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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の度合いを決定するための方法であって
、
　それぞれがアナライト分子または粒子の少なくとも一つのタイプに親和性を有する結合
表面を含む複数の捕捉物を、アナライト分子もしくは粒子の少なくとも一つのタイプを含
むかまたは含むことが疑われる溶液に暴露すること、ここで前記捕捉物の少なくともいく
つかは少なくとも一つのアナライト分子または粒子と結びつく；
　前記暴露工程に供された前記捕捉物の少なくとも一部を、複数の区画に空間的に分離す
ること；
　前記複数の区画の少なくともいくつかをアドレスし、かつ、少なくとも一つのアナライ
ト分子または粒子と結びついた捕捉物を含む該区画のパーセンテージを示す度合いを決定
すること、ここでアドレスされた前記区画は少なくとも一つの捕捉物を含む区画である；
および
　該パーセンテージに基づいて、少なくとも一つのアナライト分子もしくは粒子と結びつ
いた捕捉物を含む区画の数に少なくとも一部基づいて前記流体試料中のアナライト分子も
しくは粒子の濃度の度合いを決定するか、または、複数のアナライト分子もしくは粒子の
存在を示す信号の強度レベルに少なくとも一部基づいて前記流体試料中のアナライト分子
もしくは粒子の濃度の度合いを決定すること
を含む、前記方法。
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【請求項２】
　複数の捕捉物が、複数のビーズを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　少なくとも一つのアナライト分子または粒子と結びついた捕捉物を含む捕捉物の少なく
とも一つを含む区画のパーセンテージが約４０％未満であるとき、流体試料中のアナライ
ト分子または粒子の濃度の度合いが、少なくとも一つのアナライト分子または粒子を含む
区画の数に少なくとも一部基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　少なくとも一つのアナライト分子または粒子と結びついた捕捉物を含む捕捉物の少なく
とも一つを含む区画のパーセンテージが約３０％を超えるとき、流体試料中のアナライト
分子または粒子の濃度の度合いが、複数のアナライト分子または粒子の存在を示す少なく
とも一つの信号の強度レベルに少なくとも一部基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　少なくとも一つのアナライト分子または粒子と結びついた捕捉物を含む捕捉物の少なく
とも一つを含む区画のパーセンテージが約３０％と約５０％との間であるとき、流体試料
中のアナライト分子または粒子の濃度の度合いが、少なくとも一つのアナライト分子また
は粒子を含む区画の数に少なくとも一部基づいた流体試料中のアナライト分子または粒子
の濃度の度合いと、複数のアナライト分子または粒子の存在を示す少なくとも一つの信号
の強度レベルに少なくとも一部基づいた流体試料中のアナライト分子またはアナライト粒
子の濃度の度合いとの平均である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　さらに、少なくとも一つのバックグラウンド信号の決定を含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項７】
　流体試料中のアナライト分子の濃度の度合いが、測定されたパラメータの校正曲線との
比較に少なくとも一部基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　校正曲線が、少なくとも一つの校正係数の決定によって、少なくとも一部形成される、
請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　校正係数が校正試料を用いて決定される、ここで少なくとも一つのアナライト分子と結
びついた捕捉物を含む区画のパーセンテージが約３０％と約５０％との間である、請求項
４に記載の方法。
【請求項１０】
　流体試料中のアナライト分子の濃度の度合いが、ポアソン分布の調整に少なくとも一部
基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　複数の捕捉物が、複数のビーズを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　少なくとも一つのアナライト分子を含む区画の数が、光学技術を用いて決定される、請
求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　光学技術が、ＣＣＤ検出器の使用を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１４】
　複数の区画が、複数の反応槽を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　複数の反応槽が、光ファイバー束の一端に形成されている、請求項８に記載の方法。
【請求項１６】
　さらに、複数の反応槽を封着することを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１７】
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　複数の反応槽の平均容積が、約１０アトリットルと約１００アトリットルとの間である
、請求項８に記載の方法。
【請求項１８】
　流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度が、約５０×１０－１５Ｍ未満である、
請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　アドレス工程におけるアドレスされた区画のパーセンテージが、区画の総数の少なくと
も約５％である、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　アナライト分子または粒子が、タンパク質または核酸である、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　さらに、少なくとも一つの洗浄工程を実施することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　アナライト分子または粒子が、酵素成分を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　実質的にすべてのアナライト分子が少なくとも一つの結合リガンドと結びつくような条
件下で、アナライト分子が少なくとも一つの結合リガンドに暴露される、請求項１に記載
の方法。
【請求項２４】
　少なくとも一つの結合リガンドが、酵素成分を含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　さらに、アナライト分子または粒子を、前駆標識剤に暴露することを含む、請求項２３
に記載の方法。
【請求項２６】
　前駆標識剤が、酵素成分への暴露によって、標識剤に変換される、請求項２５に記載の
方法。
【請求項２７】
　区画におけるアナライト分子または粒子の存在が、少なくとも一つの前駆標識剤の存在
を決定することによって決定される、請求項２６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本明細書には、流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度を決定するために使用さ
れる分析アッセイおよびシステムのダイナミックレンジを拡張するためのシステムおよび
方法が記載されている。
【０００２】
関連出願
　この出願は、Rissinらの、「Methods and Systems for Extending Dynamic Range in A
ssays for the Detection of Molecules or Particles」と題された、2011年2月11日に出
願された、米国仮特許出願第61/441,894号の利益を主張するものである。またこの出願は
、Rissinらの、「Methods and Systems for Extending Dynamic Range in Assays for th
e Detection of Molecules or Particles」と題された、2010年3月24日に出願された、米
国特許出願第12/731,136号の一部継続出願であり、該一部継続出願は、Rissinらの、「Me
thods and Systems for Extending Dynamic Range in Assays for the Detection of Mol
ecules or Particles」と題された、2010年3月1日に出願された、米国仮特許出願第61/30
9,165号の利益を主張するものである。上記出願のそれぞれは参照により本明細書に組み
込まれる。
【背景技術】
【０００３】
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発明の背景
　試料中の標的アナライト分子を迅速かつ正確に検出することができ、特定の場合におい
ては定量することもできる方法およびシステムは、現代における分析測定の礎となってい
る。かかるシステムおよび方法は、学術的および工業的研究、環境アセスメント、食品安
全性、医療診断、ならびに化学的、生物学的および放射線学的な兵器剤の検出などの多く
の分野で採用されている。かかる技術の有利な特徴には、特異性、スピードおよび感度が
含まれ得る。
【０００４】
　公知の方法および技術の多くは、該方法および技術が正確に検出できる濃度のダイナミ
ックレンジ（例えば限定されたダイナミックレンジ）により限定され、および／または、
分子もしくは粒子が極低濃度で存在するときそれらを検出するための感度を有さない。
【０００５】
　したがって、流体試料中の分子または粒子の濃度の度合い(measure)を決定するために
使用される分析アッセイおよびシステムのダイナミックレンジを拡張するための、改善さ
れたシステムおよび方法が必要とされている。
【発明の概要】
【０００６】
発明の概要
　本明細書には、流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度を決定するために使用さ
れる分析方法およびシステムのダイナミックレンジを拡張するためのシステムおよび方法
が記載されている。本発明の主題は、いくつかの場合において、相互に関連する製品、特
定の問題に対する代替的解決、および／または、一つまたは二つ以上のシステムおよび／
または物品の複数の異なる使用を伴う。
【０００７】
　いくつかの態様において、流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の度合いを決
定するためのシステムは、複数の区画(location)であって、かかる区画内に形成されてい
るか、または含まれる結合表面をそれぞれが含む、前記複数の区画を含むアッセイ基板（
ここで少なくとも一つの結合表面は、該結合表面に固定化された少なくとも一つのアナラ
イト分子または粒子を含む）、前記複数の区画をアドレスする(address)よう設定され、
アドレスされたそれぞれの区画でのアナライト分子または粒子の有無を示し、かつそれぞ
れの区画でのアナライト分子または粒子の数によって変化する強度を有する、少なくとも
一つの信号を生成することができる少なくとも一つの検出器、および、前記少なくとも一
つの信号から、少なくとも一つのアナライト分子または粒子を含む前記区画のパーセンテ
ージを決定するよう設定され、さらに、該パーセンテージに基づいて、少なくとも一つの
アナライト分子もしくは粒子を含む区画の数に少なくとも一部基づいて前記流体試料中の
アナライト分子もしくは粒子の濃度の度合いを決定するか、または複数のアナライト分子
もしくは粒子の存在を示す前記少なくとも一つの信号の強度レベルに少なくとも一部基づ
いて前記流体試料中のアナライト分子もしくは粒子の濃度の度合いを決定するよう設定さ
れた、少なくとも一つの信号処理器、を含む。
【０００８】
　いくつかの態様において、流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の度合いを決
定するための方法は、アナライト分子または粒子の少なくとも一つのタイプに親和性を有
する結合表面、該結合表面は基板上の複数の区画の一つを形成しているか、またはその中
に含まれている、に対して固定化されたアナライト分子または粒子を提供すること、前記
複数の区画の少なくともいくつかにアドレスし、少なくとも一つのアナライト分子または
粒子を含む前記区画のパーセンテージを示す度合いを決定すること、および該パーセンテ
ージに基づいて、少なくとも一つのアナライト分子もしくは粒子を含む区画の数に少なく
とも一部基づいて前記流体試料中のアナライト分子もしくは粒子の濃度の度合いを決定す
るか、または、複数のアナライト分子もしくは粒子の存在を示す信号の強度に少なくとも
一部基づいて前記流体試料中のアナライト分子もしくは粒子の濃度の度合いを決定するこ
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と、を含む。
【０００９】
　いくつかの態様において、流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の度合いを決
定するための方法は、捕捉物それぞれがアナライト分子または粒子の少なくとも一つのタ
イプに親和性を有する結合表面を含む複数の捕捉物を、アナライト分子もしくは粒子の少
なくとも一つのタイプを含むかまたは含むことが疑われる溶液に暴露すること（ここで前
記捕捉物の少なくともいくつかは少なくとも一つのアナライト分子または粒子と結びつく
）、前記暴露工程に供された前記捕捉物の少なくとも一部捕捉物を、複数の区画に空間的
に分離すること、前記複数の区画の少なくともいくつかをアドレスし、かつ、少なくとも
一つのアナライト分子または粒子と結びついた捕捉物を含む該区画のパーセンテージを示
す度合いを決定すること（ここでアドレスされた前記区画は少なくとも一つの捕捉物を含
む区画である）、および該パーセンテージに基づいて、少なくとも一つのアナライト分子
もしくは粒子と結びついた捕捉物を含む区画の数に少なくとも一部基づいて前記流体試料
中のアナライト分子もしくは粒子の濃度の度合いを決定するか、または、複数のアナライ
ト分子もしくは粒子の存在を示す信号の強度レベルに少なくとも一部基づいて前記流体試
料中のアナライト分子もしくは粒子の濃度の度合いを決定すること、を含む。
【００１０】
図面の簡単な説明
　本発明の他の側面、態様および特徴は、添付の図面と併せて考慮すると、以下の詳細な
説明から明らかになるだろう。添付の図面は概略図であって、縮尺通りに描くことを意図
していない。明確化の目的のため、すべての図においてすべての構成要素に番号を付して
はおらず、また描写が、当業者に本発明を理解させるために必要でない場合、本発明のそ
れぞれの態様のすべての構成要素が示されてもいない。本文に言及されているすべての特
許出願および特許は、その全体が参照により組み込まれる。本明細書に含まれる記載と参
照により組み込まれた文書との間に矛盾がある場合、本明細書が、定義を含め、制するも
のである。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、いくつかの態様に従って実施した、ポアソン分布調整の結果をグラフ表
示したものを示す。
【図２】図２は、１つの態様に従い、流体試料中の酵素濃度に対してビーズあたりに結合
した酵素の平均数をグラフにしたものを示す。
【００１２】
【図３】図３は、１つの態様に従い、流体試料中の酵素濃度に対してビーズあたりに結合
した酵素の平均数をグラフにしたものを示し、ここでビーズあたりに結合した酵素の平均
数は、二つの異なる分析方法を使用して算出される。
【００１３】
【図４Ａ－Ｃ】図４Ａは、１つの態様に従い、ポアソン分布を使用したデジタル計数によ
り決定された、ビーズあたりの平均分子（ＡＭＢ）によって与えられる、有効アナライト
濃度に対する活性ビーズの割合をプロットしたものを示す。　図４Ｂは、１つの態様に従
い、有効濃度、ＡＭＢの関数としてのアナログ強度（Ｉｂｅａｄ／Ｉｓｉｎｇｌｅ）をプ
ロットしたものを示す。
【００１４】
　図４Ｃは、１つの態様に従い、（ｉ）デジタル分析および（ii）アナログ分析からの活
性ビーズ数の関数としてのＡＭＢ（％ＣＶ）における不正確さをプロットしたものを示す
。
【図５Ａ】図５Ａは、本発明の態様のアッセイプロトコルの模式図を示し、ここでＡＭＢ
＝０．１（左）、ＡＭＢ＝０．６（中央）およびＡＭＢ＝３である。
【００１５】
【図５Ｂ－Ｄ】図５Ｂ～Ｄは、おおよそのＡＭＢが（Ｄ）０．１、（Ｅ）０．６および（
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Ｆ）３．０であるときの、個々のウェルにおける単一化したビーズにかかるいくつかの態
様におけるアッセイを使用して作成した蛍光画像を示す。
【図６】図６は、いくつかの態様に従い、ビーズ上の酵素数の関数として生成されたレゾ
ルフィン分子数をプロットしたものを示す。
【００１６】
【図７】図７は、いくつかの態様における、光退色の速度を決定するために使用され得る
、時間に対する蛍光強度のグラフを示す。
【図８】図８は、前駆標識剤を採用する本発明の方法の工程の１つの態様を描写する模式
図である。
【００１７】
【図９Ａ】図９Ａおよび９Ｂは、光学検出システムを採用するシステムの、限定されない
例を示す。
【図９Ｂ】図９Ａおよび９Ｂは、光学検出システムを採用するシステムの、限定されない
例を示す。
【図１０】図１０は、光検出システムを有する光ファイバー集合体を採用するシステムを
示す模式的なブロック図である。
【００１８】
【図１１】図１１は、基板と封着部材とを合わせることを通して複数の反応槽（reaction
 vessel）を形成するための方法の態様（工程Ａ～Ｄ）を描写する模式的なフロー図、お
よび基板と比較した封着部材のサイズの例（Ｅ、Ｆ）の描写である。
【００１９】
【図１２Ａ】図１２Ａは、光を使用する検出のための実験装置を描写したものである。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、封着部材により封着された光ファイバーのアレイを示す。
【図１３Ａ】図１３Ａは、１つの態様に従い、酵素濃度の関数としてのＡＭＢをプロット
したものを示す。
【００２０】
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、１つの態様に従い、酵素濃度の関数としての％活性ビーズおよ
びＡＭＢ値を含む表を示す。
【図１４Ａ】図１４Ａおよび１４Ｂは、いくつかの態様に従い、ＰＳＡ試料のデジタルお
よびアナログ分析の組み合わせを示すプロットである。
【図１４Ｂ】図１４Ａおよび１４Ｂは、いくつかの態様に従い、ＰＳＡ試料のデジタルお
よびアナログ分析の組み合わせを示すプロットである。
【００２１】
【図１５Ａ】図１５Ａは、１つの態様に従い、ポアソン統計を使用した％活性ビーズから
ＡＭＢｄｉｇｉｔａｌへの変換を示すデータ表である。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、いくつかの態様に従い、酵素濃度の関数としての活性ビーズ（
菱形）とＡＭＢｄｉｇｉｔａｌ（四角形）とをプロットしたものを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
詳細な説明
　本明細書には、流体試料中のアナライト分子または粒子（例えば、細胞、細胞小器官お
よび他の生物学的または非生物学的な微粒子など）の濃度を決定するために使用される分
析アッセイ方法およびシステムのダイナミックレンジを拡張するためのシステムおよび方
法が記載されている。本発明の主題は、いくつかの場合において、相互に関連する製品、
特定の問題に対する代替的解決、および／または、一つまたは二つ以上のシステムおよび
／または物品の複数の異なる使用を伴う。以下の考察の多くがアナライト分子を対象とし
ているが、これは例としてのみのものであり、例えば微粒子形態のアナライトなど、他の
材料を検出および／または定量してもよいことは理解されるはずである。アナライト分子
および粒子のいくつかの典型的な例は、本明細書に記載されている。
【００２３】
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　本明細書に記載の方法およびシステムは、流体試料中のアナライト分子の濃度の度合い
を決定するための二つまたは三つ以上の技術を採用することによって、ある態様で使用さ
れる分析の方法およびシステムのダイナミックレンジを拡張するのに役立ち得る。本明細
書に記載されているように、いくつかの態様において、ダイナミックレンジは、アナログ
の、強度に基づいた検出／分析の方法／システムとデジタルの検出／分析の方法／システ
ムとを組み合わせることによって拡張されてもよい。いくつかの場合において、流体試料
中のアナライト分子がより低い濃度範囲で存在するとき、単一のアナライト分子が検出さ
れてもよく、そしてアナライト分子数が決定されてもよい。流体試料中のアナライト分子
の濃度の度合いは、デジタル分析の方法／システムを使用したこのデータ（例えばアナラ
イト分子数）に少なくとも一部基づいてもよい。いくつかの場合において、そのデータは
、ポアソン分布の調整を使用してさらに操作してもよい。
【００２４】
　より高い濃度範囲で（例えば、単離／検出／決定する単一のアナライト分子がより実用
的でなくなり得る濃度レベルで）、流体試料中のアナライト分子の濃度の度合いは、アナ
ログの、強度レベルに基づいた技術を使用して決定されてもよい。アナログ分析の方法／
システムにおいて、濃度の度合いは、測定された相対的な信号強度に少なくとも一部基づ
いてもよく、ここで測定された強度の合計は、アナライト分子の存在および量に相関し得
る。ある態様において、例えば、着目するアナライト分子についての校正基準を広いダイ
ナミックレンジにわたり発生させてもよい、などのように、単一のアッセイ／システムに
おいて、アナログとデジタルとの両方の性能を組み合わせてもよい。一つのかかる例にお
いて、単一の校正曲線を、デジタルとアナログとの両方の定量化技術を使用して作成して
もよく、ここで本明細書に記載されているように、校正のデジタルとアナログとのレジー
ム(regime)は校正係数を使用することによって連結される。試験流体試料中のアナライト
分子の未知の濃度の決定は、試験結果（例えばアナライト分子を含む区画の数／割合（デ
ジタル）および／または測定された強度レベル（アナログ））を校正曲線と比較すること
に少なくとも一部基づいてもよい。
【００２５】
　「ダイナミックレンジ」という用語は、当該技術分野においてそれが通常用いられてい
る意味が与えられ、試料の希釈もしくは濃縮または類似の結果を提供するアッセイ条件（
例えば採用した試薬の濃度など）の変更をせずにシステムまたは方法によって定量化され
得る流体試料中のアナライト分子の濃度範囲を言い、ここで流体試料中のアナライト分子
の測定濃度は実質的に正確に決定されてもよい。流体試料中のアナライト分子の測定濃度
が、流体試料中のアナライト分子の実際の（例えば本当の）濃度の約１０％以内である場
合、流体試料中のアナライト分子濃度は実質的に正確に決定されていると考えてもよい。
ある態様において、測定濃度が流体試料中のアナライト分子の実際の濃度の約５％以内、
約４％以内、約３％以内、約２％以内、約１％以内、約０．５％以内、約０．４％以内、
約０．３％以内、約０．２％以内、または約０．１％以内である態様において、流体試料
中のアナライト分子の測定濃度は実質的に正確に決定されている。
【００２６】
　いくつかの場合において、決定された濃度の度合いは、本当の（例えば実際の）濃度と
、約２０％以下、約１５％以下、約１０％以下、約５％以下、約４％以下、約３％以下、
約２％以下、約１％以下、または約０．５％以下で異なる。いくつかの態様において、選
択したアッセイ方法を使用して既知濃度である流体試料中のアナライト分子濃度を決定し
、測定された濃度を実際の濃度と比較することによって、アッセイ方法の正確性を決定さ
れ得る。
【００２７】
　いくつかの態様において、本発明のシステムまたは方法は、約１０００（３ｌｏｇ）、
約１０，０００（４ｌｏｇ）、約１００，０００（５ｌｏｇ）、約３５０，０００（５．
５ｌｏｇ）、１，０００，０００（６ｌｏｇ）、約３，５００，０００（６．５ｌｏｇ）
、約１０，０００，０００（７ｌｏｇ）、約３５，０００，０００（７．５ｌｏｇ）、約
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１００，０００，０００（８ｌｏｇ）、またはそれ以上のダイナミックレンジにわたり、
流体試料中のアナライト分子濃度を測定することが可能であり得る。
【００２８】
　いくつかの態様において、実質的に正確に決定され得るてもよい流体試料中のアナライ
ト分子濃度（例えば未知濃度）は、約５０００ｆＭ（フェムトモーラー）未満、約３００
０ｆＭ未満、約２０００ｆＭ未満、約１０００ｆＭ未満、約５００ｆＭ未満、約３００ｆ
Ｍ未満、約２００ｆＭ未満、約１００ｆＭ未満、約５０ｆＭ未満、約２５ｆＭ未満、約１
０ｆＭ未満、約５ｆＭ未満、約２ｆＭ未満、約１ｆＭ未満、約５００ａＭ（アトモーラー
）未満、約１００ａＭ未満、約１０ａＭ未満、約５ａＭ未満、約１ａＭ未満、約０．１ａ
Ｍ未満、約５００ｚＭ（ゼプトモーラー）未満、約１００ｚＭ未満、約１０ｚＭ未満、約
５ｚＭ未満、約１ｚＭ未満、約０．１ｚＭ未満、またはそれ以下である。いくつかの場合
において、検出限界（例えば溶液中で決定され得るアナライト分子のもっとも低い濃度）
は、約１００ｆＭ、約５０ｆＭ、約２５ｆＭ、約１０ｆＭ、約５ｆＭ、約２ｆＭ、約１ｆ
Ｍ、約５００ａＭ（アトモーラー）、約１００ａＭ、約５０ａＭ、約１０ａＭ、約５ａＭ
、約１ａＭ、約０．１ａＭ、約５００ｚＭ（ゼプトモーラー）、約１００ｚＭ、約５０ｚ
Ｍ、約１０ｚＭ、約５ｚＭ、約１ｚＭ、約０．１ｚＭ、またはそれ以下である。
【００２９】
　いくつかの態様において、実質的に正確に決定されてもよい流体試料中のアナライト分
子または粒子の濃度は、約５０００ｆＭと約０．１ｆＭとの間、約３０００ｆＭと約０．
１ｆＭとの間、約１０００ｆＭと約０．１ｆＭとの間、約１０００ｆＭと約０．１ｚＭと
の間、約１００ｆＭと約１ｚＭとの間、約１００ａＭと約０．１ｚＭとの間、またはそれ
以下である。検出の上限（例えば溶液中で決定されてもよいアナライト分子の最大の濃度
）は、少なくとも約１００ｆＭ、少なくとも約１０００ｆＭ、少なくとも約１０ｐＭ（ピ
コモーラー）、少なくとも約１００ｐＭ、少なくとも約１００ｐＭ、少なくとも約１０ｎ
Ｍ（ナノモーラー）、少なくとも約１００ｎＭ、少なくとも約１０００ｎＭ、少なくとも
約１０μＭ、少なくとも約１００μＭ、少なくとも約１０００μＭ、少なくとも約１０ｍ
Ｍ、少なくとも約１００ｍＭ、少なくとも約１０００ｍＭ、またはそれ以上である。いく
つかの態様において、決定される流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度は、約５
０×１０－１５Ｍ未満、または約４０×１０－１５Ｍ未満、または約３０×１０－１５Ｍ
未満、または約２０×１０－１５Ｍ未満、または約１０×１０－１５Ｍ未満、または約１
×１０－１５Ｍ未満である。
【００３０】
典型的な、組み合わされたデジタル／アナログの分析の方法／システム
　以下の項目には、流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の度合いを決定するた
めに使用される分析方法／システムのダイナミックレンジを拡張するための典型的な方法
およびシステムが記載されている。いくつかの態様において、採用した分析方法は、低濃
度で単一のアナライト分子を個々に単離し検出することができる。いくつかの場合におい
て、分析方法は、基板（例えば、プレート、チップ、光ファイバー表面など）の表面内ま
たは表面上の複数の区画に、複数のアナライト分子を空間的に分離することを含む。低濃
度範囲において、少なくともいくつかの区画に少なくとも一つのアナライト分子が含まれ
ると同時に、かかる区画の統計的に有意な割合にはアナライト分子が含まれないように、
アナライト分子が空間的に分離されてよい。ダイナミックレンジを拡張するための本発明
の方法／システムとともに使用してもよい方法／システムは本明細書に記載されている。
【００３１】
　典型的な方法として、そして本明細書にさらに詳細に記載されているように、流体試料
中の複数のアナライト分子は、それぞれがアナライト分子の少なくとも一つのタイプに親
和性を有する結合表面を含む複数の捕捉物（例えばビーズ）に対して固定化されるように
作製されてもよい（例えば、共同出願である、2010年3月24日に出願された、Duffyらの、
「Ultra-sensitive Detection of Molecules or Particles using Beads or Other Captu
re Objects」と題された米国特許出願第12/731,130号；および2011年3月1日に出願された
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、Duffyらの、「Ultra-sensitive Detection of Molecules or Particles using Beads o
r Other Capture Objects」と題された国際特許出願第（未定）（代理人整理番号Q0052.7
011WO00）、それぞれ参照により本明細書に組み込まれる、に記載された方法および捕捉
物を参照）。少なくともいくつかのビーズ（例えば少なくとも一つのアナライト分子と結
びついた少なくともいくつか）は、複数の区画（例えば反応槽）に空間的に隔離／分離さ
れてもよく、少なくともいくつかの反応槽は、ビーズおよびアナライト分子の存在を検出
するためにアドレス／インタロゲート（interrogate）されてもよい。
【００３２】
　いくつかの場合において、アドレスされた複数の反応槽は、少なくとも一つの捕捉物（
例えば、少なくとも一つのアナライト分子と結びついているか、または、どのアナライト
分子にも結びついていない）を含んでもよい反応槽の総量の一部または実質的に全部であ
る。本明細書の考察の多くが、複数の反応槽に複数のアナライト分子を空間的に分離する
前に、ビーズ（または他の捕捉物）に対してアナライト分子を固定化すること含む方法に
焦点を合わせているが、これは決して限定ではなく、他の方法／システムを、アナライト
分子を空間的に分離するために使用してもよい（例えばアナライト分子が捕捉物上に固定
化されずに複数の区画に分離される場合）ことは理解されるはずである。当業者は、本明
細書に記載の方法、システムおよび分析を、捕捉物（例えばビーズ）を採用しない方法に
適用することができるだろう。
【００３３】
　例えば、2007年2月16日に出願された、Waltらの、「Methods and arrays for target a
nalyte detection and determination of target analyte concentration in solution」
と題された米国特許出願第20070259448号；2007年2月16日に出願された、Waltらの、「Me
thods and arrays for detecting cells and cellular components in small defined vo
lumes」と題された米国特許出願第20070259385号；2007年2月16日に出願された、Waltら
の、「Methods and arrays for target analyte detection and determination of react
ion components that affect a reaction」と題された米国特許出願第20070259381号；20
07年8月20日に出願されら、Waltらの、「Methods for Determining the Concentration o
f an Analyte in Solution」と題された国際特許出願第PCT/US07/019184号；および2009
年9月9日に出願された、Duffyらの「Ultra-Sensitive Detection of Molecules or Enzym
es」と題された国際特許出願第PCT/US09/005428号を参照。これらは参照により本明細書
に組み込まれる。
【００３４】
　ビーズを反応槽に空間的に分離することに続いて、少なくとも一つのアナライト分子と
結びついたビーズを含む、アドレスされた区画の数および／またはパーセンテージを決定
するために、少なくとも一部の反応槽をアドレス／インタロゲートしてもよい。いくつか
の場合において、アドレスされた区画は、少なくとも一つのビーズ（例えば、少なくとも
一つのアナライト分子と結びついているか、または、どのアナライト分子とも結びついて
いない）を含む区画の少なくとも一部である。少なくとも一つのアナライト分子と結びつ
いたビーズを含む区画のパーセンテージ（「活性」ビーズのパーセンテージ）は、少なく
とも一つのアナライト分子と結びついたビーズ数を、アドレスされたビーズの総数で割り
、100％を乗じたものである。代わりに、アドレスされた区画がビーズを含むか否かにか
かわらず、活性のパーセンテージは、必要に応じて、アドレスされた区画数に基づいても
よい（すなわち、アドレスされた区画のパーセンテージとしての、活性ビーズを含む区画
）。当業者には理解されるだろうが、ビーズ（または他の捕捉物）が採用されない態様に
おいて、以下の考察における「活性ビーズ」のパーセンテージは、少なくとも一つのアナ
ライト分子を含む区画のパーセンテージ（例えば「活性区画」のパーセンテージ）に置換
され得る。
【００３５】
　いくつかの態様において、活性ビーズの数／パーセンテージを決定することによって、
流体試料中のバルク(bulk)のアナライト濃度を決定することができる。特に低濃度レベル
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で（例えばデジタルの濃度範囲において）、流体試料中のアナライト分子濃度の度合いは
、「オン」（例えば少なくとも一つのアナライト分子と結びついたビーズを含む反応槽）
または「オフ」（例えばどのアナライト分子とも結びついていないビーズを含む反応槽）
のいずれかとしてビーズを数えることによって、少なくとも一部決定されてもよい。ビー
ズに対するアナライト分子の比率が小さい（例えば、約１：５未満、約１：10未満、約１
：20未満、またはそれ以下）とき、ほとんどすべてのビーズは、ゼロまたは一つのアナラ
イト分子と結びついている。この範囲において、活性ビーズのパーセンテージ（例えば「
オン」の反応槽）は、アナライト濃度の上昇に伴い、実質的に線形的に上昇し得、デジタ
ルの分析方法を、データの分析のために有利に使用し得る。
【００３６】
　しかしながら、アナライト濃度が上昇するにつれて、ビーズの有意な集団は通常、一つ
以上のアナライト分子と結びつく。すなわち、少なくともいくつかのビーズには、二つ、
三つなどのアナライト分子が結びついている。したがって、より多くの割合を占めるビー
ズが一つ以上のアナライト分子と結びつき得るため、アナライト濃度が上昇するにつれて
、ある時点で、集団中の活性ビーズのパーセンテージは通常、バルクのアナライト濃度と
線形的に関連しないだろう。これら濃度範囲において、デジタルの分析方法（例えば「オ
ン」と「オフ」とのビーズを数える）を使用して、データをさらに有利に分析してもよい
が、ビーズ集団に対するアナライト分子集団の結合確率の計算に、ポアソン分布の調整を
適用することによって、アッセイの正確性を改善することが可能であり得る。
【００３７】
　例えば、ポアソン分布の調整によれば、約1.0％の活性ビーズ（例えば、ビーズ総数に
対する少なくとも一つのアナライト分子と結びついたビーズの比率が約１：100）を報告
するアッセイでは、ビーズの約99％はアナライト分子がなく、ビーズの約0.995％は一つ
のアナライト分子と結びつき、ビーズの約0.005％は二つのアナライト分子と結びついて
いる。比較として、約20.0％の活性ビーズ（例えば、ビーズ総数に対する少なくとも一つ
のアナライト分子と結びついたビーズの比率が約１：５）を報告するアッセイでは、ビー
ズの約80％はアナライト分子がなく、ビーズの約17.85％は一つのアナライト分子と結び
つき、ビーズの約2.0％は二つのアナライト分子と結びつき、ビーズの約0.15％は三つの
アナライト分子と結びついている。
【００３８】
　非線形効果（例えば、二つ目の比較例で見られるような）は、ポアソン分布の調整を使
用する試料中のアナライト分子または粒子と結びついていない統計学的に有意な割合のビ
ーズ（例えば本明細書に記載されているとおり－下記の方程式１と関連する考察を参照）
が残存する濃度範囲（例えばデジタル分析の方法／システムが濃度の度合いを正確に決定
し得る範囲、例えば、いくつかの場合において、最高約２０％までの活性ビーズ、最高約
３０％までの活性ビーズ、最高約３５％までの活性ビーズ、最高約４０％までの活性ビー
ズ、最高約４５％までの活性ビーズ、最高約５０％までの活性ビーズ、最高約６０％まで
の活性ビーズ、最高約７０％までの活性ビーズ、またはそれ以上）の全体にわたって、説
明する（account for）ことができる。ポアソン分布は、事象の平均数が既知である場合
の事象が発生する数の尤度として記載される。発生数の期待値がμであるとき、正確にν
発生（νは負の整数ではなく、ν＝０、１、２、・・・）する確率（Ｐμ（ν））は、方
程式１によって決定され得る：
【数１】

【００３９】
　本発明のいくつかの態様において、μは、検出されたビーズ（例えば、任意のアナライ
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ト分子と結びついているか、または結びついていないかのいずれか）の総数に対する検出
されたアナライト分子数の比率と等しく、そしてνは、アナライト分子をある数含むビー
ズの数（例えば、０、１、２、３などのいずれかの個数のアナライト分子と結びついたビ
ーズの数）である。したがって、実験からμを決定することにより、アナライト分子の数
と、さらなる計算により、濃度とを決定することができる。測定のデジタル／バイナリモ
ードにおいて、１、２、３、４などの個数のアナライト分子と結びついたビーズが区別で
きない場合（例えばν＝１、２、３、４が区別できない場合）、アナライト分子を含むビ
ーズ（または区画）は単純に「オン」として特徴付けられる。ν＝０の発生は、「オフ」
ビーズ（または区画）の数として断定的に決定することができる。（Ｐμ（０））は方程
式２に従い算出され得、
【数２】

期待される発生数であるμは、方程式３で与えられるように、再構成された方程式２に基
づき決定してもよい。
【数３】

【００４０】
　アナライト分子と結びついていないビーズの発生数であるＰμ（０）が、１から、他の
すべての発生にかかるビーズ（例えば少なくとも一つのアナライト分子と結びついたビー
ズ）の総数を差し引いたものであるとき、μは方程式４で与えられる。
【数４】

【００４１】
　いくつかの場合において、μはまた、「ＡＭＢｄｉｇｉｔａｌ」として本明細書で言及
されている。方程式４を再編成し、計数された区画に含まれる流体試料中のアナライト分
子の総数は、方程式５を使用して決定することができる。

【数５】

【００４２】
　したがって、分子の総数は、与えられた数のビーズに対し「オン」ビーズの割合から決
定することができ、そして、流体試料中のアナライト分子濃度の度合いは、（例えば、ア
ッセイ中の試料の任意の希釈度、インタロゲートされた捕捉物を含むウェルの数や容積な
どと同様）この数に少なくとも一部基づいていてもよい。結びついたアナライト分子を１
、２、３、４などの個数有するビーズの数は、決定されたμと方程式１とから、Ｐμ（１
）、Ｐμ（２）、Ｐμ（３）などを算出することによっても決定することができる。
【００４３】
　ポアソン分布の調整の潜在的有用性は、表１により実証されている。カラムＡは、試験
されたモル濃度と容積とから算出された試料中のアナライト分子の数を示している。任意
の数（例えば、１、２、３など）のアナライト分子と結びついた任意のビーズが単一のア
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ナライト分子と結びついたものと数えられる場合、カラムＢは、ビーズ上に捕捉された分
子の調整されていない数を示している。カラムＤはポアソン調整されたデータであり、こ
こで二つのアナライト分子と結びついたビーズは、結合された二分子を有するとして数え
、三分子と結びついたビーズを、結合された三分子を有するとして数えられている。調整
されていないデータと調整されたデータとの比較は、カラムＣとＥとを比較することによ
って理解することができる。これらのカラムから、各濃度でアッセイし、算出された捕捉
効率が与えられる。ここで捕捉効率は、捕捉されたアナライト分子の決定された数（調整
されていないか、またはポアソン調整された）を、流体試料中に提供されたアナライト分
子の数で割り、100％を乗じたものである。
【００４４】
　カラムＣは、調整されていないデータを使用して捕捉効率を算出したものを示し、アナ
ライト分子濃度が上昇するにつれ、捕捉効率の低下が観察される。カラムＥは、ポアソン
調整したデータを使用して捕捉効率を算出したものを示す。図１は、典型的なポアソン分
布の調整の結果をグラフ表示したものである。調整していないデータは濃度の上昇に伴い
直線から逸脱しているのに対して、ポアソン分布の調整に供されたデータは、プロットさ
れた濃度範囲の実質的な部分を通して、実質的に線形的である。カラムＤに示された結果
を使用して、ビーズあたりのアナライト分子の平均数を算出することができる（例えば捕
捉された分子のポアソン調整された数をアドレスされたビーズの総数で割る）。本明細書
に記載されているように、ある態様において、得られたビーズあたりのアナライト分子の
平均数は、校正曲線を作成するために使用してもよい。
【００４５】

【表１】

【００４６】
　ある活性ビーズのパーセンテージを超えると（すなわち、任意のアナライト分子もしく
は粒子と結びついていないビーズの集団に統計学的に有意な割合のビーズがもはや存在し
ないか、あるいは、任意のアナライト分子もしくは粒子と結びついていないが、あるレベ
ルを超える－例えば、約40％、もしくは約50％、もしくは約60％、もしくは約70％より大
きいまたは十分に大きい－活性ビーズのパーセンテージ（または、ビーズを使用しない態
様では活性区画のパーセンテージ）をもたらすビーズの集団に統計学的に有意な割合のビ
ーズが存在し得る、潜在的に有利である状況）、アナライト分子濃度の決定における正確
度および／または信頼性の改善は、前述のようなデジタル／バイナリ計数／ポアソン分布
の調整よりむしろ、またはこれらに補足して、アナログの決定および分析に基づく強度測
定を採用することによって潜在的に認識されてもよい。
【００４７】
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　より高い活性ビーズのパーセンテージにおいては、他の活性ビーズ（例えば陽性の反応
槽）に取り囲まれている活性ビーズ（例えば陽性の反応槽）の確率も高くなり、これは、
特定のアッセイ装置において、デジタル／バイナリの決定方法を専ら使用することに対し
、ある実務上の課題を創り出し得る。例えば、特定の態様において、隣接する反応槽から
ある反応槽に検出可能な成分が漏出することは、ある程度起こり得る。かかる状況におい
て、アナログの、強度レベルに基づいた技術を使用することによって、より好ましい成績
を生み出せる可能性がある。
【００４８】
　図２は、いくつかの場合において、アナライト濃度が上昇するにつれ、活性ビーズ数が
より高いレベルまで増えるように観察され得る、ポアソン調整されたデジタル読み出し技
術の特徴を説明するものである。特定の態様において、ある時点でのアナライト分子濃度
が、ポアソン分布調整があろうとなかろうとデジタル読み出し技術によってはもはや直線
的な関係が望ましいであろう程度には得られないレベルに到達し得、そして本発明のシス
テム／方法に採用された分析技術は、アナログの分析方法／システムが採用されるように
変更され得る。
【００４９】
　アナログ分析では、単一ビーズに多数のアナライト分子が結びつくことによって、より
効率的および／またはより確実に定量化できるかもしれない。少なくとも一つのアナライ
ト分子を含む複数の反応槽からの少なくとも一つの信号の強度を決定してもよい。いくつ
かの場合において、決定された強度は、少なくとも一つのアナライト分子を含むインタロ
ゲートされた反応槽のすべてから決定された全部の強度の合計であってもよい（例えば、
反応槽の強度は全体として決定される）。他の場合では、信号を生成するそれぞれの反応
槽の強度が決定され、平均化され、平均ビーズ信号（ＡＢＳ）がもたらされてよい。
【００５０】
　アナログとデジタルとの両方の分析方法／システムを組み合わせた本発明のアッセイ方
法／システムのダイナミックレンジを拡張するために、二つの分析方法／システムの結果
／パラメータを関連付ける「関連性(link)」を規定してもよい。いくつかの場合において
、これは、校正曲線の補助によりなされてもよい。いくつかの態様において、流体試料（
例えば試験試料）中のアナライト分子の未知濃度の度合いは、測定されたパラメータを校
正曲線と比較することによって少なくとも一部決定されてもよい。ここで校正曲線は、デ
ジタルとアナログとの両方の濃度範囲を占めるデータ点を含むため、単一のモード（すな
わちデジタルのみまたはアナログのみ）の分析方法／システムと比較すると、ダイナミッ
クレンジが拡張されている。
【００５１】
　未知濃度の試験試料を分析するために使用された条件と実質的に類似した条件下で、既
知濃度の複数の標準化試料を用いるアッセイを実施することによって、校正曲線を作成し
てもよい。ある例において、活性ビーズの検出されたパーセンテージが閾値（例えば、約
４０％の活性ビーズ、または約５０％の活性ビーズ、または約６０％の活性ビーズ、また
は約７０％の活性ビーズなど）までまたは閾値を下回って低下するとき、アナログ測定を
使用して決定されたデータから、デジタル分析システム／方法に、校正曲線を移行しても
よい。
【００５２】
　特定の態様において、組み合わせたデジタル－アナログの校正曲線を作成するために、
低濃度（デジタル）および高濃度（アナログ）の分析レジームで得られた結果の間で関連
付けがなされる。特定の態様において、校正曲線は、ビーズあたりのアナライト分子の平
均数、または溶液中の分子濃度に対するＡＭＢとして定義されたパラメータに、アナライ
ト分子濃度を関連付ける。以下の考察は、アナライト分子がたまたま酵素である典型的な
態様を特徴とするが、これに決して限定されず、他の態様では、他のタイプのアナライト
分子または粒子を採用してもよい。
【００５３】
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　例えば、アナライト分子は生体分子であってもよく、アッセイは酵素成分を含む結合リ
ガンドの使用を含んでもよい。デジタル分析に好ましい範囲に収まる濃度を有する試料の
ＡＭＢは、前述のように、ポアソン分布の調整を使用して決定してもよい。アナログ分析
に好ましい範囲に収まる濃度を有する試料のＡＭＢは、後述のように、アナログの強度信
号（例えば平均ビーズ信号）を、変換係数を用いてＡＭＢに変換することによって、決定
してもよい。
【００５４】
　最初の典型的な態様において、校正曲線を作成し適切な変換係数を決定するために、校
正試料に対してアッセイを行う。ここで活性ビーズのパーセンテージ（または、ビーズを
採用しない態様では活性区画のパーセンテージ）は、約30％と約50％との間、または約35
％と約45％との間、またはいくつかの場合において約40％であり、またはいくつかの場合
において50％より大きい。この試料にかかるＡＭＢは、前述のように、ポアソン分布の調
整を使用して算出することができる。この試料では、平均ビーズ信号（ＡＢＳ）も決定さ
れる。ＡＢＳとＡＭＢとを関連付ける変換係数（ＣＦ）は、例えば方程式６に従って定義
し得る。
【数６】

【００５５】
　したがって、アナログ決定を使用するのが好ましいレジームにおいて、ある試料（例え
ば未知の試料、またはアナログ領域内にある濃度を有する校正試料）のＡＭＢは、方程式
７に従い算出し得る。
【数７】

【００５６】
　例えば、一つの典型的な態様において、校正曲線および変換係数は以下のように決定し
てもよい。以下に示す表２において、デジタル／バイナリの読み出しプロトコルを使用し
て決定されたもっとも濃度が高いアナライト分子（例えば、この典型的な態様における酵
素）（約７ｆＭ）は、約42.36％の活性ウェルで発生した。このデジタル信号を、ポアソ
ン分布調整を用いて調整して結合した分子の総数を決定し、そのＡＭＢは0.551に決定さ
れた。この濃度レベルで収集されたデータはまた、分析して平均ビーズ信号を決定した（
このＡＢＳは約1041蛍光ユニットに等しかった）。したがって、アナログからデジタルへ
の変換係数は、方程式６を使用して算出すると、0.000529ＡＭＢ／蛍光ユニットであった
。
【００５７】
　比較的高濃度範囲を有する他の試料にこの変換係数を適用することによって、ＡＭＢ値
を決定することができる（例えば方程式７に記載されているように）。アナログからデジ
タルへの変換係数を用いた平均ビーズ信号（例えば表２中の平均ビーズ化ウェル強度）か
らＡＭＢへの変換と、いくらか低い濃度でデジタル的に決定されたＡＭＢ値とが、表２で
説明される。組み合わせたデジタル／アナログ校正データは、濃度に対するＡＭＢ値の単
一校正曲線上にプロットすることができる。図３は、デジタルデータとともにプロットさ
れた、変換されたアナログデータのグラフ表示を示す。アナログ値は、ＡＭＢに変換され
（データポイント14）、ＡＭＢ値とともに、ポアソン調整されたデジタル読み出し範囲に
プロットされている（データポイント12）。
【００５８】
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【表２】

【００５９】
　表１および２に一覧にされた実験に基づき、記載されたやり方によって実証されたダイ
ナミックレンジは、６ｌｏｇより大きかった。一般的に、分析のシステム／方法のダイナ
ミックレンジは、デジタル読み出しにかかる検出の下限（例えば記載されている具体例で
は、約227ｚＭ）およびアナログ読み出しにより試験され正確に定量化されたもっとも高
い濃度（例えば、この例では、約700ｆＭ）、すなわち6.5ｌｏｇに境界される。分子集合
体からのアナログ信号を測定する能力しか持たないプレートリーダー上の同じ試験試料に
対して達成できる約３ｌｏｇのダイナミックレンジと、このダイナミックレンジを比較し
てもよい。
【００６０】
　二つ目の典型的な態様において、ビーズに対するアナライト分子の比率が低いとき、ア
ナライト分子と結びついていないビーズ（「オフ」ビーズ）の数が有意である場合、検出
されたビーズ総数に対する活性な、アナライト分子と結びついた（すなわち「オン」）ビ
ーズの数を、前述のようなポアソン統計を通じてＡＭＢ（すなわちＡＭＢｄｉｇｉｔａｌ

）を決定するために使用してもよい。しかしながら、比率がより高いときには、校正曲線
を作成する最初の典型的な態様において、修正されたやり方が前述のものから得られる。
この態様において、ビーズに対するアナライト分子の比率がより高く、ビーズのほとんど
が一つまたは二つ以上の結合したアナライト分子を有し、そして計数のやり方がより不正
確になるとき、ＡＭＢ（すなわち、ＡＭＢａｎａｌｏｇ）は、アレイ中にビーズを含むウ
ェルの平均蛍光強度（

【数８】

）から決定される。
【００６１】
　アナログレジームにおいて
【数９】

をＡＭＢに変換するために、＜10％の活性ビーズを有する画像を、単一の酵素分子の平均
アナログ強度（
【数１０】

）を決定するために使用してもよい。アナログＡＭＢはすべてのビーズにわたる
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【数１１】

の
【数１２】

に対する比率によって提供され、校正曲線は以下のようにして作成することができる。検
出したそれぞれのビーズと結びついた分子（例えば酵素）の数を決定するために、ビーズ
を含むウェルの平均蛍光強度を測定することによって、デジタルレジームを超えて、アッ
セイのダイナミックレンジを拡張してもよい。この態様において、ＡＭＢは、活性ビーズ
の平均蛍光強度（
【数１３】

）と、単一のビーズから生成される平均蛍光強度（例えば単一の酵素；
【数１４】

）とから決定することができる。アナログ範囲におけるアレイのＡＭＢ（ＡＭＢａｎａｌ

ｏｇ）は方程式８により定義される。
【数１５】

【００６２】
例えば方程式９に示されるように、一つまたはゼロのいずれかの分子と結びついた大部分
のビーズが優位を占める場合、
【数１６】

を決定するためには、ＡＭＢｄｉｇｉｔａｌ（例えば方程式４を参照）とＡＭＢａｎａｌ

ｏｇ（方程式８）とを、活性ビーズの比率の点で明確に同等と見なすことができる。いく
つかの場合において、（例えば、本明細書に記載されているように）基質の減損からの寄
与が無視できる場合、これらの値は同等と見なされる。いくつかの場合において、アレイ
を分析し、「オン」ビーズの比率が＜0.1であったとき、この条件はこれらの基準を満た
すものと考えられる。

【数１７】

【００６３】
　このとき、デジタル（ＡＭＢｄｉｇｉｔａｌ（方程式４））とアナログ（ＡＭＢａｎａ

ｌｏｇ（方程式８））との両方の範囲で、ＡＭＢをプロットすることができる。二つの曲
線は、一つの校正曲線に組み合わせてもよい。
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【００６４】
　二つ目の態様においてデジタルとアナログとのデータを組み合わせるとき、
【数１８】

を決定するために実験を採用してもよい。この実験は試料を用い、ここで活性ビーズの比
率は、約５％、約１０％、約１５％、約２０％、約２５％、またはそれ以上より小さい。
いくつかの場合において、活性ビーズの比率は約１０％である。この範囲をカバーする校
正データポイント、またはこの範囲においてデジタル信号を有することが知られている具
体的なコントロール試料を使用することによって、前述のようにこれを達成してもよい。
ｆｏｎ＜0.1である校正曲線において二つまたは三つの濃度を有する場合、

【数１９】

を決定するために、個々のビーズの強度（例えば、個々の酵素分子の動力学的活性）を平
均化することができる。酵素の場合、単一の酵素分子速度（例えば酵素代謝回転速度）に
関連した固有変動を平均化することは、
【数２０】

の測定に対する有意な変動がほとんど観察されないかまたはまったく観察されないように
してもよい。
【００６５】
　Ｎ回測定に応じて、平均単一酵素強度（

【数２１】

）における不確実性は

【数２２】

によって与えられることができ、ここで
【数２３】

は正規分布した単一酵素分子強度の幅パラメータである。例えば、平均単一酵素速度の幅
パラメータが30％であり、1000を上回る単一分子を平均するとき、平均値である
【数２４】

に加味される不確実性は１％であった。活性ビーズの割合が上昇するとき（例えば１０％
およびそれを超える）、ＡＭＢを決定するためには、理論上、デジタル計数とアナログ強
度との両方を使用することができる。あるパーセンテージの活性ビーズを下回るとき（例
えば、約２０％未満、約１５％未満、約１０％未満、約５％未満、またはそれ以下）、多
数の酵素と結びついたビーズの寄与は、

【数２５】
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が活性ビーズの％の測定ノイズを超えて変動しないほど、かつアナログのやり方が正確な
結果を提供しないだろうほど、小さいだろう。
【００６６】
　前述のように、ｆｏｎが100％に達すると、「オン」と「オフ」とのビーズを数えるこ
とによっては、ＡＭＢの正確な測定は、提供され得ない。「オン」ビーズのパーセンテー
ジが中間のとき、ＡＭＢｄｉｇｉｔａｌ（方程式４）を使用する後述の活性ビーズとＡＭ
Ｂａｎａｌｏｇ（方程式８）を使用する前述の活性ビーズとの割合の閾値を決定するため
には、さまざまな係数を考慮してもよい。デジタルとアナログとの信号の変動に起因する
ＡＭＢにおける不正確さをプロットすることによって、この閾値の選択を説明してもよい
。
【００６７】
　例えば、図４Ａは、ポアソン分布（方程式４）を使用してデジタル計数から決定される
（ＡＭＢによって与えられる）有効濃度に対する活性ビーズの割合のプロットを示す。濃
度が上昇するにつれて、活性％の勾配は緩やかになり、信号の不確実さによってもたらさ
れる、決定された濃度における不確実さは大きくなる。図４Ｂは、ＡＭＢ（方程式８）で
ある有効濃度に応じてアナログ強度（Ｉｂｅａｄｓ／Ｉｓｉｎｇｌｅ）をプロットしたも
のを示す。低濃度では、強度測定における変動によって、多数の酵素における小さい増加
分を検出するのが困難になる可能性があり、かつ外挿されたＡＭＢのＣＶは高い。
【００６８】
　図４Ｃは、（ｉ）デジタル分析および（ii）アナログ分析からのｆｏｎに応じてＡＭＢ
（％ＣＶ）における不確実さをプロットしたものを示し、両方法においてＣＶ信号を７．
１％の一定とする。いくつかの場合において、デジタルからアナログへの閾値（例えば、
デジタル分析（例えば方程式４）またはアナログ分析（例えば方程式８）を使用する間で
濃度決定の移行がある閾値は、約４０％、約５０％、約６０％、約７０％、約８０％、ま
たは約５０％と約８０％との間、または約６０％と約８０％との間、または約６５％と約
７５％との間である。特定の態様において、この閾値は約７０％、または約７５％と約８
５％との間である。試料実験にかかる実施例８および９を参照。
【００６９】
　図５は、ＡＭＢを変動して決定がなされたアッセイを描写したものである。図５Ａ（左
）はＡＭＢ＝０．１を示し、ここで活性ビーズのそれぞれは統計学的に大部分の単一アナ
ライト分子と結びついており、デジタル分析を実施してもよい。図５Ａ（中央）はＡＭＢ
＝０．６を示し、ここで有意な数の活性ビーズは一つ以上のアナライト分子と結びついて
おり、アナログ分析またはデジタル分析を実施してもよい。デジタル分析を実施する場合
、ビーズあたりの多数のアナライト分子は、ポアソン分布の分析を使用することによって
説明し得る。
【００７０】
　図５Ａ（右）はＡＭＢ＝３を示し、ここで実質的にすべてのビーズが一つ以上のアナラ
イト分子と結びついている。この場合、上述のように、活性ビーズの平均蛍光強度の測定
によって、かつ、単一のアナライト分子（例えば酵素）によって生成された平均蛍光強度
の情報から、ビーズあたりのアナライト分子の平均数を定量化してもよい。図５Ｂ～Ｄは
、おおよそのＡＭＢが（Ｄ）０．１、（Ｅ）０．６および（Ｆ）３．０のとき、個々のウ
ェル中の単一化したビーズの、本明細書に記載されているようなアッセイを使用して作成
された、蛍光画像を示す。
【００７１】
　いったん、流体試料中のアナライト分子濃度の度合いとＡＭＢとが関連付けられる校正
曲線が展開されると、その校正曲線を使用して、試験試料（例えば未知試料）中のアナラ
イト分子濃度の度合いを決定してもよい。校正試料に対して実施されたやり方と類似のや
り方（例えば、複数のビーズに対してアナライト分子を固定化すること、および複数の反
応槽に複数のビーズの少なくとも一部を空間的に分離することを含む）でアッセイを実施
してもよい。複数の反応槽に複数のビーズを空間的に分離することに続いて、複数の反応



(19) JP 5363663 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

槽の少なくとも一部を、特定の態様においては複数回、インタロゲートしてもよい。
【００７２】
　例えば、少なくとも約１回、少なくとも約２回、少なくとも約３回、少なくとも約４回
、少なくとも約５回、少なくとも約６回、少なくとも約７回、少なくとも約８回、少なく
とも約９回、少なくとも約１０回、またはそれ以上インタロゲートを実施してもよく、該
インタロゲートは、例えば、約１秒、約２秒、約５秒、約１０秒、約２０秒、約３０秒、
約４０秒、約５０秒、約１分、またはそれ以上の時間で隔てられている。それぞれのイン
タロゲートによって、一セットのデータが作成されてもよい。少なくとも一つのアナライ
ト分子と結びついたビーズのパーセンテージ（例えば活性ビーズのパーセンテージ）（ま
たは、例えば、ビーズを採用しない態様においては活性区画のパーセンテージ）を決定す
るためにデータを分析してもよい。
【００７３】
　いくつかの態様において、活性ビーズ（または区画）のパーセンテージが約８０％未満
、約７０％未満、約６０％未満、約５０％未満、約４５％未満、約４０％未満、約３５％
未満、約３０％未満、約２５％未満、または約２０％未満である場合、流体試料中のアナ
ライト分子または粒子の濃度の度合いは、少なくとも一つのアナライト分子または粒子を
含むと決定された区画の数／パーセンテージに少なくとも一部基づいてもよい。すなわち
、データの少なくとも一セットは、本明細書に記載されているように、デジタル分析の方
法（ポアソン分布の調整による調整をさらに含んでもよい）を使用して分析してもよい。
【００７４】
　例えば、ＡＭＢは本明細書に記載されているように（例えばポアソン分布の調整を使用
して）決定してもよく、濃度はＡＭＢと校正曲線との比較によって決定してもよい。いく
つかの場合において、使用するデータのセットは、（例えば酵素基質が検出可能な実体に
変換されるのに充分な時間を確保するため）時間的により遅れて収集したデータセットで
もよい。流体試料中のアナライト分子濃度の度合いは、測定されたパラメータと、（例え
ば少なくとも一つの校正係数の決定によって少なくとも一部形成された）校正曲線との比
較に少なくとも一部基づいてもよい。
【００７５】
　他の態様において、例えば、活性ビーズのパーセンテージが比較的高い場合（例えば約
３０％を超え、約３５％を超え、約４０％を超え、約４５％を超え、約５０％を超え、約
６０％を超え、約７０％を超え、約８０％を超え、またはそれ以上）、流体試料中のアナ
ライト分子または粒子の濃度の度合いは、複数のアナライト分子または粒子の存在を示す
少なくとも一つの信号の強度レベルの度合いに少なくとも一部基づいてもよい。すなわち
、そのデータは、本明細書に記載されているように、アナログ分析方法の一つを使用して
分析してもよい。例えば、方程式７または方程式８を使用して試料に対して、ＡＭＢを決
定してもよい。
【００７６】
　ＡＭＢは、流体試料中のアナライト分子濃度の度合いを決定するために、校正曲線と比
較してもよい。いくつかの場合において、（例えば本明細書に記載されているように、基
質の減損、光退色などに関連した困難を制限するため）使用したデータのセットは時間的
により早く収集したデータセットであってもよい。流体試料中のアナライト分子濃度の度
合いは、測定されたパラメータと、（例えば少なくとも一つの校正係数の決定によって少
なくとも一部形成された）校正曲線との比較に少なくとも一部基づいてもよい。
【００７７】
　さらに他の態様において、例えば、活性ビーズのパーセンテージが約３０％と約８０％
との間、または約４０％と約７０％との間、または約６０％と約８０％との間、または約
６５％と約７５％との間、または約３０％と約５０％との間、または約３５％と約４５％
との間、または４０％付近であってもよい濃度の中間範囲では、流体試料中のアナライト
分子または粒子の濃度の度合いは、デジタル分析方法によって決定されるように、および
アナログ分析方法によって決定されるように、アナライト分子または粒子の濃度の度合い
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の平均に基づいてもよい。すなわち、データの少なくとも一つのセットは、本明細書に記
載されているように、デジタル分析方法および／またはアナログ分析方法を使用して分析
してもよい。流体試料中のアナライト分子濃度の度合いを決定するために、（デジタルお
よび／またはアナログの分析方法、および／または二者の平均から）ＡＭＢを決定し、そ
のＡＭＢを校正曲線と比較してもよい。
【００７８】
　いくつかの態様において、アナライト分子の存在／濃度を示す信号の決定に加えて、少
なくとも一つのバックグラウンド信号を決定してもよい。いくつかの場合において、デー
タのセットからＡＭＢを算出する前に、分析されたデータセットから、バックグラウンド
のデータセットを差し引いてもよい。試験試料（例えば複数のビーズ上に固定化されてい
てもよいアナライト分子）を区画に空間的に分離する前に、および／または、信号を発現
させるために複数の酵素基質（または他の前駆標識剤）に暴露させる前であるが空間的な
分離の後に、区画のアレイをアドレスすることによってバックグラウンドのデータセット
を収集してもよい。
【００７９】
　いくつかの態様において、アナライト捕捉用の複数の捕捉物に加えて、複数の対照物も
提供および／または採用してもよい。対照物は、これに限定するものではないが、後述す
るように、複数の区画の配向（orientation）の同定（例えば複数の区画が反応部位や反
応槽などのアレイとして形成される場合）アッセイの品質の決定を助けること、および／
または、検出システム（例えば光学インタロゲートシステム）の校正を助けることを含む
、さまざまな目的に有用であり得る。一つ以上のタイプの対照物（例えば対照物の第一の
タイプはアッセイの品質を決定し、対照物の第二のタイプは区画マーカーとして作動する
）が、アッセイのフォーマット(format)に存在してもよいこと、または単一のタイプの対
照物が前述の機能の一つ以上を有してもよいことは理解されるはずである。
【００８０】
　いくつかの場合において、アレイ上の複数の区画（例えば反応槽や部位など）の配向を
同定するために、対照物を使用してもよい（例えばアレイ用の区画マーカーとして機能す
る）。例えば、対照物は、アレイ上にランダムにまたは特異的に分布していてもよく、ア
レイの配向／位置を決定するための一つまたは二つ以上の参照区画を提供してもよい。か
かる特徴は、アレイの一部からの多数の画像を異なる時間間隔で比較するとき、有用であ
り得る。すなわち、画像を登録するのに、アレイにおける対照物の位置を使用してもよい
。いくつかの場合において、重複する小さな領域からなる複数の画像をより大きな画像を
形成するために組み合わせる態様において、参照区画を提供するのに、対照物を使用して
もよい。
【００８１】
　アッセイに対照物が存在することによって、アッセイの品質に関する情報が提供されて
もよい。例えば、酵素成分を含む対照物は区画に含まれていることがわかっているが、標
識剤（例えば酵素成分を含む対照物を前駆標識剤に暴露することによって存在し得る生成
物）が存在しない場合、これによって、アッセイのある側面が適切に機能していないかも
しれないという示唆が与えられる。例えば、試薬の質が落ちているかもしれない（例えば
、前駆標識剤の濃度が低過ぎる、前駆標識剤の分解など）、および／または、おそらくす
べての区画が前駆標識剤に暴露されていなかった、などである。
【００８２】
　いくつかの態様において、検出システムを校正するために、対照物を使用してもよい。
例えば、対照物は、光学検出システムを校正するために使用し得る光学信号を出力しても
よい。いくつかの態様において、対照物は、検出システム性能に対する品質管理チェック
として作動できる特定の特性（例えば、蛍光、色、吸光度など）で特徴付けられ、ドープ
(dope)されることができる。
【００８３】
　いくつかの場合において、システムを標準化または正常化して、試験に使用されるアレ
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イの異なる部分間および／または二つの異なるアレイ間で、時間の経過とともになど（例
えば、検出システム、アレイ、試薬など）、異なるアッセイにおける異なるシステム成分
の、性能および／または特性の変動を説明するために、対照物を使用してもよい。例えば
、実験装置、パラメータおよび／または変化によって、異なる時点で単一のアレイから生
成された信号（例えば蛍光信号）の強度、または同じもしくは異なる時点で少なくとも二
つのアレイ間の変化がもたらされ得る。さらに、単一のアレイにおいて、アレイの異なる
部分は異なるバックグラウンド信号を生成し得る。
【００８４】
　かかる変動は、アレイ間、アレイの部分間または多重時間の校正信号における変化（例
えば平均ビーズ信号の決定）に繋がり得、それはいくつかの場合においては不正確な決定
に繋がり得る。変動を引き起こすかもしれないパラメータの限定されない例として、標識
剤の濃度、温度、焦点、検出光の強度、アレイ中の区画の深さおよび／または大きさなど
が挙げられる。いくつかの態様において、かかる変動の一部または全部の効果を説明する
ために、複数の対照物を利用してもよい。いくつかの場合において、かかる対照物は、本
質的にアナライト分子または粒子と結びつかない。特定の態様において、約２０％、約１
０％、約５％、約１％など未満の対照物は、アナライト分子または粒子と結びついている
。
【００８５】
　対照物は、捕捉物と区別できるものであってもよく（例えばそれぞれが区別できる信号
を生成してもよく）、対照物と結びついたアナライト分子がアナライト分子の濃度決定の
要因とならないように、システムが設定されていてもよい。異なるアレイ間のインタロゲ
ート値または単一アレイの領域におけるインタロゲート値を正常化するために、対照物か
らの信号を使用してもよい。例えば、対照物からの信号は、アレイ間でおよび／または単
一アレイについておおよそ等しいはずであるため、対照物の信号を適切な値に標準化し、
非対照物（例えば、アナライト分子と結びついた捕捉物）の信号をそれに基づいて調整し
てもよい。
【００８６】
　具体例として、いくつかの場合において、活性１０％に等しいかまたはそれ未満の対照
物の群をアレイに提供してもよい。捕捉物からの
【数２６】

は、デジタルＡＭＢ（例えば方程式４）とアナログＡＭＢ（例えば方程式８）とを等しく
させることによって決定してもよい。流体試料中のアナライト分子が低濃度のとき、アナ
ログ領域における活性対照物のパーセンテージおよび流体試料のＡＭＢａｎａｌｏｇは、
対照物を使用して決定された

【数２７】

を使用して算出してもよい（例えば、流体試料からのアナライト分子と結びついた捕捉物
を使用して算出した
【数２８】

は使用しない）。この値は対照物（例えば、他の決定および／または対照物のインタロゲ
ートにより校正されてもよい）を使用して決定されるため、
【数２９】

におけるアレイからアレイの、アレイ内の、および／または、日々の変動によって引き起
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こされるＡＭＢａｎａｌｏｇの任意の不正確さが、このやり方によって低下され得る。
【００８７】
　対照物は、区画のアッセイアレイの至るところに分散配置されていてもよく、またはア
ッセイ捕捉物から隔離された一連の区画に分離されていてもよい。例えば、分離された一
部の捕捉物は、捕捉物を含む領域から隔離されたアッセイ部位上の領域に提供されてもよ
く、これら部位にかかる
【数３０】

の値は、アレイのこの特定の部分またはアレイのこのセットにかかる方程式８に特異的な
分母を提供する。かかる場合において、対照物が捕捉物から空間的に隔離されているため
、捕捉ビーズが対照物と区別できることは必ずしも必要ではない。
【００８８】
　いくつかの態様において、高解像度を有する画像カメラの使用を通じて、増大したダイ
ナミックレンジが生成または強化されてもよい。例えば、前記の測定（例えば表２に与え
られる）は、１２ビットのカメラを使用して得られた。カメラの電子解像度の「ｎ」ビッ
トの特性評価は、２ｎで量子化されたアナログ強度ユニットが決定できることを示す。よ
って、１２ビットのカメラでは、４０９６の離散強度の増分が区別し得る。このように、
３．６ｌｏｇのオーダーのダイナミックレンジは一般に達成できるものであり、本明細書
に記載されているように、カメラの解像度が向上することによって、デジタル分析レジー
ムで正確に測定され得る濃度のダイナミックレンジが拡張され得る。
【００８９】
　通常、本発明の実施は、任意の特定のダイナミックレンジまたはカメラのタイプに特に
限定されない。前記で考察した技術に代わって、または加えて、ダイナミックレンジを拡
張またはさらに拡張するために、他の方法／システムを採用してもよい。例えば、より大
量のビーズ（または他の捕捉物）の検出によって、ダイナミックレンジを拡張してもよい
。結果が前記表に一覧にされた例において、アナライト分子を含む試料に暴露されたビー
ズの約13％が検出された。しかしながら、他の態様において、インタロゲートされた反応
槽（例えば区画）の数を増やすことによって、および／または、視野がより大きいカメラ
を使用することによって、100％の試料に暴露されたビーズが検出できた。
【００９０】
　ダイナミックレンジのデジタル計数の限界において、数が増加したビーズを検出するこ
とによって、少なくとも１以上のｌｏｇの差で、ダイナミックレンジを拡張できた（例え
ば、約４．５ｌｏｇから約５．５ｌｏｇまでで、全範囲を約７．５ｌｏｇまで拡大する）
。より多くのビーズを使用し、デジタル読み出し分析の方法／システムの検出限界（ＬＯ
Ｄ）を下げることによっても、ダイナミックレンジを拡張できる。より多くの事象を計数
することができるので、例えばビーズの数を増加することによって、ポアソンノイズの極
限効果を低減させてもよい。
【００９１】
　特定の態様において、本発明にかかる一つまたは二つ以上の前記のダイナミックレンジ
を拡張する技術を用いて、試料あたりの単一アナライト分子を検出することが可能であり
得る。ダイナミックレンジは、より高い濃度の、アナログ分析範囲においても拡張するこ
とができる。例えば、カメラの電子解像度を増大すること（例えば24ビットの光電子倍増
管によるラインスキャンまたは最新式の16および18ビットの画像カメラの使用）によって
、アナログ測定のダイナミックレンジを拡張してもよい。
【００９２】
　後述するように、検出可能な信号の生成を容易にするために前駆標識剤を使用する態様
（例えば酵素標識されたアナライト分子またはアナライト分子に付着した結合リガンドを
使用するアッセイ）において、検出され得る標識剤分子（例えば変換された酵素の基質分
子）が少なくなるにつれ、アナライト分子が複数の区画に分離され、検出する標識剤に変
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換される前駆標識剤に暴露された後、より短い時間間隔（すなわちより短いインキュベー
ション時間の後）での画像の取得もまた、ダイナミックレンジを拡張することが可能であ
り得る。例えば、結果が表２に一覧になっている例において、もっとも低いアナログ測定
は1041アナログカウントであった（表２参照）。
【００９３】
　使用した12ビットのカメラは16カウントから65536カウントまでのダイナミックレンジ
を有する。いくつかの態様において、インキュベート時間を短縮し、カウント下限での測
定を取得することによって、ダイナミックレンジを拡張してもよく（例えば、もっとも低
いアナログ測定は潜在的に（例えば1041カウントの代わりに）16カウントでなされること
ができる）、したがって、アナログの全ダイナミックレンジは３．６ｌｏｇとなり、これ
はデジタル＋アナログの全ダイナミックレンジ約８．１ｌｏｇと同じである。同様な効果
は、画像の取得時間（例えば、光がＣＣＤチップにあたるまでの間、シャッターが開いて
いる）を短縮することによっても達成できる。
【００９４】
　また、その時間は、デジタルからアナログへの切り替え点で、可能なアナログ反応のう
ちもっとも低いものが得られるように最小化することができ、かつダイナミックレンジを
最大化することができる。特定の態様において、これらの変化によって、12ビットのカメ
ラに対して９ｌｏｇ超過のダイナミックレンジが潜在的にもたらされ得る。例えば、12ビ
ットのカメラにおいて、ここに記載のデジタルおよびアナログ測定に対し前記変化を実施
することによって、（５．５ｌｏｇデジタル＋３．６ｌｏｇアナログ）９．１ｌｏｇの全
ダイナミックレンジを達成し得る。１６、１８および２４ビットの画像システムを使用す
ることによって、そのダイナミックレンジはそれぞれ、１０．３、１０．９および１２．
７ｌｏｇに拡張できた。
【００９５】
　いくつかの場合において、本明細書に記載のデジタルからアナログへの変換は、基質の
減損および／または光退色を説明するための技術および分析を含んでもよい。アッセイが
、アナライト分子（またはアナライト分子と結びついた結合リガンド）に暴露されること
により前駆標識剤（例えば酵素基質）から形成される標識剤（例えば蛍光性の酵素産物）
を検出することを含む態様において、基質の減損が発生してもよい。例えば、反応槽が一
以上のアナライト分子（または結合リガンド）を含む態様において、基質の減損を説明す
るのに有利であり得る。例えば、ある実験において、おおよそ２１０万の基質分子が反応
槽中、代謝回転に利用できることを考慮しなさい。
【００９６】
　この例において、酵素成分であるβ－ガラクトシダーゼは、１００μＭの基質濃度で１
８６ｓ－１の代謝回転速度を有する。（例えば反応槽中に存在する）ビーズあたりの酵素
成分または分子（または結合リガンド）が一つしかない場合、酵素成分は、三分間の実験
の時間を超えても、その活性の９９％を保持する。他方、ビーズあたり（または、より高
い濃度の試料では反応槽あたり）の酵素成分または分子が平均で５０である場合、活性全
体のおおよそ４３％は、基質の減損により、実験の時間内に失われ得る。反応チャンバー
活性の全体におけるこの損失は、酵素成分または分子を１０含むチャンバーから期待され
るだろう強度の値より少なくなっているという結果を招き得る。
【００９７】
　いくつかの態様において、アナログ測定の正確性に対する基質の減損の効果を軽減する
ために、さまざまな技術を採用してもよく、ここで考察される例のうち二つを挙げる。第
一に、分析するデータセットを収集する時間を短縮してもよい。強度の値を算出するため
に、より長い時間（例えばｔ＝０およびｔ＝150秒）の代わりに、例えばｔ＝０およびｔ
＝30秒での蛍光画像を使用してよい。より短時間で測定を実施することによって、減損さ
れる基質の量を減らしてもよく、かつ蛍光物質形成の線形速度を維持する助けになってい
てもよい。さらに、多数回（例えばｔ＝０、３０、６０、９０、１２０、１５０秒で）に
対して二回（例えばｔ＝０およびｔ＝３０で）、蛍光産物を含む反応チャンバーを励起光
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に暴露することによって、光退色効果を減らしてもよい。表３は、典型的なアッセイ態様
の基質の減損により、酵素活性が徐々に減少することを説明している。
【００９８】
【表３】

【００９９】
　例えば、図６は、基質の減損を考慮し、ビーズを含む封をされたウェル中の酵素分子数
に応じて、１００μＭのＲＰＧ溶液から、アッセイ測定の間にレゾルフィンに変換された
ＲＰＧ量の理論曲線を示す。無制限の感度（例えばビット数に限定されない）を有するカ
メラを使用してアッセイを実施し、封をした直後に撮像を開始すると仮定すると、アッセ
イはＡＭＢ＝５０を超えておおよそ直線を保持し得る。具体的に図６は、ビーズ上の酵素
数の関数として、１５０秒の実験の間に産生されたレゾルフィン分子数をプロットしたも
のを示し、ここで、モデル化の理論的制限は、（ｉ）画像取得がｔ＝０で始まり（封をし
てすぐ）、いずれのＲＧＰもレゾルフィンに変換される前である場合；および（ｉｉ）画
像取得が封をした後ｔ＝４５秒で始まる場合である。
【０１００】
　基質の減損の効果を軽減するために採用してもよい他の技術として、基質濃度を上昇す
ることが挙げられる。前記の例における酵素／基質の対のＫｍは約６２μＭであった。酵
素の代謝回転速度は、ミカエリス－メンテンの式によって明らかにされるように、基質濃
度によって定義される。基質濃度がＫｍより大過剰であると、酵素の代謝回転速度はプラ
トーになり始めるだろう。例えば基質が約４００μＭのとき、酵素の代謝回転速度の平均
は約７０７ｓ－１であるのに対して、約２００μＭのときの代謝回転速度は約６２４ｓ－

１であり、約１００μＭのときの代謝回転の平均は約５０４ｓ－１である。
【０１０１】
　基質の濃度を約４００μＭから約２００μＭと半分に減らすことによって、代謝回転速
度が約１１％低下するという結果になるのに対して、基質の濃度を約２００μＭから約１
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００μＭに減らすことによって、代謝回転速度は約２０％も低下するという結果になる。
それ故に、基質の減損が、高い基質濃度を使用するアッセイ測定の間に起こる場合、この
減損は、より低い基質濃度（例えばＫｍに近い）を使用するときに発生する消耗と比較し
て、酵素の代謝回転に対する効果がより小さいものであり得る。表４は、基質濃度が変わ
るときの消耗効果における変化の例を説明するものである。
【０１０２】
【表４】

【０１０３】
　いくつかの態様において、生の蛍光強度に対する光退色効果を軽減するために、蛍光物
質の光退色速度を決定してもよい。図７に示される例において、光退色速度は、検出され
る蛍光物質を含む溶液（１０μＭのレゾルフィン）を反応槽中に含むこと、および２００
０ミリ秒の暴露時間により１５秒毎に蛍光減少を５０分に亘り観測することによって決定
した。データの指数関数適合によって、０．００１３ｓ－１の光退色速度ｋｐｈが得られ
た（図７参照）。固有のｋｐｈは、アッセイシステム装置それぞれに使用される具体的な
光学パラメータに対して決定でき、そして生の蛍光の強度に対する光退色効果のために収
集したデータセットを調整するのに使用することができる。
【０１０４】
　以下の項目は、本発明にかかる前述した分析方法／システムのさまざまな態様を実施す
るのに使用してもよい分析アッセイの方法／システム、アナライト分子、分析器のシステ
ムなどのさまざまな側面に関連した、さらなる説明、例および手引きを提供する。追加情
報として、2010年3月24日に出願された、Duffyらの、「Ultra-Sensitive Detection of M
olecules or Particles using Beads or Other Capture Objects」と題された米国特許出
願第12/731,130号；2011年3月1日に出願された、Duffyらの、「Ultra-Sensitive Detecti
on of Molecules or Particles using Beads or Other Capture Objects」と題された国
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際特許出願第（未定）（代理人整理番号第Q0052.70011WO00）；2007年2月16日に出願され
た、Waltらの、「Methods and arrays for target analyte detection and determinatio
n of target analyte concentration in solution」と題された米国特許出願第200702594
48号；2007年2月16日に出願された、Waltらの、「Methods and arrays for detecting ce
lls and cellular components in small defined volumes」と題された米国特許出願第20
070259385号；2007年2月16日に出願された、Waltらの、「Methods and arrays for targe
t analyte detection and determination of reaction components that affect a react
ion」と題された米国特許出願第20070259381号；2010年3月24日に出願された、Duffyらの
、「Ultra-Sensitive Detection of Molecules using Dual Detection Methods」と題さ
れた米国特許出願第12/731,135（代理人整理番号第Q0052.70012US01）；2011年3月1日に
出願された、Duffyらの、「Ultra-Sensitive Detection of Molecules using Dual Detec
tion Methods」と題された国際特許出願第（未定）（代理人整理番号第Q0052.70012WO00
）；2007年8月20日に出願された、Waltらの、「Methods for Determining The Concentra
tion of an Analyte In Solution」と題された国際特許出願第PCT/US07/019184号；およ
び2009年9月9日に出願された、Duffyらの、「Ultra-Sensitive Detection of Molecules 
or Enzymes」と題された国際特許出願第PCT/US09/005428号からも見出してもよく、参照
により本明細書に組み込まれる。
【０１０５】
区画のアレイにアナライト分子を分離するための方法およびシステム
　本発明のアッセイ方法およびシステムは、特定の態様において検出／定量化を容易にす
るために、それぞれの区画がゼロまたは一つまたは二つ以上のいずれかのアナライト分子
を含む(comprise)／含む(contain)ように、複数の区画にアナライト分子を空間的に分離
する工程を採用する。さらに、いくつかの態様においては、それぞれの区画が単独にアド
レスされうるようなやり方で、区画を含む物品が設定されている。複数の区画に複数のア
ナライト分子を空間的に分離するための典型的な態様が本明細書に記載されているが、他
の多くの方法を潜在的に採用してもよい。
【０１０６】
　いくつかの態様において、流体試料中のアナライト分子濃度の度合いを決定するための
独創的な方法は、アナライト分子の少なくとも一つのタイプに親和性を有する結合表面に
対して固定化されたアナライト分子を検出することを含む。特定の態様において、結合表
面は、基板（例えば、プレート、ディッシュ、チップ、光ファイバーの一端など）上の複
数の区画（例えば複数のウェル／反応槽）の一つを形成しているか（例えば基板上のウェ
ル／反応槽の表面）、または該区画の一つの中に含まれている（例えば、ウェル内に含ま
れた、ビーズなどの捕捉物の表面）。
【０１０７】
　少なくとも一部の区画がアドレスされてもよく、そして、少なくとも一つのアナライト
分子または粒子を含む区画の数／パーセンテージを示す度合いをもたらしてもよい。いく
つかの場合において、数／パーセンテージに基づき、流体試料中のアナライト分子または
粒子の濃度の度合いを決定してもよい。以上詳述してきたように、流体試料中のアナライ
ト分子または粒子の濃度の度合いは、ポアソン分布の調整を任意に採用するデジタル分析
の方法／システムにより決定してもよく、および／または、測定された信号の強度に少な
くとも一部基づいてもよい。
【０１０８】
　前述のように、アナライト分子が複数の捕捉物に対して固定化されている態様において
、アドレスされた区画は、少なくとも一つの捕捉物（例えば、任意のアナライト分子と結
びついているか、または結びついていないかのいずれか）を含む区画であってもよく、よ
って、これらの態様において、少なくとも一つのアナライト分子を含む区画のパーセンテ
ージが、少なくとも一つのアナライト分子と結びついた捕捉物のパーセンテージ（例えば
「活性」ビーズのパーセンテージ）でもある。したがって、いくつかの態様において、流
体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の度合いを決定するための方法は、それぞれ
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がアナライト分子または粒子の少なくとも一つのタイプに対して親和性を有する結合表面
を含む複数の捕捉物（例えばビーズ）（例えば複数の捕捉成分）を、アナライト分子また
は粒子の少なくとも一つのタイプを含むかまたは含むことが疑われる溶液に暴露すること
を含む。ここで捕捉物の少なくともいくつかは、少なくとも一つのアナライト分子または
粒子と結びつく。
【０１０９】
　少なくとも一部の捕捉物（例えばビーズ）は複数の区画（例えば表面上の反応槽）に空
間的に分離されていてもよい。複数の区画（例えば、いくつかの場合において、少なくと
も一つの捕捉物を含む区画）の少なくとも一部をアドレスし、少なくとも一つのアナライ
ト分子または粒子を含む区画のパーセンテージ（例えば、いくつかの場合において、少な
くとも一つのアナライト分子と結びついた捕捉物のパーセンテージ）を示す度合いを決定
してもよい。前述のように、いくつかの場合において、流体試料中のアナライト分子また
は粒子の濃度の度合いは、少なくとも一つのアナライト分子または粒子を含む捕捉物の数
／パーセンテージに少なくとも一部基づき、および／または、複数のアナライト分子また
は粒子のパーセンテージを示す信号の測定された強度に少なくとも一部基づき、決定され
たパーセンテージに基づいて決定されてもよい。
【０１１０】
　いくつかの場合において、流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の度合いを決
定するためのシステムは、さらに、複数の区画（例えば反応槽）を含むアッセイ基板（例
えば、プレート、ディッシュ、スライド、チップ、光ファイバーの表面など）を含み、該
区画それぞれは、かかる区画の中に結合表面を形成する（例えば複数の捕捉成分）か、ま
たはかかる区画を含む（例えば複数の捕捉成分を含むビーズを含む）。ここで、少なくと
も一つの結合表面は、該結合表面上に固定化された少なくとも一つのアナライト分子また
は粒子を含む。
システムはまた、複数の区画の少なくとも一部をアドレスするよう設定された少なくとも
一つの検出器も含んでもよい。システムは、アドレスされたそれぞれの区画にアナライト
分子または粒子が存在するか否かを示す少なくとも一つの信号を生成することができる。
システムは、それぞれの区画でアナライト分子または粒子の数に伴い変化する強度レベル
を測定できる能力を有する。
【０１１１】
　さらに、システムは、少なくとも一つのアナライト分子または粒子を含むアドレスされ
た区画の数／パーセンテージを少なくとも一つの信号から決定するよう設定された少なく
とも一つの信号処理器を含んでもよい。信号処理器は、前述の技術を使用して、数／パー
センテージに基づき、少なくとも一つのアナライト分子もしくは粒子を含む区画の数に少
なくとも一部基づいた流体試料中のアナライト分子もしくは粒子の濃度の度合いを決定す
る（デジタル／バイナリ分析）、および／または、複数のアナライト分子または粒子の存
在を示す少なくとも一つの信号の強度レベルに少なくとも一部基づいた流体試料中のアナ
ライト分子または粒子の濃度の度合いを決定するよう、さらに設定されている。
【０１１２】
　本明細書に提供されているアッセイ方法およびシステムは、本明細書に記載されている
ような、さまざまな異なる成分、工程および側面を採用してもよい。例えば、方法はさら
に、少なくとも一つのバックグラウンド信号決定を決定すること（例えば他の決定からバ
ックグラウンド信号を差し引くことをさらに含む）、洗浄工程などを含む。いくつかの場
合において、アッセイまたはシステムは、本明細書に記載されているように、少なくとも
一つの結合リガンドの使用を含んでもよい。いくつかの場合において、流体試料中のアナ
ライト分子濃度の度合いは、測定されたパラメータと校正曲線との比較に少なくとも一部
基づく。ときには、校正曲線は、本明細書に記載されているように、少なくとも一つの校
正係数の決定によって少なくとも一部形成されている。
【０１１３】
　いくつかの態様において、複数のアナライト分子は、複数の区画に空間的に分離されて
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もよい。ここで該区画は複数の反応槽を含む。少なくともいくつかの反応槽が少なくとも
一つのアナライト分子を含み、かつ、統計学的に有意な割合の反応槽がアナライト分子を
含まないように、アナライト分子は複数の反応槽にわたって分配されていてもよい。少な
くとも一つのアナライト分子を含む（またはアナライト分子を含まない）統計学的に有意
な割合の反応槽は、典型的には、特定の検出システムを使用して再現性良く検出かつ定量
化することができるだろうし、典型的には、アナライト分子を一つも含まない試料のアッ
セイを実施する際に決定され、アドレスされた区画の総数で割ったバックグラウンドノイ
ズ（例えば非特異的な結合）を上回っているだろう。本発明の態様において、本明細書中
で使用される「統計学的に有意な割合」は、方程式10に従い評価してもよい。
【数３１】

【０１１４】
　ここでｎは、選択した事象のカテゴリーにおいて、決定された事象の数である。すなわ
ち、事象の数であるｎが事象の数の平方根に三を乗じたものより大きいとき、統計学的に
有意な割合が生じる。例えば、アナライト分子または粒子を含む反応槽の統計学的に有意
な割合を決定するためには、ｎがアナライト分子を含む反応槽の数である。他の例として
、単一のアナライト分子と結びついた捕捉物の統計学的に有意な割合を決定するためには
、ｎが単一のアナライト分子と結びついた捕捉物の数である。
【０１１５】
　いくつかの態様において、区画（または捕捉物）の総数に対する、少なくとも一つのア
ナライト分子（または、アナライト分子に対する区画の割合が、統計学的に、それぞれの
区画に含まれたアナライト分子が実質的にゼロまたはたった一つとなるだろう場合におい
て、単一のアナライト分子）を含む統計学的に有意な割合の区画は、約１：２未満、約１
：３未満、約１：４未満、約２：５未満、約１：５未満、約１：１０未満、約１：２０未
満、約１：１００未満、約１：２００未満、または約１：５００未満である。したがって
、かかる態様において、区画の総数に対する、アナライト分子を一つも含まない区画（ま
たは捕捉物）の割合は、少なくとも約１：１００、約１：５０、約１：２０、約１：１０
、約１：５、約１：４、約１：３、約１：２、約１：１、約２：１、約３：１、約４：１
、約５：１、約１０：１、約２０：１、約５０：１、約１００：１、またはそれ以上であ
る。
【０１１６】
　既に述べたように、いくつかの態様において、少なくとも一つのアナライト分子を含む
区画のパーセンテージは、区画（または捕捉物）の総数の約５０％未満、約４０％未満、
約３０％未満、約２０％未満、約１０％未満、約５％未満、約２％未満、約１％未満、約
０．５％未満、約０．０１％未満、またはそれ以下である。いくつかの態様において、ア
ナライト分子（またはアナライト分子と結びついた捕捉物）を一つも含まない区画のパー
センテージは、区画（または捕捉物）の総数の、少なくとも約３０％、少なくとも約４０
％、少なくとも約５０％、少なくとも約６０％、少なくとも約７０％、少なくとも約８０
％、少なくとも約９０％、少なくとも約９５％、少なくとも約９８％、またはそれ以上で
ある。
【０１１７】
　複数の反応槽に複数のアナライト分子または粒子を分配するための方法または技術は、
2010年3月24日に出願された、Duffyらの、「Ultra-Sensitive Detection of Molecules o
r Particles using Beads or Other Capture Objects」と題された米国特許出願第12/731
,130号（代理人整理番号Q0052.70011US01）；2011年3月1日に出願された、Duffyらの、「
Ultra-Sensitive Detection of Molecules or Particles using Beads or Other Capture
 Objects」と題された国際特許出願第（未定）（代理人整理番号Q0052.70011WO00）；200
7年2月16日に出願された、Waltらの、「Methods and arrays for target analyte detect
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ion and determination of target analyte concentration in solution」と題された米
国特許出願第20070259448号；2007年2月16日に出願された、Waltらの、「Methods and ar
rays for detecting cells and cellular components in small defined volumes」と題
された米国特許出願第20070259385号；2007年2月16日に出願された、Waltらの、「Method
s and arrays for target analyte detection and determination of reaction componen
ts that affect a reaction」と題された米国特許出願第20070259381号；2007年8月20日
に出願された、Waltらの、「Methods for Determining The Concentration of an Analyt
e In Solution」と題された国際特許出願第PCT/US07/019184号；および2009年9月9日に出
願された、Duffyらの、「Ultra-Sensitive Detection of Molecules or Enzymes」と題さ
れた国際特許出願第PCT/US09/005428号に記載されており、これらは参照によって本明細
書中に組み込まれる。
【０１１８】
　いくつかの態様において、アッセイ方法は、複数の捕捉物の使用を含んでもよい。複数
の捕捉物（例えばビーズ）は、アナライト分子または粒子を捕捉するよう設定してもよい
。いくつかの場合において、複数の捕捉物は複数のビーズを含む。ビーズは磁性があって
もなくてもよい。少なくとも一部の捕捉物は、複数の区画（例えば反応槽／ウェル）に空
間的に分離されていてもよい。複数のアナライト分子は、捕捉物に対して複数のアナライ
ト分子と結びつく前、同時または後に、複数のタイプの結合リガンドに暴露されてもよい
。
【０１１９】
　かかる捕捉成分を使用するアッセイ方法の他のさまざまな側面は、2010年3月24日に出
願された、Duffyらの、「Ultra-Sensitive Detection of Molecules or Particles using
 Beads or Other Capture Objects」と題された、自己の米国特許出願第12/731,130号；
および2011年3月1日に出願された、Duffyらの、「Ultra-Sensitive Detection of Molecu
les or Particles using Beads or Other Capture Objects」と題された、自己の国際特
許出願第（未定）（代理人整理番号Q0052.70011WO00）に記載されている。特に、本明細
書中に記載された方法およびシステムは、参照した前記出願に記載された単一の分子方法
およびシステムと組み合わせ、そしてその文意内において使用してもよい。いくつかの場
合において、捕捉物はそれ自体が検出可能であってもよく（例えば蛍光放射）、ビーズの
検出がアナライト分子の検出を妨げないかまたは実質的に妨げないように、ビーズを選択
してもよい。
【０１２０】
　いくつかの態様において、アナライト分子は直接的に検出されても、間接的に検出され
てもよい。直接的に検出される場合、アナライト分子は、直接インタロゲートおよび／ま
たは検出され得る分子またはその一部（例えば蛍光を放つ実体）を含んでもよい。間接的
に検出される場合、アナライト分子の存在を決定するために追加成分を使用する。いくつ
かの場合において、アナライト分子は前駆標識剤（例えば酵素基質）を構成してもよく、
該酵素基質は、アナライト分子に暴露されることによって検出可能な生成物（例えば蛍光
分子）に変換されてもよい。いくつかの場合において、少なくともいくつかのアナライト
分子を複数の区画に空間的に分離する前、同時および／または後に、複数のアナライト分
子を、少なくとも一つの追加の反応成分に暴露してもよい。
【０１２１】
　いくつかの場合において、少なくともいくつかが少なくとも一つのアナライト分子と結
びついた複数の捕捉物を、複数の結合リガンドに暴露してもよい。以下でさらに考察する
ように、特定の態様において、結合リガンドは、直接的に検出されるように適合してもよ
く（例えば結合リガンドが検出可能な分子もしくはその一部を含む）、または間接的に検
出されるように適合してもよい（例えば前駆標識剤を標識剤に変換することができる成分
を含む）。結合の一つ以上のタイプとして、任意の所定アッセイ方法において、例えば結
合リガンドの第一のタイプおよび結合リガンドの第二のタイプを採用してもよい。一例と
して、結合リガンドの第一のタイプは、アナライト分子の第一のタイプと結びつくことが
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でき、結合リガンドの第二のタイプは、第一の結合リガンドと結びつくことができる。他
の例として、本願明細書に記載されているように、結合リガンドの第一のタイプと結合リ
ガンドの第二のタイプとはともに、単一のアナライト分子の同じまたは異なるエピトープ
と結びついてもよい。
【０１２２】
　特定の結合リガンドは、直接的または間接的な検出を容易にすることができる実体を含
むことができる。成分が測定可能な特性（例えば、蛍光放射、色など）を含む態様におい
て、成分を、直接的に検出されるように適合してもよい。例えば成分は、前駆標識剤を標
識剤（例えばアッセイで検出される薬剤）に変換することによって、間接的な検出を容易
にし得る。「前駆標識剤」は、好適な変換剤（例えば酵素成分が結合リガンド中に含まれ
る）への暴露により、標識剤に変換されることができる任意の分子、粒子などである。「
標識剤」は、検出される実体として働くことによって、選んだ検出技術を使用して検出を
容易にする任意の分子、粒子などである。
【０１２３】
　いくつかの態様において、少なくとも一つの結合リガンドは酵素成分を含む。いくつか
の態様において、アナライト分子は酵素成分を含んでもよい。酵素成分は、前駆標識剤（
例えば酵素基質）を標識剤（例えば検出可能な生成物）に変換してもよい。流体試料中の
アナライト分子濃度の度合いはその後、標識剤を含む区画の数を決定すること（例えば、
標識剤を含む区画の数を、アナライト分子を含む区画の数（または、捕捉物の総数に対す
る、少なくとも一つのアナライト分子と結びついた捕捉物の数）と関連付けることによっ
て）に少なくとも一部基づいて、決定することができる。
【０１２４】
　酵素または酵素成分の限定されない例として、西洋ワサビペルオキシダーゼ、β－ガラ
クトシダーゼおよびアルカリホスファターゼが挙げられる。検出のためのシステムまたは
方法の他の限定されない例として、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）、ローリングサーク
ル増幅（ＲＣＡ）、ライゲーション、ループを介した等温増幅(Loop-Mediated Isotherma
l Amplification)（ＬＡＭＰ）などの、核酸前駆体が多数のコピーに複製されるか、また
は核酸前駆体が容易に検出できる核酸に変換される態様が挙げられる。Vadim Demidovら
の「DNA Amplification:Current Technologies and Application」（2004年）に記載され
ているように、かかるシステムおよび方法は当業者に公知であろう。
【０１２５】
　図８に示されるように、前駆標識剤の使用を含むアッセイ方法の例として、複数の区画
を含む基板１００が提供される。ここで該区画は反応槽を含む。反応槽１０１（例えば区
画）において、アナライト分子１０２はビーズ１０３（例えば捕捉物）に対して固定化さ
れている。結合リガンド１０４はアナライト分子１０２と結びついている。結合リガンド
１０４は酵素成分を含む（図示なし）。前駆標識剤１０６は、（酵素成分に暴露されると
）標識剤１０８に変換される。標識剤１０８は、本明細書に記載されている方法を使用し
て検出される。
【０１２６】
　対照的に、反応槽１１１は、ビーズ１１０に対して固定化されたアナライト分子１１２
を含む。この反応槽において、アナライト分子１１２は、酵素成分を含む結合リガンドと
結びついていない。したがって、前駆標識剤１１４は、反応槽内で標識剤に変換されない
。よって、前駆標識剤が標識剤に変換された反応槽１０１と比較すると、この反応槽は異
なる信号を与えることになる。いくつかの場合において、アナライト分子と結びついてい
ないビーズを含む反応槽であってもよく、例えば反応槽１２１はビーズ１１６を含む。さ
らに、反応槽のいくつかは任意のビーズを含まなくてもよく、例えば反応槽１２３である
。反応槽１２１および１２３は、標識剤が存在しないだろうから、反応槽１０１と比較し
て異なる信号を与え得る。しかしながら、反応槽１２１および１２３は、前駆標識剤１１
７を含んでいてもよい。一つ以上の前駆標識剤は任意の所定の反応槽中に存在していても
よい。
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【０１２７】
　特定の態様において、可溶化したかまたは懸濁した前駆標識剤を採用してもよく、ここ
で前駆標識剤は、液体に不溶の標識剤および／または区画内（例えば標識剤が形成される
反応槽内）／近傍に固定化される標識剤に変換される。かかる前駆標識剤および標識剤な
らびにそれらの使用は、2008年9月23日に出願された、Duffyらの、「High Sensitivity D
etermination of the Concentration of Analyte molecules in a Fluid Sample」と題さ
れた、自己の米国特許出願第12/236,484号に記載されており、参照によって本明細書に組
み込まれる。
【０１２８】
　いくつかの態様において、捕捉成分および／または捕捉物からアナライト分子が解離す
るのを止めるかもしくは抑える、および／または、アナライト分子および／または他の結
合リガンドから結合リガンドが解離するのを止めるかもしくは抑える技術を使用してもよ
い。当業者には公知であろうが、選択したアナライト分子、捕捉成分および／または結合
リガンドの間（例えば抗体と抗原との間）の、いくつかの可逆的な親和性相互作用は、熱
力学に支配される。
【０１２９】
　したがって、あるアッセイ方法の最中のある時点で、アナライト分子および捕捉成分お
よび／または結合リガンドの間、ならびに／あるいは結合リガンドおよびアナライト分子
および／または他の結合リガンドの間で、ある解離が発生してもよい。これにより、実際
に存在するアナライト分子（例えば免疫複合体）の数より検出されるアナライト分子の数
の方が減少するという結果になり得る。成分の特定の対（例えば抗体－抗原の対）の解離
定数、洗浄および／または流体への暴露、暴露とインタロゲートとの時間間隔、および／
または他の要因によって、解離事象がアナライト分子および／または粒子の決定を変える
程度に影響が及ぼされてもよい。したがって、特定の技術を使用して解離過程の効果を軽
減してもよい。
【０１３０】
　第一の態様において、（例えば、捕捉成分を介して捕捉物と結びついた、および／また
は、少なくとも一つの結合リガンドと結びついた）複数のアナライト分子を複数の区画に
空間的に分離することに続き、アッセイの区画（例えばウェル）から流体を除去すること
によって解離を抑えるかまたは減らしてもよい。すなわち、区画に取り囲まれているかま
たは区画中に実質的に含まれる、全部または実質的に全部の流体を除去してもよい。例え
ば、空気および／または真空乾燥によって流体を除去してもよい。流体の除去によって、
解離が抑えられるかまたは減らされてもよい。区画をインタロゲートする直前に、複合体
への水分補給により検出器を使用するインタロゲートを促進するために、区画に流体を加
えてもよい。
【０１３１】
　第二の態様において、アナライト分子を捕捉成分に架橋、および／または、結合リガン
ドをアナライト分子および／または第二の結合リガンドに架橋することによって、解離を
抑えるかまたは減らしてもよい。例えば、抗原を含むアナライト分子は結合リガンドおよ
び／または抗体を含む捕捉成分と架橋されていてもよい。採用してもよい架橋の方法およ
び技術は当業者に公知である。
【０１３２】
　いくつかの態様において、複数の区画をアドレスしてもよく、および／または、着目す
る複数の捕捉物および／または化学種／分子／粒子を実質的に同時に検出してもよい。本
文中で使用されるときの「実質的に同時に」とは、期間が重複しない場合に連続してアド
レス／検出されるのとは対照的に、着目する少なくとも二つの区画／捕捉物／化学種／分
子／粒子がアドレス／検出される間の期間が重複するように、おおよそ同じ時に、着目す
る区画／捕捉物／化学種／分子／粒子がアドレス／検出されることを言う。光学技術（例
えばＣＣＤ検出器）を含むさまざまな技術を使用することによって、同時のアドレス／検
出を達成することができる。いくつかの態様に従い、捕捉物／化学種／分子／粒子を、複
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数の個別の溶解できる区画に空間的に分離することは、多数の区画が実質的に同時にアド
レス可能となることによって、実質的な同時検出を促進する。
【０１３３】
　例えば、検出の間、複数の、個別の別々に溶解できる区画に、他の捕捉物に対して空間
的に分離されている捕捉物に個々の化学種／分子／粒子が結びついている態様について、
複数の、個別の別々に溶解できる区画を実質的にアドレスすることで、個々の捕捉物ひい
ては個々の化学種／分子／粒子（例えばアナライト分子）も溶解することが可能となる。
例えば、特定の態様において、それぞれの反応槽がゼロかまたはたった一つの化学種／分
子／粒子を含むように、複数の分子／粒子の個々の分子／粒子は複数の反応槽にわたって
分配されている。いくつかの場合において、すべての化学種／分子／粒子のうち、少なく
とも約８０％、少なくとも約８５％、少なくとも約９０％、少なくとも約９５％、少なく
とも約９６％、少なくとも約９７％、少なくとも約９８％、少なくとも約９９％、少なく
とも約９９．５％が、検出の間、他の化学種／分子／粒子に対して空間的に隔離されてい
る。
【０１３４】
　約１秒未満、約５００ミリ秒未満、約１００ミリ秒未満、約５０ミリ秒未満、約１０ミ
リ秒未満、約５ミリ秒未満、約１ミリ秒未満、約５００マイクロ秒未満、約１００マイク
ロ秒未満、約５０マイクロ秒未満、約１０マイクロ秒未満、約１マイクロ秒未満、約０．
５マイクロ秒未満、約０．１マイクロ秒未満、または約０．０１マイクロ秒未満、約０．
００１マイクロ秒未満、またはそれ以下の時間内に実質的に同時に、複数の化学種／分子
／粒子を検出してもよい。いくつかの態様において、約１００マイクロ秒と約０．００１
マイクロ秒との間、約１０マイクロ秒と約０．０１マイクロ秒またはそれ以下との間の時
間内に実質的に同時に、複数の化学種／分子／粒子を検出してもよい。
【０１３５】
　いくつかの態様において、区画は光学的にインタロゲートされる。それらの光学的な特
徴において変化を示す区画は、従来の光学縦列および光学検出システムによって同定され
てもよい。検出された化学種（例えば蛍光を放つタイプの実体など）および有効な波長に
応じて、区画の光学的インタロゲートのために、特定の波長用に設計された光学フィルタ
ーを採用してもよい。光学的インタロゲートを使用する態様において、システムは、一つ
以上の光源および／または波長を調整するための複数のフィルターおよび／または光源の
強度を含んでもよい。いくつかの態様において、複数の区画からの光学信号は、ＣＣＤカ
メラを使用して捕捉される。
【０１３６】
　当業者には公知であろうが、画像を取り込むために使用しうるカメラ画像タイプの、他
の限定されない例として、電荷注入装置（ＣＩＤ）、相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ
）装置、科学計測用(scientific)ＣＭＯＳ装置、および時間遅延積分方式(time delay in
tegration)（ＴＤＩ）装置が挙げられる。カメラは商業的供給源から得てもよい。ＣＩＤ
は、ＣＣＤと同様に、ソリッドステート(solid state)二次元マルチピクセル画像装置で
あるが、画像の取り込み方と読み込み方との点で異なる。ＣＣＤの例としては、米国特許
第3,521,244号および米国特許第4,016,550号を参照。ＣＭＯＳ装置も二次元ソリッドステ
ート画像装置であるが、電荷の集積と出力とのやり方の点で標準的なＣＣＤアレイとは異
なる。ＣＭＯＳトランジスタを製作する半導体技術基盤に画素が組み込まれており、それ
故、装置に組み込まれた相当な読み出しのある電子機器および顕著な補正電子機器からの
信号において顕著な増幅を可能にする。
【０１３７】
　例えば米国特許第5,883,83号を参照。ＣＭＯＳ装置は、優れた感度とダイナミックレン
ジとを可能にする特定の技術的進歩を有するＣＭＯＳ画像技術を含む。ＴＤＩ装置は、画
素のカラムを該カラム内および隣接するカラムに移動させ、集光し続けさせるＣＣＤ装置
を採用する。このタイプの装置は、典型的には、有意な時間内に動画を統合させることが
でき、かつカメラにおける画像の相対運動によって動画がぼやけないように、画素のカラ
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ムの移動が集積されている画像の動きと同期するようなやり方で使用される。いくつかの
態様において、フォトダイオードまたは光電子倍増管（ＰＭＴ）と一体となったスキャニ
ングミラーシステム(scanning mirror system)を画像用に使用することができる。
【０１３８】
　ある態様において、複数の反応槽として複数の区画を、光ファイバー束の一端に直接形
成する。ある態様に従い、米国公報第20030027126号に記載のシステムなどの光学検出シ
ステムとともに、本発明の反応槽のアレイを使用することができる。ある態様に従い、例
えば、本発明の反応槽のアレイは、光がファイバー間で混ざらないように、クラッドファ
イバーから構成される光ファイバー束を含む光ファイバー集合体の一端に形成される。
【０１３９】
　図９Ａおよび９Ｂは、いくつかの態様に従う、本発明のシステムの限定されない例を示
す。該システムは、光源４５２、励起フィルター４５４、二色性鏡(dichromatic mirror)
４５８、放射フィルター４６０、対物４７０、およびアレイ４７２を含む。光源４５２か
ら発生する光４５３は励起フィルター４５４を通過する。該光は二色性鏡４５８に反射し
、対物４７０を通過し、アレイ４７２上で光る。いくつかの場合において、絞り（iris）
や開口部などのような迷光低減機能４６８によって、迷光４６４を低減させてもよい。ア
レイから放射された光４７１は対物４７０と放射フィルター４６０とを通過する。光４６
２が観察される。当業者には理解されるだろうが、特定の応用のために、必要に応じて、
システムは追加の部材（例えば、追加のフィルター、鏡、拡大装置など）を含んでもよい
。
【０１４０】
　図９Ａに示されるシステムは、（例えば白色光を使用する）捕捉物を含む反応槽の数の
決定に役立つ部材をさらに含んでもよい。代わりに、区画の総数を決定するため、および
／または、区画（例えば捕捉物を含むかまたは含まない）の位置に関する空間的な情報を
提供するために、追加の部材を使用してもよく、該部材は、異なる光レジーム（例えば、
蛍光、白色光）の下で観察され、区画の位置と一致する信号を確認するのに役立たせても
よい（例えばマスクを設けてもよい）。
【０１４１】
　図９Ａおよび９Ｂにおいて、励起光は供給源４５２から放射され、ビーム４５３へとコ
リメートされる。励起フィルター４５４は、蛍光体を励起する波長バンドのみ（例えばレ
ゾルフィンの場合、５７５ｎｍ＋／－１０ｎｍ）を伝送するよう設定してもよい。励起光
は二色性フィルター４５８によって下方に反射され、対物レンズ４７０を介して、試料を
含む基板４７２を励起する。対物レンズ４７０によって画像光が収集され、ビーム４７１
に集束され、二色性フィルター４５８を介して伝送される。蛍光波長バンド（例えばレゾ
ルフィンの場合、６７０ｎｍ＋／－３０ｎｍ）に一致する画像光のみを、放射フィルター
４６０を介して伝送する。残存するコリメートされたビーム４６２は、カメラシステムを
介してその後画像化されるだろう放射された蛍光波長のみを含む。
【０１４２】
　試料を含む区画（例えば反応槽）の位置を決定するために、同じシステムを使用しても
よい。「明視野」の白色光照明を用いて、捕捉物を含む反応槽を含むアレイを明るくして
もよい。収集対物の開口数をちょうど外れる角度（例えば図９Ａのθ１が、約２０度、約
２５度、約３０度、約３５度、約４０度またはそれ以上であってもよい）からアレイ表面
上に擬似コリメートされた白色光（例えば白色光ＬＥＤ）を向けることによって（例えば
図９Ａに示される光源475を使用して）、アレイを明るくしてもよい。アレイ４７２の表
面に命中している光（例えば光４７６）が表面に反射（および散乱）され、４７１にコリ
メートされ、対物レンズ（４７０）に収集される。続いて、コリメートされたビームは、
カメラシステムによって、画像化される。
【０１４３】
　どの区画が捕捉物（例えばビーズ）を含むかを決定するためにもまた、同じシステムを
使用してもよい。いかなる特定のビーズもアナライト分子および／または結合リガンドと
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結合していてもよいし、していなくてもよい。「暗視野」の白色光照明を用いて（例えば
図９Ａに示されるような光源４７３を使用して）アレイを明るくしてもよい。収集対象の
開口数を十分に外れる角度（例えば図９Ａのθ２が、約６５度、約７０度、約７５度、約
８０度、約８５度である）からアレイ表面上に擬似コリメートされた白色光（例えば白色
光ＬＥＤ４７３）を向けることによって、アレイを明るくしてもよい。アレイ472の表面
に命中している光（例えば光474）が表面に反射（および散乱）され、471にコリメートさ
れ、対物レンズ470に集光される。続いて、コリメートされたビームは、カメラシステム
によって、画像化される。
【０１４４】
　いくつかの態様において、例えば米国公報第2003/0027126号に記載されているように、
光学検出システムを採用してもよい。典型的なシステムにおいて、光ファイバーの近位端
または遠位端の画像サイズの調整を可能にする倍率切り替えを使用することによって、光
ファイバー束の遠位端で形成された反応槽のアレイから返ってくる光が変更される。拡大
された画像は、その後、シャッターホイール(shutter wheel)により、シャッターが閉め
られ、フィルターがかけられる。そして、電荷結合素子（ＣＣＤ）カメラにより画像が取
り込まれる。ＣＣＤカメラからの情報を処理する画像処理ソフトウェアを含み、該ソフト
ウェアを実行するコンピュータが提供されてもよく、該コンピュータはシャッターを制御
しホイールにフィルターをかけるよう任意に設定されていてもよい。米国公報第20030027
126号に記載されているように、束の近位端は、ｚ移動ステージおよびｘ－ｙ微小位置決
め(micropositioner)を与えられる。
【０１４５】
　例えば図１０は、光学検出システムを有する光ファイバー集合体４００を採用するシス
テムの模式的なブロック図を示す。ファイバー間で光が混ざらないように、光学ファイバ
ー束またはアレイ４０２を含む光学ファイバー集合体４００は、クラッドファイバーから
構成されている。反応槽４０１のアレイは、光ファイバーの遠位端４１２に形成／付着さ
れており、その近位端４１４は、ｚ移動ステージ４１６およびｘ－ｙ微小位置決め４１８
と動作可能なように(operatively)接続されている。これら二つの部材は、顕微鏡の対物
レンズ４２０において、束４０２の近位端４１４を正確に位置決めするように協調する。
対物レンズ４２０により収集された光は、スリーポインターキューブスライダー(three p
ointer cube slider)を有する反射光蛍光アタッチメント４２２に移動する。
【０１４６】
　アタッチメント４２２によって、対物レンズ４２０を介する７５ワットのＸｅランプ４
２４からの直接光はファイバー束４０２中で組み合わせることができる。供給源４２４か
らの光は濃縮レンズ４２６により濃縮され、その後、フィルターおよびシャッターホイー
ル４２８により、フィルターがかけられ、および／または、シャッターが閉められ、それ
に続き、ＮＤフィルタースライド４３０を通過する。束４０２の遠位端４１２から帰って
きた光は、アタッチメント４２２から、ファイバーの近位端または遠位端の画像サイズの
調整を可能とする倍率切り替えまで通過する。光が通過する倍率切り替え４３２は、その
後、第二のホイール４３４によりシャッターが閉められ、フィルターがかけられる。光は
電荷結合素子（ＣＣＤ）カメラ４３６に集光される。コンピュータ４３８は、ＣＣＤカメ
ラ４３６からの情報を処理する画像処理ソフトウェアを実行し、そしてシステムの他の部
材も任意に制御する。他の部材としては、第一ならびに第二のシャッターおよびフィルタ
ーホイール４２８、４３４を含むがこれらに限定されない。
【０１４７】
　本発明のいくつかの態様を実施するために使用される反応槽のアレイは、互換性のある
さまざまな工程を使用して、光ファイバー束の遠位端と一体となっているか、または該遠
位端に付着していてもよい。いくつかの場合において、光ファイバー束の個々のファイバ
ーの中央にマイクロウェル(microwell)が形成されており、該マイクロウェルは封がされ
ていても、されていなくてもよい。光ファイバー束のそれぞれの光ファイバーは、ファイ
バーの遠位端の中央に形成された単一のマイクロウェルからの光を伝達してもよい。この
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特徴によって、それぞれのマイクロウェル中の反応物／内容物を同定するために、個別の
反応槽の光学的特性をインタロゲートすることが可能となる。その結果、ＣＣＤアレイを
用いて束の端の画像を収集することによって、反応槽の光学的特性を個々にインタロゲー
トしてもよく、および／または、実質的に同時に画像化してもよい。
【０１４８】
　任意の好適な技術を使用して、複数の区画を形成してもよい。いくつかの態様において
、複数の区画は、基板上の複数の反応槽／ウェルを含む。特定の態様において、反応槽は
一つの捕捉物しか受け入れず、そして含まないように設定されてもよい。
【０１４９】
　本発明のいくつかの態様において、複数の反応槽は、例えば第二の基板と封着部材とを
合わせることによって、（例えば、アナライト分子、結合リガンド、および／または前駆
標識剤の導入後）封がされてもよい。反応槽の封は、アッセイの残りの間、反応槽それぞ
れの内容物が反応槽から抜け出られないようになされてもよい。いくつかの場合において
、アナライト分子の添加後、および任意で、アナライト分子の検出を容易にするために前
駆標識剤の少なくとも一つのタイプを添加後、反応槽に封をしてもよい。前駆標識剤を採
用する態様において、いくつかのまたはそれぞれの反応槽中の内容物に封をすることによ
り、検出可能な標識剤を生成する反応は封がされた反応槽内で進行することができ、その
結果、反応槽中に保持される検出目的の標識剤が検出可能な量で生成される。
【０１５０】
　さまざまな方法および／または材料を使用して、複数の反応槽を含む複数の区画を形成
してもよい。いくつかの場合において、複数の反応槽は、第一の表面上のくぼみのアレイ
として形成される。また一方で、他の場合では、のっぺりした表面を有してもよい基板か
、または封着部材上のくぼみと合致したくぼみを含んでもよい基板のいずれかと、複数の
くぼみを含む封着部材とを合わせることによって、複数の反応槽を形成してもよい。封に
役立つため、任意の装置部材、例えば基板や封着部材、を柔軟な材料、例えば弾性ポリマ
ー材料、から製作してもよい。その表面は疎水的であってもよく、疎水的になるよう製造
されてもよく、またはマイクロウェルからの水性試料の漏出を最小化するために疎水的な
領域を含んでもよい。
【０１５１】
　いくつかの場合において、それぞれの反応槽の内容物が反応槽から抜け出すことができ
ないよう、それぞれの反応槽に封がされるかまたは隔絶されるように、封着部材はマイク
ロウェルのアレイ外面に接触（例えばさらに詳細に後述するように、光ファイバー束の被
覆）することができてもよい。ある態様に従い、封着部材は、基板全体にわたり実質的に
一定に加圧されるマイクロウェルのアレイに対して置いてもよいシリコーンエラストマー
ガスケットであってもよい。いくつかの場合において、アナライト捕捉のために使用され
る複数の捕捉物と、任意に、アナライト分子の検出を容易にするために使用されてもよい
任意の前駆標識剤とを添加した後、反応槽に封をしてもよい。
【０１５２】
　基板上／内のアッセイ溶液を含む複数の反応槽の形成にかかる限定されない例を図１１
に示す。図１１のパネル（Ａ）は、アッセイ溶液１４１に暴露された複数のマイクロウェ
ル１３９を含む表面（例えばアナライト分子を含む溶液）および封着部材１４３を示す。
この例における封着部材１４３は実質的に平面的な底面を含む。基板１３９を封着部材１
４３と合わせることによって、封がされた複数の反応槽１４５が形成される。反応槽間の
領域１４８は、反応槽間を密封するのに役立つように変更してもよい。
【０１５３】
　第二の態様を図１１のパネル（Ｂ）に示す。ここで、複数のマイクロウェル１６３を含
む封着部材１６２は、アッセイ溶液１６２に暴露された実質的に平面的な表面１５８と合
わせられる。その結果、複数の反応槽１６４が形成される。
【０１５４】
　第三の態様において、図１１のパネル（Ｃ）に示されるように、複数のマイクロウェル
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１６７を含む基板表面１６６は、同様に複数のマイクロウェル１７１を含む封着部材１７
０と合わせられる。この態様において、基板のマイクロウェルと封着部材のマイクロウェ
ルとは、形成されたそれぞれの反応槽１７２が封着部材のマイクロウェルの一部と基板か
らのマイクロウェルの一部とを含むように、実質的に配置されている。図１１のパネル（
Ｄ）において、それぞれの反応槽が封着部材１７３のマイクロウェルまたは基板１７５の
マイクロウェルとを含むように、マイクロウェルは配置されていない。
【０１５５】
　封着部材は本質的に基板と同じサイズであってもよいし、異なるサイズであってもよい
。いくつかの場合において、封着部材はおおよそ基板と同じサイズであり、基板の前面と
実質的に合わさっている。他の場合において、図１１のパネル（Ｅ）に描かれているよう
に、封着部材１７６は基板１７４より小さく、封着部材は基板の一部１７８のみと合わさ
っている。さらに他の場合において、図１１のパネル（Ｆ）に描かれているように、封着
部材１８２は基板１８０より大きく、封着部材の一部１８４のみが基板１８０と合わさっ
ている。
【０１５６】
　いくつかの態様において、反応槽はすべて、おおよそ同じ容量を有していてもよい。他
の態様において、反応槽は異なる容量を有していてもよい。それぞれ個別の反応槽の容量
は、任意の特定のアッセイプロトコルを容易にするために適切に選択してもよい。例えば
、それぞれの槽に含まれたアナライト捕捉に使用される捕捉物の数を小さい数に制限する
のが望ましい態様の一セットにおいて、捕捉物の種類、採用された検出の技術および道具
、基板上のウェルの数および密集度、ならびに、ウェルを含む基板にアプライされた液体
中の捕捉物の期待される濃度に応じて、反応槽の容量は、アトリットル（またはそれ以下
）からナノリットル（またはそれ以上）にまで及んでもよい。
【０１５７】
　ある態様において、アナライト捕捉に使用される捕捉物がたった一つでも反応槽内に完
全に含まれうるように、反応槽のサイズを選択してもよい（例えば、２０１０年３月２４
日に出願された、Duffyらの、「Ultra-Sensitive Detection of Molecules or Particles
 using Beads or Other Capture Objects」と題された米国特許出願第12/731,130号；ま
たは、２０１１年３月１日に出願された、Duffyらの、「Ultra-Sensitive Detection of 
Molecules or Particles using Beads or Other Capture Objects」と題された国際特許
出願第（未定）（代理人整理番号Q0052.70011WO00）を参照。これらは参照により本明細
書に組み込まれる）。
【０１５８】
　本発明のある態様に従い、反応槽は、約１フェムトリットルと約１ピコリットルとの間
、約１フェムトリットルと約１００フェムトリットルとの間、約１０アトリットルと約１
００ピコリットルとの間、約１ピコリットルと約１００ピコリットルとの間、約１フェム
トリットルと約１ピコリットルとの間、または約３０フェムトリットルと約６０フェムト
リットルとの間の容量を有する。いくつかの場合において、反応槽は、約１ピコリットル
未満、約５００フェムトリットル未満、約１００フェムトリットル未満、約５０フェムト
リットル未満、または約１フェムトリットル未満の容量を有する。いくつかの場合におい
て、反応槽は、約１０フェムトリットル、約２０フェムトリットル、約３０フェムトリッ
トル、約４０フェムトリットル、約５０フェムトリットル、約６０フェムトリットル、約
７０フェムトリットル、約８０フェムトリットル、約９０フェムトリットル、または約１
００フェムトリットルの容量を有する。
【０１５９】
　アッセイで採用した区画の総数および／または区画の密集度（例えばアレイの反応槽の
数／密集度）は、アレイの組成と最終用途とに依存することができる。例えば採用した反
応槽の数は、採用したアナライト分子および／または結合リガンドのタイプの数、アッセ
イの疑わしい濃度範囲、検出の方法、捕捉物のサイズ、検出実体のタイプ（例えば、溶液
中の遊離の標識剤、沈殿している標識剤など）に依存してもよい。反応槽を約２から何十
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億まで（または反応槽の総数）含むアレイは、さまざまな技術および材料を利用して作製
することができる。アレイの反応槽数を増やすことは、アッセイのダイナミックレンジを
増大すること、または、多数の試料もしくは多数のタイプのアナライト分子を並行してア
ッセイすることに利用できる。
【０１６０】
　アッセイは、分析される試料あたりの反応槽を一千と百万との間の個数で含んでもよい
。いくつかの場合において、アレイは百万を超える反応槽を含む。いくつかの態様におい
て、アレイは反応槽を、約１，０００と約５０，０００との間、約１，０００と約１，０
００，０００との間、約１，０００と約１０，０００との間、約１０，０００と約１００
，０００との間、約１００，０００と約１，０００，０００との間、約１００，０００と
約５００，０００との間、約１，０００と約１００，０００との間、約５０，０００と約
１００，０００との間、約２０，０００と約８０，０００との間、約３０，０００と約７
０，０００との間、約４０，０００と約６０，０００との間の個数で含む。いくつかの態
様において、アレイは反応槽を、約１０，０００、約２０，０００、約５０，０００、約
１００，０００、約１５０，０００、約２００，０００、約３００，０００、約５００，
０００、約１，０００，０００、またはそれ以上の個数含む。
【０１６１】
　反応槽のアレイは、実質的に平面的な表面上に配置されてもよく、または非平面的な三
次元配置に供されてもよい。反応槽は、規則的なパターンで整列していてもよいし、ラン
ダムに分布していてもよい。具体的な態様において、アレイは、実質的に平面的な表面上
の部位の規則的なパターンであり、該部位はＸ－Ｙ座標面にアドレスされていてもよい。
【０１６２】
　いくつかの態様において、反応槽は固形物中に形成される。当業者にはよく理解されて
いるだろうが、反応槽を形成することができる潜在的に好適な材料は極めて多数あり、こ
れらに限定されないが、ガラス（修飾(modified)ガラスおよび／または機能性(functiona
lized)ガラスを含む）、プラスチック（アクリル、ポリスチレンおよびスチレンと他の材
料との共重合体、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリブチレン、ポリウレタン、環状オ
レフィン共重合体（ＣＯＣ）、環状オレフィン重合体（ＣＯＰ）、テフロン（登録商標）
、多糖、ナイロンまたはニトロセルロースなど）、エラストマー（ポリ(ジメチルシロキ
サン)およびポリウレタンなど）、複合材料、セラミック、シリカまたはシリカ系材料（
シリコンおよび修飾シリコンを含む）、炭素、金属、光ファイバー束などが挙げられる。
一般に、基板の材料は、感知できるほどの自己蛍光がなく、光学検出が可能なように選択
してもよい。特定の態様において、反応槽を可とう性材料中に形成してもよい。
【０１６３】
　表面（例えば基板または封着部材）上の反応槽を、当該分野において公知のさまざまな
技術を使用して形成してもよく、該技術としては、これらに限定されないが、フォトリソ
グラフィ、スタンプ技術、成形技術、エッチング技術などが挙げられる。当業者にはよく
理解されているだろうが、使用する技術は、支持材料の組成および形状ならびに反応槽の
サイズおよび数に依存することができる。
【０１６４】
　特定の態様において、反応槽のアレイは、光ファイバー束の一端上にマイクロウェルを
作製することによって、および、封着部材として平面的な柔軟な表面を利用することによ
って、形成される。特定のかかる態様において、光ファイバー束の一端上に反応槽のアレ
イを以下のようにして形成してもよい。まず、マイクロウェルのアレイを、磨いた光ファ
イバー束の一端にエッチングする。光ファイバー束を形成しエッチングするための技術お
よび材料は当業者に公知である。所望の容量のマイクロウェルを形成してもよいように、
例えば、光ファイバーの直径、ファイバーのコアとクラッドとの領域の存在、サイズおよ
び組成、ならびにエッチングの深さおよび特異性を、選択したエッチング技術により変更
してもよい。
【０１６５】
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　特定の態様において、それぞれのウェルが単一のファイバーにおおよそ調整され、かつ
クラッド材料により隣接するウェルと隔絶されるように、束の個別のガラスファイバーの
コア材料を優先的にエッチングするというエッチング工程によって、マイクロウェルが作
製される。光ファイバーのアレイフォーマットの潜在的利点は、それによって、複雑な微
細加工をせずに数千から数百万もの反応槽を生産することができること、および、同時に
多くの反応槽を観察し光学的にアドレスする能力を提供することができること、である。
【０１６６】
　光ファイバー束が励起光および放射光の両方をウェルへおよびウェルから伝送すること
ができるように、それぞれのマイクロウェルは束になっている光ファイバーとともに配列
していてもよく、ウェルの内容物を遠隔インタロゲートすることが可能となる。
(2)さらに、光ファイバーをアレイすることによって、ファイバー間の信号「クロストー
ク(cross-talk)」がない、隣接する槽中の分子を同時にまたは非同時に励起することがで
きる性能が提供されてもよい。
(3)すなわち、一つのファイバー中に伝送される励起光は隣接するファイバーに漏れ出さ
ない。
【０１６７】
　代わりに、基板として光ファイバー束の末端を利用しない他の方法および材料を使用し
て、複数の反応槽と同等の構造物を作製してもよい。例えば、そのアレイは、当該分野に
公知の技術により製造され、目印をつけられた(spotted)基板、印刷された基板またはフ
ォトリソグラフィで作製された基板であってもよい。例えば、WO95/25116；WO95/35505；
PCT US98/09163；米国特許第5,700,637号、第5,807,522号、第5,445,934号、第6,406,845
号および第6,482,593号を参照。当業者には公知であろうが、いくつかの場合において、
成形技術、エンボス技術および／またはエッチング技術を使用して、アレイを製造しても
よい。
【０１６８】
　特定の態様において、本発明は、封着部材を基板に適用する機械的基盤を備えたシステ
ムを提供する。基盤はシステムのステージの下方に位置付けられてもよい。選択した反応
成分が反応槽のアレイに添加された後、封着部材をアレイと合わせてもよい。例えば、機
械的基盤によって一定に加圧されながら平坦な表面（例えば顕微鏡のスライドなど）と反
応槽のアレイとの間に、封着部材を入れてもよい。
【０１６９】
　限定されない態様が図１２Ａに説明されている。封着部材３００は機械的基盤３０２の
上端に置かれている。アッセイ溶液３０４は封着部材３００の上端に置かれている。一定
に加圧されるように、機械的基盤はアレイ３０６（例えば光ファイバーアレイ）に面して
上方に移動する。図１２Ｂに示されるように、封着部材３００によりアレイ３０６は密封
される。他の例では、封着部材とアレイとの間が密封されるように、封着部材にさまざま
な圧力を加えてもよい。本明細書でさらに考察されているとおり、システムもまた、アレ
イを分析するために利用してもよい追加部材３１２（例えば、顕微鏡、コンピュータなど
）を含んでもよい。
【０１７０】
　いくつかの態様において、複数の区画は複数の反応槽／ウェルを含まなくてもよい。例
えば、捕捉物を採用する態様において、パターン形成された実質的に平面的な表面を採用
してもよく、パターン形成された領域は複数の区画を形成している。いくつかの場合にお
いて、パターン形成された領域は、実質的に疎水的な表面によって実質的に囲まれた、実
質的に親水的な表面を含んでもよい。特定の態様において、複数の捕捉物（例えばビーズ
）は、実質的に親水的な培地（例えば水を含む）によって実質的に囲まれていてもよく、
そしてビーズがパターン形成された領域（例えば表面上の親水的な区画）と結びつくよう
にビーズはパターン形成された表面に暴露されていてもよい。その結果、複数のビーズが
空間的に分離される。
【０１７１】
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　例えば、かかる態様において、基板はゲルや他の材料であってもまたそれを含んでいて
もよく、該ゲルや他の材料は、大量輸送に対する十分な障壁（例えば対流障壁および／ま
たは拡散障壁）を提供し、区画をアドレスしてアッセイを完了させるのに必要な時間枠内
に異なる捕捉物を含む空間的な区画間で干渉またはクロストークの原因となるため、アナ
ライト捕捉に使用される捕捉物および／または前駆標識剤および／または標識剤を、材料
上または材料中の一つの区画からもう一つの区画に移動するのを防ぐ。例えば、ある態様
において、複数の捕捉物は、ヒドロゲル材料上および／または該材料中の捕捉物が拡散さ
れることによって、空間的に分離される。いくつかの場合において、前駆標識剤はヒドロ
ゲル中に既に存在していてもよく、その結果、（例えば酵素成分を有する結合リガンドま
たはアナライト分子に暴露することによって）標識剤の局所濃度の生成が容易になる。さ
らに他の態様では、一つまたは二つ以上の毛細管中に捕捉物を閉じ込めてもよい。
【０１７２】
　いくつかの場合において、複数の捕捉物は多孔質または繊維質の基板（例えばろ紙）上
に吸収されるか局在化されてもよい。いくつかの態様において、捕捉物は一定の表面（例
えば平面的な表面）上に空間的に分離されていてもよく、捕捉物が局在化する区画または
その近くに局在し続ける実質的に不溶化のまたは沈殿する標識剤に変換される前駆標識剤
を使用して、対応する捕捉物を検出してもよい。かかる実質的に不溶化のまたは沈殿する
標識剤は、本明細書に記載されている。いくつかの場合において、単一のアナライト分子
は、複数の液滴に空間的に分離されていてもよい。すなわち、単一のアナライト分子は、
最初の流体を含む液滴に実質的に含まれていてもよい。液滴は第二の流体に実質的に囲ま
れていてもよく、ここで第二の流体は最初の流体と実質的に混合しない。
【０１７３】
　いくつかの態様において、アッセイの間、少なくとも一つの洗浄工程を実施してもよい
。特定の態様において、それが、捕捉物および／またはアナライト分子の立体配置(confi
guration)に大幅な変化をもたらさず、および／または、アッセイの少なくとも二つの成
分間のいかなる特異的な結合の相互作用を破壊しないように、洗浄工程を選択する。他の
場合において、洗浄溶液は、一つまたは二つ以上のアッセイ成分と化学的に相互作用する
ように選択する溶液であってもよい。当業者には理解されるだろうが、洗浄工程は、本発
明の方法の間の任意の適切な時点で実施してもよい。
【０１７４】
　例えば、アナライト分子、結合リガンド、前駆標識剤などを含む一つまたは二つ以上の
溶液に捕捉物を暴露した後、複数の捕捉物を洗浄してもよい。他の例として、複数の捕捉
物に対するアナライト分子の固定化に続き、複数の捕捉物を洗浄工程に供してもよく、そ
の結果、捕捉物に対して特異的に固定化されていないアナライト分子のいずれも除去され
る。
【０１７５】
分析器システム
　本発明はまた、前記の少なくともいくつかのアッセイ工程および／または信号／データ
処理工程を実施するよう設定された流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の度合
いを決定するためのシステムを含む。
【０１７６】
　例えば特定の態様において、本発明は、流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度
の度合いを決定するためのシステムを含み、該システムは、複数の区画であって、かかる
区画内に形成されているか、または含まれる結合表面をそれぞれが含む、前記複数の区画
を含むアッセイ基板（ここで少なくとも一つの結合表面は、該結合表面に固定化された少
なくとも一つのアナライト分子または粒子を含む）、前記複数の区画をアドレスするよう
設定され、アドレスされたそれぞれの区画でのアナライト分子または粒子の有無を示し、
かつそれぞれの区画でのアナライト分子または粒子の数によって変化する強度を有する、
少なくとも一つの信号を生成することができる少なくとも一つの検出器、および、前記少
なくとも一つの信号から、少なくとも一つのアナライト分子または粒子を含む前記区画の
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パーセンテージを決定するよう設定され、さらに、該パーセンテージに基づいて、少なく
とも一つのアナライト分子もしくは粒子を含む区画の数に少なくとも一部基づいて前記流
体試料中のアナライト分子もしくは粒子の濃度の度合いを決定するか、または複数のアナ
ライト分子もしくは粒子の存在を示す前記少なくとも一つの信号の強度レベルに少なくと
も一部基づいて前記流体試料中のアナライト分子もしくは粒子の濃度の度合いを決定する
よう設定された、少なくとも一つの信号処理器を含む。
【０１７７】
　特定のかかる態様において、信号処理器は図１０に図解したコンピュータ４３８を含む
か、またはその一部であってもよい。信号処理器／コンピュータは、システムの残存部材
の一部でありうるか、または該部材と有効に関連して連結されうり、いくつかの態様にお
いて、前述のとおり、分析値および計算値と同様、システムの操作パラメータを制御およ
び調整するよう設定および／またはプログラムされうる。いくつかの態様において、信号
処理器／コンピュータは、システムの他の部材の操作パラメータを設定および／または制
御するための制御信号を送信および受信できる。他の態様において、信号処理器／コンピ
ュータは、他のシステム部材から隔離され、および／または、他のシステム部材に対して
遠隔設置することができ、間接的手段および／または携帯用手段を介して（例えば携帯用
電子データ記憶装置（磁気ディスクなど）を介して、またはコンピュータネットワーク通
信（インターネットや局所的なイントラネットなど）を介して）システムの一つまたは二
つ以上の他の部材からデータを受信するよう設定されてもよい。
【０１７８】
　信号処理器／コンピュータは、いくつかの公知の部材および電気回路を含んでもよく、
さらに詳細に後述するように、運搬電気回路（例えば一つまたは二つ以上のバス）、ビデ
オおよびオーディオデータの入力／出力（Ｉ／Ｏ）サブシステム、専用ハードウェア、な
らびに他の部材や、電気回路などの他の部材と同様、プロセシング・ユニット（すなわち
処理器）、メモリシステム、入力および出力装置ならびにインターフェース（例えば相互
接続機構）が挙げられる。さらに、信号処理器／コンピュータはマルチ処理器コンピュー
タシステムであってもよく、コンピュータネットワークに接続した多数のコンピュータを
含んでもよい。
【０１７９】
　信号処理器／コンピュータは処理器を含んでもよく、例えば、セレロンおよびペンティ
アム（登録商標）処理器のシリーズx86の一つなどの市販の処理器、インテルから入手の
もの、AMDおよびCyrixの類似の装置、モトローラから入手できる680Ｘ0シリーズマイクロ
プロセッサ、およびIBMのPowerPCマイクロプロセッサが挙げられる。他の処理器の多くも
入手でき、コンピュータシステムは特定の処理器に限定されない。
【０１８０】
　処理器は典型的には、Windows（登録商標）7、Windows（登録商標） Vista、Windows（
登録商標）NT、Windows（登録商標）95または98、UNIX（登録商標）、Linux（登録商標）
、DOS、VMS、MacOSおよびOS8が例である、オペレーティングシステムと呼ばれるプログラ
ムを実行する。該オペレーティングシステムは、他のコンピュータプログラムの実行を制
御し、スケジューリング、デバッギング、入力／出力制御、会計、編集、記憶域の割り当
て、通信制御および関連するサービスを提供する。処理器およびオペレーティングシステ
ムはともに、高レベルなプログラミング言語におけるアプリケーションプログラムが書か
れたコンピュータ基盤を定義する。信号処理器／コンピュータは特定のコンピュータ基盤
に限定されない。
【０１８１】
　信号処理器／コンピュータは、メモリシステムを含んでもよく、該メモリシステムは、
コンピュータが読み取れ、書き込める不揮発性の記録媒体であり、例えば磁気ディスク、
光学ディスク、フラッシュメモリおよびテープなどである。かかる記録媒体は取り外し可
能であってもよく（例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、読み取り／書き込みＣＤ
やメモリスティック）、または常設されていてもよい（例えばハードドライブ）。
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【０１８２】
　かかる記録媒体は、典型的にはバイナリ形式（すなわち一とゼロとの数列として翻訳さ
れた形式）で信号を保存する。ディスク（例えば磁気または光学）は多数のトラックを有
し、該トラック上でかかる信号は、典型的にはバイナリ形式（すなわち一とゼロとの数列
として翻訳された形式）で保存されていてもよい。かかる信号は、マイクロプロセッサで
実行されるソフトウェアのプログラム（例えばアプリケーションのプログラム）、または
アプリケーションのプログラムで処理される情報を定義してもよい。
【０１８３】
　信号処理器／コンピュータのメモリシステムもまた、集積回路メモリエレメントを含ん
でいてもよく、該エレメントは、ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（ＤＲＡＭ
）やスタティックメモリ（ＳＲＡＭ）などの、揮発性のランダム・アクセス・メモリであ
る。典型的には、処理器は、操作中、プログラムおよびデータを、不揮発性の記録媒体か
ら集積回路メモリエレメント中に読み取らせる。典型的には、不揮発性の記録媒体より処
理器の方がプログラム命令およびデータにより早くアクセスできる。
【０１８４】
　一般に、処理器は、プログラム命令に従い集積回路メモリエレメント内でデータを操作
し、処理が完了した後、不揮発性の記録媒体に操作したデータをコピーする。不揮発性の
記録媒体と集積回路メモリエレメントとの間でのデータ移動を扱うためのさまざまな機構
が知られており、前記の方法、工程、システムおよびシステム要素を実行する信号処理器
／コンピュータは、それらに限定されない。信号処理器／コンピュータは、特定のメモリ
システムに限定されない。
【０１８５】
　前記のかかるメモリシステムの少なくとも一部は、前記の一つまたは二つ以上のデータ
構造（例えば参照表）または方程式を保存するために使用してもよい。例えば、不揮発性
の記録媒体の少なくとも一部は、一つまたは二つ以上のかかるデータ構造を含むデータベ
ースの少なくとも一部を保存してもよい。かかるデータベースは、さまざまなタイプのデ
ータベースのいずれであってもよく、例えば、ファイルシステムとしては、データがデリ
ミタで区切られたデータユニットに整頓される、一つまたは二つ以上のフラット－ファイ
ルデータ構造、データが表中に保存されたデータユニット中に整頓される関係型データベ
ース、データがオブジェクトとして保存されたデータユニットに整頓されるオブジェクト
指向データベース、他のタイプのデータベース、またはそれらの任意の組み合わせが挙げ
られる。
【０１８６】
　信号処理器／コンピュータは、ビデオとオーディオデータＩ／Ｏサブシステムを含んで
もよい。サブシステムのオーディオ部分は、アナログからデジタル（Ａ／Ｄ）への変換器
を含んでもよく、該変換器は、アナログのオーディオ情報を受け取り、それをデジタル情
報に変換する。デジタル情報は、別のときに使用するハードディスクに保存するための公
知の圧縮システムを使用して圧縮してもよい。Ｉ／Ｏサブシステムの典型的なビデオ部分
は、その多くが当該分野で公知のビデオ画像圧縮器／解凍器を含んでもよい。かかる圧縮
器／解凍器は、アナログのビデオ情報を圧縮されたデジタル情報に変換（逆の場合も同じ
）する。圧縮されたデジタル情報は、後の使用のために、ハードディスクに保存してもよ
い。
【０１８７】
　信号処理器／コンピュータは一つまたは二つ以上の出力装置を含んでもよい。出力装置
の例としては、陰極線管（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）および他のビデオ出力
装置、プリンター、モデムやネットワーク・インターフェースなどの通信装置、ディスク
やテープなどの保存装置、ならびにスピーカーなどのオーディオ出力装置が挙げられる。
【０１８８】
　信号処理器／コンピュータもまた、一つまたは二つ以上の入力装置を含んでもよい。入
力装置の例としては、キーボード、キーパッド、トラックボール、マウス、ペンおよびタ
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ブレット、前記のものなどの通信装置、ならびにオーディオとビデオ取込装置およびセン
サーが挙げられる。信号処理器／コンピュータは、本明細書に記載された特定の入力また
は出力装置に限定されない。
【０１８９】
　信号処理器／コンピュータは、特別にプログラムされた特殊用途のハードウェア、例え
ばアプリケーション特異的集積回路（ＡＳＩＣ）を含んでもよい。かかる特殊用途のハー
ドウェアは、前記の一つまたは二つ以上の方法、工程、シミュレーション、アルゴリズム
、システム、およびシステム要素を実行するために設定してもよい。信号処理器／コンピ
ュータおよびそれらの部材は、さまざまな一つまたは二つ以上の好適なコンピュータのプ
ログラミング言語のいずれかを使用してプログラム可能であってもよい。かかる言語とし
ては、例えばC、Pascal、FortranおよびBASICなどの手続き型プログラミング言語、例え
ばC++、Java（登録商標）およびEiffelなどのオブジェクト指向言語、ならびに他の言語
、スクリプト言語やアセンブリ言語さえも挙げられる。
【０１９０】
　方法、工程、シミュレーション、アルゴリズム、システムおよびシステム要素は、かか
るコンピュータシステムで実行されてもよい、手続き型プログラミング言語、オブジェク
ト指向プログラミング言語、他の言語およびそれらの組み合わせを含むさまざまな好適な
プログラミング言語のいずれかを使用して実行してもよい。かかる方法、工程、シミュレ
ーション、アルゴリズム、システムおよびシステム要素は、コンピュータプログラムの別
々のモジュールとして実行することができ、また別々のコンピュータプログラムとして独
立して実行することもできる。かかるモジュールおよびプログラムは別々のコンピュータ
で実行することができる。
【０１９１】
　前記の方法、工程、シミュレーション、アルゴリズム、システムおよびシステム要素は
、前記のコントロールシステムを実行したコンピュータの一部として、または独立した部
材として、ソフトウェア、ハードウェアまたはファームウェアまたはこれら三者の任意の
組み合わせで実行してもよい。
【０１９２】
　かかる方法、工程、シミュレーション、アルゴリズム、システムおよびシステム要素は
、例えば不揮発性の記録媒体、集積回路メモリエレメントまたはそれらの組み合わせなど
の、コンピュータで読み取り可能な媒体上のコンピュータで読み取り可能な信号として、
有形に具体化されたコンピュータプログラム産物として、独立してまたは組み合わせて実
行してもよい。かかる方法、工程、シミュレーション、アルゴリズム、システムおよびシ
ステム要素のそれぞれにおいて、かかるコンピュータプログラム産物は、例えばコンピュ
ータに実行された結果として方法、工程、シミュレーション、アルゴリズム、システムま
たはシステム要素を実施するようコンピュータに命令する一つまたは二つ以上のプログラ
ムの一部として、命令を定義する、コンピュータで読み取り可能な媒体上に有形に具体化
されたコンピュータで読み取り可能な信号を含んでもよい。
【０１９３】
典型的な標的アナライト
　当業者には十分理解されるだろうが、大多数のアナライト分子および粒子は、本発明の
方法およびシステムを使用して検出され、任意に定量化されてもよく；基本的に、結合リ
ガンドに対して固定化されるように作製することが可能な任意のアナライト分子は、本発
明を使用して潜在的に調査することができる。アナライト分子を含んでもよい、潜在的に
関心のある、特定のより具体的な標的について、以下に言及する。以下に列挙されたもの
は典型例であって、これらに限定されるものではない。
【０１９４】
　いくつかの態様において、アナライト分子は生体分子であってもよい。生体分子の限定
されない例として、ホルモン、抗体、サイトカイン、タンパク質、核酸、脂質、炭水化物
、脂質細胞膜抗原および受容体（神経の、ホルモンの、栄養の、および細胞表面の受容体
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）もしくはそのリガンド、またはそれらの組み合わせが挙げられる。タンパク質の限定さ
れない態様として、ペプチド、ポリペプチド、タンパク質断片、タンパク質複合体、融合
タンパク質、組み換えタンパク質、リンタンパク質、糖タンパク質、リポタンパク質など
が挙げられる。当業者には十分理解されるだろうが、本発明を使用して結合パートナーを
検出または評価してもよいタンパク性のアナライト分子は大多数存在する可能性がある。
前に考察したような酵素に加えて、好適なタンパク質アナライト分子としては、これらに
限定されないが、免疫グロブリン、ホルモン、成長因子、サイトカイン（これらの多くが
細胞受容体のリガンドとして働く）、癌マーカーなどが挙げられる。生体分子の限定され
ない例としては、ＰＳＡおよびＴＮＦ－αが挙げられる。
【０１９５】
　特定の態様において、アナライト分子は翻訳後修飾タンパク質（例えば、リン酸化、メ
チル化、グリコシル化）であってもよく、捕捉成分は翻訳後修飾に特異的な抗体であって
もよい。修飾タンパク質は、極めて多数の特異的な抗体を含む捕捉成分により捕捉されて
もよく、そして捕捉されたタンパク質は、翻訳後修飾に特異性を有する二次抗体を含む結
合リガンドにさらに結合してもよい。代わりに、修飾タンパク質は、翻訳後修飾に特異的
な抗体を含む捕捉成分により捕捉されてもよく、そして捕捉されたタンパク質は、それぞ
れの修飾タンパク質に特異的な抗体を含む結合リガンドにさらに結合してもよい。
【０１９６】
　他の態様において、アナライト分子は核酸である。核酸は、相補的な核酸断片（例えば
オリゴヌクレオチド）により捕捉されてもよく、そして任意に、異なる相補オリゴヌクレ
オチドを含む結合リガンドにより、続いて標識されてもよい。
【０１９７】
　好適なアナライト分子および粒子としては、これらに限定されないが、小分子（有機化
合物および無機化合物を含む）、環境汚染物質（農薬、殺虫剤、毒素などを含む）、治療
用分子（治療用薬物および乱用薬物、抗体などを含む）、生体分子（ホルモン、サイトカ
イン、タンパク質、核酸、脂質、炭水化物、細胞膜抗原および受容体（神経の、ホルモン
の、栄養の、および細胞表面の受容体）またはそのリガンドなどを含む）、全細胞（原核
細胞（病原性細菌など）および哺乳動物腫瘍細胞を含む真核細胞を含む）、ウイルス（レ
トロウイルス、ヘルペスウイルス、アデノウイルス、レンチウイルスなどを含む）、胞子
などが挙げられる。
【０１９８】
　いくつかの態様において、アナライト分子は酵素であってもよい。酵素の限定されない
例としては、酸化還元酵素、転移酵素、リン酸化酵素、加水分解酵素、リアーゼ、異性化
酵素、リガーゼなどが挙げられる。酵素のさらなる例としては、これらに限定されないが
、ポリメラーゼ、カテプシン、カルパイン、例えばＡＳＴおよびＡＬＴなどのアミノ転移
酵素、例えばカスパーゼなどのプロテアーゼ、ヌクレオチドシクラーゼ、転移酵素、リパ
ーゼ、心臓発作に関連した酵素などが挙げられる。本発明のシステム／方法を、ウイルス
性因子または細菌性因子の存在を検出するために使用するとき、適切な標的酵素としては
、ウイルス性または細菌性ポリメラーゼおよびウイルス性または細菌性プロテアーゼを含
む他のかかる酵素などが挙げられる。
【０１９９】
　他の態様において、アナライト分子は酵素成分を含む。例えばアナライト分子は、細胞
外表面上に存在する酵素または酵素成分を有する細胞でありうる。代わりに、アナライト
分子は、細胞表面上に酵素成分を有さない細胞である。後述する間接的アッセイの方法を
使用して、典型的には、かかる細胞を同定する。酵素成分の限定されない例は、西洋ワサ
ビペルオキシダーゼ、β－ガラクトシダーゼ、およびアルカリホスファターゼである。
【０２００】
　アナライト分子を含むか含むことが疑われる流体試料は任意の好適な供給源に由来する
。いくつかの場合において、試料は、液体、流動性のある粒子状固体、固体粒子の流体懸
濁液、超臨界流体および／または気体を含んでもよい。いくつかの場合において、アナラ
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イト分子は、決定前に、その供給源から分離または精製してもよく；しかしながら、特定
の態様において、アナライト分子を含む未処理の試料は直接試験してもよい。アナライト
分子の供給源は、合成品（例えば実験室で製造された）、環境（例えば空気、土など）、
哺乳動物、動物、植物、またはそれらの任意の組み合わせであってもよい。特定の態様に
おいて、アナライト分子の供給源は、ヒトの体物質（例えば、血液、血清、血漿、尿、唾
液、組織、器官など）である。
【０２０１】
　分析される流体試料の体積は、例えば、使用される／利用できる捕捉物の数、使用され
る／利用できる区画の数などに応じて、広範な体積のうち潜在的に任意の量であってもよ
い。いくつかの特定の典型的な態様において、試料体積は、約０．０１μＬ、約０．１μ
Ｌ、約１μＬ、約５μＬ、約１０μＬ、約１００μＬ、約１ｍＬ、約５ｍＬ、約１０ｍＬ
などであってもよい。いくつかの場合において、流体試料の体積は、約０．０１μＬと約
１０ｍＬとの間、約０．０１μＬと約１ｍＬとの間、約０．０１μＬと約１００μＬとの
間、または約０．１μＬと約１０μＬとの間である。
【０２０２】
　いくつかの場合において、流体試料は、アッセイで使用する前に希釈されてもよい。例
えば、アナライト分子の供給源がヒトの体液（例えば血液、血清）である態様において、
該液は、適切な溶媒（例えばＰＢＳ緩衝液などの緩衝液）で希釈されてもよい。流体試料
は、使用前に、約１倍、約２倍、約３倍、約４倍、約５倍、約６倍、約１０倍またはそれ
以上に希釈されてもよい。試料を、複数の捕捉物を含む溶液に添加するか、または複数の
捕捉物を試料に直接添加してもよく、もしくは溶液として試料に添加してもよい。
【０２０３】
捕捉成分
　本発明のいくつかの態様において、アナライト分子は表面（例えば、捕捉物の表面、区
画（例えば反応槽）の表面など）に対して固定化されてもよい。複数のタイプの結合リガ
ンドに暴露する前、同時、または後に、アナライト分子は表面に対して固定化されてもよ
い。いくつかの態様において、表面に対するアナライト分子の固定化は、表面から（例え
ば反応槽から）アナライト分子を取り除くことを考慮せずに、溶液から任意の過剰な結合
リガンドを除去するのに役立ってもよい。一般に、捕捉成分は、分子、粒子もしくは複合
体の固定化、検出、定量化および／または分析の目的で、分子、粒子もしくは複合体を固
体の支持体に付着させる。
【０２０４】
　当業者には十分理解されるだろうが、捕捉成分の組成はアナライト分子の組成に依存す
るだろう。多種多様な標的分子に対する捕捉成分は公知であるか、または公知の技術を使
用して容易に発見もしくは明らかになりうる。例えば、標的分子がタンパク質であるとき
、捕捉成分は、タンパク質、特に抗体またはその断片（例えば、抗原結合断片（Ｆａｂ）
、Ｆａｂ’断片、ペプシン断片、Ｆ(ａｂ’)2断片、全長のポリクローナルまたはモノク
ローナル抗体、抗体様断片など）、受容体タンパク質、プロテインＡ、プロテインＣなど
の他のタンパク質、または小分子を含んでもよい。
【０２０５】
　いくつかの場合において、タンパク質に対する捕捉成分はペプチドを含む。例えば、標
的分子が酵素であるとき、好適な捕捉成分としては、酵素基質および／または酵素阻害剤
が挙げられる。いくつかの場合において、標的アナライトがリン酸化された化学種である
とき、捕捉成分はリン酸結合剤を含んでもよい。例えば、リン酸結合剤は、米国特許第7,
070,921号および米国特許出願第20060121544号に記載されたものなどの、金属イオン親和
性媒体を含んでもよい。さらに、標的分子が一本鎖の核酸であるとき、捕捉成分は相補的
な核酸であってもよい。同様に、標的分子は核酸結合タンパク質であってもよく、捕捉成
分は一本鎖または二本鎖の核酸であってもよく；代わりに、標的分子が一本鎖または二本
鎖の核酸であるとき、捕捉成分は核酸結合タンパク質であってもよい。
【０２０６】
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　代わりに、米国特許第5,270,163号、第5,475,096号、第5,567,588号、第5,637,459号、
第5,683,867号、第5,705,337号および関連特許に一般に記載されているように、核酸であ
る「アプタマー」を、任意の標的分子を事実上捕捉するために開発してもよい。また、例
えば標的分子が炭水化物であるとき、潜在的に好適な捕捉成分として、例えば、抗体、レ
クチン、およびセレクチンが挙げられる。当業者には十分理解されているだろうが、着目
する標的分子と特異的に結びつくことができる任意の分子は、捕捉成分として潜在的に使
用してもよい。
【０２０７】
　特定に態様において、好適な標的分子／捕捉成分の対としては、これらに限定されない
が、抗体／抗原、受容体／リガンド、タンパク質／核酸、核酸／核酸、酵素／基質および
／または阻害剤、炭水化物（糖タンパク質および糖脂質を含む）／レクチンおよび／また
はセレクチン、タンパク質／タンパク質、タンパク質／小分子；小分子／小分子などを挙
げることができる。一つの態様に従い、捕捉成分は、成長ホルモン受容体、ブドウ糖輸送
担体（特にＧＬＵＴ４受容体）などの多量体化するのが知られている細胞表面の受容体の
一部（特に細胞外の一部）であり、Ｔ細胞受容体および標的アナライトは一つまたは二つ
以上の受容体標的リガンドである。
【０２０８】
　特定の態様において、捕捉成分の表面への付着を容易にする結合表面および／または捕
捉成分のリンケージ(linkage)、機能化または修飾を介して、捕捉成分は表面に付着して
もよく、該リンケージは任意の実体を含んでもよい。捕捉成分と表面との間のリンケージ
は、一つもしくは二つ以上の化学的または物理的（例えば、ファン・デル・ワールス力、
水素結合、静電的相互作用、疎水的／親水的相互作用などを介した非特異的な付着）結合
および／またはかかる結合を提供する化学的リンカーを含んでもよい。特定の態様におい
て、捕捉成分は、捕捉拡張成分を含む。かかる態様において、捕捉成分は、アナライト分
子に結合する第一の部分および結合表面への付着に使用されうる第二の部分を含む。
【０２０９】
　特定の態様において、信号の喪失または検出中に擬陽性の信号をもたらすかもしれない
アッセイの実施中、結合表面への非捕捉成分（例えばアナライト分子、結合リガンド）の
非特異的な付着を低減することができるかまたは最小化することができる防御層または保
護層も、表面に含まれてもよい。保護層を形成する特定の態様で利用してもよい材料の例
としては、これらに限定されないが、タンパク質の非特異的な結合をはじくポリ(エチレ
ングリコール)などの重合体；血清、アルブミンおよびカゼインなどの、タンパク質の非
特異的な結合をはじく特性を有する天然由来のタンパク質；スルホベタインなどの界面活
性剤（例えば両性イオン界面活性剤）；天然由来の長鎖脂質；およびサケ精子ＤＮＡなど
の核酸が挙げられる。
【０２１０】
　一つの態様は、タンパク性の捕捉成分を利用する。当該分野において公知なように、あ
らゆる技術を、タンパク性の捕捉成分を多種多様な固体表面に付着させるために使用して
もよい。本文中の「タンパク質」または「タンパク性」としては、例えば酵素および抗体
を含む、タンパク質、ポリペプチド、ペプチドが挙げられる。多種多様な技術（例えば米
国特許第5,620,850号に概要が記載されている方法）は、タンパク質に反応性の実体を加
えることが知られている。表面にタンパク質を付着させることは公知であり、Heller、Ac
c.Chem.Res.23巻:128頁（1990年）および他の多くの類似の参考文献を参照のこと。
【０２１１】
　いくつかの態様において、捕捉成分（または結合リガンド）はＦａｂ’断片を含んでも
よい。全抗体とは対照的に、Ｆａｂ’断片の使用によって、捕捉成分と結合リガンドとの
間の非特異的な結合が低減させ得る。いくつかの場合において、捕捉成分（または結合リ
ガンド）のＦｃ領域を（例えばタンパク分解的に）除いてもよい。いくつかの場合におい
て、酵素は、Ｆｃ領域を除くために使用してもよい（例えばＦ(ａｂ’)2断片を生成し得
るペプシンやＦａｂ断片を生成し得るパパイン）。ときには、捕捉成分は、アミンを使用
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して結合表面に付着させてもよく、またはアビジンまたはストレプトアビジンで被覆され
た捕捉物表面への結合を容易にするためにビオチンを使用して（例えばＮＨＳ－ビオチン
を使用して）修飾してもよい。Ｆ(ａｂ’)2断片は、二つのチオールを生成するＦａｂ’
断片をいくつかの場合においては形成する化学的還元処理（例えば２－メルカプトエチル
アミンへの暴露により）に供してもよい。これらチオール生成断片は、その後、マレイミ
ドなどのマイケル・アクセプターとの反応を介して付着されうる。例えば、Ｆａｂ’断片
はその後、前述のようなストレプトアビジンで被覆した表面への付着を容易にするために
少なくとも一つのビオチン実体を付着（すなわちビオチン化）するため、試薬（例えばマ
レイミド－ビオチン）で処理してもよい。
【０２１２】
　当該分野において周知であるように、例えば、アナライト分子が核酸または核酸結合タ
ンパク質であるとき、または捕捉成分がタンパク質に結合するアプタマーとして働くこと
が望ましいときの特定の態様は、捕捉成分として核酸を利用する。
【０２１３】
　ある態様によれば、それぞれの結合表面は複数の捕捉成分を含む。複数の捕捉成分は、
いくつかの場合において、「芝生」のような結合表面上にランダムに分布していてもよい
。代わりに、捕捉成分は、異なる領域に空間的に分離していてもよく、かつ任意の所望の
やり方で分布していてもよい。
【０２１４】
　特定の態様において、捕捉成分とアナライト分子との間の結合は特異的であり、例えば
、捕捉成分とアナライト分子とが結合対の相補的な部分である場合である。特定のかかる
態様において、捕捉成分は、特異的かつ直接的にアナライト分子と結合する。「特異的に
結合する」または「特異的な結合」とは、捕捉成分が、アナライト分子と試験試料中の他
の成分または混入物質とを区別するのに十分な特異性を有してアナライト分子と結合する
ことを意味する。ある態様によれば、例えば捕捉成分は、アナライト分子（例えば抗原）
のある部分と特異的に結合する抗体であってもよい。ある態様によれば、抗体は、着目す
るアナライト分子に特異的に結合することができる任意の抗体でありうる。例えば、適切
な抗体としては、これらに限定されないが、モノクローナル抗体、二重特異性抗体、ミニ
ボディ、ドメイン(domain)抗体、合成抗体（ときとして抗体模倣剤として言及される）、
キメラ抗体、ヒト化抗体、抗体融合（ときとして「抗体コンジュゲート」として言及され
る）、およびそれぞれの断片が挙げられる。他の例として、アナライト分子は抗体であっ
てもよく、捕捉成分は抗体であってもよい。
【０２１５】
　アナライト粒子が生体細胞（例えば、哺乳類、鳥類、爬虫類、他の脊椎動物、昆虫、酵
母、細菌、の細胞など）である一つの態様によれば、捕捉成分は、細胞表面抗原（例えば
細胞表面受容体）に特異的な親和性を有するリガンドであってもよい。一つの態様におい
て、捕捉成分は、接着分子受容体またはその一部であり、それは標的の細胞タイプの表面
上に発現された細胞接着分子に特異的に結合する。使用にあたって、接着分子受容体は、
標的細胞の細胞外表面上の接着分子に結合し、その結果、細胞を固定化または捕捉する。
アナライト分子が細胞である一つの態様において、捕捉成分がフィブロネクチンであり、
それは、例えば神経細胞を含むアナライト粒子に対して特異性を有する。
【０２１６】
　いくつかの態様において、当業者により十分に理解されているだろうが、アナライト分
子との結合が高度に特異的ではない捕捉成分を使用してアナライト分子を検出することが
可能である。例えば、かかるシステム／方法は、例えば異なる結合リガンドの一団などの
異なる捕捉成分を使用してもよい。任意の特定のアナライト分子の検出は、「電子の鼻」
が動作するやり方に類似して、結合リガンドのこの一団に結合する「特徴」を介して決定
される。これによって、特定の小分子アナライトの検出において特定の有用性が見出され
得る。いくつかの態様において、アナライト分子と捕捉成分との間の結合親和性は、非特
異的に結合した分子または粒子を除去する洗浄工程を含むアッセイ条件下で、結合を残留
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させるのに十分であるはずである。いくつかの場合において、例えば特定の生体分子の検
出において、アナライト分子とその相補的な捕捉成分との結合定数は、少なくとも約１０
４と約１０６Ｍ－１との間、少なくとも約１０５と約１０９Ｍ－１との間、少なくとも約
１０７と約１０９Ｍ－１との間、約１０９Ｍ－１を超え、またはそれを超えてもよい。
【０２１７】
結合リガンドおよび前駆標識剤／標識剤
　いくつかの態様において、アッセイは少なくとも一つの結合リガンドを含んでもよい。
より詳細に後述するが、結合リガンドは、アナライト分子と結びつくおよび／または他の
結合リガンドと結びつくことができる、任意の好適な分子、粒子などから選択してもよい
。特定の結合リガンドは、直接的（例えば検出可能な実体を介して）または間接的のいず
れかで、検出を容易にできる成分を含むことができる。成分が例えば前駆標識剤分子を標
識剤分子（例えばアッセイで検出される薬剤）に変換することによって、間接的な検出を
容易にしてもよい。いくつかの態様において、結合リガンドは酵素成分（例えば、西洋ワ
サビペルオキシダーゼ、β－ガラクトシダーゼ、アルカリホスファターゼなど）を含んで
もよい。本明細書中に考察したとおり、第一のタイプの結合リガンドは、追加の結合リガ
ンド（例えば第二のタイプなど）とともに使用しても、使用しなくてもよい。
【０２１８】
　いくつかの態様において、結合リガンドが複数のアナライト分子の少なくともいくつか
と結びつくように、複数のアナライト分子（例えばいくつかの場合において、捕捉物に対
して固定化されている）は、複数の結合リガンドに暴露されてもよい。いくつかの場合に
おいて、約８０％を超える、約８５％を超える、約９０％を超える、約９５％を超える、
約９７％を超える、約９８％を超える、約９９％を超える、またはそれ以上のアナライト
分子は、結合リガンドと結びつく。
【０２１９】
　捕捉工程において、ビーズ濃度の選択は、いくつかの競合因子に依存してもよい。例え
ば、熱力学的および動力学的な視点から、ほとんどの標的アナライトを捕捉するのに十分
なビーズが存在する場合、それは有利でありうる。典型的な説明として、熱力学的に、そ
れぞれが約８０，０００の捕捉成分（例えば抗体）に結合した、１００μＬ中の２００，
０００のビーズは、約０．３ｎＭの濃度の抗体と相互に関連付けられ、その濃度のときの
抗体とタンパク質との平衡は、ある場合において（例えば＞７０％）、標的アナライト分
子の比較的高い捕捉効率を生じてもよい。動力学的に、１００μＬ中に分散したビーズ２
００，０００個において、ビーズ間の平均距離は約８０ｎｍであると見積もることができ
る。
【０２２０】
　典型的なアナライト分子として、例えば、ＴＮＦ－αおよびＰＳＡのサイズ（それぞれ
１７．３ｋＤａおよび３０ｋＤａ）のタンパク質は典型的に、２時間を超えるインキュベ
ートでは、かかるアナライト分子の捕捉が動力学的に制限されない傾向にあるように、１
分間未満で８０μｍ拡散する傾向にあるだろう。さらに、ポアソンノイズを制限するため
に、アレイ上に、所望の量または許容量までロードした十分なビーズを提供することもま
た、有利でありうる。例として体積１０μＬ中の２００，０００個のビーズがアレイ上に
ロードされている状況を考慮すると、典型的に、約２０，０００～３０，０００個のビー
ズを、アレイのフェムトモーラーサイズのウェル中に閉じ込めてもよい。
【０２２１】
　１％の活性ビーズの典型的なバックグラウンド信号（例えば非特異的な結合による等）
において、このロードによって、検出された活性ビーズ２００～３００個のバックグラウ
ンド信号がもたらされることが予想されるだろう。これは６～７％のポアソンノイズから
の変動係数（ＣＶ）に対応し、典型的な態様において許容されてもよい。しかしながら、
特定の濃度を超えるビーズ濃度は、ある場合において望ましくないかもしれない。ａ）　
バックグラウンドに対する信号（signal-to-background）を低減してもよい非特異的な結
合が増加する；および／またはｂ）　活性ビーズの割合が低過ぎて、その結果ポアソンノ
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イズのＣＶが高くなるように、ビーズに対するアナライトの比率が望ましくないぐらいに
低い、という結果がもたらされるかもしれない。ある態様において、前述したもののよう
な因子のバランスを考慮して、試験試料の１００μＬあたり約２００，０００～１，００
０，０００ビーズを提供することは、本発明の特定のアッセイを実施するにあたって、望
ましいことであってもよく、またある場合には、最適であってもよい。
【０２２２】
　捕捉されたアナライト分子を標識するために一つまたは二つ以上の結合リガンドを採用
する本発明のアッセイの態様において、いくつかの場合において、望ましいかまたは最適
な性能を得るために使用される濃度を調整することは有利であってもよい。例えば、タン
パク質（捕捉タンパク質）であるアナライト分子を含む態様を考慮し、検出抗体を含む第
一の結合リガンドと酵素コンジュゲート（例えばＳβＧ）を含む第二の結合リガンドとを
採用すると、捕捉されたタンパク質を標識するのに使用される検出抗体と酵素コンジュゲ
ート（ＳβＧ）との濃度は、いくつかの場合において、許容されるバックグラウンド信号
（例えば１％またはそれ以下）および許容されるポアソンノイズが得られるように制限ま
たは最小化してもよい。捕捉されたタンパク質を標識するのに使用される検出抗体と酵素
コンジュゲート（ＳβＧ）との濃度の選択は、本発明のアッセイ方法の性能を改善するか
または最適化する要素でありうる。
【０２２３】
　ある場合において、アッセイで生成される信号が飽和状態になるのを避けるために、一
部の捕捉タンパク質だけを標識することが望ましいことがあり得る。例えば、観察された
バックグラウンドレベルが標的タンパク質の～１～２ｆＭに相当する特定のアッセイにお
いて、ビーズに対するアナライトの比率が約０．３～０．６となってもよいように、どの
タンパク質も酵素で標識される場合、活性ビーズ数は約２５～４０％の範囲にあってもよ
く、これは、いくつかの場合において望ましいものより高いかもしれない。
【０２２４】
　デジタル検出アッセイにおけるダイナミックレンジの下限により近くてもよいバックグ
ラウンド信号を生成すること－例えばある場合において、１％の活性ビーズが本発明のデ
ジタル検出アッセイにおけるバックグラウンドに対して合理的なノイズ・フロアを提供し
てもよいことを考慮すると－両方の標識試薬の濃度を制限もしくは最小化すること、また
は、より短いインキュベート時間を用いることのいずれかによって、捕捉タンパク質の適
切な標識は、標識工程の動力学的制御により潜在的に達成することができる。例えば、標
識濃度が最小化されているある態様において、標準的なＥＬＩＳＡインキュベート時間を
用いることは、例えばアッセイの合計時間として～６時間用いて、許容される結果を提供
してもよい。この時間の長さは、試料にとって日々の所要時間に耐えるものであり、試験
に許容されてもよい長さである。例えば＜１時間などの、より短い所要時間において（例
えばポイント・オブ・ケアの適用において）は、インキュベートをより短く、標識濃度を
より高くして、アッセイを実施することができる。
【０２２５】
　いくつかの態様において、結合リガンドの一つ以上のタイプを使用してもよい。
いくつかの態様において、第一のタイプの結合リガンドと第二のタイプの結合リガンドと
を提供してもよい。いくつかの態様において、結合リガンドの少なくとも二つ、少なくと
も三つ、少なくとも四つ、少なくとも五つ、少なくとも八つ、少なくとも十、またはそれ
以上のタイプを提供してもよい。複数の捕捉物（そのうちのいくつかは少なくとも一つの
アナライト分子と結びついている）が複数のタイプの結合リガンドに暴露されているとき
、複数の固定化アナライト分子の少なくともいくつかは、結合リガンドのそれぞれのタイ
プの少なくとも一つと結びついていてもよい。さまざまな異なるやり方で結合リガンドが
互いに相互作用するように、結合リガンドを選択してもよい。最初の例で、第一のタイプ
の結合リガンドはアナライト分子と結びつくことができてもよく、第二のタイプの結合リ
ガンドは第一のタイプの結合リガンドと結びつくことができてもよい。かかる態様におい
て、第一のタイプの結合リガンドは、アナライト分子との結びつきに役立つ第一の成分と
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、第一のタイプの結合リガンドを有する第二のタイプの結合リガンドとの結びつきに役立
つ第二の成分とを含んでもよい。特定の態様において、第二の成分はビオチンであり、第
二のタイプの結合リガンドは酵素またはビオチンと結びつく酵素成分を含む。
【０２２６】
　他の例として、第一のタイプの結合リガンドと第二のタイプの結合リガンドとの両方と
も、アナライト分子と直接結びついてもよい。理論や任意の特定のメカニズムに縛られる
ことなく、第一のタイプと第二のタイプとの両方の結合リガンドの結びつきは、（例えば
直接的または間接的な検出を介して）第一のタイプの結合リガンドおよび／または第二の
タイプの結合リガンドの両方を含むと決定される区画のみをアナライト分子を含むものと
して同定することによって、アッセイを実施するのにさらなる特異性と信頼性とを提供し
てもよい。結合リガンドの単一のタイプのみ（例えば第一のタイプの標識剤または第二の
タイプの標識剤のみ）を有すると見出された区画を、アナライト分子を含む区画として考
えないまたは計上しないことで、かかるアッセイ方法は、非特異的な結合により引き起こ
される擬陽性の数を減らし得る。
【０２２７】
　第一のタイプの結合リガンドは第一のタイプの酵素成分を含んでもよく、第二のタイプ
の結合リガンドは、第一のタイプの酵素成分とは異なる第二のタイプの酵素成分を含んで
もよい。アナライト分子を含む捕捉物、第一のタイプの結合リガンド、および第二のタイ
プの結合リガンドは、第一のタイプの酵素成分に暴露されることによって第一のタイプの
標識剤（例えば第一の測定可能な特性）に変換される第一のタイプの前駆標識剤と、第二
のタイプの酵素成分に暴露されることによって第二のタイプの標識剤（例えば第一の測定
可能な特性とは区別することができる測定可能な特性を含む）に変換される第二のタイプ
の前駆標識剤に暴露されてもよい。
【０２２８】
　したがって、第一のタイプの標識剤と第二のタイプの標識剤とを含むことが決定された
区画のみがアナライト分子を含むものと決定される。他の例として、第一のタイプの結合
リガンドと第二のタイプの結合リガンドとはそれぞれ成分（例えばＤＮＡ標識など）を組
み込んでもよく、第三のタイプの結合リガンドは、第一のタイプと第二のタイプの結合リ
ガンドの成分に相補的な二つの成分（例えば二つのタイプの相補的ＤＮＡ標識）を含んで
もよい。ここで第三のタイプの結合リガンドもまた、直接的または間接的な検出のための
分子または実体を含む（例えば、反応槽中の第三のタイプの結合リガンドの存在は、区画
中のアナライト分子の有無を決定するために必要とされる）。
【０２２９】
　第一のタイプの結合リガンドと第二のタイプの結合リガンドとの両方とも互いに実質的
に近接近して存在しているとき（例えばアナライト分子との結びつきを介して）、アナラ
イト分子を検出するため、それ故に、第三のタイプの結合リガンドが結びついてもよい。
非特異的な結合に関連した特定の悪影響を軽減し得るやり方で結合リガンドの一つ以上の
タイプを使用することに関するさらなる情報について、２０１０年３月２４日に出願され
た、Duffyらの、「Ultra-Sensitive Detection of Molecules using Dual Detection Met
hods」と題された、自己の米国特許出願第12/731,135号；および、２０１１年３月１日に
出願された、Duffyらの、「Ultra-Sensitive Detection of Molecules using Dual Detec
tion Methods」と題された、自己の国際特許出願第（未定）（代理人整理番号Q0052.7001
2WO00）に記載されている。これらは参照により組み込まれる。
【０２３０】
　以下の実施例は、本発明のさまざまな特徴を実証するために含まれる。添付の請求項に
定義されているような本発明の範囲から逸脱しない結果と同様の結果または類似の結果が
依然得られる一方で開示されている具体的な態様において多くの変化がなされ得ることを
、本開示を踏まえると、当業者は十分に理解するだろう。したがって、以下の実施例は、
本発明の特定の特徴を説明することのみを目的としているが、必ずしも本発明の全範囲を
例証してはいない。
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【０２３１】
実施例１
　以下の例には、実施例２～１０で使用された材料が記載されている。光ファイバー束は
、Schott North America(マサチューセッツ州サウスフ゛リッシ゛)から購入した。非強化
ガラスシリコーンシートは、Specialty Manufacturing（ミシガン州サギノー）から購入
した。塩化水素酸、無水エタノール、および分子生物学グレードのツイーン－２０は、Si
gma-Aldrich（ミズーリ州セントルイス）から購入した。直径２．７μｍの、カルボキシ
ルで終端された磁気ビーズは、Varian社（カリフォルニア州レークフォレスト）から購入
した。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
）、Ｎ－ヒドロキシスルホスクシンイミド（ＮＨＳ）、およびSuperBlock（登録商標）T-
20 Blocking Bufferは、Thermo Scientific（イリノイ州ロックフォード）から購入した
。ストレプトアビジン－β－ガラクトシダーゼ（ＳβＧ）は、Invitrogen、Sigma-Aldric
hから購入し、また標準的なプロトコルを用いて社内でコンジュゲート化した。レゾルフ
ィン－β－Ｄ－ガラクトピラノシド（ＲＧＰ）は、Invitrogen（カリフォルニア州カール
スバッド）から購入した。ファイバー研磨機および研磨用の消耗品は、Allied High Tech
 Products（カリフォルニア州ランチョドミンゲス）から購入した。ＰＳＡに対するモノ
クローナル捕捉抗体、ＰＳＡに対するモノクローナル検出抗体、および精製ＰＳＡは、Bi
osPacificから購入した。ChromalinkＴＭビオチン化試薬は、Solulink社（カリフォルニ
ア州サンディエゴ）から購入した。精製ＤＮＡは、Integrated DNA Technologiesから購
入した。
【０２３２】
実施例２
　以下には、典型的なアナライトであるＳβＧ捕捉のためにビオチンにより機能的にされ
た直径２．７μｍの磁気ビーズの調製について、限定されない例が記載されている。メー
カーの使用説明書に従い、ＤＮＡ捕捉プローブ（５’－ＮＨ２／Ｃ１２－ＧＴＴ　ＧＴＣ
　ＡＡＧ　ＡＴＧ　ＣＴＡ　ＣＣＧ　ＴＴＣ　ＡＧＡ　Ｇ－３’）により機能化されたビ
ーズを調製した。０．５ＭのＮａＣｌと０．０１％のツイーン－２０とを含むＴＥ緩衝液
中、１μＭのビオチン化相補ＤＮＡ（５’－ビオチン－Ｃ　ＴＣＴ　ＧＡＡ　ＣＧＧ　Ｔ
ＡＧ　ＣＡＴ　ＣＴＴ　ＧＡＣ　ＡＡＣ－３’）とともに、このビーズを終夜インキュベ
ートした。インキュベート後、ツイーン－２０を０．０１％含むＰＢＳ緩衝液中、三回洗
浄した。１００μＬ中、ウェルあたり４００，０００ビーズとなるように、マイクロタイ
タープレートに、ビーズストックを分配した。マイクロタイタープレートのウェルから緩
衝液を吸引した。ビーズを再懸濁し、ツイーン－２０を０．０５％含むSuperblock中さま
ざまな濃度のＳβＧとともにビーズを５時間インキュベートした。その後、ビーズを分離
し、ツイーン－２０を０．１％含む５×ＰＢＳ緩衝液で６回洗浄した。
【０２３３】
　代わりの態様において、１００μＬのＳβＧ標的溶液あたりのビーズ濃度として、２０
０，０００ビーズを用いた。ビーズを再懸濁し、ツイーン－２０を０．０５％含むSuperB
lock中希釈されたさまざまな濃度のＳβＧとともにビーズを５４時間インキュベートした
。さまざまな標的溶液をマイクロタイタープレートに１００μＬずつ分配した。その後、
マイクロタイタープレート用磁石でビーズを分離し、ツイーン－２０を０．１％含む５×
ＰＢＳ緩衝液で６回洗浄した。検出のために、ツイーン－２０を０．１％含むＰＢＳ１０
μＬにビーズを再懸濁し、フェムトリットル容積のウェルアレイに、そのアリコートをロ
ードした。
【０２３４】
実施例３
　以下には、マイクロウェルアレイの調製について、限定されない例が記載されている。
３０ミクロン、９ミクロンおよび１ミクロンサイズのダイヤモンド研磨フィルムを使用す
る研磨機で、順に、長さ約５ｃｍの光ファイバー束を研磨した。研磨されたファイバー束
を、０．０２５ＭのＨＣｌ溶液中で１３０秒間化学的エッチングした直後、反応を停止す



(51) JP 5363663 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

るために浸水させた。平均して１分間あたり約１．５～１．７μｍの速度で、ウェルはエ
ッチングされたことになる。したがって、深さ３．２５μｍのウェルは約１１５～１３０
秒間で生成される。エッチングの不純物を除去するために、エッチングされたファイバー
を５秒間超音波処理し、水中で５分間洗浄した。その後、ファイバーを真空下で乾燥し、
ガラス表面の汚れを落とし活性化するため、５分間空気プラズマに晒した。その表面を疎
水的にするために、シラン２％溶液中アレイを３０分間シラン化した。いくつかの場合に
おいて、良好な封を維持しながらウェル中に単一のビーズを保持するように、ウェルの寸
法（例えば３．２５±０．５μｍ）を設定した。
【０２３５】
実施例４
　以下には、マイクロウェル中にビーズをロードすることについて、限定されない例が記
載されている。エッチングされたウェル中にビーズをロードする前に、ビーズを、アナラ
イト分子を含む流体試料に暴露してもよい。ファイバー束のエッチングされたウェルにビ
ーズの溶液をアプライするため、汚れていないＰＶＣ管類（１／１６”Ｉ．Ｄ．　１／８
”Ｏ．Ｄ．）および汚れていない熱収縮チューブ（３／１６”ＩＤ）を約１ｃｍの長さに
切断した。ビーズ溶液を保持するための容器を作るため、まずＰＶＣ管類の一片を、ファ
イバー束のエッチングされた一端上に置き、続いて密封を提供するために、ＰＶＣ管類と
ファイバー束との間の接合部分の周囲に熱収縮チューブを取り付けた。濃縮されたビーズ
溶液の１０μＬを、ＰＶＣ管類で作られた容器にピペットで入れた。エッチングされたウ
ェル中にビーズを押し付けるため、その後、ファイバー束を３０００ｒｐｍ（～１３００
ｇ）で１０分間遠心した。遠心後、ＰＶＣ管類／熱収縮チューブアセンブリを取り外した
。過剰なビーズ溶液を洗い落とすため、ファイバー束の遠位端をＰＢＳ溶液中に沈め、続
いて脱イオン化水でその表面を洗った。ビーズ濃度が１０μＬあたり２００，０００であ
った態様において、５０，０００ウェルのアレイのうち、単一のビーズに占有されている
ウェルは典型的には４０～６０％という結果になった。
【０２３６】
実施例５
　以下には、マイクロウェルのアレイ中にビーズおよび酵素標識ビーズをロードおよび検
出することについて、限定されない例が記載されている。蛍光画像を取得するために、水
銀光源とフィルターキューブ(filter cube)と対物とＣＣＤカメラとを含む特注で作った
画像システムを使用した。特注の冶具を使用してファイバー束のアレイを顕微鏡のステー
ジに取り付けた。β－ガラクトシダーゼの基質（ＲＰＧ）の液滴を、シリコーンガスケッ
ト材料上に垂らし、ファイバーアレイの遠位端を接触させるように置いた。機械的基盤は
、エッチングされた光ファイバーアレイの遠位端に接触しているシリコーンシートを正確
に移動させ、単離されたフェムトモーラーの反応槽のアレイを作った。暴露時間１０１１
ミリ秒で、５７７ｎｍで蛍光画像を取得した。それぞれのファイバー束アレイにつき、五
つのフレーム（フレームあたり３０秒で）を要した。マイクロウェルアレイのそれぞれの
ウェル内における酵素活性の有無を決定するために、画像分析ソフトウェアを使用して蛍
光画像を分析した。MathWorks MATLABおよびMathWorks Image Processingツールボックス
を使用する先進の画像処理ソフトウェアを使用して、データを分析した。ソフトウェアは
、取得した画像フレームを整列させ、反応槽を同定し、ビーズを有する反応槽を位置付け
、所定の時間にわたって反応槽強度の変化を測定するものである。全データフレームにわ
たって十分な強度増大を有するビーズを含む反応槽を計数し、同定された反応槽すべての
パーセンテージとして活性反応槽の最終数を報告する。
【０２３７】
　蛍光と同様に、ビーズを含むウェルを同定するための白色光を用いてアレイを画像化し
た。蛍光画像を取得した後、ファイバー束アレイの遠位（封がされた）端を白色光で明る
くし、ＣＣＤカメラ上で画像化した。ビーズによる光の散乱により、画像上では、ビーズ
を含むウェルはビーズのないウェルより明るく見えた。ソフトウェアによりこの方法を使
用してビーズ付きウェルを同定した。
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【０２３８】
実施例６
　以下の限定されない方法には、単一分子測定のダイナミックレンジを拡張することが記
載されている。広範な酵素濃度（例えば濃度の範囲について表２を参照）にわたって、実
施例５において前述した実験を繰り返した。試験された濃度に応じて、異なる方法により
、この実験で得られた画像を分析した。例えば詳細な説明において前述したとおり、少な
くとも一つのアナライト分子（例えば酵素）と結びついたビーズのパーセンテージが約５
０％（または４５％、または４０％、または３５％など）未満であったとき、「オン」ビ
ーズの総数を計数することによって、ビーズあたりの平均分子を決定した。ビーズを含ん
だウェルとして（白色光画像から）「オン」ビーズを同定した。最初のフレームに次いで
、四つすべての連続したフレームにおいて、その蛍光は増加した。そしてその全体の蛍光
は、最初のフレームから最後までで、少なくとも２０％増加した。
【０２３９】
　ポアソン分布の調整を使用して、「オン」ビーズの総数を調整してもよい。「オン」ビ
ーズの比率が高いとき、撮像された二番目のフレームの強度から平均ビーズ信号が決定さ
れる。「オン」ビーズのパーセンテージが約30％と約50％との間である既知濃度の試料を
使用して、アナログからデジタルへの変換係数を決定する。校正係数を活用して既知濃度
の試料の結果を校正曲線上にプロットしてもよい。得られた校正曲線を使用して、流体試
料中のアナライト分子の未知濃度を決定してもよい。例えば、少なくとも一つのビーズを
複数の区画の少なくともいくつかをアドレスし、かつ少なくとも一つのアナライト分子ま
たは粒子を含む区画のパーセンテージ（例えば「オン」ビーズのパーセンテージ）を示す
度合いを決定することによる。パーセンテージに応じて、流体試料中のアナライト分子ま
たは粒子の未知濃度の度合いは、パーセンテージに少なくとも一部基づくか、または複数
のアナライト分子または粒子の存在を示す信号の測定された強度に少なくとも一部基づき
、および校正曲線と数値とを比較することによって決定されてもよい。
【０２４０】
実施例７
　以下の例には、ビオチン化されたＰＳＡ検出抗体および酵素コンジュゲートの調製およ
び特性評価が記載されている。ChromalinkＴＭビオチン化試薬を使用して検出抗体をビオ
チン化した。この試薬は、リジン残基を介して抗体にビオチン基を付着させるスクシンイ
ミジルエステル基と、抗体あたりのビオチン分子数を定量化できるビスアリールヒドラゾ
ン発色団とを含む。抗ＰＳＡ抗体上のビオチン基の平均数は７．５～９．５に及んだ。標
準的なプロトコルを使用してストレプトアビジン－β－ガラクトシダーゼ（ＳβＧ）をコ
ンジュゲートした。コンジュゲート分子の＞８０％が一つのβ－ガラクトシダーゼ分子を
含んだことが、コンジュゲートのＨＰＬＣ特性評価から示された（酵素／コンジュゲート
の平均は１．２であった）。それぞれの酵素分子とコンジュゲートしたストレプトアビジ
ン分子の平均数が２．７であったことが、分子量標準との比較から示された。検出抗体そ
れぞれが多数のビオチン基を含むが、単一の検出抗体に結合した単一のタンパク質分子は
多数の酵素コンジュゲートと結合できた可能性がある。しかしながら、多数の酵素コンジ
ュゲートが単一の検出抗体分子と結合しなかったことは、単一分子レジーム（ＡＭＢ＜０
．１）における酵素が結びついたビーズにより生成された蛍光強度の分析により示唆され
：この蛍光強度は、単一分子であるβ－ガラクトシダーゼの既知の動力学と一致する。
【０２４１】
実施例８
　以下の例には、磁気ビーズ上でのＰＳＡの捕捉と酵素標識された免疫複合体の形成とが
記載されている。メーカーの使用説明書に従い、ＰＳＡに対するモノクローナル抗体によ
り機能的にされたビーズを調製した。磁気ビーズ５００，０００の懸濁液とともに試験溶
液（１００μＬ）を２３℃で２時間インキュベートした。その後、ビーズを分離し、５×
ＰＢＳと０．１％のツイーン－２０とで３回洗浄した。ビーズを再懸濁し、検出抗体を含
む溶液（～１ｎＭ）とともに２３℃で６０分間インキュベートした。その後ビーズを分離



(53) JP 5363663 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

し、５×ＰＢＳと０．１％のツイーン－２０とで３回洗浄した。ＳβＧを含む溶液（１５
ｐＭ）とともに２３℃で３０分間ビーズをインキュベートし、分離し、５×ＰＢＳと０．
１％のツイーン－２０とで７回洗浄した。その後、ビーズを２５μＬのＰＢＳに再懸濁し
、１０μＬのビーズ溶液をフェムトリットル容積のウェルアレイにロードした。
【０２４２】
実施例９
　以下の例には、第二のアナログ分子の態様（方程式８）に関連して前述した分析を使用
するデジタルとアナログとを組み合わせた酵素標識検出を実施した典型的なシステムが記
載されている。前記実施例７に記載されたＳβＧ結合アッセイ、および、拡張されたダイ
ナミックレンジを実証する他の実施例に記載された方法および器具を使用することは、Ａ
ＭＢのデジタル決定とアナログ決定とを組み合わせることによって達成することができる
。図１３Ａは、ゼプトモーラーからピコモーラーにおよぶ濃度のＳβＧとともにインキュ
ベートしたビオチン提示ビーズの母集団の画像から決定されたＡＭＢを示す。特に、図１
３Ａおよび１３Ｂは、デジタル決定とアナログ決定とを組み合わせることによって広いダ
イナミックレンジを達成したことを示す。図１３Ａは酵素濃度に応じてＡＭＢをプロット
したものを示す。エラーバーは、３回の反復による標準偏差である。図１３Ｂは、酵素濃
度に応じて％活性とＡＭＢ値とを含む表を示す。％活性＜７０％として方程式４を使用し
てＡＭＢを決定し、％活性＞７０％として方程式８を使用してＡＭＢを決定した。この実
施例においてアナログとデジタルとの間の閾値は１０ｆＭと３１．６ｆＭとの間にある。
【０２４３】
　％活性ビーズ＜７０％である画像において、方程式４を使用してＡＭＢｄｉｇｉｔａｌ

を決定した。＜１０％の活性ビーズを有するアレイのすべては、
【数３２】

を決定するために使用され、全ビーズは７５６６であり；
【数３３】

は２９８ａｕに等しかった。７０％を超える活性を有する画像におけるビーズの平均蛍光
強度を決定し、方程式８を使用してＡＭＢａｎａｌｏｇ値を算出した。０ＭのＳβＧ濃度
から活性ビーズが得られないことから、バックグラウンド・プラス３ｓ．ｄ．方法を使用
しても、この実験における検出の下限を算出することはできない。以前実証されたＬＯＤ
の２２０ｚＭおよびこの曲線の線形範囲で検出されたもっとも高い濃度である３１６ｆＭ
を使用して、酵素標識を検出するための６．２ｌｏｇの線形ダイナミックレンジが観察さ
れた。線形デジタルダイナミックレンジは４．７ｌｏｇであり、アナログ線形ダイナミッ
クレンジは１．５ｌｏｇであった。
【０２４４】
実施例１０
　この例には、血清中のＰＳＡを測定するための、組み合わされたデジタルとアナログと
のシステムおよび方法が記載されている。広いダイナミックレンジを有するＰＳＡの濃度
を決定するために、組み合わされたデジタルとアナログとのやり方を使用した。臨床的に
、ＰＳＡは、前立腺癌をスクリーニングするために、および、癌を除去する手術を受けた
患者における病気の生化学的再発を監視するために、使用された。前立腺全摘出術（ＲＰ
）を受けた患者の血清におけるＰＳＡレベルは、０．０１４ｐｇ／ｍＬから１００ｐｇ／
ｍＬを超える範囲に及ぶことが知られている。１回の試験で過半数の患者におけるＰＳＡ
レベルの測定を成功させるには、４ｌｏｇのダイナミックレンジを有するアッセイが必要
となる。実施例８に記載されたように実験を行った。図１４Ａおよび１４Ｂは、デジタル
およびアナログ分析を組み合わせることによって、本発明のＰＳＡアッセイの動作範囲が
０．００８ｐｇ／ｍＬから１００ｐｇ／ｍＬにまで及んだことを示し、圧倒的多数のＲＰ
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４Ｂは、組み合わされたデジタルおよびアナログのＰＳＡアッセイが４ｌｏｇの動作範囲
と０．００８ｐｇ／ｍＬの算出されたＬＯＤを示す。ＰＳＡ濃度に応じて、線形－線形空
間（図１４Ａ）およびｌｏｇ－ｌｏｇ空間（図１４Ｂ）にＡＭＢがプロットされている。
四重の測定に基づいた全データポイントについてエラーバーを示す。
【０２４５】
　前立腺全摘出手術後、２～４６週（平均＝１３．８週）で採取された前立腺癌患者１７
名の血清におけるＰＳＡの濃度を測定するために、アッセイを使用した。これらの試料は
、デジタルＥＬＩＳＡの検出の下限を押し広げるため、手術後すぐに採取した。ここで、
所望の臨床範囲にわたりアッセイのダイナミックレンジを評価するために、より高レベル
のＰＳＡで癌が再発した患者を捕捉するために、手術直後に採取した試料を試験した。ま
た一方で、一流のＰＳＡ診断試験（Siemens）を使用しても、これら試料のすべてにおい
て、ＰＳＡを検出することができなかった。血清試料は緩衝液で１：４で希釈され、ＡＭ
Ｂは前記方法を使用して測定された。それぞれの試料におけるＰＳＡの濃度は、図１４Ｂ
に類似した、同時に取得された校正曲線から、ＡＭＢを読み取ることによって、決定した
。表４は、％ＣＶによって与えられる信号と濃度との不正確さとともに、これらの試料か
ら決定されたＡＭＢとＰＳＡとの濃度を集約している。１回の実験で、試料のすべてにお
いてＰＳＡを定量化した。これらの試料の平均ＰＳＡ濃度は３３ｐｇ／ｍＬであり、高い
ものが１３６ｐｇ／ｍＬであり、低いものが０．４ｐｇ／ｍＬである。前立腺全摘出（Ｒ
Ｐ）手術を受けた患者の、以前測定したＰＳＡの結果と組み合わせると、臨床試料におけ
るＰＳＡの検出された濃度は０．４６ｆＭ（０．０１４ｐｇ／ｍＬ）～４．５ｐＭ（１３
６ｐｇ／ｍＬ）に及び、この実施例の本発明のアッセイによって提供される良好なダイナ
ミックレンジの重要性が実証される。
【０２４６】
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【表５】

【０２４７】
実施例１１
　図１５は、明確に定義された酵素／ビーズ比率を有するビーズをもたらしたストレプト
アビジン－β－ガラクトシダーゼ（ＳβＧ）にかかるアッセイを使用する、校正曲線のデ
ジタル範囲におけるポアソン分布分析の限定されない例を示す。簡潔にいうと、ビオチン
化した捕捉分子によりビーズを機能化し、これらのビーズを、さまざまな濃度のＳβＧ酵
素コンジュゲートを捕捉するために使用した。ビーズをフェムトリットルアレイにロード
し、アレイのウェルのＲＧＰ溶液に封をした後、反応チャンバーに蓄積された結合酵素か
ら２．５分間蛍光が生成され、蛍光画像を３０秒毎に取得した。実験の最後にアレイの白
色光画像を取得した。ビーズを含むウェルを（白色光画像から）同定し、かつこれらのビ
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ーズのうちどのビーズが結合された酵素分子と関連するか（低速度撮影の蛍光画像から）
決定するために、これらのイメージを分析した。ｆｏｎが非線形変化であるにもかかわら
ず、方程式４から決定されたＡＭＢデジタルは５０％活性まで線形反応を維持しているこ
とが図１５Ｂに示されている。特に、図１５は、ポアソン統計を使用して、％活性ビーズ
のＡＭＢデジタルへの変換を示している（図１５Ａ）。中央のカラムは、酵素濃度に応じ
てデジタル計数により決定された活性ビーズの割合である。右のカラムは、方程式４を使
用して％活性ビーズから決定された、ビーズあたりの平均酵素（ＡＭＢ）である。この変
換は、デジタル計数方法を使用する多数の酵素分子と結びついたビーズを統計学的に説明
し；（図15Ｂ）は、酵素濃度に応じて、％活性ビーズ（菱形）とＡＭＢｄｉｇｉｔａｌ（
四角形）とをプロットしたものを示す。ポアソン分布から期待されるように、％活性ビー
ズは濃度が上昇するにつれて直線から逸脱する。この実験において、ＡＭＢデジタルは、
約５０％活性ビーズまで濃度に対して直線を有した。三回の測定にわたり標準偏差からエ
ラーバーを決定した。
【０２４８】
　本発明のいくつかの態様が本明細書中に記載、説明されているが、当業者は、機能を果
たすための、および／または、本明細書に記載の一つまたは二つ以上の利点および／また
は結果を得るための、他のさまざまな方法および／または構造物を容易に想像するだろう
。そして、かかる変動および／または修飾は、本発明の範囲内であると見なされる。さら
に一般的に、本明細書に記載のすべてのパラメータ、寸法、材料および設定が典型的なも
のを意味すること、ならびに、実際のパラメータ、寸法、材料および／または設定が、特
別な利用または本発明の教示が用いられた利用に依存するだろうことを、当業者は容易に
理解するだろう。当業者は、本発明の具体的な態様の多くの均等物を、認識するか、また
は日常の実験以上のことを使用しないで確認することができるだろう。したがって、前述
の態様が例示の目的でのみ提示されていること、および、添付の請求項と、それと均等物
の範囲内であれば、具体的に記載およびクレームされた範囲を超えて本発明を実施し得る
ことが理解されるべきである。本発明は、本明細書に記載のそれぞれ個別の特徴、システ
ム、物品、材料、キット、および／または方法を対象とする。さらに、かかる特徴、シス
テム、物品、材料、キット、および／または方法が相互に矛盾したものでない場合、かか
る特徴、システム、物品、材料、キット、および／または方法の二つまたは三つ以上の任
意の組み合わせは本発明の範囲内に包含されている。
【０２４９】
　本明細書および請求項で使用されているように、不定冠詞「a」および「an」は、それ
とは反対のことが明確に示されない限り、「少なくとも一つ」を意味するものと理解され
るべきである。
【０２５０】
前記の明細書と同様、請求項において、「含む(comprising)」、「含む(including)」、
「有する(carrying)」、「有する(having)」、「含む(containing)」、「含む(involving
)」、「保持する(holding)」などのすべての移行句は、オープンエンドであると理解され
るべきである、すなわち、含むがそれに限定されないことを意味する。「からなる」およ
び「本質的にからなる」の移行句のみはそれぞれ、クローズまたはセミクローズの移行句
であるとする。
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