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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板表面に生体分子が固定化されたスポットを１つ以上有する生体分子マイクロアレイと
、前記基板表面と対向する電極（以下、「対向電極」という）との間にターゲット生体分
子を含む溶液を配置し、前記基板表面に固定化された生体分子とターゲット生体分子とを
相互作用させる方法であって、
　前記マイクロアレイは、生体分子が固定化された面の少なくとも一部に導電性物質表面
を有し、
　前記導電性物質表面と対向電極との間に、周波数０．０１～１０Ｈｚで電圧を印加して
、前記相互作用を促進することを特徴とする、前記方法。
【請求項２】
少なくとも一部に導電性物質表面を有する基板と、前記導電性物質表面と対向する電極（
以下、「対向電極」という）との間に配置された溶液に含まれる生体分子を移動させる方
法であって、
　前記導電性物質表面と対向電極との間に、周波数０．０１～１０Ｈｚで電圧を印加して
、前記基板または対向電極に向けて前記生体分子を移動させることを特徴とする方法。
【請求項３】
前記電圧が０．１～４Ｖである、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
前記溶液は、カチオンを含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項５】
前記カチオンは、ナトリウムイオン、カリウムイオン、リチウムイオン、マグネシウムイ
オン、カルシウムイオン、およびアルミニウムイオンからなる群から選ばれる少なくとも
一種である、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
前記溶液中のカチオン濃度は、１～１０００ｍＭの範囲である、請求項４または５に記載
の方法。
【請求項７】
前記電圧は、パルス直流電圧である、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
少なくとも前記基板表面が負に帯電するように電圧を印加することを含む、請求項１～７
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
前記基板は、基板全体が導電性物質からなるか、または、基板表面に導電性物質被覆層を
有する、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
前記導電性物質は、金、ニッケル、白金、銀、チタン、アルミニウム、ステンレス、銅、
クロム、導電性酸化物、または導電性プラスチックである、請求項１～９のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１１】
前記対向電極は、電極全体が、金、ニッケル、白金、銀、チタン、アルミニウム、ステン
レス、銅、クロム、導電性酸化物、または導電性プラスチックからなるか、または、前記
基板の導電性物質表面と対向する表面に、金、ニッケル、白金、銀、チタン、アルミニウ
ム、ステンレス、銅、クロム、導電性酸化物、または導電性プラスチックからなる導電性
物質被覆層を有する、請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
前記対向電極は、透明電極である、請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
前記基板と対向電極との間に非導電性スペーサーを配置し、前記基板、対向電極、および
非導電性スペーサーによって囲まれた空間に、前記溶液を充填する、請求項１～１２のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
前記導電性物質表面と対向電極との間に電圧が印加されない間、前記溶液を攪拌すること
を含む、請求項１～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
前記生体分子は、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ＰＮＡ、蛋白、ポリペプチド、糖化合物、脂質、天然
低分子、および合成低分子からなる群から選ばれる少なくとも一種である、請求項１～１
４のいずれか1項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板上に固定化された生体分子と溶液に含まれる生体分子とを相互作用させ
る方法、および、溶液に含まれる生体分子を一方向に選択的に移動させる方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遺伝子診断や病原菌の特定、あるいは一塩基多型の検出等、ある種の核酸(ターゲット
核酸)を検出する目的で、プローブ核酸とターゲット核酸とのハイブリダイゼーションが
利用されている。近年、多数のプローブ核酸を基板に固定したＤＮＡチップやＤＮＡマイ
クロアレイが実用化されるようになり、ターゲット核酸の検出に使用されている。
【０００３】
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　ＤＮＡチップやＤＮＡマイクロアレイの作製においては、基板にＤＮＡを多数スポット
として整列させて固定化する必要がある。ＤＮＡの固定化には、例えば、末端をチオール
修飾した一本鎖ＤＮＡを、例えば、金基板に固定化する方法が取られている。そして、固
定化されたＤＮＡに被検体であるターゲットＤＮＡを作用させ、ハイブリダイゼーション
の有無を検出する。ハイブリダイゼーションの有無は、例えば、蛍光法を用いて、蛍光標
識したターゲットＤＮＡとハイブリダイズした固定化ＤＮＡのスポットの蛍光を測定する
ことによって検出することができる。
【０００４】
　基板上に固定化されたプローブＤＮＡと試料ターゲットＤＮＡをハイブリダイゼーショ
ンさせるためには、例えば、プローブＤＮＡを固定化したＤＮＡマイクロアレイ上に、タ
ーゲットＤＮＡを含むハイブリダイゼーション溶液を滴下し、溶液が乾かないようにカバ
ーガラスをかけて密閉した湿箱に入れ、ターゲットＤＮＡおよびプローブＤＮＡに合わせ
た適温でハイブリッド形成反応を行う方法が用いられている（特許文献１参照）。
【０００５】
　しかし、プローブＤＮＡとターゲットＤＮＡをハイブリダイゼーションさせるためには
、通常、十数時間を要し、しかも、多量の試料ターゲットＤＮＡが必要とされる。そのた
め、特許文献１に記載の方法では、ハイブリッド形成には長時間を要するため、迅速な観
察を行うことは困難である。しかも、プローブＤＮＡとターゲットＤＮＡをハイブリダイ
ゼーションさせるためには、多量の試料を調製しなければならない。
【特許文献１】特開２００３－１５６４４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、生体分子マイクロアレイにおける相互作用を促進し、反応の高速化お
よび高感度化が可能な手段を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の上記目的を達成する手段は、以下の通りである。
[請求項１]基板表面に生体分子が固定化されたスポットを１つ以上有する生体分子マイク
ロアレイと、前記基板表面と対向する電極（以下、「対向電極」という）との間にターゲ
ット生体分子を含む溶液を配置し、前記基板表面に固定化された生体分子とターゲット生
体分子とを相互作用させる方法であって、
　前記マイクロアレイは、生体分子が固定化された面の少なくとも一部に導電性物質表面
を有し、
　前記導電性物質表面と対向電極との間に、周波数０．０１～１０Ｈｚで電圧を印加して
、前記相互作用を促進することを特徴とする、前記方法。
[請求項２]少なくとも一部に導電性物質表面を有する基板と、前記導電性物質表面と対向
する電極（以下、「対向電極」という）との間に配置された溶液に含まれる生体分子を移
動させる方法であって、
　前記導電性物質表面と対向電極との間に、周波数０．０１～１０Ｈｚで電圧を印加して
、前記基板または対向電極に向けて前記生体分子を移動させることを特徴とする方法。
[請求項３]前記電圧が０．１～４Ｖである、請求項１または２に記載の方法。
[請求項４]前記溶液は、カチオンを含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
[請求項５]前記カチオンは、ナトリウムイオン、カリウムイオン、リチウムイオン、マグ
ネシウムイオン、カルシウムイオン、およびアルミニウムイオンからなる群から選ばれる
少なくとも一種である、請求項４に記載の方法。
[請求項６]前記溶液中のカチオン濃度は、１～１０００ｍＭの範囲である、請求項４また
は５に記載の方法。
[請求項７]前記電圧は、パルス直流電圧である、請求項１～６のいずれか１項に記載の方
法。
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[請求項８]少なくとも前記基板表面が負に帯電するように電圧を印加することを含む、請
求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
[請求項９]前記基板は、基板全体が導電性物質からなるか、または、基板表面に導電性物
質被覆層を有する、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
[請求項１０]前記導電性物質は、金、ニッケル、白金、銀、チタン、アルミニウム、ステ
ンレス、銅、クロム、導電性酸化物、または導電性プラスチックである、請求項１～９の
いずれか１項に記載の方法。
[請求項１１]前記対向電極は、電極全体が、金、ニッケル、白金、銀、チタン、アルミニ
ウム、ステンレス、銅、クロム、導電性酸化物、または導電性プラスチックからなるか、
または、前記基板の導電性物質表面と対向する表面に、金、ニッケル、白金、銀、チタン
、アルミニウム、ステンレス、銅、クロム、導電性酸化物、または導電性プラスチックか
らなる導電性物質被覆層を有する、請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
[請求項１２]前記対向電極は、透明電極である、請求項１～１１のいずれか１項に記載の
方法。
[請求項１３]前記基板と対向電極との間に非導電性スペーサーを配置し、前記基板、対向
電極、および非導電性スペーサーによって囲まれた空間に、前記溶液を充填する、請求項
１～１２のいずれか１項に記載の方法。
[請求項１４]前記導電性物質表面と対向電極との間に電圧が印加されない間、前記溶液を
攪拌することを含む、請求項１～１３のいずれか１項に記載の方法。
[請求項１５]前記生体分子は、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ＰＮＡ、蛋白、ポリペプチド、糖化合物
、脂質、天然低分子、および合成低分子からなる群から選ばれる少なくとも一種である、
請求項１～１４のいずれか1項に記載の方法。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、アレイ表面近傍にターゲット生体分子を濃縮し、生体分子の相互作用
の高速化と高感度化を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明について更に詳細に説明する。

　本発明の第一の態様は、
　基板表面に生体分子が固定化されたスポットを１つ以上有する生体分子マイクロアレイ
と、前記基板表面と対向する電極（対向電極）との間にターゲット生体分子を含む溶液を
配置し、前記基板表面に固定化された生体分子とターゲット生体分子とを相互作用させる
方法であって、
　前記マイクロアレイは、生体分子が固定化された面の少なくとも一部に導電性物質表面
を有し、
　前記導電性物質表面と対向電極との間に、周波数０．０１～１０Ｈｚで電圧を印加して
、前記相互作用を促進することを特徴とする、前記方法
である。
【００１０】
　前記生体分子は、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ＰＮＡ、蛋白、ポリペプチド、糖化合物、脂質、天
然低分子、および合成低分子からなる群から選ばれる少なくとも一種であることができ、
目的に応じて選択することができる。
　ここで、糖化合物としては、例えば、単糖、オリゴ糖、多糖、糖鎖複合体、糖蛋白質、
糖脂質、およびそれら誘導体などを挙げることができる。
　脂質としては、例えば、脂肪酸、リン脂質、糖脂質、グリセリドなどを挙げることがで
きる。
　天然低分子としては、例えば、ホルモン分子や抗生物質、毒物、ビタミン類、生理活性
物質、二次代謝産物などを挙げることができる。
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　合成低分子としては、例えば、天然低分子の合成物、およびそれら誘導体などを挙げる
ことができる。
【００１１】
　前記相互作用としては、例えば、プローブ核酸とターゲット核酸とのハイブリダイゼー
ション、抗原－抗体相互作用、レセプター－リガンド相互作用、タンパク－タンパク相互
作用、ＤＮＡ－タンパク相互作用を挙げることができる。
【００１２】
　本発明の第一の態様において使用される生体分子マイクロアレイは、基板上に生体分子
を固定化することによって作製されるものであり、生体分子が固定化された面の少なくと
も一部に導電性物質表面を有する。前記基板は、基板全体が導電性物質からなる基板であ
るか、または、基板表面に導電性物質被覆層を有する基板であることができる。
【００１３】
　前記導電性物質は、例えば、金属（例えば、金、ニッケル、白金、銀、チタン、アルミ
ニウム、ステンレス、銅、クロム）、導電性酸化物（例えば、Ｉｎ2Ｏ5／ＳｎＯ2）、ま
たは導電性プラスチック（例えば、ポリアセチレン）であることができる。なお、前記導
電性物質をチオールと結合性を有する金属から選択することにより、金属とチオールとの
結合を利用して、プローブ核酸の固定化を行うことができる、また、後述するように、前
記基板が突出スポット部を有するものであり、反射像によって自動グリッティングを行う
場合には、前記導電性物質は、光を反射する物質から選択することができる。
【００１４】
　前記基板が、導電性物質被覆層を有する基板である場合、そのような基板は、ガラス、
石英、シリコン、プラスチック、具体的には、ポリプロピレン等の基板の表面に、前記導
電性物質を被覆したものを挙げることができる。基板上の導電性物質被覆層の厚さは、特
に限定されるものではなく、例えば、０．１～１０μｍとすることができる。このような
基板は、公知の方法で作製することができ、また、市販品として入手可能なものもある。
【００１５】
　更に、第一の態様において使用される基板は、平らな表面を有する基板であることがで
きる。また、第一の態様において使用される基板は、基板表面から突出し、かつ頂上にス
ポット用平面を有する生体分子固定化用スポット（突出スポット部）を有し、少なくとも
前記突出スポット部は導電性物質表面を有し、前記スポット用平面の導電性物質表面に生
体分子が固定化されており、かつ前記基板は、前記基板上の突出スポット部以外の表面に
、前記突出スポット部の導電性物質表面と通電可能な端子を有するものであることもでき
る。前記基板上の突出スポット部以外の表面は、導電性物質被覆層を有することができ、
前記端子は、前記導電性物質被覆層に含まれるか、または、前記導電性物質被覆層と通電
可能であることができる。更に、この導電性物質被覆層と突出スポット部の導電性物質表
面とは、一体の導電性物質被覆層として設けられていることが好ましい。そのような基板
としては、少なくとも、前記突出スポット部周辺の基板表面、突出スポット部側面、およ
びスポット用平面が、導電性物質からなる基板（以下、基板Ｉという）、または、隣り合
う突出スポット部は、突出スポット部側面によって隣接しており、かつ、少なくとも、前
記突出スポット部側面およびスポット用平面が、導電性物質からなる基板（以下、基板Ｉ
Ｉという）を挙げることができる。
【００１６】
　基板ＩおよびＩＩでは、生体分子固定化用スポットが、突出スポット部の頂上の平面に
設けられている。そのため、基板ＩおよびＩＩでは、前記突出スポット部頂上のスポット
用平面（生体分子固定化用スポット）は、前記突出スポット部周辺の基板表面より一段高
い位置にあり、両者間に高低差が生じる。
【００１７】
　一方、後述するように生体分子の相互作用の検出に用いられ得る共焦点型検出器は、試
料上の焦点面からの反射光や蛍光を、光学系の結像面に置かれたピンホールに通して検出
する。図１に、共焦点型検出器４０の光学系の概略図を示す。図１の実線ａは、入射光を
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表す。実線ｂは、焦点面からの反射光または蛍光を表し、破線は、非焦点面からの反射光
または蛍光を表す。共焦点型検出器４０では、マイクロアレイ４１上の焦点面から反射し
た反射光、および、試料上の焦点面から放出された蛍光は、対物レンズ４２を通ってビー
ムスプリッター４３へ入射し、ビームスプリッター４３によって、検出レンズ４４へ垂直
に入射するように光路が修正され、検出レンズ４４を経て、結像面４５へ入射する。共焦
点型検出器４０は、試料上での焦点が、結像面でも焦点となるように設計されている。よ
って、試料上の焦点面からの光は、結像面４５で焦点を結び、ピンホール４６を通過して
、検出部４７で検出される。一方、試料上の非焦点面からの光は、結像面４５で焦点を結
ばないため、大部分がピンホール４６を通過せず、検出部７において検出されない。この
ように、共焦点型検出器によれば、焦点面からの光を、選択的に検出することができる。
【００１８】
　前記基板Ｉでは、前記突出スポット部周辺の基板表面と、前記突出スポット部頂上のス
ポット用平面（生体分子固定化用スポット）との高低差が、生体分子とターゲット生体分
子との相互作用の検出において使用する共焦点型検出器の焦点深度以上であれば、共焦点
型検出器の焦点を、突出スポット部頂上のスポット用平面の高さに合わせることにより、
検出器において、突出部周辺の基板表面からの蛍光や反射光よりも、突出スポット部頂上
のスポット用平面からの蛍光や反射光を、より高い強度で検出することができる。従って
、基板Ｉの突出スポット部頂上のスポット用平面に生体分子を固定化したマイクロアレイ
を使用することにより、スポット上の情報、例えば、ターゲット生体分子との相互作用の
有無を、高感度で検出することができる。
【００１９】
　前記基板ＩＩは、隣り合う突出スポット部が、突出スポット部側面によって隣接してお
り、かつ、少なくとも、前記突出スポット部側面およびスポット用平面が、導電性物質か
らなることを特徴とする。基板ＩＩの一例を、図２に示す。
【００２０】
　前記基板ＩおよびＩＩにおいて、前記突出スポット部頂上のスポット用平面と前記突出
スポット部側面とのなす角は、９０度以上であることが好ましい。好ましくは、９０～１
３５度である。図３（ａ）は、そのような基板の一部の断面図である。ここで、「突出ス
ポット部頂上のスポット用平面と突出スポット部側面とのなす角」とは、図３（ａ）にお
ける角度θをいう。角度θは、例えば、突出スポット部を、突出スポット部周辺の基板表
面に対して垂直に切断し、その断面から求めることができる。
【００２１】
　このように、基板ＩおよびＩＩにおいて、突出スポット部頂上のスポット用平面と突出
スポット部側面とのなす角が９０度以上であることにより、即ち、突出スポット部底面の
大きさが、突出スポット部頂上のスポット用平面の大きさ以上であることにより、グリッ
ティングを自動で行って、生体分子固定化用スポットの位置および大きさを特定すること
ができるという利点がある。以下に、この点について、詳述する。
【００２２】
　図３（ａ）に示すように、突出スポット部頂上のスポット用平面と突出スポット部側面
とのなす角が９０度以上である場合、共焦点型の検出器を使用して反射光を検出する際に
、突出スポット部頂上のスポット用平面に対して垂直な方向から照射した光（図３（ａ）
に矢印で表される光）に対する突出スポット部側面からの反射光は、入射光と同一方向に
は反射しない。一方、突出スポット部頂上のスポット用平面からの反射光は、入射光と同
一方向に反射する。このため、共焦点型検出器では、突出スポット部頂上のスポット用平
面からの反射光のみが検出され、側面からの反射光は検出されない。こうして得られた反
射像には、突出スポット部頂上のスポット用平面に相当する像が、反射像として得られ、
突出スポット部側面に相当する部分は、反射光がほとんど検出されないので黒色の縁取り
として表れる。この反射像では、黒い縁取りの内部が生体分子スポットに相当するため、
この反射像により、スポットの大きさおよび位置を特定することができる。
【００２３】



(7) JP 4610309 B2 2011.1.12

10

20

30

40

50

　また、基板Ｉにおいて、突出スポット部の高さが相互作用の検出に使用する共焦点型検
出器の焦点深度以上である場合は、共焦点型検出器の焦点を、突出スポット部頂上のスポ
ット用平面の高さに合わせれば、突出スポット部周辺の基板表面からの反射光は、焦点が
合わないため、突出スポット部頂上のスポット用平面からの反射光よりもはるかに弱い強
度でしか、検出されない。但し、前記突出スポット部の高さが相互作用の検出に使用する
共焦点型検出器の焦点深度より小さい場合であっても、前述のように、反射像において、
突出スポット部側面に相当する部分が黒色の縁取りとして表れれば、スポットの大きさお
よび位置を特定することが可能である。
【００２４】
　また、基板Ｉでは、前記突出スポット部頂上のスポット用平面と突出スポット部側面と
のなす角が９０度未満であっても、突出スポット部の高さが相互作用の検出に使用する共
焦点型検出器の焦点深度以上である場合は、スポット用平面と、突出スポット部周辺の基
板表面との高低差を利用して、反射像によって、スポット用平面の位置および大きさを特
定し、自動でグリッティングを行うことができる。前記突出スポット部頂上のスポット用
平面と突出スポット部側面とのなす角が９０度である場合、前記突出スポット部の形状は
、例えば、円柱状または角柱状であることができる。
【００２５】
　さらに、基板Ｉは、前記突出スポット部頂上のスポット用平面と前記突出スポット部側
面とのなす角が、９０度以上であり、かつ、前記突出スポット周辺の基板表面が、略Ｖ字
型底面を形成する基板であることもできる。このような基板では、共焦点型検出器で検出
されるスポット用平面からの反射光強度が、基板上のスポット用平面以外の部分からの反
射光強度より強くなるため、この反射光強度の違いにより、スポット用平面の位置および
大きさを特定することができる。図４は、「略Ｖ字型底面」を有する基板の一部の拡大図
である。本発明において、「略Ｖ字型底面」とは、例えば、隣り合う突出スポット部間の
突出スポット部周辺の基板表面が平面ではなく、図４に示すように、略Ｖ字を形成してい
ることをいう。
【００２６】
　更に、基板Ｉは、少なくとも、前記突出スポット部周辺の基板表面、突出スポット部側
面、およびスポット用平面が、導電性物質からなる。製造の容易さや製造コストを考慮す
れば、基板Ｉは、基板上の、前記突出スポット周辺以外の基板表面も、導電性物質からな
るものであることが好ましい。また、基板ＩＩは、少なくとも突出スポット部側面および
突出スポット部平面が、導電性物質からなる。
【００２７】
　本発明では、基板Ｉにおいては、少なくとも、突出スポット部周辺の基板表面、突出ス
ポット部側面、およびスポット用平面が、基板ＩＩにおいては、少なくとも、突出スポッ
ト部側面およびスポット用平面が、導電性物質からなることにより、後述するように、基
板上に生体分子を固定化することによって作製されたマイクロアレイに対向する電極を設
け、電界を印加することによって、スポット用平面に固定化された生体分子とターゲット
生体分子との相互作用を促進することができる。例えば、ターゲット生体分子の濃度が低
い場合でも、良好な相互作用結果を得ることができ、また、濃度が同一の場合には、より
短時間で所定の相互作用結果を得ることができる。
【００２８】
　本発明において、前記突出スポット部の高さは、共焦点型検出器の焦点深度等を考慮し
て適宜設定することができ、例えば、１０～５００μｍとすることができる。
　また、前記突出スポット部の高さを決定する際は、生体分子のスポット形成（スタンピ
ング）に使用するニードルの直径や、プローブ核酸等の生体分子溶液のスポット量も考慮
すべきである。例えば、直径１００μｍの円形の突出スポット部に対して直径１３０μｍ
程度のニードルを用いて生体分子をスポットする場合、突出スポット部の高さが１５μｍ
以上であれば、表面張力のため、突出スポット部頂上のスポット用平面から生体分子溶液
が流れ出すことなく、固定化用スポットのみに、生体分子が固定化されるため、好ましい
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。
【００２９】
　突出スポット部を有する基板において、突出スポット部頂上のスポット用平面の形状は
、スポットされた生体分子を保持し得る形状であれば、いずれの形状であることもでき、
例えば、円形や正方形であることができる。前記スポット用平面の大きさは、スポットに
用いるニードルやスポットする生体分子溶液の量に応じて適宜設定することができ、例え
ば、１０～５００μｍとすることができる。ここで、「スポット用平面の大きさ」とは、
例えば、スポット用平面の形状が円形の場合は、その直径をいい、スポット用平面の形状
が正方形の場合は、その一辺の長さをいう。
　突出スポット部底面の形状は、特に限定されないが、製造の容易さ等を考慮すれば、ス
ポット用平面と同様の形状であることが好ましい。図３（ｂ）は、突出スポット部を有す
る基板上の突出スポット部の概略図である。ここで、「突出スポット部底面の形状」とは
、図３（ｂ）の斜線部をいう。
【００３０】
　前記突出スポット部頂上のスポット用平面は、粗面化されていてもよい。例えば、前記
突出スポット部頂上のスポット用平面は、深さ方向と略水平方向に、相互作用の検出にお
いて使用する共焦点型検出器の焦点深度以内の深さの凹凸を有していてもよい。図５に、
粗面化されたスポット用平面の一例（部分拡大図）を示す。粗面化されたスポット用平面
の一例としては、図５に示すような、数μｍ角の格子状の形状を設けたスポット用平面を
挙げることができる。このように、スポット用平面が粗面化されていることにより、凹凸
の角（エッジ）部分に強電界が生じ、相互作用が更に促進されるという利点がある。
【００３１】
　スポット用平面の粗面化方法は特に限定されず、例えば、本発明で使用される基板がプ
ラスチック成型基板の場合、フォトリソグラフィーによりエッチングした母材を、電鋳法
により反転写した微細加工金型を用いることにより、スポット用平面が粗面化された基板
を製作することができる。
【００３２】
　次に、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有する生体分子固定化用スポ
ット（突出スポット部）を有する基板の製造方法について説明する。
　前記基板が金属からなるものである場合は、所望の形状の突出スポット部に対応した凹
部を有する鋳型に、熔融した金属を注入して鋳造することにより、突出スポット部を有す
る基板を得ることができる。また、プレス成形によって、金属製基板を得ることもできる
。本発明で使用される基板は、金属からなる基板の上に、導電性物質を被覆したものであ
ることもできる。
【００３３】
　本発明において使用される基板が、シリコンまたはプラスチック製の基板上に導電性物
質の被覆を有するものである場合は、例えば、所望の形状の突出スポット部に対応した凹
部を有する成形型を用いてシリコンまたはプラスチックを成形し、そのシリコンまたはプ
ラスチック製の基板上に、導電性物質を、蒸着、メッキ等によって被覆することにより、
突出スポット部を有する基板を得ることができる。
　また、突出スポット部を有する基板は、平板状の基板上に導電性被覆層を被覆した後に
、エッチング等により突出スポット部を形成することによって製造することもできる。
【００３４】
　次に、突出スポット部を有する基板が、ガラス基板上に金被覆層を有するものである場
合の、基板の製造方法の一例を説明する。但し、本発明はこの態様に限定されるものでは
ない。
　まず、スライドガラスの表面に、真空蒸着装置により、クロムを蒸着し、次いで、その
上に金を蒸着する。この金蒸着スライドガラス上に、ポジ型レジストをスピンコーターで
塗布し、例えば６０℃でオーブンにより１時間ベーキングする。
　次いで、紫外線露光装置により、フォトマスクを通してスライドガラスに紫外線を照射
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する。このとき、フォトマスクとしては、所望の形状の突出スポット部に対応したパター
ンを有するものを使用する。紫外線照射後、現像液によって現像を行えば、金蒸着スライ
ドガラス表面に、レジストパターンを形成することができる。
【００３５】
　次いで、レジストパターン周辺の金表面を、金エッチャントによってエッチングする。
金エッチング後の基板を超純水によって洗浄した後、金の下に蒸着されたクロムを除去す
るために、エッチャントにより更にエッチングを行い、超純水によって洗浄する。
　アセトン等によってレジストを溶解した後、超純水によって洗浄し、更に残っているレ
ジストを完全に除去するために、ピラニア溶液（硫酸：過酸化水素＝１：１）に１０分間
漬けて、超純水で洗浄する。これにより、フォトマスクに対応した金パターンを有するガ
ラス基板を得ることができる。
【００３６】
　次に、上記基板を、フッ化水素酸に浸漬し、露出しているガラス表面をエッチングする
。このときに使用するフッ化水素酸の濃度および浸漬時間は、所望の突出スポット部の高
さに応じて適宜設定することができる。
【００３７】
　次に、前述と同様に、金およびクロム等のエッチングを行った後、ピラニア溶液および
超純水によって基板を洗浄し、所望の形状の突出スポット部を有するガラス基板を得るこ
とができる。
　このガラス基板に、前述と同様に、クロムを蒸着し、次いで、金を蒸着することによっ
て、突出部を有し、かつ、金被覆を有する基板を得ることができる。
【００３８】
　前述の基板全体の大きさ、基板上の突出スポット部の数および集積度は特に限定されず
、適宜設定することができる。例えば、本発明では、１０～２０，０００ｍｍ2の大きさ
の基板上に、突出スポット部を、１０～５０，０００個程度有する基板を用いることがで
きる。
【００３９】
　本発明では、基板上に固定化された生体高分子が核酸であり、かつ、前記導電性物質表
面を構成する導電性物質が金属である場合、プローブ核酸を基板上に固定化するために、
基板上の導電性物質表面を構成する金属と反応性を有する基を一端に有する核酸を含む溶
液を、スポッティング溶液として用いることができる。そのような基としては、チオール
基を挙げることができる。チオール基を有する核酸鎖の金属表面への固定化は、公知の方
法によって行うことができ、例えば、J.Am.Chem.Soc.1998,120,9787-9792を参照すること
ができる。
【００４０】
　金属表面へのＤＮＡの固定化方法としては、金属（表面酸化被膜を活性化させ水酸基を
提示させたもの）に対して以下の処理を行う方法を用いることもできる。
（１）アミノシラン処理した基板表面に、ＵＶ照射することにより、ＤＮＡを固定化する
。
（２）アミノシラン、NHS（N-ヒドロキシスクシンイミド）-ビオチン、アビジンによって
順次処理した基板表面に、ビオチン化ＤＮＡを固定化する。
（３）アミノシラン、マレイミド-ビオチン、アビジンによって順次処理した基板表面に
、ビオチン化DNAを固定化する。
（４）アミノシラン、次いでグルタルアルデヒドによって処理した基板表面に、アミノ化
DNAを固定化する。
（５）アミノシラン、次いでカルボジイミドによって処理した基板表面に、アミノ化DNA
を固定化する。
（６）アミノシラン処理した基板表面に、カルボキシ化DNAを固定化する。
（７）アミノシラン処理した基板表面に、リン酸化DNAを固定化する。
（８）アミノシラン、次いでNHS－マレイミド化合物によって処理した基板表面に、チオ
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ール化DNAを固定化する。
（９）エポキシシラン処理した基板表面に、アミノ化DNAを固定化する。
（１０）チオールシラン処理した基板表面に、チオール化DNAを固定化する。
【００４１】
　また、ＤＮＡ以外の生体分子についても、上記のような、ＵＶ照射による固定化や、チ
オール基、アミノ基、カルボキシル基、リン酸基などの官能基を介しての固定化が可能で
ある。
【００４２】
　前記導電性物質表面への生体分子溶液のスポッティングは、常法により行うことができ
、例えば、先端に生体分子溶液を保持したニードルを、基板表面の生体分子を固定化させ
たい位置に接触させることにより行うことができる。ここで、前記基板が突出スポット部
を有する場合は、突出スポット部頂上のスポット用平面に接触させることにより、生体分
子のスポッティングを行うことができる。ここで使用されるスポッティング用装置として
は、例えば、特開２００１－４６０６２号公報および特開２００３－５７２３６号公報に
記載の装置を挙げることができる。スポット量は、適宜調整することができ、前記基板が
突出スポット部を有する場合は、スポット用平面から生体分子溶液が流れ出さないように
、スポット用平面の大きさや、突出スポット部の高さに応じて、適宜設定することができ
る。
【００４３】
　本発明の第一の態様では、前記生体分子が固定化された基板表面に対向するように、電
極（対向電極）を配置する。第一の態様の方法では、基板の導電性物質表面と対向電極と
の間に電圧を印加して電界を生じさせることにより、基板と対向電極との間に配置された
溶液に含まれるターゲット生体分子が、基板側に選択的に移動して基板表面近傍に濃縮さ
れる。このようにターゲット生体分子を基板表面近傍に濃縮することにより、基板上に固
定化された生体分子と、ターゲット生体分子との相互作用を促進することができる。
【００４４】
　前記対向電極は、前記生体分子マイクロアレイと対向電極との間に電界を生じさせるこ
とができるものであれば、特に制限はない。前記対向電極は、電極全体が、金、ニッケル
、白金、銀、チタン、アルミニウム、ステンレス、銅、クロム、導電性酸化物、または導
電性プラスチックからなるものであることができる。または、前記対向電極は、前記基板
の導電性物質表面と対向する表面に、金、ニッケル、白金、銀、チタン、アルミニウム、
ステンレス、銅、クロム、導電性酸化物、または導電性プラスチックからなる導電性物質
被覆層を有するものであることができる。本発明では、特に、前記対向電極が、例えば、
ＩＴＯ（酸化インジウムスズ）、酸化スズなどの透明電極であれば、生体分子の相互作用
中に、同時に、透明電極の上から、蛍光検出器等を用いて、生体分子の相互作用をリアル
タイムで検出することができる。また、前記生体分子マイクロアレイを構成する基板が、
光透過性のガラスやプラスチック上に、透明の導電性被覆層を設けたものである場合や、
基板全体が透明の導電性物質からなる場合も、同様に、相互作用をリアルタイムで検出す
ることができる。
【００４５】
　第一の態様の方法では、前記導電性物質表面と対向電極との間に、周波数０．０１～１
０Ｈｚで電圧を印加する。このように電圧を印加して導電性物質表面と対向電極との間に
電界を発生させることによって、溶液中のターゲット生体分子が基板側に選択的に移動し
て濃縮され、生体分子間の反応効率が高まり、生体分子の相互作用を促進することができ
る。
【００４６】
　第一の態様の方法において、基板の導電性物質表面と対向電極との間に印加する電圧の
周波数は、０．０１～１０Ｈｚである。周波数が０．０１Ｈｚ未満であると、一定時間内
のターゲット生体分子を基板表面近傍に濃縮する回数が少なくなり、相互作用を促進させ
る効果が低下する。また、周波数が１０Ｈｚを超えると、ターゲット生体分子を含む溶液
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が電気分解して気泡が発生するおそれがある。前記周波数は、好ましくは０．０１～１Ｈ
ｚである。
【００４７】
　基板の導電性物質表面と対向電極との間で印加する電圧は、０．１～４Ｖであることが
好ましい。電圧が上記範囲内であれば、電気分解や発熱の問題なく、生体分子の相互作用
を促進することができる。前記電圧は、好ましくは１～３Ｖである。
【００４８】
　前記ターゲット生体分子を含む溶液は、カチオンを含むことが好ましい。これは、以下
の理由による。
　高周波交流電圧の印加による誘電泳動によって、溶液中の生体分子を一方向に選択的に
移動させようとする場合、溶液にカチオンが含まれていると、電圧印加によりカチオンが
優先的に移動して生体分子が移動しない。
　それに対して、本発明者らは、基板の導電性物質表面と対向電極との間に周波数０．０
１～１０Ｈｚで電圧を印加して電界を生じさせることにより、溶液がカチオンを含む場合
でも、ターゲット生体分子を基板側に選択的に移動させて濃縮し、相互作用の反応効率を
高めることができることを見出した。このように、溶液がカチオンを含む場合には、いわ
ゆる電気浸透流(Electroosmotic Flow: EOF)により、溶液中でターゲット生体分子が移動
すると考えられる。即ち、溶液がカチオンを含む場合には、電圧印加により溶液中のカチ
オンが移動し、そのカチオンの移動により生じた溶液の流れに伴いターゲット生体分子が
移動することにより、ターゲット生体分子を基板側に選択的に移動させることができると
考えられる。
【００４９】
　更に、例えば、生体分子として核酸を用いる場合、生体分子間の相互作用、即ち、ター
ゲット核酸とプローブ核酸とのハイブリダイゼーションの効率を高めるためには、ハイブ
リダイゼーション溶液にカチオンが含まれていることが好ましい。これは、カチオンの正
の電荷により、核酸のリン酸基の負の電荷が打ち消され、プローブ核酸とターゲット核酸
との反応性が高まるためである。よって、本発明において、ターゲット核酸溶液にカチオ
ンを添加すれば、電圧印加によるハイブリダイゼーション促進効果に加えて、カチオンの
効果によりハイブリダイゼーション効率を更に高めることができる。
【００５０】
　本発明において使用される電圧は、特に限定されず、サイン波交流電圧、矩形波交流電
圧、定常波直流電圧、パルス波直流電圧などを用いることができる。直流電圧としては、
パルス波直流電圧を用いることが好ましい。パルス波直流電圧を用いることにより、電圧
の周期に合わせて周期的にターゲット生体分子を移動させ、生体分子の相互作用を効率的
に促進することができる。電圧印加は、少なくとも基板表面が負に帯電するように電圧を
印加する期間を含むように行うことが好ましく、直流電圧を使用する場合には、基板側が
負に帯電するように電界を印加することが好ましい。これにより、溶液に含まれるカチオ
ンが基板側に引き寄せられるため、カチオンの移動により生じた溶液流によって、ターゲ
ット生体分子を基板側に選択的に移動させることができる。
【００５１】
　第一の態様の方法は、前記導電性物質表面と対向電極との間に電圧が印加されていない
間、ターゲット生体分子を含む溶液を攪拌する操作を行うことが好ましい。例えば、パル
ス直流電圧を印加する場合、電圧印加の周期の間（電圧印加が行われていない間）に溶液
を攪拌することができる。このように、電圧を印加しない間に溶液を攪拌することにより
、電圧印加により基板側に移動したカチオンを溶液内に拡散させることができる。その後
、次の電圧印加が行われれば、溶液内に拡散したカチオンの移動に伴い、ターゲット生体
分子を基板側に選択的に移動させることができる。このように、電圧の印加と溶液の攪拌
を繰り返すことによって、ターゲット生体分子を基板側へ順次移動させて基板表面近傍に
効率的に濃縮することができる。
　溶液の攪拌方法としては、例えば、反応槽全体をロータリーオーブンで回転させる方法
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、チャンバー内につながる送液口を設け、送液口とペリスタポンプ、ロータリーポンプ等
のポンプをチューブでつなぎ、チャンバー内の溶液を往復攪拌する方法を用いることがで
きる。
【００５２】
　前記カチオンは、ナトリウムイオン、カリウムイオン、リチウムイオン、マグネシウム
イオン、カルシウムイオン、およびアルミニウムイオンからなる群から選ばれる少なくと
も一種であることができる。上記カチオンの中で好ましいものは、ナトリウムイオンおよ
びマグネシウムイオンである。
【００５３】
　溶液中のカチオン濃度は、印加する電圧の種類や周波数等を考慮して、相互作用に最適
な濃度に設定することが好ましく、例えば、１～１０００ｍＭ、好ましくは１０～５００
ｍＭとすることができる。
【００５４】
　ターゲット生体分子を含む溶液は、バッファーを含むことができる。バッファーとして
は、中性域のｐＨの緩衝能を有するものを用いることが好ましいが、これに限定されるも
のではない。具体的には、バッファーとしては、例えば、Ｔｒｉｓ－ＨＣｌバッファーを
用いることができる。
【００５５】
　ターゲット生体分子を含む溶液の温度は、相互作用に適した温度にすることが好ましく
、例えば、常温（例えば２０℃程度）～７０℃とすることができる。ターゲット生体分子
を含む溶液の温度を制御するために、ヒーター等の温度制御手段を用いることもできる。
なお、過度に高い電圧を使用すると、発熱により溶液温度が高温になるため、温度制御を
厳密に行う必要が生じる場合がある。それに対し、第一の態様の方法は、比較的低電圧に
より相互作用促進効果が得られるため、厳密な温度制御手段を使用しなくても実施できる
という利点がある。
【００５６】
　前記基板と対向電極との間には、生体分子が固定化された領域が覆われないように、非
導電性材料からなるスペーサーを挟むことができる。このように、基板と対向電極との間
に非導電性スペーサーを配置し、基板、対向電極、および非導電性スペーサーによって囲
まれた空間に、ターゲット生体分子を含む溶液を充填することができる。前記非導電性材
料としては、例えば、シリコン、ゴム、ガラス、プラスチックを挙げることができる。本
発明では、このスペーサーの厚さにより、基板と対向電極との距離を設定することができ
る。前記基板と対向電極との距離は、電界印加による生体分子の相互作用促進効果が得ら
れる範囲で適宜設定することができ、例えば、３０～５００μｍとすることができる。
【００５７】
　前記非導電性スペーサーは、その両面に接着剤層を有することができ、接着剤層によっ
て、基板と対向電極とを張り合わせることができる。前記接着剤層の接着剤は、光硬化性
樹脂を含むことが好ましい。光硬化性樹脂は、光を照射することによって硬化して接着力
を失うため、前記接着剤が光硬化性樹脂を含むことにより、光照射すれば、非導電性スペ
ーサーから基板と対向電極をはずすことができる。光硬化性樹脂としては、例えば紫外線
硬化型樹脂などの公知の光硬化性樹脂を用いることができる。
【００５８】
　前記相互作用は、対向電極が透明電極である場合には、対向電極を通してリアルタイム
で検出することができる。また、前述のように、マイクロアレイを構成する基板が、光透
過性のガラスやプラスチック上に、透明の導電性被覆層を設けた基板である場合や、基板
全体が透明の導電性物質からなる場合には、基板側からのリアルタイム検出も可能である
。相互作用の検出方法としては、蛍光検出器、共焦点検出器、共焦点レーザ蛍光顕微鏡、
蛍光顕微鏡を用いる方法を挙げることができる。蛍光検出器により生体分子間の相互作用
を検出するために、ターゲット生体分子は、蛍光標識されていることが好ましい。ターゲ
ット生体分子の蛍光標識は、公知の方法で行うことができる。また、本発明では、基板表
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面に固定化されている生体分子が、蛍光標識されていてもよい。基板に固定される生体分
子の蛍光標識も、公知の方法で行うことができる。
【００５９】
　更に、前述のように、突出スポット部を有する基板を用いる場合には、生体分子間の相
互作用を、共焦点型検出器によって検出することができる。共焦点型検出器による反射光
および蛍光の検出原理については、前述の通りである。突出スポット部を有する基板を用
いる場合、共焦点型検出器を用いて、前述の原理で反射像によってスポットの大きさおよ
び位置を特定することで、自動グリッティングを行うことができる。即ち、マイクロアレ
イ表面の突出スポット部とそれ以外の部分の高さおよび／または形状の差による反射光強
度の相違から、マイクロアレイ上の突出スポット部を、反射像として検出することができ
る。更に、共焦点型検出器によって、マイクロアレイからの蛍光を検出するときに、マイ
クロアレイ上の突出スポット部頂上のスポット平面の高さに、共焦点型検出器の焦点を合
わせれば、突出スポット部からの蛍光、即ち、スポット平面上の蛍光標識された生体分子
（スポットに固定化された生体分子および／またはターゲット生体分子）からの蛍光を選
択的に検出して、スポットに対応する蛍光像を得ることができる。こうして得られた反射
像と蛍光像を重ね合わせることによって、マイクロアレイ上の相互作用が起こっているス
ポットを特定することができ、その蛍光強度により、相互作用の程度を測定することがで
きる。なお、本発明では、二本鎖核酸を特異的に染色する蛍光インターカレーターを用い
て、インターカレーターからの蛍光を測定することによって相互作用を検出することもで
きる。
【００６０】
　特に、本発明では、反射光と蛍光とを同時に検出することができる共焦点型蛍光スキャ
ナーを用いることが好ましい。そのような装置の一例を、図６に示す。図６に示す装置で
は、励起光源（レーザー）２１から発生した励起光はミラー２２、ダイクロックミラーミ
ラー２３、ミラー２６、対物レンズ２４、を介して試料（マイクロアレイ）２５に照射さ
れる。反射光は対物レンズ２４、ミラー２６、ダイクロックミラー２３（反射光の一部を
透過（数パーセント以下））、ダイクロックミラー２７、減光フィルター２８、検出レン
ズ２９、ピンホール３０を介して反射光検出部３１に導かれる。蛍光は２つのダイクロッ
クミラー２３、２７を透過し、ミラー３２にて反射しカットフィルター３３、検出レンズ
３４、ピンホール３５を介して蛍光検出部３６に導かれる。このような装置によれば、マ
イクロアレイ表面の突出スポット部とそれ以外の部分の高さおよび／または形状の差によ
る反射光強度の相違から、マイクロアレイ上の突出スポット部を反射像として検出し、同
時に、そのスポットからの蛍光を検出することによって、生体分子の相互作用を検出する
ことができる。
【００６１】
　本発明の第二の態様は、
　少なくとも一部に導電性物質表面を有する基板と、前記導電性物質表面と対向する電極
（対向電極）との間に配置された溶液に含まれる生体分子を移動させる方法であって、
　前記導電性物質表面と対向電極との間に、周波数０．０１～１０Ｈｚで電圧を印加して
、前記基板または対向電極に向けて前記生体分子を移動させることを特徴とする方法
　である。
　第二の態様において使用される基板、対向電極、生体分子、印加電界等の詳細は、先に
第一の態様について述べた通りである。
【００６２】
　第二の態様の方法は、基板側に生体分子を選択的に移動させて基板表面近傍に濃縮する
ために用いることができ、または、対向電極側に生体分子を選択的に移動させて対向電極
表面近傍に濃縮するために用いることができる。
【００６３】
　更に、第二の態様の方法は、核酸の配列を検知するために用いることができる。例えば
、前述の第一の態様の方法を用いて生体分子を相互作用させると、プローブ核酸と完全相
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補のターゲット核酸は、プローブ核酸と強固に相互作用する。それに対し、例えば、プロ
ーブ核酸と一部の配列がミスマッチなターゲット核酸は、プローブ核酸との相互作用が弱
いため、逆向きに電界を印加すると、プローブ核酸から離れて対向電極側に移動する。こ
のようにして、第二の態様の方法によれば、完全相補配列からの塩基配列の違い、例えば
、一塩基多型（SNP）を検出することができる。
【実施例】
【００６４】
　以下、本発明を実施例によって更に説明する。

実施例１　印加電圧の周波数と核酸濃縮との関係
　表面に金をコートしたＤＮＡマイクロアレイ基板に、核酸溶液が入るように、両面接着
性フィルムの中央をカットしたものを基板表面に貼付し、その上にＩＴＯ電極を電極面が
基板と対向するように、貼り付けた。溶液が入る部分は、チャンバーとなるように作製し
てあり、接着性フィルムの一部から溶液が注入できるようになっている。装置の概略図を
図７に示す。図７に示す装置のチャンバーに充填する核酸溶液として、０．１μＭ　Ｃｙ
３標識オリゴＤＮＡ　（４５ｍｅｒ）、４０　ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ　（ｐＨ　８．３
）、４　ｍＭ　ＥＤＴＡ、４００　ｍＭ　ＮａＣｌを用いた。この核酸溶液を上記のチャ
ンバー内に充填し、基板表面とＩＴＯ電極を交流電圧発生装置のそれぞれの極の端子と接
続し、３Ｖｐ－ｐの電圧で、サイン波の交流電圧を１０Ｈｚから、０．０１Ｈｚまで周波
数を変えながら、印加した。図８のグラフで、矢印の位置が、それぞれの周波数を印加、
または周波数を変えたポイントである。グラフのカーブは、共焦点レーザ蛍光顕微鏡によ
り、アレイ表面近傍の核酸分子の量を蛍光標識の蛍光強度として測定したものである。蛍
光強度が強いほど、アレイ表面近傍に核酸分子が濃縮されたことを意味する。本条件下で
は、特に、周波数０．１　Ｈｚ、０．０１　Ｈｚの場合に、印加電圧の周期に合わせた蛍
光強度の増加、即ち、核酸の濃縮が観察された。
【００６５】
実施例２　印加電圧の波形と核酸濃縮との関係
　次に実施例１と同様の装置を用いて、印加電圧の波形パターンをサイン波および矩形波
にして、電圧のカーブと核酸濃縮との関係を調べた。実施例１と同様に、核酸溶液として
、０．１μＭ　Ｃｙ３標識オリゴＤＮＡ　（４５ｍｅｒ）、４０　ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣ
ｌ　（ｐＨ　８．３）、４　ｍＭ　ＥＤＴＡ、４００　ｍＭ　ＮａＣｌを用いた。印加電
圧は、３Ｖｐ－ｐとし、サイン波および矩形波で交流電圧を印加した。図９に結果を示す
。図９に示すように、どちらの波形でも、電圧波形に応じた蛍光強度の増加が観察された
。これにより、電圧印加により基板表面近傍に核酸が効率的に濃縮でき、また、波形の種
類によらず、基板表面が負電荷を帯びたときに、核酸が基板表面近傍に集まり、濃縮され
ることが判明した。
【００６６】
実施例３　パルス直流電圧による核酸の濃縮
　次に実施例１と同様の装置を用いて、アレイ表面が負電荷を帯びるように、パルス直流
電圧を印加した。核酸溶液は、実施例１と同様のものを用いた。－２Ｖの電圧を０．１Ｈ
ｚの周期で、１秒間ずつ印加した。図１０に結果を示す。図１０に示すように、電圧の周
期に合わせて蛍光強度の増加が見られた。これにより、パルス直流電圧の印加により、電
圧の周期に合わせて核酸が濃縮されることが確認された。また、この結果によっても、負
電荷をアレイ表面に印加することにより、ターゲット核酸が濃縮されることが示された。
さらに、－２Ｖの電圧を０．１Ｈｚ（１ｓ印加）、１Ｈｚ（０．１ｓ　印加）、１０Ｈｚ
（０．０１ｓ　印加）の周期で印加して、核酸濃縮の様子を観察した。その結果、図１１
に示すように、いずれの場合にも、電圧の周期に合わせて蛍光強度が増加した。これによ
り、電圧印加によって負に帯電した基板側へ核酸が移動して基板表面近傍に核酸が濃縮さ
れることが確認された。また、周波数０．１　Ｈｚの場合に最も蛍光強度が強く、周波数
が高くなるにつれ、蛍光強度は低くなった。これにより、本条件下では、周波数０．１Ｈ
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ｚの場合に、核酸濃縮効果が最も顕著に得られることがわかる。
【００６７】
実施例４　パルス直流電圧印加によるハイブリダイゼーションの促進
　実施例１で用いたＤＮＡマイクロアレイ基板に、２種のプローブＤＮＡ（ＧＡＰＤＨ、
ｂｅｔａ－ａｃｔｉｎ）溶液を等濃度でそれぞれ１０点ずつスタンプし、スタンプ後処理
として基板を６００ｍＪ／ｃｍ2でＵＶ照射し、ＭＱＷで５分間２回洗浄した後乾燥させ
た。プローブＤＮＡは、５’側にアレイ用リンカー（日清紡績（株））修飾を施したもの
を使用した。以下、ＧＡＰＤＨ由来のプローブＤＮＡをスタンプしたスポットを、ＧＡＰ
ＤＨスポット、ｂｅｔａ－ａｃｔｉｎ由来のプローブＤＮＡをスタンプしたスポットを、
ｂｅｔａ－ａｃｔｉｎスポットと呼ぶ。
　ターゲットＤＮＡ溶液として、０．０１μＭの濃度の　５’末端Ｃｙ３蛍光標識－オリ
ゴＤＮＡ（ＧＡＰＤＨと相補的な配列；溶液は、４０ｍＭ　Ｔｒｉｓ　ＨＣｌ（ｐＨ　８
．３）、４　ｍＭ　ＥＤＴＡ、４００　ｍＭ　ＮａＣｌ）を用いた。実施例３と同様の装
置、同様の電圧印加条件にて、ハイブリダイゼーションを行った。比較として、電圧を印
加しない条件でもハイブリダイゼーションを行った。共焦点レーザ蛍光顕微鏡により、ハ
イブリダイゼーション反応の過程でのスポット上の蛍光強度の変化をリアルタイムに計測
した結果を、図１２に示す。ターゲットＤＮＡと相補的な配列を有するプローブＤＮＡを
含むＧＡＰＤＨスポットは、電圧を印加した場合、非印加の場合に比べ、蛍光強度が急激
に増加し、ハイブリダイゼーション反応の速度が、２０倍以上に促進された。それに対し
て、ターゲットＤＮＡと相補的な配列を有するプローブＤＮＡを含まないｂｅｔａ－ａｃ
ｔｉｎスポットでは、経時的な蛍光強度の増加は観察されなかった。これは、ｂｅｔａ－
ａｃｔｉｎスポットでは、電圧を印加しても非特異的な吸着が起こらなかったことを示し
ている。１０分間ハイブリダイゼーション反応を行った後、２ｘＳＳＣ＋０．１％　Ｔｗ
ｅｅｎ２０、１ｘＳＳＣ、０．２ｘＳＳＣで順次洗浄を行い、その後、マイクロアレイス
キャナーで画像を取得した（図１３）。比較のために、１６時間電圧を印加せずにハイブ
リダイゼーションを行い、同様にスキャナーで画像を取得した。その結果、１０分間反応
させた場合、電圧を印加した場合には、電圧を印加しなかった場合と比べて、約１３倍蛍
光強度が増加した。これは、電圧印加によりハイブリダイゼーション反応が高感度化され
たことを示す。さらに、電圧印加による１０分間の反応後、電圧を印加せずに１６時間反
応させた場合と比べても、約６倍蛍光強度が増加した。このように、本発明の方法により
、ハイブリダイゼーション反応の高速化および高感度化が達成された。
　実施例４において使用した２種のプローブＤＮＡの配列を以下に示す。
【００６８】
【表１】

【００６９】
実施例５　低周波交流電圧印加によるタンパク分子の濃縮
　実施例１と同様の装置を用いて、低周波交流電圧印加によるタンパク分子の濃縮につい
て調べた。タンパク分子溶液として、１μＭ　Ｃｙ３標識ストレプトアビジン、４０　ｍ
Ｍ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ　（ｐＨ　８．３）、４ｍＭ　ＥＤＴＡ、４００ｍＭ　ＮａＣｌを
用いた。印加電圧は、３Ｖｐ－ｐとして０．１Ｈｚの交流電圧を印加した。結果を図１４
に示す。図１４に示すように、生体分子としてタンパク分子を用いた場合にも、電圧波形
に応じた蛍光強度の増加を示し、電圧印加によりタンパク分子が基板表面近傍に濃縮され
ることが確認された。また、本実施例でも、基板側が負に帯電したときに、タンパク分子
の移動、濃縮が観察された。
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【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明によれば、生体分子の相互作用の高速化、高感度化を達成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】共焦点型検出器の光学系の概略図を示す。
【図２】本発明において使用される基板の一例を示す。
【図３】基板上の突出スポット部の概略図を示す。
【図４】略Ｖ字型底面を有する基板の一部の拡大図を示す。
【図５】粗面化されたスポット用平面の一例（部分拡大図）を示す。
【図６】反射光と蛍光とを同時に検出することができる共焦点型蛍光スキャナーの光学系
の概略図を示す。
【図７】実施例１で使用した装置の概略図を示す。
【図８】実施例１で得られた結果（印加電圧の周波数と核酸濃縮との関係）を示す。
【図９】実施例２で得られた結果（印加電圧の波形と核酸濃縮との関係）を示す。
【図１０】実施例３で得られた結果を示す。
【図１１】実施例３で得られた結果を示す。
【図１２】実施例４で得られた結果を示す。
【図１３】実施例４で得られたマイクロアレイアレイスキャナーによる画像を示す。
【図１４】実施例５で得られた結果を示す。

【図２】 【図３】
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