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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
分配された複数のPREを有する場を審問する方法であって、
光学的な光源で該場を照射する工程、
該場における個々のPREおよび他の光散乱実体のスペクトル発光特性を、検出する工程、
該場に存在する個々のPREおよび他の光散乱実体について測定された１つ以上の発光スペ
クトル特性値と該場の中の各領域を結びつける画像であるマトリクスを構築する工程、な
らびに
選択されたサインPREに独特の検出されたスペクトル特性の値に基づいて、他の光散乱実
体から、選択されたスペクトルサインを有するPREを識別し、該場についての情報を提供
する工程であって、該場における各光散乱実体についての、スペクトル発光曲線の半強度
でのピーク位置、ピーク強度、またはピーク幅、画像面におけるピーク半幅、および入射
応答の偏光または角度の、検出された値に基づいて、該場における全ての他の光散乱実体
から、選択されたタイプのPREを識別する工程を包含する、該場における他の光散乱実体
から、選択されたスペクトルサインを有するPREを識別することを包含する工程、を包含
する、方法。
【請求項２】
請求項１に記載の方法であって、前記検出する工程が、前記場における光散乱実体のスペ
クトル発光特性を同時に検出する工程を包含する、方法。
【請求項３】
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請求項２に記載の方法であって、前記検出する工程がさらに、複数の規定されたスペクト
ル周波数で、同時に、前記場における光散乱実体のスペクトル発光特性を検出する工程を
包含する、方法。
【請求項４】
請求項１に記載の方法であって、前記照射する工程および検出する工程が、第１の周波数
帯において、主に、入射光で前記PREを照射する工程；
該第１の周波数帯での照射下で、前記場における個々のPREおよび他の光散乱実体のスペ
クトル発光特性を検出する工程；
第２の周波数帯において、主に、入射光で該PREを照射する工程；ならびに
該第２の周波数帯での照射下で、該場における個々のPREおよび他の光散乱実体のスペク
トル発光特性を検出する工程、
を包含する、方法。
【請求項５】
請求項１に記載の方法であって、前記検出する工程が、複数の規定されたスペクトル帯で
、前記場における個々のPREおよび他の光散乱実体のスペクトル発光特性を逐次的に検出
する工程を包含する、方法。
【請求項６】
請求項１に記載の方法であって、前記照射する工程が、継続時間において変化する光の複
数の狭帯域パルスに、前記場を曝露する工程を包含し、および前記検出する工程が、継続
時間における変化によって生成される発光の強度における変化を検出する工程を包含する
、方法。
【請求項７】
請求項１に記載の方法であって、少なくともいくつかのPREが非球状であり、前記照射す
る工程が、入射の異なる方向および／または異なる角度で、偏光に前記場を曝露する工程
を包含し、そして前記識別する工程が、入射光の偏光方向または入射の角度の関数として
、スペクトル発光特性における変化を検出する工程を包含する、方法。
【請求項８】
請求項１に記載の方法であって、前記PREが、以下
（ｉ）核形成中心を場に結合し、該核中心を金属増強し、該金属増強プロセスの間、該核
形成中心の増強を観察し、そして所望のスペクトル特性のPREが形成されている場合、増
強を終結する工程；
（ii）該場において、予め形成されたPREを標的に添加する工程、
（iii）該場において、標的部位でPREを作製する工程、
からなる群より選択される工程によって、該場において形成される、方法。
【請求項９】
請求項１に記載の方法であって、前記識別する工程が、選択されたタイプのPREについて
、互いに相互作用する選択されたPREおよび互いに相互作用しない選択されたPREを識別す
る、方法。
【請求項１０】
請求項１に記載の方法であって、前記識別する工程が、前記場において別の選択されたタ
イプのPREから、選択されたタイプのPREを識別する、方法。
【請求項１１】
請求項１に記載の方法であって、前記PREが、表面局在化蛍光分子またはRaman活性分子実
体を有し、そして前記検出する工程が、１つ以上の該分子または実体から、それぞれ、プ
ラズモン共鳴誘導性の蛍光発光またはRaman分光法発光を検出する工程を包含する、方法
。
【請求項１２】
場において選択されたタイプのPREの総数を決定することにおいて使用するための請求項
１に記載の方法であって、前記識別する工程が、構築されたマトリクスにおける選択され
たスペクトル発光特性の選択された範囲の値を有するPREの数を計数する工程を包含する
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、方法。
【請求項１３】
前記場において選択されたスペクトル特性の選択された範囲の値を有するPREの空間的パ
ターンを決定することにおいて使用するための請求項１に記載の方法であって、識別する
工程が、PREの相対的な位置の画像を、それらのスペクトル特性値を用いて構築する工程
を包含する、方法。
【請求項１４】
請求項１３に記載の方法であって、２つの隣接するPRE間の位置が、Rayleigh分解距離未
満であり、そして前記検出する工程が、第１の波長の光で前記場を曝露して、該場におけ
るPREの回折画像を得る工程、第２の波長の光で該場を曝露して、該場におけるPREの第２
の回折画像を得る工程、および２つの回折パターンにおけるピーク間の距離を比較する工
程を包含する、方法。
【請求項１５】
前記場の環境の変化を審問することにおいて使用するための請求項１に記載の方法であっ
て、前記識別する工程が、該変化の前および後の該場におけるPREの検出されるスペクト
ル特性の値を比較する工程を包含する、方法。
【請求項１６】
請求項１５に記載の方法であって、前記場が、環境の誘電率における変化について審問さ
れる、方法。
【請求項１７】
前記場におけるPREの動きを検出することにおいて使用するための請求項１に記載の方法
であって、前記検出する工程が、時間の関数として、画像面におけるPREの回折パターン
の中心を検出する工程を包含する、方法。
【請求項１８】
分配された複数のPREを有する場を審問するための、請求項１に記載の方法における使用
のための装置であって、
該場を照射するための光学的な光源、
該場が該光源によって照射される場合、該場における個々のPREおよび他の光散乱実体の
スペクトル発光特性を検出するための光学検出器、
該検出器から受容されるシグナルから、該場に存在する個々のPREおよびこのような他の
光散乱実体について測定された１つ以上のスペクトル発光特性値と該場中の各領域を結び
つける画像であるマトリクスを構築するための、検出器に作動可能に連結される画像処理
器、
該マトリクスにおいて他の光散乱実体から、選択されたスペクトルサインを有するPREを
識別するための識別器手段、ならびに
選択されたPREについての情報に基づいて、該場についての情報を表示するための出力手
段、
を備える、装置。
【請求項１９】
請求項１８に記載の装置であって、前記光源が、前記場上に光を指向するための明視野／
暗視野レンズを備える、装置。
【請求項２０】
請求項１８に記載の装置であって、前記光源が、それぞれの複数の異なる波長で前記場を
照射するための手段を備える、装置。
【請求項２１】
請求項１８に記載の装置であって、前記検出器が、照射された場における複数の照射され
たPREから同時にスペクトル発光特性を検出し得る、二次元光検出器配列である、装置。
【請求項２２】
請求項１８に記載の装置であって、前記検出器が、PREから発光される光をスペクトル的
に分離するための手段を備え、そして前記画像処理器が、それぞれの複数の異なる発光波
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長で、前記場に存在する個々のPREおよびこのような他の光散乱実体について測定された
１つ以上の発光スペクトル特性値をもつ該場中の各領域を結びつけるマトックスを形成す
るために作動する、装置。
【請求項２３】
請求項２２に記載の装置であって、前記光学検出器が、その出力が線源に応答するための
格子またはプリズム内に送られる線源を構成するように整列される光ファイバーの二次元
配列、および検出された光の該線源における各ファイバーのスペクトル光の広がりに応答
するための二次元検出器配列を備える、装置。
【請求項２４】
請求項１８または２２に記載の装置であって、x-y平面において前記光源に対して標的を
移動して、前記場における個々の光散乱実体を連続的に照射するための手段をさらに備え
る、装置。
【請求項２５】
請求項１８に記載の装置であって、前記画像処理器が、PREの位置、ならびに、前記場に
おける各光散乱実体について、スペクトル発光曲線の半強度でのピーク位置、ピーク強度
、またはピーク幅、画像面におけるピーク半幅、および入射応答の偏光もしくは角度から
なる群より選択されるスペクトル特性の値の画像を構築するために作動する、装置。
【請求項２６】
請求項１８に記載の装置であって、前記画像処理器が、PREの位置、ならびに、前記場に
おける各光散乱実体について、蛍光発光スペクトルおよびRamanスペクトルからなる群よ
り選択されるスペクトル特性の値の画像を構築するために作動する、装置。
【請求項２７】
請求項１８に記載の装置であって、前記識別器手段が、前記場における各光散乱実体につ
いての、ピーク位置、ピーク強度、またはスペクトル発光曲線の半強度でのピーク幅、画
像面におけるピーク半幅、および入射応答の偏光または角度の、検出された値に基づいて
、該場における全ての他の光散乱実体から、選択されたスペクトルのサインを有するPRE
を識別するための手段を備える、装置。
【請求項２８】
請求項１８に記載の装置であって、前記識別する工程が、選択されたタイプのPREについ
て、互いに相互作用する選択されたPREおよび互いに相互作用しない選択されたPREを識別
するのに、または前記場における他方の選択されたタイプのPREから、一方の選択された
タイプのPREを識別する、装置。
【発明の詳細な説明】
発明の分野
本発明は、プラズモン共鳴実体（PRE）あるいはプラズモン共鳴粒子、PREを含む場を審問
する方法、およびこの方法を行うための装置、ならびにPREの種々の適用に関する。
発明の背景
標的についての情報のために標的を審問する、多くの重要な商業的かつ科学的な適用があ
る。例えば、分析物診断の試験および方法の目的は、分析物（標的）の存在および／また
は量を検出することである。標的分析物は、分析物と、（ｉ）分析物に特異的に結合し得
るおよび（ii）適切な検出道具を用いて検出可能である検出可能なレポーターとを反応す
ることによって検出され得る。レポーターは、例えば、着色分子もしくは蛍光分子、また
はコロイド金属、またはレポーター（例えば、その検出のために特別なフィルムもしくは
シンチレーション設備を必要とする放射性標識）であり得る。
いくつかの診断的適用において、標的分析物上の近位に位置される２つのプローブ間の相
互作用によって明らかであるように、標的分析物における近接関係を検出することが望ま
しい。これは、いわゆる同種アッセイの基礎を形成し、ここでは、分析物の存在は、２つ
の異なるプローブが分析物上の密接して配置された部位において集められる場合に観察さ
れる、検出可能なプローブの近位効果によって決定される。例として、２つの蛍光分子は
、集められる場合、検出可能な蛍光クエンチングまたは非放射性エネルギー伝導効果を示
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し得、これは、励起ピークと発光ピークとの間のストークス半径をシフトするために作用
する。
化学的、生化学的、または生物学的な標的は、多様な化学的および分光写真的な方法によ
って、化学構造、特定の化学基の存在、または化学基の環境を決定するために、審問され
得る。これらの方法の中で注目すべき物は、化学構造および化学基環境を決定するための
磁気共鳴法、特定の化学基を検出するための分光法（例えば、UV、IR、Raman、ORD、およ
びCD分光法）、ならびにフラグメント分子量分析によって構造を決定するための質量分析
法である。
標的サンプルの表面化学分析は、表面を高エネルギー粒子（例えば、電子）で衝撃し、そ
して表面から放出される原子のエネルギーを検出することによって行われ得る。Ｘ線電子
分光法（ESCA）は、このようなアプローチの例である。
しばしば、標的における空間的および／または距離的関係を確立することが所望され、一
般に、顕微鏡による審問が必要とされる。光学顕微鏡は、単純さという利点、サンプル調
製の容易さ、およびサンプルが「湿潤」条件において試験され得るという特性を有する。
その不利益は、比較的低い分解能力であり、照射供給源（400～650nmの範囲）の波長に正
比例し、そしてレンズシステムの開口数（良くて、約1.4）に反比例し、数百nmに分解能
を制限する。
高エネルギービーム顕微鏡（例えば、透過型電子顕微鏡（TEM）および走査型電子顕微鏡
（SEM））は、低いnm範囲に低下した分解能を達成し得るが、標的サンプルの高減圧環境
を必要とし、生物学的サンプルを用いる適用を制限する。原子間力顕微鏡（AFM）は、低
いnm範囲における分解能をまた伴って、標的サンプルの表面特徴を審問するために有用で
ある。この方法は、表面効果に限られている。
高エネルギー発光の部位を検出および／または局在化するためのＸ線撮影法およびシンチ
グラフィー法はまた、広範囲に使用されている。これらの方法は、極めて感度が高い傾向
があり、非常に少数の高エネルギー発光事象を検出し得るが、比較的高コスト、および標
的の空間情報が所望される場合、乏しい分解能を欠点としてもつ。
現在利用可能な方法の多様性にもかかわらず、現在の方法では困難であるかまたは不可能
である商業的および科学的な目的の多くの標的審問課題がある。これらの中には以下があ
る：
１．単一の（またはわずか数個の）分子事象（例えば、標的における１つもしくは数個の
結合部位、または１つもしくは数個の酵素的部位の存在）を検出すること。この能力は、
新規な診断的適用（例えば、特異的な細胞内事象の存在または非存在に関する）を開発し
、そして信頼できるアッセイのために必要とされるサンプル材料の量を減少させ、そして
アッセイの小型化を許容する。
２．天然の水和化状態において、生物学的標的中の亜波長（sub-wavelength）距離関係を
分離すること。上記のように、高エネルギービーム顕微鏡による亜波長分離は、サンプル
標的が乾燥された状態にあることを必要とし、天然の細胞プロセスの観察（細胞成分の亜
波長移動を含む）を妨げ、そして使用者に、観察の間、サンプルを摂動（perturb）させ
る。
３．生物学的標的における選択される標的部位の直接的な空間マッピング（例えば、染色
体マッピングの目的のための染色体における選択される配列の直接的なマッピング）。現
在、このタイプの情報は、実際的でないか、または染色体マッピングの場合において、高
分解能および遺伝子配列の正確な位置決めでは可能ではないかのいずれかである。
４．マイクロコード化された情報の光学的読み出し。個々のレポーター基の独特のパター
ンを検出する能力は、法医学、情報保存、計測学、およびセキュリティー同定マイクロコ
ードにおいて重要な適用を有する。
それゆえ、先行技術の方法によって得ることが非実際的または不可能である上述で概説し
た情報のタイプについて、場（field）を審問するための方法および装置を提供すること
が所望される。
本発明の方法を、種々の診断的適用に適用して、改善された感度、空間的および距離的な
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情報、サンプル調製の容易さ、および審問され得る標的サンプルのタイプにおける柔軟性
を達成することがまた、所望される。
発明の要旨
１つの局面において、本発明は、分布された複数のPREを有する場を審問する方法を包含
する。この方法は、光学的な光源で場を照射する工程、および場における個々のPREおよ
び他の光散乱実体についてスペクトル発光特性を検出する工程を包含する。この情報から
、場において選択されたスペクトルサインを有するPREを他の光散乱実体から識別するた
めの基準として、場に存在する個々のPREおよび他の光散乱実体の位置および発光スペク
トル特性の値のコンピューター画像が構築されて、場についての情報を提供する。
照射する工程は、異なる周波数帯で行われ得、場における個々のPREおよび他の光散乱実
体のスペクトル発光特性が、このような各帯で検出される。
あるいは、照射する工程は、持続時間が変化する光の複数の狭帯域パルスに、場を曝露し
、持続時間の変化によって生成される発光強度における変化を検出する工程を包含し得る
。
別の実施態様において、場は、好ましくは少なくともいくつかの非球状のPREを含む場合
、照射する工程は、入射の異なる方向および／または異なる角度で、偏光に場を曝露する
工程を包含し得る。検出する工程は、入射光の偏光方向または入射の角度の関数として、
スペクトル発光特性の値の変化を検出する工程を包含する。
検出工程は、複数の規定されたスペクトル帯で、場における個々のPREおよび他の光散乱
実体のスペクトル発光特性の値を同時に検出する工程を包含し得る。あるいは、場におけ
る個々のPREおよび他の光散乱実体のスペクトル発光特性値は、複数の規定されたスペク
トルバンドで、連続的に検出され得る。
PREは、場における核形成中心を金属増強することによって、予め形成されたPREを場にお
ける標的に添加することによって、または場における標的部位でPREを（例えば、写真平
板法によって）作製することによって、場において形成され得るか、または場に添加され
得る。
この方法は、場における全ての他の光散乱実体から、選択されるスペクトルサインを有す
るPREを識別するために実施され得る。識別のための基準として、検出されるスペクトル
発光特性は、代表的に、ピーク位置、ピーク強度、またはスペクトル発光曲線の半強度で
のピーク幅、画像面におけるピークの半値幅、および/または入射応答の偏光または角度
である。他の発光スペクトル特性（例えば、パルスか化光線照射に対する応答）がまた、
意図される。
同じスペクトル特性が、単独または組合せてのいずれかで、（ｉ）非PRE光散乱実体からP
REを、（ii）他方の選択されるタイプのPREから、一方の選択されるタイプのPREを、およ
び（iii）非相互作用するPRE（代表的に、PRP）から、近位効果を介して、相互作用するP
REを識別するために有用である。
別の実施態様において、PREは、表面局在化蛍光分子実体またはRaman活性分子実体（例え
ば、Raman活性分子）を有し、そして検出する工程は、１つ以上の上記実体から、プラズ
モン共鳴誘導性の蛍光発光またはRaman分光学発光を検出する工程を包含する。
この方法は、（ｉ）場における選択されるタイプのPREの総数、（ii）場における選択さ
れるスペクトル特性の選択される値の範囲を有するPREの空間的パターン、（iii）２つの
近接するPRE、特にRayleigh距離未満の距離によって分離されるPRE間の距離測定、（iv）
場の環境の変化（例えば、誘電率、これは、プラズモン共鳴特性の値に影響する）、また
は（ｖ）場におけるPREの移動についての情報を得るために行われ得る。
別の局面において、本発明は、例えば、場を審問するために上述の方法を実施するにおい
て、分散された複数のPREを有する場を審問するための装置を含む。この装置は、場を照
射するための光学的な光源、および場が光源によって照射される場合、場における個々の
PREおよび他の光散乱実体のスペクトル発光特性の値を検出するための光学検出器を備え
る。
また、この装置において含まれるものは、検出器から受容されるシグナルから、場に存在
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する個々のPREおよびこのような他の光散乱実体の位置および発光スペクトル特性の値の
コンピューター画像を構築するために、検出器に作動可能に連結される画像処理器、なら
びにコンピューター画像において他の光散乱実体から、選択されるスペクトルサイン（す
なわち、選択されるスペクトル発光特性の選択される値の範囲）を有するPREを識別する
ための識別器である。装置は、選択されるPREについての情報に基づいて、場についての
情報を提示する（または保存する）ために構築される。
１つの好ましい光源は、場上の光を検出するための明視野／暗視野レンズである。あるい
は、照射源は、明視野レンズ、暗視野レンズ、偏光照射源を生成するための偏光子（例え
ば、平面偏光源）、TIR、パルス化光線、暗視野／明視野レンズを介する半銀鏡（half-si
lverd mirror）によって光が反射される落射照明システム、および暗視野集光レンズであ
り得る。光源は、異なる励起波長を有する光で場を分離するための手段を備え得る。
光学検出器は、RPEから発光される光をスペクトル的に分離するための構造を備え得る。
この実施態様における検出器は、それぞれの複数の異なる発光波長で、場に存在する個々
のPREおよびこのような他の光散乱実体の位置および発光スペクトル特性の値のコンピュ
ーター画像を形成するために作動する。
光学検出器は、光ファイバーの二次元配列、配列からの光の線（line）供給源として作用
するようにアラインされる場合、光ファイバーの出力に応答するための格子またはプリズ
ム、および光の線供給源における各ファイバーからの広げられたスペクトル光に応答する
ための二次元検出器配列を備え得る。
画像処理器は、場の位置、ならびにピーク位置、ピーク強度、またはスペクトル発光曲線
の半強度でのピーク幅、画像面におけるピークの半値幅、および／または入射応答の偏光
もしくは角度の関連する値の画像を構築するために作動する。
別の実施態様において、PREが表面会合された蛍光分子実体またはRaman活性分子実体を有
する場合、画像処理器は、プラズモン共鳴誘導性の蛍光、またはプラズモン誘導性のRoma
nスペクトル発光におけるRamanスペクトル特徴の場の位置おおよび蛍光ピークの画像を構
築するために作動する。
識別器は、場における全ての他の光散乱実体から、選択されるタイプのPREを、非PREサブ
波長光散乱粒子からのPREと（以下を含む：（ｉ）非PRE光散乱実体からPREを、（ii）他
方の選択されるタイプのPREから、一方の選択されるタイプのPREを、そして（iii）非相
互作用PRE（代表的に、PRP）から近位効果を介して相互作用するPREを）識別するために
作動し得る。
装置によって提示される情報は、（ｉ）場における選択されるタイプのPREの総数、（ii
）場における選択されるスペクトル特性を有するPREの空間的パターン、（iii）２つの近
接するPRE、特にRayleigh距離未満の距離によって分離されるPRE間の距離測定、（iv）場
の環境の変化（例えば、誘電率、これは、プラズモン共鳴特性に影響する）、または（ｖ
）場におけるPREの移動についての情報に関連し得る。
別の局面において、本発明は、１つ以上のプラズモン共鳴粒子（PRP）を有するPRPの組成
物を含む。組成物は、以下：（ａ）PRPは、100nm未満の半分の高さ（halfheight）での幅
を有する；（ｂ）単一の集団におけるPRPは、全て、40nm以内の規定された波長にある；
（ｃ）（ａ）の規定を満たす組成物中の少なくとも80%のPRPは、１つ以上の集団中にあり
、そして＞700nm、400～700nm、＜400nmの単一の範囲におけるスペクトル発光波長を有し
；および（ｄ）各集団は、組成物中の任意の他の集団と、PRPの数において、多くとも30%
の重複を有することによって、特徴付けられる。組成物は、上述の標的審問方法を実施す
るにおいて、および／または上述の標的審問装置と組合せて、使用され得る。
１つの実施態様において、組成物中の少なくとも80%のPRPが、１つ以上の集団にあり、そ
して400～700nmの波長範囲においてスペクトル発光波長を有する。また、この実施態様に
おいて、粒子は、固体銀粒子、金コアを有する銀粒子、または誘電性コアおよび少なくと
も約５nmの外側の銀シェルを有する粒子から形成される組成を有する。
種々の診断的適用で特に使用するための、１つの一般的な実施態様において、粒子は、そ
れらの表面で、（ｉ）標的上のリガンド結合部位に結合するために適合された表面付着リ
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ガンドであって、ここでリガンド／リガンド結合部位は、結合体結合対である、リガンド
、（ii）蛍光分子、（iii）Raman-活性分子実体、および（iv）非特異的結合を防止する
ためのブロッキング試薬、（ｖ）PRPへの共有結合カップリングのための官能基でのコー
ティング、または（vi）（ｉ）～（ｖ）の組合せを局在化する。
局在化されたリガンドは、結合対（例えば、抗原／抗体、ホルモン／レセプター、薬物／
レセプター、エフェクター／レセプター、酵素／基質、脂質／脂質結合剤、および相補的
核酸鎖）のうちの１つであり得る。
組成物はまた、第１および第２の異なる表面局在化分子または実体を有する、第１および
第２のPRPの集団を有し得る。第１および第２のリガンド結合部位を有する標的を同定す
るにおける使用について、第１および第２の表面結合分子は、それぞれ、第１および第２
のリガンド結合部位に結合するに効果的である第１および第２のリガンドである。例とし
て、第１および第２の表面局在化分子は、標的ポリヌクレオチドの第１および第２の近位
の配列領域に相補的である配列を有するオリゴヌクレオチドである。別の例として、第１
および第２の表面局在化実体は、異なるRamanスペクトル特性を有するRaman活性分子実体
であり得る。
組成物は、PRPの第１および第２の集団を含み得、それぞれは、異なる形状を有し、その
うちの少なくとも１つは、球状または四面体である。
さらに別の局面において、本発明は、目的の分子特性を有する標的の存在、またはそれに
ついての情報を検出するにおいて使用するための診断方法を包含する。この方法は、表面
局在化分子を有する１つ以上のPRE（好ましくは、PRP）と、標的とを接触して、分子の特
徴と局在化された分子との間の相互作用を生成する工程、光学的な光源で標的を照射する
工程、および標的とのこのような相互作用後の、１つ以上のPRPのプラズモン共鳴スペク
トル発光特性を観察することによって、標的の存在またはそれについての情報を決定する
工程を包含する。診断方法は、例えば、上述の標的審問法によって、上記の標的審問装置
を使用して、行われ得る。
一般的な実施態様において、標的は、リガンド結合部位を含み、そして表面局在化分子は
、標的とリガンド／リガンド結合複合体を形成し得るリガンドである。結合相互作用は、
複合体のプラズモン共鳴スペクトル発光特性を検出することによって検出される。表面局
在化リガンドは、例えば、ポリヌクレオチド、オリゴヌクレオチド、抗原、抗体、レセプ
ター、ホルモン、酵素、または薬物化合物であり得る。
方法の固相形態において、複合体を検出する前に、標的は、洗浄されて、リガンド／リガ
ンド相互作用を介して標的に結合されないPRPを除去する。
方法の同次相において、標的とPREとの相互作用は、非相互作用PREのプラズモン共鳴スペ
クトル発光特性から区別可能であるプラズモン共鳴スペクトル発光特性を生成するか、ま
たは回折中心を分離するかのいずれかに効果的であり、ここでは２つのPREは、異なるピ
ーク波長を有する。これらの特徴のうちの1つを検出することによって、診断的相互作用
の存在が決定され得る。
１つの同次相の実施態様において、PREは、表面局在化蛍光レポーター分子を含み、そし
てPREと標的との、またはPREと標的での別のPREとの相互作用は、PREにおける蛍光分子の
プラズモン共鳴誘導性のスペクトル発光特性を検出可能に変化させるのに効果的である。
別の実施態様において、PREは、表面局在化Raman活性分子実体を含み、そしてPREと標的
との、またはPREと標的での別のPREとの相互作用は、PREにおけるRaman活性分子実体のプ
ラズモン共鳴誘導性のスペクトル発光特性を検出可能に変化させるのに効果的である。
さらに別の実施態様において、標的は、2つ以上の近位におかれたリガンド結合部位を有
し、そして形成する複合体は、標的に対する結合の非存在下のPREのスペクトル発光サイ
ンとは異なるスペクトル発光サイン（例えば、複合体のスペクトル発光曲線における変化
）を有する少なくとも２つの近位に置かれたPREを含み、ここで２つのPREは、実質的に同
じピーク波長を有する。あるいは、２つのPREが異なるピーク波長を有する場合、個々のP
REは、２つの異なる波長で審問され得、そしてPRE間の距離は、画像面における２つの回
折パターンの中心間の距離によって決定される。この実施態様は、例えば、第１および第
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２のリガンド結合部位に結合するために、それぞれ、第１および第２の表面局在化リガン
ドを有するPREの第１および第２の集団と、標的とを反応することによって実施され得る
。
標的の空間画像を形成するにおける使用について、標的は、複数のリガンド結合部位を有
する場合、標的とPREとの接触は、複数の部位での結合を生成する。検出する工程は、標
的へのPRE付着の部位の空間画像を構築する工程を包含し、これは標的におけるリガンド
結合部位の相対的な間隔の指標である。
１つの適用には、ポリヌクレオチドにおける密接におかれた領域のマッピングが挙げられ
、ここで検出する工程は、PREの画像面においてPREの回折パターンの中心間の間隔を観察
する工程を包含する。
別の適用には、例えば、異なる相補的な表面局在化オリゴヌクレオチドを有するPREを、
伸長された条件を伴う、標的ポリヌクレオチドに結合することによる、遺伝子マッピング
を包含する。
別の実施態様において、標的配列変異を検出するにおいて使用するために、またはハイブ
リダイゼーションによって配列決定するために、標的は、異なる配列のオリゴヌクレオチ
ドまたはポリヌクレオチドの配列である。この配列は、PERの表面局在化ポリヌクレオチ
ドが、標的配列オリゴヌクレオチドまたはポリヌクレオチドとハイブリダイズすることを
許容する条件下で、１つ以上の表面局在化試験ポリヌクレオチドを有する１つ以上のPRE
と接触される。標的を洗浄して未結合のPREを除去した後、配列の各領域でPREのスペクト
ル発光特性が検出され、配列に対するポリヌクレオチド結合のパターンが決定される。
別の実施態様において、標的は、電気泳動ゲルにおいて分離されたバンドとして示される
ポリヌクレオチドであり、そして接触する工程は、ハイブリダイゼーション条件下、PRE
にゲルの表面を曝露することによって行われる。この方法は、DNAバンドのトランスファ
ー工程を排除することによって、サザンハイブリダイゼーション法を単純化する。
この方法の別の一般的な実施態様において、目的の分子特徴は、分子鎖における２つの原
子間の結合を破壊するために触媒的に機能する分子である。この方法におけるPRE試薬は
、上記鎖によって連結されるPREの対であり、連結されたPREは、個々の（すなわち分離し
た）PREのスペクトル発光スペクトルとは異なるスペクトル発光スペクトルを有し得る。
接触する工程は、分子鎖を切断するに効果的な条件下で行われる。切断剤の存在は、連結
されたPREスペクトル発光サインの消失または個々のPREスペクトル発光特性の出現、また
は２つのPRE間の検出される距離の変化によって検出される。
別の局面において、本発明は、以下、（ａ）PRPは、100nm未満の半分の高さでの幅を有す
る；（ｂ）（ａ）の基準を満たす組成物中の少なくとも80%のPRPが、１つ以上の集団中に
あり、そして＞700nm、400～700nm、または＜400nmの単一の範囲におけるスペクトル発光
波長を有し；および（ｃ）表面局在化リガンドは、標的上のリガンド結合部位に結合する
ように適合され、ここでリガンド／リガンド結合部位は結合体結合対、（ii）蛍光分子、
または（iii）Raman活性分子実体であることによって、特徴付けられるプラズモン共鳴粒
子（PRP）の組成物を含む。
本発明はさらに、発明の詳細な説明の第VI節において考察される多様なPRE組成物および
方法を含む。
本発明のこれらのおよび他の目的および特徴は、添付の図面と組合せて、以下の詳細な説
明が読まれる場合に、より十分に明らかになる。
【図面の簡単な説明】
図１は、異なるピーク散乱波長を有する２つの光学的に観察可能なプラズモン共鳴実体の
相対的な散乱強度のグラフである。
図２は、同様なピーク散乱波長を有する４つの光学的に観察可能なプラズモン共鳴実体の
相対的な散乱強度のグラフである。
図３は、プラズモン共鳴実体の観察に適切な暗視野顕微鏡検出システムの１つの実施態様
の模式的な説明である。
図４は、プラズモン共鳴実体を観察するために使用され得る固形浸漬レンズに対する液体
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アナログの説明である。
図５は、プラズモン共鳴実体の観察において使用するのに適切な全体の内部反射型サンプ
ル状態の説明である。
図６は、PRE画像化に適切な反射明視野／暗視野レンズの説明である。
図７は、２つのプラズモン共鳴粒子の透過型電子顕微鏡画像の再現である。
図８は、図７に示されるプラズモン共鳴粒子によって発光される２つの異なる帯域幅での
、画像面における位置の関数としての、光強度のグラフである。
図９は、プラズモン共鳴標識を用いて行われたアッセイの結果を示すグラフである。
図10Aは、プラズモン共鳴実体で測定可能な強度プロフィール特性を有する、焦点を合わ
せられた光線を説明する。
図10Bは、図10Aの焦点を合わせられた光線内でのプラズモン共鳴実体の配置を示す。
図11は、Raman活性PREからのRamanサインである。
図12は、そのリアノジンレセプターは、抗リアノジンPRPで標識されたニワトリ骨格筋切
片である。
図13は、特定の遺伝子が、PRPによって標識されたDrosophila多糸性染色体である。
好ましい実施態様の詳細な説明
定義
以下の用語は、他で示さない限り、以下に与えられる定義を有する：
「プラズモン共鳴粒子」あるいは「PRP」は、物質（例えば、球状粒子）の単一の切片ま
たはフラグメントを意味し、これは電磁エネルギーで励起される場合、プラズモン共鳴を
誘発する。プラズモン共鳴粒子は、これが、約180ナノメートル（nm）～数ミクロンの波
長を含む光学的領域において有意な散乱強度を示す場合、「光学的に観察可能」であり得
る。プラズモン共鳴粒子は、これが、ヒトの眼によって検出可能である約400～700nmの波
長帯において有意な散乱強度を示す場合、「可視的に観察可能」であり得る。プラズモン
共鳴は、基本的に遊離伝導電子と入射光との相互作用を介して作製される。粒子または実
体は寸法（dimention）を有し、例えば、直径は、好ましくは約25～150nm、より好ましく
は約40～100nmである。
用語「プラズモン共鳴実体」または「PRE」は、構造のプラズモン共鳴特性を示す任意の
独立した構造をいうために本明細書中で使用され、プラズモン共鳴粒子（PRP）および上
述で規定および記載されるようにプラズモン共鳴粒子の組合せまたは会合の両方を含む（
が、それらに限定されない）。PREは、単一のPRP、または電磁エネルギーで励起される場
合、プラズモン共鳴特性を表す２つ以上のPRPの集合のいずれかを含み得る。
「分布した複数のPREを有する場」は、一次元、二次元、または三次元の領域、例えば、
標的または付着されるかもしくはそうでなければそこに分布したPREを有する標的の部分
または領域をいい、その結果場におけるPREは、光学的な光源で照射された場合、プラズ
モン共鳴を示す。
「スペクトル発光特性」は、第III節において記載されるように、PREのプラズモン共鳴に
関連するPREのスペクトル散乱特性をいう。本明細書中で使用されるように、「発光」は
、PREに対して適用されるように、プラズモン共鳴によって生成または励起される散乱光
を意味する。
スペクトル発光特性の「値」は、発光特徴の定性的または定量的値（例えば、検出される
ピーク強度、ピーク波長、または最大でのピークの半値幅）である。
「選択されるスペクトルサイン」は、選択されるスペクトル発光特性の値の選択される範
囲（例えば、スペクトルピーク強度値の範囲）をいう。
「発光スペクトル特性の位置および値のコンピューター画像」は、審問される場における
各領域を、この領域における光散乱実体について測定される１つ以上のスペクトル発光特
性値またはサインと結びつけるマトリクスをいう。画像は、保存された値のマトリクスで
あり得るか、または一方の次元あるいは面（例えばx-y面）における光散乱実体の位置、
および別の次元（例えばｚ軸）における関連されるスペクトル発光値を示す実際の画像で
あり得る。
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「リガンド」は、化学種、代表的に生化学種であり、「リガンド結合」部位または分子と
、特異的な、代表的に高親和性の結合を形成し得る。リガンド／坑リガンドは、例えば、
抗原／抗体、ホルモン／レセプター、薬物／レセプター、エフェクター／レセプター、酵
素／基質、脂質／脂質結合剤、および相補的な核酸鎖を含み得る結合対を形成する。
「Raman活性分子実体」は、分子実体が付着されるプラズモン共鳴粒子の電場によって励
起される場合、好ましくは共鳴Raman励起を介してRaman分光学的なサインを提示する分子
、分子複合体、または粒子（例えば、ケイ素粒子）である。
「表面局在化」リガンドおよび他の種は、共有結合または他の分子力（例えば、静電力も
しくは分散力）によってPREに付着される、またはPRE上のシェルもしくは他の表面コーテ
ィング中に包埋される分子種をいう。
II．プラズモン共鳴
本発明は、多様なタイプの情報（以下の第III～VI節において詳述されるような、標的の
存在もしくは非存在、標的の空間特徴、標的の環境、選択されるタイプの標的結合部位の
数および／または空間分布、および標的における距離関係を含む）について、場を審問す
るために、伝導性のプラズモン共鳴粒子（PRPまたはPRE）の１つ以上の多くのスペクトル
発光特性を利用する。
プラズモン共鳴実体（PRE）あるいはプラズモン共鳴粒子（PRP）の散乱入射光、および得
られる散乱光は、粒子の周波数スペクトル特性を有する。この共鳴性の散乱を首尾良く予
測する入射電磁波と球状粒子との相互作用を記載する一般的な理論は、20世紀初期に開発
された（H.C.Van Ve Hulst,Light Scattering by Small Particles,Wyley,N.Y.,1957）。
金属の範囲において、入射電磁場は、金属のほとんど遊離の伝導電子において、「プラズ
モン」と呼ばれる振動を含み、そしてこれらのプラズモンは、発光される電磁場を生成す
る。いくつかの物質について、ならびに粒子サイズ、形状、および形態の至適な選択につ
いて、散乱粒子およびその周囲の媒体の波長特性で、最大の散乱効率が存在する。いくつ
かの物質について、発光される光の強度は、光学顕微鏡下での観察について十分である。
銀粒子は、共鳴的に散乱される光の波長が、スペクトルの可視領域内にあり得るので、こ
の効果の最も顕著な表示物（exhibitor）である。
理論的な算定は、球状粒子の共鳴的に散乱される波長が、粒子直径が増加、および周囲の
物質の誘電率が増加するにつれ、増加するかまたは「赤色シフト」されることを正確に予
測する。球状粒子について、双極子共鳴は、物質に依存する波長で単一のピークを有する
散乱される周波数スペクトルを生成し、粒子は、粒子の大きさ、粒子の形状、粒子の形態
、および局所環境から作製される。より大きな粒子は、より長い双極子散乱ピーク波長を
有し、およびより小さな粒子は、より短い双極子散乱ピーク波長を有する。散乱された光
のスペクトルはまた、粒子の四極子共鳴からの寄与を含み得る。所定の形状について、共
鳴粒子は、粒子の組成およびサイズに依存する特定の波長帯において優先的に散乱する。
プラズモンを担う伝導性の部位は、固体の幾何的な形状（例えば、球状、三角パラレルピ
ペド（parallelpiped）、楕円、四面体など）を含む多くの異なる形態を取り得るか、ま
たは球状、円柱状、または他の形状のシェルを含み得る。表面に銀または金を有する類似
の寸法の誘電性の球はまた、プラズモン共鳴を示すこともまた当てはまり、シェルは、少
なくとも約３nm、好ましくは５nm以上の厚さを有すると想定される。
さらに、２つのプラズモン共鳴粒子間の接触または至近接触（near contact）は、粒子間
の電磁カップリングを生成し、それによって接触する２つの粒子の合計に等しいサイズを
有する単一の粒子にいくつかの点で類似する特性を有する実体を生成することが理解され
る。それゆえ、多くのプラズモン共鳴粒子の集合はまた、集合体の幾何学および性質に依
存する特性を有するプラズモン共鳴を示す。
金属性粒子におけるプラズモン作製の別の特徴は、その表面に近い領域における増強され
た電場の生成である。この電場と隣接の物質との間の相互作用は、共鳴粒子および隣接の
物質の散乱特性の両方を有意に変化させ得る。例えば、表面増強Raman分光法（SERS）は
、ざらざらのまたは粒子コートされた銀フィルムにおける局在化されたプラズモン共鳴を
活用し、６階数の大きさまで種々の物質のRaman散乱を増強する。この技術において、目
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的の物質からのRaman散乱が観察され、そしてプラズモンによって生成される局所的な場
は、その散乱の強度を増強するために使用され得る。
ここで図１に言及すると、２つのPRPの相対的な散乱強度のグラフが説明され、異なるPRE
が、容易に検出されるスペクトル特性における差異を有し得ることを実証する。図１にお
いて示されるスペクトルは、より複雑な構造の個々のPRPまたはPREのいずれかによって生
成され得たが、図１に説明される散乱される光スペクトルの供給源は、説明の目的のため
にPRPに由来することが想定される。
図１において、任意の単位における散乱された光の相対的な強度が、ナノメートルの波長
に対してプロットされる。２つの異なるPRPの個々のスペクトルが示される－１つ目はス
ペクトル３（約460nmでのピーク発光５を有する）、および２つ目はスペクトル７（約560
nmでのピーク発光９を有する）。この図において、それぞれの２つのPREによって発光さ
れる光の光強度は、個々に1.0に正規化された。各スペクトルの形状は、ほぼLorentzian
であり、470nmピークを有する粒子について約30nmの、および560nmピークを有する粒子に
ついて約50nmの半最大での幅を有した。上記のように、個々のPRPによって発光される光
は、適切な光学顕微鏡で可視的に観察され得る。図１において説明される発光スペクトル
を有する２つのPRPがそのように観察される場合、470nmでピーク５を有するPRPは青色に
見え、そして560nmでピーク９を有するPRPは黄色に見える。
図２は、PREの４つの異なる集団の集団についてのスペクトル発光曲線を示し、それぞれ
ほぼ同種の特性を有する。この図において示される４つのPREのスペクトル10、11、12、1
3は、約460nm～480nmまで変化するピーク発光波長を有する。可視的に、図２において示
されるスペクトルを生成するそれぞれの４つのPREは、青色に見える。しかし、４つの粒
子はスペクトルピーク強度（すなわち、ピークの高さ）に基づいて、または異なるスペク
トル発光曲線に基づいて、例えば、ピークの高さの半分でのピーク幅に対するピークの高
さの比率を比較することによって、識別され得る。他のスペクトル発光特性は、以下に記
載される。
III．場を審問するための方法および装置
１つの局面において、本発明は、その中に分散された複数のPREを有する場を審問する方
法および装置に関する。本方法は、本質的に、以下：（ｉ）場におけるPREの１つ以上の
スペクトル発光特性についてデータを作製する工程、（ii）このデータから、PREの位置
（場の領域）のコンピューター画像、ならびに個々のPREおよび場に存在する他の光散乱
実体の、スペクトル発光特性の値を作製する工程、ならびに（iii）画像中の選択された
スペクトル特性を用いて、PREと場の中の他の光散乱粒子とを識別することにより、場（
例えば、場における標的）についての情報を提供する工程、の３つの部分を有する。
A．スペクトル発光特性
本発明は、場における光散乱粒子の画像を作製するために、１つ以上のいくつかの型のス
ペクトル発光特性を検出することを意図する。目的のスペクトル発光特性は、単一のPRP
のプラズモン共鳴スペクトル特性、非常に近接した２つ以上のPRPの相互作用に起因する
スペクトル発光特性における移動、または蛍光、発光、またはPRE上に位置するラマン分
子と相互作用する、増強された局部的な電場によって誘導される、蛍光もしくはラマン分
光学的特性であり得る。それぞれから入手可能な、情報の特性および型の最重要性を、以
下に示す。
ピーク波長は、スペクトル発光曲線のピーク波長（すなわち、最大強度を生じる波長）で
ある。図１に示される２つのスペクトル発光曲線のピーク波長は、５および９で示され、
これは上記のように470nmおよび560nmの波長の値に対応する。
ピーク波長の値は、多数の異なる方法の１つで決定され得、そのなかの７つを本明細書中
に記載する。これらの方法の個々の実行は、方法のいくつかについて、本発明の装置の光
源および検出器の記載において以下に議論されるように、開示された方法から理解される
。これらの方法は全て、同時に複数のスペクトル曲線を測定するのに適応可能である。本
方法のいくつかはまた、例えば、場の面の上の光検出エレメントをラスタリング（raster
ing）することによって、場における各光散乱実体のスペクトル曲線の個々の測定に適応
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可能である。
（ｉ）場は、例えば、一連の狭帯域照射窓の個々で、可視光スペクトルを介して、照射波
長の範囲にわたって照射される。代表的には、白色光源と場との間に置かれたフィルター
円盤（wheel）は、狭帯域照射周波数を産生するために使用される。
（ii）場から発光する光は、発光された光をいくつかの狭帯域周波数中に散らすために散
乱エレメント（例えば、プリズム）を介して方向付けられ、次いで、それぞれ別の検出配
列に方向付けられる。例として、プリズムは、発光された光を赤、緑、および青の成分に
分けるために使用され、各々は個々のCCD配列に方向付けられる。
（iii）その画像が完全に光ファイバーのコア直径に適合するように、レンズ（例えば、P
REに対応する各光散乱スポットを拡大するレンズ）を介して、発光場画像を光ファイバー
の密な束に入れる。次いで各ファイバーは、分散エレメントによって異なる周波数に拡が
るスペクトル線に散開され、これは次いで２次元配列における検出エレメントの線によっ
て読みとられる。従って、場の各線は２次元配列によって読みとられ、一方の配列の次元
は複数の周波数の各々でのスペクトル強度に対応し、他方の次元は場の軸に沿った異なる
位置に対応する。このアプローチは複数のスペクトル波長の各々での、複数のPREの同時
読み取りを可能にする。
（iv）複数の狭帯光源（例えば、赤、緑、黄、および青の、３または４つの別々のレーザ
ー線）で照射する。各レーザーは、異なる周波数（代表的には全て100Hzより下）で分断
される。場から発光された光は、100フレーム／秒で読みとられ得るCCDで検出される。次
いで、標準技術を含むコンピューター分析は、CCD配列における各画素に衝突する各色の
光量を決定するために使用され、それによってスペクトル発光曲線が構築され得る。
（v）例えば、米国特許第5,539,517号に記載されるように、干渉計を通過した散乱光の経
路を決定することにより、同様の情報が得られ得る。
（vi）入射光の波長が共鳴ピークを通過させられる場合の入射光と比較して、散乱光が18
0度の位相変化を受ける、ということもまたプラズモン共鳴粒子の特性である。ピーク波
長において、位相差は90度である。この位相変化は検出され得、そして、90度の位相変化
が観察された場合の入射波長として、ピーク散乱波長が決定され得る。
（vii）複数の規定された帯域幅でのPRE発光強度もまた、PREを種々の時間の短いパルス
の入射光に曝すことによって、決定され得る。特に、増加または減少するステップ関数に
近似するパルスの使用が有効である（すなわち、ほんの１もしくは２フェムト秒の迅速な
立ち上がり時間および減衰時間）。PREの散乱応答は、強制振動および減衰振動の散乱応
答であり、そして共鳴波長の付近では、狭帯域の励起に対するPREの応答は励起パルス長
が増加するのに従って増加する。共鳴波長から離れると、狭帯域の励起に対する応答は小
さく、そして比較的励起パルス長に非依存性である。PREを、特定の波長で、種々の時間
のパルスに曝すこと（しかし都合の良いことに全て約500フェムト秒未満である）、およ
び発光エネルギーが定常値に達するのにかかった時間を知ることによって、特定の波長が
PRE共鳴波長にどのくらい近似しているかについての情報が提供される。いくつかのシリ
ーズの時間変化パルスに対してPREを励起することによって、ここで各シリーズは異なる
ピーク波長を有し、波長に対する散乱切断面曲線が作製され得る。
銀のPREおよび金のPREのPREのサイズが増加するに従って、一般的に、ピーク波長は赤の
方向（より長波長側）に移動する。ピーク波長の値もまた、PREの形状に関する情報を提
供し得る。球形から６角形または３角形への形状の変化は、主に赤へのピーク波長の移動
を生じる。誘電シェルPRP（すなわち伝導金属中に入れられた内側の誘電性コアからなる
粒子）もまた、同じ大きさの固体金属粒子よりも長いピーク波長を有する傾向がある。
ピーク強度はスペクトル発光曲線のピークの強度であり、図２におけるような絶対強度値
または相対強度値として示され得、これは３未満から10より大きい範囲の異なる相対ピー
ク強度を有する４つのPREを示す。ピーク強度値は上のように、ピーク波長で決定されて
いる強度を用いて、PREのスペクトル発光曲線を決定するための種々の方法の内の１つに
よって、決定され得る。
ピーク強度は材質、形態および形状によって変化する。特定のPREに対して、強度は焦点
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の枠に対して最大である。
半値幅は、スペクトル発光曲線の、半分のピーク強度での、波長単位における幅である。
この値は独立したスペクトル特性として測定され得るか、またはピークスペクトル強度と
組み合わせてスペクトル発光曲線を特徴付ける（例えば、ピーク強度／ピーク幅の比）た
めに測定され得る。
図２に示される４つの曲線は相対的に狭いピーク幅を有する２つのスペクトル（曲線10お
よび11）、および相対的に広いピーク幅を有する２つ（12および13）を図示する。
一般的にピーク幅はPREの大きさの増加と共に増加し、そして模倣され得る様式において
、PREの形状が球形形状から非球形形状へと変化するに従って変化する。
画像面における幅は画像面におけるAiryパターンにおける中央回折領域の半分の幅である
。全てのPRPはサブ波長光源であり、従ってその空間画像は使用される光学システムによ
って規定される特性を有する近似点拡大関数である。CCDを含む光学システムを仮定して
、光検出エレメントの画素配列を用いて、いくつかの画素に及び得る中央回折領域の幅は
、回析画像の中心のピークから、強度がそのピーク値の半分になる画像中心位置までを（
円形画像と仮定して）、放射状に測定される。
PRPはサブ波長散乱体であるので、画像面において記録されるような強度パターンの半分
の幅が、散乱される光の波長に比例する。それゆえ、供給源（例えば、キセノンアーク）
からの光の強度における妥当に円滑な変化について、光はピーク強度において最も強く散
乱され、そして各PRPについての画像における中央回折領域の半分の強度の幅を測定する
ことによって、ピーク波長の良好な評価が作製され得る。
以下に示されるように、このスペクトル特性は、場におけるPREの位置の正確な決定、お
よび特に、レイリー分解距離よりも近い間隔の、異なるピーク波長の２つのPREの間の距
離を決定するために有用である。画像面における回折パターンのピークの強度は、最もよ
い焦点を与える最大値を用いて、場に対して検出器レンズの焦点を合わせるために使用さ
れ得る。
偏光は、PREの場を照射する光の偏光の方向の関数、または偏光された光の入射角として
、スペクトル特性（例えば、画像面におけるピーク波長、ピーク高、波長の半値幅、また
はピーク強度の半値幅）を測定する。偏光の特性はPREの大きさよりもPREの形状に依存し
、そして非球形PREは、例えば、楕円形のPREの長軸および短軸方向に１つ以上の共鳴を有
し得る。後者の場合、長軸方向の照射光は赤の方に移動し、一方短軸方向の照射光は青の
方に移動する。
パルスまたは時間応答は十分な強度の散乱を「汲み上げる（pump up）」ことを必要とさ
れる照射光の光サイクルの数の測定を提供する。PREは非常に速い時間応答（ピコ秒以下
）を有し、散乱光子の非常に大きなパルスが発生され得、吸収された平均の入力した力で
あることを制限するのみである。これらは、２つの光子プロセスまたは第２の調和振動の
発生および他のより高度な命令プロセスを行うために、５と500との間のフェムト秒でパ
ルスを受容し得る。
上記のように、パルス型または時間型照射測定は、一般に場のPREを種々の時間の入射光
の短パルスに曝すことによって行われ、ピーク波長が検出される。強度対パルス時間によ
って測定された場合、完全な共鳴に対する時間はまた、プラズモン共鳴器として物質の純
度の測定を提供する。より高い純度の物質は、ピーク波長の光のパルスにより照射された
場合、より狭い幅の共鳴サイン、より高いピーク強度、および散乱の最大強度に到達まで
のより長い時間によって特徴付けられる。
移相は、上記の、90度の移相でのスペクトルピークを決定する章において、議論される。
移相もまた、共鳴ピーク波長から離れた励起波長に対する応答についての情報を与え得る
。
蛍光発光寿命は、表面局在化蛍光分子を有するPRE粒子中で観察され得る。蛍光励起は、
プラズモン共鳴ピーク内の光によってPREの表面付近で発生された局所電場により、増強
され得る。また、蛍光発光の光の波長がプラズモン共鳴ピーク内にある場合、蛍光発光は
増強され得る。適切な条件下において、蛍光寿命はこのプロセスで測定できるまで短縮さ
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れ得る。
本方法を使用して、蛍光分子の励起環境における変化（例えば、他の分子または実体との
近接相互作用）を検出し得る。
表面増強化ラマン散乱（SERS）は、PREの表面付近の領域での増強された電場の発生に依
存する。この電場とすぐ近傍の物質との間の相互作用は、共鳴粒子の散乱特性およびすぐ
近傍の物質の散乱特性の両方を有意に変化させ得る。表面増強化ラマン散乱分光法（SERS
）は、伝統的に粗面または粒子乾燥化銀フィルムに局在化したプラズモン共鳴を利用して
、種々の物質のラマン散乱を６桁の大きさまで増強する。本発明に従って行われるSERSは
、PRE単独で確認される。本技術において、目的の物質からのラマン散乱が観察され、そ
してプラズモンによって発生される局部的な場を用いて、伝統的なSERSより数桁まで散乱
の強度が増強される。ラマン活性分子がPREのスペクトル発光曲線のピーク近傍で共鳴吸
収を有する場合、さらなるSERS増強は第III章において開示される本発明の方法に従って
、PRE分子の混成検出可能物のラマンシグナルを作製するのに十分である。PRE共鳴ラマン
スペクトルにおける変化を測定することは、ラマン分子の局部的環境において、変化（例
えば、結合）を検出するのに使用され得る。
Ｂ．審問される場
本発明の方法および装置による、審問される場は、複数、すなわち、２つ以上の、標的中
に分散するPREを有する標的および標的領域を含む。
標的は、光学顕微鏡によって見るのに適したいずれの標的でもあり得、生体の細胞または
組織；植物または動物の部分もしくは細胞凝集体；表面局在化リガンド結合分子を有する
固体表面；標的分析物の分子、粒子または細胞を含む体液サンプル；伸長した条件に配置
された染色体物質のような生物学的サンプル物質；人工の単分子または２分子膜基質；コ
ンピューターマイクロチップのような微小作製デバイス；およびチップ上のオリゴヌクレ
オチドまたはオリゴペプチドのマイクロアレイのような、マイクロアレイ、を含む。
PREの形成およびそこに分散されたPREを有する標的を調製するための方法は、以下に詳細
に議論される。この点において、３つの一般的な場合が簡単に考察される。第１に、前も
って形成されたPREが、特異的標的部位への接着のために、標的に添加される。非結合型P
REまたは非特異的結合型PREを除去するために、標的は洗浄され得る。標的は、PRE結合の
前または後に、所望の配置（例えば、伸長型染色体）を達成するように操作され得る。第
２に、核形成部位が標的に添加され得る。標的上の選択された位置への結合後、金属エン
ハンサー溶液、例えば、銀溶液が、適切な大きさのPREが形成されるまで添加される。第
３の場合として、写真平板法、例えば、フォトマスキングおよびフォトエッチングによっ
て、PREが金属基板、例えば、銀基板上に形成される。
本発明に従って、標的およびPREを含む場を審問することによって、決定されることが望
まれる情報の型は、以下を含む：（i）場における選択された型のPERの総数、（ii）場に
おける選択されたスペクトル特性を有するPREの空間的パターン、（iii）２つの隣接した
PRE（特にレイリー分解距離より短い距離で分離したPRE）の間の距離の測定値、（iv）プ
ラズモン共鳴特性に影響を与える、場における環境中の変化（例えば、誘電率）、（v）
場におけるPREの運動、（vi）２つのPREが連結されているかどうか、または（vii）PREに
局在して付着した分子または物質の蛍光もしくはラマン発光。他の型の情報もまた意図さ
れ、そして以下の第IV章～第VI章において考察される。
Ｃ．本発明の装置
図３は、本発明に従って構築された装置20の、簡略化した概略図である。ここでは22に示
される、審問される標的は、以下に記載される装置の他のコンピューターの構成要素を含
む、コンピューター28の制御下の台ステップモーター（stepper motor）装置（一般的に
、26に示される）の制御下にある、x-y平面に選択的に可動性である、顕微鏡台24上に保
持された基板23上に支持されている。
以下に詳述される様式において、標的は光学光光源30によって照射され、この光源は照射
光、代表的に、可視範囲かつ１つ以上の選択された波長範囲での光を、標的表面に向ける
。以下に詳述するように、代表的に光源は、所定の波長またはスペクトル振動数の光を生
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成する手段32、照射光の所望の周波数帯域を生成するためのフィルター34のような１つ以
上のフィルター、および光を標的に合わせるレンズシステム36を備える。
標的からのスペクトル発光、この場合、標的から散乱された光は、レンズ56を通して光学
検出器58に向けられる。光学検出器は、以下に詳述される様式で、場の照射部分における
個々のPREの１つ以上のスペクトル発光特性を検出するように機能する。代表的に、検出
器はCCD（電荷結合素子）配列であり、これは以下に詳述するように、配列画素に対応す
る光学強度の値の配列を生成し、そして記録するように作動する。
コンピューター28に含まれる画像処理装置は検出器に作動可能に連結され、各々選択され
た照射条件（例えば、異なる波長または偏光状態）下での、検出配列の位置の各々での光
強度の値を受け取る。画像処理装置は、検出器によって測定される１つ以上のスペクトル
発光特性の位置および値のコンピューター画像を構築するために機能する。代表的に、こ
のことは、照射された場におけるポジション位置としての検出配列における各画素を処理
する工程、および各画素「ポジション」に、画素によって記録された光強度の値を割り当
てる工程によって行われる。画像処理装置によって生成された画像は、各画素位置につい
て、記録された数（例えば、位置座標および関連スペクトル発光特性値、または、位置が
示される（例えば、x-y平面において）実際の地図、ならびにz軸に沿う量として示される
各測定スペクトル発光値）の行列であり得る。
装置の選別器42（これはまた、コンピューター28の一部を形成する）は、コンピューター
画像において、選択されたスペクトルサイン（すなわち、選択された範囲の値の１つ以上
の選択されたスペクトル発光特性）を有するPREを、他の光散乱実体から選別するように
機能する。選別器の操作例は以下に示される。
Ｃ１．基板
上述のように、標的は顕微鏡台上に載置された基板上に支持される。適切な基板には、標
準ガラススライド、カバースリップ、透明なスチレン、および透明なマイカが例として挙
げられる。他の適切な透明な基板は、TEMグリッドに関連する基板（例えば、ホルムバー
ル、炭素、および窒化ケイ素）である。これらのTEM関連基板はすべて、使用する厚さで
は光学的に透明である。伝導性基板、半導体基板、および反射性基板もまた、PREの適応
に適している。
本発明での使用に適切な別の基板は、PREの観察に関して目的のスペクトル波長に対して
最初は不透明である可能性があり得るが、適切な流体または蒸気の適用によって、適切に
なり得るものである。例には、「サザン」、「ノザン」、「ウエスタン」および他のブロ
ッティング、スポッティング、または「ディップスティック（dip stick）」試験のよう
な診断技術での、目的の生物学的サンプルの転移に使用される場合、白色ニトロセルロー
ス「紙」がある。一旦、目的の物質が移され、そして所望のように固定されると、PREは
、予め形成された実体として適応され得るか、または以下のようにPRE核形成実体に適応
されそして増強され得る。この段階での白色ニトロセルロースは、代表的にPREを視覚化
し難くする有意な非反射型光散乱を示し得る。しかし、非反射型散乱の有意な減少を生じ
得る適切な処理が使用される場合（例えば、アセトン蒸気でニトロセルロース基板を囲ま
せ、一方でPREをモニターする）基板はましてや不透明になり得、そしてPREの有効な観察
が可能になる。
シリコンは多くのPRE検出適応物に対して好ましい基板である。なぜならば、非常に滑ら
かでかつ欠損物がないようにすることが可能であり、その結果として暗場照射下で、非反
射型散乱をほとんど生じないからである。特に好ましいシリコン基板の１つの例は、非常
に光沢があり、エッチングされ、および欠損のないシリコンウェハの表面であり、通常半
導体の製造に使用されている。このような基板は汚染物質および表面の不完全さがほとん
ど全く存在せず、暗場の照射条件下でPRE散乱とすばらしいコントロールを生成する。し
かし、代表的に、このようなシリコンウェハは種々のプロセシング工程の結果としてその
表面上に存在するSiO2の薄い層を有することが理解される。その表面にほぼ100nm以上のS
iO2を有するシリコン基板は、これまでに固形基板から観察された、最も強烈な、高度な
コントラストPREスペクトルのいくつかを生成するということができる。そしてこのこと
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は、シリコンウェハ表面上にSiO2のサブミクロン層を故意に形成させるのに有利であり得
る。
迅速な酸化層の再形成を阻害する様式（例えば、HF酸中でのエッチングおよび水素での表
面保護によって）で酸化層がシリコン表面から除去される場合、「点供給源」であるPRE
の光学画像は、明るい中心領域を有する通常のAiry環パターンではなく、円環形態で観察
される。この「ドーナツ」現象は（シリコン表面と平行な）横方向の駆動電界の減衰の結
果として生じている可能性が高く、これによって、良好に放射されるが、直接垂直に沿っ
ては全く放射されないプラズモンモードを励起し得る、垂直な駆動場のみが残される。裸
のシリコン基板のこの性質は、特定のPREがシリコン基板の表面に近接して結合されてい
るかどうか、または限界分子、もしくはそれを表面から離れて配置するシステムを介して
束縛されているかどうかを決定し、それによって双極子成分散乱比を変化させるのに有用
であり得る。
C2.光源および検出器
続けて図３を参照すると、光源中の光発生手段32は、適切に水銀、キセノンもしくは等価
なアーク；または、約20～250ワットのクオーツ－タングステンハロゲン電球であり得、
これは可視光PRE散乱については約350nm～800nmの波長に対応する周波数帯での入射光、
または低波長PRE散乱については従来のUV源、を提供する。
代表的にフィルター34は、前もって選択された狭帯域幅のフィルター一式を備え、それぞ
れのフィルターの手動式挿入またはコンピューターで制御された挿入を可能にする。この
ようなフィルターの帯域幅は、代表的には5～10nmである。
一連の選択された帯域幅で標的を照射する他の方法には、非常に狭い帯域幅を使用し得る
、全ての型のレーザーのような光源の使用が含まれる。複数の周波数源、例えば、規定さ
れた強力な「線」源のいずれかの特徴を選択するための調整（tuned）レーザー（すなわ
ち、Arイオン）のような、周波数源もまた、意図される。あるいは、回折格子またはプリ
ズムモノクロメーターが使用され得る。全ての光源は連続またはパルス様式のいずれかで
あり得るか、あるいは適切な光振幅変調装置（示さず）を入射経路に挿入して、所定の暫
定様式で強度レベルを変化させ得る。サンプルに入射される光の偏光は、適切なフィルタ
ーまたは当該分野で周知の他の装置の挿入によって変更され得る。
図３の顕微鏡は上面照射（epi-illumination）システムと一致するように図示され、それ
によって、所望のようにフィルターされた光源由来の平行光は、半銀鏡38に衝突し、そし
て暗場／明場（DF/BF）レンズ40にむかって下方に反射される。この特定の型のDF/BF適用
において、対物レンズを通過したであろう光線を有している入射光は、不透明サークル42
によって物理的にブロックされる。これは、放射状（radially）に結合されたようなそし
て光線46によって示される、同心帯の光のみが通過し得るように、非常に微細なウエブ44
によって妨害される。鏡38および不透明サークル42を備えるユニットは、調節可能ブロッ
ク48中に組み込まれ得、これは手動で（またはロボット的に）移動可能であり、それによ
って、顕微鏡をDF/BFから別の操作形態に変換させ得る。
鏡からの反射光は、次いで、屈折または反射されて（適切な円レンズエレメント50、これ
は入射光52の中空円錐に取付られた対物レンズに固定されている）、標的のサンプル平面
の焦点へ変換させる。上記のように、このような光線の鏡反射は、入射円錐軌跡の線に沿
って戻らせる。ここで、これらは最終的に吸収され、さもなければ、光学システムから除
去される。
図３に図示されるこの暗場システムにおいて、光学軸とサンプルを照射する入射光線との
間の角度は、光学軸と対物レンズエレメント45に受け入れられるPREによって散乱される
光線（これは屈折形態のものとして図示される）との間の最大角度よりも大きい。また、
示さないが、光学顕微鏡の全てに組み込まれたものは、検出器38から光線を他の部分（そ
れによって標準両眼接眼レンズを介して可視的に画像が観察され得る）にそらし、または
例えば、照射された場を撮影するために、さらに別の部分にそらす能力である。
レンズシステム54として100×の倍率および開口数（N.A.）0.8を有するNikon DF/BFレン
ズモデルCF Plan BD ELWDを用いることが適切であることが見出され、そして20×の倍率
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およびN.A.0.4を有するモデルCF Plan BD ELWDもまた、適切であることが見出された。こ
の場合に、レンズの対物エレメントに入る光線は50％の鏡38において平行および入射とさ
れ得、そして検出器（画像キャプチャー装置）58上の画像面に対する光線に焦点を合わせ
る、中継レンズ56中に入り得る（代表的に２×または５×の倍率である）。ここで検出は
適切なCCDカメラシステムによって行われる。
レンズ56を備える光学システムは、好ましくは、検出器の配列に対応する領域内に視覚化
される場を投影し、その結果として配列中の各画素が場の規定領域からの光を読みとるよ
うに構築される。
当該分野で公知の種々の画像キャプチャー装置が使用され得、これにはファイバー結合さ
れたフォトダイオードアレイ、写真フィルムなどが含まれる。１つの例示的な装置は、熱
電冷却型CCD配列カメラシステム、モデルCH250（これはTucson AZのPhotometricsによっ
て製造される）である。この装置はCCDチップモデルKAF1400を利用し、1032×1037画素配
列を有する。
検出装置が、場における個々のPREおよび他の光散乱実体のスペクトル発光の特徴を検出
するように作用することが理解されており、場が光源により照射される場合、場における
それぞれの領域で、同時に配列画素を対応させる。
Ｃ３．画像処理、識別および出力
例えば、検出器がスペクトルピーク波長、ピーク強度および／またはスペクトルピークの
半値幅を検出するために使用される場合、検出器は、複数の異なる照射光周波数の多くの
各々で光の強度を計測し、それぞれの場の領域（regions）について同時に検出器の配列
画素に対応させる。
各周波数で計測された発光（散乱）値は保存され、全スペクトルの照明の後に構築される
、それぞれの領域についてのスペクトルの発光曲線を与える。これらの曲線から、ピーク
波長、ピーク強度、および強度での半値幅を、それぞれの領域について計算する。同様に
、画像面でのピークの半値幅を上記に記載のCCDアレイを使用して計測し得る。
検出器は、時限曝露、データ保存のための適切なファイルへの画素の読み出し、統計学的
分析、および画像処理（コンピューター28の機能の１つとして）を可能にする包括的なソ
フトウェアおよびハードウェアとともに供給され得る。この能力は、検出器から受信され
たシグナルから構築するための画像処理装置として作用し、最初にスペクトルの発光特性
の値を検出し、次いでこれらの値のコンピューター画像および対応する関連する場の位置
を検出する。
画像処理装置により構築された画像は、保存された点の行列（例えば、それぞれの場の位
置（場における領域）に関連する値の行列および１つ以上の計測されたスペクトル特性に
ついての値）であり得るか、または場の実際の位置のマップ（例えば、x-y平面、およびz
平面での関連するスペクトル発光値）であり得る。
装置内のコンピューターはまた、コンピューター画像における他の光散乱実体由来の選択
されたスペクトルのサインでPREを識別するための識別手段を提供する。この識別につい
ての基礎は、種々のスペクトル発光特性および光散乱実体の物理的特性とのこれらの相関
性の議論において上記で述べている。
従って、例えば、選択されたスペクトルのピーク波長および強度でのピークの半値幅を有
するPREを識別するために、生成されたコンピューター画像は、全ての場の領域の行列な
らびに関連するスペクトルピークの波長および幅の値を提供し得る。次いで識別器は、PR
Eを含むこれらの領域を選択し、このスペクトルサインは、これら２つのスペクトルの発
光値の特定の範囲を満たす。選択された特定の値に応じて、識別器は、以下を識別する多
くの方法で場での光散乱実体を分類し得る：
１．場における他の全ての光散乱実体から選択されたスペクトルサインを有するPRE；
２．場での非PRE光散乱実体由来のPRE；
３．選択された型のPREについて、お互いに相互作用するもの、および相互作用しないそ
れらの選択されたPRE;ならびに
４．場において別の選択されたPREの型に由来するPREの１つの選択された型。
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それぞれの場合では、識別の基礎は、場におけるそれぞれの光散乱実体について、ピーク
位置、ピーク強度、またはスペクトル発光曲線の強度でのピークの半値幅、画像面のピー
クの半値幅、および入射角応答または入射偏光応答の検出された値に基づき得る。他の上
記で言及されるスペクトルの特性もまた意図される。特に、PREが表面局在性の蛍光分子
またはラマン活性分子実体を有する場合、検出は、それぞれ１つ以上の上記の分子または
実体に由来するプラズモン共鳴誘導性蛍光発光、またはラマン分光発光を検出することで
あり得、そしてこれらの値は、他の光散乱実体から、このようなPREを識別する基礎とし
て使用される。図11は、PREの表面上に有されるラマン活性分子の代表的なラマンスペク
トラルを示す。
次いで、識別工程から入手される情報は、場についての情報を提供するために使用される
。利用可能な様々の型の情報は以下のIV～VI節で議論される。これらには、以下のものが
ある。
１．場で選択された型のPREの全数。ここで、識別工程は構築されたコンピューター画像
において選択されたスペクトル発光特性の選択された範囲の値を有するPREの数を計数す
ることを含む；
２．場での選択されたスペクトル特性の選択された範囲の値を有するPREの空間パターン
の検出。ここで識別工程は、これらのスペクトル特性値を有するPREの相対位置の画像を
構築することを含む；
３．２つの隣接するPREの間の距離、特に、この距離がレイリー解像距離よりも小さい距
離。ここで検出工程は、１つの波長の光に場を曝露して場でのPREの回折像を入手するこ
と、第２の波長の光に場を曝露し、場における第２のPREの回折像を入手すること、およ
び２つの回折パターンのピーク間の距離を比較することを含む；
４．場の環境における変化の審問。ここで、識別工程は、変化（例えば、場の誘導体の変
化）の前後で、場でのPREの検出されたスペクトル特性の値の比較を含む；
５．場でのPREの運動の検出。ここで検出工程は、時間の関数として、画像面でのPREの回
折パターンの中心の検出を含む。
Ｃ４．他の実施態様
照射された場において100以上ものPRPの同時画像化は、先程記載されるような装置を使用
して容易および効率的に達成され得る。あるいは、この装置は、上記に記載の方法に従っ
て集束光線光源で場の各領域を連続的にスキャンすることおよび／または場での各領域か
らの光散乱を連続的に検出すること、固定光学により定義される小審問領域を通して顕微
鏡のステージを移動させ、各領域を連続的に審問して選択されたスペクトル特性の値を検
出することによって場におけるそれぞれのPREのスペクトル特性を「読みとる」ように設
計され得る。
蛍光画像を検出するために、光源は所望の発蛍光団の励起スペクトルについて適切にフィ
ルターされ、そして適切なフィルター（示さず）は、鏡38とリレーレンズ56の間の領域に
配置される。このフィルターは、励起光を実質的にブロックするために選択され、そして
目的の発蛍光団の発光スペクトルのバンドマッチでの光の通過を可能にする。
暗視野PRP処理、明視野染色および／または蛍光染色した試料（例えば、生物学および医
学研究者ならびに臨床適用の対象である細胞および他の実体物）の多重画像を比較する能
力の価値は、容易に認識され得る。
PREによって散乱した光を優先的かつ効率的に観察するための適切な手段に関連しての有
効な暗視野条件を確立するように入射光を導入するための幾つかの適切な手段がある。透
明な基板については、入射光は、図３で示されそして以下でより詳細に記載されるように
、PREが位置する近傍の境界で、基板を通じての透過率、「対物側方表面」からの反射率
、またはTIR（内部全反射）のいずれかで導入され得る。後者の場合では、TIR光の消失尾
部はまた、それらが反射境界の外側に直接ある場合、このような光の場の分布が対物レン
ズに直接照射しない場合でさえPREを励起するために使用され得る。
非透明基板については、光は、対物に到達するような最小限の光を有し、可能な限り近い
正反射をもたらすような様式で入射されなければならない。この条件を達成するためのい
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くつかの手段がある。１例として、入射光が１つ以上の光ファイバーを介して視野に導か
れ得る。このファイバーは、光が入射角で基板に反射しないように配向され得、そしてPR
Eを画像化するために使用される顕微鏡システムの対物レンズには入らない。市販されて
いるDF/BF対物レンズを使用することもまた利点である。実施例はNikon Company、Long I
sland N.Y.により販売されているものである。このようなDF/BFレンズが使用され得る方
法の例は、図３に示される。
装置でのシステムの対物レンズは、反射レンズまたは屈折レンズのいずれかとして作られ
得る。特定のPRE適用、特に、光波長の関数としての対物レンズの最も正確および迅速な
集束を要求する適用について、反射レンズは色収差がかなり減少され得ることから好まし
くあり得る。屈折レンズは、PREにより放射される光を観察する場合、色収差を慎重に補
正しても、焦点距離のそれらの周波数に依存して有意な偏差をなおも示し得る。これらの
プラズモン共鳴のピーク近傍のPREが、準波長（sub-wavelength）にサイズ化された供給
源についてこのように異常な明るさのものであり得るという事実は、光学成分の評価につ
いて利用されることを可能にし、それによって成分の理想的な「点源」応答からの種々の
偏差を観察し得る。
対物レンズの開口数を増加させる特定のレンズ型の使用もまた意図される。PREは、球状
の頂部および平坦な低い表面を有する標準的な「固体液浸」レンズを用いて画像化され得
る。このような別に意図されるレンズは、切断された固体液浸レンズ下部表面とレンズ材
料としてのほぼ等しい屈折率を有する基板との間に液体を有する固体液浸レンズ（SIL）
の液体アナログである。
このようなレンズは、図４で図示される。レンズの底部平坦表面80は、標準的な固体液浸
レンズよりも短く切断される。底部表面80と基板84との間の液体82に一致する率について
は、レンズの焦点面は、通常のr/n（ここで、ｎはレンズ材料の屈折率である）の位置に
あり、これはここで、（屈折）率が一致した液体の内部にある。従って、この焦点面での
液体中のPRPは、このシステムを用いて画像化され、溶液中の基板に結合していないPREに
おける集束を可能にする。このようなレンズは、当業者によって市販のDF/BF顕微鏡レン
ズに容易に追加され得、従って、液体マトリックス中の試料表示のための改良された開口
数および倍率の増加をもたらす。詳細には、この改造はPREの可視化における輝度および
明度の増加をもたらす。この構成は、ユーザーが大きな開口数を維持しながら液体試料中
の焦点位置を変化することを可能にし、そしてSILについて使用される場合の内部全反射
に基づく照射の通常の必要性を除去する。それゆえこのシステムは、溶液中の特定のPRE
の挙動のモニタリングを可能にする。
他の好ましい実施態様では、暗視野の光学は、PREシグナルのシグナル/ノイズ比を最適化
するために選択される。これはしばしば、最小量へ、または観察されるPRE散乱光の量に
対して最小量へとバックグラウンド（非PRE）散乱光を減少させることによってコントラ
ストを改良することを含む。例えば、通常の１”×３”のガラス製顕微鏡スライドを使用
して、動作距離が長いクラスのNikon DF/BFレンズが、同じ倍率レベル（100×）において
、レンズのNAが高くなるほどPREから集められる光がより散乱するという事実にも拘わら
ず、0.9NAレンズと比較して、0.8NAレンズを使用する観察について良好なコントラストを
有することが決定された。これは、暗視野照度光の入射角が対物のNAが変化する場合変化
することから、むき出しのガラス製基板の特性を反映する変化に帰させ得る。
偏光入射光もまた、基板表面からの反射光の量を減少させるために特定角度（例えば、ブ
ルースターの角度）で使用され得る。これは対物レンズに入る非PRE散乱光の量を減少さ
せることによりコントラストを改良する。上記に記載される楕円体PREのような非球状PRE
を画像化する場合、平面偏光入射光への反応もまた、異なるPREの集団を識別するために
使用され得る。
別の実施態様では、検出器に到達する底部表面から散乱する光量を減少させるために十分
に厚い透明基板を使用する。粒子が薄いガラス基板の底部表面に存在する場合、いくらか
の散乱入射光が検出システムに再び入りそしてバックグラウンドを増加させる。基板の厚
さを増加させることによって、光軸からさらなるスプリアス散乱の領域を置換し、それに
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よって検出器に入る非PRE散乱光の量を減少させる。
内部全反射（TIR）はまた、下部からの透明基板におけるPREを照射するために使用され得
る。このような光の消失尾部は、その境界の近傍に位置するPREを励起するために有効に
使用され得る。内部に全反射する光を用いてPREを励起するための幾つかの方法（例えば
、その寸法および内部コアおよび外部層の屈折率がそれに配置されたPREを励起させるた
めにファイバーの外側表面で充分にする場が不在するように選択される光ファイバーを用
いる）がある。PREから放射された光は、ファイバーに戻され得、標準的方法により観察
され得る反射光源を形成する。
図５で図示される別の実施態様では、Doveプリズム70は側面から照射される。標準ガラス
スライド72は、適切な（屈折）率に一致する油74をその間に有して、Doveプリズム70の頂
部表面上の間に置かれる。入射光76はプリズム70の主表面に対して並行に導入され、そし
てスライド72に向かって反射される。スライドでの入射角はより臨界角を超えるように選
択され、そしてスライド72の上部表面での内部全反射をもたらす。次いで、光はDoveプリ
ズムの反対側から出、再びプリズム70の主面に対し並行になる。消失電磁場は、スライド
の上部表面に結合するPREを励起し、そして通常のプラズモン共鳴散在光を、スライドの
上に配置された対物レンズに放射する。
このDoveプリズムの相対位置（geometry）は、多様な供給源（例えば、レーザー、水晶ハ
ロゲン、アークランプなど）から光を光ファイバーまたはレンズを介してもたらして、Do
veプリズムの側面に衝突するのに都合が良く、そしてフィルターは、入射光の性質をさら
に制御するためにその間に都合が良いように挿入され得る。
Micro-Video of Avon、MAのDARKLIGHT（TM）光源もまた、内部全反射照明システムで使用
され得るが、図５を参照して記載されるDoveプリズムの実施態様よりは一般に劣ることが
見出されている。この内部全反射するスライド照射器は、ハロゲン供給源から光ファイバ
ーへ光を運び、次いでガラススライドの端へと運ぶ。光は、スライドに拡散しながらかな
りの回数の内部全反射を受け、図５の実施態様のように消失場を有するPREを励起させる
。このシステムは、米国特許第5,249,077号で詳細に記載されている。さらに、PREは米国
特許第3,856,398号に記載される照明を介して観察され得る。
油浸レンズシステムもまた、TIR照明と共に利用され得る。もっとも、これらのシステム
において内部反射による媒体の屈折率は、使用される油の屈折率より大きくなくてはなら
ない。従って、1.7の屈折率を有するフリントガラスは、１つの好ましいプリズム物質で
ある。
図６は、別な照明スキームとして、適切に取り囲む暗視野照明リングエレメント92を組み
合わせた反射対物レンズ90を備えたDF/BF対物レンズシステムの横断面を示す。このよう
な２つの構成要素の反射レンズの使用は、回折パターンの中央部における強度を減少させ
る。しかし、この使用が先行技術に記述される屈折レンズに比べ実質的に色収差もまた減
少させるという事実は、多くのPREおよび観察領域中の他の非PRE散乱実体について（これ
らは、画像化され得、そして多くの適用において識別され、そして退けられる必要のある
）、同時周波数依存性散乱データを得るための手段との組み合わせで、この２つの構成要
素の反射レンズ使用を好ましい実施態様とする。
いくつかの適用において、光学顕微鏡観察の方法は、光学的にPREを画像化しそして分析
する両方のこと、ならびにさらなる機器を用いて同じPREおよび関連するサンプル物質を
観察すること（例えば、１つ以上の形態の電子顕微鏡観察）に適合されなけらばならない
。これらの場合、暗視野光学顕微鏡観察は、電子顕微鏡観察にもまた適切な基材を用い実
施されなければならない。電子は、サンプルおよび基材を通過するので、基材は非常に薄
くなければならない（代表的には1μmを十分に下回る）。一般的な基材は、支持グリッド
上に沈着したホルムバールおよび／または炭素を含む。バックグラウンドの散乱は、入射
暗視野照明の適用領域が、グリッド「バー」の間隔内にあるように、そして／または観察
下のサンプルの一部について収集（collecting）対物光の視野を制限するようアレンジす
ることにより、グリッド境界または「バー」より減少される。BF/DF対物および顕微鏡シ
ステムについて、１インチにつき400バーまでの間隔のグリッドおよび窒化珪素膜がとく
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に適切である。別の暗視野照明の形態として、グリッド基板より下部からの暗視野照明を
用いた別々の光ファイバーまたはレンズ、ならびにBF対物レンズを用い上部からの散乱PR
E光の観察を包含する。
ＩＶ．PRP組成物
本発明は、さらに、プラズモン共鳴粒子（PRP）の１つ以上の集団を有するPRPの懸濁物を
含む。組成物は、４つの顕著な特徴を有する：（i）各集団のPRPが100nm未満のスペクト
ル半値幅を有する；（ii）単一の集団のPRPがすべて規定されたスペクトル発光ピーク波
長の40nm以内、好ましくは20nm以内である；（iii）組成物中の少なくとも80%のPRPは１
つ以上の集団にあり、>700nm、400～700nm；および<400nmの３つ範囲のうちの１つにスペ
クトル発光波長を有する；および（iv）各集団は組成物中の任意の他の集団とPRPの数に
おいて、多くとも30%の重複を有する。
第１の特徴は、PRPの質を述べる（高品質発光は、散乱光の比較的狭い周波数範囲により
特徴づけられる）。第２の特徴は、所定の集団内の全PRPのスペクトル発光特性の均質性
を提供する。特に、所定の集団内のPRPは全て、規定された波長の40nm以内のピーク波長
を有する。第３の要件は、PRPの大多数（少なくとも数量で80%）は、３つの異なる波長範
囲のうちの１つにあることを提供する。第４の要件は、各集団が所定のピーク波長の40nm
以内のスペクトルピーク波長の分布を有すると仮定して、集団の独自性を規定する。２つ
の分布曲線は、１つの集団の粒子の30%（数量）が、隣接する集団により規定される分布
曲線中に属する距離より近くにあり得ない。
代表的には、組成物中のPRPは、１つ以上の集団に存在し、全て400～700nmの波長の範囲
に存在する。PRPは均質であり得（例えば、全て青粒子）、あるいは集合的に組成物中のP
RPの80%を構成する１以上の集団に存在し得る（例えば、赤粒子、緑粒子および青粒子の
個別の集団）。
このスペクトル範囲の粒子は、下記のとおり、固形銀粒子、金核を有する銀粒子、または
誘電性の核および少なくとも5nmの外側の銀殻を有する粒子として形成され得る。
１つの一般的な実施態様において、特に種々の診断への適用での使用のために、粒子は、
その表面に、（i）標的のリガンド結合部位に結合するよう適応された表面付着リガンド
、（ii）蛍光分子、および（iii）ラマン活性分子実体を配置する。リガンドは結合対の
メンバーの１つである。結合対としては、抗原／抗体、ホルモン／レセプター、薬物／レ
セプター、エフェクター／レセプター、酵素／基質、脂質/脂質結合因子、および相補核
酸鎖が例として挙げられ得る。
組成物中のPRPは、異なるグループのPRPに異なる表面局在化分子を有し得る。これらの異
なるグループは、異なるPRPの集団（すなわち異なるスペクトルピーク波長を有するPRP）
であり得るか、あるいは均質なPRP集団においてPRPに局在し得る。
第１のおよび第２のリガンド結合部位を有する標的の同定に使用するために、異なる表面
局在化分子は、異なるリガンド結合部位（例えば、共通の標的ポリヌクレオチドの異なる
配列領域に結合する２つの異なる配列のオリゴヌクレオチド、または高分子標的上の異な
るリガンド結合部位に結合する２つの異なるリガンド）への結合に効果的な異なるリガン
ドであり得る。
PRPは種々の公知の方法により形成され得る。公知の方法としては、コロイド化学、水溶
性ゲル、エバポレーション／アニーリング、エンハンサーを介する核形成／成長、オート
ラジオグラフィー、ならびに銀ハロゲン化物および光、Ｘ線または他の入射波長の様式で
の電磁エネルギーを介する他の物質における光反応が挙げられる。加えて、リソグラフィ
ー、電着、電気メッキおよび走査型トンネル顕微鏡（STM）先端によるスパッタリングが
使用され得る。
PRPが、例えば、付着リガンドを表面に配置している場合、PRPは、リガンド／リガンド結
合性結合対の他の半分を有する目的の標的と選択的に結合し得る。
上記のとおり、異なる規定されたピーク波長値を有するPRPの集団を産生することにはま
た、利点がある。規定されたPRPの集団が、特定の結合特性と組み合わせられた場合、現
在使用されている全ての標識技術より有意な利点を有する、準微視的プローブの新しいク
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ラスが作成される。以下に記載されるPRP形成技術は、このようなプローブを作成するた
めに使用され得る。
Ａ．金属増強メントによるPRPの形成
PRP形成のこの方法において、核形成中心（代表的には1～20nmのサイズ範囲の金属核形成
中心）は標的位置に配置される。その後、インサイチュでのPRPの完全に伝導性の本体の
発達（増強（enhancing））を行う。いくつかの適用において、空間的にあらかじめ特定
した位置は、核形成中心の配置のために指定される。このことは、位置が未知である特定
の物質または特徴についてマトリックスを探索するために核形成中心が用いられる他の適
用と、対照的である。予め特定した配置は、下記にさらに記述するような計測学および／
または器械類への適用において有利であり得る。例えば、単一のPRPを、光ファイバーの
末端または走査型顕微鏡先端に配置することが望まれ得る。特定の幾何学的配置において
、PRPの所定のパターンを作成することもまた、望まれ得る。
制御されたスペクトル特性を伴うPRPの作成が頻繁に望まれるので、モニターしながら増
強は有利に行われ得、いくらかのあらかじめ規定したスペクトル特性を有するPRPが形成
される場合にプロセスを止める。これは、光の影響を受けない増強化学が用いられる場合
、特に便利である。定期的に増強プロセスを終結し、形成された実体の特性を観察し、そ
して１つ以上のスペクトル特性（例えば、色）が、例えば所望の範囲内にない場合、増強
プロセスを再度開始することによりPR形成をモニターすることもまた、可能である。
核形成中心は、代表的に、直径1～10nmの金粒子であり、この核形成部位をPRPサイズにま
で増強するのに用いられる金属は銀である。しかし、例えば、プラチナ、ニッケル、およ
びパラジウム、ならびにポリヌクレオチド分子のような高分子を含む他のエレメントもま
た、続いての増強プロセスのための核形成中心として意図される。非金属物質もまた、核
形成中心として用いられ得る（例えば、タンパク質および核酸）。
所望の形および特性を有するPRPを産生するために、核形成中心の配置は制御され得る。
例えば、核形成物質の三角形または楕円形の領域が形成され得る。析出プロセスは、多く
の当該分野で公知の金属析出技術（例えば、蒸着、スパッタリング、所望の物質より調製
した薄膜のGa-焦点イオン光線（FIB）ミル、およびナノポア（nanopore）への電気メッキ
）を包含し得る。特に、十分に制御された核形成物質の配置は、走査型トンネル顕微鏡の
金属先端から核形成物質を放出することにより可能である。個々の金属原子を走査型トン
ネル顕微鏡の先端で拾い上げ、移動し、所望の位置へ降ろす技術が開発されてきた。個々
の原子はまた、走査型トンネル顕微鏡の先端で所望の位置へ「押し込まれ」得る。本技術
は、核形成中心として使用するために、例えば、10の金原子を空間的にあらかじめ特定し
た位置へ配置するのに使用され得る。
１つの実施態様において、標準的な微小操作技術を用い、延伸（drawn）マイクロピペッ
トの先端へのPRPまたはPRP核形成中心の導入、PRPまたはPRP核形成中心の所望の位置への
移動、およびPRPの所望の位置への沈着により、PRPまたはPRP核形成中心は所望の位置へ
配置される。ピペット先端は、種々の粘度を有する溶液中（すなわち、ゼラチンまたは他
のマトリックスを用いて）の所望の物質で満たされ、次に先端は、顕微鏡下で観察しなが
ら、選択された位置へ、操作される。ピペット中の溶液に圧力を加えることにより、非常
に少量が所望の基板上に沈着され得る。他の微小操作技術もまた、可能である。
PRP物質は、共鳴周波数以上の周波数で正の誘電率を有するので、現在行われているプラ
スチック粒子の光学的トラップと同様な原理を用い、適切な波長の焦点光線中で金属粒子
を光学的にトラップし得る。従って、PRPがトラップされた光線の操作により、PRPは、空
間的にあらかじめ特定された位置へ配置され得る。PRPを空間的にあらかじめ特定された
位置へ電気泳動的に送るために、ゲルの導管もまた作成され得る。導管が、指定した位置
の近位を通過するように配置される場合、導管内のPRPは、電場の影響下で移動し、指定
した位置へ導かれる。静電的結合技術はまた、PRPを空間的にあらかじめ特定された位置
へ除去可能に付着するために用いられ得る。
１つの実施態様において、直径約10～100ミクロンの１つ以上の伝導性パッドの配列は、
標準的な集積回路リングラフ技術を用い作成され得る。各パッドは、さらに電圧源と選択
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的に接続され得る。溶液中のPRPは負に荷電しているので、適切な電位をパッドに加える
と、溶液中から伝導性パッドへ、PRPが引きつけられる。PRPとパッドとの間の表面結合力
が弱い場合（すなわち、およそ１ピコニュートン）、電圧を除去し、そして加えた電位の
符号を逆にすると、PRPが遊離し得る。
結合体化核形成中心および／または結合体化PRPはまた、結合体対の他の半分を空間的に
あらかじめ特定された位置へ固定化し、そして核形成中心上の結合体またはPRPを結合体
対の他の半分と結合させることにより、空間的にあらかじめ特定された位置へ配置され得
る。
個々の核形成中心（または完全に形成されたPRP）はまた、基板への金属粒子含有液の小
滴を噴出し、そしてインク－ジェット印刷で用いられるのと類似の技術によりその液体を
エバポレートさせること、沈着され得る。この技術において、１つ以上の金属粒子が、滴
下位置により規定される特異的な位置へ、送達され得る。いくつかの実施態様において、
液体中のPRPまたは核形成中心の濃度は、統計学的に、PRPまたは核形成中心が各１滴に１
つ含まれるかまたは含まれない可能性が高いように選択される。核形成中心が沈着する場
合、核形成中心は引き続きPRPを形成するように銀増強され得る。さらに、これらの技術
は、PRPの所望の幾何学的パターンを作成するために使用され得ることは、注目される。
このようなパターンを作成する場合、滴下は、最初の通過の間にPRPが噴出されなかった
位置に、再沈着され得る。このようなPRPパターンを有するものは、目的物の同定、半導
体マスクの整合（registration）、および下記により詳細に記述する用法にとって有用で
あり得る。
本明細書中に定義するように、「インサイチュ」という用語は、PRPが基板に結合してい
るか、溶液中に浸漬されているか、またはマトリックス中に懸濁されていることを示す。
「基板」という定義は、下記に論じた。「基板」としては、例えば、組織切片、細胞、TE
Mグリッド（例えば、ホルムバール、シリコン（窒化珪素および二酸化珪素を含む）、雲
母、ポリスチレン等より作成される）などのPRPが会合しうる任意の実体が挙げられる。
これら核形成中心は、代表的には、金コロイド調製物であり、そして核形成中心の適切な
集団は、遊離型あるいは種々の生物学的分子に付着した形態のいずれかで市販されている
。
電子顕微鏡および／または光学顕微鏡下で可視であり得るより大きな銀塊を産生するため
に、金核形成中心の銀増強は現在実施されている。そして、銀増強した金粒子を用いて生
物学的システムを画像化するためのいくつかの手順が広範囲に開発されてきた。従って、
増強を行う試薬および核形成中心自体は市販されている。抗原に結合した金核形成中心は
、いくつかの供給源より入手可能である。供給源としては、E-Y Laboratories（San Mate
o,CA）およびAmersham（Arlington Heights,IL）が挙げられる。さらに、大量の文献が、
このような増強を行う種々の適切な方法を記述している（例えば、M.A.Hayat編、Immunog
old-Silver Staining-Principles,Methods,and Applications,CRC Press,1995を参照、こ
の開示は本明細書中でその全体が参考として援用される。最も特に、銀増強金核形成中心
についてのいくつかの実験技術を記述し、そしてそれにより形成される銀塊について考察
する第２章および第７章）。
増強プロセスは、好ましくは、金核形成中心を、銀塩（例えば、酢酸銀、乳酸銀または硝
酸銀）の溶液および還元剤（例えば、pHが約3.5～3.8のクエン酸緩衝液中のヒドロキノン
）と混合することにより実施される。約6mMの濃度の銀塩および約33mMの濃度のヒドロキ
ノンを提供するのが適切であった。適切な量の銀および還元剤を含有する市販の銀増強溶
液は、例えば、BBI（英国）より市販されている。当業者は、緩衝システム、銀塩、還元
剤および他の増強パラメータの選択が、局所環境、標的位置等について好ましく最適化さ
れ、そしてそのような最適化は過度の実験を要することなく行われ得ると理解する。
本発明の１つの局面に従い、本発明における有用なPRPは、粒子がプラズモン共鳴粒子の
性質を有するまで、銀増強核形成中心により調製される。最も好ましくは、銀増強パラメ
ーターは、作成されたPRPが、暗視野顕微鏡観察で観察する場合、特定の所望の色を表す
というような、あらかじめ規定されたスペクトル特性を有するように制御される。増強の
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間、個々の進化中のPRPを１つずつまたは個々のPRPを複数同時に、スペクトル特性が観察
され得る。従って、特定の物理的性質を有するPRPが作成され、そして、所望の位置へ配
置され得る。加えて、PRP核形成中心は、インサイチュ、インビトロまたはインビボのい
ずれかにおいて、所望の位置に配置され得る。その後、その特定位置において銀増強によ
りPRPを産生する。
Ｂ．金属増強によるPRP（またはPRE）形成の具体例
PRPを、以下の実施例に記載する金核形成中心の銀増強により調製した。
実施例１
基板への金コロイドの配置
アルシアンブルー法は、基板の空間的にあらかじめ特定された１以上の部位を化学的に処
理することにより、金コロイド核形成中心を基板に付着させるための一方法である。アル
シアンブルーは、電荷相互作用により負に荷電した金コロイドの付着を促進する正荷電色
素である。PRPが望まれていない基板部分を、BSAのようなブロッキング剤でコートし得る
。5%酢酸および2%アルシアンブルーの100：1希釈の100マイクロリットルの液滴を、注意
深く清浄にしたスライドガラス上に10分間置いた。次いで、基板の活性部位を、二回蒸留
水に浸漬し、リンスし、次いで乾燥させた。
金コロイドを、所望の濃度に希釈した。溶液を、基板のアルシアンブルー処理領域に置き
、そして10分間インキュベートした。次いで、基板を蒸留水でリンスした。
基板に付着した金コロイドを、実施例２に記載される方法により増強した。
実施例２
個々の金核形成中心の銀増強
ゼラチンの0.1mg/ml溶液１mlを、エッペンドルフチューブ内で50μlイニシエーターおよ
び50μlエンハンサーと混合した。イニシエーターおよびエンハンサーは、BBI Internati
onal（英国）銀増強キット、光学顕微鏡（LM）バージョン、カタログ番号SEKL15から入手
した。基板を直ちにエンハンサー溶液でカバーして、時間測定を開始した。次いで、PRが
存在するか否かを決定するために、基板を暗視野照明下で観察した。ガラス、シリコン、
またはTEM基板上におけるコロイドのおよその増強時間は約１分であったが、生物学的基
板上に付着した結合体コロイドのおよその増強時間は約７分であった。これらの時間を、
増強が起こっている間に、暗視野顕微鏡下で個々の伸展PRPからの散乱光を連続的に観察
することにより決定した。正確な増強持続期間は、散乱反応、従って生成するPRPの色を
制御するために利用され得ることが理解され得る。蒸留水で徹底的にリンスすることによ
り、増強を停止させた。
実施例３
溶液中でのPRPの生成
コートされないコロイドについては、100μlのストック金コロイド（BBI International
、英国）を、20mlゼラチン溶液（0.1mg/ml）に添加した。タンパク質結合体化コロイドに
ついては、100μlのストック結合体化金コロイドを、表面をブロックするために、1%ウシ
血清アルブミン（BSA）を有する20mlの二回蒸留水に添加した。使用した結合体化コロイ
ドは、ウシ血清アルブミン、ヤギ抗ビオチンおよびウサギ抗ヤギIgGであった。代表的な
金コロイド濃度は、以下の通りである：
コートされないコロイドについて：
3nmストック－約３×1013粒子/ml
10nmストック－約5.7×1012粒子/ml
20nmストック－約７×1011粒子/ml
タンパク質結合体化コロイドについて：
1nmストック－約２×1015粒子/ml
5nmストック－約1.7×1014粒子/ml
10nmストック－約1.7×1013粒子/ml
20nmストック－約２×1012粒子/ml
次いで、３滴（150μl）のイニシエーターを添加した。次いで、エンハンサーの10μlの



(26) JP 4209471 B2 2009.1.14

10

20

30

40

50

増分を、所望のPRP散乱ピーク波長に相当する量を添加するまで、撹拌しながら添加した
。PRP共鳴を、先に記載したように、暗視野測定または吸収分光法によりチェックした。
Ｃ．リソグラフィーおよび照射によるPRPおよびPRE形成
リソグラフィー技術を、PRP（またはPRE）の形成部位を特定し、その形状、形態、および
組成を制御するために使用し得る。ポジティブレジスト法およびネガティブレジスト法の
両方を、核形成中心または完全に形成したPRPのいずれかを下に配置するために利用し得
る。ポジティブレジスト法においては、レジスト層の部分を、モールドを形成するために
除去し、このモールドの中に金属を沈着させる。このような沈着後、レジストおよび過剰
の金属を離昇し、核形成中心または完全に形成されたPRPを後に残す。ネガティブレジス
ト法においては、銀またはその他の適切な金属の選択される層をレジストの層により被覆
する。次いで、このレジスト層の部分を重合する。本技術を用いて核形成中心を形成する
場合は、本重合領域の固有サイズは好都合には約5～20nmであり得る。ピーク波長が光学
スペクトル内であるPRPを下に配置するためには、重合領域の固有サイズは、好都合には
、4～125nmである。次いで、銀および非重合レジストは、エッチングにより除去されて、
レジストの重合領域の下に金属核形成中心または完全に形成したPRPを残す。別の代替法
としては、所望されるよりも大きな金属型を作製し、そして所望の特性のPRPが形成され
るまでイオンミリングにより材料をエッチングにより除去し得る。これらの技術の全ては
、電子工学およびその他の産業において使用されており、当業者には周知である。
さらに、金属塩およびハロゲン化物（すなわち、フィルム内）を核形成中心または粒子全
体を得るために照射し得る。増強を、上記の技術により実施し得るか、または金属粒子を
熱アニーリングすることにより実施し得るか、またはPRPを生成するまで光化学金属塩ま
たは金属ハロゲン化物のフィルムを光で局部的に照射し、次いでフィルムを固定、および
現像する、写真現像工程で行われるように実施し得る。核形成中心またはPRPを所望の位
置に形成するために、局所化された光のスポットを作製し得る、いくつかの方法がある。
一つの実施様態においては、核形成を適切な小さなサイズに制限するのを助けるため、ま
たは銀粒子を直接成長させるために、金属側をコートしたテーパーファイバー「近距離場
」スキャンチップを使用して、極めて局所化された光のスポットを生成し得る。あるいは
、末端にPRPを有する、好ましくは直径約150nmの、あらかじめ作製された特製光ファイバ
ーチップは、感光性表面物質上にこれらの核形成中心を「描く」ために所望の位置に光を
集中させる。別の実施様態においては、固体-液浸レンズを、金属塩またはハロゲン化物
上に光線を収束するために利用し得る。基板の局所照射をさらに増強するために、固体-
液浸レンズは、PRPをその焦点に含み得る。
光化学銀塩またはハロゲン化物はまた、電子およびイオンビーム照射、ならびに放射線元
素からの照射に感受性である。これらの写真法はまた、所望の配置のPRPの配列またはパ
ターンを生成するために使用され得ることが理解される。
現像中のPRPが溶液内にあっても、または基板と結合していても、増強工程は、暗視野顕
微鏡でインサイチュで観察され得、そしてPRPが、特定の色に対応する所望のサイズに一
旦達すると、プロセスは停止し得る。光感受性増強手順の間、エンハンサーを洗浄により
除去し、生成された粒子の光散乱特性を観察することにより増強プロセスの進行を測定し
得、そして所望のスペクトル特性を有するPRPが得られるまで、増強を再開し得る。代替
的な実施様態においては、比較的光非感受性のエンハンサーを使用し得、そして増強プロ
セスを、連続的な暗視野照射および散乱データ収集により観察し得る。勿論、所定の特性
を有するPRPを生成するための、エンハンサー量、インキュベーション時間などを示す特
定のプロトコルが一旦開発されれば、増強プロセスの観察は不必要となる。
Ｄ．結合体化PRPの形成
上記の実施例３に示したように、抗体のような生物学的高分子に結合される核形成中心を
増強することが可能である。結合体化金抗体のこの増強は、結合体化金/抗体が水性溶液
中に存在するか、または細胞内もしくは細胞オルガネラ内で抗体とあらかじめ結合されて
いない場合においてさえ、好結果で実施され得る。驚くべきことには、PRPを生成するた
めの遊離の結合体化金核形成中心の銀増強後、金コロイド中にもともと存在している結合
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体分子のかなりの部分は、生じるPRPに表面で結合することが見出されている。さらに、
生物学的分子は、増強プロセス後も生物学的活性を保持し得る。
本方法に関して、所定のPRP上に結合する結合体の量を、結合体に結合させる核形成中心
のサイズを制御することにより制御し得る。例えば、市販の直径1nmの核形成中心は、結
合体化分子を一つだけ有し得、そしてその最外部表面に付着されるその結合体分子を有す
るPRPを形成するために銀増強され得る。20nmの核形成中心は、相応じて多数の付着結合
体を有し、そのうちのいくつかは、銀増強にされたPRPの表面に結合することになる。銀
増強の間、結合体に結合されるPRPを、PRPの表面上の非特異的結合部位の存在を減少させ
るために、ウシ血清アルブミン（BSA）のようなブロッキング剤とともにインキュベート
し得る。
別の実施様態においては、PRPの作製後に、結合体をPRPに添加する。結合体は、PRPと共
有結合または非共有結合のいずれかにより結合する。例えば、完全に形成されたPRPを、
非特異的電荷相互作用を防止するために、ゼラチン、寒天、ポリテトラフルオロエチレン
（TeflonTM）、PVP、またはラテックスでコーティングし、次いで周知の方法により１以
上の官能基を共有結合によりそこに付着させ、従って特定の結合体対の最初の半分に付着
されたPRPを生成する。結合体を免疫金核形成中心または形成されるPRPに結合するために
必要とされる試薬は、全て市販である。
結合体に結合されるPRPを形成する本方法はまた、PRE表面に結合される結合体分子（すな
わち、「最初の半分」の結合体対）の数の制御を可能とする。この場合、結合体およびBS
Aのようなブロッキング剤溶液中で、裸のPRPをインキュベートし得る。結合体およびBSA
の相対濃度は、平均して、各PRP上の結合体の所望の量を生成するために調整され得る。
普通でない形状のPRP、または異なる物質の同心円状のシェルを含むPRPについては、形成
後に結合体でコーティングすることが、代表的にはより便利である。しかし、ほぼ球形で
ある、結合体に結合されたPRPは、上記の通りに市販の結合体に結合された金コロイド核
形成中心および銀エンハンサーから好都合に生成され得る。
結合体または他の分子は、PRPの金属表面に直接結合され得る。そのような結合に関わる
表面化学は複雑であるが、多くの非PRP免疫金銀染色技術において、現在広範囲に開発さ
れている。あるいは、PRPを、結合体のようなさらなる分子の結合に先だってラテックス
のようなプラスチック材料のシェルによりコートし得る。ラテックスに分子を結合するた
めの技術もまた既知である。金属に直接結合する分子またはプラスチックシェルに結合す
る分子は、結合体自体であり得るか、またはスルフィド、アミド、ホスフェート、アルデ
ヒド、カルボキシル、アルコールのような他の中間反応基、または結合体もしくは他の目
的の分子が結合し得る他の物質であり得る。結合体または他の目的の分子は、組み合わせ
化学の公知の方法を用いて、そのような反応性基礎の上に合成され得る。
Ｅ．所望の特徴を有するPRP集団の形成
図１に示すような、２つの別々のPRPについての発光スペクトルにおける相違は、多数の
因子から生じ得る。一つの重大な因子は、サイズであり、粒子のサイズが大きいほど、よ
り長い波長において共鳴ピークを有し、そしてまた増加した半波高幅値を伴うスペクトル
形を有する。従って、生成されるPRPのサイズの制御は、いくつかのスペクトル特性にわ
たる制御となる。
従って、制御された量のエンハンサー添加により、４つの型のPRPについて図２に図示し
たような、狭い直径範囲を有する、従って相対して狭い共鳴ピーク周波数範囲を有するPR
Pの集団を生成し得る。いくつかの有利なPRP生成方法においては、粒子は、増強プロセス
の間に適切な顕微鏡を使用して観察され得ることが理解され得る。これらの方法は、増強
プロセスの間のPRPの伸展を観察するために必要とされる入射光により比較的影響されな
い、本明細書中において説明するような増強化学物質を使用する。従って、PRPの伸展は
観察され得、そして所望の終点に達した時点で停止され得る。光感受性増強プロセスを使
用することが所望され得る適用については、または顕微鏡外における伸展が所望される場
合、時間計測による連続増強を行う。各適用後に試料をリンスし、そしてPRP光散乱の状
態を決定する。所望な数の連続増強プロセスを継続し得る。
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上記で示したように、本発明によるPRP組成物は、規定された波長のピーク波長40nmを有
する、１以上のPRP集団を含む。PRP集団におけるそのような均質性は上記のようなPRP生
成の暗視野観察と対にした、エンハンサーの段階的添加によって可能である。プラズモン
共鳴ピークの幅は代表的には20～40nmであるので、一般的にはPRP集団の共鳴ピークにお
ける分散をさらに減少させる必要はない。
あるいは、均一なスペクトル特性を有するPRPの集団はまた、非均質性集団を精製するこ
とにより調製され得る。PRP結合体および遊離PRPは、カラムクロマトグラフィー、遠心分
離、電気泳動、および濾過を含む従来の生化学的方法により分離され得る。表面局在分子
または実体を有するPRPは、同じサイズの遊離PRPの移動度と有意に異なる易動度を有し得
るので、これらは、遊離のPRPが溶出するのと異なる速度でゲル濾過カラムから溶出する
。PRPは荷電粒子であるので、これらは、電界内を移動する。従って、PRPは、電気泳動中
に操作され得、そしてさらに観察され得る。
特定の所望の特性を有するPRPはまた、ゼータ電位に基づいて分離され得る。本使用に適
切であるゼータ電位分離装置は市販である（Coulter Corp.、Florida）。PRPをその構造
的特性に基づいて異なる速度でマトリックスを通過させるために、放射圧もまた適用され
得る。結合PRPおよび遊離PRPを、例えば、アガロースまたはアクリルアミドゲルでの電気
泳動に供する場合は、遊離PRPは結合PRPが移動するよりも迅速に移動する。同様に、PRP
結合体は、フィルターにより優先的に保持され得る。あるいは、精製は、遠心分離によっ
て実施され得る。従って、これらの方法を使用して、広い範囲のスペクトル特性を有する
もともとのPRPの集団を、より狭い範囲のスペクトル特性を有するサブ集団に分離し得る
。
PRPの個々の集団は、別々に調製し、そして所望の量におけるPRP特性（例えば色）の所望
の組み合わせに従って後に混合され得、各々は、適用に応じて同一もしくは異なる生物学
的高分子を用いて標識されるか、または標識されない。そのような組成物においては、PR
Pの異なる集団の共鳴ピークが、上記で規定したように、実質的にオーバーラップしない
ことが好ましい。いくつかの好ましい実施様態においては、PRPの１集団のピーク位置に
おける分散は、ある規定された波長の約20nm以内であるように制御され、そして混合物内
のPRPの別の集団のピーク位置の分散は第二の規定される波長の約20nm以内に制御される
。かなりのオーバーラップを回避するために、２つのピーク波長が少なくとも30～40nmは
離れていること、およひ最も好ましくは50以上のナノメーター離れていることを確実にす
ることが好ましい。
上記の方法を適用することにより、新しいタイプの分子プローブを、選択されたPRPに選
択された結合体を結合することにより生成し得る。前述のように、異なる選択的結合特性
を有する２種の区別可能なPRP集団を生成するために、第一のスペクトル特性を有するPRP
集団を第一の結合体に結合させ、そして第二のスペクトル特性を有するPRP集団を第二の
異なる結合体と結合させ得る。このようなあらかじめ規定したPRPの混合物は、以下でさ
らに説明するような、量の少ない分子の検出精度の改善に特に有用である。
Ｆ．単離された非球形および複合PRP
PRPの発光スペクトルは、さらにその構造の細部により影響を受ける。楕円形PRPは、同定
および弁別のためのさらなるパラメーターを与える。各楕円形PRPは、それぞれ、１本の
等方軸が存在するかまたは３つの異なる主軸次元が存在するかに依存して、２または３の
プラズモン共鳴ピークを有し得る。１本の等方性軸を有する楕円形PRPは、２つの直交偏
光発光に対応するピークを示し、一方は楕円の主軸にそったプラズモン励起に付随し、他
方は短軸にそったプラズモン励起に付随する。入射光の偏りが対応する主軸にそっている
場合、別個のプラズモン共鳴ピークは最大強度で出現する。従って、固定楕円形PRPの偏
光に対する反応は入射方向によって変化し得る。
楕円形銀粒子を作製するプロセスは、粘度により所望の扁平率を有する長楕円形粒子への
PRPの伸長がもたらされるような温度にて、球形PRPを含むガラスマトリックス上で引っ張
ることから成る。そのような粒子を「押しつぶし」、その結果、扁平楕円粒子を形成する
条件についてもまた説明されている。PolarcorTM（Corning Company、Corning、NY）とい
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うマトリックスを含む１つの楕円形PRPは、ガラスマトリックス中に整列された楕円形PRP
から成る。この複合材料は、主として赤色以上の、特定の光学的周波数に対して効果的な
偏光子である。そのようなガラスマトリックス内に含まれる個々の楕円形PRPは、PRPを妨
害しないような様式でマトリックスを溶解することにより単離され得る。適切なマトリッ
クス中で適切な扁平率およびサイズの楕円形金粒子を調製し、次いで粒子を妨害しない様
式でマトリックスを溶解することにより、ほぼ等価であるプラズモン共鳴散乱特性を有す
る大量の楕円形PRPを、例えば、以下で詳細に記載する生化学的アッセイのための液体試
薬調製での使用のために調製し得る。
他の方法は、楕円形PRPを調製するために使用され得る。楕円形PRPは、銀ハロゲン化物の
光反応を介して、または適切なリソグラフ用モールドを用いて生成され得る。あるいは、
最初は実質的に球形に形成されたPRPを、２つの表面の間で所望の扁平楕円外形または長
楕円外形につぶすために、プレスまたはロールし得る。
非球形および非楕円形のPRPは、球形または楕円形粒子と異なる特徴的なスペクトルサイ
ンを有し、有利なサイズおよび散乱特性を有するプラズモン共鳴プローブの作製に有用で
あることが観察される。青色領域に強度に散乱するPRPは、球形銀粒子を生成することに
より簡便に生成され得ることが見いだされている。上記で考察したように、粒子直径の増
加により、共鳴ピークは赤色シフトする。しかし、球形粒子については、ピークが赤色に
シフトするにつれ、散乱光のピーク強度が低下し始め、従って、強青色散乱体と比較して
、強赤色散乱体の球状粒子による生成はずっと困難である。しかし、他の幾何学的形状の
粒子は、より長波長において強い散乱を生じ得る。そのような３種類の粒子は、断面が三
角形、四角形、およびほぼ六角形である。三角形、四角形、および六角形の銀粒子は、例
えば、銀ハロゲン化物の光反応を介して、または適当なリソグラフモールドを用いて生成
され得る。青色球状粒子と類似のサイズである、単離された六角形粒子は、代表的には緑
色のプラズモン共鳴ピークを有する。50～150nmの特徴的寸法を有し得る、単離された三
角形粒子は、特に興味深い。なぜなら、これらは、しばしば、可視スペクトルの赤色部に
おいて共鳴ピークを示すからである。三角形PRPの生成は、赤色に現れるPRPを得る適切な
方法の１つであることが見いだされている。赤色三角形粒子および青色球状粒子の具体的
な例は、図７および８を参照して以下で考察する。小さな球形の金属粒子を、対または他
の集合体に結合させることにより、様々のプラズモン共鳴粒子形状を形成することもまた
可能である。
さらに、誘電性および導電性物質から成る同心円状シェルを有するPRPを調製し得る。PRP
のこれらの実施様態においては、プラズモン共鳴のピークを所望の周波数に変換し得る。
特に、コアまたは外部シェルは共鳴ピークを赤色シフトさせる傾向があり、そして比較的
強い散乱体を生成するので、誘電性物質を添加にすることにより、PRPを作製し得る。こ
の理由によって、赤色PRPはそのような誘電性シェルまたは核の封入を伴って、有利に生
成し得る。誘電性コアおよびアルミニウムのシェルを有する粒子は、紫外線域の約240～2
80nmにおいてプラズモン共鳴ピークを有することが見いだされている。
誘電性コア/金属シェル/外部誘電性シェルを含む３層から成る粒子は、ピーク共鳴および
散乱強度の変化におけるさらなる柔軟性のために有用であり得る。さらに、複数の同心円
状導電性シェルを有するPRPを作製し得る。各シェルは異なる直径を有するので、しばし
ばいくつかの別々のピークを含む複雑な散乱スペクトルが生成され得る。これらのピーク
は、導電性シェルを隔てる誘電性物質内で変動を伴ってシフトし得る。以下にさらに詳細
に説明するように、ラテックス、テフロン、または他のポリマーコーティングを含む誘電
性外部シェルはまた、PRPの外部への目的の高分子の結合に適切な基板として有用である
。
導電性物質および誘電性物質の複数のシェルを有するPRPの生成はより複雑であり得るが
、これらは、化学蒸着法またはスパッタリングを含む様々なフィルム沈着技術を使用して
製造され得る。複数シェルPRPの実施様態を作製するための他の方法は、上記のBirnboim
らによる米国特許第5,023,139号において記載される。
誘電性コアおよび外部金属シェルを有するPRPはまた、非電着性メッキ技術を用いて生成
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され得る。このプロセスにおいては、例えば、ラテックスから構成されるコア粒子は、そ
の表面が、白金原子であり得る金属原子により活性化される。上記のような増強手順を使
用することにより、これらの白金原子は、銀増強およびラテックスコア周囲のシェル形成
のための核形成中心を含む。
ちょうど記載したPRP組成物における（i）～（iv）の全ての限定を含み得るが、その必要
はない、PRP組成物もまた、第III節に開示する一般的方法を含む、本明細書中で考察する
様々な適用における使用のための新規なPRP組成物として、本明細書中で意図される。
２リガンド組成物。組成物は、PRPの２つの集団を含み、その各々は、PRP表面上に担持さ
れる異なるリガンド種を有する。２つのリガンドは、標的上の異なるリガンド結合部位と
結合するように設計される。２つのPRP集団は、異なるスペクトル特性を有し得る。
蛍光レポーター組成物。組成物は、標的のリガンド結合部位に結合するための、表面付着
リガンドを有するPRPを含む。組成物は、結合粒子のプラズモン共鳴スペクトル発光によ
り励起される蛍光発光が、励起光を蛍光分子の部位に収束させるように作用するという点
で、極めて高感度な「一部位」レポーターである。組成物はまた、これらがもし蛍光クエ
ンチング分子または蛍光エネルギー転移分子を含むように設計されるならば、標的環境に
対して高感度であり得る。
蛍光クエンチングまたはエネルギー転移。本組成物は、PRPの２集団を含み、各々は、標
的の近傍の２つの部位に結合するための表面付着リガンド（同一であってもよく、または
異なってもよい）を有する。各々の集団は、近傍に配置された場合に蛍光クエンチングを
生じる表面局在化蛍光分子、または近傍に配置された場合の非照射エネルギー転移のため
のドナーおよびアクセプターの蛍光分子を含む表面局在化蛍光分子を含む。組成物は、例
えば、第一および第二の近傍リガンド結合部位を有する標的を検出するための均質アッセ
イにおいて有用である。
ラマン活性実体を有するPRP。組成物は、複数のPRP集団を含み、各々はPRP表面上に局在
化された異なるラマン活性実体を有する。各々の集団は、さらなる表面局在化分子（例え
ば、異なる塩基配列を有するオリゴヌクレオチドまたは組み合わせライブラリー分子）を
含み得、ここで、各表面局在化分子の正体は、公知の独特のラマンスペクトルサインを有
するラマン活性実体（例えば、分子）に結びついている。組成物は、例えば、（i）標準
的なビーズ合成法に従ってPRP上に形成される、および（ii）所望の化合物活性を有する
と同定される、組み合わせライブラリーの化合物を同定するために使用される。
別の例として、組成物は、染色体地図作成のために使用され、ここで、既知の配列領域（
例えば、ESTまたはSST）の相対的な空間的位置は、（i）独特なラマンスペクトルサイン
を有する各PRPに、染色体配列の１つと相補的なオリゴ配列フラグメントを付着させるこ
と、（ii）プローブを染色体DNAとハイブリダイズさせること、および（iii）各PRPの独
特のスペクトルサインから、DNAに結合するPRPの相対的位置を同定することにより決定さ
れる。DNAを上記のように伸長条件に置くことにより、配列を隔てる地図作成距離もまた
決定され得る。
図13は、Drosophila多糸染色体に対するDNA配列標識PREの結合を示し、染色体領域にPRE
を局在させる能力を例示する。
Ｖ．診断方法および組成物
本発明の診断方法は、目的の分子特徴を有する標的の存在またはその情報の決定における
使用が意図される。本方法は、好ましくは、第III節に記載される方法および装置に従っ
て、そして好ましくは、第IV節に記載されるPRP（ここで、PRPは、表面局在化リガンドを
有する）を使用して、実施される。
本方法の実施において、表面局在化分子を有する１以上のPREと標的を接触させて、分子
特徴と局在化分子との間の相互作用を生じさせる。この相互作用は、（A）PRE/標的複合
体を生成するための、例えば、リガンド/リガンド結合相互作用を介する標的結合部位へ
のPREの結合、（B）PRE/PRE相互作用を実証するスペクトル特徴を生じるための、近接し
て間隔をあけられた標的部位への２つのPRPの結合、（C）連結されていないPREを生じる
ための、２つのPRE間の連結の切断、（D）検出可能な様式でPRE上のラマン活性分子のラ
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マンスペクトルを変更するための、例えば、リガンド/リガンド結合相互作用を介する、
標的へのPREの結合、（E）検出可能な様式でPRE上の蛍光分子の蛍光発光の強度を変更（
例えば、クエンチングまたは増強）するための、例えば、リガンド/リガンド結合相互作
用を介する、標的へのPREの結合、および（F）結合されたPREを生成するためのPRE間の連
結の形成、を含み得る。
標的は、第III節に詳説されるように、１以上の選択されたプラズモン共鳴スペクトル発
光特性の測定を可能にする様式で、光学的光源を使用して照射される。次いで、標的の存
在または標的についての情報は、標的とのそのような相互作用の後に、１以上のPREのプ
ラズモン共鳴スペクトル発光特性を検出することにより決定される。
本方法に使用されるPREは、好ましくは、抗原/抗体、ホルモン/レセプター、薬物/レセプ
ター、エフェクター/レセプター、酵素/基質、脂質/脂質結合因子、および相補的な核酸
鎖のような、リガンド/リガンド結合部位結合体対の１つである表面局在化分子を含むよ
うに、上記の通りに構築されたPRPである。検知されるスペクトル発光特性がラマンスペ
クトル特性または蛍光スペクトル特性のシフトまたは変化に関連する場合、PRPはまたそ
れぞれ、表面局在化蛍光活性分子または表面局在化ラマン活性分子の実体を含む。使用さ
れるPRPは、第IV節に開示されるPRP組成物の品質および均質性の属性を有し得るか、また
はさほど厳密ではない均質性の属性を有し得る。
PREプローブは極めて高感度である（上記のように、単一PREを観察およびスペクトル分析
し得る）ので、本方法は、標的分析物の量に対して（最低１事象まで）極めて高感度にな
され得る。これにより、HIV、腫瘍マーカーおよび細菌性病原体のより早期の検出を含む
、体液中の病原体のより早期の検出、より少ない液体容量からの検出、ならびに多数の現
行の診断テストを小規模化することが可能である。
Ａ．標的結合部位へのPREの結合
この一般的実施様態においては、標的上のリガンド結合部位へのPRP結合リガンド結合を
導く条件下で、表面リガンド分子を有するPREを、標的と接触させて、標的との１以上のP
RE/標的複合体を形成させる。代表的には、測定されるスペクトル発光特性は、複合体の
形成によっては不変である。すなわち、PRP/PRP近傍のスペクトル発光効果も、標的とのP
RPの相互作用により引き起こされるスペクトル発光特性における変化も、いずれも観察さ
れなかった。
代表的には、本実施様態においては、分析される標的は、固定化されるか、または固定化
結合部位について競合する。固相へのPRP結合の後、標的を照射し、そして標的複合体の
プラズモン共鳴スペクトル特性を検出する前に、固定化表面、固相を、結合していないPR
Pを除去するために洗浄する。標的と接触したPREは、２以上の集団を含み得、各々は異な
るリガンドを有し、そして好ましくは、各々は、異なるリガンド（例えば、一方のリガン
ドについては青色粒子、そして他方については赤色粒子）に結びついた異なるスペクトル
サインを有する。下記で詳述するように、本実施様態は以下の適用を有する：
（i）標的分析物の存在の検出、ここで、分析物は、固定化されているか、固定化された
結合因子と競合するか、または接触混合物中の結合していないPRPから分離され得るかの
いずれかである；
（ii）配列ハイブリダイゼーション部位においてPRPを単離するための、DNA標的とのPRP-
オリゴヌクレオチド結合体のインサイチュハイブリダイゼーション；
（iii）標的の空間的特徴（例えば、染色体地図作成のための標的細胞もしくは組織上で
の、またはDNA標的内での特異的結合部位の配置）の地図作成；および
（iv）隔てられたDNAバンドの同定のための、DNA分画ゲルへプローブ標識PRPを直接結合
する、例えば、サザンブロット法における、標的のインサイチュ標識。
以下の実施例は、結合部位の空間的特徴、および/または結合部位の密度の検出の目的の
ために、表面付着リガンド分子を有するPRPを固定化標的組織に結合させる様々なアッセ
イを例示する。
実施例４
ニワトリ筋肉内のリアノジンレセプターのPREによる標識
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パラホルムアルデヒド内で固定した凍結ニワトリ肋間筋を2～3μm切片に切断し、調製済
みのカバーガラス（Pap penウエル内のCell Takコーティングスポット）に移した。組織
切片を３回、各回5～10分間、PBSで洗浄した。非特異的結合部位を、PBS中の3%正常ヤギ
血清、1%ゼラチン、0.01% Triton Ｘ-100で20分間インキュベートすることによりブロッ
クした。カバーガラスをブロッキング緩衝液（作業緩衝液）の１：３希釈液で５分間洗浄
して、次いで作業緩衝液中のマウス抗リアノジンモノクローナル抗体（34C）の１：５希
釈液中で１時間インキュベートした。次いで、カバーグラスを６回、各回3～5分間、作業
緩衝液で洗浄して、次いで、ヤギ抗マウスIgG（AuroProbe EM、Amersham）に結合体化さ
せた５nmまたは10nmの金粒子の１：40希釈液と30分間インキュベートした。カバーガラス
を各々3～5分間、作業緩衝液で３回洗浄して、次いで3～5分間、PBSで３回洗浄した。試
料を２分間、二重蒸留水中で３回洗浄して、次いで50μlイニシエーター、50μlエンハン
サー（IntenSE M Silver Enhancementキット、Amersham）および1mlの0.1mg/mlゼラチン
を使用して、８分間銀増強した。試料を3～5分間、二重蒸留水で３回洗浄して、ゲルバト
ール（Gelvatol）抗退色培地で被覆して、暗視野顕微鏡下で可視観測した。リアノジンレ
セプターを含む個々のPREは、筋肉のＺ線に沿って規則的間隔で観測された。結果を図12
に表示する。
実施例５
ニトロセルロース上のDNAへのPREの結合
ニトロセルロース膜の１cm×３cm片を切断し、DNA表面を同定するために、一端で頂部表
面を鉛筆でマークした。ビオチン標識化DNA（100ng）を、マークしたニトロセルロース表
面の一端にピペットで滴下した。非ビオチン標識化DNA（100ng）をコントロールとして他
端に付与した。ニトロセルロースをDNAスポットを乾燥させるためにデシケーターに入れ
て、次いで紫外線で架橋結合させた。DNA表面を上にした、ニトロセルロースを小パラフ
イルム皿に入れて、少なくとも４時間、ブロッキング溶液（50mM リン酸ナトリウム、150
mM NaCl、2%BSA、1% Tween-20）中、室温で、蒸発防止のために100%湿度チャンバー内で
インキュベートした。ヤギ抗ビオチン免疫金結合体（Nanoprobes,Inc.、Stony Brook、NY
；約1×108コロイド）を添加して、室温で２時間インキュベーションを継続した。免疫金
結合体を除去して、ブロッキング溶液（500μl）を添加し、ニトロセルロースを室温で１
時間洗浄した。ブロッキング溶液を除去して、二重蒸留水でフィルターを十分にリンスし
た。二重蒸留水（2ml）を30分間洗浄したフィルターに添加した。水の除去後、１mlエン
ハンサー溶液（1ml 0.1mg/mlゼラチン、50μlイニシエーター、50μlエンハンサー；エン
ハンサーおよびイニシエーターはBBI International、英国、Ted Pella カタログ番号SEK
L15により入手した）をニトロセルロース上に８分間置いた。次いで、エンハンサー溶液
を蒸留水で十分に洗い流した。ニトロセルロースを、デシケーター中で、DNA側面を上に
して濾紙上に置いて１時間乾燥させ、次いでスライドガラス上にDNA側面を上にして置い
て、カバーガラスで被覆した。スライドをアセトン蒸気チャンバー内に20分間、またはニ
トロセルロースが透明になるまで置いた。PREを暗視野顕微鏡を使用して観察した。非ビ
オチン標識化DNAをスポットした位置を含む、ニトロセルロース上の他の箇所でのPREの低
密度と比較して、PREの高密度が、ビオチン標識DNAをスポットした位置に観察された。同
じ実験が又、ヤギ抗ビオチンに結合体化する完全形成PREを使用した時、ビオチン標識化D
NAを首尾良く検出した。
実施例６
ポリスチレン細胞培養皿内におけるDNAへのPREの結合
48ウエル培養皿内の１列のウエルに二重蒸留水（150μl）および１Ｍ NaHCO3（17μl）を
添加した。各皿にニュートラビジン（10μg）を添加して、その後一晩インキュベートし
た。全てのインキュベートは、４℃、100%相対湿度において実施した。ニュートラビジン
（Neutravidin）を除去して、ウエルを二重蒸留水で十分にリンスした。150μlのブロッ
キング緩衝液（50mM リン酸ナトリウム、150mM NaCl、2%BSA、1% Tween－20）を各ウエル
に添加して次いで４時間インキュベートした。第二ウエルから開始して、１μgのビオチ
ン標識化DNAをブロッキング緩衝液に添加した。引き続くウエルには、ビオチン標識化DNA
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の10倍希釈を順次添加して（0.1μg、0.01μg、…）プレートを４時間インキュベートし
た。ビオチン標識化DNAを除去して、ウエルを二重蒸留水で十分にリンスした。ブロッキ
ング緩衝液（上記の緩衝液、150μl）および約108ヤギ抗ビオチン結合体化免疫金コロイ
ドを各ウエルに添加して４時間インキュベートした。次いで、免疫金コロイドを除去して
、ウエルを二重蒸留水で十分にリンスし、７分間各ウエルに100μlエンハンサー溶液を加
えてコロイドを増強した。エンハンサー溶液を除去して、ウエルを二重蒸留水で十分にリ
ンスして、ウエルを塵を含まない圧縮空気で乾燥させた。暗視野顕微鏡を使用して、各ウ
エル内のPRE濃度を決定した。PRE濃度は、各ウエル中のDNA濃度と相関した。同じ実験が
また、ヤギ抗ビオチンに結合体化された完全形成PREを使用したとき、ビオチン標識化DNA
を首尾良く検出した。
蛍光インサイチュハイブリダイゼーション（FISH）は、蛍光標識の代わりにPREを使用し
て実施され得る（PRISH）。本方法においては、PRE標識オリゴヌクレオチドを目的のDNA
分子と共にインキュベートする。PRE結合オリゴヌクレオチド上に相補配列が存在するな
らば、結合PREが観察され得る。あるいは、各々が異なるオリゴヌクレオチドに付着され
た２つのPREを目的のDNA分子と共にインキュベートする。ある特定の障害と関連する遺伝
子欠失が存在し、そしてPREが欠失領域のどちらかの側で結合すると、それらは、欠失対
野生型においてよりずっと密接であり得る。本方法において、PREの結合対は、散乱パラ
メータの改変、または同一または異なるかのいずれかのスペクトル特性のPREの相関対の
観察により検出され得る。PRISHは、より小さな欠損、または局在化の増加に起因する選
択ゲノム領域の検出を可能とする。適切に結合体化されたPREを使用して、結合PREは、核
酸鎖に沿っていくつかの位置において観察され得、これは、一度にいくつかの部位に関す
る情報を提供する。上記に詳説するように、距離測定もまたなされ得る。図７および８に
図示するように、約640塩基対に相当するPRE間の230nmの距離は、光学顕微鏡を使用して
ほんの10ナノメーター以下の精度まで容易に分析し得る。さらに、PCR増強もまたPREハイ
ブリダイゼーション試験と共に使用し得るが、通常増強を必要とするFISHとは対照的に、
PCRまたはその他の増強工程の使用は不必要である。遺伝的欠失および変異はまた、PREカ
ップリング核酸の２つの近接する鎖を接合させるリガーゼを使用して、検出され得る。も
しPREカップリング鎖が、正確に近接してハイブリダイズすると、変性によって、１対のP
REにカップリングされた核酸の遊離鎖が生じる。次いで、これらの結合対を上述のように
観察し得る。もし鎖がより近接すぎたりまたはより離れすぎる部位においてハイブリダイ
ズすると、リガーゼ反応は生じず、結合対は形成しない。PREが核酸のハイブリダイズ鎖
にカップリングされる場合、PREの結合対はまた、PCR法により生成され得、そして標準PC
R法を用いて、存在する標的核酸量を増幅する。
これらの手順の全てにおいて、PREは、オリゴヌクレオチドが標的核酸に結合する前後い
ずれかにオリゴヌクレオチドに結合体化され得る。さらには、このような試験はインビト
ロ、または細胞内において実施され得る。選択的PREハイブリダイゼーションはまた、異
なった核酸配列のライブラリーを含む多重核酸含有試料ウエルをスクリーニングするため
に有利に適用される。そのような試料ウエルは、ライブラリーチップアレイまたは標準マ
ルチウェル皿において提供され得る。
PREはまた、様々な高分子の酵素結合免疫吸着アッセイ（ELISA）検出に類似のアッセイに
おける用途のために抗体でコートし得る。１つの有利な実施態様においては、マルチウェ
ル皿（すなわち、96ウェルマイクロタイタープレート）を目的の分子に特異的な抗体でコ
ートする。次いで、試験する生物学的液体を、固定化抗体を含むウエルに入れる。固定化
抗体と異なる分子の領域を結合する、PRE標識二次抗体をウエルに添加する。次いで、プ
レートを暗視野光学的検出と互換性のプレートリーダーを使用して読みとる。PRE結合の
存在およびレベルは、生物学的液体中の分子の存在および量を示す。
その他の実施態様において、特定の試料はまた、PREの多重集団（各々が異なったスペク
トルサインを有する）を使用して可視化され得、標的分子上の異なった結合部位を識別す
るか、または異なる標的分子を認識する別々の抗体に結合体化され得る。あるいは、PRE
を、同一標的タンパク質上の複数のエピトープを認識するポリクローナル抗体とカップリ
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ングさせる。同一位置における２つのスペクトル的に異なるPREの存在はポジティブシグ
ナルを示し、どちらかの粒子の別々な存在は、不完全な同定となり、拒否される。本アプ
ローチは、臨床診断アッセイにおける誤まったポジティブシグナルを有意に減少させる。
PRE免疫アッセイのさらなる利点は、良好なシグナル対ノイズ比を有する１つのPREを検出
する能力は、二次抗体または酵素およびその基質の使用によるシグナル増幅の必要性を排
除するという事実を含む。これはさらに、非特異的バックグラウンドを排除する。さらに
は、光学顕微鏡による処理中に試料を分析する能力は、シグナル対ノイズをさらに至適化
するように、インキュベーションおよび洗浄条件のリアルタイム修正を可能とする。PRE
アッセイは、直接法、サンドイッチ法、およびその他の広範囲に使用されている試験フォ
ーマットにおいて、本質的にはどんな標的物質および様々な結合パートナーとも便利に使
用され得、それらのいくつかを以下により詳細に説明する。PREと試験され、これに結合
体化される物質は、タンパク質、核酸、リガンド、レセプター、抗原、糖類、レクチン、
酵素などを含む。
実施例７
ヤギ抗ビオチンのPRPアッセイ
ポリスチレンマルチウエル皿のウエルをビオチン標識化BSAでコートした。通常BSAをウエ
ル内の残存非特異的結合部位をブロックするために添加した。濃度0.06から600ピコグラ
ム（pg）の範囲のヤギ抗ビオチン抗体の試料を個々のウエルに添加した。ヤギ抗ビオチン
抗体を含まないコントロール試料もまたアッセイした。次いで、ウサギ抗ヤギ抗体に結合
されたPRPを、各々のウエルに添加してインキュベートした。非結合PRPsをウエルから洗
浄して、各ウエル内の結合PRPsを暗視野光学顕微鏡で観測した。視野の光源を上述の識別
法に従って分析し、残りの散乱部位を各ウエル内で個別に計数した。本試験の結果を図９
に示す。コントロール試料では、画像処理後１計数を残存しており、図９に黒帯（dark b
ar）として図示する。試験濃度範囲にわたる計数されたPRE数は、0.06pg分析物における
４から600pg分析物における1000以上と変化した。
ほぼ均一なスペクトル特性を有するPREの１以上の集団を使用してこれらのアッセイを実
施することが好都合であるために、そのようなほぼ均一集団の形成につながる条件下でま
ずPRE標識を形成することが好都合である。上述のように、結合部位への核形成中心の結
合と、それに続く金属増強および光学的観測を説明したが、本技術は、このように作出さ
れた粒子のスペクトル特性よりも極めて小さな制御を提供する。しかもこれらの技術が実
施されるにしても、バックグラウンドを識別したりまた高感度アッセイを作製するために
PRE散乱特性を使用する努力は未だなされておらず、提案すらされていない。従って、（
結合前にPREを形成するより）第一に核形成中心で標的種を標識化して、次いでPRE形成の
ために金属増強することにより実施するPREアッセイは、PRE散乱体およびバックグラウン
ド間の光識別が実施される場合なお改善される。さらに、いかなる種類ものあらかじめ形
成された光学的観測可能であるサブ波長光エミッタを使用するアッセイは、感度の高いア
ッセイを作出するために個別に粒子を計数する技術を利用していない。バックグラウンド
のスペクトルおよび空間識別を実施する場合は、そのようなカウンティングはPRE標識に
加えて、蛍光または発光ビーズ標識のために有用であり得る。以下に説明するように、蛍
光は局所的プラズモン共鳴により増強され得、従ってPRE増強蛍光ビーズはそのようなア
ッセイに有用である付加的サブ波長光発光標識を提供する。
これらのアッセイのタイプの多数の変型がPRE標識を使用して実施し得ることもまた理解
される。現在は蛍光分子標識を使用して実施する免疫吸着アッセイの様々な型の全てが、
PREを使用して実施され得る。例えば、サンドイッチアッセイおよび競合アッセイが、PRE
を使用して実施され得る。第一の場合は、検出する標的物質に親和性を有する抗体のよう
な実体をアッセイウエル底に固定化し得る。標的物質を含む試験試料をウエルに添加する
と、標的物質は第一実体に結合する。次いで、標的物質の異なった部分に対する親和性を
有する第二実体を、ウエルに添加し得る。ここで、それが標的種に結合する。最後に、第
二実体に対する親和性を有する第三実体に結合されたPREをウエルに添加し、これは順に
第二実体に結合する。リンス後、PREは、標的物質が先に結合した部位にのみ結合するこ
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とが理解される。本試験は、上述の第一および第二実体が、アッセイする抗原上の異なっ
たエピトープに対する親和性を有する抗体である場合、極めて有用である。PREと結合さ
れた第三実体は、標的物質の特異的結合パートナーというよりは、むしろ抗種抗体であり
得る。
競合アッセイにおいては、第一実体をアッセイウエル内に固定化し得、PREカップリング
第二実体および標的物質の両方をウエルに添加する。ここで、第二実体および標的物質は
第一実体への結合について競合する。非結合PREを分離する時、ウエル内に残存するPRE数
は、標的物質が結合部位を占有し得た度合いを示す。この型のアッセイにおいては、PRE
結合第二実体は標的物質と同一であり得るか、または第一実体に対する親和性もまた有す
る異なった物質であり得る。
当業者は、感度の高いアッセイを生成するために、広範な種々の方法で広範な種々の分子
複合体に結合するために、PRE標識が使用され得ることを認識している。さらなる例とし
て、PRE標識上の結合体は、試験される分析物の特異的結合パートナーであり得る。それ
は固定化分析物/抗体複合体の特異的結合パートナーであり得る。その他では、PREが固定
化抗体と結合し得るが、その固定化抗体が分析物分子とあらかじめ結合する時のみである
。これらの様々な技術の各々は、試験される分析物の化学的性質に基づいて、所定のアッ
セイに本質的に適応し得る。
さらには、異なったスペクトルサインを有するPRE集団を使用して、複数分析物のための
アッセイを同時に実施し得ることが理解される。異なった色または異なった偏極反応を有
するPRE集団を、異なった標的物質を認識するために結合体化され得る。いくつかの異な
った分析物の未知濃度を含むマトリックス中に導入する時に、各々の異なったスペクトル
特性と関連するPREを別々にカウンティングすることにより、本明細書中に発表する全て
のアッセイを一度にいくつかの標的物質において実施し得た。
PREプローブはまた、インビトロにおけるコンビナトリアルライブラリーのスクリーニン
グに使用され得る。本技術のある従来の方法においては、薬物レセプターを発蛍光団で標
識して、ビーズ、コンビナトリアルライブラリーを構成する収集物と混合して、スライド
の上に塗布する。蛍光ビーズの存在は、レセプター結合およびビーズと結合された潜在薬
物の存在を指摘する。本発明の１つの実施態様においては、蛍光レセプターを、アッセイ
の感度および光安定性を増加するPRE標識化レセプターと置換して、それにより、より小
さなビーズ上における元来のコンビナトリアルライブラリーの生成を可能とし、またより
大きな化学ライブラリーの合成およびスクリーン能力を可能とする。
ライブラリーは、マイクロチップ上においても合成され得、PREプローブの存在はレセプ
ター結合を示す。最近における、薬物発見を改善するためのコンビナトリアルライブラリ
ーの適用は、従って有力候補物質検出のための方法としてのPREプローブを使用すること
により増強され得る。選択的に付着されたPREは、バイオ－チップ検出スキームの分解能
および感度を増加する。
これらのアッセイの全てにおいて、PRE較正を、標的実体の検出のために使用されるのと
は異なったスペクトル特性のPREを用いて、好都合に実施する。本質において、アッセイ
は、アッセイ機能のために使用するPREと共に検出および測定され得るPREのコントロール
集団を生成するための選択スペクトル特性を有するPREをあらかじめ決定した量導入する
ことにより較正される。ある特異的サンドイッチアッセイ較正例として、赤色PREを、試
験する標的実体と結合体化され得、本PRE結合体化標的実体の既知量（勿論、飽和量より
はかなり低量であるが）を試料と共に、連続的または同時に、ウエルに添加する。非結合
結合体化赤色PREをリンスして流した後、標的実体に対する抗体を添加する。非結合標的
実体抗体をリンスした後、抗種抗体に結合体化する青色PRE（例えば）を添加すると、こ
れは抗体を標的実体に結合する。リンス後、赤色および青色PRE両方を計数する。ここで
赤色PRE計数は較正計数を提供する。このサンドイッチフォーマットに替わる方法におい
ては、直接結合アッセイ較正もまた利用され得、ここで異なった固定化抗体を試料ウエル
の底に用意し、較正PREを固定化抗体の一つに対する特異的結合パートナーに結合体化さ
せる。
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PREを使用するアッセイは、細胞においても実施され得る。結合体化PREは、細胞内の固定
または遊離部位に結合され得、その位置は個々に観察され得る。細胞内への粒子の配置の
周知技術があり、粒子に細胞膜を穿孔させる高圧バースト法、および加速過程のために高
電圧放電を使用する電気穿孔法を含む（PREは代表的には電気穿孔技術に先だって荷電さ
れる）。これらの技術を実施する装置は、BioRad Laboratories of Hercules、CAにより
市販されている。PREおよびPRE結合体はまた、エレクトポレーションを含む従来のトラン
スフェクション技術により細胞内に導入され得る。PREはまた、マイクロピペットで細胞
膜を刺し通し、細胞内に１以上のPREを直接的に注入することにより直接的に細胞内に配
置され得る。好ましい実施態様においては、生化学的損傷から保護するために周知の方法
によって、PREをコート（すなわち、ラテックス）する。
生細胞内におけるPREアッセイのある有利な実施態様においては、別に結合体化されたPRE
の２つの集団を１以上の細胞内に挿入する。各別々の集団と会合した別々の結合体は、細
胞内で製造される標的物質上の異なったエピトープと結合するように選択され得る。細胞
内への注入後、標的物質の存在はPRE対合により指示され、これは上述の技術を使用して
検出される。標的物質の性質により、各結合体と会合される同様な、または異なるスペク
トル特性を有するPREを有することが望ましい。
暗視野顕微鏡による観測に適切である、PREアッセイとの使用のためのウエルを調製する
と好都合である。暗視野顕微鏡に適切である基板を含むためのマルチウエルプレートのた
めには、ウエル底を、光散乱不完全の形成を防ぐために、均一、平滑、および清潔を特に
強調して好都合に製造する。現在では標準96ウエル皿の生産において、このような注意は
払われていない。さらに、ウエル下の外部表面もまた望ましくないバックグラウンドシグ
ナルを導入し得る光散乱表面を提供するので、この外部表面もまた比較的清潔で平滑であ
るべきである。ある有利な実施態様においては、ウエル表面は、その光散乱不完全が約10
0未満であり、また約10未満ですらある。これらのアッセイにおいてシグナル対ノイズ比
を増加するためのさらなる方法として、ウエル内の不完全位置が記録され得、その特定ウ
エルでアッセイを実施する時に、これらの位置からの散乱シグナルを無視し得る。
代表的には、これらのアッセイに使用する光学顕微鏡の視野は、ウエル底の全てまたは一
部分を含む。従って、低レベルの分析物を検出する場合は、ウエル底よりはむしろウエル
壁に付着する分析物が最小量であることを確保することが重要である。従って、生産中に
ウエル壁上にブロッキング剤を含むと好都合である。そのようなウエルを作製するために
は、皿を倒置してBSAのようなブロッキング剤を含む溶液上に配置し得る。皿を溶液中に
押し沈めるか、またはウエル内に捕捉された空気をピペットまたはキャピラリによる吸い
出しによって除去すると、BSA溶液は、ウエル底に接触することなしにウエル壁に接触し
得る。本工程後、所望の抗体または他の結合剤をウエル底に固定化し、次いでウエル底に
おいて残存する非特異的結合部位をブロックするためにさらなるブロッキング剤を添加し
得る。
本発明に従うアッセイ方法はまた、例えば第III章に説明する本発明の方法および装置を
使用することにより自動化され得る。自動化プレートリーダーは、現在、従来のアッセイ
技術に使用されており、ロボットPREプレートリーダーの原理は、ある意味では同様であ
る。現在市販のプレートリーダーと同様に、ロボット試料装填器具が付属していても、い
なくてもよい。ロボットPREアッセイプレートリーダーは、好都合には、試料ウエルとウ
エル底の全てまたはその一部の観測のための顕微鏡を備える。ある実施態様においては、
極めて小型の対物レンズ（その直径が約2mmであり得る）を、ウエル底部分を画像化して
いる間に高開口度を獲得するために、ウエル内におよびウエル底の近くに低下させる。こ
れらの実施態様においては、PREは、透明ウエル底の底部をはずして総内部反射を有する
底部から照射され得る。対物レンズにより光線が集められると、上述の自動画像分析技術
を使用して、光発光実体を検出し、そしてバックグラウンドから識別し得る。残存する識
別粒子源の計数もまた、自動的に実施され得る。ある実施態様においては、顕微鏡の視野
がアッセイウエル底の一部であり得、特定の先決計数が読みとられるまで、同一アッセイ
ウエルのいくつかの領域における粒子を識別および計数するように、リーダーが設定され
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得る。この計数を達成した後のみ、リーダーは異なったアッセイウエルへと移動する。本
技術は、大量シグナルが存在する時にウエルからウエルへと迅速に移動することにより時
間を節約し、またウエル内に少数の結合PREが存在する時には適切な計数統計を獲得する
ために必要とする時間をかける。リーダーはまた、受容計数に依存して識別の付加レベル
を実施するように設定され得る。例えば、予測される点拡散機能からの空間的偏差に基づ
く第一識別は、全視野において実施され得るが、低計数値が得られる場合には付加スペク
トル偏差測定法を行い得る。識別の様々なレベルを実施するための全ての閾値がリーダー
にプレプログラムされ得、低PRE計数を有するウエルを分析してシグナル対ノイズ比を最
大化し、一方、シグナルレベルが既に高い多数計数を有するウエルにおいては時間を節約
することを再度保証する。
本明細書中に説明するアッセイの実施のための成分を含む市販のキットが、成分の新規な
組み合わせを有するように作出され得ることもまた理解される。好都合には、そのような
キットは、ほぼ等価であるスペクトル特性を有するPREの容器を含み得る。PREは、抗体ま
たは選択物質の特異的結合パートナーのその他のタイプのような選択生物分子と結合体化
され得る。PREは、のちには結合体のカスタム形成のために反応基にカップリングされ得
る。洗浄およびブロッキング溶液もまた提供され得る。PREの第二容器もまた、上述の較
正または多重アッセイのために提供され得る。
B.　近接する標的部位への２つのPRPの結合
上述のように、PREにより発光された光のスペクトル特性は他のPREの隣接に依存する。発
光周波数における観測ピークの変化、例えばピーク波長、スペクトルの半値幅、１ピーク
より多くの出現、および偏光に応じた変化などは全て、PREが互いに接近したり、遠ざか
ると観察され得る。これらの特徴は、その相互反応の度合いを測定することにより、PRE
間の概算距離を決定するためにさえ使用され得る。
凝集反応および集塊依存性免疫アッセイは、従ってPREプローブを使用して実施され、ま
た単一分子検出能力を有する。一つの実施態様においては、同一または異なるのいずれか
のスペクトルサインを有するPREプローブに２つの抗体をそれぞれ付着させる。これらの
抗体は、目的の同一生物分子と、しかし非競合部位において結合する。２結合部位間の距
離は、その相互作用の結果による独特なスペクトルサインにより、2つのPREが別々のプラ
ズモン共鳴周波数を有するか、または同一プラズモン共鳴周波数を有する場合、狭帯域照
射を介して直接的に検出される近接位に、PREプローブを配置する。例えば、特定の血清
成分に特異的である抗体でコートしたPREプローブを含む試験管に、血清を添加する。イ
ンキュベート後、試料をスライドガラス上に塗布して集塊（すなわち近接する）PREプロ
ーブの周波数を測定する。これを、目的の分子を血清が含む又は含まないコントロールス
ライドと比較する。本技術は、複数PRE標識への適用、および全細胞またはウイルスまた
はその部分と同様に、ペプチド、核酸オリゴマーまたは遺伝子の結果としての検出を有す
る。
二実体間の結合定数の測定は、現在ではいくつかの手順を用いて実施される。肉眼的結合
は、例えば、等温滴定熱量測定法で直接的に測定され得る。間接法は、吸収、蛍光、複合
体形成と関連する円二色性における変化を含む。これらの方法に関連する一つの問題は、
シグナルの検知可能な変化を観測するためには物質の高濃度を必要とし、この高濃度にお
いて試料は本質的に100%複合体化され得、従って、これらの条件下においては結合定数の
測定を妨害する。好ましい実施態様においては、２つの実体をPREプローブで標識して、
平衡を達成させ、遊離対結合比により結合定数の計算を行う。
2つのPREが隣接するときを検出する能力はまた、分子会合また解離のアッセイとして重要
である。２つのPREが適切な結合体対と会合して一緒に混合されると、対、または限られ
るわけではないが、より高度な複合体を形成するように結合する。一つの例として、オリ
ゴヌクレオチドに結合体化されたPREは、PREの異なった集団上のオリゴヌクレオチド配列
が相補配列を含む場合、またはPRE結合体化オリゴヌクレオチド配列が、マトリックス内
にまた存在する標的オリゴヌクレオチドの異なった領域と相補的である場合に、そのよう
な対または複合体を形成する。
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C.　２つのPRE間の連結の切断
この実施態様においては、１つのPREが、切断可能であるリンカー（例えば、ペプチド、
オリゴヌクレオチド、オリゴサッカライド、または他の化学的または酵素的に切断可能な
リンカー）を介して別のPREと連結する。連結組成物の目的は、単一の化学物質または酵
素切断事象を、連結PREが個別の非連結PREとなることから生じる観察可能なスペクトル変
化に基づいて、パートB実施態様に従って、検出することである。
より一般的には、PRPの連結対を区別して、例えばPRE間のペプチドリンカーの酵素による
分解または変性により、結合が破壊される場合、これは対形成したまたは複合体PREのス
ペクトルにおける変化に反映される。酵素の操作は、この技術により、酵素の存在下での
複合体形成または解離の比率の増加を観察することによりモニターし得る。これらの方法
の一つの有利な適用は、細胞内におけるシグナル伝達カスケードの操作のモニタリングを
含む。シグナル伝達カスケードの産物の存在が、あらかじめ結合したPREを解離するか、
または解離PREを結合させるように、結合PREを選択する。従って、カスケードの開始は細
胞内のPREの会合または解離を観察することにより生細胞内において光学顕微鏡により観
察し得る。
各PREを、ペプチドまたはDNA分子のようなリンカーとの結合により結合対を高確率で生起
する様式でコートし得る。本明細書中に論説するように、同一PRピーク周波数を有する２
つのPREが互いに極めて近接した場合、周波数シフト、さらなる共鳴、および偏光効果が
生ずる。溶液中に特定の酵素が存在するか否かを測定することを望む場合、その酵素によ
る分解に対して感受性であるリンカーを使用する。例えば、セリンプロテアーゼは、その
中にプロテアーゼ認識部位を含むペプチドリンカーを使用してアッセイし得る。タンパク
質分解後、結合PREのスペクトルは、PREが分離するにつれて劇的に変化する。いくつかの
場合には、PREは、それらが認識可能なほど相互作用せず、そして連結した場合および連
結していない場合の両方で、本質的に独立した散乱スペクトルを保持するように、連結し
た場合十分な距離をとって空間的に分離され得る。この場合、対形成および解離はなお、
PRE位置をCCD検知器で評価することにより観察および測定し得、そして連結されているこ
とを示す相対的運動を有するPRE対を観察する。
VI．PREのさらなる組成物および適用
Ａ．局部誘電環境のモニタリング
空気中におけるPREが空気の誘電率と異なる誘電率を有する媒体で包囲されている場合、
散乱パラメーターは、空気中にある粒子の散乱パラメーター特性に比例して変化し得る。
この効果は、誘電性媒体が除去される場合可逆的である。そのようなパラメーターは、例
えば、共鳴ピークの波長の強度またはシフトの変化、偏光に対するPRE応答の変化、およ
び共鳴ピーク数の変化を含む。共鳴ピークおよび強度のシフトは、PREを包囲する異なる
屈折指数を有する液体の添加後に観察され、そして適切な洗浄工程による除去後、PREは
その以前の特性を示す。プラズモン共鳴を示す多くの物質については、周囲の媒体の屈折
指数が増加すると共鳴ピークが長波長側に赤色シフトする。
目的の特定の物質または試験される試料中のその他の摂動の存在は、従って、PREと相互
作用する基板に対するPREのスペクトル応答を記録することにより検出し得る。例えば、P
REが基板と結合した適切な試料を調製し得る。選択分子をPRE表面に結合し得る。各々の
そのようなPREの光学散乱パラメーター（強度、偏光依存性、角度依存性、波長依存性、
等）を記録する。次いで、試料を、初回処理および/またはそれに引き続くさらなる処理
後にPRE散乱パラメーターが変化して、このことがさらなる物質の局所吸収または、さら
なる物質もしくは開始物質の脱離、または局所誘電性環境におけるその他の変化を確認す
ることによるような様式で、選択的にPRE表面に結合する目的の分子を含む物質で処理す
る。開始PRE試料を試験「ライブラリー」として調製し得るか、またはタンパク質、抗体
等の「適用」ライブラリーをスクリーニングするために使用し得ることが理解され得る。
（D）　蛍光スペクトルのシフト
これらのピークシフトおよび強度の変化もまた、PRE局所誘電性環境における変化に起因
する会合および解離のような分子摂動の検出のために使用し得る。
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被験体マトリックス特性に関する情報をまた、PREの相対的位置におけるスペクトル依存
性および平滑Si表面のような近接基板を観察することにより獲得し得る。例えば、所定の
試料内のPRE局在およびスペクトルサインの記録を作成したら、酵素を添加するかまたは
結合を光分解するし、基板からのPREの運動を生起して、それによりPREの空間的および/
またはスペクトルサインを変化し得る。実際、そのようなPRE対が互いに結合し、そして
他方が表面に結合している間に一方が移動した場合には、得られるスペクトルサインはこ
の事象を明確に示す。基板上のコーティングもまた、PREを使用する検出および分析シス
テムの作成におけるさらなる柔軟性を提供するために使用し得る。例えば、コーティング
は、望ましいポリペプチドまたはポリヌクレオチドを結合する基板に対して適用し得るか
、または遮断コーティングを適用して、PRE結合体の非特異性結合をブロックし得る。１
つの適切なコーティングは、例えば、抗反射特性を生成する誘電性物質の１つ以上の層を
含む。コーティングはまた、観察光学システムに入射する光のPREによる増強される放射
を生成する誘電性物質の１つ以上の層を含み得る。コーティングはまた、PREを塩基性基
板表面から離れた距離に変位するために選択し得る。PREにより散乱される光の所定の偏
光は、反射表面からの距離に応じて阻害または増強される。例えば、シリコン上にSiO2か
ら成る適切なスペーサー層を配置すると、予測通りに中心にピークを有する良好な点源イ
メージが観察される。SiO2層を調整するかまたは別の誘電性物質を使用すると、条件が基
板（界面）および誘電性層の上面からの反射光の重畳に起因するPREの破壊的および構築
的干渉が存在するPRE共鳴波長、ならびに誘電的厚さ（thickness）、および物質に関して
見出され得る。シリコンまたは導電性表面を使用することにより、PREが表面との接触か
ら離れたりまたは誘電性層が介在する場合とは顕著に異なるスペクトルサインが得られる
。
Ｂ．運動のモニタリング
三次元PRE運動は、２つの観察レンズを互いに直角になるように使用して、各々がそれぞ
れの光軸に対して垂直な平面において２軸運動（two axis motion）を起こすことにより
に、直接的に可視化し得る。これは、特に、対物レンズ視野の深度よりも小さな運動に適
している。観察する運動が対物レンズの焦点深度よりも大きな成分を有する場合は、三次
元運動のためには１つのレンズのみを使用して、それにより影像面上にPRE強度の焦点を
合わせるフィードバックシグナルを介して「深度」方向を測定する。他の二次元は通常方
法により測定される。基板表面からのPRE距離はまた、位置の変化に伴うPREによる散乱光
の強度を測定することにより、TIRイルミネーションシステムにおいてモニターし得る。
励起電場が反射界面からの距離と指数関数的に降下するために、PRE強度は、基板表面か
ら離れて移動すると減少する。
PREプローブは極めて明るくそして非常に小さいので、速度および相対的運動のリアルタ
イム測定に使用し得る。例えば、PREは、モータータンパク質（すなわち、キネシン）、
細胞分裂、小細胞輸送等を含む動的細胞プロセスのモニタリングに使用し得る。PREプロ
ーブは光退色しないので、特に広範囲の時間スケールにわたるインビボでの時間的な実験
のために有用である。PREまたは前駆体金核形成中心は、細胞膜に取り込まれる脂質に付
着する。特異的PRE結合体を、細胞膜と結合する細胞表面レセプター上のその対に結合す
るように設計する。この方法は、例えば、イオンチャンネル開口のモニタリングを可能に
する。PREはまた、筋肉細胞内のアクチンおよびミオシンの運動をモニターするために使
用し得る。結合体に結合する、または結合体でコートされるPREは細胞内に導入され得る
。次いで、結合体は、サイトゾル、核または様々なオルガネラ膜内のその結合パートナー
を結合する。例えば、特定の薬物による、細胞レセプターの活性化は、細胞構造内の形態
学的変化を導き得る。従って、細胞内または細胞上にあるPREは、薬物発見またはレセプ
ター活性化のための光学アッセイシステムとして使用し得る。一旦結合すると、PREは局
在してその運動を観察し得る。PREはまた、巨視的運動のアッセイにも使用し得る。例え
ば、血液細胞を標識して、循環において観察し得る。あるいは、血液またはその他の液体
の流れは、PREの対応する運動を誘導し得る。PREはまた、Biolistic装置（BioRad Inc.、
Richmond、CA）または電気穿孔法により細胞内に導入し得る。
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PREで目的の実体を標識することにより、適切なリアルタイムデータの取得および分析シ
ステムを統合することにより、本明細書中に記載される検出プロセスを使用して、この実
体の運動をモニターし得る。そのようなシステムは運動を三次元的に測定することが可能
であり、運動が平面に限定される場合は、二次元的に測定し得る。目的の特異的システム
における運動についての正確な情報入手が可能なだけでなく、薬物処理、あるいは温度、
pH、照射、電場もしくは磁場の強度、または目的の任意の化合物の濃度における変化のよ
うな物理的および化学的環境におけるその他の変化の後の分子運動における変化もまた観
察可能である。
PREはまた、より巨視的な対象物の物理的運動のモニターするためにも使用し得る。例え
ば、昆虫の触角上に配置した単一PREはその正常な運動または外的分子に対する反応にお
ける運動を感知するために使用し得る。これは特に、嗅いおよびフェロモンに対する分子
応答の検出に有用である。PREはまた、顕微鏡的または顕微鏡下限的スケールの機械的運
動の分析を可能とするための理想的ツールである。PREをいわゆる「ナノベアリングス」
の成分またはその他のミクロンサイズの機械部品と結合させることにより、三次元的運動
を可視化し、そしてナノメータースケールで分析し得る。電子顕微鏡のためのさらなる出
費に加えて、電子顕微鏡は走査装置であるために、電子顕微鏡を介して運動をとらえるこ
とは困難であり、そして視野は、従って、光学顕微鏡で可能であるようにリアルタイムで
観察するよりはむしろ連続的スキャンにより生起される。さらには、電子顕微鏡では、真
空化した測定領域に加えて、大規模な試料調製を必要とする。これらの要素はリアルタイ
ム運動分析に対して、電子顕微鏡の適用の可能性を大幅に制限する。
C.　近距離場（near-field）効果
前記に論説されるPREの適用は、PREによって散乱された光の遠距離場（far-field）観察
に焦点を合わせていた。しかし、PREはまた、強力な、非照射性短域電場を生成するので
、近接分子の物理的、化学的および分光特性を有用な方法で影響を及ぼすために使用し得
る。表面増強ラマン散乱（Surface Enhanced Raman Scattering）の分光技術は、増強PRE
の中間近傍におけるその物質のみの特異的増強を含むように拡張し得る。例えば、PREを
既知ラマンサインを有する標的に結合するために結合し得る。首尾よい結合は、標的の表
面増強ラマンスペクトルを観察することにより検出し得る。また局部的に増強された励起
および近接蛍光団の改変された発光のために有用であり得る。驚くべきことには、PREの
表面が蛍光団から約１～５nmの距離に配置されると、PREは、高量子効率蛍光団からさえ
も増強された発光を生成し得る。対照的に、金属の存在が高量子効率蛍光団の蛍光発光を
消光すると一般的に考えられている。この事実は、結合しない場合と比較して、より高度
の輝度または変化した寿命を有する蛍光標識を作製するために使用し得る。プラズモン共
鳴導電性核（例えば、40～100nm直径を有する銀粒子）および、例えば、ラテックスから
作製される、非導電性シェルを含む標識を作製し得、ここで、このシェル上またはその内
部に蛍光またはラマン活性分子を埋蔵する。おそらく、プラズモン共鳴のピークは、蛍光
団またはラマン活性分子の効率励起帯と顕著なオーバーラップを有する。その標識が照射
を受けると、核のプラズモン共鳴励起が、観察される蛍光を大きく増強する。上記の議論
によれば、蛍光増強を生起するためには、非導電性シェルの厚さは好ましくは約5nmに等
しいかまたはそれ以下である。従って、選択された波長で共鳴するために選択された、プ
ラズモン共鳴核は、現在市販蛍光ラテックス粒子に対して標識性能を劇的に改善する。
楕円形PRE応答はまた、蛍光分光法と共用して好都合に使用し得る。楕円形粒子は、２ま
たは３の異なった周波数において共鳴励起を同時に起こすので、１つのそのようなプラズ
モン共鳴による選択された蛍光団の局在的励起に特に効果的であり、そして他のプラズモ
ン共鳴に対応する波長での励起蛍光団の放射（すなわち、発光）に影響するために同時に
効果的である。
従って標的化PREは、極めて局在化した分光効果を誘導し得、再び顕微鏡下限システムに
ついての情報収集を改善する。蛍光共鳴エネルギー移動（FRET）の場合と同様に、PREの
クラスターは、局在化したおよび光子バンド空隙（Photonic Band Gap）モードを含む新
たな光学的特性を生じ、これは分子結合事象の高度に反応性のPREに基づく検出器の作製
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を便宜にするために使用し得る。
D.　計測学および計器化
励起PREは局在熱を発生し、そして個々のPREはポリカーボネート基板への書き込みのため
に使用し得る。個々の高度に局在化した光源である、PREは、精密リトグラフィ、光化学
、または光活性化化学反応の誘起のために有用であり得る。
PREはまた、電子、原子力、および走査型トンネル顕微鏡を含む、極めて高解像度顕微鏡
の全てのその他の非光学型と共にマーカーとして使用し得る。これらの適用においては、
DNAのセグメントのような、目的の高分子を１つ以上の光学的観察可能なPREで標識する。
好ましくは、高解像度顕微鏡がまた、非光学顕微鏡により影像される表面の部分を光学的
に観察するための暗視野光学顕微鏡装置を備える。分子に結合したPREは、光学的に観察
可能であり、そして原子力または走査型トンネルプローブチップのような高解像度度顕微
鏡の関連部分を、観察される分子上の目的の部位に直ちに配置し得る。これは、影像され
る対象物を局在化させるために通常使用される余計な走査時間を節約して高解像度顕微鏡
の使用の効率を増加し得る。原子力、走査型トンネル、または他の任意の型の走査型高解
像度顕微鏡は、PREの本特徴を利用するために暗視野顕微鏡システムを組み込むために有
利に構築され得る。
高精度アライメントまたはレジストレーションを必要とする産業的適用はまた、PREの使
用の恩恵を受け得る。１つのそのような適用は、半導体製造工程であり、リトグラフマス
クが処理されるセミコンダクターウエハと正確に整列されなければならない。PREを数ナ
ノメーターまたはそれ以下の精度でさえ局在され得るので、セミコンダクターウェーハ上
の１つ以上のPREの位置の、リトグラフマスク上の１つ以上のPREとの位置の比較は、ナノ
メーターレベルにおいてウエハに対するマスクの局在を決定し得る。相対的配置のみが重
要であるので、マスクおよびウエハ上のランダムまたは制御されたPREパターンのいずれ
かを使用し得る。
本発明の他の適用は、PREが、本質的には、発光波長よりも大幅に小さい直径を有する光
学的周波数光の点源であるという事実を利用する。従って、その構造の画像ではなく観察
される計器の点散布機能パターン特性のみを生成する。この点拡散機能を、それを作成す
るために使用される光学システムにおける不完全を検出するために分析し得る。１つの例
として、円形干渉縞強度における角度変化は、視野システムにおける円周非対称を有する
レンズを示す。２つ以上の発光波長におけるエアリーパターンの中心の局在はまた、色収
差のためのレンズシステムを評価する。
PREの点源性質はまた、光学システムのその解像度を試験するために使用され得る。個々
のPREの特定位置での配置について上記に説明する技術を使用して、PRE対のセットの較正
を、PRE間の距離を変化させることにより作製し得る。次いで、それぞれの点拡散機能の
中心ピークが重複して、単一の非識別ピークを生成する前に、２つのPREがどのように接
近されるべきかを決定し得る。ある程度は、対象のレンズシステムを有する焦点面におけ
る単一PREのピークの幅を測定することにより実施し得る。
PREをまた、集束光光線の強度分布をプロフィールするために使用し得、それによりその
ような光線を生成するために使用するレンズおよび他の光学システムの特性に関与する情
報を収集し得る。図10ＡおよびＢに図示されるように、集束レンズ100は、レンズの焦点
面に狭光線を集中させる光線102を発生する。当該分野に既知であるように、光線は焦点
面において点に集中されないが、その強度は、集束光線の中心からの距離の関数としては
ぼガウス強度を有する。焦点面における位置の関数としての強度の詳細は、集束光線を生
成する光学システムの特性に依存する。
図10Ａを参照して、薄い透明プレート104を焦点面における光線102に配置し得る。この透
明プレート104は、その上にマウントされるPREを含む。好ましくは、勿論、PREのプラズ
モン共鳴反応のピークを、入射光光線102の優勢周波数帯にほぼ一致するように選択する
。PREによる散乱光強度が照射強度に依存することが認識される。従って、プレート104ま
たは光線102が、焦点面内の異なった位置にPREを移動させるように移動する場合、位置の
関数としての強度は、観測顕微鏡の適切に配置した対物レンズで散乱光を収集することに
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より決定し得る。上記の他の暗視野技術を使用して、PREによる発光を収集するが、プレ
ート104を通過して伝達されるまたはプレート104によってスペクトル反射される光は収集
しないように、観測顕微鏡の対物レンズを配置し得る。本システムは固体液浸レンズ、レ
ーザー、および他の光学システムの特性を試験するために使用し得る。
E.　対象同定法
本発明のさらに他の適用は、紙幣もしくはクレジットカード、または身分証明バッジのよ
うな偽造の対象となる紙またはプラスチック項目の標識および同定である。PREのランダ
ムまたは予め定義されたパターンのいずれかを項目の表面に結合し得る。有利な実施様態
においては、PREを保護層またはフィルムでコートする。上記のように顕微鏡技術を用い
て項目上の適切なPREパターンの後の観察は、鑑定目的に使用し得る。そのような認証を
、店頭末端、施設入り口位置などにおいて、リアルタイム鑑定を可能にするコンピュータ
ーによるパターン認識システムを介してし得る。あるいは、PRE配列に加えて、磁気性ス
トリップ、バーコード、または他のデータ保存媒体を、項目上に（例えばクレジットカー
ド）配置し得る。PRE配列のコードバージョンはまたこの媒体に保存されて、一致は項目
が正当に作製されたことを示す。勿論、配列自身から容易に推測し得ないPRE配列に基づ
く一致磁性コードを生成する暗号アルゴリズムが使用されるべきであり、そしてそのよう
なアルゴリズムは暗号分野においては周知である。
G.　法医学
PREの強靭性および容易な可視性はまた、ある種の法医学的適用にとって理想的にする。
指紋に存在する、身体油、体液、DNAなどはPREと結合し得、適切な照明下で指紋を容易に
可視化する。多数の異なった物もまた、痕跡追跡可能性（traceability）を提供するため
にPREで標識し得る。異なった散乱特性を有するPREを、爆発物、食物、薬物、毒物または
その他の毒素等と混合し得る。特定のPREは供給源同定を提供し得た。PREはその分解に対
する抵抗性および試料中の単一の個々のPREでさえ検出する能力のために本適用に理想的
である。
H.　ラマンスペクトルPREによる組み合わせライブラリー内の小分子の同定法
PREはまた、１つ以上の結合体分子に加えて提供され得る表面に付着する分子の特性によ
り識別し得る。個々のPREに隣接するラマン活性分子からのラマン散乱により増強された
表面が報告されている。（NieおよびEmory、Science第275巻、1102ー1106、1997）。異な
るラマンスペクトルを有する分子がPREの異なる集団に付着すると、異なる集団からのPRE
を、その異なるラマン散乱サインにより同定し得る。広範な種々の入手可能であるラマン
分子があり、組み合わせライブラリー技術と組み合わせて特に有用であり得る多数の識別
プローブが可能である。ラマンマーカーはまた、各々の塩基に１つずつ、４個の識別可能
マーカーを使用するDNA配列決定技術において有用である、４個の識別可能PRE集団を生成
するための別の方法（４個の異なるプラズモン共鳴波長に加えて）としして使用され得る
。蛍光分子もまた、PREに結合して、そのスペクトル特性よりはむしろ優先的ハイブリダ
イゼーション特性によって区別される、オリゴヌクレオチドであり得るような付加マーカ
ーを提供する。所望であれば、導電性共鳴核およびラテックスのような非導電性誘電性シ
ェルを有するPREは、その誘電性シェル内に埋蔵される蛍光分子を含み得る。この標識実
施様態を以下に詳細に説明する。異なる共鳴散乱特性、異なる蛍光マーカー、および異な
るラマンマーカーの組み合わせを、数百または数千のスペクトル識別可能プローブさえ調
製するために使用し得ることもまた認識される。例えば、ライブラリーは４個の異なるプ
ラズモン共鳴サイン、４個の異なる蛍光サイン、および10個の異なるラマンサインを含み
得、それにより、入手可能なスペクトルサインの異なる組合わせにより160個の異なる区
別可能なプローブを作製し得る。従って、PRE集団は、サイズまたは形状の差異に基づい
て、またはそれに結合する物質の差異により区別し得る。
さらには、組み合わせ化学の公知技術を、同時の一連の分子組立て工程のにおいて、PRE
上にマーカー分子と抱合体分子を同時に合成するために使用し得る。ある実施様態におい
ては、本プロセスは、結合する１つ以上の反応基を有するPREを含み、組み合わせ化学合
成を開始する塩基を形成し得る、標識前駆実体により開始する。反応基は、例えば、リン
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酸塩、アルデヒド、カルボキシル、アルコール、アミド、硫化物、アミノ酸、または核酸
塩基を含み得る。例えば、選択されたラマン活性分子を、オリゴヌクレオチド抱合体と同
時に合成し得た。あるいは、薬物候補化合物のライブラリーをオリゴヌクレオチドマーカ
ーの同定と同時に合成し得る。
I.　細胞分類
PREプローブはまた、細胞分類法に適切であり、蛍光活性化細胞分類（FACS）に類似であ
る。混合細胞集団を特定のPREプローブを使用することにより、特定の表面抗原を発現す
る１つの細胞型について分析する。さらに、作製可能な個別のスペクトルサインを有する
独特に同定可能であるPREプローブの数のために、複数のPREプローブを同時に使用してい
くつかの細胞型が単離される。本明細書中に記載のPRE検出法および局在法の全てが、他
の項目の中でも、細胞ソーターを生成するのために完全に自動化され得ることを意図する
。PRE細胞ソーターを使用して、目的の細胞集団を実質的には１つずつ暗視野顕微鏡の場
内に通過させることは利点である。上記に詳説する検出、識別、分析技術は、PRE標識化
細胞の同定のために細胞分類状況において使用し得る。
多数の異なる細胞経路指定スキームをそのような装置において使用し得る。１つの有利な
実施様態においては、細胞を水のような液体の流れの中に沈着させて、第１液体中で実質
的に混合しない、油のような第２液体の包囲シェルの制限内で強制的に動かす。この力は
、顕微鏡の視野の場を通過するので、暗視野のための小領域に細胞を閉じこめたままにす
る。２つの液体の屈折指数は、それらの間の界面における入射光の反射を最小化するため
に、ほぼ等価であることが好ましい。
さらに、PRE標識を、細胞分類技術においては蛍光標識の代りではなく、むしろ蛍当標識
に加えて使用し得る。この場合、蛍光標識およびPRE標識を、同一標的細胞に結合するた
めに作製する。細胞分類を、蛍光マーカーの観察に基づいて実施し得る。分類された細胞
の一部分が分類プロセスの結果の記録として保存される場合は、将来において首尾よい分
類結果を証明するためにPREを使用し得る。このことは、保存試料の蛍光を観測するより
も、PREの安定性および非光退色特性のためにより効果的である。
同技術のさらなる適用は、インビボまたはエクスビボにおいて実施される。本技術におい
ては、細胞を透過化して、そして目的の細胞内生物分子に対する抗体に付着するPREプロ
ーブを透過化細胞内に導入する。次いで、細胞を、組合わせ化学ライブラリーとともにイ
ンキュベートする。生存細胞をスライド上に塗布して、そして化学ライブラリーにより”
影響された”細胞を選択する。”影響された”とは、付着した生物分子の局在の変化に起
因するPREプローブの局在または分布における変化を示し得るか、または、新スペクトル
サインを導くPREプローブのクラスターを示し得る。目的の任意の実体（すなわち、細胞
、DNA、オルガネラ）は、PREで標識可能であるので、次いで、PREの収集物がユニットと
して動くことが観測され得るために、光学的に検出し得る。
J.　PREの臨床適用
PREはまた、広範囲の臨床適用において使用し得る。１つの重要な分野は、動物（ヒトを
含む）における異なる条件の診断であり、これは動物内の特定器官に対する抱合体の選択
的結合により同定し得る。本技術において、選択散乱特性を有するPREを動物によって血
流内に注射するかまたは摂取させ得る。これらのPREをさらに、動物内にある特定物質の
存在を標的または同定するために抗体または他の抱合体と結合し得る。次いで、組織を、
動物から剥離して顕微鏡下でPREの存在について試験し得る。所望であれば、特異的結合
抱合体に結合しないコントロールPREもまた、非特異的結合バックグラウンドを測定する
ために注射または摂取させ得る。これらの技術は、着色ラテックス粒子をプローブとして
開発され、そしてラテックス粒子でこれらの試験を実施するための試薬は、例えば、Trit
on Technologies of San Diego、CAおよびMolecular Probes of Eugene、ORから市販され
ている。PREの使用は、その明るさ、生体適合性、および分解に対する抵抗性に起因して
、そのような試験の感受性を改善する。
細胞改変および遺伝子治療のような治療技術もまたPREにより増強し得る。この場合は、
望ましい遺伝的特性を有する細胞をPREで標識して、上記の技術を使用して細胞ソーター
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で選択する。次いで、選択された細胞を患者におく。所望であれば、PREを患者に配置す
る前に解離させて除去し得る。
選択的加熱および薬物送達もまたPREにより可能である。PREを患者の選択された組織また
は領域に局在させると、身体の隣接領域を有意に影響することなく、その組織または領域
を局部的に加熱するために照射し得る。光活性化薬物の投与および活性化はまたPREによ
り増強される。光活性化薬物は、電場が増強されているPREに結合することにより極めて
少量の総光エネエルギーにより活性化され得る。乳ガンを処置するための光活性化薬物の
使用は、近来注目を集めており、そして組織内のより深い位置におけるその活性化を増強
するためにPREに薬物を結合させることにより改善され得る。
生化学システムに対する光学的PRE検出および分析の適用は、現在の標識技術を越える多
大の恩恵を提供すると考えられ、そしてPRE分析法が大きなインパクトを有し得る領域を
含むようである。しかし、その他の領域もまた、本発明によるPRE検出およびスペクトル
分析の恩恵を受け得る。
前述から、本発明の種々の対象物および特徴がいかに見合っているかを評価する。本発明
の方法および装置は、これまで困難または不可能であった様々な標的を審問する課題に理
想的に適合しており、その代表的実例として以下を含む：
1.　単一分子事象の検出；
2.　天然水和状態における生物標的内の準波長距離関係の解明；
3.　染色体マッピング目的のための染色体内の選択された配列の直接マッピングのような
、生物学的標的における選択された標的部位の直接空間的マッピング；および
4.　マイクロコードされた情報の光学的読みとり；
本方法および装置はさらに、改善された感受性、空間および距離情報、試料調製の簡易さ
、および審問され得る標的試料のタイプにおける柔軟性を達成するために、広範囲の診断
的適用に適用し得る。
本発明は、特定の方法、組成物、およびデバイスに関して記載されているが、本発明から
逸脱することなく種々の変更または修正を加え得ることが認識される。
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