
 

図２． 作製した大容量サーマル

サイクラー1号機 

 

図１．従来のサーマルサイクラー

は、0.2 mL程度のチューブを用い

て、10 µL～50 µLで行う。 
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１．はじめに 

遺伝子DNAを生産するには、大腸菌プラスミドDNAを大腸菌内で増幅させる方法が一般的であ

る。もう一方で、極少量のDNAから耐熱性DNA合成酵素を利用して繰り返し反応させるPCR法

があるが、温度制御の精密さを必要とするサーマルサイクラー装置（精密な温度制御と迅速な温

度変化でポリメラーゼ連鎖反応PCRを行う装置）は、少量のDNA合成用（10µL~50µL）しか開

発されていない（図１）。したがって、現在まで、1 mLを

越えるような大容量PCRの報告もほとんどない。 

一方で、2006 年に「RNA 干渉」でアメリカのアンドリ

ュー・ファイアーとクレイグ・メローがノーベル生理学・

医学賞を受賞して以降、核酸医薬の研究開発が進んでおり、

核酸医薬は「後天的免疫不全によるサイトメガロウイルス

性網膜炎症治療薬」、「家族性コレステロール血症治療薬」、

「筋ジストロフィー」、「脊髄性筋委縮症」、「家族性アミロ

イドポリニューロパチー」、「B型肝炎」、および、「加齢黄

斑変性症」など近年相次いで承認されたものも多い。した

がって核酸（DNA、RNA）医薬の発展は各方面で予測され

ているところである。最近、アステラス製薬はスギ花粉症

とピーナッツアレルギー用のDNA ワクチンの開発に着手し、開発中であることが報道された。

このように、核酸を利用した医薬品開発が活発に行われている。 

また、農業、漁業、畜産等においても遺伝子操作の改良による植物、動物、魚などの改変がで

きるようになってきたが、材料のDNAは、いまだに手間のかかる大腸菌を利用した生産法に頼っ

ており、簡単に大容量のDNA合成ができる方法が求められている。 

我々は、山口県の食品加工機器メーカーである㈱ヤナギ

ヤと共同で、大容量サーマルサイクラーの開発を行い、1

～10 mLのDNA合成ができる画期的ともいえる大容量サ

ーマルサイクラーを開発し（図２）、その基本原理の特許出

願を行った。 

本研究開発を申請したのは、その装置をさらに大容量化

し、他に先駆けて工業レベルの DNA 生産装置を開発し、

市場へ DNA を供給できる体制を作りたいと考えたからで

ある。 

 

２．概要 

極少量の試料からDNAを数時間で増幅できるPCR 法は、

遺伝子を扱う企業や大学において、必要不可欠の技術とな

っている。しかし、PCR 法は、20 µL 程度の少量でしか合

成できなかった。そこで、本研究では、DNA 生産の工業化

に必要な100 mL～1 L程度の合成が可能になる大容量サー

マルサイクラーの開発を目指す。 

 

３.研究成果および今後の課題 



 

図４. 実際の装置の内部 

 
図５. 1号機のDNA合成能力 
0.5 mLと2 mLの大容量合成の結果を現在の市販サ

ーマルサイクラーの10 µｌ反応と比較した。DNAバンド

の濃さが同一なので、DNA合成能力は少容量反応と

同じレベルとなっている。 

①従来のサーマルサイクラー 

従来のサーマルサイクラーは、ペルチ

ェ方式の温度制御用熱素子を用い、下側

からのみ温度制御を行い、小さなプラス

チックチューブを差し込んで反応を行

う（図１）。通常の反応では、98℃で10

秒→50℃で30秒→68℃で3分の1サイク

ルを30～40サイクル程度繰り返す。1サ

イクルごとにDNAが倍加するので、30

サイクルでも数億倍（230）のDNA増幅

が起こり、高濃度のDNAが合成できる。

しかし、温度制御をスピーディーに行わなければ

ならないので、チューブあたり10 µL程度からせ

いぜい50 µL程度までの容量が反応の限界となっ

ている。実際にチューブに100 µL入れただけでも

温度制御が難しくDNA合成はできなくなり、従

来の装置では、大容量製造は難しい。 

②新規な大容量サーマルサイクラー 

我々の大容量サーマルサイクラーは、温度制御

用熱素子を上下に配置し、アルミ板で反応液を挟

む方法である（図３）。反応容器は、耐熱性プラ

スチックバックを用い、四角い薄いバックの中に

反応液を入れて、シーラーによってプラスチック

バックを封入する。したがって、実際の反応は、

数ミリ以下の厚さの液量に対して上下からの温

度制御ができるので、今までのサーマルサイクラ

ーよりも格段に温度制御が精密にできるような

構造となっている（図４）。 

③大容量サーマルサイクラー１号機 

作製した1号機は熱素子アルミ板サイズが45 

mm x 45 mmである（図２）。500 µLから5 mL

程度までは10 µL程度と全く同じ性能を示した

（図５）。しかし、10 mLになると、反応液が所

定の温度にならず合成量が低下した。これが1号

機の限界となることがわかった。 

④大容量サーマルサイクラー２号機の開発       

 本研究開発では、工業レベルの合成へ向けて、

従来の１号機の温度制御熱素子（ペルチェ）のサ

イズを大きくすることにした。そこで、新たに

100Vのコンセントから利用できる電源コントロ

ーラーを設計し、200 mm x 100 mmの面積を温

度制御するサンドイッチ型サーマルサイクラー

を製作した（図６）。計算では、これにより50 mL

のDNA合成が可能となる。 

⑤200 mm x 100 mmペルチェの能力 

 ２号機の温度コントロールを98℃、60℃、68℃で設定し、サイクルを開始したところ、驚いた

 

図３．大容量サーマルサイクラーのアイデア 



 
図６. 1号機のペルチェサイズを大容量化した２号機。 

 

図７．200 mm x 100 mm サイズの温度変化 

ことに、１サイクルに要する時間が、

設定ではトータル3分半のところが、

16分もかかってしまった（図７）。大型

化したとたんに、温度上昇と下降に著

しく時間がかかることがわかった。こ

れまで、PCRが大容量化できなかった

理由が、この温度上昇と下降に時間が

かかることであったのを再認識した。

したがって、このサイズのアルミ板で

は、全くDNA増幅はできないと考えら

れた。 

⑥理想の温度変化を示すアルミサイズ

の検討 

 通常の小容量のPCR装置では、温度

制御が3℃/secが達成されているので、目標をこの程度にした場合は、116 mm x 40 mmの小さな

面積でのアルミ板を利用すると、加熱時で3.2℃/sec、冷却時で2.7℃/secが達成できた。一方、こ

れより大きくした場合は、160 mm x 70 mmのアルミ板を利用すると、加熱時2.3℃/sec、冷却時

1.5℃/secとなった。大容量化した場合には、冷却時に問題が起こる。 

 通常の小容量PCR装置を利用して、上昇下降温度速度を１℃/secにしてもPCR合成は成功した

ので、本研究では、160 mm x 70 mmでテストすることにした。このサイズの場合、1 mm厚のプ

ラスチックバックで、11.2 mL, 5 mm厚で、56 mLのサイズが反応液となる。 

⑦160 mm x 70 mmでのPCR反応テスト 

 160 mm x 70 mmでのPCR反応を行ったところ、3 mL（厚さ0.27 mm）では問題なくPCR合成

反応に成功した。そこで、10倍容量の

30 mL（厚さ2.7 mm）で行ってみたと

ころ、DNAは全く合成できなかった。

30 mLの反応液を挟んで反応させるこ

とで、バックを挟んでいないときに比

べると温度上昇と下降のスピードが落

ちた。したがって、現在の機種では、

数mLの反応が限界であることが示唆

された。 

 今後は、２号機の温度サイクル設定

を変更し、できるだけ短時間での温度

変化を目指す。一方で、今回の100V電

源では、容量に限界が見えてきた。そ

こで、200Vへの電源の見直しも視野に

入れて、さらなる大容量化を目指す。 

 

４．おわりに 

 大容量 PCR１号機において、5 mL

程度の PCR が成功したことから、容易

に大容量化が可能だと想像していた。

しかし、大型の２号機を製作してみる

と、ペルチェ型の大容量 PCR には、あ

る程度の限界があることがわかった。



この結果から、さらなる大容量化には、ペルチェ型以外の温度制御も考える必要があることがわ

かった。 

一方で、30 mL から 100 mL 程度の PCR を行うためには、反応に用いる酵素である耐熱性 DNA

ポリメラーゼの準備も重要である。市販の耐熱性 DNA ポリメラーゼは非常に高価で、100 mL の

反応を市販の酵素で行った場合は、30 万円以上の酵素コストとなる。本研究の過程で、大腸菌で

のポリメラーゼに生産に加えて、酵母菌でも生産ができるようになった。さらに、ポリメラーゼ

の精製も可能となり、大容量 PCR に用いる試薬の準備を整えることができた。 

 

５．本研究の今後の計画 

 本研究会の検討課題に、大容量 PCR で合成した DNA の利用使途があるのかどうかの問題が指

摘されていた。そこで、まず、アステラス製薬と、DNA ワクチン製造に対応するような PCR 合

成 DNA が必要かどうかを相談した。その結果、今まで大腸菌でのプラスミド DNA でしか製造が

考えられなかった製造方法に、全く予想しなかった PCR 合成の方法が検討できるようになれば、

下記のメリットがあることがわかった。 

１）大腸菌プラスミド DNA には、大腸菌で増やす複製起点や薬剤耐性遺伝子を含んでいるが、

ワクチンには不必要な DNA 配列である。PCR 合成 DNA には、このような不必要な配列を含む

必要がないので安全性が高い。 

２）大腸菌プラスミドは大腸菌を破砕して抽出するので、大腸菌成分がどうしても含まれる。

そのため、精製プロセスにおいて時間とコストがかかっている。しかし、PCR 合成 DNA は、酵

素反応なので、もともと純粋な DNA を合成しており、精製過程をシンプルにでき、低コスト化

がのぞめる。 

以上のように、DNA ワクチン開発にも充分対応できるのが大容量 PCR 装置であることが理解

されたので、今後も製薬企業に紹介すべき技術であることが理解できた。 

また、他にも、いくつかの使途に可能性が出てきたので、今後は、安定製造が可能、かつ、大

型化した PCR 装置を開発し、DNA の製造という新しい分野を切り開くつもりである。合成した

DNA の供給ができれば、今まで達成できなかった大量合成 DNA による遺伝子操作や、大量合成

DNA による核酸医薬分野の発展が期待される。大容量サーマルサイクラーの販売、及び、大容量

合成 DNA の受託供給事業を始めたい。 
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