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(57)【要約】
単一の分子のアレイおよび単一の分子のアレイを製造す
る方法を記載する。１０アトリットル～５０ピコリット
ルの間で規定された容積のアレイにより、単一の分子の
検出および定量が可能になる。酵素などの生体分子を、
機能を発見するため、結合パートナーもしくは阻害剤を
検出するため、および／または速度定数を測定するため
に、単一分子レベルで扱うことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単一の分子のアレイを製造する方法であって：
　ａ）標的分析物の分子をある濃度で含むサンプルと、各々の位置が１０アトリットル～
５０ピコリットルの間で規定された容積を有する少なくとも１０００個の位置を含むアレ
イとを提供すること；および
　ｂ）単一の分子を含有する位置を含むアレイを製造するために、前記標的分析物の分子
の前記アレイの各々の位置に対する比が１：１より小さくなるように、前記アレイと前記
サンプルとを接触させること
を含む、前記方法。
【請求項２】
　標的分析物が生体分子を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　生体分子が、タンパク質、核酸、脂質および炭水化物からなる群より選択される、請求
項２に記載の方法。
【請求項４】
　生体分子が、ホルモン、サイトカインおよび細胞抗原からなる群より選択される、請求
項２に記載の方法。
【請求項５】
　生体分子が受容体である、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　受容体が、神経受容体、ホルモン受容体および栄養因子受容体からなる群より選択され
る、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　生体分子が標識される、請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　標的分析物が環境汚染物質である、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　標的分析物が、農薬、殺虫剤およびトキシンからなる群より選択される、請求項１に記
載の方法。
【請求項１０】
　標的分析物が薬物である、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　比が１：５より小さい、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　比が１：１０である、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　比が１：５～１：５００の間である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　単一の分子を含有する位置のパーセンテージがサンプル中の分子の濃度の指標を提供す
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　請求項１の方法によって製造されたアレイ。
【請求項１６】
　工程ｂ）の後に、各々の位置の内容物が該位置から漏出し得ないように、アレイを密封
することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の方法によって製造されたアレイ。
【請求項１８】
　規定された容積が、フェムトリットルにおいて測定される、請求項１に記載の方法。
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【請求項１９】
　請求項１８に記載の方法によって製造されたアレイ。
【請求項２０】
　規定された容積が、各々の位置で同一であって、約３０フェムトリットル～約６０フェ
ムトリットルの範囲である、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　規定されたフェムトリットルの容積が４６フェムトリットルである、請求項２０に記載
の方法。
【請求項２２】
　アレイが、２０，０００～３０，０００個の位置を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　アレイが、１００，０００～１０，０００，０００個の位置を含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項２４】
　アレイの各々の位置が捕獲成分を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２５】
　標的分析物が一本鎖核酸を含み、捕獲成分が相補的な核酸を含む、請求項２４に記載の
方法。
【請求項２６】
　サンプル中の標的分析物を検出する方法であって：
　ａ）生体分子標的分析物を含むサンプルと、各々の位置が１０アトリットル～５０ピコ
リットルの間で規定された容積を有する少なくとも１０００個の位置を含むアレイとを提
供すること；
　ｂ）前記生体分子標的分析物の前記アレイの各々の位置に対する比が１：１より小さく
なるように前記アレイと前記サンプルとを接触させること；および
　ｃ）単一の生体分子を含有する前記アレイの位置の数を決定すること
を含む、前記方法。
【請求項２７】
　比が１：５より小さい、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　比が１：１０である、請求項２６に記載の方法。
【請求項２９】
　比が１：５～１：５００の間である、請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　生体分子が標識される、請求項２６に記載の方法。
【請求項３１】
　決定することが、位置における光学特性の変化を標的分析物の存在の指標として検出す
ることを含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項３２】
　単一の生体分子を含有する位置のパーセンテージがサンプル中の生体分子の濃度の指標
を提供する、請求項２６に記載の方法。
【請求項３３】
　工程ｂ）の後に、各々の位置の内容物が該位置から漏出し得ないように、アレイを密封
することをさらに含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項３４】
　規定された容積が、フェムトリットルにおいて測定される、請求項２６に記載の方法。
【請求項３５】
　規定された容積が、各々の位置で同一であって、約３０フェムトリットル～約６０フェ
ムトリットルの範囲である、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
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　規定されたフェムトリットルの容積が４６フェムトリットルである、請求項３５に記載
の方法。
【請求項３７】
　アレイが、２０，０００～３０，０００個の位置を含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項３８】
　アレイが、１００，０００～１０，０００，０００個の位置を含む、請求項２６に記載
の方法。
【請求項３９】
　アレイの各々の位置が捕獲成分を含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項４０】
　標的分析物が一本鎖核酸を含み、捕獲成分が相補的な核酸を含む、請求項３９に記載の
方法。
【請求項４１】
　生体分子が、タンパク質、核酸、脂質および炭水化物からなる群より選択される、請求
項２６に記載の方法。
【請求項４２】
　生体分子が、ホルモン、サイトカインおよび細胞抗原からなる群より選択される、請求
項２６に記載の方法。
【請求項４３】
　生体分子が受容体である、請求項２６に記載の方法。
【請求項４４】
　受容体が、神経受容体、ホルモン受容体および栄養因子受容体からなる群より選択され
る、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　サンプル中の標的分析物を検出する方法であって：
　ａ）生体分子標的分析物を第１の濃度で含むサンプルと、各々の位置が規定されたフェ
ムトリットルの容積を有する少なくとも１０，０００個の位置を含むアレイとを提供する
こと；
　ｂ）前記サンプルを希釈して、生体分子標的分析物を第２の濃度で含む希釈サンプルを
作製すること；
　ｃ）前記生体分子分析物の前記アレイの各々の位置に対する比が１：５～１：５００の
間であるように、前記アレイと前記希釈サンプルとを接触させること；および
　ｄ）単一の生体分子を含有する前記アレイの位置の数を決定すること
を含む、前記方法。
【請求項４６】
　生体分子が標識される、請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
　決定することが、位置における光学特性の変化を標的分析物の存在の指標として検出す
ることを含む、請求項４５に記載の方法。
【請求項４８】
　単一の生体分子を含有する位置のパーセンテージが希釈サンプル中の生体分子の濃度の
指標を提供する、請求項４５に記載の方法。
【請求項４９】
　工程ｃ）の後に、各々の位置の内容物が該位置から漏出し得ないように、アレイを密封
することをさらに含む、請求項４５に記載の方法。
【請求項５０】
　規定された容積が、フェムトリットルにおいて測定される、請求項４５に記載の方法。
【請求項５１】
　規定された容積が、各々の位置で同一であって、約３０フェムトリットル～約６０フェ
ムトリットルの範囲である、請求項５０に記載の方法。
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【請求項５２】
　規定されたフェムトリットルの容積が４６フェムトリットルである、請求項５１に記載
の方法。
【請求項５３】
　比が１：１０である、請求項４５に記載の方法。
【請求項５４】
　アレイが、２０，０００～３０，０００個の位置を含む、請求項４５に記載の方法。
【請求項５５】
　アレイが、１００，０００～１０，０００，０００個の位置を含む、請求項４５に記載
の方法。
【請求項５６】
　アレイの各々の位置が、捕獲成分を含む、請求項４５に記載の方法。
【請求項５７】
　標的分析物が一本鎖核酸を含み、捕獲成分が相補的な核酸を含む、請求項５６に記載の
方法。
【請求項５８】
　生体分子が、タンパク質、核酸、脂質および炭水化物からなる群より選択される、請求
項４５に記載の方法。
【請求項５９】
　生体分子が、ホルモン、サイトカインおよび細胞抗原からなる群より選択される、請求
項４５に記載の方法。
【請求項６０】
　生体分子が受容体である、請求項４５に記載の方法。
【請求項６１】
　受容体が、神経受容体、ホルモン受容体および栄養因子受容体からなる群より選択され
る、請求項６０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　政府の権利
　米国政府は、国防総省、国防総省国防高等研究事業局（ＤＡＲＰＡ）海軍研究事務所に
よって供与された規約番号Ｎ０００１４－０１－１に従って、本発明において所定の権利
を有し得る。
【背景技術】
【０００２】
　背景
　高感受性かつ低いレベルの分析物の検出を迅速かつ再現可能な実験プロトコルと組み合
わせて実施する方法は、近代的な分析学的測定法の礎石である。現在、サンプルマトリッ
クス中の低レベルの標的分析物を定量するための最も知られている技術は、レポーター分
子の数を増大させてそれにより測定可能なシグナルを得る増幅手順を用いる。かかる公知
の方法として、抗体に基づくアッセイにおいてシグナルを増幅するための酵素結合免疫吸
着検定法（ＥＬＩＳＡ）、ならびにＤＮＡに基づくアッセイにおいて標的ＤＮＡ鎖を増幅
するためのポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）が挙げられる。免疫ＰＣＲと称される、より
感受性であるが間接的なタンパク質標的増幅技術（Sano, T.; Smith, C. L.; Cantor, C.
 R. Science 1992, 258, 120-122を参照）は、オリゴヌクレオチドマーカーを利用し、オ
リゴヌクレオチドマーカーを、その後ＰＣＲを用いて増幅し、ＤＮＡアッセイを用いて検
出することができる（Nam, J. M.; Thaxton, C. S.; Mirkin, C. A. Science 2003, 301,
 1884-1886; Niemeyer, C. M.; Adler, M.; Pignataro, B.'; Lenhert, S.; Gao, S.; Ch
i, L. F.; Fuchs, H.; Blohm, D. Nucleic Acids Research 1999, 27, 4553-4561; and Z
hou, H.; Fisher, R. J.; Papas, T. S. Nucleic Acids Research 1993, 21, 6038-6039
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を参照）。免疫ＰＣＲ法によって超低レベルのタンパク質の検出が可能となるが、これは
複雑なアッセイ手順であり、擬陽性シグナルを生じる傾向があり得る（Niemeyer, C. M.;
 Adler, M.; Wacker, R. Trends in Biotechnology 2005, 23, 208- 216を参照）。
【０００３】
　これらの公知の方法の欠点は、測定可能なシグナルを提供するために、レポーター分子
を増幅する別の工程に依存しており、それによりさらなる増幅の工程を必要とし、したが
ってさらなる時間、設備および材料を必要とすることである。
【０００４】
　さらに、溶液中の特定の分析物の濃度を正確に定量するための公知の方法は、全て、多
くの分析物分子が測定可能なシグナルを生じるアンサンブル応答に基づく。
【０００５】
　したがって、当該分野において、改善された標的分析物検出の方法およびシステムが必
要とされている。
【発明の開示】
【０００６】
　発明の要旨
　一態様において、本発明は、サンプル中の標的分析物を検出する方法に関する。該方法
は、各々の位置（site）が捕獲成分（capture component）を含む複数の位置を含むアレ
イを提供すること、および、複数の位置のサブセット中の各々の位置が単一の標的分析物
を含有するように、アレイとサンプルとを接触させること、を包含する。各々の標的分析
物は、酵素成分を含む。該方法はさらに、アレイを酵素基質と接触させること、および、
位置の各々における光学特性の変化を標的分析物の存在の指標として検出すること、を包
含する。
【０００７】
　本発明は、別の態様において、サンプル中の標的分析物を検出する方法に関する。該方
法は、複数の位置を含むアレイを提供すること、および第１の複数の位置のサブセット中
の各々の位置が単一の第１の標的分析物を含有し、第２の複数の位置のサブセット中の各
々の位置が単一の第２の標的分析物を含有するように、アレイをサンプルと接触させるこ
と、を包含する。この態様において、各々の位置は捕獲成分を含み、第１及び第２の標的
分析物の各々は酵素成分を含む。該方法はさらに、アレイを第１の酵素基質と接触させる
こと、および位置の各々での第１の酵素基質の結果としてのあらゆる光学特性の変化を、
第１または第２の標的分析物のいずれかの存在の指標として検出すること、を包含する。
さらに、該方法は、アレイを洗浄すること、およびアレイを第２の酵素基質と接触させる
ことを包含する。さらに、該方法は、位置の各々での第２の酵素基質の結果としてのあら
ゆる光学特性の変化を、第１または第２の標的分析物のいずれかの存在の指標として検出
することを包含する。
【０００８】
　別の態様によると、本発明は、サンプル中の標的分析物を検出する方法に関する。該方
法は、複数の位置を含むアレイを提供すること、および複数の位置のサブセット中の各々
の位置が単一の標的分析物を含有するようにアレイをサンプルと接触させること、を包含
する。この方法において、各々の位置は捕獲成分を含む。該方法はまた、単一の標的分析
物の各々を酵素成分を含む結合リガンドと接触させること、およびアレイを酵素基質とさ
らに接触させること、を包含する。さらに、該方法は、位置の各々での光学特性の変化を
標的分析物の存在の指標として検出することを包含する。
【０００９】
　本発明は、さらなる態様によると、サンプル中の標的分析物の量を定量する方法である
。該方法は、各々の位置が捕獲成分を含む複数の位置を含むアレイを提供すること、およ
び、複数の位置のサブセット中の各々の位置が単一の標的分析物を含有するように、アレ
イをサンプルと接触させること、を包含する。この態様において、各々の標的分析物は酵
素成分を含む。該方法はまた、アレイを酵素基質と接触させること、位置の各々での光学
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特性の変化を標的分析物の存在の指標として検出すること、およびサンプル中の標的分析
物の量を計算すること、を包含する。
【００１０】
　一態様において、本発明は、単一の分子のアレイを製造する方法を企図する。該方法は
、標的分析物をある濃度で含むサンプル、および各々の位置が１０アトリットル～５０ピ
コリットルの間で規定された容積を有する少なくとも１０００個の位置を含むアレイを提
供すること、ならびに、単一の分子を含有する位置を含むアレイを製造するために、標的
分析物分子の前記アレイの各々の位置に対する比が１：１より少なくなるように、前記ア
レイと前記サンプルとを接触させること、を包含する。一態様において、本発明は、物質
の組成として、この方法により製造されたアレイを企図する。本発明は、標的分析物の性
質によって限定されることを意図しない。一態様において、標的分析物は、生体分子（例
えば、タンパク質、核酸、脂質、および炭水化物；あるいは、ホルモン、サイトカインお
よび細胞抗原；好ましくは、神経受容体、ホルモン受容体および栄養因子受容体などの受
容体）を含む。本発明は、生体分子の性質によって限定されることを意図しない。一態様
において、生体分子は、タンパク質、核酸、脂質および炭水化物からなる群より選択され
る。別の態様において、生体分子は、ホルモン、サイトカインおよび細胞抗原からなる群
より選択される。さらに別の態様において、生体分子は受容体である（例えば、神経受容
体、ホルモン受容体および栄養因子受容体）。一態様において、標的分析物は、環境汚染
物質である（例えば、農薬、殺虫剤およびトキシン）。一態様において、標的分析物は薬
物である。本発明は、比によって限定されることを意図しない。一態様において、比は、
単一の分子を有する位置を得ることができるように、選択される。好ましい態様において
、比は、読み出しがデジタル読み出しである（例えば、各々の位置が１分子を有するかま
たは何も有さない）ように選択される。一態様において、比は１：５より小さい。別の態
様において、比は１：１０である。さらに別の態様において、比は１：５～１：５００の
間である。一態様において、単一の分子を含有する位置のパーセンテージが、サンプル中
の分子の濃度の指標を提供する（換言するに、全位置の数および位置の規定の容積を計算
して検知することによる）。
【００１１】
　一態様において、方法はさらに、工程ｂ）の後に、各々の位置の内容物が各々の位置か
ら漏出することができないように、アレイを密封することを包含する。一態様において、
本発明は、溶液中での分子の密封、密封の前の溶液中での分子の（例えば、捕獲成分を用
いての）捕獲、および／または密封の前の溶液からの分子の捕獲（および、一部の態様に
おいて、溶液からの分子の除去）、を企図する。一態様において、本発明は、該方法によ
り製造された密封されたアレイを企図する。
【００１２】
　本発明は、捕獲成分の性質によって限定されることを意図しない。一態様において、ア
レイの各々の位置は捕獲成分を含む。別の態様において、標的分析物は一本鎖核酸を含み
、捕獲成分は相補的な核酸を含む。
【００１３】
　本発明は、特定の容積に限定されることを意図しない。しかしながら、一態様において
、規定された容積は、フェムトリットルにおいて測定される。一態様において、本発明は
、物質の組成として、規定されたフェムトリットル容積の位置のアレイであって、規定さ
れた容積が各々の位置で同一であり、約３０フェムトリットル～約６０フェムトリットル
の範囲である、前記アレイを企図する。一態様において、規定されたフェムトリットル容
積は、４６フェムトリットルである。
【００１４】
　本発明は、位置の数について限定されることを意図しない。１０００個の位置を用いる
ことができるが、好ましくはより多くの位置を用いる（例えば、10,000個より多くの位置
、20,000～30,000個の間の位置、およびさらにより好ましくは100,000～10,000,000個の
間の位置）。
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【００１５】
　別の態様において、本発明は、サンプル中の標的分析物を検出する方法を企図する。該
方法は、生体分子標的分析物を含むサンプル、および各々の位置が１０アトリットル～５
０ピコリットルの間で規定された容積を有する少なくとも１０００個の位置を含むアレイ
を提供すること；生体分子標的分析物のアレイの各々の位置に対する比が１：１より小さ
くなるようにアレイをサンプルと接触させること；ならびに単一の生体分子を含有するア
レイの位置の数を決定すること、を包含する。やはり、本発明は比によって限定されるこ
とを意図しない。好ましい態様において、比は、単一の分子を含む位置を得ることができ
るように選択される。一態様において、比は、読み出しがデジタル読み出しである（例え
ば、各々の位置が１分子を有するかまたは何も有さない）ように選択される。一態様にお
いて、比は１：５より小さい。別の態様において、比は１：１０である。さらに別の態様
において、比は１：５～１：５００の間である。一態様において、単一の分子を含有する
位置のパーセンテージが、サンプル中の分子の濃度の指標を提供する（言い換えると、全
位置の数および位置の規定された容積を計数して知ることによる）。
【００１６】
　好ましくは、生体分子を標識する（例えば、フルオロフォアを用いる）。一態様におい
て、決定することは、位置での光学特性の変化を標的分析物の存在の指標として検出する
ことを含む。やはり、単一の分子を含有する位置のパーセンテージが、サンプル中の生体
分子の濃度の指標を提供することが好ましい。
【００１７】
　一態様において、該方法はさらに、接触させる工程の後であるが決定する工程の前に、
各々の位置の内容物が該位置から漏出することができないように、アレイを密封すること
を含む。一態様において、本発明は、溶液中での分子の密封、密封の前の溶液中での分子
の（例えば、捕獲成分を用いての）捕獲、および／または密封の前の溶液からの分子の捕
獲（および、一部の態様において、溶液からの分子の除去）、を企図する。一態様におい
て、本発明は、前記の方法により製造された密封されたアレイを企図する。
【００１８】
　なお別の態様において、本発明は、サンプル中の標的分析物を検出する方法を企図する
。該方法は、生体分子標的分析物を第１の濃度で含むサンプル、および各々の位置が規定
されたフェムトリットル容積を有する少なくとも１０，０００個の位置を含むアレイを提
供すること；サンプルを希釈して生体分子標的分析物を第２の濃度で含む希釈サンプルを
作製すること；生体分子標的分析物のアレイの各々の位置に対する比が１：５～１：５０
０の間であるように、アレイを希釈サンプルと接触させること；ならびに単一の生体分子
を含有するアレイの位置の数を決定すること、を包含する。
【００１９】
　さらに別の態様において、本発明は、単一の細胞のアレイを製造する方法を企図する。
該方法は、細胞を含むサンプル、および各々の位置が１０アトリットル～５０ピコリット
ルの間で規定された容積を有する少なくとも１０００個の位置を含むアレイを提供するこ
と；ならびに、単一の細胞を含有する位置を含むアレイを製造するために、細胞のアレイ
の各々の位置に対する比が１：１より小さくなるようにアレイをサンプルと接触させるこ
と、を包含する。一態様において、本発明は、物質の組成として、この態様の方法により
製造されたアレイを企図する。該方法の一態様において、本発明はさらに、単一の細胞を
含有するアレイの位置を決定する工程を企図する。好ましくは、単一の細胞を含有する位
置のパーセンテージが、サンプル中の細胞の濃度の指標を提供する。本発明は、細胞の性
質によって限定されることを意図しない。原核細胞（例えば、細菌細胞）ならびに真核細
胞（例えば、腫瘍細胞および神経細胞などの哺乳動物細胞）が企図される。本発明の機序
を理解することは必要ではないが、単一の細胞のアレイにより、１ウェル毎に単一のｍＲ
ＮＡ標的の捕獲が可能となると考えられる。一態様において、単一の細胞をトラップし、
次いで溶解する。一態様において、単一のウェルは単一の細胞を含む。一態様において、
単一のウェル中の単一の細胞を溶解する。一態様において、単一の細胞からの標的物を、
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単一のウェルにおいてトラップする。別の態様において、単一の細胞を溶解し、次いでｍ
ＲＮＡ標的物を捕獲する。例えば、１つの単一の細胞を溶解し、ここで、複数のｍＲＮＡ
標的物を、１ウェルに１コピーより多くの転写物タイプを有することなく、ウェル中で捕
獲する。本発明の機序を理解することは必要ではないが、細胞は数千個の異なる転写物を
含み、その各々が細胞毎に多数のコピーを有すると考えられるが、一方、本発明は、１ウ
ェルに異なる転写物タイプの１つ以上を捕獲しない（すなわち、例えば、各々のウェルが
、各々の転写物を１コピーより多く含まない）ことを企図する。一態様において、単一の
細胞は、複数の標的物（すなわち、例えばｍＲＮＡのタイプ）を含む。一態様において、
複数の標的物（すなわち、例えばｍＲＮＡ型）を連続的に調査することにより、それらの
存在を決定する（すなわち、例えば異なる色のフルオロフォアを用いることによる）。一
態様において、標的物（すなわち、例えばｍＲＮＡ型）を、デジタルシグナルを検出する
ことにより、定量的に決定する。
【００２０】
　さらに別の態様において、本発明は、複数の異なる細胞を含むアレイを提供する方法を
企図する。この方法は、細胞を含むサンプルと、各々の位置が１０アトリットル～５０ピ
コリットルの間で規定された容積を有する少なくとも１０００個の位置を含むアレイとを
提供すること；および前記アレイと前記サンプルとを接触させること、を包含する。一態
様において、複数の異なる細胞を溶解することにより、複数の標的物を含むライセートを
生成する。一態様において、複数の異なる細胞の各々を、異なるウェル中で溶解する。一
態様において、複数の異なる細胞を、単一のウェル中で溶解する。一態様において、複数
の異なる細胞からのライセートをプールする。一態様において、プールされたライセート
を捕獲する。一態様において、複数の標的物（すなわち、例えばｍＲＮＡ型）を連続的に
調査することにより、それらの存在を決定する（すなわち、異なる色のフルオロフォアを
用いることによる）。一態様において、標的物（すなわち、例えばｍＲＮＡ型）を、デジ
タルシグナルを検出することにより、定量的に決定する。
【００２１】
　一態様において、方法はさらに、アレイを細胞と接触させた後で、各々の位置の内容物
が該位置から漏出し得ないようにアレイを密封することを包含する。一態様において、本
発明は、溶液中での細胞の密封、密封の前の溶液中での細胞の（例えば捕獲成分を用いて
の）捕獲、および／または密封の前の溶液からの細胞の捕獲（および一部の態様において
は、溶液からの細胞の除去）を企図する。一態様において、本発明は、上記の方法により
製造された、細胞を含む密封されたアレイを企図する。一態様において、細胞を、アレイ
を接触させた後で、捕獲成分（例えば、受容体、抗体またはタンパク質、たとえばフィブ
ロネクチン）により固定する（例えば、アレイの各々の位置において、捕獲成分が存在し
、好ましくは結合している）。
【００２２】
　やはり、本発明は、細胞の位置に対する比によって限定されることを意図しない。一態
様において、比を、単一の細胞を含む位置を得るように選択する。好ましい態様において
、比を、読み出しがデジタル読み出しである（例えば、各々の位置が１細胞を有するかま
たは何も有さない）ように選択する。一態様において、比は１：５より小さい。別の態様
において、比は１：１０である。さらに別の態様において、比は１：５～１：５００の間
である。一態様において、単一の細胞を含有する位置のパーセンテージが、サンプル中の
分子の濃度の指標を提供する（言い換えると、全位置の数および位置の規定の容積を計算
して検知することによる）。
【００２３】
　一態様において、本発明は、サンプル中の細胞を検出する方法を企図する。この方法は
、細胞を第１の濃度において含むサンプルと、各々の位置が約１０アトリットル～５０ピ
コリットルの間で規定された容積を有する少なくとも１０００個の位置を含むアレイとを
提供すること；サンプルを希釈して、細胞を第２の濃度において含む希釈サンプルを作製
すること；細胞のアレイの各々の位置に対する比が１：１より小さくなるように、アレイ
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を希釈サンプルと接触させること；および、単一の細胞を含有するアレイの位置の数を決
定すること、を包含する。このアレイを、好ましくは上記の決定する工程の前に密封し、
本発明は、アレイおよび密封されたアレイの両方を、物質の組成として企図する。
【００２４】
　さらに別の態様において本発明は、サンプル中の細胞の標的分析物を検出する方法を企
図する。この方法は、各々が標的分析物を含む細胞を第１の濃度において含むサンプルと
、各々の位置が規定されたフェムトリットルの容積を有する少なくとも１０００個の位置
を含むアレイとを提供すること；サンプルを希釈して、細胞を第２の濃度において含む希
釈サンプルを作製すること；細胞のアレイの各々の位置に対する比が１：１より小さくな
るように、アレイと希釈サンプルとを接触させること；アレイ中の細胞を、細胞が溶解さ
れるような条件下において処置すること；および、細胞の標的分析物を含有するアレイの
位置の数を決定すること、を包含する。このアレイを、好ましくは前記の決定する工程の
前に密封し、本発明は、物質の組成として、アレイおよびこの様式において製造された密
封されたアレイを企図する。
【００２５】
　代替的な態様において、本発明は、サンプル中の細胞の標的分析物を検出する方法を企
図する。この方法は、細胞をある濃度において含むサンプルと、各々の位置が規定された
フェムトリットルの容積を有する少なくとも１０００個の位置を含むアレイとを提供する
こと；細胞が溶解されるような条件下において細胞を処置し、処置されたサンプルを作製
すること；標的分析物のアレイの各々の位置に対する比が１：１より小さくなるように、
アレイを処置されたサンプルと接触させること；および標的分析物を含有するアレイの位
置の数を決定すること、を包含する。やはり、好ましくは上記の決定の工程の前にアレイ
を密封し、本発明は、物質の組成として、アレイおよびこの様式において製造された密封
されたアレイを企図する。
【００２６】
　一態様において、細胞は原核細胞である。特定の態様において、細胞は細菌細胞であり
、標的分析物は溶菌の後で細胞から放出される細菌酵素である。好ましい態様において、
各々の位置は、溶菌の後で標的分析物を捕獲するように指向された捕獲試薬を含有する。
【００２７】
　反応に影響を及ぼす反応成分を検出する方法であって、以下を包含する：反応成分、標
的分析物を第１の濃度で含むサンプル、および各々の位置が１０アトリットル～５０ピコ
リットルの間で規定された容積を有する少なくとも１０００個の位置を含むアレイを提供
すること；標的分析物のアレイの各々の位置に対する比が１：１より小さくなるようにア
レイをサンプルと接触させること；アレイの各々の位置に反応成分を導入すること；なら
びに反応成分が反応に影響を及ぼすか否かを決定すること。好ましい態様において、標的
分析物は酵素であり、酵素のための基質は、決定する工程の前にアレイの各々の位置に存
在する。特に好ましい態様において、反応成分は酵素の阻害剤であり、決定する工程は、
酵素の阻害剤が該酵素と基質との反応を阻害するか否かを決定することを含む。一態様に
おいて、本発明は、決定する工程の前にアレイを密封することを企図し、物質の組成とし
て、密封されたアレイが企図される。
【００２８】
　実際に、本発明は具体的に、酵素の速度定数を単一の酵素分子の設定において測定する
態様を企図する。例えば、態様において、酵素および阻害剤を、アレイの位置へ導入する
前に（例えば、水性緩衝液系において）、阻害剤の濃度が阻害剤の結合のための解離定数
（Ｋｉ）より高くなり、酵素の活性部位の全てが遮断されるか占有されるように、一緒に
バルクでプレインキュベートする。酵素／阻害剤のペアが異なるとＫｉが異なるので、そ
れに従って阻害剤の濃度を調整しなければならない。本明細書において例示するいくつか
の特定の酵素／阻害剤のペアと共に、１００ｍＭ～２０μＭの間の範囲で多様な阻害剤の
開始濃度を用いることができる。この態様の第２の工程において、水性緩衝液系中の１ま
たは２以上の基質（例えば、色素生産性の基質）を、好ましくは高い過剰量（１０倍～１
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００，０００倍の間）において添加する。この態様の第３の工程において、バルク溶液を
アレイの位置に添加する。各々の位置は、規定（１０アトリットル～５０ピコリットルの
間、より好ましくはフェムトリットル）の容積を有する。この時点において、阻害剤はも
はや過剰量ではない。実際、阻害剤の濃度は、Ｋｉよりはるかに低い（１００，０００分
子より少ない阻害剤、好ましくは１０，０００分子より少ない阻害剤、さらにより好まし
くは３，０００分子より少ない阻害剤、および、なおより好ましくは１，０００分子より
少ない阻害剤が溶液中に残っていることが好ましい）。溶液がアレイの位置に添加された
時点において、酵素の濃度が（工程２における多回の希釈に起因して）、各アレイ位置に
おいて単一の酵素しか存在しない（または、より典型的には、単一の酵素がいくつかの位
置にあり、他の位置には酵素がない）ようになっていることが好ましい。好ましい態様に
おいて、次いで、アレイを、検出手段を用いて、経時的にシグナルについてモニタリング
する（例えば、その結果、酵素による基質の利用が検出される）。基質の代謝回転の開始
時間の頻度分布をプロットすると、Ｋｏｆｆ速度定数を計算することができる。
【００２９】
　かかる方法の別の態様において、阻害剤の濃度は、Ｋｉと同じ範囲であるように選択さ
れる。この阻害剤濃度では、酵素に結合した阻害剤は、阻害剤フリーの酵素と平衡状態に
ある。バルク溶液を、各々の位置が規定（１０アトリットル～５０ピコリットルの間、よ
り好ましくはフェムトリットル）の容積を有する位置のアレイに添加する。やはり、各単
一のアレイ位置に単一の酵素のみをもたらす（または、より典型的には、単一の酵素がい
くつかの位置にあり、他の位置には酵素がない）ように、酵素濃度が選択されることが好
ましい。シグナル（例えば、蛍光）を経時的にモニタリングすると、アレイ中の酵素が存
在する場合、各々の位置における結合、放出およびその後の結合を観察することができる
。
【００３０】
　さらに別の態様において、本発明は、反応に影響を及ぼす反応成分を検出する方法を企
図する。この方法は、以下を包含する：反応成分、生体分子標的分析物を第１の濃度にお
いて含むサンプル、および各々の位置が１０アトリットル～５０ピコリットルの間で規定
された容積を有する少なくとも１０００個の位置を含むアレイを提供すること；サンプル
を希釈して、生体分子標的分析物を第２の濃度において含む希釈サンプルを作製すること
；生体分子標的分析物のアレイの各々の位置に対する比が１：１より小さくなるように、
アレイを希釈サンプルと接触させること；反応成分をアレイの各々の位置に導入すること
；ならびに、反応成分が反応に影響を及ぼすか否かを決定すること。
【００３１】
　なお別の態様において、本発明は、酵素阻害を検出する方法を企図する。この方法は、
以下を包含する：ｉ）反応成分、ｉｉ）酵素標的分析物を第１の濃度において含むサンプ
ル、ｉｉｉ）前記酵素標的分析物のための基質、ならびにｉｖ）各々の位置が規定された
フェムトリットルの容積を有する少なくとも１０，０００個の位置を含むアレイを提供す
ること；サンプルを希釈して、酵素標的分析物を第２の濃度において含む希釈サンプルを
作製すること；アレイを、酵素標的分析物のアレイの各々の位置に対する比が１：５～１
：５００の間になるように、任意の順序において、基質、反応成分、および希釈サンプル
と接触させること；ならびに、反応成分が、酵素と基質との反応を阻害するか否かを決定
すること。
【００３２】
　一態様において、標的および濃度のデジタル読み出しのために、ナノ粒子を利用する。
ナノ粒子は、酵素のデジタル読み出しに対していくつかの利点を有する。酵素のアプロー
チによる場合、濃度が高くなるにつれて、ポワソン分布に従うデジタル読み出しの直線性
が失われる。蛍光種により官能化されたナノ粒子を用いて、本発明は、一態様において、
デジタル読み出しのみならず、本発明者らの研究室において大規模に用いられる伝統的な
バルク光度読み出し（bulk intensity readout）を行い得ることを企図する。デジタル読
み出しの直線性が失われるにつれ、デジタル読み出しからナノ粒子を用いる伝統的な光度
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読み出しへと分析をシフトさせてもよい。ここで、シグナルを、濃度に相関するアレイの
各々の位置の平均光度（例えば、平均ウェル光度）として読むことができ、このシステム
により読むことができる濃度の範囲を著しく拡大する。ナノ粒子を用いるいくつかの態様
においては、アレイを密封しない。
【００３３】
　標的が金粒子に結合して結合パートナー（例えば、固定化されたリガンド）を含むアレ
イ中に導入される態様を含む多様な態様が企図されるが、これに限定されない。別の態様
において、標的分析物は、アレイに結合するか、あるいは他の方法で固定されてもよく、
金粒子－結合パートナー複合体を、アレイに導入して標的分析物に結合させてもよい。別
の態様において、第１の結合リガンドにより標的を固定してもよく、金粒子－第２の結合
リガンドをアレイに導入して標的に結合させてもよい。一態様において、標的は核酸であ
り、結合パートナーは相補的プローブである。別の態様において、２ステップサンドウィ
ッチ形式が企図され、ここで、標的は標識されていなくともよく、第１の相補的プローブ
と共にインキュベートし；その後、ナノ粒子－第２のプローブの複合体をアレイの位置に
導入する。この態様において、標的は、リンカーとして作動するとみなすことができる。
【００３４】
　複数の態様を開示する一方で、本発明の例示的な態様を示し説明する以下の詳細な説明
から、本発明のさらに別の態様が当業者に明らかとなる。理解されるように、本発明は、
全て本発明の精神および範囲から逸脱することなく、多様な明らかな局面において改変が
可能である。したがって、図面および詳細な説明は、本来例示的なものとみなされるべき
であり、限定するものとみなされるべきではない。
【００３５】
　図１ａ、１ｂおよび１ｃは、本発明の一態様によるエッチングされた束の修飾を表す、
横から見た断面模式図である。
【００３６】
　図２ａ、２ｂおよび２ｃは、本発明の一態様によるサンドウィッチアッセイを表す、横
から見た断面模式図である。
【００３７】
　図３ａおよび３ｂは、本発明の一態様による（ａ）未研磨のビオチン修飾光ファイバー
アレイおよび（ｂ）研磨されたビオチン修飾光ファイバーアレイに結合するストレプトア
ビジンAlexa Fluor 568（登録商標）を示す写真である。
【００３８】
　図４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄ、４ｅおよび４ｆは、本発明の一態様による実験を示す写真
であり、ここで、β－ガラクトシダーゼは、ＲＤＧにハイブリダイズし、レゾルフィンを
形成する。より具体的には、これらの図の各々は、異なる濃度のＳβＧを有する異なるサ
ンプルを表す。濃度は、（ａ）１２８ａｍｏｌ、（ｂ）５１ａｍｏｌ、（ｃ）２５ａｍｏ
ｌ、（ｄ）７．５ａｍｏｌ、および（ｅ）２．６ａｍｏｌであり、（ｆ）はコントロール
であった。
【００３９】
　図５は、本発明の一態様による、活性な反応容器のパーセンテージを生じる、サンプル
中に存在する標的の分子のlog対logのプロットを表す。
【００４０】
　図６ａは、本発明の一態様による、ファイバーアレイ全体の顕微鏡写真と、束の挿入拡
大図である。
【００４１】
　図６ｂは、本発明の一態様による、エッチングされた表面の一部のＡＦＭ画像である。
【００４２】
　図７ａ、７ｂおよび７ｃは、本発明の一態様による、反応容器の封入（enclosure）お
よび封（seal）の評価を示す。図７ａは、チャンバーのアレイ中に封入されたＲｕ（ｂｐ
ｙ）３Ｃｌ２の溶液の顕微鏡写真である。図７ｂは、ＵＶ光により光脱色された束の小八
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角形の部分の顕微鏡写真である。図７ｃは、６０分後に撮影された図７ｂの顕微鏡写真で
ある。
【００４３】
　図８ａ、８ｂおよび８ｃは、本発明の多様な態様による、β－ガラクトシダーゼの単一
の分子の活性の検出を表す顕微鏡写真である。図８ａは、アレイの一部のバックグラウン
ド画像である。図８ｂは、酵素対容器が１：５であるアッセイの一部を撮影した画像の顕
微鏡写真である。図８ｃは、酵素対容器が１：８０であるアッセイの顕微鏡写真である。
【００４４】
　図９は、単一の酵素レベルでの酵素の速度定数を測定するための一態様の模式図である
。
【００４５】
　図１０は、シグナルが阻害剤の放出に起因して検出されるアレイの代表的な画像である
。
【００４６】
　図１１ａ、１１ｂおよび１１ｃは、阻害剤の存在下または阻害剤の不在下（１１ｃ）に
おける基質の代謝回転を示す、時間によるトレースである。
【００４７】
　図１２は、特定の酵素／阻害剤のペアについてのＫｏｆｆの決定を可能にする測定のプ
ロットを示す。
【００４８】
　図１３ａおよび１３ｂは、阻害剤放出によるシグナルの増大を示すようにプロットされ
た複数の時間トレース（１３ａ）および単一の時間トレース（１３ｂ）を示す。
【００４９】
　図１４は、特定の酵素／阻害剤のペアについての半減期の値の計算を可能にするオフタ
イム（off-times）の棒グラフである。
【００５０】
　図１５は、ナノ粒子が検出を増強するために使用される一態様を模式的に示す。
【００５１】
　図１６は、ナノ粒子が検出を増強するために使用される代替的な態様を模式的に示す。
【００５２】
　図１７は、アレイの位置における金ナノ粒子の検出を示す。
【００５３】
　詳細な説明
　本発明は、サンプル中の標的分析物または標的分析物（複数）の酵素による検出および
定量のための方法、システムおよびデバイスに関する。より具体的には、本発明は、捕獲
成分を含有するマイクロからナノスケールのサイズの反応容器のアレイを用いての、酵素
による標的分析物の検出および定量に関する。一態様によれば、捕獲成分を含有する反応
容器のアレイを、少なくとも１つの標的分析物を含有するサンプルと接触させる。次いで
、色素生産性の基質を添加し、生じる酵素反応の色素生産性生成物により、分析物の検出
が可能となる。さらに、一態様によれば、捕獲された標的分析物を有する反応容器のパー
センテージを用いて、バイナリ読み出し法を使用してサンプル中の標的分析物の量を計算
することができる。
【００５４】
　より具体的には、本発明は、特別に官能化され、酵素であるかまたは酵素によって標識
されている標的分析物分子を捕獲することができる、マイクロまたはナノスケールのサイ
ズの反応容器のアレイを提供する。標的を固定する能力により、以下に概説するように、
洗浄の工程および間接的アッセイを用いることが可能となる。用いる際は、単一の酵素（
または酵素によって標識された）分子は、個々の反応容器中で捕獲され、検出可能なシグ
ナルを生じるために充分な数の色素生産性生成物分子の生成を触媒する。低い標的分析物
濃度を有するサンプルに関する一態様によれば、反応容器の一部のみが標的分子に結合す
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ることにより、アレイからの標的分析物のバイナリ読み出しを可能にする。
【００５５】
　したがって、本発明の方法およびシステムにおける直接酵素増幅により、検出可能なシ
グナルの直接増幅が可能となる。さらに、先行技術の方法と異なり、本発明は、低濃度の
タンパク質の検出を可能にする。
【００５６】
　一態様による定量方法は、統計学的解析に基づく濃度決定のための新規の方法である。
サンプルの酵素濃度は、酵素含有サンプルおよび好適な基質を、多数のナノスケールの反
応容器に分配することによって決定される。この方法において、容器は、ゼロまたは１の
酵素分子を含有する。各々の反応容器中の単一の酵素分子の触媒から生じる蛍光生成物の
存在または不在を観察することにより、バイナリ読み出し法を用いて酵素分子を計数する
ことができる。最終的に、酵素分子によって占有された反応容器のパーセンテージを、バ
ルク酵素濃度と相関させる。
【００５７】
Ｉ．アレイ
　本発明は、複数のアッセイ位置を含む表面を備えた第１の基材を少なくとも含む、アレ
イの組成を提供する。本明細書における「アレイ」とは、アレイ形式における複数の捕獲
成分を意味する。アレイのサイズは、アレイの組成および最終用途に依存する。約２個か
ら数百万個の異なる捕獲成分を含有するアレイ、ならびに非常に大きな光学アレイを含む
非常に大きなアレイを作製することができる。一般に、アレイは、ウェルおよび基材のサ
イズ、ならびにアレイの最終用途に依存して、２個～１０億個もの多数またはそれより多
くの捕獲成分を含み、したがって、非常に高密度、高密度、中程度の密度、低密度および
非常に低密度のアレイを作製することができる。非常に高密度のアレイのための好ましい
範囲は、約10,000,000個～約2,000,000,000個であり、約100,000,000個～約1,000,000,00
0個が好ましい。高密度アレイは、約100,000個～約10,000,000個の範囲であり、約1,000,
000個～約5,000,000個が特に好ましい。中程度の密度のアレイは、約10,000個～約50,000
個の範囲であることが特に好ましく、約20,000個～約30,000個が特に好ましい。低密度ア
レイは、一般に、10,000個より少なく、約1,000個～約5,000個であることが好ましい。非
常に低密度のアレイは、1,000個より少なく、約10個～約1000個が好ましく、約100個～約
500個が特に好ましい。一部の態様において、複数の基材を用いてもよく、異なった組成
であっても同一の組成であってもよい。したがって、例えば、大きなアレイは、複数のよ
り小さい基材を含んでもよい。
【００５８】
　組成は、基材を含む。本明細書において、「基材」、「アレイ基材」または「固体支持
体」または他の文法的に同等なものにより、標的分析物の付着または会合に適した不連続
の個々の位置を含むように改変されることができ、少なくとも１つの検出方法に適する、
任意の材料を意味する。当業者に理解されるように、可能な基材の数は非常に大きく、ガ
ラスおよび修飾または官能化されたガラス、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コポリマー、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、Teflon（登録商標）などを含む）、多糖類、ナイロンまたはニトロセル
ロース、複合材料、セラミック、および可塑性樹脂、シリカならびシリコンおよび修飾シ
リコンを含むシリカベースの材料、炭素、金属、無機ガラス、プラスチック、光ファイバ
ー束、ならびに多様な他のポリマーを含むがこれらに限定されない。一般に、基材は検出
を可能にするものであって、感知できるほどには蛍光を発しない。
【００５９】
　一態様において、基材は、光ファイバー束の末端を含む。あるいは、基材は、光ファイ
バー束の末端を含まない。例えば、基材は、公知のスポットされた基材であっても、印刷
された基材であっても、または光リソグラフィー基材であってもよい。例えば、WO　95/2
5116；WO　95/35505；PCT US98/09163；米国特許第5,700,637号；同第5,807,522号および
同第5,445,934号；ならびにU.S.S.N.s第08/851,203号および第09/187,289号、ならびにこ
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れらにおいて引用される参考文献を参照のこと。これらの全ては参考として明示的に援用
される。本発明において光ファイバー束の末端を基材として用いることの１つの利点は、
各々のウェルと接触する個々のファイバーを、ウェルへ、またはウェルからの、励起光お
よび発光の両方を運搬するために用いることができ、ウェルの内容物の遠隔調査が可能で
あることである。さらに、光ファイバーのアレイは、ファイバー間でシグナルが「クロス
トーク（cross-talk）」することなく、隣接する容器中の分子の同時励起を可能とする。
すなわち、１本のファイバー中を伝達された励起光は、隣接するファイバーに漏出しない
。
【００６０】
　一態様において、基材は、平面であり、当業者に理解されることであるが、他の構造の
基材も同様に用いることができる。例えば、三次元構造の基材を用いてもよい。好ましい
基材は、以下に議論するような光ファイバー束、ならびに、ガラス、ポリスチレンおよび
他のプラスチックおよびアクリルなどの平らな平面基材である。
【００６１】
　一態様において、基材の少なくとも１つの平面は、後の標的分析物の会合のために、不
連続の個々の位置（本明細書においてまた「反応容器」および「マイクロウェル」として
言及される）を含むように改変される。これらの位置は、一般に、物理的に改変された位
置、すなわち、ビーズを保持することができる基材におけるウェルまたは小さな凹部など
の物理的構造を含む。光リソグラフィー、スタンピング技術、鋳型成形技術およびマイク
ロエッチング技術を含むがこれらに限定されない多様な技術を用いて、マイクロウェルを
当該分野において一般に公知であるように形成することができる。当業者が理解するよう
に、用いられる技術は、基材の組成および形状に依存する。
【００６２】
　一態様において、基材の表面において位置を提供するために物理学的変更が行われる。
好ましい態様において、基材は光ファイバー束であり、基材の表面は該光ファイバー束の
末端である。この態様において、ウェルは、光ファイバー束の末端または遠位端において
作られ、個々のファイバーを含む。この態様において、個々のファイバーのコアを、被覆
材（cladding）に対して、ファイバーの一方の端において小さなウェルまたは凹部が形成
されるようにエッチングする。必要なウェルの深さは、ウェルに加えられるビーズのサイ
ズに依存する。本発明の一局面において、物理的変更は、本明細書においてその全体にお
いて参考として援用される米国特許第6,023,540号、同第6,327,410号および同第6,858,39
4号において教示されるように行うことができる。
【００６３】
　位置は、パターン、すなわち、一定の設計または構造であっても、ランダムに分配され
ていてもよい。好ましい態様は、位置をＸ－Ｙ座標面において扱うことができるように、
一定のパターンの位置を利用する。この意味において「パターン」は、反復する単位のセ
ルであって、好ましくは、高密度のビーズを基材上にもたらし得るものを含む。
【００６４】
　本発明の一態様によると、反応容器は、約１０アトリットル～５０ピコリットルの範囲
の容積を有する。代替的には、反応容器は、約１フェムトリットル～約１ピコリットルの
範囲のサイズである。さらなる代替において、反応容器は、約３０フェムトリットル～約
６０フェムトリットルの範囲である。
【００６５】
　本発明の一局面において、アレイは光ファイバーアレイである。一態様によると、アレ
イは以下のように作製することができる。第１に、反応容器を光ファイバー束の遠位端に
おいて形成する。一態様によると、容器は、例えば酸腐食（acid etching）法などのエッ
チング法を用いて作製され、所望の容積の反応容器を得る。すなわち、エッチングのプロ
セスにより、光ファイバー束の端でコア材料中に凹部または孔が作製されるが、被覆材料
は影響を受けず、これによって反応容器を得る。あるいは、コア材料および被覆材料の両
方がエッチングされるが、被覆材料がコア材料より遅い速度でエッチングされることによ
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り、反応容器を得る。光ファイバーアレイ形式の１つの利点は、それが、複雑な微細加工
手順を回避し、多数の反応容器を同時に観察する能力を提供することである。
【００６６】
ＩＩ．捕獲成分
　本発明のマイクロウェルは、少なくとも１つの捕獲成分を含む。捕獲成分（また、「捕
獲結合リガンド」、「結合リガンド」、「捕獲結合種」、または「捕獲プローブ」として
も言及される）は、標的分析がアッセイの間固定されるように、標的分析物を基材上のマ
イクロウェル中で探る（probe）か、これに付着するか、結合するか、または他の方法で
これを捕獲するために用いることができる、任意の分子、化合物、またはマイクロウェル
の修飾である。一般に、捕獲結合リガンドまたは成分は、検出、定量または他の分析の目
的のための、標的分析物のマイクロウェルへの付着を可能にする。
【００６７】
　当業者が理解するように、捕獲成分の組成は、標的分析物の組成に依存する。多様な分
析物のための捕獲成分が公知であるか、または公知の技術を用いて容易に見出すことがで
きる。例えば、分析物がタンパク質である場合、捕獲成分または結合リガンドとして、タ
ンパク質（特に、抗体またはそのフラグメント（FAbなど）を含む）、または低分子が挙
げられる。好ましい捕獲成分タンパク質として、ペプチドが挙げられる。例えば、分析物
が酵素である場合、好適な結合リガンドとして、基質および阻害剤が挙げられる。抗原－
抗体のペア、受容体－リガンドのペア、および炭水化物およびそれらの結合パートナーも
また、好適な分析物－結合リガンドのペアである。さらに、分析物が一本鎖核酸である場
合、結合リガンドは、相補的な核酸であってもよい。同様に、分析物が核酸結合タンパク
質であってもよく、捕獲結合リガンドは、一本鎖または二本鎖のいずれかの核酸である。
あるいは、分析物が一本鎖または二本鎖の核酸である場合、結合リガンドは、核酸結合タ
ンパク質であってもよい。あるいは、本明細書により援用される米国特許第5,270,163号
、同第5,475,096号、同第5,567,588号、同第5,595,877号、同第5,637,459号、同第5,683,
867号、同第5,705,337および関連特許において一般に記載されるように、ほぼ全ての標的
分析物に結合するための、核酸「アプタマー」を開発してもよい。当業者が理解するよう
に、会合する任意の２個の分子を、分析物としてまたは捕獲成分として用いることができ
る。同様に、コンビナトリアル化学法に基づく捕獲成分の開発についての広範な文献が存
在する。
【００６８】
　好適な分析物／捕獲成分のペアとして、以下が挙げられるがこれらに限定されない：抗
体／抗原、受容体／リガンド、タンパク質／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、タンパク質／タンパク質、タン
パク質／低分子；ならびに、炭水化物およびそれらの結合パートナーもまた、好適な分析
物－結合リガンドのペアである。これらは、野生型であっても誘導体の配列であってもよ
い。一態様によれば、捕獲成分は、成長ホルモン受容体、グルコーストランスポーター（
特に、GLUT 4受容体）、転移受容体（transferring receptor）、上皮成長因子受容体、
低密度リポタンパク質受容体、高密度リポタンパク質受容体、上皮成長因子受容体、レプ
チン受容体、ＩＬ－１受容体、ＩＬ－２受容体、ＩＬ－３受容体、ＩＬ－４受容体、ＩＬ
－５受容体、ＩＬ－６受容体、ＩＬ－７受容体、ＩＬ－８受容体、ＩＬ－９受容体、ＩＬ
－１ｌ受容体、ＩＬ－１２受容体、ＩＬ－１３受容体、ＩＬ－１５受容体およびＩＬ－１
７受容体を含むインターロイキン受容体、ヒト成長ホルモン受容体、ＶＥＧＦ受容体、Ｐ
ＤＧＦ受容体、ＥＰＯ受容体、ＴＰＯ受容体、毛様体神経栄養因子受容体、プロラクチン
受容体、ならびにＴ細胞受容体などの、多量体を形成することが知られている細胞表面受
容体のタンパク質の部分（特に、細胞外部位）である。
【００６９】
　好ましい態様において、捕獲成分は、例えば「付着成分（attachment component）」（
明細書中において「付着リンカー」としても言及される）を介して、本明細書において概
説されるようなマイクロウェルまたは反応容器に付着する。「付着成分」とは、本明細書



(17) JP 2009-529658 A 2009.8.20

10

20

30

40

50

において使用される場合、捕獲成分の付着をもたらす任意の成分、マイクロウェルの官能
化または修飾として定義され、結合剤（bond）および／またはリンカーを含み得る。ある
いは、捕獲成分は、捕獲拡張成分（capture extender component）を利用することができ
る。この態様において、捕獲成分または結合リガンドは、標的分析物に結合する第１の部
分と、表面への付着のために用いられることができる第２の部分を含む。
【００７０】
　捕獲結合リガンドの付着リンカーへの付着の方法は、一般に、当該分野において公知で
あるように行われ、付着リンカーおよび捕獲結合リガンドの組成に依存する。一般に、捕
獲結合リガンドは、その後に付着のために用いることができる官能基の各々に対する使用
を介して、付着リンカーに付着する。一態様によれば、官能基は、化学官能基である、す
なわち、マイクロウェルの表面を、化学官能基が表面に結合するように誘導体化する。付
着のための好ましい官能基は、アミノ基、カルボキシ基、オキソ基、およびチオール基で
ある。これらの官能基を、次いで直接的にまたはリンカー（本明細書においてしばしば「
クロスリンカー」として言及される）の使用を介して付着させることができる。リンカー
は、当該分野において公知である。例えば、ホモまたはヘテロ－二官能性リンカーなどが
公知である（本明細書において参考として援用される1994 Pierce Chemical Company cat
alog, technical section on cross-linkers, pages 155-200を参照）。好ましいリンカ
ーとして、以下が限定せずに挙げられる：短いアルキル基、エステル、アミド、アミンを
有するアルキル基（置換アルキル基およびヘテロ原子部分を含有するアルキル基を含む）
、エポキシ基、およびエチレングリコールおよび誘導体が好ましい。リンカーは、スルホ
ンアミドを形成するスルホン基であってもよい。
【００７１】
　一態様によれば、官能基は、光によって活性化される官能基である。すなわち、光によ
って官能基を活性化し、標的分析物またはクロスリンカーに付着させることができる。一
例は、SurModics，Inc．（Eden　Prairie、MN）から市販されるPhotoLink（登録商標）技
術である。
【００７２】
　本発明の１つの代替的局面において、ウェル表面を誘導体化することなく官能基を添加
する。すなわち、ウェル表面に対する結合アフィニティーを有する、官能基を付着させた
分子を添加することにより、官能基を表面に添加する。一態様によれば、分子はウシ血清
アルブミンである。あるいは、分子は、容器表面に結合または固着することができる任意
のタンパク質である。さらなる代替において、分子は、容器表面に結合または固着するこ
とができる任意の分子である。一例において、分子は、遊離アミン基を表面に有するウシ
血清アルブミンである。次いで、クロスリンカーを添加して、アミン基に付着させること
ができる。
【００７３】
　捕獲成分が化学的クロスリンカーである例示的な態様において、標的分析物を、以下の
様式において、化学的相互架橋を用いて付着させる。第１に、反応容器表面を、ＮＨ２な
どの官能基を用いて誘導体化する。次いで、クロスリンカーがＮＨ２に付着し、標的分析
物がクロスリンカーに付着するように、クロスリンカーと標的分析物とをアレイに添加す
る。以下により詳細に説明する標的分析物が酵素ではない一代替的態様において、酵素成
分を有する標識を標的分析物に付着させてもよい。
【００７４】
　この方法において、タンパク質、レクチン、核酸、有機低分子、炭水化物などを含む捕
獲結合リガンドを添加してもよい。
【００７５】
　一態様は、タンパク質性の捕獲成分または捕獲結合リガンドを利用する。当該分野にお
いて公知であるように、タンパク質性捕獲結合リガンドを付着させるためにあらゆる数の
技術を用いることができる。「タンパク質」は、この意味において、タンパク質、ポリペ
プチド、ペプチドを含み、例えば、酵素を含む。タンパク質に部分を追加するための多様
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な技術が知られている。１つの好ましい方法は、その全体が本明細書により参考として援
用される米国特許第5,620,850号において概説される。表面へのタンパク質の付着は公知
である。また、Heller, Ace. Chem. Res. 23:128 (1990)および関連文献を参照。
【００７６】
　代替的な態様は、例えば、当該分野において周知であるように、標的分析物が核酸また
は核酸結合タンパク質である場合に関して、または、核酸がタンパク質に結合するための
対するアプタマーとして役立つ場合に関して、核酸を捕獲結合リガンドとして用いる。
【００７７】
　一態様によれば、各々のマイクロウェルは、複数の捕獲成分を含む。本発明の一局面に
おいて、複数の捕獲成分は、ウェルの表面に、「芝」のように分配される。あるいは、捕
獲成分は、任意の公知の様式において分配される。
【００７８】
　一態様によれば、捕獲成分と標的分析との間の結合は特異的であり、捕獲成分は、結合
ペアの一部である。すなわち、捕獲成分は、標的分析物に特異的に結合するか、または標
的分析に対する特異性を有する、標的特異的捕獲成分である。より具体的には、捕獲成分
は、標的分析物に特異的かつ直接的に結合する。本明細書において、「特異的に結合する
」または「結合特異性」により、捕獲成分が分析物に、分析物と試験サンプル中の他の成
分または夾雑物との間を区別するために充分な特異性で結合することを意味する。例えば
、一態様による捕獲成分は、標的分析物の一部に特異的に結合する抗体である。一態様に
よれば、抗体は、標的分析物に特異的に結合することができる任意の抗体であってよい。
例えば、好適な抗体として、以下が限定せずに挙げられる：それぞれ、モノクローナル抗
体、二重特異性抗体、ミニボディー（minibody）、ドメイン抗体、合成抗体（しばしば「
抗体模倣物」として言及される）、キメラ抗体、ヒト化抗体、抗体融合物（しばしば「抗
体複合体」として言及される）、および各々のフラグメント。
【００７９】
　しかしながら、当業者に理解されるとおり、特異性が高くない結合を用いて分析物を検
出することが可能である。例えば、システムは、例えば、異なるリガンドのアレイなどの
異なる捕獲成分を用いてもよく、任意の特定の分析物の検出は、「電子鼻（electronic n
ose）」が作動する様式と同様に、その結合リガンドのパネルへの結合の「サイン（signa
ture）」を介する。このことから、化学分析物の検出における特段の有用性を見出す。非
特異的結合を除去する洗浄の工程を含むアッセイの条件下において結合したままでいるた
めに、結合が充分であるべきである。一部の態様において、例えば特定の生体分子の検出
において、分析物の結合リガンドへの結合定数は、少なくとも約１０４～１０６Ｍ－１で
あり、少なくとも約１０５～１０９Ｍ－１であることが好ましく、少なくとも約１０７～
１０９Ｍ－１であることが特に好ましい。
【００８０】
　標的分析物が例えば細菌細胞を含む細胞である一態様によれば、捕獲成分はアドヘシン
受容体分子である。使用においては、アドヘシン受容体分子は、標的細胞の細胞外表面上
のアドヘシンと称される表面タンパク質と結合することにより、細胞を固定または捕獲す
る。あるいは、標的細胞が別の型の細胞（非細菌細胞）である場合、捕獲成分は、標的分
析物細胞に結合する好適な細胞表面受容体である。標的分析物が細胞であるさらなる態様
において、捕獲成分はフィブロネクチンである。例えば、フィブロネクチンは、標的分析
物が神経細胞である場合に用いることができる。
【００８１】
　あるいは、捕獲成分は、非特異的な捕獲成分である。すなわち、捕獲成分は、標的分析
物に特異的に結合しないが、むしろ、標的分析物に会合するかまたは付着する対応する結
合パートナーに結合する。例えば、一態様による非特異的捕獲成分は、上記のような化学
的クロスリンカーである。一態様によれば、標的サンプル中の各々のペプチド分子が、化
学的クロスリンカーに付着することができる。この型のシステムは、基質を改変すること
によって分析物が検出されるので、酵素標的分析物を同定するために用いることができる
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。
【００８２】
　一態様による非特異的捕獲成分の例において、捕獲成分は、ストレプトアビジンである
。ストレプトアビジンは、ビオチンに対して高いアフィニティーで結合し、したがって、
ビオチンが付着している任意の分子に結合する。あるいは、捕獲成分がビオチンであり、
標的分析物がビオチンによって捕獲されることができるように、ストレプトアビジンが標
的分析物に付着または会合している。
【００８３】
　一態様によれば、以下の様式において捕獲成分を反応容器に添加する。第１に、マイク
ロウェルを、捕獲成分の付着のために準備する。すなわち、捕獲成分がマイクロウェルに
付着するように、マイクロウェルを修飾するか、またはマイクロウェルに付着成分を添加
する。一態様において、マイクロウェルは、上記のように、化学官能性のもので誘導体化
される。次いで、捕獲成分を添加する。
【００８４】
　捕獲成分の付着の一例を、図１に示す。ここで、本発明の反応容器は、ビオチンを用い
て官能化される。図１ａに示すとおり、この例における本発明のアレイは、光ファイバー
束１０である。捕獲成分１８を付着させるために、マイクロウェルを、第１に、付着成分
１６により修飾する。付着成分１６は、この例においては、図１ｂにおいて示すように、
ファイバー束１０の遠位端のコア１２表面と被覆１４表面との両方に結合するアミノプロ
ピルシラン１６である。ＮＨＳ－ビオチンがアミノシラン化表面１６に付着するので、ア
ミノプロピルシランによる修飾は、この例において効果的である。しかしながら、捕獲成
分１８は反応容器の中にのみ存在すべきであるので、基材の外部表面、例えば被覆１４の
外部表面は、シラン化されるべきではない。すなわち、ビオチン付着を避けるために、外
部被覆表面１４からシラン化を除去しなければならない。この例において、図１ｃにおい
て示すとおり、アミノシラン化ファイバーを１０秒間０．３μｍのラッピングフィルムで
研磨し、それによりアミノシラン化された被覆層を除去することにより、シラン化１６を
外部被覆層１４から除去する。
【００８５】
　付着成分１６がマイクロウェルに添加された後で、捕獲成分１８を付着させることがで
きる。図１の例において、捕獲成分１８は、ビオチン１８である。図１ｄにおいて示すと
おり、ビオチンサクシニミジルエステル１８は、ウェル表面１２上のアミノ基１６に付着
する。
【００８６】
ＩＩＩ．標的分析物
　本明細書において議論されるように、本発明のアレイは、標的分析の検出、定量、およ
びさらなる分析を提供する。本明細書における「標的分析物」または「分析物」または文
法的に同等のものにより、検出されるか、または結合パートナーについて評価されるべき
任意の原子、分子、イオン、分子イオン、化合物または粒子を意味する。
【００８７】
　一態様によれば、標的分析物は酵素である。例えば、酵素は、６つの酵素分類：酸化還
元酵素、転移酵素、加水分解酵素、リアーゼ、イソメラーゼおよびリガーゼ、のいずれか
からの酵素であってよい。したがって、好適な酵素として以下が挙げられるがこれらに限
定されない：ポリメラーゼ類、カテプシン類、カルパイン類、例えばＡＳＴおよびＡＬＴ
などのアミノ転移酵素、例えばカスパーゼ類などのプロテアーゼ類、ヌクレオチドシクラ
ーゼ類、トランスフェラーゼ類、リパーゼ類、心臓発作に関連する酵素など。本発明のシ
ステムをウイルスまたは細菌の標的物に用いる場合、好適な酵素は、ウイルスまたは細菌
のポリメラーゼ類、ならびにウイルスまたは細菌のプロテアーゼ類を含む他のかかる酵素
を含む。
【００８８】
　あるいは、標的分析物は、酵素成分を有する。例えば、標的分析物は、その細胞外表面
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上に存在する酵素または酵素成分を有する細胞であってもよい。あるいは、標的分析物は
、酵素成分を有さない細胞である。かかる細胞は、典型的には、「サンドウィッチ」アッ
セイなどの以下に記載される間接的アッセイ方法を用いて同定される。
【００８９】
　別の態様によれば、標的分析物は酵素ではない。当業者によって理解されるように、本
発明において多数の分析物を用いることができる。基本的に、捕獲成分および／または二
次結合リガンドに結合するあらゆる標的分析物を用いることができる。以下にさらに詳細
に説明するように、これらの標的分析物は、典型的には、「サンドウィッチ」アッセイな
どの間接的なアッセイを用いて同定される。上記のように、１つの好適な標的分析物は細
胞である。さらに、好適な分析物として、生体分子を含む有機および無機の分子が挙げら
れる。好ましい態様において、標的分析物は、タンパク質である。当業者によって理解さ
れるとおり、本発明を用いて検出されるかまたは結合パートナーについて評価することが
できる多数の可能なタンパク質性標的分析物が存在する。上記のような酵素に加えて、好
適なタンパク質標的分析物として、以下が挙げられるがこれらに限定されない：（１）免
疫グロブリン；（２）ホルモンおよびサイトカイン（これらの多くは、細胞受容体に対す
るリガンドとして作用する）；ならびに（３）他のタンパク質。
【００９０】
　標的分析物が酵素でなく、以下により詳細に記載するサンドウィッチアッセイが行われ
る一態様によれば、以下により詳細に記載する酵素標識は、ベータガラクトシダーゼであ
ってよい。あるいは、酵素標識は、アルカリホスファターゼまたは西洋ワサビペロキシダ
ーゼであってよいが、これらに限定されない。
【００９１】
　さらに、好適な標的分析物として、以下が挙げられるがこれらに限定されない：環境汚
染物質（農薬、殺虫剤、トキシンなどを含む）；化学物質（溶媒、ポリマー、有機物質な
どを含む）；治療性分子（therapeutic molecule）（治療性分子および誤用される薬物（
abused drug）、抗生物質を含む）；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、ホルモン、栄養因子、および
細胞表面受容体）またはそれらのリガンドなど）；全細胞（whole cell）（原核細胞（病
原性細菌など）および真核細胞を含み、哺乳動物の腫瘍細胞を含む）；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）；ならびに
胞子など。
【００９２】
ＩＶ．酵素基質
　標的分析物（単数または複数）がマイクロウェル（単数または複数）中に捕獲された後
（および特定の態様によれば洗浄の工程の後）で、反応成分がアレイに添加される。本明
細書において使用される場合、「反応成分」により、酵素または酵素性分子と接触した場
合に酵素反応に影響を及ぼす分子を意味する。「影響を及ぼす」により、反応または阻害
反応を活性化するか、または改変する（例えば、遅延または加速させる）か、または反応
を阻害することを含むことを意味するが、これらに限定されない。一態様によれば、反応
成分は、色素生産性酵素基質である。「色素生産性酵素基質」とは、本明細書において使
用される場合、酵素によって酵素反応の結果として色素生産性生成物に変換されるあらゆ
る分子である「色素生産性」とは、光学（可視光）スペクトルにおける色または色素への
関連を意味し、蛍光発生性を含む。
【００９３】
　色素生産性基質は、公知であるか、６つの酵素分類のいずれかの酵素について作られる
ことができることが、当該分野において理解される。したがって、特定の酵素との反応に
おいて色素生産性生成物を生成することができるあらゆる公知の色素生産性基質を、本発
明において用いることができ、これは、本明細書においてその全体が参考として援用され
るThe Handbook - A Guide to Fluorescent Probes and Labeling Technologies, Tenth 
Ed., Chapter 10, http://probes.invitrogen.com/handbook/sections/1000.htmlにおい
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て開示される色素生産性酵素基質のいずれかを含む。
【００９４】
　本発明のアッセイが、本明細書においてさらに説明するような酵素標識がベータガラク
トシダーゼであるサンドウィッチアッセイである一態様によれば、アレイに添加される基
質は、レゾルフィン－β－Ｄ－ガラクトピラノシドなどのベータガラクトシダーゼ基質で
ある。
【００９５】
Ｖ．アッセイ方法
　本発明のアレイは、いくつかの異なるアッセイ方法のために用いることができる。より
具体的には、本発明は、（ａ）標的分析物の検出、および（ｂ）サンプル中の標的分析物
濃度の定量を提供する。
【００９６】
　一般に、本発明のシステムまたはアレイは、目的の分析物に露出され（または、目的の
分析物を含有するサンプルと接触させ）、分析物は、捕獲成分の少なくとも１つへの標的
分析物の固定化に好適な条件、すなわち、一般的な生理学的条件下において、マイクロウ
ェル中で捕獲成分により固定される。本発明の用途を目的とする場合、用語「固定化」と
は、マイクロウェル中で捕獲成分に付着、結合または付加（affix）されることを意味す
る。したがって、マイクロウェル中での任意の分析物分子と捕獲成分との間の相互作用は
、マイクロウェル中での分析物分子の固定化をもたらす。
【００９７】
　本発明の一局面において、目的のサンプルを、約４５分間～約７５分間の期間にわたり
、本発明のアレイと接触させる（または、アレイをサンプル中でインキュベートする）。
あるいは、アレイとサンプルとを、約５０分間～約７０分間の期間にわたり接触させる。
さらなる代替において、インキュベーションの期間は、約１時間である。
【００９８】
　一態様によれば、アレイとサンプルとを接触させた後で洗浄の工程を行う。洗浄の工程
は、捕獲成分に結合していないあらゆる標的分析物または非標的分子を洗い流すことを目
的とする。あるいは、洗浄の工程は必要でない。
【００９９】
　本発明の一局面において、次いで、二次結合リガンドをアレイに添加する。一般に、二
次結合リガンドを、本明細書においてより詳細に記載されるように、アッセイが「サンド
ウィッチアッセイ」などの間接的アッセイである場合（標的分析物が酵素でない場合）に
添加する。上記のとおり、二次結合リガンドは、結合した標的分析物に会合するかまたは
結合し、酵素成分を含む。二次結合リガンドは、リガンドがアレイ中の全ての結合した標
的分析物と確実に接触するために充分な量で添加する。あるいは、例えば標的分析が直接
的に検出される場合、二次結合リガンドは添加しない。
【０１００】
　次いで、上記のような色素生産性酵素基質を、アレイに導入するかまたは添加する。色
素生産性酵素基質は、全ての捕獲された標的分析物と接触するために充分な量で提供する
。選択された基質は、酵素成分と反応するか、または酵素成分によって修飾され、その結
果、反応は、色素生産性生成物を生成し、したがって光学シグナルを生成する。アレイ中
での色素生産性生成物の存在は、分析物および捕獲成分および酵素基質（および一部の場
合においては二次結合リガンド）の相互作用に基づいて、分析物の光度および／または濃
度についての情報を提供することができる。
【０１０１】
　本発明の一態様において、酵素基質を添加した後で、マイクロウェルを密封する。すな
わち、密封成分を基材の面と接触させることにより、各々のマイクロウェルを流動体に関
して分離し、その内容物を密封する。「密封成分」とは、本明細書において使用される場
合、アレイ基材の全表面を覆うために充分に大きく、各々の密封容器の内容物が容器から
漏出することができないように各々の反応容器が密封されるかまたは分離されるようにア
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レイ基材表面と接触することができる、任意の材料またはデバイスとして定義される。一
態様によれば、密封成分は、シリコーンエラストマーのガスケットであって、基材の全体
にわたって均一な圧力を伴って基材に対して配置される。各々のマイクロウェル中に内容
物を密封することにより、酵素反応がマイクロウェル中で進行することができ、それによ
って検出可能な量の色素生産性生成物を生成し、それがマイクロウェル中に検出の目的の
ために残留することができる。すなわち、酵素は、基質を色素生産性生成物に変換し、こ
れが各々の密封された容器中で局所的に高い濃度に蓄積し、検出可能な色素生産性シグナ
ルを生じる。
【０１０２】
　一態様によれば、本発明は、密封成分を適用する機械的なプラットフォームを備えた顕
微鏡システムを提供する。プラットフォームは、顕微鏡のステージの下で、顕微鏡システ
ム上に配置される。アッセイ成分を各々のウェルに添加した後で、密封成分を、機械的プ
ラットフォームにより適用される均一な圧力を用いて、扁平表面（例えば、顕微鏡スライ
ドグラス）とアレイ基材との間にサンドウィッチする。
【０１０３】
　アッセイは、当業者に理解されるように、多様な実験条件下において行うことができる
。多様な他の試薬をスクリーニングアッセイにおいて含めることができる。これらは、塩
、中性タンパク質、例えばアルブミン、洗剤などの試薬を含み、これらは、至適なタンパ
ク質－タンパク質結合を促進するため、および／または非特異的もしくはバックグラウン
ドの相互作用を低減するために用いることができる。また、その他にアッセイの効率を改
善する試薬、例えばプロテアーゼ阻害剤、ヌクレアーゼ阻害剤、抗菌剤などを用いてもよ
い。成分の混合物は、必要な結合を提供する任意の順序で添加することができる。当該分
野において公知であるように、多様なブロッキングおよび洗浄の工程を利用することがで
きる。
【０１０４】
　光学サインの活性または変化を示すマイクロウェルを、従来の光列（optical train）
および光学検出システムにより同定することができる。用いられる特定の色素生産性酵素
基質およびそれらの色素生産性生成物が作動する波長に依存して、特定の波長のために設
計された光学フィルターを、マイクロウェルの光学調査のために用いることができる。好
ましい態様において、本発明のシステムまたはアレイは、基材としての光ファイバー束ま
たは光ファイバーアレイと組み合わせて使用される。
【０１０５】
　一態様によれば、本発明のアレイは、その全体が本明細書において参考として援用され
る米国特許出願第09/816,651号において記載されるシステムのような光学検出システムと
組み合わせて用いてもよい。例えば、一態様によれば、本発明のアレイは、光ファイバー
の集合の遠位端であって、被覆ファイバーから構成される光ファイバー束を含み、したが
って、光はファイバー間で混じらない。09/816,651出願において示されるように、束の近
位端は、ｚ－翻訳ステージおよびｘ－ｙマイクロポジショナーにより受容される。
【０１０６】
　米国特許出願第09/816,651号の光学検出システムは、以下のように作動する。束の遠位
端から戻る光は、倍率交換装置（magnification changer）へのアタッチメントを通過し
、該アタッチメントは、ファイバーの近位または遠位端のイメージのサイズの調整を可能
にする。倍率交換装置を通過する光は、次いで、シャッター（shutter）され、第２のホ
イールによりフィルターされる。光は、次いで、電荷結合素子（ＣＣＤ）カメラでイメー
ジ化される。コンピューターがイメージングを処理するソフトウェアを実行し、ＣＣＤカ
メラからの情報を処理し、また、可能であれば第１および第２のシャッターおよびフィル
ターのホイールを制御する。
【０１０７】
　本発明のアレイまたはシステムは、多様な適合する方法を用いて、光ファイバー束の遠
位端に取り付けることができる。各々の光ファイバー束の中心にウェルを形成する。した
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がって、束の各々の光ファイバーが、そのファイバーの遠位端の中心に形成された単一の
マイクロウェルからの光を運搬する。この特徴は、個々のマイクロウェルの光学サインの
調査を可能とし、各々のマイクロウェル中の反応を同定するために必要である。したがっ
て、束の末端をＣＣＤアレイ上にイメージングすることにより、マイクロウェルの光学サ
インを個々に調査することができる。
【０１０８】
Ａ．検出
　本発明の一局面において、本発明のアレイは、サンプル中の標的分析物の存在を検出す
るために用いることができる。より具体的には、本発明は、酵素反応の生成物を標的分析
物の存在の指標として検出するための方法を提供する。
【０１０９】
　検出の方法は、直接的であっても間接的であってもよい。標的分析物が酵素である場合
、分析物は、直接的な検出の方法によって同定される。あるいは、標的分析物が酵素では
なく、したがって、色素生産性酵素の基質の存在下において色素生産性生成物を生成し得
ない場合、分析物は、間接的な検出の方法によって同定される。
【０１１０】
　直接的な検出の方法は、酵素である標的分析物に関し、以下のように進行する。第１に
、目的のサンプルとアレイとを、上記でより詳細に記載したように、好適な条件下におい
て接触させる。その後、色素生産性酵素の基質を添加する。
【０１１１】
　任意の所与のマイクロウェル中の標的分析物の存在または不在を、次いで、光学的調査
により検出する。すなわち、色素生産性生成物の生成によって引き起こされる光学的シグ
ナルのあらゆる変化が検出される。標的分析物を含有する任意のマイクロウェル中で、分
析物は、何らかの方法で基質を修飾するかまたは基質に作用し、それにより色素生産性生
成物の放出をもたらし、該マイクロウェルからの光学シグナルの変化を生じる。次いで、
色素生産性反応生成物を、光学的に検出する。
【０１１２】
　本発明の一態様において、上記のように、酵素の基質を添加した後でマイクロウェルを
密封する。
【０１１３】
　間接的な検出の方法は、酵素特性を有さない標的分析物に関する。本発明と共に用いる
ことができる２つの間接的方法は、「サンドウィッチ」アッセイおよび「競合的」アッセ
イである。
【０１１４】
　サンドウィッチアッセイは、図２に示すように行うことができる。第１に、目的のサン
プルとアレイ１０とを、図２ａに示すように、および上記により詳細に記載するように接
触させる。好適な条件下において、サンプル中に存在する標的分析物１２は、図２ｂに示
すように、マイクロウェル１４中の捕獲成分１６によって捕獲される。一態様によれば、
次いで洗浄の工程を行う。
【０１１５】
　次いで、図２ｃに示すように、溶液結合リガンド１８（また、本明細書において「二次
結合リガンド」として言及される）をアレイ１０に添加する。溶液結合リガンド１８は、
標的分析物１２に結合する点において捕獲成分１６と類似する。溶液結合リガンド１８は
、捕獲結合リガンド１６と同一であっても異なっていてもよい。捕獲された標的分析物１
２に対する溶液結合リガンド１８の結合は、ある種の「サンドウィッチ」を形成する。標
的分析物が不在の場合、溶液結合リガンド１８は洗い流される。
【０１１６】
　溶液結合リガンド１８は、結合成分２２および酵素標識２４の２つの成分を有する。結
合成分２２は、溶液結合リガンド１８の標的分析物１２に結合する部分である。典型的に
は、溶液結合リガンド１８は、標的分析物１２の、捕獲成分１６とは異なる部分に結合す
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る。なぜならば、捕獲成分１６と溶液結合リガンド１８との両方が同一の部分に結合する
場合、溶液結合リガンド１８は、捕獲された標的分析物１２には結合することができない
からである。したがって、選択された二次結合リガンド１８は、標的分析物１２が捕獲成
分１６を介してマイクロウェル１４に結合したままで、標的分析物１２に結合することが
できる。
【０１１７】
　酵素標識２４は、溶液結合リガンド１８の酵素活性を奏する部分である。一態様によれ
ば、酵素標識２４は、溶液結合リガンド１８に付加された酵素である。
【０１１８】
　その後、色素生産性酵素基質が添加される。
【０１１９】
　本発明の一態様において、上記のように酵素基質が添加された後でマイクロウェルを密
封する。
【０１２０】
　次いで、任意の所与のマイクロウェル中の標的分析物の存在または不在を、光学的調査
によって検出する。すなわち、色素生産性生成物の生成によって引き起こされる光学的シ
グナルのあらゆる変化が検出される。標的分析物および二次結合リガンドを含有する任意
のマイクロウェル中で、二次結合リガンドに会合した酵素は、何らかの方法で基質を修飾
するかまたは基質に作用し、それにより色素生産性生成物を生成し、該マイクロウェルか
らの光学シグナルの変化を生じる。次いで、生成物を光学的に検出する。
【０１２１】
　競合的アッセイは以下のように作用する。第１に、標識された分子を本発明のアレイに
添加する。ここで、標識は、酵素または酵素成分である。この態様において、選択された
標識分子は、標識分子のアレイへの添加がマイクロウェル中の捕獲成分への標識分子の結
合をもたらすように、捕獲成分に結合する。
【０１２２】
　次いで、目的のサンプルとアレイとを、上でより詳細に記載したように接触させる。ア
レイ中の標的分析物の存在は、標識された分子の移動（displacement）、および分析物の
捕獲成分への結合を引き起こす。移動は、以下の理由により起こる：この態様において、
選択された捕獲成分は、標識された分子または標的分析物のいずれかに結合することがで
き、したがって、競合的結合状態をもたらす。その結果、標識された分子がマイクロウェ
ル中で捕獲成分に結合しており、標的分析物が添加される場合、標的分析物は、好適な条
件下において標識された分子を移動する。
【０１２３】
　一態様によれば、次いで、あらゆる非結合の標識された分子をアレイから除去するため
に、洗浄の工程を行う。
【０１２４】
　その後、色素生産性酵素基質を添加する。そして、上記のように、本発明の一局面によ
れば、酵素基質を添加した後でマイクロウェルを密封する。あるいは、マイクロウェルを
密封しない。
【０１２５】
　次いで、任意の所与のマイクロウェル中の標的分析物の存在または不在は、光学的調査
により検出することができる。しかし、上記の光学的調査とは異なり、この調査において
は、色素生産性生成物を欠いていることが、マイクロウェル中の標的分析物の存在を示す
。標的分析物を含有する任意のマイクロウェルにおいて酵素活性はおこらず、該マイクロ
ウェルからの光学的シグナルの変化は起こらない。対照的に、標識された分子が未だ存在
する任意のマイクロウェルにおいて、光学的シグナルが検出される。
【０１２６】
　競合的アッセイの態様の代替的バージョンにおいて、標識された分子および目的のサン
プルの両方をアレイに同時に決まった容積で添加する。このバージョンにおいて、標的分
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析物および標識された分子は、捕獲成分の結合部位について直接的に競合する。
【０１２７】
Ｉ．同一の標的分析物に対する同一の捕獲成分の亜集団
　１つの検出の態様によれば、センサー冗長性（sensor redundancy）が用いられる。こ
の態様において、「亜集団」として言及される同一の捕獲成分を含む複数の反応容器が用
いられる。すなわち、各々の亜集団は、アレイのマイクロウェル中に存在する複数の同一
の捕獲成分を含む。さらに、一態様によれば、各々の亜集団は、同一の捕獲成分を含む複
数のマイクロウェルを含む。所与のアレイについて多数の同一の捕獲成分を用いることに
より、各々のマイクロウェルからの光学シグナルを、亜集団について組み合わせることが
でき、以下に概説するように、任意の数の統計学的分析を行うことができる。このことは
、多様な理由のために行い得る。
【０１２８】
　例えば、時間により変化する測定において、冗長性により、システムのノイズを著しく
低減することができる。時間に基づかない測定については、冗長性により、データの信頼
度を著しく高めることができる。
【０１２９】
　亜集団の数は、一態様によれば、２から、任意の公知のアレイの限界および異なる捕獲
成分の数を前提として、可能な任意の亜集団の数までの範囲であってよい。あるいは、数
は、約２～約１０の範囲であってよい。さらなる代替において、数は、約２～約５の範囲
であってよい。
【０１３０】
　一態様において、複数の異なる捕獲成分が用いられる。当業者に理解されるように、亜
集団中の同一の捕獲成分の数は、センサーアレイの用途および使用に伴い変化する。一般
に、２～数千個のいくつの同一の捕獲成分を所与の亜集団において用いてもよく、２～１
００個が好ましく、２～５０個が特に好ましく、５～２０個がことさら好ましい。一般に
、予備の結果は、亜集団中のおよそ１０個の同一の捕獲成分が充分な利点をもたらすが、
一部の用途については、より多くの同一の捕獲成分を用いることができる。
【０１３１】
　一旦得られると、各々の亜集団内の（すなわち、同一の捕獲成分を有する）複数のマイ
クロウェルからの光学応答シグナルを、基線の調節、平均化、標準偏差分析、分布および
クラスター分析、信頼区間分析、平均値試験などを含む多様な方法において、操作して分
析することができる。
【０１３２】
２．同一の標的分析物に対する複数の異なる捕獲成分
　センサー冗長性に加えて、一態様による本発明のアレイは、単一の標的分析物に指向す
るが同一ではない複数の捕獲成分を利用する。この態様は、１より多くの異なる捕獲成分
を各々のマイクロウェル中に、または、異なるマイクロウェル中に異なる捕獲成分を、提
供する。一例において、単一の２または３以上の捕獲成分が結合することができる標的分
析物を提供することができる。このことにより、非特異的結合相互作用が統計学的に最少
化されるので、信頼のレベルが高まる。この態様において、タンパク質性標的分析物を評
価する場合、好ましい態様は、標的の異なる部分に結合する捕獲成分を利用する。例えば
、同一の標的タンパク質の異なる部分に対する２または３以上の抗体（または抗体フラグ
メント）を捕獲成分として使用し、好ましい態様は、異なるエピトープに対する抗体を利
用する。
【０１３３】
　同様に、核酸標的分析物を評価する場合、余剰の核酸プローブは、オーバーラップして
いるか、隣接しているか、または空間的に分離している。しかしながら、２つのプローブ
が単一の結合部位について競合しないことが好ましく、したがって、隣接しているか分離
しているプローブが好ましい。
【０１３４】
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　この態様において、複数の異なる捕獲成分を用いてもよく、約２～約２０が好ましく、
約２～約１０が特に好ましく、および２～約５がことさらに好ましく、これは、２、３、
４または５を含む。しかしながら、上記のように、用途に依存して、より多くを用いても
よい。
【０１３５】
３．複数の標的分析物に対する複数の異なる捕獲成分
　別の態様によれば、本発明のアレイは、複数の標的分析物に指向された複数の異なる捕
獲成分を利用する。この態様は、各々のマイクロウェル中に１より多くの異なる捕獲成分
、または異なるマイクロウェル中に異なる捕獲成分を含む。一例において、同一のマイク
ロウェルまたは異なるマイクロウェル中の２または３以上の捕獲成分が結合することがで
きる、２または３以上の標的分析物を提供してもよい。
【０１３６】
　この態様において、１以上の標的分析を同定することができる。例えば、各々の異なる
分析物が異なる酵素であるかまたは酵素表面分子などの異なる酵素成分を有する限り、２
または３以上の標的分析物を同定することができる。一態様において、標的分析物は、複
数の酵素基質を用いて同定され、ここで、各々の基質は、好適な酵素との相互作用の際に
異なる色を生じる。したがって、各々の標的分析物は、基質との反応により生じた色に基
づいて区別することができる。代替的態様において、標的分析物は、各々が同一の色を生
じる複数の基質を用いて同定される。したがって、各々の標的分析物は、連続的に基質を
添加することによって区別することができる。
【０１３７】
　この態様において、複数の異なる捕獲成分を用いることができ、約２～約２０が好まし
く、約２～約１０が特に好ましく、および２～約５がことさらに好ましく、これは、２、
３、４または５を含む。しかしながら、上記のように、用途に依存して、より多くを用い
てもよい。
　異なる標的分析物に指向された捕獲成分亜集団および同一の標的分析物に指向された複
数の捕獲成分を含む上記の異なるアッセイの構成の各々はまた、以下に記載する定量のた
めに利用してもよいことに注意されたい。
【０１３８】
Ｂ．定量
　本発明の一態様によれば、本発明は、サンプル中の標的分析物の検出のために用いるの
みならず、またサンプル中の標的分析物の定量のために用いることもできる。すなわち、
標的分析物を含有する反応容器のパーセンテージと、サンプル中の標的分析物の濃度との
間に、相関関係が存在する。したがって、本発明の定量方法により、標的分析物を捕獲し
たマイクロウェルのパーセンテージに基づき、サンプル中の標的分析物の量の計算が可能
となる。
【０１３９】
　理論に拘束されることなく、定量方法は、使用される反応容器の数および用量が、この
技術により決定することができる濃度の動的範囲を支配するという事実によって、部分的
に駆動される。すなわち、本発明のアレイ中の反応容器の数および容積に基づき、溶液中
の標的分析物の濃度の範囲の概算を行うことができ、これにより、本発明の方法を用いて
濃度を決定することができる。
【０１４０】
　例えば、例２において開示されるアレイは、各々が４６ｆＬの容積を有する反応容器を
備え、３．６×１０－１１Ｍの濃度を有するβ－ガラクトシダーゼの溶液は、平均して、
１容器あたり１酵素分子を得る。しかしながら、標的分析物濃度を有する溶液を、反応容
器のアレイ中に好適な範囲で分配することは、正確に１容器あたり１酵素分子の分配をも
たらすものではないことが重要である。統計学的には、一部の容器は複数の分子を有し、
他の容器はゼロ個の分子を有する。１容器あたりの酵素分子の数が多い場合、データをガ
ウス分布にフィットさせることができる。酵素分子の反応容器に対する比がゼロに近づく
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につれ、ポワソン分布が適用される。この極限分布を用いて、多数の試行において起こる
稀な事象の確率を計算することができる。例えば、ポワソン統計に基づき、３．６×１０
－１１Ｍの濃度について、１容器あたりゼロ～５の間の酵素分子が観察され、最もあり得
る値は、ゼロおよび１である。
【０１４１】
　方程式１は、予測される１試行あたりの事象の平均数μに基づいてｖ事象を観察する確
率を決定するために用いることができる。
　　　　　　　　方程式１：　Ｐμ（ｖ）＝ｅ－μ（μｖ／ｖ！）
【０１４２】
　用いられる濃度が３．６×１０－１１Ｍよりはるかに低い場合、予測される平均は、例
外的に低くなり、分布は狭まり、１試行あたり０または１の事象以外を観察する確率は、
全ての実験ケースにおいて起こり得ない。これらの低い濃度では、活性な反応容器のパー
センテージとバルク酵素濃度との間の関係は、ほぼ直線的である。したがって、この知見
に基づき、本明細書において記載されるような単純なデジタル読み出しシステムによって
サンプル中の標的分析物の濃度を決定するために、本発明のアレイを用いることができる
。
【０１４３】
　一態様によれば、本発明の定量方法は、以下のように行うことができる。方法は、第１
に上記のいずれかの検出方法によりマイクロウェルのアレイ中の標的分析物を検出するこ
とを含む、デジタル読み出しシステム（また、「バイナリ読み出しシステム」としても言
及される）である。次いで、応容器の数を計数し、反応容器の全数のパーセンテージを計
算する。すなわち、高密度の反応容器のアレイと組み合わせての応（yes）または否（no
）応答の利用により、β－ガラクトシダーゼのバルク濃度のデジタル読み出しを可能とす
る。この読み出しは、活性な酵素分子を含有する容器をアレイにわたって計数することに
より達成され、結果として生じる「活性なアレイ」のパーセンテージは、酵素濃度に相関
する。本発明のアレイにおいては同時に多数の容器が調査されることを前提として、多数
のウェルが低い比においても統計学的に有意なシグナルを提供するので、酵素分子の反応
容器に対する比は、１：５００まで低くてもよい。
【０１４４】
　理論に限定されることなく、本発明の定量方法は、受容可能な解像度で見ることができ
る個々の反応容器の数によってのみ限定されると考えられる。したがって、より高い密度
のＣＣＤチップを用いて調査される容器の数を拡大することにより、より低い標的濃度で
発光する小数の活性なウェルの統計により下限が定義されるので、検出の限界を低くする
。一方、動的範囲の上限は、バイナリ読み出しからのウェル間の偏差によって制御される
。標的濃度が高くなるにつれ、ガウス分布が標的分子結合のより好ましい近似値となり、
バイナリ読み出しは失われる。より高い濃度の標的は、各々のウェルを占有する多数の酵
素分子の広い分布をもたらし、したがって、活性なウェルのパーセンテージの非直線的増
大への移行をもたらす。
【０１４５】
　この技術の制限は、動的範囲の閾値の上下で見出される。濃度が動的範囲の下限より下
となると、酵素分子の数が少なすぎ、充分な占有されたウェルを観察することができず、
したがって、統計学的に有意な数のウェルが酵素分子により占有されることを確実にする
ために、ウェルの数を増やさなければならない。極めて希釈された濃度についての結果は
、活性を示すと予測される反応容器の数が非常に少ないことに起因して、それらに関連す
る大きな相対的誤差を有する。予測されるポワソン値からのわずかな偏差が、この場合、
大きな誤差を生じる。反応容器の１００％が少なくとも１個の酵素分子を含有する場合に
、この技術に対する究極的な上限が生じる。この限界において、高い酵素濃度の２つの溶
液の間の区別は不可能である。活性な容器のパーセンテージが１００％に近づくにつれ、
濃度と活性な容器のパーセンテージとの間の直線性が失われる。この状況は、正規分布が
次第により好ましい結果の近似値となるにつれて、分布の広がりをもたらす。
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【０１４６】
　本発明の一局面において、アレイはまた、酵素動態を分析するために用いることができ
る。「酵素動態」とは、本明細書において使用される場合、酵素により制御される反応の
速度の研究を指す。低い基質濃度における酵素反応の速度は、基質濃度に対して比例的で
ある（「酵素依存的」である）ことが、酵素動態の分野において理解される。このことは
、第１の規則として言及される。さらに、高い基質濃度における反応の速度は、最大速度
に達し、反応が飽和しているので、基質濃度に依存しないことが理解される。したがって
、反応速度を基質濃度の関数としてプロットすると、線は、初期には基質が増加すると共
に直線的に増大し、次いで基質濃度が飽和に近づくにつれて水平化し始める。
【０１４７】
　したがって、一態様によれば、本発明のシステムおよびアレイを用いて、任意の特定の
酵素の動態を研究することができる。反応速度は、酵素によって、例えば、アロステリッ
ク阻害により引き起こされる反応の阻害を含む多様な理由により変化する。本発明のアレ
イにより、これらの変化する動態学的特性の研究が可能となる。
【０１４８】
　一態様によれば、動態は以下の様式において試験される。標的分析物を捕獲成分に結合
させ、基質を添加し、反応容器を密封する。有限の量の基質が反応容器中に存在し、容器
の密封によってさらなる基質は添加され得ないことを前提として、経時的に検出される色
素生産性生成物の量に基づいて、反応速度を決定することができる。
【０１４９】
Ｃ，シグナルおよび感受性の増大
　本発明の一態様は、上記の単一分子の検出および定量の多様な態様についてシグナルお
よび感受性を増大させるために、生体分子、および好ましくは複数の生体分子（例えばオ
リゴヌクレオチド）、に付着した金属または半導体のナノ粒子を企図する。一態様におい
て、生体分子（例えばオリゴヌクレオチド）は、ナノ粒子に付着していない末端において
蛍光分子で標識される。本発明は、ナノ粒子の型またはアッセイにおける１つのみの型の
ナノ粒子の使用に限定されることを意図しない。一部の態様において、２または３以上の
異なる型またはサイズのナノ粒子が用られる。例えば、異なるサイズ（例えば、直径５０
ｎｍおよび１００ｎｍ）の金ナノ粒子は、異なる色の光を分散し（それらの異なる表面プ
ラズモン共鳴に起因する）、これらは、同一のアレイにハイブリダイズされた異なるＤＮ
Ａ標的を標識するために用いることができる。
【０１５０】
　本発明の実施において有用なナノ粒子として、金属（例えば、金、銀、銅およびプラチ
ナ）、半導体（例えば、CdSe、CdS、およびCdS、またはZnSでコートされたCdSe）、なら
びに磁性体（例えば、フェロマグネタイト（ferromagnetite））のコロイド材料が挙げら
れる。金属、半導体および磁性体のナノ粒子を製造する方法は、当該分野において周知で
ある。例えば、Schmid, G. (ed.) Clusters and Colloids (VCH, Weinheim, 1994); Haya
t, M. A. (ed.) Colloidal. Gold: Principles, Methods, and Applications (Academic 
Press, San Diego, 1991); Massart, R., IEEE Taransactions On Magnetics, 17, 1247 
(1981); Ahmadi, T. S. et al., Science, 272, 1924 (1996); Henglein, A. et al., J.
 Phys. Chem., 99, 14129 (1995); Curtis, A. C, et al., Angew. Chem. Int. Ed. Engl
., '27, 1530 (1988)を参照。本発明の実施において有用な他のナノ粒子として、ZnS、Zn
O、TiO2、AgI、AgBr、HgI2、PbS、PbSe、ZnTe、CdTe、In2S3、In2Se3、Cd3P2、Cd3As2、I
nAsおよびGaAsが挙げられる。例えば、Weller, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 32, 41 (
1993); Henglein, Top. Curr. Chem., 143, 113 (1988); Henglein, Chem. Rev., 89, 18
61 (1989); Brus, Appl. Phys. A., 53, 465 (1991); Bahncmann, in Photochemical Con
version and Storage of Solar Energy (eds. Pelizetti and Schiavello 1991), page 2
51; Wang and Herron, J. Phys. Chem., 95, 525 (1991); Olshavsky et al., J. Am. Ch
em. Soc, 112, 9438 (1990); Ushida et al., J. Phys. Chem., 95, 5382 (1992)を参照
。好適な金ナノ粒子はまた、例えばTed Pella, Inc., Amersham CorporationおよびNanop
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robes, Inc.から市販されている。
【０１５１】
　ナノ粒子の成長を制御するための方法が存在する。Mirkinらに対する米国特許第7,033,
415号（本明細書により参考として援用される）は、三角形のナノプリズムの融合を伴う
、銀ナノ構造のための新規の型のプラズモン駆動成長機構を記載する。この機構は、プラ
ズモン励起により駆動され、協調性が高く、二峰性の粒子サイズ分布を生じる。これらの
方法において、成長プロセスは、二峰性分布および単峰性分布の間で、ナノ粒子の二光束
照射を用いて選択的に切り替えることができる。ナノ構造の成長に対するこの型の協調的
な光制御により、３０～１２０ｎｍの範囲において予め選択された接線の長さを有する単
分散のナノプリズムの合成が、単純に一方の光束を二峰性成長をオフにするために使用し
、他方（４５０～７００ｎｍの範囲で変化する）を粒子サイズを制御するために使用する
ことにより可能となる。多様なサイズが企図されるが、ナノ粒子のサイズは、好ましくは
約５ｎｍ～約１５０ｎｍ（平均直径）、より好ましくは約５ｎｍ～約５０ｎｍ、最も好ま
しくは約１０ｎｍ～約３０ｎｍである。ナノ粒子はまた、ロッドでもよい。
【０１５２】
　本発明において核酸を検出する上で使用するために好ましいのは、金ナノ粒子である。
米国特許第7,169,556号（本明細書により参考として援用される）を参照のこと。金コロ
イド粒子は、その美しい色を生じる帯域について高い減衰係数を有する。これらの強い色
は、粒子サイズ、濃度、粒子間距離、ならびに凝集の程度および凝集物の形状（構造）に
より変化し、これらの材料を比色アッセイのために特に魅力的にしている。例えば、ナノ
粒子に付着したオリゴヌクレオチドとオリゴヌクレオチドおよび核酸とのハイブリダイゼ
ーションは、裸眼で可視し得る迅速な色の変化をもたらす。
【０１５３】
　金ナノ粒子はまた、本発明において、上記で述べた同じ理由のために、ならびに、それ
らの安定性、電子顕微鏡によるイメージングの容易性、およびよく特徴付けられたチオー
ル官能基による修飾に起因して、ナノファブリケーションにおける使用のために好ましい
。ナノファブリケーションにおける使用のためにまた好ましいのは、半導体ナノ粒子であ
り、これは、その特有の電気的特性および発光性特徴のためである。
【０１５４】
　あるいは、一態様において、本発明は、イメージング剤および／またはコード化剤（す
なわち、アレイに導入された化合物（生体分子を含む）の検出および／または同定を可能
とする剤）として、ならびに、アレイの位置においてそれら自体が移動される物質として
、ナノ結晶の使用を企図する。一部の態様において、アレイ中での単一分子の検出は、ナ
ノ結晶の使用により増強される。一態様において、ナノ結晶は、標的分析物に付着または
結合する。別の態様において、ナノ結晶は結合パートナーに付着し、結合パートナーは次
いで標的分析物に結合する。さらなる態様において、ナノ結晶は、阻害剤、基質、または
他のリガンドに付着する。他の態様において、ナノ結晶は、光ファイバー検知技術ととも
に用いられる。本発明の一部の態様において、イメージングモジュールは、生体分子にカ
ップリングされた硫化亜鉛によりキャッピングされたセレン化カドミウム（Sooklal, Adv
. Mater., 10:1083 (1998)）などの量子ドットの表面修飾（例えば、Chan and Nie, Scie
nce 281 :2016 (1998)を参照）を含む。
【０１５５】
　用語「半導体ナノ結晶」、「量子ドット」、および「Qdot（登録商標）ナノ結晶」は、
本明細書において交換可能に用いられ、直径約１ｎｍ～約１０００ｎｍまたはその間の任
意の整数または整数の分数、好ましくは約２ｎｍ～約５０ｎｍまたはその間の任意の整数
または整数の分数、より好ましくは約２ｎｍ～約２０ｎｍ（約２、３、４、５、６、７、
８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９または２０ｎｍ
など）の無機結晶を指す。半導体ナノ結晶は、励起により電磁放射を放出することができ
（すなわち、半導体ナノ結晶は発光性であり）、１または２以上の第１の半導体材料の「
コア」を含み、第２の半導体材料の「シェル（shell）」によって囲まれていてもよい。
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半導体シェルに囲まれた半導体ナノ結晶のコアは、「コア／シェル」半導体ナノ結晶とし
て言及される。囲んでいる「シェル」の材料は、好ましくは、コア材料のバンドギャップ
エネルギーより大きいバンドギャップエネルギーを有し、「コア」基材のものに近い原子
スペーシング（atomic spacing）を有するように選択される。コアおよび／またはシェル
は、グループＩＩ～ＶＩ（ZnS、ZnSe、ZnTe、CdS、CdSe、CdTe、HgS、HgSe、HgTe、MgS、
MgSe、MgTe、CaS、CaSe、CaTe、SrS、SrSe、SrTe、BaS、BaSe、BaTeなど）、およびＩＩ
Ｉ～Ｖ（GaN、GaP、GaAs、GaSb、InN、InP、InAs、InSb5など）、およびＩＶ（Ge、Siな
ど）の材料、ならびにこれらの合金または混合物を含む半導体材料であってよいが、これ
らに限定されない。
【０１５６】
　半導体ナノ結晶は、必要に応じて、有機キャッピング剤の「コート」により囲まれる。
有機キャッピング剤は、任意の多数の材料であり得るが、半導体ナノ結晶表面に対するア
フィニティーを有する。一般に、キャッピング剤は、単離された有機分子、ポリマー（ま
たはポリマー化反応のためのモノマー）、無機複合体、および広範囲の結晶構造であり得
る。コートは、可溶性、例えば、コートされた半導体ナノ結晶を選択された溶媒中に均質
に分散させる能力、官能性、結合特性などを担持させるために用いられる。例えば、結合
特性は、ナノ結晶（単数または複数）が選択された標的分析物に結合するように導入する
ことができる。さらに、コートは、半導体ナノ結晶の光学特性を仕立てるために用いても
よい。キャッピングされた半導体ナノ結晶を製造するための方法は、本明細書により参考
として援用される米国特許第6,274,323号において議論される。
【０１５７】
　なお他の態様において、アレイ内での単一の分子の検出は、デンドリマーの使用により
増強される。一態様において、デンドリマーは、結合パートナーに付着し、結合パートナ
ーは次いで標的分析物に結合する。さらなる態様において、デンドリマーは、阻害剤、基
質、または他のリガンドに付着する。他の態様において、デンドリマーは、光ファイバー
検知技術とともに用いられる（例えば、Yeら、米国特許出願第20040131322号、PCT出願第
WO/2004057386号、およびThomasら、Biophysical Journal, 86(6), 3959 (2004)を参照。
これらの各々はその全体が本明細書において参考として援用される）。
【０１５８】
　デンドリマー性ポリマーは、詳しく記載されている（その全体が本明細書において参考
として援用されるTomalia, Advanced Materials 6:529 (1994); Angew, Chem. Int. Ed. 
Engl., 29:138 (1990)を参照）。デンドリマー性ポリマーは、典型的には直径１～２０ナ
ノメートルの範囲の規定の球状構造として合成される。分子量および末端の基の数は、ポ
リマーの世代（generation）（層の数）の関数として指数関数的に増大する。ポリマー化
のプロセスを開始させるコア構造を基として、異なる型のデンドリマーを合成することが
できる。
【０１５９】
　デンドリマーのコア構造は、全体的形状、密度および表面官能性などのいくつかの分子
の特徴を決定する（Tomalia et al., Chem. Int. Ed. Engl., 29:5305 (1990)）。球状の
デンドリマーは、アンモニアを三価のイニシエーターコアとして、またはエチレンジアミ
ン（ＥＤＡ）を四価のイニシエーターコアとして有することができる。近年に記載された
ロッド形状のデンドリマー（Yin et al., J. Am. Chem. Soc, 120:2678 (1998)）は、多
様な長さのポリエチレン－イミンの直線状コアを使用する。コアが長いほど、ロッドが長
い。樹状巨大分子は、キログラムの量で市販されており、バイオテクノロジーの用途のた
めの現行の適性製造基準（good manufacturing processes：GMP）下で製造することがで
きる。
【０１６０】
　デンドリマーは、エレクトロスプレー－イオン化質量分析法、１３Ｃ核磁気共鳴分光法
、１Ｈ核磁気共鳴分光法、高速液体クロマトグラフィー、多角レーザー光拡散によるサイ
ズ排除クロマトグラフィー、紫外線分光分析法、キャピラリー電気泳動およびゲル電気泳
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動を含む多数の技術により特徴付けることができるが、これらに限定されない。これらの
試験は、ポリマー集団の均質性を確認し、GMP適用のためのデンドリマー製造の品質コン
トロールのために重要である。
【０１６１】
　多数の米国特許は、デンドリマーを製造するための方法および組成を記載する。本発明
において有用であり得るいくつかのデンドリマー組成の説明を提供するために、これらの
特許の一部の例を以下に挙げるが、これらは説明としての例にすぎず、本発明において多
数の他の類似のデンドリマー組成を用いることができることが理解されるべきである。
【０１６２】
　米国特許第4,507,466号、米国特許第4,558,120号、米国特許第4,568,737号、および米
国特許第4,587,329号（これらの各々は、本明細書により参考として援用される）は、そ
れぞれ、従来の星形高分子より末端の密度が高い高密度星形高分子（dense star polymer
）を製造する方法を記載する。これらの高分子は、従来の星形高分子、すなわち、第３世
代高密度星形高分子よりも高い／より均一な反応性を有する。これらの特許は、さらに、
アミドアミンデンドリマーの性質およびデンドリマーの３次元分子直径を記載する。
【０１６３】
　米国特許第4,631,337号は、加水分解に安定な高分子を記載する。米国特許第4,694,064
号は、ロッド形状のデンドリマーを記載する。米国特許第4,713,975号は、高密度星形高
分子、ならびに、ウイルス、細菌および酵素を含むタンパク質の表面を特徴付けるための
それらの使用を記載する。架橋された高密度星形高分子は、米国特許第4,737,550号にお
いて記載される。米国特許第4,857,599号および米国特許第4,871,779号は、イオン交換樹
脂、キレート化樹脂として有用な固定されたコア上の高密度星形高分子、およびかかる高
分子を製造する方法を記載する。これらの特許の各々は、本明細書により参考として援用
される。
【０１６４】
　米国特許第5,338,532号（本明細書により参考として援用される）は、医薬または他の
材料と関連して、デンドリマーのスターバースト複合体を指向する。この特許は、単位ポ
リマーあたり高濃度で担持される材料の送達、制御送達、ターゲティングされた送達、な
らびに／または、複数の種、例えば薬物、抗生物質、一般的もしくは特異的なトキシン、
金属イオン、核種、シグナル発生物質、抗体、インターロイキン、ホルモン、インターフ
ェロン、ウイルス、ウイルスフラグメント、殺虫剤および抗菌剤などの送達の手段を提供
するための、デンドリマーの使用を記載する。
【０１６５】
　米国特許第6,471,968号（本明細書により参考として援用される）は、共有結合で架橋
された第１および第２のデンドリマーを含むデンドリマー複合体を記載し、第１のデンド
リマーは、第１の剤を含み、第２のデンドリマーは第２の剤を含み、第１のデンドリマー
は第２のデンドリマーとは異なり、第１の剤は第２の剤と異なる。
【０１６６】
　他の有用なデンドリマー型組成物は、米国特許第5,387,617号、米国特許第5,393,797お
よび米国特許第5,393,795号において記載され、ここで、高密度星形高分子は、疎水性の
外側のシェルを提供することができる疎水性基によりキャッピングすることにより修飾さ
れる。米国特許第5,527,524号は、抗体複合体中のアミノ末端デンドリマーの使用を開示
する。これらの特許の各々は、本明細書により参考として援用される。
【０１６７】
　金属イオンキャリアとしてのデンドリマーの使用は、米国特許第5,560,929号において
記載される。米国特許第5,773,527号は、コームバースト（comb-burst）構造を有する非
架橋の多分枝高分子およびかかる高分子を製造する方法を開示する。米国特許第5,631,32
9号は、分枝から保護されている第１の分枝高分子のセットを形成し；コアに接合し；第
１の分枝高分子のセットを脱保護し、次いで、分枝から保護されている第２の分枝高分子
のセットを形成し、第１の分枝高分子のセットを有するコアに接合することなどによる、
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高分子量の多分枝高分子を製造する方法を記載する。これらの特許の各々は、本明細書に
より参考として援用される。
【０１６８】
　米国特許第5,898,005号および米国特許第5,861,319号は、分析物の濃度を決定するため
の、特異的な免疫結合アッセイを記載する。米国特許第5,661,025号は、標的部位へのヌ
クレオチドの送達に役立つデンドリマーポリカチオンを含む、自己集合するポリヌクレオ
チド送達系の詳細を提供する。この特許は、ポリヌクレオチドを真核細胞中へインビトロ
で導入する方法を提供し、この方法は、細胞を、ポリヌクレオチドおよびポリヌクレオチ
ドに非共有結合的に結合するデンドリマーポリカチオンを含む組成物と接触させることを
含む。これらの特許の各々は、本明細書により参考として援用される。
【０１６９】
　インビトロでの診断用途における使用のためのデンドリマー－抗体複合体は、デンドリ
マー－抗体構築物の製造について、先に示されている（Singh et al., Clin. Chem., 40:
1845 (1994)）。デンドリマーはまた、蛍光色素または分子ビーコンと複合体化され、細
胞に入ることが示されている。これらは、次いで、細胞内の生理学的変化の評価のための
検知器具に適した様式において、細胞内で検出することができる（Baker et al., Anal. 
Chem. 69:990 (1997)）。最後に、分化したブロック共重合体としてデンドリマーが構築
され、ここで、分子の外側の部分は、酵素または光誘導触媒のいずれかにより分解されて
もよい（Urdea and Horn, Science 261:534 (1993)）。
【０１７０】
　一態様において、本発明は、イメージング剤、例えば、フルオロフォア（例えばフルオ
レセインイソチオシアネート）または量子ドットなどのイメージング剤が付着したデンド
リマーの使用を企図する。フルオレセインは、Molecular Probes, Inc.から市販されるイ
ソシアネート誘導体を介してデンドリマーの表面に容易に付着させられる。このように、
本発明は、単一分子検出を増強するために、多官能性デンドリマーを提供する。
【０１７１】
ＶＩ．本発明の例示的な用途
　本発明のシステムおよびアレイは多くの用途を有する。例えば、アレイは、基礎的な酵
素学的研究、ならびにデジタル濃度測定への適用を有する。さらに、アレイは、複数の異
なる酵素による研究を可能にし、タンパク質分子およびＤＮＡ標的に対する超低濃度検出
の限界を拡大する。反応容器の大きなアレイを同時にモニタリングする能力とともに、分
子酵素学を用いてバルク動的シグナルからの個々の酵素分子の動態（ＫｏｆｆおよびＫｏ

ｎ）を分けることができる。
【０１７２】
　別の用途は、例えば、細菌またはウイルスまたは両方の環境モニタリングである。特定
の細菌を含有する可能性がある環境サンプルを、本発明のアレイと接触させる。細菌を検
出するために、細菌細胞を溶菌し、細菌の酵素（または１より多くの酵素）を検出のため
にターゲティングする。一態様によれば、アレイに添加する前に細胞を溶菌する。あるい
は、アレイにおいて、細胞を捕獲し、検出の前に溶菌する工程が存在する。さらなる代替
において、細胞表面マーカーがターゲティングされる場合、溶菌は必要でない。例えば、
目的の細菌またはウイルスを、標的上の表面マーカーに対して特異的な抗体により捕獲し
、次いで、酵素により標識された、別の部位において標的に結合する抗体を添加すること
によるサンドウィッチ型アッセイによって、捕獲物を検出することができる。
【０１７３】
　別の用途は、例えば、遺伝子発現の測定に関する。上記の通り、一態様において、標的
分析物は細胞であり、これらは、いくつかの位置が単一の細胞を含有するように、アレイ
の位置に導入される。これは、遺伝子発現の測定における第１の工程であり、所望の場合
、表面タンパク質および分泌タンパク質を検出することにより、全細胞レベルで行うこと
ができる。あるいは、細胞を溶菌して、細胞からの転写物（または他の成分）に対応して
もよい。一態様において、各々の位置は、転写物を含有しない。一態様において、正常細
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胞と癌細胞とを比較する。一態様において、単一の細胞のレベルにおいて遺伝子発現を試
験することにより、細胞間の遺伝子発現の変化に対応する。
【０１７４】
　本明細書において開示される全ての引用文献は、その全体が本明細書において参考とし
て援用されることに注意されたい。
【０１７５】
　本発明を、本明細書において好ましい態様への言及により説明したが、当業者は、本発
明の精神および範囲から逸脱することなく、形式および詳細において変更を行ってもよい
ことを理解する。
【実施例】
【０１７６】
　　実施例１
　この例において、フェムトリットルサイズの反応容器のアレイにおける酵素シグナル増
幅を用いて、実際に可能であることを示す結合アッセイを行う。より具体的には、本発明
のビオチン化アレイを用いて溶液中の多様な量のストレプトアビジン－β－ガラクトシダ
ーゼ（ＳβＧ）を検出するために、多様なアッセイを行い、次いで、捕獲されたＳβＧ分
子を有するウェルの数とサンプル中のＳβＧの濃度との相関関係を試験する。
【０１７７】
　この例において、エッチングされた光ファイバーアレイを用いて、各々が特に官能化さ
れて酵素により標識された標的分子を捕獲することができるフェムトリットルサイズの反
応容器の集合を作製する。単一の酵素分子を、個々の反応容器に閉じこめ、陽性シグナル
を生じるために充分な数の蛍光生成物の生成を触媒する。低い標的分子濃度においては、
捕獲位置の一部しか標的分子に結合せず、高密度アレイからの標的の濃度のバイナリ読み
出しが可能となる。
【０１７８】
材料
　この例における反応容器のアレイを、４．５μｍの24,000個からなる研磨された１ｍｍ
の光ファイバーアレイの遠位面の酸エッチングを用いて作製する。コアファイバー材料は
シリカであり、各々のファイバーの周囲の被覆剤はゲルマニウムによりドーピングされた
シリカであり、これはより遅い速度で腐食する。４．５μｍのファイバーを、２．９μｍ
の深さまでエッチングし、各々が４６Ｌの容積を有する反応容器を作製する（図１ａを参
照）。
【０１７９】
　ファイバーを、第１に、コアおよび被覆表面の両方に結合するアミノプロピルシランに
より修飾した（図１ｂを参照）。被覆材へのビオチンの付着を防止するため、アミノ－シ
ラン化ファイバーを、１０秒間０．３μｍのラッピングフィルムで研磨し、これにより、
ファイバーアレイから最上部のアミノ－シラン化被覆層を取り除いた（図１ｃを参照）。
研磨の後で、ＮＨＳ－ビオチンをウェル表面上のアミノ基に付着させた（図１ｄを参照）
。
【０１８０】
　方法
　第１に、捕獲成分の有効性を試験した。基材のビオチン化の有効性を試験するために、
研磨されたファイバーおよび未研磨のファイバーの両方の表面上のビオチン基に、ストレ
プトアビジンAlexa Fluor 568（登録商標）を直接付着させ、その後、修飾された表面の
画像を得た（図３を参照）。図３は、（ａ）未研磨のビオチン修飾光ファイバーアレイお
よび（ｂ）研磨されたビオチン修飾光ファイバーアレイに結合しているストレプトアビジ
ンAlexa Fluor 568（登録商標）を示す。結合がマイクロウェル反応器の表面のみにおい
て起きた（ｂ）と比較した場合、画像（ａ）において観察されるように、ストレプトアビ
ジンの結合は、全ての表面において起きた。したがって、未研磨のファイバーは、被覆表
面を含むアレイ全体にわたって色素を示すが、研磨されたファイバーは、ウェル表面にお
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いてのみ局在した色素を示す。
【０１８１】
　アレイの修飾の後で、ビオチン化ファイバーアレイを、１時間室温で、多様な量のＳβ
Ｇを含有する１５０μＬのＰＢＳバッファー中でインキュベートした。インキュベーショ
ン時間の間に統計学的に１または０個の分子が各々のウェルに結合するように、ＳβＧの
濃度を選択した。次いで、未結合の標的を確実に除去するために、アレイをＰＢＳバッフ
ァー中で繰り返し洗浄した。
【０１８２】
　ＳβＧの結合のバイナリ読み出しのために、ファイバーアレイを、機械的プラットフォ
ームを備えた正立顕微鏡システムに載せて固定した。β－ガラクトシダーゼの基質である
レゾルフィン－β－ガラクトピラノシド（ＲＤＧ）の溶液を、反応容器を含有するファイ
バーの遠位端に導入し、その後密封した。顕微鏡のステージの下に位置する機械的プラッ
トフォームにより顕微鏡スライドグラスとファイバーアレイとの間でサンドウィッチされ
た０．０１インチの厚さのシリコーンエラストマーガスケットを用いて、基材を密封した
。このプラットフォームが、束全体にわたりガスケット材料に対して均一な圧力を適用し
、各々の反応チャンバーを密封し、ウェル間での酵素活性の調査を可能にし、β－ガラク
トシダーゼは、ＲＤＧにハイブリダイズしてレゾルフィンを生じ、これが各々の密封され
た反応容器中で局所的に高い濃度に蓄積し、検出可能な蛍光シグナルを生じる（図４）。
【０１８３】
　図４は、各々の実験について、ファイバーアレイの一部を示す。実験の各々は、異なる
濃度のＳβＧを有する異なるサンプルを試験した。各々の実験についての濃度は、以下の
通りであった：（ａ）１２８ａｍｏｌ、（ｂ）５１ａｍｏｌ、（ｃ）２５ａｍｏｌ、（ｄ
）７．５ａｍｏｌ、および（ｅ）２．６ａｍｏｌ。図４（ｆ）は、コントロールを示す。
【０１８４】
　各々の実験について５０００個の反応容器の分析により、酵素分子を捕獲した反応容器
のパーセンテージと調査されたサンプル中に存在する酵素の量との間の相関が可能となっ
た。活性なウェル間の光度の差異において観察される差異は、表面効果と組み合わせての
分子間の触媒活性の差異の結果である可能性が最も高い。表面効果は、反応チャンバー表
面に対する酵素分子の配向に基づいて、酵素分子の相対的活性を変化させ得る
【０１８５】
　また、反応器の表面に対する酵素の結合がビオチン－ストレプトアビジンの相互作用に
のみ基づいており、ガラス表面への非特異的な結合に基づくものではなかったことを確認
するために、２つのコントロール実験をおこなった。１つのコントロール実験は、最も濃
縮されたＳβＧ標的溶液（１５０μＬ中１２８ａｍｏｌ）でインキュベートされた、エッ
チングされた未修飾のファイバーからなった。第２のコントロール実験は、ストレプトア
ビジンを欠くβ－ガラクトシダーゼの溶液（１５０μＬ中１２８ａｍｏｌ）中でインキュ
ベートされた修飾ファイバーを用いておこなった。両方のコントロールから、無視するこ
とができる活性なウェルのパーセンテージを得た（以下に議論する２．６ａｍｏｌの実験
に関する０．２％に対して、０．０６％未満）。
【０１８６】
　結果
　図５は、サンプル中に存在する標的のモルのｌｏｇ対ｌｏｇプロット、およびその結果
得られる活性な反応容器のパーセンテージを表す。図５に示される活性な反応容器のパー
センテージとｌｏｇ対ｌｏｇでの標的のモルと間の直線的関係は、ＤＮＡおよび抗原など
の実際の標的の検出のためにバイナリ読み出し検出法を用い得ることを示唆する。この方
法により、直接的なアッセイの手段を維持しつつ、デジタル読み出しを介した迅速な分析
および正確な濃度情報が可能となる。
【０１８７】
　この例におけるビオチン化されたフェムトリットルのアレイに対するストレプトアビジ
ン－β－ガラクトシダーゼの結合についての最低検出限界（lowest limit of detection
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：LOD）が、１時間の標的インキュベーション時間を用いて２．６ａｍｏｌｅ（１５０μ
Ｌの１７ｆＭ溶液）であったこともまた重要である。
【０１８８】
　　実施例２
　この例において、β－ガラクトシダーゼの単一の分子を、２．０×１０５個の個々に密
封されたフェムトリットルのマイクロウェル反応器にわたって、直径１ｍｍの光ファイバ
ー束を用いてモニタリングした。反応容器のアレイにわたる単一の酵素分子の触媒からの
蛍光生成物の蓄積を観察し、ポワソン統計学分析を適用することにより、デジタル濃度読
み出しを得た。
【０１８９】
　材料
　１ｍｍの束にした４．５μｍの光ファイバーを、Illumina（San Diego、CA）から購入
した。β－ガラクトシダーゼおよびＲｕ（ｂｐｙ）３Ｃｌ２を、Sigma- Aldrich（St. Lo
uis、MO）から得た、レゾルフィン－Ｄ－β－ガラクトピラノシドを、Molecular Probes
（Eugene、OR）から購入した。０．０１インチの非強化ガラスシリコーンシート材料を、
Specialty Manufacturing Inc.（Saginaw、MI）から購入した。使用した全ての他の化学
物質は、試薬グレードであり、Sigma- Aldrich（St. Louis、MO）から得た。
【０１９０】
　特注の正立落射蛍光イメージングシステムにより、水銀抗原、励起フィルターホイール
および発光フィルターホイール、顕微鏡対物およびＣＣＤカメラ（QE、Sensicam）を用い
て、全ての蛍光画像を得た。フィルターホイールおよびシャッターをコンピューターによ
り制御し、JPlabソフトウェア（Scanalytics、Fairfax、VA）により分析を行った。シス
テムは、光ファイバーアレイを全実験にわたりシステムに固定する固定デバイスを備えた
。ステージの下の機械的プラットフォームを用いて、シリコーン密封層を収納し、その後
ファイバーアレイの遠位端と接触させ、各々の反応容器を密封した。全ての測定を、光フ
ァイバー束の遠位端で、フェムトウェル（femtowell）アレイを用いて行った。
【０１９１】
　およそ２．４×１０５個の個々の直径４．５μｍの光ファイバーを含む光ファイバー束
をフェムトリットルの反応容器のアレイを作製するための基材として用いた。エッチング
の深度はエッチング時間およびエッチャント濃度により変化するので、ウェルの容積は正
確に制御することができる。これらの実験に於いて用いた光ファイバーを、およそ２．９
μｍの深さまでエッチングし、４６ｆＬのウェル容積を得た。図６は、エッチングされた
光ファイバー束の表面の画像である。より具体的には、図６ａは、ファイバーアレイ全体
およびファイバー束の拡大顕微鏡画像を表し、アレイおよび個々の光ファイバーの両方の
規則性を強調している。図６ｂは、エッチングされた表面の一部のＡＦＭ画像であり、エ
ッチングのプロセスから作製されたウェルを示す。
【０１９２】
　方法
　　アッセイ
　β－ガラクトシダーゼアッセイのために用いられた基質は、レゾルフィン－β－Ｄ－ガ
ラクトピラノシドであった。アレイ中の個々のウェルを酵素および基質の存在下において
密封した後、容器のアレイにわたり、酵素生成物であるレゾルフィン（ｅｘ　５５８ｎｍ
／ｅｍ　５７３ｎｍ）について蛍光強度をモニタリングした。２．０ｍＭのＫＣｌおよび
０．ｌｍＭのＭｇＣｌ２を含む１００μＭのＴｒｉｓバッファーｐＨ　８．０中、１００
μＭのレゾルフィン－β－Ｄ－ガラクトピラノシド（ＲＤＧ）の溶液を調製した。全ての
酵素溶液を、同じ反応バッファーから予め分注して凍結したストックサンプルから調製し
た。実験の直前に、２つのサンプルを２分間７０００ＲＰＭで遠心分離し、シリコーンに
よる密封の機序に干渉し得る全ての粒子状の物質を除去した。およそ１ｃｍ２のシリコー
ンと顕微鏡スライドグラスとを無水エタノールで洗浄した。シリコーンシート材をガラス
表面に置き、接着させた。その後、７５μＬの容積の酵素およびＲＤＧ溶液を、シリコー
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ンのガスケット上でピペットを用いて混合した。ガスケットを、ファイバー束の遠位端に
向かって、密封が形成されたことを示唆する抵抗を感じるまで機械的に上昇させた。最初
の蛍光画像を得、その後、およそ２時間にわたり定期的に画像を得た。
【０１９３】
　密封成分
　フェムトリットルアレイを密封するために、０．０１インチの厚みのシリコーンエラス
トマーのガスケットを、顕微鏡スライドグラスとファイバーアレイとの間で、機械的プラ
ットフォームを用いてサンドウィッチした。プラットフォームは、束全体にわたって、ガ
スケット材に均一な圧力を適用し、各々のマイクロウェルを密封して反応容器を作製した
。
【０１９４】
　フェムトリットル容器を作製して分離するために用いたシリコーン／ガラスの密封を、
光脱色実験を行うことにより、その密封能力について検査した（図７を参照）。図７は、
マイクロチャンバー中への溶液の封入、およびシリコーンの密封の完全性についての評価
を表す。図７ａは、アレイにわたる赤色蛍光により観察された、チャンバーのアレイ中に
封入されたＲｕ（ｂｐｙ）３Ｃ１２の溶液を表す。図７ｂは、ＵＶ光を介して光脱色され
たファイバー束の小八角形部分を表す。図７ｃは、６０分後のアレイを表す。図において
示すとおり、不完全なシリコーン密封の結果としての１つのウェルから別のウェルのＲｕ
（ｂｐｙ）３Ｃ１２の拡散は、光脱色されたウェルにおける蛍光強度の増大を示すと考え
られるが、観察されなかった。実験は、密封が容器のアレイを首尾よく分離する能力につ
いての完全性を立証した。ガラス表面上での酵素分子の変性を、ＢＳＡブロッキングバッ
ファーを用いたブロッキングにより防止した。用いられた酵素対容器の比は、１：５から
１：５００までの範囲であり、２桁にわたる正確な検出を達成した。
【０１９５】
　光脱色実験
　ＤＩ水中、１ｍＭのＲｕ（ｂｐｙ）３Ｃ１２の溶液を、光脱色実験のために用いた。お
よそ１ｃｍ２のシリコーン片および顕微鏡スライドグラスを、糸くずの出ないスワブを用
いて無水エタノールで洗浄した。シリコーンシート材を、ガラスの表面上に置き、接着さ
せた。５０μＬのＲｕ（ｂｐｙ）３Ｃ１２溶液をシリコーン上に置き、その後ファイバー
束と接触させ、個々の容器中に溶液を封入した。イメージングシステムの視野絞りを用い
て、ＵＶ光を用いてアレイの小さな部分に１０分間照射し、Ｒｕ（ｂｐｙ）３Ｃ１２を光
脱色した。次いで、視野絞りを開放し、蛍光の差異を示す異なる画像を得た。次いで、ア
レイを、密封が維持された状態で静置した。最後の画像を６０分後に取得し、密封の完全
性を確認した。
【０１９６】
　上記のように、使用される反応容器の数および容積が、この技術により決定することが
できる濃度の動的な範囲を支配する。この例において使用される反応容器の容積は、４６
ｆＬ（下記参照）であり；したがって、３．６×１０－１１Ｍのβ－ガラクトシダーゼの
溶液が、平均して、１容器あたり１個の酵素分子を生じることを計算した。また上記のよ
うに、全ての実験ケースにおいて、使用される濃度が３．６×１０－１１Ｍより遙かに低
い場合、予測される平均値は極めて低くなり、分布は狭くなり、１回の試行あたり０また
は１以外の事象を観察する確率は、極めて低い。これらの低い濃度において、活性な反応
容器のパーセンテージとバルク酵素濃度との間の関係は、ほぼ直線状である。酵素触媒を
起こすために充分な時間待った後で、個々の容器を、各々の容器を、酵素活性を有するこ
とまたは欠いていることのいずれかに相関するオン／オフ応答について調査した。
【０１９７】
　基質であるレゾルフィン－β－Ｄ－ガラクトピラノシド（ＲＤＧ）を、実験のための基
質として用い、シリコーンガスケット材および機械アームを用いて、全ての容器中へ、ト
ラップされた酵素分子と共に密封した。ポワソン分布統計を適用することにより、用いた
各々の濃度について、活性なウェルの予測されるパーセンテージを計算した。
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【０１９８】
　結果
　図８に示すように、β－ガラクトシダーゼアッセイについて、異なるバルク溶液酵素濃
度は、容器容積に対する酵素の異なる比に対応し、酵素分子を含有する容器のパーセンテ
ージの変化をもたらした。図８は、β－ガラクトシダーゼの単一分子の活性の検出を表す
。図８ａは、アレイの一部のバックグラウンド画像であり、一方、図８ｂは、酵素対容器
が１：５であるアッセイの一部を取得した画像を表し、図８ｃは、酵素対容器が１：８０
であるアッセイを示す。
【０１９９】
　表１は、占有された容器のパーセンテージをポワソン分布から計算した、各々の実験の
結果の比較である。表中のデータにより示されるように、アレイの測定は、調査された濃
度の全範囲にわたる単一の酵素β－ガラクトシダーゼ分子の数と、首尾よく相関した。観
察されたシグナルにおいて、分子間での触媒活性の差異の結果として、わずかな差異が存
在した。この結果は、表面効果に加えて、酵素活性の変化をもたらす酵素の固有の確率論
的な性質に起因するものである可能性が最も高い。
【０２００】
【表１】

表１．アレイからのデジタル読み出し。活性を示すチャンバーの、ポワソン分布から計算
される予測されるパーセンテージに対する実際のパーセンテージを、分析された多様な濃
度について列記した。
【０２０１】
　計算結果と実験結果との間の差異は、確率分布に関連する特有の差異ならびに酵素溶液
の調製における実験エラーに起因し得る。
【０２０２】
　　実施例３
　この例において、モデル酵素－阻害剤ペアとして、β－ガラクトシダーゼを競合的阻害
剤であるＤ－ガラクタル（D-galactal）（Ｄ－ガラクトースの遷移状態の類似体）の存在
下において研究した。しかし、この適用の範囲は、特定の酵素－阻害剤ペアに限定されな
い。β－ガラクトシダーゼは四量体であり、Ｄ－ガラクタルは比較的遅い結合および放出
を示すことが知られる。図９は、単一分子阻害を測定するためならびに阻害剤放出の検出
のためのスキームの一態様を示す。第１の工程において、酵素および阻害剤を、リン酸バ
ッファー（この特定の態様においては、ＰＢＳ／ＭｇＣｌ２バッファー：２．７ｍＭ　Ｋ
Ｃｌ、ＫＨ２ＰＯ４、１．５ｍＭ　ＫＨ２ＰＯ４、１３６ｍＭ　ＮａＣｌ、８．１ｍＭ　
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Ｎａ２ＨＰＯ４、１ｍＭ　ＭｇＣｌ２、ｐＨ７．３）などの水性バッファー系において、
バルクにおいて、阻害剤濃度（［阻害剤］）が阻害剤結合のための解離定数（Ｋｉ）より
高くなり、酵素の活性部位の全てがブロックされるかまたは占有されるように、プレイン
キュベートする。Ｋｉは異なる酵素／阻害剤ペアにより異なるので、阻害剤の濃度を調製
しなければならない。この実験において用いたこの特定の酵素／阻害剤ペアを用いる場合
、１００ｍＭ～２０μＭの間の範囲で多様な阻害剤開始濃度を用いることができる。この
態様において、［阻害剤］は、１００μＭ（～７×Ｋｉ（１４μＭ））であった。第２の
工程において、水性バッファー系（この特定の態様においては：ＰＢＳ／ＭｇＣｌ２バッ
ファー）中の１または２以上の基質（例えば、レゾルフィン－β－ガラクトピラノシド　
ＲＧＰ）を、好ましくは高い過剰濃度（１０倍～１００，０００倍の間）において、添加
する。さらなる成分（この特定の態様においては、位置のアレイの表面への非特異的結合
を防止するため、１％（ｗ／ｖ）のウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）を、バッファー系に添
加してもよい。第三の工程において、バルク溶液を位置のアレイに添加する。各々の位置
は、規定の容積（１０アトリットル～５０ピコリットルの間、より好ましくはフェムトリ
ットル、この態様においては：４６フェムトリットル）を有する。この時点において、阻
害剤はもはや過剰量ではない。実際には、［阻害剤］＜＜Ｋｉである（１００，０００分
子より少ない阻害剤、および１０，０００分子より少ない阻害剤、およびさらにより好ま
しくは３，０００分子より少ない阻害剤が、溶液中に残る）。酵素濃度（１．８ｎＭを、
工程２における１，０００倍希釈により、いくつかの位置において各々のアレイの位置に
おいて単一の酵素のみが存在し、他においては酵素が存在しないように調製する。図９は
、四量体の活性部位の１つがブロックされておらず活性である場合の状況を、模式的に示
す。この活性部位は、レポーター部分を含む基質と相互作用することができる。このドメ
インは、酵素分解により発光性および蛍光性シグナルを生じるものであり得るが、これら
に限定されない。好ましくは、蛍光シグナルが発生し、より好ましくは、ＲＧＰが蛍光発
生基質として用いられる。この方法において、かかる活性を有するアレイ中の位置を、容
易に検出することができる（図１０）。
【０２０３】
　一態様において、本発明は、複数のタイムポイント（例えば、秒、数十秒、数百秒、分
、数十分などの間隔）での基質の代謝回転を決定することを企図する。図１１は、図９お
よび図１０のスキームに従ってアッセイした場合、阻害剤の存在が、阻害剤が存在しない
コントロール（下段左パネル）と比較して基質の代謝回転を遅延させることを示す。基質
の代謝回転開始時間の頻度分布をプロットすれば（図１２）、Ｋｏｆｆ速度定数を計算す
ることができる：４．６×１０－３秒。このことは、公開された値とも一致する。
【０２０４】
　興味深いことに、データは、四量体の４つの部位の各々における阻害剤の放出が独立し
ていないことを示唆する。いわば、四量体の４つの独立した触媒部位が存在し、ｋｏｆｆ

が一次速度定数である場合、酵素集合体のｋｏｆｆは、各々のプロトマーのｋｏｆｆと同
一である。しかし、各々の単一の酵素が４つのプロトマーを含むので、第１の阻害剤を放
出する４つの候補が存在する。したがって、ｋｏｆｆ１＝４×ｋｏｆｆ（＝１．８×１０
－２ｓｅｃ－１）となる。このデータは、プロトマーからの阻害剤の放出が非独立的であ
ることを示唆する。
【０２０５】
　プレインキュベーションなしの第２の態様において、阻害剤を、リン酸バッファーなど
の水性バッファー系（この特定の態様においては、ＰＢＳ／ＭｇＣｌ２バッファー）中で
、酵素に与える。さらなる成分（この特定の態様においては、位置のアレイの表面への非
特異的結合を防止するために、１％（ｗ／ｖ）（ＢＳＡ））をバッファー系に添加しても
よい。［阻害剤］を、Ｋｉ（１４μＭ）と同じ範囲において、好ましくは、１００ｍＭ～
１μＭの間で選択し、この態様においては２０μＭである。この阻害剤濃度において、阻
害剤に結合した酵素は、阻害剤フリーの酵素と平衡状態にある。各々のが規定の容積（１
０アトリットル～５０ピコリットルの間、より好ましくはフェムトリットル、この態様に
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おいては４６フェムトリットル）を有する位置のアレイにバルク溶液を添加する。酵素濃
度（１８ｐＭ）を、一部の位置において単一の酵素のみを得、他の位置においては酵素を
得ないように、選択する。蛍光を経時的にモニタリングすると、結合、放出およびその後
の結合を観察することができる（図１３）。図１３Ａ（左パネル）は、多様な時間トレー
スからの粗データを表す。図１３Ｂ（右パネル）は、左パネルの時間トレースの１つを示
し、ここで、明確にするために、ｙ軸は別に目盛り付けされている。図１３Ｂは、阻害剤
が酵素から放出された後でシグナルが増大すること、およびそれが阻害剤が結合した後で
減少することを示す。阻害剤が酵素に結合して酵素活性が存在しない場合、蛍光シグナル
が経時的に一定であり続けると予測すべきである。しかしながら、フルオロフォアを連続
的に枯渇させる実質的な量の光脱色が存在するので、これは当てはまらない。このことか
ら、図１３に示す正味の結果（経時的）による動態が生じる。
【０２０６】
　図１４は、オフタイム（off-time）（阻害剤が放出される前に酵素上に留まる時間）の
棒グラフを示す。このことから、半減期（指数関数的崩壊に従う量の半減期が、量がその
初期値の半分まで崩壊するために必要とされる時間である）の計算が可能となる。半減期
は、実験的に、およそ２分３０秒であると決定する。この例は、単一の酵素を測定するシ
ステムが、酵素のサブユニットがどのように相互作用するかについて、以前にアンサンブ
ル反応から得られたものよりも動態的なデータを明らかとし得ることを示す。
【０２０７】
　　実施例４
　一態様において、ナノ粒子は、標的の濃度のデジタル読み出しのために利用する。ナノ
粒子は、酵素のデジタル読み出しに対して、いくつかの利点を有する。酵素のアプローチ
を用いる場合、濃度が増加するにつれて、ポワソン分布に従うデジタル読み出しの直線性
が失われる。蛍光種により官能化されたナノ粒子を用いて、本発明は、一態様において、
デジタル読み出し、ならびに本発明者らの研究室において広範に用いられる古典的なバル
ク光度読み出しを行うことができることを企図する。デジタル読み出しの直線性が失われ
るにつれて、分析を、デジタル読み出しからナノ粒子を用いる古典的な光度読み出しへと
シフトすることができる。次いで、シグナルを、濃度と相関する、アレイの各々の位置の
平均光度（例えば、平均ウェル光度）として読むことができ、このシステムにより読むこ
とができる濃度の範囲を著しく増大する。ナノ粒子を用いる一部の態様において、アレイ
を密封しない。
【０２０８】
　金粒子（例えば、１～５００ナノメートル、およびより好ましくは５０～２５０ナノメ
ートル、およびさらにより好ましくは、８０～１５０ナノメートルの間の金粒子）などの
ナノ粒子を、標的分析物または標的分析物に結合するリガンドに付着させてもよい。標的
が金粒子に付着して結合パートナー（例えば固定されたリガンド）を含むアレイに導入さ
れる態様を含む多様な態様が企図されるが、これらに限定されない。別の態様において、
標的分析物を、アレイ上に付着させても、他の方法で固定してもよく、金粒子－結合パー
トナー複合体をアレイに導入して標的分析物と結合させてもよい。別の態様において、第
１の結合リガンドを標的に固定し、金粒子－第２の結合リガンドをアレイ中に導入して標
的に結合させてもよい。これらの態様を、図１５および１６において模式的に説明し、こ
こで、標的は核酸であり、結合パートナーは相補的プローブである。図１５において、所
望の場合、プローブ＃１またはプローブ＃２のいずれかを標的により置換することができ
る。図１６は、標的が標識されていなくともよく、第１にプローブ＃１とともにインキュ
ベートし、その後、ナノ粒子をプローブ＃２とともに導入する、２段階サンドウィッチ形
式を示す。この態様において、標的はリンカーとして作用するものとみなすことができる
。
【０２０９】
　この例において、標的分析物は核酸であり、金粒子は複数（およそ２０００～８０００
の鎖）の蛍光ＤＮＡで標識される。このＤＮＡ－金粒子複合体を用いて、シグナルを発生
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させる。多数の蛍光ＤＮＡ鎖が各々の名の粒子に付着するので、単一の粒子が、アレイ（
例えば上記の光ファイバーアレイ）単一の位置（例えばマイクロウェル）におけるバック
グラウンドに対してのシグナルのスパイクに十分である。ナノ粒子の複数の集団にわたる
蛍光強度の偏差は、触媒速度の変動が高い酵素と比較して非常に小さい。この高い変動速
度に起因して、応（yes）または否（no）の応答しか読み取ることができず、酵素につい
ての検出の範囲をおよそ２桁の規模に限定している。同等のシグナル強度を有するナノ粒
子を用いることにより、酵素により行われるような０または１のものに、２、３、４など
の読み出しを伴う、より制御された読み出しが可能となる。控えめな光度レベルを読み出
す能力により、２桁を超える、より優れた検出の範囲が可能となる。分析物－官能化金ナ
ノ粒子（例えばＤＮＡ－金粒子複合体または他の生体分子－金粒子複合体）は、分析物（
例えばＤＮＡ）検出スキームにおいて、常に極めて低いレベルの非特異的および公差反応
性結合を示すので、検出の限界を改善する。
【０２１０】
　Ａ．金粒子の調製
　金粒子は、多数の方法により調製することができる（Analytical Chemistry, 2000, 72
, 5535-5541; Science, 2002, 296, 1836-1838; Science, 2002 295, 1503-1506; J. Am.
 Chem. Soc. 2004, 126, 5932-5933）。ある場合において、金コロイド（直径１３ｎｍ）
を、Frens, Nature Phys. Sci., 241, 20（1973）およびGrabar, Anal Chem., 67, 735（
1995）に記載されるように、ＨＡｕＣｌ４のクエン酸による還元により調製する。簡単に
述べると、全てのガラス器具を使用する前に王水（３部のＨＣｌ、１部のＨＮＯ３）中で
洗浄し、NanopureＨ２Ｏでリンスし、次いでオーブンで乾燥する。ＨＡｕＣｌ４およびク
エン酸ナトリウムは、Aldrich Chemical Companyから購入する。水性のＨＡｕＣｌ４（１
ｍＭ、５００ｍＬ）を、攪拌しながら還流させる。次いで、３８．８ｍＭのクエン酸ナト
リウム（５０ｍＬ）を素早く添加する。溶液の色は、淡黄色から赤紫色（burgundy）に変
化し、還流を１５分間続けるべきである。室温に冷却した後で、赤色の溶液を、Micron S
eparations Inc.の１マイクロンのフィルターを通してろ過してもよい。金コロイドは、H
ewlett Packard 8452Aダイオードアレイ分光光度計を用いるＵＶ／可視光分光法により、
およびHitachi 8100透過型電子顕微鏡を用いる透過型電子顕微鏡法（ＴＥＭ）により、容
易に特徴付けられる。直径１３ｎｍの金粒子は、標的およびプローブの１０～３５ヌクレ
オチドの範囲のオリゴヌクレオチド配列とともに凝集した場合、目に見える色の変化を生
じる。
【０２１１】
　Ｂ．ファイバーの修飾
　この例において、ファイバーアレイを用いる。研磨されたファイバーアレイを、１１５
秒間０．０２５ＭのＨＣｌでエッチングし、４６ｆＬのウェルを得る。洗浄のために、エ
ッチングされたファイバーを、沸騰するNanopure水で１０分間インキュベートする。
【０２１２】
　エッチングされたファイバーの表面を、多数の方法において修飾することができる。こ
の例において、ファイバーのアミン修飾を使用する。第１に、シラン化溶液、すなわち、
エタノール：nanopure水の９５：５の溶液中、１％のＤＥＴＡ（トリメトキシシリルプロ
ピルジエチレントリアミン）の溶液を調製する。エッチングされたファイバーを、シラン
化溶液中で２０分間室温でインキュベートした。次いで、ファイバーを１５分間１２０℃
でキュアさせた。この時点において、ファイバーは、いまやアミン基によって修飾されて
いる。
【０２１３】
　多様な官能基をアミン基と反応させることができる。この例において、プロセスは、フ
ァイバーのマレイミド修飾に関する。３．５５ｍｇのＳＭＰＢ（サクシニミジル４－［ｐ
－マレイミドフェニル］ブチレート）を１ｍＬのＤＭＳＯ中に溶解させ、ストック溶液を
作製した。架橋溶液を調製した：１００μＬのこのストック溶液を９００μＬのエタノー
ル：ＤＭＳＯの９０：１０溶液に添加した。シラン化ファイバーを架橋溶液中で２時間室
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温でインキュベートする。次いで、アレイを、エタノール：ＤＭＳＯの８０：２０溶液で
洗浄し、アルゴン下で乾燥させる。この時点において、ファイバーはいまやマレイミド基
により修飾されている。
【０２１４】
　Ｃ．ＤＮＡ脱保護
　２ナノモルのチオール修飾（保護）ＤＮＡを、１１０μＬのＰＢＳ　ｐＨ７．４中で再
構成する。１０μＬのＤＴＴ（ジチオスレイトール）ストック（１．０Ｍ）を保護された
ＤＮＡ溶液に添加し、２時間室温でインキュベートする。NAP-5カラム（GE Healthcare）
を用いて脱保護したＤＮＡを精製した。カラムをNanopure水で平衡化した。
【０２１５】
　脱保護されたチオールＤＮＡの１２０μＬの溶液をカラムに添加し、ゲルに完全に浸入
させた。３８０μＬのＰＢＳ７．４水をカラムに添加し、ゲルに完全に浸入させた。回収
チューブをカラムの下に置き、１．０ｍＬのＰＢＳ７．４水をカラムに添加することによ
り、チオールＤＮＡを溶出させた。NAP-5カラムのプロトコル（製造者により提供される
）に記載されるように、最初の４００μＬを捨て、４００μＬ～１ｍＬのＤＮＡを回収し
た。
【０２１６】
　Ｄ．ＤＮＡ付着
　標的分析物（この場合は核酸）に対して特異的なリガンド（この場合はプローブ）を、
アレイの位置に直接付着させても、またはナノ粒子（例えば金粒子）に付着させ、次いで
複合体（ＤＮＡ－金ナノ粒子）をアレイに導入してもよい。この例において、マレイミド
処理されたファイバーを、チオール脱保護されたＤＮＡ溶液（１μＭ）中で２時間室温で
インキュベートした。ファイバーを、ＰＢＳ７．４でリンスし、結合していないＤＮＡを
除去し、アレイをスワブして、被覆材に結合したＤＮＡプローブを除去した。金ナノ粒子
（この場合８０ｎｍ）を、次いで、ファイバーと共にインキュベートし、予備的な実験に
より、成功的な結合を示す（図１６）。
【０２１７】
　　実施例５
　この例は、合成一本鎖ＤＮＡの半導体ナノ粒子量子ドット（ＱＤ）上への固定化を記載
する。ネイティブなＣｄＳｅ／ＺｎＳのコア／シェルＱＤ（－４ｎｍ）は、有機溶媒中で
のみ可溶性であり、アルキルチオ末端を有する一本鎖ＤＮＡとの直接的反応は困難である
。この問題は、Mirkinらにより、ＱＤを３－メルカプトプロピオン酸でまずキャッピング
することにより回避される。次いで、４－（ジメチルアミノ）ピリジンでカルボン酸基を
脱保護し、粒子を水溶性にし、ＱＤと３’－プロピルチオールまたは５’－ヘキシルチオ
ール修飾オリゴヌクレオチド配列のいずれかとの反応を促進する。ＤＮＡ修飾の後で、透
析により未反応のＤＮＡから粒子を分離する。次いで、「リンカー」ＤＮＡ鎖を、表面結
合の配列にハイブリダイズし、拡大したナノ粒子の集合体を生成する。ＱＤ集合体は、Ｔ
ＥＭ、ＵＶ／可視光分光法および蛍光分光法により容易に特徴付けられる。繰り返し、溶
液の温度を制御することにより、これらを可逆的に集合させることができる。結果として
、ＱＤ集合体および合成物集合体を、ＱＤとナノ粒子との間で形成することができる（例
えば、およそ１３ｎｍの金ナノ粒子）。
【０２１８】
文献目録
以下の引用文献の各々は、その全体が参考として援用される。
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【表２】

【０２１９】
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【表３】

【図面の簡単な説明】
【０２２０】
【図１】本発明の一態様によるエッチングされた束の修飾を表す、横から見た断面模式図
である。
【図２】本発明の一態様によるサンドウィッチアッセイを表す、横から見た断面模式図で
ある。
【図３】（ａ）本発明の一態様による、未研磨のビオチン修飾光ファイバーアレイを示す
写真である。（ｂ）本発明の一態様による、研磨されたビオチン修飾光ファイバーアレイ
に結合するストレプトアビジンAlexa Fluor 568（登録商標）を示す写真である。
【図４】本発明の一態様による実験を示す写真である。
【図５】本発明の一態様による、活性な反応容器のパーセンテージを生じる、サンプル中
に存在する標的の分子のlog対logのプロットを表すグラフである。
【図６】（ａ）本発明の一態様による、ファイバーアレイ全体の顕微鏡写真と、束の挿入
拡大図である。（ｂ）本発明の一態様による、エッチングされた表面の一部のＡＦＭ画像
である。
【０２２１】
【図７】本発明の一態様による、反応容器の封入（enclosure）および封（seal）の評価
を示す図である。
【図８】本発明の多様な態様による、β－ガラクトシダーゼの単一の分子の活性の検出を
表す顕微鏡写真である。
【図９】単一の酵素レベルでの酵素の速度定数を測定するための一態様の模式図である。
【図１０】シグナルが阻害剤の放出に起因して検出されるアレイの代表的な画像である。
【図１１】阻害剤の存在下または不在下における基質の代謝回転を示す、時間によるトレ
ースである。
【図１２】特定の酵素／阻害剤のペアについてのＫｏｆｆの決定を可能にする測定のプロ
ットである。
【図１３】(A)阻害剤放出によるシグナルの増大を示すようにプロットされた複数の時間
トレースである。(B)阻害剤放出によるシグナルの増大を示すようにプロットされた単一
の時間トレースである。
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【図１４】特定の酵素／阻害剤のペアについての半減期の値の計算を可能にするオフタイ
ムの棒グラフである。
【図１５】ナノ粒子が検出を増強するために使用される一態様を模式的に示す図である。
【図１６】ナノ粒子が検出を増強するために使用される代替的な態様を模式的に示す図で
ある。
【図１７】アレイの位置における金ナノ粒子の検出を示す図である。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年8月20日(2008.8.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単一の分子のアレイを製造する方法であって：
　ａ）標的分析物の分子をある濃度で含むサンプルと、各々の位置が１０アトリットル～
５０ピコリットルの間で規定された容積を有する少なくとも１０００個の位置を含むアレ
イとを提供すること；および
　ｂ）単一の分子を含有する位置を含むアレイを製造するために、前記標的分析物の分子
の前記アレイの各々の位置に対する比が１：１より小さくなるように、前記アレイと前記
サンプルとを接触させること
を含む、前記方法。
【請求項２】
　サンプル中の標的分析物を検出する方法であって：
　ａ）標的分析物を含むサンプルと、各々の位置が１０アトリットル～５０ピコリットル
の間で規定された容積を有する少なくとも１０００個の位置を含むアレイとを提供するこ
と；
　ｂ）前記標的分析物の前記アレイの各々の位置に対する比が１：１より小さくなるよう
に、前記アレイと前記サンプルとを接触させること；および
　ｃ）単一の標的分析物を含有するアレイの位置の数を決定すること
を含む、前記方法。
【請求項３】
　サンプル中の標的分析物を検出する方法であって：
　ａ）標的分析物を第１の濃度で含むサンプルと、各々の位置が１０アトリットル～５０
ピコリットルの間で規定された容積を有する少なくとも１０００個の位置を含むアレイと
を提供すること；
　ｂ）前記サンプルを希釈して、標的分析物を第２の濃度で含む希釈サンプルを作製する
こと；
　ｃ）前記標的分析物の前記アレイの各々の位置に対する比が１：５～１：５００の間で
あるように、前記アレイと前記希釈サンプルとを接触させること；および
　ｄ）単一の標的分析物を含有する前記アレイの位置の数を決定すること
を含む、前記方法。
【請求項４】
　反応に影響を及ぼす反応成分を検出する方法であって、
　ａ）反応成分、標的分析物を第１の濃度で含むサンプル、および各々の位置が１０アト
リットル～５０ピコリットルの間で規定された容積を有する複数の位置を含むアレイを提
供すること；
　ｂ）前記標的分析物の前記アレイの各々の位置に対する比が１：１より小さくなるよう
に、前記アレイと前記サンプルとを接触させること；
　ｃ）前記反応成分を前記アレイの各々の位置へ導入すること；および
　ｄ）前記反応成分が反応に影響を及ぼすか否かを決定すること
を含む、前記方法。
【請求項５】
　標的分析物が生体分子を含む、請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
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　生体分子が、タンパク質、核酸、脂質、炭水化物、ホルモン、サイトカイン、抗体およ
び細胞抗原からなる群より選択される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　標的分析物が、環境汚染物質、農薬、殺虫剤、薬物およびトキシンからなる群より選択
される、請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　工程ｂ）の後に、各々の位置の内容物が該位置から漏出し得ないように、アレイを密封
することをさらに含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項９】
　生体分子が標識される、請求項５に記載の方法。
【請求項１０】
　決定することが、位置における光学特性の変化を標的分析物の存在の指標として検出す
ることを含む、請求項２または３の方法。
【請求項１１】
　単一の標的分析物を含有する部位のパーセンテージが、希釈サンプル中の該標的分析物
の濃度の指標を提供する、請求項１、２または３のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　工程ｃ）の後に、各々の位置の内容物が該位置から漏出し得ないように、アレイを密封
することをさらに含む、請求項３または４に記載の方法。
【請求項１３】
　各々の位置の規定された容積が、約３０フェムトリットル～約６０フェムトリットルの
範囲である、請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
　比が１：５～１：５００の間である、請求項１、２または４のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　アレイが、２０，０００～３０，０００個の位置を含む、請求項１～４のいずれかに記
載の方法。
【請求項１６】
　アレイが、１００，０００～１０，０００，０００個の位置を含む、請求項１～４のい
ずれかに記載の方法。
【請求項１７】
　アレイの各々の位置が捕獲成分を含む、請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項１８】
　標的分析物が一本鎖核酸を含み、捕獲成分が相補的な核酸を含む、請求項１７に記載の
方法。
【請求項１９】
　生体分子が受容体である、請求項５に記載の方法。
【請求項２０】
　受容体が、神経受容体、ホルモン受容体および栄養因子受容体からなる群より選択され
る、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　アレイが、光ファイバー束の遠位端において形成された複数のマイクロウェルを含む、
請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項２２】
　標的分析物が酵素である、請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項２３】
　捕獲成分が抗体またはＤＮＡプローブである、請求項１７に記載の方法。
【請求項２４】
　標的分析物が酵素であり、該酵素のための酵素基質がアレイの各々の位置において工程
ｄ）の前に存在する、請求項４に記載の方法。
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【請求項２５】
　反応成分が酵素阻害剤である、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　工程ｄ）の決定することが、酵素阻害剤が酵素の酵素基質との反応を阻害するか否かを
決定することを含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　酵素基質が発光性基質である、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　アレイが１０，０００個～５０，０００個の位置を含む、請求項１～４のいずれかに記
載の方法。
【請求項２９】
　試験される流動体サンプル中の分析物の濃度を決定する方法であって、
　（ａ）反応容器の統計学的に有意な画分が分析物を含有し、反応容器の統計学的に有意
な画分が分析物を含有しないように、複数の反応容器にわたって流動体サンプル中の分析
物分子の少なくとも一部を分配すること；
　（ｂ）各々の反応容器中の分析物の存在または不在を決定し、分析物を含有する反応容
器の数を同定し、および／または分析物を含有しない反応容器の数を同定すること；およ
び
　（ｃ）前記分析物を含有する反応容器の数から、前記流動体サンプル中の分析物の濃度
を決定すること
を含む、前記方法。
【請求項３０】
　分析物分子が、複数の反応容器にわたって分配された後で、複数の二次結合リガンドに
暴露され、少なくとも１の二次結合リガンドが、各々の分析物分子と会合するようになる
、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　各々の反応容器中の二次結合リガンドの存在または不在を決定することにより、各々の
反応容器中の分析物の存在または不在が決定される、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　二次結合リガンドを含有するかまたは含有しない反応容器の数を決定することにより、
分析物を含有するかまたは含有しない反応容器の数が決定される、請求項３１に記載の方
法。
【請求項３３】
　少なくとも１回の洗浄の工程が行われる、請求項２９に記載の方法。
【請求項３４】
　少なくとも工程（ｂ）の間に反応容器が密封される、請求項２９に記載の方法。
【請求項３５】
　各々の反応容器が複数の反応成分に暴露され、複数の反応成分の二次結合リガンドへの
暴露により、色素生産性、蛍光性または化学発光性の生成物の少なくとも１つが生成され
る、請求項３０に記載の方法。
【請求項３６】
　各々の反応容器中の少なくとも１つの色素生産性、蛍光性または化学発光性の生成物の
存在または不在を決定することにより、各々の反応容器中の分析物分子の存在または不在
が決定される、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　少なくとも１つの色素生産性、蛍光性または化学発光性の生成物を含有するまたは含有
しない反応容器の数を決定することから、流動体サンプル中の分析物の濃度が決定される
、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　複数の反応容器にわたる流動体サンプル中の分析物分子の少なくとも一部の分配が、複
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数のウェルを含むアレイの複数のウェルにわたって前記流動体サンプルを分配することを
含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３９】
　少なくとも１つの第１の型の分析物および少なくとも１つの第２の型の分析物が、複数
の反応容器にわたって分配される、請求項２９に記載の方法。
【請求項４０】
　反応容器が、１反応容器あたり少なくとも１つの第１の型の捕獲成分および１反応容器
あたり少なくとも１つの第２の型の捕獲成分を含む、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　少なくとも１つの第１の型の分析物が少なくとも１つの第１の型の捕獲成分と会合し、
少なくとも１つの第２の型の分析物が少なくとも１つの第２の型の捕獲成分と会合する、
請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　複数の反応容器が複数の第１の型の二次結合リガンドおよび複数の第２の型の二次結合
リガンドに暴露され、少なくとも１つの第１の型の二次結合リガンドが、少なくとも１つ
の第１の型の分析物と複合体を形成し、少なくとも１つの第２の型の二次結合リガンドが
、少なくとも１つの第二の型の分析物と複合体を形成する、請求項３９に記載の方法。
【請求項４３】
　各々の反応容器中の少なくとも１つの第１の型の分析物および／または少なくとも１つ
の第２の型の分析物の存在または不在を、各々の反応容器中の第１の型の二次結合リガン
ドおよび／または第２の型の二次結合リガンドの存在または不在を検出することにより決
定する、請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　流動体サンプル中の第１の型の分析物の濃度および該流動体サンプル中の第２の型の分
析物の濃度の両方を決定する、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　工程（ｃ）において、流動体サンプル中の分析物の濃度が、該分析物を含有する反応容
器の数のポワソン分布分析により決定される、請求項２９に記載の方法。
【請求項４６】
　工程（ｃ）において、流動体サンプル中の分析物の濃度が、該分析物を含有する反応容
器の数のガウス分布分析により決定される、請求項２９に記載の方法。
【請求項４７】
　分析物が、マイクロウェルにより規定される結合表面上に固定された捕獲成分によって
反応容器中で捕獲される、請求項２９に記載の方法。
【請求項４８】
　分析物が、マイクロウェル中に配置された粒子上に固定された捕獲成分によって反応容
器中で捕獲される、請求項２９に記載の方法。
【請求項４９】
　分析物が、マイクロウェルを密封する密封成分上に固定された捕獲成分によって反応容
器中で捕獲される、請求項２９に記載の方法。
【請求項５０】
　試験される流動体サンプル中の分析物の濃度を決定する方法であって、
　（ａ）反応容器の統計学的に有意な画分において分析物が捕獲されるような条件下にお
いて、流動体サンプルを複数の反応容器に暴露すること、ここで、各々の反応容器はマイ
クロウェルを含み、各々の反応容器は結合表面を規定し、該結合表面はその上に固定され
た捕獲成分を有する；
　（ｂ）捕獲された分析物を含有する反応容器の数および／または捕獲された分析物を含
有しない反応容器の数を同定するために、各々の反応容器中の前記分析物の存在または不
在を決定すること；および
　（ｃ）試験される流動体サンプル中の分析物の濃度を、該分析物を含有するおよび／ま
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たは含有しない反応容器の数から決定すること
を含む、前記方法。
【請求項５１】
　複数の反応容器が密封成分を含む、請求項５０に記載の方法。
【請求項５２】
　反応容器の全数の約２０％未満が約１分子の分析物を含有する、請求項５０に記載の方
法。
【請求項５３】
　工程（ｃ）において、流動体サンプル中の分析物の濃度が、該分析物を含有する反応容
器の数のポワソン分布分析により決定される、請求項５０に記載の方法。
【請求項５４】
　試験される流動体サンプル中の分析物の濃度を決定する方法であって、
　（ａ）反応容器の実質的に全てについて、各々の反応容器が分析物を含有しないかまた
は分析物の単一の分子を含有するように、流動体サンプル中の分析物分子の少なくとも一
部を複数の反応容器に分配すること；
　（ｂ）各々の反応容器中の分析物の存在または不在を決定し、該分析物を含有する反応
容器の数を提供すること；および
　（ｃ）前記分析物を含有する反応容器の数から、前記流動体サンプル中の分析物の濃度
を決定すること
を含む、前記方法。
【請求項５５】
　反応容器の全数の２０％未満が、約１分子の分析物を含有する、請求項５４に記載の方
法。
【請求項５６】
　複数の反応容器が、光ファイバー束の遠位端に形成された複数のマイクロウェルを含む
、請求項２９、５０または５４のいずれかに記載の方法。
【請求項５７】
　分析物が、酵素、ＤＮＡまたは抗体からなる群より選択される、請求項２９、５０また
は５４のいずれかに記載の方法。
【請求項５８】
　捕獲成分が抗体またはＤＮＡプローブである、請求項４７に記載の方法。
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