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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　等電点電気泳動により溶液から少なくとも１つの荷電した、および／又は少なくとも１
つの中性の被分析物を電気泳動的に分離し精製するための装置であって、前記装置は：
　（ａ）化学バッファー手段（２）から構成される（composed of）少なくとも一つの壁
部を有する、一連の少なくとも２つの区画（compartments）（１）であって；該化学バッ
ファー手段（２）は、前記少なくとも２つの区画（１）と、一連の個々の区画において、
前記被分析物溶液に接触するその部分で、ｐＨ勾配または固定されたｐＨを定める前記化
学バッファー手段（２）とを連結する非対流（non-convective）液体接続を形成するもの
と、
　（ｂ）１つ区画から別の（another）区画（１）への経路を許す（allowing）前記少な
くとも２つの区画の間の薄い流体結合層（３）であって；孔またはチャンネル、または孔
またはマイクロチャンネルの配列（array）、または中空の通路のいずれかであるものと
；
　（ｃ）前記区画（１）の少なくとも２つに配置され、前記一連の端において、前記一連
の個々の区画（１）において前記被分析物溶液と接触する前記化学バッファー手段（２）
の部分によって定められるｐＨにおいて、またはｐＨ範囲において、前記被分析物および
／又は望ましくない荷電した化合物の電荷によって力を及ぼして（forcing）前記区画（
１）の１つから、前記区画の別の（another）または他の（the other）区画へ移動させる
電界を生ずる電極（４；５）とを含む。
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【請求項２】
　該化学バッファー手段（２）が、バッファー分子を含むゲルであるか、またはバッファ
ー分子、またはポリマー・マトリックス、ガラス・フリット、多孔質の膜、フィルター、
またはそれらの組み合わせ、から選択される支持体に固化された流体、であることを特徴
とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記支持体は、電界が印加されたときに荷電した被分析物および／又は望ましくない荷
電した化合物が移動して通過できるマイクロ・ホール（micro-holes）を含むことを特徴
とする請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　該化学バッファー手段（２）が共有結合で固定されたバッファー分子を含むことを特徴
とする請求項２または３に記載の装置。
【請求項５】
　前記区画（１）の各々に接触する化学バッファー手段（２）の部分が異なる分解能を有
し、その結果種々の区画（１）で異なる度合いの精製が得られることを特徴とする請求項
１～４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】
　前記化学バッファー手段（２）が、前記区画（１）の１つからの被分析物溶液から抽出
された化合物または化合物のクラスを直接同定および／又は定量化する手段を含むことを
特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】
　前記同定および／又は定量化の手段が、光の発生、光の吸収、ブロッティング物質また
はラベルとの反応、電気活性（electroactive）物質の発生、または抗原－抗体複合体の
形成または酵素反応などの化合物の特異的分子認識、に基づくことを特徴とする請求項６
に記載の装置。
【請求項８】
　前記化学バッファー手段（２）が使い捨てできるものであることを特徴とする請求項１
～７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項９】
　前記化学バッファー手段（２）が廃棄物貯留容器を含むことを特徴とする請求項１～８
のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記薄い流体結合層（３）が、ポリマー・マトリックス、膜、ガラス・フリット、フィ
ルター、などに支持されていることを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の装
置。
【請求項１１】
　前記薄い流体結合層（３）は、区画（１）を分離する１または複数の壁および／又は化
学バッファー手段（２）に設けられていることを特徴とする請求項１～１０のいずれか１
項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記薄い流体結合層（３）は、溶液の物理的通過を妨げるが前記荷電した被分析物およ
び／又は前記望ましくない荷電した化合物の通過を許す手段を含むことを特徴とする請求
項１～１１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１３】
　各区画（１）に１つの電極（４；５）を含むことを特徴とする請求項１～１２のいずれ
か１項に記載の装置。
【請求項１４】
　吸着、汚染、および／又は望ましくない酸化還元反応から前記電極（４；５）を保護す
る手段を含むことを特徴とする請求項１～１３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１５】
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　少なくとも１つの電極（４；５）が前記化学バッファー手段（２）の内部に組み込まれ
ている（integrated）ことを特徴とする請求項１～１４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１６】
　前記化学バッファー手段のバッファー能力を高めるように、両性電解質等のバッファー
分子が、前記被分析物溶液に加えられていることを特徴とする請求項１～１５のいずれか
１項に記載の装置。
【請求項１７】
　前記区画（１）が前記化学バッファー手段（２）と接触しているところで連続している
（contiguous）ことを特徴とする請求項１～１６のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１８】
　前記化学バッファー手段（２）が前記区画（１）を分離する壁または複数の壁の各々に
組み込まれていることを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　少なくとも１つの前記区画（１）が液圧（hydraulic）フロー・システムに結合されて
、該被分析物溶液が前記少なくとも１つの区画（１）を通って流れることが可能になって
いることを特徴とする請求項１～１８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２０】
　前記区画（１）の少なくとも１つが、精製された被分析物を前記少なくとも１つの区画
（１）から他の分離および／又は検出システムに移すことを可能にする結合手段を含むこ
とを特徴とする請求項１～１９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２１】
　中性の被分析物が沈殿するのを防止する手段を含むことを特徴とする請求項１～２０の
いずれか１項に記載の装置。
【請求項２２】
　温度制御手段を含むことを特徴とする請求項１～２１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２３】
　被分析物溶液を均一化するために対流を引き起こす手段を含むことを特徴とする請求項
１～２２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２４】
　前記区画を満たしたり空にしたりすること、ならびに前記区画を逐次的に移動させたり
することを可能にする自動化されたデバイスを含むことを特徴とする請求項１～２３のい
ずれか１項に記載の装置。
【請求項２５】
　等電点電気泳動により、溶液から１つの荷電した、および／又は少なくとも１つの中性
の被分析物の電気泳動分離または精製を行う方法であって；以下のステップを含む方法：
　（ａ）（ｉ）化学バッファー手段（２）から構成される少なくとも一つの壁部を有する
、一連の少なくとも２つの区画（１）であって；該化学バッファー手段（２）は、前記少
なくとも２つの区画（１）と、一連の個々の区画において、前記被分析物溶液に接触する
その部分で、ｐＨ勾配または固定されたｐＨを定める前記化学バッファー手段（２）とを
連結する非対流液体接続を形成するものと；（ｉｉ）１つ区画から別の区画（１）への経
路を許す前記少なくとも２つの区画の間の薄い流体結合層（３）であって；孔またはチャ
ンネル、または孔またはマイクロチャンネルの配列（array）、または中空の通路のいず
れかであるものと；（ｉｉｉ）前記一連の端において、前記区画（１）の少なくとも２つ
に配置された電極（４；５）とを含む装置を用意し、
　（ｂ）前記区画（１）の少なくとも一つを前記被分析物溶液で満たし、残りの区画がも
しあれば、他の溶液で満たし；
　（ｃ）前記一連の個々の区画（１）において前記被分析物溶液と接触する前記化学バッ
ファー手段（２）の部分によって定められるｐＨにおいて、またはｐＨ範囲において、前
記被分析物および／又は望ましくない荷電した化合物の電荷によって力を及ぼして前記区
画（１）の１つから、前記区画の別のまたは他の区画へ移動させる電界を生ずる電極（４
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；５）間に、電位差を加える。
【請求項２６】
　前記装置が、個々の区画に一つの電極（４；５）を有する、２を越える一連の区画（１
）を含み、隣接する２つの区画の個々の対の間に印加される電位差が、前記電極（４；５
）を用いてインポーズまたは制御されることを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記化学バッファー手段（２）が、バッファー分子を含むゲルであるか、またはバッフ
ァー分子、またはポリマー・マトリックス、ガラス・フリット、多孔質の膜、フィルター
、またはそれらの組み合わせ、から選択される支持体に固化された流体であることを特徴
とする請求項２５または２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記支持体は、電界が印加されたときに荷電した被分析物および／又は望ましくない荷
電した化合物が移動して通過できるマイクロ・ホール（micro-holes）を含むことを特徴
とする請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記化学バッファー手段のバッファー能力を高めるように、両性電解質等のバッファー
分子が、前記被分析物溶液に加えられていることを特徴とする請求項２５～２８のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項３０】
　前記薄い流体結合層（３）が、ポリマー・マトリックス、膜、ガラス・フリット、また
はフィルターに支持されていることを特徴とする請求項２５～２９のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項３１】
　前記精製された被分析物が直接に溶液中に、例えば、両性電解質を含まないまたはバッ
ファーを含まない溶液中に、回収されることを特徴とする請求項２５～３０のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項３２】
　前記化学バッファー手段（２）が廃棄物貯留容器として用いられることを特徴とする請
求項２５～３１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３３】
　前記少なくとも１つの被分析物が生物学的化合物であることを特徴とする請求項２５～
３２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３４】
　前記生物学的化合物が、タンパク質、タンパク質誘導体またはアイソフォーム（isofor
m）であることを特徴とする請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　各々がタンパク質である複数の被分析物が、同じ等電点のタンパク質におよび／又は個
別のタンパク質に分離されることを特徴とする請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記少なくとも１つの被分析物が該化学バッファー手段（２）に蓄積されることを特徴
とする請求項２５～３５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３７】
　前記少なくとも１つの被分析物が前記区画（１）の１つに蓄積されることを特徴とする
請求項２５～３６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３８】
　前記被分析物溶液が有機溶剤を含む、または非水性であることを特徴とする請求項２５
～３７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３９】
　前記被分析物溶液が、前記区画（１）の少なくとも１つで再生（renewed）されること
を特徴とする請求項２５～３８のいずれか１項に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　コストがかかるプロテオミックスの分野では、３０，０００種類もの異なるタンパク質
を含む複雑な生物学的サンプルを分離、分析することが必要になる。
【０００２】
　今日までのところ、二次元（２Ｄ）－ゲル電気泳動が、タンパク質をその等電点（ｐＩ
）と質量によって同定し分類する最良の方法である（Wilkins, M.R. ら, Proteome Resea
rch: New Frontiers in Functional Genomics; Springer，１９９７）。実際、２Ｄ－ゲ
ル電気泳動によって、タンパク質はまず、等電点電気泳動（ＩＥＦ）ステップによりその
ｐＩに従って分離される。次に、タンパク質はポリアクリルアミド・ゲル電気泳動（ＰＡ
ＧＥ）ステップによりその分子量の関数として分離される。こうして、タンパク質はデー
タベースでそのｐＩと質量によって分類される。
【０００３】
　しかし、２Ｄ－ゲル電気泳動は、その優れた分解能にも関わらず、シングル・マップで
分離して検出できるタンパク質の数に関しては上限に達したように思われる。さらに、２
Ｄ－ゲル電気泳動では、ｐＩと質量によるタンパク質の分離と分類しか達成できない。も
っと細かな具体的な情報、例えば、ペプチド組成や生物学的活性などを知るためには、タ
ンパク質をさらに詳しく分析する必要がある。このためには、タンパク質をゲル・マトリ
ックスから抽出して、適当な方法で分析する必要がある。ブロッティングやスポット・カ
ッティングなどの抽出手順は時間がかかり、および／又はタンパク質の回収と活性にとっ
てリスクがある。
【０００４】
　いったんタンパク質が抽出されたら、最も強力な分析方法は質量分析（ＭＳ）であり、
これによってペプチド組成を分析することができる。しかし、ＭＳ分析のためには、サン
プルの純度が決定的に重要であり、一般に測定の前にサンプルを処理する必要があるが、
そのために手順が厄介になる。実際、サンプルが塩やその他の不純物を含んでいると、Ｍ
Ｓ分析に問題が生ずる。すなわち、高濃度の塩を含むサンプルは、ＭＳ分析の前に透析処
理などの手段で脱塩しなければならない。さらに、抽出法は、回収されたサンプルに望ま
しくない化合物が高濃度で含まれることになるのでＭＳ分析に好ましいものではない。サ
ンプルにおける望ましくない化合物を回避する方法が開発されている。例えば、２Ｄ－ゲ
ルからの直接レーザー脱離法が、Ogorzalek Loo R.R. ら（Analytical Chemistry，１９
９６，６８，１９１０－１９１７）によって記述されたし、electroblotted　２Ｄ－ゲル
がEckerson C. ら（Analytical Chemistry，１９９７，６９，２８８８－２８９２）によ
って開発された。したがって、２Ｄ－ゲル電気泳動の主要な問題は、分析すべき化合物が
ゲルの内部にトラップされており、さらに分析するためにはそれを抽出して精製しなけれ
ばならないということである。
【０００５】
　複雑な生物学的サンプルを分離する別の有効な方法は、等電点電気泳動（ＩＥＦ）など
の等電分離法である。ＩＥＦ装置には２つの主なタイプがある：すなわち、自由流動バッ
ファー・システムと固定バッファー・システムである。
【０００６】
　自由流動システム（Soulet, N. ら，Electrophoresis，１９９８，１９，１２９４－１
２９９；　Fuh, C.B. and Giddings，Ｊ．Ｃ．，Separation Science and Technology，
１９９７，３２，２９４５－２９６７；　Ｂｉｅｒ，ＵＳ－Ａ－５５４０８２６）は、バ
ッファー（キャリア両性電解質または等電バッファー）を使用する。この場合、大きな問
題は、最終的に分離された分画がある量の望ましくないバッファー化合物または両性電解
質を含むことである。さらに分析する前に、余分な化合物を除去しなければならないとい
うことが問題である。
【０００７】
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　固定バッファー・システムの場合、大きな問題は、最終的に分離された分画がゲルまた
は膜の中にトラップされ、その後の分析を厄介にすることである。しかし、Righetti ら
（Journal of Chromatography，１９８９，４７５，２９３－３０９）によって固定され
た等電膜で分離されたマルチ区画を用いる“分割固定ｐＨ勾配”装置が開発された。この
方法の利点は、タンパク質が両性電解質を含まない溶液で回収されることである。しかし
、この方法は、多数の区画、多数の固定膜、そして分割されたｐＨ勾配を使用する必要が
ある。
【０００８】
　したがって、複雑な生物学的サンプルの分離と分析すべき化合物の溶液の直接の回収を
可能にする新しい高処理能力の方法を開発する必要がある。そのような方法は、分離時間
を最少にし、使用しやすく、高い純度が得られるものでなければならない。
【０００９】
　最近、新しい方法および装置が開発されて、Ｒｏｓら（ＷＯ　０１／８６２７９）によ
って記載された。この場合、バッファーする必要がないサンプルで、全体として中性の化
合物を荷電分子種から精製することが可能である。この方法の原理は、固定ｐＨ勾配（Ｉ
ＰＧ）ゲルの下でタンパク質を流動させ、流れと直角方法に電界を印加するということで
ある。ＩＰＧゲルの緩衝能力により、ゲルに近い溶液中のタンパク質は、その等電点に関
して抽出される。ＩＰＧゲルのｐＨに近いｐＩを有するタンパク質だけが流れる溶液の中
にとどまる。この方法は、さらに分析する前の予備分画ステップとして利用でき、またゲ
ル・ローディング方法としても利用できる。この方法は、分子が溶液中で移動し、ＩＥＦ
システムにおけるようにゲル中を移動するものではないので、分離速度が非常に大きい。
このオフゲル（OffGel；登録商標）電気泳動のために開発された装置は次のものから構成
される：
　－チャンバ、その上に固定化学バッファー・システム（例えば、ＩＰＧゲル）が挿入さ
れ、チャンバを閉じ、所望のｐＨ範囲でそれをバッファーする。
【００１０】
　－２つのプラチナ電極（装置の各端に配置される）、これはＩＰＧゲルに沿って電流を
生ずるための電極であり、その上に開口が作られ、それぞれ、陰極および陽極貯留容器（
reservoir）として働くと同時に、精製のさいに生ずる気体を装置から逃がす働きをする
、および
　－オプションとして、入口と出口、配管によってサンプルを再循環させる蠕動ポンプに
結合されている。
【００１１】
　この場合、電位差は化学バッファー・システムの少なくとも一部分でしか印加されない
。この電気泳動法は優れた能力を有し、関心がある化合物を溶液中に直接回収することを
可能にする。しかし、この装置は、プロテオミックスなど、短い精製時間で最適な化合物
回収が可能な高スループット方法を必要とする現代の生命科学にとってあまり便利ではな
い。さらに、オフゲル電気泳動装置の大きな欠点は、チャンバと接触しているゲルのｐＨ
と等しいｐＩを有する成分だけしか溶液中に回収されないことである。実際、ｐＩがｐＨ
に近い他のタンパク質はゲルの内部で移動してその後の分析からは失われる。さらに、サ
ンプルの予備濃縮はオフゲル電気泳動では多分実現することが難しく、それが低存在量の
タンパク質の分析に関してプロテオミックスのボトルネックの１つになる。
【００１２】
　種々のシステムが電気泳動分離のために開発されている。それらの多くはマルチ区画装
置またはゲル－または膜－によるサポートを使用しているが（例えば、ＥＰ　０７７６７
００，ＧＢ　１４２２１１８，ＥＰ　０１７３０８１，ＵＳ　５１４９４１８，またはＵ
Ｓ　３７１９５８０に記載されている装置）、それらは従来の電気泳動分離システムに依
拠している。実際、これらのシステムは、電界中の分子の電気泳動による移動という古典
的な原理に基づいており、一般にＤＮＡ分子または断片の分離で広く用いられているよう
な、分子のサイズまたは質量による分離に向けられている。実際、それらの化合物は（例
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えば、タンパク質と異なり）両性電解質という性質をもたず、そのため分離の間常に同じ
電荷を示す。したがって、これらの電気泳動分離システムは、化合物をそれぞれの等電点
によって分離することができない。実際、これらのシステムで用いられるゲルまたは膜は
ｐＨを固定するためのバッファー手段を含まず、前述のＩＥＦ装置とは全く異なる分離原
理に基づいており、それと根本的に異なっている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の１つの目的は、オフゲル電気泳動を改良して、プロテオミックスなどのライフ
・サイエンスで一般的に用いられる手段や装置と直接共用できる高スループット形態に適
合させることである。具体的な目的は、電流のラインの分布を改善して関心ある化合物の
回収を向上させることである。
【００１４】
　本発明のもう１つの目的は、荷電化合物と中性化合物を分離して、バッファーする必要
がない溶液によって関心がある中性化合物を回収する高スループットの装置および方法を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、請求項１に従って溶液から被分析物を分離する装置と、請求項２８に従って
溶液から被分析物を分離する方法を提供する。（マルチ）区画構成と電気的手段の特別な
配置が用いられる。化学的バッファー・システム（例えば、両性電解質または固定化ゲル
）が、区画で構成される複数の貯留容器に隣接し、被分析物の溶液と接触する部分で所望
のｐＨ値またはｐＨ勾配を定めるように働く。本発明の１つの様態では、区画は直接の流
体結合によって分離され、それは自然な対流を妨げるが２つの隣り合う区画間の核酸と移
動を許すことを特徴とする。種々の区画の間に電界を印加することにより、荷電した分子
はそれぞれの等電点に対応する場所（locus）に達するまで移動させられる。これによっ
て、化合物をその等電点によって分離し、移動する化合物を化学バッファー・システムか
ら抽出し、精製された化合物を溶液で、好ましくは種々のｐＩで、回収して失われないよ
うにすることが可能になる。
【００１６】
　前述のＯｆｆ－Ｇｅｌ電気泳動法と異なり、この場合の分離の性能は電気的手段の特別
な配置によって改善できるということが見出された。実際、本発明では、電界は必ずしも
化学バッファー・システムに沿ってだけ生成されない。対照的に、被分析物を含む両端の
２つの区画に（または、装置の全ての区画に）電界を印加することによって、被分析物溶
液も化学バッファー・システムも分極化され、電界の強度は各区画および接触している化
学バッファー・システムの部分における抵抗（および導電性）に依存する。荷電した化合
物は電流のラインに沿って移動し、装置の特定の幾何形状および電極の位置のために、電
界は直接の流体結合で（すなわち、２つの隣接する区画の交わる部分で）最大になる。荷
電した化合物は電流のラインに従うので、それらはこの交わり部分の方へ押しやられ、直
接の流体結合を優先的に通って移動する。さらに、直接の流体結合に近づくことによって
、移動する化合物は化学バッファー・システムによって定められたｐＨで緩衝されている
場所（ｌｏｃｕｓ）に到達する。もしも移動する化合物がこのｐＨ値に対応するｐＩを有
するならば、それは化学バッファー・システムによって中和されて、（化学バッファー・
システムが、例えば、ゲルで固定化されているときには、この化学バッファー・システム
の中に貫通せず）主に溶液へ拡散してゆく。この現象は、区画の内部に電極を配置するこ
とによって強められる。電界は、化学バッファー・システムよりも被分析物溶液で大きく
なるからである。このようにして、分離速度は前に開示されたオフゲルテクノロジーの場
合よりも大きくなり、回収は大きく改善される。
【００１７】
　場合によっては、分離後のタンパク質やその他の被分析物の回収を強化するために、薄
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い流体結合層（または、直接の流体結合）が化学バッファー・システムで緩衝されて区画
間に配置される。この薄い流体結合層は化学バッファー・システム内部に組み込まれる、
例えば、化学バッファー・システムに形成されたチャンネルに配置することもできる。あ
るいはまた、薄い流体結合層は、区画を分離する装置の部分に配置することもできる。こ
こで用いられる“薄い流体結合層”または“直接の流体結合”という用語は、２つの隣接
する区画間の１つまたは複数の開口を指す。開口は溶液で満たされ、１つの寸法、幅また
は直径、を有し、それは実質的な自然対流を妨げるに十分なほど小さいが、２つの隣接す
る区画の間の分子の拡散と移動を許す。この直接の流体結合は一般に区画を分離している
壁の少なくとも一部分に配置され、この壁は溶液に対して耐えられる物質である。ある好
ましい実施の形態では、薄い流体結合層は、孔またはマイクロチャンネル、または孔また
はマイクロチャンネルの配列、または２つの隣接する区画を分離する壁に直接形成された
および／又は膜、フリットにしたガラス、フィルターなどに支持された中空の通路、であ
って、このような孔があいた膜、フリットにしたガラス、フィルターなどが２つの隣接す
る区画を分離する壁に配置されている。応用によっては、２つの隣接する区画を分離する
各壁が直接に固定化学バッファー・システムを含み、そこに直接の流体結合が組み込まれ
ているのが実際に有利であろう。薄い流体結合層が孔またはマイクロチャンネル、または
孔またはマイクロチャンネルの配列、または中空の通路である場合、固体サポートをその
ような孔またはマイクロチャンネル、または孔またはマイクロチャンネルの配列、または
中空の通路に挿入して、対流を最小にし、２つの隣接する区画間の溶液の物理的な移動、
したがって混合を妨げることが有利であろう。
【００１８】
　この分離方法を、ライフ・サイエンスで一般に用いられる種々の形態、手段、および装
置に適合するようにアレンジすることができる。例えば、分離と精製は、従来のマイクロ
タイター・プレートで行うことができる。この方法は、流体的な流れを必要としない。関
心ある中性化合物を精製後、直接に溶液で回収して種々の分析方法、例えば、質量分析（
ＭＳ）、免疫学的測定、その他のタイプの生化学分析、によって分析することができる。
【００１９】
　分離と精製は、（マルチ）区画装置で行われる。（マルチ）区画装置は、少なくとも２
つの隣接する区画から構成され、数、形、寸法、または体積に限度はない。装置の幾何形
状により、化学バッファー・システムは（マルチ）区画装置を閉じる壁と見なすことがで
きたりできなかったりする。さらに、（マルチ）区画装置の幾何形状により、化学バッフ
ァー・システムは異なる位置に挿入されることがある。ある場合には、全ての区画が独立
である、すなわち、直接の流体結合がない。しかし、ある場合には、薄い流体結合層が区
画の間に配置される。どちらの場合も、区画は常に化学バッファー・システムによって連
結されている。それらは全て、このシステムの一定の部分を含んでいるからである。
【００２０】
　固定された化学バッファー・システムは、被分析物溶液と接触している化学バッファー
・システムの部分におけるｐＨを固定する役目をする。区画と接触している化学バッファ
ー・システムの少なくとも一部分は定められたｐＨ値または定められたｐＨ勾配を有する
ことができる。したがって、化学バッファー・システムは固定されたｐＨでの等電点によ
ってまたはｐＨ勾配で化合物を分離することができる。（マルチ）区画装置に分布するｐ
Ｈの範囲および区画の数によって異なる度合いの精製が得られる。同様な、または異なる
ｐＨ範囲を示すいくつかの化学バッファー・システムを異なる（マルチ）区画装置で同時
に用いて、細胞抽出物のような１つまたはいくつかの複雑なサンプルで並行して精製を行
うことができる。
【００２１】
　ここで用いられる“化学バッファー・システム”（または“化学バッファー手段”）と
いう用語は、被分析物溶液にそれが定めるｐＨ値またはｐＨ範囲によって、全体としては
中性の化合物からの荷電した化合物の分離を実行できるシステムを指す。本発明では、化
学バッファー・システムは、（例えば、両性電解質のように）被分析物溶液に加えられた
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バッファーであるか、またはサポートに固定されたバッファー分子、共有結合によって固
定されるバッファー分子から成る。それは固定化ゲルであっても、ポリマー・マトリック
ス、ガラス・フリット、多孔質の膜、フィルター、またはそれらの組み合わせ、から選択
されたサポートに固化された流体であってもよいが、それだけに限定されない。用途によ
っては、固定化学バッファー・システムは吸着を避けるように修飾される。それは使い捨
てできるものであってもよい。
【００２２】
　電気的手段の特別な配置が用いられる。電気的手段は化学バッファー・システムの内部
に組み込むことができる。電気的手段は電極を含み、いくつかの実施の形態では電極は各
区画に挿入される。また別の場合には、２つの電極だけを用い、それぞれ、装置の各端に
ある２つの区画に挿入される。被分析物溶液と化学バッファー・システムの間に電位差を
印加すると、荷電化合物とある与えられたｐＨで全体として中性の化合物を区別すること
が可能になる。
【００２３】
　各区画には電界が存在し、被分析物に力を及ぼして局所電荷に応じてゲルまたは薄い流
体層を横断させる。異なる区画の間に電位差が印加されて、化学バッファー手段自身の内
部だけでなく各区画と溶液の間にも電圧が供給される。電極の材料、サイズ、幾何形状、
および位置に関しては何も制約はない。ある実施の形態では、電極は区画の上部に導入さ
れたワイヤであり、別の実施の形態では電極は区画の底部に配置された円板である。電極
は、マクロ電極でもミクロ電極でもよい。
【００２４】
　電極は外部電源によって作動させることができる。（マルチ）区画装置が許容できるど
んな電圧値および電圧形態も使用できる。発生する熱を散逸させるために冷却装置が必要
かもしれない。
【００２５】
　ある実施の形態では電極は裸であり、別の実施の形態では電極に膜やポリマー物質など
、電極を吸着、汚染または酸化還元反応（特に、被分析物溶液に存在する化合物との反応
）から保護するための手段が設けられる。
【００２６】
　区画の間に直接の流体結合がない場合、バッファー・システムと接触している中性の化
合物（ｐＩ＝ｐＨ）は被分析物溶液に保持されるが、荷電した化合物（ｐＩ　＜または＞
　ｐＨ）は化学バッファー・システムの中へ、ｐＨがそれぞれのｐＩに対応する点に到達
するまで移動する。電気的手段と電流ラインの特別な配置により、化学バッファー・シス
テムの中へ移動する荷電化合物は、マトリックスの中に抽出される前に、そしてｐＨがそ
のｐＩに対応し、溶液の中にとどまるようになる区画に到達する前に、中間の区画で順次
溶液に回収される。この構成は、溶液中の関心ある化合物の回収を改善し、保証する。こ
れは、電位差が両端にそれぞれ配置された２つの電極によって化学バッファー・システム
を通してだけ印加されていた前述のオフゲル装置に比べて改善になっている。
【００２７】
　区画が薄い流体結合層で連結されている場合、状況は異なる。この場合、化合物は化学
バッファー・システムの内部で移動せず、それ自身のｐＩに到達するまで流体結合を通っ
て移動する。
【００２８】
　一般的な形として、化合物は電流のラインに従って装置の端の方へ移動し、電流のライ
ンは電極の位置、装置全体の幾何形状、および被分析物溶液と化学バッファー・システム
の性質、に依存する。
【００２９】
　移動する化合物がそれぞれの等電点に対応する点（ｐＨ＝ｐＩ）に到達すると、化合物
は対応する区画の溶液中に回収される。こうして、いくつかの化合物を含む混合物から関
心ある１つまたはいくつかの化合物を分離することが可能になる。
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【００３０】
　本発明は、塩、荷電分子種または塩基、バッファー成分または両性電解質など、望まし
くないイオンを溶液から迅速に排除することを可能にする。化学バッファー・システムは
、Righetti（前出）における膜の役割と同様に、２つの区画の間のｐＨフィルターとして
働くだけである。他方、このシステムは、区画あたり２つの膜、すなわち、所望のｐＨよ
り高いｐＨを有する膜と低いｐＨを有する膜、の使用を回避する。
【００３１】
　関心ある中性化合物は、精製後、区画の溶液中に直接回収できる。化学物質を用いて抽
出する必要がないので、手順が簡単になり、関心ある化合物への化学物質の影響を小さく
できるという利点がある。
【００３２】
　しかし、本発明は、関心ある化合物を化学バッファー・システム内に蓄積させるために
利用することもでき、溶液を各孔に分布させたときの予備濃縮と見なすこともできる。こ
の点は、オフゲル電気泳動（この場合、ゲルに入ったタンパク質は、ｐＩが陰極および陽
極区画と接触する固定ｐＨ勾配の端にある場合以外は他の区画で再び抽出できない）との
根本的な違いである。
【００３３】
　本発明の方法は、半自動化または全自動化できる。具体的には、装置は、区画を満たし
たり空にしたりすること、ならびに（マルチ）区画装置のｘ、ｙ、および／又はｚ方向へ
の逐次的な移動、を可能にする自動化されたデバイスを含むことができる。あるいはまた
、システムは、（マルチ）区画装置の機械的ポンピングと手動による移動のための簡単な
マイクロピペットと結合することができる。
【００３４】
　対流を強めるために、（マルチ）区画装置に振蕩を誘発させることができるだろう。さ
らに、振蕩は濃度勾配の形成を防ぎ、被分析物溶液の均一性を確保するために有効であろ
う。
【００３５】
　タンパク質の精製では、装置の温度をコントロールし、沈殿を防止する手段を追加する
ことが有益である。さらに、応用によっては、被分析物溶液にバッファーまたは両性電解
質を加えることが、特にそのｐＩに到達した化合物のフォーカシングを容易にするために
、有利なことがある。
【００３６】
　“被分析物”とは、被分析物溶液と接触する化学バッファー・システムによって定めら
れるｐＨまたはｐＨ区間で中性である生物学的または化学的な化合物である。ある好まし
い実施の形態では、被分析物はイオン化可能な生物学的化合物、例えば、１つ以上のタン
パク質、酵素、ペプチド、または糖タンパク質などペプチドまたはタンパク質部分を含む
化合物、である。また、核酸、複雑な脂質、または複雑な炭水化物、であることもある。
また、タンパク質の種々のアイソフォーム、抗原、または抗体、例えば、モノクローナル
抗体、であることもある。
【００３７】
　荷電化合物、すなわち、被分析物溶液と接触している化学バッファー・システムによっ
て定められるｐＨまたはｐＨ区間で荷電している化合物、が存在するかもしれない。荷電
化合物は、好ましくは、酸、塩基、両性電解質、または、例えば、解離した塩などの恒久
的な荷電化合物、である。本発明による電気泳動分離によって荷電化合物は区画から化学
バッファー・システムへ抽出される。それをさらに化学バッファー・システムから溶液に
抽出することができ、それが関心ある化合物、すなわち、被分析物であるかもしれない。
【００３８】
　（マルチ）区画装置という用語は、数、形、寸法、または体積に制限なく１つまたはい
くつかの区画で構成される商業的に入手できるまたはホームメードの装置であって、数、
形、寸法、または体積に制限なく、それは特定の応用で必要に応じて変えることができる
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。（マルチ）区画装置は、例えば、通常のマイクロタイター・プレートであってもよい。
全ての区画は列になっている。
【００３９】
　（マルチ）区画装置は適当などんな材料で製造してもよい。すなわち、固体プラスチッ
ク、例えばPlexiglas（登録商標）、で製造できる。また、熱可塑樹脂から成形してもよ
いし、他のどんな製造プロセスで作ってもよい。材料は、化学的に、例えば、被分析物溶
液に、電流に、弱酸または塩基、および酸化剤に対して耐性がなければならない。応用に
よっては、ある程度の透明性があることが有益である。装置は、壁への化合物の吸着を防
ぐように修飾することができる。
【００４０】
　（マルチ）区画装置の幾何形状によって、化学バッファー・システムは異なる位置に挿
入される。ある実施の形態では、化学バッファー・システムは（マルチ）区画装置の底部
に配置される。それは例えば、各ウエルの底の壁に孔があけられた通常のマイクロタイタ
ー・プレートと同様のウエルから製造できる。この場合、（マルチ）区画装置は化学バッ
ファー・システムの上に配置することができる。別の実施の形態では、化学バッファー・
システムは垂直位置に配置することができる。この場合、孔は各区画の垂直な壁にあけら
れ、化学バッファー・システムが孔を通して導入される。
【００４１】
　本発明は、溶液からの望ましくないイオン、例えば、塩、荷電分子種、酸または塩基、
バッファー成分または両性電解質、の速やかな排除を可能にする。この場合、関心ある化
合物は溶液に回収され、化学バッファー・システムは廃棄物の貯留容器と見なすことがで
きる。
【００４２】
　別の実施の形態では、本発明は、関心がある化合物を化学バッファー・システムに蓄積
するように利用することができる。
【００４３】
　本発明のいくつかの実施の形態では、区画が化学バッファー・システムと接触するとこ
ろで区画が連続するようにし、サンプル溶液と直接接触しないのは化学バッファー・シス
テムの非常に小さな部分だけになるようにして、区画の間の“デッド”エリアを最小にす
る。このような幾何形状は化学バッファー・システムに入り込む分子の数を最小にするこ
とができる。こうして、精製の終わりで化学バッファー・システム内にトラップされたま
まになっている分子の数は最小になる。実際、化学バッファー・システムは２つの区画の
間にある唯一の電流通路なので、化学バッファー・システムと２つの隣接する区画の間の
交わり部分では電流密度が非常に大きくなる。各区画における電極の配置によって、化学
バッファー・システムのこの小さな部分を通って移動する荷電分子種は電極の方へ、した
がって各容器の溶液の方へ向けられる。化学バッファー・システムのこの小さな部分で全
体として中性である分子だけが、分離後そこに残される。
【００４４】
　別の実施の形態では、サンプル溶液と接触する化学バッファー・システムの部分を最小
にするために、本発明の装置で保護層が追加される。このようにして、化学バッファー・
システムへの分子の吸着が最小になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　図１Ａと１Ｂは、本発明のマルチ区画装置と化学バッファー・システムが配置される仕
方を示す。８つの区画１から構成されるアレーであるマルチ区画装置が例として示されて
いる。マルチ区画装置は化学バッファー・システム２の上に配置されている。この場合、
区画はその上と下の端で開いている。全ての区画は化学バッファー・システムによって連
結されている。図１Ａでは、区画間に直接の流体結合はない。図１Ｂでは、薄い流体結合
層３が区画１の間に、区画を画定する装置の部分で配置されている。薄い流体結合層の内
側にトラップされた溶液は、化学バッファー・システムからのＨ＋またはＯＨ－イオンの
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拡散によって緩衝される。それは又、被分析物溶液が、この与えられたｐＨでの電荷によ
って移動することを可能にする。溶液の自然対流は回避されている。
【００４６】
　図２Ａ、２Ｂ、および２Ｃは、マルチ区画装置に電極を配置する仕方を示している。全
ての場合に、化学バッファー・システムはマルチ区画装置の底部にまたは垂直に配置する
ことができる。図２Ａでは、電極は、各区画１の上の端に１つずつ、垂直に導入されるワ
イヤ４を含む。図２Ｂでは、電極は各区画１の底部に１つずつ配置されたディスク５を含
む。図２Ｃでは、電極は２つの区画１の上の端に配置されたワイヤ４を含む。この場合、
２つの電極４だけしか用いられず、装置の端に位置する区画１にそれぞれ１つが配置され
る。応用によって、上記の電気的手段を組み合わせて設けることができる。
【００４７】
　図２ｃの形態では、各区画におけるｐＨは、被分析物溶液に加えられて化学バッファー
・システムを構成する両性電解質などのバッファー分子によって直接定められる。電界を
印加すると、バッファーによって定められるｐＨで荷電する化合物が移動する。さらに、
一連の両性電解質を用いて種々の区画でｐＨを定める場合、両性電解質分子も電界で移動
し、種々の区画の間にｐＨの勾配を生ずる。このようにして、両性電解質分子はまた、種
々の区画を連結する薄い流体結合層でｐＨ値またはｐＨ勾配を定める。これらの薄い流体
結合層は２つの隣接する区画の間で被分析物溶液の対流と混合を妨げるので、荷電化合物
は定められたｐＨがそれらの等電点を包含する区画に到達するまで移動し、それにより効
率的な分離または精製が可能になる。
【００４８】
　図３Ａと３Ｂは、本発明に係わる装置であって、化学バッファー・システムと２つの隣
接する区画を境界とする“デッド”エリアが最小になっている例を示している。図３Ａは
、化学バッファー・システムが２つの隣接する区画の縁と接触している例を示し、図３Ｂ
は、化学バッファー・システムが、一連の離散的な、隣接する２つの区画が接触している
壁の一部に直接配置された化学バッファー・システムから成る例を示している。
【００４９】
　図４Ａと４Ｂは、それぞれ、マルチ区画装置の例における分子の電気泳動による移動経
路を示している。ｘからｚへのｐＨ勾配を有するＩＰＧ　ゲルを含む化学バッファー・シ
ステム２は、７つの開かれた区画１０から１６までで構成されるマルチ区画装置の下に配
置されている。ｐＩがｙである分子は電界によって移動させられる。各区画（以下ではウ
エルとも呼ぶ）に電極が配置され、各区画の間に電位差が印加される。分かりやすくする
ために電極は示されていない。
【００５０】
　図４Ａの場合、区画間には直接の流体結合はなく、分子は化学バッファー・システムの
内部で移動する。ウエル１０、１１、および／又は１２に分子が存在すると（ｐＨ＜ｐＩ
）、それは正に荷電し、陰極の方へ、それが中性になる（ｐＨ＝ｐＩ）ウエル１３に到達
するまで移動する。他方、ウエル１４、１５、および／又は１６に分子が存在すると（ｐ
Ｈ＞ｐＩ）、それは負に荷電し、その結果陽極の方への移動が誘発される。移動の間、分
子は引き続く中間ウエルで溶液に回収された後に再びマトリックスに抽出される。分子は
、ｐＨがそのｐＩに対応しているウエル１３に到達するまで移動する。このプロセスは、
溶液における関心ある化合物の回収を保証する。いくつかの関心ある化合物を含む混合物
を分離しなければならない場合、これは特に有用である。
【００５１】
　図４Ｂの場合、区画１０から１６までは薄い流体結合層３で連結されている。関心があ
る被分析物の主な部分は化学バッファー・システムの内部で移動せず、電界が最大になる
薄い流体結合層を通って移動する。分子は、ｐＨがそのｐＩに対応するウエル１３に到達
するまで移動する。
【００５２】
　図５は、本発明の別のタイプのマルチ区画装置における電気泳動での移動経路を示して
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いる。それぞれ、ｒ、ｓ、ｔ、およびｕに等しい異なる固定されたｐＨ値を示す４つの化
学バッファー手段２′が用いられる。それらは、それぞれ、５つの閉じた区画１７から２
１までの境界を定めるホルダーに垂直に配置される。ワイヤ電極４が、それぞれ、端の区
画１７と２１に配置されている。
【００５３】
　化学バッファー手段２′は、ある区画から次の区画への荷電化合物の通過を可能にする
マイクロホールを有し、薄い流体結合層３′を形成する膜に支持される。同時に、異なる
区画１７から２１までに存在する溶液の物理的な混合は回避される。マイクロホールの直
径は２ｍｍより小さいことが好ましい。マイクロホールは、化学バッファー手段に存在す
るのと同じバッファー分子を保持する。バッファー分子はＣＯＯＨ　２２やＮＨ３

＋　２
３などの固定化された化学基をもつ固定化試薬（immobilines）出会っても良いが、それ
だけに限定されない。ホールにおけるｐＨは、化学バッファー手段２′が示す全体として
のｐＨに等しい。
【００５４】
　ｐＩがｐＨｓとｐＨ　ｔの間（区画１９）に含まれている分子は、２つの電極４の間の
電界の印加によって移動させられる。このとき、ｒからｓまでにわたるｐＨ勾配が区画間
に生ずる。電流ラインと分子の移動経路が図５に波線の矢印で概略図で示されている。分
子が区画１７および／又は１８（ｐＨ　＜　ｐＩ）に存在するとき、分子は正に荷電し、
陰極の方へ、それが中性になる区画１９（ｐＨ＝ｐＩ）に到達するまで移動する。他方、
分子が区画２０および／又は２１に存在するとき、分子は負に荷電し、陽極の方へ移動す
る。この構成形態を用いると、分子は化学バッファー手段２′を直接通らずに、主として
電界が最大になるマイクロホールを通って移動する。これによって、分子が化学バッファ
ー手段２′を直接通る場合に起こる沈殿の問題が回避される。分子は、ｐＨがそのｐＩに
対応する区画１９に到達するまで移動し、そこで溶液に回収できる。
【実施例】
【００５５】
実施例Ｉ
　メチレンブルーはＦｌｕｋａから入手した。固定化されたｐＨ勾配（ＩＰＧ）ゲルであ
るImmobiline DryPlates　（ｐＨ　範囲４．０　７．０、１１　ｃｍ）は、Amersham Pha
rmacia Biotechから入手した。全ての実験はMilliQ waterで行われた。　マルチ区画装置
は、上と下の端が開いている９６（１２×８）のプラスチック・ウエル（ｉｄ　６ｍｍ）
から構成されるマイクロタイター・プレート（Millipore）であった。この実験では、化
学バッファー手段は、溶剤の漏れを防止するために必要な、７－８ｍｍの幅の帯に切られ
たＩＰＧゲルを含んでいる。ゲルの長さは、異なるウエルの間で分布させるｐＨ勾配に依
存していた。ゲルの再膨潤は水中で室温で１時間行われた。マイクロタイター・プレート
のウエルは再膨潤されたゲルの上に置かれた。
【００５６】
　ウエルは７５μｌの被分析物溶液または水で満たされた。プラチナ電極４が各ウエルの
上端に配置された。電極はLandis & Gyr電源で作動させた。各ウエルの間に同じ電圧をか
けるために電極間に抵抗が配置された。
【００５７】
　ディジタル写真が数値カメラ（Camedia　Ｃ－２０２０　Ｚ　Ｏｌｙｍｐｕｓ）で撮影
され、Olympus Camedia　ソフトウエアで処理された。
【００５８】
　実験は、ＩＰＧゲルの上、それぞれ、ｐＨ　４．１、４．４、および４．６のライン上
に置かれた３つの隣接するウエルを用いて行われた。７５μｌの１　ｍＭ　メチレンブル
ー溶液がｐＨ　４．１の左側のウエル（陽極）に入れられた。中央および右側のウエル（
それぞれ、ｐＨ　４．４　と４．６）は水で満たされた。
【００５９】
　この条件で、メチレンブルーは恒久的な陽イオンなので、ゲルによって定められたｐＨ
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の全範囲にわたって荷電しており、青い色を示した。装置内の陰極ウエルの方へのこの染
料の移動は、一定の電位（各ウエルの間に１００　Ｖ）を印加したときに容易に追跡され
た。メチレンブルーは直接に陰極ウエルの方へ移動せず、１０分後に撮影されたディジタ
ル写真はメチレンブルーがまず中央ウエルの溶液に回収されることをはっきりと示した。
１時間後、メチレンブルーは右側ウエルの溶液に回収されたので、移動はほぼ完了してい
た。
【００６０】
　以上の結果は、被分析物の電気泳動による移動と溶液における回収に関する本発明の有
効性をはっきりと示している。結果は、被分析物が最終区画に到達する前に中間区画で溶
液に回収されることをはっきりと示した。これは、各ウエルに１つの電極が存在すること
による電流ラインの分布から生ずる。このプロセスは、任意の数の中間区画についても一
般化できる。
実施例ＩＩ
　β－ラクトグロブリンＢとウマのミオグロビンがSigmaから購入された。５００μＭ　
β－ラクトグロブリンＢの水溶液（ｐＩ＝５．２）と５００μＭ　ウマ・ミオグロビンの
水溶液（ｐＩ＝７．０）が調製された。この場合、実験は、固定化（immobiline）ゲルの
上に、それぞれ、ｐＨ　４．９、５．２、および５．６のライン上に置かれた３つの隣接
するウエルを用いて行われた。実験装置の他の要素（マルチ区画、電極、化学バッファー
・システム、および電源）は、上記の実施例Ｉと同じであった。タンパク質溶液は、３つ
のウエルのそれぞれに入れられ、各ウエルは電極も含んでいた。この実験に用いた実験装
置は図６に示されている。
【００６１】
　ＭＳ分析はIon Trap LCQ duo質量分析計（Finnigan）を用いて、５０／４９／１（ｖ／
ｖ／ｖ）ＣＨ３ＯＨ／Ｈ２Ｏ／ＣＨ３ＣＯＯＨから成る媒質で行われた。実験は、５　ｋ
Ｖの分極（polarization）の下で５μｌ／ｍｉｎという流量で行われた。
【００６２】
　β－ラクトグロブリンＢとミオグロビンの個別質量スペクトルが図７と８にそれぞれ示
されている。各ウエルに入れられたタンパク質混合物の質量スペクトルが図９に示されて
いる。この場合、両方のタンパク質に典型的なピークが観測される。しかし、ミオグロビ
ンの優位が認められる。これはミオグロビンのイオン化がβ－ラクトグロブリンＢのイオ
ン化よりも容易なことによる。
【００６３】
　３つのウエルの間に１００　Ｖの電位が９０分間印加された。次に、各ウエルに入れら
れた溶液について質量分析実験が行われた。９０分の移動の後、図６の左側、中央、およ
び右側のウエルから得られた質量スペクトルが、それぞれ図１０、１１および１２に示さ
れている。
【００６４】
　図１０に示されているように、９０分の移動の後、左側のウエル（ｐＨ＝４．９）はも
はや何もタンパク質を含まなかった。９０分後、中央のウエル（ｐＨ＝５．２）は、圧倒
的に多くのβ－ラクトグロブリンＢと残った微量のミオグロビンを含んでいた（図１１）
。他方、右側のウエル（ｐＨ＝５．６）は、圧倒的に多くのミオグロビンと残った微量の
β－ラクトグロブリンＢを含んでいた（図１２）。
【００６５】
　これらの結果は、予期されていたものと合致する。実際、ミオグロビンのｐＩは７．０
なので、これはゲルによって定められたｐＨの全範囲にわたって荷電しており、右側のウ
エル（ｐＨ＝５．６）の方へ移動し、そこで実験の終わりに溶液に回収された。β－ラク
トグロブリンＢのｐＩは５．２である。陽極に近い酸性のゲル端では、このタンパク質は
正に荷電し（ゲルのｐＨ＜ｐＩ）、陰極の方へ移動した。他方の陰極に近い塩基性のゲル
端では、β－ラクトグロブリンＢは正に荷電し（ゲルのｐＨ＞ｐＩ）、陽極の方へ移動し
た。β－ラクトグロブリンＢの移動はタンパク質が中性になる中央のウエル（ゲルのｐＨ
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＝ｐＩ）では停止し、タンパク質はそこで実験の終わりに溶液中に回収された。
【００６６】
　結果は、本発明による等電点分離に基づく精製の原理をはっきりと実証した。本発明は
、タンパク質の効率的な精製に利用できる。精製されたタンパク質は溶液で非常に容易に
回収でき、ＭＳなどのその後の分析に直ちに使用できる。
実施例ＩＩＩ
　区画間の直接の流体結合のユニークな特徴をはっきりさせるために、２つのマルチ区画
ＩＥＦ分離を比較する実験が行われた。一方の実験では直接の流体結合が存在し（図１３
）、他方の実験では直接の流体結合は存在しなかった（図１４）。実験は、３０の区画で
構成される２１　ｃｍの長さのポリウレタン装置を用いて行われた。直接の流体結合は、
区画を分離する壁の底部に孔をあけることによって得られた。対照実験は、同じプロトタ
イプを流体結合なしで用いて行われた。変改された装置と変改されない装置の幾何形状は
、それぞれ、図４Ａと４Ｂに示されている装置と同様であった。ポリウレタンマルチ区画
装置は、電気泳動分離を行うために用いたAmersham Biosciences製のストリップ・ホルダ
ーおよびＩＰＧｐｈｏｒ電源と共用可能である。
【００６７】
　長さが２４ｃｍで直線ｐＨ勾配が４．０から７．０までにわたっているImmobiline　ｐ
Ｈグラジエント（ＩＰＧ）ストリップ（Amersham Biosciences）が、室温で１５分間水中
での再膨潤後、装置の下に配置された。次に、ポリウレタン装置に関連したストリップが
カップ・ローディング・ストリップ・ホルダーに配置され、ＩＰＧＰｈｏｒ電源に結合さ
れた。トリプシン阻害物質（ｐＩ　４．６）、β－ラクトグロブリンＡ（ｐＩ　５．２）
、およびウシ炭酸脱水酵素（ｐＩ　５．９）がＳｉｇｍａから入手された。２５０μｇ／
ｍｌ　の各タンパク質を含むタンパク質溶液が０．１％ＩＰＧバッファーｐＨ　４．０－
７．０（両性電解質）（Amersham Biosciences）を含む１０％スクロース中に調製された
。各区画に１００μｌのタンパク質溶液が小分けされた。ゲルの各端に電極カップが配置
され、陽極と陰極がそれぞれ、ｐＨが最も低い側と最も高い側に配置された。濡らしたフ
ィルター紙片がゲルと電極の間に入れられた。
【００６８】
　電気泳動後の各区画のタンパク質含有量、ならびに開始時のタンパク質溶液のタンパク
質含有量が、プロテイン・チップとAgilent Technologies製のBioanalyzerによって分析
された。相対濃度は、与えられたウエルの分画（fractionation）後の濃度を開始時の溶
液の初期濃度に対して報告して計算された。
【００６９】
　トリプシン阻害物質とウシ炭酸脱水酵素の場合、回収された濃度は、区画間に直接の流
体結合を含む装置（図１３）では、区画間に直接の流体結合を含まない装置（図１４）に
比べて高かった。β－ラクトグロブリンＡに関しては、回収された濃度は両方の装置で同
じ範囲にあった。
【００７０】
　直接の流体結合を含む装置によって回収される高い濃度は、この形態では、タンパク質
の主要部分が化学バッファー・システム内部で移動せず、電界が最大になる薄い流体結合
層を通って直接移動するということから生ずる。これによって、タンパク質がゲル内で沈
殿することが防がれ、タンパク質の回収の収率が向上することが説明される。
【００７１】
　さらに、ここで、化学バッファー・システムが種々の区画で接触する溶液の所望のｐＨ
またはｐＨ範囲を固定することを可能にし、これは分離を行うために必要であるというこ
とを指摘しておきたい。しかし、直接の流体結合は移動する分子に対して一種の優先経路
を作りだし、分子は、薄い流体結合層に沿って（したがって、溶液中で）ある区画から次
の区画へ直接移る方が、化学バッファー・システムの中へ入り込んだ後で再び隣接する区
画で抽出される（これを、移動する化合物がそのｐＩに達するまで繰り返す）よりも容易
である。したがって、直接の流体結合は、化学バッファー・システムへ移動してゆく分子
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の比率を最小にすることを可能にするが、以前に開発されたＷＯ　０１／８６２７９　Ａ
１に記載されているオフゲルテクノロジーではこれは不可能であった。
【００７２】
　本明細書で用いられる動詞“to comprise”の全ての形は、“から成る、または、を含
む”という意味を有する。
【００７３】
　次に、本発明を添付図面を参照して実施例についてさらに詳しく説明する、図面のうち
：
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】図１Ａと１Ｂは、それぞれ、本発明の第１および第２の実施の形態に係わる装置
を概略図で示すが、電極は示されていない。
【図２】図２Ａ、２Ｂ、および２Ｃは、電極の種々の配置を概略図で示す。
【図３】図３Ａと３Ｂは、本発明に係わる装置であって、連続する区画を含む実施の形態
を概略図で示す。
【図４】図４Ａと４Ｂは、本発明の２つの異なる実施の形態に係わる装置における電気泳
動の移動経路を概略図で示す。
【図５】図５は、本発明に係わる装置であって、化学バッファー手段が膜によって支持さ
れている実施の形態を概略図で示す。
【図６】図６は、β－ラクトグロブリンＢとミオグロビンの分離に用いられる実験装置を
概略図で示す。
【図７】図７は、β－ラクトグロブリンＢだけの質量スペクトルである（５００μＭ）。
【図８】図８は、ミオグロビンだけの質量スペクトルである（５００μＭ）。
【図９】図９は、電気泳動分離の前の５００μＭβ－ラクトグロブリンＢと５００μＭミ
オグロビンを含むタンパク質混合物の質量スペクトルである。
【図１０】図１０は、図９の混合物が９０分移動した後、図６の左側区画（ｐＨ＝４．９
）から得られた質量スペクトルである。
【図１１】図１１は、図９の混合物が９０分移動した後、図６の中央区画（ｐＨ＝５．２
）から得られた質量スペクトルである。
【図１２】図１２は、図９の混合物が９０分移動した後、図６の右側区画（ｐＨ＝５．６
）から得られた質量スペクトルである。
【図１３】図１３は、本発明に係わるマルチ区画装置での電気泳動分離の後の３つのタン
パク質の分布と濃度を示す。
【図１４】図１４は、別のマルチ区画装置での電気泳動分離の後の３つのタンパク質の分
布と濃度を示す。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】
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