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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】試料中の１つ以上の分析物の特異的な検出法を提供する。
【解決手段】この方法は、試料中の１つ以上の任意の分析物を、散乱光の検出が可能な粒
子と特異的に会合させる段階と、前記粒子から散乱光が生じ、かつ１個以上の該粒子から
散乱した光を、電子増幅せずに５００倍未満の倍率で肉眼検出し得る条件下で、該分析物
と会合した任意の粒子に光を照射する段階とを含む。この方法はまた、このような任意の
粒子によってそれらの条件下で散乱された光を、分析物の存在の目安として検出する段階
をも含む。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
試料中の１つ以上の分析物の特異的な検出法であって、
　前記試料中の前記１つ以上の分析物に散乱光が検出可能な粒子を特異的に会合させる段
階と、
　前記粒子から散乱光が生じ、かつ１個以上の前記粒子から散乱した光を電子増幅せずに
５００倍未満の倍率で肉眼検出し得る条件下で、前記分析物と会合した前記粒子に光を照
射する段階と、
　前記条件下で前記粒子によって散乱された前記光を、前記１つ以上の分析物の存在の目
安として検出する段階と
を含む方法。
【請求項２】
前記肉眼で観察し、白色光を照射すると、前記粒子が特定の有色光を生じるのに適したサ
イズを有する、請求の範囲第１項の方法。
【請求項３】
前記特定の有色光の色により、前記１つ以上の分析物の存在または量の目安が提供される
、請求の範囲第２項の方法。
【請求項４】
前記検出が、前記１つ以上の分析物の濃度の測定値として散乱光強度の測定を含む、請求
の範囲第１項の方法。
【請求項５】
前記検出が、前記１つ以上の分析物の濃度の測定として散乱光の色の測定を含む、請求の
範囲第１項の方法。
【請求項６】
前記肉眼で観察し、白色光を照射すると、前記粒子が特定の有色光を生じるのに適した組
成を有する、請求の範囲第１項の方法。
【請求項７】
前記粒子が固相結合分析物と会合した、請求の範囲第１項の方法。
【請求項８】
前記検出段階の間前記粒子が液相中にある、請求の範囲第１項の方法。
【請求項９】
前記分析物が固相と結合した、請求の範囲第１項の方法。
【請求項１０】
前記分析物が溶液中に遊離した、請求の範囲第１項の方法。
【請求項１１】
前記試料が、前記１つ以上の分析物を各々含んだ別個の領域を含むマイクロアレイまたは
アレイチップである、請求の範囲第１項の方法。
【請求項１２】
前記光が多色白色光である、請求の範囲第１項の方法。
【請求項１３】
単色光照射光源を用いて前記光を供給する、請求の範囲第１項の方法。
【請求項１４】
前記方法が、前記肉眼で観察すると各々異なる視覚的外観を有する複数の異なる粒子を提
供する段階を含む、請求の範囲第１項の方法。
【請求項１５】
前記粒子を同種(homogeneous)アッセイの中で用い、２個以上の粒子を互いに十分に接近
させていずれか１個の粒子の光散乱特性を変化させるようにし、前記変化が前記１つ以上
の分析物の存在の目安となる、請求の範囲第１項の方法。
【請求項１６】
前記粒子をアッセイの中で用い、２個以上の粒子を互いに十分に接近させて２個以上の粒



(3) JP 2009-236921 A 2009.10.15

10

20

30

40

50

子の光散乱特性が単一粒子から識別可能となるようにし、前記光散乱が前記１つ以上の分
析物の存在の目安となる、請求の範囲第１項の方法。
【請求項１７】
前記粒子を同種アッセイの中で用い、２個以上の粒子を互いに十分に接近させて２個以上
の粒子の光散乱特性が単一粒子から識別可能となるようにし、前記光散乱が前記１つ以上
の分析物の存在の目安となる、請求の範囲第１項の方法。
【請求項１８】
前記粒子を同種アッセイの中で用い、互いに近接して保持した２個以上の粒子を引き離し
ていずれか１個の粒子の光散乱特性を変化させるようにし、前記変化が前記１つ以上の分
析物の存在の目安となる、請求の範囲第１項の方法。
【請求項１９】
前記粒子を同種アッセイの中で用い、１つ以上の分子間相互作用により２個以上の粒子を
互いに連結した方法であって、粒子を粒子を一体保持する分子間相互作用を分断して１個
以上の粒子を分子間相互作用から解放し、前記解放が前記１個以上の粒子の存在の目安と
なる、請求の範囲第１項の方法。
【請求項２０】
前記粒子が金粒子または銀粒子である、請求の範囲第１項の方法。
【請求項２１】
前記粒子が１から５００ナノメートルの間のサイズを有する、請求の範囲第１項の方法。
【請求項２２】
プリズムまたはその他の導光系により前記光を前記粒子に指向させる、請求の範囲第１項
の方法。
【請求項２３】
少なくとも１種類の光散乱物質から作成された特異的に検出し得る金属様の光散乱粒子の
集団であって、前記粒子が、化学的安定性ならびに分析物と結合する能力を前記粒子に付
与する、少なくともさらに１種類の材料をその表面に含み、前記粒子の集団が十分なサイ
ズ均一性をもつのに適し、したがって前記集団中の個々の粒子の光散乱特性が粒子相互間
で類似する集団。
【請求項２４】
前記粒子を金属、金属化合物、金属酸化物、半導体、超伝導体から成るグループから選択
される材料から形成する、請求の範囲第２３項の粒子。
【請求項２５】
金属様の材料を組成物の一部として含む混合組成物で前記粒子を形成する、請求の範囲第
２３項の集団。
【請求項２６】
金属、金属化合物、金属酸化物、半導体、超伝導体から成るグループから選択される少な
くとも１つの材料から形成され、直径１から５００ナノメートルの特異的に検出可能な光
散乱粒子試薬であって、前記粒子試薬が粒子表面と結合するのに適し、かつ結合試薬と結
合するのに適した基礎分子を含み、前記粒子試薬が分析物と結合し得る光散乱粒子試薬。
【請求項２７】
前記粒子がポリマー、無機材料、有機材料、蛋白質材料、基礎分子材料、結合剤から成る
グループから選択される被覆を有する、請求の範囲第２３項または第２６項の集団または
粒子。
【請求項２８】
前記粒子が球状である、請求の範囲第２３項または第２６項の集団または粒子。
【請求項２９】
前記粒子が卵形または楕円体である、請求の範囲第２８項の集団または粒子。
【請求項３０】
前記粒子が非対称である、請求の範囲第２９項の集団または粒子。
【請求項３１】
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前記粒子が変動係数５％未満の粒度分布を有する、請求の範囲第２３項または第２６項の
集団または粒子。
【請求項３２】
前記粒子が変動係数１０％未満の粒度分布を有する、請求の範囲第２３項または第２６項
の集団または粒子。
【請求項３３】
前記粒子が変動係数１５％未満の粒度分布を有する、請求の範囲第２３項または第２６項
の集団または粒子。
【請求項３４】
前記粒子が金を含む、請求の範囲第２３項の集団。
【請求項３５】
前記粒子が金と銀の混合組成物を含む、請求の範囲第２３項の集団。
【請求項３６】
前記粒子が銀と磁性材料または強誘電性材料から構成される、請求の範囲第２３項の集団
。
【請求項３７】
前記粒子が金と磁性材料または強誘電性材料から構成される、請求の範囲第２３項の集団
。
【請求項３８】
前記粒子が金属様の材料と磁性材料または強誘電性材料との混合物から構成される、請求
の範囲第２３項の集団。
【請求項３９】
前記粒子がポリマー、蛋白質、核酸、無機化合物および有機化合物、基礎材料分子、結合
剤から成るグループから選択される表面被覆を有する金から成り、前記粒子が１０から５
０ナノメートルの間の直径を有し、白色光を照射すると緑色散乱光を生じる、請求の範囲
第２３項の集団。
【請求項４０】
前記粒子がポリマー、蛋白質、無機化合物および有機化合物、基礎材料分子、結合剤から
成るグループから選択される表面被覆を有する金から成り、前記粒子の直径が５０から７
０ナノメートルの間であり、白色光を照射すると黄緑色ないし黄色の散乱光を生じる、請
求の範囲第２３項の集団。
【請求項４１】
前記粒子がポリマー、蛋白質、無機化合物、有機化合物、基礎材料分子、結合剤から成る
グループから選択される表面被覆を有する金から成り、前記粒子が約７０から１２０ナノ
メートルの間の直径を有し、白色光を照射すると橙色ないし橙赤色の散乱光を生じる、請
求の範囲第２３項の集団。
【請求項４２】
前記粒子がポリマー、蛋白質、無機化合物、有機化合物、基礎材料分子、結合剤から成る
グループから選択される表面被覆を有する金から成り、前記粒子が１２０ナノメートルよ
り大きく１ミクロンより小さい直径を有し、白色光を照射すると橙色ないし橙赤色の散乱
光を生じる、請求の範囲第２３項の集団。
【請求項４３】
前記粒子がポリマー、蛋白質、無機化合物、有機化合物、基礎材料分子、結合剤から成る
グループから選択される表面被覆を有する銀から成り、前記粒子が５から５０ナノメート
ルの間の直径を有し、白色光を照射すると青色散乱光を生じる、請求の範囲第２３項の集
団。
【請求項４４】
光が前記試料に届き、かつ前記試料と結合した粒子からの散乱光が最大限に検出できるよ
うな角度に向けた光源を含む固相試料分析用の装置であって、前記粒子から散乱光が生じ
、かつ１個以上の前記粒子から散乱した光を電子増幅せずに５００倍未満の倍率で肉眼検
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出し得る条件下で、前記試料と会合した前記粒子に前記光を照射し得るように、前記装置
を組み立て配置した装置。
【請求項４５】
前記試料からの散乱光前方の強度包絡線外に集光レンズ検出器を置いた、請求の範囲第４
４項の装置。
【請求項４６】
前記散乱光を検出できるように構成、配置された、必要なコンピュータ・ソフトウェアま
たはファームウェアを有する粒子計数器を備えた、請求の範囲第４４項の装置。
【請求項４７】
前記試料を載せる表面に対してほぼ垂直となるように前記装置の中に集光レンズを設けた
、請求の範囲第４４項の装置。
【請求項４８】
マイクロアレイの測定ができるように前記装置を組み立て配置し、前記マイクロアレイが
１０立方ミクロンから１立方ミリメートルの間の寸法を有する、請求の範囲第４４項の装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本出願は、１９９６年４月２５日出願のYguerabide他の「微粒子標識を使用した分析物
アッセイ(Analyte Assay Using Particulate Labels)」という名称の米国特許仮出願第60
/016,383号に対する優先権を主張し、図面を含むその全体を参照により本明細書の一部と
する。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
　以下は既存の関連検出法の概略である。また、特許請求された発明の詳細を読者が理解
するのを補助する、関連科学技術の概要でもある。引用した技術はいずれも、本特許請求
の先行技術であることに対する自認と解するべきではない。引用した技術は、本発明の実
施に使用する、その技術の一般的な手順および方法を本明細書に再び書く必要がないよう
にするために、参照により本明細書の一部とするものである。特に、出願人は「結合対(b
inding-pair)」法の一般的な方法と光散乱の測定法に関係する各項を本明細書の一部とす
る。
【０００３】
高感度分析物アッセイ
　結合対（リガンド－受容体、分子認識結合法等の名でも知られている）技術は、生物医
学的分析の多くの応用で重要な役割を果たし、環境科学、獣医学、製剤研究、食品および
水質の管理等の分野で重要性が高まりつつある。低濃度（約１ピコモル分析物／分析試料
体積未満）の分析物の検出では、蛍光標識、発光標識、化学発光標識または電気化学発光
標識と、それらの検出法が使用されることが多い。
【０００４】
　診断分野での低濃度分析物検出用として、化学発光と電気化学発光が普及しつつある。
化学発光法と電気化学発光法によると、発光分子数もしくは光子発生事象の数が増幅され
、次いで得られた「シグナル増幅」により低濃度分析物を検出することができる、低濃度
分析物の検出手段が得られる。
【０００５】
　さらに、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）法とその他の関係する技法も、試料中の核酸
分析物数の増幅に広く使用されるようになった。適切な酵素と試薬を添加し、温度サイク
ル法を追加することにより、よく知られているほとんどの検出法によって分析物を検出し
得るように核酸分析物数が増幅される。新しいシグナル発生検出システムの開発、ならび
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にシグナル増幅と分析物分子増幅を利用した新型の検査キットおよび検査機器の開発での
実用化作業が活発なことは、高感度検出法の重要性と、それに対する必要性の証左である
。
【０００６】
　しかしながら、上述のシグナル増幅と分析物分子増幅には限界が伴い、それにより、こ
れらの方法による分析物の検出が複雑で、使い方が簡単でなく、時間とコストがかかるも
のとなる。化学反応または酵素反応の干渉、汚染、複雑で段階の多い手順、単段階「同種
」（非分離）方式への適合性の限界、コストがかかり高度な機器使用などの問題は、当業
者が絶えず改善を試みている分野である。
【０００７】
　したがって、使い方が簡単で、定量的で、多分析物に対応し、廉価な、分析物検出のた
めの手順および機器に対する途方もない必要性がある。このような手順、検査キット、機
器によると、現行のシグナル増幅と分析物増幅の各方法の欠点と限界が克服され、研究と
個々の診療現場（医務室、救急室、野外等）で有用となり、高処理量の検査用途に有用と
なるであろう。
【０００８】
　本発明の目的は、試料中の１つ以上の分析物を従来可能であったよりも容易に低濃度ま
で検出できる、新しい手段を提供することである。本発明は、シグナル増幅も分析物分子
増幅も必要とせずに、低濃度の分析物を検出し得る。
【０００９】
　本発明は、手順を簡単にし、段階と試薬の数量と種類を削減し得る、分析物検出用のシ
グナル検出システムを提供する。本発明は、試料中の単一または複数の分析物の定量的検
出に対応する。本発明はまた、様々な検査の数と分析対象の試料物質量の大幅な削減に対
応する。個々の検査をこのように削減すると、コストが削減され、かつ廃棄物、特に処理
の必要な医療関係の廃棄物が減少する。
【００１０】
光散乱の検出法と光散乱粒子の特性
　粒子による光散乱現象と、診断的アッセイでの微粒子標識の使用と、診断的アッセイで
の光散乱法の使用に関しては大量の情報があり、次に、以下の関連技術に関する考察のな
かで呈示するが、この関連技術は何ひとつとして、係属中の特許請求の範囲に対する先行
技術であることを自認するものではない。この技術は、特許請求された発明の新規性と有
用性を理解するための背景として提供する。一般的な光散乱研究には、極めて大きな分野
が含まれる。光散乱現象は、過去およそ１００年かそこらにわたって精力的に研究されて
おり、人間活動の様々な側面への光散乱知識の応用は、幅広く多様である。
【００１１】
　小さく、均一で、光を吸収せず、サイズが入射放射線波長の約２０分の１以下の球状粒
子による光散乱の古典的理論は当初、Rayleighにより展開された。その後、任意のサイズ
および組成の均一な球状粒子による光散乱の、より一般的な現象学的理論がMieにより展
開された。Mieの理論は、光吸収粒子と光非吸収粒子の両方に適用される。また、Rayleig
hの式は、粒子が入射光よりもはるかに小さければ、光を吸収する粒子に適用されるよう
に容易に一般化し得ることも、Mieの理論から明らかにされた。Mieの理論と一般化された
Rayleighの理論とは、これらの直径の小さな粒子に対て同様の結果を与える。光散乱（弾
性）は、古典的ないし量子力学的な観点から考察し得る。古典的観点を通じて優れた定量
的説明が得られる。
【００１２】
　歴史的背景ならびに散乱光とその他の電磁放射の基礎理論の記載が次の参考文献に提供
されている:「小粒子による光の吸収と散乱(Absorption and Scattering of Light By Sm
all Particles)」(1983),C.F.Bohren,D.R.Huffman,John Wiley and Sons、および「光の
散乱とその他の電磁放射(The Scattering of Light and Other Electromagnetic Radiati
on)」(1969),M.Kerker,Academic Press。
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　散乱現象のさらなる背景情報が以下の各出版物に見られる。
　Zsigmondy，「コロイドと限外顕微鏡：コロイド化学と限外顕微鏡の手引き(Co lloids 
and the Ultramicroscope‐A Manual of Colloid Chemistry and Ultramicroscopy)」,19
14,John Wiley & Sons,Inc.は、金粒子と他のタイプの粒子の様々な光散乱特性が記載さ
れている。
　Hunter，「コロイド科学の基礎(Foundation of Colloid Science)」,Vol.I,105,1991は
、粒子の観察での光学顕微鏡、限外顕微鏡、電子顕微鏡の使用を記載している。
　Shaw他著，「コロイド化学・界面化学入門(Introduction to Colloid and Surface Che
mistry)」は、コロイドの光学的特性と、電子顕微鏡と例えば暗視野顕微鏡などの限外顕
微鏡の使用を記載している。
　Stolz,SpringerTracts,Vol.130は、時間分解光散乱法（time resolve light scatterin
g methodologies）を記載している。
　KleinおよびMetz，５「写真の科学と工学(Photographic Science and Engineering)」5
-11,1961は、ゼラチン中のコロイド状銀粒子を記載している。
　EversoleおよびBroida,15 Physical Review 1644-1654,1977は、銀、金、銅などの様々
な金属粒子からの散乱光に及ぼすサイズと形状の影響を記載している。
　KreibigおよびZacharias,231 Z.Physik 128-143,1970は、小さな球状の銀粒子および金
粒子での表面プラズマ共鳴を記載している。
　Bloemer等，37 Physical Review 8015-8021,1988は、マイクロメートル未満のサイズの
銀針の光学的特性を記載し、このような針の使用はBloemerの米国特許第5,151,956号に記
載され、その中には、導波管内を伝搬する光を偏光にする、金属小粒子の表面プラズモン
共鳴が記載されている。
　Wiegel.,136 Zeitschrift fur Physik,Bd.,642-653,1954は、コロイド状銀の色と、電
子顕微鏡の使用を記載している。
【００１３】
粒子、光散乱および他の分析物検出法の使用
　過去およそ３５年間にわたり、多種多様のタイプの分析および／または診断の応用にお
けるコントラスト増強剤あるいは光吸収標識の両方として、金と銀を含む金属粒子が使用
されてきた。これらの応用の大多数は、細胞構造、細胞下構造または組織構造を研究する
ためのマーカーとして金粒子あるいは銀増強金粒子を使用する、細胞免疫化学的研究の範
疇に入る。これらの研究では通常、走査型、透過型、ＢＥＩ（後方散乱電子映像）を含む
電子顕微鏡により金属粒子が検出、位置確認される。この方法では、金属の高電子密度性
ないし金属の高い原子番号を利用して、高密度の金属によって生成された多数の二次電子
および後方散乱電子の力で、金粒子の検出を容易にしている(Hayat，「免疫金－銀染色(I
mmunogold-silver staining)」参照ページ１および第１章、第６章、第１３章、Hayat，
「コロイド金(Colloid Gold)」参照章：第１章、第５章、第７章他参照)。
【００１４】
　光学顕微鏡的研究に金粒子と銀増強金粒子を使用した報告は少ない。例えば、1978年に
免疫金染色として金粒子が光学顕微鏡による検出と共に使用された。1995年に発表された
光学顕微鏡検査法での金粒子の使用に関する総説（Hayat,「免疫金－銀染色(Immunogold-
Silver Staining)」参照ページ３参照）は、この1978年の研究を考察し、次の分析を提示
している。
「Geoghehan等（１９７８年）は、コロイド状金ゾルの赤色ないしピンク色を、パラフィ
ン切片を用いた光学顕微鏡法の免疫金染色に初めて使用した。やや薄い樹脂切片中では、
せいぜい14ナノメートルの大きさの金粒子から散乱された光の赤い色が光学顕微鏡法で高
濃度の標識抗原を含む細胞オルガネラ中に見られた(LucocqおよびRoth，１９８４年)。光
学顕微鏡法での免疫金染色の感度は、他の免疫細胞化学技法に比較して劣り、前者は一般
に受け入れられなかった。金付着物のピンク色は視覚化が困難なのである。」
この節には、診断研究および分析研究向けの金粒子と他の金属粒子の光散乱特性の理解の
現状を示す箇所である。この節は、「やや薄い樹脂切片中では、せいぜい１４ｎｍの大き
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さの金粒子からの散乱光の赤い色が光学顕微鏡の中の高濃度の標識抗原を含む細胞オルガ
ネラ中に見られた。」と具体的に述べている。
【００１５】
　しかしながら、白色光を照射すると、１４ｎｍの金粒子からの散乱光はほとんど緑色に
なる。光学顕微鏡法では粒子が赤色になるので、このことから、純粋な光散乱の他に何ら
かの相互作用が検出されていることが分かる。光学顕微鏡法で観察される赤色は、大部分
が透過光であり、散乱光ではない。細胞、組織切片、あるいは他の何らかの表面の中の標
的部位に金粒子が十分に蓄積されると、透過光による赤色が見られる(J.Roth（1983）Imm
unocytochemistry 2 p217と、BullockおよびPetrusz編「免疫化学の技法(Techniques in 
Immunochemistry)」第２巻（Academic Press）の中のDewaele他（１９８３年）の章，ペ
ージ１も参照)。
【００１６】
　上記引用文に述べられているように、光学顕微鏡法での免疫金染色の感度は他の方法よ
り劣ると信じられていたらしく、光学顕微鏡検出用マーカーとしての金粒子の使用は一般
に受け入れられなかった。１９９５年の概観書のGaoおよびGaoによる第１２章１９８ペー
ジは、同テーマに関する次の引用文である。
「コロイド状金（colloidal gold）は当初、その高電子密度性と二次電子放出特性ゆえに
、電子顕微鏡法(ＥＭ)のマーカーとしてのみ使用されていた(Horisberger,１９７９年)。
光学顕微鏡法（ＬＭ）でのコロイド状金の直接視覚化は限られたものであった。高濃度の
免疫金を使用すると、細胞がこの試薬によって赤く染色されるのであるが、コロイド状金
のサイズは光学顕微鏡のレベルで検出するには小さすぎる（Geoghegan等，1978年、Roth
，１９８２年、Holgate等，１９８３年。」
上記の両方に述べられているように、光学顕微鏡法によるコロイド状金の検出感度は低い
と信じられていた。認識されたこの弱点を克服するため、金粒子の銀増強法が開発された
。以下は、１９９５年の概観書からの別の引用文である。
「光学顕微鏡法向けの免疫金染色の真の飛躍的進歩は、５ミクロンのパラフィン切片中の
、免疫グロビン（immunoglobin）と結合したコロイド状金粒子（２０ｎｍ）の銀増強導入
と共に訪れた(Holgate等，１９８３年)。この手法により、光学顕微鏡での抗原検出能の
感度、効率、確度が著しく向上した。ＩＧＳＳを使用すると、直径がせいぜい１ｎｍの金
粒子を光学顕微鏡で視覚化し得る。また、ＩＧＳＳに供した薄切片も、特に位相差コント
ラスト照射もしくはエピ偏光照射を使用することにより、光学顕微鏡で見ることができる
(Stierhof等，１９９２年)。」
【００１７】
　金粒子の銀増強法は広く使用されている。この増強法は、マーカー金粒子を寸法がミク
ロン・オーダー以上のより大きな金属粒子、あるいはさらに大きな構造物に変える。これ
らの構造物は主に銀で構成され、このような大きくされた粒子は、明視野光学顕微鏡で即
座に目視検出できる。大きくされた個々の粒子は、高分解能レーザ共焦点光学顕微鏡およ
びエピ偏光光学顕微鏡によって視覚化が行なわれてきた。文献識別番号：26および203。
【００１８】
　しかしながら、銀増強技法を使用しても、他の方法の感度と特異性が達成されないこと
を当業者は示唆している。例えば、Vener，T．I.等，Analytical Biochemistry 198,p308
-311(1991)の出版物の中で、著者等はラテックス・ハイブリダイゼーション・アッセイ（
ＬＨＡ）と呼ばれる新しい高感度分析物検出法を論じている。その方法では、強力な蛍光
色素分子を分析物トレーサーとして充填した、直径１．８ミクロンの大きなポリマー粒子
を使用する。以下の抜粋は、この出版物からのものである。
「ＬＨＡのメリットを評価するため、我々の技法を文献に記載されている他の２つの間接
的非放射能技法と比較した。比較に最適な技法は、ハイブリダイゼーション・シグナルの
銀増強によるストレプトアビジン・コロイド金法であるが、それは、これが粒子技術に匹
敵するからである。しかしながら、この方法は、さらなる銀増強の段階によってもそれほ
ど高感度とならず、ナイロン膜上のＬＨＡにより０．６ピコグラムないし２×１０4個の
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分子が検出されるのに比べ、この方法によると８ピコグラムのλ－ファージＤＮＡが検出
される。」
【００１９】
　Stimpson等，92 Proc.Natl.Acad.Sci,USA 6379-6383,July 1995、ＤＮＡハイブリダイ
ゼーション検出のための実時間検出法が記載されている。著者等は、標的ＤＮＡ上の微粒
子標識の使用を記載し、この標識は「導波管の減衰波を照射すると光散乱源」の役割を果
たし、
「表面に結合した標識のみがシグナルを発生する。・・・導波管により生み出される減衰
波は、導波管表面に配置された複数のＤＮＡ捕捉帯で吸着された微粒子標識からの光を散
乱させるのに使用される。減衰波は、導波管表面から数百ナノメートルまでしか達しない
ので、未結合標識／解離標識は光を散乱せず、洗浄段階が必要とされない。シグナルの強
さは表面結合の測定を可能とするのに十分であり、光散乱標識の脱着を実時間で検討し得
る。すなわち、検出は速度制限的ではない。チップ上のハイブリダイゼーション・パター
ンは視覚的に評価することができ、あるいは定量分析用に、１秒の１／３０の８ビット・
ビデオ・フレーム・グラバー搭載の標準的なＣＣＤカメラを使用することによって得るこ
ともできる。」
【００２０】
　直径７０ナノメートルの金粒子と直径２００ナノメートルのセレニウム粒子で実験が行
なわれた。セレニウム粒子の方が強いシグナルが観察された。その著者等は、
「４ｎｍから４０ｎｍの間のＤＮＡで単一塩基の識別に十分な導波管シグナルが発生し、
したがって蛍光シグナル・システムに匹敵する。」
と示唆している。
【００２１】
　この方法は、導波管と減衰型の照射を使用している。この方法はさらに、現行の蛍光に
基づく検出システムとほぼ同等の感度である。直径７０ｎｍ以上の粒子が好ましいと言わ
れている。
【００２２】
　Schutt他の米国特許第5,017,009号は、異種方式のリガンドまたはリガンド結合相手検
出用のイムノアッセイ系を記載している。この系は、
「免疫反応によって界面に運ばれるコロイド状金標識の存在によって妨害される減衰波か
らの後方散乱光」の検出に基づいている。
「・・・臨界角を超えた背面角で検出器を配置すると、優れたＳＮ比が保証される。
著者等は、記載されたイムノアッセイ系が散乱された全内面反射率、すなわち減衰波の伝
搬を利用していると説明している。コロイド状金の存在によって減衰波の伝搬が混乱し、
その結果、散乱光が生じ、光電子倍増管またはその他のセンサーによって検出されて応答
シグナルを発生する。彼らは、自らの発明の重要な側面とは検出器の物理的位置である、
と示唆している。
「検出器は、臨界角より大きな角度である位置に配置し、これにより光源方向から後方に
散乱される光だけが検出されるようにするのが理想的である。それによって、この配置に
よりバルク液体媒質中の上位散乱光(superior scattered light)の検出が理想的に回避さ
れる。」
入射ビームの全内面反射を使用して減衰波様式の照射が生み出され、光透過性の表面上で
検出が行なわれる。専用の装置を使用することが好ましい。
【００２３】
　Leuveringの米国特許第4,313,734号は、「金属、金属化合物、あるいは直径少なくとも
５ｎｍの金属または金属化合物で被覆されたポリマー核の水分散液の」カップリング粒子
によって得られる標識成分の使用による特異的な結合蛋白質の検出法を記載している。こ
の方法は特に、ハプテン、抗原、抗体などの免疫化学成分の推定に適するとされる。金属
粒子は、電子顕微鏡法でのコントラスト増強標識としてすでに使用されていると言われて
いるが、イムノアッセイでのその使用は
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「今まで報告されていず、しかもそれが可能なことが意外にも立証された。
　＊＊＊
金属ゾル粒子、すなわち本発明による進歩した免疫化学的技法は、公知の放射性免疫技術
および酵素免疫技術よりも高感度であるばかりか、これによると、様々な化学的組成のゾ
ル粒子を標識に利用することにより、被検媒質中の１つ以上の免疫成分を同時に実証、測
定することがさらに可能ともなる。」
金属としては、例えば白金、金、銀および銅、あるいはそれらの塩などがある。
「反応混合物のある種の相中の物理特性および／または金属の濃度および／または形成さ
れた金属含有凝集物の測定は、それ自体公知の非常に多くの技法を用いて行なわれる。こ
れらの技法の例としては、何らかの分散液の非常に濃い色が使用され、物理化学的変化で
さらに変色する比色定量法、金属ゾルが着色しているという上記の事実に照らして、すで
に定性的測定に適用し得ることが多い上記の視覚法、同時定量を可能にする、フレーム放
射分光測光法または他のプラズマ放射分光測光法と、高感度フレームレス原子吸収分光測
光法の使用などが挙げられる。」フレーム放射分光測光法または他のプラズマ放射分光測
光法を使用することにより、試料中の２つ以上の分析物が好ましく検出される。最高感度
の好ましい検出法は、フレームレス原子吸収分光測光法によるものである。」
【００２４】
　Swope他の米国特許第5,350,697号は、臨界角より小さな角度で光を試料に指向させるよ
うに光源を配置することにより、散乱光を測定する装置を記載している。検出器は、臨界
角の包絡線の外側に配置される。
【００２５】
　Craig他の米国特許第4,480,042号は、屈折率の高い試薬の光散乱イムノアッセイでの使
用を記載している。好ましい粒子はポリマー材料から構成されたものである。粒子凝集ま
たは凝集抑制による濁度の変化を測定することにより、生物学的に興味のある化合物の濃
度が測定された。好ましい粒子は、直径およそ0.1ｇより小さく０．０３ｇより大きなも
のである。「３４０ｎｍなどの比較的短い波長は、４００ｎｍなどの比較的長い波長より
も大きなシグナルの差をもたらす。」
【００２６】
　Cohen他の米国特許第4,851,329号は、光パルス粒子サイズ分析もしくは光学的流動粒子
分析器の使用による、凝集粒子の検出法を記載している。これらのシステムは、抗原濃度
または抗体濃度の測定に有用とされる。これらの方法は、高度な装置と専用のシグナル処
理手段を使用している。好ましい粒径は、Cohenの方法に対しては直径約０．１ないし１
ミクロンであり、Hansenの方法に対しては約０．５ないし７．０ミクロンである。
【００２７】
　Okano等，202 Analytical Biochemistry 120，1992は、倒立光学顕微鏡で計数し得るミ
クロ粒子を利用した、同種サンドイッチ式イムノアッセイを記載している。このミクロ粒
子は直径およそ０．７６であり、アクリレートから作成されたカルボキシ化ミクロ粒子で
あった。
【００２８】
　他の粒子検出法がBlockの米国特許第3,975,084号、Kurodaの米国特許第3,274,431号、F
ord，Jr.の米国特許第5,305,073号、Furuyaの米国特許第5,257,087号、Taniguchi他の米
国特許第5,311,273号によって記載されている。
【００２９】
　Geoghegan等，7 Immunological Communications 1-12，1978は、他の抗体の間接的検出
用のウサギ抗ヤギＩｇＧ標識のためのコロイド状金の使用を記載している。光学顕微鏡と
電子顕微鏡を使用して標識粒子が検出された。この金粒子は、平均サイズが１８～２０ナ
ノメートルであり、明視野光学顕微鏡が使用された。電子顕微鏡法には、アラルダイト銀
－金薄切片が使用された。免疫蛍光検査法とコロイド状金明視野法とで、同様の割合の表
面標識細胞が認められた。電子顕微鏡法により細胞あたり１～５個の粒子が検出されたが
、その著者等は、「このような小量の標識は、かつては蛍光または明視野顕微鏡法によっ
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て検出されなかったものであり、これは、ＧＡＤとＧＡＭで処理した細胞上に低濃度の表
面免疫グロブリン（Ｓ．Ｉｇ）がある場合に、非特異的にＦｅと結合したＧＡＤとＧＡＭ
のいずれをも表し得る。」と述べている。
【００３０】
　Hari他の米国特許第5,079,172号は、抗体反応での金粒子の使用および電子顕微鏡によ
るその粒子の検出を記載している。１５ナノメートルの金粒子が例示された。好ましい方
法では、電子顕微鏡法が使用される。
【００３１】
　DeMey他の米国特許第4,420,558号は、金標識抗体で標識された細胞を計数するための明
視野光学顕微鏡法を記載している。この方法は、明視野配置構成とした光学顕微鏡を使用
し、油浸レンズによる５００倍以上の倍率を用いて金標識ペルオキシダーゼ陰性細胞を計
数した。標識表面の視覚化は金粒子の凝集性に基づいており、示唆された状況下では、金
粒子は大規模な斑点形成をこうむるが、細胞表面のこれらの斑点は、記載した方法によっ
て識別し得る。４０ナノメートルの金によって最適な結果が得られることが分かった。
【００３２】
　De Mey他の米国特許第4,446,238号は、組織切片中の赤色マーカーとしてのコロイド状
金標識免疫グロブリンを位置決定するための、同様の明視野光学顕微鏡免疫細胞化学法を
記載している。その著者等により記載された免疫金染色（ＩＧＳ）法は、
「両方の手順とも、最終生成物は抗原含有領域を覆う多数の金粒体の集積物であり、これ
により、コロイド状金ゾルの典型的な赤い色が生じる。」
【００３３】
　DeBrabander他の米国特許第4,732,367号は、明視野顕微鏡法またはエピ偏光照射顕微鏡
法とビデオ・カメラによるコントラスト増強を使用することによる、直径２００ｎｍより
小さな個々の金属粒子を検出する方法を記載している。その発明者等は、
「典型的な場合では、上記の手順では、用いた金属粒子は約１０ｎｍから約１００ｎｍの
直径を有する。これは、一般に２００ｎｍあたりとされている明視野顕微鏡法の解像限界
より、かなり小さい。したがって、従来知られていたすべての目視光学顕微鏡法が、固定
化集合体の検出への応用が限られていたのは、全くもって理にかなったことである。個々
の粒子は、限外顕微鏡技法、特に電子顕微鏡法によってのみ観察することが可能であった
。
　全く意外なことに、得られる像を電子コントラスト増強に供すれば、今では明視野光学
顕微鏡法もしくはエピ偏光顕微鏡により、直径２００ｎｍより小さな個々の金属粒子を可
視スペクトルの形ではっきり目視できるようにし得ることが分かった。」
と述べている。その著者等は、続く項で
「ゾル粒子免疫アッセイに基づく既存の診断法と比較すると、本法はずっと高い感度を有
する。実際、既存の方法は一般に、吸収金属粒子または懸濁金属粒子による光の吸収もし
くは散乱に基づいている。例えばブロッティング媒質などの色の観察には、膨大な数の粒
子が存在している必要がある。それとは対照的に、本法は単一粒子の観察と計数を可能に
するものである。それ故に、本法によると、例えば目視技術や比色技術などの既存の技法
では感度が低すぎる応用、例えば肝炎の検出向けなどの応用のための既存の診断的ブロッ
トの進歩が大いに促進されるであろう。」と述べている。
【００３４】
　Schafer等，352 Nature 444-448，1991は、ビデオ増強微分干渉コントラスト顕微鏡法
を用いて観察される、ナノメートル・サイズの金粒子の使用を記載している。直径４０ナ
ノメートルの金粒子が使用された。
【００３５】
　DeBrabander等，6 Cell Motility and the Cytoskeleton 105-113，1986（および米国
特許第4,732,367号）は、顕微鏡で見えないほど小さな金粒子と明視野ビデオ・コントラ
スト増強の使用を記載している。具体的には、直径５～４０ナノメートルの金粒子を用い
、明視野ビデオ・コントラスト増強顕微鏡法によって細胞が観察された。彼らはまた、
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「ガラスまたは細胞の下に吸着した、あるいは細胞内に微量注射されたプラス／マイナス
１００ナノメートルより小さなサイズを有する個々の金粒子は、光学顕微鏡では見えない
。しかしながら、コントラストを電子的に増強するビデオカメラを使用すると、容易に視
覚化される。」
と述べている。その著者等は、偏光と反射光の集光による、もしくは「より簡単で、明ら
かにより高感度の様式」と簡単なカメラの使用による、エピ照射の使用を記載している。
その著者等は、位相差コントラスト顕微鏡法により、金粒子を容易に検出し得ることを示
唆している。
「比較的大きな金（通常は２０～４０ｎｍ）で可能であるのとは異なり、５ｎｍの金は、
例えば微小管などの構造物上にある、その稠密な集積物ですら光学顕微鏡で見ることがで
きない。それらは、検出が可能な赤色を呈しない。これは最近、粒子サイズを大きくして
容易に見える黒染色とする、銀塩による物理的進歩によって是正された。
　＊＊＊
我々は、リガンドをほとんど分子レベルで位置決定する方法を記載した。この方法は、背
景の構造物から明白に識別し得る、とびとびの個々のマーカーにより、光学顕微鏡で初め
てこれを行ない得るようにするものであるから、新しい。生細胞にも適用できるので、個
々の蛋白質の動的挙動を追跡し得る。この方法は、２つの十分に進歩した技術、すなわち
金標識とビデオ顕微鏡法とを結びつける。ほとんどの応用は、ほとんどの優れた倍率１０
０倍の油浸対物レンズよりも値段が安く、廉価なビデオ装置によって行ない得る。これを
現代のディジタル画像処理と組み合わせると、もっと多くの可能性が生まれる。追加の利
点のなかには、なんら価値のないものもある。標識は、個々のとびとびのマーカーから成
るので、手による計数も自動的（コンピュータ援用）計数も両方とも容易なうえに信頼で
きる。マーカーのサイズが小さなことから、浸透と拡散の問題が最小となる。マーカーの
荷電をほとんど自在に変化させ得ることは、任意の特定の応用における非特異的な結合を
減らすのに役立つであろう。」
この方法は、その著者等によって「ナノ粒子ビデオ限外顕微鏡法ないしナノビッド限外顕
微鏡法」と命名された。同様の技術が「Geerts等,351 Nature,763-766,1991に記載されて
いる。
【００３６】
　光散乱法の現況技術に関する先の考察と、光散乱粒子と診断分野の方法の使用とは、現
行の分析物検出法の限界と本発明の新規性および際立った有用性を明確に示している。本
発明の目的は、光散乱に基づく診断的アッセイの今日の限界と欠点を克服するだけではな
く、シグナルおよび分析物分子の増幅などの他の非光散乱法の限界と欠点を克服すること
である。本明細書に記載する本発明は、従来可能であったよりも、使い方が簡単で、高い
検出感度を有し、広い分析物濃度範囲にわたって分析物を測定し得る。本発明は、分析物
検出用のシグナル発生検出システムとして、ほとんどの試料のタイプとアッセイ方式に幅
広く応用することができる。
【発明の概要】
【００３７】
　本発明は、試料中の１つ以上の分析物の検出と測定のための新しい方法を特徴とする。
この方法は、特定の組成、サイズおよび形状の、ある種の粒子の使用と、この粒子の１つ
以上の光散乱特性の検出および／または測定に基づく。粒子の１つ以上の光散乱特性の検
出および／または測定は、試料中の１つ以上の分析物の存在および／または量、あるいは
欠如と相互に関連する。本発明は融通性があり、試料中の１つ以上の分析物を検出、測定
するために、１つまたは別の形態で実用性がある。
【００３８】
　本発明は、照射光の波長よりサイズの小さな、少なくとも１つの検出可能な光散乱粒子
とそれらの分析物を結合することによる、試料中の１つ以上の分析物の検出のための方法
を特徴とする。この粒子は、粒子によりビームから散乱された光が５００倍より低倍率で
肉眼検出できる条件下で、光ビームによって照射される。次いで、粒子から散乱された光
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は上記の条件下で、それらの１つ以上の分析物の存在の目安として検出される。出願人は
意外にも、単に適切な照射を保証し、かつ特異的な散乱光の最大の検出を保証することに
より、極めて高感度の検出法が得られることを突き止めた。この光照射検出法は、出願人
によって「ＤＬＡＳＬＰＤ」（もっぱら被検出粒子からの散乱光に向けて角度を付けた直
接光）と命名されている。
【００３９】
　この方法とそれに付随する装置は、粒子からの散乱光だけの検出を最大限にするように
設計され、それにより、蛍光体の使用、あるいは上記の方法でのこのような粒子の使用よ
り、何倍も高感度である。このような粒子は、低倍率の顕微鏡（２倍ないし５００倍、例
えば１０倍ないし１００倍拡大するもの）を使用することにより、シグナルの電子増幅を
なんら必要とせずに検出される。さらに、顕微鏡も映像システムも必要がない代りに、液
相試料または固相試料を通じて光が散乱され、この試料に関して１つ以上の光散乱特性が
検出される方法が提供される。これらの散乱光の特性を使用して、任意の特定試料中の分
析物の有無、もしくは量が測定される。
【００４０】
　一般に、光源はいかなる特別の仕方（例えば偏光、もしくはレーザまたは高輝度など）
で処理する必要もなく、粒子からの散乱光が検出可能となるように向きを合わせる必要が
あるだけである。非特異的な光散乱の低減を保証するのに空間周波数フィルタリングを使
用し得る。このようなフィルタリングは、他の機器構成装置と迷光を低減する試料チャン
バとにより補足し得る。
【００４１】
　直接光は、多色光でも単色光でも、定常状態でもパルス化しても、コヒーレント光であ
ってもコヒーレント光でなくてもよい。必ずしも偏光である必要はなく、発光ダイオード
（ＬＥＤ）や１２ワットの白熱電球等の低出力の光源から発生させ得る。Stimpson（前出
）により記載されているように、この光は減衰光ではない。この光は、粒予によって散乱
される場合を除き、直接光自体が検出器によって観察されないような角度で、粒子を含む
試料に向けられる。この方法と装置は、このような散乱が臨界角の範囲内、好ましくは照
射角の範囲内で、眼によって観察し得る点でSwopeのものと異なる。しかしながら、この
ような散乱は、臨界角より大きな角度でも、散乱光前方の強さの包絡線外でも検出し得る
。例えば顕微鏡などの映像装置と共に使用する場合、本方法は、試料平面に対して垂直な
検出器を優先的に使用する。
【００４２】
　「発明の背景」に記載した診断技術とは異なり、出願人は、従来よりも使い方が簡単で
コストがかからない方法と装置により、特定のタイプの粒子を非常に低濃度まで、高度の
特異性で、広い濃度範囲にわたって検出、測定し得ることを見出した。本発明は、公知の
分析物検出法よりも使い方が簡単で、高感度で、高感度で、特異性が高く、コストがかか
らない分析物の検出に対応する。
【００４３】
　出願人は、理論モデル法と物理学実験により、被覆された金属様の粒子が被覆されてい
ない金属様の粒子と比較して同様の光散乱特性を有することを突き止めたが、これらの粒
子は両方とも非金属様の粒子と比較して優れた光散乱特性を有する。「金属様の」粒子と
は、金属、金属化合物、金属酸化物、半導体（ＳＣ）、超伝導体から構成される任意の粒
子または粒子様の物質、あるいは少なくとも0.1重量％の金属、金属化合物、金属酸化物
、半導体、超伝導体を含む混合組成物から構成される粒子をいう。「被覆された」粒子と
は、粒子がその表面に付加物質の層を有することをいう。この層は、様々な試料環境中の
粒子を化学的に安定させるため、かつ／あるいは分子認識手段により特定の分析物を結合
させるためにある。このような被覆は、例えば無機化合物および／または有機化合物、ポ
リマー、蛋白質、ペプチド、ホルモン、抗体、核酸、受容体等である。「非金属様の」粒
子とは、金属、金属化合物、金属酸化物、半導体、超伝導体から成っていない粒子、ある
いは少なくとも．０．１重量％の金属、金属化合物、金属酸化物、半導体、超伝導体を含
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む混合組成物から成っていない粒子をいう。
【００４４】
　出願人はまた、次のことを突き止めた。（１）金属様化合物の１つ以上の特異的な光散
乱特性の検出および／または測定により、試料中の１つ以上の分析物を検出、測定し得る
。光散乱特性としては、散乱光の強さ、波長、色、偏光、角度依存性、ＲＩＦＳＬＩＷ（
散乱光の強さおよび／または波長の回転性個別変動(rotational individual fluctuation
s)）などがある。これらの粒子散乱光の１つ以上の特性を使用して、試料中の分析物に関
する情報を提供し得る。（２）種々の組合せの金属様の粒子のサイズ、および／または形
状および／または組成を変化させることにより、より容易に検出、測定し得る散乱光シグ
ナルを発生するように、１つ以上の光散乱特性を調整し得る。（３）ＤＬＡＳＬＰＤによ
り、あるサイズ、形状、組成の金属様の粒子を照射、検出すると、高感度で使い方が簡単
な、光散乱特性による金属様の粒子の検出測定法が得られる。この方法は、使い方が簡単
で、廉価な装置手段による単一粒子の検出に対応する。（４）ＤＬＡＳＬＰＤ法は、広い
濃度範囲の粒子の検出および測定に対応するために、粒子計数および／または積算した光
の強さの測定と共に使用し得る。（５）屈折率増強法の使用は、粒子の光散乱特性の増強
、および／または非特異的な光バックグラウンドの低減に対応する。（６）ＤＬＡＳＬＰ
Ｄビデオ・コントラスト増強法は、多種多様のタイプの試料中と診断的アッセイ方式で、
より高感度の検出に対応し得る。（７）通常マイクロアレイ方式とアレイチップ方式で使
用される、小さな固相領域中の分析物を高感度で検出するには、他の粒子ではなく、ある
種のタイプの金属様の粒子を使用することが好ましい。マイクロアレイ方式とアレイチッ
プ方式の金属様の粒子は、ＤＬＡＳＬＰＤ法を使用することにより、最も容易かつ廉価に
検出される。これらの方式のこのような粒子はまた、レーザ走査共焦点顕微鏡法、明視野
顕微鏡法またはエピ偏光顕微鏡法、反射コントラスト顕微鏡法および微分干渉コントラス
ト顕微鏡法によっても検出し得る。しかしながら、これらの方法および装置は、ＤＬＡＳ
ＬＰＤの方法および装置による検出ほど、使い方が簡単でも廉価でもない。（８）特異的
な検査キットに有用な装置および粒子のタイプを構築し得る。これらの様々な検査キット
と付随する装置は、民生用と、携帯野外用と、医務室、診療所、救急室等の診療現場と、
研究室と、集中高処理量検査の各用途に有用である。本発明の上記の観点は、多種多様の
タイプの試料中の１つ以上の分析物の検出と診断的アッセイ方式に対応する。
【００４５】
　以下でさらに詳細に論じるが、粒子、光源、光検出機構のタイプには多くの変形がある
。さらに、使用するタイプの粒子に関しても、多くの変形物を作成し得る。
　好ましい態様では、粒子が、散乱光特定の波長、色、偏光、角度依存性およびＲＩＦＳ
ＬＩＷを有し、かつ眼または光検出手段によって検出可能な特定の光散乱シグナルを生成
するのに適したサイズ、組成および形状を有し、粒子濃度の目安として粒子計数法および
／または散乱光の強さ測定法が検出に含まれ、粒子が金属様の材料から作成されるか、非
金属様の材料を含む混合組成物から作成され、粒子が球状、卵形、あるいは非対称（非対
称とは、形状がほぼ球状なものを除外した形状であることをいう）であり、粒子が結合剤
、ポリマー、反応性化学基、基礎材料分子、無機化合物および有機化合物で被覆され、ア
ッセイ方式で２個以上の粒子を互いに密着させたときの散乱光の特性の変化が使用され、
金属様の材料から成り、結合剤との結合に適した基礎材料分子で被覆された粒子試薬が使
用され、２個以上の粒子を互いに十分に接近させて２個以上の粒子の光散乱特性が単一粒
子から識別可能となるようにしたアッセイ方式が使用され、互いに近接して保持した２個
以上の粒子を引き離していずれか１個の粒子の光散乱特性を変化させるようにしたアッセ
イ方式が使用され、粒子を一体保持する分子間相互作用を分断すると１個以上の粒子が分
子間相互作用から解放されるように、１つ以上の分子間相互作用によって２個以上の粒子
を互いに連結したアッセイ方式が使用され、化学的もしくは生物学的な架橋剤を使用して
２個以上の粒子を互いに架橋することにより、分析物の、増幅された検出が達成されるア
ッセイ方式が使用され、粒子が電界、磁界、もしくは関係する電磁界（ＥＭＦ）中で配向
し得るように追加材料から構成され、粒子が磁気特性または強誘電特性をもつ他の粒子に
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付着し、照射光ビームが他の波長と比較してバックグラウンドを低減するように選択した
波長を有する。別の態様では、照射光が定常状態であるかパルス化し、照射光がコヒーレ
ントであるかコヒーレントでなく、照射光が偏光ないし非偏光であり、同一光源もしくは
２種類以上の様々な光源からの２種類以上の様々な波長が試料の照射に使用され、散乱光
シグナルが検出される。別の態様では、眼または光検出手段により検出し得る、各々１つ
以上の散乱光の特性を有する複数の様々な粒子を使用することがこの方法に含まれ、かつ
／あるいは複数の異なる粒子が照射または検出の段階で使用され、屈折率増強法を使用し
て非特異的な光バックグラウンドが低減され、検出器が試料および光ビーム散乱光の前方
の包絡線外の角度に配置され、空間周波数フィルタリング法が使用され、非特異的なバッ
クグラウンド光を低減するためにカットオフ・フィルターや狭周波数帯域通過フィルタな
どの光学フィルターが検出段階で使用される。さらに別の態様では、検出前に同種金属組
織学により粒子サイズが大きくされ、照射光ビームが赤外線を欠き、分析物が血清中に存
在し、検出前に粒子が溶液中に放出され、検出前に粒子が濃縮されて小量もしくは固相領
域とされ、表面への時間依存性結合により、あるいは検出器または検出器セットを通って
粒子を流すことにより粒子が検出され、マイクロアレイ中の固相上で複数の分析物が検出
され、マイクロアレイが液体で覆われるか乾燥し、細胞表面、溶解産物、もしくは染色体
調製物上で単一または複数の分析物が検出され、照射光ビームが多色白色光もしくは単色
光であり、分析物が溶液または固相中に存在し、あるいは顕微鏡スライド、マイクロタイ
タープレートまたは他のプラスチック容器の上に存在し、粒子が、１ｎｍから５００ｎｍ
の間のサイズを有する金または銀の粒子であり、検出段階に電子手段による散乱光の増幅
が含まれず、照射光ビームがプリズムその他の導光システムによって粒子に配向される。
【００４６】
　さらに、検出には少なくとも１０倍の対物レンズによって粒子を観察することも含まれ
、ＤＬＡＳＬＰＤビデオ・コントラスト増強法が使用され、光ファイバー照射検出が使用
され、明視野、レーザ共焦点走査、反射コントラスト、または微分干渉コントラスト式の
各顕微鏡検出法が使用され、組合せ合成分子の検出および精製が行なわれ、組合せ合成分
子その他の合成分子の固相合成担体として粒子および／または特殊被覆が使用され、特別
設計の試料チャンバが使用され、光学的構成部品または試料上の反射防止膜が使用され、
野外用途、医務室、診療所、病院の治療室向けの装置が使用され、適切な検査キットの形
で特定の粒子タイプが提供される。
【００４７】
　本発明の高感度で使い方が簡単なシグナル発生検出システムとは、当業者が廉価な手段
により、シグナル（標識）または標的分析物分子増幅法を必要とせずに試料中の１つ以上
の分析物を検出、測定し得ることをいう。
【００４８】
　本発明での様々な粒子タイプからの特異的な光散乱シグナルとは、当業者が試料中の１
つ以上の分析物を高度の特異性で検出、測定し得ることをいう。
【００４９】
　本発明での２種類以上の様々な粒子タイプの高光学識別性とは、複雑な装置を必要とせ
ずに試料中の非常に簡単な多分析物（すなわち２種類以上の分析物）の検出が可能なこと
をいう。
【００５０】
　出願人が広い用途をもつ新規の方法および装置を発見したことを、当業者なら認識する
であろう。本発明は、分析物の定量し、かつ／もしくは有無を検出するアッセイ系の一部
として、シグナル発生検出システムを使用することが望ましいほとんどの状況に対して、
１つまたは別の形態で応用し得る。このような分析物としては、すべてのタイプの工業用
化合物および薬物、蛋白質、ペプチド、ホルモン、核酸、脂質、炭化水素、並びにすべて
の種類の生物細胞および有機体などがある。
【００５１】
　本発明の１つまたは別の実施態様は、すべての種類の診断的アッセイで通常用いられる
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、ほとんどのアッセイ方式に適する。これらには、例えばサンドイッチ型、凝集型、間接
式もしくは直接式等の異種アッセイ方式および同種アッセイ方式などが含まれる。
【００５２】
　本発明の他の特徴と利点とは、以下の好ましい実施例の説明と特許請求の範囲とから明
らかとなろう。
【００５３】
好ましい実施例の説明
　先ず、図面を簡単に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】第１図は、下からの試料の照射を図示する。Ｌはレンズ、Ｄはレンズの口径、Ｏ
は検出される表面Ｓの面積、ＣはＬが集光する角度を示す円錐である。
【図２】第２図は、レンズの集光角度を図示する。Ｄはレンズの口径、ｆは焦点距離、Ｏ
は検出される面積、θHは集光円錐の平面半角である。
【図３】第３図は、表面での反射と屈折を表すのに使用する角度を明確にする線図である
。Ｓは表面、ｎｉとｎｔはそれぞれ入射媒体と表面媒体の屈折率、ＲＦＲＢとＲＦＬＢは
それぞれ屈折光ビームと反射光ビーム、ＩＢは入射光ビーム、θi、θrおよびθtは光ビ
ームの入射角、反射角および屈折角である。
【図４】第４Ａ図、第４Ｂ図および第４Ｃ図は、様々な出典から得られたｎi<ｎtに対す
る光反射グラフである。
【図５】第５Ａ図および第５Ｂ図は、様々な出典から得られたｎi>ｎtに対する光反射グ
ラフである。
【図６】第６図は、空気中の乾燥表面上の粒子の照射に関与する屈折と反射を図示する。
【図７】第７図は、ｎ2＝１．５＋ｎ3＝１に対するθi2対θi1のプロットのグラフである
。
【図８】第８図は、表面アーチファクトまたは粒子によって散乱された光の角度分布を図
示する。破線は粒子によって散乱された光を表し、矢印の付いた実線は入射白色光ビーム
と、表面アーチファクトによる散乱光の１本のビームであり、円は前方に散乱された光の
強さの包絡線である。
【図９】第９図は、顕微鏡スライド状にあり、カバーグラスで覆われた薄膜状の水の形の
試料を示す。照射ビームはＳ１(空気－ガラス)、Ｓ２(ガラス－水)，Ｓ３(水－ガラス)、
Ｓ４（ガラス－空気）の４つの媒体境界面に行き当たる。粒子は表面Ｓ２上のＯにあるか
、表面Ｓ２上を自由に移動する。入射光は表面Ｓに当たる。
【図１０】第１０図は、上からの試料の照射を示す。Ｌはレンズ、Ｃは集光円錐である。
【図１１】第１１図は、プリズム配置構成を使用した照射を示す(下からの照射)。Ｓ１は
光が入射するプリズム表面、Ｓ２およびＳ３はそれぞれプラスチック片基材の下面と上面
である。
【図１２】第１２Ａ図、第１２Ｂ図、第１２Ｃ図、第１２Ｄ図および第１２Ｅ図は、それ
ぞれポアプリズム(１２Ａ)、等辺プリズム(１２Ｂ)、自家製プリズム(１２Ｃおよび１２
Ｄ)、および平面凸レンズを表す。
【図１３】第１３図は、ローダミン・プラスチック・ブロックによって見た照射光ビーム
を示す。
【図１４】第１４図は、第１５図を説明する目的の表面および関連した平面を示し、Ｓ１
は光透過性または光非透過性の固体基板であり、ＳＰ２は表面Ｓ１の平面上の３次元空間
である。ＳＰＩ平面の表面Ｓ１またはその付近に光散乱粒子または光散乱物質がある。
【図１５】第１５図は、様々なＤＬＡＳＬＰＤ照射検出法をまとめたものである。
【図１６】第１６図は、被覆された直径１００ｎｍの金粒子と、被覆されていない直径１
００ｎｍの金粒子の実験的に測定した散乱光の強さ対入射光波長スペクトルを示す。
【図１７】第１７図、第１８図、第１９図は、非特異的な光バックグラウンドのレベルを
低減する種々の試料チャンバの設計を示す。これらの試料チャンバは、液体試料と固定化
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試料を両方とも検査し得る。第１７図では、Ｓ１は光ビームが試料チャンバに当たる表面
であり、Ｓ２は（固定化試料について）光散乱物質を含む表面である。Ｓ３は別の斜面で
あり、表面Ｓ１と表面Ｓ３とは、照射角度に応じて約２０度から７０度の角度で傾斜し、
表面Ｓ１の面は光ビームがＳ１に垂直に対して０度の角度で当たるように角度を付けるべ
きである。Ｓ４は開口部があってもなくてもよい光透過性の表面であり、Ｓ５は表面Ｓ２
の反対側である。チャンバが密閉されている（すなわちＳ４が開口部のない固体である）
場合、必要に応じ、試料導入と洗浄のため小さな開口部が設けられる。
【図１８】第１８図は、傾斜した側面が湾曲した側面に置き換わったことを除いて第１７
図と同様に設計されている。他のすべては第１７図と同一である。
【図１９】第１９図は、Ｓ１が平坦で傾斜した光透過性の表面であり、光ビームが試料チ
ャンバに当たる。表面Ｓ１の面は、光ビームが０度の角度でＳ１に当たるように角度を付
けるべきであり、Ｓ２は光散乱物質が固定化されている場合にその物質を含む表面であり
、Ｓ３は別の湾曲もしくは傾斜した表面である。Ｓ４は密閉された試料チャンバ用の光透
過性の表面である。あるいは別法として、Ｓ４は試料の導入および洗浄と検出用の種々の
サイズおよび形状の開口部を有し、Ｓ５は表面Ｓ２の反対側である。チャンバが密閉され
ている場合、導入および／またはのため、洗浄表面の１つに小さな開口部が必要となる。
【図２０】第２０図は、粒子の偏光との相互作用を表わすのに使用する座標系である。光
はｙ軸に沿って進み、ｚ軸方向に偏光される。Ｄは散乱光の強さの検出器である。γは観
察の方向である。θおよびψはそれぞれコア角と偏光角である。
【図２１】第２１図は、液体試料分析用の機器の概略図である。フィラメントないし放電
灯がレンズＬ１に代表されるレンズ系によりモノクロメーターの入口スリット上に合焦さ
れ、モノクロメーターに存在する単色光がレンズＬ２により集光され、レンズＬ３により
透明な試料キュベット（ＳＴ）上に合焦され、試料キュベットが蛍光性分子の溶液または
光散乱粒子の懸濁液を含み、試料キュベットの側壁から反射された光が下方に回折して光
検出器から遠ざかるように試料キュベットに角度を付けるか傾斜させ、試料により散乱も
しくは放射された光が、平面Ｍに試料キュベットと液体内容物の拡大像を結ぶレンズ１４
によって集光され、液体によりキュベットの中心で放射もしくは散乱された光は光検出器
に到達させるが試料キュベットの側壁により放射もしくは散乱された光は遮蔽するように
平面Ｍに小さな開口部を配置し、液体内容物の中心のＭにある拡大像が、傾斜した試料キ
ュベットの屈折率効果により、レンズＬ４の光軸から移動し、それにより放射もしくは散
乱された光が検出され、移動した液体中心の像が開口部と光検出器の上に位置するように
光検出器と開口部がレンズＬ４の光軸の片側に配置され、光学フィルターおよび／または
偏光子を照射光および散乱光の光路へ導入するためのホルダー（Ｈ１，Ｈ２）が設けられ
、光検出器の前部に光シャッターが配置される。光検出器が小さな感光領域を有する場合
、レンズＬ５を使用して、感光領域に向かってＭで開口部を横切る光に焦点が合わされる
。単色光の必要がない場合、モノクロメーターは容易に取り外すことができ、フィラメン
トまたは放電灯からの光をレンズＬ１、Ｌ２およびＬ３によって直接試料容器に送ること
ができる。
【図２２－２４】第２２図、第２３図、第２４図は、具体的な検査キットおよび装置に結
びつくＰＤ法の概略を示す。
【図２５】第２５図は、装置およびアッセイの開発プロセスの概略を示す。
【図２６】第２６Ａ図、Ｂ図、Ｃ図、Ｄ図、Ｅ図およびＦ図は、それぞれ直径１０ｎｍの
球状の金、銀、アルミニウム、銅、セレニウム、ポリスチレン粒子に対する散乱光の強さ
の計算値対入射波長のプロフィルを示す。Ｌkは波長、Ｃscaは断面を横切る光である。
【図２７】第２７Ａ図、Ｂ図、Ｃ図、Ｄ図、Ｅ図、Ｆ図は、種々のサイズの金に対する散
乱光の強さの計算値対入射光の波長を示す。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆはそれぞれ直径１０
、２０、４０、６０、８０および１００ｎｍの球状金粒子に対応する。ＲＥＬ ＣＳＣＡ
は相対光散乱断面積であり、ＷＡＶＥ，ＮＭは波長である。
【図２８】第２８図は、球状の被覆された粒子の線図である。（１）は粒子表面上のポリ
マー、結合剤その他の物質の被覆であり、（２）はコア粒子である。
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【図２９】第２９Ａ図、Ｂ図、Ｃ図は、ＭＳＬＰ（処理が可能な光散乱粒子）混合組成粒
子の線図を示す。Ａ（１）は、（２）所望の光散乱材料で被覆された、コアの磁性材料ま
たは強誘電性材料であり、Ｂは、（３）磁性材料または強誘電性材料で被覆された、（４
）光散乱材料のコアを示し、Ｃは（５）光散乱材料の（６）磁性材料または強誘電性材料
との混合物を示す。
【図３０】第３０Ａ図、Ｂ図、Ｃ図は、それぞれ適応可能なＭＬＳＰ粒子のための二量体
、四量体、またはそれよりも高次の粒子構造体を示す。（１）は光散乱の検出が可能な粒
子であり、（２）は磁性粒子または強誘電性粒子である。直線（３）は粒子を互いに結合
して多粒子構造体とする化学結合、イオン結合、あるいは他の結合である。
【００５５】
　以下の略語が本明細書で使用される。
Ｅ－ＥＭＲ：放射電磁放射線
I－ＥＭＲ：入射電磁放射線
ＥＭＦ：電磁界
ＳＣ：半導体
Ｓｅｃ：秒
Ｑr：蛍光量子収量
Iabs：入射光吸収（吸収光量子／秒）
Io：入射光の強さ（光量子／秒）
Ｍ：モル濃度（モル／リットル）
ｍｌ：ミリリットル
ｍＭ：ミリモル
ｇ：グラム
ｍｇ：ミリグラム
ｍｍ：ミリメートル
μｌ：マイクロリットル
ｐＩ：等電点
Ｅまたはｅ：モル吸光係数（Ｍ-1ｃｍ-1）
Ｃ：モル濃度（Ｍ）
Ｘ：光路長（ｃｍ）
Ｉf：蛍光の強さ（光量子／秒）
Ｓeff：粒子の散乱効率
Ｃabs：吸収断面積（ｃｍ2）
ＡCSR：粒子の物理的断面積に対する粒子の吸収断面積の比
Ｃsca：散乱断面積（ｃｍ2）
ＳCSR：粒子の物理的断面積に対する粒子の散乱断面積の比
ａ：粒子の半径
Ｃext：粒子の散乱消衰断面積（ｃｍ2）
Ｉ：溶液厚さＸを通過した後に溶液から出る１秒あたりの光量子
Ｎ：粒子濃度（粒子／ｃｍ3）
ｔ：懸濁液の濁度 
Is：散乱強さ（Scattering Intensity）（光量子／秒）
ｎ2：物質の屈折率
ｎ2Ｒｅｌ：ｎ2の真の成分
ｎ2Ｉｍ：ｎ2の仮想成分
ｎ1：媒体の屈折率
ｍ：媒体屈折率に対する粒子材料屈折率の比
Ｉo：入射光波長（ｎｍ）
ＲＩ：屈折率係数
Ｒｅｆｍｅｄ：媒体の屈折率（ｎ1）
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ｅm：媒体の誘電率
ｎm：媒体の屈折率
ａ：被覆された粒子の分極率を決定する
ｎｍ：ナノメートル
ｃｍ：センチメートル
μ：ミクロン
【００５６】
発明の詳細な説明
　本発明は、試料中の１つ以上の分析物の検出と測定のための方法を特徴とする。この方
法は、特定の組成、サイズおよび形状の、特定のタイプの粒子の使用と、この粒子の１つ
以上の光散乱特性の検出および／または測定に基づく。
【００５７】
　本発明は、従来可能であったよりも、使い方が簡単で、高い検出感度を有し、広い分析
物濃度範囲にわたって分析物を測定し得る。本発明は、シグナルの増幅と標的分析物の増
幅を使用する方法（例えば化学ルミネセンスやＰＣＲなど）、蛍光標識および蛍光法、な
らびに粒子に基づく従来のアッセイおよび光散乱法に対し、多くの利点を有する。この方
法は融通性があり、診断学の分野ならびに他の分野に広く応用されている。この方法は、
液相、混合相、固相中の各試料向けの、イムノアッセイや核酸アッセイ等の、すべてでは
ないにせよ、ほとんどの標準的な結合対タイプのアッセイと、固相マイクロアッセイ方式
で使用し得る。
【００５８】
　明確な例示によって広い用途を説明するかわりに、当業者が、すべてではないにせよ、
ほとんどの分析物検出のニーズに合うように本発明を実施し得るように、出願人は主な要
素と考察を記載する。このような実施によると、具体的な装置および検査キットが得られ
る。
【００５９】
　本明細書中に呈示する開示によると、当業者は本発明を多種多様な形態で実施して、所
望の分析物または粒子の検出能を達成し、すべてではないにせよ、ほとんどの試料のタイ
プ、分析物のタイプ、診断的アッセイ方式のタイプ、および装置のタイプに適合させるこ
とが可能となる。本発明は、非常に融通性があるため、野外(実験室から離れた場所)、小
さな臨床検査室または分析室、臨床、救急室、特殊な病院治療室(心臓治療室、集中治療
室、外傷治療室等)、研究室などで１つ以上の分析物を検出するために、あるいは１日で
多数の試料を処理する能力、実施し得る。様々なタイプの廉価な装置と検査キットを特定
の分析診断の必要性に適する、ある形態または別の形態での本発明の実施により作成し得
る。
【００６０】
　種々の互いの組合せで実施すると、本発明の具体的な実施のための分析物の検出能を規
定する、本発明の数種類の観点がある。これらの観点のうち２つは、（１）規定されたア
ッセイ方式および試料タイプで高度に測定、検出が可能な光散乱特性をもつ、特定の粒子
タイプの使用と、（２）ＤＬＡＳＬＰＤ照射の好ましい方法による特定の粒子タイプの使
用である。ある種の応用では、屈折率増強法およびＤＬＡＳＬＰＤビデオ・コントラスト
増強法も使用する。
【００６１】
金属様の粒子の有用な光散乱特性の決定
　以下は、特許請求された発明の完全な理解に役立つ情報を提供する。これらの公式は、
本発明の実施と最適化に有用であるが、特許請求の範囲の先行技術と自認するものではな
い。
　本発明の分析物検出用の新規のシグナル発生検出システムの開発において、様々な粒子
タイプの種々の光散乱属性を蛍光パラメータの形で評価し得る、新しい公式を開発するこ
とが有用であることが分かった。これによると、ε、Ｑf、蛍光と励起の各スペクトル、
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放射された光の強さの観察角度依存性、放射された光の偏りの状態など（これらは以下で
定義する）を検討し得る。これらの新規の公式によると、当業者は、診断的アッセイもし
くは他の任意の応用で使用するときに望ましい光散乱特性を具現するために、組成、サイ
ズ、形状などの個別の粒子パラメータを選択し得る。読者が式８から式１５の新しい定式
化を理解するように、式１から式７を背景情報として提示する。記載した公式または光散
乱パラメータはいずれも、本特許請求の範囲に対する先行技術であることに対する自認と
解するべきではない。
　出願人は、サイズ、形状、組成、均一性の様々なパラメータをもつ多種多様のタイプの
粒子を評価して、粒子パラメータの、どの具体的な構成によると、分析的アッセイと診断
的アッセイで容易に検出、測定し得る、望ましい光散乱シグナルが得られるかを決定する
ために、当技術分野で知られているRayleighとMieの各光散乱理論の、ある種の修正に基
づく分析法を開発した。
【００６２】
蛍光パラメータの定義
　蛍光材料に対しては、式１によって示すように、毎秒吸収される光子の数と、吸収され
た光子のうち、光として再び放射される光子の数（Ｑf）との積によって、蛍光の強さが
求められる。
　Ｉabs（λ）＝２．３０３Ｉo（λ）ｅ（λ）Ｃｘ　　　（１）
式中、Ｉo（λ）は波長λ入射光の強さ（光子／秒）であり、Ｉ（λ）は波長λのときの
モル吸光係数（単位：Ｍ-1ｃｍ-1）であり、Ｃは蛍光体のモル濃度（単位：Ｍ）であり、
ｘは光路長（ｃｍ）である。
　入射波長λf、励起波長λeでの積算蛍光の強さＩ(λf)（毎秒全方向に放射される光子
の合計）は（低い蛍光体濃度に対して）、
　Ｉ（λf）＝２．３０３Ｉo（λe）Ｑf（λf）ｅ（λf）Ｃｘ　　　（２）
アッセイ応用での蛍光化合物の有用性の、列挙したパラメータによる評定は、よく知られ
ている手順である。蛍光分子と蛍光技法の使用は、蛍光分子の光安定性と、高レベルの非
特異的な蛍光、燐光、および散乱光がある試料中の特定の蛍光放射シグナルを検出する能
力とによって限定されている。蛍光分子、あるいは蛍光染料で取り囲んだ粒子などの他の
蛍光物質を高感度で検出するには、さらに高度な機器を使用する必要がある。
【００６３】
光散乱パラメーターの定義
粒子の吸収断面積（Ｃabs）
　波長λの単色光ビームを照射した粒子を考える。粒子の吸収断面積Ｃabsは、この範囲
に当たる光子が不可逆的に吸収されるように粒子を取り巻く面積（通常ｃｍ2またはμ2の
単位で表す）として定義される。Ｃabsの値は、粒子のサイズ、組成、形状および均一性
に依存する。また、この値は光の波長にも依存し、Ｃabsの波長に対するプロットから粒
子の純粋な吸収プロフィルが得られる。組成が均一な任意の球状粒子のＣabsの波長に対
するプロフィルは、RayleighまたはMieの理論によって計算し得る。我々の用語では、Ｃa

bsは不可逆的光吸収と関係がある。Ｃabsの性質は、我々が消衰(extinction)断面積Ｃext

を定義する以下の項を参照することによって、さらによく理解し得る。
【００６４】
相対吸収断面積Ａcsr

　相対吸収断面積Ａcsrは、粒子のＣabsを粒子の物理的断面積πａ2で割った比として定
義され、ここでａは粒子の半径であり、すなわちＡｃｓｒ=Ｃabs／πａ2である。Ａcsrは
、粒子を取り巻く面積に当たる光子を非可逆的に吸収する、粒子の能力の目安を提供する
。Ａcsrは、粒子の組成、形状およびサイズと光の波長に依存して、０から６の範囲の値
を有し得る。１よりも大きな値は、粒子がその物理的寸法を超えて到達し、光子をそれに
引きつけ、吸収することを意味する。物理学の文献では、Ａcsrを粒子の吸収効率因子と
呼ぶ。この命名法は、Ａcsrが効率に似つかわしくない、１より大きな値を持ちうるので
、誤解を招きかねない。
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【００６５】
粒子の光散乱断面積（Ｃsca）
　散乱粒子によって吸収された（ここで、「吸収された」には可逆的吸収と非可逆的吸収
とが含まれる）光の光子が、吸収された光子と同一の波長で再び放射される、有限の可能
性がある(量子力学的な観点)。再び放射された光子は、入射光子の方向と異なった方向に
放射され得る。すなわち、入射光子は吸収と再放射によって散乱される。入射波長での粒
子の散乱断面積（Ｃsca）は、その範囲に当たる光子（量子力学的な観点では、吸収され
、次いで再び放射される）が散乱されるように粒子を取り巻く面積として定義される。Ｃ

scaは通常、ｃｍ2またはμ2の単位で表され、粒子の組成、形状、サイズおよび均一性と
波長に依存する。光散乱プロフィルＣsca対波長は、RayleighまたはMieの理論を使用して
、組成が均一な任意の球状粒子に対して計算し得る。
【００６６】
粒子の物理的ないし幾何学的断面積に対するＣscaの比（Ｓcsr）
　粒子のＣscaを粒子の物理的ないし幾何学的断面積で割った比πａ2（ここで、ここでａ
は粒子の半径である）によると、光子を引きつけ、吸収し、粒子を取り巻く面から再び放
射する、粒子の能力に対する目安が得られる)。すなわち、Ｓscr＝Ｃsca／πａ2である。
物理学の文献では、Ｓcsrを散乱効率因子と呼ぶ。
　実験的結果と理論的結果によると、Scsrの値は、粒子の組成、形状、均一性およびサイ
ズと光の波長に依存して、１から５以上の範囲にあり得る。１より大きなＳcsr値は、粒
子がその物理的寸法を超えて到達し、光子をそれに引きつけ、吸収し、次いで光子を再び
放射することを意味する。これが可能なのは、粒子の半径よりも大きな距離では、光子の
電磁波との粒子の電気的な相互作用が起き得るからである。一般に、Ｓcsrは粒予サイズ
が大きければ大きいほど大きくなる。小さな粒子（約４０ｎｍ未満）に対しては、Ｓcsr

は１より小さく、それより大きな粒子に対しては、Ｓcsrは１以上であり、それより大き
な粒子に対しては５の値に達し得る。
【００６７】
粒子の消衰断面積（Ｃext）
　光散乱粒子の消衰断面積Ｃextは、散乱断面積（Ｃsca）と粒子の吸収断面積（Ｃabs）
の和として定義される。
　Ｃext＝Ｃsca＋Ｃabs　　　（３）
Ｃextは通常、ｃｍ2またはμ2で表す。
　任意の粒子の消衰断面積Ｃextは、通常の吸収分光計により、与えられた任意の波長で
即座に測定し得る。Ｉo（光子／秒）を濃度がＮ粒子／ｃｍ3の粒子の懸濁液に当たる光ビ
ームの強さとする。Ｘ（ｃｍ）は、溶液の濃さであり、Ｉ（光子／秒）は距離ｘを横断し
た後に溶液から出る光の量である。この強さは、Ｃextとの間に式
　Ｉ(λ)＝Ｉ(λ)ｅ

-NＣext(λ)
x　　　（４）

の関係がある。この式は、これらのパラメータがλに依存することを明確に示す。光検出
器は散乱光を検出しないように設置されていると仮定している。
　粒子が純粋な散乱体である場合、すなわちいかなる光も非可逆的に吸収しない場合、Ｃ

ext＝Ｃscaであり、上記の式は
　Ｉ＝Ｉoｅ

-NC
sca

x　　　（５）
　 ＝Ｉoｅ

-tx　　　　　 （６）
と書かれる。
　ここで、ｔ=ＮＣscaは、懸濁液の濁り度(turbidity)である。
【００６８】
モル吸光係数
　化学の分野では、与えられた波長で溶液中の物質が光を吸収する強さは、Ｍ-1ｃm-1の
単位をもつモル吸光係数ｅで示される(Ｍはモル／リットルを表わす)。この係数は、実験
的に決定される吸光度と下記式の相関がある。
　Ａ(λ)=ｅ(λ)Ｃx　　　（７）
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【００６９】
出願人により開発された粒子光散乱パラメータ研究用の公式
　次に、出願人は自身の理論的方法を簡単に提示する。当業者は、以下の方法を使用して
サイズ、形状、および均一性の特定の粒子パラメータを評価、修正および調整して、容易
に検出、測定し得る、１つ以上の望ましい光散乱特性を導き出すことができる。試料のタ
イプ、診断方式、および装置手段の限界に関して考慮する必要がある。例えば、１つの応
用では、高い非特異的光バックグラウンドを含む固相試料について処理能力の高い検査装
置によって多分析物の検出が行なわれるが、別の応用では溶液中の単一分析物の検出が医
務室で行なわれる。
【００７０】
　出願人の主な関心は、粒子のタイプを分析的アッセイおよび診断的アッセイ用に最適化
することにあった。粒子は、種々の媒質中で適切な化学的安定性を付与するため、これら
の応用のほとんどでポリマー、蛋白質等の高分子物質で被覆する必要がある。これは当技
術分野では知られている。出願人はまた、抗体、受容体、ペプチド等の結合剤を粒子の表
面に配置して、被覆された粒子を分析または診断の方式で使用し得るようにする。いくつ
かの応用では、この結合剤は、溶液中の粒子を安定化し、かつ分析物と結合する特異的な
認識結合成分を提供する点で、二元機能を果たす。抗体のようなタンパク質による粒子の
被覆はこの技術分野では既知である。しかしながら、出願人は、いくつかの場合ではサイ
ズおよび／または形状および／または組成が類似した、様々なタイプの粒子の光散乱シグ
ナルの１つ以上の個別のパラメータを測定することに関心があったが、被覆された粒子の
１つ以上の特異的な光散乱特性の、このような光学分割能（optical resolvability）が
可能であるかどうかは不明であった。
【００７１】
　出願人は、これらのタイプの材料によって被覆されていないタイプの粒子に対しては、
表面上の結合剤、非光吸収ポリマー(スペクトルの可視領域で)、または他の材料の薄い被
覆が存在しても、光散乱特性は、それと気付くほどには変更されないことを物理実験と理
論モデリングによって突き止めた。「薄い被覆」とは、粒子の表面を覆う、様々な量およ
び組成の上記の材料の単分子層をいう。
【００７２】
　出願人は、被覆された、あるいは被覆されていない粒子の懸濁液について、任意の波長
で吸光度を測定することによって、その波長におけるモル吸光係数を求め得ることを突き
止めた。
このとき、その波長におけるモル吸光係数は、式（７）と、粒子濃度をＮ（粒子／ｃｍ3

）からＣ（Ｍ）へ変換する次式とによって計算し得る。
　Ｃ（Ｍ）＝１０００Ｎ（粒子／ｃｍ3）／６．０３×１０23　　　（８）
　モル吸光係数は、消衰断面積Ｃextとの間に（逆もまた同じ）式
　ｅ（Ｍ-1ｍ-1）
　＝［Ｃext（ｃｍ2／粒子）６．０３×１０23］／２．３０３×１０００　　　（９）
　＝２．６３×１０20Ｃext（ｃｍ2／粒子）　　　　　　　　　　　　　　　　（１０）
または
　Ｃext（ｃｍ2／粒子）
　＝２．３０３（Ｍ-1ｍ-1）×１０００／６．０３×１０23　　　（１１）
　＝３．８２×１０-21ｅ（Ｍ-1ｍ-1）　　　　　　　　　　　　 （１２）
の関係がある。
式（９）または式（１０）によると、Ｃextからｅを計算し得る。
【００７３】
　前に記載したように、粒子に対しては、消衰断面積（Ｃext）が散乱断面積と（Ｃsca）
と吸収断面積（Ｃabs）の和と等しいことが当技術分野でよく知られている。吸光係数ｅ
は、光子の入射ビームからの非可逆的な吸収ならびに散乱（吸収および再放射）による損
失を反映する。後に示すように、出願人は、実験的に、あるいは計算によって、消衰断面
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積から値を求めた粒子のモル吸光係数を使用して、粒子の吸収能を、例えば蛍光体の吸収
能と比較し得ることを突き止めた。
【００７４】
光散乱効率（Ｓeff）
　出願人は、被覆された、もしくは被覆されていない粒子に対し、蛍光効率Ｑｒからの類
推により、粒子によって吸収された光（可逆的吸収＋非可逆的吸収）のうち、散乱光とし
て再び放射される光子の割合として、光散乱効率Ｓeffを定義し得ることを突き止めた。
数学的には、出願人は散乱効率を式
　Ｓeff＝Ｃsca／Ｃext　　　　　　（１３）
　＝Ｃsca／（Ｃsca＋Ｃabs）
によって定義する。
　純粋な散乱体である粒子、すなわち光子を非可逆的に吸収するが、吸収して再び放射す
るにすぎない材料から構成される粒子に対しては、Ｓabsは０に等しくＳeffは１に等しい
。小さなポリスチレン粒子は、スペクトルの可視領域では純粋な散乱体として挙動し、こ
れらの粒子に対しては、Ｓeffは１に等しい。可逆的に非可逆的に光子を吸収する材料か
ら構成されている粒子に対しては、Ｓeffは１より小さい。金粒子は、スペクトルの可視
領域で後者のタイプの挙動を示す。
【００７５】
粒子により散乱された光の強さ
　出願人は、被覆された、もしくは被覆されていない粒子によって散乱された光の強さは
、毎秒（可逆的に、および非可逆的に）吸収される光子の数と吸収された光子のうち、再
び放射される光子の割合との積によって求め得る（量子力学的な観点）ことを突き止めた
。光散乱強さの測定は通常、吸収される光の量、Ｉabs（毎秒吸収される光子）が式
　Ｉabs＝Ｉo ２．３０３ｅＣｘ　　　　　　（１４）
で与えられる希薄溶液中で行なわれる。Ｉoは入射光の強さ（光子／秒）、εはＭ-1ｃｍ-

1で表したときの粒子のモル吸光係数、粒子のＣはモル濃度、ｘは単位ｃｍの光路長であ
る。
　出願人はさらに、照射光の強さの合計Ｉs、すなわち全光散乱角にわたって積分した強
さは、式
　Ｉｓ＝２．３０３Ｉｏ(λ)Ｓeff(λ)ｅ(λ)Ｃｘ　　　　　　（１５）
［式中、Ｉｏ(λ)は照射光の強さである］によって与えられることに気付いている。この
式は、蛍光体に対する式（２）に匹敵する。
　ＣscaとＣextによって表したεとＳeffに対する式を上式に挿入すると、その結果から
、散乱光の強さが散乱断面積（Ｃsca）の大きさに正比例する上、それによって完全に決
定されることが分かることに注意する。これは、様々な粒子の相対散乱強さを、その散乱
断面積から予測し得ることを意味する。
【００７６】
粒子の特異的な光散乱特性
　次いで出願人は、多種多様のアッセイ方式を用いて種々の試料タイプ中の分析物を検出
するのに使用し得る、最も重要な光散乱特性のいくつかを簡単にまとめる。測定した光散
乱特性で検出されたものは、次のうちの１つまたはそれ以上である。散乱光の強さ、波長
、色、偏光、角度依存性、およびＲＩＦＳＬＩＷ(散乱光の強さおよび／または波長の回
転性個別変動)。
【００７７】
　被覆された金属様の粒子と被覆されていない金属様の粒子とは、同様の光散乱特性を有
し、両方とも、非金属様の粒子と比較して優れた光散乱特性を有する。出願人はさらに、
１つまたは別の形態で、種々の試料タイプ中の金属様の粒子から光散乱属性を測定し得る
ように、サイズ、形状、組成、および均一性を変動させることにより、金属様の粒子にお
ける光散乱特性のタイプを調整することが従来よりも簡単であることを突き止めた。
【００７８】
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　金属様の粒子を極めて高い感度で検出し得る。個々の粒子は、廉価で使い方が簡単な装
置により、ＤＬＡＳＬＰＤ照射検出法を用いて、単一粒子の限界まで測定される。
【００７９】
　ＤＬＡＳＬＰＤタイプの照射検出法による白色光ないし同様の広帯域照射の下で色を測
定することにより、１つ以上の金属様の粒子が試料中で検出される。例えば、直径が４０
ｎｍ，６０ｎｍ，８０ｎｍのほぼ球状の金の粒子（例えば結合剤で被覆したもの、分析物
と結合したもの、溶液中に放出されたもの、もしくは固相と結合したものなど）と、直径
約３０ｎｍの銀の粒子は、各粒子の散乱光の個々の固有色によって各粒子のタイプを確認
し、かつ強さを測定することによって試料中で容易に検出、定量し得る。これは、マイク
ロタイターのウェルやマイクロアレイ・チップなどの固相上で、あるいは溶液中で行ない
得る。溶液中での測定は、固相方式の場合のようには粒子が空間的に識別されないため、
それよりも複雑である。例えば、スペクトルの様々な波長または色の領域を測定するよう
に設置した一連の検出器を通り過ぎるように溶液を流すことにより、溶液中の様々なタイ
プの粒子を検出することができ、これらの様々な波長における強さが測定される。別法と
して、フロー・システムの有無に関わらず、一連の様々な照射波長および／または検出を
使用して様々な粒子のタイプを検出し得る。
【００８０】
　固相の分析的応用に対して、粒子の濃度によっては、粒子計数法から積分光強度測定（
integrated light intensity measurements）に切り替えることにより、極めて広範囲の
濃度の金属様の粒子を検出し得る。極めて低い粒子密度から極めて高い粒子密度までにわ
たって粒子を検出し得る。
【００８１】
　他のアッセイ的応用では、ｐＨ、イオン強度、または他の液体特性を調整することによ
り、ビーズ、ウェル底部などの表面等の固体基材と結合した粒子を溶液中に放出させ得る
。屈折率が高めの液を添加することが可能であり、そうすれば粒子の光散乱特性が溶液中
で測定される。同様に、光散乱特性を測定する前に、種々の手段によって溶液中の粒子を
濃縮して小量もしくは小さな面積とし得る。ここでも、測定する前に屈折率が高めの液を
添加することが可能である。
【００８２】
　理論的な評価と物理学実験の両方によると、直径が上は約１２０ｎｍまでであって幾分
大きめの、任意の組成の球状の粒子に対し、割合の粒子によって散乱された光が、散乱光
前方の強度包絡線の外側に放射される(第８図参照)。出願人は、散乱光前方の強度包絡線
外の角度での散乱光の検出および測定が、光ビームと他の光散乱性の構成部品と検査対象
物からの非特異的な散乱光をかなり低減することに対応することを突き止めた。これは、
多くの試料に対して、特異的な光散乱シグナル／非特異的な光散乱シグナルの比をかなり
上昇させる。
【００８３】
　様々な方向にある粒子によって散乱される光の強さと散乱光の偏りの状態とは、波長と
入射光の偏りとに依存し、また粒子のサイズ、形状および均一性に依存する。以下で我々
は、ある種のタイプの粒子によって様々な方向に放射された光の強さと偏りの状態に関す
る最も重要な事実のいくつかをまとめる。
【００８４】
　球状の形状の小さめの（小さめのとは、光の波長と比較して約１／２０以下をいう）粒
子は、同位体双極性の散乱体または放射体として振舞う、すなわち光が大きく偏っている
。これは、通常は直線双極性放射体として振舞う蛍光分子にとって極めて異様である。例
えば、このような粒子は、偏っていない光を照射すると、φ＝０、θ＝９０（図２０参照
）の方向へ散乱された光は、１００％直線偏光である(Ｐ＝１)。この特性によると、多種
多様なタイプの試料において、光散乱特性を特異性と感度が蛍光分子のものよりも高い、
分析物の検出が可能となる。
【００８５】
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　さらに大きな（光の波長の１／２０より大の）粒子では、サイズが大きくなるに従って
偏光度Ｐが小さくなり、波長依存性も高くなる、ある範囲の粒子サイズが存在する。粒子
が非常に大きくなるに従い、θ＝０、φ＝９０°の方向で偏光度が０に近づく。偏光の変
化が最も大きくなる、すなわち偏光度対サイズの傾きが最大となる、あるサイズの範囲が
存在するらしい。この傾きが変化する領域は、ある種の分析的応用で、例えば、試料中の
１つ以上の分析物を検出、測定するアグルチネーション凝集（agglutination）またはア
グリゲーション凝集（aggregation）のタイプのアッセイなどで使用される。
【００８６】
　例えば、第２０図を参照すると、直径約２００ｎｍないし約１．２ミクロンなどの、あ
るサイズ範囲の大きめの球状の粒子に対して、（単色入射光について）θ＝０に対し、角
度φが－９０°から９０°までの間で変化するにつれて、１ないし０の相対値の間で光の
強さが変動する(oscillates)。すなわち、散乱光を水平面内（θ＝０）で見る場合、眼が
θ＝９０°から－９０°まで動くに連れて、光の強さが明から暗まで変動する。白色光を
照射すると、この光は、眼がθ＝９０°から－９０°まで動くに連れて色を変える。すな
わち、粒子は回折格子として振舞う。このような光散乱特性は、多種多様のタイプの試料
中の１つ以上の分析物を、より特異的に、より高い感度まで検出するのに極めて有用であ
る。
【００８７】
　小さな非球状の粒子は、粒子の長軸に沿った吸収および放出のモーメントをもつ、やや
直線双極性の散乱体として振舞う。出願人は、ＤＬＡＳＬＰＤの照射および検出条件の下
で、通常の光学顕微鏡によって以下を観察した。
照射光が直線的に偏っている場合、非球状の粒子は、回転するに連れてちらつく。粒子は
、その配向が、その長軸が偏光の方向に配向するようにしたときに最も強く、モーメント
がこの方向と直角のときに最小となる。これに対し、小さな球状の粒子は、偏光を照射し
てもちらつかない。ある組成の非球状の粒子に対し、散乱光の色は（白色光を照射すると
）非対称度に応じて変化する。非対称性が大きくなるに従い、色はより長波長の方向へシ
フトする。例えば、通常の光学顕微鏡により、ＤＬＡＳＬＰＤ様の条件下で観察したとこ
ろ、粒子が溶液中で回転するに従って銀の非対称粒子が色を変えるのが出願人によって観
察された。出願人によって「ＲＩＦＳＬＩＷ」(散乱光の強さおよび／または波長の回転
性個別変動)と命名されたこの特性は、本発明の多種多様の観点において、試料中の１つ
以上の分析物を、より特異的に、より高感度に検出または測定するのに使用される。
【００８８】
　出願人はまた、金属様の材料から作成された粒子と、非金属様の材料および金属様の材
料から作成された粒子との、ある種の混合組成物が、追加の光散乱特性および／または追
加の物理特性に対応することをも突き止めた。これらの特性には、起電力（ＥＭＦ）場を
印可することによって粒子を操る能力などが含まれる。粒子のこの特性は、本発明の１つ
以上の観点の粒子について、多種多様の様式で使用し得る。次いで出願人は、粒子依存性
の光散乱特性と、試料中の１つ以上の分析物を検出するための、これらの特性の使用とに
関し、さらなる例示的な考察を提供する。
【００８９】
　先ず、様々なサイズと組成の、均一な球状の粒子によって本発明を説明することが有用
であろう。しかしながら、本発明の基本的な観点は、当業者なら突き止め得るように、非
球状の粒子に対しても適用し得る。さらに、本発明を３００ｎｍないし７００ｎｍの入射
光の波長によって説明することも有用であろう。しかしながら、本発明の基本的な観点は
、ほぼすべての波長の電磁放射に対しても適用し得る。「光」とは、紫外線、可視光線、
近赤外線、赤外線、およびマイクロ波の周波の電磁放射線をいう。種々のタイプの非金属
様の粒子を代表させるため、ポリスチレン粒子を使用して本発明を説明することは、さら
に有用であろう。他の非金属様の粒子のタイプとしては、ガラスその他の多くのポリマー
化合物から構成されるものなどがある。このような粒子は、ポリスチレンとほぼ同様の光
散乱特性を有する。
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【００９０】
　同一の強さと波長の入射光を照射した様々な粒子からの散乱光の相対的な強さは、それ
らのＣscaを比較することにより、直接比較し得る。Ｃscaが高ければ高いほど、散乱力（
光散乱の強さ）が強くなる。以下の項で、我々は「散乱力」の語をＣscaないし散乱光の
強さを意味するものとして使用する。
【００９１】
　我々は、３００ないし７００ナノメートル（ｎｍ）の範囲を超えた入射波長に対して、
水中の、サイズが均等で組成の異なった小さい球状の粒子の散乱力を計算した。これらの
計算では、標準的なハンドブック中に真空中の様々なバルク材料に対して表にしてある屈
折率対波長の値を使用した。
【００９２】
　いくつかの粒子組成に対し、散乱力は３００から７００ｎｍまで連続的に低下するが、
その一方で、他の組成に対しては、散乱力対波長のプロフィルはピークまたはバンドを示
す。これらのピークまたはバンドがスペクトルの可視領域にあると、入射光が白色光であ
る場合、粒子によって散乱された光は発色する。
【００９３】
　例示的な目的で、我々は以下の表のいくつかで、様々なタイプの直径１０ｎｍの粒子の
光散乱特性の種々の比較を示す。これらの１０ｎｍの粒子に対して示される、散乱光の相
対的な振幅および波長一般的な傾向は通常、上は約１００ｎｍまでの大きめの粒子につい
て同一である。例えば、表１の計算は、直径１０ナノメートルの粒子に対して行なった。
しかしながら、小さな粒子（光の波長の約１／２０）に対し、光散乱の強さ対波長のプロ
フィルは、小さな粒子の限界にとどまる限り、粒子サイズが大きくなっても形状は変化し
ない。粒子のサイズが大きくなることによる見かけの効果は、プロフィルのグラフの幅を
大きくすることである。小さな粒子の散乱力が半径の６乗で強くなることが理論物理学と
光散乱の技術分野でよく知られている。直径１０ｎｍの粒子に対して得られる値から、直
径１０ｎｍの粒子の光散乱力に（ｄ／１０）6（ここでｄの単位はｎｍである）を掛ける
ことにより、直径ｄの任意の小さな粒子の相対的な散乱力を当業者なら計算し得る。この
方法は、当業者なら、分析物の存在を検出するために粒子の散乱光の強さが使用される、
種々の診断的アッセイの応用において、ある種の粒子の有用性を求めるために使用し得る
。
【００９４】
　我々の理論的、物理学的実験から、我々は、この一般的な関係がまた、Rayleigh限界の
範囲外の、より大きな粒子、すなわち直径が約３０ｎｍより大きな粒子ににも適用し得る
ことを見出して驚嘆した。
【００９５】
　表１に、粒子が光を最も強く散乱する可視領域におけるＣscaの計算値（光散乱力）と
、その相対的な波長の近似値を提示する。表１のデータによると、金属様の粒子は、例え
ばポリスチレン粒子よりもはるかに強力な光散乱体であることが示唆される。
【００９６】
　第２６図に、ある種のタイプの１０ｎｍの球状の粒子に対する、光散乱強度対波長のプ
ロフィルの選択された計算値を示す。金または銀から構成される小さな粒予は、可視波長
領域で極めて顕著な散乱ピークと吸収ピークを示し、その一方で銅の粒子は、この領域で
小さな散乱ピークと吸収ピークを示す。金と銀によって散乱された光の極大は、それぞれ
約５３０ｎｍと３８０ｎｍで起きる。光散乱の極大から遠く外れた入射光波長でも、金、
銀、および他の金属様の粒子の光散乱力は、同じサイズの非金属様のポリスチレン粒子よ
りもずっと強い。
【００９７】
　表２に、入射（照射）波長がずっと長い波長の方向へシフトしたときの、直径１０ｎｍ
の金属様の粒子とポリスチレン（非金属様の）光散乱力（Ｃsca）の計算値を示す。多種
多様の分析物および診断的アッセイでは、より長波長で作業することが好ましい。表２に
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ことと、金属様の粒子が、例えばポリスチレンなどの非金属様の粒子よりもずっと優れて
いることを示す。例えば、金粒子に対する５３０ｎｍの光散乱の極大からはるかに外れた
波長である、入射光波長７００ｎｍでは、このデータによると、金粒子の散乱光の強さは
、同様のサイズと形状のポリスチレン粒子の約２２０倍である。我々は、スペクトルの可
視波長領域にわたって、金属様の粒子の光散乱力（強さ）が非金属様の粒子よりもずっと
大きいことを実験で実際に観察した。
【００９８】
　これらの結果から、金属様の粒子は、サイズと形状が匹敵する非金属様の粒子よりもず
っと大きな光散乱力を有し、シグナル発生検出システムが望ましい、ほとんどの分野での
使用に対して、分析、診断の追跡子として広く応用し得ることが示唆される。例えば、分
析物の有無を検出するように設計された任意のアッセイでも、粒子からの散乱光を検出す
ることによって応用し得る。
【００９９】
　表１

【０１００】
　表２
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【０１０１】
　表３は、直径が異なる球形の金粒子についてのモル１０進（decadic）吸光係数（ε）
の計算値と実験的に測定して求めた値との比較を示すものである。
　本発明者は最大値の波長におけるε値を前記の表現を用いて計算した。測定ε値は、光
の吸収を、標準的な分光光度計で、計算された最大吸収波長において測定することにより
得られた。計算で求めたε値と実験的に測定して求めたε値との間の一致は、完全ではな
いが、極めて良好である。観察結果と結果結果との間に認められる約２倍の相違は金粒子
の規定直径が不正確であったことを反映している可能性がある。実験法の詳細は実施例の
部分に与えられる。
【０１０２】
　表３
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【０１０３】
　入射光の可視波長において、金属様粒子の光散乱力（即ち、ＣSCA）はポリスチレンの
ような比較用の非金属様粒子のそれよりはるかに大きい。金属様粒子の光散乱性と非金属
様粒子の光散乱性との間のもう１つの重要な相違は、金属様粒子の場合、同じ組成を持つ
が、サイズが様々である金属様粒子の散乱光強度－対－入射光波長の分布が全く異なって
いてもよいと言うことである。これは非金属様粒子とは対照的な点であって、非金属様粒
子の場合は、直径約１０ｎｍ乃至数百ｎｍのサイズ範囲でその分布は同じである。これら
の相違は、各種試料中の金属様粒子をより明確にかつより敏感に検出するのに極めて有用
である。銀、金、銅及びアルミニウムの色々な直径の粒子で最大の光散乱が起こる入射波
長を表４に示す。
【０１０４】
　図１６は、ポリエチレン化合物（ＭＷ＝２０，０００）により被覆したものとポリエチ
レン化合物なしの、直径１００ｎｍのほぼ球状の金粒子についての、実験的に測定した散
乱光強度対入射光波長のプロファイルである。データは、被覆したまたは被覆していない
直径１００ｎｍの金粒子の波長依存性光散乱強度特性が非常に類似していることを示す。
【０１０５】
　図２７は、直径を変えた球状金粒子の、散乱光強度対入射光波長スペクトルのプロファ
イルの計算値を示す。金粒子のサイズが増加するにしたがって、散乱光強度ピークの波長
はより長い波長にシフトする。直径４０、６０、８０、１００ｎｍの被覆したまたは被覆
していない金粒子のこれらの光散乱特性を直接観察した。これらは、溶液中で白色光源で
照射したときに、またはＤＬＡＳＬＰＤ照射法を用いる光学顕微鏡下で、緑色、黄緑色、
橙色、および赤橙色の粒子として見える。小さい球状銀粒子は青色に見える。したがって
、種々の種類の結合剤で被覆した金属様粒子を、分析的アッセイにおいて多くの方法で用
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いることができる。種々の種類の金属様粒子の散乱光の色特性により、多数分析物の可視
検出が可能となる。例えば、それぞれ異なる種類の結合剤で被覆した直径４０、６０、８
０および１００ｎｍの球状金粒子および直径２０ｎｍの銀粒子を同じ試料中で用いて、試
料中の５つの異なる分析物を検出することができる。一つのフォーマットにおいては、５
つの異なる種類の細胞表面レセプター、または細胞表面に存在する他の表面構成物を検出
し可視化することができる。これは、細胞の表面に結合した、異なるように被覆された粒
子の散乱光色を、白色光照射で光学顕微鏡を用いてＤＬＡＳＬＰＤ条件で検出することに
より可能である。分析物の数および種類は、検出された緑色、黄色、橙色、赤色および青
色の粒子の数により識別される。同様に、染色体および遺伝分析、例えばインサイチオ(i
n situ)ハイブリダイゼーション等もまた、上述した方法を用いて、異なる種類の金属様
粒子を「染色体塗料」として用いて、試料中の異なる種類の核酸配列、核酸結合蛋白質、
および他の同様の分析物を、異なる種類の金属様粒子の散乱光の色により識別することに
より行うことができる。これらの例は、例証として提供されるものであり、当業者は、異
なる種類の金属様粒子の散乱光の色を、単一または多数分析物の検出のための多くの異な
るアッセイフォーマットにおいて用いうることを認識するであろう。
【０１０６】
　したがって、特定の種類の球状金属様粒子のサイズを調節することは、その散乱光の色
および／または他の特性を用いることにより種々の試料における検出可能性を高める有用
な方法である。白色光源を用いることにより、２つまたはそれ以上の異なる種類の粒子を
非常に低い濃度まで容易に検出することができる。
【０１０７】
　表５は、金粒子サイズの適度の増加が、粒子の光散乱力（light scattering power）(
Ｃsca)を大きく増加させることを示す。最大Ｃscaのための入射波長は、粒子サイズにし
たがって顕著に増加し、散乱光強度の大きさは顕著に増加する。例えば、直径４０ｎｍ、
１００ｎｍおよび１４０ｎｍの金粒子について、最大Ｃscaのための入射波長は、それぞ
れ約５３５ｎｍ、５７５ｎｍおよび６３５ｎｍである。白色光により照射したとき、４０
ｎｍの金粒子は約５３５ｎｍの波長を強くかつ選択的に散乱し、粒子は緑色に見えるが、
１００ｎｍの粒子は赤橙色に見え、１４０ｎｍの粒予は赤色に見える。これはさらに、白
色光で照射したとき、同一の組成であるが異なるサイズのある種の金属様粒子を、同じ試
料中で散乱光の色により互いに区別しうることを示す。散乱光強度の相対的な大きさを測
定し、散乱光の色または波長依存性とともに使用して、高い非特異的光バックグラウンド
を有する試料中においてさえも、同じ試料中で異なる粒子をより特異的にかつ高い感度で
検出することができる。
【０１０８】
　これに対し、非金属様粒子については、これらの粒子はこのような特定の種類の光散乱
特性を有さず、したがって、ほとんどの種類の試料媒体中において、非金属粒子を検出す
ることは金属様粒子と比較してより困難である。
【０１０９】
　表４
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　表５
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【０１１１】
　入射光の光路に対して直角方向における光散乱強度を比較することによって、同等の形
状及び寸法であるが異なる組成の粒子の相対的な光散乱力を実験的に直接比較することが
できる。本発明者らは、入射光の光路に対して直角方向における散乱光を測定するような
設計で本発明者らが作成し、他の文献においても記載している光散乱装置を用いて、同等
の寸法及び形状の金及びポリスチレン粒子の相対的な光散乱力を実験的に比較した。表６
は、両方の粒子のタイプを同等の入射可視波長において比較すると、金からなる粒子の実
験的に測定された散乱力は、ポリスチレンからなる粒子の散乱力よりも遥かに大きいこと
を示す。表６の実験的に測定された値は、算出された値よりも２又は３のファクターで低
い。この違いのより大きな部分は、算出された値に対して、金粒子の実験的に測定された
モル吸光係数について約２倍低い値が得られたことに帰することができる(表３参照)。更
に、粒径においてある程度の不確実性がある(例えば、ポリスチレン粒子の調製は２１ｎ
ｍ±１．５ｎｍであり、実際の寸法は、約１．５ｎｍ大きいか又は小さい可能性がある)
。この不確実性により、定量値が、ポリスチレン及び金粒子の両方に関してより不確実な
ものになるが、相対的な光散乱力に関する基本的な結論は変わらない。最も大きな不確実
性のレベルにおいても、表６は、最小で、金粒子の散乱力は、同等の寸法及び形状のポリ
スチレン粒子のものよりも１００～２００倍大きいことを示している。
【０１１２】
　表７において、可視光の異なる波長における、同等の寸法及び形状の球状の金及びポリ
スチレン粒子の相対的な光散乱力を比較する。表７は、最大光散乱強度の波長から遥かに
離れた光波長においても、金粒子の光散乱力は、同等の寸法及び形状のポリスチレン粒子
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のものよりも遥かに大きいことを示す。これらの実験結果は、本発明者らの算出結果と合
致するものである(表２参照)。
【０１１３】
　表８は、白色入射光照明条件を用いた場合、球状の金粒子の実験的に測定された光散乱
力は、同等のポリスチレン粒子のものよりも遥かに大きいことを示す。
【０１１４】
　全体的に、本発明者らの算出した結果とここで示される実験的に測定された結果との一
致は、極めて良好である。これにより、潜在的に有用な粒子材料及び組成を同定するため
に且つかかる粒子の光散乱特製の有用性を評価するために算出結果及び算出法を用いるこ
とが確認される。多色及び／又は単色光、定常状態及び／又はパルス光、並びにコヒーレ
ント光又は非コヒーレント光を生成する光源の殆どのタイプを、照明のために用いること
ができる。本発明者らの結果によって、同等の寸法及び形状の非金属様粒子と比較して、
より明確で強い光散乱信号を金属様粒子から得ることができることが示される。本発明者
らの結果によって、本発明は、従来可能であったよりも、より少ない量の粒子を検出し、
より少ないか又はより多い量の粒子をより特定して検出する手段を提供することが示され
る。
【０１１５】
　表６

【０１１６】
　表７
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　表８
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【０１１８】
螢光と比較した粒子の光発生力
　螢光は、現在、分析物の存在又は不存在を検出するためにデザインされた多くのアッセ
イに用いられている。
　フルオレセインは、最も良く理解されかつ最も広く使用されている螢光化合物である。
できるだけ微量のフルオレセイン分子を検出しようと、多くの研究が行われてきた。フル
オレセインは、高いモル吸光係数（約６×１０4Ｍ-1ｃｍ-1）を有し、約０.８の非常に高
い螢光量子収率を有する。
【０１１９】
　表９は、一定の粒子のシグナル発生力の計算値をフルオレセインと比較したものである
。明らかに、単独の金又は銀の粒子が、単独のフルオレセイン分子よりもずっと強い光源
である。理想的条件下で適切な光学フィルターを用いると、良好な螢光計では、約１０-1

0Ｍ～１０-11Ｍの低い濃度のフルオレセインを検出することができる。表９に示した比較
は、この同じ螢光計で、約１０-15Ｍ～１０-16Ｍの低い濃度の６０ｎｍ金粒子を検出でき
る筈であることを示している。本発明者らは、これら知見を実験的に証明した。
【０１２０】
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　表９は、単独の６０ｎｍ金粒子からの全散乱光出力が約３５０,０００のフルオレセイ
ン分子の出力に等しいことを示している。１個のフルオレセイン分子は光学顕微鏡で直接
見ることはできないが、個々の金属様粒子を、多くの異なるタイプのサンプル及びアッセ
イ形式で、直接見ることはできる。粒子から散乱した光が目又は光検出器によって最大限
に可視化又は測定されるような角度で光をサンプルに向ける。本発明者らが分析及び診断
用途での使用のために１つの形態又は他の形態において開発したこの広く適用可能な照射
及び検出方法は、ＤＬＡＳＬＰＤ（direct light angled for scattered light of parti
cle only to be detected;検出すべき粒子の散乱光だけのために角度を合わせた直接光）
と呼ばれる。これら方法は、ほかでより詳細に説明されている。これは、単独の粒子の検
出を可能にし、そして、画像分析、光子相関分光分析、光学顕微鏡及び他の方法を包含す
る粒子計数法によるそのような粒子の定量を可能にする。対照的に、ＤＬＡＳＬＰＤ法を
用いる光学顕微鏡では、非常に大きな粒子のポリスチレンしか見えない。
【０１２１】
　表１０は、白色光照射を用いて実験的に測定した種々の大きさのフルオレセイン及び金
の粒子の相対的シグナル発生力を比較した結果を示すものである。これら結果は、表８に
示した結果と類似しており、金粒子の光発生力がフルオレセイン分子よりもずっと大きい
ことを示している。例えば、３９.９ｎｍ及び５９.６ｎｍの直径の金粒子は、白色光を照
射したときに、それぞれ約２×１０4及び約２.３×１０5のフルオレセイン分子により与
えられる光度と等しい光度を発する。
【０１２２】
　白色光を照射された金粒子により発せられる散乱光は、入射白色光中に存在する全ての
波長から構成されるが、いずれかの特定の波長で散乱する光の効率は、１又はそれを越え
るバンドの散乱光波長がより強く散乱できるように変動する。白色入射光を用いるときに
得られる現実の波長組成及び散乱光波長ｖｓ散乱光光度プロフィールは、用いられる光源
のタイプ及び光検出の方法を包含する多くの変数に依存する。表１０の結果は、２,８０
０°ケルビンの色温度の白熱光源で得られたものであり、そして、その光をサンプルに通
す前に赤外成分を少なくするため簡単なフィルターに通した。散乱光光度は、標準的な光
電子倍増管で測定した。表１０の結果は、光電管又は光源の特性について補正されていな
い。そのような補正は、ここでなされる結論に影響を及ぼさないであろう。
【０１２３】
　表９
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【０１２４】
　フルオレセイン及び異なるサイズのおおよそ球形の金粒子の、単色入射光で照らしたと
きの相対的信号発生力の測定の結果を表１１に示す。フルオレセインの試料は入射波長（
４９０ｎｍ）の単色光で照らされ、そして生じた放射光は単色でも偏光されてもいなく、
そしてフルオレセイン放射の波長特性を含んでいた。異なるサイズの球形金粒子は、入射
光の最大散乱が起こる入射波長の単色光で照らされ、そして生じた散乱光は、粒子のサイ
ズに依存して、完全または部分的のいずれかに偏光されていた。
【０１２５】
　表１０
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　表１１
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【０１２７】
　表１１は、入射単色光で照らされた種々のサイズの個々の金粒子から生じた散乱光信号
強度が、単一のフルオレセイン分子からの光信号強度に対してはるかに強いことを示す。
これらの結果はさらに、例えば入射単色光で照らされたときの金粒子のように個々の金属
様粒子が非常に低い濃度まで検出できることも示す。そのような検出力は、診断検査及び
分析用途における極端に感度の高い光散乱標識のような適切な検出法と共にそのような粒
子を使用することのために極めて有用である。
【０１２８】
　例えば内部に組み込まれた数百～数千の高度に蛍光性の分子を有するポリスチレンのよ
うな非金属様粒子は本技術において周知である。そのような粒子の例は１１０ｎｍの直径
の粒子で、その中にそれぞれ４９０ｎｍ及び５１５ｎｍの励起及び放射最大波長（これは
フルオレセインに類似している）を有する蛍光化合物が組み入れられたものである。各粒
子は平均４４００の高度に蛍光性の分子を含んでおり、そしてそのような粒子の体積は約
７×１０-16ｃｍ3であり、そしてその粒子内の蛍光分子濃度は約１０-5Ｍである。表１２
は１１０ｎｍ直径ポリスチレン、多くの高度に蛍光性の化合物分子が負荷されたポリスチ
レン粒子及び１００ｎｍ直径の金粒子の、光発生力についての試験的に測定された結果を
示す。これらの光発生力を、同じ光発生力を与えるフルオレセインの溶液と直接比較した
。１１０ｎｍのポリスチレン粒子単独からの全散乱光が約１２０００のフルオレセイン分
子からの光信号に等しいことに注目することが興味ぶかい。ポリスチレン粒子中の蛍光分
子の存在は全光信号を粒子の約１．５倍増すだけである。この粒子からの蛍光信号は、試
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料と検出器との間に、入射光波長を排除しかつ蛍光放射の波長特性を通過させる適切なフ
ィルターを使用することによって光散乱信号から分離できる。そのようなフィルターは約
３０００のフルオレセイン分子と等しい、この粒子が生み出す蛍光信号強度を生じる。１
００ｎｍの直径の金粒子は明らかに、これらの粒子に比較して放射光発生力においてはる
かに優れていた。
【０１２９】
　表１２

【０１３０】
混合した組成粒子
　混合した組成の球形粒子を、種々の診断および分析用途にそれらが利用できるかを評価
するために理論的および物理学的実験により評価した。理論的評価については、種々の厚
さの銀で被覆した金の「コア」粒子および種々の厚さの金またはポリスチレンで被覆した
銀コア粒子を検討した。「コア」という用語の意味は球形粒子を言い、その上に異なる光
散乱物質の追加の層または厚さを配し、その結果、一定割合の混合した組成をもたらす。
直接の物理学的実験は、混合組成から構成される粒子についてなされ、ここで、銀の追加
の厚さが直径１６ｎｍのコア金粒子に加えられた。これらの例証例では、金および銀が金
属様物質の代表例であり、ポリスチレンが非金属様物質の代表例である。これらの例は、
一以上の異なる金属様物質および／または非金属様物質の混合物から構成される粒子を含
む多くの異なる可能性のある組み合わせのうちのほんの少しである。
【０１３１】
　上記例証例の光散乱特性についての計算結果を表１３および１４に示す。表１３のセク
ションＡは、金のコア上に銀被覆の割合を徐々に増加させるような構成とした一連の直径
１０ｎｍ粒子について、光散乱特性が純金粒子に一層類似する特性に徐々に変化すること
を示す。最も重要なことは、一定割合の銀被覆金粒子が、このおおまかな寸法の純金粒子
と純銀粒子の特性のものに接近した入射波長において二種類の強い最大光散乱を示すこと
がこれらの計算および物理学的実験により観察されたことである。
【０１３２】
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　白色光照明を使用するDLASLPD条件下で単一光の顕微鏡を用いた直径１６ｎｍの銀で被
覆した金粒子の直接実験観察は、純金粒子調製物または純銀粒子調製物では以前見られな
かった新しい色の散乱光がこれらの粒子から観察されたことを示す。これらの粒子の多く
は明るい紫色～赤紫色の散乱光を示した。
【０１３３】
　表１３のセクションＢは、直径１０ｎｍ金球体に種々の厚さの銀で被覆した構成の混合
組成粒子についての計算結果の比較を示す。この結果は、金に対する銀の割合の変化に応
じて、これらの混合組成の光散乱特性について、表１３セクションＡで見られたと同様の
傾向を示す。追加の計算（表１４）では、銀コア粒子が種々の厚さの金で被覆された場合
、光散乱特性は、表１３に示されている金と銀の割合の変化に応じてそれらの変化に同様
の傾向を示す。
【０１３４】
　表１３

理論的および物理的実験の組み合わせから次のように決定した。金属様物質の一定混合組
成、例えば、金および銀の混合組成から構成される粒子について、多くの異なる試料のタ
イプにおいてそして特異的診断および分析用途に有用である新規な光散乱特性が発現する
。高い光散乱強度の二以上の光学的に別個の解像可能な波長をもつ粒子は、金属様物質の
組成を変化させることにより製造できる。
【０１３５】
　対照的に、非金属様物質と金属様物質との混合組成から構成される粒子は、概して、金
属様物質に対して非金属様物質が等しいかより少ない割合の金属様物質に類似の光散乱特
性を示す。金属様物質に対する非金属様物質の割合が非常に高いときにおいてのみ、表１
４セクションＢの結果が示すように、混合組成粒子の光散乱特性が非金属用物質のそれに
似ている。
【０１３６】
　混合銀－金組成および銀－ポリスチレン組成の双方とも、純金属様物質から構成される
粒子の特性である高い光散乱力および可視波長散乱バンドを示す。一定の混合組成の粒子
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は、散乱強度ピークの一方または双方から、およびまたはこれらの混合組成タイプの粒子
の色（一色または複数色）より散乱光を特異的に検出することにより検出できる。このよ
うな混合組成タイプの粒子は、より少ない量の粒子を検出する能力を、より詳細には、以
前可能であったよりもより少ない量の粒子およびより大きな量の粒子を検出する能力を増
強する。
【０１３７】
非対称粒子
　光線を基準とした非対称粒子の物理的配向は、付加的な散乱光の性質をこれらの粒子の
検出に用いることを可能にする。ＲＩＦＳＬＩＷの性質を本発明の多くの異なる態様に用
いて、試料中の一つ以上の分析物又は粒子をより特異的にかつより敏感に検出し及び／又
は測定することができる。例えば、散乱光の強度の不安定さ及び／又は色の変化は、どの
粒子が表面に結合し、どの粒子が結合しないかを知るための付加的な検出手段を与える。
これは非分離式分析（同種）の開発を可能にする。必要であることの全ては、変動しない
及び／又は色を変化させない粒子を粒子計数、強度測定等によって検出することである。
溶液中の非結合粒子は変動し及び／又は色を変化させるが、表面に結合した粒子は変動し
ない及び／又は色を変化させない。例えばビデオレコーダーのような、付加的な画像処理
手段が非対称粒子と球状粒子（対称粒子）に対して付加的な検出手段を用いることを可能
にする。例えば、分離又は非分離フォーマットのいずれかにおいて、結合粒子は、集光レ
ンズの焦点を表面に合わせて、ある時間にわたって一定である単位面積当たりの散乱光シ
グナルのみを記録することによって検出される。ブラウン運動又は他の種類の運動を経験
する溶液中の自由粒子が、これらの粒子に対する単位面積当たり単位時間当たりの可変散
乱光強度を生じる。結合した光散乱粒子は空間に固定され、運動しない。画像処理法を用
いて、"運動"光散乱粒子を"結合"光散乱粒子から分離することによって、結合粒子量を測
定し、試料中の分析物の量に相関させる。当業者は、表面に結合した粒子と、溶液中の非
結合球状又は非対称粒子とを区別するために用いることができる多くの他の画像処理方法
が存在することを理解するであろう。
【０１３８】
光散乱粒子に関連しない付加的な物理的特性を与えるための、粒子の表面又はコアへの他
の物質の添加
　ある一定の用途では、ある一定の種類の組成物を用いて、粒子の表面に"コート"するこ
とが、粒子をさらに化学的に安定化するために、又は分析的な診断アッセイへの特定の用
途に非常に重要でありうる付加的な表面結合特性を加えるために有用でありうる。例えば
、銀が迅速に酸化することは周知である。銀粒子又は、銀を含有する混合組成物の粒子の
使用に関して、銀がその化学的安定性に環境の影響をもはや受けないように金又は他の物
質の薄い被膜を表面に与えることによって、銀含有粒子を化学的に安定化させることがで
きる。
【０１３９】
　他の例では、例えば、特異的に結合した結合剤を含有するポリマー又は結合剤を取り付
けるために有用な他の物質又は粒子に対する結合剤自体のような、他の物質によって表面
を被覆することを望むことができる。これらの例の各々において、これらの"薄い"被膜は
コア物質の光散乱特性を有意に変化させることはない。"薄い"被膜とは、粒子の表面上の
単層又は同様な種類の被膜を意味する。
【０１４０】
　操作可能な光散乱粒子（ＭＬＳＰ）は、１種類以上の望ましい光散乱特性を有する他に
、これらの粒子はＥＭＰの施用によって一次元、二次元又は三次元空間において操作され
ることもできる粒子である。ＭＬＳＰ粒子は多くの種々な方法によって製造することがで
きる。例えば、小直径"コア"強誘電性、磁性又は同様な物質を望ましい光散乱特性を有す
る、非常に大きな割合の物質で被覆することによってＭＬＳＰ粒子を製造する、例えば、
磁性又は強誘電性物質の１０ｎｍ直径コアを５０、７０又は１００ｎｍ直径粒子を製造す
るために充分な金で被覆する。これは図２９Ａに示す。
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【０１４１】
　このような粒子を製造する他の方法は、望ましい光散乱特性を有する物質を磁性又は強
誘電性物質の薄い被膜で被覆することである。例えば、約５０ｎｍの金又は銀粒子を磁性
又は強誘電性物質の１～２ｎｍ厚さの被膜で被覆する。これは図２９Ａに示す。
【０１４２】
　或いは、適当な割合の光散乱性の望ましい物質と強誘電性又は磁性物質とを、粒子が形
成されるときに、適当な割合の光散乱性の望ましい物質の、粒子当たりの強誘電性又は磁
性物質に対する比率が得られるように、混合することによってＭＬＳＰ粒子を製造する。
これは図２９Ｃに示す。
【０１４３】
　上記ＭＬＳＰ粒子の代替えは、望ましい光散乱特性を有する１種類以上の粒子を、ＥＭ
Ｆによって運動させられうる１個以上の粒子と連結させる又はアセンブルさせることであ
る。この場合に、このような多重粒子構造体はＭＬＳＰと同様な性質を有することができ
る。例えば、磁性又は強誘電性物質の小粒子を、その光散乱特性が検出される１個以上の
粒子に結合させる。この結合は、安定な多重粒子構造体を生じるイオン的、化学的又は他
の手段によっておこなわれる。例えば、適当な割合で混合したときに、異なる種類の個別
粒子が一緒に架橋することによって、個別の多重粒子構造体の明確な分布が得られるよう
に、異なる粒子を適当なポリマーで被覆する。粒子を一緒に連結させて、望ましい多重粒
子構造体を得るための多くの種々な方法が存在する。例示のために、若干の可能な多重粒
子構造体を図３０に示す。図３０Ａ、Ｂ及びＣは、それぞれ、配向可能なＭＬＳＰ粒子の
ダイマー、テトラマー及びより高次の粒子構築体を示す。当業者は、これらが可能な多く
の異なる種類の多重粒子構造体の若干例にすぎず、このような構造体を製造するための非
常に多くの方法が存在することを理解するであろう。
　１種類以上の物質の混合物から成る粒子のこれらの例は、可能である種々な物質の非常
に多くの異なる組成物の若干例にすぎず、このことは当業者に自明であろう。
【０１４４】
粒度と形状の均一性
　粒子の光散乱特性の検出方法に依存して、粒子集団における粒度の大体の大きさと分布
は特に重要であると考えられる。例として、商業的に入手可能な金粒子製剤の多くは約<
１０～約<２０％あたりの変動係数の粒度分布を見積もっている。％変動係数は、粒子製
剤の平均値によって分割された粒度分布の標準偏差として定義される。したがって、２０
％の変動係数を有する６０ｎｍ粒子製剤に関して、１つの標準偏差単位は約±１２ｎｍで
ある。これは、粒子の約１０％が４８ｎｍより小さいか又は７２ｎｍより大きいことを意
味する。寸法のこのような変動は散乱光の強度と散乱光の色とに、製剤中の粒子の大体の
"平均"寸法に依存して有意な影響を及ぼす。
　本発明者等は、商業的に入手可能な粒子よりも狭い粒度分布を与えるように思われる粒
子成長方法を開発した。この方法は最初に"種子"金粒子の製剤を製造して、次に、この"
種子"金粒子製剤を用いて、化学的方法によって異なる寸法の金粒子（実施例１１と１５
参照）又は銀粒子（実施例１３参照）を"成長させる"。例えば、１６ｎｍ直径金粒子を"
種子"粒子として用いて、適当な試薬を加えることによって、より大きい直径の金粒子を
製造する（実施例１５参照）。この方法は混合組成粒子を製造するためにも非常に有用で
ある。
【０１４５】
粒子均一性－個々の粒子の散乱光の色による分析物の検出
　ある一定の用途では、個々の粒子の色を用いて、特定の種類の分析物を同定し、定量す
る。例えば、画像サイトメトリー用途では、細胞表面に付着した種々な種類の粒子の数と
色とを検出することによって、種々な種類の細胞表面抗原を同定し、計数することが重要
でありうる。このために又は任意の他の関連した種類の多重分析物を検出するために、種
々な粒子の粒度分布をできるだけ緊密に保持する必要がある。粒子製剤の平均粒子直径は
、同じ用途に用いられて、散乱光の異なる色を生じる小さい粒子と大きい粒子との平均粒
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度の寸法中点に密接する平均値又は"平均"粒度を用いて、白色光照明下で所望の色の散乱
光を生じるように選択されるべきである。この方法で、種々な種類の粒子の散乱光の色に
よるそれらの分解可能性(resolvability)が最大化する。
【０１４６】
粒子均一性－積分光強度の測定
　他のセクションでは、粒度が増大又は減少したときに散乱光の強度がどのように大きく
変化しうるかを説明した。特に、積分光(integrated light)強度測定をおこなうときに、
この強度変化を考慮しなければならない。２０％変動係数を有する上記６０ｎｍ粒子製剤
を用いる場合には、このことは、粒子の１０％が６０ｎｍよりも約３倍大きい又は小さい
強度を有することを意味する。さらに、この集団の残りの９０％における粒子は全く異な
る強度を有する。測定される多くの粒子が存在する用途では、"平均"積分光強度は６０ｎ
ｍ粒子に接近しなければならない。しかし、低濃度の粒子では、このような変化の統計学
(statistics)が試料毎の読み取り値の正確さに影響を与える可能性があり、修正アルゴリ
ズムが必要になる可能性がある。できるだけ狭い粒子分布を用いることによって、正確で
、容易な測定が促進される。
【０１４７】
それらの吸光色による分析物の検出に有用な金属様粒子
　数種類の分析物アッセイのために、分析物は、吸光特性による分析物の検出が実現可能
であるような濃度で存在する。例えば、イムノクロマトグラフィーアッセイ等の分野にお
ける現在の問題は、典型的に用いられる大きさ（４～５０ｎｍ直径）の金粒子の使用が、
それらの吸光色によって光学的に分解されることができない粒子を生成するにすぎないこ
とである。これらの粒子はフィルターペーパー又は同様な診断アッセイ固相媒体上で観察
したときにピンクから赤色までを有する。銀粒子及び他の金属様粒子の大きさ及び／又は
形状を変えることによって、多くの異なる吸光色を得ることができる。吸光による粒子の
これらの異なる色を用いて、粒子の吸光色によって異なる分析物を検出することができる
。肉眼によって検出することができるこれらの色は例えばイムノクロマトグラフィー流動
アッセイ、パネル型の及びマイクロアレイ又は大きい固相の単独又は多重分析物アッセイ
のような、多くの種類の固相アッセイに非常に有用である。銀の球状及び非対称粒子と、
他の金属様粒子のある一定の混合組成物とは吸光による広範囲な色を可能にする。
【０１４８】
粒子の光散乱特性のオートメタログラフィー(autometallography)強化
　オートメタログラフィーと関連技術を用いて既存の金属様粒子の大きさを小さい率(fac
tor)又は大きい率で拡大することができる。金属及び／又は半導体物質から成る粒子の吸
光力、特に金粒子及び銀粒子の吸光力は、肉眼又は吸光度を測定するように設定された機
器を用いて、これらの粒子の存在を定量及び／又は検出するためにしばしば利用されてい
る。このような方法は、メタログラフィーによって拡大された少数の粒子を検出するその
能力において、本発明の光散乱検出方法に劣っている。
【０１４９】
　例として、１ナノメーター直径の金粒子をメタログラフィー方法によって、１ｎｍ直径
金粒子を銀によって被覆することによって約２０分間で約１１０ｎｍの平均直径にまで拡
大したことが報告されている（Ｉｍｍｕｎｏｇｏｌｄ－Ｓｉｌｖｅｒ Ｓｔａｉｎｉｎｇ
，Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ，Ｍｅｔｈｏｄｓ ａｎｄ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，ＣＲＣ 
Ｐｒｅｓｓ，１９９５ Ｍ．Ａ．Ｈａｙａｔ編集）。この製剤中の粒子は約４０ｎｍから
２００ｎｍ直径までの大きさの範囲であり、形状において大体球状であった。意外にも、
本発明者等の計算は、１ｎｍコアトレーサー粒子の直径を１１０ｎｍにまで拡大すると、
大体１０10の散乱力の増加が生ずるが、吸光力は大体１０5だけ増加するにすぎないこと
を示す。
【０１５０】
　小粒子の直径の増加によって、最大の光散乱が生ずる入射波長は、同じ物質の小コア粒
子に比べて、非常に長い波長にシフトする。したがって、拡大粒子は拡大粒子からの光散
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乱シグナルを測定することによって小さい１ｎｍ粒子の存在又は不存在下で容易に検出さ
れる。拡大粒子に関して最大散乱が生ずる波長の入射光を拡大粒子の検出に用いることは
、非特異的な光散乱バックグラウンドの主要なソース(source)を成す小粒子に比べて、拡
大粒子のより大きく特異的な検出を可能にする。
【０１５１】
　表１４

【０１５２】
　表１５は、メタログラフィー方法又は関連方法によって大きさが増大した小粒子の光散
乱特性に関連した付加的データを示す。本発明者等の算出したデータは、粒子の大きさの
拡大が粒子の吸光力に比べて粒子の光散乱力をより大きく増加させることを実証する。例
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えば、粒子直径の２０％増加が小粒子の光散乱力を（１．２）6倍又は約３倍増加させる
。小粒子直径の２倍及び１０倍の増加は、それぞれ、約６４倍及び１００万倍を生じるが
、吸光力はそれぞれ８倍及び１０００倍増加させるにすぎない。
【０１５３】
　したがって、本発明の方法を用いて、メタログラフィー（即ち、金属様又は非金属様物
質から成る小直径上への金属様物質の被膜の付着）によって拡大された粒子の存在を定量
及び／又は検出するときに、少量のこのような粒子を検出することができ、今まで可能で
あったよりもより大きく特異的に、少量のこのような粒子を検出することができる。
【０１５４】
　上記は、コア上への金属様被膜の付着による金属様粒子コアのメタログラフィー拡大と
その後の本発明の方法による拡大粒子の検出との組合せの説明である。このような方法を
溶液中の自由な粒子及び／又は表面に付着した粒子を拡大するために用いることができる
。上記例は、光散乱による粒子の検出のために本明細書に述べた多様な対策及び方法の使
用と、コア及び被覆組成物の種々な組合せと、種々な拡大度とを包含する、この組合せの
多様な変形の１つに過ぎない。これらの代替え組合せは当業者に容易に明らかであろう。
このような組合せアプローチは、分析物を検出するためにシグナル発生と検出系とを用い
ることが望ましい、殆ど如何なる状況にも適用可能である。
【０１５５】
　表１５

【０１５６】
屈折率強化方法
　光学顕微鏡検査、テレコミュニケーション及び他の関連分野における屈折率マッチング
方法(matching technique)は当該技術分野において周知である。この方法は一般的に、光
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線が１つの媒質又はデバイスから他の媒質又はデバイスヘ、例えば１つの物質の表面から
他の異なる物質の表面へ通過するときに生ずる、非特異的な光散乱と反射とを減ずるため
に用いられる。
【０１５７】
　特異的種類の粒子の光散乱力（Ｃsca）が粒子が存在する媒質によって影響されること
が判明した。媒質の屈折率を変えると、粒子の光散乱特性に変化が生ずる。
【０１５８】
　表１６は、選択された粒子に対する媒質屈折率効果の具体的な例を与える。１０ｎｍ直
径の金、銀、及びポリスチレン球状粒子に対する算出された屈折率媒質効果を提示する。
【０１５９】
　媒質の屈折率のこの効果は、表１６が示すように、金属様粒子に対しては非金属様粒子
に比べて全く異なる。例えば金のような金属様粒子に対する媒質の屈折率が増加すると、
粒子から散乱される光の強度と最大波長との増加が生ずるが、例えばポリスチレンのよう
な非金属様粒子に関しては、光散乱力は減少する。
【０１６０】
　試料媒質の屈折率効果として、非金属様粒子に比べた金属様粒子の特有の光散乱特性を
用いて、高い非特異的光散乱バックグラウンドを有する試料を含めた試料中の金属様粒子
をより大きく特異的にかつより大きな感度で検出することができる。このことは多くの異
なる種類の診断分析アッセイのために重要である。
【０１６１】
　表１６

【０１６２】
　多くの種類の試料と診断アッセイフォーマットにおいて、試料容器及び非分析物試料成
分から非特異的な散乱され、反射される光及び他のバックグラウンド光の問題は周知であ
る。これらの非特異的光バックグラウンドは、粒子の散乱光特性の検出及び／又は測定に
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よる分析物の敏感～超敏感な検出をおこなうことを不可能でないとしても困難にする。
【０１６３】
　屈折率強化方法を用いる場合に、金属様粒子を非金属様粒子に比べて非常に大きな特異
性かつ感度で検出することができることが判明した。この方法を次に説明する。散乱光強
度に対する粒子及び媒質の屈折率の効果は下記式を用いることによって評価することがで
きる（ＲＩは屈折率ファクター(refractive index factor)である：

式中、ｒｅｆｍｅｄは媒質の屈折率であり、ｍは粒子の屈折率／ｒｅｆｍｅｄに等しい。
ｍは絶対的に波長に依存するが、正確な依存性は粒子組成及び媒質によって変化する。色
を有さない大抵の溶媒の屈折率は通常、少なくともスペクトルの可視領域において、波長
に依存しない。
【０１６４】
　屈折率の如何なる値が大きい光散乱強度を生ずるかを判定することは、高感度アッセイ
における光散乱粒子の使用にとって重要である。このことは式（１６）の屈折率ファクタ
ー（ＲＩ）から判明する。このファクターは式（１６）の分母が零であるときにその最高
値を有する。この条件に関して、屈折率ファクターは無限大を有する。したがって、高い
光散乱のための条件は、
　ｍ2＋２＝０　　　　　　（１７）
である。上記式をｍに関して解くと、
　ｍ＝√－２　　　　　　 （１８）
　＝１．４１ｉ　　　　　 （１９）
が得られ、式中、ｉ＝√－１である。上記式は、屈折率が１.４１の値を有する純粋な虚
数であるときに、屈折率ファクターがその最高値を有し、粒子からの光散乱が最大になる
ことを示す。表１６に提示した算出データは予想された傾向に従わない。さらに、屈折率
強化方法は、最大光散乱が金属様粒子に関して生ずる入射波長からはるかに移動した入射
波長において非常に良好に作用する。
【０１６５】
　屈折率強化方法の使用の具体例を次に提供する。例えば、高レベルの非特異的光散乱バ
ックグラウンドが存在する試料のような高度散乱試料において、金属様粒子と屈折率強化
方法とを次のように用いる。
【０１６６】
　当業者は、例えば、乾燥した又は湿った試料の上に水又は他の液体のフィルムを置いて
、試料媒質の屈折率を高める。これは媒質の屈折率を高める。他の例では、血清又は他の
種類の高散乱試料を、媒質の屈折率を実質的に高める高屈折率液体によって希釈する。
【０１６７】
　上記例に関して、下記プロセスが生ずる。試料の屈折率が増加すると、金属様粒子の特
異的光散乱シグナルが増加し、非特異的光散乱バックグラウンドが減少する。表１６にお
いて実証されるように、試料媒質の屈折率が金属様粒子の屈折率に近づくと、粒子光散乱
／非特異的散乱バックグラウンド比率の最大の増加が得られる。このことは、適当な媒質
屈折率値において血清タンパク質又は同様な成分(constituent)からの非特異的光散乱が
有意に減少するか又は除去されて、粒子の特異的光散乱強度は増加する。このことは、金
属様粒子の光散乱特性を分析トレーサーとして用いるときに、優れた検出シグナル／バッ
クグランド比率をもたらす。これらの方法は例えば乾燥した表面、溶液によって覆われた
表面又は溶液のような試料に適用されることができる。
【０１６８】
　これらの屈折率マッチング方法を、金属様粒子に対して長い波長で用いて、特異的な光
散乱シグナル／非特異的散乱バックグラウンド比率をさらに高めることもできる。表１６
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は金粒子と銀粒子に関する効果のみを示すが、他の金属様物質から構成される粒子を用い
ても、既述した方法によって少量の粒子を検出することができる。本明細書に述べる屈折
率強化方法の説明は、本発明のこの実施の多くの可能な変形の若干例のみを示すにすぎな
い。この方法の多くの他の変形は当業者に明らかであろう。これらの変形のいずれかを大
抵の診断フォーマットに効果的に用いて、分析物の有無を判定することができる。本発明
のこの態様は少量の粒子を検出する手段、及び少量の粒子をより特異的に検出する手段、
及び今までに可能であったよりも少量又は多量の粒子をより特異的に検出する手段を提供
する。
【０１６９】
　屈折率強化を、前述したナローバンドパスフィルター(narrow band pass filter)アプ
ローチと組み合わせる本発明の方法は、今までに可能であったよりも少量又は多量の粒子
を検出するために大きな有用性を有する。これらのアプローチは有望である。屈折率強化
方法を用いて、非特異的光散乱バックグラウンドを減ずることができ、ナローフィルター
を用いて、例えば蛍光等のような非特異的な光バックグラウンドの他のソースを減ずる又
は最小にすることができる。これらの方法の組合せは高度に最適化された粒子特異的散乱
シグナル／非特異的光バックグラウンド比率を生じて、粒子のより特異的かつより高感度
の検出を可能にする。
　上記例はこの組合せ方法の多くの可能な変形の１例にすぎない。他の変形は当業者に明
らかであろう。
【０１７０】
高度散乱性試料及び蛍光試料－血清中の光散乱粒子の検出
　哺乳動物の血清は多くの医学的に重要な物質を含有しており、これらの物質の定量及び
／又は存在は臨床実験室その他の所で測定されている。血清中のこれらの分析物の存在を
測定するために多くの異なるシグナル発生及び検出系が用いられており、これらには、例
えば蛍光、光散乱及び化学発光のような光シグナル発生方法と、直接標識方法とシグナル
増幅方法の両方を含むフォーマットに用いられる比色方法がある。天然の血清は、蛍光、
化学発光又は光散乱機構のいずれかによって非特異的光シグナルを生成することができる
多様な物質を含有する。さらに、血清はしばしば、トレーサー実体(entity)からの特異的
光シグナルの発生及び／又は検出を妨害する物質を含有する。これらの問題は、純粋な又
は殆ど純粋な血清試料中で分析物検出をおこなうことを不可能でないとしても困難にする
。
【０１７１】
　血清分析物を検出するための既存の試験系の全部ではないとしても殆どを効果的に用い
るために、血清を何らかの方法で前処理して、血清を試験に適したものにすることが殆ど
常に必要である。多くのこのような血清処理方法が存在し、最も簡単なものは恐らく血清
を希釈して、通常は本質において水性である、何らかの適当な溶液を形成することである
。他の一般的に用いられるアプローチは、特異的な光発生トレーサーの存在を測定する前
に好ましくない血清成分を除去するような、やり方で実際の試験をおこなうことである。
費用と労力の見地から、試験をおこなうために必要な努力と試薬とが少なければ少ないほ
どよい。試料を全く前処理しないことが非常に望ましい。このような能力は試験の実施に
とっても有利でありうる。本発明の方法は、殆ど純粋な血清中でこのような分析物試験を
おこなうための手段を提供し、今までに可能であったよりも高濃度の血清中で少量又は多
量の粒子をより特異的に検出するための手段を提供する。
【０１７２】
　例えば、フルオレセインのような蛍光トレーサーによって血清を分析する前に血清試料
を約５％血清の最終濃度に希釈することが一般におこなわれる。血清試料に４９０ｎｍの
単色光を照射して、非特異的散乱光バックグラウンドを最小にするために光学フィルター
を用いる。非特異的光シグナルは、１０-8Ｍ～１０-9Ｍのフルオレセインを含有するフル
オレセインの液体試料と同等である。したがって、５％血清試料中では、シグナル対ノイ
ズ比率２において１０-8Ｍ～１０-9Ｍのフルオレセインを検出することができる。９５％
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血清試料中では、フルオレセイン検出の下限は約１９倍高い、又は約１．９ｘ１０-7Ｍ～
１．９ｘ１０-8Ｍであると考えられる。したがって、光学フィルターによる９５％血清中
では、フルオレセイン検出の下限は約１．９ｘ１０-7Ｍ～１．９ｘ１０-8Ｍであり、この
量のフルオレセイン光シグナルが約２～１の（総光シグナル）／（非特異的光シグナル）
比率を生じる。
【０１７３】
　表１７は、非常に高い血清濃度において約２～１の（総光シグナル）／（非特異的光シ
グナル）比率におけるフルオレセインの実験的に測定可能な検出限界を示す。この高い血
清濃度において、散乱入射光による非特異的光シグナルを除去するための光学的濾過なし
に、フルオレセインの検出下限は約６ｘ１０-7Ｍである。
【０１７４】
　表１８は、非常に高い血清濃度において、入射光の散乱による非特異的光シグナルを除
去する光学フィルターを試料と光電子増倍管との間に配置する場合のフルオレセイン検出
の下限を示す。この状況において、高血清濃度におけるフルオレセインの検出の下限は約
２ｘ１０-8Ｍである。
【０１７５】
　フルオレセインとは対照的に、表１７セクションＢと表１８に提示した結果は、光学濾
過の不存在下で９５％血清中の５９．６ｎｍ直径の金粒子の存在は約１．８ｘ１０-12Ｍ
の濃度において２～１の（総光シグナル）／（非特異的光シグナル）比率で検出されるこ
とができる。血清から観察される非特異的光シグナルは、約５ｘ１０-7Ｍフルオレセイン
からの非特異的光シグナルに等しい。これらの同じ条件下で、高血清濃度中の６０ｎｍ直
径ポリスチレン粒子は約６ｘ１０-9Ｍの下限において検出されることができるにすぎない
。
【０１７６】
　表１７

胎児ウシ血清はＢｉｏｗｈｉｔａｋｅｒ（Ｗａｌｋｅｒｖｉｌｌｅ，ＭＤ）から購入、カ
タログＮｏ．１４－５０１Ｆo血清は販売前に１μフィルターを通過したものであり、透
明であったが、わら色であった。血清ｐＨはｐＨ９～９．５に調節した。放射光の波長濾
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過はおこなわなかった。
（ａ）この場合に得られる光シグナルは１の値を表す。このシグナルは３．７ｘ１０-7Ｍ
フルオレセインに等しかった。
【０１７７】
　表１８

【０１７８】
　表１９に提示した結果は、９５．７％血清中の１００ｎｍ直径金粒子、１１０ｎｍ直径
ポリスチレン粒子及び粒子当たり４，４００分子の高蛍光化合物を含有する１１０ｎｍ直
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径ポリスチレン粒子の相対的検出限界（約２～１の総光シグナル／非特異的光シグナル比
率において）の比較を示す。これらの結果はさらに、１００ｎｍ直径金粒子が、ポリスチ
レンから成る又は高蛍光化合物の多くの分子を含有するポリスチレンから成る１１０ｎｍ
直径粒子よりも非常に低い濃度で検出されうることを実証する。金粒子は血清中で他の非
金属様粒子よりも約２３０分の１低い濃度において検出されることができる。
【０１７９】
　表２０は、高濃度の血清を含有する溶液中と水のみを含有する溶液中の同じ濃度の５９
．６ｎｍ金粒子から、同じ照明条件下で測定された散乱光の量を比較する。これらの条件
下で、１．８ｘ１０-12Ｍの金粒子濃度が約３のシグナル／バックグラウンド比率におい
て検出可能である。これらの結果は、血清の存在又は任意の一般的な成分は金粒子の光散
乱力に直接の影響を及ぼさないように思われる。金属様粒子の光散乱特性のこのような安
定性と不活性さがこのような粒子を例えば、多くの他の成分を含有する、血清及び他の関
連試料のような試料中で特に有用なものにする。
【０１８０】
　血清中の１００ｎｍ直径球状ポリスチレン又は金粒子の検出は、さらに具体的な例を提
供する。
　哺乳動物の血清は約３．７ｇ％のタンパク質を含有し、その約２／３が血清アルブミン
である。血清中のポリスチレン粒子の検出は、血清中のタンパク質及び他の物質並びに多
くの他のソースに起因する非特異的光散乱によって妨害される。ポリスチレン粒子と、血
清中のタンパク質及び他の物質との光散乱強度対入射可視波長プロフィルの類似性が、血
清又は任意の他の高度散乱媒質中のポリスチレン粒子を検出する能力を重度に限定する。
【０１８１】
　表１９
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【０１８２】
　表２０

金粒子はそれぞれ５９．６ｎｍの実測直径を有した。９５．７％血清はわら色を有し、１
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ｃｍ路程と５４３ｎｍ波長において約０．１４の光学密度を有する。約５ｍｍの内径を有
する６ｍｍｘ５０ｍｍガラス管中で限界散乱測定をおこなった。血清による吸光度が散乱
光シグナルを約１５％減ずることが推定される。
【０１８３】
　血清を照射するために３００ｎｍではなく５７５ｎｍの入射波長を用いると、非特異的
光散乱シグナルが約１３分の１に減少するが、ポリスチレン粒子からの特異的散乱シグナ
ルもほぼ同じ程度に減少する。ポリスチレン又は他の非金属様粒子の照射波長の増大して
も、特異的シグナル／バックグラウンド比率、即ち、試料中のポリスチレン粒子の検出可
能性は有意に増加しないように思われる。これに反して、照射及び／又は検出の可視波長
を増大することによって、金属様粒子は非金属様粒子に比べて大きいシグナル／バックグ
ラウンド比率まで検出される。１００ｎｍ直径金粒子は水と同様な水性媒質中で約５７５
ｎｍの波長を中心に光を散乱させる。約５７５ｎｍの波長の単色光によって試料を照射す
ると、金粒子からの最大光散乱シグナルが発生し、非特異的光散乱シグナルが有意に減少
する。例えば、これらの条件下で、総非特異的光散乱は３００ｎｍの入射波長に関する３
００ｎｍの照射波長に比べて、約１３分の１に減少する。
【０１８４】
　血清試料を入射白色光と、問題の波長外の光（約５７５ｎｍを中心とする特定バンドよ
りも小さい又は大きい）の量を最小にする適当な光学フィルターとによって照射すること
は、血清中のより少ない量の金属様粒子を検出するための他の手段を提供する。これらの
条件下で、金粒子からの最大光散乱強度を生じる入射加視波長が用いられ、血清タンパク
質及び他の物質並びに他のソースに起因する非特異的光散乱シグナルは大きく減少する。
白色光（又は幾つかの異なる波長）によって、光学フィルターの適当なアレイを用いて照
射するときに、多重種類の異なる金属様粒子が血清試料中で検出可能である。この方法は
、最大光散乱が生ずる異なる入射波長を有する各種類の粒子を用いる。
【０１８５】
　他のアプローチは、試料からの総光シグナルを適当な偏光フィルター及び／又はバンド
パスフィルターに通して濾過することを含む。適当な偏光フィルターの使用は、偏光しな
い蛍光バックグラウンドの有効な除去を生じるが、非特異的光散乱バックグラウンドには
、これは最大に偏光するので、殆ど影響を及ぼさない。例えば、白色光のような、幅広い
バンドの照射を用いる場合には、大きい波長の光学的バンドパスフィルターの使用が非特
異的光散乱と蛍光バックグラウンドとを有意に減少させる。多くの金属様粒子は長い波長
において高い光散乱強度を有し、この性質をバンドパスフィルター及び／又は偏光フィル
ターアプローチと組合せて利用することができる。例えば、３００ｎｍ直径の球状金粒子
は約７００ｎｍの波長においてほぼ最大の散乱効率を有し、その散乱光強度は１００ｎｍ
直径金粒子に比べて約６倍である。３００ｎｍ粒子と、７００ｎｍに集中するバンドパス
フィルターとを用いると、非特異的光自体は減少し、金粒子の散乱力は６倍に（１００ｎ
ｍ粒子に比べて）増加する。したがって、この系におけるシグナル／バックグラウンド比
率は１２倍に増加されている。このアプローチを非金属粒子、例えば匹敵する大きさのポ
リスチレン粒子に対して用いることは、シグナル／バックグラウンド比率を有意に増加さ
せず、実際には低下させる。装置の光学的成分及び／又は試料室に非反射性被膜を用いる
ことも、シグナル／バックグラウンド比率を改良する。多くの他のスキームとアプローチ
も可能であり、これらは当業者に明らかであると考えられる。
【０１８６】
　本発明のこの態様は、試験系フォーマットの一部として散乱光の検出を利用する他の方
法によって可能である以上に、診断アッセイ系の特異的光散乱シグナルと非特異的光散乱
バックグラウンドシグナルとの改良された識別を生じる。さらに、白色光を照射したとき
に異なる色を示す異なる種類の金属様粒子の利用可能性は、１種類の試料中の多重種類の
粒子の存在を検出することを可能にするので、１種類の試料中の多重種類の分析物を検出
するために有用性を有する。金属様粒子のうちの粒子のさらなる利点はこれらの粒子が蛍
光化合物に比べて化学的に不活性であることである。このような粒子はフォトブリーチ(p
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hotobleach)せず、それらのシグナル発生能力はこのような機構によって影響されない。
【０１８７】
　上記アプローチは、粒子による特異的光散乱シグナルと、多様なソースに起因する可能
性がある非特異的光散乱シグナルとの識別を改良するために金属様物質から成る粒子を用
いるための多くの可能なアプローチの若干例にすぎない。例えば、用いられる粒子に関し
て最大光散乱が生ずる波長とは異なる波長でこのような粒子が特異的に検出される多数の
スキームが可能である。多くの他のスキーム又はアプローチも可能であり、これらは当業
者に明らかであると考えられる。
【０１８８】
　１種類以上の光散乱粒子の特性の検出による、固相又は関連試料中の一つ以上の分析物
の検出を次に考察する。
固相検出方法
　上記セクションでは、本発明者等は本発明の種々な態様を、これらが金属様粒子のある
一定の光散乱特性と溶液中のこれらの粒子の検出とに関するかぎり、説明した。次には、
表面に存在する又は表面に非常に接近して存在する粒子を検出するための本発明の方法を
説明する。
【０１８９】
　ＤＬＡＳＬＰＤ照射及び検出の本発明の方法によって金、銀及び他の金属様粒子を用い
ることによって、単位面積当たりの非常に少量の粒子と粒子標識結合剤（被覆粒子）を検
出することができ、簡単な照射及び検出手段を用いて表面又は表面近くに存在する単独粒
子と、結合剤によって被覆された粒子とを検出することができることが判明した。これら
の方法は光学的透過性(transmissive)又は非光学的透過性表面に対して用いることができ
る。
【０１９０】
　粒子と、照射及び検出方法とのある一定の組合せの使用によって、試料中の平方ミクロ
ン（μ2）当たり約０．００１～１０3粒子の広範囲な粒子密度を検出すろことができるこ
とが判明した。適当な種類（単数又は複数種類）の粒子を用いることによって、同じ試料
中、例えば、マイクロアレイ中で種々な種類の分析物を非常低レベルまでかつ非常に広い
濃度範囲にわたって検出することができる。これは、同じ試料に対して粒子計数（低い粒
子密度において）と積分光強度測定（高密度において）の両方を用いることによって、一
つの装置で実施される。例えば、アレイチップ又は他の固相方法のような固相関連方法を
用いることによって、試料を２種類以上の異なる分析物に関して分析すべきである場合に
、種々な種類の分析物が試料中に異なる濃度で存在する。即ち、数種類の分析物は試料中
の他の分析物に比べて２桁から数桁まで低い又は高い濃度で存在しうる。この方法が機能
する所望の分析物検出感度と範囲とを得る上で、適当な種類の粒子の選択は極めて重要で
ある。本明細書において説明する、本発明の方法はこのような試料中の分析物の検出を可
能にする。例えばレーザーのような、より大きく強力な光源を用い、かつ例えば共焦点イ
メージング(confocal imaging)のようなより複雑な検出方法を本発明の基本的な照射及び
検出方法に加えるならば、さらに広い検出範囲とより大きな感度が可能になる。
【０１９１】
　簡単な方法を用いて、高密度の粒子をより特異的にかつ容易に、即ち、非常に良好なシ
グナル／バックグラウンド比率で検出可能であることが判明した。本発明の幾つかの態様
では、集光レンズ（イメージングレンズ、ミラー又は同様なデバイス）を用い、他の態様
では、集光レンズを用いない。
【０１９２】
　粒子からの散乱光は、例えば光ダイオード若しくは光ダイオードアレイ、光電Ｔ増倍管
、カメラ、ビデオカメラ又は他のＣＣＤデバイス、或いは肉眼のような光検出器によって
検出される。単位面積当たりの粒子数の計数によって及び／又は単位面積当たりの総積分
光強度の測定によって、粒子量が測定される。検出され、測定された特異的散乱光特性は
下記性質：一つ以上の波長における散乱光強度、色、偏光(polarization)、ＲＩＦＳＬＩ
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Ｗ及び／又は単位面積当たりの粒子散乱光の角度依存性の１種類以上である。次に、これ
を試料中の分析物（単数又は複数種類）の存在、不存在、及び／又は量に相関させる。
【０１９３】
　一つ以上の分析物を測定すべきである幾つかの分析では、粒子計数又は積分光強度測定
の一方又は両方を用いることができる。粒子の適当な選択と、ＤＬＡＳＬＰＤ照射及び検
出方法の使用とによって、通常多くの光学的な分解可能かつ検出可能な散乱光強度が利用
可能であるので、多くの複雑な光源と、空間的及び光学的な濾過方法は不必要である。し
かし、有意な量の非特異的光バックグラウンドが存在する幾つかの試料では、光学フィル
ター、共焦点イメージング又は他のアパーチュア(aperture)型空間濾過方法を用いて、バ
ックグラウンドに対する最終的なシグナルを改良して、粒子散乱光シグナル（単数又は複
数）／総非特異的光バックグラウンド比率を高める。
【０１９４】
　幾つかの分析及び診断用途では、本発明の基本的な方法を用いて、集光レンズ又はミラ
ーの使用なしに散乱光強度を検出し、測定することができる。これらの試料において、散
乱光の１種類以上の特性を集光レンズを用いずに上述した方法と同じ方法で検出し、測定
する。これらの方法を次にさらに詳細に説明する。
【０１９５】
集光レンズ又はミラーを用いる光散乱粒子のからの散乱光の検出
　本発明者等は、粒子からの散乱光を集めるために種々な種類の光収集光学デバイスを用
いることが可能であることを発見した。本発明者等は、粒子計数と強度測定（単位面積当
たりの積分強度）の両方を用いて、本発明のＤＬＡＳＬＰＤ照射及び検出方法によって一
定面積中の粒子の特異的光散乱特性の１種類以上を検出している。本発明者等がおこなっ
た実験の大部分において、粒子密度がμ2当たり約０．１粒子であるときに、計数測定法
を用いることが一般に有用であることを本発明者等は発見しており、粒子密度がμ2当た
り約０．１粒子より大きいときに、総積分光強度を測定することが有用な測定方法である
ことを本発明者等は発見する。しかし、約０．１粒子／μ2より大きい又は小さい粒子密
度において計数測定方法又は積分光強度測定方法が使用可能であることに注目すべきであ
る。
【０１９６】
　試料からの散乱光を収集及び／又はイメージするために、有用であることが判明してい
る特異的種類（単数又は複数）のレンズを用いることは、測定することが重要である範囲
(field)又は表面の面積、測定をおこなっている試料容器の種類、及び実際の計数によっ
て測定されるべき粒子密度の上限に関連する。例えば、散乱光を検出するために大きい面
積を測定することが重要である場合には、ｘ１０又はさらに小さい倍率の顕微鏡対物レン
ズ又はレンズ若しくはミラーを用いて試料からの散乱光を収集することができる。同様に
、試料のより小さい面積を測定すべきである場合には、ｘ２０、ｘ４０、ｘ１００又はさ
らに大きい倍率の顕微鏡対物レンズ又は同様なレンズ若しくはミラーを用いて集光するこ
とができる。より大きい粒子密度において粒子計数方法を用いるべきである場合には、よ
り大きい倍率の対物レンズが高密度における粒子のより良好な分解を可能にする。大きい
対物レンズを用いる場合には、付加的な必要条件と限定が作用することに注目すべきであ
る。例えば、作用距離(working distance)は非常に小さくなり、浸漬油を試料に加えるこ
とが必要になりうる。カメラ、ビデオカメラ又は同様なＣＣＤ型光検出器を用いる場合に
は、試料面積からの総散乱光が検出される。次に、この情報を簡単なハードウェア及び／
又はソフトウェア手段によって処理して、散乱光測定値を分析することができる。これは
、試料中の多くの種々な分析物を検出して、固相マイクロアレイ、アレイチップ、又は同
様なフォーマットを用いて、定量することができるので、有力な能力である。マイクロア
レイフォーマットでは、表面の小面積を、特定の分析物と特異的に結合する空間的に明確
な領域において種々な種類の結合剤によってそれぞれ被覆する。固相多重分析物マイクロ
アレイ等への本発明の特定の適用については以下で説明する。
【０１９７】
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　粒子計数方法は通常、積分光強度測定方法よりも機器的に要求が厳しい。しかし、粒子
の光散乱特性の１種類以上を非常に高感度に検出するために、計数方法を用いることに多
くの利点が存在する。例えば、光源又は試料室の変動及び不均等性は粒子計数測定に影響
を及ぼさないが、積分光強度測定方法を用いる場合にはこれらの問題が重度な問題を惹起
しうる。さらに、計数方法によって測定される粒子の品質及びシグナル／バックグラウン
ド比率を強化するために多くのソフトウェア及びハードウェアオプションが存在する。
【０１９８】
集光レンズ又はミラーを用いない光散乱粒子の検出
　本発明者等は、表面における又は表面近くの粒子の散乱光を検出するために集光レンズ
の使用が不必要である方法も開発している。この配置において、本発明者等は通常、問題
の表面からの散乱光を積分光強度によって検出する。これは肉眼によって、又は既述した
ように光検出器によっておこなうことができる。直径が約１２０ｎｍ以下である金属様粒
子を用いる場合には、散乱光の前方方向の包絡線(envelope)の外側の角度に本発明者等の
検出器（肉眼又は光検出器）を配置することによって、粒子光散乱シグナル／総非特異的
光バックグラウンド比率を有意に増大することができることを本発明者等は発見した。
【０１９９】
シグナル／バックグラウンド比率を増大するための重要な概念
　照射及び検出のＤＬＡＳＬＰＤ方法を詳細に説明する前に、何らかの形式で用いた場合
に、光散乱粒子を検出するためのシグナルと、シグナル／バックグラウンド比率範囲とを
決定する重要な概念(key concepts)を要約することが有利であろう。これらの方法は、例
えばより強力な光源、より高度な平行光源、短波長バンド光源、異なる波長の光源、より
敏感な光検出器を用いるような、種々な装置要素を調節及び／又は変更することの他に、
照射源と試料の間及び／又は試料と検出器の間の光学及び／又は空間的フィルター、及び
／又は共焦点又は同様なイメージング方法である。これらの対策及び方法は以下で略述す
る。
【０２００】
　（１）より大きい直径の金属様粒子の使用によって、粒子の光散乱力を有意に高めるこ
とができる。大きさの増大は散乱光強度対入射波長プロフィルを変えることもできる。こ
れらの特性を調節して、散乱光特性の１種類以上が容易に検出可能であるように、任意の
特定のアッセイの必要性に適合させることができる。例えば、高い非特異的光バックグラ
ウンドを有する試料中の分析物を測定するために、直径が約８０～１２０ｎｍ以上の大き
い金粒子が有用である。最大光散乱が生ずる最大波長が高い波長にシフトすると、散乱光
の強度も４０ｎｍ直径金粒子に比べて増大する。これらの２つの効果を組合わせると、４
０ｎｍ直径金粒子に比べて、シグナル／バックグラウンド比率が有意に増大する。
【０２０１】
　（２）散乱光の前方方向の包絡線の外側の角度で、試料の散乱光を測定することによっ
て、に本発明者等の検出器（肉眼又は光検出器）を配置することによって、強度又は計数
モードのいずれにおけるシグナル／バックグラウンド比率も有意に増大する。検出器を試
料の表面の上方又は下方に並びに照射ビームが位置付けられる試料面の同じ側又は反対側
に配置することができることが観察されている。これらの種々な配向(orientation)にお
いて、粒子からの特異的光散乱シグナルは散乱光の前方方向の包絡線の外側で検出され、
サンプル室中の光学的異質物(aberrations)及び試料中の他の成分からの非特異的散乱光
の大部分は散乱光の前方方向のこの包絡線内である。このことは粒子散乱光のより高感度
で、特異的な検出を可能にする。
【０２０２】
　（３）本発明者等が前述したように、非特異的反射光も検出の感度に影響を与える。検
出されるべき集光面から入射光面をできるだけ遠くに離すことによって、反射光量を実質
的に減ずることができることが判明した。このことは、試料室の適当な設計を含めて、多
くの種々な方法で実施することができる（以下で考察）。例えば、本発明者等は、それを
通して光線が反対面上の粒子を照射するガラススライドの底部に浸漬油の薄層を配置する
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場合には、非常に改良された結果が観察されたことに注目した。他の実験では、その面の
反対面上に結合した粒子のマイクロアレイを有するプラスチック試料室の底部に小さいプ
ラスチック導光系(light guide)を貼付する場合に、非常に改良された結果が観察された
。本発明者等は例えば等辺プリズム及び／又は他の種類のプリズム若しくは光学的導光系
のような非常に大きい光学的アライメント手段をも用いて、試料容器がプリズムに干渉す
る表面に浸漬油を塗布した。本発明者等は、優れた結果が（ｉ）光散乱粒子を含有する検
出領域から光入射面を大きい距離離れさせること；（ｉｉ）例えばプリズム面等のような
導光系の表面上に０度の入射角度（垂直を基準にして）を有すること；及び（ｉｉｉ）系
に生じる反射光の大部分が系から導出されて、集光点から離れることの結果であると結論
した。これらの方法の全てが種々な試料中の光散乱粒子を検出するためのシグナル／バッ
クグラウンド比率を増加させるために有用である。系からの反射光を効果的に除去して、
シグナル／バックグラウンドを改良することができる、幾つかの導光対策が存在する。
【０２０３】
　（４）屈折率強化方法も多くの種々な種類の試料におけるシグナル／バックグラウンド
比率を高めるために極めて有用である。本発明者等はシグナル／バックグラウンドを高め
るための幾つかの方法を発見しており、その若干を次に説明する。液体を用いて、粒子を
含有する表面を被覆する場合に、液体の屈折率が粒子を含有する表面の屈折率に近ければ
近いほど、シグナル／バックグラウンド比率は良好になる。本発明者等は、乾燥固相上の
分析物を検出するために、表面の上に液体層を置くことによってシグナル／バックグラウ
ンド比率が改良されることを発見している。例えば、約１．３３の屈折率の水性緩衝溶液
を試料面の被覆に用いる場合には、同じ表面上の粒子を空気中で測定することに比べて、
非常に改良された結果が得られる。固相の屈折率により密接に適合する液体を用いること
によって、さらに良好なシグナル／バックグラウンド比率が得られる。例えば、試料媒質
中又は他の適当な反応混合物中又は緩衝剤中で結合剤で被覆された光散乱粒子を有する分
析物を最初に固相に結合させることによって、アッセイをおこなうことができる。次に、
試料中の溶液を固相を被覆する、選択された屈折率の溶液で希釈又は置換してから、粒子
を検出する。このやり方で、非常に高感度の結果をえることができる。
【０２０４】
　上記方法の他に、ナローバンドパス光学フィルター、カットオフ光学フィルター、例え
ば照射ビームと試料との間及び／又は試料と光検出器若しくは肉眼との間のアパーチャー
のような空間的濾過もシグナル／バックグラウンド比率を高める。共焦点イメージング方
法の使用も、このような方法と装置の費用と複雑さとが問題にならないような、ある種の
分析アッセイ用途において有用でありうる。光学的に濾過された又はされない長波長ソー
スの使用も、シグナル／バックグラウンド比率を高める方法である。過剰な光を除去する
ために特異的に設計された試料室を用いることによって系から過剰な非特異的光を導出す
ることも別の有用な方法である。有用である一般的な試料室設計は以下で説明する。本発
明の一つ以上の態様に関するこれらの変形の全てが、増大したシグナル／バックグラウン
ド比率を可能にするので、試料中の一つ以上の分析物のより大きく特異的で、高感度の検
出を可能にする。ＤＬＡＳＬＰＤ照射及び検出方法を試料に特異的に適用することができ
る多様な方法が存在し、これらの方法の概要は図１５に示す。図１４は、図１５に示した
ＤＬＡＳＬＰＤ方法のオリエンテーションと概略の説明のためのダイヤグラムである。当
業者は、この方法を固相又は同様な試料中の一つ以上の分析物を検出するために金属様粒
子と共に用いる場合に、この方法が与える有用性を認識するであろう。
　この方法の詳細を次に説明する。
【０２０５】
照射と集光オプチックス
１．一般的概念
　ここで説明する固相方法は、光散乱粒子の検出に適用可能である。この場合に、１種類
以上の光散乱特性の検出と測定は試料中の一つ以上の分析物の存在、不存在又は濃度に相
関される。これらの方法は、マイクロアレイ、アレイチップ又は同様なフォーマットを含
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めた既知固相分析方法の全てではないとしても殆どに適用可能である。この方法は広範囲
な感度（低い感度から超高感度まで）を有するように設計される。この感度範囲は、使用
の容易さと安価な装置とによって得られる。
【０２０６】
　このテクノロジーにおいて、表面上の粒子は、粒子の光散乱特性に依存する方法によっ
て測定される。この検出系は基本的に（１）光散乱粒子パッチ又はパッチの一部の拡大像
を形成する拡大レンズ（イメージングレンズ又は集光レンズとも呼ばれる）と（２）暗色
バックグラウンド上の明色物体として粒子を見せる照射系とから成る（ＤＬＡＳＬＰＤ法
）。この方法は集光レンズを必要とせずにおこなうこともできる。拡大像中の粒子数を粒
子計数によって又は散乱光の強度 （粒子数又は粒子密度に比例する）の測定によって定
量することができる。粒子計数は（ａ）肉眼（粒度に依存して、補助なし又は接眼レンズ
を用いて）、（ｂ）電子イメージング系（例えば、ビデオカメラ、ＣＣＤカメラ、イメー
ジ増倍管）又は（ｃ）フィールドリミティングアパーチャー(field limiting aperture)
と走査光線装置とを備えた感光性検出器によっておこなうことができる。散乱光強度は電
子イメージング系又は感光性検出器によって測定することができる。低い粒子面密度（μ
2当たり約０．１粒子未満）では、粒子計数法が好ましく、高い面密度では（特に、個々
の粒子が拡大レンズの空間的分解能よりも接近する場合には）、定常的な光散乱強度測定
が好ましい。このテクノロジーは、これらの２種類の検出方法の間、即ち、粒子計数と強
度測定の間で容易にシフトするように設計されているので、粒子の光散乱力と検出装置の
特異的なハードウェア要素とに依存して約２０ｎｍまでの粒径に対して用いることができ
る。
【０２０７】
光照射系　照射系はこのテクノロジーにおける重要な要素である。照射系は、粒子パッチ
又は粒子ドット群を高い光強度によって、暗色バックグラウンド上の明色物体として個々
の粒子を見せるような方法で照射する。これは表面に付着した、又は表面上の流体フィル
ム中で自由な粒子の可視化を可能にする。自由な粒子は、付着粒子には存在しないそれら
のブラウン運動によって、付着粒子と識別される。次にセクションでは、照射系の詳細と
論理とを説明する。
【０２０８】
　出願人は、ウルトラコンデンサー(ultracondenser)（Ｚｅｉｓｓ）と呼ばれる高価な商
業的ダークフィールドイルミネーター(dark field illuminator)を含めて、多くの種々な
照射系を用いて実験した。照射の基本的な２方法と、これらの２方法の幾つかのバージョ
ンを用いることができる。これらの方法は簡単であり、例えばウルトラコンデンサーより
も高い照射光強度を生じるように思われる。
【０２０９】
基本的な照射方法の一般的な説明
　照射系は（１）高い光強度のビームを光散乱粒子のパッチ（又はドット群）に供給し、
（２）直接又は反射によって検出系に入る照射光の量を最小にするように設計される。こ
のことは、検出系の集光角度の外側である角度に光線とその反射とを抑制することによっ
て達成される。一つの照射方法では、集光レンズと光源とを固相面の両側に配置し（下方
から照射）、他の方法では、照射光源と拡大レンズとを面の同じ側に配置する。
【０２１０】
拡大レンズの下方から直接照射
　図１は、用いる基本的照射方法の一つの概略図を示す。この方法では、光は面の下方か
ら固相面Ｓに作用する。Ｓは透明であると想定される（但し、若干の色を帯びることもで
きる）。Ｏは、光散乱粒子を含有する表面上の領域である。拡大レンズ又は集光レンズＬ
はＳの上方に位置付けられる。Ｌが集光する角度は陰影つき円錐Ｃとして示され（レンズ
Ｌの集光円錐）、その先端は表面Ｓ（光散乱粒子が位置付けられるところ）にあり、底面
はレンズの直径Ｄによって定められる。照射光線（ＬＢ）はＬの集光円錐に入らないよう
に角度をつけられる。矢印はＬＢの進行方向を示す。
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【０２１１】
　固相は、例えば、顕微鏡スライド、マイクロタイタープレート又は、臨床診断法に用い
られる他の種類の透明な固相であることができる。光源は、例えば、フィラメントランプ
、放電ランプ、ＬＥＤ、レーザー等のような、任意の種類の光源であることができる。光
は照射光線から光学的光ファイバーと集光レンズとを用いて集められ、次に、コンデンサ
ーレンズ(condenser lens)を用いて散乱光粒子上に焦点を合わされる。光線が表面Ｓと共
に作る平均角度θは、上記で説明したように、光線がレンズＬに入らないように調節され
る。角度θの調節は拡大レンズと接眼レンズ（複合顕微鏡装置）によって光散乱粒子を目
視検査することによって容易におこなわれることができ、角度は暗色バックグラウンド上
の明色物体として粒子が見えるように調節される。この角度は光散乱強度測定にも良好に
役立つが、高い粒子密度では、焦点合わせの必要性は緊急ではない。
【０２１２】
　角度θの大きさは、拡大レンズの開口数から演繹することができる。超高感度検出のた
めには、顕微鏡の対物レンズが拡大レンズ又はイメージングレンズとして用いられる。顕
微鏡の対物レンズは通常、そのハウジングに銘記されたその開口数を有する。開口数は図
２のダイヤグラムに関して定義されることができる。この図は、Ｏの光散乱粒子のパッチ
に焦点を合わされる拡大レンズ（焦点距離ｆ）を示す。このレンズとＯとの間の距離がｆ
に等しい。レンズ（Ｌ）はＯから散乱した全ての光を、その底面がレンズの直径Ｄである
立体円錐(solid cone)中に集める。角度θHはこの立体円錐の平面半角(planar half angl
e)として定義される。この円錐の開口数（Ｎ．Ａ．）は次式：
　Ｎ．Ａ．＝ｎ ｓｉｎ（θH）　　　　　　（３６）
［式中、ｎはレンズと点Ｏとの間の媒質の屈折率である］
によってθHに関連づけられる。媒質は例えば、空気（ｎ＝１）、水（ｎ＝１．３３）又
は浸漬油（ｎ＝１．５）であることができる。小さい値のθHに関しては、Ｎ．Ａ．はＤ
／２ｆにほぼ等しく、この場合にＤはレンズの直径であり、ｆは焦点距離である。
【０２１３】
　下記表は、一般的に用いることができる（ｎ＝１に対して）対物レンズの開口数とθH

ｔｏｎｏ典型的な値を示す。
　　倍率　　　Ｎ．Ａ．　　　θH （度）　
　ｘ１０　　　０．２５　　　１４．４７
　ｘ２０　　　０．５　　　　３０
　ｘ４０　　　０．６５　　　４０．５４
　ｘ６３　　　０．８５　　　５８．２
【０２１４】
　既述したように、励起光線が拡大レンズの集光立体円錐の外側であるように、励起光線
に角度を付けなければならない。高い倍率に関しては、励起光線が固相面に作用する角度
は大きくなければならない。例えば、ｘ４０対物レンズでは、人射角度は４０°より大き
くなければならない。表面で反射される光の割合(fraction)は入射角と共に増大するので
、本発明の照射系に用いなければならない角度が反射による光の大きな損失を生じるか否
かを考慮しなければならない。さらに、高い入射角において臨界反射（全内部反射）が含
まれるか否かを考慮しなければならない。以下では、この照射系における反射の影響をこ
の後で検討するために必要な、屈折と反射の基本的法則を簡単に考察する。
【０２１５】
Ｓｎｅｌｌの屈折の法則
　図３のダイヤグラムに関して、Ｓｎｅｌｌの屈折の法則を説明する。この図は屈折率ｎ
ｉ（ｉは入射媒質に対して）の媒質に沿って進行し、屈折率ｎｔ（ｔは透過媒質に対して
）の媒質の表面に作用する光線を示す。入射光の一部は媒質ｔ中に透過され、一部は反射
されて（反射ビーム）、媒質ｉ中に戻る。入射角がθｉであるならば、反射ビームの角度
は次式のように表されうるＳｎｅｌｌの法則によって得られる：
　ｎｉ Ｓｉｎ（θｉ）＝ｎｔ Ｓｉｎ（θｔ）　　　　　　（３７）
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　ｎｉ<ｎｔであるならば、θｉ<θｔである。ｎｉ>ｎｔであるならば、θｉ>θｔである
。これらの角度が、表面Ｓに垂直であるラインを基準にして測定されることに注目のこと
。反射ビームは角度θｒ＝θｉを形成する（即ち、反射角と入射角とは等しい）。
【０２１６】
反射の法則．表面において反射される入射光の割合
　種々な入射角θｉに関する反射される入射光強度の割合Ｒは、Ｆｒｅｓｎｅｌの反射式
を用いて算出することができる（強度がこの場合に単位時間当たり、単位面積当たりのエ
ネルギーとして定義されることを注目すべきである。強度は放射照度とも呼ばれる）。し
かし、簡略化のために、Ｒをθｉに関連づけるプロットに関して本発明者等の考察を説明
する。θｉへのＲの正確な依存姓は、ｎｉとｎｔの値と、入射光の偏光状態とによって決
定される。反射に関する重要な事実を次に挙げる。
【０２１７】
ｉ．光線が低屈折率の媒質から高屈折率の媒質に進行する場合の反射率（ｎｉ<ｎｔ）
　図４は、ｎｉ＝１（空気）及びｎｔ＝１．５（後者はガラス又はプラスチックの屈折率
に近い）である場合と、入射面に対して平行に偏光した光（ｒｐ）と垂直に偏光した光（
ｒｓ）とに関するＲ対θｉのプロットを示す。入射面は、入射光線とこの面に対して垂直
なラインとを含有する面として定義される（図３参照）。偏光しない光の反射率Ｒは、入
射面に対して平行に偏光した光と垂直に偏光した光とのグラフの平均によって与えられる
。図４では、偏光しない光の反射率グラフはＯｒｄ（通常として）で標識する。図４のグ
ラフは次のことを示す：
【０２１８】
　ａ．ｒｓはωの増加と共に連続的に増加する（図３におけるωは、本明細書で用いる限
りθｉと同じである）。ｒｓの増加は約７０°（この場合に、反射率は約１５％に過ぎな
い）までは小さいが、その後、非常に急激に増加して、９０°では１００％の反射率に達
する。したがって、反射される光の割合は６０°の入射角までは２０％未満である。
【０２１９】
　ｂ．ｒｐは約５７°まではωの増加と共に減少し、約５７°ではｒｐは零になる。ｒｐ
＝０である角度はＢｒｅｗｓｔｅｒ角又は偏光角と呼ばれる。Ｂｒｅｗｓｔｅｒ角θｂは
次式によって、
　Ｔａｎ（θｂ）＝ｎｔ　　　　　　（３８）
ｎｉ＝１（空気）を想定して算出することができる。ｎｔ＝１．５では、上記式はθｂ＝
５６．３を生じる。Ｂｒｅｗｓｔｅｒ角において、θｉ＋θｔ＝９０°であることに注目
すべきである。したがって、ｎｔ＝１．５に関して、θｉ＝θｂ＝５６．３°かつθｔ＝
３３．７°である。Ｂｒｅｗｓｔｅｒ角より大きい角度に関しては、ｒｐはωの増加と共
に迅速に増加して、９０°において１００％の値に達する。
【０２２０】
　ｃ．偏光しない光（通常の光）に関して、反射率は約７０°まではωの増加と共に徐々
に増加し、その後、急激に増加して、９０°において１００％に達する。θｉ<７０°で
は、入射光の２０％未満が反射される。
【０２２１】
　ｄ．反射光と透過光との強度を加えても、入射光の強度に達しないことに注目すべきで
ある。これはエネルギー保存の法則に反するように思われる。この見かけの違反は実際に
は単位時間当たり、単位面積当たりのエネルギーとしての強度の定義によるものである。
屈折のために、入射光と透過光とは同じ横断面積を有さない。横断面積の差を考慮するな
らば、反射ビームと透過ビームとの単位時間当たりのエネルギーを加えると、入射ビーム
の単位時間当たりのエネルギーになる。
【０２２２】
ｉｉ．光線が高屈折率の媒質から低屈折率の媒質に進行する場合の反射率（ｎｉ>ｎｔ）
　図５は、ｎｉ＝１．５４及びｎｔ＝１に関する偏光の反射率対入射角（ω＝θｉ）のプ
ロットを示す。これらのプロットはｎｉ<ｎｔに関する図４のプロットとは全く異なる。
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最大に有意な差は、約４１°より大きい入射角では、全ての光が反射される（１００％反
射、全反射）ことである。全内部反射が生ずる最小の入射角は臨界入射角θｃと呼ばれる
。この角度の値はｎｉとｎｔの値に依存する。ｎｉとｎｔの値からθｃを算出するための
式は、臨界角における入射光線と透過光線との角度を考慮することによって誘導すること
ができる。臨界角θｃでは、反射ビームは入射光の大部分を含有し、正反射の法則によっ
て要求される表面に垂直なラインを基準にして角度θｃを形成する。透過光は低い強度を
有し、垂直ラインを基準にしたその角度θｔは９０°である。即ち、透過光線は表面に対
して平行に進行する。それ故、Ｓｎｅｌｌの式にθｔ＝９０°を導入することによって、
θｃの値を得ることができる。この導入は次式をもたらす：
　ｎｔ Ｓｉｎ（９０）＝ｎｉ Ｓｉｎ（θｃ）　　　　　　　　　　　 （３９）
　Ｓｉｎ（９０）＝１であるので、Ｓｉｎ（θｃ）＝ｎｉ／ｎｔ　　　（４０）
と表すことができる。ｎｔ＝１．５４かつｎｉ＝１（空気）に関しては、上記式はθｃ＝
４０．５°を生じる。臨界角が偏光しない光、入射面に対して垂直に又は平行に偏光した
光に対して同じであることに注目すべきである。即ち、θｃは光が偏光していないか又は
平面偏光しているかに関係しない。
【０２２３】
ｉｉｉ．光散乱粒子のパッチの照射に対する反射と屈折との影響
　最初に、粒子が空気中で乾燥した顕微鏡スライドの表面上に存在する簡単な場合を考え
る。即ち、粒子は乾燥しており、空気が顕微鏡スライドの両面の媒質である。図６は、こ
の場合に関与する反射と屈折の概略図を示す。最初の反射は表面Ｓ１で生ずる（ｎｉ<ｎ
ｔ，ｎｉ＝１及びｎｔ＝１．５）。図４は、７０°までの入射角に対して反射される光の
割合は２０％未満である。それ故、Ｓ１における反射はこの照射方法において問題ではな
い。表面２は、光が低屈折率から高屈折率へ進行し、この表面において全内部反射が起こ
る可能性が存在するので、問題になる可能性がある。ｎｉ＝１．５かつｎｔ＝１（空気）
の表面において全内部反射が起こる臨界角は約４２°である（式４０によって算出）。次
の問題は、表面１における入射光が大きい角度を有するときに、この臨界角が得られるか
否かである。
【０２２４】
　図７は、Ｓｎｅｌｌ式（３７）によってθｔ１＝θｔ２を用いて算出したθｉ２［θｔ
ｊ］対θｉ１［θｉｊ］のプロットを示す。このプロットから知ることができるように、
約θｉ１＝７０°まで、θｉ２はθｉ１の増加と共に急激に増加する。その後、θｉ２の
増加は平らになり、θｉ１＝９０°までに臨界角に達しない。しかし、θｉ１＝９０°で
は、光はＳ１を通ってもはや透過されない。したがって、図４の配置に関して、θｉ１の
実際の角度において臨界照射(critical illumination)は決して達せられないと結論され
る。さらに、約７０°未満のθｉ１値に対して反射はＳ２上の粒子に供給される光の量を
有意に減少させない。
【０２２５】
　本発明者等は上記結論を実験的に実証した。しかし、本発明者等の実験では、表面Ｓ１
とＳ２上の汚れ、ダート(dirt)、引っ掻き傷、その他の凹凸又は人為物によって散乱した
光（非特異的光散乱）がＳ２上の粒子による散乱光に匹敵する程度になり、そのためにバ
ックグラウンド光を有意に高め、粒子検出の感度を有意に減ずる可能性があることが判明
した。しかし、Ｓ１とＳ２上の人為物によって散乱した非特異的光は照射光線の前方方向
に集中しているが、粒子（小粒子として）によって散乱した光はあらゆる方向に存在する
。これらの効果は図８において実証される。
【０２２６】
　図８では、任意の方向θにおける表面人為物によって散乱した非特異的光の強度を起源
Ｏから強度包絡線に達するラインの長さ（角度θによる）によって示す。粒子によって散
乱する光はＯからあらゆる方向に伸びるダッシュラインとして示す。非特異的光散乱が特
異的光散乱の検出に及ぼす効果は、表面に６０ｎｍ金粒子を含有する顕微鏡スライドを用
いて、実験的に実証することができる。空気中で、これらの粒子は緑色光を散乱させ、非
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特異的光散乱の不存在下では、照射された粒子パッチは暗色バックグラウンド上の緑色パ
ッチとして見える。表面人為物は白色光を散乱させ、この種類の非特異的光散乱は特異的
な粒子光散乱に重ね合わされるときに、粒子パッチからの散乱光は、純粋な緑色ではなく
、緑色を帯びた白色を有する。表面人為物による優先的な前方散乱の効果は、図８に示す
ような種々な角度θｖに位置決めされた肉眼によって散乱光を目視することによって知る
ことができる。肉眼をθｖ＝０に置くときには、散乱光は緑色を帯びた白色を有する。観
察の角度θｖは増大すると、白色が減少し、３０°より大きいθｖでは、金粒子の純粋な
緑色のみが見られる。したがって、本発明では、３０°のθｖより大きい角度において肉
眼によって観察する又は光検出器によって検出することが有用である。以下で示すように
、表面人為物による非特異的光散乱は、例えばプリズム型の装置のような導光系を通して
照射することによってさらに減ずることができる。
【０２２７】
　次には、図９に示すように、顕微鏡スライド上に存在する水の薄いフィルム中に光散乱
粒子が存在して、カバーグラスによって覆われている場合を検討する。照射ビームは、屈
折率の変化が生ずる四つの面、即ち、Ｓ１（空気からガラスへ）、Ｓ２（ガラスから水へ
）、Ｓ３（水からガラスヘ）、Ｓ４（ガラスから空気へ）に遭遇する。上記パラグラフで
おこなったように各面における反射と屈折とを考慮すると、図９の系では、反射が光散乱
粒子に供給される光エネルギー量を有意に減ぜず、臨界反射が如何なる面においても生じ
ないことが結論される。表面Ｓ１とＳ２上の表面の人為的結果による非特異的光散乱が図
８の場合のように存在する。しかし、水の存在が表面Ｓ２とＳ３の非特異的光散乱を大き
く減少させる。
【０２２８】
拡大レンズと同じ側からの直接照射
　この照射方法は図１０に示す。Ｓ、Ｌ、Ｃ及びＬＢの意味は図２と同じである。この図
では、励起光線が表面の上方から表面Ｓに作用する。集光レンズもＳの上方である。励起
光線は、入射又は反射光線がレンズＬの集光円錐Ｃに入らないように角度を付けられる。
この照射方法では、ビームパス(path of the beam)中の種々な面から反射される光を、拡
大レンズ又はイメージングレンズＬの集光円錐Ｃ中に反射されないように維持することが
必要である。各面において反射角は入射角と同じであるので、Ｌによる好ましくない反射
光の収集は、照射光線を円錐Ｃの外側であるような角度に限定することによって最小化さ
れる。上記セクションにおけると同様に、反射が光散乱粒子に供給される光エネルギー量
を有意に減ぜず、臨界反射が乾燥した又は水で覆われた粒子に生じないことを実証するこ
とができる。表面の人為的結果による非特異的光散乱は上記セクションで考察したとおり
である。
【０２２９】
プリズム配置を通しての照射
ｉ．図１１はプリズムのセットアップの概略図である。その最も簡単な形式の一つでは、
これは、検出されるべき光散乱粒子を含有するマイクロタイター穴、ガラススライド、プ
ラスチック又はガラス基体上のマイクロチップ等を乗せることができる三角形プリズムか
ら成る。光散乱粒子を含有する試料室又はスライドをプリズムの上面Ｓ２に乗せ、粒子含
有面をレンズＬの焦点に配置する。試料室又はスライドとプリズムとの間に浸漬油を配置
して、屈折率適合によって非特異的光を最小にする。粒子は空気中で乾燥状態である。Ｓ
２における屈折率適合が正確又は殆ど正確であるならば、光線はＳ２において有意な屈折
又は反射を受けない。したがって、照射光線はプリズムと、光散乱粒子を含有する面とを
横切って、ほぼ直線に進行する。しかし、空気－プリズム界面Ｓ１とＳ３において屈折が
生じる。Ｓ１に対して垂直である方向でプリズムに入る照射光線（入射角は０°である）
を考え、このプリズムが４５°プリズム（角度γ＝４５°）であると想定する。光線はＳ
１からＳ３上の点Ｏまで直線状態で進行するので、面Ｓ１に４５の角度で衝突する。光線
は次に、空気からガラスへの臨界角が約４２°であるので、全内部反射を受ける。したが
って、プリズムなしの下方からの照射（図６参照）とは対照的に、プリズム配置は臨界反
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射を可能にする。プリズムの不存在下では（図６）、図６に示すようにＳ１における光の
反射のために臨界反射を達成することができないことを思い出す（図７も参照）。例えば
プリズムのような導光系を用いる場合に高エネルギー光線を供給するために、照射光線は
４２°未満の角度でＳ３に衝突するように（図１１）導かれなければならない。次の問題
は、Ｓ３における４２°未満の入射角が、Ｓ３を出る光がレンズＬの集光円錐の外側でな
ければならないという条件を満たすことを可能にするかどうかである。Ｓ３における入射
角が３５°であると想定する。Ｓｎｅｌｌの法則から（ｎｉ＝１．５及びｎｔ＝１による
）、流出角度(exit angle)は６２°であり、これは本発明の最も必要な対物レンズ、即ち
、θＨ＝４１°のｘ４０対物レンズの集光円錐の外側である。図１１のプリズム配置が、
暗色バックグラウンドを維持しながら、空気中の乾燥光散乱粒子への高い光エネルギーの
供給を可能にすると結論される。
【０２３０】
　次に、光散乱粒子が水とカバーガラスとによつて覆われる図１１のプリズム配置を考慮
する。前述したように、励起光線はＳ１から点Ｏまで直線状態で進行し、点Ｏにおいてガ
ラス－水界面に遭遇する。この光線は次に、水とカバーガラスとを通って進行し、最後に
、カバーガラスの上面においてガラス－空気界面に遭遇する。ガラス－水界面と水－ガラ
ス界面において生ずる反射を考慮することが重要である。空気－水界面における臨界反射
の角度は６２．５°に等しい（式（４０）においてｎｉ＝１．５とｎｔ＝１．３３を用い
る）。したがって、面Ｓ３における水の導入は、全内部反射を受けずに、非常に高い角度
での照射を可能にする。さらに、６２．５°未満の角度では、反射率はガラス－水界面に
おいて小さい。次には、カバーガラス－空気界面における反射を考慮する。Ｓ１の面に対
して垂直に入る光線を考える。プリズムが４５°プリズムである場合には、光線は４５°
の角度でＳ３に衝突し、そこで全内部反射を受ける。Ｓ３（ガラス～水）における屈折は
光線の角度を５５°に変える。しかし、水－カバーガラス界面における屈折が光線を再び
４５°に曲げる。したがって、光線はカバーガラス-空気界面に４５°で衝突する。水中
の粒子とカバーガラスとを有するプリズム配置は光散乱粒子（面Ｓ３に付着又は水中で遊
離）への光エネルギーの効果的な供給を可能にするが、入射光はカバーガラスにおいて完
全に反射される。
【０２３１】
　上記考察から、水フィルム中の光散乱粒子への光エネルギーの供給に重度に影響する反
射は存在しないと結論される。カバーガラス－空気界面において全反射が生ずるが、これ
らの反射は光散乱粒子への入射光エネルギーの供給に影響を及ぼさない。
【０２３２】
　上記考察から、プリズム配置と非プリズム配置の両方が表面付着粒子又は溶液中遊離粒
子への角度を付けた照射によって効果的なエネルギー供給を可能にすることは明らかであ
る。効果的な供給とは、光線が適当な面において全内部反射を受けずに、非特異的光の収
集を最小にすることを意味する。しかし、プリズム配置は光散乱粒子に近接したガラス又
はプラスチック面上の凹凸からの散乱による人為的結果を排除又はかなり減ずるので、あ
る種の用途ではプリズム配置によって優れた検出能力が生ずることが実験的に判明した。
固相をプリズムに結合させるために用いた浸漬油はＳ２における凹凸からの非特異的光散
乱を殆ど完全に除去する（図１１）。これらの効果は屈折率適合機構によると思われる。
Ｓ１における光線の入射点における非特異的光散乱は点Ｏにおける特異的光散乱粒子から
はるかに離れているので（プリズムが充分に大きいならば）、拡大レンズによって集光さ
れる散乱光に寄与しない。さらに、特異的な光散乱粒子が水中に存在するならば、水フィ
ルムによる屈折率適合は面Ｓ３上の非特異的散乱をかなり減じる。さらに、水とカバーガ
ラスとの存在下では、照射光線はカバーガラス－水界面において全反射を受ける。この反
射はカバーガラス－空気界面における凹凸からの非特異的散乱を、ごく少量の光エネルギ
ーがこの面に達するに過ぎないので、かなり減ずる。さらに、全内部反射は、照射光が拡
大レンズの集光円錐に直接入りうる可能性を減ずるか又は排除する。カバーガラス－空気
界面において４２°より大きい角度を成す粒子散乱光は完全に反射されるので、全内部反
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射もレンズＬの集光角度に影響を与えうることに注目すべきである。しかし、この効果は
重要な効果ではない。
【０２３３】
顕微鏡観察
　前節では、光散乱粒子（表面に付着しているかまたは表面のすぐ上方で遊離しているも
の）への光エネルギーの効果的な供給を支配し、同時に、集められる非特異光を最小にす
る諸要素（反射と屈折）に重点を置いて、本発明者らの照射と検出との（拡大レンズ）系
について検討した。この節では、拡大レンズＬにより作られた拡大された像を、接眼レン
ズを通して目視観察することにより得られる実験上の詳細を提出する。
【０２３４】
ａ．光源と光ファイバーとの詳細
　本発明者らは、三つの各々異なるタイプの光源を以下の通り使用した。
ｉ．Ｌｅｉｃａ顕微鏡照射器
　これは標準的な市販の顕微鏡照射器である。タングステンフィラメント白熱電球とレン
ズとを使用しており、レンズは、照射器の先端から約２２mmの距離のところに５×７mmの
フィラメントの集束像を作り出す。より集束した光ビームを作り出すために、本発明者ら
は×１０対物レンズを顕微鏡に取り付けた。レンズは、照射器の先端から約６．５cmのと
ころにある。対物レンズは、対物レンズから約７mmの距離のところに、直径約４～５mmの
集束光のスポットを作り出す。
ｉｉ．Ｂａｕｓｃｈ ａｎｄ Ｌｏｍｂ Ｆｉｂｅｒ Ｌｉｔｅ照射器
　これも市販の照射器である。放物面反射体上に取り付けられている１５０ワットのタン
グステン白熱電球を使用している。反射体は、直径約２５mmのほぼ平行な光を作り出す。
直径１１mmの光学的光導体（束ねられた多くの小さな光ファイバーからなる）を、白熱電
球の近くに位置決めする。次にこの光学的光導体を二つの等しい光導体に分割し、各々は
直径約５．３mmで長さ約２フィートとする。本発明者らはこの光導体の一つを使用する。
集束光スポットを作り出すために本発明者らは、光ファイバーの端部から約２５mmのとこ
ろに位置決めされた焦点距離２５mmのレンズ（直径２０mm）を使用して、光ファイバーか
らの光を平行にする。コリメーティングレンズから約５０mmのところに位置決めした×１
０対物レンズにより、次に平行光を集束して直径５mmの光スポットにする。コリメーティ
ングレンズと対物レンズとは、たわまないように光ファイバーに取り付けられている小型
ホルダ中にある。光ファイバーに可撓性があるため、このタイプの光源系は、たわまない
Ｌｅｉｃａ顕微鏡照射器よりもはるかに使い易い。
ｉｉｉ．特注照射器
　これは、本発明者らが組み立てた照射器である。放物面反射体上に取り付けられている
１２V、２８ワットのタングステン白熱電球を使用している。反射体は、ほぼ平行な光の
ビームを作り出し、この光のビームは、直径０．１２５インチを有する光学的導体に集束
する。この光学的導体は長さ３６インチである。反射体からの光は、電球の近くに位置決
めされているレンズ（焦点距離２３mm、直径９mm）により、光ファイバーに集束する。光
導体は開口数０．５５を有し、かつ、平面半角６０°の光円錐を受け入れる。
　光導体の他の端部から出る光を、ファイバーの端部から約１７mmのところに位置決めさ
れている焦点距離１２mmのレンズ（直径１１mm）により、平行にする。平行光は最終的に
、×１０対物レンズにより集束して、直径５mmの明るいスポットになる。対物レンズは、
コリメーティングレンズから約２６mmの距離のところに位置決めされている。５mmの明る
いスポットは、集束レンズの端部から約１２mmの距離のところにある。
【０２３５】
ｂ．プリズム（光導体）
　図１２に示すのは、例えばプリズムのような幾つかの光導体の線図であり、本発明者ら
は、これが本発明者らの照射系に有用であることを見い出した。こうしたものの幾つかは
、古典的な意味では実際にはプリズムではく、むしろ光ガイダーまたは光導体と呼ぶこと
ができる。光ガイダーは、光が効果的に斜めに供給されることを可能にし、同時に、反射
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光ビームが、入射光面に対向する面から出ることを可能にする。これは以下の理由で、何
らかの最小寸法を有さなければならない。光ビームが入りかつ反射光が出るスポットは、
表面の不規則性が原因で、かなりの非特異光散乱を生じ得る。こうしたスポットを、特異
的光散乱粒子のパッチから十分に除去することにより、非特異的光散乱へのその寄与を最
小にしなければならない。光導体を試料チャンバーと一体化して成形でき、従って光ガイ
ダーと分析部片との間に浸漬油を使用する必要性を無くすことができる。本発明者らは、
そのような装置を試作するために、小さな光導体をプラスチックチャンバーの底部に接着
剤で接着した。チャンバーは、試料チャンバー穴の内部表面にコートされたストレプトア
ビジンスポットのマイクロアレイを有する。マイクロアレイの個々のマイクロスポットに
結合している光散乱粒子の、この装置を使用した本発明者らの検出及び測定は、二つの表
面間に浸漬油を用いてプリズム上に置いた試料チャンバーによる本発明者らの粒子計数に
よる測定及び強度測定と本質的に同じである。
【０２３６】
ｃ．顕微鏡観察
　目視顕微鏡観察用の接眼レンズを使用して、本発明者らは、粒子の明るさと、バックグ
ラウンドの暗さと、様々なタイプの臨床アッセイ形式における有用性とに特に重点を置い
て、幾つかの照射装置を評価した。良好な結果を生じる幾つかの装置が見い出された。本
明細書においては、優れた結果を生じ、最も使い易く、最も高価でない装置の一つに検討
を限定する。優れた結果により本発明者らが意味するのは、拡大レンズとして×１０及び
×４０対物レンズを使用した際の暗いバックグラウンド上の明るい粒子である。
【０２３７】
　この結像系は、Edmund Scientific製の廉価な顕微鏡である。この顕微鏡は、標準的な
１６０mm管中の対物レンズ（×１０または×４０）と接眼レンズとからなる。ただ単に対
物レンズと接眼レンズとを使用する代わりに顕微鏡を使用する理由は、顕微鏡の微／粗焦
点合わせ機構により得られる便利さである。しかしながら本発明者らは、顕微鏡のステー
ジを修正して、本発明者らの照射方法に適合させ、かつ、図１２（ｄ）に示すように、顕
微鏡コンデンサーを光導体（プリズムタイプ）に取り替えた。プリズムの下のシリンダー
は、コンデンサーホルダに嵌合する。修正したステージと照射器とは、顕微鏡スライドと
、マイクロタイタープレートと、他のプラスチックプレートと共に働くことができる。し
かしながら×４０対物レンズは、厚いプラスチックプレートと共に使用できず、というの
は、この対物レンズの作動距離が小さい（約０．４５mm）ためである。×４０対物レンズ
で、より作動距離が大きいものは入手可能である。この特注照射器を、照射用に使用する
。
【０２３８】
　ＤＬＡＳＬＰＤ方法用の顕微鏡系をセットアップするために、遊離のまたは表面結合し
ている金粒子（カバーガラスで覆われた水の薄膜中の６０nmの金粒子）を含む顕微鏡スラ
イドを、顕微鏡ステージ上に置く。プリズムを位置決めして、その表面を顕微鏡スライド
とほぼ接触させる。スライド表面とプリズム表面とを浸漬油により連結する。この照射系
の×１０集束対物レンズを位置決めして、照射されているプリズムの側面とレンズとがほ
ぼ接触するようにする（図１３を参照されたい）。対物レンズを傾ける結果、光は照射表
面に直角をなして入り、かつ、表面Ｓ（顕微鏡スライドと接触している表面）に約４５°
の角度で当たる。スライド上の金粒子膜が、十分に高い濃度の粒子（約６×１０’粒子／
ml以上）を有する場合、粒子による光散乱のために、光が粒子膜を横切るスポットは濃い
黄緑色を示す。×１０集束対物レンズの位置を調整して、黄緑色のスポットを、顕微鏡（
拡大）対物レンズを基準にして中央に置く。次に顕微鏡をスポット上に焦点を合わせ、そ
の結果粒子が、接眼レンズを通して見ると、鮮明な物体として見えるようにする。次に×
１０照射対物レンズの位置と角度とを再度位置決めして、暗いバックグラウンド上に明る
い物体を作り出す。この調整を、顕微鏡の×４０対物レンズで繰り返す。×１０と×４０
対物レンズの両方に関して、暗いバックグラウンド上に明るい物体を作り出す位置の狭い
範囲がある。
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【０２３９】
　照射光ビームが約４２°（プラスチックまたはガラス－空気界面での全内反射の臨界角
）より大きい角度でプリズム表面に当たる場合、照射光は顕微鏡スライド上方の空気間隙
を透過しないという点に、注意されたい。本発明者らの装置では、入射角は４５°である
。これを検証するためには、顕微鏡スライド上方に一枚の白紙を置く。照射光は紙の上に
は当たらない。しかしながら、照射ビームを可視化して、空間内でのその形状と断面とを
確認することは興味深い。これを行うには、連結用に浸漬油を使用して、スライドの上部
にローダミンプラスチックブロックを置く。ローダミンブロックは、蛍光分子であるロー
ダミンを含む透明なプラスチックブロックである。ブロックを通って進むビームは、ビー
ムが作り出すローダミンの蛍光により見える。浸漬油は、空気間隙を取り除き、かつ、照
射ビームがプラスチックブロックに入るのを可能にする。ブロック内部の蛍光により見え
る照射ビームの断面を、図１３に示す。
【０２４０】
　いったん照射系が適切に位置決めされると、約３０nmより大きい金粒子は、顕微鏡スラ
イド上と、プラスチック穴上と、固相マイクロアレイ上またはアレイチップ上に容易に見
ることができる。×１０対物レンズにより、μにつき０．００５個の粒子未満の粒子密度
の検出が可能である。この×１０対物レンズは、作動距離約８．５mmを有するので、約８
mm厚さのプラスチック部片と共に使用できる。
【０２４１】
ＤＬＡＳＬＰＤビデオコントラスト強化方法
　本発明者らは、ＤＬＡＳＬＰＤビデオコントラスト強化方法を使用することで、試料中
で金属様粒子と非金属様粒子とをより大きい感度で検出できることを確認した。この方法
は、結像した非特異光バックグラウンドを電子的に調整して、結像した映像面からバック
グラウンドを本質的に除去し、同時に、個々の粒子を可視に保つステップを含む。この方
法は、本明細書において説明される他の諸方法と共にきわめてうまく働く。本発明者らは
、この方法を使用して生じる、改良された特異性と感度とを観察した。
【０２４２】
試料チャンバーの改良
　本発明の特定の態様を取り上げ、かつ、ここでそれを、使い易さと様々な試験環境及び
条件への適合可能性とに関してさらに改良するという趣旨において、本発明者らは、アッ
セイを行いかつ分析物を検出するために使用する試料チャンバーの設計に、本発明の幾つ
かの態様を実施できることを見い出した。
【０２４３】
　例えば、本発明者らの観察と概念化とに基づいて、本発明者らの原理を試料チャンバー
の全般的な設計に適用できる。この試料チャンバーは分析対象となる試料を収容する容器
である。こうした改良は、使い易さと、上記に簡単に概説した様々なタイプの試験及び試
験条件への適用可能性とを促進できる。しかしながら、本明細書において説明する本発明
は、以下の試料チャンバーの改良を使用しなくても、等しく申し分なく実施できることを
明言しなければならない。こうした改良は、本明細書において他の場所で説明する、特定
の試験条件と環境への本発明の実際の適用可能性を増大させるためのものである。
【０２４４】
　表面Ｓ１（入射光表面）を、測定対象となる粒子を含む領域からできる限り遠くへ動か
すすなわち移動させることにより、信号／バックグラウンド比は大幅に増大することを、
本発明者らは見い出した。照射ビームの表面Ｓ１への供給を方向づけるのを助けるために
使用する、プリズムまたは類似の光学的光導体のような光学的配向手段の使用は前に説明
した。一般的には、光導体（プリズム等）の表面と試料チャンバーの表面との間には浸漬
油が使用されている。分析物試験における条件には、分析方法体系中の構成要素として浸
漬油を有さない方が好ましいものが多数ある。粒子が接しているかまたは近くにある表面
の厚さを増大させることにより、前に説明した非特異光のレベルは大幅に低減することを
、本発明者らは確認した。
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【０２４５】
　本発明者らは、これと他の態様とを、試料中の一種類以上の分析物の検出のための試料
チャンバーの設計に適用した。この全般的な試料チャンバーの設計を、図１７、１８、及
び１９に図示する。図１７に示すのは、斜めになった平らな側面を有する試料チャンバー
である。この斜めになった側面の角度を、照射の角度と合致させることで、照射ビームが
、（直角を基準にして）できる限り０度に近い角度で、斜めになった側面の面に当たるよ
うにする。このようにして、非特異的な反射光と散乱光とを最小にする。図１８に示すの
は、図１７で説明した平らな斜めになった側面の代わりに、湾曲した側面を有する試料チ
ャンバーである。この試料チャンバーでは、発散している射出ビームに関しては、湾曲し
た表面がこの非特異光をより効果的に除去できるように配慮されている。図１９に示す試
料チャンバーでは、光ビームが試料に当たる入射表面を測定対象となる領域からさらに遠
くへ動かすという概念と、非特異光をより効果的に除去できるように配慮されている湾曲
した側面という概念との両方を利用する。従ってこの試料チャンバーは、穴の底面の下の
材料厚さが増大していることと、照射用表面の平面の下の斜めになった平らな表面と、非
特異光を効果的に除去できるように配慮されている、穴の底の表面平面の上の湾曲した側
面とを有する。図１７、１８、及び１９に示す試料チャンバーは、固定化された試料並び
に溶液試料の測定に有用である。
【０２４６】
分析診断アッセイのための本発明の実施－装置のタイプと試験キット
　広範囲の分析物タイプがあることは従来技術において周知である。こうした分析物は、
様々な試料環境中に、例えば、水、尿、血液、痰、組織、土壌、空気、及びその他同様な
ものの中に存在する。個々のタイプの分析アッセイの要件によって決まるが、考察の対象
となっている分析物に関して半定量情報または定量情報、またはその両方を得たいことが
ある。条件によっては、小さく、廉価で、非常に携帯性の高い器械で分析を実行するが望
ましい。例えば、消費者用、現場での使用（研究室から離れて）、または病院での臨床で
ある。問題になっている分析物に関して、半定量及び／または定量測定値を迅速に得るこ
とが望まれている。他の用途では、１日に数個の試料を試験するような小さな研究室で分
析物を検出するためには、小さく廉価な器械で定量的結果を得られるものを有するのが望
ましい。例えば、診察室、診療所、サテライト試験室、研究所及びその他同様なものであ
る。また、高スループット試験のような、１日につき数百～千の試料を試験したい条件も
ある。上記の試験条件及び環境の各々は、従って、各々異なるタイプの装置手段を必要と
する。そのような装置の、使い易さとコストとの見地からの利益と不利益とは、試料中の
単数または複数の分析物の試験の正確な要件が明確に定義されている際に、詳細に決定で
きるだけである。
【０２４７】
　特定の金属様粒子を、検出のためのＤＬＡＳＬＰＤ方法の特定の変形例と共に使用する
ことで、上述の試験環境と用途のための特定の試験キットと装置との開発に対応できるこ
とを、本発明者らは確認した。分析物と、試験環境と、試料タイプと、アッセイ形式と、
分析物検出要件と、装置のコスト及び寸法要件とに関して多くの様々な組み合わせがある
。平均的な当業者ならば、何らかの形態で本発明を実施することで、使い易くかつ廉価な
装置と試験キットとを生じ、それにより大抵の分析試験または診断試験の必要性を解決す
るという点で、発明の大きな有用性を認識できよう。
【０２４８】
　一緒に使用して特異的分析物検出能力を実現できる、ＤＬＡＳＬＰＤ方法、粒子タイプ
、及び試料タイプに関しては、多くの様々な構成と組み合わせとがある。任意の特異的診
断アッセイの応用例において、単数または複数の試料タイプと、照射及び検出のための単
数または複数の方法とは、通常、例えば、アッセイ形式、試料チャンバータイプ及び検出
装置に関して固定している。金属様粒子は、粒子の寸法、形状、組成、及び均一性により
変化するような、独特の散乱光特性を有する。粒子から検出及び／または測定できる光散
乱の特定の特性は、前に述べた粒子特性と、散乱光特性を検出しかつ測定するために使用
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される方法及び装置とにより設定される。従って、何らかの形態での本発明の最大の有用
性と実施とを実現するためには、照射及び検出手段の様々な態様と試料タイプとを、適切
なタイプの光散乱粒子と組み合わせる。これにより、特定の装置と試験キットとが得られ
る。
【０２４９】
　当業者であれば、様々な粒子タイプと、アッセイ形式と、多くの様々な構成の装置とを
使用することで、本発明の多くの様々な熊様を実施し、結果として得られる多くの様々な
診断分析上の検出能力を実現できる。図２２で図示するのは、特定の組み合わせで設計す
ると、特異的診断分析試験の必要性に適合する装置と試験キットとを生じるような、本発
明の様々な態様である。結果として生じる装置と試験キットとは、方法体系／装置タイプ
の構成（図２３）と粒子タイプの構成（図２４）とから適切な構成要素を選択することに
より作られる。図２３に示すのは、当業者であれば、照射光源と、方法と他の装置との構
成要素と、アッセイと試料とのタイプと、検出方法と装置構成要素とを選択できるという
ことである。図２４に示すのは、当業者であれば、適切な粒子組成、形状、寸法及び均一
性を選択して、粒子の所望の光散乱特性を検出できるということである。図２３と２４と
に概説し、かつ、図２２の線図で要約したこうした方法により、特定の装置と試験キット
とが得られる。図２５の線図に示すのは、特定の診断試験の必要性のために特定の装置と
試験キットとを開発するために本発明者らが使用した、全般的な方法の一つである。当業
者は、何らかの形態で本発明を実施するために図２５の方法を実施する必要はない。
【０２５０】
　本明細書において説明した照射及び検出のためのＤＬＡＳＬＰＤ方法と金属様粒子とを
組み合わせることによる、注目すべき信号発生と検出能力は、広範囲の分析物検出感度に
対応している。一般的なタイプの試験環境と上記に簡単に説明した図２２～２５とに関し
て、当業者であれば、幾つかの診断試験用途においては、検出及び／または測定用に裸眼
のみを必要とするような、また、他の場合には、ＬＥＤ（発光ダイオード）または低出力
白熱電球のような簡単な光源を使用し、かつ、フォトダイオードまたはフォトダイオード
アレイを使用して信号を検出及び／または測定できるような、装置と試験キットとを容易
に開発できよう。他の分析試験用途においては、レーザー、レーザーダイオード、白熱電
球、またはその他同様なものを、カメラ、ビデオカメラまたは他のＣＣＤ装置（電荷結合
素子）と共に使用でき、かつ、簡単な画像処理手段があれば、マイクロアレイ形式または
任意の他の形式中の粒子からの散乱光を、検出しかつ測定できる。こうした例は、限定す
ることを意図したものではなく、むしろ試料中の考察の対象となっている一種類以上の分
析物を検出するための本発明の多用性と幅広い有用性とを全般的に示すことを意図したも
のである。
【０２５１】
　例えば、携帯用の小さな手持ち形装置で、試料中の一種類以上の分析物を測定できるも
のを、低出力白熱電球、ＬＥＤ、またはレーザーダイオードを光源として使用して組み立
てることができる。フォトダイオードまたはフォトダイオードアレイを検出器として使用
する。必要とする検出感度によって、特定のタイプの金属様粒子をこの装置と共に使用し
て、分析物検出要件を満たすことができる。試験キットを、液体または固相試料中の多数
の分析物または単一の分析物の検出用に作り上げる。例えば液体試料の場合、様々な粒子
タイプを、各々は容易に検出可能な異なる散乱光特性を有するが、使用する。マイクロア
レイのような固相試料と形式においては、一つの粒子タイプを様々な分析物の全てに使用
できるし、あるいは、粒子タイプの様々な組み合わせを使用できるかもしれない（試料中
の様々な分析物の濃度によって決まる）。
【０２５２】
　別の例では、低濃度分析物まで測定できる廉価な装置と試験キットとを、以下の通りに
作り上げることができる。低出力または高出力光源を、光電子増倍管、フォトダイオード
アレイ、またはビデオカメラと共に使用する。レンズを使用して、粒子を含む単数または
複数の表面からの散乱光を集める。マイクロプロセッサーまたは外部デスクトップコンピ
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ュータを使用して、散乱光データを収集し、かつ、分析する。多数の分析物の固相分析用
の試験キットを作るために、単数または複数の適切な粒子タイプを、適切なマイクロアレ
イ試料チャンバーと共に使用することで、必要な濃度範囲と検出限界とを実現する。この
タイプの装置と試験キットとは、研究所、診察室、サテライト診療所、環境試験室、及び
高スループット試験室において有用かもしれない。
【０２５３】
　上記の例の装置と試験キットとは、実例として与えるものであり、これのみが本発明の
実施と解釈するべきではない。当業者は、本発明の幅広い有用性を認識できよう。単数ま
たは複数の特定の分析物検出の必要性に適合させるために、本発明の一つ以上の態様を実
施することにより、当業者は、広範囲の装置と試験キットとを作成できることを認識でき
よう。
【０２５４】
分析物と特異的分析物認識試薬との相互作用により二つ以上の粒子の会合または凝集（ag
gregation）を伴うアッセイ
　単数または複数の適切な結合剤と適切な濃度の結合剤及び分析物とを使用することによ
り、凝集（agglutination）、凝集（aggregation）、架橋、網目形成及び類似の結合事象
が起こり得、かつ、こうした事象を使用して試料中の一種類以上の分析物を検出できるこ
とは従来技術において周知である。幾つかのイムノアッセイでは、抗原が可溶でかつ多価
な場台、可視の沈殿物が形成され、一方、抗原が粒子状でかつ多価な場合、凝集（agglut
inate）またはクランプした粒子が形成される。幾つかの核酸アッセイでは、一種類の特
異的一本鎖プローブが、二つ以上の一本鎖標的と「架橋」して、網目を増殖できる。代わ
りに、二種類以上の各々異なる非反復一本鎖核酸プローブを、同一の標的一本鎖核酸上の
様々な部位に結合させるために使用できる。この手法では、二つ以上の標的による架橋を
成し遂げることができるか、または、単に二つの非反復プローブ配列を同一の標的に結合
させることで検出できるように配慮されている。
【０２５５】
　本発明は、従来可能だったものより、より使い易く、より敏感で、より多用性のある分
析物検出ができるように配慮されている。特異的アッセイ形式においては、本発明の顕微
鏡で見えないレベルの粒子は、様々なタイプの凝集体を形成でき、この凝集体は、分析物
に結合している遊離形態粒子を分離する必要なしに、顕微鏡中で目視によるかまたは器械
により、または肉眼での観察または測定により検出できる。形成された凝集体のタイプは
、単数または複数の架橋剤の寸法と結合価（valency）とによって決まり、かつ、粒子に
付着している結合剤のタイプによって決まる。凝集体は、２個の粒子から多くの粒子の範
囲にわたる。
【０２５６】
　同種液相凝集検出アッセイにおいて使用する粒子は、直接にまたは間接に標識できる。
直接標識化アッセイにおいては、分析物に直接に結合できる試薬を信号発生粒子に付着さ
せる。例えば、直接標識化核酸分析物アッセイにおいては、ＤＮＡプローブを光散乱粒子
に付着させる。間接アッセイにおいては、分析物検出試薬は化学的基Ａで標識され、粒子
は、基Ａを認識できる試薬で標識またはコートされる。直接または間接標識化を使用して
、分析物認識結合試薬と分析物との（そして間接標識化の場合には基Ａとの）相互作用が
、粒子の凝集を生じるように、アッセイを構成できる。凝集体は二つ以上の粒子から構成
できる。
【０２５７】
　アッセイにおいて単数または複数の凝集または架橋剤の寸法が小さいために凝集体中の
粒子同士が非常に接近している場合、二つまたは多くても数個の粒子を含む凝集体は、顕
微鏡中で単一粒子（顕微鏡で見えないレベルの凝集体）として見えることを、本発明者ら
は見い出した。しかしながら、この顕微鏡で見えないレベルの凝集体は、粒子－粒子摂動
が原因で、未凝集粒子とは異なる光散乱特性を示す。粒子の組成、寸法及び形状によって
、散乱光の色、強度ＲＩＦＳＬＩＷ、及び偏光が変化することを本発明者らは観察した。
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こうした変化を使用して、分析物に結合している遊離形態粒子を分離する必要なしに、分
析物の量を測定できる。顕微鏡ではこの変化を使用して、顕微鏡で見えないレベルの凝集
体を非凝集粒子と識別でき、これはたとえ両者が単一粒子として見えても可能である。凝
集または架橋剤の寸法が大きい場合、例えば凝集体中の粒子間の距離が顕微鏡の解像度よ
りも大きいような長いＤＮＡ鎖の場合、凝集体中の粒子は、一緒にとどまるか移動すると
いう事実により、一つ一つ別々に見え、かつ未凝集粒子と識別できる。こうした顕微鏡レ
ベルの凝集体は、わずか二個の粒子が凝集体中にある時には、顕微鏡中で容易に見える。
距離が十分に大きい結果として粒子－粒子摂動が小さい場合、凝集体中の粒子はその最初
の光散乱特性を保持する。また、上記に検討した二つの全般的な事例の中間にある、粒子
－粒子分離距離もある。幾つか特定の場合には、顕微鏡で見えないレベルの凝集体中の粒
子はその光散乱特性に摂動を起こさないことを本発明者らは観察しており、多分この理由
は、これらは粒子－粒子摂動が起きるほど十分接近していないからであろう。にもかかわ
らず、凝集体は非凝集粒子と識別でき、というのは、その強度は非凝集粒子の場合のｎ倍
（ここでｎは凝集体中の粒子の数である）であるから及び／または粒子は互いに対して相
関がある位置に「固定」しているからである。
【０２５８】
　分析物の存在により生じた凝集体が遊離の未凝集粒子とは異なる光散乱特性を有する場
合、肉眼での測定または目視観察に基づいた液体の相同種アッセイを、容易に実現できる
ことが、上記の検討から分かる。凝集体中の粒子－粒子摂動が小さいので凝集粒子及び遊
離粒子の光散乱特性が類似している場合、個々の粒子及び凝集体の光散乱強度の可視化を
可能にするかまたは測定を可能にする検出方法を使用して、同種アッセイはなお可能であ
る。凝集体中の個々の粒子が見える状況では、凝集体を遊離粒子と容易に識別でき、かつ
、目視観察またはコンピュータ化した画像解析により上記に説明したように定量化できる
。また凝集体はフローサイトメーター中または類似の装置中で遊離粒子と識別でき、かつ
、定量化でき、というのは、凝集体は、個々の粒子よりも大きい光強度を有すると思われ
るからである。凝集体中の個々の粒子が顕微鏡中で見えず、かつ、粒子－粒子摂動が無い
状況では、遊離粒子と凝集体とは、その強度の相違により識別でき、凝集体中の粒子数は
、凝集体の散乱光強度から確定できる（強度は付加的なものと仮定して）。これは、画像
解析またはフローサイトメトリーにより行うことができ、かつ、これは、試料の面積また
は体積を空間分析できるレーザー走査または他の方法により像を作り出すことを含む。
【０２５９】
　顕微鏡で見えないレベルの凝集体の数が増大するにつれて、たとえ凝集体中の個々の顕
微鏡で見えないレベルの粒子が顕微鏡により見えなくても、凝集体は拡大した粒子、また
は大きな粒子として見える。顕微鏡レベルの凝集体の場合には、凝集体中の粒子数の増大
は、可視の網目を作り出すので、網目中の粒子を計数できる。大きな網目と粒子凝集体と
が作り出す肉眼で見える実体は、裸眼で観察でき、かつ、沈殿物または凝集体（agglutin
ate）を形成できる。
【０２６０】
　平均的な当業者であれば、前の段落で説明した様々な凝集現象を活用して、多くの様々
なタイプの同種アッセイを開発でき、その幾つかは顕微鏡または他の画像解析技術と、肉
眼での観察または測定を含むその他のものとを使用することは、認識できよう。
【０２６１】
　以下のものは、同種タイプのまたは他のタイプのアッセイをどのようにして実行できる
かを示す、選択された実例である。
光散乱粒子を使用するアッセイ形式の実施例
　下記に与えるのは、様々なアッセイ形式における本発明の幅広い多用性と大きな有用性
とを証明する、幾つかの実例である。平均的な当業者であれば、従来可能だったものより
、より特異的で、より使い易い、及びより敏感な、試料中の一種類以上の分析物の検出に
対応している、本発明の多くの変形例があることを認識できよう。
【０２６２】
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ｉ．分子認識を基にした結合事象による二つ以上の粒子の会合を伴うアッセイ形式一般原
理
　一組の実験において、基材分子付着の方法を使用して、直径４０nmの金粒子の合成物の
表面をビオチン化した。遠心分離により精製し、洗浄した後、この材料の一滴をガラスス
ライド上に置き、カバーガラスで覆い、光照射及び検出のためのＤＬＡＳＬＰＤ方法を使
用して光学顕微鏡で観察した。材料は均質に見え、粒子はブラウン運動により非常に速く
動いており、緑色を呈していた。次にカバーガラスを除去し、一滴のストレプトアビジン
の溶液をスライドの上に置いてから、カバーガラスで覆い直した。ある時間経過した後、
新しく黄色－オレンジとオレンジ、及びオレンジ－白色の粒子構造が溶液中に現われ、こ
れは緑色の粒子よりもはるかに大きな強度を有し、かつはるかにゆっくりと動いていた。
こうした新たな粒子構造の幾つかはまた非対称に見え、というのは粒子は溶液中で回転す
るにつれ明滅したからである。しばらくの時間の後、多くの緑色の粒子は消滅しており、
多くの黄色－オレンジとオレンジの粒子凝集体が存在した。顕微鏡でカバーガラスの縁部
を調べた際に、縁部は、オレンジ、黄色－オレンジ、及びオレンジ－白色の非常に色の鮮
やかな粒子凝集体でコートされていた。本発明者らは、類似の現象をホモポリマー核酸系
において観察した。こうした観察により示されるのは、本発明の様々な形態において粒子
散乱光特性の変化を使用することで、凝集体の可視化により、または「遊離」単一粒子数
の減少により、または他の方法の使用によりバルク溶液中で、分子結合事象を検出できる
ということである。例えば、バルク溶液またはフロー系における検出のためには、適切な
条件下で溶液の一部を照射しかつ溶液から発する散乱光の変化を捜すことにより、独特の
散乱光特性を持つ新しい粒子形態の数の増大、及び／または、最初の特性を持つ粒子量の
減少を使用できる。代わりに、フローを基にした系を使用することにより、試料中の材料
をより特異的に分析できる。例えば、試料溶液の一部または全部を粒子毎に分析できるよ
うな、マイクロチャネル、毛管、またはフローサイトメトリー装置を使用する。溶液は、
単数または複数の照射光源及び単数または複数の検出器のそばを流れるか、または代わり
に、溶液は、マイクロチャネルまたは毛管中に捕捉され、次にマイクロチャネルまたは管
の全部または一部を分析するために、試料容器、光源または検出器（またはこれらの何ら
かの組み合わせ）を試料の長手方向に動かす。
【０２６３】
　例えば、ある種の核酸分析物は約１００核酸塩基で構成され、試料中に存在する。この
核酸が一本鎖形態になるように、試料を作成する。次に二種類以上の非反復一本鎖「プロ
ーブ」核酸配列を試料中に加え、この試料中では様々なプローブ核酸が、標的鎖の様々な
領域に結合する。また、こうしたプローブ核酸の各々は既に、直接または間接標識化手段
により、一つ以上の粒子にも付着している。インキュベーションに続いて、試料をフロー
サイトメーター装置中または類似のフロー装置中に置き、この装置中で試料を含む溶液を
分析できる。標的配列が存在する場合、ごく接近して共に「結合」した二つ以上の粒子が
存在する。粒子同士の分離距離によって、粒子－粒子摂動は起きることがあるかまたは起
きないことがある。プローブ鎖と標的鎖とのハイブリダイゼーションの結果として二つ以
上の粒子を含むこうした分子構造を、前に説明した適切な手段を使用して検出する。
【０２６４】
ｉｉ．分子実体の放出を伴うアッセイ
　分子的事象、化学的事象、または他の事象の結果として、分析物の存在を検出するため
に本発明を使用できる、アッセイ形式の用途がある。例えば、分子内または分子間結合、
連結、または他の分子構造を変化させることで、この処理の結果として分子の幾何学的形
状全体を変化させるか、または、単数または複数の分子断片を解離させるようにする。例
えばペプチド類、タンパク質類、核酸類、または医薬品類及びその他同様なものを、従来
技術において周知の様々な手段によって、試料容器の表面に付着させることができる。こ
うした物質の幾つかの内部には、化学的処理、生物学的処理、または他の処理により切断
または別の方法で変化させることができる一種類以上の分子内連結または結合部位がある
。例えば、特定の酵素またはリボザイムの存在を検出でき、そのためには、その活性の結
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果として放出される切断生成物の量を監視する。単数または複数の光散乱粒子を分子構造
の諸領域に直接にまたは間接に付着させる際には、切断処理への影響が最小になるように
する。溶液中の遊離粒子の存在または量を、または代わりに、試料容器にまたは他の粒子
に付着している結合粒子の減少を、酵素の存在、量及び活性と関連させることができる。
別の例では、全ての粒子が多価で抗体－抗原結合により結合するように、光散乱粒子を抗
原性物質でコートしてから、抗体と混合する。この網目または凝集（agglutinate）材料
を、試料容器中に置くかまたは希望するなら試料容器に付着させる。試料を容器中に置き
、これは（同一の抗体または抗原または幾分類似した構造を持つ競合抗体または抗原であ
るかもしれない）分析物を含むかもしれない。試料中に存在する、抗原または抗体特異性
分析物の存在と量によって、抗体と粒子にコートされた抗原との何分の一かは、競合によ
り網目構造から解離する。存在する分析物の量を検出でき、そのためには、溶液中の粒子
の量を測定する及び／または凝集（agglutinate）した網目に残っている粒子の量を測定
する。粒子上に抗体をコートすることで、または、他の結合剤、例えば核酸類、ペプチド
類、受容体類、医薬品類、ホルモン類及びその他同様なものを使用することで、この方法
に関する変形例も使用できる。
【０２６５】
ｉｉｉ．分子結合事象の検出と特徴付け
　別の実例では、結合剤でコートした粒子のブラウン運動を画像解析形式に使用すること
で、存在する分析物の存在と量とを検出できる。またこの方法を使用して、一つのパート
ナーが粒子に付着し、かつ、他のパートナーは溶液中に遊離しているような結合対におけ
る、分子結合事象と特性とを研究できる。そのような能力は、抗体類、抗原類、医薬品類
、受容体類及び分子結合特性が重要な任意の物質の結合特性の特徴付けにおいてきわめて
重要である。例えば、４０nmの金粒子合成物を、抗原、医薬品、または抗体を表面に含む
ように作る。こうした粒子－結合剤を次に顕微鏡スライド上に置き、ＤＬＡＳＬＰＤ照射
及び検出方法を使用して顕微鏡上で見る。そのブラウン運動特性を定量化する。次に、粒
子上に付着した結合剤に結合できる分析物を含むかもしれない試料溶液を加える。加えた
溶液が結合剤パートナーを含む場合、これは粒子上に結合している結合剤に結合するので
、ブラウン運動の変化が観察できる。代わりに、特徴付けの用途のために、分子特性を特
徴付け中の既知の濃度の物質を、既知の濃度で滴定し、その結合特性を決定する。このよ
うにして、大抵の任意の分子認識結合対の分子結合事象を研究できる。
【０２６６】
ｉｖ．分析物の増幅された検出
　ある種の分析及び診断アッセイでは、粒子の散乱光特性の検出可能性を増大させ、その
結果非常に簡易化された検出器械を必要とするかまたは検出器械を必要としない方が好ま
しいことがある。適切な分子認識結合対と粒子とを使用することにより、検出レベルすな
わち感度を大幅に増大させることが可能である。一本鎖ホモポリマー配列類、アビジン－
ビオチン、ストレプトアビジン－ビオチン、及び他の結合対系を使用して、多くの粒子を
「連鎖」させ「組み立て」できる。例として、サンドイッチ状の抗体－抗原－抗体構造が
形成される固相アッセイを設計する。一つの抗体は固相に付着しているので、抗原分析物
が捕捉される。次にビオチン基を含む追加の抗体を加える。さらに、ストレプトアビジン
をコートした粒子と遊離ビオチンとを溶液に加える。（固相－抗体）－抗原－（抗体－ビ
オチン）から、複合体は成長して、．．．（ストレプトアビジン－粒子）－ビオチン－（
ストレプトアビジン－粒子）－．．．構造になり、この構造は、共に結合している多くの
粒子を含む。そのような粒子凝集体または網目構造は、一つの粒子よりもはるかに検出が
容易な高レベルの強度を生じる。別の例として、ポリデオキシアデニル酸（Ｐｏｌｙ ｄ
Ａ）及びポリチミジル酸（Ｐｏｌｙ ｄＴ）または他のホモポリマー一本鎖核酸類を使用
でき、ここでＰｏｌｙ ｄＡホモポリマー配列は、一本鎖「プローブ」分子のある領域に
組み込まれる。粒子を、このホモポリマーに相補的なｄＴ配列でコートしてから、追加の
「遊離」ｄＡ一本鎖類と共に試料に加え、多くの粒子を含む構造を作り出す。上記の例は
例示を目的としており、普通の当業者であれば、分析及び診断の条件と要件とによって、
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本発明のこの態様の多くの変形例が可能であることを認識できよう。
【０２６７】
改良された粒子－結合剤試薬
　抗体のようなタンパク質性結合剤の、金属様及び非金属様粒子及び他の表面への、吸着
の方法による付着は、従来技術において周知ある（M．Horisberger，Scanning Electron 
Microscopy(1981)，2，p9-31を参照されたい）。吸着の方法を、例えば、抗体分子と共に
使用して、結合特性を有する物質を粒子に付着できる。抗体の場合には、抗体分子の粒子
への付着はまた、粒子に部分的な化学的安定性を与える。吸着条件を注意深く制御すれば
、抗体分子のなかには、その各々の抗原に対してなお結合活性を所有するものもある。金
属粒子の化学的安定化剤としての特定の合成ポリマーまたは生物学的ポリマーの使用も、
従来技術において周知である（Heller et al．(1960)，Journal of Polymer Science，47
,p203-217を参照されたい）。粒子への及び他の表面への物質の吸着の方法は、本明細書
において参考のために引用する。
【０２６８】
　粒子への及び他の表面への物質の吸着に関しては、その正確な機構と性質とは、十分に
理解されているわけではない。抗体分子が粒子または他の表面に吸着される際に、吸着さ
れた抗体の密度と配向とは、結合活性のレベルと関連しているようである。吸着方法の制
御ができないために、多分、多くの結合している抗体分子は、分子構造の分子認識領域が
変化するような方法で付着しており、その結果、結合活性は大幅に低減するかまたは全く
活性を所有しないようである。
【０２６９】
　吸着の方法は、タンパク質性結合剤類と分析物アッセイに有用かもしれないかまたは有
用でないかもしれない他の物質との粒子への付着に対応できるが、分析物試験及び他の分
野において興味深いかもしれない幾つかのタイプの物質を付着することは困難である。例
えば、核酸類と、より小さいタンパク質及びペプチド類のようなタンパク質様物質類と、
低分子量抗原性物質類、ホルモン類、医薬品類及びその他同様なもののような他の非タン
パク質性物質類とは、吸着方法では粒子に有効に付着できない。吸着技術をさらに限定す
るものは、各タイプの物質に独特の吸着条件があり、これを注意深く制御しなければなら
ないことである。そのような手順に厳密に従った場合でさえも、タンパク質の量と表面に
吸着された物質の完全性及び結合特性とには、著しい変動があり得る。多くの場合には、
吸着された結合剤の結合活性（親和性と特異性）は、未吸着形態と比較して大幅に低減す
る。
【０２７０】
　吸着の方法を使用した、抗体などの様々なタンパク質性結合剤の粒子表面への付着に関
する本発明者らの経験から、結果として生じる粒子－結合剤材料の結合特性と安定性とに
は大きな可変性があることが示された。吸着された抗体または他の結合剤の結合親和性は
、標識化条件に非常に敏感であり、かつ、バッチ毎に大幅に変動し得る。粒子に吸着され
ている抗体類、アビジン、ストレプトアビジン及び他の結合剤類の結合活性の大幅な減少
は、共通のものである。こうした合成物の幾つかにおいては、吸着された結合剤の何分の
一かは、粒子から解離する傾向があるようだ。これは、深刻な問題を提起し得る、という
のは、この解離した材料は、分析または診断アッセイにおいて、分析物に関して粒子－結
合剤と競合するからである。
【０２７１】
　上述のように付着方法の制御ができないことと、結合活性の可変性があることと、吸着
方法により粒子に付着できる物質のタイプに関して限定があることとは、分析及び診断の
ためのそのような材料の生産と使用とに多くの問題を提起する。ことによると最も重要な
ことに、吸着技術により作成された粒子－結合剤複合体は、超または極超低濃度の分析物
を検出している多くの分析用途にとって十分な品質がないかもしれない。
【０２７２】
　様々な寸法と組成とを持つ結合剤類を含む任意のタイプの物質を、粒子または表面に特



(75) JP 2009-236921 A 2009.10.15

10

20

30

40

50

異的に付着できる方法であり、かつ、付着した物質の結合活性への影響が最小になるよう
な方法があれば、技術上非常に有用であろう。また、粒子（または一般に任意の表面）毎
に試薬の所望の密度を実現するための方法があれば、技術上非常に有用であろう。加えて
、こうした方法が、複数のタイプの試薬の結合を可能にすれば望ましいだろう。製造とコ
ストとの見地からは、同一の基本的な手順を使用して、様々な異なるタイプの物質を粒子
に付着できるので、合成手順の実行が容易でかつ廉価であれば、非常に有用性があろう。
【０２７３】
　本発明者らが開発した新たな諸方法は、結合剤類と大抵の他の物質とを、金属様粒子と
他の表面とに特異的に付着できるように配慮されている。こうした新たな諸方法により作
られる粒子試薬類は、非常に安定であり、かつ、高い結合親和性と低い非特異的結合特性
とを所有する。こうした新たな諸方法は、従来技術の吸着手順の多くの限定を解決し、か
つ、その手順は、実行が容易で低コストであるという追加の恩典を有する。幾つかの実施
例では、こうした新たな諸手順は、多くの同一の材料と手順とを使用して、ほぼ任意のタ
イプの物質を迅速にかつ簡単に粒子または表面に付着できるような、普遍的なリンカー化
学基盤に対応している。これは、分析物試験に使用するための上述の粒子－結合剤試薬類
を日々製造する際には、きわめて重要である。
【０２７４】
　以下の手順は、例えば抗原類、抗体類、レクチン類、炭水化物類、ビオチン、アビジン
、ストレプトアビジン、核酸類、ペプチド類及びタンパク質類、受容体類、医薬品類及び
その他同様なもののような結合剤類または他の物質を含む任意の物質に適用される。この
諸方法を使用して、大抵の物質を、金属、金属様、及び何らかの非金属様粒予と肉眼で見
える表面とに付着できる。例えば、非金属様表面及び粒子としては、例えばガラス、プラ
スチック類、及びその他同様なもののような有機または無機材料で構成できる材料が挙げ
られる。
【０２７５】
５．粒子や他の表面への物質の結合方法
ｉ基材(base material)分子法
　粒子や他の表面に物質を結合させるこの方法には、基材分子の使用を含む２工程法か用
いられる。適切な基材分子は、吸着や他の化学的プロセスにより、表面に接近して、それ
と相互作用することができ、またたとえば結合剤のような補助物質を結合させることがで
きる接近容易な官能基を有する物質である。基材分子は、粒子に化学的安定性を与える付
加的性質を有することもできる。概して、基材分子は高分子形状（分子量サイズが１００
０以上）を有するがそれより小さい場合もあれば、はるかに大きい場合もあり得る。好ま
しい基材分子は、高親和力で粒子に結合し、該粒子にあるレベルの物理的安定性を与え、
またほとんどいかなる物質をも容易に接合させる接近容易な化学基を有するものである。
化学基は化学結合、共有結合、または非共有結合によって、結合剤または他の物質を結合
させることができる。たとえば共有結合は光化学結合または化学結合を含むことができよ
う。非共有結合は、ストレプタビジンのような分子との、または疎水性、水素結合もしく
は静電相互作用による架橋を含むことができよう。基材分子は、適当な化学薬剤または架
橋剤を用いて、いくつかの基本単位分子を一緒に、粒子表面のいたるところで架橋させる
のに用いることができる１種以上の化学基を含有することもできる。
【０２７６】
　下記は、極めて安定で、その結合する物(entity)に対して高度の結合親和力を有し、ま
たほとんどいかなる物質をも粒子や他の表面に結合させる極めて適応性があり、使いやす
く、コストの安い方法を提供する粒子－結合剤試薬を生成させるために、基材分子結合法
をいかに使用することができるかの選択例である。当業者は、ほとんどいかなる目的にも
向く粒子－結合剤試薬を合成する一般的方法には多くの変形があることを理解するであろ
う。この新規方法を用いて、抗体、ペプチド、タンパク質、核酸、薬剤およびほとんどい
かなる物質も、極めて制御され、かつ予測がつくように、粒子に結合させることができる
。
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【０２７７】
　１例として、我々は分子量が約２０,０００のポリエチレングリコール化合物の誘導体
を使用した。この分子（ビス（ポリオキシエチレンビス（３－アミノ-２－ヒドロキシプ
ロピル）））の性質は、基材分子としての使用を可能にする。このポリマーの各分子は補
助物質を接合させるための結合サイト(site)として働くことができる４個のアミン基を有
する。ポリエチレン誘導体の疎水性主鎖は粒子と相互作用し、吸着または二三の他のプロ
セスによって粒子表面に結合する。この相互作用は、我々が標識化ならびに分析および診
断測定に用いた後に、この物質がいずれも粒子表面から解離することを検知しなかったよ
うに、極めて強固である。アミン基は粒子表面と相互作用するようには思われず、また、
たとえば結合剤のような補助物質を結合させるための結合サイトとして接近容易である。
このポリマーを基材分子として用いて、我々は２種類の粒子－結合剤試薬を調製した。１
つの試薬は結合剤としてビオチン基を含み、他の粒子－結合剤試薬には結合剤として一本
鎖の核酸を含有させた。結合のために使用したビオチンは、アミン基に共有結合する化学
的に修飾された形態であった。核酸の場合には５’末端が、アミン基と化学的に反応する
ように化学的に修飾された。種々の測定フォーマットにおいてこれら試薬を使用する場合
に、我々は、これら粒子－結合剤試薬のいずれも低および高濃度の塩類水溶液においてす
ぐれた結合活性とともに高度の安定性を示すことを認めた。粒子－ビオチン試薬を用いた
実験では、結合親和力に及ぼす効果は検知されなかった。これは、懸濁液中に６×１０-1

4Ｍの濃度の粒子－ビオチン試薬を入れ、この溶液中にアビジンを被覆したプラスチック
の固相を浸漬することによって確められた。２，３時間の保温後、固相を取り出して、洗
った。照明および検出のＤＬＡＳＬＰＤ法を用いて、光学顕微鏡で調べると、アビジン被
覆固相に明確に結合した粒子が検出され、一方対照の固相（アビジンを含まない）は粒子
の結合を示さなかった。粒子－結合剤のこの作用濃度において、粒子に結合したビオチン
の結合性が著しく低下したならば、結合は明らかではなかったであろう。
【０２７８】
　他の例では、基材としてゼラチンを用い、脱着の機会をできるだけ少なくするように、
クロメートイオンまたは他の架橋剤を用いてゼラチンを粒子表面に架橋させることができ
る。次いで結合剤または他の物質を、結合を達成させることができる接近容易なアミン、
カルボキシルまたは他の化学基に結合させるために、適当な接合成分(chemistries)を用
いて粒子に結合させる。
【０２７９】
　他の例では、ストレプタビジンまたはアビジンを基材として用いることができる。結合
剤等のような物質を、少なくとも１個のビオチン基を含む分子の化学的修飾変形を用いて
粒子に結合させる。
【０２８０】
　別の例では、ポリマー様物質およびポリマー様の性質を有する、たとえば炭水化物、ポ
リアミノ酸、タンパク質等のような他の物質を、適当な条件下で粒子表面において完全に
溶解状態のコポリマー単位から重合させることもできる。
【０２８１】
　上記例のすべてにおいて、まず結合剤または他の物質を基材に接合させた後、基材と一
緒の化学的架橋があろうとなかろうと、この物質を粒子表面に適用することもできる。さ
らに、２種類以上の基材分子または１個以上の基材分子を、接合に有効な化学的反応基の
量および粒子－結合剤接合体の化学的安定性をほとんどいかなる分析上の要望にも合わせ
るために調整できるように、他の化学安定剤分子とともに使用することができる。
【０２８２】
　上記例において、基材分子として使用するのに有効な物質を用い、かつ選択した。当業
者は、粒子や他の表面へ物質を結合させるための、その使用をさらに最適にするように新
種の基材分子を合成することができる。下記の改良は、化学的にさらに安定な粒子－結合
剤試薬および結合された結合剤または他の物質の結合親和力に関してすぐれた性能を有す
る接合プロセスの最適化を可能にする。たとえば、基材分子の粒子表面に対する結合安定
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性を高める補助化学基をポリマーの主鎖構造に加えることができる。末端またはその近傍
に適当な反応性化学基を有する種々な長さのリンカーアーム(linker arm)を、結合剤また
は他の物質が結合されて、最終的に存在する粒子からの距離を増大させるように加えるこ
とができる。種々の種類の反応性化学基を、粒子表面のいたるところで個々の基材分子を
一緒に架橋もしくは結合させる能力をさらに高めるために、基材に加えることができる。
【０２８３】
　ii金属表面に吸着する化学基による粒子または他の表面への物質の直接結合
　我々は、結合剤を含む多種類の物質の、金属および金属様粒子ならびに表面への直接結
合を可能にする特別な方法を開発した。物性物理学および関連分野の技術では、ある種の
小分子(分子量１０００未満)を金属表面等に結合させることが可能なことは公知である。
大抵のこれら小分子には、小分子の一部は金属表面に結合することはできるが他の部分は
表面に結合しない分子内の特定位置の或る種の化学基がある。たとえば、チオールおよび
ジスルフィド含有物質、ならびにｎ－アルコン酸およびある洗浄剤分子のような両親媒性
物質の金属表面への吸着が物性物理学の分野では公知である（Nuzzoら,(1983),Journal o
f the American C hemical Society,105,p4481-4483；Allaraら，(1984)，Langmuir,１，
p45-52；およびBainら，(1989)，Journal of the American Chemical Society,111，p321
-335参照）。物質の金属表面への吸着法はこれによって参照として本明細書に組み入れら
れる。したがって、上記物質の結合を可能にする性質は、適当な薬品、結合させようとす
る物質の分子構造内の特定位置に組み込むことによって結合剤および他の物質に与えるこ
とができる。ある種の物質は他の物質よりもこの方法が容易である。たとえば、分子構造
が電荷を有するかまたはイオン化し、もしくは分子構造の一端において疎水性であるが他
端では親水性であるように分極している物質が概してこの方法の特定変形に有効である。
【０２８４】
　たとえば、核酸は高負電荷を含有するホスフェート主鎖を含む。一本鎖の核酸は３’ま
たは５’末端においてチオールまたはジスルフィドで末端標識化され、分子の同じ領域に
補助疎水基が組み込まれる場合もあればそうでない場合もある。この修飾された核酸は該
基で標識化された末端で金属表面または粒子に結合する。核酸のイオン性部分は、明確に
結合できるほとんどいかなる物質との分子相互作用に対して接近容易となるように核酸分
子構造の主鎖を表面から遠ざけるように保持する。
【０２８５】
　ビオチン、ペプチド、薬剤、ポリマー等のような他の物質を、この方法を用いて粒子に
結合させることができる。この方法は、本来の形では粒子または表面と顕著には相互作用
しないほとんどの物質に対して概ね有効である。粒子または表面と相互作用することがで
きる物質に対しては、補足的方法が必要である。たとえば、ある小分子、タンパク質等は
、結合活性を減じるように粒子または表面と相互作用することができる。この方法の１つ
の変形では、粒子をまず、たとえば、ポリマー安定剤で標識化する。この標識化の結果、
小分子物が結合できる粒子の表面に通常開放領域(open areas)がある。次に適当に修飾さ
れた物質を、所望の結合活性または他の性質を与えるために、化学的に安定した粒子に添
加する。もしくは、粒子または表面と混合する以前に、化学安定剤と化学的に修飾された
結合剤を所望の比率で一緒に混合することができる。これらの方法を用いて、粒子または
表面に結合させる物質の量および種類を、所望の化学安定性および結合活性特性を有する
被覆表面または粒子を生成するように制御することができる。
【０２８６】
　種々の長さおよび組成のリンカーアームを分子構造内に組み入れることもできる。たと
えば、分子構造を、粒子または表面との結合、所望の配向および高レベルの結合活性を有
するほとんどあらゆる物質と粒子または表面との結合を最適化する場合には小分子量の基
材分子を使用することができる。１例として、長さが２０アミノ酸の線状ポリペプチドは
、ジスルフィドまたはチオール化学基の添加によって、一端において化学的に修飾される
。生来のポリペプチドは、化学的に修飾された末端による以外はポリペプチド鎖が表面と
相互作用しないように、アミノ酸から構成される。他の末端においては遊離アミノ基が存
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在するか、あるいはまた、この位置においてほとんどすべての物質が結合できるように所
望の接合プロセスのために化学的に修飾されている。この低分子量基材分子は、本明細書
に記載する方法の１つ以上の変形において使用される。
【０２８７】
　本明細書に記載される基材分子接合法および直接結合法は、粒子や他の表面と結合する
ことができる物質の量、種類および配向をさらに特定的に制御することを可能にする。別
の利点は、これらの方法が結合した結合剤の結合親和力が依然として高レベルにある粒子
－結合剤試薬の合成を提供するということである。
【０２８８】
　小分子量または大分子量の基材分子を利用する基材分子法の重要な特徴は、基材分子の
適切な選択および利用によって、基材分子が、ほとんどすべての物質を粒子または表面に
結合させることができるユニバーサルリンカープラットホーム(universal linker platfo
rm)として役立つことができるということである。この特性は分析物を試験するための粒
子を主成分とする試薬の日々の製造に極めて重要となる。当業者は、使用される化学基、
分子量、分子構造、標識化反応条件および接合化学の種類（すなわち、架橋、共有結合等
）を変えることによって行うことができるこれら新規結合法の種々の変形を理解するであ
ろう。
【０２８９】
光散乱粒子を用いるミクロアレイ(microarray)またはミクロパターン (micropattern)測
定
　分析のミクロアレイ法またはミクロパターン法は、固相の個々の空間的にアドレス可能
な領域を用いて、異種の分析物を検出する。たとえば、各空間的にアドレス可能な領域す
なわちミクロスポット(microspot)は異種の抗体、受容体、核酸等を含むことができる。
固相における空間的にアドレス可能な領域の配列は、用いられる固相の大きさ、分析物ま
たは異なる領域の数、および検出方法によって指令される。特定種類の結合剤を含有する
それぞれの空間的にアドレス可能なミクロスポットは、ミクロアレイをつくるのに用いら
れる方法によって角形、円形または任意のパターンとして形成させることができる。その
寸法は数平方ミクロンから数ミリメートルまたはそれ以上であることができる。ミクロア
レイ法は、単一の分析物検出に用いられ、また固相に結合する分析物の量に関連する固相
シグナルを測定することによって最終定量化が行われる多くの固相フォーマットのいずれ
か１つを用いて実行させることができる。実際には、ミクロアレイ法の一般的分析工程は
次の通りである。ミクロアレイを分析物試料、たとえば血清に曝露し、適当な保温時間後
、アレイを洗って、第２の分析物結合物に曝露する。１つのフォーマットでは、光散乱性
を検出する光散乱粒子に、第２の分析物結合物を結合させる。その上各ミクロスポットに
結合した光散乱粒子の数は各ミクロスポット中に存在する分析物の数の尺度であり、試料
中の分析物の濃度と相関させることができる。別のフォーマットでは、第２の特定分析物
結合物を光散乱粒子に結合させない。この後者のフォーマットでは、第２の特定結合物に
明確に結合する第３の物を光散乱粒子に結合させる。この第３の物は、たとえば第２の物
と共有結合したビオチンと明確に結合するストレプタビジンであることができる。光散乱
粒子に結合させた第３の物を用いて、第２の物を検出するために用いることができる多く
の他の測定法がある。これらいずれのフォーマットにおいても、各ミクロスポットに結合
した分析物の量は、各ミクロスポットに結合した光散乱粒子の数に関連する光散乱シグナ
ルを測定することによって決定される。
【０２９０】
　ミクロアレイ中の各ミクロスポットにおける光散乱粒子の数を検出するのに種々の方法
を用いることができる。各スポットに結合した分析物の量は、最終測定工程において各ス
ポットに結合した光散乱粒子の数から決定される。概して、ある種の画像診断系が、アレ
イ中の異なる領域からの光散乱シグナルを分離するために必要である。画像診断および粒
子定量化には多種類のフォーマットを用いることができる。選択する方法は、必要な精度
および１日当り分析すべき試数数によって決まる。必要な精度は、単に正か負かの答だけ
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が必要な場合のような低度の精度から数パーセントの精度で分析物の量を求めなければな
らない場合のような高度の精度にわたることができる。次に異なる画像診断および粒子定
量化、フォーマットの例を説明する。
【０２９１】
　任意の画像診断法のためのミクロアレイに特別の特長を導入することができる。たとえ
ばアレイ中の若干のミクロスポットの成分をバックグラウンドシグナル(background siqn
al)を得るために配合するか、またはアレイ中の若干のミクロスポットの成分を既知量の
分析物を含む校正スポットとして役立つように配合することができる。これらのスポット
からのシグナルは、１つの試料と次の試料との入射光強度、多重ミクロスポットアレイキ
ャリヤ間の光透過率、集光効率および光検出器感度の変動を修正するために用いることが
できる。
【０２９２】
　次にミクロアレイおよびアレイチップに適用するための二三の特定画像診断および光散
乱粒子定量化法を述べる。
ａ．単純な光学顕微鏡を用いるＤＬＡＳＬＰＤ法
ｉ．スポット上の粒子の表面低密度（１μ2当り粒子が０.１未満）
　測定すべき試料の数が多くない場合には、各スポットにおける粒子の数を、各スポット
における粒子数の視覚的または他の計数法によって求めることができる。バックグラウン
ドの計数も行う。計数は液体被覆または乾燥ミクロアレイにおいて行うことができる。正
と考えられるミクロスポット当りの粒子の数は従来の供試実験によって明確にされる。多
くの試料を試験しようとする場合には、単純なビデオ検出器および対象計数ソフトウェア
を用いて自動的に行うことができる。
【０２９３】
ii．スポット上の粒子の表面高密度（１μ2当り粒子が０.１以上）
　正のタイプかまたは負のタイプの分析かによって、視覚観察または光検出法によって各
スポットからの強度を検出することができる。強度がバックグラウンドの強度よりも強い
場合には結果は正である。定量的な結果が必要で、試験する試料があまり多くない場合に
は（たとえば臨床(bedside)、現場、小規模の臨床、または研究実験室試験）、２個の観
察窓付き顕微鏡による手動方式を次のように用いることができる。単一のミクロスポット
は狭い光ビームで照射する。ビームは１つの観察窓からの視覚観察によってスポット上に
位置ぎめし、迷光シグナルのレベルにより、空間的フィルター開口部があろうとなかろう
と、感光デバイスによって強度を定量的に測定する。各スポットからの散乱光強度を、ビ
ームによって各スポットを手動走査することにより測定する。もしくは、ビームは手動で
走査できようし、また各スポットから検出される光は、検出器領域を照射スポットと共焦
点に保つ大面積の光検出器または小面積の検出器により検出することができよう。これは
自動化することもできよう。多くの試料を分析しようとする場合には、ミクロアレイを幅
広い光ビームで照射して、ミクロスポットアレイの像をビデオカメラおよびフレームグラ
バー(frame grabber)によって定量化することができる。次にソフトウェア画像分析によ
って各ミクロスポットの強度を求める。我々は、これらの方法が極めて鋭敏で、試料中の
幅広い濃度の１つ以上の分析物を検出できることを確めた。当業者はこの方法の多くの他
の変形が可能であることを理解するであろう。
【０２９４】
分析物のミクロアレイおよびアレイチップ検出におけるある種の金属様粒子の使用
　ミクロアレイに関する我々の研究において、金属様粒子が好ましい光散乱粒子であるこ
とを見出した。特定のミクロアレイ用途に用いられる粒子種の大きさ、形状、組成および
均一性は主として次のものによる：試料中の非特定光バックグラウンドの量；ミクロアレ
イが乾燥しているかまたは液体で被覆されているかどうか；個々の固相結合領域の寸法；
検出される分析物の量および濃度範囲；肉眼または光検出器による検出；ならびに粒子計
数測定および／または強度測定。
【０２９５】
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　１例として、我々は容易に、ＢＳＡ－ビオチンで被覆された個々の直径６０ｎｍの金粒
子と、緩衝溶液で被覆されたミクロアレイフォーマット中のプラスチック固相におけるス
トレプタビジンを含有する直径８０ミクロンのスポットとの結合を検出することができた
。我々は、ＤＬＡＳＬＰＤ条件による特注照明器および我々が開発した安価な顕微鏡系を
使用した。ＢＳＡ－ビオチンで被覆された低密度の結合６０ｎｍ直径金粒子を有するミク
ロアレイストレプタビジンミクロスポットにおいて、結合粒子の数を計測した。高密度に
おいては、個々のストレプタビジンミクロスポットに結合した粒子から生じる散乱光の強
度を測定した。我々は、１３というシグナル対バックグラウンド比において、１μ2当り
約０.０６個までの粒子の粒子密度を検出した。これは、この種の測定では、約３という
シグナル対バックグラウンド比において、１μ2当り約０.０１５個までの粒子の密度を検
出できることを意味する。極めて高密度の結合粒子も検出された（直径８０ミクロンの個
々のミクロスポット当り有効結合サイトの飽和）。乾燥形態（液体で被覆されていない）
の同様のミクロアレイ測定を行うためには同じ感度を得るのに、さらに大きな光散乱力を
有する直径のさらに大きい金粒子または他の金属様粒子の使用が必要である。また、約６
００ｎｍを上回る照度および空間的フィルターを有するＨｅＮｅレーザーのような長波長
の光源を用いることも有効であろう。
【０２９６】
　小型の手動式または他の種類のポータブルデバイスを用いて試料を検出する場合には、
そのようなデバイスでは典型的に当業者は低出力の光源を用いなければならないので、必
要な感度レベルによってはさらに大きな粒子を使用することが必要であろう。
【０２９７】
　ミクロアレイフォーマットにおける多重分析物検出の場合には、異なる濃度の差が１,
０００ないし１,０００,０００またはそれ以上というように極めて異なるレベルの濃度の
異種分析物が存在することがある。このような場合には、光散乱力および粒子の相対的な
大きさが極めて重要になる。たとえば、個々の個別的結合領域が約１００平方ミクロンで
ある場合に、アレイチップまたはミクロアレイにおいて多重分析体を測定するならばこの
１００平方ミクロンの面積に結合できる粒子の数は、使用する粒子の大きさに高度に依存
する。たとえば、４０ｎｍの粒子を用いると、結合飽和において、この領域に約７９,６
００個の粒子を結合させることができる。しかし、１２０ｎｍの粒子を用いると、わずか
約８,８００個の粒子をこの領域に結合させることができるだけである。非特定光バック
グラウンドおよび粒子の非特定結合の量によって、信頼できる測定のために、該領域に結
合させなければならない粒子の最少数はさまざまであることができる。たとえば、ある場
合には、正の検出結果を得るために、ミクロアレイにおいて結合サイト面積に結合させる
には数千以上の粒子が必要であるかもしれない。このように大きな粒子を用いると、分析
物の検出能が押えられる。寸法の小さなサイト面積の結合において、使用可能で適切なシ
グナル／バックグラウンド比を示す最小の粒子を使用すべきである。さらに、光学的およ
び空間的フィルター、共焦点像、さらに強力な光源ならびに他の機器部品を、検出限度を
高めるために、最適化することができる。同様に、２種以上の分析物が極めて異なる濃度
で存在する場合には、適切な大きさと光散乱力を有する異種の粒子を用いることが必要か
もしれない。
【０２９８】
　これらの例は限定するためのものではなくて、種々の用途において、ある種の金属様粒
子の選択が、いかにして、多重分析物のミクロアレイ測定および検出用の特定試験キット
(kits)をもたらすかを示すためのものである。当業者はアレイチップおよびミクロアレイ
において多重分析物を検出するために本発明の方法の多くの他の変形があることを理解す
るであろう。
【０２９９】
他の照明および検出法を用いる本発明のある態様の使用
　この発見は、本発明が開示したような最適の光および検出法を用いないときでさえも、
当該技術の既存の診断検出法において本発明の種々の態様を使用できることを意味する。



(81) JP 2009-236921 A 2009.10.15

10

20

30

40

50

たとえば、レーザー共焦点顕微鏡検査法、明視野およびエピ照射(epi-illumination)顕微
鏡検査法ならびに反射コントラストおよび示差干渉コントラスト顕微鏡検査法を、ある種
の金属様粒子とともにミクロアレイチップにおける多重分析物の測定等に用いることがで
きる。
【０３００】
　たとえば、Ekinsが米国特許第５,４３２,０９９号（本明細書に参照として組み入れて
ある）に記載しているような共焦点顕微鏡を使用することができる。概して、該共焦点顕
微鏡は視域照射よりも点照射に依存し、通常エピ照射とともに蛍光モードで動作する。検
出しようとするシグナルは極めて弱いので検出器は通常光電子増倍管である。光源はレー
ザーであることが多い。本発明においては、たとえシグナルが極めて大きく（通常の共焦
点顕微鏡に比べて）、また光源がレーザーである必要がないにしても、共焦点顕微鏡のよ
うな複雑な装置を依然として使用することができる。このような装置の使用が、我々が見
出したように本発明において述べた粒子のさらに高精度の検出をもたらし、また迷光問題
を極少化することは明らかである。
【０３０１】
　したがって、別の例において、Fodorらが３６４ Nature ５５５,１９９３に記載した生
物学的チップを用いる標的分子の検出に関する方法論を利用することもできる。
【０３０２】
　これらの方法を、本発明の１つ以上の態様の使用と組み合わせると、方法および装置の
コストや使いやすさが重要な関係にはない、あるミクロアレイ分析法に有効である。我々
は、金属様粒子とこれら前記の当該技術の既存の方法および／または屈折率増大法(refra
ctive index enhancement)および／またはオートメタログラフィー(autometallography)
および／または本発明の他の態様を用いた人を誰も知らない。したがって我々は、本発明
の１つ以上の態様とともにこれら前記の当該技術の既存の検出法の使用をクレームする。
【０３０３】
ミクロアレイに適用するための本発明の他の適合性
　本発明の方法はミクロアレイフォーマットを用いて１つ以上の分析物を検出するための
すぐれた手段を提供する。次の方法は、ある分析用途において有用な補足的変形を提供す
る。
　我々は照明および検出法を小型化して、単一または多重光ファイバーを基盤とする装置
をつくることができる。これは検出するためにイメージ化法を用いる方法に代りうる方法
を提供する。
【０３０４】
　二次元アレイまたは他のタイプの固相の空間的にアドレス可能なシステムを用いる際の
１つの問題は、異なる領域のミクロアレイ間のシグナル妨害の問題である。妨害、閃光や
他の類似問題が、いくつかの原因、たとえば（１）光散乱または蛍光物質を含む個々の領
域が互いに接近しているので１つの領域として見えること、または（２）１つの領域は多
量の光散乱粒子または蛍光物質を含むが他の近接領域は極めて小量の光散乱粒子または蛍
光物質を含むことから生じる場合がある。領域が相互にいかに近接しているかによって、
非常に強烈な領域から来る光の一部分は低強度の光が来る領域中の検出器によって捕捉さ
れる。
【０３０５】
　技術的に１つの可能な解決策は、走査法を用いて、各空間的にアドレス可能な固相サイ
トを別々に照射し、照射しているときに、各空間的にアドレス可能なサイトから来る光シ
グナルを別々に記録することである。これは照射ビームまたは試料を動かすことによって
一度に１個所の異なる領域を走査することによって達成することができる。しかしこの走
査機構は通常複雑であって、分析法に途方もなく多額のコスト及び複雑な手順を加え、ま
た臨床検査実験室や極めて活動的な研究室の日々の苛酷な作業に対してはあまりにコスト
がかかりすぎるかもしれず、またそれに耐えられるほど丈夫ではないかもしれない。
【０３０６】
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　本発明の別の変形の一例を次に説明する。一端の光ファイバーを、適当な角度に傾斜を
つけ、測定しようとする領域に近接させる場合に、その領域から放射される蛍光または散
乱光を試料表面の反対側から検出するように個別的照明として使用する。この構造は領域
の特定照射を可能にし、上記の妨害問題を解消させる。またビデオカメラのようなイメー
ジ化検出器に対する必要性を無くして、任意の種類の光検出器を用いることができる。一
例として、測定しようとする２４個のミクロスポットすなわち別個の領域のアレイの場合
には、２４個の個々の照射ファイバーを各スポットに１つずつ使用する。必要なことは、
個々のスポットを相対的に異なるときに照射することだけである。このようにして、光フ
ァイバーの直径の約1/2までのいくつかの空間的にアドレス可能な小領域を測定すること
ができる。
【０３０７】
　エピ照射または類似の方法の使用が望ましい、たとえば共焦点イメージ化のようなこの
方法の別の態様では、光ファイバー端部に極めて小さい結像レンズを置いた後、ミクロア
レイの所望の領域からの散乱光または蛍光を測定できる共焦点状態を得ることによって、
このシステムを小型化することができよう。ミクロアレイ表面において測定しようとする
いかなる領域においても、入射光を送出し、検出しようとする放射された蛍光または散乱
光を集めるミクロレンズとともに、単一の光ファイバーが用いられる。一度に表面の２つ
以上の領域を検出しようと望むならば、前記のように多重光ファイバーを使用することが
できよう。
　当業者は前記の具体例が本発明の可能な多くの変形の極く二三に過ぎないことを理解す
るであろう。
【０３０８】
組合せ合成分子ライブラリーのスクリーニング
　重要な分子の現在成長しつつある組合せ(combinatorial)合成分野における恐るべき問
題は、新たに合成された組合せ分子の数コピー（copies）を検出するための高感度の実際
的で使いやすいシグナルおよび検出技術ならびに測定フォーマットの欠除である。
【０３０９】
　我々は、２次元アレイまたは空間的にアドレス可能な固相のような空間的にアドレス可
能なサイトを含む固相において我々のシグナルおよび検出技術が容易に用いられることを
確認した。したがって、何らかの形の我々の方法は、この種のフォーマットにおいて１種
もしくは２種以上の組合せまたはバイオ組合せ（biocombinatorial）分子のスクリーニン
グおよび検出に直接適用可能である。測定法は当該技術分野における任意の公知の方法で
あることができる。
【０３１０】
　我々が本明細書で述べるように、本発明は、空間的にアドレス可能な固相における１個
以上の特定組合せ、バイオ組合せ、または他の合成分子を検出して定量化するのに用いる
こともできる。たとえば、「分割合成」法、「平行合成」法および類似の方法（これらの
方法はすべて本明細書に組み入れられる）を用いることによって、さまざまなバイオ組合
せおよび組合せ分子を合成できることは当該技術分野では周知である。典型的には、各粒
子または基質片が特異な一群の組合せ合成分子を含む小粒子または他の固体基質片におい
てさまざまな組合せ分子が合成される。当該技術分野には、合成分子の「活性」群を含む
前記片または粒子を同定して精製するという問題がある。
【０３１１】
　我々のシグナルおよび検出システムを利用して、これら特定の望ましい組合せ生成物を
検出するいくつかの方法がある。一つの測定法では、結合剤（所望の分析物に特異の）を
、選択した種類の金属様粒子に被覆する。被覆された粒子を試料に添加すると、それは分
析物に結合する。もしくは、ビオチン標識化結合剤の使用を含む間接的方法がまず分析物
を結合し、検出以前にストレプタビジン被覆金属様粒子を加えることによって次に分析物
が検出される。合成固相上に存在する関心のある所望の分析物に光散乱粒子をなんらかの
形で結合させる。こうして、濾過、遠心分離、透析や他の当該技術分野で公知の方法によ
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って、試料から所望の分子を同定し、単離し、さらに精製する。もしくは、特定分子含有
合成粒子と金属様粒子との間に、凝集体または網状組織を形成させるように、結合剤を被
覆した粒子で標識化した結合剤を加えることができる。上記と同様な手段が所望の分子を
同定して精製するのに用いられる。
【０３１２】
　異なる組合せ合成分子のための多重分析物分析は、異なる種類の結合剤をそれぞれ被覆
した２種以上の金属様粒子を用いることによって達成される。屈折率の増大およびＤＬＡ
ＳＬＰＤビデオ強調コントラスト法を使用することもできる。
【０３１３】
　別の測定法では、反応容器に加えられたＥＭＦを用いることにより金属様粒子を三次元
空間で処理できるように、該粒子は、さらに強誘電性または磁性組成の組成物を含有する
。こうして、「活性」組合せ分子を含有する基質粒子は容易に精製され、他のすべての物
質から検出することができる。特定粒子の強誘電性または磁性または他の金属様組成の混
合組成物は診断測定を含む多くの他の分野、ならびに所望の分子の単離および精製に極め
て有効でもあることに留意すべきである。上記の方法と組合せた屈折率増大の使用は検出
感度を増大させる。
【０３１４】
固相合成支持体として用いられる金属様粒子
　金属様粒子は、適切な物質を被覆すると、たとえば組合せ合成のような化学合成または
生化学合成を行うためのすぐれた基質になる。金属様粒子の特定被覆は、たとえばポリマ
ー、抗体、タンパク質、核酸、アミノ酸、反応性化学基等より成ることができる。たとえ
ば、金属様粒子は化学的に反応性あるアミン基を含むポリエチレングリコールで被覆され
る。次に、金属様被覆粒子表面に多数あるこれらアミン基において合成が開始される。明
確に活性化されうる他の反応性化学基をアミン基の代りに用いることができる。別の例で
は、アミノ酸または小さなペプチドを、金属または金属様粒子表面に直接被覆するか、ま
たは金属様粒子表面に被覆されるポリマーまたは他の種類の高分子に化学結合させる。次
いで金属様被覆粒子において合成が開始される。さらに他の例では、反応基を金属様粒子
表面に結合させて、タンパク質、核酸、化学または生化学合成を行うことができる。粒子
表面の反応基の数は次のように変えることもできる。反応性アミン基（または他の反応基
）があろうとなかろうと、ポリエチレングリコール化合物（分子量２０,０００）の混合
物を、適当な比率で混合して、粒子当り表面上の所望の数の反応基を達成させる。こうし
て、金属様粒子を、金属様粒子当り特定量の化学合成サイトまたは結合サイトで被覆する
。サイトの特定数および反応基の種類は、たとえば次の化学合成または臨床試薬用のよう
な特定必要性に合うように変えることができる。たとえば、臨床用の用途には、金属様粒
子当り控え目な数の特定結合剤分子を加えることが所望の測定性能を得るのに重要であろ
う。さらに、上記ポリエチレン化合物について記載したと同じアプローチを用い、所望の
物質（すなわち種々の結合剤または化学基等）を適当な比率で混合することによって２種
類以上の反応性合成または結合サイトの特定量を同じ金属様粒子上に置くことができる。
このような被覆粒子は、たとえば同じ粒子を用いて２種類以上の分子を単離し、精製し、
さらに検出するのに有効であることができる。高密度（グラム／ｃｍ3）の多種類の金属
様粒子は、関心のある分子の精製、単離および同定にも多くの利点を与える。ＭＬＳＰ型
粒子は媒質内で粒子がさらに容易に処理される別の利点を与える。上記の例はこの方法の
多くの可能な変形のわずか数例にすぎない。当業者には他の変形が明らかであろう。
【０３１５】
分析診断分野以外の本発明の種々の態様の実施
　本発明は、粒子の散乱光性能の検出によって、試料中の１つ以上の分析物を検出する方
法を特徴とする。本明細書に開示する本発明の種々の態様は、診断分野以外の多くの他の
特定用途に直接適用することができることに留意すべきである。当該技術または光学情報
および貯蔵、映像形成および処理、電気光学的シグナル変換およびスイッチ、電気通信、
情報変換器や多くの他の関連用途のような分野の技術の熟練者はこの開示によって、分析
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診断測定以外の分野のとりわけ問題を解決して新製品を生成させる本発明の種々の態様を
実施することを可能にした。
【０３１６】
　他の分野への適用に極めて有効な本発明の１つの態様は、特定金属様粒子の、該粒子の
特徴となるある大きさ、形状、組成、および特異の光学的徴候による均一性を同定する能
力である。非常に小さい構造物中にこのような特異の光学的徴候を含有させることによっ
て、これら粒子のシグナル剤を多くの分野で用いることができる。たとえば、該シグナル
剤は、粒子を含有する生成物、材料、物質または物体を同定または追跡する工業的品質管
理、マーカーまたはラベルに用いることができる。何らかの形の粒子を、当該業界で公知
の「バーコード」法に類似の同定等の手段として使用することができる。たとえばコーテ
ィングを含有する１種以上の粒子を、確実性、日付、または他の適切な情報を確認するた
めに消費者製品に適用することができる。同様に、紙幣、株券、債券証書等に、対象物の
確実性を確定するために検出することができるある粒子種を紙材料自体の表面に塗布また
は中に包含させることができる。他の例には、薬剤の痕跡を証明するために処方箋がある
かまたはない薬剤の中に少量の特定種類の粒子を入れることが含まれる。さらに、流体、
材料等の性質のような系の物理的性質を検討するために、粒子を環境的、工業的、薬学的
または生物学的トレーサーとして用いることができる。当業者は、これらが多くの可能性
の極くわずかであることを理解するであろう。
【０３１７】
　他の分野に直接適用可能な本発明の他の態様は、電気、磁気、または関連分野によって
物理的に操作することができる光散乱粒子の使用である。我々はこの粒子を操作可能な光
散乱粒子（ＭＬＳＰ）と名づけ、該粒子については後に詳しく述べる。このようなＭＬＳ
Ｐ粒子は、磁界、電界、または関連電磁界（ＥＭＦ）を用いることによって一次元、二次
元または三次元空間内に種々の配列で配向させることができる。このようにして、粒子の
特異な光散乱性を用いて、あるパターン、像、または色を生成させることができる。１つ
以上のＭＬＳＰ粒子の特定配向を用いて、個々の粒子の光散乱性による情報、または得ら
れた光散乱情報、すなわち特定配向に並んだ２つ以上の粒子の光学的徴候を貯蔵または転
換させる。たとえば、青色、赤色および緑色光を散乱させる３種類の粒子を、二次元アレ
イ中に特定数のピクセル(pixel)を含むスクリーン中の「ピクセル」のような小さい面積
または容積中に置く。スクリーンに白色光を照射すると、スクリーンは有色または黒色ま
たは白色の像、もしくはテレビの像、ビデオの像、画像の像等の出現に類似の動く画を生
成する。各ピクセルまたはピクセル群は、適切なＥＭＦをかけることによって、青色、赤
色および緑色光を散乱する個々の粒子を、適切に照射するときにある色相と強度を有する
特定な色を生じるように配向させるために電界または磁界（ＥＭＦ）によって空間的にア
ドレス可能にされる。たとえば、１つの負荷ＥＭＦにおいて、赤色と緑色粒子を極めて小
さいスポットに集中させ、一方青色散乱粒子はピクセルの内容積中に自由に分散させる。
このときこのピクセルは青く見える。次に異なるＥＭＦを適用して、赤色または緑色光散
乱粒子に同様の効果を生じさせる。このようにして、各ピクセル中の異なる粒子を明確に
配向させることによって、所望色の像を生成させる。この方法および装置は本ブラウン管
を基盤とする画像形成技術等に多くの魅力的な利点を与える。
【０３１８】
　別の例では、ＥＭＦを適当に調節することによって、ＭＬＳＰ粒子をある特定配向から
他の配向に変換させる。たとえば絶色または赤色散乱光を生じ、かつ／または異なるレベ
ルの強度の散乱光を有することがてきる非対称銀粒子は次のように用いられる。１つ以上
の粒子を、該粒子が回転、すなわち自己再配向可能な液状または固状の物質中の特定位置
に置いて、該粒子を含有する物質またはデバイスに電磁界をかける。いかに多くの粒子を
用いるかおよびデバイスの所望の機能によって、粒子の異なる配向は異なる種類の情報を
意味する。たとえば、１つの配向において、非対称ＭＬＳＰ粒子の光散乱性は２進法にお
いて「閉」すなわち数字０を示すが、配向の異なるパターンでは光散乱性は２進法におい
て「開」すなわち数字１を示す。非対称ＭＬＳＰ粒子の配向は、ＥＭＦを、物質またはデ
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バイス中の粒子の所望の配向を得るように変えることによって変えられる。特定配向にお
いて光が粒子と相互作用すると、散乱光の性質は前記のように特定種類の情報を示す。こ
のように、電気通信および関連分野に有効な単一および多重成分光学スイッチをつくるこ
とができる。同様に、これら一連のスイッチを、さらに複雑な情報を貯蔵し、処理するた
めに直列または並列状に組み込むことができる。
【０３１９】
　種々の種類および／または配向の光散乱粒子およびＭＬＳＰ粒子を用いることによる情
報の暗号化または貯蔵によって、新しいタイプの情報貯蔵デバイスをつくることができる
。たとえば、「コンパクトディスク」または「ＣＤロム」ディスク等のような当該業界で
公知のものに類似する光学貯蔵ディスクをつくることができる。表面から上方に突出する
隆起を用いて情報をコード化する代りに、光散乱粒子が使用される。粒子の光散乱性を検
出できる物質上または内部に粒子を置くことができる。このようにして、はるかに多くの
情報および高密度の情報の貯蔵が可能になる。
【０３２０】
　当業者は、特定用途に種々の光散乱性粒子を用いてつくることができる多種類のデバイ
スを理解するであろう。上記の例は多くの方法の極く僅かにすぎず、このような金属様お
よびＭＬＳＰ粒子は分析や診断検出分野以外に用いられる。これらの適用は本明細書の開
示によって可能であり、これにより、出願人は本明細書に記載する本発明の種々の部分の
、診断分析測定分野以外の分野における実施について正当にクレームする。
【０３２１】
液体試料用SpectraMetrix分光光度計機器の説明と操作理論
　SpectraMetrix光度計は励起光ビームに対して直角の散乱または放射光である光の強度
を測定する直角光度計である。該機器の略図を図２１に示す。光源は顕微鏡照明器または
他の種類の光源である。この機器はモノクロメーターがあろうとなかろうと使用すること
ができる。光度計には異なる光源を接続するアダプターが備えてある。光電子増倍（ＰＭ
）管によって散乱または放射光を検出する。光度計には、試料を交換する間、光がＰＭ管
に届かないようにする手動光シャッターがある。必要に応じて入射または放射光路に光学
フィルターまたは偏波器を挿入する。試料キュベットとして種々の直径の円筒形キュベッ
ト（たとえば試験管）を使用する。しかし、適当なホルダーを有する任意の種類の光透過
性試料容器を使用することもできる。直径６ｍｍで長さ５０ｍｍの試験管を使用し、本明
細書に記載したデータを得るのに、赤外線（熱）フィルターのついた顕微鏡照明器を使用
した。
【０３２２】
　照明器は直接またはモノクロメーターを介して分光光度計に接続することができる。本
明細書に記載した測定に使用したモノクロメーターは回折格子モノクロメーターである。
照明器は６ボルト、３アンペアの調整された直流電源によって電力を供給される。
【０３２３】
　このパラグラフにおいて、我々はモノクロメーターを操作せずに使用した機器のオプチ
ックス（optics）について述べる。１０倍の対物レンズが照明器から試料管までの光を焦
点に集める。励起光ビームに対して直角に配設される（試料キュベットの中心から約１.
５インチ）集光レンズ(焦点距離２３ｍｍ、直径１９ｍｍ)が試料管の中心から約１０６ｍ
ｍの距離に、試料管の像を合焦する。この距離は、集光レンズとＰＭ管の間に光シャッタ
ーとフィルターホルダーを置くこと＃を可能にする。直径３．２５ｍｍの孔を有するダイ
アフラム（２０ドリルビット作製）を映像面に置く。ＰＭ管をダイアフラムの背後に置く
。ダイアフラムはキュベット壁から反射した光を阻止し、試料容量の中心から散乱した光
だけをＰＭ管に到達させる。ダィアフラムは、ＰＭ管に到達する散乱光の量を減少させな
がら、シグナル対バックグラウンド比を最大にする。試料管から反射した光の検出をさら
にできるだけ少なくするために、反射光が集光レンズに達しないように管を垂直方向に対
して約４０－５０°の角度に位置ぎめする。この角度と屈折率の影響によって、管から入
る光は集光レンズの中心軸を進行せず、また映像面の散乱光ビームは集光レンズの中心軸
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から下方にずれる。これにより、３.２５ｍｍの開口部とＰＭ管を集光レンズの軸から下
方に移動させることが必要となる。この機器は、下方への移動を、もっとも効果的な散乱
光検出のために手動で調整できるようにつくられている。
【０３２４】
　モノクロメーターを用いる場合には、１０倍の対物レンズとモノクロメーター出口スリ
ットとの間に補助レンズ（焦点距離２３ｍｍ、直径１９ｍｍ）を配設する以外、オプチッ
クスは前記と同様である。対物レンズは試料キュベットの中心から４インチのところにあ
る。モノクロメーターの出口スリットは試料キュベットの中心から５．６インチのところ
にある。照明器はモノクロメーター入口スリットにおいてアダプターに接続されている。
【０３２５】
分光器オプチックスの調整
ａ．６×５０ｍｍの培養管中の６０ｎｍ、４×１０-12Ｍの金ゾルを分光器の試料ホルダ
ーに入れる。管の角度を垂直に対して４０ないし５０°になるように調節する。焦点に合
わせた励起光ビームがキュベットの中心を横切るように角度をつけた管を位置ぎめする。
励起光を管の前面（集光レンズに対する面）に当てないようにする。これは検出システム
の方に反射する光の量が増すからである。
【０３２６】
ｂ．試料管の中心からの集光レンズの距離を、管の中心から１０６ｍｍの距離に該管壁の
鮮明な像を形成するように調節する。散乱光ビームおよび試料管壁の像は、管の中心から
約１０６ｍｍの距離に置いた一枚の白紙上に明瞭に見ることができる。管の像は映像面に
おいて約８ないし１０ｍｍの直径を有する。レンズはキュベット壁の鮮明な像が得られる
ように位置決めしなければならない。散乱光ビームは、有限幅(finite width)のために映
像面において少し縁がぼやけて見える。レンズの最良の位置は試料キュベットの中心から
約１.５インチのところにある。励起ビームは散乱液を横切るので明瞭に見ることができ
る。
【０３２７】
ｃ．集光レンズ位置ぎめの前記調整は、シャッター、フィルターホルダー、およびダイア
フラムホルダーを含む構造物を機器から取り外して行う。レンズを正しく位置決めすると
、前記構造物を元の場所に戻して、開口部が３.２５ｍｍの光阻止ダイアフラムを挿入す
る。ＰＭ管を所定の位置に挿入する。
【０３２８】
ｄ．ａ、ｂおよびｃ工程後、開口部の位置を集光レンズオプチックスに対して次のように
調節する。ＰＭを挿入するときに、ＰＭ光電陰極面を位置ぎめする場所に一枚の白紙を置
く。試料隔室内の光散乱金粒子を用いて、ＰＭ管に、最大量の光が見えるまで開口部の位
置を調整する。開口部が適切に位置ぎめされると、紙上の光は直径約０.３２インチ（８
ｍｍ）のスポットとして見える。
【０３２９】
実施例
　実施例１から１０の全ては、粒子からの散乱光、若しくは蛍光性分子からの放射(emitt
ed)光、又はその両方の測定を含有する。かかる光信号を測定するために使用された計器
は、前記したスペクトラ メトリクス社製の光度計である。
【０３３０】
　実施例１から３の全てにおいて、前記の測定において使用されたポリスチレン粒子は、
ドゥーク サイエンティフィック社（パロアルト、カルフォルニア）より購入した、ＮＩ
ＳＴによって追跡できることが保証されたナノ粒子である。金粒子は、ブリティッシュ 
バイオセル インターナショナル社（カーディフ、イギリス）の卸売業者であるゴールド
マーク バイオロジカル社（フィリプスバーグ、ニュージャージー）より購入した。
【０３３１】
　実施例４から１０の全てにおいて、フルオレセインはモレキュラー プローブ社（ウー
ジェン、オレゴン）から、金粒子はブリティッシュ バイオセル インターナショナル社(
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カーディフ、イギリス)の卸売業者であるゴールドマーク バイオロジカル社（フィリプス
バーグ、ニュージャージー）から、及びポリスチレン粒子はインターフェイシャル ダイ
ナミクス社（ポートランド、オレゴン）から購入した。
【０３３２】
　同じ形状とサイズであるが組成の異なる粒子の相対的な光散乱のパワーは、入射光の光
路に対して直角における光散乱の強度を比較することによって直接比較することができる
。対象となる各々の粒子からなる既知の濃度の光散乱の強度測定が直角にて行われた場合
、同じサイズ及び形状であるが異なる組成の粒子からなる同一の濃度に対する光散乱強度
を直接比較すること、及び異なる粒子の相対的な総光散乱強度を決定することが可能であ
る。
【０３３３】
実施例１、２、３－比較できるポリスチレン粒子及び金粒子の相対的散乱パワーの計算値
及び実測値
　結果を表６、７及び８に示す。計算は既知の光散乱相関、及び前記した我々が新規に定
義した相関を用いて行った。水中の粒子に対する実験的測定は、スペクトラ メトリクス
社製の光度計を用いて、所定の照度及び所定の波長における溶液中に遊離している粒子が
散乱する光を検出することにより行った。下記の工程を行った；
　（ａ）対照粒子試料及び比較できるサイズの粒子試料に、同じ組成及び強度の入射光を
照射する
　（ｂ）水を含み、かつ、粒子を含まない対照チューブから放射される光信号を測定する
　（ｃ）既知の濃度の粒子を含むチューブから放射される光信号を測定する
　（ｄ）（ｃ）の光信号値から（ｂ）の対照光信号値を減ずる
　（ｅ）等濃度の金粒子及びポリスチレン粒子から得られる光信号を比較する
【０３３４】
実施例４－フルオレセイン粒子及び金粒子の信号発生パワーの相対的実測値－白色光の照
射
　結果を表１０に示す。同様の光検出方法を、６ｍｍ×５０ｍｍのガラスチューブ内の全
ての試料から放射される光信号を測定するために実行した。金粒子又はフルオレセインの
両方から由来する光信号の測定において、光学フィルターは用いなかった。
　全ての測定を水中で行った。フルオレセインを含有する溶液のｐＨは８－９であった。
水のみを含有するチューブの光信号値を、フルオレセイン又は金粒子からのみ由来する光
信号を得るために、金粒子又はフルオレセインの値から減じた。
　粒子からの光信号を測定するために下記の工程を行った；
　Ａ（ａ）同じ組成及び強度の入射光を全ての試料に照射する
　　（ｂ）水を含み、かつ、粒子を含有しない対照チューブから放射される光信号を測定
する
　　（ｃ）既知の濃度の粒子を含有するチューブから放射される光信号を測定する
　　（ｄ）（ｃ）の光信号値から（ｂ）の対照光信号値を減ずる
　フルオレセインからの光信号を測定するために下記の工程を行った；
　Ｂ（ａ）上記と同じ強度及び組成の入射光を試料に照射する
　　（ｂ）対照チューブから放射される光信号を測定する
　　（ｃ）既知の濃度のフルオレセインを含有するチューブから放射される光信号を測定
する
　　（ｄ）（ｃ）の光信号値から（ｂ）の対照光信号値を減ずる
　Ｃ（ａ）既知濃度の粒子及びフルオレセイン分子から得られた光信号を比較する
【０３３５】
実施例５－フルオレセイン粒子及び金粒子の信号発生パワーの相対的実測値－単色光の照
射
　結果を表１１に示す。かかる結果は入射光強度の違いに対して補正されていない。最大
光放射（４９０ｎｍ）がフルオレセインから生じる波長及び最大散乱光が金粒子から生じ
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る波長の単色入射光を用いた。４９０ｎｍにおける入射光強度は、金粒子に対して用いら
れた強度と比較して幾分低強度のものであり、５２０ｎｍにて約８６％の強度乃至５６５
ｎｍにて約８０％の強度の範囲内である。一方、光電子増倍管の量子効率はフルオレセイ
ンの一次放射波長（５２０ｎｍ）において０．３４乃至５６０ｎｍにおいて０．１８の範
囲内である。
　入射波長を除いて、同様の光検出方法を６ｍｍ×５０ｍｍのガラスチューブ中の全ての
試料に対して用いた。金粒子及びフルオレセインの両方に由来する光信号の測定において
、光学フィルターを用いなかった。
　全ての測定を水中で行った。フルオレセインを含有する溶液のｐＨは８-９であった。
水のみを含有するチューブの光信号値を、フルオレセイン又は金粒子からのみ由来する光
信号を得るために、金粒子又はフルオレセインの値から減じた。
　粒子からの光信号を測定するために下記の工程を行った；
　Ａ（ａ）水を含有し、かつ、粒子を含有しない対照チューブから放射される光信号を測
定する
　　（ｂ）既知の濃度の粒子を含有するチューブから放射される光信号を測定する
　　（ｃ）（ｂ）の光信号値から（ａ）の対照光信号値を減ずる
　フルオレセインからの光信号を測定するために下記の工程を行った；
　Ｂ（ａ）対照チューブから放射される光信号を測定する
　　（ｂ）既知の濃度のフルオレセインを含有するチューブから放射される光信号を測定
する
　　（ｃ）（ｂ）の光信号値から（ａ）の対照光信号値を減ずる
　Ｃ（ａ）既知濃度の粒子及びフルオレセイン分子から得られた光信号を比較する
【０３３６】
実施例６－フルオレセイン、ポリスチレン粒子、ポリスチレン－フルオレセイン化合物粒
子、及び金粒子の信号発生パワーの相対的実測値－単色光の照射
　結果を表１２に示す。かかる結果は入射光強度の違いに対して補正されていない。
　全ての試料に単色入射光を照射した。粒径が１００ｎｍである金粒子には、粒子からの
最大光散乱が発生する近傍の波長の入射単色光を照射した。ポリスチレン－フルオレセイ
ン化合物粒子の試料には、最大フルオレセイン励起光が発生する波長（４９０ｎｍ）の単
色入射光を照射した。かかるフルオレセイン化合物に対する最大フルオレセイン放射は５
１５ｎｍで発生する。４９０ｎｍにおける入射光強度は５５５ｎｍにおける入射光強度の
約８０％であった。光電子増倍管の５５５ｎｍにおける量子効率は５１５ｎｍにおける量
子効率の約６０％であった。
【０３３７】
　入射波長を除いて、同様の光検出方法を、６ｍｍ×５０ｍｍのガラスチューブ内の全て
の試料について用いた。金粒子若しくはフルオレセイン粒子両方からの光信号を測定する
際に、光学フィルターは用いなかった。全ての測定を水中で行った。ポリスチレン粒子又
は金粒子由来の光信号のみを得るために、金粒子若しくはポリスチレン粒子の光信号値か
ら水のみを含有するチューブの光信号値を減じた；
　Ａ（ａ）水を含有し、かつ、粒子を含有しない対照チューブから放射される光信号を測
定する
　　（ｂ）既知の濃度の粒子を含有するチューブから放射される光信号を測定する
　　（ｃ）（ｂ）の光信号値から（ａ）の対照光信号値を減ずる
　フルオレセインからの光信号を測定するために下記の工程を行った；
　Ｂ（ａ）対照チューブから放射される光信号を測定する
　　（ｂ）既知の濃度のフルオレセインを含有するチューブから放射される光信号を測定
する
　　（ｃ）（ｂ）の光信号値から（ａ）の対照光信号値を減ずる
　Ｃ（ａ）既知濃度の粒子から得られた光信号を比較する
【０３３８】



(89) JP 2009-236921 A 2009.10.15

10

20

30

40

50

実施例７－高血清濃度における５９．６ｎｍ粒径の金粒子及びフルオレセインの検出
　結果を表１７に示す。血清はバイオウィッタカー社（ウォーカービル、メリーランド）
から購入した。かかる血清は、購入の前に１ミクロンのフィルターを通してろ過されてお
り、わら色の外観であった。フルオレセインの測定に対して、血清をｐＨ９乃至はｐＨ９
．５に調節した。金粒子を含有する溶液に、粒子からの最大光散乱が発生する波長である
、５４３ｎｍの単色入射光を照射した。フルオレセインを含有する溶液に、最大フルオレ
セイン励起が発生する４９０ｎｍの入射光を照射した。
　入射波長を除いて、同様の光検出方法を、６ｍｍ×５０ｍｍのガラスチューブ内の全て
の試料について用いた。金粒子若しくはフルオレセイン粒子両方からの光信号を測定する
際に、光学フィルターは用いなかった。
　測定は、一定濃度の血清中で行った。フルオレセイン又は金粒子由来の光信号のみを得
るために、フルオレセイン若しくは金粒子の光信号値から適切な濃度の血清のみを含有す
るチューブの光信号値を減じた。
　粒子からの光信号を測定するために下記の工程を行った；
　Ａ（ａ）適切な濃度の血清を含有し、かつ、粒子を含有しない対照チューブから放射さ
れる光信号を測定する
　　（ｂ）既知の濃度の粒子を含有するチューブから放射される光信号を測定する
　　（ｃ）（ｂ）の光信号値から（ａ）の対照光信号値を減ずる フルオレセイン溶液か
らの光信号を測定するために下記の工程を行った；
　Ｂ（ａ）対照チューブから放射される光信号を測定する
　　（ｂ）既知の濃度のフルオレセインを含有するチューブから放射される光信号を測定
する
　　（ｃ）（ｂ）の光信号値から（ａ）の対照光信号値を減ずる
　Ｃ（ａ）既知濃度の粒子から得られた光信号を比較する
【０３３９】
実施例８－９２．８％血清濃度におけるフルオレセイン、金粒子及びポリスチレン粒子の
検出低限界
　結果を表１８に示す。フルオレセインの測定に対して、フルオレセイン含有試料から放
射された光信号を、光電子増倍管に衝突させる前に、コダック社製Ｎｏ．１６ラッターフ
ィルターに透過させた。フルオレセイン溶液からの最大光強度は、入射単色波長が４９８
ｎｍの場合に観測され、金粒子からの最大光散乱は５５４ｎｍの場合に観測された。金粒
子又はポリスチレン粒子からの光信号を測定する際には、光学フィルターを用いなかった
。フルオレセインの測定に対して、血清のｐＨを約ｐＨ９に調節した。
　入射波長を除いて、同様の光検出方法を、６ｍｍ×５０ｍｍのガラスチューブ内の全て
の試料について用いた。血清については実施例７に記載した。
　測定は、一定濃度の血清中で行った。フルオレセイン又は金粒子由来の光信号のみを得
るために、金粒子若しくはフルオレセインの光信号値から適切な濃度の血清のみを含有す
るチューブの光信号値を減じた。
　粒子からの光信号を測定するために下記の工程を行った；
　Ａ（ａ）適切な濃度の血清を含有し、かつ、粒子を含有しない対照チューブから放射さ
れる光信号を測定する
　　（ｂ）既知の濃度の粒子を含有するチューブから放射される光信号を測定する
　　（ｃ）（ｂ）の光信号値から（ａ）の対照光信号値を減ずる
　フルオレセイン溶液からの光信号を測定するために下記の工程を行った；
　Ｂ（ａ）対照チューブから放射される光信号を測定する
　　（ｂ）既知の濃度のフルオレセインを含有するチューブから放射される光信号を測定
する
　　（ｃ）（ｂ）の光信号値から（ａ）の対照光信号値を減ずる
　Ｃ（ａ）既知濃度の粒子から得られた光信号を比較する
【０３４０】
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実施例９－高血清濃度におけるポリスチレン粒子、ポリスチレン－フルオレセイン化合物
粒子、及び金粒子の検出限界
　結果を表１９に示す。測定は、一定濃度の血清中で行った。ポリスチレン又は金粒子由
来の光信号のみを得るために、金粒予若しくはポリスチレンの光信号値から適切な濃度の
血清のみを含有するチューブの光信号値を減じた。光学的ろ過は行わなかった。 粒子か
らの光信号を測定するために下記の工程を行った；
　（ａ）適切な濃度の血清を含有し、かつ、粒子を含有しない対照チューブから放射され
る光信号を測定する
　（ｂ）既知の濃度の粒子を含有するチューブから放射される光信号を測定する
　（ｃ）（ｂ）の光信号値から（ａ）の対照光信号値を減ずる
　（ｂ）既知濃度の粒子から得られた光信号を比較する
　入射波長を除いて、同様の光検出方法を、６ｍｍ×５０ｍｍのガラスチューブ内の全て
の試料について用いた。血清については実施例７に記載した。
【０３４１】
実施例１０－低濃度の金粒子血清は金粒子の光散乱特性に影響を与えない
　結果を表２０に示す。９５．７％濃度の血清は透明なわら色であり、１センチメートル
の透過長、５４３ｎｍの入射光波長において、０．１４の吸光度を有する。光散乱測定は
、内径５ｍｍ、６ｍｍ×５０ｍｍのガラスチューブ中で行った。波長が５４３ｎｍの入射
光及び散乱光両方の吸収の差を基準として、血清試料中に存在する金粒子からの光散乱信
号は、水中に存在する同じ濃度の金粒子からの信号のおよそ８０％であった。本実施例に
おいて光学フィルターは用いなかった。
　下記の実施例を行った；
　（ａ）全ての試料に同じ組成と強度の入射光を照射した。
　（ｂ）水又は適切な濃度の血清を含有し、かつ、粒子を含有しない対照チューブから放
射される光信号を測定する
　（ｃ）既知の濃度の粒子を含有するチューブから放射される光信号を測定する
　（ｄ）（ｃ）の光信号値から（ｂ）の対照光信号値を減ずる
　（ｄ）既知濃度の金、血清及び水から得られた光信号を比較する
【０３４２】
実施例１１－１６ｎｍ金粒子の懸濁液の調製
　２．５ｍｌの滅菌した水を０．１グラムのＨＡｕＣｌ4・３Ｈ2Ｏに加えて４％のＨＡｕ
Ｃｌ4・３Ｈ2Ｏ溶液を形成した。かかる溶液を遠心分離器にかけ粒子物質を除去した。別
のフラスコにおいて、１０ｍｌの滅菌した水を０．１グラムのクエン酸ナトリウムに加え
て１％のクエン酸ナトリウム溶液を形成した。かかるクエン酸塩溶液を０．４μのポリカ
ーボネイト膜フィルターを通してろ過し、粒子物質を除去した。非常にきれいな２５０ｍ
ｌの三角フラスコに、１００ｍｌの滅菌水と０．２５ｍｌの４％ＨＡｕＣｌ4・３Ｈ2Ｏを
加えた。かかるフラスコを、設定を４にした熱攪拌器上に置き、１００ｍｌのビーカーで
覆った。混合物が沸騰を始めたときに、２ｍｌの１％のクエン酸ナトリウムを加えた。か
かる溶液は、クエン酸塩を加えた後、１分以内に黒変した。かかる溶液は続いて紫色へと
変化し、最終的には濃赤色となった。かかる赤色への変化は、クエン酸塩を加えた後、約
２分後に達成された。かかる混合物の溶液をさらに３０分間攪拌し、続いて室温へと冷却
し、並びに総体積を１００ｍｌにするために滅菌水を加えた。最終的な金濃度は約０．０
０５％であり、並びに粒子濃度は、全ての金の塩が金粒子に変換されたと仮定して、１．
２×１０12粒子／ｍｌであった。
【０３４３】
実施例１２－ポリエチレン化合物による金属粒子の安定化
　１グラムのＰＥＧ化合物（ＭＷ ２００００）を１００ｍｌの滅菌水に加えて１％のＰ
ＥＧ化合物溶液を形成し、かかる溶液を５０ｍｌの注射器を用いて０．４μのポリカーボ
ネイト膜でろ過した。所定の体積の粒子を安定化させるために、かかる体積の粒子溶液を
１％のＰＥＧ化合物溶液に加え、最終的なＰＥＧ濃度を０．１％にした。
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【０３４４】
実施例１３－５ｎｍ粒径の金粒子からの３０ｎｍの銀被覆粒子の調製
　１０ｍｌの滅菌水を３０ｍｌのビーカー中で沸騰させる。次に２ミリグラムのゼラチン
をゆっくりと加え、かかる溶液を攪拌しながら全てのゼラチンが溶解するまで煮沸を続け
た。かかる溶液を次に室温へと冷却した。２ｍｌの４７％クエン酸塩ｐＨ５緩衝液を加え
た。５ｎｍ金粒子を含有する０．１８ｍｌの溶液（約０．００５％の金濃度、３．８×１
０13金粒子／ｍｌ）を、３ｍｌの５．７％ヒドロキノン溶液の添加によって流し込むこと
により加えた。かかる混合物を良く混合した後、滅菌水を加えることによって最終的な体
積を２０ｍｌとした。５０μｌの４％乳酸銀溶液を１０μｌずつ加え、かかる混合物を手
で素早く攪拌した。最終的な銀濃度は約０．００５％であり、最終的な銀被覆粒子濃度は
約３．４×１０11粒子／ｍｌであった。添加した全ての銀が各々の金粒子に等しく被覆し
たと仮定すると、粒径は３０ｎｍであると計算される。最後の添加の後、かかるゾルは室
内光の下で明るい黄色を呈色する。バルク溶液において、６ｍｍ×５０ｍｍのガラスチュ
ーブ中の少量のゾルによって散乱された光は、白色光の狭いビームによって照射された場
合、青色を呈色する。１０倍の対物レンズと１２．５倍の接眼レンズを用いて、ＤＬＡＳ
ＬＰＤ条件下、スペクトラ メトリクス社製顕微鏡で、銀のゾル希釈液をを顕微鏡的に試
験した場合、異なる色の明るい粒子の混合物が容易に観測された。かかる粒子の内で多数
を占めるのは、紫がかった青色の粒子であった。黄色、緑色及び赤色の粒子もまた存在し
た。本明細書中の実施例において用いられている粒径５ｎｍの金粒子の濃度を調節するこ
とにより、粒径が２０ｎｍ乃至１００ｎｍの範囲の銀被膜粒子を調製した。
【０３４５】
実施例１４－顕微鏡のガラススライド上で形成され調べられた非球形銀粒子の散乱光特性
　実施例１３に記載されている希釈された銀粒子のゾルの小滴(small drop)のを顕微鏡ガ
ラススライドの上に置き、カバーガラスで覆うことにより、カバーガラスと顕微鏡スライ
ドとの間に非常に薄いゾルのフィルムを形成した。薄い銀のゾルフィルムのスポットを非
常に狭い光のビームによって照射し、入射光が目に入らない角度から肉眼で観察した場合
、照射スポットに青色の散乱光が認められる。次に銀のゾルフィルムを、ＤＬＡＳＬＰＤ
条件下、１０倍の対物レンズと１２．５倍の接眼レンズを用いて光学顕微鏡で顕微鏡的に
調べた。数分の間に、ほとんどの粒子がガラススライド及びカバーガラスに付着し固定さ
れるのが観測された。青色の粒子の量が最も多かった。次に、細い探針の先端でカバーガ
ラス上の点を加圧した場合、加圧された領域の粒子の色が、元来の青色から永続的に変化
した（散乱光検出）。加圧された領域の中心においては、粒子は赤色であった。かかる中
心点は、複数の異なる色の同心円によって囲まれていた。中心から外に向かって、赤色か
ら緑色、黄色、青色へと変化していた。赤色、緑色及び黄色の粒子は非常に明るい色であ
った。我々が行った理論計算によると小さい銀粒子が青色を呈色することが示唆されてい
る。加圧の効果は、粒子の形状を変化させることであると思われる。我々の結果は、それ
ゆえに、小さい銀粒子はその形状を変えることによって、元来の青色の散乱光色を他の散
乱光色へと変換することができるということを示すものである。カバーガラスを除去する
ことにより、加圧された領域の色の異なる粒子を液相へと分散させることができることを
見出した。かかる液相において、かかる粒子はブラウン運動を行い、緑色及び赤色の粒子
によって散乱される光は明滅するが、この事実からかかる粒子は非球形粒子であることが
期待される。
【０３４６】
実施例１５－粒径１６ｎｍの粒子からのより大きい粒径の金粒子の調製
　２４ｍｇのヒドロキシルアミンを１ｍｌの滅菌水へ加え、混合し、次に１０ｍｌの注射
針に取り付けられている４μのポリカーボネイト膜フィルターを通してろ過することによ
り、ヒドロキシルアミン塩酸塩の２．４％溶液を調製した。２．５ｍｌの滅菌水を試験管
中の０．１ｇのＨＡｕＣｌ4・３Ｈ2Ｏに加え、混合し、次に遠心分離器にかけて粒子物質
を除去することにより、４％のＨＡｕＣｌ4・３Ｈ2Ｏ溶液を調製した。２５ｍｌの滅菌水
を２５０ｍｌの三角フラスコに加え、続いて表１に示してある望ましい粒径における体積
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の１６ｎｍの金粒子を加えた。次に、表１に記載されている体積の４％ＨＡｕＣｌ4・３
Ｈ2Ｏ溶液を加えた。最後に総体積を１００ｍｌにするために滅菌水を加えた。ここで、
表１に記載されている体積のヒドロキシルアミン塩酸塩溶液を素早く手で攪拌しながら加
え、かかる混合物を３０分間放置した。ヒドロキシルアミン塩酸塩溶液を加えて数分の内
に、透明でわずかにピンク色であった溶液の色は、最終的な透明な赤色又はくすんだ茶色
へと粒径によって変化した。より小さい粒径が赤色の溶液を与える。

より大きい粒径の粒子を、前記の方法と同じ方法に従い、しかしながら表２に記載の溶液
の体積を用い、及び１６ｎｍの金の溶液の代わりに１００ｎｍの粒径の金粒子溶液を用い
て調製した。

【０３４７】
実施例１６－１６ｎｍ金粒子からの銀被覆粒子の調製
　２５ｍｌの滅菌水を２５０ｍｌの三角フラスコに加え、続いて６．４ｍｌの０．００５
％１６ｎｍ金粒子のゾルを加え、生じた溶液を混合した。０．２３４ｍｌの４０ｍｇ／ｍ
ｌであるＬ（＋）乳酸銀溶液を次に加えた。深い紫色がただちに観測された。続いて十分
な量の滅菌水を加えて総体積を１００ｍｌにした。手で素早く攪拌している間に、１．２
５ｍｌの２４ｍｇ／ｍｌであるヒドロキシルアミン塩酸塩溶液を加えると、生じたゾルの
色は銀色がかったラベンダー色であった。少量のゾルをガラススライド上にのせ、ＤＬＡ
ＳＬＰＤ条件下で光学顕微鏡を用いて試験した。赤色、緑色、紫色、及び黄色の粒子が観
測された。試験管中のかかる粒子の希釈溶液中における白色光照射による散乱光は、氷の
ような青であった。
【０３４８】
実施例１７－ＢＳＡ被覆ガラススライドの調製
　種々の組み合わせの粒子についての信号及び検出媒介変数、並びに、固相アッセイのよ
うに固相上の粒子検出するための照射方法及び検出方法を調査するために、モデルシステ
ムを設定した。
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　かかるシステムは、第一に牛の血清アルブミン(ｂｏｖｉｎｅ ｓｅｒｕｍ ａｌｂｕｍ
ｉｎ（ＢＳＡ）)によるガラススライドの被覆、及び次に、媒介変数を調査するための前
記の領域における異なる量の金粒子の沈着（ｄｅｐｏｓｉｔ）を含む。本実施例中におい
て、スライドをＢＳＡによって被覆するために用いた方法について議論する。
　１．５ｇのＢＳＡを１５ｍｌの滅菌した超純水に加え、混合し、次に０．４４ｍｍのポ
リカーボネイト膜でかかる溶液をろ過することにより１０％のＢＳＡ水溶液を調製した。
２０μｌの１０％ＢＳＡ溶液を１０ｍｌの滅菌水に加え及びかかるＢＳＡ溶液を０．４ｍ
ｍのポリカーボネイト膜でろ過することにより、０．０２％のＢＳＡ（２００μｇ ＢＳ
Ａ／ｍｌ）溶液を調製した。
　通常の顕微鏡ガラススライドは、メタノールに浸したブラシでこすり洗いをすることに
より洗浄した。かかるスライドは、ブラシをかけた後、洗浄びんを用いて滅菌水をかける
ことにより続いて洗浄した。ガラススライドは、スライドを０．０２％のＢＳＡを含有す
るビーカー内の滅菌水中にに沈め、１時間インキュベートすることにより、ＢＳＡで被覆
した。次にスライドをビーカーから取り出し、洗浄びんの滅菌水ですすいだ。スライドの
両方の面をすすいだ。次に、かかるスライドを滅菌水で満ちた１５０ｍｌのビーカーに約
１０分間沈めた。かかるスライドを滅菌水で再びすすいだ。遊離のＢＳＡは被覆したスラ
イドに金属粒子が結合するのを妨げるため、スライドから遊離のＢＳＡを除去するのは最
も大切なことである。次に、かかるＢＳＡ被覆ガラススライドを乾燥し、清潔なプラスチ
ックの箱の中で保管する。
【０３４９】
実施例１８－ＢＳＡスライドへの金粒子の沈着
　小さな円を（直径約８ｍｍ）、金粒子が沈着する領域を印づけるために、ダイアモンド
画線器を用いてＢＳＡ被覆ガラススライド上に刻んだ。望ましい金粒子濃度の無保護金粒
子溶液３μｌを、スライド上の一つの印づけた領域に沈着させる。かかる金粒子溶液を、
金粒子と刻んだ印との相互作用を防ぐために、実際に刻んだ印の反対側に沈着させる。
　金粒子密度が規則正しく減少している金粒子の一連のパッチをガラススライド上に調製
するために、スライドの中心線上に一連のパッチを作ることが望ましい。かかる配列を達
成するために、自家製のホルダー上にスライドを置くことによって、正しい配列で金のパ
ッチを沈着させることができる。かかるパッチは室内灯では観測できないと言うことを言
及しておかなければいけない（つまり、粒子密度が低いために室内灯の下では呈色しない
のである）。そこで、パッチの位置を認識するために、スライドの横に印し付けをする。
かかる印は、粒子を沈着させる際に付けられる。粒子のパッチを形成するために、望まし
い金粒子濃度に希釈された無保護金溶液３μｌを沈着させる。次に、かかるスライドを密
閉されたプラスチックの箱の中に所定の時間インキュベートする。かかる箱の内壁と底を
、スライド上の金のゾルが蒸発するのを防ぐために、湿ったペーパータオルで覆っておく
。かかるスライドを取り出し、パスツールピペットを用いて滅菌水ですすぐ。スライド上
のＢＳＡに対する金粒子の最も効果的な結合を達成するために、金粒子溶液のｐＨはＢＳ
ＡのｐＩ（ｐＩ＝４．５８－５．４５）に対して調節するべきであるということが分かっ
た。
【０３５０】
実施例１９－マイクロアレイ分析的アッセイ－プラスチック基盤上の不連続で個別な８０
ミクロン粒径のねじれアビジンに対するＢＳＡ－ビオチンで被覆された６０ｎｍ粒径の金
粒子の結合
　下記の溶液を調製した。２ｍｇのＢＳＡ－ビオチンを２ｍｌの滅菌水に加え５００ｍｌ
三角フラスコ中の蒸留した水に対して数時間室温で透析することによって１ｍｇ／ｍｌの
ＢＳＡ－ビオチン溶液を調製した。かかる水を四回交換した。最後の交換には滅菌水を用
いた。２０ｍＭのトリスサリン、０．１％のＰＥＧ化合物、０．０２％のアジ化ナトリウ
ムｐＨ７．４緩衝液もまた調製した。全ての溶液を０．４μポリカーボネイト膜フィルタ
ーを通してろ過した。ポリスチレン試験管を、洗浄びんを用いて滅菌水でしっかり洗浄し
、６０ｍｍ粒径の金の粒子溶液４ｍｌで満たし、医療用遠心分離器で３０分間遠心分離し
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た。
　次にかかる粒子を前記の方法で洗浄した。柔らかいペレットを１０ｍｌの滅菌水に再懸
濁させた。
　金粒子溶液のｐＨを下記のように調節した：１％ＰＥＧ化合物の溶液１００μｌをきれ
いなポリカーボネイトチューブに加えた。かかるチューブに、６０ｎｍの金のゾル１ｍｌ
を加え、２分間そのままにしておいた。０．０２ＭのＫ2ＣＯ3を、ｐＨ６．６が達成され
るまで２μｌずつ金のゾルに加えた。ｐＨを調節するために必要な０．０２ＭのＫ2ＣＯ3

のμｌ数を、残りのｍｌ数の金のゾルに０．０２ＭのＫ2ＣＯ3を加えるために計算して加
えたが、この場合は８０μｌであった。ｐＨ６．６の金のゾル９．５ｍｌを、ポリカーボ
ネイト中の１ｍｇ／ｍｌのＢＳＡ－ビオチン溶液１．１５ｍｌに加え、室温にて５分間イ
ンキュベートした。次にかかる溶液を医療用の遠心分離器で３０分間遠心分離し、上澄み
を取り出した。生じた柔らかいペレットを３ｍｌの滅菌水に再懸濁させ、次に前記した方
法で遠心分離し、上澄みを取り出し、並びに０．１％のＰＥＧ化合物溶液に再懸濁させ、
再び遠心分離した。上澄みを取り出し、ペレットを２０ｍＭのトリスサリン、０．１％の
ＰＥＧ化合物溶液に再懸濁し遠心分離した。次に上澄みを取り出すと、２００μｌの柔ら
かいペレットが得られた。５０μｌのかかる溶液を、８０μ粒径のねじれアビジン（ｓｔ
ｒｅｐｔａｖｉｄｉｎ）のスポットを含有するプラスチックのくぼみ（ｗｅｌｌ）に加え
、かかるくぼみを湿気のある箱の中で一晩インキュベートした。次に、かかるくぼみを、
くぼみから水を流しとるために、パスツールピペットを用いて滅菌水で数回洗浄した。顕
微鏡で検出するために、かかるくぼみを６０μｌの滅菌水で満たした。
【０３５１】
実施例２０－８０ミクロン粒径のねじれアビジンが被覆した結合部位スポットに結合して
いる、ＢＳＡ－ビオチンが被覆した６０ｎｍ粒径の金粒子の検出
　ＢＳＡ－ビオチン－金結合剤（６０ｎｍ粒径の金粒子）を、くぼみの底表面に８０μｍ
粒径ねじれアビジンのスポットからなるマイクロアレイを含有するプラスチックのくぼみ
に加えた。適切なインキュベート時間の後、かかるくぼみを洗浄し、及び我々が開発した
光学顕微鏡システムを用いてＤＬＡＳＬＰＤ条件下で観測した。ＢＳＡ－ビオチン－金で
標識された粒子が個々の８０μ個別スポットと結合しているのを観察した。粒子を添加す
る前は見えなかった８０μねじれアビジンスポットが、明るいはっきりとした円形のスポ
ットとして現れた。ＢＳＡ－ビオチン－金粒子の異なる表面密度で含有する個々のスポッ
トを、異なるインキュベート時間又は異なるＢＳＡ－ビオチン－金濃度を用いることによ
って得た。約２００倍の倍率で我々の顕微鏡を用いることにより、低結合密度でねじれア
ビジンスポットに結合している個々の粒子を、容易に肉眼で検出することができた。カウ
ント、及び個々の８０μスポットからの積分光強度の測定を自動化するために、ビデオ画
像処理ソフトウェアの使用を試み、かかるソフトウェアはサンディエゴのとある会社から
２４時間契約で借りた。ビデオ画像の取り込みは廉価な白黒ビデオカメラ、ビデオフレー
ム取り込み器及び単純なデスクトップコンピューターの画像を用いて行い、かかる画像は
アレイデバイスくぼみ中の２５の個々のスポットを含有する。かかるソフトウェアは、個
々のスポットの積算光強度を測定できただけではなく、個々のスポットあたりの粒子の数
も測定できた。例えば、低密度のＢＳＡ－ビオチン－金結合材で標識された一つのねじれ
アビジンスポットを、粒子カウントモードを用いてビデオ画像システムで分析することが
できた。バックグラウンドの信号についていくらかの情報を得るために、ねじれアビジン
で被覆されていない固相領域の８０μ粒径のスポットを、バックグラウンドを決定するた
めに分析した。かかる予備的なモデルシステムにおいて、信号／バックグラウンド比は、
スポット上の標識密度が約０．０６粒子／μｍ2で、最適化されていない照射条件及び検
出条件の場合において、３１７／２５－１３であった。かかる最適化されていない予備的
なデータに基づいて、かかるデータは、信号／バックグラウンド比が３／１の場合、０．
０１５粒子／μｍ2の粒子密度が検出可能であるということを示す。より最適化された条
件下において、より低い感度レベルがさらに低くなるかもしれない。
【０３５２】
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実施例２１－薄いフィルム中の金粒子の検出感度
　６０ｎｍの金のゾルを１０倍に希釈し、及び各々２０μｌの希釈液をスポットとしてＢ
ＳＡ被覆スライド上に沈着させた。次に、カバーガラスをかけていないかかるスライドを
ポロプリズム上に浸積油と共にのせた。各々の金のゾルスポットの直径は約４ｍｍであっ
た。下記の表に各々のスポットにおける適切な情報を記載する。

【０３５３】
　下記の表は、ユニットとして臨床アッセイ応用においてより意義深い上記のデータを説
明するものである。スポット中の液体の高さは下記の式によって計算できる。
　ｈ＝Ｖ／Ａ
ここでＶはスポット中の液体の体積を表し（２０ｍｌ＝０．０２ｃｍ3）、Ａはスポット
の面積（単位はｃｍ2）を表す。Ａ＝１．２ｃｍ2を用いると、ｈ＝０．０１６ｃｍ＝１６
０ｎｍとなった。かかる高さは、肉眼又は電気的及び光学的検出方法の深さの範囲より小
さいため、各々のスポットはあたかも全ての粒子がスライドの表面にあるかのようにふる
まい(幾何学の視点から)、並びに、表において報告されている感度は、表面に沈着した粒
子に対する感度と類似するものである。

【０３５４】
実施例２２－ＢＳＡ被覆ガラススライドの表面上に沈着した６０ｎｍ金粒子
　一連の６０ｎｍ金粒子溶液の希釈液を形成し、３μｌの各々の希釈液を小さなスポット
としてＢＳＡ被覆スライド上に沈着させた。かかるスポットは同一のスライド上で一列に
並んでいた。かかるスライドを湿気のある箱の中に６．５時間インキュベートし、続いて
滅菌水ですすいだ。各々のスポット上の粒子密度を、ＤＬＡＳＬＰＤ条件下で光学顕微鏡
を用いて粒子をカウントすることにより決定し、かかる顕微鏡は較正された網線のある接
眼レンズを備えていた。下記の表に結果を示す。
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　６．５時間後、かかるスライドの各々の金含有領域を、滅菌水を用いて丁寧に流し洗っ
た。かかるスライドをヒートガンの冷風にて乾燥させた。乾燥させたスライドをＤＬＡＳ
ＬＰＤ条件下光学顕微鏡を用いて観測し、並びに各々の領域における粒子密度を、粒子／
（網線のますめ）をカウントするために接眼レンズ中の較正された網線を用いることによ
って、決定した。下記の表に結果を示す。
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【０３５６】
実施例２３－６０ｎｍの金粒子からなる小さな液体スポットからの光強度に対する視覚検
出感度
　２組のの３．４×１０-12Ｍ（０．００５％の金）６０ｎｍの金のゾルの希釈液を調製
し、各々の希釈液２ｍｌをガラススライド上の個別のスポット中に沈着させた。各々のス
ポットの直径は約４ｍｍ（領域＝６．２８×１０6ｍ2）であった。異なるスポットを、同
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じスライド上の中央に一列に並べて位置づけた。各々のスポットの粒子濃度及び密度を下
記の表に示す。

　肉眼で検出できる散乱光強度における最低粒子密度を決定するために、浸積油を用いて
スライドをポロプリズム上に置いた。まだ液体状態である各々のスポットに、ファイバー
の末端に１０倍の対物レンズを有するボシュロム社製の照明器からの光を連続的に照射し
た。照射器によって作られたスポットの直径は約４ｍｍであった。暗室において、夜にお
いて、０．０３８５の密度まで観測することができたが、後者の場合はかすかに見ること
ができたのみであった。
【０３５７】
実施例２４－イムロンプラスチックマイクロタイターくぼみ中の異なる濃度における６０
ｎｍ金粒子（懸濁状態）の光ダイオード検出に対する感度
　６０ｎｍの金のゾルの異なる希釈液を、異なるイムロンくぼみ（Ｉｍｍｕｌｏｎ Ｗｅ
ｌｌｓ）中に置いた（各々のくぼみ中に２００μｌ）。散乱光強度を測定するために、く
ぼみの底を、１０倍の対物レンズを装備しているレイカ社製の顕微鏡照射器で照射した。
かかるくぼみの底は対物レンズから数ｎｍの距離にあった。対物レンズからの光は、くぼ
みの中心に焦点を合わせられたビームを生じさせる。かかるビームの、焦点における直径
は約５ｍｍであった。散乱光を、くぼみの横壁からの光を検出するように位置づけられた
光ダイオードによって検出した（直角における検出）。散乱光を、バックグラウンドの光
検出を制限するために光ダイオードの前に位置づけられた小さな穴（直径約１ｍｍ）を通
して検出した。異なる金のゾルの希釈液を含有するくぼみをお互いに結びつけ、並びに各
々のくぼみを、照射光路及び検出光路において連続した位置に位置づけることができた。
光ダイオードの出力を、電流モードにおいて作用する演算増幅器を用いて測定した。演算
増幅器のフィードバック抵抗は増幅器の感度を決定する。光ダイオードは光起電力モード
で作用された。２組の６０ｎｍの金の希釈液を調製し、光ダイオードを用いてその強度を
測定した。
【０３５８】
ａ 一組目の希釈液
　原液（３．８×１０-11Ｍ）を２倍ずつ希釈した。以下の記録が得られた。演算増幅器
のフィードバックループ中の５メガオーム抵抗器を用いて記録が行われた。

【０３５９】
ｂ 第二組目の希釈液
　１１倍の希釈液（３．４×１０-11）を２倍ずつ希釈した。結果を下記に示す。
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　上記の結果により、くぼみ中では、６０ｎｍの金粒子を１．９×１０-11乃至１×１０-

13の範囲で検出できることが分かった。より上の範囲も測定できるかもしれない。
【０３６０】
実施例２５－ＢＳＡ被覆ガラススライドに沈着させた６０ｎｍ金粒子の沈着及び視覚検出
の再現性（統合された散乱光強度）
　０．００５％金（６０ｎｍ）溶液の２倍希釈液３μｌを、ＢＳＡ被覆スライド上の５個
のスポット各々に沈着させた。かかるスライドを５分間インキュベートし、次に１５０ｍ
ｌの蒸留水を含有するビーカーへ導入した。かかる水により、結合していない金がスライ
ドから洗い除かれた。次に、我々が開発した照射器（スペクトラ メトリクス社製白光照
射器）を用いて、スポットに照射を行った。各々のスポット中の金粒子は、環を形成し（
すなわち、粒子は均一に分散するのではなく環の範囲に閉じこめられた）、かかる環は緑
色光を散乱し、暗室においても肉眼ではっきりと観測することができた。
　金のドットをインキュベートしている間、金粒子スポット中の液体を攪拌するために指
を用いてスライドの横側を静かにたたくという点を除いて、新規に被覆したＢＳＡスライ
ドを用いて繰り返して実験を行った。５分後、かかるスライドをビーカー中の１５０ｍｌ
の滅菌水へと導入し、各々のスポットによって散乱される光を、順番にスペクトラ メト
リクス社製白光照射器を用いて観測した。かかる照射器は、スライド上に直径約５ｍｍで
ある光の点を生じさせた。金のゾルが沈着した場所の散乱光を通して、金のスポットをは
っきりと観測することができた。水につけたスライドについてのスポットを観測すると、
スライドの不完全性により散乱光は減少していた。全てのスポットは緑色光を散乱し、視
覚検出による評価においてほぼ同じ強度であった。小さい、光を散乱しない点（暗点）が
各々のスポットの中心に現れた。
【０３６１】
実施例２６－異なる金粒子濃度の６０ｎｍの金のゾルによって散乱された光の色
　６個の８ｍｍ×５０ｍｍ（１．６ｍｌ）ポリスチレンチューブを、洗浄びん中の滅菌水
ですすぐことにより洗浄した。過剰の水を、チューブを振ることにより各々のチューブか
ら除去したが、チューブの乾燥は行わなかった。次に、金粒子溶液（６０ｎｍ、０．００
５％）を連続的に１、２、４、８、１６及び３２倍に希釈した。各々のチューブは５００
ｍｌの金粒子溶液を有した。かかる希釈された金のゾルはポリスチレンチューブ中で安定
であった（散乱光の色が放置しておいても変化しなかった）。凝集（ａｇｇｒｅｇａｔｉ
ｏｎ）が起こったという証拠は見受けられなかった。異なる希釈液から散乱される光の色
は下記の様であった。金粒子を非安定化させると思われる塩（かかる塩は金のゾルを形成
するために用いられた）を取り除くために、滅菌水を用いて、かかる観測に用いられた金
のゾルを数回洗浄した。
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【０３６２】
実施例２７－ＢＳＡによる金粒子の安定化
　１％のＮａＣｌによって引き起こされる凝集（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）に対して、１
ｍｌの６０ｎｍ、０．００５％の金のゾルを安定化させるために、９００ｍｇのＢＳＡが
必要であることを見出した。
【０３６３】
実施例２８－ＢＳＡ被覆ガラススライド上への高粒子密度での６０ｎｍ金粒子の沈着
　本実施例において、異なる表面密度（２５粒子／μ2乃至１００粒子／μ2）の金粒子を
ガラススライド上に沈着する方法を示す。本実施例中のスポットは、実施例３０及び３１
において、裸眼及びＤＬＡＳＬＰＤ法を用いて光学顕微鏡で観測される、かかるスポット
から散乱される光（白色光散乱）の強度、色及び均一性を決定するために用いられる。
　６０ｎｍの金のゾル（０．００５％、３×１０10粒子／ｍｌ）４ｍｌを、医療用の遠心
分離器を用いて、最大速度にて、全ての金粒子がチューブの底に沈降するまで（約３０分
間）遠心分離した。上澄みを取り除き、柔らかいペレットを１、２、及び４倍に希釈した
。かかる柔らかいペレットは、３×１０11粒子／ｍｌの粒子濃度を有すると見積もられた
。各々の希釈液４ｍｌをＢＳＡ被覆ガラススライド上の個別のスポットに沈着させ、各々
のスポット中の液体を室温にて蒸発させた。各々のスポットに沈着した粒子の数（１倍希
釈の金のゾルが３×１０11粒子／ｍｌであると仮定した）を下記の表に示す。ここで、６
０ｎｍ粒子（粒子で飽和した単層）によって達成されうる最大粒子密度が、３５４粒子／
μ2であることを言及しておかなくてはならない。

【０３６４】
　溶媒を蒸発させた後、各々のスポットの呈色について、室内灯下及びＤＬＡＳＬＰＤ照
射下で試験を行った（肉眼で観測した）。ＤＬＡＳＬＰＤ照射は、１０倍の対物集束レン
ズを装備し、及び対物レンズから１０ｍｍの距離の小さいスポットに焦点を合わせた光の
ナロービームを生じさせる、レイカ社製顕微鏡照射器によって行われた。かかるスポット
を、ＤＬＡＳＬＰＤ法を用いており、２．５倍、１０倍、２５倍及び４０倍の対物レンズ
並びに追加として１．２５倍、１．６倍及び２倍の拡大を有する光学顕微鏡によって試験
した。各々のスポット上の粒子表面積密度を決定するために、所定の領域において顕微鏡
で観測された粒子をカウントし、かかる数値を領域面積で割り算した。かかる領域面積は
、顕微鏡の接眼レンズ中に設置された網線を用いて決定され、かかる網線はスライド顕微
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鏡によって較正されていた。例として、粒子のカウントを、４０倍の対物レンズ並びに追
加の１．２５倍及び２倍の拡大（接眼レンズの前）を用いて行った場合、粒子の測定に用
いた接眼レンズの網線中の単位面積は、それぞれ６．２５μ×６．２５μ（領域の面積＝
３９．１μ2）及び１０μ×１０μ（領域の面積＝１００μ2）であった。かかる領域は対
象平面中の領域である。
【０３６５】
実施例２９－空気中における高表面密度の金粒子スポットの観測
　本実施例において、実施例２９に記載の方法で調製された金粒子スポットを、ＤＬＡＳ
ＬＰＤ照射を用いて視覚的及び顕微鏡的に試験する。かかるスポットは乾燥されており、
金粒子はそれゆえに空気中にさらされている。
ａ １倍希釈スポット
　室内灯下において、スポットは暗い紫色を呈色し、粒径１ｍｍ未満のより明るいスポッ
トを中心に有する。ＤＬＡＳＬＰＤ照射下において、かかるスポットはかなり均一な白っ
ぽいオレンジ色を呈色した。かかるスポットは非常に濃色であった。顕微鏡のＤＬＡＳＬ
ＰＤ条件下では（１０倍の対物レンズ、特別な２倍拡大、１２．５倍の接眼レンズ）、接
眼レンズを通して観測されるスポットは、非常に濃いオレンジ色を呈色した。個別の粒子
を容易に観測することができた。幾つかの粒子は、互いに非常に近接した位置に存在する
か、又は重なり合っていた。大多数の粒子はオレンジ色であるが、緑色の粒子も存在する
。顕微鏡の空間的分解能未満で互いに離れている２つ又は３つ以上の粒子は、１つの粒子
として観測された。粒子間の空間がその光散乱特性を摂動させるほど十分に近接している
場合、かかる粒子群は、１つの粒子が呈色する色とは異なる色を呈色する１つの粒子に見
える。粒子密度が高い場合、理論計算から、多くの粒子が顕微鏡の分解能より小さい距離
しか離れずに分散されるであろうことが期待される。１０倍又は２０倍の対物レンズで観
測する限り、スポットの観測のされ方に大きな相違はなかった。スポットの外側であるス
ライド上の領域（バックグラウンド）は、濃色のスポットと比較して非常に暗かった。２
．５倍の対物レンズを用いると、スポット全体を観測することができた。かかるスポット
は濃いオレンジ色であり、その周囲には小さな緑色の輪が見受けられた。スポットの色は
、オレンジ色の領域中においてかなり均一であると観測されるが、幾つかのパッチが他の
パッチより明るく見受けられる。緑色の輪における粒子の表面密度は、オレンジ領域の密
度よりかなり低い。
【０３６６】
ｂ ２倍希釈スポット
　室内灯下において、スポットは中程度の濃度の紫色を呈色し、粒径約２ｍｍの濃い紫色
のスポットを中心に有する。ＤＬＡＳＬＰＤ照射下において、かかるスポットはかなり均
一な白っぽい黄色を呈色した。かかるスポットは非常に濃色であった。光学顕微鏡におい
てＤＬＡＳＬＰＤ条件下では（１０倍及び２０倍、の対物レンズ、特別な２倍拡大、１２
．５倍の接眼レンズ）、接眼レンズを通して観測されるスポットは、非常に濃いオレンジ
色を呈色したが、かかる色は１倍希釈における色ほど均一ではなかった。緑色がかったパ
ッチが見受けられる。非常に近接した位置に存在する粒子が観測された。大多数の粒子は
オレンジ色であるが、緑色のパッチ中に多量に存在する緑色の粒子もいくらか見受けられ
た。１０倍又は２０倍の対物レンズで観測する限り、スポットの観測のされ方に大きな相
違はなかった。スポットの外側の領域は、濃色のスポットと比較して非常に暗かった。２
．５倍の対物レンズを用いると、スポット全体を観測することができた。かかるスポット
は濃いオレンジ色であり、その周囲には小さな緑色の輪が見受けられた。スポットの色は
、オレンジ色の領域中においてかなり均一に見受けられるが、幾つかのパッチが他のパッ
チより明るく見受けられる。かかる非均一性は、最適化されていない照射システムの不均
一性に幾分影響を受けている。
【０３６７】
ｃ ４倍希釈スポット
　室内灯下において、スポットは非常に明るい紫色を呈色し、小さな暗いスポットを中心
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に有する（粒径約１ｍｍ）。ＤＬＡＳＬＰＤ照射下において、かかるスポットはかなり均
一な白っぽい緑色を呈色した。かかるスポットは非常に濃色であった。光学顕微鏡におい
てＤＬＡＳＬＰＤ条件下では（１０倍の対物レンズ、特別な２倍拡大、１２．５倍の接眼
レンズ）、接眼レンズを通して観測されるスポットは、非常に非均一であり、かかる非均
一性はおそらく非一様な溶媒の蒸発に由来するものである。スポットの中心においては、
非常に濃いオレンジ色又はラベンダー色が見受けられる。かかる中心領域において、粒子
は非常に近接した位置に存在するか又は重なり合っており、ここでほとんどの粒子はオレ
ンジ色を、及び幾らかの粒子は緑色を呈色している。中心から離れると、スポットは緑色
を呈色するようになり、多数の緑色の粒子と幾らかのオレンジ色の粒子が見受けられるよ
うになった。中心から外周へ向かっていくと、緑色と黄色の別の輪が存在する。スポット
の外側は（バックグラウンド）、濃色のスポットと比較して非常に暗い。２．５倍の対物
レンズを用いることにより、スポット全体を観測することができる。かかるスポットは卵
形の外観であり、中心にオレンジ色又はラベンダー色のスポット（直径約１．５ｍｍ）を
有する。かかる中心は、別の緑がかった黄色及び緑色の濃色の輪によって囲まれている。
外周の小さな輪の色はさほど濃くなく（しかしそれでも濃い）、はっきりとした緑色であ
る。かかる外周領域において、ほとんど全部の粒子が緑色の粒子であり、４０倍の対物レ
ンズ及び特別な２倍拡大を用いてカウントすることができた。緑色粒子領域における粒子
表面密度は、約２０粒子／３９．１μ2又は約０．５粒子／μ2であった。ほとんど外周に
近くなると、粒子カウントは急速に減衰し、約７粒子／１００μ2又は約０．０７粒子／
μ2しか観測されなかった。かかるスポットにおける粒子の傾斜によって、約１粒子／μ2

のカウント限界まで粒子をカウントすることができた。
【０３６８】
空気中に固定した粒子に対する結論
　ａ 上記に記載の方法により、小さい（４ｍｍ）スポット上に高表面密度で金粒子を沈
着させることができる。スポットを形成する際に用いる蒸発工程から期待されるように、
室内灯で観測した場合、沈着は完全に均一にはならない。
　ｂ 光学顕微鏡におけるＤＬＡＳＬＰＤ条件下において、１倍及び２倍の希釈液スポッ
トはかなり均一である。４倍の希釈液に対しては、スポットは幾分不均一性を示す。
　ｃ スポットの粒子密度は、粒子カウントを意義のあるものにするには高すぎるようで
ある（個々の粒子を識別するには粒子同士が近すぎる）。しかしながら、４倍希釈スポッ
トの外周においては、粒子をカウントすることができ、かかる領域における密度はおよそ
０．５粒子／μ2であった。かかる粒子密度は、我々の顕微鏡の分解能でカウントしうる
最大粒子密度に近いものである。
【０３６９】
実施例３０－水中の高表面密度金粒子スポットに対する観察
　ビーカー中の１５０ｍｌ無菌水に実施例３０で使用するスライドを沈めた。粒子はスラ
イドからはがれないようであった。１０倍の対物レンズを備えた顕微鏡の照明を使用して
、沈めたスライド中の金スポットが狭いビームの光で各々別々に照射できた。スポットの
色は（肉眼で観察して）空気から水に入って行っても変化しないように見えた。ガラスス
ライドをビーカーの水から取りだし、カバーガラスで覆った。水の薄膜が金粒子を囲んだ
。顕微鏡により、次のように観察された。
【０３７０】
ａ．１倍希釈スポット
　対物レンズ２．５倍、補助拡大レンズ１．２５倍および接眼レンズ１２．５倍にした光
学顕微鏡を用いてDLASLPD条件下で観察すると、スポットはほぼ均一のオレンジラベンダ
ー色の外観であった。スポットの周囲は明るい、黄緑色の粒子を含んでいた。周囲の粒子
は、１０倍～４０倍の対物レンズで容易に観察できた。粒子の表面密度はスポット全体に
わたって非常に高く、周囲においてさえ高かったが、縁際の非常に細い環の部分では個々
の粒子が明るい対象物として容易に観察できる。
【０３７１】
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ｂ．２倍希釈スポット
　２．５倍の対物レンズおよび１．２５倍の補助拡大レンズを使用して１２．５倍の接眼
レンズにより、全体のスポットを観察できた。スポットは全体にわたって非常に強力な黄
色であり、ほぼ均一に見えた。スポットのほとんどは黄色であったが、縁に向かってスポ
ットは黄緑色となった。４０倍の対物レンズおよび１．２５倍の補助拡大レンズを用いて
、非常に高表面密度の粒子を観察できた。粒子のほとんどは黄緑色であった。少数は緑色
～赤色であった。スポットは、縁では粒子密度が非常に急速にゼロに落ちる（暗色の背景
）以外は非常に顕著に均一な強度であった。間に暗色空間がある個々の粒子は、粒子表面
密度が低い縁において容易に観察でき、計数できた。
【０３７２】
ｃ．４倍希釈スポット
　全体スポットを、２．５倍対物レンズと１．２５倍補助拡大レンズを用いて観察できた
。スポットは非常に強烈な黄緑色であり、色は非常に均一であり、スポットが多くの緑色
の斑点であった空気中の観察と対照的であった。個々の粒子は、４０倍の対物レンズおよ
び１．２５倍の補助拡大レンズを用いて容易に観察できた。水中の粒子は空気中よりも強
力または鮮明であった。周囲の粒子は主要部分が緑色でないが、しかし水中で最も多い粒
子が黄緑色であり、いくらかが赤色およびオレンジ色であった。スポットの大部分は、非
常に強烈な黄色であった。個々の粒子は４０倍の対物レンズを用いて観察できたが、しか
し、粒子は非常に緻密であり重なっていた。スポットの最も強力な領域では、４０倍の対
物レンズおよび２倍の補助拡大レンズを用いて観察される粒子は、約２５個の粒子／３９
．１μ2すなわち約０．６個の粒子／μ2の密度であった。この数は、顕微鏡の解像限界の
ため真の粒子表面密度を表さないかもしれない。
【０３７３】
水により覆われた固定化粒子についての結論
　水中に金スポットを置くと、スポットに一層均一な外観を与えるように見える。スポッ
トの２倍および４倍希釈は、DLASLPD条件下で光学顕微鏡の照明を用いて肉眼により観察
するとき（プリズム上にスライド設置し、浸漬油でプリズムに付着されている）双方とも
黄色であるようである。１倍希釈スポットは眼で見てオレンジ色であるようである。
【０３７４】
実施例３１－６０ｎｍ金－ＢＳＡ－ビオチン試薬のマグネチックビーズへの結合
　この実施例は、懸濁物中の光散乱強度測定により金粒子のマグネチックビーズへの特異
的な結合を検出し定量化しそしてDLASLPD条件下で光学顕微鏡によりマグネチックビーズ
に結合されている個々の金粒子を検出する能力を示す。
【０３７５】
　ビオチンで共有結合により標識したＢＳＡで６０ｎｍの金粒子を被覆した（ＢＳＡ－ビ
オチン－金）。５００ｍｌの０．１％ＢＳＡ溶液を含有するリン酸塩緩衝液（ｐＨ７．４
）を、５本の微量遠心管にそれぞれ入れた。これらの遠心管に０，１，２，３，４と標識
を付けた。３．８×１０-11Ｍの金粒子濃度のＢＳＡ－ビオチン－金の溶液を各遠心管に
入れ、これらの遠心管を振とうした。追加量のＢＳＡ－ビオチン－金溶液を加えて、各遠
心管の金－ＢＳＡ－ビオチン粒子を８×１０-13Mの濃度にした。各遠心管に、０．１％Ｂ
ＳＡおよび０．０２％ＮａＮ3を含有するリン酸塩緩衝液（ＰＢＳ；ｐＨ７．４）に溶解
させた６．７×１０8Ｄｙｎａビーズ／ｍｌ（１０ｍｇ／ｍｌ）または約１×１０-12Ｍビ
ーズモル濃度を含有する下記の量（μｌ）のＤｙｎａビーズＭ２８０ Streptavidin（ビ
ーズの表面に共有結合したストレプトアビジンを有する直径２．８μのビーズ）懸濁物を
加えた。
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【０３７６】
　遠心管を室温で３０分間インキュベートし、次いで、遠心管番号０から開始し一度に一
つずつＭＰＣ－Ｅ／Ｅ－１マグネチック粒子濃縮機中に入れ、マグネチックビーズを溶液
から分離した。２分後、磁選機(magnetic separator)中にある遠心管から上澄み溶液を注
意深く取る。１ｍｌの微量培養管中に上澄み液を入れた。５分間、遠心管５をマグネチッ
ク濃縮機中に入れて置き、一方、他の遠心管を２分間入れた置いた。下記の設定で上澄み
液の散乱光の強度を、SpectraMetrix光度計中で測定した。レジスターＰＭアウト(out)＝
０．１メグオウム、励起側上のフイルター＝オレンジフイルターＣＳ ３－６７、１０倍
濃度フイルター減光器＝アウト(out)
　下記の散乱光強度が測定された。

【０３７７】
　マグネチックビーズを含む各遠心管に上澄み液を戻し、さらに２時間インキュベートし
た。２時間後、遠心管を上述したように処理し、上澄み液について下記の散乱光強度を得
た。

【０３７８】
　２時間追加のインキュベートは、マグネチックビーズに対する金ＢＳＡ－ビオチンのよ
り強い結合をもたらさなかった。
　金粒子が結合したマグネチックビーズの一滴を、顕微鏡のガラススライド上に載せ、カ
バーガラスで覆った。次いで、光学顕微鏡を用いてDLASLPD条件下でスライドを試験した
。マグネチックビーズは、強く散乱する対象物として容易に観察できたが、ビーズ上の金
粒子は、大きなマグネチックビーズによる強い散乱のため、観察がより困難であった。し
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かし、水媒質を、屈折率約１．４～１．５の浴用媒質に置換すると、粒子はよりはっきり
と観察できた。また、スライドに対して垂直の線に関して高い角度で照射光ビームを傾斜
させた場合、金粒子はよりはっきりと観察できた。
【０３７９】
実施例３２－核酸－標識４０ｎｍ直径金（Ａｕ）粒子を用いる核酸ハイブリダイゼーショ
ンの検出
１．化学的に活性化したポリエチレングリコール－アミン被覆Ａｕ粒子の製造 核酸のＡ
ｕ粒子への結合のための反応性アミン基を次のようにして得た。実施例１２に記載した方
法を使用して、４０ｎｍＡｕ粒子をビス（ポリオキシエチレンビス[３－アミノ－２－ヒ
ドロキシプロピル]）ポリエチレン化合物で被覆した。これにより、核酸の粒子への結合
のためのいくつかの化学反応性アミン基を有するポリエチレン化合物の薄い被覆を有する
直径４０ｎｍのＡｕ粒子を得る。
【０３８０】
２．直径４０ｎｍＡｕ粒子に結合するための核酸の調製
　ポリシチジル酸（ポリ（Ｃ））およびポリイノシン酸（ポリ（Ｉ））のホモポリマーを
次のように化学修飾させた。０．８ｍｇおよび１．３ｍｇのポリ（Ｉ）およびポリ（Ｃ）
を別の管に入れた。各々の管に、イミダゾール緩衝液（ｐＨ８．５）中の１－エチル－３
，３－ジメチルアミノプロピルカルボジイミド（ＣＤＩ）の０．１Ｍ溶液１．０ｍｌを加
え、１時間インキュベートした。次いで、核酸を、エタノール析出により析出させ、ハイ
ブリダイゼーション緩衝液（２０ｍＭトリス－ＨＣｌ，１００ｍＭＮａＣｌ，１ｍＭＥＤ
ＴＡ ｐＨ７．６）中に再懸濁させた。
【０３８１】
３．活性化核酸の活性化Ａｕ粒子への結合
　ポリ（Ｉ）およびポリ（Ｃ）の双方の調製に同じプロトコールを使用した。５０μｌの
核酸溶液に２０μｌの４０ｎｍ－Ａｕ－ＰＥＧ活性化粒子溶液および１００μｌのＨｅｐ
ｅｓ ０．２Ｍ、ｐＨ８．０を加え、５０℃で１時間インキュベートした。反応に続いて
、ポリ（Ｃ）およびポリ（Ｉ）４０ｎｍＡｕ－核酸結合体を遠心分離により採取し、洗い
、ハイブリダイゼーション緩衝液中に再懸濁させた。
【０３８２】
４．ハイブリダイゼーション実験
　核酸－４０ｎｍＡｕ粒子結合体のハイブリダイゼーション特性（４０ｎｍ直径金粒子と
当該粒子のポリマー被覆表面に共有結合した核酸）を次のようにして検討した。DLASLPD
法を使用する光学顕微鏡を使用した。図９に示されているようなガラススライド－液体カ
バー片(slip)からなる実験用構成を使用した。ポリ（Ｃ）－Ａｕ粒子結合調製物の一滴を
スライド上に載せ、カバー片で覆った。顕微鏡コンデンサー上に一滴の浸漬用油を載せ、
次いでコンデンサーの一番上にスライドを載せた。１０倍の対物レンズを使用した。溶液
はほぼ均一に見え、ポリ（Ｃ）－Ａｕ粒子結合体は視野中に浮遊しているように見えた。
それらのブラウン運動は、核酸で標識されていない４０ｎｍＡｕ粒子について先に観察さ
れたものよりも少ないようであった。少量のポリ（Ｃ）－Ａｕ粒子がガラススライドの表
面に貼り付いているようであった。殆どが２～４個のポリ（Ｃ）－Ａｕ粒子の少数の凝集
体のポリ（Ｃ）－Ａｕ粒子であった。これらの凝集体構造は、それらが視野中を浮遊した
とき、一単位として移動した。スライドの表面に付着したポリ（Ｃ）－Ａｕ粒子の粒子密
度は、数分間このスライドを観察するにつれて上昇したことに気がついた。ポリ（Ｃ）－
Ａｕ粒子からもたらされる散乱光の色は緑色であった。カバースライドを取り外し、次い
で、ポリ（Ｃ）－Ａｕ滴を含むスライドの湿った領域の隣に一滴のポリ（Ｉ）－Ａｕ調製
物を載せた。この２スポット間の接触は、ポリ（Ｉ）－Ａｕ滴からポリ（Ｃ）－Ａｕを含
むスライドの湿った部分まで液体の線を引く金属プローブを使用することにより行った。
次いで、カバースライドを上に載せ、それから、そのスライドを顕微鏡上に戻し、観察し
た。時間を経過すると、多数ポリ（Ｉ）－Ａｕ－ポリ（Ｃ）－Ａｕ粒子凝集体の数の増加
形成が観察された。約２０分後、スライドを走査させ、非常に少数が単独の粒子であり、
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粒子の殆どが数個の粒子の凝集状態であり、それらの内の多くがガラススライドに貼り付
いていたことが観察された。凝集体は、明瞭な形態、すなわち、特有の方向性があるよう
に見え、これらの粒子凝集体は会合され、あるものは無作為に一巻きに巻かれたひも状と
して見え、その他のものは枝分かれした鎖の網目状態として見えた。これらの多凝集体の
外観は、対照ポリ（Ｃ）－Ａｕスライドで観察される少数の凝集体と比較して非常に異な
った。４０倍の対物レンズに代え、そして、いくつかの凝集体では、粒子のいくつかが緑
色ではなくてより黄色であった。次いで、ポリ（Ａｕ）－ポリ（Ｉ）－Ａｕ反応体を含有
するスライドのカバー片を取り、このスライド上に一滴の１０-5Ｍ臭化エチジウムを加え
、カバー片で覆った。スライド上の粒子の凝集体からくる淡いオレンジ色を観察した。す
なわち、その色は緑色と同様に見え、粒子の黄緑色は淡いオレンジ色の背景上に位置され
ていた。凝集体から離れた領域ではオレンジ色は観察されなかった。この淡いオレンジ色
は、粒子凝集体付近およびその中に核酸の二重鎖構造があったことを示した。我々はこれ
をポリ（Ｃ）－Ａｕ結合体とポリ（Ｉ）－Ａｕ結合体のハイブリダイゼーションであると
解釈した。このスライドを除き、一滴のポリ（Ｉ）－Ａｕを含む対照スライドを顕微鏡で
観察した。このポリ（Ｉ）－Ａｕ調製物がポリ（Ｃ）－Ａｕ対照スライドと比べて多くの
小さい凝集体として約２倍有するように見えた以外、対照ポリ（Ｃ）－Ａｕスライドと比
較して同じような観察であった。散乱光の色は緑色を呈し、いくらかの凝集体は黄緑色を
呈した。
【０３８３】
　この特有の方法では、相補的鎖の双方が金粒子で標識された。相補的鎖ハイブリダイズ
として、より多くの粒子凝集体が出現した。核酸の結合が、金または類似の粒子からの散
乱光を検出することにより検出できた。さらに、二個以上の金粒子が互いに近接状態にあ
るとき、散乱光の色が変化し得るように思える。この散乱光の色の変化は結合事象の検出
方法としても使用できる。Ａｕ粒子、または光を充分に散乱するその他のいずれの粒子も
、核酸の結合または分離もしくは非分離分析方法におけるその他のリガンド－レセプター
対の検出のための多くの方法に使用できる。
【０３８４】
実施例３３－ポリスチレン大ビーズに対する金粒子の結合の検出
　ビオチンで被覆された直径約２ミクロンの球形ポリスチレン粒子の溶液一滴を顕微鏡用
ガラススライド上に載せ、DLASLPD条件下で光学顕微鏡中で観察した。ポリスチレン粒子
は明るい白色光点源として容易に観察された。次いで、ポリスチレン粒子滴上にストレブ
トアビジンで被覆した６０ｎｍ金粒子調製物一滴を載せ、この調製物を顕微鏡中で観察し
た。明るい白色ポリスチレン粒子が観察され、黄緑色の弱いハローがポリスチレン粒子の
周りに観察された。スライドから溶液を蒸発させ、次いで、調製物上に一滴の顕微鏡用浸
漬油を載せ、それから顕微鏡で観察した。個々の金粒子および黄緑色金粒子の大きな円環
領域を容易に観察できた。ポリスチレン粒子は、黄緑色のハローすなわち環により囲まれ
た殆ど暗色～黒色のスポットとして見えた。この方法は、固体粒状物質およびガラスやそ
の他のビーズのような小さな固相、ならびに生物学的細胞等の表面に結合した金粒子もし
くはその他の金属様粒子を検出するのに使用できる。
【０３８５】
実施例３４－ポリエチレン化合物で被覆した金粒子の光散乱特性
　クエン酸塩法により製造した直径約１００ｎｍの金粒子を使用した。この溶液の一部を
別々の容器に入れ、他の箇所に記載した方法を使用してポリエチレングリコール化合物（
ＭＷ＝２０，０００）で金粒子を被覆した。
　被覆および未被覆粒子の光散乱比較について、各溶液が桃色がかった赤色の淡い色合い
となるまで水で試料を希釈した。試料についての散乱光強度対入射波長形態をSpectraMet
rix Photometerを使用してまとめた。
【０３８６】
　これらの測定に対して、光源と試料散乱光との間にモノクロメーターを置き、モノクロ
メーターの設定を調節することにより４００ｎｍ～７００ｎｍで１０ｎｍ増分のデータを
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集めた。データは、１２ｎｍシリカ粒子を使用することにより作成した校正グラフを使用
して波長の関数として波長依存のモノクロメーターおよび光検出器変動について補正した
。データーを校正グラフを使用して分析した。図１６にデータを示す。
【０３８７】
　データは、被覆および未被覆１００ｎｍ金粒子が非常に類似した散乱光強度対入射波長
形態を有することを示す。したがって、抗体、核酸、レセプターのような巨大分子物質の
多くの異なる種類または類似物が、粒子の表面に散乱光特性の有意な変化をさせることな
く被覆できる。
　その他の実施態様は次の請求の範囲内にある。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４ＡＢ】 【図４Ｃ】

【図５Ａ】

【図５ＡＢ】 【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２ＡＢ】 【図１２ＣＤ】
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【図１２Ｅ】

【図１３】

【図１４】

【図１５Ａ】 【図１５Ｂ】
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【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】 【図２１】



(112) JP 2009-236921 A 2009.10.15

【図２２】 【図２３】

【図２４】 【図２５】
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【図２６ＡＢ】 【図２６ＣＤ】

【図２６ＥＦ】 【図２７】

【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【手続補正書】
【提出日】平成21年7月10日(2009.7.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
試料中の１つ以上の分析物の特異的な検出法であって、
　前記試料中の前記１つ以上の分析物に散乱光が検出可能な粒子を特異的に会合させる段
階と、
　前記粒子から散乱光が生じ、かつ１個以上の前記粒子から散乱した光を電子増幅せずに
５００倍未満の倍率で肉眼検出し得る条件下で、前記分析物と会合した前記粒子に光を照
射する段階と、
　前記条件下で前記粒子によって散乱された前記光を、前記１つ以上の分析物の存在の目
安として検出する段階と
を含む方法。
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