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(57)【要約】
本発明は、ナノポアを移行させるポリマーのモノマー配
列を決定するための方法を対象とする。このポリマーの
モノマーは、自由溶液中で隣接するモノマーの蛍光標識
が互いに実質的に消光するように、蛍光標識で標識され
、ナノポアは、そのボア内の蛍光標識を、検出可能なシ
グナルを発生させることができない拘束状態に拘束する
。ナノポアから出て行くときにかつ隣接する蛍光標識と
の拘束状態から消光状態に遷移するときに、各モノマー
の蛍光標識を励起することによって、蛍光シグナルを、
出て行く蛍光標識によって発生させることができ、その
モノマーを識別することを可能にし、それによって、モ
ノマー配列を、ポリマーがナノポアを移行するときに蛍
光シグナルの配列から決定することが可能になる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのポリヌクレオチドのヌクレオチド配列を決定する方法であって、
　ナノポアを通って少なくとも１つの一本鎖ポリヌクレオチドを移行させるステップであ
って、自由溶液中で隣接するヌクレオチドの蛍光標識が消光状態であるように、前記一本
鎖ポリヌクレオチドのヌクレオチドを蛍光標識で標識し、前記ナノポアが、前記ナノポア
内の前記蛍光標識を強制的に、検出可能なシグナルが実質的に発生しない拘束状態にする
ステップと、
　前記ナノポアから出る際、かつ隣接するヌクレオチドと消光状態を形成する前に、各ヌ
クレオチドの前記蛍光標識を励起するステップと、
　出て行く前記蛍光標識によって発生した蛍光シグナルを測定して、前記蛍光標識が取着
される前記ヌクレオチドを識別するステップと、
　蛍光シグナルの配列から前記ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列を決定するステップ
とを含む方法。
【請求項２】
　前記ポリヌクレオチドのヌクレオチドが、ＦＲＥＴ対の第２のメンバーで標識され、そ
れぞれの第２のメンバーは、前記メンバーが取着される前記ヌクレオチドを示すＦＲＥＴ
シグナルを生成し、前記ポリヌクレオチドのヌクレオチドは、前記ナノポアを出る際に、
それぞれの第２メンバーが前記ＦＲＥＴ対の第１のメンバーのＦＲＥＴ距離内を通るよう
に、前記ナノポアに隣接して位置決めされた前記ＦＲＥＴ対の前記第１のメンバーの傍を
順次通り、
　励起する前記ステップが、前記ＦＲＥＴ距離内にある前記ＦＲＥＴ対の前記第１および
第２のメンバーの間にＦＲＥＴが生じるように、前記第１のメンバーを第１の波長の光ビ
ームに曝露して、前記ナノポアから出て行く前記ヌクレオチドを示す第２の波長のＦＲＥ
Ｔシグナルを発生させることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ナノポアが固相膜内に配置され、前記ＦＲＥＴ対の前記第１のメンバーが、前記ナ
ノポアに隣接する前記固相膜に取着される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ナノポアがタンパク質ナノポアであり、前記ＦＲＥＴ対の前記第１のメンバーが前
記タンパク質ナノポアに取着される、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＦＲＥＴ対の前記第１のメンバーがドナーであり、前記ＦＲＥＴ対の前記第２のメ
ンバーがアクセプターである、請求項２からＡ４までに記載の方法。
【請求項６】
　前記ドナーが量子ドットである、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記アクセプターが蛍光有機色素である、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　曝露する前記ステップが、前記ドナーを、全内部反射励起からのエバネッセント波に曝
露することを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　前記ナノポアが脂質二重層に埋め込まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ナノポアが、複数の実質的に同一のナノポアを含むナノポアアレイ内にある、請求
項Ａ１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ナノポアアレイの前記ナノポアが、タンパク質ナノポアである、請求項１０に記載
の方法。
【請求項１２】
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　前記ナノポアアレイが、第１のチャンバーを第２のチャンバーから分離する固相膜を含
み、前記固相膜は、その内部に固定化された前記タンパク質ナノポアをそれぞれが有する
アパーチャーの平面アレイを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　ポリマーのモノマー配列を決定するための方法であって、
　（ａ）ナノポアを通ってポリマーを移行させるステップであって、自由溶液中で隣接す
るモノマーの蛍光標識が実質的に消光した状態であるように、前記ポリマーのモノマーを
蛍光標識で標識し、検出可能な蛍光シグナルがその内部で実質的に発生しないように、前
記ナノポアが、そのボア内で蛍光標識を拘束状態に拘束するステップと、
　（ｂ）前記ナノポアから出る際、かつ隣接する蛍光標識と消光状態を形成する前に、各
モノマーの前記蛍光標識を励起するステップと、
　（ｃ）出て行く前記蛍光標識によって発生した蛍光シグナルを測定して、前記蛍光標識
が取着される前記モノマーを識別するステップと、
　（ｄ）蛍光シグナルの配列から前記ポリマーのモノマー配列を決定するステップと
を含む方法。
【請求項１４】
　前記ポリマーのモノマーが、ＦＲＥＴ対の第２のメンバーで標識され、それぞれの第２
のメンバーは、前記メンバーが取着される前記モノマーを示すＦＲＥＴシグナルを生成し
、前記ポリマーのモノマーは、前記ナノポアを出る際に、それぞれの第２のメンバーが前
記ＦＲＥＴ対の第１のメンバーのＦＲＥＴ距離内を通るように、前記ナノポアに隣接して
位置決めされた前記ＦＲＥＴ対の前記第１のメンバーの傍を順次通り、
　励起する前記ステップが、前記ＦＲＥＴ距離内にある前記ＦＲＥＴ対の前記第１および
第２のメンバーの間にＦＲＥＴが生じるように、前記第１のメンバーを第１の波長の光ビ
ームに曝露して、前記ナノポアから出て行く前記ヌクレオチドを示す第２の波長のＦＲＥ
Ｔシグナルを発生させることを含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ナノポアがタンパク質ナノポアであり、前記ＦＲＥＴ対の前記第１のメンバーが、
前記タンパク質ナノポアに取着されたドナーであり、前記ＦＲＥＴ対の前記第２のメンバ
ーが、モノマーに取着されたアクセプターである、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ドナーが量子ドットであり、前記アクセプターが、互いに消光する組から選択され
る蛍光有機色素である、請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（背景）
　過去１０年にわたり開発されてきたＤＮＡ配列決定技術は、生物科学に変革をもたらし
、例えばＬｅｒｎｅｒら、Ｔｈｅ　Ａｕｋ、１２７巻：４～１５頁（２０１０年）；Ｍｅ
ｔｚｋｅｒ、Ｎａｔｕｒｅ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ、１１巻：３１～４６頁（
２０１０年）；Ｈｏｌｔら、Ｇｅｎｏｍｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、１８巻：８３９～８４６
頁（２００８年）；そして医療行為の多くの態様に変革をもたらす潜在性を有している、
例えばＶｏｅｌｋｅｒｄｉｎｇら、Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ、５５巻：６
４１～６５８頁（２００９年）；Ａｎｄｅｒｓｏｎら、Ｇｅｎｅｓ、１巻：３８～６９頁
（２０１０年）；Ｆｒｅｅｍａｎら、Ｇｅｎｏｍｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、１９巻：１８１
７～１８２４頁（２００９年）；Ｔｕｃｋｅｒら、Ａｍ．Ｊ．Ｈｕｍａｎ　Ｇｅｎｅｔ．
、８５巻：１４２～１５４頁（２００９年）。しかし、そのような潜在性を実現するには
、１ラン当たりの配列決定コストの削減、試料調製の単純化、ランタイムの短縮、読取り
長の増大、およびデータ解析の改善などを含む、対処しなければならない多くの課題が依
然として存在し、例えば、Ｂａｋｅｒ、Ｎａｔｕｒｅ　Ｍｅｔｈｏｄｓ、７巻：４９５～
４９８頁（２０１０年）；Ｋｉｒｃｈｅｒら、Ｂｉｏｅｓｓａｙｓ、３２巻：５２４～５
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３６頁（２０１０年）；Ｔｕｒｎｅｒら、Ａｎｎｕａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　Ｇｅｎｏ
ｍｉｃｓ　ａｎｄ　Ｈｕｍａｎ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ、１０巻：２６３～２８４頁（２００
９年）。ナノポアを使用した単一分子配列決定は、これらの課題のいくつかに対処するこ
とができ、例えば、Ｍａｉｔｒａら、Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｓｉｓ、３３巻：３４１
８～３４２８頁（２０１２年）；Ｖｅｎｋａｔｅｓａｎら、Ｎａｔｕｒｅ　Ｎａｎｏｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ、６巻：６１５～６２４頁（２０１１年）；しかしこの手法には、それ
自体の一連の技術的難題、例えば信頼性あるナノポア製作、ＤＮＡ移行速度の制御、ヌク
レオチド識別、およびナノポアセンサーのラージアレイからの電気シグナルの検出などが
ある、例えば、Ｂｒａｎｔｏｎら、Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、２６巻
（１０号）：１１４６～１１５３頁（２００８年）；Ｖｅｎｋａｔｅｓａｎら（前掲）。
【背景技術】
【０００２】
　ヌクレオチドの光学的検出は、ナノポア配列決定の分野において、技術的難題のいくつ
かに対する潜在的な解決策として提示されてきた、例えば、Ｈｕｂｅｒ、米国特許第８，
７７１，４９１号；Ｒｕｓｓｅｌｌ、米国特許第６，５２８，２５８号；Ｐｉｔｔａｒｏ
、米国特許出願公開第２００５／００９５５９９号；Ｊｏｙｃｅ、米国特許出願公開第２
００６／００１９２５９；Ｃｈａｎ、米国特許第６，３５５，４２０号；およびＭｃＮａ
ｌｌｙら、Ｎａｎｏ　Ｌｅｔｔ．、１０巻（６号）：２２３７～２２４４頁（２０１０年
）など。しかし、光学に基づくナノポア配列決定は、適切な製作技法の欠如とそのような
システムの要素がどのように相互作用するかの理解とを含む様々な理由で、実現されてこ
なかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第８，７７１，４９１号明細書
【特許文献２】米国特許第６，５２８，２５８号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００５／００９５５９９号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００６／００１９２５９号明細書
【特許文献５】米国特許第６，３５５，４２０号明細書
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】ＭｃＮａｌｌｙら、Ｎａｎｏ　Ｌｅｔｔ．、１０巻（６号）：２２３７
～２２４４頁（２０１０年）
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記に鑑み、核酸の配列などの分析物の、首尾良くなされる光学的感知および分析を可
能にした光学要素の利用可能な材料および構成があれば、ナノポアセンサー技術一般、お
よび光学に基づくナノポア配列決定などのその特定の適用に有利であると考えられる。
　（発明の要旨）
　本発明は、マイクロ流体および／またはナノ流体デバイスにおけるポリヌクレオチドな
どのポリマーの、光学的検出および分析を行うための方法、キット、およびシステムを対
象とし；詳細には、本発明は、核酸のヌクレオチド配列を決定するためのナノポアを使用
する方法およびシステムを含む。
　一態様では、本発明は、下記のステップ：（ａ）ナノポアを通ってポリマーを移行させ
るステップであって、自由溶液中で隣接するモノマーの蛍光標識が互いの蛍光放出を実質
的に消光するように（即ち、そのような標識は「消光状態」または「消光構成」にある）
、ポリマーのモノマーが蛍光標識で標識され、かつ検出可能な蛍光シグナルが発生しない
ように、または検出可能なシグナルが実質的に発生しないように、ナノポアがそのボア内
の蛍光標識を拘束状態に拘束するステップと；（ｂ）ナノポアから出る際、かつ隣接する
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蛍光標識と消光構成を形成する前に、各モノマーの蛍光標識を励起するステップと；（ｃ
）出て行く蛍光標識によって発生した蛍光シグナルを測定して、蛍光標識が取着されるモ
ノマーを識別するステップと；（ｄ）蛍光シグナルの配列からポリマーのモノマー配列を
決定するステップとを含む、ポリマーのモノマー配列を決定するための方法を含む。
【０００６】
　別の態様では、本発明は少なくとも１つのポリヌクレオチドのヌクレオチド配列を決定
する方法であって、（ａ）ナノポアを通って少なくとも１つの一本鎖ポリヌクレオチドを
移行させるステップであって、ナノポアの外側のポリヌクレオチドの部分（すなわち、ま
だナノポアに入っていないまたはすでにナノポアを出たポリヌクレオチドの部分）の蛍光
放出を消光し、自由溶液中で隣接するヌクレオチドの蛍光標識が消光状態であるように、
前記一本鎖ポリヌクレオチドのヌクレオチドを蛍光標識で標識し、前記ナノポアが、前記
ナノポア内の前記蛍光標識を強制的に、検出可能なシグナルが実質的に発生しない拘束状
態にするステップと、（ｂ）前記ナノポアから出る際、かつ隣接するヌクレオチドの蛍光
標識と消光状態を形成する前に、各ヌクレオチドの前記蛍光標識を励起するステップと、
（ｃ）出て行く前記蛍光標識によって発生した蛍光シグナルを測定して、前記蛍光標識が
取着される前記ヌクレオチドを識別するステップと、（ｄ）蛍光シグナルの配列から前記
ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列を決定するステップとを含む方法を含む。この態様
の一部の実施形態では、前記ポリヌクレオチドのヌクレオチドが、ＦＲＥＴ対の第２のメ
ンバーで標識され、それぞれの第２のメンバーは、前記メンバーが取着される前記ヌクレ
オチドを示すＦＲＥＴシグナルを生成し、そうすることで前記ポリヌクレオチドのヌクレ
オチドは、前記ナノポアを出る際に、それぞれの第２メンバーが前記ＦＲＥＴ対の第１の
メンバーのＦＲＥＴ距離内を通るように、前記ナノポアの出口に隣接して位置決めされた
前記ＦＲＥＴ対の前記第１のメンバーの傍を順次通る。
【０００７】
　一部の実施形態では、ＦＲＥＴ対の第１のメンバーが、実質的に各ナノポアに隣接する
固相膜に取着されるように、ナノポアが固相膜中で製作される。他の実施形態では、ナノ
ポアは、固相膜中に製作されたアパーチャー内に配置されたタンパク質ナノポアを含み、
この場合、ＦＲＥＴ対の第１のメンバーはタンパク質ナノポアに取着されている。
【０００８】
　本発明は、いくつかの実現例および適用例で例示され、それらのいくつかを、以下に、
また本明細書の全体を通して要約される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の例示的な実施形態を概略的に示す。
【００１０】
【図１Ｂ】図１Ｂは、蛍光標識またはアクセプターがナノポアを出た後に自己消光する、
種々の時間に予測されるシグナルを示す。
【００１１】
【図１Ｃ】図１Ｃは、自己消光する具体的な時間に予測されるシグナルを示し、そしてナ
ノポアを移行する標識された標的ポリヌクレオチドから記録されたシグナルと比較してい
る。
【００１２】
【図２ＡＢＣ】図２Ａ～２Ｃは、ハイブリッドバイオセンサーの一実施形態を示す。
【００１３】
【図２Ｄ】図２Ｄは、オリゴヌクレオチドハイブリダイゼーションを使用してＦＲＥＴ対
のメンバーが位置決めされた、本発明のデバイスの実施形態を示す。
【００１４】
【図２Ｅ】図２Ｅは、ハイブリッドナノポアの一実施形態を示し、固体状態の膜（２０１
）の表面が疎水性層（２０２）でコーティングされ、そこに脂質層が接着している（２０
３）。脂質は、挿入されたポアタンパク質によりギガオーム封止を形成する。
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【００１５】
【図３ＡＢ】図３Ａ～３Ｈは、蛍光標識をポリヌクレオチドの塩基に取着するための、様
々な直交連結化学の反応図を示す。
【図３ＣＤＥ】図３Ａ～３Ｈは、蛍光標識をポリヌクレオチドの塩基に取着するための、
様々な直交連結化学の反応図を示す。
【図３ＦＧＨ】図３Ａ～３Ｈは、蛍光標識をポリヌクレオチドの塩基に取着するための、
様々な直交連結化学の反応図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　（発明の詳細な説明）
　本発明は、様々な修正および代替形態を受け得るが、それらの詳細を図面に例として示
しており、これより詳細に記述する。しかし、本発明を、記述される特定の実施形態に限
定しようとするものではないことを理解すべきである。それどころか、本発明の精神およ
び範囲内に入る全ての修正例、均等物、および代替例を包含するものである。例えば、本
発明の特定のナノポアのタイプおよび数、特定の標識、ＦＲＥＴ対、検出スキーム、製作
手法は、例示の目的で示される。しかし本開示は、その他のタイプのナノポア、ナノポア
のアレイ、およびその他の製作技術を利用して本明細書で論ずるシステムの様々な態様を
実現することができるので、この点に限定するものではないことを理解すべきである。本
発明の態様に関する指針は、その関連ある部分が参照により本明細書に組み込まれる、例
えば、Ｃａｏ，Ｎａｎｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ＆Ｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌｓ（Ｉｍｐｅ
ｒｉａｌ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｐｒｅｓｓ，２００４）；Ｌｅｖｉｎｓｏｎ，Ｐｒｉｎｃｉ
ｐｌｅｓ　ｏｆ　Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ，Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（ＳＰＩＥ　
Ｐｒｅｓｓ，２００５）；Ｄｏｅｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ｎｉｓｈｉ，　Ｅｄｉｔｏｒｓ，Ｈ
ａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｔ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ，２００７）
；Ｓａｗｙｅｒ　ｅｔ　ａｌ，Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｆｏｒ　Ｃｈｅｍｉ
ｓｔｓ，２ｎｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ（Ｗｉｌｅｙ　Ｉｎｔｅｒｓｃｉｅｎｃｅ，１９９５）
；Ｂａｒｄ　ａｎｄ　Ｆａｕｌｋｎｅｒ，Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｔｈｏ
ｄｓ：Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，２ｎｄ　ｅｄｉ
ｔｉｏｎ（Ｗｉｌｅｙ，２０００）；Ｌａｋｏｗｉｃｚ，Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ｏｆ　
Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ，３ｒｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ（Ｓｐ
ｒｉｎｇｅｒ，２００６）；Ｈｅｒｍａｎｓｏｎ，Ｂｉｏｃｏｎｊｕｇａｔｅ　Ｔｅｃｈ
ｎｉｑｕｅｓ，Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，２００
８）；などを含む、当業者に周知の多くの入手可能な参考文献および論文に見出される。
【００１７】
　一態様では、本発明は、ポリマー分析物のモノマーを逐次識別するための、ナノポア、
蛍光消光、および蛍光シグナル伝達の使用に関する。ポリマー分析物のそのような分析は
、単一のポリマー分析物または複数のポリマー分析物に関して、同時に並行して、例えば
ナノポアのアレイを使用することによって実施されてもよい。一部の実施形態では、標的
ポリマーに取着している間に少なくとも３つの状態であることが可能な蛍光標識で、モノ
マーを標識する：（ｉ）実質的に消光した状態であって、取着された蛍光標識の蛍光が、
すぐ隣りに隣接したモノマーの蛍光標識によって消光した状態；例えば、本発明によるポ
リマーに取着された蛍光標識は、標識されたポリマーが、ポリマーを研究し、操作するた
めの従来の水溶液中で遊離しているとき、実質的に消光している。（ｉｉ）立体的に拘束
された状態であって、自由溶液の運動または取着された蛍光標識のアライメントが破壊さ
れまたは限定されて、蛍光標識から発生する検出可能な蛍光シグナルがほとんどまたは全
くなくなるように、標識されたポリマーが、ナノポアを移行している状態。（ｉｉｉ）遷
移状態であって、ポリマーがナノポアを移行しながら、蛍光標識がナノポアから出て行く
ときに（「遷移インターバル」中）、ポリマーに取着された蛍光標識が、立体的に拘束さ
れた状態から消光状態に遷移する状態。
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【００１８】
　一部では、本発明は、遷移インターバル中に、通常は（そうでなければ、実質的に完全
に標識され、かつ自己消光されているポリマー上の）蛍光標識が検出可能な蛍光シグナル
を発生することが可能であるという発見の適用である。この発見を裏付けるいかなる理論
にも限定するものではないが、遷移インターバルの間に発生した蛍光シグナルは、ナノポ
アから出現する、蛍光標識中の、自由に回転可能な双極子の存在に起因すると考えられ、
そのため蛍光標識は、例えば直接励起後に、またはＦＲＥＴを介して蛍光シグナルを発生
させることが一時的に可能になる。立体的拘束された状態ならびに消光状態では、共に、
双極子はその回転自由度が限定され、それによって、放出される光子の数が低減しまたは
限定される。一部の実施形態では、ポリマーがポリヌクレオチドであり、通常は一本鎖ポ
リヌクレオチド、例えばＤＮＡまたはＲＮＡであるが、特に一本鎖ＤＮＡである。一部の
実施形態では、本発明は、ポリヌクレオチドがナノポアを通って移行するときに、取着さ
れた蛍光標識が１つずつナノポアから出て行くとき、その蛍光標識により発生したシグナ
ルを記録することによって、ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列を決定するための方法
を含む。出る際に、取着された蛍光標識のそれぞれは、ナノポアにおける拘束状態から、
自由溶液中のポリヌクレオチドでの消光状態へと、遷移インターバルの間に遷移する。言
い換えれば、一部の実施形態では、本発明の方法のステップは、ナノポアにおける拘束状
態から自由溶液中のポリマーでの消光状態へと遷移するときに、各蛍光標識を励起するこ
とを含む。上述のように、この遷移インターバルまたは期間の間に、蛍光標識は、それが
取着されるヌクレオチドを示す、検出可能な蛍光シグナルを放出することが可能である。
【００１９】
　一部の実施形態では、本発明は、ポリマーがナノポアを通って移行する間に、モノマー
に取着された蛍光標識を強制的に拘束状態にして、蛍光標識が検出可能な蛍光シグナルを
生成することができなくなる（または実質的にできなくなる）ように、蛍光標識およびナ
ノポアを選択することができる、という発見の適用である。一部の実施形態では、ナノポ
アは、直径が１から４ｎｍの範囲にあるボアまたは管腔を有するように選択され；他の実
施形態では、ナノポアは、直径が２から３ｎｍの範囲にあるボアまたは管腔を有するもの
が選択される。一部の実施形態では、そのようなボアの直径は、タンパク質ナノポアによ
って提供される。一部の実施形態では、そのようなナノポアは、本発明に従って、蛍光標
識を強制的に拘束状態にするために使用され、したがって蛍光標識がナノポアから出ると
きはいつでも、蛍光シグナルを実質的に発生させることができない状態から、放出を誘発
させることができる蛍光シグナルによって検出可能で識別可能な状態へと遷移する。この
ように、ポリマーのモノマーの配列のそれぞれに取着された蛍光標識は、ナノポアの出口
のすぐ隣りに隣接する領域で（「遷移ゾーン」または「遷移容積」）蛍光シグナルを突然
発生させるので、逐次検出することができる。一部の実施形態では、有機蛍光色素を、上
記直径のナノポアとともに蛍光標識として使用する。一部の実施形態では、少なくとも１
つのそのような有機蛍光色素は、キサンタン色素、ローダミン色素、およびシアニン色素
からなる組から選択される。ポリマーのモノマー配列を決定するための一部の実施形態は
、下記のステップ：（ａ）ナノポアを通ってポリマーを移行させるステップであって、ポ
リマーのモノマーが蛍光標識で標識され、検出可能なシグナルがその中で実質的に発生し
ないように、ナノポアがそのボア内の蛍光標識を拘束状態に拘束するステップと；（ｂ）
ナノポアから出る際、各モノマーの蛍光標識を励起するステップと；（ｃ）遷移ゾーンに
おいて、出て行く蛍光標識によって発生した蛍光シグナルを測定して、蛍光標識が取着さ
れるモノマーを識別するステップと；（ｄ）蛍光シグナルの配列からポリマーのモノマー
配列を決定するステップとで実施される。さらなる実施形態では、蛍光標識はＦＲＥＴ対
のアクセプターであり、ＦＲＥＴ対の１つまたは複数のドナーが、出口からＦＲＥＴ距離
内のナノポアに取着される。
【００２０】
　一部の実施形態では、上記使用される「実質的に消光した」は、蛍光標識が、同じ条件
下であるが隣接した互いに消光する標識なくして発生したシグナルから、少なくとも３０
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パーセント低減した蛍光シグナルを発生させることを意味する。一部の実施形態では、上
記使用される「実質的に消光した」は、蛍光標識が、同じ条件下であるが隣接した互いに
消光する標識なくして発生したシグナルから、少なくとも５０パーセント低減した蛍光シ
グナルを発生させることを意味する。
【００２１】
　一部の実施形態では、標的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列は、４つの個別の反応
を実施することによって決定され、これらの反応では、標的ポリヌクレオチドのコピーが
、単一蛍光標識で標識された、その４つの異なる種類のヌクレオチド（Ａ、Ｃ、Ｇ、およ
びＴ）のそれぞれを有する。そのような実施形態の変形例では、標的ポリヌクレオチドの
ヌクレオチド配列は、４つの個別の反応を実施することによって決定され、これらの反応
では、標的ポリヌクレオチドのコピーが、１つの蛍光標識で標識されたその４つの異なる
種類のヌクレオチド（Ａ、Ｃ、Ｇ、およびＴ）のそれぞれを有し、それと同時に、同じ標
的ポリヌクレオチドのその他のヌクレオチドは第２の蛍光標識で標識される。例えば、第
１の蛍光標識が、第１の反応で標的ポリヌクレオチドのＡに取着される場合、第２の蛍光
標識は、第１の反応において標的ポリヌクレオチドのＣ、Ｇ、およびＴ（即ち、「非Ａ」
ヌクレオチド）に取着される。同様に、この例の続きとして、第２の反応では、第１の標
識は、標的ポリヌクレオチドのＣに取着され、第２の蛍光標識は、標的ポリヌクレオチド
のＡ、Ｇ、およびＴ（即ち、「非Ｃ」ヌクレオチド）に取着される。以下、ヌクレオチド
ＧおよびＴについても同様である。
【００２２】
　同じ標識付けスキームは、ヌクレオチドのタイプのサブセットに関する従来の専門用語
で表すことができ；したがって、上記の例において、第１の反応では、第１の蛍光標識が
Ａに取着され、第２の蛍光標識がＢに取着され；第２の反応では、第１の蛍光標識がＣに
取着され、第２の蛍光標識がＤに取着され；第３の反応では、第１の蛍光標識がＧに取着
され、第２の蛍光標識がＨに取着され；第４の反応では、第１の蛍光標識がＴに取着され
、第２の蛍光標識がＶに取着される。
【００２３】
　一部の実施形態では、ポリヌクレオチドまたはペプチドなどのポリマーを、単一の種類
のモノマーに取着された単一蛍光標識で標識し、例えば、ポリヌクレオチドの全てのＴ（
または実質的に全てのＴ）が、蛍光標識、例えばシアニン色素で標識される。そのような
実施形態では、ポリマーからの蛍光シグナルの収集または配列が、特定のポリマーに関す
るシグネチャーまたはフィンガープリントを形成し得る。一部のそのような実施形態では
、そのようなフィンガープリントは、決定されるべきモノマーの配列に関する十分な情報
を提供してもしなくてもよい。
【００２４】
　一部の実施形態では、本発明の特徴は、互いに消光する組のメンバーである蛍光色素ま
たは標識による、ポリマー分析物の実質的に全てのモノマーの標識付けである。ポリマー
分析物の標識付けに関連する「実質的に全ての」という用語の使用は、化学的および酵素
標識技法が典型的には１００パーセント未満で効率的であることを認めることである。一
部の実施形態では、「実質的に全ての」は、全てのモノマーの少なくとも８０パーセント
に蛍光標識が取着されていることを意味する。他の実施形態では、「実質的に全ての」は
、全てのモノマーの少なくとも９０パーセントに蛍光標識が取着されていることを意味す
る。他の実施形態では、「実質的に全ての」は、全てのモノマーの少なくとも９５パーセ
ントに蛍光標識が取着されていることを意味する。互いに消光する組の蛍光色素には、以
下の性質がある：（ｉ）各メンバーは、全てのメンバーの蛍光を消光し（例えば、ＦＲＥ
Ｔによってまたは静止もしくは接触機構によって）、（ｉｉ）各メンバーは、励起したと
き、および非消光状態にあるときに、明確な蛍光シグナルを発生する。即ち、互いに消光
する組が２種の色素、Ｄ１およびＤ２からなる場合、（ｉ）Ｄ１は自己消光し（例えば、
別のＤ１分子と接触消光することによって）、またＤ２によって消光し（例えば、接触消
光によって）、（ｉｉ）Ｄ２は自己消光し（例えば、別のＤ２分子との接触消光によって
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）、またＤ１によって消光する（例えば、接触消光によって）。互いに消光する組に関し
て蛍光色素または標識を選択するための指針は、参照により本明細書に組み込まれる以下
の参考文献に見出すことができる：Ｊｏｈａｎｓｓｏｎ、Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｍｏｌ
ｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ、３３５巻：１７～２９頁（２００６年）；およびＭａｒ
ｒａｓら、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、３０巻：ｅ１２２（２００
２年）など。一部の実施形態では、互いに消光する組のメンバーは、芳香環構造などの、
相互作用を積み重ねることが可能な成分または部分である有機蛍光色素を含む。例示的な
互いに消光する組の蛍光色素または標識は、ローダミン色素、フルオレセイン色素、およ
びシアニン色素から選択され得る。一実施形態では、互いに消光する組は、ローダミン色
素、ＴＡＭＲＡ、およびフルオレセイン色素、ＦＡＭを含んでいてもよい。別の実施形態
では、互いに消光する組の蛍光色素は、Ｏｒｅｇｏｎ　Ｇｒｅｅｎ　４８８、Ｆｌｕｏｒ
ｅｓｃｅｉｎ－ＥＸ、フルオレセインイソチオシアネート、Ｒｈｏｄａｍｉｎｅ　Ｒｅｄ
－Ｘ、ＬｉｓｓａｍｉｎｅローダミンＢ、Ｃａｌｃｅｉｎ、Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｉｎ、Ｒ
ｈｏｄａｍｉｎｅ、１つまたは複数のＢＯＤＩＰＹ色素、Ｔｅｘａｓ　Ｒｅｄ、Ｏｒｅｇ
ｏｎ　Ｇｒｅｅｎ　５１４、および１つまたは複数のＡｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒからなる群
から２種またはそれ超の色素を選択することによって形成されてもよい。代表的なＢＯＤ
ＩＰＹ色素には、ＢＯＤＩＰＹ　ＦＬ、ＢＯＤＩＰＹ　Ｒ６Ｇ、ＢＯＤＩＰＹ　ＴＭＲ、
ＢＯＤＩＰＹ　５８１／５９１、ＢＯＤＩＰＹ　ＴＲ、ＢＯＤＩＰＹ　６３０／６５０、
およびＢＯＤＩＰＹ　６５０／６６５が含まれる。代表的なＡｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒには
、Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ　３５０、４０５、４３０、４８８、５００、５１４、５３２
、５４６、５５５、５６８、５９４、６１０、６３３、６３５、６４７、６６０、６８０
、７００、７５０、および７９０が含まれる。
【００２５】
　上述のように、一部の実施形態では、標的ポリマーのモノマー配列は、標的ポリマーの
コピーが互いに、または自己消光する蛍光標識で標識された異なる種類のモノマーをそれ
ぞれ有する、個別の反応を実施することによって決定される（それぞれの種類のモノマー
ごとに１つ）。他の実施形態では、標的ポリマーのモノマー配列は、標的ポリマーのコピ
ーが、同じ互いに消光する組から選択される、異なる互いに消光する蛍光標識で標識され
た異なる種類のモノマーのそれぞれを有する、個別の反応を実施することによって決定さ
れる（それぞれの種類のモノマーごとに１つ）。互いに消光する組が２種の色素のみを含
む実施形態では、選択されたモノマー（即ち、モノマーＸ）は、第１の相互消光色素で標
識され、他の全ての種類のモノマー（即ち、非モノマーＸ）は、同じ組からの第２の互い
に消光する色素で標識される。このように、実施形態のステップは、一連の２つの異なる
蛍光シグナル、モノマーＸを示すシグナルと、非モノマーＸを示す別のシグナルを発生さ
せる。
【００２６】
　一部の実施形態では、単一蛍光標識（例えば、多数の種類のモノマーを含むポリマー中
の、単一の種類のモノマーに取着された）は、ポリヌクレオチドの隣接するヌクレオチド
など、ポリマー上の隣接するモノマー（同じ種類の）に取着されたときに自己消光するも
のが使用されてもよい。例示的な自己消光蛍光標識には、Ｏｒｅｇｏｎ　Ｇｒｅｅｎ　４
８８、フルオレセイン－ＥＸ、ＦＩＴＣ、Ｒｈｏｄａｍｉｎｅ　Ｒｅｄ－Ｘ、Ｌｉｓｓａ
ｍｉｎｅローダミンＢ、カルセイン、フルオレセイン、ローダミン、ＢＯＤＩＰＹＳ、お
よびＴｅｘａｓ　Ｒｅｄであって、例えばＭｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅｓ　Ｈａｎｄ
ｂｏｏｋ、１１版（２０１０年）に開示されたものが含まれるが、これらに限定されない
。
【００２７】
　一部の実施形態では、蛍光標識は、ＦＲＥＴ対のメンバーである。ＦＲＥＴ対は一般に
、１つまたは複数のＦＲＥＴドナーおよび１つまたは複数のＦＲＥＴアクセプターであり
、各ドナーは各アクセプターとＦＲＥＴ反応することが可能である。一態様において、上
記内容は、ＦＲＥＴ対のドナーが、アクセプターの吸収スペクトルに実質的に重なる放出
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スペクトルを有することを意味する。別の態様では、ドナーおよびアクセプターの遷移双
極子は、効率的なエネルギー伝達が可能になるように整列されなければならない。一部の
態様において、本発明は部分的には、ナノポアの蛍光、特にＦＲＥＴ抑制特性の発見およ
び理解と、この特性を、ナノポアを通って移行するする標識ポリマーの検出が可能になる
ように適用することに基づく。ナノポアは、ナノポアを通って移行する間にＦＲＥＴ対標
識がＦＲＥＴ相互作用に関与するよう配向することができないように寸法決めされた、ボ
アを持つものが選択されてもよいと考えられるが、本発明はそれによって限定されるもの
ではない。ナノポアのボアにおけるポリヌクレオチドの標識の双極子は、ナノポアの限定
された直径に基づいてそれらの回転自由度が拘束される。ナノポアに取着された対応する
ＦＲＥＴ対のアライメントとの双極子のアライメントのこの低減は、ＦＲＥＴ効率を劇的
に限定する。標識されたポリヌクレオチドは、ポリマー（例えば、ポリヌクレオチド）上
のＦＲＥＴアクセプターまたはドナーが回転自由度を再び得てＦＲＥＴ事象が可能になる
点で、ナノポアから出た後に、ＦＲＥＴ相互作用に関与することができる。
【００２８】
　本発明は、分析物が例えばドナーで標識されていようとアクセプターで標識されていよ
うと、検出される分析物のタイプ、採用されるドナーおよびアクセプターのタイプ、ナノ
ポア、ドナー、およびアクセプターの物理的配置構成などに応じて、広範な実施形態を有
していてもよい。一部の実施形態では、本発明により測定される分析物は、アクセプター
標識ポリマーであり、特にアクセプター標識ポリヌクレオチドである。後者の実施形態の
１つの種において、ポリヌクレオチド分析物の異なるヌクレオチドを、１つまたは複数の
異なる種類のアクセプターで標識し、したがってポリヌクレオチドのヌクレオチド配列は
、ナノポアを通って移行するときに発生したＦＲＥＴシグナルを測定することから決定さ
れてもよい。別の実施形態では、本発明により測定される分析物は、ドナー標識ポリマー
、特にドナー標識ポリヌクレオチドである。ポリヌクレオチドの配列は、ナノポアを通っ
て移行するときのＦＲＥＴシグナルを測定することから決定されてもよい。本発明のさら
に別の実施形態では、ポリヌクレオチド分析物の４種のヌクレオチドの少なくとも１つを
、ＦＲＥＴ対のメンバーで標識する。ポリヌクレオチド中の標識ヌクレオチドの位置は、
標識ナノポアを通って標識ポリヌクレオチドを移行させ、ＦＲＥＴ事象を測定することに
よって決定される。同じポリヌクレオチド試料の残りのヌクレオチドを標識し、その後、
標識ナノポアを通って前記試料を移行させることによって、ポリヌクレオチドのサブ配列
が生成される。そのようなサブ配列を整列させて、ポリヌクレオチドの完全配列を得るこ
とができる。
【００２９】
　本発明の上記態様および実施形態のいくつかを、図１Ａに図式的に示す。ポリヌクレオ
チドなどのポリマー分析物（１０００）を、例えば電気泳動によってナノポア（１００２
）内に推進させ、このナノポアは、ポリマー（１０００）の配座を拘束して、そのモノマ
ー単位がそれらのポリマー中の一次配列と同じ順序でナノポアを通って移行する。図１Ａ
に示される実施形態では、蛍光標識はＦＲＥＴ対のメンバーであると仮定するが、これは
本発明を限定しようとするものではなく；蛍光標識は、蛍光シグナルを発生させるため、
例えば適切な波長で放出されるレーザーで直接励起される蛍光標識を含んでいてもよい。
【００３０】
　上述のように、アクセプター標識モノマー単位がナノポア（１００２）のボア内にある
ときはいつでも、アクセプターが拘束状態（１０１４）にあるので、そのＦＲＥＴ対のそ
のようなアクセプターとドナーとの間のＦＲＥＴ相互作用が抑制される。そのような抑制
は、例えば、アクセプターおよびドナー双極子の好ましくない配向に起因して、または接
触消光、もしくは同様のメカニズムに起因して、そのようなアクセプターがドナーからＦ
ＲＥＴ距離内にある場合であっても、検出可能なＦＲＥＴシグナルが生成されないことを
、典型的には意味する。一方、アクセプター標識モノマー単位がナノポアのボアから出現
し、またはナノポアから出て遷移ゾーン（１００８）に入ると、ＦＲＥＴ相互作用（１０
１０）が生じ、ＦＲＥＴ放出（１０１６）が生成され、アクセプターが隣接するアクセプ
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離がＦＲＥＴ相互作用の距離からのポリマー（１０００）の移動と共に増大するときまで
、検出器（１０１８）によって検出される。シグナル（１０２２）は、遷移ゾーン（１０
０８）を通って移動するときに単一アクセプターによって生成される。ナノポア（１００
２）の出口（１０１５）のすぐ隣りに隣接する空間領域である遷移ゾーン（１００８）は
、ポリマー（１０００）がナノポア（１００２）を通過する速度、蛍光標識の振動および
回転移動度、蛍光標識の物理化学的性質などを含むいくつかの要因によって画定される。
一部の実施形態では、遷移ゾーン（１００８）は、ナノポア（１００２）の出口（１０１
５）と、出て行く蛍光標識が隣接する蛍光標識と消光構成を持つようになる点との間の直
交距離（１０１７）によって、画定されてもよい。一部の実施形態では、遷移ゾーン（１
００８）は、その対応する遷移インターバル、または蛍光標識が距離（１０１７）を移動
するのに要する時間によって、画定されてもよい。一部の実施形態では、遷移距離（１０
１７）は、２０から５０オングストロームの範囲にあり；他の実施形態では、遷移距離は
２０から４０オングストロームの範囲にある。一部の実施形態では、対応する遷移インタ
ーバルは０．２から２．０ミリ秒の範囲にあり；さらに他の実施形態では、遷移インター
バルは０．２から１．０ミリ秒の範囲にある。図１Ａにおいて、ベタ塗りの円（１００４
）として示されるただ１つのタイプのモノマー単位は、第１の蛍光標識（「ａ」と示され
る）を保持し；まだらの円（１００６）として示されるモノマー単位の残りは、第２の蛍
光標識（「ｂ」と示される）を保持する。この実施形態において、第１の蛍光標識は、隣
接する第１の蛍光標識および隣接する第２の蛍光標識を消光し；同様に、第２の蛍光標識
は、隣接する第１の蛍光標識および隣接する第２の蛍光標識を消光し；さらに、第１およ
び第２の蛍光標識は、互いに区別可能なＦＲＥＴシグナル、例えば図１Ａの標識「ａ」に
関して記録されたシグナル（１０２２）と標識「ｂ」に関して記録されたシグナル（１０
２３）とを発生させ、したがって各蛍光標識（したがって、モノマー）は、検出器（１０
１８）によって検出されたシグナルにより識別され得る。
【００３１】
　図１Ｂに示されるように、検出器（１０１８）によって連続シグナル（１０２２）また
は（１０２３）が解像される程度は、少なくとも部分的には、ポリマー（１０００）の移
行速度に依存する。図１Ｂの曲線Ａおよび曲線Ｂは、異なる自動消光条件下、Ｆｏｒｒｅ
ｓｔｅｒの方程式に基づく蛍光シグナル発生のシミュレーションの結果を示す。示される
ように、両方の条件下で、容易に識別可能なシグナルが発生する。図１Ｃでは、シグナル
ピーク（１０３３）を示す他のシミュレーションを、ナノポアを通って移行した、蛍光標
識された一本鎖ＤＮＡ分析物として発生させた実際のデータ（１０３５）と比較する。デ
ータ（１０３５）を発生させるのに使用した一本鎖ＤＮＡは、２００ｎｔの長さであり、
各シトシンを、蛍光標識された対応物と交換した。標識されたＤＮＡを、印加電位３００
ｍＶで連続的に励起させたハイブリッドナノポアを通って移行させ、ＦＲＥＴ事象を、２
ｋＨｚの獲得速度で動作するｃｍｏｓカメラを使用して捕捉した。標識されたＤＮＡの３
’末端で、３つの連続シトシンの短いホモポリマーのストレッチは、３つのシトシンのそ
れぞれに関して明確に区別可能なピークを持つ、高い基底蛍光を示す。モデル化されたデ
ータと同様に、図１Ｃの挿入図における蛍光軌跡は、ホモポリマーストレッチの各メンバ
ーに関する、高い基底蛍光と個々のピークとを示す。標識されたＤＮＡの配列は、下記の
通りである（配列番号１）：



(12) JP 2017-531431 A 2017.10.26

10

20

30

40

50

【化１】

【００３２】
　一部の実施形態では、ナノポアは、より完全に以下に記述されるように、固相膜のポア
に挿入されたタンパク質ナノポアを含むハイブリッドナノポアである。ハイブリッドナノ
ポアでは、ＦＲＥＴ対の第１のメンバーは、「クリック」ケミストリー、例えばＫｏｌｂ
ら、Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔ．Ｅｄ．、４巻)：２００４～２０２１頁（２００１
年）などの、従来の連結化学を使用して、タンパク質ナノポアに直接取着されていてもよ
く、あるいは、固相膜に直接取着されていてもよい。一実施形態では、ＦＲＥＴ対の第１
のメンバーは、例えば図２Ｄを参照して論じられるように、タンパク質ナノポアに直接ま
たは間接的に取着される。別の実施形態では、ＦＲＥＴ対の第１のメンバーは、ドナーお
よび量子ドットである。量子ドットは、典型的にはアクセプター、特に、典型的には２０
０から２０００ダルトンの範囲の分子量を有する有機色素であるアクセプターよりも非常
に大きい。
　ナノポアおよびナノポア配列決定
【００３３】
　本発明と共に使用されるナノポアは、固体状態のナノポア、タンパク質ナノポア、また
はハイブリッドナノポアであって、タンパク質ナノポアまたは有機ナノチューブ、例えば
カーボンナノチューブを含み、固体状態の膜または同様のフレームワーク内に構成された
ものであってもよい。ナノポアの重要な特色には、（ｉ）分析物、特にポリマー分析物を
拘束して、検出ゾーン内を順に通らせること、または言い換えれば、モノマーを１つずつ
または１列縦隊で検出ゾーンに通るようにすること、（ｉｉ）移行手段との適合性、即ち
、分析物をナノポア内へと推進させるのに電場などのどのような方法を使用するにしても
適合性があること、および（ｉｉｉ）例えば接触消光などによるナノポアの管腔またはボ
ア内での蛍光シグナルの抑制が含まれる。本発明の方法およびデバイスと合わせて使用さ
れるナノポアは、単独でまたはアレイの形で使用されてもよく、規則的なアレイ、例えば
平面状の支持体もしくは膜内の複数のナノポアの直線的なアレイ、またはランダムアレイ
、例えば平面状の支持体もしくは膜内でＰｏｉｓｓｏｎ分布に従い複数のナノポアが間隔
を空けて配置されている形で使用されてもよい。
【００３４】
　ナノポアは、窒化ケイ素（Ｓｉ３Ｎ４）および二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）などを含むが
これらに限定されない様々な材料において製作されてもよい。ＤＮＡ配列決定などの分析
の適用例に関するナノポアの製作および動作は、参照により組み込まれる以下の例示的な
参考文献に開示されている：Ｒｕｓｓｅｌｌ，米国特許第６，５２８，２５８号；Ｆｅｉ
ｅｒ，米国特許４，１６１，６９０号；Ｌｉｎｇ，米国特許第７，６７８，５６２号；Ｈ
ｕ　ｅｔ　ａｌ，米国特許第７，３９７，２３２号；Ｇｏｌｏｖｃｈｅｎｋｏ　ｅｔ　ａ
ｌ，米国特許第６，４６４，８４２号；Ｃｈｕ　ｅｔ　ａｌ，米国特許第５，７９８，０
４２号；Ｓａｕｅｒ　ｅｔ　ａｌ，米国特許第７，００１，７９２号；Ｓｕ　ｅｔ　ａｌ
，米国特許第７，７４４，８１６号；Ｃｈｕｒｃｈ　ｅｔ　ａｌ，米国特許第５，７９５
，７８２号；Ｂａｙｌｅｙ　ｅｔ　ａｌ，米国特許第６，４２６，２３１号；Ａｋｅｓｏ
ｎ　ｅｔ　ａｌ，米国特許第７，１８９，５０３号；Ｂａｙｌｅｙ　ｅｔ　ａｌ，米国特
許第６，９１６，６６５号；Ａｋｅｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ，米国特許第６，２６７，８７２
号；Ｍｅｌｌｅｒ　ｅｔ　ａｌ，米国特許公開第２００９／００２９４７７号；Ｈｏｗｏ
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ｒｋａ　ｅｔ　ａｌ，国際特許公開ＷＯ２００９／００７７４３；Ｂｒｏｗｎ　ｅｔ　ａ
ｌ，国際特許公開ＷＯ２０１１／０６７５５９；Ｍｅｌｌｅｒ　ｅｔ　ａｌ，国際特許公
開ＷＯ２００９／０２０６８２；Ｐｏｌｏｎｓｋｙ　ｅｔ　ａｌ，国際特許公開ＷＯ２０
０８／０９２７６０；Ｖａｎ　ｄｅｒ　Ｚａａｇ　ｅｔ　ａｌ，国際特許公開ＷＯ２０１
０／００７５３７；Ｙａｎ　ｅｔ　ａｌ，Ｎａｎｏ　Ｌｅｔｔｅｒｓ，５（６）：１１２
９－１１３４（２００５）；Ｉｑｂａｌ　ｅｔ　ａｌ，ＮａｔｕｒｅＮａｎｏｔｅｃｈｎ
ｏｌｏｇｙ，２：２４３－２４８（２００７）；Ｗａｎｕｎｕ　ｅｔ　ａｌ，Ｎａｎｏ　
Ｌｅｔｔｅｒｓ，７（６）：１５８０－１５８５（２００７）；Ｄｅｋｋｅｒ，　Ｎａｔ
ｕｒｅ　Ｎａｎｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２：２０９－２１５（２００７）；Ｓｔｏｒｍ
　ｅｔ　ａｌ，Ｎａｔｕｒｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，２：５３７－５４０（２００３）；
Ｗｕ　ｅｔ　ａｌ，Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｓｉｓ，２９（１３）：２７５４－２７５
９（２００８）；Ｎａｋａｎｅ　ｅｔ　ａｌ，Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｓｉｓ，２３：
２５９２－２６０１（２００２）；Ｚｈｅ　ｅｔ　ａｌ，Ｊ．Ｍｉｃｒｏｍｅｃｈ．Ｍｉ
ｃｒｏｅｎｇ．，１７：３０４－３１３（２００７）；Ｈｅｎｒｉｑｕｅｚ　ｅｔ　ａｌ
，Ｔｈｅ　Ａｎａｌｙｓｔ，１２９：４７８－４８２（２００４）；Ｊａｇｔｉａｎｉ　
ｅｔ　ａｌ，Ｊ．Ｍｉｃｒｏｍｅｃｈ．Ｍｉｃｒｏｅｎｇ．，１６：１５３０－１５３９
（２００６）；Ｎａｋａｎｅ　ｅｔ　ａｌ，Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｃｏｎｄｅｎｓ．Ｍａｔｔｅ
ｒ，１５　Ｒ１３６５－Ｒ１３９３（２００３）；ＤｅＢｌｏｉｓ　ｅｔ　ａｌ，Ｒｅｖ
．Ｓｃｉ．Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，４１（７）：９０９－９１６（１９７０）；Ｃｌａ
ｒｋｅ　ｅｔ　ａｌ，Ｎａｔｕｒｅ　Ｎａｎｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，４（４）：２６５
－２７０（２００９）；Ｂａｙｌｅｙ　ｅｔ　ａｌ，米国特許公開第２００３／０２１５
８８１号；など。
【００３５】
　簡単に言うと、一態様では、１～５０ｎｍのチャネルが基材、通常は膜を通って形成さ
れ、一本鎖ＤＮＡなどの分析物がそこを通って移行するように誘発される。ナノポアを生
成する固体状態の手法は、堅牢で耐久性を提供すると同時にナノポアのサイズおよび形状
を調整する能力、ウェハー規模でナノポアの高密度アレイを製作する能力、脂質ベースの
系に比べて優れた機械的、化学的および熱的特性、ならびに電子または光学的読出し技法
と一体化する可能性を提供する。一方、生物学的ナノポアは、再現性のある狭いボアまた
は管腔、特に１～１０ナノメートルの範囲にあるもの、ならびに従来のタンパク質を設計
製作する方法によって、ナノポアの物理的および／または化学的性質を調整するための、
かつＦＲＥＴドナーまたはアクセプターであってもよい蛍光標識などの基または要素を直
接または間接的に取着するための技法を提供する。タンパク質ナノポアは、典型的には、
機械的支持体に関する繊細な脂質二重層に依拠し、精密な寸法を持つ固体状態のナノポア
の製作は、依然として難しいままである。固体状態のナノポアと生物学的ナノポアとの組
合せによって、これらの欠点のいくつかが克服され、特に生物学的ポアタンパク質の精密
さと固体状態のナノポアの安定性とが組み合わされる。光学的読出し技法では、ハイブリ
ッドナノポアが、ナノポアの精密な場所を提供し、このことがデータ獲得を大幅に単純化
する。脂質二重層に挿入されたナノポアタンパク質の側方拡散は、光学的検出を難しくす
る。ハイブリッドナノポアの生物学的部分（即ち、タンパク質ナノポア部分）は、脂質二
重層への挿入に依拠しないので、そのようなタンパク質にする修飾の自由度は大幅に増大
し、例えば、脂質二重層に自発的に挿入されない遺伝子組換えされたナノポアタンパク質
は、ハイブリッドナノポアのタンパク質成分として依然として使用され得る。また、量子
ドットなどの二重層不安定化剤も、ハイブリッドナノポアのタンパク質成分を標識するの
に使用され得る。
【００３６】
　一実施形態では、本発明は、ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列を決定するなどの、
１つまたは複数のポリマー分析物を分析するための方法を対象とし、以下のステップ：（
ａ）モノマーの配列を含むポリマー分析物を、ボアおよび出口を有するナノポアを通って
移行させるステップであって、隣接するモノマーの蛍光標識が、ナノポアの外側では互い
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に自己消光することによって消光状態にあるように、実質的に各モノマーが蛍光標識で標
識され、かつ蛍光標識が、ナノポアの内側では立体拘束状態にあり検出可能な蛍光シグナ
ルを発生させることが不可能であるステップと；（ｂ）蛍光標識が取着されるモノマーを
示す蛍光シグナルが発生するように、立体的に拘束された状態から消光状態に遷移すると
きに、ナノポアの出口で、各蛍光標識を励起するステップと；（ｃ）蛍光シグナルを検出
してモノマーを識別するステップとを含む。本明細書で使用されるように、「実質的にあ
らゆる」、「実質的に全ての」、または同様の用語は、モノマー、特にヌクレオチドを標
識することについて言及する場合、化学的標識手順は、あらゆるモノマーの完全な標識を
もたらさなくてもよいと理解され；実施可能な程度まで、これらの用語は、本発明に関連
した標識反応が終了するまで継続されると理解され；一部の実施形態では、そのような完
全な標識反応は、モノマーの少なくとも５０パーセントを標識することを含み；他の実施
形態では、そのような標識反応は、モノマーの少なくとも８０パーセントを標識すること
を含み；他の実施形態では、そのような標識反応は、モノマーの少なくとも９５パーセン
トを標識することを含み；他の実施形態では、そのような標識反応は、モノマーの少なく
とも９９パーセントを標識することを含む。
【００３７】
　別の実施形態では、本発明は、１つまたは複数のポリマー分析物を分析するための方法
であって、以下のステップ：（ａ）隣接するモノマーの蛍光標識が消光状態にあるように
、蛍光標識を、１つまたは複数のポリマー分析物の実質的にあらゆるモノマーに取着する
ステップと、（ｂ）各ポリマー分析物のモノマーが１列縦隊でナノポアを横断するように
、ナノポアを通ってポリマー分析物を移行させるステップであって、各ナノポアがボアお
よび出口を有し、ボアの内部でそこから蛍光標識から蛍光シグナルが発生しないように、
ボアが蛍光標識を拘束状態に立体的に拘束するステップと；（ｃ）各蛍光標識が立体的に
拘束された状態から消光状態に遷移するときに、ナノポアの出口で、各蛍光標識を遷移イ
ンターバルの間に励起し、それによって、蛍光標識が取着されるモノマーを示す蛍光シグ
ナルを発生させるステップと；（ｃ）蛍光シグナルを検出してモノマーを識別するステッ
プとを含む方法を対象とする。
【００３８】
　別の実施形態では、本発明は、１つまたは複数の標識されたポリマー分析物を分析する
ためのデバイス、例えば１つまたは複数の標識されたポリヌクレオチド分析物のヌクレオ
チド配列を決定するためのデバイスを対象とし、そのようなデバイスは、以下の要素：（
ａ）第１のチャンバーと第２のチャンバーとを分離する固相膜であって、第１のチャンバ
ーと第２のチャンバーとをボアまたは管腔を通して流体接続する少なくとも１つのナノポ
アを有し、ボアまたは管腔は、そこを通って移行する標識されたポリマーの標識が立体的
に拘束されて、検出可能なシグナルが発生しないように、かつ標識されたポリマーの隣接
するモノマーの標識が自己消光するような断面寸法を有する固相膜と；（ｂ）標識が取着
されるモノマーを示すシグナルが発生するように、ナノポアから出て行き第２のチャンバ
ーに進入するときに各標識を励起するための励起源と；（ｃ）各励起標識によって発生し
たシグナルの少なくとも一部を収集するための検出器と；（ｄ）収集されたシグナルによ
って、励起した標識が取着されるモノマーを識別することを含む。
【００３９】
　別の実施形態では、本発明は、互いに消光する色素の組で実質的に全て標識されたモノ
マーを含むポリマーを含むポリマーを分析するためのシステム、およびポリマーに取着さ
れた互いに消光する色素の組の色素から光学的シグナルを順次検出するためのナノポアデ
バイスを対象とする。ポリヌクレオチドの配列を決定するためのそのような実施形態は、
以下の要素：（ａ）第１のチャンバーと第２のチャンバーとを分離する固相膜であって、
第１のチャンバーと第２のチャンバーとを接続する少なくとも１つのアパーチャーを有し
、かつ少なくとも１つの表面に疎水性コーティングを有する固相膜と；（ｂ）疎水性コー
ティング上に配置された脂質層と；（ｃ）アパーチャー内に固定化されたタンパク質ナノ
ポアであって、出口を備えたボアを有し、脂質層と相互作用してアパーチャー内で固相膜
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と封止を形成することによりタンパク質ナノポアのボアを通してのみ第１のチャンバーと
第２のチャンバーとの間に流体連通が生じ、ポリヌクレオチドのヌクレオチドが順次ボア
の出口を通るように、かつポリヌクレオチドに取着された蛍光標識が立体的に拘束されて
その内部での蛍光シグナルの発生が阻止されまたは防止されるような断面寸法のタンパク
質ナノポアと；（ｄ）固相膜またはタンパク質ナノポアに取着されたＦＲＥＴ対の第１の
メンバーであって、ポリヌクレオチドのヌクレオチドがボアから出現するときにはいつで
も、複数のヌクレオチドがＦＲＥＴ対の第１のメンバーからＦＲＥＴ距離内にある第１の
メンバーとを含んでいてもよい。一部の実施形態では、ＦＲＥＴ対の第１のメンバーは、
ＦＲＥＴドナーとして機能する量子ドットである。
【００４０】
　一部の実施形態では、疎水性コーティングは、脂質層が安定して接着するように固相膜
の表面がそれ自体十分に疎水性であるという点で任意選択である。少なくとも１つのアパ
ーチャーは、固相膜の表面に接続された、または隣接した内面または壁を有し得る。一部
の実施形態では、少なくとも１つのアパーチャーは複数のアパーチャーであり得る、複数
のアパーチャーは、アパーチャーの直線的なアレイなどの規則的なアレイとして配置構成
されてもよく、それらの間隔は、部分的には用いられるＦＲＥＴ対の数および種類ならび
に使用される光学検出システムに依存する。アパーチャーのそれぞれは、一部の実施形態
では、タンパク質ナノポアが実質的にその内部に固定化されるような直径を有する。一部
の実施形態では、実質的に固定化されるとは、タンパク質ナノポアが、アパーチャーの壁
に対して固相膜の平面内でせいぜい５ｎｍ移動し得ることを意味する。別の実施形態では
、実質的に固定化されるとは、タンパク質ナノポアが、アパーチャーの壁に対して固相膜
の平面内で５ｎｍを超えて移動しないかも知れないことを意味する。タンパク質ナノポア
はそれぞれ、タンパク質ナノポアがアパーチャー内に固定化されたときに第１および第２
のチャンバー間の流体連通を可能にする、ボア、または通路、または管腔を有する。一般
に、ボアはアパーチャーと同軸に並べられている。疎水性層の一機能は、少なくとも１つ
のアパーチャーの内部および／またはすぐ隣りに隣接して脂質を保持するための表面を設
けることである。そのような脂質は、次いで、機能的配座で、かつアパーチャーの壁と流
体封止を形成するように、アパーチャー内でのタンパク質ナノポアの配置および固定化を
可能にする。一部の実施形態では、そのような封止はまた、タンパク質ナノポアの周りで
、第１および第２のチャンバー間を通過する電流を防ぐ。一部の実施形態では、帯電した
分析物が、第１のチャンバー内で電解質溶液中に配置され、固相膜を横断する電場を確立
することによって、第２のチャンバー内の電解質溶液中へタンパク質ナノポア（複数可）
のボア（複数可）を通って移行する。製造の便宜上、一部の実施形態では、疎水性コーテ
ィングは、固相膜のおよびアパーチャー（複数可）の壁（複数可）の１つの表面に存在し
得る。
【００４１】
　本発明のデバイスの一部の実施形態では、固相膜中の少なくとも１つのナノポアは、複
数のナノポアまたはナノポアアレイであり；一部の実施形態では、そのようなナノポアは
、固相膜中に間隔を空けて規則的に配置されて、それらのボアが固相膜の平面に直交して
配向されている。一部の実施形態では、ナノポアは、固相膜中で直線的なパターンで間隔
を空けて配置され；他の実施形態では、ナノポアは、固相膜中でランダムなパターンで間
隔を空けて配置され；一部の実施形態では、そのようなランダムなパターンはＰｏｉｓｓ
ｏｎ分布される。一部の実施形態では、ナノポアは、固相膜中で規則的に間隔を空けて配
置されるが、その最小ナノポア間距離は少なくとも１０ｎｍであり；他の実施形態では、
そのような最小ナノポア間距離は５０ｎｍであり；他の実施形態では、そのような最小ナ
ノポア間距離は１００ｎｍであり；他の実施形態では、そのような最小ナノポア間距離は
２００ｎｍであり；他の実施形態では、そのような最小ナノポア間距離は５００ｎｍであ
る。
【００４２】
　一部の実施形態では、本発明の方法およびデバイスは、ＳｉＮ膜などの固相膜を含み、
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それを通るアパーチャーのアレイを有して、第１のチャンバーと第２のチャンバー（場合
によっては、「シスチャンバー」および「トランスチャンバー」とも呼ぶ）との間に連通
を設け、第２のまたはトランスチャンバーに面する表面に脂質二重層を支持する。一部の
実施形態では、そのような固相膜内のアパーチャーの直径は、１０から２００ｎｍの範囲
または２０から１００ｎｍの範囲にあってもよい。一部の実施形態では、そのような固相
膜は、そのような二重層がトランスチャンバーに面する表面のアパーチャーに跨る領域で
、脂質二重層に挿入されたタンパク質ナノポアをさらに含む。一部の実施形態では、その
ようなタンパク質ナノポアは、本明細書に記述される技法を使用して、固相膜のシス側か
ら挿入される。一部の実施形態では、そのようなタンパク質ナノポアは、軸に沿ってバレ
ルまたはボアを含み、かつ一端に「キャップ」構造を有し他端に「ステム」構造をすると
いう点で（Ｓｏｎｇら、Ｓｃｉｅｎｃｅ、２７４巻：１８５９～１８６６頁（１９９６年
）からの専門用語を使用する）、α－溶血素と同一のまたは類似の構造を有する。そのよ
うなタンパク質ナノポアを使用する一部の実施形態では、脂質二重層への挿入は、そのキ
ャップ構造がシスチャンバーに向けて露出し、かつそのステム構造がトランスチャンバー
に向けて露出するように配向するタンパク質ナノポアをもたらす。
【００４３】
　一部の実施形態では、本発明の方法およびデバイスは、例えば、参照により本明細書に
組み込まれる、Ｂａｙｌｅｙら、米国特許公開第２０１４／０３５６２８９号；Ｈｕａｎ
ｇら、Ｎａｔｕｒｅ　Ｎａｎｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、１０．１０３８／ｎｎａｎｏ．２
０１５．１８９．［Ｅｐｕｂ　ａｈｅａｄ　ｏｆ　ｐｒｉｎｔ］；または同様の参考文献
に開示されるように、単一の液滴または液滴のアレイのいずれかとして液滴界面二重層を
含む。簡単に言うと、タンパク質ナノポア（１．２ｎＭ）を、２００～３５０ｎｌの液滴
（例えば、１．３２Ｍ　ＫＣｌ、８．８ｍＭ　ＨＥＰＥＳ、０．４ｍＭ　ＥＤＴＡ、ｐＨ
７．０（αＨＬ）、または８．０（ＭｓｐＡ））中に置き、例えばヘキサデカン中３ｍＭ
の１，２－ジフィタノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（ＤＰｈＰＣ）中でイン
キュベートして、脂質単層コーティングを形成する。次いで液滴をピペット分取して測定
チャンバー内のカバーガラス上に移し、これにより分析物を移動させるための電圧の印加
および例えばＴＩＲＦによる光学検出が可能になる。カバーガラスに、アガロース（０．
６６Ｍ　ＣａＣｌ２、８．８ｍＭ　ＨＥＰＥＳ、ｐＨ７．０（αＨＬ）／８．０（Ｍｓｐ
Ａ））の薄層（約２００ｎｍ）をスピンコート（３，０００ｒ．ｐ．ｍ、３０秒）し、そ
の後、ヘキサデカン中３ｍＭのＤＰｈＰＣと共にインキュベートしてもよい。アガロース
上の単層に接触すると、脂質でコーティングされた液滴は自発的に液滴界面二重層を形成
する。接地電極（Ａｇ／ＡｇＣｌ）を、対応する活性電極（Ａｇ／ＡｇＣｌ）が基材アガ
ロース中にある状態で、液滴中に挿入してもよい。電圧プロトコールを、パッチクランプ
増幅器（例えば、Ａｘｏｐａｔｃｈ　２００Ｂ、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）
で適用してもよい。液滴中に存在するナノポアは、液滴界面二重層に自発的に挿入され、
イオン束が、電気的にもおよび／または光学的にも検出され得る（例えば、Ｆｌｕｏ－８
などのイオン感受性色素を用いて）。
【００４４】
　一部の実施形態では、固相膜は、参照により本明細書に組み込まれる、例えばＨｕｂｅ
ｒら、米国特許公開第２０１３／０２０３０５０号に記載されるように、その自動蛍光を
退色させるために低エネルギーイオンビームで処理されてもよい。
【００４５】
　図２Ａ～２Ｃは、ハイブリッドバイオセンサーの図である。ナノメートルサイズのホー
ル（１０２）を、２つのチャンバーまたは区画シス（１０１）およびトランス（１０７）
を分離する固体状態の基材または固相膜（１０３）に開ける。一本鎖ＤＮＡなどの帯電し
たポリマー（１０５）に取着されたタンパク質バイオセンサー（例えば、タンパク質ナノ
ポア）（１０４）を、電気泳動輸送によって固体状態のナノホールに埋め込む。図１Ｃで
は、タンパク質バイオセンサーが挿入される。ナノメートルサイズのホールでは、その表
面が疎水性コーティング（１０６）およびそこに取着された脂質層（１０９）を有する。
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ナノポアは、２つの側またはオリフィスを有していてもよい。一方の側を「シス」側と呼
び、（－）負電極または負に帯電した緩衝／イオン区画もしくは溶液に面する。他方の側
を「トランス」側と呼び、（＋）電極または正に帯電した緩衝／イオン区画もしくは溶液
に面する。標識された核酸分子またはポリマーなどの生物学的ポリマーは、ナノポアを通
して印加された電場によって、ポアを通して引っ張られるか、または推進されることがで
き、例えば、ナノポアのシス側に進入してナノポアのトランス側に出て行くことができる
。
【００４６】
　図２Ｄは、固体状態の膜（１０３）に開けられたアパーチャーに挿入されたタンパク質
ナノポア（１０４）を示す。タンパク質ナノポア（１０４）にはオリゴヌクレオチド（１
０８）が取着され、そこに、相補的二次オリゴヌクレオチド（１１１）がハイブリダイズ
されている。前記二次オリゴヌクレオチド（１１１）は、そこに取着されたＦＲＥＴ対（
１１０）の１つまたは複数の第２のメンバーを有する。あるいは、ＦＲＥＴ対の膜は、タ
ンパク質ナノポアのアミノ酸に直接取着されてもよい。例えば、溶血素サブユニットは、
ナノポアの出口に隣接して適切に位置付けられたアミノ酸、例えばトレオニン１２９をシ
ステインで置換して、従来の遺伝子工学技法によって修飾されていてもよい。オリゴヌク
レオチドまたはＦＲＥＴ対のメンバーは、従来のリンカー化学、例えばＨｅｒｍａｎｓｏ
ｎ（前掲）を使用して、システインのチオ基を介して取着されてもよい。
【００４７】
　一部の実施形態では、本発明は、特にポリヌクレオチドの光学ベースのナノポア配列決
定をするために、ハイブリッドナノポアを用いる。そのような実施形態は、固体状態のオ
リフィスまたはアパーチャーを含み、その中に、タンパク質ナノポアなどのタンパク質バ
イオセンサーを安定して挿入する。タンパク質ナノポア（例えば、アルファ溶血素）は、
帯電したポリマー（例えば、二本鎖ＤＮＡ）に取着されてもよく、印加電場において抵抗
力としての役割をし、タンパク質ナノポアを固体状態の膜のアパーチャー内に案内するの
に使用されてもよい。一部の実施形態では、固体状態の基材におけるアパーチャーは、タ
ンパク質よりも僅かに小さくなるように選択され、これによってタンパク質がアパーチャ
ーを移行するのを妨げる。代わりに、タンパク質は、固体状態のオリフィスに埋め込まれ
ることになる。固体状態の基材は、表面に活性部位を発生させるように修飾することがで
き、差込み式タンパク質バイオセンサーの共有結合による取着が可能になって、安定した
ハイブリッドバイオセンサーが得られる。
【００４８】
　バイオセンサーにおけるポリマー取着部位は、タンパク質工学によって発生させること
ができ、例えば、ポリマーの特異的結合を可能にする変異タンパク質を構築することがで
きる。例として、システイン残基を、タンパク質の所望の位置で挿入してもよい。システ
インは、天然に存在するアミノ酸と置き換えることができ、または付加アミノ酸として組
み込むことができる。タンパク質の生物学的機能を破壊しないように、注意を払わなけれ
ばならない。次いでポリマー（即ち、ＤＮＡ）の末端一次アミン基を、ヘテロ二官能性架
橋剤（例えば、ＳＭＣＣ）を使用して活性化させる。その後、活性化ポリマーを、タンパ
ク質バイオセンサーのシスイテイン残基に共有結合によって取着する。一部の実施形態で
は、バイオセンサーへのポリマーの取着は、可逆的である。切断可能な架橋剤を実現する
ことにより、容易に破断可能な化学結合（例えば、Ｓ－Ｓ結合）が導入され、帯電したポ
リマーは、バイオセンサーを固体状態のアパーチャーに挿入した後に除去してもよい。
【００４９】
　当業者には、帯電したポリマーとタンパク質バイオセンサーとの、共有結合または非共
有結合による取着方法に関する広く様々な異なる手法が可能であり、上述の手法は単なる
例としての役割をすることが、明らかである。当業者には、一本鎖または二本鎖ＤＮＡ、
ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）、ポリ－Ｌ－リシ
ン、直鎖状多糖などを含むがこれらに限定されない、様々な異なるポリマーを、抵抗力と
して使用してもよいことも、理解されよう。これらのポリマーは、所与のｐＨで負（－）
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または正（＋）電荷のいずれかを示し得ること、および電場の極性は、ポリマー－バイオ
センサー複合体を固体状態のアパーチャーに引き込むのに応じて調節し得ることも明らか
である。
【００５０】
　一部の実施形態では、ドナーフルオロフォアをタンパク質ナノポアに取着する。次いで
この複合体を、タンパク質ナノポアが固体状態のナノホールに輸送されてハイブリッドナ
ノポアを形成するまで、固体状態のナノホールの両端間に電場を印加することによって、
固体状態のアパーチャーまたはナノホール（例えば、直径３～１０ｎｍ）に挿入する。ハ
イブリッドナノポアの形成は、（ａ）固体状態のナノホールの部分遮断に基づく電流の降
下を引き起こす、挿入タンパク質ナノポアによって、および（ｂ）ドナーフルオロフォア
の光学検出によって検証することができる。
【００５１】
　安定なハイブリッドナノポアが形成されたら、一本鎖の蛍光標識された（またはアクセ
プターで標識された）ＤＮＡを、シスチャンバー（（＋）電極を持つチャンバー）に添加
する。印加電場によって、負に帯電したｓｓＤＮＡは、ハイブリッドナノポアを強制的に
移行し、その最中に、標識されたヌクレオチドはドナーフルオロフォアに近接した状態に
なる。
【００５２】
　固体状態または合成によるナノポアは、上記引用した参考文献に例示されるような様々
な方法で調製され得る。一部の実施形態では、例えば参照により本明細書に組み込まれる
Ｙａｎｇら、Ｎａｎｏｔｅｃｈｎｏｌｇｙ、２２巻：２８５３１０頁（２０１１年）に開
示されるように、ヘリウムイオン顕微鏡を使用して様々な材料に合成ナノポアを開けても
よい。自立型膜に加工された薄膜材料、例えば窒化ケイ素の１つまたは複数の領域を支持
するチップを、ヘリウムイオン顕微鏡（ＨＩＭ）チャンバーに導入する。顕微鏡を低倍率
に設定しながら、ＨＩＭモーター制御を使用して自立型膜をイオンビームの経路に導く。
焦点および非点補正を含むビームパラメーターを、自立型膜に隣接するが固体基材上にあ
る領域で調節する。パラメーターを適正に固定したら、自立型膜領域がイオンビームスキ
ャン領域の中心になるようにかつビームがブランクされるように、チップ位置を移動させ
る。ＨＩＭの視野を、予想されるナノポアパターン全体を含有するのに十分な、かつ将来
の光学読出しに役立てるのに十分な（即ち、光学倍率、カメラ解像度などに依存する）寸
法（単位μｍ）に設定する。次いでイオンビームを、画素ドウェル時間で全視野を通して
１回ラスター処理し、その結果、膜自動蛍光の全てまたはほとんどを除去するのに十分な
全イオン線量が得られる。次いで視野を、適正な値（上記にて使用された場合よりも小さ
い）に設定して、単一ナノポアまたはナノポアのアレイのいずれかの、リソグラフィーに
より画定されたミリングを行う。パターンの画素ドウェル時間は、試料加工前に較正試料
の使用を通して決定された、１つまたは複数の所定の直径のナノポアをもたらすように設
定する。この全プロセスを、単一チップ上でそれぞれ所望の領域で、および／またはＨＩ
Ｍチャンバーに導入された各チップごとに、繰り返す。
【００５３】
　一部の実施形態では、固体状態の基材を修飾して、その表面に活性部位を発生させるこ
とにより差込み式タンパク質バイオセンサーの共有結合による取着を可能にしてもよく、
または所与の適用例に関してより適切になるように表面特性を修飾してもよい。そのよう
な修飾は、共有結合または非共有結合の性質のものであってもよい。共有結合による表面
修飾は、オルガノシラン化合物を固体表面のシラノール基に結合させるシラン化ステップ
を含む。例えば、アルコキシシランのアルコキシ基は、加水分解してシラノール含有種を
形成する。これらのシランの反応は、４つのステップを伴う。最初に、不安定な基の加水
分解が起こる。オリゴマーへの縮合が続く。次いでオリゴマーを、基材のヒドロキシル基
と水素結合する。最後に、乾燥または硬化中に、水の損失を伴いつつ、共有結合による基
材との連結を形成する。共有結合による取着では、活性側基を持つオルガノシランを用い
てもよい。そのような側基は、いくつか挙げると、エポキシ側鎖、アルデヒド、イソシア
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ネート、イソチオシアネート、アジド、またはアルキン（クリックケミストリー）からな
るが、これらに限定されない。当業者には、タンパク質を表面に共有結合により取着する
多数の方法が可能であることは、明らかである。例えば、オルガノシラン上のある特定の
側基は、タンパク質を結合可能にする前に、活性化させる必要があると考えられる（例え
ば、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドエステルで活性化された第１級アミンまたはカルボキ
シル側基）。タンパク質を固体表面に取着する別の方法は、タンパク質に取着された１つ
の親和性パートナーと、固体表面に位置付けられた第２の親和性パートナーとを有するこ
とにより、親和性結合を通して実現されてもよい。そのような親和性の対は、ビオチン－
ストレプトアビジン、抗原－抗体、およびアプタマー、および対応する標的分子の群から
なるが、これらに限定されない。好ましい実施形態では、固体状態のナノポアの表面修飾
は、表面を疎水性にするオルガノシランによる処理を含む。そのようなオルガノシランに
は、アルカンシラン（例えば、オクタデシルジメチルクロロシラン）、または修飾された
アルカンシラン、例えばアルカン鎖長が５から３０個の炭素であるフッ素化アルカンシラ
ンが含まれるが、これらに限定されない。次いで疎水性表面を、脂質をペンタンに溶かし
た希薄溶液で処理する。溶媒を乾燥し、表面を水溶液に浸漬した後、脂質は表面に自発的
に層を形成することになる。固体表面の脂質の層は、ハイブリッドナノポアの形成に有益
であることを証明することができる。固相上の脂質層は、タンパク質と固体状態のナノポ
アとの間の漏れ電流を低減させることができ、挿入されるタンパク質ポアの安定性を増大
させることができる。低キャパシタンス固体基材ならびに前記基材の脂質コーティングの
組合せは、ハイブリッドナノポア系を、ＤＮＡがハイブリッドナノポアを通って移行する
ことによって発生する電流変動に基づいて電気読出し可能にすることができる。そのよう
な系で電気読出しを実現するには、非修飾ＤＮＡの移行速度を低下させる手段を、脂質コ
ーティングされたハイブリッドナノポアと組み合わせなければならない。ポリメラーゼま
たはヘリカーゼなどの分子モーターを、ハイブリッドナノポアと組み合わせ、ハイブリッ
ドナノポアを通したＤＮＡの移行速度を効果的に低減させてもよい。表面をコーティング
するのに使用される脂質は、スフィンゴ脂質、リン脂質、またはステロールの群からであ
る。生物学的ポリマーまたは分子（例えば、核酸）を配列決定するための方法および／ま
たはシステムは、ポアまたはナノポアに取着される１つまたは複数のドナー標識を励起さ
せることを含んでいてもよい。生物学的ポリマーは、ポアまたはナノポアを通って移行し
てもよく、この場合、生物学的ポリマーのモノマーは、１つまたは複数のアクセプター標
識で標識されている。エネルギーは、標識されたモノマーが通った後、ポアまたはナノポ
アから出て行きまたは進入するときに、励起したドナー標識からモノマーのアクセプター
標識に伝達されてもよい。エネルギー伝達の結果、アクセプター標識により放出されたエ
ネルギーを、検出することができ、このアクセプター標識により放出されたエネルギーは
、生物学的ポリマーの単一または特定のモノマー（例えば、ヌクレオチド）に対応しまた
は関連付けられていてもよい。次いで生物学的ポリマーの配列を、標識されたモノマーの
識別を可能にするモノマーアクセプター標識から放出されたエネルギーの検出に基づいて
、推論しまたは配列決定してもよい。
【００５４】
　ポア、ナノポア、チャネル、または通路、例えばイオン透過性のポア、ナノポア、チャ
ネル、または通路は、本明細書に記述されるシステムおよび方法に利用されてもよい。
【００５５】
　ナノポアまたはポアは、１つまたは複数のドナー標識で標識されてもよい。例えば、ナ
ノポアのシス側もしくは表面および／またはトランス側もしくは表面を、１つまたは複数
のドナー標識で標識してもよい。標識は、ポアもしくはナノポアのベースに、またはナノ
ポアもしくはポアを構成する別の部分もしくはモノマーに取着されてもよい。標識は、ナ
ノポアが拡がる膜もしくは基材の一部に、または膜、基材、もしくはナノポアに取着され
たリンカーもしくはその他の分子に取着されてもよい。ナノポアまたはポア標識は、ポア
標識が、ポアを移行する生物学的ポリマー、例えば核酸の、アクセプター標識の近傍に来
ることができるように、ナノポア、基材、または膜上に位置決めされまたは取着されても
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よい。ドナー標識は、同じまたは異なる放出または吸収スペクトルを有していてもよい。
ポア構造の標識は、共有結合または非共有結合による相互作用を介して実現されてもよい
。
【００５６】
　ドナー標識（場合によっては「ポア標識」とも呼ぶ）は、アパーチャーの可能な限り近
くに、例えばナノポアの出口に、核酸がナノポアを通って移行するのを損なう閉塞を引き
起こすことなく、配置されてもよい。ポア標識は、様々な適切な性質および／または特性
を有していてもよい。例えば、ポア標識は、特定の要件を満たすエネルギー吸収特性を有
していてもよい。ポア標識は、例えば約０から１０００ｎｍまたは約２００か５００ｎｍ
に及ぶ、大きい放射線エネルギー吸収断面を有していてもよい。ポア標識は、アクセプタ
ー標識など、核酸標識のエネルギー吸収よりも高い、特定のエネルギー範囲内の放射線を
吸収してもよい。ポア標識の吸収エネルギーは、エネルギー伝達が２つの標識間で生じ得
る距離を制御するために、核酸標識の吸収エネルギーに対して調整されてもよい。ポア標
識は、少なくとも１０６から１０９回の励起およびエネルギー伝達サイクルにわたり、安
定かつ機能的であってもよい。
　ナノポアおよび分析物に関する標識
【００５７】
　一部の実施形態では、ナノポアは、１つまたは複数の量子ドットで標識され得る。特に
、一部の実施形態では、１つまたは複数の量子ドットは、ナノポアに取着されてもよく、
または隣接する（ナノポアの入口および出口からのＦＲＥＴ距離内にある）固相支持体に
取着されてもよく、分析物上のアクセプターとのＦＲＥＴ反応におけるドナーとして用い
られてもよい。量子ドットのそのような使用は周知であり、参照により本明細書に組み込
まれる米国特許第６，２５２，３０３号；第６，８５５，５５１号；第７，２３５，３６
１号；などの、科学および特許文献に広く記載されている。
【００５８】
　ポア標識として利用され得る量子ドットの一例は、水溶液中で合成することができるＣ
ｄＴｅ量子ドットである。ＣｄＴｅ量子ドットは、求核基、例えば第１級アミン、チオー
ル、またはカルボン酸などの官能基などで機能化されてもよい。ＣｄＴｅ量子ドットは、
量子ドットをタンパク質ポアの外側の第１級アミンに共有結合により連結するのに利用す
ることができるカルボン酸官能基を有する、メルカプトプロピオン酸キャッピングリガン
ドを含んでいてもよい。架橋反応は、生体共役反応の当業者に公知である標準的な架橋試
薬（ホモ二官能性ならびにヘテロ二官能性）を使用して、実現されてもよい。修飾が、核
酸がナノポアを通って移行するのを損なわないまたは実質的に損なわないことを確実にす
るのに、注意を払ってもよい。これはドナー標識をナノポアに取着するのに使用される、
用いられる架橋剤分子の長さを様々にすることによって、実現されてもよい。
【００５９】
　例えば、天然アルファ溶血素タンパク質のリシン残基１３１の第１級アミン（Ｓｏｎｇ
，Ｌ．ら、Ｓｃｉｅｎｃｅ　２７４巻（１９９６年）：１８５９～１８６６頁）を使用し
て、カルボキシ修飾されたＣｄＴｅ量子ドットを、１－エチル－３－［３－ジメチルアミ
ノプロピル］カルボジイミド塩酸塩／Ｎ－ヒドロキシスルホスクシンイミド（ＥＤＣ／Ｎ
ＨＳ）カップリング化学を介して共有結合してもよい。あるいは、アミノ酸１２９（トレ
オニン）をシステインに交換してもよい。天然アルファ溶血素タンパク質には他のシステ
イン残基がないので、新たに挿入されたシステインのチオール側基を使用して、他の化学
的部分を共有結合により取着してもよい。
【００６０】
　１つまたは複数のポア標識をポアタンパク質に取着するための様々な方法、メカニズム
、および／または経路を利用してもよい。ポアタンパク質は、公知の性質または様々な官
能基を持つアミノ酸を天然タンパク質配列に導入するように、遺伝子操作してもよい。天
然に生ずるタンパク質配列のそのような修飾は、ポアタンパク質に対する量子ドットの生
体共役に有利であると考えられる。例えば、システイン残基の導入は、ＣｄＴｅ量子ドッ
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トなどの量子ドットとポアタンパク質との直接結合を可能にすると考えられる、チオール
基を導入すると考えられる。また、リシン残基の導入は、量子ドットに結合するための第
１級アミンを導入すると考えられる。グルタミン酸またはアスパラギン酸の導入は、量子
ドットに結合するためのカルボン酸部分を導入すると考えられる。これらの基は、ホモま
たはヘテロ二官能性架橋剤分子のいずれかを使用する量子ドットとの生体共役を受け易い
。生体共役のための官能基の導入を目標としたポアタンパク質に対するそのような修飾は
、当業者に公知である。修飾が、核酸がナノポアを通って移行するのを損なわないように
または実質的に損なわないようにすることを確実にするのに、注意を払うべきである。
【００６１】
　ナノポア標識は、前記ナノポアを脂質二重層に挿入する前または後に、タンパク質ナノ
ポアに取着することができる。標識が、脂質二重層に挿入する前に取着される場合、ナノ
ポアのベースを標識しかつポアタンパク質のランダム標識を回避することに注意を払って
もよい。これは、以下に論ずるように、ポア標識の部位特異的取着を可能にするポアタン
パク質の遺伝子操作によって実現することができる。この手法の利点は、標識されたナノ
ポアの大量生成である。あるいは、挿入前のナノポアの標識反応は、ポアタンパク質を遺
伝子操作することなく、ナノポアのベース（トランス側）に対する標識の部位特異的取着
を確実にすることができる。
【００６２】
　生物学的ポリマー、例えば核酸分子またはポリマーは、１つまたは複数のアクセプター
標識で標識されてもよい。核酸分子の場合、４種のヌクレオチドのそれぞれまたは核酸分
子のビルディングブロックをアクセプター標識で標識してもよく、それによって、天然に
生ずるヌクレオチドのそれぞれに対する標識された（例えば、蛍光）対応物が創出される
。アクセプター標識は、変換された核酸の一部または鎖全体にある１つまたは複数のヌク
レオチドに取着することができる、エネルギー受容分子の形をとってもよい。
【００６３】
　核酸分子またはポリマーのモノマーまたはヌクレオチドを標識するのに、様々な方法を
利用してもよい。標識されたヌクレオチドは、鋳型として当初の試料を使用して、新しい
核酸の合成中に、核酸に組み込まれてもよい（「合成による標識」）。例えば核酸の標識
は、ＰＣＲ、全ゲノム増幅、ローリングサークル増幅、もしくはプライマー伸長などを介
して、または当業者に公知の上記方法の様々な組合せおよび拡張を介して実現されてもよ
い。
【００６４】
　核酸の標識は、標識を有する修飾されたヌクレオチド類似体の存在下、核酸を複製する
ことによって実現されてもよく、その標識の、新たに発生した核酸への組込みがなされる
。標識プロセスは、ヌクレオチド類似体に、二次標識ステップでエネルギー受容部分を共
有結合で取着するのに使用することができる官能基を組み込むことによって、実現するこ
ともできる。そのような複製は、全ゲノム増幅（Ｚｈａｎｇ，Ｌ．ら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ
ｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ８９巻（１９９２年）：５８４７頁）または鎖置換増幅、
例えばローリングサークル増幅、ニックトランスレーション、転写、逆転写、プライマー
伸長、およびポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）、変性オリゴヌクレオチドプライマーＰＣ
Ｒ（ＤＯＰ－ＰＣＲ）（Ｔｅｌｅｎｉｕｓ，Ｈ．ら、Ｇｅｎｏｍｉｃｓ１３巻（１９９２
年）：７１８～７２５頁）、または上記方法の組合せによって実現することができる。
【００６５】
　標識は、求核試薬など（アミン、チオールなど）の反応性基を含んでいてもよい。次い
で、天然の核酸中に存在しない、そのような求核試薬は、ＮＨＳエステル、マレイミド、
エポキシ環、イソシアネートなどのアミンまたはチオール反応性化学を介して蛍光標識を
取着するのに使用することができる。そのような求核性の反応性蛍光色素（即ち、ＮＨＳ
－色素）は、異なる供給元から容易に購入可能である。小さい求核試薬で核酸を標識する
利点は、「合成による標識」手法が使用されるときに、そのような標識されたヌクレオチ
ドの組込みが高い効率でなされることにある。大量に蛍光標識された核酸ビルディングブ
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ロックは、新たに合成されたＤＮＡに、重合プロセス中の標識の立体障害に起因してポリ
メラーゼにより不十分に組み込まれる可能性がある。
【００６６】
　一部の実施形態では、ＤＮＡは、標識されたヌクレオチドの、ポリメラーゼで媒介され
る組込みなしで、直接化学的に修飾することができる。修飾の一例には、そのＮ７位でグ
アニン塩基を修飾するシス－白金含有色素が含まれる（Ｈｏｅｖｅｌ，Ｔ．ら、Ｂｉｏ　
Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ２７巻（１９９９年）：１０６４～１０６７頁）。別の例には、６
－ヒドロキシルアミノ誘導体をもたらすＣ６位でのヒドロキシルアミンによるピリミジン
の修飾が含まれる。得られたアミン基は、アミン反応性色素（例えば、ＮＨＳ－Ｃｙ５）
でさらに修飾することができる。さらに別の例は、ポリメラーゼによって容易に組み込ま
れる、アジドまたはアルキンで修飾されたヌクレオチドである（Ｇｉｅｒｌｉｃｈら、Ｃ
ｈｅｍ．Ｅｕｒ．Ｊ．、２００７年、１３巻、９４８６～０４０４頁）。アルキンまたは
アジドで修飾されたポリヌクレオチドを、その後、十分に確立されたクリックケミストリ
ーのプロトコールに従って、アジドまたはアルキンで修飾されたフルオロフォアで標識す
る。
【００６７】
　上述のように、一部の実施形態では、「クリックケミストリー」を使用して、例えば市
販のキット（例えば、「Ｃｌｉｃｋ－Ｉｔ」、Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、Ｃ
ａｒｌｓｂａｄ、ＣＡ製）を使用して、ＤＮＡを標識してもよい。クリックケミストリー
は、一般に、本質的に不可逆的である非常に高い効率の化学反応によって２つの分子が一
緒に連結される合成プロセスを指し、その収率はほぼ１００％であり、反応副生成物はほ
とんどまたは全く生成しない。より最近では、その意味は、２個の置換基を保持する１，
２，３－トリアゾールを形成するための、置換されたアルキンと置換されたアジドとの環
化反応を指すようになった。室温で銅によって触媒される場合、反応は、Ｈｕｉｓｇｅｎ
環状付加として公知であり、２個の分子上の化学官能性は、反応中に影響を受けるものが
他にはないという点で、クリックケミストリーの要件を完全に満たす。このように、カッ
プリング反応には、生体共役化学において、例えば多くのアミン、ヒドロキシ、またはチ
オール基を見出すことができる、ＤＮＡまたはタンパク質の色素標識で、広範な適用例が
あることがわかった。重要な要件は、アルキン基およびアジドを、カップリングされる分
子に容易に導入できることである。例えば、ＤＮＡオリゴヌクレオチドへの蛍光色素のカ
ップリングでは、アジド基が、色素内に合成によって典型的には導入され、一方でアルキ
ン基は、オリゴヌクレオチドの合成中にＤＮＡに組み込まれる。Ｃｕ＋の存在下で混合す
ることにより、２成分を迅速に連結させてトリアゾールを形成し、この場合、オリゴヌク
レオチドが１つの置換基として保持され、色素はその他の置換基として保持される。別の
、より最近の進歩は、歪んだ環構造内にアルキン成分を提供する。この場合、アジドとの
反応は、銅触媒を必要とせず、トリアゾールが形成されるときの環歪みエネルギーの放出
によって推進される。これは銅フリークリック反応として、より良く知られている。本発
明の方法にクリックケミストリーを適用するための指針は、参照により組み込まれる以下
の参考文献に見出すことができる：Ｒｏｓｔｏｖｔｓｅｖ　ＶＶ、Ｇｒｅｅｎ　ＬＧ；Ｆ
ｏｋｉｎ，Ｖａｌｅｒｙ　Ｖ、Ｓｈａｒｐｌｅｓｓ　ＫＢ（２００２年）「Ａ　Ｓｔｅｐ
ｗｉｓｅ　Ｈｕｉｓｇｅｎ　Ｃｙｃｌｏａｄｄｉｔｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓ：Ｃｏｐｐｅ
ｒ（Ｉ）－Ｃａｔａｌｙｚｅｄ　Ｒｅｇｉｏｓｅｌｅｃｔｉｖｅ”Ｌｉｇａｔｉｏｎ”ｏ
ｆ　Ａｚｉｄｅｓ　ａｎｄ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ　Ａｌｋｙｎｅｓ」Ａｎｇｅｗａｎｄｔｅ
　Ｃｈｅｍｉｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　４１巻（１４号）：２
５９６～２５９９頁、Ｍｏｓｅｓ　ＪＥおよびＭｏｏｒｈｏｕｓｅ　ＡＤ（２００７年）
「Ｔｈｅ　ｇｒｏｗｉｎｇ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ｃｌｉｃｋ　ｃｈｅｍｉ
ｓｔｒｙ」Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．Ｒｅｖ．３６巻（８号）：１２４９～１２６２頁。
【００６８】
　２つまたはそれ超の互いに消光する色素が使用されるときにはいつでも、そのような色
素を、直交付着化学を使用してＤＮＡに取着してもよい。例えば、ＮＨＳエステルは、第
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１級アミンと非常に特異的に反応するように使用することができ、またはマレイミドは、
チオール基と反応することになる。第１級アミン（ＮＨ２）またはチオール（ＳＨ）で修
飾されたヌクレオチドは、市販されている。これらの比較的小さい修飾は、ポリメラーゼ
媒介型ＤＮＡ合成に容易に組み込まれ、ＮＨＳまたはマレイミドで修飾された色素のいず
れかを使用する後続の標識反応に使用することができる。そのような直交リンカー化学を
選択し使用するための指針は、Ｈｅｒｍａｎｓｏｎ（前掲）に見出すことができる。
【００６９】
　追加の直交取着化学を、図３Ａ～３Ｈに示す。図３Ａは、ヌクレオチド塩基上の連結部
分の典型的な取着位置を示す。図３Ｂは、例えば上記引用した参考文献に開示される、銅
触媒された反応および非触媒反応に関するＨｕｉｓｇｅｎ型環状付加の反応図を示す。図
３Ｃは、例えばＧｕｔｓｍｉｅｄｌら、Ｏｒｇ．Ｌｅｔｔ．、１１巻：２４０５～２４０
８頁（２００９年）に開示されるような、アルケンおよび酸化ニトリル環状付加の反応図
を示す。図３Ｄは、例えばＳｅｅｌｉｇら、Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ．、３８
巻：７７２９～７７３２頁（１９９７年）に開示されるような、Ｄｉｅｌｓ－Ａｌｄｅｒ
環状付加の反応図を示す。図３Ｅは、例えばＣａｓｉら、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．
、１３４巻：５８８７～５８９２頁（２０１２年）；Ｓｈａｏら、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．
Ｓｏｃ．、１１７巻：３８９３～３８９９頁（１９９５年）；Ｒｉｄｅｏｕｔ、Ｓｃｉｅ
ｎｃｅ、２３３巻：５６１～５６３頁（１９８６年）；などに開示されるような、カルボ
ニルライゲーションの反応図を示す。図３Ｆは、例えばＢｒｉｎｋｌｅｙ、Ｂｉｏｃｏｎ
ｊｕｇａｔｅ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ、３巻：２～１３頁（１９９２年）に開示されるよう
な、Ｍｉｃｈａｅｌ付加の反応図を示す。図３Ｇは、例えばＳｃｈｕｌｅｒら、Ｂｉｏｃ
ｏｎｊｕｇａｔｅ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ、１３巻：１０３９～１０４３頁（２００２年）
；Ｄａｗｓｏｎら、Ｓｃｉｅｎｃｅ、２６６巻：７７６～７７９頁（１９９４年）；など
に開示されるような、本来の化学的ライゲーションの反応図を示す。図３Ｈは、例えばＨ
ｅｒｍａｎｓｏｎ（前掲）に開示されるような、活性エステルを介したアミド形成の反応
図を示す。
【００７０】
　核酸分子は、核酸と反応すると５－ブロモシステイン、８－ブロモアデニン、および８
－ブロモグアニンをもたらすことになる、Ｎ－ブロモスクシンイミドで直接修飾されても
よい。修飾されたヌクレオチドは、ジアミン求核試薬とさらに反応することができる。次
いで残りの求核試薬を、アミン反応性色素（例えば、ＮＨＳ－色素）と反応させることが
できる（Ｈｅｒｍａｎｓｏｎ　Ｇ．、Ｂｉｏｃｏｎｊｕｇａｔｅ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ
、前掲）。
【００７１】
　核酸鎖における１、２、３、または４つのヌクレオチドの組合せは、それらの標識され
た対応物と交換されてもよい。標識されたヌクレオチドの様々な組合せは、並行して配列
決定することができ、例えば供給源である核酸またはＤＮＡを、４つの単一標識された試
料に加えて２つの標識されたヌクレオチドの組合せで標識し、その結果、合計で１０個の
異なる状態で標識された試料の核酸分子またはＤＮＡ（Ｇ、Ａ、Ｔ、Ｃ、ＧＡ、ＧＴ、Ｇ
Ｃ、ＡＴ、ＡＣ、ＴＣ）が得られることになる。得られた配列パターンは、冗長配列読出
しにおけるヌクレオチドの位置の重なり合いに起因して、より正確な配列アライメントを
可能にすることができる。
【００７２】
　核酸分子などのポリマーを配列決定するための方法は、膜または膜様構造またはその他
の基材に挿入されたナノポアまたはポアタンパク質（または合成ポア）を設けるステップ
を含む。ポアのベースまたはその他の部分は、１つまたは複数のポア標識で修飾されても
よい。ベースは、ポアのトランス側を指してもよい。任意選択で、ポアのシスおよび／ま
たはトランス側を、１つまたは複数のポア標識で修飾してもよい。分析されまたは配列決
定される核酸ポリマーは、標識されたタイプの核酸ポリマーであって、得られたポリマー
中の４つのヌクレオチドの１つまたは最大で４つ全てのヌクレオチドがヌクレオチドの標
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識された類似体（複数可）で置き換えられた核酸ポリマーを、生成するための鋳型として
使用されてもよい。電場をナノポアに印加して、標識された核酸ポリマーをナノポア内に
強制的に通し、一方、外部単色またはその他の光源を使用してナノポアを照明し、それに
よってポア標識を励起してもよい。核酸の標識されたヌクレオチドがナノポアを通り、ナ
ノポアから出て行き、またはナノポアに進入するにつれ、またはその後にもしくは前に、
エネルギーはポア標識からヌクレオチド標識に伝達され、その結果、より低いエネルギー
放射線の放出が生じる。次いでヌクレオチド標識放射線を、当業者に公知の単一分子検出
が可能な、共焦点顕微鏡装置またはその他の光学検出システムまたは光顕微鏡法システム
により検出する。そのような検出システムの例には、共焦点顕微鏡法、落射蛍光顕微鏡法
、および全内部反射蛍光（ＴＩＲＦ）顕微鏡法が含まれるが、これらに限定されない。標
識されたモノマーを有するその他のポリマー（例えば、核酸以外のタンパク質およびポリ
マー）を、本明細書に記述される方法に従って配列決定してもよい。一部の実施形態では
、蛍光標識またはドナー分子を、エバネッセント波によりＴＩＲＦシステム内で励起し、
場合によっては本明細書では「エバネッセント波励起」と呼ぶ。
【００７３】
　エネルギーは、標識されたモノマーがナノポアから出て行き、ナノポアに進入し、また
はナノポアを通るにつれ、またはその後もしくは前に、ポリマーのアクセプター標識モノ
マー（例えば、ヌクレオチド）のアクセプター標識がドナー標識と相互作用するとき、ポ
アまたはナノポアドナー標識（例えば、量子ドット）からポリマー（例えば、核酸）上の
アクセプター標識に伝達されてもよい。例えば、ドナー標識は、標識されたモノマーがナ
ノポアから出て行きかつナノポアのチャネルまたは開口の外側のドナー標識の付近または
近傍に来るまで、ドナー標識とアクセプター標識との間の相互作用またはエネルギー伝達
が生じないように、ナノポアのシスもしくはトランス側または表面のナノポアに位置決め
されまたは取着されてもよい。その結果、標識間の相互作用、ドナー標識からアクセプタ
ー標識へのエネルギー伝達、アクセプター標識からのエネルギーの放出、および／または
アクセプター標識からのエネルギーの放出の測定もしくは検出を、ナノポア内、例えばナ
ノポアのシスまたはトランス側のシスまたはトランスチャンバー内を走る通路、チャネル
、または開口の外側で行ってもよい。モノマーのアクセプター標識から放出されるエネル
ギーの測定または検出は、モノマーを識別するのに利用されてもよい。
【００７４】
　ナノポア標識は、標識が目に見えまたは露出して、標識の励起または照明が容易になる
ように、ナノポアの通路、チャネル、または開口の外側に位置決めされてもよい。ドナー
標識とアクセプター標識との間の相互作用およびエネルギー伝達、ならびにエネルギー伝
達の結果としてのアクセプター標識からのエネルギーの放出は、ナノポアの通路、チャネ
ル、または開口の外側で生じ得る。これは例えば光学検出または測定デバイスを介した、
アクセプター標識からのエネルギーまたは光放出の検出または測定の容易さおよび正確さ
を促進させると考えられる。
【００７５】
　ドナー標識は、様々な手法および／またはナノポア上の様々な部位で、取着されてもよ
い。例えば、ドナー標識は、ナノポアの一部または単位に、直接または間接的に取着され
または接続されてもよい。あるいは、ドナー標識は、ナノポアに隣接して位置決めされて
もよい。
【００７６】
　ポリマー（例えば、核酸）の、アクセプターで標識されたモノマー（例えば、ヌクレオ
チド）のそれぞれは、ポリマーが通過するナノポアまたはチャネルの出口の上にもしくは
隣りに位置決めされまたは直接もしくは間接的に取着されたドナー標識と順次、互いに作
用することができる。ドナーおよびアクセプター標識の間の相互作用は、例えばアクセプ
ターで標識されたモノマーがナノポアから出て行った後にまたはモノマーがナノポアに進
入する前に、ナノポアチャネルまたは開口の外側で生じ得る。相互作用は、例えばアクセ
プターで標識されたモノマーがナノポアを通り、ナノポアに進入し、またはナノポアから
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出て行く間に、ナノポアチャネルまたは開口の内部でまたは部分的に内部で生じ得る。
【００７７】
　核酸の４つのヌクレオチドの１つが標識される場合、単一ヌクレオチド標識放出から生
ずる時間依存性シグナルは、核酸配列中の標識されたヌクレオチドの位置に対応する配列
に変換される。次いでプロセスを、個別の試料中の４つのヌクレオチドのそれぞれに関し
て繰り返し、次いで４つの部分配列を整列させて全核酸配列を組み立てる。
【００７８】
　多色標識された核酸（ＤＮＡ）配列について分析する場合、１つまたは複数のドナー標
識から、核酸分子上に存在し得る４つの全く異なるアクセプター標識のそれぞれへのエネ
ルギー伝達は、４つの全く異なる波長または色（それぞれ、４つのヌクレオチドの１つに
関連付けられる）で発光をもたらすことができ、直接配列読出しが可能になる。
　移行速度
【００７９】
　ナノポアをベースにした配列決定手法に関連する主な障害は、核酸がナノポアを通って
移行するする速度が速いことであり（約５００，０００～１，０００，０００ヌクレオチ
ド／秒）、記録設備の限られた帯域幅により、直接配列読出しが不可能である。２つの異
なるナノポアタンパク質による核酸移行を減速させる方法は、最近になって、Ｃｈｅｒｆ
ら（Ｎａｔ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ.２０１２年２月１４日；３０巻（４号）：３４４～
８頁）およびＭａｎｒａｏら（Ｎａｔ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．２０１２年３月２５日；
３０巻（４号）：３４９～５３頁）により示され、これらは参照により本明細書に組み込
まれている。両グループは、標的鋳型から相補鎖を合成するのにＤＮＡポリメラーゼを使
用し、その結果、ナノポアを通した鋳型ＤＮＡの段階的移行がもたらされた。したがって
、核酸ポリメラーゼの合成速度（１０～５００ヌクレオチド／秒）はＤＮＡの移行速度を
決定し、直接核酸移行よりも３～４桁ほど遅いので、単一ヌクレオチドの分析が実現可能
になる。しかし、ポリメラーゼで支援される移行は、ポリメラーゼの結合部位を発生させ
るのに相当な試料調製を必要とし、核酸合成は、バルク状態で遮断しなければならず、核
酸－ポリメラーゼ複合体がナノポアタンパク質に捕捉されたときのみ開始することができ
る。この結果、商用の設定で実現するのを妨げる可能性のある、非常に複雑な装置になる
。さらに、失速した重合などのポリメラーゼ合成反応の変動ならびに核酸からのポリメラ
ーゼの解離は、配列読出しを妨害する可能性があり、その結果、高い誤り率および削減さ
れた読取り長をそれぞれもたらす。一部の実施形態では、標的核酸を、蛍光修飾されたヌ
クレオチドを組み込むことによって、酵素によりコピーする。他の実施形態では、反応性
基で修飾されたヌクレオチドを組み込み、これを伸長後反応で標識することができる。得
られた標識済み核酸は、大きい公称直径を有し、その結果、ナノポアを通して引っ張られ
たときに低下した移行速度をもたらす。光学配列決定に好ましい移行率は、１秒当たり１
～１０００ヌクレオチドの範囲にあり、より好ましい範囲は１秒当たり２００～８００ヌ
クレオチドであり、最も好ましい移行率は１秒当たり２００～６００ヌクレオチドである
。
【００８０】
　あるいは、ポリヌクレオチド、特に一本鎖ポリヌクレオチドの移行速度は、ナノポアを
用いることによって制御することができ、このナノポアは、付加物および／または標識、
例えば塩基に取着された有機色素が、ポリヌクレオチドの移行を阻止するようなしかし移
行を防止するものではない寸法にされている。移行速度は、所定の密度で標識および／ま
たは付加物を取着することによって、選択されてもよい。そのような標識および／または
付加物は、規則的に間隔を空けて配置された、例えばヌクレオチド３つごとなどの取着部
を有してもよく、またはランダムなもしくは擬似ランダムな取着部を有してもよく、例え
ば全てのＣが標識されていてもよい。一部の実施形態では、選択された数の異なるヌクレ
オチド、例えば全てのＡおよびＣ、または全てのＡおよびＧ、または全てのＡおよびＴ、
または全てのＣなどを標識してもよく、その結果、平均移行速度が得られる。そのような
平均速度は、非標識ヌクレオチドに付加物を取着することによって低下させてもよい。付
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加物は、任意の分子、通常は有機分子であって、従来の化学を使用してヌクレオチドに取
着され得る分子を含む。典型的には、付加物は、一般的な有機色素、例えばフルオレセイ
ンまたはＣｙ３などと同じ範囲の分子量を有する。付加物は、シグナルを発生させること
、即ち標識としての役割をすることが、可能であってもそうでなくてもよい。一部の実施
形態では、付加物および／または標識は、ヌクレオチドの塩基に取着される。他の実施形
態では、標識および／または付加物を、ポリヌクレオチドのヌクレオシド間の連結部に取
着してもよい。一態様では、ナノポアを通る一本鎖ポリヌクレオチドの移行速度を制御す
る方法は、ある密度で付加物をポリヌクレオチドに取着するステップを含み、一本鎖ポリ
ヌクレオチドの移行速度は、取着される付加物の数が多くなるにつれてまたは取着される
付加物の密度と共に、単調減少する。一部の実施形態では、ポリヌクレオチドの全ての種
類のヌクレオチドが標識されるとは限らない。例えば、ポリヌクレオチドの４つの異なる
組は、各組のヌクレオチドが同じ分子で、例えば蛍光有機色素アクセプターで標識される
が、各組においては異なる種類のヌクレオチドが標識されることになる、上記組が生成さ
れてもよい。このように、組１では、Ａのみが標識されてもよく；組２では、Ｃのみが標
識されてもよく；組３では、Ｇのみが標識されてもよく；以下同様である。次いでそのよ
うな標識後、４組のポリヌクレオチドを、本発明により個別に分析してもよく、ポリヌク
レオチドのヌクレオチド配列が、４つの分析で発生したデータから決定される。そのよう
な実施形態および類似の実施形態では、例えば２つの標識が使用され、ポリヌクレオチド
のヌクレオチドのいくつかは標識されず、ナノポアを通る移行速度は、ポリヌクレオチド
に沿った標識の分布により影響を受けることになる。移行速度のそのようなばらつきを防
止するために、一部の実施形態では、ヌクレオチド配列が決定されるようシグナルを発生
させるためにアクセプターまたはドナーで標識されていないヌクレオチドは、シグナル生
成標識として移行速度に対して実質的に同じ効果を有する非シグナル生成付加物を取着す
ることによって修飾してもよい。
【００８１】
　本開示は、記述される特定の形態の範囲を限定するものではなく、本明細書に記述され
る変形例の代替例、修正例、および均等物を包含するものとする。さらに、本開示の範囲
は、本開示に鑑み当業者に明らかになり得るその他の変形例を、完全に包含する。本発明
の範囲は、添付される特許請求の範囲によってのみ限定される。
　キット
【００８２】
　本発明は、本発明の方法を実施するためのキットを含んでいてもよい。一部の実施形態
では、キットは、反応性基を標的ポリヌクレオチドに付加するための試薬を含む。例えば
、本発明による分析に用いられる標的ポリヌクレオチドは、アミンまたはチオールなどの
反応性基を含むヌクレオシド三リン酸類似体の存在下、核酸ポリメラーゼを使用して試料
からその相補体を転写することによって得てもよい。このように、一部の実施形態では、
キットは、反応性基を持つ１つまたは複数のヌクレオシド三リン酸類似体を含む。キット
はさらに、反応性基に対して相補的官能性を持つ１つまたは複数の互いに消光する蛍光標
識を含んでいてもよい。キットはさらに、ヌクレオシド三リン酸を標的ポリヌクレオチド
に組み込むための核酸ポリメラーゼを含んでいてもよい。核酸ポリメラーゼは、標的ポリ
ヌクレオチドを生成するのにｍＲＮＡが使用されるとき、逆転写酵素を含んでいてもよく
、または標的ポリヌクレオチドを生成するのにゲノムＤＮＡが使用されるとき、核酸ポリ
メラーゼはＤＮＡポリメラーゼを含んでいてもよい。キットは、緩衝剤、補因子、および
ポリメラーゼ反応を実施するための同様の試薬をさらに含んでいてもよい。同様に、キッ
トは、緩衝剤およびその他の反応成分をさらに含んでいてもよく、この反応成分は、標識
された標的ポリヌクレオチドを生成するために、互いに消光する蛍光標識上で反応性基と
相補的官能基との間で反応を実施するための成分である。キットは、操作可能なナノポア
アレイに組み立てるための固相膜およびタンパク質ナノポアをさらに含んでいてもよい。
そのような後者のキットは、タンパク質ナノポアにまたは固相膜への取着のためのＦＲＥ
Ｔ対のドナーメンバーをさらに含んでいてもよい。キットは、組み込まれたタンパク質ナ
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ノポアを含んだ固相膜およびＦＲＥＴ対のドナーメンバーを含む、組み立てられたナノポ
アアレイを含んでいてもよい。
　定義
【００８３】
　「ＦＲＥＴ」または「Ｆｏｒｒｅｓｔｅｒ、または蛍光、共鳴エネルギー伝達」は、ド
ナーからアクセプターフルオロフォアへの非放射性双極子間エネルギー伝達メカニズムを
意味する。ＦＲＥＴの効率は、ドナーとアクセプターとの間の距離、ならびにフルオロフ
ォアの性質に依存し得る（Ｓｔｒｙｅｒ，Ｌ．、Ａｎｎｕ　Ｒｅｖ　Ｂｉｏｃｈｅｍ.４
７巻（１９７８年）：８１９～８４６頁）。「ＦＲＥＴ距離」は、ＦＲＥＴドナーとＦＲ
ＥＴアクセプターとの間の距離を意味し、その距離上ではＦＲＥＴ相互作用を引き起こす
ことができかつ検出可能なＦＲＥＴシグナルがＦＲＥＴアクセプターにより生成される。
【００８４】
　「キット」は、本発明の方法を実施する材料または試薬を送達するための、任意の送達
システムを指す。反応アッセイの文脈において、そのような送達システムは、１つの場所
から別の場所への、反応試薬（例えば、適切な容器内の、互いに消光する蛍光標識、蛍光
標識連結剤、酵素などの蛍光標識）および／または支持材料（例えば、緩衝剤、アッセイ
を行うために文書にされた取扱説明書など）の貯蔵、輸送、または送達を可能にするシス
テムを含む。例えばキットは、関係のある反応試薬および／または支持材料を含有する１
つまたは複数のエンクロージャー（例えば、ボックス）を含む。そのような内容物は、一
緒にまたは別々に、意図される受取人に送達される。例えば、第１の容器には、アッセイ
で使用される酵素が入っていてもよく、一方、第２のまたはそれ超の容器には、互いに消
光する蛍光標識が入っていてもよい。
【００８５】
　「マイクロ流体」または「ナノ流体」デバイスは、１つまたは複数のチャンバー、ポー
ト、およびチャネルの一体化システムであって、それぞれが相互接続され、流体連通して
おり、単独で、または試料導入、流体および／もしくは試薬推進手段、温度制御、検出シ
ステム、データ収集および／もしくは一体化システムなどの支持機能をもたらす用具もし
くは器具と協働してのいずれかで、分析反応またはプロセスを実施するよう設計された、
一体化システムを意味する。マイクロ流体およびナノ流体デバイスは、例えば試料成分も
しくは反応物の吸着を防止する、または電気浸透による試薬移動を容易にするなどのため
、弁、ポンプ、フィルター、および内壁上の専用の機能性コーティングをさらに含んでい
てもよい。そのようなデバイスは、通常、固体基材の内部にまたは固体基材として製作さ
れ、この固体基材は、ガラス、プラスチック、またはその他の固体ポリマー材料であって
もよく、特に光学的または電気化学的方法を介して試料および試薬移動の検出およびモニ
タリングを容易にするために平面状のフォーマットを有していてもよい。一部の実施形態
では、そのようなデバイスは、１回使用した後に使い捨てにされる。マイクロ流体デバイ
スの特色は、通常、数百平方マイクロメートル未満の断面寸法を有し、通路は、典型的に
は毛管寸法を有し、例えば約５００μｍから約０．１μｍの最大断面寸法を有する。マイ
クロ流体デバイスは、典型的には１μＬから数ｎＬの範囲、例えば１０～１００ｎＬの体
積容量を有する。ナノ流体デバイスで対応する構造の寸法は、典型的にはマイクロ流体デ
バイスの場合よりも１から３桁小さい。マイクロ流体およびナノ流体デバイスの製作およ
び操作は、参照により組み込まれる以下の参考文献により具体化されるように、当技術分
野で周知である。Ｒａｍｓｅｙ，米国特許第６，００１，２２９号；同第５，８５８，１
９５号；同第６，０１０，６０７号；および同第６，０３３，５４６号；Ｓｏａｎｅ　ｅ
ｔ　ａｌ，米国特許第５，１２６，０２２号および同第６，０５４，０３４号；Ｎｅｌｓ
ｏｎ　ｅｔ　ａｌ，米国特許第６，６１３，５２５号；Ｍａｈｅｒ　ｅｔ　ａｌ，米国特
許第６，３９９，９５２号；Ｒｉｃｃｏ　ｅｔ　ａｌ，国際特許公開ＷＯ０２／２４３２
２；Ｂｊｏｒｎｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ，国際特許公開ＷＯ９９／１９７１７；Ｗｉｌｄｉｎ
ｇ　ｅｔ　ａｌ，米国特許第５，５８７，１２８号；同第５，４９８，３９２号；Ｓｉａ
　ｅｔ　ａｌ，Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｓｉｓ，２４：３５６３－３５７６（２００３
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）；Ｕｎｇｅｒ　ｅｔ　ａｌ，Ｓｃｉｅｎｃｅ，２８８：１１３－１１６（２０００）；
Ｅｎｚｅｌｂｅｒｇｅｒ　ｅｔ　ａｌ，米国特許第６，９６０，４３７号；Ｃａｏ，“Ｎ
ａｎｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ＆Ｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌｓ：Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，Ｐｒ
ｏｐｅｒｔｉｅｓ＆Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，”（Ｉｍｐｅｒｉａｌ　Ｃｏｌｌｅｇｅ
　Ｐｒｅｓｓ，Ｌｏｎｄｏｎ，２００４）。
【００８６】
　「ナノポア」は、基材が所定のまたは識別可能な順序で分析物を通る、またはポリマー
分析物の場合、そのモノマー単位が所定のまたは識別可能な順序で基材を通るのを可能に
する、基材に位置決めされた任意の開口を意味する。後者の場合、所定のまたは識別可能
な順序は、ポリマー中のモノマー単位の一次配列であってもよい。ナノポアの例には、タ
ンパク質様またはタンパク質ベースのナノポア、合成または固体状態のナノポア、および
タンパク質ナノポアがその内部に埋め込まれている固体状態のナノポアを含むハイブリッ
ドナノポアが含まれる。ナノポアは、内径が１～１０ｎｍまたは１～５ｎｍまたは１～３
ｎｍであってもよい。タンパク質ナノポアの例には、アルファ－溶血素、電圧依存性ミト
コンドリアポリン（ＶＤＡＣ）、ＯｍｐＦ、ＯｍｐＣ、ＭｓｐＡ、およびＬａｍＢ（マル
トポリン）、例えば、参照により本明細書に組み込まれるＲｈｅｅ，Ｍ．ら、Ｔｒｅｎｄ
ｓ　ｉｎ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、２５巻（４号）（２００７年）：１７４～１８
１頁；Ｂａｙｌｅｙら（前掲）；Ｇｕｎｄｌａｃｈら、米国特許公開第２０１２／００５
５７９２号などに開示されているものが含まれるが、これらに限定されない。単一核酸分
子の通過を可能にする任意のタンパク質ポアを用いてもよい。ナノポアタンパク質は、ポ
アの外側の特定の部位で、またはポア形成タンパク質を構成する１つまたは複数のモノマ
ー単位の外側の特定の部位で標識されてもよい。ポアタンパク質は、アルファ－溶血素、
ＭｓｐＡ、電圧依存性ミトコンドリアポリン（ＶＤＡＣ）、アンスラックスポリン、Ｏｍ
ｐＦ、ＯｍｐＣ、およびＬａｍＢ（マルトポリン）などであるがこれらに限定されないタ
ンパク質の群から選択される。固体状態のホールへのポアタンパク質の一体化は、帯電し
たポリマーをポアタンパク質に取着することによって実現される。電場を印加した後、帯
電した複合体を、電気泳動によって固体状態のホールに引き込む。合成ナノポアまたは固
体状態のナノポアは、様々な形態の固体基材中に創出されてもよく、その例には、シリコ
ーン（例えば、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉＯ２）、金属、金属酸化物（例えば、Ａｌ２Ｏ３）、プ
ラスチック、ガラス、半導体材料、およびこれらの組合せが含まれるがこれらに限定され
ない。合成ナノポアは、脂質二重層膜内に位置決めされた生物学的タンパク質ポアよりも
安定と考えられる。合成ナノポアは、重合エポキシなどであるがこれに限定されない適切
な基材に埋め込まれたカーボンナノチューブを使用することによって、創出されてもよい
。カーボンナノチューブは、均一で十分定められた化学的および構造的性質を有すること
ができる。１から１００ナノメートルに及ぶ様々なサイズのカーボンナノチューブを得る
ことができる。カーボンナノチューブの表面電荷は、約ゼロであることが公知であり、そ
の結果、ナノポアを通る核酸の電気泳動輸送は単純かつ予測可能になる（Ｉｔｏ，Ｔ．ら
、Ｃｈｅｍ．Ｃｏｍｍｕｎ．１２巻（２００３年）：１４８２～８３頁）。合成ナノポア
の基材表面は、タンパク質ポアの共有結合による取着が可能になるようにまたは表面特性
を光学ナノポア配列決定に適切なものにするように、化学修飾されてもよい。そのような
表面修飾は、共有結合または非共有結合にすることができる。ほとんどの共有結合による
修飾は、オルガノシラン堆積を含み、それに関する最も一般的なプロトコールが記述され
ている：１）水性アルコールからの堆積。これはシリル化表面を調製するための最も容易
な方法である。９５％エタノール－５％水の溶液を、酢酸でｐＨ４．５～５．５に調節す
る。シランを、撹拌しながら添加して、２％の最終濃度が得られる。加水分解およびシラ
ノール基形成の後、基材を２～５分間添加する。濯いだ後、過剰な材料は、エタノール中
に短時間浸漬することによってなくなる。シラン層の硬化は、摂氏１１０度で５～１０分
である。２）気相堆積。乾燥非プロトン性条件下、化学気相堆積法によって、シランを基
材に付着させることができる。これらの方法は、単層堆積が容易である。閉鎖チャンバー
のデザインで、５ｍｍの蒸気圧が達成されるような十分な温度に基材を加熱する。あるい
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は、シランの蒸発が観察されるまで、真空を印加することができる。３）スピンオン堆積
。スピンオン付着は、最大源の官能化および多層堆積が好まれる加水分解条件下で、また
は単層堆積が好まれる乾燥条件下で行うことができる。一部の実施形態では、単一ナノポ
アが本発明では用いられる。他の実施形態では、複数のナノポアが用いられる。後者の実
施形態のいくつかでは、複数のナノポアを、ナノポアのアレイとして用い、これらは固相
膜などの平面基材に通常は堆積される。ナノポアアレイのナノポアは、規則的に、例えば
直線的なパターンで、間隔を空けて配置されてもよく、またはランダムに間隔を空けて配
置されてもよい。好ましい実施形態では、ナノポアは、平面状の固相基材において、直線
上のパターンとして規則的に間隔を空けて配置される。
【００８７】
　ペプチドについて言及する際の、「ペプチド」、「ペプチド断片」、「ポリペプチド」
、「オリゴペプチド」、または「断片」は、本明細書では同義に使用され、ペプチド結合
によって連結されたアミノ酸残基の単一の非分岐鎖を構成する化合物を指す。ペプチドま
たはポリペプチド中のアミノ酸は、ポリエチレングリコール、色素、ビオチン、ハプテン
、または同様の部分を含むがこれらに限定されない様々な部分により誘導体化されてもよ
い。ペプチド内のアミノ酸残基の数は、広く様々であり；しかし好ましくは、本明細書で
言及されるペプチドまたはオリゴヌクレオチドは、通常、２から７０個のアミノ酸残基を
有し；より好ましくは２から５０個のアミノ酸残基を有する。本明細書で言及されるポリ
ペプチドおよびペプチド断片は、通常、数十個のアミノ酸残基、例えば２０個から、最大
で数百個のアミノ酸残基、例えば２００個またはそれ超を有する。
【００８８】
　「ポリマー」は、直鎖状に接続された複数のモノマーを意味する。通常、ポリマーは、
複数のタイプのモノマーを、例えばＡ、Ｃ、Ｇ、およびＴを含むポリヌクレオチドとして
、または複数の種類のアミノ酸を含むポリペプチドとして含む。モノマーは、ヌクレオシ
ドおよびその誘導体または類似体、ならびにアミノ酸およびその誘導体および類似体を、
限定することなく含んでいてもよい。一部の実施形態では、ポリマーは、ヌクレオシドモ
ノマーがホスホジエステル結合によって接続されているポリヌクレオチド、またはその類
似体である。
【００８９】
　「ポリヌクレオチド」または「オリゴヌクレオチド」は交換可能に使用され、それぞれ
ヌクレオチドモノマーの直鎖状ポリマーを意味する。オリゴヌクレオチドまたはポリヌク
レオチドの使用に際してポリメラーゼによる伸長またはリガーゼによるライゲーションな
どの酵素処理を必要とするときにはいつでも、当業者には、オリゴヌクレオチドまたはポ
リヌクレオチドがそれらの場合に任意のまたはいくつかの位置でヌクレオシド間連結、糖
部分、または塩基の類似体を含有しなくてもよいことを理解するであろう。ポリヌクレオ
チドは、典型的にはそのサイズが、それらが通常「オリゴヌクレオチド」と呼ばれる場合
には、数モノマー単位、例えば５～４０単位から、数千モノマー単位に及ぶ。ポリヌクレ
オチドまたはオリゴヌクレオチドが、「ＡＴＧＣＣＴＧ」などの文字（大文字または小文
字）の配列によって表される場合はいつでも、ヌクレオチドは左から右に５’→３’の順
序であり、文脈から他に指示されずまたは明らかにされない限り、「Ａ」はデオキシアデ
ノシンを示し、「Ｃ」はデオキシシチジンを示し、「Ｇ」はデオキシグアノシンを示し、
「Ｔ」はチミジンを示し、「Ｉ」はデオキシイノシンを示し、「Ｕ」はウリジンを示すこ
とが理解されよう。他に記述されない限り、専門用語および原子付番規則は、Ｓｔｒａｃ
ｈａｎおよびＲｅａｄ、Ｈｕｍａｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ　２（Ｗｉ
ｌｅｙ－Ｌｉｓｓ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、１９９９年）に開示されたものに従うことになる
。通常、ポリヌクレオチドは、ホスホジエステル結合によって連結された４種の天然ヌク
レオシド（例えば、ＤＮＡに関してはデオキシアデノシン、デオキシシチジン、デオキシ
グアノシン、デオキシチミジンであり、またはＲＮＡに関してはそれらのリボース対応物
である）を含み；しかし、それらは、例えば修飾された塩基、糖、またはヌクレオチド間
の結合を含む非天然ヌクレオチド類似体を含んでいてもよい。酵素が、活性に関して特定
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ＮＡ／ＤＮＡ二重鎖などを有する場合、オリゴヌクレオチドまたはポリヌクレオチド基材
に適切な組成物の選択は、特にＳａｍｂｒｏｏｋら、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎ
ｇ、第２版（Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ、Ｎｅｗ　
Ｙｏｒｋ、１９８９年）などの論文および同様の参考文献による指針により、十分に当業
者の知識の範囲内にあることは、当業者には明らかである。同様に、オリゴヌクレオチド
およびポリヌクレオチドは、一本鎖の形態または二本鎖の形態（即ち、オリゴヌクレオチ
ドまたはポリヌクレオチドの二重鎖と、そのそれぞれの相補体）を指してもよい。どの形
態が意図されるのかまたは両方の形態が意図されるのか否かは、用語の使用の文脈から、
当業者には明らかであろう。
【００９０】
　ポリヌクレオチドなどのポリマーに言及する際の、「配列の決定」、「配列決定」、ま
たは「ヌクレオチド配列の決定」、または同様の用語は、ポリマーの部分ならびに全配列
情報の決定を含む。一部の実施形態では、配列の決定は、ポリマーの識別特性またはフィ
ンガープリント、例えば特定のポリマー配列に相関する独自のまたは実質的に独自のシグ
ナル配列の、検出または測定を含んでいてもよい。一部の実施形態では、そのような相関
は１対１対応である。他の実施形態では、そのような相関は独自のものでなくともよい。
他の実施形態では、そのような相関は、９０パーセント超の確率で特定の配列を持ったポ
リマーの識別を可能にし；他の実施形態では、そのような識別は、９９パーセント超の確
率で行うことができる。ポリヌクレオチドの場合、上記用語は、４種の天然ヌクレオチド
、Ａ、Ｃ、Ｇ、およびＴの全ての組のサブセットの配列、例えば標的ポリヌクレオチドの
ＡおよびＣのみの配列などを識別することを含む。即ち用語は、標的ポリヌクレオチド内
のヌクレオチドの４つのタイプの１つ、２つ、３つ、または全ての同一性、順序、および
場所を決定することを含む。一部の実施形態では、用語は、標的ポリヌクレオチド内のヌ
クレオチドの４つのタイプの２つ、３つ、または全ての同一性、順序、および場所を決定
することを含む。一部の実施形態では、配列決定は、標的ポリヌクレオチド「ｃａｔｃｇ
ｃ．．．」内のヌクレオチドの単一タイプ、例えばシトシンの、順序および場所を識別す
ることによって実現されてもよく、したがってその配列は、「ｃ－（非ｃ）（非ｃ）ｃ－
（非ｃ）－ｃ．．．」などを表すバイナリーコード、例えば「１００１０１．．．」とし
て表されるようになる。一部の実施形態では、用語は、標的ポリヌクレオチドのフィンガ
ープリントとしての役割をする標的ポリヌクレオチドの配列を含んでいてもよく；即ち、
一組のポリヌクレオチド内の標的ポリヌクレオチドを独自に識別する配列であり、例えば
セルによって表される全ての異なるＲＮＡ配列である。
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