせる切断部位を含む；
アダプター（ｂ）は、該アダプター（ｂ）ごとに異なる固有配列を２つ含み、該２つの
固有配列は同一方向または逆方向に配向した同一の配列であり； かつ、
アダプター（ｂ）は、該２つの固有配列の間に、いずれのアダプター（ｂ）の切断末端
とも非特異的に結合する切断末端を生じさせる切断部位を含み、該切断部位は、アダプタ
ー（Ａ）の切断部位を切断する際には切断されることがなく、かつ、アダプター（Ａ）の
切断末端とは結合しない切断末端を生じさせるものである；
２）アダプター（Ａ）の切断部位において、工程１）で得られたDNA分子を切断する第一
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切断工程；
３）工程２）で得られたDNA分子の両末端を結合させて環状化させる第一段階環状化工程
；
４）工程３）において環状化せず直線状となったDNA分子を除去する工程；
５）アダプター（ｂ）の切断部位において、工程３）および工程４）で得られた環状DNA
分子を切断する第二切断工程； および、
６）工程５）で得られたDNA分子の両末端を結合させて環状化させる第二段階環状化工程
、
ここで、工程６）で得られる環状DNA分子は、アダプター（ｂ）部分の配列を配列決定す
ることにより、アダプター（ｂ）部分に含まれる２つの固有配列が同一であれば、複数分
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子環状DNAに由来しない単分子環状DNAであり、該２つの固有配列が異なっていれば、複数
分子環状DNAであるかまたは複数分子環状DNAに由来する単分子環状DNAであると判定され
るものである。
【請求項２】
アダプター（ｂ）が、２つの固有配列の間に、いずれのアダプター（ｂ）の切断末端と
も非特異的に結合する切断末端を生じる切断部位を２つ含むものである、請求項１記載の
方法。
【請求項３】
アダプター（Ａ）が、パリンドローム型制限酵素サイトＸを含む互いに相補的な二本鎖
40

DNAであり、
アダプター（Ｂ）が、下記構造Ｚ１−Ｙ−Ｚ２−ＡまたはＺ１−Ｙ−Ｚ
る互いに相補的な二本鎖DNAである、請求項１または２記載の方法：

２−Ａを有す
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【化１】
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［構造中、
Ａは、パリンドローム型制限酵素サイトＸを含む二本鎖DNAであって、アダプター（Ａ）
に相当し；
Ｚ１−Ｙ−Ｚ２は、請求項１または２におけるアダプター（ｂ）に相当し；
Ｙは、パリンドローム型制限酵素サイトｙ１およびｙ２を含む二本鎖DNAであり；
ｙ１およびｙ２は同一であり、Ｘとは異なる配列を有し、かつ、Ｘの切断により生じる切
断末端と相補的でない切断末端を生じさせるものであり；
Ｚ１およびＺ２は、アダプターごとに異なる固有配列Ｃ１およびＣ２を含む二本鎖DNA配
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列であり、ここで、Ｃ１とＣ２は、互いに逆方向に配向した同一の配列であり；
ｎは１以上４０以下の整数であり；
Ｎ１〜Ｎｎは、それぞれ同一であっても異なっていてもよく、ｄＡＭＰ、ｄＣＭＰ、ｄＧ
ＭＰおよびｄＴＭＰからなる群から選択されるデオキシリボヌクレオチドであり；
Ｎ

１〜Ｎ

ｎは、前記Ｎ１〜Ｎｎに対してそれぞれ下記：

【表１】
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のデオキシリボヌクレオチドであり、ここで、ｋは１〜ｎの整数である］
または
【化２】
40

［構造中、
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Ｚ１−Ｙ−Ｚ

２は、請求項１または２におけるアダプター（ｂ）に相当し；

Ｚ１およびＺ

２は、アダプターごとに異なる固有配列Ｃ１およびＣ

A配列であり、ここで、Ｃ１とＣ

２を含む二本鎖DN

２は、同一方向に配向した同一の配列であり；

Ａ、Ｘ、Ｙ、ｙ１、ｙ２、ｎ、Ｎ１〜Ｎｎ、Ｎ

１〜Ｎ

ｎ、およびｋの定義は、上記の

構造Ｚ１−Ｙ−Ｚ２−Ａにおけるものと同一である]。
【請求項４】
請求項１〜３いずれかに記載の方法によって作成された環状DNA分子の集団。
【請求項５】
以下の工程を含む、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAの作成方法：
１）請求項１〜３のいずれかに記載の方法によって環状DNA分子を作成する工程；および
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２）該作成された環状DNA分子についてアダプター（ｂ）部分の配列を配列決定し、複数
分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみを選別する工程、ここで、アダプター（ｂ）
部分に含まれる２つの固有配列が同一であれば、当該環状DNA分子は複数分子環状DNAに由
来しない単分子環状DNAであり、該２つの固有配列が異なっていれば、当該環状DNA分子は
複数分子環状DNAであるかまたは複数分子環状DNAに由来する単分子環状DNAである。
【請求項６】
請求項５記載の方法によって作成された、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNA
。
【請求項７】
以下の工程を含む、環状DNA分子の作成において、複数分子環状DNAに由来しない単分子
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環状DNAのみを選別する方法：
１）各目的DNA分子の一方の末端に第一段階環状化用アダプター（Ａ）を結合させ、他方
の末端に、アダプター（ｂ）と前記アダプター（Ａ）を含む第二段階環状化用アダプター
（Ｂ）を結合させる工程；ここで、アダプター（Ｂ）は、DNA分子にアダプター（ｂ）側
を介して結合して、アダプター（Ｂ）中のアダプター（Ａ）は、DNA分子とアダプター（
ｂ）との結合の外側に位置する、
ここで、
アダプター（Ａ）は、いずれのアダプター（Ａ）の切断末端とも非特異的に結合する切
断末端を生じさせる切断部位を含む；
アダプター（ｂ）は、該アダプター（ｂ）ごとに異なる固有配列を２つ含み、該２つの
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固有配列は同一方向または逆方向に配向した同一の配列であり； かつ、
アダプター（ｂ）は、該２つの固有配列の間に、いずれのアダプター（ｂ）の切断末端
とも非特異的に結合する切断末端を生じさせる切断部位を含み、該切断部位は、アダプタ
ー（Ａ）の切断部位を切断する際には切断されることがなく、かつ、アダプター（Ａ）の
切断末端とは結合しない切断末端を生じさせるものである；
２）アダプター（Ａ）の切断部位において、工程１）で得られたDNA分子を切断する第一
切断工程；
３）工程２）で得られたDNA分子の両末端を結合させて環状化させる第一段階環状化工程
；
４）工程３）において環状化せず直線状となったDNA分子を除去する工程；
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５）アダプター（ｂ）の切断部位において、工程３）および工程４）で得られた環状DNA
分子を切断する第二切断工程；
６）工程５）で得られたDNA分子の両末端を結合させて環状化させる第二段階環状化工程
；および、
７）工程６）で得られた環状DNA分子が有するアダプター（ｂ）部分の配列を配列決定し
、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみを選別する工程、ここで、アダプター
（ｂ）部分に含まれる２つの固有配列が同一であれば、当該環状DNA分子は複数分子環状D
NAに由来しない単分子環状DNAであり、該２つの固有配列が異なっていれば、当該環状DNA
分子は複数分子環状DNAであるかまたは複数分子環状DNAに由来する単分子環状DNAである
。
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【請求項８】
アダプター（ｂ）が、２つの固有配列の間に、いずれのアダプター（ｂ）の切断末端と
も非特異的に結合する切断末端を生じる切断部位を２つ含むものである、請求項７記載の
方法。
【請求項９】
アダプター（Ａ）が、パリンドローム型制限酵素サイトＸを含む互いに相補的な二本鎖
DNAであり、
アダプター（Ｂ）が、下記構造Ｚ１−Ｙ−Ｚ２−ＡまたはＺ１−Ｙ−Ｚ

２−Ａを有す

る互いに相補的な二本鎖DNAである、請求項７または８記載の方法：
【化３】
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20
［構造中、
Ａは、パリンドローム型制限酵素サイトＸを含む二本鎖DNAであって、アダプター（Ａ）
に相当し；
Ｚ１−Ｙ−Ｚ２は、請求項７または８におけるアダプター（ｂ）に相当し；
Ｙは、パリンドローム型制限酵素サイトｙ１およびｙ２を含む二本鎖DNAであり；
ｙ１およびｙ２は同一であり、Ｘとは異なる配列を有し、かつ、Ｘの切断により生じる切
断末端と相補的でない切断末端を生じさせるものであり；
Ｚ１およびＺ２は、アダプターごとに異なる固有配列Ｃ１およびＣ２を含む二本鎖DNA配
列であり、ここで、Ｃ１とＣ２は、互いに逆方向に配向した同一の配列であり；
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ｎは１以上４０以下の整数であり；
Ｎ１〜Ｎｎは、それぞれ同一であっても異なっていてもよく、ｄＡＭＰ、ｄＣＭＰ、ｄＧ
ＭＰおよびｄＴＭＰからなる群から選択されるデオキシリボヌクレオチドであり；
Ｎ

１〜Ｎ

ｎは、前記Ｎ１〜Ｎｎに対してそれぞれ下記：

【表２】
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のデオキシリボヌクレオチドであり、ここで、ｋは１〜ｎの整数である］
または
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【化４】
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［構造中、
Ｚ１−Ｙ−Ｚ

２は、請求項７または８におけるアダプター（ｂ）に相当し；

Ｚ１およびＺ

２は、アダプターごとに異なる固有配列Ｃ１およびＣ

A配列であり、ここで、Ｃ１とＣ

２を含む二本鎖DN

２は、同一方向に配向した同一の配列であり；

Ａ、Ｘ、Ｙ、ｙ１、ｙ２、ｎ、Ｎ１〜Ｎｎ、Ｎ

１〜Ｎ

ｎ、およびｋの定義は、上記の

構造Ｚ１−Ｙ−Ｚ２−Ａにおけるものと同一である]。
【請求項１０】
請求項７〜９いずれかに記載の方法により選別された、複数分子環状DNAに由来しない
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単分子環状DNA。
【請求項１１】
下記構造Ｚ１−Ｙ−Ｚ２−ＡまたはＺ１−Ｙ−Ｚ

２−Ａを有する互いに相補的な二本

鎖DNAからなる環状DNA作成用アダプターであって、該アダプターを用いて作成された環状
DNA分子の集団から複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみを選別することを可
能にするための、アダプター：
【化５】

30

［構造中、
Ａは、パリンドローム型制限酵素サイトＸを含む二本鎖DNAであり；
Ｙは、パリンドローム型制限酵素サイトｙ１およびｙ２を含む二本鎖DNAであり；
ｙ１およびｙ２は同一であり、Ｘとは異なる配列を有し、かつ、Ｘの切断により生じる切
断末端と相補的でない切断末端を生じさせるものであり；
Ｚ１およびＺ２は、アダプターごとに異なる固有配列Ｃ１およびＣ２を含む二本鎖DNA配
列であり、ここで、Ｃ１とＣ２は、互いに逆向きに配向した同一の配列であり；
ｎは１以上４０以下の整数であり；
Ｎ１〜Ｎｎは、それぞれ同一であっても異なっていてもよく、ｄＡＭＰ、ｄＣＭＰ、ｄＧ
ＭＰおよびｄＴＭＰからなる群から選択されるデオキシリボヌクレオチドであり；
Ｎ

１〜Ｎ

ｎは、前記Ｎ１〜Ｎｎに対してそれぞれ下記：
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【表３】

のデオキシリボヌクレオチドであり、ここで、ｋは１〜ｎの整数である］
10
または
【化６】
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［構造中、
Ｚ１およびＺ

２は、アダプターごとに異なる固有配列Ｃ１およびＣ

A配列であり、ここで、Ｃ１とＣ

２を含む二本鎖DN

２は、同一方向に配向した同一の配列であり；

Ａ、Ｘ、Ｙ、ｙ１、ｙ２、ｎ、Ｎ１〜Ｎｎ、Ｎ

１〜Ｎ

ｎ、およびｋの定義は、上記の

構造Ｚ１−Ｙ−Ｚ２−Ａにおけるものと同一である]。
【請求項１２】
請求項１１に記載のアダプターと、請求項１１に記載のアダプターに含まれる制限酵素
サイトＸと同一の制限酵素サイトを含む二本鎖DNAからなるアダプターとを含む環状DNA作

30

成用キットであって、該キットを用いて作成された環状DNA分子の集団から複数分子環状D
NAに由来しない単分子環状DNAのみを選別することを可能にする、キット。
【請求項１３】
請求項１〜３いずれかに記載の方法を用いるｃＤＮＡライブラリーの作成方法であって
、該ライブラリーが、該ライブラリーから複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAの
みを選別することが可能なものである、方法。
【請求項１４】
請求項５記載の方法または請求項７〜９いずれかに記載の方法を用いる、複数分子環状
DNAに由来しない単分子環状DNAのみからなるｃＤＮＡライブラリーの作成方法。
【請求項１５】
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以下の工程を含む、環状DNA分子をメイトペア法に供することにより遺伝子を同定する
方法：
１）請求項１〜３いずれかに記載の方法によって作成された環状DNA分子の集団または請
求項６もしくは１０に記載の複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAにおける、アダ
プター（Ｂ）の両側に隣接するそれぞれ１５塩基以上６００塩基以下の塩基配列を解読す
る工程、ここで、請求項１〜３いずれかに記載の方法によって作成された環状DNA分子の
集団を用いる場合には、当該工程の前に、当該工程と同時に、または当該工程の後に、ア
ダプター（ｂ）部分の配列を配列決定することにより複数分子環状DNAに由来しない単分
子環状DNAのみを選別する工程をさらに含む；および、
２）工程１）で解読した塩基配列を既知の遺伝子の両末端の配列と比較することにより、
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該複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAに含まれる遺伝子を同定する工程。
【請求項１６】
以下の工程を含む、環状DNA分子をメイトペア法に供することにより融合遺伝子を検出
する方法：
１）請求項１〜３いずれかに記載の方法によって作成された環状DNA分子の集団または請
求項６もしくは１０に記載の複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAにおける、アダ
プター（Ｂ）の両側に隣接するそれぞれ１５塩基以上６００塩基以下の塩基配列を解読す
る工程、ここで、請求項１〜３いずれかに記載の方法によって作成された環状DNA分子の
集団を用いる場合には、当該工程の前に、当該工程と同時に、または当該工程の後に、ア
ダプター（ｂ）部分の配列を配列決定することにより複数分子環状DNAに由来しない単分
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子環状DNAのみを選別する工程をさらに含む；および、
２）工程１）で解読した塩基配列を既知の遺伝子の両末端の配列と比較する工程、ここで
、両末端の遺伝子が既知の相異なる遺伝子に対応する場合、該複数分子環状DNAに由来し
ない単分子環状DNAに含まれる遺伝子は融合遺伝子であると同定される。
【請求項１７】
アダプター（Ｂ）の両側に隣接する両側の配列が、既知融合遺伝子の両側の末端に対応
する、請求項１６に記載の融合遺伝子の検出方法。
【請求項１８】
請求項１６に記載の方法により検出された融合遺伝子をマーカーとして用いる、該融合
遺伝子の発現を特徴とする疾患を検出する方法。
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【請求項１９】
アダプター（Ｂ）の両側に隣接する配列が、相異なる遺伝子の末端配列に対応し、かつ
既知融合遺伝子の両側の末端には対応しないことにより、環状DNA分子に含まれる遺伝子
が新規融合遺伝子であると同定される請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
請求項１９に記載の方法により検出された新規融合遺伝子の創薬スクリーニングにおけ
る使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、単一のDNA分子により形成される環状DNAと、複数のDNA分子により形成され
る環状DNAおよびこれに由来する環状DNAとを判別可能な構造を有する環状DNA分子の作成
方法、単一のDNA分子により形成される環状DNAのみを選別する方法、かかる方法に使用さ
れる新規アダプターおよび該新規アダプターを含む環状DNA作成用キットに関する。更に
は、本発明は、上記の方法により得られる環状DNAを用いた、遺伝子の同定及び／または
検出方法に関する。とりわけ、種々の病態を引き起こす融合遺伝子の同定及び／または検
出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来の遺伝子解析方法としてはベクター法が挙げられる。ベクター法では、解析対象遺
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伝子をベクターに組み込み、増殖させて得た遺伝子の全長の配列をシーケンサーにより決
定する。しかし、ベクター法には培養操作が必要であるという問題がある他、シーケンサ
ーで遺伝子の全長を解析する必要がある。
【０００３】
近年、遺伝子解析における、高速シーケンサーの開発がなされ、それに伴い遺伝子解析
手段としてのメイトペア法が注目されている。
【０００４】
図１にメイトペア法による遺伝子解析の概略を模式的に示す。メイトペア法では、解析
対象遺伝子の両末端に結合用塩基配列（制限酵素認識サイト）を結合させ、対象遺伝子を
環状化する。そして、環状化された遺伝子を制限酵素認識サイトを中心に、通常TypeII制
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限酵素を用いて、その認識部位から前後の15塩基以上、好ましくは25塩基以上数十塩基以
下で切り取り、これをPCRで増幅し、切り取られた部分遺伝子の塩基配列を決定する。こ
れにより、対象遺伝子の両末端の配列が決定されると、既知の配列データを用いて遺伝子
を特定することができる。メイトペアとは、１本のDNA断片の両端を解読した塩基配列の
１組の配列データである。
【０００５】
一定塩基数の遺伝子を切り取る方法としては、TypeII制限酵素を用いて認識部位から離
れた部位をカットすることで所定の塩基数を切り取る方法と、環状DNAをソニケーション(
Sonication)等で物理的に裁断してリンカーにつけておいたビオチンで回収しその断片をP
CRで増殖し配列を決定させる方法が実際に行われている。
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【０００６】
即ち、メイトペア法では、DNAの両末端を結合させ、環状化した遺伝子において、結合
部分の前後の一定の塩基配列を読み取ることによって、既知の遺伝子を特定することがで
きる。基本的に遺伝子のヘッド部分とテイル部分の一部の塩基配列を読み取れば、その配
列は遺伝子個々で確実に差別化出来るため、メイトペア法は、確実かつ簡便な遺伝子解析
方法として採用されている（非特許文献１および２）。また、メイトペア法は、次世代の
シーケンス解析に適用され、高速シーケンサーの登場により、ますます重要となってきて
いる。
【０００７】
しかし、メイトペア法による遺伝子解析に供するためにDNAを環状化させる場合、単一

20

の遺伝子、DNA（単一分子）による自己環状化以外に複数のDNA（複数分子）による環状化
や複数分子（2分子以上）の直線的結合が起こる。複数分子による直線状分子は、その後
の操作により環状分子と分離除去されるが、複数分子からなる環状分子は単分子からなる
環状分子との分離はできず、夾雑物となる。複数分子環状物は下記に記載する理由により
、個々の遺伝子解析を阻害し、分析特異性を大幅に低下させる。具体的には、図２に示す
ように３種類のcDNAを自己環状化させようとした場合、（Ｂ）に示すように、単分子DNA
のみが環状化されている場合、メイトペア法により正確な配列によって遺伝子が特定でき
る。しかし、（Ｂ）のように単分子の環状化が起こる他、（Ｃ）のように環状化されない
直線状のものが生じたり、（Ｄ）のように２つ乃至それ以上のcDNAでの環状化が生じたり
してしまう。（Ｃ）の場合はDNAエキソヌクレアーゼにより排除できるが、（Ｄ）のよう
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に複数cDNAが環状化されたものは環状化分子として認識され、排除することが出来ずメイ
トペア法遺伝子解析における夾雑物となる。
【０００８】
メイトペア法での遺伝子解析は、対象遺伝子の両末端塩基配列により遺伝子を特定する
ものである。具体的には、個々の遺伝子の両末端に環状化のための結合用アダプターを結
合させ、両アダプター部位で遺伝子を結合環状化させた後、アダプター部位を中心に一定
数の塩基配列となるように、切断し、この結果当初遺伝子のそれぞれの末端からの一部分
の塩基配列を解析することで遺伝子を特定する。従って、複数分子による環状化物では、
アダプター部位が複数あり、アダプターに結合する両端はそれぞれ、異なる遺伝子の一末
端となる。遺伝子解析にあたっては、上記したように、前記した2方法のいずれかにより
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、アダプターを中心に結合する両端の一定数の塩基配列となるように環状化物を切断して
遺伝子解析が行われる。従って、複数分子による環状化物より得られる、解析用の遺伝子
断片は、異なる遺伝子のそれぞれの一末端を含むこととなり、一遺伝子の解析がなされな
い。このように、メイトペア法による遺伝子解析においては、複数分子による環状化物の
存在は、各遺伝子解析を阻害することとなる。
【０００９】
複数DNA分子の環状化の確率は通常数％から十数％と方法によって差はあるが、既知の
遺伝子の解析においては、異常な塩基配列として認識され、解析配列からの排除がほぼ可
能である。そのため、煩雑さは生じるものの、若干精度が落ちるにすぎない。しかしなが
ら、メイトペア法を、正常な遺伝子群のなかから融合遺伝子のような異常な遺伝子の存在
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の検出に用いる場合は、複数の正常な遺伝子が環状化した場合、あたかも異常遺伝子が存
在すると判断されてしまう。その結果、正確に融合遺伝子などの異常遺伝子の存在を確認
することが出来なくなってしまう。
【００１０】
融合遺伝子とは、複数（２個）の遺伝子が結合して、新規機能の遺伝子を構築したもの
である。例えば癌細胞では、欠損や重複、組換え、転座といった染色体構造の異常がみら
れる。DNAレベルでの遺伝子の分断とつなぎ合わせが起こり、それぞれの切断点に構造遺
伝子が存在すると融合遺伝子が形成される。
【００１１】
通常、融合遺伝子は細胞にとって致死的であったり、無意味であったり、多くの場合は
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臨床的に問題になることはない。しかし融合遺伝子から産生される融合タンパク質が細胞
増殖の調節を阻害することにより、細胞増殖が異常に促進される場合、臨床的にも腫瘍等
として顕著化してくる。
【００１２】
融合遺伝子は、主に造血系腫瘍で発現されるといわれていたが、近年、上皮性固形腫瘍
においても融合遺伝子の関与が推測されている（非特許文献３）。そのなかで、前立腺癌
と肺癌から、責任融合遺伝子が発見された（非特許文献４および５）。
【００１３】
このことから、融合遺伝子の解析、即ち存在の確認は、腫瘍（癌）等の新規な診断方法
として注目されている。具体的には、病態に対応することが知られている既知の融合遺伝
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子を検出することにより、迅速な病態の診断が可能となる。さらに、新規な融合遺伝子の
発見は、創薬ターゲットの発見にもつながる。
【００１４】
一方、従来、固形腫瘍においては染色体分析に限界があり、融合遺伝子の解析・確認は
極めて困難であったが、最近、ManoらによるcDNA機能的発現解析法など、新規な方法が開
発されてきている。しかし、これらは操作の煩雑性、精度の問題等により、いまだに不十
分な技術である（特許文献１）。また、最近、各種の遺伝子次世代高速シーケンサーが開
発され、遺伝子の高速シーケンス解析が格段に進歩しており、短時間での解析が可能とな
りつつある。このことから、腫瘍ゲノム・遺伝子の高速・大量塩基配列解析による融合遺
伝子の探索が始まっている（非特許文献６）。
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【００１５】
メイトペア法を用いたシークエンス解析により融合遺伝子を同定するためには、単一の
cDNA分子により形成される環状DNAを確実に得ることが必須である。融合遺伝子をメイト
ペア法により解析する場合の模式図を図３に示す。しかし、図４に示すように、複数のcD
NAが１つの環状DNAを形成してしまう可能性があり、メイトペア法を用いたシークエンス
解析を行うと、正常遺伝子であってもあたかも融合遺伝子であるような結果がでてしまう
。これを従来の遺伝子配列にはないという理由から排除すれば、同様に融合遺伝子も排除
されることとなってしまい、融合遺伝子の存在を確認することが実質的に不可能になって
しまう。
【００１６】
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メイトペア法で、融合遺伝子をそのシーケンス解析によって検出しようとする場合には
、複数遺伝子による環状化cDNAの排除が必須である。
【００１７】
本発明者らはこれまでに、特定の構造を有するアダプターを用いて２段階のライゲーシ
ョンを行うことにより、単一のDNA分子による環状化のみを起こし、複数のDNA分子による
多分子間での環状化を起こさせない方法を見いだしている（未公表）。しかし、当該方法
によっても、複数のDNA分子による環状化を完全に阻止し、複数のDNA分子により形成され
る環状DNAを１００％排除することは不可能であった。メイトペア法を用いた解析、特に
、新規融合遺伝子の探索を目的とする解析においては、複数遺伝子による環状化DNAがご
く僅かに存在するだけでも擬陽性クローンとなり得るため、問題である。
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【００１８】
したがって、複数のDNA分子により形成される環状DNAを完全に排除し、単一のDNA分子
により形成される環状DNAのみを確実に得る方法が求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１９】
【特許文献１】特許第４３０３３０３号公報
【非特許文献】
【００２０】
【非特許文献１】蛋白質核酸酵素、２００９年８月号（1233‑1247, 1271‑1275）
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【非特許文献２】「疾患遺伝子の探索と超高速シーケンス」実験医学増刊、Vol27、No12
（2009年、113(1929)‑143(1959)）
【非特許文献３】Mitelman et al., 2004, Nature Genetics, Vol.36, No.4, p.331‑334
【非特許文献４】Chinnaiyan et al., 2005, Science, Vol310, p.644‑648
【非特許文献５】Soda et al., 2007, Nature, Vol.448, p.561‑566
【非特許文献６】Bashir et al., April 2008、PLoS Computational Biology, Vol4, Iss
ue 4, e1000051
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
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本発明は、単一のDNA分子により形成される環状DNA（以下、「単分子環状DNA」とも称
する）と、複数のDNA分子により形成される環状DNA（以下、「複数分子環状DNA」とも称
する）および複数分子環状DNAに由来する単分子環状DNAとを判別することを可能にする特
定の構造を有する環状DNA分子の作成方法、および環状DNAの作成において複数分子環状DN
Aに由来しない単分子環状DNAのみを選別する方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
本発明者らは、DNA単分子に、それぞれ固有の配列を含む特定の構造を有するアダプタ
ーを導入し、２段階の切断およびライゲーションを行うことにより、複数分子環状DNAに
由来しない単分子環状DNAと、複数分子環状DNAおよび複数分子環状DNAに由来する単分子
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環状DNAとを判別することを可能にする特定の構造を有する環状DNA分子を作成することが
可能となることを見いだした。本発明者らは、当該構造を有する環状DNA分子の作成後に
アダプター部位を配列決定することにより、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNA
のみを選別する方法を見いだした。
【００２３】
定義
本明細書中、「単分子環状DNA」とは、単一のDNA分子により形成される環状DNAをいい
、「複数分子環状DNA」とは、複数のDNA分子により形成される環状DNAをいう。
【００２４】
本明細書中、「環状DNA分子」の用語は、単一の環状DNA分子または複数の環状DNA分子
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を意味する。また、複数の環状DNA分子は、同一のもしくは異なる配列を有する複数の環
状DNA分子からなる「環状DNA分子の集団」と表現される場合もある。
【００２５】
本明細書中、DNA分子に関し、「XXに由来する」とは、DNA分子XXに何らかの処理をする
ことにより、当該DNA分子XXから生じることを意味する。当該用語は、新たな分子が生み
出されることではなく、典型的には、DNA分子の一部が分離して独立したDNA分子となるこ
とや、DNA分子の一部が切断された結果、切断前よりも短い分子が生じること等を意味す
る。
【００２６】
例えば、複数分子環状DNAに「由来する」単分子環状DNAとは、単一のDNA分子によって
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形成される環状DNAであって、複数分子環状DNAを、制限酵素処理等により切断した結果生
じる単一の直鎖状DNA分子が自己環状化することにより形成される環状DNAをいう。
【００２７】
一方、複数分子環状DNAに「由来しない」単分子環状DNAとは、単一のDNA分子によって
形成される環状DNAであって、単一の直鎖状DNA分子が複数分子環状DNAの形成を経ること
なく自己環状化した結果生じる環状DNAをいう。
【００２８】
また、アダプター（Ａ）または（ｂ）に「由来する」切断末端とは、アダプター（Ａ）
または（ｂ）の切断部位を切断することにより生じる末端のことをいい、例えば、制限酵
素処理により生じる５

または３

突出末端がこれに該当する。
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【００２９】
本明細書中、「固有配列」とは、個々のアダプター（ｂ）に固有の配列であって、個々
のアダプター（ｂ）ごとに異なる配列である。固有配列の種類（アダプター（ｂ）の種類
）を十分多くすれば、異なる目的DNAごとに異なる固有配列を有するアダプター（ｂ）が
結合することになる。これにより、本発明の方法において、固有配列を目印として、作成
された環状DNA分子が複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAであるか、または複数
分子環状DNAもしくはこれに由来する単分子環状DNAであるかを判別することが可能となる
。
【００３０】
本明細書中、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみを「選別する」とは、環
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状DNA分子の集団から複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAを物理的に分離するこ
とであってもよく、環状DNA分子の集団から得た情報（例えば塩基配列データ）の中から
、データ解析の段階において、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAから得られた
情報のみを選別することであってもよい。
【００３１】
本明細書中、「パリンドローム型制限酵素サイト」とは、パリンドローム（回文）配列
を認識する制限酵素の認識サイトをいい、「ノン・パリンドローム型制限酵素サイト」と
は、ノン・パリンドローム（非回文）配列を認識する制限酵素の認識サイトをいう。
【００３２】
本発明は、第一の態様において、以下の工程を含む、環状DNA分子の集団の作成方法で
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あって、該方法により作成された環状DNA分子の集団から複数分子環状DNAに由来しない単
分子環状DNAのみを選別することを可能にする方法を提供する：
１）各目的DNA分子の一方の末端に第一段階環状化用アダプター（Ａ）を結合させ、他方
の末端に、アダプター（ｂ）と前記アダプター（Ａ）を含む第二段階環状化用アダプター
（Ｂ）を結合させる工程；ここで、アダプター（Ｂ）は、DNA分子にアダプター（ｂ）側
を介して結合して、アダプター（Ｂ）中のアダプター（Ａ）は、DNA分子とアダプター（
ｂ）との結合の外側に位置する、
ここで、
アダプター（Ａ）は、いずれのアダプター（Ａ）の切断末端とも非特異的に結合する切
断末端を生じさせる切断部位を含む；
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アダプター（ｂ）は、該アダプター（ｂ）ごとに異なる固有配列を２つ含み、該２つの
固有配列は同一方向または逆方向に配向した同一の配列であり； かつ、
アダプター（ｂ）は、該２つの固有配列の間に、いずれのアダプター（ｂ）の切断末端
とも非特異的に結合する切断末端を生じさせる切断部位を含み、該切断部位は、アダプタ
ー（Ａ）の切断部位を切断する際には切断されることがなく、かつ、アダプター（Ａ）の
切断末端とは結合しない切断末端を生じさせるものである；
２）アダプター（Ａ）の切断部位において、工程１）で得られたDNA分子を切断する第一
切断工程；
３）工程２）で得られたDNA分子の両末端を結合させて環状化させる第一段階環状化工程
；
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４）工程３）において環状化せず直線状となったDNA分子を除去する工程；
５）アダプター（ｂ）の切断部位において、工程３）および工程４）で得られた環状DNA
分子を切断する第二切断工程； および、
６）工程５）で得られたDNA分子の両末端を結合させて環状化させる第二段階環状化工程
、
ここで、工程６）で得られる環状DNA分子は、アダプター（ｂ）部分の配列を配列決定す
ることにより、アダプター（ｂ）部分に含まれる２つの固有配列が同一であれば、複数分
子環状DNAに由来しない単分子環状DNAであり、該２つの固有配列が異なっていれば、複数
分子環状DNAであるかまたは複数分子環状DNAに由来する単分子環状DNAであると判定され
るものである。

10

【００３３】
なお、工程６）の後、以下のタイプのＤＮＡが直線状ＤＮＡとして残存し得る： 工程
５）において切断された（ｂ）部分の再結合がなされなかった単分子ＤＮＡ（極めて微量
）、および、工程３）で複数のＤＮＡ分子が環状化し、工程５）において各アダプター（
ｂ）の切断後、再結合できなかった単分子または複数分子のＤＮＡ（こちらが直線状ＤＮ
Ａの大半を占める）。これら直線状のＤＮＡは除去しても良いが、必ずしも除去する必要
はない。該ＤＮＡは同一の固有配列が２つ並ぶ構造を有しないため、アダプター（ｂ）部
分の配列決定によって判別し、解析対象から除外することが可能だからである。
【００３４】
また、本発明は、第二の態様において、以下の工程を含む、複数分子環状DNAに由来し

20

ない単分子環状DNAの作成方法を提供する：
１）本発明の第一の態様の方法によって環状DNA分子を作成する工程；および
２）該作成された環状DNA分子についてアダプター（ｂ）部分の配列を配列決定し、複数
分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみを選別する工程、ここで、アダプター（ｂ）
部分に含まれる２つの固有配列が同一であれば、当該環状DNA分子は複数分子環状DNAに由
来しない単分子環状DNAであり、該２つの固有配列が異なっていれば、当該環状DNA分子は
複数分子環状DNAであるかまたは複数分子環状DNAに由来する単分子環状DNAである。
【００３５】
また、本発明は、第三の態様において、以下の工程を含む、環状DNA分子の作成におい
て複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみを選別する方法を提供する：

30

１）各目的DNA分子の一方の末端に第一段階環状化用アダプター（Ａ）を結合させ、他方
の末端に、アダプター（ｂ）と前記アダプター（Ａ）を含む第二段階環状化用アダプター
（Ｂ）を結合させる工程；ここで、アダプター（Ｂ）は、DNA分子にアダプター（ｂ）側
を介して結合して、アダプター（Ｂ）中のアダプター（Ａ）は、DNA分子とアダプター（
ｂ）との結合の外側に位置する、
ここで、
アダプター（Ａ）は、いずれのアダプター（Ａ）の切断末端とも非特異的に結合する切
断末端を生じさせる切断部位を含む；
アダプター（ｂ）は、該アダプター（ｂ）ごとに異なる固有配列を２つ含み、該２つの
固有配列は同一方向または逆方向に配向した同一の配列であり； かつ、

40

アダプター（ｂ）は、該２つの固有配列の間に、いずれのアダプター（ｂ）の切断末端
とも非特異的に結合する切断末端を生じさせる切断部位を含み、該切断部位は、アダプタ
ー（Ａ）の切断部位を切断する際には切断されることがなく、かつ、アダプター（Ａ）の
切断末端とは結合しない切断末端を生じさせるものである；
２）アダプター（Ａ）の切断部位において、工程１）で得られたDNA分子を切断する第一
切断工程；
３）工程２）で得られたDNA分子の両末端を結合させて環状化させる第一段階環状化工程
；
４）工程３）において環状化せず直線状となったDNA分子を除去する工程；
５）アダプター（ｂ）の切断部位において、工程３）および工程４）で得られた環状DNA
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分子を切断する第二切断工程；
６）工程５）で得られたDNA分子の両末端を結合させて環状化させる第二段階環状化工程
；および、
７）工程６）で得られた環状DNA分子が有するアダプター（ｂ）部分の配列を配列決定し
、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみを選別する工程、ここで、アダプター
（ｂ）部分に含まれる２つの固有配列が同一であれば、当該環状DNA分子は複数分子環状D
NAに由来しない単分子環状DNAであり、該２つの固有配列が異なっていれば、当該環状DNA
分子は複数分子環状DNAであるかまたは複数分子環状DNAに由来する単分子環状DNAである
。
【００３６】

10

本発明の第一から第三までの態様において、好ましくは、アダプター（Ａ）は、いずれ
のアダプター（Ａ）の切断末端とも互いに相補的な切断末端を生じさせる制限酵素サイト
を含む二本鎖DNAであり、例えば、パリンドローム配列を認識する制限酵素の認識サイト
（「パリンドローム型制限酵素サイト」）を含む二本鎖DNAである。
【００３７】
本発明の第一から第三までの態様において、好ましくは、アダプター（ｂ）は、いずれ
のアダプター（ｂ）の切断末端とも非特異的に結合する切断末端を生じさせる切断部位を
２つ含むものである。この場合、第二切断工程がうまく進まなかった環状DNA分子はアダ
プター（ｂ）内の２つの切断部位間の配列が除去されないため、アダプター（ｂ）の配列
決定によって、かかる分子を「不完全クローン」として判別し、解析対象から排除するこ
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とが可能となる。また、アダプター（ｂ）に含まれる切断部位は、好ましくは制限酵素サ
イトであり、例えば、パリンドローム型制限酵素サイトである。
【００３８】
本発明の第一から第三までの態様において、アダプター（ｂ）に含まれる切断部位の数
は、少なくとも１つであり、好ましくは２つであるが、３つ以上であってもよい。また、
互いに逆向きに配向した互いに同一のニック作成酵素認識サイトのペアを、アダプター（
Ａ）および／またはアダプター（ｂ）に含まれる切断部位として用いることもできる。
【００３９】
本発明の第一から第三までの態様において、好ましくは、アダプター（Ａ）は、パリン
ドローム型制限酵素サイトＸを含む互いに相補的な二本鎖DNAであり、
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好ましくは、アダプター（Ｂ）は、下記構造Ｚ１−Ｙ−Ｚ２−ＡまたはＺ１−Ｙ−Ｚ
２−Ａを有する互いに相補的な二本鎖DNAである：

【化１】

40

［構造中、
Ａは、パリンドローム型制限酵素サイトＸを含む二本鎖DNAであって、アダプター（Ａ）
に相当し；
Ｚ１−Ｙ−Ｚ２は、本発明の第一から第三までの態様におけるアダプター（ｂ）に相当し
；
Ｙは、パリンドローム型制限酵素サイトｙ１およびｙ２を含む二本鎖DNAであり；
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ｙ１およびｙ２は同一であり、Ｘとは異なる配列を有し、かつ、Ｘの切断により生じる切
断末端と相補的でない切断末端を生じさせるものであり；
Ｚ１およびＺ２は、アダプターごとに異なる固有配列Ｃ１およびＣ２を含む二本鎖DNA配
列であり、ここで、Ｃ１とＣ２は、互いに逆方向に配向した同一の配列であり；
ｎは１以上４０以下の整数であり；
Ｎ１〜Ｎｎは、それぞれ同一であっても異なっていてもよく、ｄＡＭＰ、ｄＣＭＰ、ｄＧ
ＭＰおよびｄＴＭＰからなる群から選択されるデオキシリボヌクレオチドであり；
Ｎ １〜Ｎ
【表１】

ｎは、前記Ｎ１〜Ｎｎに対してそれぞれ下記：

10

のデオキシリボヌクレオチドであり、ここで、ｋは１〜ｎの整数である］
または
20
【化２】

30

［構造中、
Ｚ１−Ｙ−Ｚ

２は、本発明の第一から第三までの態様におけるアダプター（ｂ）に相当

し；
Ｚ１およびＺ

２は、アダプターごとに異なる固有配列Ｃ１およびＣ

A配列であり、ここで、Ｃ１とＣ

２を含む二本鎖DN

２は、同一方向に配向した同一の配列であり；

Ａ、Ｘ、Ｙ、ｙ１、ｙ２、ｎ、Ｎ１〜Ｎｎ、Ｎ

１〜Ｎ

ｎ、およびｋの定義は、上記の

構造Ｚ１−Ｙ−Ｚ２−Ａにおけるものと同一である]。
上記Ｚ１−Ｙ−Ｚ２−ＡおよびＺ１−Ｙ−Ｚ

２−Ａいずれの構造においても、ｎは１

40

〜４０であり、好ましくは、ｎは４〜１５であり、さらに好ましくは、ｎは５〜１０であ
る。ただし、ｎが４０を超えても本発明の方法を実施することができる。
【００４０】
この態様において、好ましくは、パリンドローム型制限酵素サイトＸはBamHIサイト、N
otIサイトまたはBclIサイトであり、好ましくは、パリンドローム型制限酵素サイトｙ１
およびｙ２は共にEcoRIサイトまたはPacIサイトである。
【００４１】
本発明は、第四の態様において、下記構造Ｚ１−Ｙ−Ｚ２−ＡまたはＺ１−Ｙ−Ｚ

２

−Ａを有する互いに相補的な二本鎖DNAからなる環状DNA作成用アダプターであって、該ア
ダプターを用いて作成された環状DNA分子の集団から複数分子環状DNAに由来しない単分子
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環状DNAのみを選別することを可能にするためのアダプターを提供する：
【化３】

10
［構造中、
Ａは、パリンドローム型制限酵素サイトＸを含む二本鎖DNAであり；
Ｙは、パリンドローム型制限酵素サイトｙ１およびｙ２を含む二本鎖DNAであり；
ｙ１およびｙ２は同一であり、Ｘとは異なる配列を有し、かつ、Ｘの切断により生じる切
断末端と相補的でない切断末端を生じさせるものであり；
Ｚ１およびＺ２は、アダプターごとに異なる固有配列Ｃ１およびＣ２を含む二本鎖DNA配
列であり、ここで、Ｃ１とＣ２は、互いに逆向きに配向した同一の配列であり；
ｎは１以上４０以下の整数であり；
Ｎ１〜Ｎｎは、それぞれ同一であっても異なっていてもよく、ｄＡＭＰ、ｄＣＭＰ、ｄＧ

20

ＭＰおよびｄＴＭＰからなる群から選択されるデオキシリボヌクレオチドであり；
Ｎ

１〜Ｎ

ｎは、前記Ｎ１〜Ｎｎに対してそれぞれ下記：

【表２】

30
のデオキシリボヌクレオチドであり、ここで、ｋは１〜ｎの整数である］
または
【化４】

40

［構造中、
Ｚ１およびＺ

２は、アダプターごとに異なる固有配列Ｃ１およびＣ

A配列であり、ここで、Ｃ１とＣ

２を含む二本鎖DN

２は、同一方向に配向した同一の配列であり；

Ａ、Ｘ、Ｙ、ｙ１、ｙ２、ｎ、Ｎ１〜Ｎｎ、Ｎ

１〜Ｎ

ｎ、およびｋの定義は、上記の

構造Ｚ１−Ｙ−Ｚ２−Ａにおけるものと同一である]。
上記Ｚ１−Ｙ−Ｚ２−ＡおよびＺ１−Ｙ−Ｚ

２−Ａいずれの構造においても、ｎは１
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〜４０であり、好ましくは、ｎは４〜１５であり、さらに好ましくは、ｎは５〜１０であ
る。ただし、ｎが４０を超えても本発明の方法を実施することができる。
【００４２】
本発明の第四の態様の上記アダプターは、本発明の第一から第三までの態様におけるア
ダプター（Ｂ）に相当し、本発明の環状DNA分子の集団の作成方法、複数分子環状DNAに由
来しない単分子環状DNAの作成方法、および複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNA
のみを選別する方法に好適に用いられる。
【００４３】
本発明の第四の態様において、好ましくは、パリンドローム型制限酵素サイトＸはBamH
Iサイト、NotIサイトまたはBclIサイトであり、好ましくは、パリンドローム型制限酵素

10

サイトｙ１およびｙ２は共にEcoRIサイトまたはPacIサイトである。
【００４４】
本発明はさらに第五の態様において、上記第四の態様において記載のアダプター（単に
、アダプター（Ｂ）とも称する）と、該アダプター（Ｂ）に含まれる制限酵素サイトＸと
同一の制限酵素サイトを含む二本鎖DNAからなるアダプター（単にアダプター（Ａ）とも
称する）とを含む環状DNA作成用キットであって、該キットを用いて作成された環状DNA分
子の集団から複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみを選別することを可能にす
るキットを提供する。
【００４５】
本発明はまた、第六の態様において、上記第一の態様の方法を用いるｃＤＮＡライブラ
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リーの作成方法であって、該ライブラリーが、該ライブラリーから複数分子環状DNAに由
来しない単分子環状DNAのみを選別することが可能なものである方法、および上記第二ま
たは第三の態様の方法を用いる複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみからなる
ｃＤＮＡライブラリーの作成方法を提供する。
【００４６】
本発明はさらに、第七の態様において、以下の工程を含む、環状DNA分子をメイトペア
法に供することにより遺伝子を同定する方法を提供する：
１）本発明の第一の態様の方法によって作成された環状DNA分子の集団、本発明の第二の
態様の方法によって作成された複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAまたは本発明
の第三の態様の方法によって選別された複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAにお
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ける、アダプター（Ｂ）の両側に隣接するそれぞれ１５塩基以上６００塩基以下の塩基配
列を解読する工程、ここで、本発明の第一の態様の方法によって作成された環状DNA分子
の集団を用いる場合には、当該工程の前に、当該工程と同時に、または当該工程の後に、
アダプター（ｂ）部分の配列を配列決定することにより複数分子環状DNAに由来しない単
分子環状DNAのみを選別する工程をさらに含む；および、
２）工程１）で解読した塩基配列を既知の遺伝子の両末端の配列と比較することにより、
該複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAに含まれる遺伝子を同定する工程。
好ましくは、解読する塩基配列は、１５〜１００塩基、さらに好ましくは２５〜３５塩
基である。ただし、６００塩基以上を解読しても本発明の方法を実施することができる。
【００４７】
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本発明はさらに、第八の態様において、以下の工程を含む、環状DNA分子をメイトペア
法に供することにより融合遺伝子を検出する方法を提供する：
１）本発明の第一の態様の方法によって作成された環状DNA分子の集団、本発明の第二の
態様の方法によって作成された複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAまたは本発明
の第三の態様の方法によって選別された複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAにお
ける、アダプター（Ｂ）の両側に隣接するそれぞれ１５塩基以上６００塩基以下の塩基配
列を解読する工程、ここで、本発明の第一の態様の方法によって作成された環状DNA分子
の集団を用いる場合には、当該工程の前に、当該工程と同時に、または当該工程の後に、
アダプター（ｂ）部分の配列を配列決定することにより複数分子環状DNAに由来しない単
分子環状DNAのみを選別する工程をさらに含む；および、
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２）工程１）で解読した塩基配列を既知の遺伝子の両末端の配列と比較する工程、ここで
、両末端の遺伝子が既知の相異なる遺伝子に対応する場合、該複数分子環状DNAに由来し
ない単分子環状DNAに含まれる遺伝子は融合遺伝子であると同定される。
好ましくは、解読する塩基配列は、１５〜１００塩基、さらに好ましくは２５〜３５塩
基である。ただし、６００塩基以上を解読しても本発明の方法を実施することができる。
【００４８】
本発明の第八の態様において、アダプター（Ｂ）の両側に隣接する両側の配列が、既知
融合遺伝子の両側の末端に対応する場合、既知の融合遺伝子が検出される。かかる既知の
融合遺伝子と疾患との関係が知られている場合、第八の態様の方法により検出された融合
遺伝子をマーカーとして用いる、該融合遺伝子の発現を特徴とする疾患を検出する方法が
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提供される。
【００４９】
一方、アダプター（Ｂ）の両側に隣接する配列が、相異なる遺伝子の末端配列に対応し
、かつ既知融合遺伝子の両側の末端には対応しない場合には、該環状DNA分子または該単
分子環状DNAに含まれる遺伝子が新規融合遺伝子であると同定される。この場合、検出さ
れた新規融合遺伝子は創薬スクリーニングにおける使用に好適に使用される。
【発明の効果】
【００５０】
本発明のアダプターおよび方法を用いることにより、遺伝子解析の精度が劇的に改善さ
れる。具体的には、本発明のアダプターおよび方法を用いることにより、複数分子環状DN
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Aに由来しない単分子環状DNAと、複数分子環状DNAおよび複数分子環状DNAに由来する単分
子環状DNAとを完全に判別することが可能となり、ほぼ１００％の確率で、複数分子環状D
NAに由来しない単分子環状DNAのみを選別することができる。その結果、従来にない高精
度のメイトペア解析が可能となり、ゲノム解析に極めて有用なツールが提供される。特に
、本発明の方法をcDNAライブラリーの作成に応用することで、新規の融合遺伝子が高い可
能性で発見される可能性がある。すなわち、メイトペア解析において問題となる複数分子
環状DNAを配列解析の段階で排除し、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみを
選別することにより、新たな診断ツール・方法が開発可能となる。
【００５１】
本発明によると、DNAの環状化において、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNA
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のみを選別する方法が提供される。これにより、メイトペア解析などの遺伝子解析におけ
るコンタミネーションの問題が解決され、高精度の解析が可能となる。また、本発明の方
法を融合遺伝子の検出・解析に適用することにより、高精度の融合遺伝子の解析が可能と
なり、有効な診断ツールを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】図１は、メイトペア法による遺伝子解析の概略を模式的に示す。
【図２】図２は、メイトペア法による遺伝子解析における問題点を模式的に示す。
【図３】図３は、融合遺伝子をメイトペア法により解析する場合の模式図を示す。
【図４】図４は、融合遺伝子をメイトペア法により解析する場合の問題点を模式的に示す
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。
【図５】図５は、アダプター結合後のDNA分子を模式的に示す。
【図６】図６は、本発明による環状DNA分子作成方法の第一切断、第一段階環状化、第二
切断、および第二段階環状化工程を模式的に示す。便宜のため、互いに異なる固有配列に
ついて、a、b、c、d、e および f の符号を付して区別している。
【図７】図７は、第二段階環状化工程後に生じ得るアダプター（ｂ）部分の構造を模式的
に示す。図中のNNNNNは固有配列を表す。かかる領域を配列決定することにより、目的ク
ローン、目的外クローンおよび不完全クローンを判別することができる。
【図８】図８は、アダプター（ｂ）の作成方法の例を模式的に示す。図中のNNNNNは固有
配列を表す。
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【図９】図９は、ｍＲＮＡから合成したｃＤＮＡに本発明の方法を適用する場合の模式図
を示す。
【図１０】図１０は、ゲノムライブラリーに本発明の方法を適用する場合の模式図を示す
。ゲノム断片はcDNAと異なりDNA断片の左右を区別することができない。従って図のよう
に左端のリンカー、右端のリンカーを双方結合させて、双方のリンカーが適切に結合した
もの（ａ）のみをPCR法や修飾リンカーの使用、あるいは両端の制限酵素サイトＸとして
ノン・パリンドローム配列を用いること等により選択することができる。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
本発明の第一の態様について
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本発明は、第一の態様として、以下の工程を含む、環状DNA分子の集団の作成方法であ
って、該方法により作成された環状DNA分子の集団から複数分子環状DNAに由来しない単分
子環状DNAのみを選別することを可能にする方法を提供する：
１）各目的DNA分子の一方の末端に第一段階環状化用アダプター（Ａ）を結合させ、他方
の末端に、アダプター（ｂ）と前記アダプター（Ａ）を含む第二段階環状化用アダプター
（Ｂ）を結合させる工程；ここで、アダプター（Ｂ）は、DNA分子にアダプター（ｂ）側
を介して結合して、アダプター（Ｂ）中のアダプター（Ａ）は、DNA分子とアダプター（
ｂ）との結合の外側に位置する、
ここで、
アダプター（Ａ）は、いずれのアダプター（Ａ）の切断末端とも非特異的に結合する切
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断末端を生じさせる切断部位を含む；
アダプター（ｂ）は、該アダプター（ｂ）ごとに異なる固有配列を２つ含み、該２つの
固有配列は同一方向または逆方向に配向した同一の配列であり； かつ、
アダプター（ｂ）は、該２つの固有配列の間に、いずれのアダプター（ｂ）の切断末端
とも非特異的に結合する切断末端を生じさせる切断部位を含み、該切断部位は、アダプタ
ー（Ａ）の切断部位を切断する際には切断されることがなく、かつ、アダプター（Ａ）の
切断末端とは結合しない切断末端を生じさせるものである；
２）アダプター（Ａ）の切断部位において、工程１）で得られたDNA分子を切断する第一
切断工程；
３）工程２）で得られたDNA分子の両末端を結合させて環状化させる第一段階環状化工程

30

；
４）工程３）において環状化せず直線状となったDNA分子を除去する工程；
５）アダプター（ｂ）の切断部位において、工程３）および工程４）で得られた環状DNA
分子を切断する第二切断工程； および、
６）工程５）で得られたDNA分子の両末端を結合させて環状化させる第二段階環状化工程
、
ここで、工程６）で得られる環状DNA分子は、アダプター（ｂ）部分の配列を配列決定す
ることにより、アダプター（ｂ）部分に含まれる２つの固有配列が同一であれば、複数分
子環状DNAに由来しない単分子環状DNAであり、該２つの固有配列が異なっていれば、複数
分子環状DNAであるかまたは複数分子環状DNAに由来する単分子環状DNAであると判定され

40

るものである。
【００５４】
本発明の上記第一の態様は、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAと、複数分子
環状DNAおよび複数分子環状DNAに由来する単分子環状DNAとを判別することを可能にする
特定の構造を有する環状DNA分子の作成を可能とした技術である。具体的には、本発明の
第一の態様の方法は、２段階の環状化によることを特徴とする。
【００５５】
以下、本発明の第一の態様の方法を工程の順に説明する。
工程１）は、各目的DNA分子の一方の末端に第一段階環状化用アダプター（Ａ）を結合
させ、他方の末端に、アダプター（ｂ）と前記アダプター（Ａ）を含む第二段階環状化用
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アダプター（Ｂ）を結合させる工程である。ここで、アダプター（Ｂ）は、DNA分子にア
ダプター（ｂ）側を介して結合させることにより、アダプター（Ｂ）中のアダプター（Ａ
）は、DNA分子とアダプター（ｂ）との結合の外側に位置する。即ち、各目的DNA分子の一
端には、アダプター（Ａ）を、他端にはアダプター（Ｂ）を結合させ、アダプター（Ｂ）
中のアダプター（Ａ）をアダプター（ｂ）よりも末端側に位置させることにより、アダプ
ター（Ａ）を各目的DNA分子の両末端に位置させる。
【００５６】
なお、アダプター（Ａ）は、いずれのアダプター（Ａ）の切断末端とも非特異的に結合
する切断末端を生じさせる切断部位を含む。即ち、アダプター（Ａ）は結合特異性を示さ
ず、あらゆるアダプター（Ａ）由来の切断末端同士で非選択的に結合することができる。

10

一方、アダプター（ｂ）は、該アダプター（ｂ）ごとに異なる固有配列を２つ含み、該２
つの固有配列は同一方向または逆方向に配向した同一の配列である。また、アダプター（
ｂ）は、該２つの固有配列の間に、いずれのアダプター（ｂ）の切断末端とも非特異的に
結合する切断末端を生じさせる切断部位を含み、該切断部位は、アダプター（Ａ）の切断
部位を切断する際には切断されることがなく、かつ、アダプター（Ａ）の切断末端と相補
的でない切断末端を生じさせるものである。即ち、アダプター（ｂ）は結合特異性を示さ
ず、あらゆるアダプター（ｂ）由来の切断末端同士で非選択的に結合することができる。
これは、アダプター（ｂ）に含まれる切断部位の数が１つ、２つ、または３つ以上の場合
であっても同様である。
【００５７】
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工程２）は、アダプター（Ａ）の切断部位において、工程１）で得られたDNA分子を切
断する第一切断工程である。工程１）で得られたDNA分子はその両端にアダプター（Ａ）
が結合しているため、この第一切断工程により、各DNA分子の両端にアダプター（Ａ）由
来の切断末端が生じる。
【００５８】
工程３）は、工程２）で得られたDNA分子の両末端を結合させて環状化させる第一段階
環状化工程である。第一段階目の環状化はアダプター（Ａ）による環状化であり、各DNA
分子の両端に生じたアダプター（Ａ）由来の切断末端が互いに結合して環状化が起こる。
ここで、アダプター（Ｂ）は、第一段階目の環状化の際に環状分子内にアダプター（Ａ）
と共に取り込まれる。上記のように、アダプター（Ａ）の機能に特異性はなく、目的DNA
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分子両末端の再結合に関する選択性はない。このことから、単一のDNA分子での両末端の
アダプター（Ａ）部分での結合の他に、複数のDNA分子のそれぞれの両末端の結合による
結合環状化も起こることになる。即ち、アダプター（Ａ）の機能から、単分子の環状化と
ともに、複数分子の環状化も生じる。複数分子の環状化物には、当然、複数のアダプター
（Ｂ）が存在することとなる。
【００５９】
工程４）は、工程３）において、環状化せず直線状となったDNA分子を除去する工程で
ある。直線状DNA分子は、例えばエキソヌクレアーゼを作用させること等により除去する
ことができる。
【００６０】
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工程５）は、アダプター（ｂ）の切断部位において、工程３）および工程４）で得られ
た環状DNA分子を切断する第二切断工程である。即ち、工程３）で環状化した各DNA分子に
取り込まれたアダプター（ｂ）において開裂を行い、線状分子を生じさせる。第二切断工
程により、各DNA分子の両端にアダプター（ｂ）由来の切断末端が生じる。この工程にお
いて、切断によって生じる切断末端は、いずれのアダプター（ｂ）の切断末端とも非特異
的に結合するものである。
【００６１】
工程６）は、工程５）で得られたDNA分子の両末端を結合させて環状化させる第二段階
環状化工程である。即ち、工程５）で得られた各DNA分子の両端にはアダプター（ｂ）由
来の切断末端が存在しており、アダプター（ｂ）由来の切断末端同士の結合により、第二
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段階目の環状化が行われる。環状化せず、直線状のままの分子については、エキソヌクレ
アーゼを作用させること等により、分離排除することができる。
【００６２】
当該第二段階環状化工程において、単一のDNA分子による環状化以外に、複数のDNA分子
による環状化も起こり得る。しかし、第二切断工程前において結合していた元の複数分子
同士が再結合して環状化する確率は、後述のように、極めて低く実質的に０である。
【００６３】
したがって、第二段階環状化工程により、以下の５種類の分子が生じ得る：
(1)「複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNA」（例えば図６のA4）、ここで、該単
分子環状DNAは、第一段階環状化工程において形成された単分子環状DNA(例えば図６のA2)
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が第二切断工程によって切断されて生じる単分子DNA(例えば図６のA3)が自己環状化する
ことにより形成されるものである；
(2)「複数分子環状DNAに由来する単分子環状DNA」（例えば図６のB4‑1）、ここで、該単
分子環状DNAは、第一段階環状化工程において形成された複数分子環状DNA(例えば図６のB
2)が第二切断工程によって切断されて生じる単分子DNA(例えば図６のB3)が自己環状化す
ることにより形成されるものである；
(3)「複数分子環状DNA‑1」（例えば図６のB4‑2）、ここで、該DNA‑1は、第一段階環状化
工程において形成された複数分子環状DNA(例えば図６のB2)が第二切断工程によって切断
されて生じる単分子DNA(例えば図６のB3)同士が複数結合して環状化することにより形成
されるものである；
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(4)「複数分子環状DNA‑2」（例えば図６のB4‑3）、ここで、該DNA‑2は、第一段階環状化
工程において形成された単分子環状DNA(例えば図６のA2)が第二切断工程によって切断さ
れて生じる単分子DNA (例えば図６のA3)と、第一段階環状化工程において形成された複数
分子環状DNA(例えば図６のB2)が第二切断工程によって切断されて生じる単分子DNA(例え
ば図６のB3)とが結合して環状化することにより形成されるものである； および
(5)「複数分子環状DNA‑3」（例えば図６のB4‑4）、ここで、該DNA‑3は、第一段階環状化
工程において形成された単分子環状DNA(例えば図６のA2)が第二切断工程によって切断さ
れて生じる単分子DNA(例えば図６のA3)同士が複数結合して環状化することにより形成さ
れるものである。
【００６４】
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ここで、第二切断工程前に結合していたペアではない複数分子による環状化が生じた場
合には（上記の(3)、(4)または(5)）、アダプター（ｂ）部分には異なる２つの固有配列
が並んで存在することとなるため、アダプター（ｂ）部分の配列を配列決定することによ
り、かかる複数分子環状DNAは目的クローンではないとして排除することができる（図６
のB4‑2、B4‑3およびB4‑4ならびに図７参照）。
【００６５】
また、複数分子環状DNAに由来する単分子環状DNA（上記の(2)）については、アダプタ
ー（ｂ）部分に異なる２つの固有配列が並んで存在することとなるため、アダプター（ｂ
）部分の配列を配列決定しても、複数分子環状DNAと区別することができない（図６のB4‑
1、および図７）。そのため、本発明の方法においては、かかる単分子環状DNAも目的クロ
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ーンではないとして排除される対象となる。
【００６６】
従って、第二段階環状化工程の後においてアダプター（ｂ）内の２つの固有配列が同一
となるのは、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNA（上記の(1)）のみである（図
６のA4）。
【００６７】
なお、第一段階環状化工程において、同一のアダプター（ｂ）を有する異なる分子同士
が結合して複数分子環状DNAを形成すると、第二切断工程および第二段階環状化工程を経
て、同一の固有配列が２つ並んで存在する単分子環状DNAが生じ得る。しかし、かかる単
分子環状DNAが生じる確率については、後述する通り、固有配列の長さを長くする（即ち
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、アダプター（ｂ）の種類を増やす）ことによって限りなく０に近づけることが可能であ
り、固有配列がある程度の長さを有すれば実質的に０であると考えられるため、問題とは
ならない。
【００６８】
以上より、工程６）で得られる環状DNA分子は、アダプター（ｂ）部分の配列を配列決
定することにより、アダプター（ｂ）部分に含まれる２つの固有配列が同一であれば、複
数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAであると判定し、該２つの固有配列が異なって
いれば、複数分子環状DNAであるかまたは複数分子環状DNAに由来する単分子環状DNAであ
ると判定することが可能なものである。
10

【００６９】
アダプター（Ａ）および（ｂ）は、上記の機能を果たす限り、特にその構造は限定され
ない。例えば、これらアダプターが二本鎖DNAである場合、アダプター（Ａ）としては、
パリンドローム型制限酵素サイトを含むものが例示され、アダプター（ｂ）としては、例
えば、逆方向に配向した２つの同一の固有配列を含み、該２つの固有配列の間に、パリン
ドローム型制限酵素サイトを２つ含むものが挙げられる。しかし、アダプター（Ａ）およ
び（ｂ）はこれらに限定されない。例えば、アダプター（ｂ）は、同一の固有配列を２つ
含み、該２つの固有配列の間に、いずれのアダプター（ｂ）の切断末端とも非特異的に結
合する切断末端を生じさせる切断部位を１つのみ又は３つ以上含むものであってもよい。
要するに、固有配列の間の切断部位において環状DNAを切断した後、生じた切断末端同士
を再結合させることにより、環状DNAの由来（即ち、複数分子環状DNAに由来しない単分子
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環状DNAであるか、または複数分子環状DNAもしくは複数分子環状DNAに由来する単分子環
状DNAであるか）に応じて、同一のまたは異なる固有配列が２つ並ぶ構造を形成するもの
であればよい。
【００７０】
切断部位としては、互いに相補的な切断末端を生じさせるものであれば、ノン・パリン
ドローム型制限酵素サイトを用いることもでき、また、制限酵素サイトに代えて、互いに
逆向きに配向した互いに同一のニック作成酵素認識サイトのペアを使用することも可能で
ある。例えば、ノン・パリンドローム型制限酵素である BbsI の認識サイトを用いる場合
、切断末端は認識サイトの外側に生じるため、切断末端となる部分の配列を回文構造とす
る等、配列設計によって、互いに相補的な切断末端を生じさせるものとすることができる
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。
【００７１】
制限酵素サイトとしては、目的DNAをなるべく切断しないような稀な遺伝子配列を認識
する制限酵素（いわゆる

レアカッター

）の認識サイトが好ましい。レアカッターであ

る８塩基認識のパリンドローム型制限酵素サイトとしては、例えば以下に示す PacI サイ
トが挙げられる。
【化５】

40

【００７２】
さらに、制限酵素切断後の粘着末端がパリンドローム（回文構造）でない設計の方が単
分子DNAによる環状化の効率が上がることが期待され、例えば次の SfiI サイトのような
制限酵素サイトの導入も可能である。

(23)
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【化６】

10

ここで、例えばNNNNNを上流および下流で
【化７】

と設定する。
【００７３】
同様に、以下に示す BbsI サイトのようなTypeII制限酵素の認識サイトも導入可能であ
る。
【化８】

20

【００７４】
一方で、EcoRIサイトを用いる場合でも、cDNAをEcoRIメチラーゼで処理しておくことで
、アダプター内の制限酵素サイトのみが切断され、cDNAを切断から防ぐことができる。
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【００７５】
同様な目的で、アダプターにメチル化塩基を導入することにより、例えば次の SgeI 制
限酵素サイトのように、アダプター内の制限酵素サイトのみで切断を行うことができる。
【化９】

40

【００７６】
また、アダプター（Ａ）にノン・パリンドローム型制限酵素サイトを用いる場合、単独
のアダプター（Ａ）（
（

A2

A1

とする）と、アダプター（Ｂ）に含まれるアダプター（Ａ）

とする）が区別され、アダプター

同士および

A2

A1

と

A2

が互いに結合する一方、

A1

同士では結合できないよう、配列を設計または選択する。この場合、若

干ではあるが通常のアダプター（Ａ）より第一段階での単分子環状DNA形成の効率が上が
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ることが期待される。
【００７７】
本発明の第一の態様により、例えば、メイトペア法による遺伝子解析、遺伝子同定にお
いて、作成した環状DNAが、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAであるか、また
は複数分子環状DNAもしくは複数分子環状DNAに由来する単分子環状DNA（解析において夾
雑物となる）であるかを判別することが可能となる。
【００７８】
本発明の第二の態様について
本発明は、第二の態様として、以下の工程を含む、複数分子環状DNAに由来しない単分
子環状DNAの作成方法を提供する：

10

１）本発明の第一の態様の方法によって環状DNA分子を作成する工程；および
２）該作成された環状DNA分子についてアダプター（ｂ）部分の配列を配列決定し、複数
分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみを選別する工程、ここで、アダプター（ｂ）
部分に含まれる２つの固有配列が同一であれば、当該環状DNA分子は複数分子環状DNAに由
来しない単分子環状DNAであり、該２つの固有配列が異なっていれば、当該環状DNA分子は
複数分子環状DNAであるかまたは複数分子環状DNAに由来する単分子環状DNAである。
【００７９】
本発明の第一の態様の方法によって作成される環状DNA分子は、複数分子環状DNAに由来
しない単分子環状DNA、複数分子環状DNA、または複数分子環状DNAに由来する単分子環状D
NAのいずれかである。本発明の第二の態様は、これらの環状DNAからなる環状DNA分子の集

20

団についてアダプター（ｂ）部分の配列決定を行うことにより、該集団から複数分子環状
DNAに由来しない単分子環状DNAのみを得る方法である。
【００８０】
本発明の第三の態様について
本発明は、第三の態様として、以下の工程を含む、環状DNA分子の作成において複数分
子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみを選別する方法を提供する：
１）各目的DNA分子の一方の末端に第一段階環状化用アダプター（Ａ）を結合させ、他方
の末端に、アダプター（ｂ）と前記アダプター（Ａ）を含む第二段階環状化用アダプター
（Ｂ）を結合させる工程；ここで、アダプター（Ｂ）は、DNA分子にアダプター（ｂ）側
を介して結合して、アダプター（Ｂ）中のアダプター（Ａ）は、DNA分子とアダプター（

30

ｂ）との結合の外側に位置する、
ここで、
アダプター（Ａ）は、いずれのアダプター（Ａ）の切断末端とも非特異的に結合する切
断末端を生じさせる切断部位を含む；
アダプター（ｂ）は、該アダプター（ｂ）ごとに異なる固有配列を２つ含み、該２つの
固有配列は同一方向または逆方向に配向した同一の配列であり； かつ、
アダプター（ｂ）は、該２つの固有配列の間に、いずれのアダプター（ｂ）の切断末端
とも非特異的に結合する切断末端を生じさせる切断部位を含み、該切断部位は、アダプタ
ー（Ａ）の切断部位を切断する際には切断されることがなく、かつ、アダプター（Ａ）の
切断末端とは結合しない切断末端を生じさせるものである；

40

２）アダプター（Ａ）の切断部位において、工程１）で得られたDNA分子を切断する第一
切断工程；
３）工程２）で得られたDNA分子の両末端を結合させて環状化させる第一段階環状化工程
；
４）工程３）において環状化せず直線状となったDNA分子を除去する工程；
５）アダプター（ｂ）の切断部位において、工程３）および工程４）で得られた環状DNA
分子を切断する第二切断工程；
６）工程５）で得られたDNA分子の両末端を結合させて環状化させる第二段階環状化工程
；および、
７）工程６）で得られた環状DNA分子が有するアダプター（ｂ）部分の配列を配列決定し
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、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみを選別する工程、ここで、アダプター
（ｂ）部分に含まれる２つの固有配列が同一であれば、当該環状DNA分子は複数分子環状D
NAに由来しない単分子環状DNAであり、該２つの固有配列が異なっていれば、当該環状DNA
分子は複数分子環状DNAであるかまたは複数分子環状DNAに由来する単分子環状DNAである
。
【００８１】
本発明の第三の態様における工程１）〜工程６）は、本発明の第一の態様における工程
１）〜工程６）と同一である。
【００８２】
本発明の第三の態様における工程７）は、工程６）で得られた環状DNA分子が有するア

10

ダプター（ｂ）部分の配列を配列決定し、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAの
みを選別する工程である。本発明の第一の態様について上述した通り、工程６）で得られ
る環状DNA分子のうち、アダプター（ｂ）内の２つの固有配列が同一となるのは、複数分
子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみである。したがって、アダプター（ｂ）内の配
列決定を行って２つの固有配列が同一であるか異なっているかを決定することにより、工
程６）で得られた環状DNA分子が複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAであるか、
または複数分子環状DNAもしくはこれに由来する単分子環状DNAであるかを判別し、複数分
子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみを解析対象として選別することができる。
【００８３】
本発明の第三の態様により、例えば、メイトペア法による遺伝子解析、遺伝子同定にお

20

いて、夾雑物となる複数分子環状DNAおよびこれに由来する単分子環状DNAを解析対象から
排除し、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみを解析対象として選別すること
が可能となる。
【００８４】
本発明の第一から第三までの態様において、好ましくは、アダプター（Ａ）は、パリン
ドローム型制限酵素サイトＸを含む互いに相補的な二本鎖DNAであり、
好ましくは、アダプター（Ｂ）は、下記構造Ｚ１−Ｙ−Ｚ２−ＡまたはＺ１−Ｙ−Ｚ
２−Ａを有する互いに相補的な二本鎖DNAである：

【化１０】
30

40
［構造中、
Ａは、パリンドローム型制限酵素サイトＸを含む二本鎖DNAであって、アダプター（Ａ）
に相当し；
Ｚ１−Ｙ−Ｚ２は、本発明の第一から第三までの態様におけるアダプター（ｂ）に相当し
；
Ｙは、パリンドローム型制限酵素サイトｙ１およびｙ２を含む二本鎖DNAであり；
ｙ１およびｙ２は同一であり、Ｘとは異なる配列を有し、かつ、Ｘの切断により生じる切
断末端と相補的でない切断末端を生じさせるものであり；
Ｚ１およびＺ２は、アダプターごとに異なる固有配列Ｃ１およびＣ２を含む二本鎖DNA配
列であり、ここで、Ｃ１とＣ２は、互いに逆方向に配向した同一の配列であり；
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ｎは１以上４０以下の整数であり；
Ｎ１〜Ｎｎは、それぞれ同一であっても異なっていてもよく、ｄＡＭＰ、ｄＣＭＰ、ｄＧ
ＭＰおよびｄＴＭＰからなる群から選択されるデオキシリボヌクレオチドであり；
Ｎ １〜Ｎ
【表３】

ｎは、前記Ｎ１〜Ｎｎに対してそれぞれ下記：

10

のデオキシリボヌクレオチドであり、ここで、ｋは１〜ｎの整数である］
または
【化１１】

20

［構造中、
Ｚ１−Ｙ−Ｚ

２は、本発明の第一から第三までの態様におけるアダプター（ｂ）に相当

30

し；
Ｚ１およびＺ

２は、アダプターごとに異なる固有配列Ｃ１およびＣ

A配列であり、ここで、Ｃ１とＣ

２を含む二本鎖DN

２は、同一方向に配向した同一の配列であり；

Ａ、Ｘ、Ｙ、ｙ１、ｙ２、ｎ、Ｎ１〜Ｎｎ、Ｎ

１〜Ｎ

ｎ、およびｋの定義は、上記の

構造Ｚ１−Ｙ−Ｚ２−Ａにおけるものと同一である]。
【００８５】
上記Ｚ１−Ｙ−Ｚ２−ＡおよびＺ１−Ｙ−Ｚ

２−Ａいずれの構造においても、ｎは１

〜４０であり、好ましくは、ｎは４〜１５であり、さらに好ましくは、ｎは５〜１０であ
る。ただし、ｎが４０を超えても本発明の方法を実施することができる。
【００８６】
かかる好ましいアダプター（Ａ）は、第一切断工程において制限酵素を用いて切断し、
その後に環状DNAを得る目的で切断末端同士のライゲーションを行うための配列である。
従って、パリンドローム型制限酵素サイトであれば如何なる制限酵素サイトを含むもので
もよい。好ましくは、目的DNAをなるべく切断しないような稀な遺伝子配列を認識する制
限酵素のサイトを含むものである。アダプター（Ａ）に含まれる制限酵素サイトＸとして
は、例えば、以下の BamHIサイト、NotIサイト、BclIサイト等が挙げられる。
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【化１２】

【００８７】
好ましいアダプター（Ａ）の配列の例を、配列番号１（順方向鎖）および配列番号２（

10

逆方向鎖）に示す。
【００８８】
かかる好ましいアダプター（Ｂ）は、第二切断工程において制限酵素を用いて切断し、
切断されたDNA分子の再度の環状化を期待して切断末端同士のライゲーションを行うため
の配列である。従って、パリンドローム配列を認識する制限酵素サイトであれば如何なる
制限酵素サイトを含むものでもよい。好ましくは、目的DNAをなるべく切断しないような
稀な遺伝子配列を認識する制限酵素のサイトを含むものである。アダプター（Ｂ）のＹ部
分に含まれる制限酵素サイトとしては、例えば、以下の EcoRIサイトやPacIサイトが挙げ
られる。
【化１３】

20

【００８９】
アダプター（Ｂ）内のパリンドローム型制限酵素サイトｙ１およびｙ２の切断により生
じた切断末端はいずれも互いに相補的であり、かかる切断末端同士のライゲーションによ

30

り、アダプター（ｂ）部分において同一のまたは異なる固有配列を２つ有する構造が得ら
れる。
【００９０】
また、かかる好ましいアダプター（Ｂ）は、Ｙ部分において同一の制限酵素サイトを２
つ（ｙ１およびｙ２）有するものである。そのため、第二切断工程の後に該２つの制限酵
素サイト間の配列が除去されていない環状DNA分子を、第二切断工程における制限酵素処
理がうまく進まなかった「不完全クローン」として判別および排除できる利点がある（図
７）。
【００９１】
好ましいアダプター（Ｂ）の配列の例を、配列番号３（順方向鎖）および配列番号４（

40

逆方向鎖）に示す。
【００９２】
パリンドローム型制限酵素サイトＸを含むアダプター（Ａ）および上記構造Ｚ１−Ｙ−
Ｚ２−Ａを有するアダプター（Ｂ）を用いる場合、本発明の第一および第三の態様の各工
程は、以下のようになる。
【００９３】
工程１）は、各目的DNA分子の一方の末端に第一段階環状化用アダプター（Ａ）を結合
させ、他方の末端に、第二段階環状化用アダプター（Ｂ）を結合させる工程である（図５
）。
【００９４】
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工程２）は、アダプター（Ａ）に含まれるパリンドローム型制限酵素サイトＸを認識す
る制限酵素（図６中のBamHI）により、工程１）で得られたDNA分子を切断する第一切断工
程である（図６のA1およびB1）。
【００９５】
工程３）は、工程２）で得られたDNA分子の両末端をライゲーションさせて環状化させ
る第一段階環状化工程である（図６のA2およびB2）。
【００９６】
工程４）は、工程３）において、環状化せず直線状となったDNA分子を除去する工程で
ある。
【００９７】

10

工程５）は、アダプター（ｂ）におけるパリンドローム型制限酵素サイトｙ１およびｙ
２を認識する制限酵素（図６中のEcoRI）により、工程３）および工程４）で得られた環

状DNA分子を切断する第二切断工程である（図６のA3およびB3）。
【００９８】
工程６）は、工程５）で得られたDNA分子の両末端をライゲーションさせて環状化させ
る第二段階環状化工程である（図６のA4、B4‑1、B4‑2、B4‑3およびB4‑4）。この工程によ
り、アダプター（ｂ）内に同一のまたは異なる固有配列が２つ含まれる構造が得られる。
【００９９】
本発明の第三の態様に含まれる工程７）は、工程６）で得られた環状DNA分子について
、アダプター（ｂ）部分を配列決定し、含まれる２つの固有配列が同一であるか異なって

20

いるかに基づいて、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみを選別する工程であ
る。工程６）の後においては、複数分子環状DNA（図６のB4‑2、B4‑3およびB4‑4）および
複数分子環状DNAに由来する単分子環状DNA（図６のB4‑1）は、アダプター（ｂ）内におい
て異なる２つの固有配列が並ぶ構造（図６中のc‑b、d‑b、e‑c、d‑a、e‑a、a‑f）を有する
。一方、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNA（図６のA4）は、同一の固有配列が
２つ並ぶ構造（図６中のa‑a）を有することとなる。従って、工程６）で得られた環状DNA
分子の中から、アダプター（ｂ）に含まれる２つの固有配列が同一である分子を選ぶこと
により、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみを解析対象として選別すること
が可能となる。
【０１００】
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また、第二切断工程における制限酵素処理が成功していれば、第二段階環状化工程後の
アダプター（ｂ）部分は１つの制限酵素サイトを挟んで固有配列が２つ並ぶ構造となる。
一方、制限酵素処理が不完全であった場合には、制限酵素サイト間の配列が除去されず、
制限酵素サイトが２つ存在したままの構造となる（図７）。したがって、アダプター（ｂ
）部分の配列決定により、後者の構造のクローンを不完全クローンとして判別し、解析対
象から除外することが可能である。
【０１０１】
固有配列の長さについて
アダプター（ｂ）における固有配列の長さ（上記構造Ｚ１−Ｙ−Ｚ２−ＡまたはＺ１−
Ｙ−Ｚ

２−Ａを有するアダプターにおいては、構造中の「ｎ」）は、特に限定されない
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が、好ましくは１〜４０塩基、より好ましくは４〜１５塩基、さらに好ましくは５〜１０
塩基である。塩基数が多いほど固有配列の種類が増え、第一段階環状化工程において同じ
アダプター（ｂ）部分を有する（即ち、同じ固有配列を有する）異なるDNA分子同士が結
合して複数分子環状DNAを形成する確率は低下する。
【０１０２】
例えば、固有配列の長さが８塩基長であれば、固有配列の種類（アダプター（ｂ）の種
類）は４の８乗＝65536通り存在することとなる。この場合、第二段階環状化工程後の複
数分子環状DNAに由来する単分子環状DNA（例えば図６のB4‑1）が同一の固有配列を２つ有
する確率は、第一段階環状化工程において同じアダプター（ｂ）部分を有する異なるDNA
分子同士が結合して複数分子環状DNAを形成する確率と同一であり、1/65536 x 1/65536 =
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2.3 x 10e‑10 となる。また、第二段階環状化工程後の複数分子環状DNA（例えば図６のB
4‑2、B4‑3およびB4‑4）が、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNA（例えば図６のA
4）と区別できなくなるのは、例えば２分子による環状化であれば、２つのアダプター（
ｂ）部分の双方において同一の固有配列が並ぶ場合である。よって、その確率は 1/65536
の４乗＝ 5.4 x 10e‑20（B4‑2の場合）、1/65536 の３乗＝ 3.6 x 10e‑15（B4‑3の場合
）、または 1/65536 の２乗＝ 2.3 x 10e‑10（B4‑4の場合）となる。なお、メイトペア解
析等において行われるように、アダプター部分とその隣接配列を切り出して、その切り出
した部分だけを配列決定する場合には、図６のB4‑2、B4‑3およびB4‑4のいずれの分子も、
同図のA4の分子と区別できなくなる確率は 1/65536 の２乗＝ 2.3 x 10e‑10となる。
【０１０３】
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これらの確率は既に十分低いと考えられるが、固有配列の長さには特に制限がないため
、長さを９塩基、１０塩基、１１塩基・・・とさらに長くすることにより、複数分子環状
DNAまたはこれに由来する単分子環状DNAが、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNA
であると誤って判別される可能性を限りなく０に近づけることが可能である。
【０１０４】
したがって、固有配列を含むアダプター（ｂ）部分を第二段階環状化工程後に配列決定
することにより、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAであるか、または複数分子
環状DNAもしくはこれに由来する単分子環状DNAであるかを完全に判別することができるこ
ととなる。
【０１０５】

20

本発明の第四の態様について
本発明は、第四の態様として、上記本発明の第一から第三までの態様の方法において用
いられる好適なアダプター（Ｂ）、即ち、下記構造Ｚ１−Ｙ−Ｚ２−ＡまたはＺ１−Ｙ−
Ｚ

２−Ａを有する互いに相補的な二本鎖DNAからなる環状DNA作成用アダプターであって

、該アダプターを用いて作成された環状DNA分子の集団から複数分子環状DNAに由来しない
単分子環状DNAのみを選別することを可能にするためのアダプターを提供する：
【化１４】
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［構造中、
Ａは、パリンドローム型制限酵素サイトＸを含む二本鎖DNAであり；
Ｙは、パリンドローム型制限酵素サイトｙ１およびｙ２を含む二本鎖DNAであり；
ｙ１およびｙ２は同一であり、Ｘとは異なる配列を有し、かつ、Ｘの切断により生じる切
断末端と相補的でない切断末端を生じさせるものであり；
Ｚ１およびＺ２は、アダプターごとに異なる固有配列Ｃ１およびＣ２を含む二本鎖DNA配
列であり、ここで、Ｃ１とＣ２は、互いに逆向きに配向した同一の配列であり；
ｎは１以上４０以下の整数であり；
Ｎ１〜Ｎｎは、それぞれ同一であっても異なっていてもよく、ｄＡＭＰ、ｄＣＭＰ、ｄＧ
ＭＰおよびｄＴＭＰからなる群から選択されるデオキシリボヌクレオチドであり；
Ｎ

１〜Ｎ

ｎは、前記Ｎ１〜Ｎｎに対してそれぞれ下記：
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【表４】

のデオキシリボヌクレオチドであり、ここで、ｋは１〜ｎの整数である］
10
または
【化１５】

20

［構造中、
Ｚ１およびＺ

２は、アダプターごとに異なる固有配列Ｃ１およびＣ

A配列であり、ここで、Ｃ１とＣ

２を含む二本鎖DN

２は、同一方向に配向した同一の配列であり；

Ａ、Ｘ、Ｙ、ｙ１、ｙ２、ｎ、Ｎ１〜Ｎｎ、Ｎ

１〜Ｎ

ｎ、およびｋの定義は、上記の

構造Ｚ１−Ｙ−Ｚ２−Ａにおけるものと同一である]。
【０１０６】
上記Ｚ１−Ｙ−Ｚ２−ＡおよびＺ１−Ｙ−Ｚ

２−Ａいずれの構造においても、ｎは１

〜４０であり、好ましくは、ｎは４〜１５であり、さらに好ましくは、ｎは５〜１０であ
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る。ただし、ｎが４０を超えても本発明の方法を実施することができる。
【０１０７】
上記第一および第三の態様と同様に、本発明の第四の態様において、Ａ部分に含まれる
制限酵素サイトＸとしては、例えば、BamHIサイト、NotIサイト、BclIサイト等が挙げら
れ、Ｙ部分に含まれる制限酵素サイトｙ１およびｙ２としては、例えば、EcoRIサイトやP
acIサイトが挙げられる。
【０１０８】
アダプター（ｂ）の作成方法について
上記第四の態様のアダプターにおける構造Ｚ１−Ｙ−Ｚ２またはＺ１−Ｙ−Ｚ

２に代

表され、上記本発明の第一から第三までの態様において好適に使用される、同一の固有配
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列を２つ有するアダプター（ｂ）は、例えば、ヘアピン構造を有する核酸を用い、ポリメ
ラーゼ伸長、ニック作成、ポリメラーゼ伸長という３段階の反応を行うことにより作成す
ることができる（図８）。しかし、作成方法はこれに限定されず、例えば配列合成等によ
って所望のアダプター（ｂ）を作成することも可能である。
【０１０９】
本発明の第五の態様について
本発明は、第五の態様として、上記本発明の第一から第三までの態様の方法において用
いられる好適なアダプター（Ａ）およびアダプター（Ｂ）を含む環状DNA作成用キットで
あって、該キットを用いて作成された環状DNA分子の集団から複数分子環状DNAに由来しな
い単分子環状DNAのみを選別することを可能にするキットを提供する。即ち、上記第四の
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態様に記載の制限酵素サイトＸと同一の制限酵素サイトを含む二本鎖DNAからなるアダプ
ター（Ａ）と、上記第四の態様に記載のアダプター（Ｂ）とを含む、環状DNA作成用キッ
トを提供する。
【０１１０】
本発明のかかる環状DNA作成用キットは、アダプター（Ａ）およびアダプター（Ｂ）を
含み、これらを目的DNA分子の両末端に結合させ、本発明の第一または第三の態様による
二段階環状化方法を行うことにより、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAと、複
数分子環状DNAおよび複数分子環状DNAに由来する単分子環状DNAとを判別することを可能
にする特定の構造を有する環状DNAを得ること、および複数分子環状DNAに由来しない単分
子環状DNAのみを選別することを可能にするものである。

10

【０１１１】
本発明の第六の態様について
本発明の第六の態様は、本発明の第一から第三までのいずれかの態様の二段階環状化方
法を用いる、ｃＤＮＡライブラリーの作成方法である。
本発明の第一の態様による方法を直鎖状ｃＤＮＡからなるライブラリーに適用すること
により、ライブラリーのメンバーについてアダプター（ｂ）部分の配列を配列決定するこ
とによって複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAであるメンバーのみを選別するこ
とが可能なｃＤＮＡライブラリーを作成することができる。従って、例えばかかるｃＤＮ
Ａライブラリーを用いて遺伝子解析を行う場合、該ライブラリーについて網羅的に配列解
読を行った後、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのデータのみを解析対象とし

20

て選別することができる。
【０１１２】
また、本発明の第二または第三の態様による方法を直鎖状ｃＤＮＡからなるライブラリ
ーに適用することにより、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみからなるｃＤ
ＮＡライブラリーを作成することができる。
【０１１３】
本発明の第七の態様について
本発明の第七の態様は、以下の工程を含む、環状DNA分子をメイトペア法に供すること
により遺伝子を同定する方法である：
１）本発明の第一の態様の方法によって作成された環状DNA分子の集団、本発明の第二の
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態様の方法によって作成された複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAまたは本発明
の第三の態様の方法によって選別された複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAにお
ける、アダプター（Ｂ）の両側に隣接するそれぞれ１５塩基以上６００塩基以下の塩基配
列を解読する工程、ここで、本発明の第一の態様の方法によって作成された環状DNA分子
の集団を用いる場合には、当該工程の前に、当該工程と同時に、または当該工程の後に、
アダプター（ｂ）部分の配列を配列決定することにより複数分子環状DNAに由来しない単
分子環状DNAのみを選別する工程をさらに含む；および、
２）工程１）で解読した塩基配列を既知の遺伝子の両末端の配列と比較することにより、
該複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAに含まれる遺伝子を同定する工程。
【０１１４】
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本発明の第七の態様の方法の、工程１）は、本発明の第一から第三までの態様による方
法を用いて得られた環状DNA分子における、アダプター（Ｂ）の両側に隣接するそれぞれ
１５塩基以上６００塩基以下の塩基配列を解読する工程である。好ましくは、解読する塩
基配列は、１５〜１００塩基、さらに好ましくは２５〜３５塩基である。ただし、６００
塩基以上を解読しても本発明の方法を実施することができる。塩基配列の解読は当業者に
周知の方法、例えばシークエンサーを用いて解読することができる。
【０１１５】
当該工程１）において、「当該工程と同時に」アダプター（ｂ）部分の配列を配列決定
する場合とは、例えば、アダプター（Ｂ）の両側に隣接する塩基配列を解読するシークエ
ンシング反応において、当該隣接する塩基配列の外側からアダプター（Ｂ）へ向かって配
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列を読み始め、そのままアダプター（Ｂ）内部へ読み進めてアダプター（ｂ）部分の配列
まで同時に配列決定する場合である。
あるいは、同じサンプルを、アダプター（Ｂ）の外側の配列解読用およびアダプター（
ｂ）部分の配列解読用として複数に分け、これらを同時にシークエンシング反応に供試し
てそれぞれ配列データを取得する場合も挙げられる。
いずれにおいても、アダプター（ｂ）部分における２つの固有配列が同一であるサンプ
ル（即ち、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNA）のデータのみを解析対象として
選別することができる。
【０１１６】
本発明の第七の態様の方法の、工程２）は、解読した塩基配列を既知の遺伝子の両末端
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の配列と比較することにより、環状DNA分子に含まれる遺伝子を同定する工程である。目
的DNA分子の両末端配列に対応する、解読した塩基配列が、既知の遺伝子の両末端配列と
同一であることが確認されれば、目的DNA分子は、当該既知の遺伝子であると同定される
。
【０１１７】
本発明の第八の態様について
本発明の第八の態様は、以下の工程を含む、環状DNA分子をメイトペア法に供すること
により融合遺伝子を検出する方法である：
１）本発明の第一の態様の方法によって作成された環状DNA分子の集団、本発明の第二の
態様の方法によって作成された複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAまたは本発明
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の第三の態様の方法によって選別された複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAにお
ける、アダプター（Ｂ）の両側に隣接するそれぞれ１５塩基以上６００塩基以下の塩基配
列を解読する工程、ここで、本発明の第一の態様の方法によって作成された環状DNA分子
の集団を用いる場合には、当該工程の前に、当該工程と同時に、または当該工程の後に、
アダプター（ｂ）部分の配列を配列決定することにより複数分子環状DNAに由来しない単
分子環状DNAのみを選別する工程をさらに含む；および、
２）工程１）で解読した塩基配列を既知の遺伝子の両末端の配列と比較する工程、ここで
、両末端の遺伝子が既知の相異なる遺伝子に対応する場合、該複数分子環状DNAに由来し
ない単分子環状DNAに含まれる遺伝子は融合遺伝子であると同定される。
【０１１８】
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本発明の第八の態様の方法の、工程１）は、本発明の第一から第三までの態様による方
法を用いて得られた環状DNA分子における、アダプター（Ｂ）の両側に隣接するそれぞれ
１５塩基以上６００塩基以下の塩基配列を解読する工程である。好ましくは、解読する塩
基配列は、１５〜１００塩基、さらに好ましくは２５〜３５塩基である。ただし、６００
塩基以上を解読しても本発明の方法を実施することができる。塩基配列の解読は当業者に
周知の方法、例えばシークエンサーを用いて解読することができる。
当該工程１）において、「当該工程と同時に」アダプター（ｂ）部分の配列を配列決定
する場合については、上記第七の態様と同様である。
【０１１９】
本発明の第八の態様の方法の、工程２）は、解読した塩基配列を既知の遺伝子の両末端
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の配列と比較する工程である。ここで、両末端の遺伝子が既知の相異なる遺伝子に対応す
る場合、環状DNA分子に含まれる遺伝子は融合遺伝子であると同定される。即ち、目的DNA
分子の両末端配列に対応する、解読した塩基配列の一方の末端に対応する部分が、既知の
遺伝子の片側末端と同一であり、他方の末端に対応する部分が、別の既知の遺伝子の片側
末端と同一であれば、目的DNA分子は、２つの既知の遺伝子からなる融合遺伝子であると
同定される。
【０１２０】
例えば、アダプター（Ｂ）の両側に隣接する両側の配列が、既知融合遺伝子の両側の末
端に対応する場合、目的DNAは既知融合遺伝子であると検出される。既知融合遺伝子の発
現と疾患との関係が知られている場合、かかる方法により検出された融合遺伝子をマーカ
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ーとして用いることにより、該融合遺伝子の発現を特徴とする疾患を検出することが可能
である。
【０１２１】
また例えば、アダプター（Ｂ）の両側に隣接する配列が、相異なる遺伝子の末端配列に
対応し、かつ既知融合遺伝子の両側の末端には対応しない場合、環状DNA分子に含まれる
遺伝子は新規融合遺伝子であると同定される。かかる方法により検出された新規融合遺伝
子は創薬スクリーニングにおいて使用することができる。
【実施例】
【０１２２】
以下において、目的DNA分子の両端（目的DNA分子の左端、右端）にアダプターを結合さ

10

せる具体的方法について説明する。
【０１２３】
実施例１：mRNAから合成したcDNAを用いる融合遺伝子発見への本発明の方法の応用
mRNAからcDNAライブラリーを合成する場合、現在使用されている最も一般的な方法（Cl
ontech SMART cDNA method) では、図９のようにmRNAの3

末端のpolyAサイトに相補的な

polyT配列を有するオリゴヌクレオチド （１）を用いて、まず相補鎖DNAを逆転写酵素で
合成する。合成終了時にmRNAの5

末端において図９のように特定オリゴヌクレオチド配

列 （２）が取り込まれる。次にこの特定配列へ相補的なオリゴヌクレオチドからDNA合成
を行うこと、あるいはPCRにより、cDNAライブラリーが作成される。
20

【０１２４】
cDNA合成の際に同時に本発明のアダプターを組み込む場合
この場合、mRNAの3

末端のpolyAサイトに相補的なpolyT配列を有するオリゴヌクレオ

チド（１）配列にアダプター（Ｂ）を導入しておき、オリゴヌクレオチド（２）配列にア
ダプター（Ａ）を付加しておく。これにより、cDNAライブラリーが合成されたときには、
自動的に本発明の基本形の構造になっており、右端左端に新たな配列を結合させる必要も
なく、そのまま次のステップへ進むことができる（図９）。この方法で、さらにcDNAライ
ブラリーをPCR増幅する際に、そのまま増幅したのではある特定の固有配列が増幅されて
しまう。そこで、固有配列の多様性を維持するため、例えば、上流プライマーとして5
リン酸基付加プライマーを使用し、下流プライマーには固有配列を含むプライマーを用い
て増幅し、PCR後にリン酸基プライマーを取り込んだ側のストランドをλエキソヌクレア
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ーゼで分解し、再度上流プライマーからプライマー伸長を行い、固有配列による多様性を
維持したcDNAライブラリーを完成させる、等の手続きを行う。但し、アダプター結合法で
あればこの過程は必要なく、ライブラリーの断片化などの修飾を行った上で本発明のアダ
プターを導入するためには、次のアダプター結合法を行う。
【０１２５】
通常のcDNA合成の後に本発明のアダプターを組み込む場合
cDNAライブラリーを作成した場合、図９の（３）のように3

末端、5

末端にそれぞれ

制限酵素サイトを導入しておくことができる。この場合の制限酵素サイトとしては通常の
パリンドローム型制限酵素サイトを使用することも、末端を区別するためにノン・パリン
ドローム型制限酵素サイトを使用することも可能である。また、アダプター結合を確実に
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するため、平滑末端ではなくA突出塩基を有する末端へアダプターを結合することも可能
である。ライブラリーの修飾を行った上に本発明のアダプターを導入するためにはこちら
の方法が望ましい。
【０１２６】
実施例２： ゲノムのメイトペア法解析への本発明の方法の応用
ゲノムを対象とする場合はcDNAライブラリーとは状況が異なる。ゲノム断片は、cDNAと
異なりDNA断片の左右を区別することができない。従って図１０のように左端のアダプタ
ー、右端のアダプターを双方結合させて、双方のアダプターが適切に結合したもの、即ち
図１０の( a ) のみを、PCR法や修飾リンカーを用いる方法、あるいは両端の制限酵素サ
イトＸとしてノン・パリンドローム配列を用いることや、N領域を含む制限酵素（BstXI等
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）を用いて同一部位に制限酵素サイトを複数設置する方法等によって選択してゆくことが
できる。
【０１２７】
例えば、PCR法であれば、どちらかのリンカー（アダプター）領域に対するプライマー
を用いて検出することが可能であり、修飾リンカー（アダプター）を用いる方法であれば
、例えば左端リンカーをビオチン修飾、右端リンカーをDIG（ジゴキシゲニン）修飾して
おき、ストレプトアビジンによるビオチン修飾リンカーのポジティブ選択および抗DIG抗
体によるDIG修飾リンカーのポジティブ選択を行うことにより、左端リンカーおよび右端
リンカー両方を有する断片を濃縮することができる。用いる修飾はビオチンやDIGに限ら
れず、左端リンカーと右端リンカーが異なる修飾をされていればよい。ノンパリンドロー
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ム配列の制限酵素サイトを用いる場合については、以下において詳述する。
【０１２８】
アダプター（Ａ）と（Ｂ）をDNA分子の両末端にそれぞれ付加することについて
基本的に、以下のような手法をとることによりアダプター（Ａ）と（Ｂ）をDNA分子の
両末端にそれぞれ付加する。第一に、目的DNA分子数に応じて、ある程度の濃度を決定し
た複数のDNA群に、先ず、アダプター（Ａ）を結合させる。この場合、アダプター（Ａ）
の添加量は存在する対象DNA分子量よりも少なめとする。ただし、量論的には、対象DNA分
子数と同数であっても、あるいは、DNA断片に一塩基突出を酵素的に作成し、相補的なア
ダプターを結合させてもよく、この場合は特にアダプターの濃度は過剰であっても構わな
い。これにより、アダプター（Ａ）をDNA分子の末端に結合させる。次いで、アダプター

20

（Ｂ）を結合させる。
【０１２９】
本発明においては、図１０の（ａ）に記載のように、一方の末端にアダプター（Ａ）、
他方の末端にアダプター（Ｂ）が結合した分子を作成する必要がある。ここで、図１０の
（ｂ）や（ｃ）に記載のように、アダプター（Ａ）のみ結合したDNA分子（図１０の（ｂ
））およびアダプター（Ｂ）のみが結合したDNA分子（図１０の（ｃ））は排除する必要
がある。以下、その方法について説明する。
【０１３０】
・アダプター（Ａ）の制限酵素サイトＸにノン・パリンドローム配列を使う場合
例えば、アダプター（Ａ）として、切断末端Ｗ１を生じさせるアダプター"Ａ１"を用い

30

、アダプター（Ｂ）に含まれるアダプター（Ａ）として、切断末端Ｗ２を生じさせるアダ
プター"Ａ２"を用いる。ここで、切断末端Ｗ１とＷ２が相補的である一方、Ｗ１同士およ
びＷ２同士は相補的でない、即ち、アダプター"Ａ１"と"Ａ２"の間でのみライゲーション
が可能なように配列を設計または選択する。
【０１３１】
図１０の(ａ)タイプの分子の場合、第一段階環状化、第二切断、第二段階環状化が問題
なく行われ、問題なく目的の環状化DNAが作成される。一方、図１０の(ｂ)タイプ（両端
が"Ａ１"）および(ｃ)タイプ（両端が"Ａ２"）の分子の場合、単独では環状化できないた
め、第一段階環状化工程後に直線状分子として除去される。
【０１３２】

40

また、(ａ)タイプの分子（一方の端が"Ａ１"、他方が"Ａ２"）と(ｂ)タイプの分子の間
、および(ａ)タイプの分子と(ｃ)タイプの分子の間でも、一方の末端が結合できず、第一
段階環状化ができないため、やはり直線状分子として除去される。
【０１３３】
(ｂ)タイプの分子と(ｃ)タイプの分子の間では、第一段階環状化が可能であり、複数分
子環状化DNAが形成される。しかし、後述する通り、第二切断工程により分離した当該(ｂ
)タイプの分子と(ｃ)タイプの分子とが再結合する確率は実質的に０であり、かつ、第二
切断工程により分離した(ｂ)タイプの分子および(ｃ)タイプの分子がそれぞれ自己環状化
した単分子DNAについては、異なる固有配列が２つ並ぶ構造を有することとなるため、こ
れを判別および排除することが可能である。
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【０１３４】
・アダプター（Ａ）の制限酵素サイトＸにパリンドローム配列を使う場合
図１０の(ａ) タイプの分子の場合、第一段階環状化、第二切断、第二段階環状化が問
題なく行われ、問題なく目的の環状化DNAが作成される。一方、図１０の(ｂ)タイプの分
子の場合、単独で第一段階環状化が可能であるが、アダプター（ｂ）部分を有さないため
、第二切断が行われずに環状DNAのまま残ってしまい、排除することができない。これを
防ぐ方法例として、下記の「BstXI法」がある。
【０１３５】
また、図１０の(ｃ)タイプの分子の場合、単独で第一段階環状化が可能である。しかし
、第二切断および第二段階環状化工程を経ると、異なる固有配列が２つ並ぶ構造を有する
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こととなるため、これを判別および排除することが可能である。
【０１３６】
(ａ)タイプの分子と(ｂ)タイプの分子の間で第一段階環状化が起こった場合、その構造
から、第二段階環状化後も複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAと区別することが
できない。しかし、アダプター（Ｂ）に含まれないアダプター（Ａ）同士の結合部位を含
んでいるため、例えば下記の「BstXI法」を用いて直線状分子とすることにより、排除す
ることができる。
【０１３７】
(ａ)タイプの分子と(ｃ)タイプの分子の間で第一段階環状化が起こった場合、第二切断
により３つの直線状分子が生じるが、これらが元通りに再結合する確率は実質的に０であ
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り、また、これら直線状分子が第二段階環状化工程においてそれぞれ自己環状化して生じ
る環状DNAはいずれも、異なる固有配列が２つ並んだ構造を有することとなる。したがっ
て、これらを判別および排除することが可能である。
【０１３８】
(ｂ)タイプの分子と(ｃ)タイプの分子の間では、第一段階環状化が可能であり、複数分
子環状化DNAが形成される。しかし、後述する通り、第二切断工程により分離した当該(ｂ
)タイプの分子と(ｃ)タイプの分子とが再結合する確率は実質的に０であり、かつ、第二
切断工程により分離した(ｂ)タイプの分子および(ｃ)タイプの分子がそれぞれ自己環状化
した単分子DNAについては、異なる固有配列が２つ並ぶ構造を有することとなるため、こ
れを判別および排除することが可能である。
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【０１３９】
・BstXI法について
両端にアダプター（Ａ）が付加された場合、第一段階でライゲーションされるが、第二
段階の開裂が起きないため、このままでは環状のまま留まってしまう。この問題を解決す
る方法として、アダプター（Ａ）の制限酵素サイトを含む外側に、例えば BstXI を仕込
むことが挙げられる。つまり、下記制限酵素サイトBstXI部位において、CCANNNNNNTGGを
、例えば、 CCAGGATCCTGG となるようにBamHIサイトを組み込む。
【化１６】
40

【０１４０】
即ち、この方法では、アダプター（Ａ）ならびにアダプター（Ｂ）に含まれるアダプタ
ー（Ａ）の制限酵素サイトを例えばBamHIサイトとする。そして、アダプター（Ａ）につ
いてのみ、BamHIサイトの外側の配列を、例えば、BstXIの認識配列とする。つまり、アダ
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プター（Ａ）の配列をCCAGGATCCTGGとする。一方、アダプター（Ｂ）に含まれるアダプタ
ー（Ａ）には、BamHIサイトを含めるが、BstXIの認識配列は組み込まず、BstXIでは切断
されないようにする。こうるすことにより、もしアダプター（Ａ）のみが両端に結合し、
それ同士が会合した場合、BstXIで切断することで、環状化を開き、排除することができ
る。もちろんアダプター（Ａ）および（Ｂ）が結合した場合にはアダプター（Ｂ）にはBs
tXIの認識配列がないため、BstXIでは開裂されない。
【０１４１】
以上のような方法により、cDNAとは異なり上流・下流を区別できないゲノムDNA断片で
あっても本発明の方法を用いて複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAを作成および
／または選別することが可能であり、メイトペア解析の精度を著しく向上させることがで
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きる。
【０１４２】
実施例３：複数分子環状DNAにおいて同じDNA分子同士が再結合する可能性について
第二切断工程により分離したDNA分子同士が再び会合する可能性は確率論的に十分無視
できるが、その根拠を以下に説明する。
第二切断工程により複数分子環状DNAが切断されて生じた一のDNA分子が、切断前に結合
していた相手DNA分子と再び会合する可能性を確率論的に推定するため、（１）DNA分子の
体積と反応溶液量（体積）で推定する場合と、（２）反応溶液中の分子数から推定する場
合に分けて可能性を概算する。
【０１４３】

20

（１）DNA分子の体積と反応溶液量（体積）で推定する場合
まずDNA１分子を球状として体積を推定し、反応系で一度分離された分子同士が互いに
球体として溶液中で会合する可能性を概算する。
一塩基の長さ：0.34 nm (0.34 x 10e‑9 m = 3.4 x 10e‑8 mm)
3kbp (3000 bp) のプラスミドの長さ：1 x 10e‑4 mm
球体として占めると推定した体積は：4/3 x 3.14 x (1 x 10e‑4) x (1 x 10e‑4) x (1
x 10e‑4) mm3 = 4 x 10e‑12 mm3
一分子の体積を 4 x 10e‑12 mm3と仮定すると 100 μL中には球体として：100 mm3 / 4
x 10e‑12 mm3 = 2.5 x 10e13 個分の体積が存在することとなる。
従って、均一であるとすると、ある球体に相補的とされる同等な球体が会合する可能性
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は、(1 / (2.5 x 10e13)) = 4 x 10e‑14と極めて小さい。
【０１４４】
（２）反応溶液中の分子数から推定する場合
一方、分子数を計算すると、
3kbpのプラスミドの分子量は：625 x 3000 = 1.8 x 10e6
１モルのプラスミド質量は：1 mol = 1.8 x 10e6 g = 1.8 x 10e12 μg
3 μgのプラスミドのモル数は：3 μg / (1.8 x 10e12) μg = 3/1.8 x 10e‑12 mol =
1.6 x 10e‑12 mol
アボガドロ数を 6 x 10e23 とすると、3μgのプラスミドの分子数は、1.6 x 10e‑12 x
6 x 10e23 = 1.6 x 6 x 10e11 = 1 x 10e12 個となる。

40

従って、例えば 100μLの反応系中に 3μgのプラスミドが存在する場合、第二切断工程
において分離した一方の分子が、他方の（即ち、同一の固有配列を有する）分子と再度会
合する可能性は、1 / ((1 x 10e12) ‑1) = 1 x 10e‑12 と極めて低い。
【０１４５】
従ってこれらの概算から、複数のDNAが環状形成した後に分離した場合に、分離前と同
じDNA同士で再結合する可能性は極めて低く、十分に無視できると結論できる。
【産業上の利用可能性】
【０１４６】
本発明のアダプターおよび方法を用いることにより、遺伝子解析の精度が劇的に改善さ
れる。具体的には、本発明のアダプターおよび方法を用いることにより、複数分子環状DN
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Aに由来しない単分子環状DNAと、複数分子環状DNAおよび複数分子環状DNAに由来する単分
子環状DNAとを完全に判別することが可能となり、ほぼ１００％の確率で、複数分子環状D
NAに由来しない単分子環状DNAのみを選別することができる。その結果、従来にない高精
度のメイトペア解析が可能となり、ゲノム解析に極めて有用なツールが提供される。特に
、本発明の方法をcDNAライブラリーの作成に応用することで、新規の融合遺伝子が高い可
能性で発見される可能性がある。すなわち、メイトペア解析において問題となる複数分子
環状DNAを配列解析の段階で排除し、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNAのみを
選別することにより、新たな診断ツール・方法が開発可能となる。
【０１４７】
本発明によると、DNAの環状化において、複数分子環状DNAに由来しない単分子環状DNA
のみを選別する方法が提供される。これにより、メイトペア解析などの遺伝子解析におけ
るコンタミネーションの問題が解決され、高精度の解析が可能となる。また、本発明の方
法を融合遺伝子の検出・解析に適用することにより、高精度の融合遺伝子の解析が可能と
なり、有効な診断ツールを提供することができる。

【図１】

【図２】

10

(38)
【図３】

【図４】

【図５】

【図７】

【図６】

JP WO2013/031700 A1 2013.3.7

(39)
【図８】

【図１０】

【図９】

JP WO2013/031700 A1 2013.3.7

(40)
【配列表】
2013031700000001.app

JP WO2013/031700 A1 2013.3.7

(41)

JP WO2013/031700 A1 2013.3.7

【国際調査報告】

10

20

30

40

(42)

JP WO2013/031700 A1 2013.3.7

10

20

30

40

(43)

JP WO2013/031700 A1 2013.3.7

10

20

30

40

(44)

JP WO2013/031700 A1 2013.3.7

10

20

30

40

(45)

JP WO2013/031700 A1 2013.3.7

フロントページの続き
(81)指定国

AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T

M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,
UZ,VC,VN
10
(72)発明者 小澤 秀俊
福岡県久留米市旭町６７番地 久留米大学内
(72)発明者 長藤 宏司
福岡県久留米市旭町６７番地 久留米大学内
(72)発明者 岡村 孝
福岡県久留米市旭町６７番地 久留米大学内
Ｆターム(参考) 4B024 AA11 CA01 CA04 CA09 CA11 CA20 HA09 HA11
4B063 QA01 QA13 QA18 QQ42 QQ52 QR32 QR35 QR55 QR62 QS25
QS32 QX01
20
（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

