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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記式で示されるエチニルアニリン：
【化１】

［式中、Ｒ１はアンテナ官能基であり、該アンテナ官能基が、下記：１，１０－フェナン
トロリン（１）又はフルオレン（２）又はアセトフェノン（３）又はベンゾフェノン（４
）又はフルオレノン（５）又はキサントン（６）又はアザキサントン（７）又はアントラ
キノン（８）又はアクリドン（９）又はキノリン（１０）又はクマリン（１１）： 
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【化２】

のいずれかであり、
Ｒ２は、配位結合したランタニド（ＩＩＩ）イオンを含有するキレート形成剤であり、該
キレート形成剤が、下記：
ＤＴＰＡ（ｎ＝１）、ＴＴＨＡ（ｎ＝２）
【化３】

又はＴＴＨＡ異性体ＮＴＴＨＡ

【化４】

のいずれかであり、該ＴＴＨＡ誘導体は、アンテナ官能基を有する第２エチニルアニリン
を含有することができるので、錯体形成に３個のカルボキシレート残基が利用可能であり
、
Ｘは、－ＯＨ又は、アミド結合を介してキレート形成剤のカルボキシレート残基に結合す
る、－ＮＨ（ＣＨ２）２ＮＨ２、－ＮＨ（ＣＨ２）２ＰｈＮＨ２、－ＮＨ（ＣＨ２）２Ｐ
ｈＮＣＳ、－ＮＨ（ＣＨ２）ｎＮＨ（Ｃ３Ｎ３Ｃｌ２）［この場合、ｎ＝２～６］及び－
ＮＨ（ＣＨ２）２Ｏ（ＣＨ２）２ＮＨ２のいずれか１つであり、
Ｙは、－Ｈ又は、アンテナ官能基にカップリングする、バイオ分子への結合基であり、該
結合基が下記：
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【化５】

の１つであり；
　ランタニド（ＩＩＩ）イオンが、下記：Ｅｕ３＋、Ｔｂ３＋、Ｄｙ３＋及びＳｍ３＋　

の
うちの１つである］。
【請求項２】
　２－（４’－アミノフェニルエチニル）－１，１０－フェナントロリン（Ｐ＊Ｂ）

【化６】

【請求項３】
　２－クロロ－１，１０－フェナントロリンの、ｐ－エチニルアニリンとの反応による、
２－（４’－アミノフェニルエチニル）－１，１０－フェナントロリン（Ｐ＊Ｂ）の製造
方法。
【請求項４】
　アンテナ発色団としての２－（４’－アミノフェニルエチニル）－１，１０－フェナン
トロリン（Ｐ＊Ｂ）の使用。
【請求項５】
　キレート配位子Ｐ＊ＢＬＨ４

【化７】

式中、ＬＨ４は、ジエチレントリアミン五酢酸を表し、ＬＨ３、ＬＨ２、ＬＨ及びＬは、
ジエチレントリアミン五酢酸のさらなる解離段階を表す。
【請求項６】
　アンテナ配位子としてのキレート配位子Ｐ＊ＢＬＨ４
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【化８】

の使用。
【請求項７】
　錯体［ＥｕＰ＊ＢＬ］－

【化９】

及び錯体ｎ－Ｂｕ４Ｎ［ＥｕＰ＊ＢＬ］
【化１０】

【請求項８】
　錯体［ＴｂＰ＊ＢＬ］－
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【化１１】

及び錯体ｎ－Ｂｕ４Ｎ［ＴｂＰ＊ＢＬ］
【化１２】

【請求項９】
　Ｐ＊ＢＬＨ３－ＥＤＡ
【化１３】

及びＰ＊ＢＬＨ３－ＳＰ１
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【化１４】

【請求項１０】
　アンテナ錯体ＥｕＰ＊ＢＬ－ＥＤＡ
【化１５】

及びアンテナ錯体ＥｕＰ＊ＢＬ－ＳＰ１
【化１６】

【請求項１１】
　アクセプター染料Ｃｙ５ＥＮＣＳ



(7) JP 5335236 B2 2013.11.6

10

20

30

40

50

【化１７】

Ｃｙ５ＢＥ
【化１８】

Ｃｙ５ＥＥ
【化１９】

Ｃｙ５’ＢＥ
【化２０】

【請求項１２】
　バイオ分子の定性的検出及び定量的測定のためのＴＲＦとＦＲＥＴに基づく蛍光分析方
法であって、請求項１記載のエチニルアニリンがリンカー反応を介して第１のバイオ分子
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に共有結合し、この場合、ペプチド、タンパク質、オリゴヌクレオチド、核酸、オリゴ糖
と多糖類、糖タンパク質、リン脂質、酵素の低分子基質及びタンパク質の低分子配位子か
ら成る物質クラスからの化合物が、標識されるべきバイオ分子として用いられ、該分析物
の検出が、下記方法：
ａ．ＴＲＦ法によるランタニド（ＩＩＩ）イオンの蛍光の直接測定、又は
ｂ．第２のバイオ分子に結合した、ポリメチン染料のクラスからの有機染料の添加後に、
測定反応のために、ドナー分子から有機染料へ、即ち、アクセプター分子へ転移されたエ
ネルギーを、アクセプター分子の蛍光発光の測定によって、決定する
のいずれかを用いて、行なわれることを特徴とする方法。
【請求項１３】
・固体としての、リンカー・エチレンジアミンＥＤＡを有するアンテナ配位子、
・標識のためのＮ，Ｎ’－カルボニルジイミダゾールＣＤＩ又はＮ－エチル－Ｎ’－（３
－ジアミノプロピル）－カルボジイミドＣＤＤ及びトリエタノールアミン／ＨＣｌ緩衝液
、
・水中１０－３ｍｏｌ／Ｌ溶液としてのＥｕ（ＩＩＩ）クロリド、
・場合によっては、二次抗体又はプロテインＡ又はプロテインＧに結合した、固体として
の酸官能基を有するＣｙ５染料、
から構成されるＦＲＥＴバイオアッセイにおける、請求項５に記載のエチニルアニリンの
使用であって、
・Ｐ＊ＢＬＨ４
【化２１】

（式中、ＬＨ４は、ジエチレントリアミン五酢酸を表し、ＬＨ３、ＬＨ２、ＬＨ及びＬは
、ジエチレントリアミン五酢酸のさらなる解離段階を表す）
がアンテナ配位子として用いられ、
・酸官能基を有するＣｙ５染料が、
Ｃｙ５Ｐ

【化２２】

又はＣｙ５ＢＡ
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【化２３】

又はＣｙ５Ｅ
【化２４】

又はＣｙ５ｅＮＣＳ

【化２５】

であり、
・そして励起波長λｅｘｃが３６０ｎｍであり、検出波長λｅｍが６６５ｎｍである
使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ランタニド・キレート類、それらの製造と特徴づけ、及びバイオアッセイに
おける、好ましくは蛍光分光法におけるそれらの使用に関する。
【０００２】
　蛍光分光法におけるランタニド錯体の使用は、既に知られている。US4,374,120は、５
０～１０００マイクロ秒（μｓ）の比較的長い蛍光時間を有する蛍光マーカーとしてのＥ
ｕ－及びＴｂ－キレートを述べている、配位子は、特に、アミノポリカルボン酸である。
さらに、幾つかのランタニド蛍光キレート錯体が時間分解蛍光光度法に特に適しており、
この場合、Ｔｂ（ＩＩＩ）－ＢＰＴＡ－ＮＨＳとＥｕ（ＩＩＩ）エストロゲンが好ましく
、前者はＤＮＡハイブリッド形成アッセイに用いられることも、知られている(K. Matsum
oto et al., RIKEN Review 35, May 2001)。ランタニド・キレートは、WO 00/01663によ
ると、ＨＴＲＦ（均質時間分解蛍光）アッセイに用いられる。バイオ医療にシアニン及び
インドシアニン染料を用いることは、知られている（US 6,217,848, US 6,190,641,追加
の証拠を含む）。DE 42 22 255は、遺伝子プローブ診断に用いるためのランタニドイオン
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・キレート形成構造を有するマーキング試薬を述べている。ランタニドイオン・キレート
形成構造としては、ピリジン誘導体が好ましく、スペーサーはポリアルキルアミン、ポリ
エチレングリコールであり、フロクマリン誘導体は感光性である。Journal of Alloys an
d Compounds 1995, 225, 511-14 における文献の１１２頁では、H. Takalo et al.がＴｂ
（ＩＩＩ）及びＥｕ（ＩＩＩ）－キレートと、それらのルミネセンス収量を述べている。
リン酸化活性を測定するために、DE 698 13 850では、クリプタートが用いられている、
これは、例えばＴｂ、Ｅｕ、Ｓｍ、Ｄｙ、Ｎｄのような希土類分子、ビスピリジンのよう
な錯化剤を含有し、蛍光ドナー結合として用いられる。I.HemmilaelaeとS.Webbは、DDT.1
997,2,373-381において、薬物スクリーニングのためのランタニド・キレートによる時間
分解蛍光定量法ＴＲＦの原理を述べている。DE 102 59 677には、好ましい実施態様にお
いて、発蛍光団(fluorophore)として希土類染料を用いる核酸検出センサーが述べられて
いる。
【０００３】
　ドナーからアクセプターへのエネルギー転移の測定によるバイオ分析に用いるためには
、このエネルギー転移を可能にする化合物を使用できることが必要である。１つの可能性
は、エネルギー転移の特定の形としての蛍光共鳴エネルギー転移（ＦＲＥＴ）であり、こ
れは、２つの空間的に分離した双極子の相互作用に基づくものであり、該双極子の１つ（
ドナー）は、電子的に励起する。両方の双極子が相互に共鳴する場合には、該蛍光ドナー
の励起エネルギーはアクセプターに非放射的に転移することができる。ＦＲＥＴの高い感
度と、ドナーとアクセプター間の距離への強い依存性のために、ＦＲＥＴは、生物学関連
基質(biologically relevant substrates)の同定及び特徴づけに広範囲な用途を見出して
いる。現在の開発は、均質蛍光アッセイ（配列標識(sequence marking)、フォールド境界
標識（タンパク質）、ＤＮＳ）におけるＦＲＥＴ系の使用に関する。この方法では、反応
させる抗原と抗体を発蛍光団基によって標識する、この場合、１つの発蛍光団官能基(flu
orophore function)は、エネルギー・ドナーとして機能し、他方は、対応するエネルギー
・アクセプターとして機能する。
【０００４】
　臨床実験診断並びにコンビナトリアル薬物合成において分子－分子相互作用を直接検出
するためのＦＲＥＴ原理の包括的応用は、長波長スペクトル領域における効果的な分光学
的吸光及び発光挙動によって同定されるようなドナー及びアクセプターが利用可能である
ことを必要とし、この場合に、生物学的基質の励起を避けるために、該ドナーの励起波長
は＞３５０ｎｍでなければならない。生物学的試験方法に、それらが使用可能であるため
の他の重要な基準は、標識される分子の安定性及び生物学的活性が該方法において不利に
影響されることのない、安定な共有結合型バイオポリマー発蛍光団化合物(stable,covale
nt biopolymer fluorophore compound)の形成である。
【０００５】
　この分野への認識の必要性を考慮すると、既知のドナー－アクセプター系は幾つかの欠
点を有するので、正確さと短時間データ入手性を満たす、適当なドナー－アクセプター系
が求められている。このように、ドナーからアクセプターへのエネルギー転移は、しばし
ば、満足できるものではなく、全体としての分析方法の感度も、この欠点を有する。さら
に、ドナーの錯体安定性は、しばしば、充分でなく、その水溶性は不十分である。
【０００６】
　上記欠点の原因は、さしあたり、ドナー化合物の組成、即ち、構造にある。ドナー化合
物の高い安定性を吸光及び発光の必要な分光学的性質と共に有する化合物を作製すること
は、今までに成功していない。さらに、今まで用いられてきたアクセプター染料は、それ
らの最大吸光をドナーの発光スペクトルに関して調整されないので、選択すべき化合物で
はなく、アクセプター染料の充分な溶解性を保証することも、今までに成功していない。
【０００７】
　発蛍光団の目標とする用途のために、優先権発展クレイム(priority development clai
m)は、新規な化合物の合成においてドナーからアクセプターへのエネルギー転移の効率の
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上昇に、したがって、分析方法の感度上昇にある。このクレイムは、用途に関連した特定
の発色団基を有するポリアミノポリカルボン酸がランタニド（ＩＩＩ）イオンと結合して
キレート形成している、エネルギー・ドナーとしてのランタニド錯体を用いることによっ
て、考慮することができる。ポリアミノポリカルボン酸による、実際の発蛍光団、ランタ
ニド（ＩＩＩ）イオンの錯体形成は、用いるドナーに対する高レベルの錯体安定性と、水
性媒質中の良好な溶解性を保証すべきである。最初に用いる、これらのランタニド（ＩＩ
Ｉ）錯体の特殊性は、置換基（以下では、アンテナと呼ぶ）による配位子系の修飾にある
、これらの置換基は意図された波長領域で吸収するので、励起波長に関して調整すること
ができる。
【０００８】
　蛍光分析におけるエネルギー・ドナーとしてのランタニド（ＩＩＩ）化合物の使用は、
有機ドナーに比べて、感度及びシグナル／ノイズ比率に関して分光学的利益を提供する筈
であり、したがって、特にコンビナトリアル薬物合成においても、多くの新しい用途態様
を広げると考えられる。この理由は、例えば、大きなＳＴＯＫＥＳ変位(STOKES displace
ment)、高強度に関連した線状発光、並びに励起状態の長い寿命のような、ランタニド（
ＩＩＩ）錯体の特徴である分光学的性質である。さらに、時間分解スペクトログラムの他
に、ランタニド（ＩＩＩ）化合物の決定的な利点は、好都合なドナー－アクセプター距離
にあり、これは、不完全に標識された基質に関して、良好なシグナル分離及びシグナル強
化を可能にして、一般に大きな標識(label)を可能にする。
【０００９】
　本発明の目的は、ドナーとしてエネルギー転移することができるランタニド（ＩＩＩ）
キレート錯体であって、高い安定性並びに可視スペクトル領域における吸光と発光の有利
な分光学的性質を特徴とするランタニド(ＩＩＩ）キレート錯体を提供することである。
【００１０】
　ランタニド（ＩＩＩ）錯体を、それらのドナー性質に関して、試験するために、他の目
的は、該ドナーに対して、分光学的に適したアクセプター染料を選択し、合成的に修飾す
ることと、その後に、均質な溶液中でドナー－アクセプター対を蛍光試験することにある
。新規なアクセプター染料と、そのようなものとして知られている、例えばローダミン及
びポリメチン染料のような、アクセプター染料との両方が、該ドナーの発光スペクトルに
関する、それらの最大吸光の位置、それらの発光強度と水中の溶解性に関して調整された
アクセプター染料として用いられる。
【００１１】
　ドナー及びアクセプターを上首尾に標識するための前提条件は、基質分子への共役結合
を可能にするための、それぞれの発蛍光団上の適当なアフィニティ基(groups with affin
ity)の存在である。それ故、さらに、ドナー及び／又はアクセプターを適当に官能基化(f
unctionalization)することが必要である。
【００１２】
　結論として、実際の、研究に関連した、生化学的な問題提起に基づいた均質バイオアッ
セイ(homogenous bioassay)を、官能基化した(functionalized)ドナー－アクセプター対
によって方向付けて(oriented with the functionalized donor-acceptor pair)、構成す
べきであり、生物学的分子－分子相互作用を同定するための、このドナー－アクセプター
対の根本的な適合性を実証するべきである。
【００１３】
　それ故、目的は、アンテナからランタニド（ＩＩＩ）イオン・キレート形成剤へのエネ
ルギー転移を可能にする系を作製することにある。該アンテナ又は該キレート形成剤のい
ずれかのアフィニティ基がバイオ分子への結合を生じ、このドナー－アクセプター系にお
けるエネルギー転移の測定を可能にするということで、実際の用途が与えられる。
【００１４】
　次に、これらのバイオ分子の性質及び挙動についての結論が可能になる。この種類の測
定データを記録する可能性には、ＦＲＥＴ系が特に包含される。
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【００１５】
　この分野における集約的な世界的規模の研究及び個々の問題に関連した幾つかの有望な
アプローチにもかかわらず、該アンテナから該エミッタ(emitter)へのエネルギー転移を
説明して、実用的な仮説の提示を可能にする、完成した理論は存在しない。いずれのアン
テナが特に適切であるかは、予測することができない。エネルギー的に特定の範囲内にあ
り、対応するアンテナ錯体を生じる、アンテナ発色団の三重項状態を参考にしようと考え
るならば、該三重項レベルは希土類の錯体形成によって劇的に変化するので、落胆するで
あろう。我々が用いた発色団１，１０－フェナントロリン－置換又は非置換－が、受容し
たエネルギーをＳＥ（ＩＩＩ）中心に転移させる状態にあるかどうかは、同じように予測
不能である。
【００１６】
　この目的は、本発明によって、ユーロピウム（ＩＩＩ）及びテルビウム（ＩＩＩ）のア
ンテナ錯体を最初の工程で製造することで達成される。このために、アンテナ配位子が最
初に製造される。
【００１７】
　目標とするアンテナ配位子の構成は、金属イオンに配位し、同時にドナーとしてのラン
タニド（ＩＩＩ）化合物の適用のために必要な高い安定性を保証する、実際のキレート配
位子から成る。次には、該キレート配位子は、可視スペクトル領域でのドナーの吸光を可
能にする発色団基、アンテナを有するべきである。
【００１８】
　それらの安定性が、Ｏ－官能基化した(O-functionalized)配位子系によるそれらの錯体
形成で実証されている蛍光ランタニド（ＩＩＩ）化合物は、既に知られている。本発明に
よると、目標とする用途態様のために、ポリアミノポリカルボン酸、特にジエチレントリ
アミン五酢酸（ＬＨ５）が選択される。ポリアミノポリカルボン酸のランタニド・キレー
トは、高度な錯体安定性の他に、水性媒質中での非常に良好な溶解性をも示す。発色団基
の導入にもかかわらず、ユーロピウム（ＩＩＩ）－又はテルビウム（ＩＩＩ）－イオンの
配位飽和(coordinative saturation)は、多座性質のために、達成することができる。さ
らに、生物学的分析物の固定を可能にするアフィニティ基として、追加の官能基を導入す
ることができる。
【００１９】
　４－エチニル・アニリンと発色団基とから成るアンテナは、それらの光－物理的性質に
よって、励起波長と、非錯化形及び、ＬＨ５による錯化形の両方で、問題のスペクトル領
域において非吸光性であるランタニド（ＩＩＩ）イオンへのエネルギー転移効率とを決定
する。生物学的系におけるルミネセンス・マーカーとしてランタニド（ＩＩＩ）化合物の
使用に関して、可視スペクトル領域においてそれらの励起が可能であり、それによって、
それ自体である程度蛍光を発することができる生物学的基質の直接励起を排除することが
できることが、特に有利である。それ故、本発明によると、３５０ｎｍを超えるスペクト
ル領域で吸収するような発色団を、例えばジエチレントリアミン五酢酸に導入する。
【００２０】
　アセチレン基で置換された共役１，１０－フェナントロリンは、新規で、効果的であり
、可視スペクトル領域で蛍光を発する発色団を表す。したがって、これらの化合物への関
心は、今までは、分子エレクトロニクスの分野における蛍光センサー及びスイッチを製造
するための調節可能な発蛍光団としてのそれらの用途にもっぱら基づいていた。これらの
発色団の吸光及び発光の波長は、置換基の種類によって決定される。
【００２１】
　１，１０－フェナントロリン誘導体は、それらの共役π系のために、強く吸収する発色
団であり、それ故、原則として、本発明の特定の用途に適している、該誘導体では、最大
吸光の位置とその強度に関する吸光特性は、フェナントロリン骨格上の置換と、対応する
置換基の官能性(functionality)とに依存して影響されうる。所望の発色団をキレート配
位子に導入するためには、置換基上の第１級アミノ官能基(primary amino function)が必
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要である。１，１０－フェナントロリンの３,８－位置における対称的置換の他に、該発
色団の分光学的性質のさらなる変化の可能性は、特に、非対称的置換によって得られる。
【００２２】
　本発明によると、２－クロロ－１，１０－フェナントロリンを調製した。該アンテナ発
色団Ｐ＊Ｂの合成は、エチニルアニリン（Ｂ）との２－クロロ－１，１０－フェナントロ
リンＰ＊のクロス－カップリングによって行なった。
【００２３】
　Ｐ＊Ｂは、本明細書では、可視スペクトル領域まで強く吸収する化合物である。Ｐ＊Ｂ
の吸収スペクトルを図１に示し、測定された吸光値を表１に要約する。最初に記載したア
ンテナ発色団Ｐ＊Ｂと１，１０－フェナントロリン（ｐｈｅｎ）との比較は、アルキンＢ
によるフェナントロリン骨格の置換が、深色シフト（bathochrome displacement)と、長
波長吸収の強化とを生じることを示す（ｎ→π＊遷移）。
【００２４】
【化１】

【００２５】
　ＢとカップリングしてＰ＊Ｂになることは、吸収の赤色シフトを増強し、同時にこれを
強化する。さらに、吸収帯相互の強度比率は変化する。
【００２６】
　アンテナＰ＊Ｂは、強い吸光の他に、同時に、可視スペクトル領域の非常に強い発光を
示す。しかし、Ｐ＊Ｂの発光特性は、該アンテナの今後の用途への関連性に関して重要で
はない。キレート配位子への該アンテナの導入は、ジエチレントリアミン五酢酸の二無水
物ＬＨ－Ａと１，１０－フェナントロリン誘導体Ｐ＊Ｂとの反応によって、アミド結合を
形成して、行なわれる。第１級アミンに比べて、カルボン酸のかなり低い反応性は、カル
ボニル要素の活性化を必要とする。それ故、一般に、該カルボン酸の対応する酸塩化物、
酸無水物又はエステルのアミノリシスが、行なわれる。用いたキレート配位子の場合には
、ポリアミノポリカルボン酸を最初に、その二無水物ＬＨ－Ａに転化させた。二無水物Ｌ
Ｈ－Ａは、遊離酸に比べて、より大きく反応性であるのみでなく、５個のカルボキシル基
のうちの２個のみが芳香族アミンと反応することができるので、同時に、生成物選択性を
も高める。他方では、対応する酸塩化物又はエステルの反応は非選択性であると考えられ
る。
【００２７】
　本発明によって提起する問題に対する、この合成法の他の利点は、二無水物の選択によ
って、該アンテナのみでなく、他のアミノ官能基化した基も、該キレート配位子にカップ
リングすることができるという事実から成る。
【００２８】
　ＬＨ－Ａ：ジエチレントリアミン五酢酸二無水物の合成
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【００２９】
【化２】

【００３０】
　この反応は、保護ガス下で行なうべきである。
【００３１】
　無水酢酸１２．９ｍｌとピリジン１２．３ｍｌに、ジエチレントリアミン五酢酸１３．
４ｇを加える。この懸濁液を７０℃において２４時間撹拌する。このプロセス中に、該反
応混合物は暗褐色に変色する。冷却後に濾過して、生成物沈殿を無水酢酸で洗浄し、次に
、ヘキサンで数回洗浄して、真空中で乾燥させる。
収率：約９０％
　アンテナ配位子Ｐ＊ＢＬＨ４の合成
【００３２】
【化３】

【００３３】
　二無水物ＬＨ－ＡとアンテナＰ＊Ｂによる反応は、その都度１個のみのアンテナ発色団
をキレート配位子に導入して、Ｐ＊ＢＬＨ４を形成するという目的で、１：１の比率で行
なわれた。仕上げ処理は、水溶液中で行なわれ、この際に、第二の無水物官能基が開かれ
る。
【００３４】
　キレート配位子ＬＨ５自体へのアンテナＰ＊Ｂの導入は、その分光学的性質の本質的な
変化を生じないが、本来のキレート配位子であるジエチレントリアミン五酢酸は、今や、
アンテナ配位子の目標とする分光学的性質の全てを示す。図２は、PERKIN ELMER社の蛍光
分光計(LS50B)に記録された励起スペクトルの例で得られた結果を例示する。
【００３５】
　Ｐ＊Ｂの最大吸光は、ジエチレントリアミン五酢酸の結合によって、僅かに浅色シフト
し、この際に、吸収帯の強度比率と、一部はそれらの吸収帯構造も変化する。しかし、い
ずれにせよ、ジエチレントリアミン五酢酸中へのＰ＊Ｂの導入は、遊離アンテナに比べて
、長波長吸収の強化を生じるのに対して、発光のスペクトル位置は影響されない。
【００３６】
　表２には、アンテナ配位子Ｐ＊ＢＬＨ４の分光学的性質をＰ＊Ｂに比較して示す。特別
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な利点は、該配位子の励起がアンテナ基の最大吸光中で起こる必要がないことである、こ
の理由は、該発光帯の位置が該励起波長に依存しないからである。このことは、同時に、
ランタニド(ＩＩＩ）錯体の、それらの吸収領域における、任意の長波長励起を可能にし
、この場合に、吸収領域は他の発色団の使用によってさらに拡大しうる。
【００３７】
【化４】

【００３８】
　本発明による解決策を拡張するために、アンテナ配位子Ｐ＊ＢＬＨ４がさらに用いられ
る。
【００３９】
　弱アルカリ性水溶液中での遊離酸としてのアンテナ配位子Ｐ＊ＢＬＨ４と、金属塩化物
ＥｕＣｌ３及びＴｂＣｌ３の化学量論的反応は、金属錯体［ＥｕＰ＊ＢＬ］－及び［Ｔｂ
Ｐ＊ＢＬ］－を生成する。これらの錯体は、反応溶液を濃縮した後に、適当な対イオン（
例えば、テトラブチルアンモニウムイオンｎＢｕ４Ｎ＋）の添加によって、沈殿させるこ
とができる。しかし、ＦＲＥＴ実験のためには、金属塩溶液のみをそれぞれ、アンテナ配
位子溶液に対して滴定し、ＵＶ／Ｖｉｓ－及び蛍光分光法によって、錯体形成を管理した
。
【００４０】
　アフィニティ基を含むアンテナ配位子は、原則として、いわゆるワンポット合成におい
ても、一無水物又は［Ｐ＊ＢＬＨ４］を単離せずに調製することができる。
【００４１】
　［ＥｕＰ＊ＢＬ］－及び［ＴｂＰ＊ＢＬ］－の合成
　用いるアンテナ錯体の調製は、アンテナ配位子溶液に対する金属塩溶液の滴定(titrati
on)によって行なう：
　ＥｕＣｌ３及び／又はＴｂＣｌ３を、ｐＨ＝６～７の水溶液中又はｐＨ＝１０のアルカ
リ性溶液（ＮＨ３／Ｈ２Ｏ）中のＢＬＨ４（濃度＞０．１ｍＭ）に１：１の比率で加える
。
【００４２】
　アンテナ錯体［ＥｕＰ＊ＢＬ］－及び［ＴｂＰ＊ＢＬ］－の分光学的特徴づけ
　水溶液中のアンテナ錯体［ＥｕＰ＊ＢＬ］－及び［ＴｂＰ＊ＢＬ］－の吸光及び発光ス
ペクトルを記録した。２種類のドナーから得られた吸収スペクトルを図３に示す。
【００４３】
　今や、アンテナ発色団Ｐ＊Ｂの吸収領域において、アンテナ錯体［ＥｕＰ＊ＢＬ］－及
び［ＴｂＰ＊ＢＬ］－の光励起を任意に行なうことができる。この場合に、興味深いのは
、可能なかぎり長波長の励起、即ち、Ｐ＊Ｂのｎ→π＊遷移の最大吸光における又はこの
吸光の長波長放出(long wave discharge)（λｅｘｃ＝３６０ｎｍの場合に既述したよう
に）における励起である。図４に示すように、アンテナ錯体［ＥｕＰ＊ＢＬ］－に関して
、Ｅｕ（ＩＩＩ）イオンに特徴的である赤色発光は、Ｐ＊Ｂの長波長吸収への励起から生
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じる。
【００４４】
　［ＥｕＰ＊ＢＬ］－の発光スペクトルにおけるシャープな発光ラインは、４ｆレベル内
の遷移に対応する。最強の遷移は５９５ｎｍと６１７ｎｍにおいて観察される。しかし、
テルビウム（ＩＩＩ）イオンの発光は、緑色スペクトル領域にあり、２つの最強発光ライ
ンは４９２ｎｍと５４７ｎｍにある。［ＥｕＰ＊ＢＬ］－と同様に、図５に示す、アンテ
ナ錯体［ＴｂＰ＊ＢＬ］－の発光スペクトルは、λｅｘｃ＝３６０ｎｍにおけるＰ＊Ｂの
最長波長吸収への、該アンテナ配位子の励起の結果であると考えることができる。
【００４５】
　両方のランタニド（ＩＩＩ）イオンは、アンテナ錯体［ＥｕＰ＊ＢＬ］－及び［ＴｂＰ
＊ＢＬ］－において非常に強い発光を示す。この強い発光は、用いるアンテナ発色団Ｐ＊

Ｂの強い吸収の結果であると考えることができる。非置換ジエチレントリアミン五酢酸の
それぞれのランタニド（ＩＩＩ）錯体の発光スペクトルに比較すると、アンテナ配位子Ｐ
＊ＢＬＨ４による錯体形成は、［ＴｂＰ＊ＢＬ］－に関しては金属イオン発光の５倍及び
／又は［ＥｕＰ＊ＢＬ］－に関しては３０倍の増強を生じ、そのために、励起状態のかな
り長い寿命が保持される（表３）。
【００４６】
【化５】

【００４７】
　上記アンテナ錯体［ＥｕＰ＊ＢＬ］－及び［ＴｂＰ＊ＢＬ］－の１つの利点は、それら
の電子的励起状態の比較的長い寿命にある。表３が示すように、［ＥｕＰ＊ＢＬ］－では
０．６２ｍｓの発光寿命が観察され、［ＥｕＰ＊ＢＬ］－では１．６１ｍｓの発光寿命が
観察されたが、これに反して、有機発蛍光団の寿命はナノ秒の範囲内である。
【００４８】
　ドナーとしてのランタニド(ＩＩＩ）化合物の使用によって、これは今や、時間遅延測
定計画(time-delayed measuring regime)での蛍光スペクトルの記録を可能にする、即ち
、該スペクトルの記録はドナーの励起直後には行なわれず、一定の遅延後に行なわれる。
それによって、ドナー（本発明の場合には、アンテナ錯体［ＥｕＰ＊ＢＬ］－及び［Ｔｂ
Ｐ＊ＢＬ］－）に比べて短い寿命を有する分子から、発生し、妨害する他の全てのバック
グランド蛍光を排除することができるので、これらが、実際の測定シグナルの強度歪曲に
寄与することはない。
【００４９】
　該ドナー［ＥｕＰ＊ＢＬ］－及び［ＴｂＰ＊ＢＬ］－の全ての蛍光測定を、調整した時
間遅延によって追跡した。標準的設定は下記のとおりであった：
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【００５０】
【化６】

【００５１】
　該ランタニド（ＩＩＩ）錯体の蛍光減衰曲線測定のために、ＦＲＥＴ実験おけると同じ
標準設定を、蛍光分光計ＬＳ５０Ｂに選択した。発光は、［ＥｕＰ＊ＢＬ］－ではλｅｍ

＝６１７．５ｎｍ及び［ＴｂＰ＊ＢＬ］－ではλｅｍ＝５４７ｎｍの波長において観察さ
れた。
【００５２】
　以下では、本発明によって課題を解決するための該ドナー錯体の適合性を実証する。こ
の実施のためには、下記方法を用いる。
【００５３】
　ＦＲＥＴ実験によって、ＳＴ９３６及び／又はローダミンＢの種々なアクセプター濃度
の存在下で、電子的励起アンテナ錯体［ＥｕＰ＊ＢＬ］－又は［ＴｂＰ＊ＢＬ］－の寿命
及び発光強度の変化を調べた。アクセプターの存在下での該ドナーの蛍光のクエンチング
度(the extent of the quenching)によって、エネルギー転移の効率が示される。
【００５４】
　該ドナー－アクセプター対は、対応するドナー溶液とアクセプター溶液とを混合するこ
とによって得られる。ユーロピウム（ＩＩＩ）錯体［ＥｕＰ＊ＢＬ］－のＦＲＥＴ実験は
、本発明によって、対応するアクセプターとして、WolfenのSENSIENT GmbHからのポリメ
チン染料ＳＴ９３６を用いて行なった。該アンテナ錯体［ＴｂＰ＊ＢＬ］－に対してはア
クセプター染料として、ローダミンＢ染料を用いた。モデル系において、ドナー及びアク
セプターの選択は、それらの分光学的性質に基づいて決定する。生物学的基質に共有結合
するための、ドナー又はアクセプターの対応する官能基化(functionalization)は、この
場合に重要ではない。
【００５５】
　アクセプターの吸光と、ドナーの発光とのオーバーラッピングは、ＦＲＥＴ実験におけ
る選択されたドナーに対するアクセプターの分光学的必要条件として理解される。図６は
、アンテナ錯体［ＥｕＰ＊ＢＬ］－の分光学的性質を、対応するアクセプターとして選択
された、WolfenのSENSIENT GmbHからのポリメチン染料ＳＴ９３６の分光学的性質に関連
して示す。［ＥｕＰ＊ＢＬ］－の発光スペクトルと、該アクセプターの吸光スペクトルと
が重度にオーバーラップし、それによって、本発明の課題のための必要条件を満たすこと
は、明らかである。さらに、λｅｍ＝６６０ｎｍにおけるＳＴ９３６の最大発光は、該ア
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ンテナ錯体の最強発光ラインへ深色シフトを示す。
【００５６】
　ポリメチン染料ＳＴ９３６の存在下での［ＥｕＰ＊ＢＬ］－の励起は、該アンテナ錯体
の発光強度をクエンチングさせ、６６６ｎｍにおける該アクセプター発光を増強させる。
これによって、用いたアンテナ錯体［ＥｕＰ＊ＢＬ］－から該蛍光染料ＳＴ９３６への非
放射性エネルギー転移が実証される。ＦＲＥＴ実験では、［ＥｕＰ＊ＢＬ］－の発光強度
の低下が、一定のドナー濃度によって観察され、アクセプター濃度の上昇によって、ＳＴ
９３６の発光の増強が観察された。発光スペクトルの必要な修正を施すことによって、あ
らゆるドナー－アクセプター関係に関してドナー発光と感作アクセプター発光を測定する
ことが可能になる。
【００５７】
　アンテナ錯体［ＴｂＰ＊ＢＬ］－と、このドナーのために選択されたアクセプター染料
ローダミンＢとが１つの溶液状態である場合には、アンテナ発色団Ｐ＊Ｂの長波長吸収の
領域での［ＴｂＰ＊ＢＬ］－の励起後の、このドナー－アクセプター対の結果も、該アク
セプターへの非放射性エネルギー転移とローダミンＢの新たな発光とによる［ＴｂＰ＊Ｂ
Ｌ］－の発光強度のクエンチングである。これによって、その適合性が実証される。
【００５８】
　製造して、ドナーに対する適合性試験を行なった後に、アクセプター染料を合成する。
【００５９】
　ユーロピウム（ＩＩＩ）錯体を、対応ＦＲＥＴ実験において、そのエネルギー－ドナー
性質に関して試験するために、AcMaRi Chemie GmbHからのポリメチン染料ＳＴ９３６が、
その分光学的性質に基づいて、ドナー錯体［ＥｕＰ＊ＢＬ］－に適したアクセプターとし
て判明した。このポリメチン染料は、該ドナーの発光領域における強い吸光と、［ＥｕＰ
＊ＢＬ］－の発光へ深色シフトした、強い発光とを特徴とする。
【００６０】
　しかし、水溶液中でのポリメチン染料の不良な溶解性と、標識されるタンパク質分析物
に共有結合するための官能性の欠如は、適用に不利である。それ故、例えばタンパク質へ
の結合を可能にし、同時に、水中での溶解性をも改良するような種類の基によって、ポリ
メチン染料ＳＴ９３６を置換することが必要である。
【００６１】
　本発明の範囲内で、目的は、インドレニン基を誘導体化して、ＳＴ９３６のＣＹ５親物
質と、それに関連して、最大の位置に関するそれらの吸光及び発光特性とを保持しながら
、標識に適した、新たなポリメチン染料を構成することにある。
【００６２】
　既知ポリメチン染料ＳＴ９３６の他に、インドレニン誘導体ＴＩＰＢｒ－、ＴＩＥＯＢ
ｒ－、ＴＩＰＥＢｒ－、ＴＩＰＮＢｒ－及びＴＩＢＥＩ－から出発して、付加的な染料：
Ｃｙ５ＢＥ、Ｃｙ５’ＢＥ及びＣｙ５ＰＥを製造する。Ｃｙ５ＥＥは、インドレニン誘導
体ＴＩＥＯＢｒ－と、ジアニリドとの反応から対応するポリメチン染料として得られた。
この際に、ヒドロキシ官能基は、反応溶液中に見出される無水酢酸によってエステル化さ
れる。
【００６３】
　アンテナ配位子が、測定される分析物（イムノアッセイ要素）の、その後のドナーへの
共有結合を可能にする官能性を有さなければならないことが、認識された。この官能基を
介した分析物の結合は、アンテナ配位子において、ランタニド（ＩＩＩ）イオンを錯化し
て、それによって、形成されるアンテナ錯体の総電荷(total charge)を変化させる遊離カ
ルボキシレート基の数を減ずる。ＦＲＥＴに基づくＦＩＡ系のためには、負に帯電した若
しくは中性の錯体のみが有利である、この理由は、これらは、生物学的な、大部分は同様
に負に帯電した基質との非特異的結合を形成することができないからである。最初に、分
光学的特徴づけのために、ランタニド（ＩＩＩ）アンテナ錯体［ＬｎＰＢＬ］－を製造し
た。
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【００６４】
　さらに、アンテナ配位子Ｐ＊ＢＬＨ４を、本発明によって、リンカー基の導入によって
官能基化する。このことは、ジエチレントリアミン五酢酸の二無水物ＬＨ－Ａが、２位置
で置換された１，１０－フェナントロリン誘導体Ｐ＊Ｂと片側でのみ反応し、さらに続い
て、第２無水物官能基も、アミノ官能基化した基と反応しうることが判明したので、可能
である。
【００６５】
　この場合には、２つの異なるリンカー基、異なる鎖長のジアミンが、アンテナ配位子Ｐ
＊ＢＬＨ４に結合した。Ｐ＊ＢＬＨ３－ＥＤＡ（ＥＤＡ：エチレンジアミン）とＰ＊ＢＬ
Ｈ３－ＳＰ１（ＳＰ１：１，８－ジアミノ－３，６－ジオキサオクタン）が合成された。
【００６６】
【化７】

【００６７】
　この反応は、保護ガスを用いて、実施すべきである。
【００６８】
　ＤＭＦ　２４ｍｌとＥｔ３Ｎ　２．１ｍｌ中にＬＨ－Ａ　１．５ｍｍｏｌを溶解し、撹
拌しながら、ＤＭＦ　５ｍｌ中に溶解した２－（４－アミノフェニルエチニル）－１，１
０－フェナントロリン（Ｐ＊Ｂ）　１．５ｍｍｏｌを滴加する。室温において約２時間撹
拌した後に、数滴の該反応溶液をＤＭＦ　３ｍｌ中のジアミン　２ｍｍｏｌに滴加する、
これによって、黄色フレーク状沈殿が形成される。さらに１～２時間撹拌し、真空中で幾
らか蒸発させ、冷蔵庫中で一晩放置する、この際に、生成物は完全に沈殿する筈である。
生成物沈殿をガラスフリットによって反応溶液から分離して、若干の乾燥メタノール及び
エーテルで洗浄してから、真空中で乾燥させる。生成物が黄色固体として得られる。生成
物を空気中で単離する場合には、黄色沈殿は粘稠性になり、橙赤色に変わる。該生成物を
空気中で乾燥させ、乳鉢で粉砕することができる。
【００６９】
　収率：約６０％
　本発明の目的は、一方では、遊離カルボキシル基を有し、それによってタンパク質に直
接結合することができるポリメチン染料を調製することであるので、該ポリメチン染料を
さらに官能基化した、この場合に、該カルボン酸基は他の反応性を有する基（例えば、ジ
アミン）による誘導体化も可能にする。他方では、タンパク質分析物へのその化学カップ
リングが、アミド結合の形成を介しては行なわれないポリメチン染料を合成することが考
えられた。
【００７０】
　この理由から、２つの対称的染料Ｃｙ５ＢＥとＣｙ５ＰＥ並びに非対称的染料Ｃｙ５’
ＢＥを、第１態様として、調製した。次に、望ましいカルボン酸官能基を該エステル染料
の加水分解から直接得て、該染料を過塩素酸塩として単離することができた。
【００７１】
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　バイオアッセイをモデル化する目的で、一定のドナー－アクセプター距離によるＦＲＥ
Ｔ実験を行なった。
【００７２】
　モデル系では、スペーサーがドナーとアクセプターに空間的間隔を置かせて、バイオ分
子（例えば、抗原と抗体）、リンカー－リンカーの結合相互作用をシミュレートする。
【００７３】
　この場合に、ドナー－アクセプター間隔は、リンカーの鎖長によって、ＦＲＥＴがもは
や観察されることができないような大きさであることができない、即ち、該間隔はいわゆ
るForster距離の範囲内でなければならない。
【００７４】
　このモデル系において、ドナーとアクセプターとは、アミド結合（ドナー－リンカー結
合)及び／又はチオカルバメート結合の形で、種々な鎖長のリンカーを有する修飾染料の
イソシアネート官能基を介して堅く連結される。修飾されたドナー及びアクセプターによ
る目標モデル系は、図１１に示す。アンテナ錯体［ＥｕＰ＊ＢＬ］－を、ジアミンエチレ
ンジアミン（ＥＤＡ）及び／又は１，８－ジアミノ－３，６－ジオキサオクタン（ＳＰ１
）によってアンテナ配位子を置換して、ドナーとして用いた。ＦＲＥＴ実験における対応
アクセプターは、ポリメチン染料Ｃｙ５ＥＮＣＳであった。
【００７５】
【化８】

【００７６】
　アンテナ配位子Ｐ＊ＢＬＨ３－ＥＤＡ及び／又はＰ＊ＢＬＨ３－ＳＰ１の等モル水溶液
へのＥｕＣｌ３水溶液（＝１・１０－３Ｍ）の滴定(titration)によって、該ドナーを調
製した。アンテナ錯体［ＥｕＰ＊ＢＬ－ＥＤＡ］及び／又は［ＥｕＰ＊ＢＬ－ＳＰ１］の
形成を、蛍光分光法によって追跡した。λｅｘｃ＝３６０ｎｍにおける該水溶液の励起後
に、ユーロピウム（ＩＩＩ）イオンの強度な赤色発光が観察されたことで、［ＥｕＰ＊Ｂ
Ｌ－ＥＤＡ］及び／又は［ＥｕＰ＊ＢＬ－ＳＰ１］の錯体形成が確認された。
【００７７】
　ＦＲＥＴ実験において、末端アミノ官能基で置換されたアンテナ錯体［ＥｕＰ＊ＢＬ－
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ＥＤＡ］又は［ＥｕＰ＊ＢＬ－ＳＰ１］の溶液に、一定濃度のアクセプター染料Ｃｙ５Ｅ
ＮＣＳを、ポリメチン染料が過剰になるまで、徐々に添加した。この際に、ドナー［Ｅｕ
Ｐ＊ＢＬ－ＥＤＡ］（［ＥｕＰ＊ＢＬ－ＳＰ１］にも同じことが該当する）の発光は、ア
クセプター濃度が上昇するにつれて、クエンチングされ、アクセプターの発光の増強が観
察される。図７は、ドナー－アクセプター対｛［ＥｕＰ＊ＢＬ］－ＥＤＡ－Ｃｙ５ＥＮＣ
Ｓ｝に関して、修正を行なった後の、ＦＲＥＴ実験から得られた発光スペクトルをグラフ
によって示す。該修正は、アクセプターの不存在下でのアンテナ錯体の最大エネルギー富
化遷移の最大値(the maximum of the most energy-rich transition)への全ての発光スペ
クトルの標準化に相当する。
【００７８】
　同じ測定条件下で、修正アンテナ錯体のＦＲＥＴ実験を、｛［ＥｕＰ＊ＢＬＨ４］－Ｓ
Ｐ１－Ｃｙ５ＥＮＣＳ｝によってリンカーＳＰ１の存在下で行なった。図１３が示すよう
に、ポリメチン染料の発光の同時感作を伴うドナー発光のクエンチングがこの場合にも観
察される。
【００７９】
　それ故、対応するイムノアッセイのための新たなＦＲＥＴ系の原則的な適用可能性が、
このモデル実験によって実証される。
【００８０】
　修正ドナー－アクセプター対によるＦＲＥＴバイオアッセイ
　上記ドナー－アクセプター対の１つを用いる測定系は、ＦＲＥＴバイオアッセイによっ
て生物学的活性物質を検出及び／又は定量するために、できるかぎり普遍的に使用可能で
あるべきである。それ故、免疫グロブリンＧ（ＩｇＧ）へのプロテインＡの結合が、ドナ
ーとしてのアンテナ配位子Ｐ＊ＢＬＨ３－ＳＰ１と、アクセプターとしての染料Ｃｙ５Ｂ
Ａで両パートナーを標識した後に、ＦＲＥＴ測定によって検出されるかどうかを調べた。
【００８１】
　用いた系プロテインＡ－ＩｇＧは、ＩｇＧへのプロテインＡの結合がＦｃフラグメント
で生じ、それによって、ＩｇＧと、Ｆａｂフラグメントに結合する対応抗原との相互作用
が影響されないという利点を有する。
【００８２】
　ドナー及び／又はアクセプターによって、用いる２つのタンパク質を配位子化するため
に、該２種類の反応物質を弱酸性範囲において過剰なＮ－エチル－Ｎ’－（３－ジメチル
アミノプロピル）－カルボジイミド（ＥＤＣ）によって２０℃において処理し、該タンパ
ク質によるアンテナ配位子及び／又は染料の形成される酸アミドを、ゲル濾過によって、
反応混合物の未転化配位子及び他の低分子要素から分離した。
【００８３】
　Ｐ＊ＢＬＨ３－ＳＰ１のＩｇＧへのカップリング
　ＩｇＧ　０．０６６μＭｏｌに、１００ｍＭイミダゾール／ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ５．０
）中のアンテナ配位子Ｐ＊ＢＬＨ３－ＳＰ１　３．３μＭｏｌとＥＤＣ　３３０μＭｏｌ
を混合して、室温において一晩インキュベートした。１時間インキュベートした後に、１
Ｎ　ＮａＯＨによってｐＨ値を再びｐＨ４．５～５．０にした。翌朝、本質的に変性タン
パク質である沈殿物質を５０００ｘｇでの遠心分離によって取り出し、ＩｇＧアンテナ配
位子コンジュゲートをＮＡＰ－５カラム(Amersham Biotech)によるゲル濾過によって、未
転化アンテナ配位子及び他の低分子物質から分離した。
【００８４】
　収率は、用いたＩｇＧに関して約６０％であった。ＩｇＧ分子は、約３０の結合アンテ
ナ配位子分子を含有する。この置換度は、タンパク質－アンテナ配位子のモル比率を変化
させることによって、任意に調節することができる。
【００８５】
　プロテインＡと染料Ｃｙ５ＢＡからのアダクツの合成は、同様な方法で、行なったが、
該染料は、その不良な水溶性のために、アルコール溶液として用いた。回収は、上述した
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ように、遠心分離によって沈殿タンパク質を分離することで行ない、未転化染料の分離は
、ゲルクロマトグラフィーによって行なった。
【００８６】
　収率は、約１０％（プロテインＡに関して）であり、置換度は、プロテインＡ　１Ｍｏ
ｌにつき染料　約８Ｍｏｌであった。この不良な収率は、染料に対する溶媒として用いた
アルコールによる、該タンパク質の強度の変性によって惹起されたものである。
【００８７】
　結合したドナーとアクセプターの、ＦＲＥＴに対する適合性を、ＰＡ：ＩｇＧの比率１
：１での、標識した要素、プロテインＡ（ＰＡ）とイムノグロブリンＧ（ＩｇＧ）の２種
類の異なる濃度による寿命実験に基づいて試験した。この場合に該寿命測定から決定され
たエネルギー転移効率Ｅは、該要素の濃度に無関係でなければならない。得られた標識済
み物質から、８．５＊１０－７Ｍ及び２．５＊１０－７Ｍのイミダゾール／ＨＣｌ緩衝液
中の溶液を調製した。ドナー錯体は、配位子に、マーカー部分(marker portion)に対応す
る量のＥｕＣｌ３溶液を添加することによって調製した。
【００８８】
　図８と９は、対応する励起条件下での指定濃度で得られたスペクトルを示す。純粋なド
ナー溶液を常に、最初に試験して、τ０を測定し、τの測定のために、標識済みプロテイ
ンＡの添加後に、試験を繰り返した。寿命を４回測定して、平均値を用いた。％での転移
効率は、次式：
【００８９】
【化９】

【００９０】
から得られる。
【００９１】
　測定値を表４に要約する。したがって、転移効率は、方法に由来する測定誤差範囲内で
独立的であり、本発明の系の有用性が実証される。比較的小さい値の効率は、アクセプタ
ーに比べて高い、ドナーの標識度（３０：８）にその原因を有する。この場合に、１：１
又は１：２（ＩｇＧ：ＰＡ）がより有利であると考えられる。
【００９２】
【化１０】

【００９３】
　ＦＲＥＴイムノアッセイのためのユニット系構成の提案
　生物学的及び／又は医学的な分析実施にＦＲＥＴイムノアッセイを用いるために、分析
系のできるだけ簡単な取り扱いと、用いる一次抗体及びそれと同時に検査すべき分析物の
選択に関する高度なフレキシビリティとを使用者に与えるユニット系を開発するべきであ
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る。
【００９４】
　図７は、ＦＲＥＴイムノアッセイの測定原理を概略的に示す。第１反応では、分析物を
含む試験物質を、ドナーにカップリングする抗体(一次抗体）と共にインキュベートする
。第２反応工程では、一次抗体と、アクセプター染料で標識された二次抗体又は、イムノ
グロブリンに特異的に結合する他のタンパク質（例えば、プロテインＡ又はプロテインＧ
）との結合を検出する。この場合に、このタンパク質－タンパク質相互作用によって誘発
されるＦＲＥＴ反応が、該アッセイの測定可能な変数である。この種類のＦＲＥＴイムノ
アッセイは、標準的なＥＬＩＳＡ反応のように、固相で行なわれなければならない、さも
なければ、二次抗体が、未転化一次抗体とＦＲＥＴ反応を起こす危険性があるからである
。
【００９５】
【化１１】

【００９６】
　ＦＲＥＴイムノアッセイのためのキットは、アンテナ配位子と、それが、使用者によっ
て供給される一次抗体にカップリングするための試薬（ＥＤＣ、緩衝液、ゲル濾過カラム
）と、アクセプター染料で標識された二次抗体（又は、イムノグロブリンに特異的に結合
する、他のタンパク質）から成る。アクセプター染料で標識され、そしてＦＲＥＴ反応の
検出が異なる波長を用いて行なわれうるように、それらのスペクトル性質に関して異なる
、幾つかの二次抗体が該キットに含まれるならば、異なる分析物の同時検出（多重化）が
、このような測定系によって可能である。
【００９７】
　ドナーの場合には、アミノ官能基化したアンテナＰ＊Ｂ、酸無水物ＬＨ－Ａ及びスペー
サー、エチレンジアミンＥＤＡから成る系が効果的であると実証されている。該３要素は
、ＤＭＦ／ＴＥＡ中でアンテナ配位子に結合する。スペーサーの変更は、原則的に可能で
ある。得られる生成物は、クロマトグラフィー精製後に使用可能になり、固体として使用
者に入手可能になる。抗体とアンテナ配位子とは、通常の方法に従って、Ｎ－エチル－Ｎ
’－（３－ジメチルアミノプロピル）－カルボジイミド（ＥＤＣ）又はＮ，Ｎ’－カルボ
ニルジイミド－アゾール（ＣＤＩ）によってカルボニル要素を活性化して、アミド結合の
形成によって、相互に結合する。用途の範囲を拡大するために、スペーサーを備えるアン
テナ配位子による、末端アミド窒素におけるイソチオシアナト官能基への変換も可能であ
る。
【００９８】
　実際のエネルギー・ドナー、ランタニド（ＩＩＩ）錯体は、in situアッセイにおいて
、対応する量の金属塩化物溶液の添加によって示される。ランタニド（ＩＩＩ）イオンの
選択は、その特異的な発光によって、アクセプター染料の選択を決定する。例として用い
たユーロピウム（ＩＩＩ）イオンに関しては、その吸光が、ドナー（ユーロピウム（ＩＩ
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Ｉ）錯体）の発光領域にあるポリメチン染料が選択された。ヒドロキシ－及び酸基による
官能基化したＣｙ５染料が、高い収率で、入手可能である。酸官能基は、ドナーの場合に
既に挙げた方法に従って、アミド結合を介しての二次抗体への直接結合を可能にする。ヒ
ドロキシ官能基化した染料はタンパク質のカルボキシル基と、エステル結合を介して結合
することも可能である。ポリメチン染料のクラスからの化合物は、本発明によって製造さ
れ、用いられるポリメチン様染料と同様に、官能性例(functional example)として挙げら
れる。
【００９９】
　したがって、最も簡単な場合には、本発明によるユニット系は、少なくとも下記要素を
含有する(表５）：
・　固体としての、スペーサーＥＤＡを伴うアンテナ配位子（要素１）
・　標識のための、ＣＤＩ又はＥＤＣと酢酸トリエチルアミン緩衝液
・　水中１０－３ｍｏｌ／Ｌ溶液としての塩化ユーロピウム（ＩＩＩ）（要素２）
・　Ｃｙ５染料で標識された二次抗体（要素３）
【０１００】
【化１２】

【０１０１】
　上記ＦＲＥＴイムノアッセイは、好ましくは、固体表面（例えば、組織化学的用途の場
合には、マイクロタイタープレート又はガラススライド）で行なわれるので、その後のＦ
ＲＥＴ反応において分析物に結合せず、偽陽性シグナルを与えると考えられる一次抗体を
ＦＲＥＴ反応の前の洗浄工程で除去することができる。
【０１０２】
　用途によっては、均質ＦＲＥＴイムノアッセイも考えられる。この例は、抗体産生のた
めのハイブリドーマ細胞クローンのスクリーニングである。モノクローナル抗体（例えば
、抗マウスＩｇＧ）を認識する一次抗体の他に、この種類の系は、抗原－抗体錯体を遊離
免疫グロブリンと区別することを可能にするように、例えば補体因子Ｃ１ｑのような第２
要素を含有する。
【０１０３】
　均質用途(homogenous applications)に伴う主要な問題は、ドナーとアクセプターとの
間の距離が、タンパク質－タンパク質相互作用が存在するにもかかわらず、ＦＲＥＴを観
察することができないほど大きいので、不正な結果が得られる可能性である。この実験を
標準的な競合アッセイの形式で行なうならば、誤った解釈というこの危険性を回避するこ
とができる。このためには、ＦＲＥＴが実証可能である、非常に弱い相互作用を有するＡ
Ｋ／ＡＧ対で出発することが必要である。標識されない抗体を加えた後に、より大きく効
果的な錯体の形成を、この抗体の濃度に依存する、アクセプターの発光強度の低下から検
出することができる。
【０１０４】
　合成物質のカタログ
　３，８－ジブロモフェナントロリン（Ｐ）
【０１０５】
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【化１３】

【０１０６】
　１－メチル－１，１０－フェナントロリン－１－イウムヨージド（Ｐ＊（ａ））
【０１０７】
【化１４】

【０１０８】
　１－メチル－１，１０－フェナントロル－２－オン（Ｐ＊（ｂ））
【０１０９】
【化１５】

【０１１０】
　２－クロルフェナントロリン（Ｐ＊）
【０１１１】
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【化１６】

【０１１２】
　３－（２－ヒドロキシ－２－メチルブタ－３－イニル）アニリン（Ａ（ａ２））
【０１１３】

【化１７】

【０１１４】
　３－エチニルアニリン（Ａ）
【０１１５】
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【化１８】

【０１１６】
　４－（２－ヒドロキシ－２－メチルブタ－３－イニル）アニリン（Ｂ（ａ２））
【０１１７】

【化１９】

【０１１８】
　４－ニトロフェニルアセチレン（Ｂ（ｂ３））
【０１１９】

【化２０】

【０１２０】
　４－エチニルアニリン（Ａ）
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【０１２１】
【化２１】

【０１２２】
　３,８-ビス(３’－アミノフェニルエチニル）－１，１０－フェナントロリン（ＰＡ２

）
【０１２３】
【化２２】

【０１２４】
　３,８-ビス(４’－アミノフェニルエチニル）－１，１０－フェナントロリン（ＰＢ２

）
【０１２５】
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【化２３】

【０１２６】
　２－（４’－アミノフェニルエチニル）－１，１０－フェナントロリン（Ｐ＊Ｂ）
【０１２７】
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【化２４】

【０１２８】
　ジエチレントリアミン五酢酸二無水物（ＬＨ－Ａ）
【０１２９】

【化２５】

【０１３０】
　アンテナ配位子ＰＡ２ＬＨ３
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【０１３１】
【化２６】

【０１３２】
　アンテナ配位子（ＰＢ２）２Ｌ２Ｈ６

【０１３３】
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【化２７】

【０１３４】
　アンテナ配位子Ｐ＊ＢＬＨ４

【０１３５】
【化２８】

【０１３６】
　アンテナ配位子Ｐ＊ＢＬＨ３－ＥＤＡ
【０１３７】
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【化２９】

【０１３８】
　アンテナ配位子Ｐ＊ＢＬＨ３－ＳＰ１
【０１３９】

【化３０】

【０１４０】
　インドレニン誘導体ＴＩＰＢｒ－

【０１４１】
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【化３１】

【０１４２】
　インドレニン誘導体ＴＩＥＯＢｒ－

【０１４３】

【化３２】

【０１４４】
　インドレニン誘導体ＴＩＰＥＢｒ－

【０１４５】
【化３３】

【０１４６】
　インドレニン誘導体ＴＩＢＥＩ－
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【０１４７】
【化３４】

【０１４８】
　ポリメチン染料ＳＴ９３６
【０１４９】
【化３５】

【０１５０】
　ポリメチン染料Ｃｙ５ＥＥ
【０１５１】
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【化３６】

【０１５２】
　ポリメチン染料Ｃｙ５ＢＥ
【０１５３】

【化３７】

【０１５４】
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　ポリメチン染料Ｃｙ５’ＢＥ
【０１５５】
【化３８】

【０１５６】
　ポリメチン染料Ｃｙ５ＢＡ
【０１５７】

【化３９】

【０１５８】
　ポリメチン染料Ｃｙ５’ＢＡ
【０１５９】
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【化４０】

【０１６０】
　ポリメチン染料Ｃｙ５Ｅ
【０１６１】
【化４１】

【０１６２】
　ポリメチン染料Ｃｙ５Ｒの合成
【０１６３】

【化４２】

【０１６４】
　無水酢酸５０ｍｌ中のアルキル化インドレニン２０ｍｍｏｌとジアニリド１０ｍｍｏｌ
との溶液を７０℃にして、トリエタノールアミンを徐々に滴加する。過塩素酸によって染
料を沈殿させ、吸引濾過する。再結晶させるために、これを少量のメタノール中に溶解し
て、該溶液を１０倍量のジエチルエーテルに加えて、－４０℃において結晶化させる（収
率約８０％）。
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【０１６５】
　インドレニン誘導体ＴＩＰＢｒ－

【０１６６】
【化４３】

【０１６７】
　図面
【０１６８】
【表１】

【０１６９】
　図１：ＭｅＯＨ中の発色団ＰＡ２（----）、ＰＢ２（－）及びＰ＊Ｂ（・・・）の吸収
スペクトル
【０１７０】
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【表２】

【０１７１】
　図２：ＮＨ３／Ｈ２Ｏ、ｐＨ＝１０中のアンテナ配位子ＰＡ２ＬＨ４（----）、（ＰＢ

２）２Ｌ２Ｈ６（－）及びＰ＊ＢＬＨ４(・・・・）の励起スペクトル
【０１７２】
【表３】

【０１７３】
　図３：Ｈ２Ｏ中の［ＥｕＰ＊ＢＬ］－（－）と［ＴｂＰ＊ＢＬ］－（・・・）のＵＶ／
Ｖｉｓスペクトル
【０１７４】
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【表４】

【０１７５】
　図４：Ｈ２Ｏ中の［ＥｕＰ＊ＢＬ］－の標準化発光スペクトル；（励起条件：λｅｘｃ

＝３６０ｎｍ、ギャップ：１０／２．５ｎｍ、ｄｔ＝０．０７ｍｓ、ｇｔ＝４．５ｍｓ）
【０１７６】
【表５】

【０１７７】
　図５：Ｈ２Ｏ中の［ＴｂＰ＊ＢＬ］－の標準化発光スペクトル；（励起条件：λｅｘｃ

＝３６０ｎｍ、ギャップ：１０／５ｎｍ、ｄｔ＝０．０８ｍｓ、ｇｔ＝４．６ｍｓ）
　該ドナー［ＥｕＰ＊ＢＬ］－及び［ＴｂＰ＊ＢＬ］－の全ての蛍光測定を、調整した時
間遅延によって追跡した。標準的設定は下記のとおりであった：
［ＥｕＰ＊ＢＬ］－に関して、励起波長：λｅｘｃ＝３６０ｎｍ、励起ギャップ：１５ｎ
ｍ、発光ギャップ：５ｎｍ、発光フィルター：５１５ｎｍ、時間枠（ｇｔ）：４．５０ｍ
ｓ、遅延時間（ｄｔ）：０．０７ｍｓ
［ＴｂＰ＊ＢＬ］－に関して、励起波長：λｅｘｃ＝４００ｎｍ、励起ギャップ：１５ｎ
ｍ、発光ギャップ：１０ｎｍ、発光フィルター：４３０ｎｍ、時間枠（ｇｔ）：４．６０
ｍｓ、遅延時間（ｄｔ）：０．０８ｍｓ
【０１７８】
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【表６】

【０１７９】
　図６：ＮＨ３／Ｈ２Ｏ、ｐＨ１０中の［ＥｕＰ＊ＢＬ］－及びＳＴ９３６の分光学的性
質、アクセプターの吸光(・・・）又はドナー発光（－）及びアクセプター発光（---）
【０１８０】
【表７】

【０１８１】
　図７Ｐ：Ｈ２Ｏ中の［ＥｕＰ＊ＢＬＨ３］－ＥＤＡＣｙ５ＥＮＣＳのＦＲＥＴ実験；上
昇するアクセプター濃度に依存する修正発光スペクトル（ＣＤＯＮＯＲ＝５・１０－６Ｍ
、ＣＡＫＺＥＰＴＯＲ＝１．６・１０－７Ｍ～５．６・１０－６Ｍ）
【０１８２】
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【表８】

【０１８３】
　図８：Ｃ（ＩｇＧ）＝Ｃ（ＰＡ）＝２．５＊１０－７Ｍによる蛍光スペクトル（点線＝
ＩｇＧ、黒線＝ＩｇＧ＋ＰＡ）
【０１８４】
【表９】

【０１８５】
　図９：Ｃ（ＩｇＧ）＝Ｃ（ＰＡ）＝８．２＊１０－７Ｍによる蛍光スペクトル（点線＝
ＩｇＧ、黒線＝ＩｇＧ＋ＰＡ）
略号表
【０１８６】
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【化４４】
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