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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体物質、及び、該生体物質と結合可能な結合用化合物が結合してなる粒子状塊が互い
に結合してなり、
　該粒子状塊の粒径が１０μｍ以下であり、
　該粒子状塊は、生体物質と結合用化合物が結合官能基によって結合し、その構造の繰り
返しによって、鎖状及び／又は網目状の構造が形成されたものであり、
　該粒子状塊が、下記式（Ａ）で表される部分構造を２以上有する
ことを特徴とする生体物質構造体。
　　［化１］
　Ｒ1－Ｒ2　　　　式（Ａ）
｛上記式（Ａ）において、Ｒ1は該生体物質を表わし、Ｒ2は該結合用化合物を表わす。各
Ｒ1，Ｒ2はそれぞれ同じであっても異なっていても良い。｝
【請求項２】
　該粒子状塊同士の間に空間が形成されている
ことを特徴とする、請求項１に記載の生体物質構造体。
【請求項３】
　該生体物質構造体の重量に対する、該生体物質の重量の比率が０．１以上である
ことを特徴とする、請求項１又は請求項２に記載の生体物質構造体。
【請求項４】
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　乾燥状態で３０ｎｍ以上の径を有する
ことを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の生体物質構造体。
【請求項５】
　該結合用化合物の少なくとも１種が、該結合官能基を２点以上有する
ことを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の生体物質構造体。
【請求項６】
　該結合が、共有結合である
ことを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の生体物質構造体。
【請求項７】
　該結合官能基が、スクシンイミド基、エポキシ基、アルデヒド基、マレイミド基、ｐ－
ニトロフェニル基からなる群より選ばれる１種又は２種以上の基である
ことを特徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載の生体物質構造体。
【請求項８】
　該生体物質がタンパク質である
ことを特徴とする、請求項１～７のいずれか１項に記載の生体物質構造体。
【請求項９】
　該結合用化合物が無電荷である
ことを特徴とする、請求項１～８のいずれか１項に記載の生体物質構造体。
【請求項１０】
　該結合用化合物が、水に混和しうると共に、少なくとも１種の有機溶媒に混和しうる
ことを特徴とする、請求項１～９のいずれか１項に記載の生体物質構造体。
【請求項１１】
　該結合用化合物の分子量が１０００以上である
ことを特徴とする、請求項１～１０のいずれか１項に記載の生体物質構造体。
【請求項１２】
　液体中に混和した状態での該結合用化合物の径が１ｎｍ以上である
ことを特徴とする、請求項１～１１のいずれか１項に記載の生体物質構造体。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載の生体物質構造体の製造方法であって、
　請求項１～１２のいずれか１項に記載の生体物質と請求項１～１２のいずれか１項に記
載の結合用化合物とを混合する工程を有する
ことを特徴とする、生体物質構造体の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１～１２のいずれかの１項に記載の生体物質構造体が固相担体に固定されてなる
ことを特徴とする、生体物質担持体。
【請求項１５】
　該生体物質構造体の厚みが５ｎｍ以上である
ことを特徴とする、請求項１４に記載の生体物質担持体。
【請求項１６】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載の生体物質構造体と、請求項１～１２のいずれか
１項に記載の生体物質に特異的に吸着しうる対象物質を含む試料液とを接触させ、
　上記生体物質構造体と上記試料液とを分離し、
　上記生体物質構造体に結合した上記対象物質を遊離させる
ことを特徴とする、対象物質の精製方法。
【請求項１７】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載の生体物質構造体を保持した流路に、請求項１～
１２のいずれか１項に記載の生体物質に特異的に相互作用する対象物質を含む試料液を流
通させ、
　上記流路から流出する溶出液のうち、上記対象物質を含む分画を回収することを特徴と
する、対象物質の精製方法。
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【請求項１８】
　流体を収納しうる容器本体と、
　該容器本体内に保持された、請求項１～１２のいずれか１項に記載の生体物質構造体と
を備えた
ことを特徴とする、アフィニティークロマトグラフィー用容器。
【請求項１９】
　流路を形成された基板と、
　該流路に保持された、請求項１～１２のいずれか１項に記載の生体物質構造体とを備え
たことを特徴とする、分離用チップ。
【請求項２０】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載の生体物質構造体であって、特定の構造を有する
物質を特異的に吸着させうる生体物質を用いた生体物質構造体と、対象物質を含有する試
料液とを接触させ、
　上記生体物質構造体と上記試料液とを分離し、
　上記生体物質に吸着した上記対象物質の量を測定して、上記対象物質の構造を解析する
ことを特徴とする、対象物質の解析方法。
【請求項２１】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載の生体物質構造体であって、特定の構造を有する
物質と特異的に相互作用しうる生体物質を用いた生体物質構造体を保持した流路に、対象
物質を含む試料液を流通させ、
　上記流路から流出する溶出液の分画中の上記対象物質の量を測定して、上記対象物質の
構造を解析する
ことを特徴とする、対象物質の解析方法。
【請求項２２】
　流路を形成された基板、及び、該流路に保持され、特定の構造を有する物質と特異的に
相互作用しうる生体物質を用いた請求項１～１２のいずれか１項に記載の生体物質構造体
を備える分離用チップと、
　該分離用チップの該流路に、対象物質を含む試料液を流通させる試料液供給部と、
　該流路から流出する溶出液の分画中の上記対象物質の量を測定する測定部とを備える
ことを特徴とする、対象物質の解析用分離装置。
【請求項２３】
　流路を形成された基板、及び、上記流路に保持され、特定の構造を有する物質と特異的
に相互作用しうる生体物質を用いた請求項１～１２のいずれか１項に記載の生体物質構造
体を備える分離用チップを装着するチップ装着部と、
　該チップ装着部に上記分離用チップを装着した場合に、上記流路に、対象物質を含む試
料液を流通させる試料液供給部と、
　上記流路から流出する溶出液の分画中の上記対象物質の量を測定する測定部とを備える
ことを特徴とする、対象物質の解析用分離装置。
【請求項２４】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載の生体物質構造体を備えた
ことを特徴とするセンサーチップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体物質構造体及びその生体物質構造体の製造方法、並びに、それを利用し
た生体物質担持体、対象物質の精製方法、アフィニティークロマトグラフィー用容器、分
離用チップ、対象物質の解析方法、対象物質の解析用分離装置、及び、センサーチップに
関する。
【背景技術】
【０００２】
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　生体物質構造体は、例えば、医療・診断、遺伝子解析、プロテオミクスに用いることが
でき、特に、アフィニティー精製及び医薬作用解析ツールなどとして用いて好適である。
このようなアフィニティー精製及び医薬作用解析ツールへ用いられる構造物はこれまでに
いくつか報告がなされている。
【０００３】
　従来から用いられているアフィニティークロマトグラフィー用担体は、例えば、無機系
材料では、多孔質シリカゲル粒子等が挙げられ、天然高分子系では、アガロース、デキス
トラン、セルロース等の多糖類からなる粒子などが挙げられ、合成高分子では、ポリスチ
レン、ポリアクリルアミド等からなる粒子などが用いられている。
【０００４】
　しかしながら、これらの従来のアフィニティークロマトグラフィー担体を用いてアフィ
ニティー精製等を行なった場合には、アフィニティークロマトグラフィー用担体への非特
異吸着が抑制できず、さらに精製純度を上げる場合には回収効率が低くなっていた。
【０００５】
　近年、これらを解決する方法として、特許文献１に記載のように、ラテックス微粒子を
用いたアフィニティー精製方法が提案されている。この方法は、ラテックス粒子のブラウ
ン運動を利用するため、目的精製物のラテックス微粒子表面への特異的吸着が効率よく行
なわれ、さらに、遠心分離により目的物が吸着したラテックスを回収するため、サンプル
量が少なくてすむという利点を有する。
　一方、遠心操作を行わず、磁力で分離を行なう技術も提案されていて、これを実現する
ために、磁性体を内包したラテックスの開発も行われている（特許文献２、非特許文献１
）。
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－１９５０９９号公報
【特許文献２】特開２００３－３２７７８４号公報
【非特許文献１】阿部正紀，　半田宏，　BIO INDUSTRY, Vol.21, No.8, p.7.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術においては、遠心分離操作等が煩雑となり、自
動化および無人化するのが困難であり、近年のハイスループットを要求される創薬分野に
おいては、非合理的となりうる。
　また、特許文献２及び非特許文献１に記載の技術においては、磁性体を完全にカプセル
化し、タンパク質の非特異吸着を抑制する必要があり、また、酸化鉄などを磁性体として
利用する場合、鉄イオンなどの溶出を抑える必要がある。加えて、比表面積の大きな磁性
体内包ラテックス粒子であるために、分散安定性を保つのが困難となる。また、ラテック
ス粒子及び磁性体ラテックス粒子とも作製が難しく、工業化に向けた大量生産、品質保持
に対して課題が残る。
【０００８】
　そのため、医療や診断、遺伝子解析、プロテオミクスの分野、特に、アフィニティー精
製若しくは医薬作用解析ツールの開発において、非特異吸着が少なく、高効率、短時間で
処理ができるアフィニティークロマトグラフィー用担体として使用できる部材の開発が要
望されていた。
【０００９】
　本発明は上記の課題に鑑みて創案されたもので、生体物質の反応性を保ったまま、従来
よりも多量の生体物質を含有できるようにした生体物質構造体及びその生体物質構造体の
製造方法、並びにそれを有する生体物質担持体を提供し、これにより、非特異的吸着を抑
制して、高効率で分離が容易な対象物質の精製方法及び対象物質の解析方法、並びに、そ
れに用いるアフィニティークロマトグラフィー用容器、分離用チップ、対象物質の解析用
分離装置、及び、センサーチップを提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の発明者らは、上記課題を解決するべく鋭意検討した結果、生体物質と、該生体
物質に結合可能な化合物とが結合してなる粒子状塊が集合することによって形成してなる
生体物質構造体であって、該生体物質構造体を形成する粒子状塊１つの粒径が１０μｍ以
下である生体物質構造体を用いることにより、生体物質が失活することなく、非特異吸着
が抑制された生体物質構造体を得ることができること、また、この生体物質構造体を用い
れば、高効率なアフィニティー分離を容易に行なうことができることを見出し、本発明を
完成させた。
【００１１】
　即ち、本発明の要旨は、生体物質、及び、該生体物質と結合可能な結合用化合物が結合
してなる粒子状塊が互いに結合してなり、該粒子状塊の粒径が１０μｍ以下であり、該粒
子状塊は、生体物質と結合用化合物が結合官能基によって結合し、その構造の繰り返しに
よって、鎖状及び／又は網目状の構造が形成されたものであり、該粒子状塊が、下記式（
Ａ）で表される部分構造を２以上有することを特徴とする生体物質構造体に存する（請求
項１）。
　　［化１］
　Ｒ1－Ｒ2　　　　式（Ａ）
｛上記式（Ａ）において、Ｒ1は該生体物質を表わし、Ｒ2は該結合用化合物を表わす。各
Ｒ1，Ｒ2はそれぞれ同じであっても異なっていても良い。｝
　これにより、生体物質の反応性を保ったまま、従来よりも多量の生体物質を含有した構
造体を提供することができる。また、これを用いれば、溶媒や分散媒などの媒体中で、効
率的にアフィニティー精製をすることもできる。
【００１２】
　また、該粒子状塊同士の間には、空間が形成されていることが好ましい（請求項２）。
これにより、この生体物質構造体の比表面積を大きくすることができ、さらに、この空間
を、生体物質を有効に作用させることができる反応場として用いることが可能となる。
【００１３】
　さらに、該生体物質構造体の重量に対する該生体物質の重量の比率は、０．１以上であ
ることが好ましい（請求項３）。これにより、該生体物質構造体中の生体物質含有比をよ
り大きくすることができるようになり、限られた空間の中で、効率よく生体物質と特異的
に吸着や相互作用をする物質（対象物質等）とを分離することが可能となる。
【００１４】
　また、該生体物質構造体は、乾燥状態で３０ｎｍ以上の径を有することが好ましい（請
求項４）。該生体物質構造体の大きさを上記範囲とすることにより、より多くの対象物質
などを分離することが可能となる。
【００１５】
　さらに、該結合用化合物の少なくとも１種は、該結合官能基を２点以上有することが好
ましい（請求項５）。これにより、容易に該生体物質構造体を形成させることができるよ
うになる。
　また、該結合が、共有結合であることが好ましい（請求項６）
　また、該結合官能基が、スクシンイミド基、エポキシ基、アルデヒド基、マレイミド基
、ｐ－ニトロフェニル基からなる群より選ばれる１種又は２種以上の基であることが好ま
しい（請求項７）
　さらに、該生体物質がタンパク質であることが好ましい（請求項８）
【００１６】
　また、該結合用化合物は、無電荷であることが好ましい（請求項９）。これにより、生
体物質構造体が、対象物質などの物質と非特異的相互作用を生じることを抑制することが
できる。ここで、非特異相互作用とは、生体物質構造体を用いて、生体物質と対象物質な
どとの間に所定の吸着や相互作用を生じさせようとする場合に、目的とする吸着や相互作
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用以外に生じる相互作用のことをいう。
【００１７】
　さらに、該結合用化合物は、水に混和しうると共に、少なくとも１種の有機溶媒に混和
しうることが好ましい（請求項１０）。これにより、該生体物質構造体の製造時に用いる
ことのできる溶媒の幅を広げることができ、該生体物質構造体を様々に設計することがで
きる。また、該生体物質構造体を使用する際に何らかの溶媒や分散媒等を用いる場合には
、その用いることができる溶媒や分散媒の種類を増やすことができるため、該生体物質構
造体の用途を広げることができるようになる。
【００１８】
　また、該結合用化合物の分子量は１０００以上であることが好ましい（請求項１１）。
これにより、生体物質構造体の作製時に、該生体物質に対する内部架橋を防止することが
可能となり、効率的に生体物質構造体を作製することができるようになる。
【００１９】
　さらに、該生体物質構造体は、液体中に混和した状態での該結合用化合物の径が、１ｎ
ｍ以上であることが好ましい（請求項１２）。これによっても、生体物質構造体の作製時
に、該生体物質に対する内部架橋を防止することが可能となり、効率的に生体物質構造体
を作製することができるようになる。
【００２０】
　本発明の別の要旨は、上記の生体物質構造体の製造方法であって、上記生体物質と上記
結合用化合物とを混合する工程を有することを特徴とする、生体物質構造体の製造方法に
存する（請求項１３）。これにより、該生体物質構造体を確実に製造することが可能とな
る。
【００２１】
　本発明の更に別の要旨は、上記の生体物質構造体が固相担体に固定されてなることを特
徴とする、生体物質担持体に存する（請求項１４）。これにより、該生体物質構造体につ
いて、チップ（基板）、ビーズ、分離膜等へ、その利用形態を広げることが可能となる。
【００２２】
　また、上記の生体物質担持体においては、該生体物質構造体の厚みが５ｎｍ以上である
ことが好ましい（請求項１５）。該生体物質構造体の大きさを上記範囲とすることにより
、この生体物質担持担体を用いて分離を行なう際に、より多くの対象物質などを分離する
ことが可能となる。
【００２３】
　本発明の更に別の要旨は、上記の生体物質構造体と、上記生体物質に特異的に吸着しう
る対象物質を含む試料液とを接触させ、上記生体物質構造体と上記試料液とを分離し、上
記生体物質構造体に結合した上記対象物質を遊離させることを特徴とする、対象物質の精
製方法に存する（請求項１６）。これにより、非特異的吸着を抑制して、高効率で分離を
容易に行なえるようになり、非特異的吸着を抑制したアフィニティー精製若しくは医薬作
用等の解析ツール、さらには診断用解析ツールを実現することができる。
【００２４】
　本発明の更に別の要旨は、上記の生体物質構造体を保持した流路に、上記生体物質に特
異的に相互作用する対象物質を含む試料液を流通させ、上記流路から流出する溶出液のう
ち、上記対象物質を含む分画を回収することを特徴とする、対象物質の精製方法に存する
（請求項１７）。これによっても、非特異的吸着を抑制して、高効率で分離を容易に行な
えるようになり、非特異的吸着を抑制したアフィニティー精製若しくは医薬作用等の解析
ツール、さらには診断用解析ツールを実現することができる。
【００２５】
　本発明の更に別の要旨は、流体を収納しうる容器本体と、該容器本体内に保持された上
記の生体物質構造体とを備えたことを特徴とする、アフィニティークロマトグラフィー用
容器に存する（請求項１８）。これによっても、非特異的吸着を抑制して、高効率で分離
を容易に行なえるようになり、非特異的吸着を抑制したアフィニティー精製若しくは医薬
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作用等の解析ツール、さらには診断用解析ツールを実現することができる。
【００２６】
　本発明の更に別の要旨は、流路を形成された基板と、該基板に保持された上記の生体物
質構造体とを備えたことを特徴とする、分離用チップに存する（請求項１９）。これによ
っても、非特異的吸着を抑制して、高効率で分離を容易に行なえるようになり、非特異的
吸着を抑制したアフィニティー精製若しくは医薬作用等の解析ツール、さらには診断用解
析ツールを実現することができる。
【００２７】
　本発明の更に別の要旨は、上記の生体物質構造体であって、特定の構造を有する物質を
特異的に吸着させうる生体物質を用いた生体物質構造体と、対象物質を含有する試料液と
を接触させ、上記生体物質構造体と上記試料液とを分離し、上記生体物質に吸着した上記
対象物質の量を測定して、上記対象物質の構造を解析することを特徴とする、対象物質の
解析方法に存する（請求項２０）。これによっても、非特異的吸着を抑制して、高効率で
分離を容易に行なえるようになり、非特異的吸着を抑制したアフィニティー精製若しくは
医薬作用等の解析ツール、さらには診断用解析ツールを実現することができる。
【００２８】
　本発明の更に別の要旨は、上記の生体物質構造体であって、特定の構造を有する物質と
特異的に相互作用しうる生体物質を用いた生体物質構造体を保持した流路に、対象物質を
含む試料液を流通させ、上記流路から流出する溶出液の分画中の上記対象物質の量を測定
して、上記対象物質の構造を解析することを特徴とする、対象物質の解析方法に存する（
請求項２１）。これによっても、非特異的吸着を抑制して、高効率で分離を容易に行なえ
るようになり、非特異的吸着を抑制したアフィニティー精製若しくは医薬作用等の解析ツ
ール、さらには診断用解析ツールを実現することができる。
【００２９】
　本発明の更に別の要旨は、流路を形成された基板、及び、該流路に保持され、特定の構
造を有する物質と特異的に相互作用しうる生体物質を用いた上記の生体物質構造体を備え
る分離用チップと、該分離用チップの該流路に、対象物質を含む試料液を流通させる試料
液供給部と、該流路から流出する溶出液の分画中の上記対象物質の量を測定する測定部と
を備えることを特徴とする、対象物質の解析用分離装置に存する（請求項２２）。これに
よっても、非特異的吸着を抑制して、高効率で分離を容易に行なえるようになり、非特異
的吸着を抑制したアフィニティー精製若しくは医薬作用等の解析ツール、さらには診断用
解析ツールを実現することができる。
【００３０】
　本発明の更に別の要旨は、流路を形成された基板、及び、上記流路に保持され、特定の
構造を有する物質と特異的に相互作用しうる生体物質を用いた上記の生体物質構造体を備
える分離用チップを装着するチップ装着部と、該チップ装着部に上記分離用チップを装着
した場合に、上記流路に、対象物質を含む試料液を流通させる試料液供給部と、上記流路
から流出する溶出液の分画中の上記対象物質の量を測定する測定部とを備えることを特徴
とする、対象物質の解析用分離装置に存する（請求項２３）。これによっても、非特異的
吸着を抑制して、高効率で分離を容易に行なえるようになり、非特異的吸着を抑制したア
フィニティー精製若しくは医薬作用等の解析ツール、さらには診断用解析ツールを実現す
ることができる。
【００３１】
　本発明の更に別の要旨は、上記の生体物質構造体を備えたことを特徴とする、センサー
チップに存する（請求項２４）。生体物質構造体をＤＮＡチップ、蛋白チップ等のセンサ
ーに用いることにより、非特異吸着の抑制が可能、且つ、高反応性のセンサーチップを実
現することができる。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明の生体物質構造体及び生体物質構造体の製造方法並びに生体物質担持体によれば
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、生体物質の反応性を保ったまま多量の生体物質を含有する構造体を得ることができる。
　また、本発明の対象物質の精製方法、アフィニティークロマトグラフィー用容器、分離
用チップ、対象物質の解析方法及び対象物質の解析用分離装置によれば、非特異的吸着を
抑制して、高効率な分離を容易に行なうことが可能となり、精製や解析を容易且つ高精度
に行なうことが可能となる。
　さらに、本発明のセンサーチップによれば、非特異的吸着の抑制が可能になると共に分
析を高感度に行なうことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、本発明について詳細に説明するが、本発明は以下に示す実施形態や例示物などに
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において任意に変形して実施す
ることができる。
【００３４】
［Ｉ．生体物質構造体の説明］
　本発明の生体物質構造体は、図１（ａ）や図１（ｂ）に示すように、生体物質、及び、
この生体物質と結合可能な化合物（以下適宜、「結合用化合物」という）が結合してなる
粒子状塊が互いに結合してなるものである。また、この粒子状塊は、通常、図２（ａ）に
示すような生体物質と結合用化合物とが複数結合して図２（ｂ）のように粒子状になった
ものであり、必ずしも完全な円形となっているとは限らないが、図１（ａ），（ｂ）にお
いては粒子状塊を模式的に円で示してある。
【００３５】
　詳しくは、生体物質に対して結合用化合物が結合官能基によって結合し、その構造の繰
り返しによって、鎖状及び／又は網目状の構造を内部に持つ粒子状塊が形成される。さら
にこの粒子状塊同士の結合も、通常、粒子状塊に含まれる生体物質と結合用化合物との結
合によって形成される。
【００３６】
　よって、本発明の生体物質構造体は、通常、下記式（Ａ）で表される部分構造を２以上
有する。
　Ｒ1－Ｒ2　　　　式（Ａ）
｛上記式（Ａ）において、Ｒ1は生体物質を表わし、Ｒ2は結合用化合物を表わす。ただし
、生体物質構造体が何らかの固相担体に結合している場合、Ｒ2は固相担体に直接結合し
ていない結合用化合物を表わす。また、各Ｒ1，Ｒ2はそれぞれ同じであっても異なってい
ても良い。｝
【００３７】
　即ち、本発明の生体物質構造体は、上記式（Ａ）のように生体物質と結合用化合物とが
結合した部分構造が、直鎖状及び／又は網目状に結合した構造体である。具体的には、上
記式（Ａ）のＲ1はそれぞれ独立に他の１又は２以上のＲ2に結合し、Ｒ2はそれぞれ独立
に他の１又は２以上のＲ1に結合している。ただし、本発明の生体物質構造体は、例えば
生体物質Ｒ1同士や結合用化合物Ｒ2同士が結合した部分構造を含んでいてもかまわない。
ここで、Ｒ1同士やＲ2同士の結合とは、分子間引力、疎液相互作用、電気的相互作用等の
物理的相互作用による結合を示す。
【００３８】
　したがって、本発明の生体物質構造体は、結合用化合物同士の間には生体物質が存在し
、また、生体物質同士の間には結合用化合物が存在する橋架け構造を少なくとも一部に有
しており、生体物質及び結合用化合物の両方によって、生体物質構造体が構成されている
。
【００３９】
　本発明の生体物質構造体において生体物質と結合用化合物が互いに橋架け構造を有して
いるかどうかは、例えば、結合用化合物を分解しないようにしながら生体物質を分解した
場合に、本発明の生体物質構造体では生体物質構造体が大きく崩壊することにより確認す
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ることができる。さらに、崩壊したものを調べることにより、生体物質構成要素以外の生
体物質構造体を構成する化合物を特定することができる。例えば従来の樹脂ビーズなどに
直接生体物質を結合させ、樹脂ビーズが構造体を形成するものを用いた場合は、分解後に
その樹脂ビーズが残ることとなる。生体物質の分解方法及び解析方法は後述する方法（［
３－２．生体物質の含有比率の測定法］等参照）を用いることができるが、上記の目的で
用いる場合には、例示物の中で生体物質だけでなく結合用化合物も分解する虞があるもの
は、上記の橋架け構造の確認が正確に行えなくなる虞があるため、使用は避けるべきであ
る。
【００４０】
　［１．生体物質構造体の製造方法］
　本発明の生体物質構造体は、生体物質と結合用化合物とを混合する工程（以下適宜、「
混合工程」という）を経て製造される。この混合工程においては、生体物質及び結合用化
合物は、溶媒又は分散媒などの媒質中において混合され、同一系内に共存するようになる
ことによって生体物質と結合用化合物とが結合し、粒子状塊が形成される。そして、この
粒子状塊が複数集合し、結合することによって、本発明の生体物質構造体が形成されるの
である。
　また、生体物質構造体を効率的に得るため、混合工程の後、媒質を除去する濃縮工程や
乾燥工程などを行なうようにしても良い。
　さらに、生体物質構造体の製造工程のいずれかの工程において、適宜、添加剤を系内に
共存させるようにしてもよい。
【００４１】
　　［１－１．混合工程］
　混合工程では、生体物質と結合用化合物との混合を行なう。これにより粒子状塊が得ら
れる。そして、この粒子状塊が集合し、結合することにより、本発明の生体物質構造体が
形成される。なお、通常は、生体物質と結合用化合物とが結合して粒子状塊が形成される
過程と、粒子状塊が集合して本発明の生体物質構造体が形成される過程とは一連の過程と
して進行する。
【００４２】
　（１）生体物質
　生体物質は、本発明の生体物質構造体を構成する要素であり、その目的に応じて、本発
明の効果を著しく損なわない限り任意の物質を用いることができる。
　中でも、本発明の生体物質構造体を対象物質の精製や解析用途に用いる場合には、通常
は、生体物質は、所定の物質（以下適宜、生体物質と相互作用する物質を「作用物質」と
いう）と相互作用しうるものを用いるようにする。
【００４３】
　例えば、本発明の生体物質構造体を対象物質の精製などの用途で用いる場合には、生体
物質として作用物質と相互作用できるものを用いるようにし、また、当該作用物質に該当
する物質（即ち、生体物質と相互作用しうる物質）を対象物質として用いる。そして、上
記の相互作用を利用して、対象物質の分離精製を行なうようにする。
【００４４】
　また、例えば、本発明の生体物質構造体を対象物質の解析用途に用いる場合にも、生体
物質としては上記の作用物質と相互作用できるものを用いる。そして、対象物質と生体物
質とが相互作用するかどうかを試し、対象物質と生体物質とが相互作用を生じるようであ
れば、上記の対象物質は作用物質のうちの１種に該当する、即ち、対象物質が生体物質と
相互作用を生じるような特定の構造を有している、と解析することができる。これを利用
し、対象物質の構造や、作用物質の構造を解析することが可能である。
【００４５】
　ここで、生体物質と作用物質との「相互作用」とは、特に限定されるものではないが、
通常は、共有結合、イオン結合、キレート結合、配位結合、疎水結合、水素結合、ファン
デルワールス結合、及び静電力による結合のうち少なくとも１つから生じる物質間に働く
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力による作用を示す。ただし、本明細書に言う「相互作用」との用語は最も広義に解釈す
べきであり、いかなる意味においても限定的に解釈してはならない。また静電力による結
合とは、静電結合の他、電気的反発も含有する。
【００４６】
　さらに、本発明の生体物質構造体を精製や解析用途に用いる場合には、上記の相互作用
は精製や解析が可能である限り任意である。その場合の相互作用の具体例としては、抗原
と抗体との間の結合及び解離、タンパク質レセプターとリガンドとの間の結合及び解離、
接着分子と相手方分子との間の結合及び解離、酵素と基質との間の結合及び解離、アポ酵
素と補酵素との間の結合及び解離、核酸とそれに結合する核酸又はタンパク質との間の結
合及び解離、情報伝達系におけるタンパク質同士の間の結合及び解離、糖タンパク質とタ
ンパク質との間の結合及び解離、糖鎖とタンパク質との間の結合及び解離、生理活性物質
（医薬または医薬候補化合物）とタンパク質等の生体物質との結合及び解離、アビジン系
タンパク質とビオチンとの結合及び解離、グルタチオン－Ｓ－トランスフェラーゼとグル
タチオンとの結合及び解離、マルトース等の糖とアフィニティータグ融合タンパクとの結
合及び解離、糖及び糖鎖とウィルスとの結合及び解離などが挙げられる。
　なお、精製や解析の方法によっては、対象物質に対して、相互作用の中でも特に吸着が
可能であるものを用いるようにする場合もある。
【００４７】
　生体物質の具体例を挙げれば、酵素、抗体、レクチン、レセプター、プロテインＡ、プ
ロテインＧ、プロテインＡ／Ｇ、アビジン、ストレプトアビジン、ニュートラアビジン、
グルタチオン－Ｓ－トランスフェラーゼ、アルブミン、糖タンパク質等のタンパク質、ペ
プチド、アミノ酸、サイトカイン、ホルモン、ヌクレオチド、オリゴヌクレオチド、核酸
（ＤＮＡ，ＲＮＡ，ＰＮＡ）、糖、オリゴ糖、多糖、シアル酸誘導体、シアル化糖鎖等の
糖鎖、脂質、上述以外の生体物質由来の高分子有機物質、低分子化合物、無機物質、若し
くはこれらの融合体、または、ウイルス、若しくは細胞を構成する分子などの生体分子な
どが挙げられる。
【００４８】
　また、このほか、細胞等の生体分子以外の物質を生体物質として用いることもできる。
　さらに、イムノグロブリンやその派生物であるＦ（ａｂ’）2、Ｆａｂ’、Ｆａｂ、レ
セプターや酵素とその派生物、核酸、天然あるいは人工のペプチド、人工ポリマー、糖質
、脂質、無機物質あるいは有機配位子、ウイルス、細胞等も、生体物質の例として挙げら
れる。
【００４９】
　また、上記の生体物質の例の中でも、タンパク質としては、タンパク質の全長であって
も、結合活性部位を含む部分ペプチドであってもよい。また、アミノ酸配列、及びその機
能が既知のタンパク質でも、未知のタンパク質でもよい。これらは、合成されたペプチド
鎖、生体より精製されたタンパク質、あるいはｃＤＮＡライブラリー等から適当な翻訳系
を用いて翻訳し、精製したタンパク質等でも標的物質として用いることができる。また、
合成されたペプチド鎖は、これに糖鎖が結合した糖タンパク質であってもよい。これらの
うち好ましくは、精製されたタンパク質である。
【００５０】
　さらに、上記の生体物質の例の中でも、核酸としては、特に制限はなく、ＤＮＡ、ＲＮ
Ａの他、アプタマー等の核酸塩基、ＰＮＡ等のペプチド核酸を用いることもできる。また
、塩基配列あるいは機能が、既知の核酸でも、未知の核酸でもよい。中でも好ましくは、
タンパク質に結合能力を有する、核酸としての機能及び塩基配列が既知のものか、あるい
は、ゲノムライブラリー等から制限酵素等を用いて切断単離してきたものを用いることが
できる。
【００５１】
　また、上記の生体物質の例の中でも、糖鎖としては、その糖配列あるいは機能が、既知
の糖鎖でも未知の糖鎖でもよい。好ましくは、既に分離解析され、糖配列あるいは機能が
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既知の糖鎖が用いられる。
　さらに、上記の生体物質の例の中でも、低分子化合物としては、上記のように相互作用
する能力を有する限り、特に制限はない。機能が未知のものでも、あるいはタンパク質に
結合する能力が既に知られているものでも用いることができる。
【００５２】
　なお、本発明の生体物質構造体をアフィニティー精製や解析などのアフィニティー分離
技術を利用した分離精製に用いた場合、上記の生体物質が、分離精製対象である対象物質
の標的物質となる。
　また、生体物質は１種を単独で用いてもよく、２種以上を任意の組み合わせ及び比率で
併用してもよい。
【００５３】
　（２）結合用化合物
　結合用化合物は、上記生体物質と結合しうる化合物であれば、任意の化合物を用いるこ
とができる。したがって、結合用化合物としては、上記生体物質と結合可能な官能基（以
下適宜、「結合官能基」）を有する化合物を任意に用いることができる。
　ここで、結合とは、通常、共有結合、イオン結合、キレート結合、配位結合、疎水結合
、水素結合、ファンデルワールス結合、静電力による結合のうち一つ以上の結合から成り
立つものを指す。ここで、好ましくは共有結合である。
【００５４】
　結合官能基としては、上記の生体物質に結合可能な官能基であれば他に制限はなく、任
意の官能基を用いることができる。通常は、生体物質の種類や本発明の生体物質構造体の
用途などに応じて適当なものを選択することが好ましい。
　なお、結合官能基は、１種を単独で用いても良く、２種以上を任意の組み合わせ及び比
率で用いても良い。
【００５５】
　結合官能基は、通常、反応性基として共有結合を介して生体物質と結合するものと、非
共有結合を介して生体物質と結合するものとに大別される。
　共有結合により結合する場合、結合官能基の具体例としては、スクシンイミド基、エポ
キシ基、アルデヒド基、マレイミド基、ｐ－ニトロフェニル基等が挙げられる。
【００５６】
　この場合、結合官能基と共有結合によって結合する生体物質としては、例えば、タンパ
ク質、核酸、糖等が挙げられる。
　生体物質がタンパク質である場合、通常は、タンパク質の表層に存在するアミノ基、ヒ
ドロキシル基、チオール基等の基と、結合用化合物の結合官能基とが結合する。この際、
例えばアミノ基が結合官能基と結合する場合には、結合官能基の具体例としてはスクシン
イミド基、エポキシ基、アルデヒド基等が挙げられる。また、例えばヒドロキシル基が結
合官能基と結合する場合には、結合官能基の具体例の具体例としてはエポキシ基等が挙げ
られる。さらに、例えばチオール基が結合官能基と結合する場合、結合官能基の具体例と
してはマレイミド基等が挙げられる。
【００５７】
　また、生体物質が核酸である場合、通常は、核酸の末端に導入されるアミノ基、ヒドロ
キシル基、チオール基等の基と、結合用化合物の結合官能基とが結合する。この際、例え
ばアミノ基が結合官能基と結合する場合には、結合官能基の具体例としてはスクシンイミ
ド基、エポキシ基、アルデヒド基等が挙げられる。また、例えばヒドロキシル基が結合官
能基と結合する場合には、結合官能基の具体例としてはエポキシ基等が挙げられる。さら
に、例えばチオール基が結合官能基と結合する場合には、結合官能基の具体例としてはマ
レイミド基等が挙げられる。
【００５８】
　さらに、生体物質が糖である場合、通常は、糖の側鎖に存在するアミノ基、ヒドロキシ
ル基、チオール基等の基と、結合用化合物の結合官能基とが結合する。この際、例えばア
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ミノ基が結合官能基と結合する場合には、結合官能基の具体例としてはスクシンイミド基
、エポキシ基、アルデヒド基等が挙げられる。また、例えばヒドロキシル基が結合官能基
と結合する場合には、結合官能基の具体例としてはエポキシ基等が挙げられる。さらに、
例えばチオール基が結合官能基と結合する場合には、結合官能基の具体例としてはマレイ
ミド基等が挙げられる。
【００５９】
　一方、生体物質と結合用化合物とが非共有結合により結合する場合、例えば、錯体形成
、生体物質間相互作用などにより結合をさせることができる。
　生体物質と結合用化合物とで錯体を形成させて結合させる場合、結合官能基の具体例と
しては、ボロン酸基等が挙げられる。
　また、例えば生体物質間相互作用の中でもアビジン－ビオチン相互作用により結合させ
る場合には、結合官能基の具体例としては、ビオチン基等が挙げられる。
【化２】

【００６０】
　さらに、例えば生体物質としてウイルスを用いる場合、結合官能基の具体例としては糖
や多糖が挙げられる。
　また、例えば生体物質が疎液領域を有している場合には、疎液相互作用による物理吸着
により結合させるようにしても良い。
【００６１】
　また、結合用化合物が結合官能基を有する場合、結合用化合物は、１分子中に通常２点
以上、好ましくは３点以上の結合官能基を有しているものを少なくとも１種以上含むこと
が好ましい。これは、本発明の構造を形成しやすくするためである。具体例を挙げると、
１分子中に２点以上の結合官能基を有していれば、容易に生体物質と結合用化合物が結合
した粒子状塊を形成させ、さらにそれら粒子状塊同士を結合させることにより、その高次
構造である生体物質構造体を形成できるようになる。
【００６２】
　ただし、本発明の生体物質構造体が、上記の粒子状塊を形成させやすくなるためには、
結合用化合物同士の結合が無く、生体物質と結合用化合物との結合が主であることが好ま
しい。結合用化合物同士の結合がある場合、結合用化合物同士の凝集が形成されやすく、
粒子状塊の粒径が大きくなる傾向があり、粒子状塊の粒径を制御し難くなるためである。
　また、結合用化合物同士の結合があるときに、高分子を結合用化合物に用いた場合、結
合用化合物の内部架橋が起こってしまい、さらに生体物質を固定化しにくくなる。ここで
、結合用化合物同士の結合とは、分子間引力、疎液相互作用、電気的相互作用を除く結合
を示す。
【００６３】
　このように結合用化合物同士の結合が無い生体物質構造体を形成させるためには、結合
用化合物同士が結合しないような結合官能基を選択し、さらに、結合用化合物同士が結合
する状況を排除することが望ましい。そのような官能基は具体的には前述したように、ス
クシンイミド基、エポキシ基、アルデヒド基、マレイミド基、ボロン酸基、ビオチン基な
どが挙げられる。結合用官能基同士が結合する状況とは、過度の熱を加えることや、強力
な紫外線を照射することを示す。
【００６４】
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　また、生体物質構造体に含まれる結合用化合物同士の結合を調べる方法としては、生体
物質構造体中の生体物質を後述の方法で分解した時に、不溶物が形成されることで判断さ
れる。若しくは、生体物質構造体を熱分解性ガスクロマトグラフィーで分析することによ
り、結合用化合物同士の結合を示唆する化合物を検出することで判断される。具体的には
、例えば、紫外線照射により生体物質と光反応性基とを有する結合用化合物を結合させる
工程において、結合用化合物内の光反応性基（例えば、アジド基）により結合用化合物同
士が結合した場合、光反応性基が関与した結合、若しくは残存光反応性基の存在により、
結合用化合物同士の結合を推測することができる（「アフィニティークロマトグラフィー
」東京化学同人刊、著者：松本勲武、別府正敏、Ｐ２３８～等参照）。
【００６５】
　さらに、生体物質の特徴を生かすために、生体物質の活性を維持するためには、生体物
質が失活しないよう生体物質の官能基及び結合用化合物の官能基を選択することが好まし
い。例えば、タンパク質を生体物質として用い、タンパク質の活性部分にチオール基を有
している場合には、チオール基以外の基（例えば、アミノ基）を生体物質の結合官能基と
して選択し、このアミノ基と結合するために、結合用化合物の結合官能基は、スクシンイ
ミド基、エポキシ基が選択される。
【００６６】
　さらに、結合用化合物としては、通常は、水と混和しうるものを用いることが望ましい
。生体物質構造体の製造時には、通常は、溶媒や分散媒等の媒質として水を用いるためで
ある。詳しくは、生体物質構造体の製造時には、通常、水の存在下で結合用化合物を生体
物質と混合し、結合用化合物と生体物質とを結合させて粒子状塊を作製することになるが
、そのような場合に生体物質と結合用化合物とを均一に混合し、結合反応をスムーズに行
なわせるためである。なお、本明細書においては、混和の形態としては、溶解していても
良いし分散していても良い。
【００６７】
　また、結合用化合物は、少なくとも１種の有機溶媒に混和しうることが好ましい。これ
により、結合用化合物の合成時に用いる溶媒の選択の幅を広げることができ、生体物質構
造体の構造を様々に設計することができるようになるためである。例えば、結合用化合物
が有機溶媒に混和できれば、結合用化合物の合成時に結合官能基を保護することを目的と
して、合成を有機溶媒中で行なうことができるようになる。
【００６８】
　さらに、結合用化合物は、水と有機溶媒との両方に混和できるものを用いることがより
好ましい。結合用化合物が水と有機溶媒との両方に混和できれば、本発明の生体物質構造
体を使用する際に何らかの溶媒を用いる場合に、その用いることができる溶媒の種類を増
やすことができるため、用途を広げることができる。
【００６９】
　また、結合用化合物は無電荷であることが望ましい。結合用化合物が生体物質と同じ電
荷（同符号の電荷）を有していると、静電的反発力により、結合用化合物と生体物質との
結合が妨げられる虞がある。一方、結合用化合物が生体物質と反対の電荷（逆符号の電荷
）を有していると、生体物質と結合用化合物内の電荷を有する部分とが静電的引力により
結合してしまい、結合用化合物が有している結合官能基に生体物質が効果的に結合するこ
とを妨げる虞がある。また、結合用化合物と生体物質との静電的引力による結合は、本発
明の生体物質構造体を分離精製に用いる場合、使用時に用いる溶液のｐＨや塩などの添加
物により、容易に結合が壊れてしまうことが予想され、好ましくない。
【００７０】
　さらに、本発明の生体物質構造体を用いて対象物質の分離を行なおうとした時に、対象
物質が結合用化合物と同じ電荷を有している場合には、生体物質構造体に含まれる生体物
質との特異的な相互作用が妨げられる虞があり、また、対象物質と結合用化合物とが反対
の電荷を有していた場合には、対象物質と結合用化合物とが電気的引力により非特異吸着
を生じることが推測されるためである。
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【００７１】
　なお、結合用化合物が無電荷であるとは、当該結合用化合物が、少なくとも構造式上、
非イオン性もしくは両性イオン性（正及び負の両方の電荷を有しており、お互いの電荷が
実質打ち消しあっているもの）であれば、当該結合用化合物は無電荷である。ただし、本
発明の生体物質構造体の製造過程において、結合官能基の加水分解等により、結合用化合
物が電荷をもったとしても、本発明の効果を損なわない限り、このような結合用化合物は
好適にもちいることができる。
【００７２】
　結合用化合物の他の例としては、例えば、有機化合物、無機化合物、有機無機ハイブリ
ッド材料などが挙げられる。
　また、結合用化合物は、１種を単独で用いても良く、２種以上を任意の組み合わせ及び
比率で併用しても良い。
【００７３】
　さらに、結合用化合物として用いられる有機化合物は、低分子化合物でも、高分子化合
物でもよい。
　結合用化合物として使用できる低分子化合物の具体例としては、グルタルアルデヒド、
ジエポキシブタン、ジエポキシヘキサン、ジエポキシオクタン、ビスマレイミドヘキサン
、ビススルホスクシミジルスベレイト、ジスクシミジルグルタレイド、エチレングリコー
ルビススクシミジルスクシネイト、スルホエチレングリコールビススクシミジルスクシネ
イト、スクシミジル４－Ｎ－マレイミドメチルシクロヘキサン１－カルボキシレイト、ス
クシミジル４－Ｎ－マレイミドメチルシクロヘキサン１－カルボキシレイト、スルホスル
ホスクシミジル４－ｐ－マレイミドフェニルブチレイト、スクシミジル４－ｐ－マレイミ
ドフェニルブチレイト、スルホ－ｍ－マレイミドベンゾイル－Ｎ－ヒドロキシスルホスク
シミドエステルなどが挙げられる。
【００７４】
　一方、結合用化合物として高分子化合物を用いる場合、高分子化合物は合成高分子化合
物であっても良く、天然高分子化合物であっても良い。
　結合用化合物として合成高分子化合物を用いる場合、上記の条件を満たす合成高分子化
合物であれば任意のものを用いることができる。ただし、通常は、生体物質と結合するこ
とのできるモノマーを有していることが望ましい。また、通常は、合成高分子化合物が水
に混和できるようにするために、親水性モノマーを有していることが好ましい。さらに、
好ましくは、上記の生体物質と結合することができるモノマーと親水性モノマーとを共重
合させた合成高分子化合物を用いることが望ましい。
【００７５】
　即ち、結合用化合物として使用する合成高分子化合物の合成には、少なくともモノマー
種として、生体物質と結合して粒子状塊を形成することができるモノマーと、粒子状塊同
士で結合し、鎖状及び／又は網目状に結合した構造（即ち、生体物質構造体の構造）を構
築するための結合官能基を有するモノマーとを有することが好ましく、さらに、親水性又
は両親媒性の官能基を有するモノマーを用いることがより好ましい。これに加えて、合成
高分子化合物が溶液中で形成するミセル等の構造体及び広がりを制御する目的で、疎水性
モノマーを含有させるようにすることも、好ましい。なお、ここで挙げたモノマーは、そ
れぞれ異なるモノマーであってもよいが、一つのモノマーが上記の機能のうちの２以上を
兼ね備えていてもよい。
【００７６】
　結合用化合物として使用しうる合成高分子化合物を構成するモノマーの具体例を挙げる
と、ラジカル重合において用いられるモノマーとしては、スチレン、クロルスチレン、α
－メチルスチレン、ジビニルベンゼン、ビニルトルエン等の重合性不飽和芳香族類；（メ
タ）アクリル酸、イタコン酸、マレイン酸、フタル酸等の重合性不飽和カルボン酸；スチ
レンスルホン酸、スチレンスルホン酸ナトリウム等の重合性不飽和スルホン酸；（メタ）
アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸－ｎ－ブチル、（メ
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タ）アクリル酸－２－ヒドロキシエチル、（メタ）アクリル酸ヒドロキシプロピル、（メ
タ）アクリル酸グリシジル、Ｎ－（メタ）アクリロイロキシスクシンイミド、エチレング
リコール－ジ－（メタ）アクリル酸エステル、（メタ）アクリル酸トリブロモフェニル、
２－（メタ）アクリル酸グリコシロキシエチル、２－メタクリロイロキシエチルホスホリ
ルコリン、等の重合性カルボン酸エステル；（メタ）アクリロニトリル、（メタ）アクロ
レイン、（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、Ｎ－イソプロピル
（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ビニルホルムアミド、３－アクリルアミドフェニルボロン
酸、Ｎ－アクリロイル－Ｎ’－ビオチニル－３，６－ジオキサオクタン－１，９－ジアミ
ン、ブタジエン、イソプレン、酢酸ビニル、ビニルピリジン、Ｎ－ビニルピロリドン、Ｎ
－（メタ）アクリロイルモルファリン、塩化ビニル、塩化ビニリデン、臭化ビニル等の不
飽和カルボン酸アミド類；重合性不飽和ニトリル類；ハロゲン化ビニル類；共役ジエン類
；ポリエチレングリコールモノ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールモノ（
メタ）アクリレート等のマクロモノマー類、などが挙げられる。
【００７７】
　また、結合用化合物として使用しうる合成高分子化合物のモノマーとしては、例えば、
付加重合で用いられるようなモノマーも使用できる。この付加重合に用いられるモノマー
の具体例としては、ジフェニルメタンジイソシアナート、ナフタレンジイソシアナート、
トリレンジイソシアナート、テトラメチルキシレンジイソシアナート、キシレンジイソシ
アナート、ジシクロヘキサンジイソシアナート、ジシクロヘキシルメタンジイソシアナー
ト、ヘキサメチレンジイソシアナート、イソホロンジイソシアナート等の脂肪族又は芳香
族イソシアナート類、ケテン類、エポキシ基含有化合物類、ビニル基含有化合物類などが
挙げられる。
【００７８】
　また、上記化合物群には、活性化水素を有する官能基を備えたモノマーを反応させるこ
とも可能である。その具体例としては水酸基又はアミノ基を有する化合物などが挙げられ
、具体的には、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、１
，４－ブタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、グリセリン、トリメチロールプロパ
ン、ペンタエリスリトール、ソルビトール、メチレングリコシド、ショ糖、ビス（ヒドロ
キシエチル）ベンゼンのようなポリオール類；エチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミ
ン、Ｎ，Ｎ’－ジイソプロピルメチレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジ－ｓｅｃ－ブチル－ｐ－
フェニレンジアミン、１，３，５－トリアミノベンゼン等のポリアミン類；オキシム類な
どが挙げられる。
【００７９】
　さらに、結合用化合物として使用しうる合成高分子化合物には、上述したモノマーの他
、架橋剤となりうる多官能性化合物を共存させても良い。多官能性化合物としては、例え
ば、Ｎ－メチロールアクリルアミド、Ｎ－エタノールアクリルアミド、Ｎ－プロパノール
アクリルアミド、Ｎ－メチロールマレイミド、Ｎ－エチロールマレイミド、Ｎ－メチロー
ルマレインアミド酸、Ｎ－メチロールマレインアミド酸エステル、ビニル芳香族酸のＮ－
アルキロールアミド（例えばＮ－メチロール－ｐ－ビニルベンズアミド等）、Ｎ－（イソ
ブトキシメチル）アクリルアミド等が挙げられる。
【００８０】
　さらに、上述したモノマーのうち、ジビニルベンゼン、ジビニルナフタレン、ジビニル
シクロヘキサン、１，３－ジプロペニルベンゼン、エチレングリコールジ（メタ）アクリ
レート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ
）アクリレート、ブチレングリコール、トリメチロールエタントリ（メタ）アクリレート
、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート等の多官能性モノマー類は、架橋剤
としても使用することができる。
　架橋剤となりうる多官能性化合物をモノマーとして使用することにより、結合用化合物
の媒質中での広がりや硬さを制御することができる。
【００８１】
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　また、前述の生体物質と結合しうる結合官能基を有するモノマーとしては、スクシンイ
ミド基、エポキシ基、アルデヒド基、マレイミド基、ｐ－ニトロフェニル基等を有するモ
ノマーの例として、Ｎ－（メタ）アクリロイロキシスクシンイミド、（メタ）アクリル酸
グリシジル、アクロレイン、マレイミドアクリレート、ｐ－ニトロフェニルオキシカルボ
ニルポリエチレングリコールメタクリレート、ｐ－ニトロフェニルメタクリレート等が挙
げられる。
【００８２】
　また、結合官能基としてボロン酸基を有するモノマーの例としては、３－アクリルアミ
ドフェニルボロン酸等が挙げられる。
　さらに、結合官能基としてビオチン基を有するモノマーの例としては、Ｎ－アクリロイ
ル－Ｎ’－ビオチニル－３，６－ジオキサオクタン－１，９－ジアミン等が挙げられる。
　また、結合官能基として糖や多糖を有するモノマーの例としては、２－（メタ）アクリ
ル酸グリコシロキシエチル等が挙げられる。
【００８３】
　さらに、親水性モノマーの具体例としては、（メタ）アクリル酸、イタコン酸、（メタ
）アクリル酸２－ヒドロキシエチル、（メタ）アクリル酸２－ヒドロキシプロピル、マレ
イン酸、スルホン酸、スルホン酸ソーダ、（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル（
メタ）アクリルアミド、Ｎ－イソプロピルアクリルアミド、Ｎ－ビニルホルムアミド、（
メタ）アクリロニトリル、Ｎ－（メタ）アクリロイルモルファリン、Ｎ－ビニルピロリド
ン、Ｎ－ビニルアセトアミド、Ｎ－ビニル－Ｎ－アセトアミド、ポリエチレングリコール
モノ－（メタ）アクリレート、（メタ）アクリル酸グリシジル、２－メタクリロオキシエ
チルホスホリルコリン等が挙げられる。
【００８４】
　また、結合用化合物は、前述のとおり無電荷のものが好ましい。したがって、結合用化
合物として用いる合成高分子化合物を無電荷にする場合、この無電荷の合成高分子化合物
に使用するモノマーは無電荷であれば特に限定されないが、具体例を挙げると、（メタ）
アクリル酸２－ヒドロキシエチル、（メタ）アクリル酸２－ヒドロキシプロピル、（メタ
）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－イソプロピルアクリ
ルアミド、Ｎ－ビニルホルムアミド、（メタ）アクリロニトリル、Ｎ－（メタ）アクリロ
イルモルファリン、Ｎ－ビニルピロリドン、Ｎ－ビニルアセトアミド、Ｎ－ビニル－Ｎ－
アセトアミド、ポリエチレングリコールモノ－（メタ）アクリレート、（メタ）アクリル
酸グリシジル、２－メタクリロオキシエチルホスホリルコリン等が挙げられる。
【００８５】
　ところで、モノマーをラジカル重合させて合成高分子化合物を合成する場合、通常はラ
ジカル重合開始剤を混合することにより重合を開始させるが、その際に用いるラジカル重
合開始剤は本発明の効果を著しく損なわない限り任意のものを用いることができる。使用
できるラジカル系重合開始剤の例としては、２，２’－アゾビスイソブチロニトリル、２
，２’－アゾビス－（２－メチルプロパンニトリル）、２，２’－アゾビス－（２，４－
ジメチルペンタンニトリル）、２，２’－アゾビス－（２－メチルブタンニトリル）、１
，１’－アゾビス－（シクロヘキサンカルボニトリル）、２，２’－アゾビス－（２，４
－ジメチル－４－メトキシバレロニトリル）、２，２’－アゾビス－（２，４－ジメチル
バレロニトリル）、２，２’－アゾビス－（２－アミジノプロパン）ヒドロクロリド等の
アゾ（アゾビスニトリル）タイプの開始剤、過酸化ベンゾイル、クメンヒドロペルオキシ
ド、過酸化水素、過酸化アセチル、過酸化ラウロイル、過硫酸塩（例えば過硫酸アンモニ
ウム）、過酸エステル（例えばｔ－ブチルペルオクテート、α－クミルペルオキシピバレ
ート及びｔ－ブチルペルオクテート）等の過酸化物タイプの開始剤などが挙げられる。
【００８６】
　さらにレドックス系開始剤を混合することにより重合を開始させてもよい。レドックス
系開始剤も、本発明の効果を著しく損なわない限り任意のものを用いることができ、その
例としては、アスコルビン酸／硫酸鉄（ＩＩ）／ペルオキシ二硫酸ナトリウム、第三ブチ
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ルヒドロペルオキシド／二亜硫酸ナトリウム、第三ブチルヒドロペルオキシド／Ｎａヒド
ロキシメタンスルフィン酸が挙げられる。なお、個々の成分、例えば還元成分は、混合物
、例えばヒドロキシメタンスルフィン酸のナトリウム塩と二亜硫酸ナトリウムとの混合物
であってもよい。
【００８７】
　また、結合用化合物として合成高分子化合物を用いる場合、この合成高分子化合物は、
開環重合等で合成される高分子を使用してもよい。その具体例としては、ポリエチレング
リコール等が挙げられる。
　さらに、上述した合成高分子化合物は、加水分解等により合成される高分子を使用して
も良い。その具体例としては、ポリ酢酸ビニルを加水分解等することにより合成されるポ
リビニルアルコールなどが挙げられる。
　また、上述した合成高分子化合物は、化学修飾により、前述の生体物質と結合する官能
基を修飾することにより合成してもよい。
【００８８】
　さらに、この他、結合用化合物として、市販の合成高分子化合物を用いることができる
。その具体例を挙げると、日本油脂社製のＳＵＮＢＲＩＴシリーズ　ＤＥ－０３０ＡＳ、
ＤＥ－０３０ＣＳ、ＤＥ－０３０ＧＳ、ＰＴＥ－１００ＧＳ、ＰＴＥ－２００ＧＳ、ＨＧ
ＥＯ－１００ＧＳ、ＨＧＥＯ－２００ＧＳなどが挙げられる。
【００８９】
　一方、結合用化合物として天然高分子化合物を用いる場合、その具体例としては、デキ
ストラン、カルボキシメチル－デキストラン、でんぷん、セルロース等の多糖類、アルブ
ミン、コラーゲン、ゼラチンなどのタンパク質、ＤＮＡ、ＲＮＡなどの核酸等が挙げられ
る。これらの天然化合物は、そのまま使用しても良いし、また、化学修飾してから使用し
ても良い。
【００９０】
　なお、合成高分子化合物及び天然高分子化合物などの高分子化合物を結合用化合物とし
て用いる場合、その高分子化合物の形態は任意である。例えば、水溶液中で溶解していて
も良いし、ミセルやエマルションのような会合体や高分子ラテックスのような微粒子状の
ものでもかまわない。
【００９１】
　また、結合用化合物として用いられる無機化合物としては、例えば、金コロイド等の金
属粒子、シリカ等の無機微粒子などが挙げられる。さらに、これらの無機化合物を化学修
飾することによって、生体物質と結合する官能基を有する結合用化合物としても良い。
【００９２】
　さらに、結合用化合物として用いられる有機無機ハイブリッドとしては、例えば、コロ
イダルシリカに高分子を被覆したもの、金属コロイドを高分子で被覆したもの（例えば、
金、銀、白金等の粒子を保護コロイドで被覆したもの）、クレイ等の多孔質基体に高分子
を吸着させたものなどが挙げられる。なお、これらの有機無機ハイブリッドは公知の方法
で合成することが可能である（ポリマー系ナノコンポジット，工業調査会，中條　澄　著
などを参照）。
　さらに、これらの有機無機ハイブリッドに結合官能基を修飾することによって、結合用
化合物として用いることもできる。
【００９３】
　また、結合用化合物の分子量や構造等は特に制限は無く任意である。したがって、結合
用化合物として例えば低分子量の化合物を用いても良いが、その場合、固定化しようとす
る一つの生体物質内で架橋してしまい、本発明の生体物質構造体を形成できなくなる虞が
ある。これを防止する観点からは、結合用化合物の分子量としては、通常１０００以上、
好ましくは１００００以上、また、通常１００万以下、好ましくは５０万以下が望ましい
。なお、結合用化合物として合成又は天然の高分子化合物を用いる場合、重量平均分子量
が上記範囲に収まることが好ましい。この範囲を下回ると効果的に粒子状塊が集合した生
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体物質構造が形成できなくなる虞があるためである。
　なお、これら分子量の測定には種種の方法が使えるが、例えば、ＧＰＣ（ゲルパーミネ
ーションクロマトグラフィー）、ＳＥＣ（サイズ排除クロマトグラフィー）、静的光散乱
測定、粘度測定など一般的な測定により、調べることができる。
【００９４】
　また、結合用化合物の大きさに制限は無く、本発明の効果を著しく損なわない限り任意
である。ただし、効果的に生体物質と結合用化合物とを結合させるためには、溶媒や分散
媒などの液体（ここでは、媒質）中に混和した状態において、結合用化合物の径は、通常
１ｎｍ以上、好ましくは２ｎｍ以上、より好ましくは、３ｎｍ以上であることが望ましい
。
【００９５】
　これらの結合用化合物の大きさの測定には、種種の方法が使用できるが、液体に分散し
ている金属コロイド、無機粒子、ポリマー微粒子などを結合用化合物として用いた場合は
、静的光散乱測定法、動的光散乱測定法、光回折法などの一般的な手法により、調べるこ
とができる。また、これら金コロイド、無機粒子、ポリマー微粒子などが分散した分散液
から反応媒等の液体を取り除いたものをＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）やＴＥＭ（透過型電
子顕微鏡）などの電子顕微鏡で観察した場合も、液体中での結合用化合物の径として取り
扱っても良い。
【００９６】
　一方、溶液に溶解している高分子またはミセルなどの会合体を結合用化合物に用いた場
合は、静的光散乱測定法、動的光散乱測定法、光回折法などの一般的な手法により、調べ
ることができる。一般に、溶液に溶解している高分子やミセルなどは、測定手段及び解析
方法で粒子径に相違が見られるが、いずれかの手段や方法で得られた測定値により、その
粒子径を評価することができる。
　なお、光学的手法により液中の結合用化合物の径を測定する場合には、結合用化合物の
平均粒子径が上記の範囲内に収まるようにすることが、効果的に生体物質と結合用化合物
とを結合させるためには望ましい。
【００９７】
　さらに、結合用化合物が有する結合官能基の量は、特に限定されず、また結合用化合物
の種類によって一概には規定できないが、例えば結合用化合物として高分子を用いた場合
、結合用化合物に対して、モル％で、通常０．１％以上、好ましくは０．５％以上、より
好ましくは１％以上、また、通常９０％以下、好ましくは８０％以下、より好ましくは７
０％以下である。この範囲を下回ると結合用化合物が生体物質と効率よく結合できない虞
があり、上回ると溶媒や分散媒などに混和できなくなる虞があるためである。
【００９８】
　（３）媒質
　生体物質と結合用化合物とを混合する際には、溶媒や分散媒等の媒質を共存させ、その
媒質の存在下において生体物質と結合用化合物とを結合させることが好ましい。なお、上
記の通り、生体物質と結合用化合物とは必ずしも化学反応を生じて結合するわけではない
が、本明細書においては、生体物質と結合用化合物とが結合する際の場を形成する物質を
「媒質」と広義に呼ぶものとする。
【００９９】
　媒質としては、本発明の生体物質構造体の製造が可能な限り任意のものを用いることが
できるが、通常は、生体物質及び結合用化合物並びに適宜用いられる添加剤が混和しうる
ものを用いることが望ましい。この際、生体物質、結合用化合物及び添加剤の混和状態は
任意であり、溶解状態であっても分散状態であってもよいが、生体物質と結合用化合物と
を安定して結合させるためには、生体物質及び結合用化合物が媒質中において溶解状態で
存在していることが好ましい。
【０１００】
　媒質としては、通常は液体を用いる。この際、媒質は、生体物質と結合用化合物とが結
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合する場を形成することになり、生体物質や結合用化合物等の活性や構造の安定性などに
影響を与えることがあるため、その影響を考慮して選択することが好ましい。通常は、媒
質として水を用いる。
【０１０１】
　また、媒質としては水以外の液体を用いても良く、例えば、有機溶媒を用いることがで
きる。さらに、有機溶媒の中でも、両親媒性溶媒、即ち、水に混和しうる有機溶媒が好ま
しい。水以外の媒質の具体例としては、メタノール、エタノール、１－ブタノールなどの
アルコール系溶媒の他に、ＴＨＦ（テトラヒドロフラン）、ＤＭＦ（Ｎ，Ｎ－ジメチルホ
ルムアミド）、ＮＭＰ（Ｎ－メチルピロリドン）、ＤＭＳＯ（ジメチルスルホオキシド）
、ジオキサン、アセトニトリル、ピリジン、アセトン、グリセリンなどが挙げられる。
【０１０２】
　また、これらの媒質として液体を用いる際には、この媒質に塩を加えても良い。塩の種
類は本発明の効果を著しく損なわない限り任意であるが、具体例としては、ＮａＣｌ、Ｋ
Ｃｌ、リン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム、塩化カルシウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸
アンモニウムなどが挙げられる。また、用いる塩の量に制限は無く、用途に応じて任意の
量の塩を用いることができる。
【０１０３】
　さらに、媒質として水を用いている場合、水としては、純水のほか、生体物質や結合用
化合物以外の溶質を溶解した水溶液を用いることもできる。その例としては、各種緩衝液
を挙げることができ、その具体例としては、炭酸バッファー、リン酸バッファー、酢酸バ
ッファー、ＨＥＰＥＳバッファー、ＴＲＩＳバッファーなどが挙げられる。
　なお、媒質は、１種を単独で用いても良く、２種以上を任意の組み合わせ及び比率で併
用しても良い。
【０１０４】
　（４）添加剤
　生体物質構造体の製造工程のいずれかの工程においては、生体物質、結合用化合物及び
媒質、並びに、これらを混合した混合物などに対して、本発明の効果を著しく妨げない限
り、任意の添加剤を共存させてもよい。添加剤の例としては、上記の塩の他、酸、塩基、
バッファー、グリセリン等の保湿剤、生体物質の安定剤としての亜鉛等の金属イオン、消
泡剤、変性剤などを挙げることができる。
　また、添加剤は１種を単独で用いてもよく、２種以上を任意の組み合わせ及び比率で併
用してもよい。
【０１０５】
　（５）混合の操作
　本発明の生体物質構造体を製造する際には、媒質の存在下、上述した生体物質と結合用
化合物とを混合し、媒質中に少なくとも生体物質と結合用化合物とを含有する混合物を調
製する。これにより得られる混合物は、媒質の存在下、生体物質、及び、上記生体物質と
結合可能な結合用化合物とを共存させたものであり、この混合物中において、生体物質と
結合用化合物とが結合して粒子状塊が調製される。また、混合物中において、生体物質及
び結合用化合物は溶媒に混和していることが好ましい。
【０１０６】
　混合に際し、生体物質、結合用化合物、媒質、添加剤等は、本発明の生体物質構造体の
製造が可能である限りどのような状態で用意をしてもよい。ただし、生体物質に関しては
、通常は、何らかの溶媒や分散媒に生体物質を溶解又は分散させた溶液や分散液として用
意する。この場合、生体物質を希釈させる溶媒や分散媒は、生体物質の活性や構造の安定
性等を考慮して調整することが好ましく、例えば、混合に用いる上記の媒質と同様のもの
を溶媒や分散媒として用いることができる。
【０１０７】
　用意した生体物質、結合用化合物、媒質、添加剤等を混合する際の具体的な操作も任意
である。例えば、生体物質の溶液（水溶液など）又は分散液と結合用化合物の溶液（水溶
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液など）又は分散液とを混合してもよく、生体物質の溶液又は分散液と固体状の結合用化
合物とを混合してもよく、固体状の生体物質と結合用化合物の溶液又は分散液とを混合し
てもよく、固体状の生体物質及び結合用化合物と溶媒とを混合してもよい。また、後述す
る固相担体に本発明の生体物質構造体を固定する目的で、固相担体上でこの混合物を調製
することができる。
【０１０８】
　（６）混合時の組成
　混合する際の生体物質、結合用化合物、媒質、添加剤等の混合比率は、本発明の生体物
質構造体を得ることができる限り任意である。ただし、「（生体物質の重量）／｛（生体
物質の重量）＋（結合用化合物の重量）｝」で表される混合比率の値は、通常０．１以上
、好ましくは０．３以上、より好ましくは０．５以上、特に好ましくは０．７以上が望ま
しい。これを下回る混合比では、形成される生体物質構造体中の生体物質の組成が低くな
り、十分に結合用化合物を生体物質で覆うことができなくなって、非特異吸着を引き起こ
す虞がある。
【０１０９】
　また、媒質中における生体物質及び結合用化合物の割合（濃度）も本発明の生体物質構
造体を得ることができる限り任意であるが、生体物質及び結合用化合物の合計濃度が、通
常０．１ｇ／Ｌ以上、好ましくは１ｇ／Ｌ以上、より好ましくは１０ｇ／Ｌ以上とするこ
とが望ましい。この範囲を下回ると、粒子状塊及び生体物質構造体が生成しにくくなる虞
があるためである。
【０１１０】
　（７）生体物質構造体の形成メカニズム
　生体物質と結合用化合物とを混合することによって粒子状塊が形成され、この粒子状塊
が集合することにより、本発明の生体物質構造体が構成される。
　本発明の生体物質構造体の形成過程は明らかではないが、以下のように推測できる。即
ち、生体物質と結合用化合物とを共存させた混合物を調製すると、混合物中において生体
物質と結合用化合物とが結合し（図２（ａ）参照）、図２（ｂ）に示すような粒子状塊が
生成される。このような生体物質構造体が形成される過程での粒子状塊の確認は、動的光
散乱測定などによって行うことができる。例えば、１０ｎｍ程度のタンパク質と１０ｎｍ
程度の結合用化合物とを溶液中で混合した場合、サブミクロンオーダーの粒子状塊が確認
されることがある。この粒子状塊は、さらに粒子状塊同士が集合することによって、図１
（ａ），（ｂ）に示すように、粒子状塊が鎖状及び／又は網目状に集合した構造を有する
生体物質構造体を形成するものと推測される。
【０１１１】
　また、この際には、結合する粒子状塊は、互いに有する生体物質及び結合用化合物が結
合することによって、粒子状塊同士が互いに結合して生体物質構造体を形成することもあ
るものと推測される。この場合、生体物質構造体はより安定になるため、広い環境や用途
への適用が可能となり、好ましい。
【０１１２】
　［１－２．濃縮工程及び乾燥工程］
　混合工程の最中や混合工程の後において、適宜、上記の混合物から媒質を除去する濃縮
工程や乾燥工程を行なうようにしても良い。
【０１１３】
　上記の混合物中の溶媒の量が多い場合などにおいては、混合物中に粒子状塊又は生体物
質構造体が生成しにくい場合や、生成しない場合がある。これらの場合には、混合物を濃
縮することで、粒子状塊を効率的に形成させ、生体物質構造体を効率的に製造することが
できる。
　さらに、上記の混合物が粒子状塊又は生体物質構造体の断片を含んでいる場合において
も、濃縮により、粒子状塊、又は生体物質構造体を更に形成させることができる。したが
って、このような粒子状塊や生体物質構造体の成長のために、濃縮を行なってもよい。
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【０１１４】
　ただし、均一な生体物質構造体を形成するためには、混合物調製の初期の段階において
は、媒質中で生体物質と結合用化合物とを均一に混合することが好ましい。したがって、
一旦比較的大量の媒質中に生体物質及び結合用化合物を共存させ、それを濃縮することに
より粒子状塊を生成させて、生体物質構造体を製造することが好ましい。
【０１１５】
　また、生体物質構造体の形成後、媒質を乾燥除去してもよい。なお、通常は、混合物を
乾燥させる過程において混合物は濃縮されるので、濃縮と乾燥とは一連の操作として行な
うことができる。
　混合物を乾燥、濃縮する方法は任意であるが、例えば、限外濾過、減圧乾燥などが挙げ
られる。また、このほか、単に常圧下での蒸発により乾燥や濃縮を行なうようにしてもか
まわない。
【０１１６】
　上記混合物を乾燥、濃縮する際の温度条件は任意であるが、生体物質の変性等を避ける
観点から、通常２５℃以下、好ましくは１０℃以下で行なうことが望ましい。
　また、混合物を乾燥、濃縮する際の圧力条件も任意であるが、通常は、常圧以下に減圧
して行なうことが望ましい。
【０１１７】
　さらに、混合物の濃縮は、生体物質と結合用化合物とが接触する確率を上げて粒子状塊
を形成させやすくすること、または、それら粒子状塊同士が接触する確率を上げて本発明
の生体物質構造体を構成させやすくすることを目的とする。そのため、濃縮の前、最中又
は後において、遠心分離によって混合物を沈殿させたり、貧溶媒を添加したり、硫酸アン
モン等の添加物を加えたりして、粒子状塊や生体物質構造体を沈殿させるようにしてもよ
い。
【０１１８】
　［１－３．その他の工程］
　また、本発明の生体物質構造体の製造方法においては、上述した以外の工程を行なって
も良い。
　例えば、生体物質構造体の製造後、その生体物質構造体中の生体物質に対して、所望の
官能基を修飾するようにしてもよい。
　また、例えば、本発明の生体物質構造体を何らかの固相担体に固定させ、生体物質担持
体を作製するようにしてもよい。
【０１１９】
　［２．生体物質構造体の構造］
　本発明の生体物質構造体は、生体物質、及び、該生体物質と結合可能な化合物が結合し
てなる粒子状塊が互いに結合してなる構造体である。さらに、本発明の生体物質構造体に
おいては、上記の粒子状塊の粒径は１０μｍ以下となっている。
【０１２０】
　具体的には、本発明の生体物質構造体は、図２（ａ），（ｂ）に模式的に示すように、
生体物質と結合用化合物とが結合した、１０μｍ以下の粒径を有する粒子状塊が単一ユニ
ットとして、図１（ａ），（ｂ）に模式的に示すように、互いに鎖状及び／又は網目状に
結合した構造体となっている。
【０１２１】
　本発明の生体物質構造体は、このように生体物質及び結合用化合物の両方によって形成
された粒子状塊が集合及び／または結合することによって形成する構造を有している。こ
のため、生体物質の比率を高めることが可能であり、したがって、本発明の生体物質構造
体では、従来よりも多量の生体物質を保持することができる。なお、従来の生体物質を固
相担体等に固定する技術では、アフィニティー精製などに用いられる場合、樹脂微粒子な
どの固相担体の表面に結合させるために、生体物質の固定化量は所定の上限値で制限され
（通常、タンパク質の単層吸着は、せいぜい０．３～１．０μｇ／ｃｍ2）、多量の生体
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物質を保持することができなかった。
【０１２２】
　さらに、生体物質構造体を構成する粒子状塊は、集合して、粒子状塊同士の引力によっ
て接触しあったり、その炭素鎖が絡まりあったりすることなどにより、互いに結合して生
体物質構造体を構成している。例えば、ただ分子間引力により粒子状塊同士が結合して生
体物質構造体が形成されたり、粒子状塊が結合用化合物の官能基と生体物質との結合によ
り結合して生体物質構造体を形成したり、或いは、上記の両方の要因が組み合わさって粒
子状塊同士が結合して生体物質構造体が形成されたりしている。ここで、結合とは、通常
、共有結合、イオン結合、キレート結合、配位結合、疎水結合、水素結合、ファンデルワ
ールス結合、静電力による結合のうち一つ以上の結合から成り立つものを指し、中でも好
ましくは共有結合である。この場合、粒子状塊の一部のみが結合しあっている状態でもよ
いが、できるだけ多くの粒子状塊が結合しあっていることが好ましく、全ての粒子状塊が
結合しあって生体物質構造体が構成されることがより好ましい。
　なお、通常は、粒子状塊は、絡まりあいや結合など、複数の要因により集合して生体物
質構造体を構成しているものと推察される。
【０１２３】
　また、生体物質構造体を構成する粒子状塊は、その粒径が通常１０μｍ以下、好ましく
は５μｍ以下、より好ましくは１μｍ以下である。粒子状塊の粒径が大きいと、分離精製
に用いた時、十分な比表面積が得られず、アフィニティー分離などに用いた場合に高効率
な分離精製結果が得られない虞がある。
　さらに、粒子状塊の粒径を個別に測定する場合には、生体物質構造体中の粒子状塊のう
ち、少なくとも一部の粒子状塊が上記の範囲の粒径を有していればよいが、できるだけ多
くの粒子状塊が上記範囲の粒径を有していることが好ましく、全ての粒子状塊が上記範囲
の粒径を有していることがより好ましい。
【０１２４】
　ここで粒子状塊の粒径は、光学顕微鏡、ＳＥＭやＴＥＭ等の電子顕微鏡、ＡＦＭ（原子
間力顕微鏡）などの顕微鏡で観察することにより測定できる。なお、顕微鏡で観察した場
合、粒子状塊の形状は、粒子状のほか、生体物質構造体から房状に張り出した形状として
観察される場合もあるが、この房状の塊部分（房状塊）は生体物質構造体から粒子状塊が
張り出して形成されたものと推察されるため、この房状の塊部分の径（通常は、短径）が
上記の範囲内であればよい。
【０１２５】
　粒子状塊の存在を調べる一つの方法として、前記ＡＦＭにより測定した画像からＰｏｗ
ｅｒ　Ｓｐｅｃｔｒａｌ　Ｄｅｎｓｉｔｙ（パワースペクトル密度）を解析する場合を例
に挙げてさらに詳述する。パワースペクトルを用いた解析は、物体表面の微小な凸凹を評
価するのに用いられ、凹凸に起因する変化量（例えば、高さ、深さ等）を波形に分解して
フーリエ変換を行なうことに基づく解析法の一つである。
【０１２６】
　ＡＦＭ測定には、市販のＡＦＭ装置を使用することができるが、好ましくは、Ｄｉｇｉ
ｔａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製のＮａｎｏＳｃｏｐｅIIIａ等が用いられる。また
、プローブは先端半径Ｒが５ｎｍ以下のものが好ましく、具体的には、東陽テクニカ社製
のＳＳＳ－ＮＣＨ等が好ましい。さらに、測定は試料表面を傷つけないよう、タッピング
モードで測定することが望ましい。測定は、大気中でも液中でもかまわないが、良い像を
得るためには、好ましくは大気中で、さらに好ましくは乾燥した状態で行なう。
【０１２７】
　また、Ｐｏｗｅｒ　Ｓｐｅｃｔｒａｌ　Ｄｅｎｓｉｔｙ解析に用いるアルゴリズムは、
表面形状の解析用としてＡＳＴＭ　Ｅ４２．１４　ＳＴＭ／ＡＦＭ分科委員会勧告に準じ
るものが好ましく、特に好ましいのは、Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製の
ＮａｎｏＳｃｏｐｅIIIａに付属のＰｏｗｅｒ　Ｓｐｅｃｔｒａｌ　Ｄｅｎｓｉｔｙ機能
を用いることである（参照文献：ＮａｎｏＳｃｏｐｅ　コマンドリファレンスマニュアル
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）。
【０１２８】
　これらの装置及びアルゴリズムを用いて本発明の生体物質構造体の解析を行なった場合
、例えば、１μｍ×１μｍの視野でＡＦＭによる測定を行なって、得られるＡＦＭ像から
Ｐｏｗｅｒ　Ｓｐｅｃｔｒａｌ　Ｄｅｎｓｉｔｙ（ＰＳＤ）解析を行なった場合には、２
Ｄ　ｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　ＰＳＤの値が１００（ｎｍ4）以上であって、かつ、波長１０
０ｎｍ未満の値を除いたパワースペクトルの和（Ｉｃ）とトータルパワースペクトル（Ｉ
ｔ）との割合Ｉｃ／Ｉｔが通常３０％以上、好ましくは５０％以上、より好ましくは６０
％以上、さらに好ましくは７０％以上であるとき、サブミクロンオーダーの粒子状塊の存
在を確認することができる。パワースペクトルは、物体の表面の凹凸を表わすものであり
、その比率Ｉｃ／Ｉｔが上記範囲であれば、粒子状塊の構造に起因する凹凸が生体物質構
造体の表面に確認できるからである。
【０１２９】
　また、粒子状塊の粒径は、光散乱、Ｘ線、中性子散乱等の分光学的手法により確認する
こともできる。この場合、測定される平均粒径が上記の範囲内にあればよい。粒子状塊の
平均粒径が上記範囲内にある場合も、粒径が上記範囲内にある場合と同様の利点を得るこ
とができる。
　ここで、一例として、静的光散乱測定法による粒子状塊の確認の方法をさらに詳述する
。例えば、生体物質構造体の前方光散乱光強度測定をすることより、相関長を求めること
で、粒子状塊を評価することができる。この方法は、生体物質構造体を透過した光の、散
乱強度の散乱角依存性を測定し、デバイ－ブージェ（Ｄｅｂｙｅ－Ｂｕｅｃｈｅ）の理論
に基づき、（光の強度）(-1/2)を波数の２乗（＝｛（４πｎ／光の波長）×ｓｉｎ（散乱
角度／２）｝2）に対してプロットした傾きを求め、（傾き／切片）2から相関長を求める
。ここでｎは媒体の屈折率である。測定に用いる光散乱装置は市販のものを使用すること
ができるが、好ましくはＤＹＮＡ３０００である。生体分子構造体は、乾燥状態でも液体
中で膨潤させても良いが、好ましくは液体中での測定である。
【０１３０】
　また、本発明の生体物質構造体では、通常は粒子状塊同士は完全に密着せず、各粒子状
塊同士の間には空間（空隙）が形成される。この空間には、生体物質構造体を用いてアフ
ィニティー分離などを行なう際に、生体物質と相互作用させる対象物質が侵入することが
可能であり、通常はこの空間において生体物質と対象物質との相互作用が生じることにな
る。したがって、３次元的な構造を有する本発明の生体物質構造体であっても、その中（
内部）に含まれる生体物質は対象物質等と相互作用することが可能である。即ち、本発明
の生体物質構造体は、３次元的に多くの生体物質を備えることができるにもかかわらず、
その生体物質は活性を失わず相互作用をすることが可能であり、このため、本発明の生体
物質構造体は、生体物質の反応性を保ったまま、従来よりも多量の生体物質を含有させる
ことが可能となっている。
【０１３１】
　本発明の生体物質構造体が、粒子状塊同士の間に空間を有しているかを調べる方法に制
限はないが、例えば、光学顕微鏡、ＳＥＭやＴＥＭ等の電子顕微鏡、ＡＦＭなどの顕微鏡
によって確認することができる。また、このほか、光散乱、Ｘ線、中性子散乱等の分光学
的手法によっても確認することができる。
　さらに、本発明の生体物質構造体を乾燥状態における体積と、液体を含ませた時の体積
とを比較して、その体積が増加した場合には、上記の空間に液体が侵入したことにより体
積が増加したものとして、本発明の生体物質構造体が空間を有していると認識してもよい
。なお、これらの体積変化はいかなる方法で確認しても良いが、例えば生体物質構造体が
膜状に形成されている場合、乾燥状態の膜厚とそれを液体に浸した時の膜厚とをそれぞれ
ＡＦＭ等で測定し、両者を比較して確認することができる。
【０１３２】
　また、本発明の生体物質構造体の大きさに制限は無く任意であるが、何らかの固相担体
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に結合していない場合には、生体物質構造体が乾燥した状態において、その径が、通常３
０ｎｍ以上、好ましくは４０ｎｍ以上、より好ましくは５０ｎｍ以上であることが望まし
い。ここで、生体物質構造体の径は、ＳＥＭ、ＴＥＭ等の電子顕微鏡、ＡＦＭなどの顕微
鏡により測定することができる。生体物質構造体の大きさが小さすぎると、アフィニティ
ー分離等に用いた場合に精製分離において生体物質構造体を遠心分離操作等で回収しにく
くなるなどの虞がある。
【０１３３】
　さらに、本発明の生体物質構造体は、固相担体に固定して、アフィニティー精製や医薬
機能解析ツールとして用いることもでき、さらに、ＤＤＳ（ドラッグデリバリーシステム
）のための薬剤の表面処理、再生医療担体の表面処理、人工臓器の表面処理、カテーテル
などの表面処理等に適用可能である。これら表面処理などに本発明の生体物質構造体を使
用する場合、所望の固相担体に、任意の手法によって本発明の生体物質構造体を固定した
生体物質担持体を形成し、それを用いることになる。なお、表面処理によって形成される
生体物質構造体の厚さ（膜の膜厚）は任意であるが、乾燥状態で、通常５ｎｍ以上、好ま
しくは１０ｎｍ以上、さらに好ましくは１５ｎｍ以上である。これを下回る膜厚では、十
分に皮膜形成できない可能性がある。なお、上記の厚さは、ＳＥＭ、ＴＥＭ、ＡＦＭなど
で測定することができる。
【０１３４】
　［３．生体物質構造体の組成］
　　［３－１．生体物質の含有比率］
　本発明の生体物質構造体において、含有される生体物質の比率に制限は無いが、通常は
、より多量の生体物質が含有されていることが望ましい。具体的には、「（生体物質の重
量）／（生体物質構造体の重量）」で表される生体物質構造体の重量に対する生体物質の
重量の比率が、通常０．１以上、好ましくは０．３以上、より好ましくは０．５以上、特
に好ましくは０．７以上が望ましい。生体物質の比率がこの範囲を下回る場合、構成され
る生体物質構造体中の結合用化合物を十分に生体物質で覆うことができなくなり、結合用
化合物への非特異吸着を起こす虞がある。また、この生体物質構造体を用いて分離精製を
行なう場合に、その分離精製の効率が低下する虞もある。
【０１３５】
　　［３－２．生体物質の含有比率の測定法］
　上記の生体物質の比率を測定する方法は特に限定されないが、例えば、本発明の生体物
質構造体に含まれる生体物質を酵素や薬品等を用いて分解し、生体物質及び結合用化合物
由来の物質をそれぞれ各種の方法で定量すればよい。
　以下、この方法により生体物質の含有比率を測定する方法を説明する。
【０１３６】
　（１）生体物質の分解方法
　この方法により生体物質の比率を測定する場合には、生体物質を分解するための酵素や
薬品等は、用いた生体物質や結合用化合物の種類に応じて任意のものを適当に用いればよ
い。その具体例を挙げると、生体物質が核酸である場合、例えば、リボヌクレアーゼ、デ
オキシリボヌクレアーゼ等の核酸分解酵素などが挙げられる。
【０１３７】
　また、生体物質がタンパク質である場合、上記の酵素や薬品等としては、例えば、微生
物プロテアーゼ、トリプシン、キモトリプシン、パパイン、レンネット、Ｖ８プロテアー
ゼ等のタンパク質分解酵素、臭化シアン、２－ニトロ－５－チオシアン安息香酸、塩酸、
硫酸、水酸化ナトリウム等のタンパク質分解能を有する化学物質などが挙げられる。
　さらに、生体物質が脂質である場合、上記の酵素や薬品等としては、例えば、リパーゼ
、ホスホリパーゼＡ２等の脂質分解酵素などが挙げられる。
【０１３８】
　また、生体物質が糖である場合、上記の酵素や薬品等としては、例えば、α－アミラー
ゼ、β－アミラーゼ、グルコアミラーゼ、プルラナーゼ、セルラーゼ等の糖分解酵素など
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が挙げられる。
　なお、生体物質を分解するための上記の酵素や薬品等は、１種を単独で用いても良く、
２種以上を任意の組み合わせ及び比率で併用しても良い。
【０１３９】
　（２）生体物質および結合用化合物由来の物質の定量方法
　生体物質構造体の分解後、生体物質及び結合用化合物由来の物質を定量する方法に制限
は無く任意であるが、具体的な手法としては、例えば、液体クロマトグラフィー、ガスク
ロマトグラフィー、質量分析（ＭＳ）、赤外分光法、核磁気共鳴法（1Ｈ－ＮＭＲ、13Ｃ
－ＮＭＲ、29Ｓｉ－ＮＭＲ）、高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）、ゲル電気泳動
、キャピラリー電気泳動、吸光度測定、蛍光測定などが挙げられる。また、分析に際して
は、各測定手法を単独で用いても良く、２種以上を任意に組み合わせて行なってもよい。
【０１４０】
［II．生体物質構造体を用いたアフィニティー分離の説明］
　本発明の生体物質構造体は、アフィニティー分離に用いて好適である。したがって、本
発明の生体物質構造体は、例えば、アフィニティー精製や医薬機能解析ツール、さらには
診断用解析ツールとして用いることができる。
【０１４１】
　具体的には、例えば、アフィニティー精製を目的とした場合、血清などの中に含まれる
微量なタンパク質などの生体物質が精製すべき対象物質となり、それを夾雑物の中から得
ることができる。また、例えば生体物質構造体に含まれる生体物質に対する医薬候補化合
物の作用機構の分析を目的とした場合、複数の医薬候補化合物が分析すべき対象物質とな
り、それを生体物質構造体に接触させ、特異的に結合した医薬候補化合物を分析すること
により、その医薬候補化合物の選抜もしくは作用機構の解明を行なうことができる。
【０１４２】
　上記のようにアフィニティー分離を行なう場合には、生体物質構造体に含まれる生体物
質と対象物質との上述した特異な相互作用を用いることにより、分離精製、構造や機能の
解析などを行なう。このとき、まず、生体物質構造体に対象物質を含む検体を接触させ、
試料液中の対象物質とその他の物質とを分離させることになる。
【０１４３】
　（１）分離精製の対象となる対象物質
　分離精製の対象となる対象物質とは、生体物質と特異的に相互作用する（アフィニティ
ー結合する）作用物質を示す。このような対象物質の例としては、上述の生体物質構造体
が有している生体物質と同様のものが使用できる。
　具体例としては、医薬の候補となりうる物質（医薬候補物質）を分離する場合には、生
体物質として当該医薬候補物質に生じさせたい所望の相互作用を生じうるものを用い、医
薬候補物質を含有する可能性がある検体から、上記の医薬候補物質となりうる化合物を対
象物質として分離することができる。
【０１４４】
　さらに、診断用解析ツールを目的とした場合、血液、血清、血漿、髄液、尿、糞便、鼻
汁、唾液などの体液、細胞、組織やそれらの抽出液に含まれる、生体物質である抗体など
に特異的に結合する物質が対象物質となり、その対象物質の量もしくは存在の有無を分析
することにより、疾患を診断することが可能となる。
　また、生体物質としてタンパク質、ＤＮＡ、ＲＮＡなどの核酸を用いた場合、作用物質
として、タンパク質－核酸連結分子を用いたタンパク質のスクリーニング方法及び機能改
変方法を提供することができる。この方法は本発明の生体物質構造体を用いて、酵母ツー
ハイブリッド、ＴＡＰ、ファージディスプレイ、ＩＶＶ（ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　ｖｉｒｕｓ
）、ｍＲＮＡディスプレイ、ＳＴＡＢＬＥ、リボゾーム・ディスプレイなどの公知の解析
技術を用いることができる（例えば、柳川ら、「蛋白　核酸　酵素」、Ｖｏｌ．４８、Ｎ
ｏ．１１、Ｐ１４７４（２００３）等参照）。
【０１４５】
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　（２）対象物質を含む試料液
　対象物質は、通常は、組成物である検体中に、他の物質と共に共存している。また、検
体は気体であることもあるが、通常は、液体として用意される。この際、検体は、何らか
の溶媒中に対象物質が含有された溶液や分散液となっていることが多い。なお、以下適宜
、溶液や分散液として存在する液体状の検体を「試料液」という。
【０１４６】
　試料液の溶媒や分散媒としては、本発明の効果を著しく損なわない限り任意であるが、
例えば、生体物質構造体製造時の媒質として上述したものを用いることができる。
　また、試料液中の対象物質の濃度も任意であるが、通常１μｇ／Ｌ以上、好ましくは５
μｇ／Ｌ以上、より好ましくは１０μｇ／Ｌ以上が望ましい。この範囲を下回る濃度であ
ると、精製の効率が低下し、本発明の利点を十分に発揮できなくなる虞がある。
【０１４７】
　さらに、対象物質以外の物質は、試料液中の濃度として、通常５０重量％以下、好まし
くは４０重量％以下、さらに好ましくは３０重量％以下が望ましい。この範囲を上回ると
試料液の粘度が高くなりすぎ、生体物質構造体の内部まで十分に対象物質が侵入して生体
物質と接触することができなくなる虞がある。
【０１４８】
　（３）生体物質構造体と試料液との接触方法
　本発明の生体物質構造体に対象物質を含む試料液を接触させる方法は、特に限定されな
いが、例えば、生体物質構造体を充填したカラムの中に、対象物質を含む試料液を移動相
とともに流すことにより接触させる方法が挙げられる。この時、生体物質構造体は乾燥し
た状態でもかまわないが、試料液を接触させる前に、移動相となる液体で湿潤させること
が好ましい。
【０１４９】
　また、別の方法では、例えば、対象物質を含む試料液をマイクロチューブなどの容器に
入れ、その中に生体物質構造体を加えることによって接触させたり、逆に、生体物質構造
体を入れた容器に対象物質を含む試料液を加えることによって接触させたりすることも可
能である。
【０１５０】
　さらに、本発明の生体物質構造体を固相担体に固定化することにより、さらに分離精製
の効率を向上させることも可能である。例えば、微小流路の表面に本発明の生体物質構造
体を固定化し、その流路に対象物質を含む試料液を送り込むことにより、小型で高効率な
分離精製装置を構成することができる。
【０１５１】
　また、生体物質構造体に対象物質を含む試料液を接触させるときは、適宜、如何なる条
件に設定するようにしてもよいが、このましくは２５℃以下、さらに好ましくは１０℃以
下で行なうことが望ましい。
　さらに、接触させる前、最中、後に適宜、試料液を乾燥、濃縮することも可能である。
その際の圧力条件も任意であるが、通常常圧以下が望ましい。
【０１５２】
　（４）対象物質の分離
　本発明の生体物質構造体と試料液との接触後にどのようにして対象物質の分離を行なう
かは、生体物質や対象物質の種類などに応じて任意である。
　例えば、生体物質と対象物質とが特異的に相互作用することにより、対象物質とその他
の物質との間でリテンションタイム（保持時間）に違いが生じる場合には、このリテンシ
ョンタイムの違いを利用して、分画精製し、対象物質をその他の物質から分離することが
できる（アフィニティークロマトグラフィー）。
【０１５３】
　また、相互作用の中でも特に、対象物質が生体物質に特異的な相互作用によって吸着す
る場合には、生体物質に対象物質を吸着させ、その状態で試料液を生体物質構造体から分



(27) JP 4866112 B2 2012.2.1

10

20

30

40

50

離し、その後対象物質を生体物質から遊離させて回収することにより、対象物質をその他
の物質から分離することもできる。対象物質を生体物質から遊離させる方法は特に限定さ
れないが、例えば、添加塩、ｐＨ、昇温等のほか、生体物質構造体に分離精製対象物より
も吸着力の強い既知の化学物質や、同等もしくは弱い吸着力だとしても高濃度の化学物質
を添加することなどによって、対象物質を生体物質構造体から遊離させ、回収することが
できる。
【０１５４】
　これら、分離させた対象物質は、目的に応じて、希釈もしくは濃縮することが可能であ
る。例えば、希釈する場合は目的に応じた溶媒を添加すればよく、濃縮する場合は減圧も
しくは加温またはその両方を用いて溶媒を蒸発させたり、限外ろ過フィルターを用いたり
、凍結乾燥法を用いて溶媒を完全に取り除いたりするようにすればよい。
【０１５５】
　また、本発明の生体物質構造体によって分離された対象物質を分析する場合、その方法
は限定されないが、一般的には、例えば、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフ
ィー、質量分析（ＭＳ）、赤外分光法、核磁気共鳴法（1Ｈ－ＮＭＲ、13Ｃ－ＮＭＲ、29

Ｓｉ－ＮＭＲ）、高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）、ゲル電気泳動、キャピラリ
ー電気泳動、吸光度測定、蛍光測定などが挙げられる。また、分析に際しては、各測定手
法を単独で用いても良く、２種以上を任意に組み合わせて行なってもよい。後述する第２
実施形態で生体物質に吸着した対象物質の量を測定したり、第４実施形態で測定部２１に
よる分画中の対象物質の量の測定を行なったりする場合には、ここで例示した方法を用い
る測定機器を用いることが可能である。
【０１５６】
　（５）生体物質構造体を用いたアフィニティー分離の利点
　従来技術によるアフィニティー分離では、その分離に用いるアフィニティークロマトグ
ラフィー用担体の表面に生体物質を固定するため、生体物質の導入量は制限されていた（
通常、タンパク質の単層吸着は、０．３～１．０μｇ／ｃｍ2）。したがって、従来は、
アフィニティークロマトグラフィー用担体では、生体物質と対象物質とを相互作用させる
場合に、単位体積における相互作用可能な対象物質の量が少なかった。
【０１５７】
　さらに、従来はそのアフィニティークロマトグラフィー用担体を完全に生体物質で覆う
ことができなかったため、アフィニティークロマトグラフィー用担体への非特異的な相互
作用が生じやすく、分離精製効率が低かった。そのため、精製純度を高めるためには、複
数回の精製を必要とし、分離精製に時間と手間がかかっていた。
【０１５８】
　これに対して、本発明の生体物質構造体では、生体物質構造体に導入された生体物質の
反応性を保つことができる。また、生体物質構造体中の生体物質の比率を高めることによ
り、生体物質構造体の単位体積における生体物質と特異的に相互作用する対象物質の量を
高めることが可能である。さらに、生体物質構造体中に占める生体物質の比率を高めるこ
とにより、結合用化合物の比率を低く抑えることが可能であるため、結合用化合物に基づ
く非特異吸着を抑制することができる。これらにより、従来よりも、非特異吸着が抑制で
き、さらに分離精製にかかる所要時間を短縮することが可能となる。
【０１５９】
　また、本発明の生体物質構造体は、任意の固相単体の表面に形成することができ、近年
盛んに研究が進められているマイクロチップおよびマイクロ流路等への応用が可能である
。したがって、広範な用途へ適用しうることも、本発明の生体物質構造体を用いた場合の
利点の一つである。
【０１６０】
　さらに、本発明の生体物質構造体は、特定物質と相互作用する作用物質を検出するセン
サーとして好適に使用できる。この際、具体的には、例えば、各センサーに用いるセンサ
ーチップとして、本発明の生体物質構造体を備えたものを用いるようにすればよい。上記
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のセンサーとしては、例えば、特定物質にＤＮＡやタンパク質又は糖を用いた場合、いわ
ゆるＤＮＡアレイ若しくはＤＮＡチップ、又は、プロテインアレイ若しくはプロテインチ
ップ、さらにウイルス検知用チップ等のアレイやセンサーチップを用いたバイオセンサー
や診断用解析ツールなどが挙げられる。
【０１６１】
　このように、本発明の生体物質構造体を適用することができるバイオセンサーの具体例
としては、蛍光法、ＥＬＩＳＡ法、化学発光法、ＲＩ法、ＳＰＲ（表面プラズモン共鳴）
法、ＱＣＭ（水晶発振子マイクロバランス）法、ピエゾ式カンチレバー法、レーザー方式
カンチレバー法、質量分析法、電気化学的方式、電極法、電界効果トランジスタ（ＦＥＴ
）法、カーボンナノチューブを利用したＦＥＴ及び／又は単一電子トランジスタ法による
センサーなどが挙げられる。中でもＱＣＭ法及びＳＰＲ法による検出は、簡便に検体を無
標識で分析することができるため、好適に用いられる。
【０１６２】
　（６）実施形態
　以下、生体物質構造体を用いて、試料液から対象物質を分離する実施形態について説明
する。ただし、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。
【０１６３】
　　（６－１）第１実施形態
　本実施形態は、液中に、対象物質（分離対象物質）と、その他の物質とが共存する試料
液から、対象物質を分離精製するものである。
　また、図３は、本実施形態に用いるアフィニティークロマトグラフィー用容器を模式的
に示す断面図である。
【０１６４】
　この実施形態においては、図３に示すような、容器本体１内に生体物質構造体２を保持
したアフィニティークロマトグラフィー用容器（以下適宜、「アフィニティー用容器」と
いう）３を用いる。ここで、容器本体１の形状に制限は無く、試料液等の流体を収納しう
るものであれば任意である。
【０１６５】
　また、本実施形態のアフィニティー用容器３では、容器本体１の内部表面に生体物質構
造体２を固定してあり、これにより、容器本体１の外部に生体物質構造体２が出ないよう
、容器本体１内に保持されている。ただし、生体物質構造体２は容器本体１に固定せず、
単に容器本体１内に収納するのみであっても構わない。
　さらに、本実施形態に用いる生体物質構造体２の生体物質と、精製の対象である対象物
質とは、特異的に相互作用することにより、対象物質は生体物質に特異的に吸着できるよ
うになっているものとする。
【０１６６】
　このアフィニティー用容器３を用いて試料液から対象物質を分離する場合、まず、アフ
ィニティー容器３内に試料液を注入する。これにより、生体物質構造体２が試料液と接触
し、生体物質に対象物質が吸着する。
　次に、試料液と生体物質構造体２とを分離すべく、試料液をアフィニティー用容器３の
外へ排出する。これにより、試料液内に含まれていた対象物質以外の成分は排出される。
一方、対象物質は生体物質構造体２の生体物質に吸着することにより、アフィニティー用
容器３内に保持される。
　そして、例えば対象物質と生体物質との相互作用を弱めうる所定のｐＨに調整した回収
用溶液をアフィニティー用容器３に注入することなどにより対象物質を生体物質構造体２
から遊離させ、遊離した対象物質を上記の回収用溶液と共に回収する。
【０１６７】
　以上のようにすれば、試料液中の対象物質を分離精製することができる。また、この際
、生体物質として対象物質と特異的に相互作用するものを用いており、しかも、本発明の
生体物質構造体は活性を保った生体物質を非常に多量に含有するものであるために、非特
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異的吸着を抑制して、高効率な分離精製を容易に行なうことが可能である。
【０１６８】
　さらに、これを利用して、ある所定の相互作用を上記の生体物質との間に生じさせる作
用物質が不明である場合に、どのような物質が上記生体物資と相互作用するかをスクリー
ニングする場合にも、本実施形態の技術を適用することができる。即ち、例えば、上記実
施形態において、何らかの相互作用を生じせしめる物質を含有した試料液を用いるように
すれば、試料液中の他の物質とは分離精製して得られた物質（対象物質）は上記の相互作
用を生じさせる作用物質であるから、上記のスクリーニングを適切に行なうことができる
。
　なお、本実施形態の構成において生体物質構造体２を容器本体１に固定していない場合
には、試料液の排出前に遠心分離機を用いて生体物質構造体２を集めておくと、作業効率
や回収効率が向上するため、好ましい。
【０１６９】
　　（６－２）第２実施形態
　本実施形態は、液中に対象物質（解析対象物質）を含有する試料液において、その対象
物質を分離精製することにより、対象物質の解析を行なうものである。
　なお、本実施形態も第１実施形態と同様に図３を用いて説明するが、本実施形態におい
て、第１実施形態と同様の部位は、同様の符号を用いて示す。
【０１７０】
　この実施形態において用いるアフィニティー用容器３は、生体物質構造体２が有する生
体物質として、ある特定の構造（分子構造）を有する物質（作用物質）と特異的に相互作
用することにより、当該物質を特異的に吸着させるものを用いているものとする。
　また、これ以外の構成は、第１実施形態と同様である。
【０１７１】
　このアフィニティー用容器３を用いて試料液中の対象物質の解析を行なう場合、第１実
施形態と同様に、アフィニティー容器３内に試料液を注入して生体物質構造体と試料液と
を接触させ、次いで、生体物質構造体２と試料液とを分離すべく試料液をアフィニティー
用容器３の外へ排出する。これにより、対象物質が、生体物質と特異的に相互作用しうる
特定の構造を有している場合には、対象物質は生体物質構造体２の生体物質に吸着される
ことにより、アフィニティー用容器３内に保持される。また、逆に、対象物質が上記の特
定の構造を有していない場合には、対象物質は試料液とともにアフィニティー容器３の外
部に排出される。
【０１７２】
　したがって、生体物質に対象物質が吸着しているか否か、即ち、アフィニティー用容器
３内に対象物質が残留しているか否かを調べることにより、対象物質が上記の特定の構造
を有しているか否かが判明する。
　上記の生体物質に対象物質が吸着しているか否かという点を調べるには、具体的には、
生体物質に吸着している対象物質の量を測定すればよい。例えば、第１実施形態と同様に
、対象物質と生体物質との相互作用を弱めうる所定のｐＨに調製した回収用溶液をアフィ
ニティー用容器３に注入することなどにより対象物質を生体物質構造体２から遊離させ、
その回収用溶液を回収し、回収した回収用溶液中に含まれる対象物質の量を上述した測定
法等により測定すればよい。
【０１７３】
　以上のようにすれば、試料液中の対象物質が、少なくとも生体物質に対応した特定の構
造を有しているか否か、という解析を行なうことが可能である。
　さらに、これを利用して、生体物質と相互作用をするために作用物質が有しているべき
分子構造を調べる場合にも、本実施形態の技術を適用することができる。即ち、例えば、
生体物質と相互作用することにより、ある一群の物質（対象物質）が他の物質から分離さ
れた場合には、当該一群の物質が共通の分子構造を有していれば、その分子構造が生体物
質との相互作用をするために作用物質が有しているべき分子構造であると推測することが
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できる。
【０１７４】
　また、本発明の生体物質構造体は、第１実施形態と同様に、非特異的吸着を抑制して高
効率な分離精製を容易に行なうことが可能なものであるために、対象物質の解析を正確に
且つ高感度に行なうことが可能である。
　なお、本実施形態は、第１実施形態と同様に変形することも可能である。
【０１７５】
　　（６－３）第３実施形態
　本実施形態は、液中に、対象物質（精製対象物質）と、その他の物質とが共存する試料
液から、対象物質を分離精製するものである。
　また、図４は、本実施形態に用いるアフィニティークロマトグラフィー装置の概要を模
式的に示す図である。
【０１７６】
　この実施形態においては、図４に示すようなアフィニティークロマトグラフィー装置（
以下適宜、「アフィニティークロマト装置」という）１０を用いる。このアフィニティー
クロマト装置１０は、タンク１１と、ポンプ１２と、オートインジェクタ１３と、アフィ
ニティー分離用チップ１４と、流路切替弁１５と、回収瓶１６，１７と、制御部１８とを
備えている。
【０１７７】
　タンク１１は、移動相となるキャリア液を貯蔵してあるものである。
　また、ポンプ１２は、制御部１８の制御にしたがって、タンク１１に貯蔵されたキャリ
ア液を所定の流速で流すためのものである。
　さらに、オートインジェクタ１３は、制御部１８の制御にしたがって、試料液をキャリ
ア液の流れに注入するものである。
　したがって、タンク１１に貯蔵されたキャリア液は、ポンプ１２によってオートインジ
ェクタ１３を経てアフィニティー分離用チップ１４へと所定の速度で供給され、また、こ
のキャリア液には、オートインジェクタ１３によって試料液が注入されるようになってい
る。よって、タンク１１、ポンプ１２及びオートインジェクタ１３によって、試料液をア
フィニティー分離用チップ１４の流路１４Ｂに流通させる試料液供給部１９が構成されて
いることになる。
【０１７８】
　また、アフィニティー分離用チップ１４は、基板１４Ａに流路１４Ｂが形成されたもの
であり、この流路１４Ｂには、生体物質構造体（図示省略）が充填されている。ここで、
本実施形態で用いる生体物質構造体の生体物質と、精製の対象である対象物質とは、特異
的に相互作用することにより、流路１４Ｂを流通する対象物質のリテンションタイムを変
化するようになっているものとする。なお、流路１４Ｂの下流端部には生体物質構造体の
流出を防止するためのフィルタ（図示省略）が形成されていて、これにより、生体物質構
造体は流路１４Ｂ内に確実に保持されるようになっている。
【０１７９】
　したがって、供給されたキャリア液（試料液を注入されたものを含む）は、生体物質構
造体が充填された流路１４Ｂを流通するようになっている。また、この流路１４Ｂから溶
出したキャリア液（以下適宜、流路１４Ｂから流出する液体は「溶出液」という）は、下
流の流路切替弁１５へと送られるようになっている。
【０１８０】
　ところで、本実施形態では、アフィニティー分離用チップ１４はアフィニティークロマ
ト装置１０に対して着脱可能になっているものとする。具体的には、アフィニティークロ
マト装置１０がアフィニティー分離用チップ１４を装着するチップ装着部１４Ｃを備えて
いて、使用時にはチップ装着部１４Ｃにアフィニティー分離用チップ１４を装着して、分
離を行なうようになっている。
【０１８１】
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　流路切替弁１５は、制御部１８の制御にしたがって流路を切り替えて、アフィニティー
分離用チップ１４から送られてきた溶出液を、回収瓶１６及び回収瓶１７のいずれに回収
させるか切り替えるものである。したがって、アフィニティー分離用チップ１４の流路１
４Ｂからの溶出液は、流路切替弁１５により分画されて、回収瓶１６，１７のいずれかに
回収されるようになっている。
　また、本実施形態では、対象物質を含むキャリア液は回収瓶１６に回収し、含まないキ
ャリア液は回収瓶１７に回収されるようになっているものとする。
【０１８２】
　また、制御部１８は、ポンプ１２、オートインジェクタ１３及び流路切替弁１５の制御
を行なうものであり、本実施形態においては、コンピュータに制御用のプログラムを読み
込ませて構成されている。
　さらに、この制御部１８には、本実施形態で用いた生体物質構造体が有する生体物質と
対象物質との相互作用によるリテンションタイムの情報が記録されていて、この情報に基
づいて、オートインジェクタ１３から試料液を注入した後の、供給したキャリア液の量や
、経過した時間などに応じて、流路切替弁１５の切替時機を制御するようになっている。
　なお、図４において、制御部１８による制御は、一点鎖線の矢印で示す。
【０１８３】
　このアフィニティークロマト装置１０を用いて試料液から対象物質を分離する場合、ま
ず、チップ装着部１４Ｃにアフィニティー分離用チップ１４を装着し、そして、制御部１
８がポンプ１２を稼動させる。ただし、流路切替弁１５は、当初は溶出液を回収瓶１７に
回収するように切り替えてあるものとする。この場合、タンク１１内のキャリア液は下流
に向けて流れ出し、オートインジェクタ１３、アフィニティー分離用チップ１４の流路１
４Ｂ、及び、流路切替弁１５を通り、回収瓶１７に回収される。
　その後、制御部１８は、オートインジェクタ１３を制御して、オートインジェクタ１３
に試料液をキャリア液中に注入させる。また、制御部１８は、注入と同時に時間のカウン
トを開始する。
【０１８４】
　注入された試料液は、流路１４Ｂに流入し、流路１４Ｂを流通する。この際、試料液は
、流路１４Ｂ内の生体物質構造体と接触し、生体物質と対象物質とが相互作用して、対象
物質の流通速度が低下する。したがって、試料液中の対象物質以外の成分はキャリア液と
共にそのまま流路１４Ｂを流通するが、対象物質は相互作用によるリテンションタイムの
変化分だけ遅れて流路１４Ｂから流出する。このため、流路１４Ｂから流出する溶出液の
うち、対象物質以外の成分が流路切替弁１５を通過する時刻よりも後の、対象物質のリテ
ンションタイムに対応した分画には、キャリア液と、対象物質とが含まれ、分離の対象と
しないその他の成分は含まれない。
【０１８５】
　そこで、制御部１８は、カウントしている時間によって、対象物質以外の成分が流路切
替弁１５を通過する時刻よりも上記の相互作用によるリテンションタイムの変化分だけ後
に、流路切替弁１５を切り替えて対象物質を含有する分画を回収瓶１６に回収するように
する。
【０１８６】
　その後、連続して分離精製を行なう場合には、制御部１８は、対象物質を含有しない溶
出液の分画を回収瓶１７に回収させるように流路切替弁１５を再度切り替え、上記と同様
の操作を行なう。また、分離精製を停止する場合には、制御部１８はポンプ１２を停止さ
せ、キャリア液の供給を止める。
【０１８７】
　以上のようにすれば、試料液中の対象物質を分離精製することができる。また、この際
、生体物質として対象物質と特異的に相互作用するものを用いており、しかも、本発明の
生体物質構造体は活性を保った生体物質を非常に多量に含有するものであるために、非特
異的相互作用を抑制して、高効率な分離精製を容易に行なうことが可能である。
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【０１８８】
　さらに、これを利用して、第１実施形態と同様に、ある所定の相互作用を上記の生体物
質との間に生じさせる作用物質が不明である場合に、どのような物質が上記生体物質と相
互作用するかをスクリーニングすることもできる。
　なお、本実施形態の構成においても、第１実施形態のようにアフィニティー分離用チッ
プ１４に生体物質構造体を固定するようにしてもよい。
【０１８９】
　また、上記のアフィニティークロマト装置１０においては、アフィニティー分離用チッ
プ１４をアフィニティークロマト装置１０に対して着脱可能に構成したが、適宜、アフィ
ニティー分離用チップ１４をアフィニティークロマト装置１０と一体に組み込んで構成す
るようにしてもよい。
【０１９０】
　　（６－４）第４実施形態
　本実施形態は、液中に対象物質（解析対象物質）を含有する試料液において、その対象
物質を分離精製することにより、対象物質の解析を行なうものである。
　また、図５は、本実施形態に用いるアフィニティークロマトグラフィー装置の概要を模
式的に示す図である。ただし、図５において、図４と同様の部位は、図４と同様の符号で
示す。
【０１９１】
　この実施形態においては、図５に示すようなアフィニティークロマト装置２０を用いる
。このアフィニティークロマト装置２０は、タンク１１と、ポンプ１２と、オートインジ
ェクタ１３と、アフィニティー分離用チップ１４と、制御部１８と、測定部２１とを備え
ている。
【０１９２】
　試料液供給部１９、即ち、タンク１１、ポンプ１２及びオートインジェクタ１３は、そ
れぞれ第３実施形態と同様である。
　また、アフィニティー分離用チップ１４は、生体物質構造体が有する生体物質として、
ある特定の構造（分子構造）を有する物質（作用物質）と特異的に相互作用することによ
り、流路１４Ｂを流通する対象物質のリテンションタイムを変化させるものを用いている
以外は、第３実施形態と同様である。
　さらに、制御部１８は、本実施形態のアフィニティークロマト装置２０が切替弁を有し
ていないために、切替弁の制御を行なわない以外は、第３実施形態と同様である。
【０１９３】
　さらに、アフィニティークロマト装置２０は、アフィニティー分離用チップ１４の下流
に、流路１４Ｂからの溶出液の分画中の検出対象物質の量を測定する測定部２１を備えて
いる。具体的には、この測定部２１は、溶出液中の対象物質の量を時間を追って測定する
ことにより、各時刻において測定部２１へ流入する溶出液をそれぞれ分画として、各分画
に含まれる対象物質の量を測定するようになっている。なお、測定部２１の具体例として
は、上述したものと同様のものが挙げられる。
【０１９４】
　このアフィニティークロマト装置２０を用いて試料液中の対象物質の解析を行なう場合
、第３実施形態と同様に、チップ装着部１４Ｃにアフィニティー分離用チップ１４を装着
し、そして、制御部１８がポンプ１２を稼動させてタンク１１内のキャリア液を流れさせ
る。この際、測定部２１も、溶出液中の対象物質の測定を始める。
　その後、制御部１８は、第３実施形態と同様、オートインジェクタ１３に試料液をキャ
リア液中へ注入させる。注入された試料液は、キャリア液と共に流路１４Ｂに流入し、流
路１４Ｂを流通する。この際、試料液は、流路１４Ｂ内の生体物質構造体と接触する。
　そして、流路１４Ｂから流出する溶出液は、測定部２１に流入する。そして、測定部２
１において、溶出液の各時刻の分画に含まれる対象物質の量が測定される。
【０１９５】
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　ここで、生体物質構造体と試料液とが接触した場合、対象物質が上記の特定の構造を有
していれば、流路１４Ｂ内において対象物質のリテンションタイムは変化し、これに伴い
、流路１４Ｂから対象物質が流出する時刻は遅れることになる。一方、対象物質が上記の
特定の構造を有していなければ、対象物質のリテンションタイムは変化しない。
【０１９６】
　したがって、溶出液の分画のうち、どの分画で対象物質がどれだけの量だけ検出された
かによって、対象物質が特定の構造を有しているか否か、及び、その量がどれだけあるか
を解析することができる。
　即ち、リテンションタイムに変化が生じない場合に観測されるべき時刻の分画において
対象物質が測定されれば、対象物質は上記の特定の構造を有していないものと判定するこ
とができる。
【０１９７】
　また、リテンションタイムに変化が生じない場合に観測されるべき時刻よりも後の分画
において対象物質が測定されれば、対象物質は上記の特定の構造を有しているものと判定
することができる。さらに、リテンションタイムの変化がどれだけ大きかったか（即ち、
どれだけ後になって測定されたか）を測定することにより、上記の相互作用の大きさを感
知し、対象物質が有する上記の特定の構造の数も解析可能である。これに加えて、対象物
質が２以上の種類のものを含む場合、分画毎に含まれる対象物質の量を測定すれば、どの
対象物質がどれだけの特定の構造を有しているかを判定することも可能となる。
【０１９８】
　以上のように、本実施形態のアフィニティークロマト装置２０によれば、試料液中の対
象物質が、生体物質に対応した特定の構造を有しているか否か、という解析を行なうこと
が可能である。また、本発明の生体物質構造体は、第３実施形態と同様に、非特異的相互
作用を抑制して高効率な分離精製を容易に行なうことが可能なものであるために、対象物
質の解析を正確に且つ高感度に行なうことが可能である。
　さらに、これを利用して、第２実施形態と同様に、生体物質を相互作用をするために作
用物質が有しているべき分子構造を調べることも可能である。
【０１９９】
　また、上記の測定部２１の測定結果を、上記の解析を行なう解析部に出力し、当該解析
部において対象物質の解析を行なわせることも可能である。例えば、測定部２１から出力
された測定結果を解析部が読み込み、解析部が、上述したような、リテンションタイムに
変化が生じない場合に観測されるべき時刻の分画において対象物質が測定されたか否かに
よって対象物質が特定の構造を有しているか否か判定するように構成することが可能であ
る。ただし、この場合、解析部には生体物質構造体の種類、それに対応した特定の構造、
並びに判定に用いるリテンションタイムの情報などを記憶した記憶部を設けることが好ま
しい。なお、解析部は、ハードウェアとしては、例えば、コンピュータに当該コンピュー
タを解析部として機能させるプログラムを読み込ませることなどによって構成することが
できる。
　なお、本実施形態は、第３実施形態と同様に変形することも可能である。
【０２００】
　（７）生体物質担持体
　上記の第１～第４実施形態で用いたアフィニティー用容器やアフィニティー分離用チッ
プなどのように、アフィニティー精製用若しくは医薬作用機構解析用のツールとして本発
明の生体物質構造体を用いる場合、条件によっては固相担体に固定して、生体物質担持体
として用いることが望ましい。
【０２０１】
　生体物質担持体は、何らかの固相担体に本発明の生体物質構造体を固定したものをいう
。この場合、固相担体とは、表面に本発明の生体物質構造体を固定化するための基体とな
るものである。本発明で用いる固相担体に制限は無く、本発明の生体物質構造体を形成す
る対象となるものであれば、任意の材質、形状、寸法のものを用いることができる。
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【０２０２】
　固相担体の材質の例を挙げると、ポリオレフィン、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリ
カーボネート、ポリアミド、アクリル系樹脂等の各種樹脂材料、ガラス、アルミナ、炭素
、金属等の無機材料などが挙げられる。なお、固相担体の材質は１種を単独で用いたもの
でもよく、２種以上を任意の組み合わせ及び比率で併用したものであっても良い。
【０２０３】
　また、固相担体の形状の例を挙げると、平板状、粒子状、繊維状、膜状、シート状など
が挙げられる。具体例としては、多数の生体物質を配列させることができるチップ（基板
）、スライドガラス、ファイバースライド、マイクロタイタープレート等の平板状部材や
、クロマトグラフィー担体やラテックス診断薬としてのビーズ、分離膜として利用されて
いる中空糸繊維や多孔質膜などが挙げられる。
　中でも、上記の第３、第４実施形態のような流路を有するチップを形成する場合には、
流路の形状や寸法なども用途に応じて任意に形成することができる。ただし、生体物質構
造体を基板等に固定化する場合は別段不要であるが、単に流路１４Ｂ内に生体物質構造体
を充填して保持させるようにした場合などにおいては、流路１４Ｂ内から生体物質構造体
が流出することを防止するべく、フィルタ等の流出防止手段を設けることが好ましい。
【０２０４】
　さらに、上記固相担体は、そのまま使用してもよいが、何らかの表面処理を施してから
表面に生体物質構造体を形成するようにしても良い。
　例えば、金属や金属酸化物などの被覆材料で表面を被覆してから生体物質構造体を形成
するようにしても良い。このような被覆処理を行なってもよい固相担体の具体例としては
、金属被覆チップ、スライドガラス、ファイバースライド、シート、ピン、マイクロタイ
タープレート、キャピラリーチューブ、ビーズ等が挙げられる。
【０２０５】
　また、例えば、固相担体と生体物質構造体とを結合させるために、表面処理として官能
基を固相担体に導入しても良い。その官能基は任意であるが、例えば、ヒドロキシル基、
カルボキシル基、チオール基、アミノアルデヒド基、ヒドラジド基、カルボニル基、ヒポ
キシ基、ビニル基、アミノ基、スクシンイミド基等の、化学結合により固相担体と生体物
質構造体とを結合させる官能基が挙げられる。
【０２０６】
　また、本発明の生体物質構造体製造時に媒質（溶媒）として水を用いる場合には、アル
キル基、フェニル基等の疎液相互作用による物理吸着によって固相担体と生体物質構造体
とを結合させる官能基を用いることもできる。なお、導入する官能基は１種であってもよ
く、２種以上を任意の組み合わせ及び比率で併用してもよい。
【０２０７】
　表面処理の具体例を挙げると、例えば、固相担体表面に対して、金で被覆する表面処理
を行なった場合には、
【化３】

【０２０８】
　さらに、本発明の生体物質構造体を上述した固相担体と結合させるための具体的な操作
も任意である。例えば、あらかじめ生体物質構造体を用意して、それを固相担体と結合さ
せてもよいし、生体物質、結合用化合物等の生体物質構造体の各成分を別々に用意し、固
相担体上でそれらを混合させて生体物質構造体を製造しながら、同時に固相担体に結合さ
せても良い。具体的には、例えば、生体物質を含む溶液（水溶液等）と結合用化合物を含
む溶液（水溶液等）とを固相担体上に各々供給した後に、固相担体上で両溶液を混合する
等により行なうことができる。また、予め混合物を用意しておく場合、供給前の混合物中
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で前述したコンジュゲート、粒子状塊又は生体物質構造体を作製しておき、その後、混合
物を固相担体に供給するようにしても良い。
【０２０９】
　生体物質構造体を固相担体に結合させる方法及び条件は任意であるが、生体物質の変性
等を避ける観点から、温度条件は、通常２５℃以下、好ましくは１０℃以下で行なうこと
が望ましい。
　また、固相担体への固定後の混合物を乾燥、濃縮する場合、その際の圧力条件も任意で
あるが、通常は、常圧以下が望ましい。
【０２１０】
　さらに、生体物質構造体を固相担体に固定するには、混合物の供給後、所定の時間だけ
固相担体を静置することが望ましい。静置の時間は任意であるが、通常２４時間以下、好
ましくは１２時間以下が望ましい。
【実施例】
【０２１１】
　以下、本発明を実施例により更に具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定さ
れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、任意に変形して実施するこ
とができる。なお、実施例の説明において、特に断らない限り、「％」は「重量％」を表
わす。
【０２１２】
［固相担体に固定していない生体物質構造体を用いたアフィニティー精製］
　（１）結合用化合物（ポリマーＡ）の合成
　モノマーであるＮ－アクリロイルモルファリン（ＮＡＭ、ＫＯＨＪＩＮ社製）１．１３
重量部及びＮ－アクリロイロキシスクシンイミド（ＮＡＳ、ＡＣＲＯＳ　ＯＲＧＡＮＩＣ
Ｓ社製）０．３３重量部と、溶媒である脱水ジオキサン（和光純薬工業株式会社製）１８
．０３重量部とをよく混合し、５０ｍＬの四つ口フラスコにそそぎ入れ、室温で３０分間
窒素にて脱気を行ない、モノマー溶液を調製した。
【０２１３】
　このモノマー溶液をオイルバスにて６０℃に昇温し、重合開始剤アゾビスイソブチロニ
トリル（ＡＩＢＮ、キシダ化学株式会社製）０．００１６重量部を脱水ジオキサン０．５
ｇに溶かした溶液を入れることにより、重合を開始した。重合は窒素雰囲気下、８時間行
なった。
　重合後、ポリマーが生成した溶液は、０．５Ｌのジエチルエーテル（国産化学株式会社
製）に滴下することにより再沈殿させた後、溶媒を除去することにより粉末化し、結合用
化合物ポリマーＡを得た。
【０２１４】
　得られたポリマーＡについて、標準ポリスチレンで校正されたＳＥＣ（Size Exclusion
 Chromatography）測定を行なった結果、ポリマーＡの重量平均分子量（Ｍｗ）が約１５
００００と見積もられた。
　また、得られたポリマーＡに含まれるＮＡＳとＮＡＭとのモル比（ＮＡＳ／ＮＡＭ）は
、1Ｈ－ＮＭＲ測定からＮＡＳ／ＮＡＭ＝３０／７０と見積もられた。
　さらに、ポリマーＡを蒸留水にて０．２％、０．４％、０．６％の濃度に調整し、光子
相関計ＡＬＶ５０００（ＡＬＶ社製）により、測定角３０°、４０°、５０°及び６０°
にて、動的光散乱法で測定したところ、ポリマーＡの平均の流体力学的半径は６．８ｎｍ
と見積もられた。
【０２１５】
　（２）生体物質構造体Ａの作製
　エッペンドルフチューブ（以下適宜、「エッペンチューブ」という）内に、生体物質で
あるマウスＩｇＧ（ＬＡＭＰＲＥＢＩＯＬＯＧＩＣＡＬ　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＩＥＳ社製
；Ｍｗ＝１５０ｋＤａ）と結合用化合物ポリマーＡとを、両者の重量比率がマウスＩｇＧ
：結合用化合物ポリマーＡ＝１０：１になるようにＨＥＰＥＳバッファー（１０ｍＭ、ｐ
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Ｈ７．４）で調製した液を５００μＬいれ、そのまま、常温減圧乾燥により、生体物質構
造体を形成した。なお、ここで調製した液中におけるマウスＩｇＧ及び結合用化合物ポリ
マーＡの合計濃度は１０ｍｇ／ｍＬであった。
【０２１６】
　その後、生体物質構造体を濃縮・乾燥した。この生体物質構造体にＨＥＰＥＳバッファ
ー１ｍＬを加え、遠心操作（５０００ｒｐｍ、１０分；以下、遠心操作は、特に断りがな
い限り、本条件で行なった）により、浮遊している生体物質構造体を沈殿させ、上清を取
り除いた。
　さらに、ＨＥＰＥＳバッファー１ｍＬ加え、同じ操作をさらに２回行なった。
【０２１７】
　次に、未反応のスクシンイミド基をブロッキングする目的で、１Ｍのエタノールアミン
（ｐＨ８．５）１ｍＬを加え、１５分間室温で浸漬し、遠心操作にて、上清を取り除いた
。
　さらに、ポリマーＡと共有結合していないマウスＩｇＧを取り除く目的で、１Ｍになる
ようにＫＣｌをＨＥＰＥＳバッファー１ｍＬで調製した溶液（１Ｍ　ＫＣｌ－ＨＥＰＥＳ
）を１５分間浸漬し、上清を取り除き、さらにグリシンバッファー（１０ｍＭ、ｐＨ１．
７）を加え、遠心操作により、上清を取り除いた。最後にＨＥＰＥＳバッファー（ｐＨ７
．４）を１ｍＬ加え、遠心操作により、上清を取り除き、生体物質構造体Ａを得た。
【０２１８】
　（３）生体物質構造体Ａを用いたアフィニティー精製
　ウサギ血清（ＮＲＳ）（タンパク質濃度約７０ｍｇ／ｍＬ）に、ウサギ血清アンチマウ
ス－Ｆａｂ’（マウスＩｇＧと特異的相互作用をする精製分離特定対象物質Ａ）（イムノ
プローブ社製、Ｍｗ＝約５０ｋＤａ）の濃度が１００μｇ／ｍＬになるようにウサギ血清
アンチマウス－Ｆａｂ’（４．３ｍｇ／ｍＬ）を加えた液（混合溶液Ａ）を、前述（２）
の生体物質構造体Ａを入れたエッペンチューブに１ｍＬ加え、３０分間浸漬し、遠心操作
で上清を分離した（上清Ａ）。
【０２１９】
　さらに、これに１ｍＬのＨＥＰＥＳバッファーを加え、遠心操作にて上清を取り除いた
。これをさらに４回繰り返した。
　その後、１Ｍ　ＫＣｌ－ＨＥＰＥＳ溶液を１ｍＬ加え、遠心操作により洗浄を行なった
（洗浄Ａ）。
　さらに、特異的に結合した対象物質を回収するために、グリシンバッファー（１０ｍＭ
、ｐＨ１．７）水溶液を１ｍＬ加え、１０分間浸漬した。その後、遠心操作により、上清
（精製Ａ）を回収した。
【０２２０】
　その後、これらの、混合溶液Ａ、対象物質Ａ、上清Ａ、洗浄Ａ、精製Ａに対して、ＳＤ
Ｓ－ＰＡＧＥによる電気泳動を行ない、その後、銀染色法により、電気泳動ゲルを染色し
た。分子量マーカーとしては、フルレンジレインボーマーカーＰＲＮ８００（アマシャム
社製）を用いた。その結果を図６に示す。
　精製Ａにおいては、対象物質であるＦａｂ’に対応するもののみが観測されることから
、上記の精製操作により、非特異吸着物質をほとんど混入することなくなく、分離精製す
ることができたことが確認された。
【０２２１】
［生体物質構造体の構造及び組成の分析］
　（４）生体物質構造体基板１の作製
　生体物質構造体を担持する固相担体として、大きさが縦２．５ｃｍ×横２．５ｃｍ×厚
さ１．２ｍｍの平板状ポリカーボネート製の基体表面に、厚さ約８０ｎｍで金を蒸着した
ものを用いた。この基板を１０ｍＭの１６－メルカプトヘキサデカン酸（１６－ＭＥＲＣ
ＡＰＴＯＨＥＸＡＤＥＣＡＮＯＩＣ　ＡＣＩＤ；ＡＬＤＲＩＣＨ社製）エタノール溶液に
浸漬させ、室温で１２時間反応させ、表面処理を行なった。反応終了後、基板をエタノー
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ルで洗浄した。この表面処理は、基板表面に金－硫黄結合を介してカルボキシル基を導入
するための処理である。
【０２２２】
　次に、０．１ＭのＮ－ヒドロキシスクシイミド（ＮＨＳ、和光純薬工業社製）水溶液１
ｍＬと０．４Ｍの１－エチル－３－（３－ジメチルアミノプロピル）－カルボジイミド塩
酸塩（ＥＤＣ、同仁化学研究所製）水溶液１ｍＬとを混合し、さらに脱塩水１８ｇで希釈
した溶液に、上記のカルボキシル基を導入した基板を浸漬させ、１５分間反応させた。こ
れは、基板表面に、基板と生体物質構造体とを結合させることができるスクシンイミド基
を導入するためである。
【０２２３】
　マウスＩｇＧとポリマーＡとを重量混合比１０：１（生体物質：結合用化合物）で混合
した混合物を、基板の表面に２０μＬだけスポッテイングした。これを飽和蒸気圧下で３
０分放置した後、室温にて乾燥し、未反応の活性エステル基をエタノールアミンでブロッ
キングした。
　その後、基板を１Ｍ－ＫＣｌのＨＥＰＥＳバッファーに浸漬し（１５分×２回）、さら
にグリシンバッファー（１０ｍＭ、ｐＨ１．７）に浸漬し（１５分×１回）、未反応のタ
ンパク質を洗浄した。
　その後、脱塩水でよく洗浄し、乾燥して、生体物質構造体基板１を得た。
【０２２４】
　（５）生体物質構造体基板１を用いたアフィニティー精製
　ＮＲＳに、アンチマウスＦａｂ’（対象物質１）の濃度が１００μｇ／ｍＬになるよう
にアンチマウスＦａｂ’を添加した溶液（混合溶液１）を、生体物質構造体基板１上に１
００μＬ滴下した。飽和蒸気圧下で３０分間放置し、サンプルを回収し（Flow through1
）、その後生体物質構造体基板１を洗浄した。洗浄は、脱塩水によって予備洗浄し、１Ｍ
－ＫＣｌのＨＥＰＥＳバッファーに浸漬した（１５分×３回）。
【０２２５】
　さらに、抗原抗体反応で結合したアンチマウスＦａｂ’を回収する目的で、生体物質構
造体基板１をグリシンバッファー（１０ｍＭ、ｐＨ１．７）に浸漬し、そのグリシンバッ
ファーごとアンチマウスＦａｂ’を回収した（精製１）。その後、これらの、混合溶液１
、対象物質１、Flow through1、精製１に対して、ＳＤＳ－ＰＡＧＥによる電気泳動を
行ない、その後、銀染色法により、電気泳動ゲルを染色した。その結果を図７に示す。精
製１において、分離対象対象物質であるＦａｂ’が非特異吸着物質が混入することなく、
分離精製することができた。
【０２２６】
　（６）生体物質構造体基板１の構造の観察
　生体物質構造体基板１の表面に形成されている生体物質構造体の、断面をＳＥＭ（走査
型電子顕微鏡）で観察し、表面をＡＦＭ（原子間力顕微鏡）で観察した。図８にＳＥＭに
よる観察結果を表わす図面代用写真を示し、図９にＡＦＭによる観察結果を表わす図面代
用写真を示す。
　図８，９より、得られた生体物質構造体は、生体物質と結合用化合物で形成された粒径
１００ｎｍ以下の粒子状塊が連なって結合した構造となっていることが確認された。
【０２２７】
　（７）生体物質構造体基板１の構造体の成分分析
　基板に混合物を１μＬずつ４０スポットした以外は前述（４）と同様にして、成分分析
用生体物質構造体基板を作製した。
　そして、成分分析用生体物質構造体基板上の生体物質構造体を塩酸で加水分解し、生じ
たアミノ酸量からＩｇＧを定量した。さらに、加水分解物中のポリアクリル酸量から、結
合用化合物ポリマーＡを定量した。
【０２２８】
　具体的には、成分分析用生体物質構造体基板上の生体物質構造体を、６Ｎ塩酸、１５０
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℃、１ｈｒで加水分解した。その後、塩酸を減圧乾燥し、加水分解物を１％アンモニア水
に溶かし、遠心分離（１００００ｒｐｍ、３分）で不溶分を除いた。この加水分解溶液を
減圧乾燥後、０．１％アンモニア水１ｍＬに溶かし、１００μＬをアミノ酸分析、４００
μＬをＰＡＡ（ポリアクリル酸）分析に用いた。
【０２２９】
　（アミノ酸分析試料）
　上記の加水分解溶液１００μＬを減圧乾燥し、０．０２Ｎ塩酸５００μＬに溶かした。
これを遠心式限外ろ過（ＭＷＣＯ：１００００、マイクロコンＹＭ－１０）し、ろ液１０
μＬをアミノ酸分析した。
【０２３０】
　アミノ酸分析は、以下の表１の条件で行なった。
【表１】

【０２３１】
　（ポリアクリル酸分析試料）
　上記の加水分解溶液４００μＬを遠心式限外ろ過（ＭＷＣＯ：１００００）で濃縮し、
１％アンモニア水４００μＬで希釈した。この限外ろ過による希釈－濃縮操作を６回繰り
返して低分子成分を除いた。高分子成分を１％アンモニア水で回収し、減圧乾燥してから
ポリアクリル酸（ＰＡＡ）分析に供した。
【０２３２】
　ＰＡＡ分析（反応熱分解ＧＣＭＳ）は、以下の表２の条件で行なった。
【表２】

【０２３３】
　その結果、マウスＩｇＧは３９０μｇ、ポリマーＡは１６．９μｇ検出され、生体物質
構造体中に含まれる生体物質の比率［生体物質の重量／生体物質構造体の重量］は０．９
５８となり、生体物質構造体に含まれる生体物質の重量の比率が極めて高いことが示され
た。
【０２３４】
［固相担体に固定した生体物質構造体を用いたアフィニティー精製］
　（８）生体物質構造体基板２の作製
　マウスＩｇＧをプロテインＡ（シグマ社製）、ＨＥＰＥＳバッファーをリン酸バッファ
ー（ｐＨ９）にそれぞれ変更した以外は前述の（４）と同様の方法で、生体物質構造体基
板２を作製した。
【０２３５】
　（９）生体物質構造体基板２を用いたアフィニティー精製
　ＮＲＳ（混合溶液２）を、生体物質構造体基板２上に１００μＬ滴下した。飽和蒸気圧
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下で３０分間放置し、サンプルを回収し（Flow through2）、その後生体物質構造体基板
２を洗浄した。洗浄は、脱塩水によって予備洗浄し、１Ｍ－ＫＣｌのＨＥＰＥＳバッファ
ーに浸漬した（１５分×３回）。さらに、プロテインＡに結合したＩｇＧを回収する目的
で、生体物質構造体基板２をグリシンバッファー（１０ｍＭ　ｐＨ１．７）に浸漬し、そ
のＨＣｌ水溶液ごとアンチマウスＩｇＧを回収した（精製２）。これら、混合溶液２、Fl
ow through2、精製２に対して、ＳＤＳ－ＰＡＧＥによる電気泳動を行い、その後、銀染
色法により、電気泳動ゲルを染色した。その結果を図１０に示す。精製２において、マー
カーの分子量が約１５万であることから、精製２において得られた物質がＩｇＧであるこ
とがわかる。
　以上より、対象物質であるＩｇＧが非特異吸着による混入が生じることなく、分離精製
することができたことを確認した。
【０２３６】
［生体物質構造体及び生体物質構造体と相互作用した対象物質の量の測定］
　（１０）ＱＣＭ測定
　上記の（１）と同様にして、結合用化合物としてポリマー（以下、ポリマーＢと呼ぶ）
を合成した。この時、ＮＡＭは０．５６４重量部、ＮＡＳは０．１６９重量部、ジオキサ
ンは８．７５重量部、ＡＩＢＮは０．００８重量部だけ用いた。得られたポリマーＢの重
量平均分子量（Ｍｗ）を測定したところ約８６０００であり、ＮＡＳとＮＡＭとのモル比
はＮＡ／ＮＡＭ＝３０／７０であった。
【０２３７】
　上記の（４）で作製した生体物質構造体基板１と同様にして、表面処理したＱＣＭ用セ
ンサーチップ（イニシアム社製）を用意した。
　そのＱＣＭ用センサーチップに、（４）で作製した場合と、スポット量を２０μＬから
３μＬに変更し、結合用化合物としてポリマーＢを使用した以外は同様にして、生体物質
としてマウスＩｇＧを有する生体物質構造体をＱＣＭ用センサーチップの上に固定した。
【０２３８】
　その後、このＱＣＭ用センサーチップを１０μｇ／ｍＬのアンチマウスＦａｂ’のＨＥ
ＰＥＳバッファー（１０ｍＭ，ｐＨ７．４）に１時間浸漬した。この際、上記の操作の各
段階における吸着挙動を、イニシアム社製ＱＣＭ　ＡＦＦＮＩＸ　Ｑで測定した。具体的
には、表面処理後（即ち、表面処理を行なった後、生体物質構造体を形成する前）、生体
物質構造体固定後（即ち、アンチマウスＦａｂ’水溶液に浸漬する前）、及びアンチマウ
スＦａｂ’を反応させた後（即ち、アンチマウスＦａｂ’水溶液に浸漬した後）のそれぞ
れについて、測定を行なった。なお、測定はすべて空気中で水分を乾燥させたものを測定
値とした。その結果を表３に示す。
【０２３９】
【表３】

【０２４０】
　生体物質構造体固定後と表面処理後との間の振動数変化量は－４２６９０Ｈｚであり、
したがって、生体物質構造体固定後の生体物質構造体の量はＱＣＭセンサーチップ上で約
２５．６μｇ／ｃｍ2と算出された。
　また、アンチマウスＦａｂ’反応後と生体物質構造体固定後との間の振動数の変化量は
－９３０６Ｈｚであり、したがって、アンチマウスＦａｂ’を反応させた後のＱＣＭセン
サーチップ上におけるアンチマウスＦａｂ’の吸着量は約５．６μｇ／ｃｍ2と算出され
た。
【０２４１】
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［生体物質構造体を形成させるための条件についての検討］
　（１１）生体物質構造体基板３の作製
　生体物質をマウスＩｇＧからアルブミン（ＡＬＢＵＭＩＮ，ＰＩＧシグマ社製）に変更
した以外は、前述の（８）と同様の方法で生体物質構造体基板３を作製した。
【０２４２】
　（１２）生体物質構造体基板４の作製
　生体物質をマウスＩｇＧからストレプトアビジン（ＰＩＥＲＣＥ社製）に変更した以外
は、前述の（８）と同様の方法で生体物質構造体基板４を作製した。
【０２４３】
　（１３）参照例：グルタルアルデヒドによる参照用基板の作製
　ポリマーＡに代えてグルタルアルデヒド（東京化成工業社製　分子量１００）を用いた
以外は前述の（１１）と同様にして、参照用の生体物質を担持した基板（参照用基板）を
作製した。
【０２４４】
　（１４）ＡＦＭ観察による対比
　生体物質構造体基板３，４及び参照用基板をそれぞれＡＦＭによって観察し、その構造
を確認した。
　さらに、そのＡＦＭ像からパワースペクトル解析を行なった。ＡＦＭ装置はＮａｎｏｓ
ｃｏｐｅ　IIIａ　Ｍｕｌｔｉｍｏｄｅ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製
）を使用した。測定モードはタッピングモードを使用し、プローブは、ＳＳＳ－ＮＣＨ（
東陽テクニカ社製　先端半径Ｒ＜５ｎｍ）を用いた。データサンプリング数はｘ方向５１
２、Ｙ方向５１２で、大気中で行なった。粒子状塊の確認には、ＡＦＭ画像５００ｎｍ×
５００ｎｍの測定を用いた。パワースペクトル解析には、ＡＦＭ画像１０００ｎｍ×１０
００ｎｍの測定を用いて、解析ソフトにはＮａｎｏｓｃｏｐｅ　IIIａに付属のＰｏｗｅ
ｒ　Ｓｐｅｃｔｒａｌ　Ｄｅｎｓｉｔｙ機能を用いた。
　その結果を表わす図面代用写真を図１１（ａ）～図１１（ｃ）に示す。なお、図１１（
ａ）は生体物質構造体基板３を観察したものであり、図１１（ｂ）は生体物質構造体基板
４を観察したものであり、図１１（ｃ）は参照用基板を観察したものである。
【０２４５】
　図１１（ａ），（ｂ）ではタンパク質分子よりもはるかに大きい濃淡が観察されている
。これにより、図１１（ａ）、（ｂ）のように、適切な条件で結合用化合物を用いた場合
には粒子状塊が結合することによって生体物質構造体が形成されることが確認された。
　一方、図１１（ｃ）で観察される濃淡の大きさはおよそ５～１０ｎｍであり、タンパク
質１分子の大きさと同じである。したがって、図１１（ｃ）で観察した参照用基板では粒
子状塊は見られず、緻密にタンパク質分子がグルタルアルデヒドによって結合された構造
となっていることが分かる。これにより、グルタルアルデヒドのような低分子量体の結合
用化合物を用いた場合、ポリマーＡのような高分子量の結合用化合物を用いた場合とは別
の適切な条件で生体物質構造体を調製するようにしなければ粒子状塊を形成することは難
しく、したがって、結合用化合物の物性などの条件に応じ、適切な条件で生体物質構造体
を調製すべきであることが確認された。
【０２４６】
　また、パワースペクトルの解析結果から、生体物質構造体基板３の波長１００ｎｍにお
けるパワースペクトルの値は、２Ｄ　ｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　ＰＳＤの値は１１３００ｎｍ
4であり、全パワースペクトルの和（Ｉｔ）は３９．９ｎｍ2であり、波長１００ｎｍ未満
を除いたパワースペクトルの和（Ｉｃ）は３５．２ｎｍ2である。全パワースペクトルの
和（Ｉｔ）における、波長１００ｎｍ未満を除いたパワースペクトルの和（Ｉｃ）が占め
る割合（Ｉｃ／Ｉｔ）は、８８．２％であることがわかる。
【０２４７】
　生体物質構造体基板４及び参照用基板も同様に測定を行なった。得られた値を表４に示
す。この結果から、生体物質構造体基板３及び４ともに波長１００ｎｍにおける２Ｄ　ｉ
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ｓｏｔｒｏｐｉｃ　ＰＳＤ　は１００ｎｍ4以上あり、波長１００ｎｍ以上のパワースペ
クトルの和が全パワースペクトルの３０％以上であることがわかるが、参照基板はそれ以
下であることが示された。この結果から、生体物質構造体基板３，４の表面には粒子状塊
が存在することが確認された。
【０２４８】
【表４】

【０２４９】
［膨潤による粒子状塊同士の間の空間の確認］
　（１５）生体物質構造体基板１の膨潤確認
　上記の（７）と同様にして、生体物質構造体基板（以下、生体物質構造体基板６という
）を作製し、その代表１スポットに対して、乾燥状態と溶媒による膨潤状態とでの膜厚の
測定をＡＦＭにより行なった。溶媒にはＨＥＰＥＳバッファー（１０ｍＭ、ｐＨ７．４）
を用い、溶媒浸漬３０分後に膜厚を測定した。
　その結果、乾燥状態では３．７μｍであったものが、溶媒浸漬後は５．２μｍに膨潤し
た。これにより、生体物質構造体基板６上の生体物資構造体においては、粒子状塊の間に
空間が形成されていることが確認された。
【０２５０】
［相関長の測定］
　１５ｍｌの遠心チューブ内に、アルブミン（ＡＬＢＵＭＩＮ，ＰＩＧ　ＳＩＧＭＡ社製
）の５重量％溶液（溶媒：ｐＨ　９，リン酸バッファー）とポリマーＡ（実施例１と同手
法により合成した。分子量はＭｗ＝５９５００）の５重量％溶液（溶媒：脱塩水）を体積
比で２０：１，１０：１，１：１（アルブミン：ポリマーＡ）となるように混合した。混
合後のリン酸バッファー濃度が１０ｍＭとなるように、アルブミンのリン酸バッファー濃
度を調整し、さらにトータル体積が５５０μｌとなるようにした。
【０２５１】
　その後、減圧乾燥を行ない、ＰＳＡとポリマーＡとを反応させ、生体物質構造体を作製
した。この生体物質構造体にエタノールアミン水溶液７ｍｌ（１Ｍ　ｐＨ８．５）を添加
し、ポリマーに含まれる未反応のスクシンイミド基をブロッキングした。
　１ＭのＫＣｌ水溶液（１０ｍＭリン酸バッファー、ｐＨ７．４）７ｍＬで１度洗浄し、
さらに脱塩水７ｍＬで２回洗浄を行なった。
【０２５２】
　洗浄したこの生体物質構造体の内部構造を確認するために、静的光散乱測定を行なった
。光散乱装置はＤｙｎａ　３０００（大塚電子株式会社）を用いて、脱塩水中で測定を行
なった。測定はＶｖ散乱測定で行なった。得られた前方散乱光強度の角度依存性から散乱
角依存をデバイ－ブーシェプロットし、その直線性の良いところから、相関長を見積もる
と、１１８．５ｎｍ（２０：１）、７０ｎｍ（１０：１）、１１８．７ｎｍ（１：１）で
あった。これにより、粒子状塊の構造はサブミクロンオーダーであると見積もることがで
きた。
【産業上の利用可能性】
【０２５３】
　本発明の生体物質構造体及び生体物質構造体の製造方法、並びに、生体物質担持体、対
象物質の精製方法、アフィニティークロマトグラフィー用容器、対象物質の解析方法及び
センサーチップは、産業上の任意の分野において使用可能であるが、特に、医療、診断、
食品分析、生体分析などの分野に用いて好適である。具体例としては、少量のサンプルで
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非特異的吸着を抑制したアフィニティー精製もしくは医薬作用等の解析ツールに用いるこ
とができる。さらに、例えば、生体物質担持体として、流路などの表面に生体物質構造体
を形成したものを用い、この流路に分離精製したい混合溶液を流すことにより、自動化さ
れたアフィニティー精製装置もしくは医薬作用等の解析装置を簡単に作製することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０２５４】
【図１】（ａ），（ｂ）は共に、本発明の一実施形態について説明するため、生体物質構
造体の構造の例を模式的に示す図である。
【図２】（ａ），（ｂ）は共に本発明の一実施形態について説明するための図で、（ａ）
は生体物質及び結合用化合物を模式的に示す図、（ｂ）は粒子状塊を模式的に示す図であ
る。
【図３】本発明の一実施形態としてのアフィニティークロマトグラフィー用容器を模式的
に示す断面図である。
【図４】本発明の一実施形態としてのアフィニティークロマトグラフィー装置の概要を模
式的に示す図である。
【図５】本発明の一実施形態としてのアフィニティークロマトグラフィー装置の概要を模
式的に示す図である。
【図６】本発明の実施例の操作（３）において、マウスＩｇＧを生体物質として作製した
生体物質構造体を用いて、ウサギ血清とウサギ血清アンチマウス－Ｆａｂ’との混合物か
らアンチマウスＦａｂ’をアフィニティー精製した時の各画分のＳＤＳ電気泳動パターン
を示した図である。
【図７】本発明の実施例の操作（５）において、マウスＩｇＧを生体物質として作製した
生体物質構造体基板１を用いて、ウサギ血清とウサギ血清アンチマウス－Ｆａｂ’との混
合物からアンチマウスＦａｂ’をアフィニティー精製した時の各画分のＳＤＳ電気泳動パ
ターンを示した図である。
【図８】本発明の実施例の操作（６）において、マウスＩｇＧを生体物質として作製した
生体物質構造体基板１の断面をＳＥＭにより観察した様子を示した図面代用写真である。
【図９】本発明の実施例の操作（６）において、マウスＩｇＧを生体物質として作製した
生体物質構造体基板１の表面をＡＦＭにより観察した様子を示した図面代用写真である。
【図１０】本発明の実施例の操作（９）において、プロテインＡを生体物質として作製し
た生体物質構造体基板２を用いて、ウサギ血清からウサギＩｇＧをアフィニティー精製し
た時の各画分のＳＤＳ電気泳動パターンを示した図である。
【図１１】（ａ）～（ｃ）はいずれも本発明の実施例の操作（１４）においてのＡＦＭに
よる観察結果を表わす図面代用写真であり、（ａ）は生体物質構造体基板３の表面を観察
したものであり、（ｂ）は生体物質構造体基板４の表面を観察したものであり、（ｃ）は
参照用基板の表面を観察したものである。
【符号の説明】
【０２５５】
１　容器本体
２　生体物質構造体
３　アフィニティークロマトグラフィー用容器
１０，２０　アフィニティークロマトグラフィー装置
１１　タンク
１２　ポンプ
１３　オートインジェクタ
１４　アフィニティー分離用チップ
１４Ａ　基板
１４Ｂ　流路
１４Ｃ　チップ装着部
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１５　流路切替弁
１６，１７　回収瓶
１８　制御部
１９　試料液供給部
２１　測定部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図９】



(47) JP 4866112 B2 2012.2.1

【図１１】



(48) JP 4866112 B2 2012.2.1

10

20

30

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｂ０１Ｄ  15/08    　　　　          　　　　　
   　　　　                                Ｃ０７Ｋ  14/47    　　　　          　　　　　
   　　　　                                Ｃ０７Ｋ   1/22    　　　　          　　　　　

(72)発明者  田中　裕之
            神奈川県横浜市青葉区鴨志田町１０００番地　株式会社三菱化学科学技術研究センター内
(72)発明者  花崎　美奈子
            神奈川県横浜市青葉区鴨志田町１０００番地　株式会社三菱化学科学技術研究センター内
(72)発明者  白谷　俊史
            神奈川県横浜市青葉区鴨志田町１０００番地　株式会社三菱化学科学技術研究センター内
(72)発明者  竹内　久雄
            神奈川県横浜市青葉区鴨志田町１０００番地　株式会社三菱化学科学技術研究センター内

    審査官  山村　祥子

(56)参考文献  特表２００４－５３１６８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－５０１４９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５６－１４１５５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－０５５０８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５５－１３５５９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５２－１５１７２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１０２３３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０４５１２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００５－５１７９５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００３－５１００６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００１－５２３２２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００３／０１７１６６６（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００２／０１３２３７１（ＵＳ，Ａ１）　　
              Langmuir，２０００年，Vol.16，p.9744-9753
              Bioconjugate Chem.，２０００年，Vol.11，p.795-804
              Bioconjugate Chem.，１９９６年，Vol.7，P.568-575
              BIOSENESORS & BIOELECTRONICS，２００４年，Vol.20，p.753-764

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｎ　　３０／００－３０／９６　　　
              Ｂ０１Ｊ　　２０／２６　　　　
              Ｂ０１Ｄ　　１５／０８　　　　
              Ｃ０７Ｋ　　　１／２２　　　　
              Ｃ０７Ｋ　　１４／４７　　　　

(54)【発明の名称】生体物質構造体及び生体物質構造体の製造方法、並びに、生体物質担持体、対象物質の精製方法
    　　　　　　　、アフィニティークロマトグラフィー用容器、分離用チップ、対象物質の解析方法、対象物質の
    　　　　　　　解析用分離装置、及び、センサーチップ


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

