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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）２次元格子；
（ｂ）２次元格子を支持する基板層であって，２次元格子の屈折率は基板の屈折率より高
い基板層；および
（ｃ）基板層の反対側の２次元格子の表面に固定化された１またはそれ以上の特異的結合
物質であって，１またはそれ以上の特異的結合物質はその結合パートナーと結合し，１ま
たはそれ以上の特異的結合物質は検出ラベルを有さない，特異的結合物質；
を含むバイオセンサーであって，
バイオセンサーが照らされるときに共鳴格子効果が反射した放射スペクトル上で発生し，
２次元格子の深さおよび周期は共鳴格子効果の波長より短く，２次元格子の格子周期は反
射したおよび透過した０次オーダー以外の回折オーダーが伝播しないように入射光の波長
と比べて小さく，バイオセンサーが広周波数帯の光学波長の光により照らされるときに，
狭周波数帯の光学波長の光がバイオセンサーから反射される，バイオセンサー。
【請求項２】
　基板がガラス，プラスチックまたはエポキシを含む，請求項１に記載のバイオセンサー
。
【請求項３】
　２次元格子が硫化亜鉛，２酸化チタン，酸化タンタル，および窒化ケイ素から成る群よ
り選ばれる物質を含む，請求項１に記載のバイオセンサー。
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【請求項４】
　基板の反対側の２次元格子の表面に被覆層をさらに含み，１またはそれ以上の特異的結
合物質が２次元格子の反対側の被覆層表面に固定化される，請求項１に記載のバイオセン
サー。
【請求項５】
　被覆層が硫化亜鉛，２酸化チタン，酸化タンタル，または窒化ケイ素よりも低い屈折率
を有する材料を含む，請求項４に記載のバイオセンサー。
【請求項６】
　被覆層がガラス，エポキシ，およびプラスチックから成る群より選ばれる材料を含む，
請求項５に記載のバイオセンサー。
【請求項７】
　２次元格子が０．０１ミクロンから１ミクロンの周期および０．０１ミクロンから１ミ
クロンの深さを有する，請求項１に記載のバイオセンサー。
【請求項８】
　２またはそれ以上の特異的結合物質が別個の位置のアレイとして配置される，請求項１
に記載のバイオセンサー。
【請求項９】
　１またはそれ以上の特異的結合物質が物理吸着または化学結合により２次元格子に固定
化される，請求項１に記載のバイオセンサー。
【請求項１０】
　別個の位置が直径５０－５００ミクロンのミクロアレイスポットを規定する，請求項８
に記載のバイオセンサー。
【請求項１１】
　１またはそれ以上の特異的結合物質が，核酸，ポリペプチド，抗原，ポリクローナル抗
体，モノクローナル抗体，単鎖抗体（ｓｃＦｖ），Ｆ（ａｂ）フラグメント，Ｆ（ａｂ’
）2フラグメント，Ｆｖフラグメント，小有機分子，細胞，ウイルス，バクテリア，およ
び生物学的サンプルから成る群より選ばれる，請求項１に記載のバイオセンサー。
【請求項１２】
　生物学的サンプルが，血液，血漿，血清，胃腸分泌物，組織または腫瘍のホモジネート
，滑液，便，唾液，痰，嚢胞液，羊水，脳脊椎液，腹膜液，肺洗浄液，精液，リンパ液，
涙，および前立腺液から成る群より選ばれる，請求項１１に記載のバイオセンサー。
【請求項１３】
　結合パートナーが核酸，ポリペプチド，抗原，ポリクローナル抗体，モノクローナル抗
体，単鎖抗体（ｓｃＦｖ），Ｆ（ａｂ）フラグメント，Ｆ（ａｂ’）2フラグメント，Ｆ
ｖフラグメント，小有機分子，細胞，ウイルス，バクテリア，および生物学的サンプルか
ら成る群より選ばれる，請求項１に記載のバイオセンサー。
【請求項１４】
　生物学的サンプルが，血液，血漿，血清，胃腸分泌物，組織または腫瘍のホモジネート
，滑液，便，唾液，痰，嚢胞液，羊水，脳脊椎液，腹膜液，肺洗浄液，精液，リンパ液，
涙，および前立腺液から成る群より選ばれる，請求項１３に記載のバイオセンサー。
【請求項１５】
　内側表面として請求項１に記載のバイオセンサーを含む，液体収容可能容器。
【請求項１６】
　容器がミクロタイタープレート，試験管，ペトリ皿およびミクロ流体チャネルから成る
群より選ばれる，請求項１５に記載の液体収容可能容器。
【請求項１７】
　請求項１に記載のバイオセンサー，バイオセンサーに光を導く光源，およびバイオセン
サーから反射した光を検出する検出器を含む検出システムであって，偏光フィルタが光源
とバイオセンサーとの間に存在する検出システム。
【請求項１８】
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（ａ）１またはそれ以上の結合パートナーを請求項１に記載のバイオセンサーに適用する
こと；
（ｂ）バイオセンサーを光で照らすこと；および
（ｃ）バイオセンサーからの光の最大の反射が生ずる波長または最小の透過が生ずる波長
を検出すること；
を含む，１またはそれ以上の特異的結合物質のそれぞれの結合パートナーへの結合を検出
する方法であって，
１またはそれ以上の特異的結合物質がそれぞれの結合パートナーに結合した場合に，反射
した光の波長が変位する方法。
【請求項１９】
（ａ）１またはそれ以上の結合パートナーを請求項１に記載のバイオセンサーに適用する
こと，ここで２次元格子が１またはそれ以上の特異的結合物質を含む別個の位置のアレイ
で被膜されており，
（ｂ）バイオセンサーの各々の別個の位置を光で照らすこと；および
（ｃ）バイオセンサーの各々の別個の位置からの光の最大の反射が生ずる波長または最小
の透過が生ずる波長を検出すること；
を含む，１またはそれ以上の特異的結合物質のそれぞれの結合パートナーへの結合を検出
する方法であって，
１またはそれ以上の特異的結合物質が別個の位置でそれぞれの結合パートナーに結合した
場合に，反射した光の波長が変位する方法。
【請求項２０】
（ａ）１またはそれ以上の酵素を請求項１に記載のバイオセンサーに適用すること；
（ｂ）バイオセンサーを洗浄すること；
（ｃ）バイオセンサーを光で照らすこと；および
（ｄ）バイオセンサーから反射した光の波長を検出すること；
を含む，酵素の活性を検出する方法であって，
１またはそれ以上の酵素が酵素活性によりバイオセンサーの１またはそれ以上の特異的結
合物質を変化させた場合に，反射した光の波長が変位する方法。
【請求項２１】
（ａ）第１および第２の表面を有するシート材料であり，第１の表面がレリーフボリュー
ム回折構造を規定するシート材料，
（ｂ）シート材料の第１の表面上に被膜された反射材料；および
（ｃ）反射材料に固定化された１またはそれ以上の特異的結合物質；
を含む，バイオセンサーであって，
２次元格子の格子周期は反射したおよび透過した０次オーダー以外の回折オーダーが伝播
しないように入射光の波長と比べて小さく，レリーフボリューム回折構造の深さおよび周
期は，バイオセンサーから反射された光の共鳴波長よりも短く，広周波数帯の光学波長の
光により照らされるときにバイオセンサーが第１の単一の光学波長において優先的に光を
反射し，１またはそれ以上の特異的結合物質が反射表面上に固定化されるときにバイオセ
ンサーが第２の単一の光学波長において光を反射し，光の第２の光学波長における反射が
光学干渉によりもたらされる，バイオセンサー。
【請求項２２】
　１またはそれ以上の特異的結合物質がそれぞれの結合パートナーに結合するときにバイ
オセンサーが第３の単一の光学波長において光を反射し，第３の光学波長における反射が
光学干渉によりもたらされる，請求項２１に記載のバイオセンサー。
【請求項２３】
　レリーフボリューム回折構造が０．０１ミクロンから１ミクロンの周期および０．０１
ミクロンから１ミクロンの深さを有する，請求項２１に記載のバイオセンサー。
【請求項２４】
　１またはそれ以上の特異的結合物質がそれぞれの結合パートナーに結合する，請求項２
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１に記載のバイオセンサー。
【請求項２５】
　内側表面として請求項２１に記載のバイオセンサーを含む液体収容可能容器。
【請求項２６】
　容器がミクロタイタープレート，試験管，ペトリ皿およびミクロ流体チャネルから成る
群より選ばれる，請求項２５に記載の液体収容可能容器。
【請求項２７】
　２またはそれ以上の特異的結合物質が反射材料の別個の位置のアレイとして配置される
，請求項２１に記載のバイオセンサー。
【請求項２８】
　別個の位置が直径５０－５００ミクロンのミクロアレイスポットを規定する，請求項２
７に記載のバイオセンサー。
【請求項２９】
　１またはそれ以上の特異的結合物質が物理吸着または化学結合により反射材料に固定化
される，請求項２１に記載のバイオセンサー。
【請求項３０】
　レリーフボリューム回折構造が直径０．５ミクロンから５ミクロンである，請求項２９
に記載のバイオセンサー。
【請求項３１】
（ａ）１またはそれ以上の結合パートナーを請求項２１に記載のバイオセンサーに適用す
ること；
（ｂ）バイオセンサーを光で照らすこと；および
（ｃ）バイオセンサーから反射した光の波長を検出すること；
を含む，１またはそれ以上の特異的結合物質のそれぞれの結合パートナーへの結合を検出
する方法であって，
　　　　１またはそれ以上の特異的結合物質がそれぞれの結合パートナーに結合した場合
に，反射した光の波長が変位する方法。
【請求項３２】
（ａ）１またはそれ以上の結合パートナーを請求項２１に記載のバイオセンサーに適用す
ること，ここで１またはそれ以上の特異的結合物質が反射材料の別個の位置のアレイとし
て配置されており，
（ｂ）バイオセンサーの各々の別個の位置を光で照らすこと；および
（ｃ）バイオセンサーの各々の別個の位置から反射した光の波長を検出すること；
を含む，１またはそれ以上の特異的結合物質のそれぞれの結合パートナーへの結合を検出
する方法であって，
　　　　１またはそれ以上の特異的結合物質が別個の位置でそれぞれの結合パートナーに
結合した場合に，反射した光の波長が変位する方法。
【請求項３３】
（ａ）１またはそれ以上の酵素を請求項２１に記載のバイオセンサーに適用すること；
（ｂ）バイオセンサーを洗浄すること；
（ｃ）バイオセンサーを光で照らすこと；および
（ｄ）バイオセンサーから反射した光の波長を検出すること；
を含む，酵素の活性を検出する方法であって，
　　　　　１またはそれ以上の酵素が酵素活性によりバイオセンサーの１またはそれ以上
の特異的結合物質を変化させた場合に，反射した光の波長が変位する方法。
【請求項３４】
　電気を伝導する光学的に透明な材料を含む第１および第２の表面を有する２次元格子、
および２次元格子の第１の表面に固定化された１またはそれ以上の特異的結合物質を含む
バイオセンサーであって，２次元格子の第１の表面が電気絶縁体により被膜され，２次元
格子の第２の表面が基板上に堆積され，バイオセンサーが照らされるときに共鳴格子効果
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が反射した放射スペクトル上で発生し，２次元格子の深さおよび周期が共鳴格子効果の波
長よりも短く，２次元格子の格子周期は反射したおよび透過した０次オーダー以外の回折
オーダーが伝播しないように入射光の波長と比べて小さく，バイオセンサーが広周波数帯
の光学波長の光により照らされるときに，狭周波数帯の光学波長の光がバイオセンサーか
ら反射される，バイオセンサー。
【請求項３５】
　２次元格子が，正方形，円形，楕円形，三角形，長円形，台形，シヌソイド波形，長方
形，および六角形から成る群より選ばれる形状の繰り返しパターンを含む，請求項３４に
記載のバイオセンサー。
【請求項３６】
　形状の繰り返しパターンが長方形格子または六角形格子に配置される，請求項３４に記
載のバイオセンサー。
【請求項３７】
　２次元格子が０．０１ミクロンから１ミクロンの周期および０．０１ミクロンから１ミ
クロンの深さを有する，請求項３４に記載のバイオセンサー。
【請求項３８】
　２またはそれ以上の個別の格子領域が同じ基板上に存在する，請求項３４に記載のバイ
オセンサー。
【請求項３９】
　基板の各々の個別の格子領域に電気伝導性トレースをさらに含む，請求項３８に記載の
バイオセンサー。
【請求項４０】
　伝導性トレースが電源に接続する，請求項３９に記載のバイオセンサー。
【請求項４１】
　１またはそれ以上の特異的結合物質が基板の各々の個別の格子領域に結合する，請求項
３８に記載のバイオセンサー。
【請求項４２】
　１またはそれ以上の特異的結合物質がそれぞれの結合パートナーに結合する，請求項４
１に記載のバイオセンサー。
【請求項４３】
　内側表面として請求項３４に記載のバイオセンサーを含む液体収容可能容器。
【請求項４４】
　容器がミクロタイタープレート，試験管，ペトリ皿およびミクロ流体チャネルから成る
群より選ばれる，請求項４３に記載の液体収容可能容器。
【請求項４５】
（ａ）１またはそれ以上の結合パートナーを請求項３４に記載のバイオセンサーに適用す
ること；
（ｂ）電気伝導トレースに電荷を適用すること；
（ｃ）バイオセンサーを光で照らすこと；および
（ｄ）バイオセンサーから反射した光の波長を検出すること；
を含む，１またはそれ以上の特異的結合物質のそれぞれの結合パートナーへの結合を検出
する方法であって，
１またはそれ以上の特異的結合物質がそれぞれの結合パートナーに結合した場合に，反射
した光の波長が変位する方法。
【請求項４６】
　バイオセンサーを光で照らす前に，工程（ｂ）で適用された電荷と反対の電荷を電気伝
導トレースに適用する工程をさらに含む，請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
（ａ）請求項１，２１，または３４に記載のバイオセンサーを光で照らすこと；
（ｂ）バイオセンサーから反射した光の波長を検出すること；
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（ｄ）１またはそれ以上の結合パートナーを含む試験サンプルをバイオセンサーに適用す
ること；
（ｅ）バイオセンサーを光で照らすこと；および
（ｆ）バイオセンサーから反射した光の波長を検出すること；
を含む，試験サンプル中の１またはそれ以上の結合パートナーの量を測定する方法であっ
て，
工程（ｂ）および工程（ｆ）の光の波長の違いが試験サンプル中の１またはそれ以上の結
合パートナーの量の測定値である方法。
【請求項４８】
　請求項１，２１，または３４に記載のバイオセンサー，バイオセンサーに光を導く光源
，およびバイオセンサーから反射した光を検出する検出器，を含む検出システムであって
，
２つの末端を有する第１の照射ファイバープローブがその第１の末端で光源に接続し，２
つの末端を有する第２の集光ファイバープローブがその第１の末端で検出器に接続し，第
１および第２のファイバープローブがそれらの第２の末端で第３のファイバープローブに
接続し，第３のファイバープローブが照射および集光ファイバープローブとして作用し，
第３のファイバープローブが垂直の入射角でバイオセンサーに向けられて照射および反射
する光学シグナルの対向伝搬を支持する，検出システム。
【請求項４９】
　請求項１，２１，または３４に記載のバイオセンサー，バイオセンサーに光を導く光源
，およびバイオセンサーから反射した光を検出する検出器，を含む検出システムであって
，
照射ファイバープローブが光源に接続して集光ファイバープローブに対して９０度の角度
で向けられており，集光ファイバープローブが検出器に接続し，バイオセンサーに光を導
くビームスプリッタに照射ファイバープローブを通じて光が導かれ，集光ファイバーに光
を導くビームスプリッタに反射光が導かれる，検出システム。
【請求項５０】
　アミンでバイオセンサーを活性化すること，リンカー基をアミン活性化バイオセンサー
に結合すること，および１またはそれ以上の特異的結合物質をリンカー基に結合すること
，を含む，請求項１，２１，または３４に記載のバイオセンサー上に１またはそれ以上の
特異的結合物質を固定化する方法。
【請求項５１】
(ａ）バイオセンサーをピラニア溶液に浸漬すること；
（ｂ）バイオセンサーを洗浄すること；
（ｃ）バイオセンサーを乾燥アセトン中３％３－アミノプロピルトリエトキシシラン溶液
に浸漬すること；
（ｄ）バイオセンサーを乾燥アセトンで洗浄すること；および
（ｅ）バイオセンサーを水で洗浄すること；
を含む方法によりバイオセンサーがアミンで活性化される，請求項５０に記載の方法。
【請求項５２】
　リンカーが，アミン，アルデヒド，Ｎ，Ｎ’－ジサクシニミジルカーボネート，および
ニッケルから成る群より選ばれる，請求項５０に記載の方法。
【請求項５３】
　バイオセンサーが保持具と結合する，請求項８，２７，または４１に記載のバイオセン
サーの２またはそれ以上を含むバイオセンサー構成物。
【請求項５４】
　構成物が５０から１，０００個の個々のバイオセンサーを含む，請求項５３に記載のバ
イオセンサー構成物。
【請求項５５】
　構成物が９６個のバイオセンサーを含む，請求項５３に記載のバイオセンサー構成物。
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【請求項５６】
　構成物が３８４個のバイオセンサーを含む，請求項５３に記載のバイオセンサー構成物
。
【請求項５７】
　バイオセンサーの２またはそれ以上が各々２５から１，０００個の別個の位置を含む，
請求項５３に記載のバイオセンサー構成物。
【請求項５８】
　各々のバイオセンサーが１ｍｍ2から５ｍｍ2である，請求項５３に記載のバイオセンサ
ー構成物。
【請求項５９】
　各々のバイオセンサーが３ｍｍ2である，請求項５３に記載のバイオセンサー構成物。
【請求項６０】
　各々のバイオセンサーがミクロタイタープレートの個別のウェル中に配置できるように
保持具が各々のバイオセンサーを保持する，請求項５３に記載のバイオセンサー構成物。
【請求項６１】
　多重ファイバー光学プローブの先端に請求項１，２１，または３４に記載の１またはそ
れ以上のバイオセンサーを含む，バイオセンサー構成物。
【請求項６２】
　１またはそれ以上のバイオセンサーがプローブの先端上に加工される，請求項６１に記
載のバイオセンサー構成物。
【請求項６３】
　１またはそれ以上のバイオセンサーがプローブの先端に結合する，請求項６１に記載の
バイオセンサー構成物。
【請求項６４】
（ａ）請求項１に記載のバイオセンサー；
（ｂ）レーザービームを走査ミラー装置に導くレーザー源であって，走査ミラー装置がレ
ーザービームの入射角を変化させるために使用されるレーザー源；
（ｃ）入射レーザービームの平行を維持するための光学システム；
（ｄ）および光検出器；
を含む，検出システム。
【請求項６５】
　走査ミラー装置が線形ガルバノメータである，請求項６４に記載の検出システム。
【請求項６６】
　線形ガルバノメータが２Ｈｚから１２０Ｈｚの周波数および１０度から２０度の機械的
走査角で作動する，請求項６５に記載の検出システム。
【請求項６７】
　レーザーが７８０ｎｍ，７８５ｎｍ，８１０ｎｍ，および８３０ｎｍから成る群より選
ばれる波長のダイオードレーザーである，請求項６４に記載の検出システム。
【請求項６８】
　同心輪のパターンを有する２次元格子を含むバイオセンサーであって，各々の同心輪の
内側の直径と外側の直径との違いが格子周期の約半分に等しく，各々の連続する輪が前の
輪の内側の直径よりも格子周期約１つ分大きい内側の直径を有し，構造が照射光ビームで
照らされるときに反射した放射スペクトルが照射光ビームの照射偏光角に独立して発生し
，構造が照らされるときに共鳴格子効果が反射した放射スペクトル上で発生し，２次元格
子の格子周期は反射したおよび透過した０次オーダー以外の回折オーダーが伝播しないよ
うに入射光の波長と比べて小さく，バイオセンサーが広周波数帯の光学波長の光により照
らされるときに，狭周波数帯の光学波長の光がバイオセンサーから反射され，１またはそ
れ以上の特異的結合物質が２次元格子上に固定される，バイオセンサー。
【請求項６９】
　２次元格子が０．０１ミクロンから１ミクロンの周期および０．０１ミクロンから１ミ
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クロンの深さを有する，請求項６８に記載のバイオセンサー。
【請求項７０】
　穴または突起物が六角形の角および中心に位置するように配置された穴または突起物の
アレイを含むバイオセンサーであって，構造が照射光ビームで照らされるときに，反射し
た放射スペクトルが照射光ビームの照射偏光角に独立して発生し，構造が照らされるとき
に共鳴格子効果が反射した放射スペクトル上で発生し，２次元格子の格子周期は反射した
および透過した０次オーダー以外の回折オーダーが伝播しないように入射光の波長と比べ
て小さく，バイオセンサーが広周波数帯の光学波長の光により照らされるときに，狭周波
数帯の光学波長の光がバイオセンサーから反射され，１またはそれ以上の特異的結合物質
が穴または突起物のアレイに固定化される，バイオセンサー。
【請求項７１】
　穴または突起物のアレイが０．０１ミクロンから１ミクロンの周期および０．０１ミク
ロンから１ミクロンの深さまたは高さを有する，請求項７０に記載のバイオセンサー。
【請求項７２】
（ａ）上面および底面を有する第１の２次元格子；
（ｂ）上面および底面を有する第２の２次元格子であって，第２の２次元格子の上面が第
１の２次元格子の底面に結合する第２の２次元格子；
（ｃ）第１の２次元格子の上面に固定化された、１またはそれ以上の特異的結合物質また
はその結合パートナーに結合した１またはそれ以上の特異的結合物質；
を含むバイオセンサーであって，
バイオセンサーが照らされるときに２つの共鳴格子効果が反射した放射スペクトル上で発
生し，両方の２次元格子の深さおよび周期が共鳴格子効果の波長より短く，２次元格子の
格子周期は反射したおよび透過した０次オーダー以外の回折オーダーが伝播しないように
入射光の波長と比べて小さく，バイオセンサーが広周波数帯の光学波長の光により照らさ
れるときに，狭周波数帯の光学波長の光がバイオセンサーから反射される，バイオセンサ
ー。
【請求項７３】
　基板層が第２の２次元格子の底面を支持し，第１の２次元格子および第２の２次元格子
の屈折率は基板の屈折率より高い，請求項７２に記載のバイオセンサー。
【請求項７４】
　１またはそれ以上の特異的結合物質が２次元格子の反対側の被覆層の表面に固定化され
る，第１の２次元格子の上面に被覆層をさらに含む，請求項７２に記載のバイオセンサー
。
【請求項７５】
　第１の２次元格子の上面が試験サンプルと物理的に接触し，第２の２次元格子が試験サ
ンプルと物理的に接触しない，請求項７２に記載のバイオセンサー。
【請求項７６】
　ピーク共鳴反射波長が第１および第２の２次元格子により測定され，２つの測定値の違
いが，第１の２次元格子表面上に堆積した１またはそれ以上の特異的結合物質，結合パー
トナー，またはその両方の量を示す，請求項７２に記載のバイオセンサー。
【請求項７７】
（ａ）上面および底面を有する第１の２次元格子；
（ｂ）上面および底面を含む基板層であって，基板の上面が第１の２次元格子の底面を支
持し，２次元格子の屈折率は基板の屈折率より高い基板層；
（ｃ）上面および底面を有する第２の２次元格子であって，第２の２次元格子の底面が基
板の底面に結合し，２次元格子の屈折率は基板の屈折率より高い２次元格子；および
（ｄ）第１の２次元格子の上面に固定化された、１またはそれ以上の特異的結合物質また
はその結合パートナーに結合した１またはそれ以上の特異的結合物質；
を含むバイオセンサーであって，
バイオセンサーが照らされるときに２つの共鳴格子効果が反射した放射スペクトル上で発
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生し，両方の２次元格子の深さおよび周期が共鳴格子効果の波長より短く，２次元格子の
格子周期は反射したおよび透過した０次オーダー以外の回折オーダーが伝播しないように
入射光の波長と比べて小さく，バイオセンサーが広周波数帯の光学波長の光により照らさ
れるときに，狭周波数帯の光学波長の光がバイオセンサーから反射される，バイオセンサ
ー。
【請求項７８】
　１またはそれ以上の特異的結合物質が２次元格子の反対側の被覆層の表面に固定化され
る，第１の２次元格子の上面に被覆層をさらに含む，請求項７７に記載のバイオセンサー
。
【請求項７９】
　第１の２次元格子の上面が試験サンプルと物理的に接触し，第２の２次元格子が試験サ
ンプルと物理的に接触しない，請求項７７に記載のバイオセンサー。
【請求項８０】
　ピーク共鳴反射波長が第１および第２の２次元格子により測定され，２つの測定値の違
いが，第１の２次元格子表面上に堆積した１またはそれ以上の特異的結合物質，結合パー
トナー，またはその両方の量を示す，請求項７９に記載のバイオセンサー。
【請求項８１】
　２次元格子の反対側の基板表面上に非反射誘電被膜をさらに含む，請求項１に記載のバ
イオセンサー。
【請求項８２】
　バイオセンサーが，底部なしミクロタイタープレートに結合する，請求項１に記載のバ
イオセンサー。
【請求項８３】
（ａ）第１および第２の分子の混合物をバイオセンサーの第１の別個の位置に適用するこ
と，ここでバイオセンサーは２次元格子，および２次元格子を支持する基板層を含み，２
次元格子の屈折率は基板の屈折率より高く；バイオセンサーが照らされるときに共鳴格子
効果が反射した放射スペクトル上で発生し，２次元格子の深さおよび周期が共鳴格子効果
の波長よりも短く，２次元格子の格子周期は反射したおよび透過した０次オーダー以外の
回折オーダーが伝播しないように入射光の波長と比べて小さく，バイオセンサーが広周波
数帯の光学波長の光により照らされるときに，狭周波数帯の光学波長の光がバイオセンサ
ーから反射され；
（ｂ）第１の分子と第３の対照分子との混合物を（ａ）のバイオセンサーまたは同様のバ
イオセンサーの第２の別個の位置に適用すること，ここで第３の対照分子は第１の分子と
相互作用せず，第３の対照分子は第１の分子とほぼ同じ大きさであり；および
（ｃ）工程（ａ）の第１の別個の位置から，および工程（ｂ）の第２の別個の位置から反
射した光の波長の変位を検出すること；
を含む，第１の分子の第２の試験分子との相互作用を検出する方法であって，
　　　　　第１の別個の位置から射した光の波長の変位が第２の別個の位置から反射した
波長の変位よりも大きい場合に，第１の分子と第２の試験分子が相互作用する，
方法。
【請求項８４】
　第１の分子が核酸，ポリペプチド，抗原，ポリクローナル抗体，モノクローナル抗体，
単鎖抗体（ｓｃＦｖ），Ｆ（ａｂ）フラグメント，Ｆ（ａｂ’）2フラグメント，Ｆｖフ
ラグメント，小有機分子，細胞，ウイルス，およびバクテリアから成る群より選ばれる，
請求項８３に記載の方法。
【請求項８５】
　第２の試験分子が核酸，ポリペプチド，抗原，ポリクローナル抗体，モノクローナル抗
体，単鎖抗体（ｓｃＦｖ），Ｆ（ａｂ）フラグメント，Ｆ（ａｂ’）2フラグメント，Ｆ
ｖフラグメント，小有機分子，細胞，ウイルス，およびバクテリアから成る群より選ばれ
る，請求項８３に記載の方法。
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【請求項８６】
（ａ）　２次元格子；および
（ｂ）　２次元格子を支持する基板層であって，２次元格子の屈折率は基板の屈折率より
高い基板層；
を含むバイオセンサーであって，
格子は，アミンで活性化されているか，アルデヒドで活性化されているか，またはニッケ
ルで活性化されており，バイオセンサーが照らされるときに，反射した放射スペクトル上
で共鳴格子効果が発生し，２次元格子の深さおよび周期が共鳴格子効果の波長より短く，
２次元格子の格子周期は反射したおよび透過した０次オーダー以外の回折オーダーが伝播
しないように入射光の波長と比べて小さく，バイオセンサーが広周波数帯の光学波長の光
により照らされるときに，狭周波数帯の光学波長の光がバイオセンサーから反射される，
バイオセンサー。
【請求項８７】
　同心輪のパターンを有する２次元格子を含むバイオセンサーであって，各々の同心輪の
内側の直径と外側の直径との違いが格子周期の約半分に等しく，各々の連続する輪が前の
輪の内側の直径よりも格子周期約１つ分大きい内側の直径を有し，構造が照射光ビームで
照らされるときに，反射した放射スペクトルが照射光ビームの照射偏光角に独立して発生
し，２次元格子の格子周期は反射したおよび透過した０次オーダー以外の回折オーダーが
伝播しないように入射光の波長と比べて小さく，バイオセンサーが広周波数帯の光学波長
の光により照らされるときに，狭周波数帯の光学波長の光がバイオセンサーから反射され
，格子はアミンで活性化されているか，アルデヒドで活性化されているか，またはニッケ
ルで活性化されている，バイオセンサー。
【請求項８８】
　穴または突起物が六角形の角および中心に位置するように配置された穴または突起物の
アレイを含むバイオセンサーであって，構造が照射光ビームで照らされるときに，反射し
た放射スペクトルが照射光ビームの照射偏光角に独立して発生し，２次元格子の格子周期
は反射したおよび透過した０次オーダー以外の回折オーダーが伝播しないように入射光の
波長と比べて小さく，バイオセンサーが広周波数帯の光学波長の光により照らされるとき
に，狭周波数帯の光学波長の光がバイオセンサーから反射され，格子はアミンで活性化さ
れているか，アルデヒドで活性化されているか，またはニッケルで活性化されている，バ
イオセンサー。
【請求項８９】
（ａ）上面および底面を有する第１の２次元格子；および
（ｂ）上面および底面を有する第２の２次元格子であって，第２の２次元格子の上面が第
１の２次元格子の底面に結合する第２の２次元格子；
を含むバイオセンサーであって，
第１の２次元格子の上面は，アミンで活性化されているか，アルデヒドで活性化されてい
るか，またはニッケルで活性化されており，
バイオセンサーが照らされるときに２つの共鳴格子効果が反射した放射スペクトル上で発
生し，両方の２次元格子の深さおよび周期が共鳴格子効果の波長より短く，２次元格子の
格子周期は反射したおよび透過した０次オーダー以外の回折オーダーが伝播しないように
入射光の波長と比べて小さく，バイオセンサーが広周波数帯の光学波長の光により照らさ
れるときに，狭周波数帯の光学波長の光がバイオセンサーから反射される，バイオセンサ
ー。
【請求項９０】
（ａ）上面および底面を有する第１の２次元格子；および
（ｂ）上面および底面を有する基板層であって，基板の上面は第１の２次元格子の底面を
支持し，２次元格子の屈折率は基板の屈折率より高い基板層；
（ｃ）　上面および底面を有する第２の２次元格子であって，第２の２次元格子の底面は
基板の底面に結合し，２次元格子の屈折率は基板の屈折率より高い２次元格子；
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を含むバイオセンサーであって，
第１の２次元格子の上面は，アミンで活性化されているか，アルデヒドで活性化されてい
るか，またはニッケルで活性化されており，
バイオセンサーが照らされるときに２つの共鳴格子効果が反射した放射スペクトル上で発
生し，両方の２次元格子の深さおよび周期が共鳴格子効果の波長より短く，２次元格子の
格子周期は反射したおよび透過した０次オーダー以外の回折オーダーが伝播しないように
入射光の波長と比べて小さく，バイオセンサーが広周波数帯の光学波長の光により照らさ
れるときに，狭周波数帯の光学波長の光がバイオセンサーから反射される，バイオセンサ
ー。
【請求項９１】
　以下のａ－ｃを含むポリヌクレオチドのアレイであって，
（ａ）　２次元格子；
（ｂ）　２次元格子を支持する基板であって，２次元格子の屈折率は基板の屈折率より大
きい基板；および
（ｃ）　２次元格子の基板と反対側の別個の位置に結合した１またはそれ以上の種類のポ
リヌクレオチドであって，ここで，１またはそれ以上のポリヌクレオチドは１またはそれ
以上の特異的結合物質と結合し，１またはそれ以上のポリヌクレオチドおよび１またはそ
れ以上の特異的結合物質は検出用ラベルを含まず；
ポリヌクレオチドのアレイが照らされるときに，反射した放射スペクトル上で共鳴格子効
果が発生し，２次元格子の深さおよび周期が共鳴格子効果波長より短く，２次元格子の格
子周期は反射したおよび透過した０次オーダー以外の回折オーダーが伝播しないように入
射光の波長と比べて小さく，アレイが広周波数帯の光学波長の光により照らされるときに
，狭周波数帯の光学波長の光がアレイから反射される，ポリヌクレオチドのアレイ。
【請求項９２】
　基板が，ガラス，プラスチックまたはエポキシを含む，請求項９１に記載のポリヌクレ
オチドのアレイ。
【請求項９３】
　２次元格子が，硫化亜鉛，２酸化チタン，酸化タンタルおよび窒化ケイ素から成る群よ
り選ばれる材料を含む，請求項９１に記載のポリヌクレオチドのアレイ。
【請求項９４】
　基板および２次元格子が単一ユニットを含み，２次元格子を含む単一ユニットの表面は
，基板の屈折率より高い屈折率を有する材料で被覆されている，請求項９１に記載のポリ
ヌクレオチドのアレイ。
【請求項９５】
　単一ユニットが，ガラス，プラスチックおよびエポキシから成る群より選ばれる材料を
含む，請求項９４に記載のポリヌクレオチドのアレイ。
【請求項９６】
　材料が，硫化亜鉛，２酸化チタン，酸化タンタルおよび窒化ケイ素から成る群より選ば
れる，請求項９４に記載のポリヌクレオチドのアレイ。
【請求項９７】
　２次元格子が，正方形，円形，楕円形，三角形，台形，シヌソイド波形，長円形，長方
形および六角形から成る群より選ばれる形状の繰り返しパターンから構成される，請求項
９１に記載のポリヌクレオチドのアレイ。
【請求項９８】
　形状の繰り返しパターンが長方形格子または六角形格子に配置される，請求項９７に記
載のポリヌクレオチドのアレイ。
【請求項９９】
　２次元格子が，０．０１ミクロンから１ミクロンの周期および０．０１ミクロンから１
ミクロンの深さを有する，請求項９１に記載のポリヌクレオチドのアレイ。
【請求項１００】
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　さらに，２次元格子の反対側の基板の表面にエンボス加工された非反射性の物理構造を
含む，請求項９１に記載のポリヌクレオチドのアレイ。
【請求項１０１】
　非反射性の物理構造が蛾目構造である，請求項１００に記載のポリヌクレオチドのアレ
イ。
【請求項１０２】
　請求項９１に記載のポリヌクレオチドのアレイ，ポリヌクレオチドのアレイに光を導く
光源，およびポリヌクレオチドのアレイから反射した光を検出する検出器を含む検出シス
テム。
【請求項１０３】
　さらに，第１の末端で光源に接続した１またはそれ以上の照射光学ファイバー，および
第１の末端で検出器に接続した１またはそれ以上の集光光学ファイバーを含むファイバー
プローブを含み，照射ファイバーおよび集光ファイバーの第２の末端は，ポリヌクレオチ
ドのアレイに光を集中させる平行レンズと並んで配置されている，請求項１０２に記載の
検出システム。
【請求項１０４】
　照射ファイバーおよび集光ファイバーが同じファイバーである，請求項１０３に記載の
検出システム。
【請求項１０５】
　光源がポリヌクレオチドのアレイの上面または底面からポリヌクレオチドのアレイを照
らす，請求項１０２に記載の検出システム。
【請求項１０６】
（ａ）　２次元格子；
（ｂ）２次元格子を支持する基板であって，２次元格子の屈折率が基板の屈折率より大き
い基板；および
（ｃ）基板の反対側の２次元格子の表面上の被覆層；
（ｄ）被覆層の別個の位置に結合した１またはそれ以上の種類のポリヌクレオチド，
を含むポリヌクレオチドのアレイであって，
１またはそれ以上の種類のポリヌクレオチドはその結合パートナーと結合しており，およ
び１またはそれ以上の種類のポリヌクレオチドおよびその結合パートナーは検出ラベルを
含まず，アレイが照らされるときに反射した放射スペクトル上で共鳴格子効果が発生し，
２次元格子の深さおよび周期が共鳴格子効果波長より小さく，２次元格子の格子周期は反
射したおよび透過した０次オーダー以外の回折オーダーが伝播しないように入射光の波長
と比べて小さく，アレイが広周波数帯の光学波長の光により照らされるときに，狭周波数
帯の光学波長の光がアレイから反射される，ポリヌクレオチドのアレイ。
【請求項１０７】
　基板がガラス，プラスチックまたはエポキシを含む，請求項１０６に記載のポリヌクレ
オチドのアレイ。
【請求項１０８】
　２次元格子が，硫化亜鉛，２酸化チタン，酸化タンタルおよび窒化ケイ素から成る群よ
り選ばれる材料を含む，請求項１０６に記載のポリヌクレオチドのアレイ。
【請求項１０９】
　基板および２次元格子が単一ユニットを含み，２次元格子を含む単一ユニットの表面は
，基板の屈折率より大きい屈折率を有する材料で被覆されており，材料は被覆層で被覆さ
れている，請求項１０６に記載のポリヌクレオチドのアレイ。
【請求項１１０】
　単一ユニットが，ガラス，プラスチック，およびエポキシから成る群より選ばれる材料
を含む，請求項１０９に記載のポリヌクレオチドのアレイ。
【請求項１１１】
　材料が，硫化亜鉛，２酸化チタン，酸化タンタルおよび窒化ケイ素から成る群より選ば
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れる，請求項１０９に記載のポリヌクレオチドのアレイ。
【請求項１１２】
　被覆層が，硫化亜鉛，２酸化チタン，酸化タンタルまたは窒化ケイ素より低い屈折率を
有する材料を含む，請求項１０９に記載のポリヌクレオチドのアレイ。
【請求項１１３】
　被覆層が，ガラス，エポキシおよびプラスチックから成る群より選ばれる材料を含む，
請求項１０９に記載のポリヌクレオチドのアレイ。
【請求項１１４】
　２次元格子が，正方形，円形，楕円形，三角形，台形，シヌソイド波形，長円形，長方
形および六角形から成る群より選ばれる形状の繰り返しパターンを含む，請求項１０９に
記載のポリヌクレオチドのアレイ。
【請求項１１５】
　形状の繰り返しパターンが長方形格子または六角形格子状に配置されている，請求項１
１４に記載のポリヌクレオチドのアレイ。
【請求項１１６】
　２次元格子が，０．０１ミクロンから１ミクロンの周期および０．０１ミクロンから１
ミクロンの深さを有する，請求項１０６に記載のポリヌクレオチドのアレイ。
【請求項１１７】
　さらに，２次元格子の反対側の基板の表面上にエンボス加工されている非反射性の物理
構造を含む，請求項１０６に記載のポリヌクレオチドのアレイ。
【請求項１１８】
　非反射性の物理構造が蛾目構造である，請求項１１７に記載のポリヌクレオチドのアレ
イ。
【請求項１１９】
　請求項１０６に記載のポリヌクレオチドのアレイ，光をポリヌクレオチドのアレイに導
く光源，およびポリヌクレオチドのアレイから反射した光を検出する検出器を含む検出シ
ステム。
【請求項１２０】
　さらに，第１の末端で光源と接続した１またはそれ以上の照射光学ファイバー，および
第１の末端で検出器と接続した１またはそれ以上の集光光学ファイバーを含むファイバー
プローブを含み，照射ファイバーおよび集光ファイバーの第２の末端は，ポリヌクレオチ
ドのアレイに光を集中させる平行レンズと並んで配置されている，請求項１１９に記載の
検出システム。
【請求項１２１】
　照射ファイバーおよび集光ファイバーが同じファイバーである，請求項１２０に記載の
検出システム。
【請求項１２２】
　光源が，ポリヌクレオチドのアレイの上面または底面からポリヌクレオチドのアレイを
照らす，請求項１１９に記載の検出システム。
【請求項１２３】
　請求項１に記載のバイオセンサー，光をバイオセンサーに導く光源，およびバイオセン
サーから反射した光を検出する検出器を含む検出システムであって，２つの末端を有する
集光ファイバープローブである第１のファイバープローブが第１の末端で検出器に接続し
，２つの末端を有する照射ファイバープローブである第２のファイバープローブがその第
１の末端で光源に接続し，第１のファイバープローブおよび第２のファイバープローブが
，それらの第２の末端で第３のファイバープローブに接続し，第３のファイバープローブ
が照射ファイバープローブおよび集光ファイバープローブとして作用し，第３のファイバ
ープローブが，垂直の入射角でバイオセンサーに向けられ，照射光シグナルおよび反射光
シグナルの対向伝搬を支持する，検出システム。
【請求項１２４】
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　請求項１に記載のバイオセンサー，バイオセンサーに光を導く光源，およびバイオセン
サーから反射した光を検出する検出器，を含む検出システムであって，照射ファイバープ
ローブが光源に接続して集光ファイバープローブに対して９０度の角度で向けられており
，集光ファイバープローブが検出器に接続し，バイオセンサーに光を導くビームスプリッ
タに照射ファイバープローブを通じて光が導かれ，集光ファイバーに光を導くビームスプ
リッタに反射光が導かれる，検出システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の技術分野）
本発明は、生体分子の相互作用を検出するための構成物および方法に関連する。検出は、
ラベルを使用することなく起こり、ハイスループット方式により行われる。本発明は、ま
た光学装置にも関連する。
【０００２】
（発明の背景）
ヒトゲノムの配列決定の完了に伴い、分子生物学の次の大きな課題の一つは、ＤＮＡによ
りエンコードされる多くのタンパク質標的物が、他のタンパク質、小分子薬候補物質、並
びに酵素および阻害因子の大きな宿主、とどのように相互作用するかを理解することにな
るであろう。例えば、Pandey & Mann,「遺伝子およびゲノム研究のためのプロテオミクス
」 Nature, 405, p. 837-846, 2000; Leigh Anderson et al., 「プレテオミクス：基礎
および応用生物学における応用」 Current Opinion in Biotechnology, 11, p. 408-412,
 2000; Patterson, 「プレテオミクス：タンパク質化学の工業化」 Current Opinion in 
Biotechnology, 11, p. 413-418, 2000; MacBeath & Schreiber, 「ハイスループット機
能決定のためのミクロアレイとしてのタンパク質のプリント」Science, 289, p. 1760-17
63, 2000; De Wildt et al., 「抗体－抗原相互作用のハイスループットスクリーニング
のための抗体アレイ」 Nature Biotechnology, 18, p. 989-994, 2000を参照のこと。こ
の目的のため、多くの異なる生体分子の相互作用を高感度で同時に定量する能力を有する
手段の、医薬の発見、プロテオミクス、および診断への応用が見出されるであろう。さら
に、これらの手段として広範囲な使用を見出すためには、これらは簡単に使用でき、所有
して操作するのに高価でなく、例えばポリヌクレオチド、ペプチド、小タンパク質、抗体
、および細胞全体でさえ含みうる広範囲の分析物に適用できなければならない。
【０００３】
オリゴヌクレオチド、抗体－抗原相互作用、ホルモン－レセプター相互作用、および酵素
－基質相互作用を含む種々の生体分子複合体を検出するために、バイオセンサーが開発さ
れてきた。一般的に、バイオセンサーは、２つの部品：高特異的認識素子および分子認識
事象を定量可能なシグナルに変換する変換器、からなる。シグナル変換は、蛍光、干渉分
光法（(Jenison et al., 「光学被膜シリコン上での核酸標的の干渉に基づく検出」 Natu
re Biotechnology, 19, p. 62-65; Lin et al., 「多孔性シリコン基材光学干渉計バイオ
センサー」 Science, 278, p. 840-843, 1997)、および重力測定法(A. Cunningham, Bioa
nalytical Sensors, John Wiley & Sons (1998))を含む、多くの方法によりなされてきた
。
【０００４】
光学に基づく変換方法として、蛍光化合物による分析物のラベル化を必要としない直接方
法は、容易にラベル化されない小分子やタンパク質の相互作用を研究するために相対的な
アッセイの簡便性と能力のために注目される。直接光学方法には、表面プラスモン共鳴（
ＳＰＲ）(Jordan & Corn, 「化学的に修飾された金表面への静電生体高分子の吸着の表面
プラスモン共鳴イメージング測定」 Anal. Chem., 69:1449-1456 (1997)、 格子カプラー
(Morhard et al.,「光学回折による細胞検出のためのミクロパターンにおける抗体の固定
化」 Sensors and Actuators B, 70, p. 232-242, 2000)、偏光解析法(Jin et al., 「生
体分子相互作用の視覚化のためのイメージング偏光解析法に基づくバイオセンサーの概念
」 Analytical Biochemistry, 232, p. 69-72, 1995)、エバネッセント波装置(Huber et 
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al., 「直接光学免疫検出（感度と選択性）」Sensors and Actuators B, 6, p. 122-126,
 1992)、および反射計(Brecht & Gauglitz, 「光学プローブおよび変換器」 Biosensors 
and Bioelectronics, 10, p. 923-936, 1995)が含まれる。これらの検出方法の理論的に
予測される検出限界は、診断的に同等な濃度範囲に低下させて可能となることが、決定さ
れ、実験的に確認されてきた。しかし、現在のところ、これらの方法は、ハイスループッ
ト生体分子相互作用分析に最もしばしば用いられるミクロタイタープレートに基づく、ま
たはミクロアレイに基づく基盤に容易に適合できる形態で、いずれの型のラベルをも用い
ずに高感度アッセイを実行できる市販のハイスループット装置を依然得る必要がある。従
って、この分野では、これらの目的を達成できる構成物および方法に対する要求がある。
【０００５】
（発明の概要）
本発明の目的は、１またはそれ以上の特異的結合物質のそれぞれの結合パートナーへの結
合を検出するための構成物および方法を提供することである。これおよび本発明の他の目
的は、１またはそれ以上の以下に記載される態様により提供される。
【０００６】
本発明の１つの態様は、以下を含むバイオセンサーを提供する：高屈折率を有する材料を
含む２次元格子、２次元格子を支持する基板層、および基板層の反対側の２次元回折格子
の表面に固定化された１またはそれ以上の特異的結合物質である。バイオセンサーが照ら
されるときに共鳴格子効果が反射した放射スペクトル上で発生する。２次元格子の深さお
よび周期は、共鳴回折効果の波長より短い。
【０００７】
本発明の他の態様は、高屈折率を有する材料および２次元格子を支持する基板層を含む２
次元格子を含む光学装置を提供する。光学装置が照らされるときに共鳴格子効果が反射し
た放射スペクトル上で発生する。２次元格子の深さおよび周期は、共鳴格子効果の波長よ
り短い。
【０００８】
バイオセンサーが光学波長の広周波数帯により照らされるときに、光学波長の狭周波数帯
がバイオセンサーまたは光学装置から反射されうる。基板は、ガラス、プラスチックまた
はエポキシを含むことができる。２次元格子は、硫化亜鉛、２酸化チタン、酸化タンタル
、および窒化ケイ素から成る群より選ばれる材料を含むことができる。
【０００９】
基板および２次元格子は、任意に単一ユニットを含むことができる。２次元格子を含む単
一ユニットの表面は、高屈折率を有する材料により被膜され、１またはそれ以上の特異的
結合物質は単一ユニットの反対側の高屈折率を有する材料表面に固定化される。単一ユニ
ットは、ガラス、プラスチック、およびエポキシから成る群より選ばれる材料を含むこと
ができる。
【００１０】
バイオセンサーまたは光学装置は、任意に基板層の反対側の２次元格子表面上に被覆層を
含むことができる。１またはそれ以上の特異的結合物質は、２次元格子の反対側の被覆層
表面に固定化される。被覆層は、２次元格子の高屈折率材料よりも低い屈折率を有する材
料を含むことができる。例えば、被覆層は、ガラス、エポキシ、およびプラスチックを含
むことができる。
【００１１】
２次元格子は、線形、正方形、円形、楕円形、三角形、台形、シヌソイド波形、長円形、
長方形、および六角形から成る群より選ばれる形状の繰り返しパターンを含むことができ
る。形状の繰り返しパターンは、線形格子、即ち、平行線の格子、長方形格子、または六
角形格子に配置できる。２次元格子は、約０．０１ミクロンから約１ミクロンの周期およ
び約０．０１ミクロンから約１ミクロンの深さを有してもよい。
【００１２】
１またはそれ以上の特異的結合物質は、別個の位置のアレイとして配置でき、物理吸着ま
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たは化学結合により２次元格子上に固定化できる。別個の位置は、直径約５０－５００ま
たは１５０－２００ミクロンのミクロアレイスポットを規定することができる。１または
それ以上の特異的結合物質は、それらの結合パートナーに結合することができる。１また
はそれ以上の特異的結合物質は、核酸、ポリペプチド、抗原、ポリクローナル抗体、モノ
クローナル抗体、単鎖抗体（ｓｃＦｖ）、Ｆ（ａｂ）フラグメント、Ｆ（ａｂ’）2フラ
グメント、Ｆｖフラグメント、小有機分子、細胞、ウイルス、バクテリア、および生物学
的サンプルから成る群より選ぶことができる。生物学的サンプルは、血液、血漿、血清、
胃腸分泌物、組織または腫瘍のホモジネート、滑液、便、唾液、痰、嚢胞液、羊水、脳脊
椎液、腹膜液、肺洗浄液、精液、リンパ液、涙、および前立腺液から成る群より選ぶこと
ができる。結合パートナーは、核酸、ポリペプチド、抗原、ポリクローナル抗体、モノク
ローナル抗体、単鎖抗体（ｓｃＦｖ）、Ｆ（ａｂ）フラグメント、Ｆ（ａｂ’）2フラグ
メント、Ｆｖフラグメント、小有機分子、細胞、ウイルス、バクテリア、および生物学的
サンプルから成る群より選ぶことができる。バイオセンサーは、２次元格子状の反対側の
基板表面上に非反射誘電被膜をさらに含んでもよい。バイオセンサーは、蛾目構造のよう
な、２次元格子の反対側の基板表面にエンボス加工された非反射性の物理構造を含むこと
ができる。バイオセンサーは、液体収容可能容器の内部表面を含むことができる。容器は
、ミクロタイタープレート、試験管、ペトリ皿およびミクロ液体チャネルから成る群より
選ばれる。バイオセンサーは、付着結合、超音波溶接およびレーザー溶接から成る群より
選ばれる方法により底部なしミクロタイタープレートに結合できる。
【００１３】
本発明の他の態様は、本発明のバイオセンサーまたは光学装置、バイオセンサーまたは光
学装置に光を導く光源、およびバイオセンサーから反射した光を検出する検出器、を含む
検出システムを提供する。検出システムは、第１の末端で光源に接続する１またはそれ以
上の照射光学ファイバー、および第１の末端で検出器に接続する１またはそれ以上の集光
光学ファイバー、を含むファイバープローブを含むことができ、照射および集光ファイバ
ーの第２の末端は、バイオセンサーまたは光学装置に光を集中させる平行レンズと並んで
配置される。照射ファイバーと集光ファイバーは、同じファイバーでもよい。光源は、そ
の上面またはその底面からバイオセンサーを照らすことができる。
【００１４】
本発明のさらに他の態様は、１またはそれ以上の特異的結合物質のそれぞれの結合パート
ナーへの結合を検出する方法を提供する。この方法は、１またはそれ以上の結合パートナ
ーを本発明のバイオセンサーに適用すること、バイオセンサーを光で照らすこと、および
バイオセンサーから反射した光の波長の最大値、または透過した光の波長の最小値を検出
すること、を含む。１またはそれ以上の特異的結合物質がそれぞれの結合パートナーに結
合した場合に、反射した光の波長が変位する。
【００１５】
また本発明の他の態様は、１またはそれ以上の特異的結合物質のそれぞれの結合パートナ
ーへの結合を検出する方法を提供する。この方法は、１またはそれ以上の結合パートナー
を本発明のバイオセンサーに適用することを含み、ここでバイオセンサーは、１またはそ
れ以上の特異的結合物質を含む別個の位置のアレイで被膜された２次元格子を含む。バイ
オセンサーの各々の別個の位置は、光で照らされ、反射した光の最大波長または透過した
光の最小波長は、バイオセンサーの各々の別個の位置から検出される。１またはそれ以上
の特異的結合物質が別個の位置でそれぞれの結合パートナーに結合した場合に、反射した
光の波長が変位する。
【００１６】
本発明のさらなる他の態様は、酵素の活性を検出する方法を提供する。この方法は、１ま
たはそれ以上の酵素を本発明のバイオセンサーに適用すること、バイオセンサーを洗浄す
ること、バイオセンサーを光で照らすこと、およびバイオセンサーから反射した光の波長
を検出すること、を含む。１またはそれ以上の酵素が酵素活性によりバイオセンサーの１
またはそれ以上の特異的結合物質を変化させた場合に、反射した光の波長が変位する。
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【００１７】
本発明の他の態様は、第１および第２の表面を有するシート材料であり、第１の表面がレ
リーフボリューム回折構造を規定するシート材料、シート材料の第１の表面上に被膜され
た反射材料、および反射材料に固定化された１またはそれ以上の特異的結合物質、を含む
バイオセンサーを提供する。また本発明の他の態様は、第１および第２の表面を有するシ
ート材料であり、第１の表面がレリーフボリューム回折構造を規定するシート材料、およ
びシート材料の第１の表面上に被膜された反射材料、を含む光学装置を提供する。バイオ
センサーまたは光学装置は、光学波長の広周波数帯により照らされたときに第１の単一光
学波長で優先的に光を反射する。バイオセンサーは、１またはそれ以上の特異的結合物質
が反射表面上に固定化されるときに、第２の単一の光学波長で光を反射する。第１および
第２の光学波長における反射が、光学干渉によりもたらされる。１またはそれ以上の特異
的結合物質がそれぞれの結合パートナーに結合するときに、バイオセンサーは第３の単一
の光学波長で光を反射できる。第３の光学波長における反射は、光学干渉によりもたらさ
れる。レリーフボリューム回折構造の深さおよび周期は、バイオセンサーから反射された
光の共鳴波長より短くてもよい。レリーフボリューム回折構造の深さは、約０．０１ミク
ロンから約１ミクロンでもよい。レリーフボリューム回折構造の周期は、約０．０１ミク
ロンから約１ミクロンでもよい。レリーフボリューム回折構造は、直径約０．５ミクロン
から約５ミクロンでもよい。
【００１８】
本発明のさらなる他の態様は、電気を伝導する光学的に透明な材料を含む第１および第２
の表面を有する２次元格子を含むバイオセンサーを提供する。格子の第１の表面は電気絶
縁体により被膜され、格子の第２の表面は基板上に堆積される。バイオセンサーが照らさ
れるときに、共鳴格子効果が反射した放射スペクトル上で発生する。格子の深さおよび周
期は、共鳴格子効果の波長よりも短い。２またはそれ以上の個別の格子領域は、同じ基板
上に存在してもよい。基板の各々の個別の格子領域に電気伝導性トレースが、存在しても
よい。伝導性トレースは、電源に接続してもよい。１またはそれ以上の特異的結合物質は
、基板の各々の個別の格子領域に結合してもよい。
【００１９】
本発明のさらに他の態様は、試験サンプル中の結合パートナーの量を測定する方法を提供
する。１またはそれ以上の結合パートナーは、上記のバイオセンサーに固定化される。電
荷が、電気伝導性トレースに適用される。バイオセンサーは光で照らされ、反射した光の
波長がバイオセンサーから検出される。１またはそれ以上の特異的結合物質がそれぞれの
結合パートナーに結合するところで、反射した光の波長が変位する。反対の電荷が、バイ
オセンサーを光で照らす前に電気伝導トレースに適用されてもよい。
【００２０】
本発明のまた他の態様は、１またはそれ以上の特異的結合物質のそれぞれの結合パートナ
ーへの結合を検出する方法を提供する。その方法は、本発明のバイオセンサーを光で照ら
すこと、バイオセンサーから反射した光の波長を検出すること、１またはそれ以上の結合
パートナーを含む試験サンプルをバイオセンサーに適用すること、バイオセンサーを光で
照らすこと、バイオセンサーから反射した光の波長を検出すること、を含む。光の波長の
違いは、試験サンプル中の１またはそれ以上の結合パートナーの量の測定値である。
【００２１】
　本発明の他の態様は、本発明のバイオセンサー、バイオセンサーに光を導く光源、およ
びバイオセンサーから反射した光を検出する検出器、を含む検出システムを提供する。２
つの末端を有する第１の照射ファイバープローブは、その第１の末端で光源に接続する。
２つの末端を有する第２の集光ファイバープローブは、その第１の末端で検出器に接続す
る。第１および第２のファイバープローブは、それらの第２の末端で第３のファイバープ
ローブに接続し、そしてこれは、照射および集光ファイバープローブとして作用するもの
である。第３のファイバープローブは、垂直の入射角でバイオセンサーに向けられて照射
および反射する光学シグナルの対向伝搬を支持する。
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【００２２】
本発明のさらなる他の態様は、本発明のバイオセンサー、バイオセンサーに光を導く光源
、およびバイオセンサーから反射した光を検出する検出器、を含む検出システムを提供す
る。照射ファイバープローブは、光源に接続し、集光ファイバープローブに対して９０度
の角度で向けられる。集光ファイバープローブは、検出器に接続し、ここでバイオセンサ
ーに光を導くビームスプリッタに照射ファイバープローブを通じて光が導かれる。集光フ
ァイバーに光を導くビームスプリッタに反射した光が導かれる。
【００２３】
本発明のまた他の態様は、本発明のバイオセンサー上に１またはそれ以上の特異的結合物
質を固定化する方法を含む。その方法は、アミンでバイオセンサーを活性化すること、リ
ンカー基をアミン活性化バイオセンサーに結合すること、および１またはそれ以上の特異
的結合物質をリンカー基に結合すること、を含む。バイオセンサーは、バイオセンサーを
ピラニア溶液に浸漬すること、バイオセンサーを洗浄すること、バイオセンサーを乾燥ア
セトン中３％３－アミノプロピルトリエトキシシラン溶液に浸漬すること、バイオセンサ
ーを乾燥アセトンで洗浄すること、およびバイオセンサーを水で洗浄すること、を含む方
法によりアミンにより活性化できる。リンカーは、アミン、アルデヒド、Ｎ，Ｎ’－ジサ
クシニミジルカーボネート、およびニッケルから成る群より選ぶことができる。
【００２４】
本発明のさらに他の態様は、１またはそれ以上の特異的結合物質のそれぞれの結合パート
ナーへの結合を検出する方法を提供する。その方法は、１またはそれ以上のタグを含む１
またはそれ以上の結合パートナーを本発明のバイオセンサーに適用すること、バイオセン
サーを光で照らすこと、およびバイオセンサーから反射した光の波長を検出すること、を
含む。１またはそれ以上の特異的結合物質がそれぞれの結合パートナーに結合した場合、
反射した光の波長が変位する。１またはそれ以上のタグは、ビオチン、ＳＭＰＴ、ＤＭＰ
、ＭＮＤＣ、およびヒスチジンから成る群より選ぶことができる。１またはそれ以上のタ
グは、バイオセンサーを光で照らす工程の前に、ストレプトアビジン、ホースラディッシ
ュペルオキシダーゼ、およびストロレプトアビジン被膜ナノ粒子から成る群より選ばれる
構成物と反応させてもよい。
【００２５】
本発明の他の態様は、バイオセンサーが保持具と結合する、２またはそれ以上の本発明の
バイオセンサーを含むバイオセンサー構成物を提供する。バイオセンサー構成物は、約９
６、約３８４、または約５０から約１，０００個の個々のバイオセンサーを含んでもよい
。２またはそれ以上のバイオセンサーは、各々約２５から約１，０００個の別個の位置を
含んでもよい。各々のバイオセンサーは、約１ｍｍ2から約５ｍｍ2、または約３ｍｍ2で
あってもよい。保持具は、各々のバイオセンサーがミクロタイタープレートの個別のウェ
ル中に配置できるように各々のバイオセンサーを保持してもよい。
【００２６】
本発明のさらなる他の態様は、多重ファイバー光学プローブの先端に１またはそれ以上の
本発明のバイオセンサーを含む、バイオセンサー構成物を提供する。１またはそれ以上の
バイオセンサーは、プローブの先端に加工されるか、またはプローブの先端に結合しても
よい。
【００２７】
本発明のまた他の態様は、１またはそれ以上の特異的結合物質のそれぞれの結合パートナ
ーへの結合をｉｎ　ｖｉｖｏで検出する方法を提供する。この方法は、上記のファイバー
光学プローブの先端をヒトまたは動物の身体に挿入すること、バイオセンサーを光で照ら
すこと、およびバイオセンサーから反射した光の波長を検出すること、を含む。１または
それ以上の特異的結合物質がそれぞれの結合パートナーに結合した場合に、反射した光の
波長が変位する。
【００２８】
　本発明のまた他の態様は、本発明のバイオセンサー、レーザービームを走査ミラー装置
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に導くレーザー源であって、走査ミラー装置がレーザービームの入射角を変化させるため
に使用されるレーザー源、入射レーザービームの平行を維持するための光学システム、お
よび光検出器、を含む検出システムを提供する。走査ミラー装置は、線形ガルバノメータ
でもよい。線形ガルバノメータは、約２Ｈｚから約１２０Ｈｚの周波数および約１０度か
ら約２０度の機械的走査角で作動してもよい。レーザーは、７８０ｎｍ、７８５ｎｍ，８
１０ｎｍ、および８３０ｎｍから成る群より選ばれる波長のダイオードレーザーであって
もよい。
【００２９】
本発明の他の態様は、色測定共鳴バイオセンサーによる共鳴反射率スペクトル中の結合パ
ートナーの共鳴ピーク位置を測定する方法を提供する。この方法は、複数の色測定共鳴バ
イオセンサーの別個の位置の１組の共鳴反射率データを選択することを含む。１組の共鳴
反射率データは、色測定共鳴回折格子表面を光源で照らしてあらかじめ決められた入射角
において反射した光を測定することにより採取される。色測定共鳴回折格子表面は、１ま
たはそれ以上の特異的結合物質の表面結合プラットフォームとして使用され、結合パート
ナーは、分子ラベルの使用なしに検出できる。１組の共鳴反射率データは２つの測定値の
複数の組を含み、ここで、第１の測定値は色測定共鳴回折格子表面に結合する１またはそ
れ以上の特異的結合物質の第１の反射率スペクトルを含み、第２の測定値は１またはそれ
以上の特異的結合物質を含む色測定共鳴回折格子表面に１またはそれ以上の結合パートナ
ーを適用した後の１またはそれ以上の特異的結合物質の第２の反射率スペクトルを含む。
第１と第２の測定値の間のピーク波長の違いは、１またはそれ以上の特異的結合物質に結
合する結合パートナーの量の測定値である。複数の結合パートナーの１組の共鳴反射率デ
ータからの２つの測定値の複数の組から第２の測定値の最大値が決定され、ここで、最大
値は、共鳴反射率データに含まれる固有のノイズを含む。最大値があらかじめ決められた
閾値より大きいかどうかを決定し、もし大きいならば、決定された最大値の周囲に曲線適
合領域が決定されて、曲線適合領域の周囲で曲線を適合させるために曲線適合処理が行わ
れ、ここで、曲線適合処理は、共鳴反射率データに含まれる固有のノイズのあらかじめ決
められた量を取り除く。適合させた曲線上で最大共鳴ピークの位置が決定される。
最大共鳴ピークの値が決定され、ここで、最大共鳴ピークの値は、１またはそれ以上の特
異的結合物質の１またはそれ以上の結合パートナーへの生体分子の結合量を同定するため
に用いられる。
【００３０】
色測定共鳴バイオセンサーの感度は、１組の共鳴反射率データの２つの測定値の複数の組
の共鳴ピークの位置の変位により決定できる。１組の共鳴反射率データを選択する工程は
、１組の共鳴反射率データ：
ｉ＝１、２、３、．．．ｎ、に対して、ｘiおよびｙi

を選択することを含んでもよく、ここで、ｘiは、色測定共鳴回折格子表面に結合した１
またはそれ以上の特異的結合物質の第１の反射率スペクトルを含む第１の測定値であり、
ｙiは、複数の結合パートナーが１またはそれ以上の特異的結合物質を含む色測定共鳴回
折格子表面に適用された後の１またはそれ以上の特異的結合物質の第２の反射率スペクト
ルを含む第２の測定値であり、ｎは、採取された測定値の全数量である。第２の測定値の
最大値を決定する工程は、
すべてのｉ≠ｋに対して、（ｙk＞＝ｙi）
となるように最大値ｙkを決定することを含んでもよい。
【００３１】
最大値があらかじめ決められた閾値より大きいかどうかを決定する工程は、１組の共鳴反
射率データの平均値を計算すること、１組の共鳴反射率データの標準偏差を計算すること
、および（ｙk－平均値）／標準偏差）があらかじめ決められた閾値より大きいかどうか
決定すること、を含んでもよい。決定した最大値の周囲で曲線適合領域を規定する工程は
、（２ｗ＋１）ビンの曲線適合領域を規定すること、ここでｗはあらかじめ決められた正
確な値であり、（ｘi，ｋ－ｗ＜＝ｉ＜＝ｋ＋ｗ）を抽出すること、および（ｙi，ｋ－ｗ
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＜＝ｉ＜＝ｋ＋ｗ）を抽出すること、を含んでもよい。曲線適合処理を行う工程は、ｇi

＝ｌｎｙiを計算すること、２次多項式適合をｇiに行い、（ｘi，ｋ－ｗ＜＝ｉ＜＝ｋ＋
ｗ）で規定されるｇ’iを得ること、２次多項式適合から、（ａｘ2＋ｂｘ＋ｃ）の係数ａ
，ｂおよびｃを決定すること、およびｙ’i＝ｅg'iを計算すること、を含んでもよい。適
合した曲線上の最大共鳴ピークの位置を決定する工程は、最大共鳴ピークの位置（ｘp＝
（－ｂ）／２ａ）を決定することを含んでもよい。最大共鳴ピークの値を決定する工程は
、ｙ’pにおけるｘpの値を決定することを含んでもよい。
【００３２】
本発明のさらなる他の態様は、上記の色測定共鳴バイオセンサーにより共鳴反射率スペク
トル中の結合パートナーの共鳴ピークの位置を決定する方法をプロセッサーに実行させる
ための指示をその中に保持するコンピューター読みとり可能媒体を含む。
【００３３】
　本発明の他の態様は、同心輪のパターンに配置された２次元格子を含む共鳴反射構造を
提供する。各々の同心輪の内側の直径と外側の直径との違いは、格子周期の約半分に等し
く、ここで、各々の連続する輪が前の輪の内側の直径よりも格子周期約１つ分大きい内側
の直径を有する。構造が照射光ビームで照らされるときに、照射光ビームの照射偏光角に
独立した反射した放射スペクトルが発生する。共鳴格子効果は、反射した放射スペクトル
上で発生してもよく、ここで２次元格子の深さと周期は共鳴格子効果の波長より短く、構
造が光学波長の広周波数帯で照らされるときに光学波長の狭周波数帯が構造から反射する
。１またはそれ以上の特異的結合物質は、２次元格子上に固定されてもよい。２次元格子
は、約０．０１ミクロンから約１ミクロンの周期および約０．０１ミクロンから約１ミク
ロンの深さを有してもよい。
【００３４】
本発明のさらに他の態様は、同心輪パターンに配置された２次元格子を含む透過フィルタ
構造を提供する。各々の同心輪の内側の直径と外側の直径との違いは、格子周期の約半分
に等しく、ここで、各々の連続する輪が前の輪の内側の直径よりも格子周期約１つ分大き
い内側の直径を有する。構造が照射光ビームで照らされるときに、照射光ビームの照射偏
光角に独立した透過した放射スペクトルが発生する。構造は、共鳴格子効果が反射した放
射スペクトル上で発生するように照らされてもよく、ここで２次元格子の深さと周期は共
鳴格子効果の波長より短く、構造が光学波長の広周波数帯で照らされるときに光学波長の
狭周波数帯が構造から反射する。１またはそれ以上の特異的結合物質は、２次元格子上に
固定化されてもよい。２次元格子は、約０．０１ミクロンから約１ミクロンの周期および
約０．０１ミクロンから約１ミクロンの深さを有してもよい。
【００３５】
本発明のまた他の態様は、穴または突起物が六角形の角および中心に位置するように配置
された穴または突起物のアレイを含む共鳴反射構造を提供し、ここで、六角形は細密充填
されたアレイに配置される。構造が照射光ビームで照らされるときに、照射光ビームの照
射偏光角に独立した反射した放射スペクトルが発生する。構造が照らされるときに共鳴格
子効果が反射した放射スペクトル上で発生してもよく、ここで穴または突起物の深さまた
は高さおよび周期が共鳴格子効果の波長より短く、構造が光学波長の広周波数帯で照らさ
れるときに光学波長の狭周波数帯が構造から反射する。バイオセンサーに共鳴反射構造を
取り込むことができ、ここでは１またはそれ以上の特異的結合物質が穴または突起物のア
レイに固定化される穴または突起物は、約０．０１ミクロンから約１ミクロンの周期およ
び約０．０１ミクロンから約１ミクロンの深さまたは高さを有することができる。
【００３６】
本発明のまた他の態様は、穴または突起物が六角形の角および中心に位置するように配置
された穴または突起物のアレイを含む透過フィルタ構造を提供し、ここで、六角形は細密
充填されたアレイに配置される。構造が照射光ビームで照らされるときに、照射光ビーム
の照射偏光角に独立した透過した放射スペクトルが発生する。構造が照らされるときに共
鳴格子効果が反射した放射スペクトル上で発生し、ここで穴または突起物の深さまたは高



(21) JP 4202140 B2 2008.12.24

10

20

30

40

50

さおよび周期が共鳴格子効果の波長より短く、構造が光学波長の広周波数帯で照らされる
ときに光学波長の狭周波数帯が構造から反射する。バイオセンサーに透過フィルタ構造を
取り込むことができ、ここでは１またはそれ以上の特異的結合物質が穴または突起物のア
レイに固定化される。穴または突起物は、約０．０１ミクロンから約１ミクロンの周期お
よび約０．０１ミクロンから約１ミクロンの深さまたは高さを有することができる。
【００３７】
本発明の他の態様は、高屈折率材料を含み、上面および底面を有する第１の２次元格子；
高屈折率材料を含み、上面および底面を有する第２の２次元格子、を含むバイオセンサー
または光学装置を提供し、ここで、第２の２次元格子の上面が第１の２次元格子の底面に
結合する。バイオセンサーまたは光学装置が照らされるときに２つの共鳴格子効果が反射
した放射スペクトル上で発生し、両方の２次元格子の深さおよび周期は共鳴格子効果の波
長より短い。基板層は、第２の２次元格子の底面を支持することができる。バイオセンサ
ーは、１またはそれ以上の特異的結合物質または第１の２次元格子の上面に固定化された
結合パートナーに結合した１またはそれ以上の特異的結合物質をさらに含むことができる
。バイオセンサーまたは光学装置は、第１の２次元格子の上面に被覆層をさらに含むこと
ができ、ここでは、１またはそれ以上の特異的結合物質が２次元格子の反対側の被覆層の
表面に固定化される。第１の２次元格子の上面は、試験サンプルと物理的に接触すること
ができ、第２の２次元格子は、試験サンプルと物理的に接触しなくてもよい。ピーク共鳴
反射波長は、第１および第２の２次元格子により測定することができ、２つの測定値の違
いは、第１の２次元格子表面上に堆積した１またはそれ以上の特異的結合物質、結合パー
トナー、またはその両方の量を示す。
【００３８】
本発明のさらに他の態様は、高屈折率材料を含み上面および底面を有する第１の２次元格
子；高屈折率材料を含み上面および底面を有する基板層であって、基板の上面が第１の２
次元格子の底面を支持する基板層；上面および底面を含む第２の２次元格子であって、第
２の２次元格子の底面が基板の底面に結合する２次元格子；を含む、バイオセンサーまた
は光学装置を提供する。バイオセンサーまたは光学装置が照らされるときに２つの共鳴格
子効果が反射した放射スペクトル上で発生し、両方の２次元格子の深さおよび周期は共鳴
格子効果の波長より短い。バイオセンサーは、１またはそれ以上の特異的結合物質、また
は第１の２次元格子の上面に固定化された結合パートナーに結合した１またはそれ以上の
特異的結合物質を含むことができる。バイオセンサーまたは光学装置は、第１の２次元格
子の上面の被覆層をさらに含むことができ、ここでは１またはそれ以上の特異的結合物質
が２次元格子の反対側の被覆層の表面に固定化される。第１の２次元格子の上面は試験サ
ンプルと物理的に接触することができ、第２の２次元格子は試験サンプルと物理的に接触
しなくてもよい。ピーク共鳴反射波長が第１および第２の２次元格子により測定されると
き、２つの測定値の違いは、第１の２次元格子表面上に堆積した１またはそれ以上の特異
的結合物質、結合パートナー、またはその両方の量を示すことができる。
【００３９】
本発明のさらなる他の態様は、第１の分子の第２の試験分子との相互作用を検出する方法
を提供する。この方法は、第１および第２の分子の混合物をバイオセンサーの別個の位置
に適用することであり、バイオセンサーは２次元格子、および２次元格子を支持する基板
層を含み、バイオセンサーが照らされるときに共鳴格子効果が反射した放射スペクトル上
で発生し、２次元格子の深さおよび周期が共鳴格子効果の波長よりも短く；第１の分子と
第３の対照分子との混合物をバイオセンサーまたは同様のバイオセンサーの別個の位置に
適用することであり、第３の対照分子は第１の分子と相互作用せず、第３の対照分子は第
１の分子とほぼ同じ大きさであり；および別個の位置から反射した光の波長の変位を検出
すること、を含む。ここで、第１の分子と第２の試験分子との混合物に適用された別個の
位置からの反射した光の波長の変位が、第１の分子と第３の対照分子との混合物に適用さ
れた別個の位置からの反射した波長の変位よりも大きい場合に、第１の分子と第２の試験
分子が相互作用する。第１の分子は、核酸、ポリペプチド、抗原、ポリクローナル抗体、
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モノクローナル抗体、単鎖抗体（ｓｃＦｖ）、Ｆ（ａｂ）フラグメント、Ｆ（ａｂ’）2

フラグメント、Ｆｖフラグメント、小有機分子、細胞、ウイルス、およびバクテリアから
成る群より選ぶことができる。第２の試験分子は、核酸、ポリペプチド、抗原、ポリクロ
ーナル抗体、モノクローナル抗体、単鎖抗体（ｓｃＦｖ）、Ｆ（ａｂ）フラグメント、Ｆ
（ａｂ’）2フラグメント、Ｆｖフラグメント、小有機分子、細胞、ウイルス、およびバ
クテリアから成る群より選ぶことができる。
【００４０】
従って、表面プラスモン共鳴、共鳴ミラー、および導波管バイオセンサーとは異なり、記
載された構成物および方法は、バイオセンサー表面で同時に起こる数千の個々の結合反応
を可能にする。この技術は、多数の生体分子相互作用を並行して測定する応用に有用であ
り、特に分子ラベルが試験中に分子の機能を変化させたり阻害する場合に有用である。タ
ンパク質標的の医薬化合物ライブラリーのハイスループットスクリーニング、およびプロ
テオミクスのためのタンパク質－タンパク質相互作用のミクロアレイスクリーニングは、
この方法により提供される感度と処理量を必要とされる応用の例となる。本発明のバイオ
センサーは、例えば、プラスチックのエンボス加工を用いて大面積に作成することができ
、従って、ミクロタイタープレートやミクロアレイスライドのような一般的な使い捨ての
実験室アッセイのプラットフォームに安価に取り込むことができる。
【００４１】
（発明の詳細な記載）
サブ波長構造化表面（ＳＷＳ）バイオセンサー
本発明の１つの態様として、サブ波長構造化表面（ＳＷＳ）を用いて、特異的結合物質、
結合パートナー、またはその両方のような、生体材料の相互作用を高感度で追跡できる特
定の波長において、敏感な光学共鳴反射を作成した。色測定共鳴回折格子表面は、特異的
結合物質の表面結合のプラットフォームとして作用する。
【００４２】
サブ波長構造化表面は、薄膜被膜効果を疑似できる新しい型の回折光学機器である(Peng 
& Morris,「２次元格子からの共鳴消散」 J. Opt. Soc. Am. A, Vol. 13, No. 5, p. 993
, May; Magnusson, & Wang,「光学フィルタのための新しい原理」 Appl. Phys. Lett., 6
1, No. 9, p. 1022, August, 1992; Peng & Morris,「２次元格子からの回折の共鳴異常
の実験的証明」Optics Letters, Vol. 21, No. 8, p. 549, April, 1996)。ＳＷＳ構造は
、表面レリーフ、反射したおよび透過した０次オーダー以外の回折オーダーが伝播しない
ように入射光の波長と比べて格子周期が小さい２次元格子、を含む。ＳＷＳ表面狭周波数
帯フィルタは、基板層および格子溝を満たす被覆層に挟まれた２次元格子を含むことがで
きる。任意に、被覆層は使用されなくてもよい。格子領域の効果的反射率が基板または被
覆層よりも大きい場合、導波管が作られる。フィルタが適切に設計される場合、入射光は
導波管領域に進み、漏洩モードとして伝播する。２次元格子構造は、波長の狭周波数帯で
導波管に選択的に光を結合する。光は、ほんの短い距離しか（１０－１００マイクロメー
ターのオーダーで）伝播せず、消散を受け、前進－および後退－伝播ゼロ次の光に結合す
る。この高感度の結合条件は、反射した放射スペクトル上で共鳴格子効果を発生させるこ
とができ、反射したまたは透過した波長の狭周波数帯をもたらす。２次元格子の深さおよ
び周期は、共鳴格子効果の波長よりも短い。
【００４３】
この構造の反射したまたは透過した色は、特異的結合物質や結合パートナー、またはその
両方のような分子の、被覆層上面または２次元格子表面への添加により調節できる。添加
した分子は、構造を通じた入射した放射の光学経路を増加し、これにより最大の反射また
は透過が起こる波長に変更する。
【００４４】
１つの態様として、白色光で照らされるとき、バイオセンサーは、単一波長のみを反射す
るように設計される。特異的結合物質がバイオセンサーの表面に結合すると、格子に結合
する光の光学経路の変化のために、反射した波長（色）が変位する。特異的結合物質をバ
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イオセンサー表面に連結することにより、相補的結合パートナー分子がいずれの種類の蛍
光プローブや粒子ラベルを用いることなく検出できる。この検出技術は、例えば、～０．
１ｎｍ厚のタンパク質結合の変化を解像する能力があり、バイオセンサー表面が液体で浸
漬しているか乾燥しているかのいずれでも実施できる。
【００４５】
検出システムは、例えば、ファイバー光学プローブ等を通じて垂直の入射角でバイオセン
サーの小さいスポットを照らす光源、および第２のファイバー光学プローブ等を通じて垂
直の入射角で反射した光を集める分光計からなる。励起／検出システムとバイオセンサー
表面との間で物理的接触が起こらないので、特別な結合プリズムを必要とせず、バイオセ
ンサーは、例えば、ミクロタイタープレートおよびミクロアレイスライド等の通常使用さ
れるいずれのアッセイプラットフォームにも容易に適合できる。一回の分光計の読みとり
は、数ミリ秒で実行でき、そのためバイオセンサー表面で並行して起こる非常に多くの分
子間相互作用を迅速に測定でき、リアルタイムで反応動態をモニターできる。
【００４６】
この技術は、非常に多数の生体分子間相互作用が並行して測定される応用において有用で
あり、特に分子ラベルが試験中に分子の機能を変化させまたは阻害する場合に有用である
。タンパク質標的の医薬化合物ライブラリーのハイスループットスクリーニング、および
プロテオミクスのためのタンパク質－タンパク質相互作用のミクロアレイスクリーニング
は、本発明の構成物および方法により提供される感度と処理量を必要とする応用の例であ
る。
【００４７】
ＳＷＳ構造の例の模式図を、図１に示す。図１中、ｎ基板は、基板材料を示す。ｎ1は、
任意の被覆層の屈折率を示す。ｎ2は、２次元格子の屈折率を示す。ｎbioは、１またはそ
れ以上の特異的結合物質の屈折率を示す。ｔ1は、２次元格子構造上方の被覆層の厚さを
示す。ｔ2は、格子の厚さを示す。ｔbioは、１またはそれ以上の特異的結合物質の層の厚
さを示す。１つの態様として、ｎ2＜ｎ1である（図１参照）。層の厚さ（即ち、被覆層、
１またはそれ以上の特異的結合物質、または２次元格子）は、上面に添加された分子に対
する共鳴波長の感度の良さを達成するように選択される。格子周期は、望む波長で共鳴を
達成するように選択される。
【００４８】
本発明の１つの態様は、ＳＷＳバイオセンサーを提供する。ＳＷＳバイオセンサーは、２
次元格子、２次元格子を支持する基板層、および基板層の反対側の２次元格子表面に固定
化された１またはそれ以上の特異的結合物質を含む。
【００４９】
２次元格子は、例えば、硫化亜鉛、２酸化チタン、酸化タンタル、および窒化ケイ素等の
材料を含むことができる。２次元格子の断面の特徴は、例えば、「正方波」等のいずれの
周期的繰り返し関数を含むことができる。２次元格子は、線形、正方形、円形、楕円形、
三角形、台形、シヌソイド波形、長円形、長方形、および六角形から成る群より選ばれる
形状の繰り返しパターンを含むことができる。シヌソイドの断面特徴は、プラスチックの
ような柔らかい材料に格子形状をエンボス加工する必要のある製造の応用に好ましい。本
発明の１つの態様として、格子の深さは、約０．０１ミクロンから約１ミクロンであり、
格子の周期は、約０．０１ミクロンから約１ミクロンである。
【００５０】
線形格子は、照射される光の偏光が格子周期に対して垂直に配向する共鳴特徴を有する。
しかし、穴の六角形格子は、穴の長方形格子よりもよい偏光対称性を有する。従って、本
発明の色測定共鳴反射バイオセンサーは、例えば、穴の六角形アレイ（図３Ｂ参照）また
は平行線の格子（図３Ａ参照）、を含むことができる。線形格子は、六角形アレイ格子と
同一の、ピッチ（即ち、高および低屈折率領域間の距離）、周期、層の厚さ、および材料
特性、を有する。しかし、光は、光学構造に共鳴して結合するために格子線に対して垂直
に偏光されなければならない。従って、線形格子に対して垂直な偏光軸で配向した偏光フ
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ィルタは、照射源とバイオセンサー表面の間に挿入されなければならない。照射する光源
のわずかに小さい部分しか正しく偏光されないので、共鳴して反射した光と同等の量を集
めるためには、六角形格子に比べて長い積算時間を必要とする。
【００５１】
線形格子は、六角形格子に比べ高強度の照射源または長い測定積算時間を必要としうるが
、線形構造の加工に必要とされるものは、簡単である。六角形格子パターンは、３つの相
互干渉レーザービームへのフォトレジストのホログラフィーの暴露により製造される。３
つのビームは、３方向に対称である格子パターンを製造するために、精密に配列される。
線形格子パターンは、フォトレジストのホログラフィー暴露を生成するためにわずか２つ
のレーザービームの配列しか必要とせず、従って少ない配列しか必要とされない。線形格
子パターンは、例えば、電子線ビームによるフォトレジストへの直接の書き込みによって
も製造できる。また、プラスチックに格子構造をエンボス加工する線形格子「マスター」
型を製造するために、いくつかの市販の供給源がある。線形格子構造の模式図を図２に示
す。
【００５２】
長方形格子パターンは、電子線ビーム直接描画暴露システムを用いてフォトレジスト中に
製造することができる。単一ウエハは、暴露の間９０度回転した部分により２つの連続暴
露で線形格子として照射することができる。
【００５３】
２次元格子は、例えば、「階段状」の特徴も含むことができ、その単一で固定された高さ
の高屈折率領域は、低屈折率被覆層に埋め込まれる。高または低屈折率の二者択一領域は
、バイオセンサーの上面に平行な光学導波管を提供する。図５を参照。
【００５４】
製造のために、階段状構造は、ガラスやプラスチックのような基板材料中にエッチングさ
れるかエンボス加工される。図５を参照。窒化ケイ素や硫化亜鉛のような高屈折率材料の
均一な薄膜が、この構造上に堆積される。堆積した層は、基板にエンボス加工されたまた
はエッチングされた構造の形の輪郭に従い、堆積した材料はもとのエンボス加工されたま
たはエッチングされた特徴と同一の表面レリーフ特徴を有するようになる。構造は、高屈
折率材料より低い屈折率を有し、実質的に平坦な上面を有する材料を含む任意の被覆層の
適用により完成することができる。被覆材料は、例えば、ガラス、エポキシ、またはプラ
スチックを用いることができる。
【００５５】
この構造は、大量生産できるので、低コストバイオセンサーの製造を可能にする。「マス
ター」格子は、例えば、３ビームレーザーホログラフィーパターン工程を用いてガラス、
プラスチック、または金属中に製造することができる。例えば、Ｃｏｗａｎ、多重ビーム
干渉計を用いた交差ホログラフィー格子アレイの記録と大規模生産、Proc. Soc. Photo-o
ptical Instum. Eng. 503:120 (1984)、を参照。マスター格子は、繰り返し使用して、プ
ラスチック基板をエンボス加工することができる。エンボス加工された基板は、その後高
屈折率材料および任意に被覆層により被膜される。
【００５６】
階段状構造は製造するのが簡単である一方で、高屈折率材料が階段状でないが、横の位置
にしたがって変化する共鳴バイオセンサーを作成することもできる。図４に、ｎ2の２次
元格子の高屈折率材料が高さ方向にシヌソイドで変化する特徴を示す。特定の波長で共鳴
反射が発生するように、シヌソイドの周期は、同等の階段状構造の周期と同一である。シ
ヌソイドに変化する構造の共鳴操作およびバイオセンサーとしてのその機能性は、ＧＳＯ
ＬＶＥＲ(グレーティングソルバーカンパニー、米国テキサス州アレン)コンピュータモデ
ルを用いて実証されてきた。
【００５７】
２次元格子を作成する技術は、Wang, J. Opt. Soc. Am No. 8, August 1990, pp. 1529-4
4に開示されている。本発明のバイオセンサーは、例えば、半導体ミクロ加工設備で作る
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ことができる。バイオセンサーは、連続エンボス加工および光学被膜加工を用いてプラス
チック基板上に作成することもできる。この型の製造工程としては、「マスター」構造が
ガラスやシリコンのような堅牢な材料中に作られ、これを用いていくつかの型の複製工程
の１つを用いてエポキシやプラスチックに「母」構造を生じさせる。「母」構造は、次に
伝導材料の薄膜で被膜され、ニッケルの厚い膜の電気メッキの型として用いられる。ニッ
ケルの「娘」は、プラスチックの「母」構造から解放される。最後に、ニッケルの「娘」
は、筒状ドラムに結合し、これを用いて、プラスチック膜に表面レリーフ構造が連続的に
エンボス加工される。エンボス加工されたプラスチック基板を用いる装置の構造を、図５
に示す。エンボス加工の後、プラスチック構造は、高屈折率材料の薄膜でさらに被膜され
、任意に平面化された被覆層ポリマーで被膜され、そして適当な大きさに切断される。
【００５８】
ＳＷＳバイオセンサーのための基板は、例えば、ガラス、プラスチックまたはエポキシを
含むことができる。任意に、基板および２次元格子は、単一ユニットを含むことができる
。これは、２次元格子および基板が、例えば、ガラス、プラスチック、またはエポキシと
同じ材料から形成されるものである。２次元格子を含む単一ユニットの表面は、例えば、
硫化亜鉛、２酸化チタン、酸化タンタル、および窒化ケイ素のような高屈折率を有する材
料で被膜される。１またはそれ以上の特異的結合物質は、高屈折率を有する材料表面また
は任意の被覆層上に固定化することができる。
【００５９】
本発明のバイオセンサーは、基板層の反対側の２次元格子表面上に被覆層をさらに含むこ
とができる。被覆層が存在するところでは、１またはそれ以上の特異的結合物質は２次元
格子の反対側の被覆層表面上に固定化される。好ましくは、被覆層は、２次元格子を含む
材料より低い屈折率を有する材料を含む。被覆層は、例えば、ガラス（スピンオンガラス
（ＳＯＧ）を含む）、エポキシ、またはプラスチックを含むことができる。
【００６０】
例えば、バイオセンサーに必要とされる屈折率に適合する種々のポリマーは、被覆層とし
て用いることができる。ＳＯＧは、その好ましい屈折率、取り扱いやすさ、および豊富な
ガラス表面活性化技術を用いて特異的結合物質により容易に活性化されることにより、用
いることができる。バイオセンサー表面の平坦さが特定のシステムの設定で問題とならな
い場合、ＳｉＮ／ガラス格子構造は検出表面として直接使用することができ、その活性化
はガラス表面に対するものと同様の方法を用いて行うことができる。
【００６１】
共鳴反射は、２次元格子上の平面化被覆層を用いずに得ることもできる。例えば、バイオ
センサーは、高屈折率材料の構造化された薄膜層により被膜された基板のみを含むことが
できる。平面化被覆層を用いることなしに、（空気や水のような）周囲の媒質は、格子を
満たす。従って、特異的結合物質は、上面のみではなく、特異的結合物質に暴露された２
次元格子の全表面のバイオセンサーに固定化される。
【００６２】
一般的に、本発明のバイオセンサーは、すべての偏光角の光を含むであろう白色光により
照らされるであろう。バイオセンサー格子の繰り返し特徴に関する偏光角の配向は、共鳴
波長を決定するであろう。例えば、繰り返しの直線と空間の１組からなる「線形格子」バ
イオセンサー構造は、個別の共鳴反射を発生する２つの光学偏光を有するであろう。直線
に対して垂直に偏光する光は、「ｓ－偏光」とよばれ、一方、直線に並行に偏光する光は
、「ｐ－偏光」と呼ばれる。入射光のｓおよびｐ成分の両方は、フィルタを透過していな
い照射ビーム中に同時に存在し、各々は、個別の共鳴シグナルを発生する。バイオセンサ
ー構造は、一般的にただ１つの偏光（ｓ－偏光）の特性を最適化するように設計され、最
適化されない偏光は、偏光フィルタにより容易に除去される。
【００６３】
偏光依存性を除去するために、すべての偏光角が同じ共鳴反射スペクトルを発生させるよ
うに１組の同心輪からなる代替のバイオセンサー構造が用いられる。この構造では、各々
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の同心輪の内側の直径と外側の直径との違いは、格子周期の約半分に等しい。各々の連続
する輪は、前の輪の内側の直径より格子周期約１つ分大きい内側の直径を有する。同心輪
パターンは、ミクロアレイスポットまたはミクロタイタープレートウェルのような単一の
センサー位置を被覆するように伸びる。各々の個別のミクロアレイスポットまたはミクロ
タイタープレートウェルは、その中に中心をおく個別の同心輪パターンを有する。例えば
、図４９。このような構造のすべての偏光方向は、同じ断面の特徴を有する。同心輪構造
は、偏光の独立性を保持するために中心に正確に照らされなければならない。同心輪構造
の格子周期は、共鳴して反射した光の波長よりも短い。格子周期は、約０．０１ミクロン
から約１ミクロンである。格子深さは、約０．０１ミクロンから約１ミクロンである。
【００６４】
他の態様として、穴または突起物のアレイが、格子のどの特定の位置を中心におく照射ビ
ームも必要とせずに上記の同心円構造の極近傍に配置される。図５０を参照。このような
アレイパターンは、同一角度の３方向から表面上への３つのレーザービームの入射の光学
干渉により自動的に発生する。このパターンでは、穴（または突起物）は、図５０に示し
たように細密充填した六角形のアレイの角に位置する。穴または突起物はまた、各々の六
角形の中心にも存在する。このような穴または突起物の六角形格子は、同じ断面の特徴に
「見える」３つの偏光方向を有する。六角形格子構造は、それ故、いずれの偏光角の光を
用いても同等な共鳴反射スペクトルを提供する。従って、欲しない反射シグナル成分を除
去するために、偏光フィルタを必要としない。穴または突起物の周期は、約０．０１ミク
ロンから約１ミクロンとでき、深さまたは高さは、約０．０１ミクロンから約１ミクロン
とすることができる。
【００６５】
本発明は、同心円格子および穴または突起物の六角形格子を含む共鳴反射構造および透過
フィルタ構造を提供する。共鳴反射構造としては、光の出力は、照射光ビームと同じ構造
面で測定される。透過フィルタ構造としては、光の出力は、照射光ビームと反対側の構造
面で測定される。反射したおよび透過したシグナルは、相補的である。これは、波長が強
く反射した場合、弱く透過することを意味する。構造そのものではエネルギーが吸収され
ないと仮定すると、所定のどの波長においても反射した＋透過したエネルギーは、一定で
ある。共鳴反射構造および透過フィルタは、特定の波長で高い効率の反射を与えるように
設計される。従って、反射フィルタは、入射光からの狭周波数帯の波長を「通過させる」
が、透過フィルタは、狭周波数帯の波長を「遮断する」。
【００６６】
共鳴反射構造または透過フィルタ構造は、同心円パターンに配置された２次元格子を含む
ことができる。共鳴反射構造または透過フィルタ構造は、穴または突起物の六角形格子を
含むこともできる。これらの構造が照射光ビームで照らされるときに、照らされる光ビー
ムの照射偏光角に独立した反射した放射スペクトルが発生する。これらの構造が照らされ
るときに、共鳴格子効果が反射した放射スペクトル上で発生し、ここでは２次元格子また
は穴若しくは突起物の六角形格子の深さおよび周期は、共鳴格子効果の波長よりも短い。
これらの構造は、構造が広周波数帯の光で照らされるときに、狭周波数帯の光を反射する
。
【００６７】
本発明の共鳴反射構造および透過フィルタ構造は、バイオセンサーとして使用できる。例
えば、１またはそれ以上の特異的結合物質は、穴若しくは突起物の六角形格子上または同
心円に配置された２次元格子上に固定化できる。
【００６８】
本発明の１つの態様として、参照共鳴シグナルが、ピーク共鳴波長変位のより正確な測定
のために提供される。参照共鳴シグナルは、例えば温度を含む環境の効果を相殺できる。
参照シグナルは、２つの個別の共鳴波長を発生する共鳴反射上部構造を用いることにより
提供できる。透明共鳴反射上部構造は、２つの下部構造を含むことができる。第１の下部
構造は、上面および底面を有する第１の２次元格子を含む。２次元格子の上面は、格子表
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面を含む。第１の２次元格子は、その上面に固定化された１またはそれ以上の特異的結合
物質を含むことができる。第１の２次元格子の上面は、試験サンプルと接触する。任意の
基板層が、第１の２次元格子の底面を支持するために存在してもよい。基板層は、上面お
よび底面を含む。基板の上面は、第１の２次元格子の底面に接触し、これを支持する。
【００６９】
第２の下部構造は、上面および底面を有する第２の２次元格子を含む。第２の２次元格子
は、試験サンプルと接触しない。第２の２次元格子は、第１の２次元格子を支持する基板
の底面上に加工することができる。第２の２次元格子が第１の２次元格子を支持する基板
上に加工される場合には、第２の２次元格子の底面は基板の底面上に加工できる。従って
、第２の２次元格子の上面は、第１の２次元格子の上面と反対方向に向くこととなる。
【００７０】
第２の２次元格子の上面は、第１の下部構造の底面に直接接触することもできる。この態
様では、第２の２次元格子の上面は、第１の２次元格子の上面と同じ方向に向くであろう
。この態様では、基板は第２の２次元格子の底面を支持できる。
【００７１】
第２の下部構造は試験サンプルに物理的に接触しないので、そのピーク共鳴波長は、試験
媒体の光学密度、または第１の２次元格子表面の特異的結合物質の堆積若しくは結合パー
トナーの堆積、の変化を受けない。従って、このような上部構造は、２つの共鳴シグナル
を発生させる。第２の下部構造のピーク共鳴波長の位置は固定されているので、２つの下
部構造間のピーク波長の違いは、試験サンプルに暴露される第１の構造の上面に堆積した
、特異的結合物質、結合パートナーまたはその両方の量を決定するための相対的な手段を
提供する。
【００７２】
バイオセンサーの上部構造は、その上面若しくはその底面から、または両方の表面から照
らされることができる。第１の構造のピーク共鳴反射波長は、上部構造表面と接触する材
料の光学密度に依存するが、第２の構造のピーク共鳴反射波長は、上部構造表面と接触す
る材料の光学密度に依存しない。
【００７３】
本発明の１つの態様として、バイオセンサーは、バイオセンサーの底面から照らされる。
約５０％の入射光は、バイオセンサーの活性な（上）面に到達することなくバイオセンサ
ーの底面で反射される。薄膜または物理構造は、共鳴波長で反射したエネルギーを最小化
する一方でバイオセンサー上面に透過した光の量を最大化する能力のあるバイオセンサー
構成物に含めることができる。抗反射薄膜またはバイオセンサー底面の物理構造は、例え
ば、単一の誘電薄膜、多重誘電薄膜の積重ね、またはバイオセンサー底面にエンボス加工
された「蛾目」構造を含むことができる。蛾目構造の例は、Hobbs, et al. 「サブミクロ
ン特徴サイズパターンの発生のための自動化干渉リソグラフィーシステム」 Proc. 1999 
Micromachine Technology for Diffracting and Holographic Optics, Society of Photo
-Optical Instrumentation Engineers, p. 124-135, (1999)、に開示されている。
【００７４】
本発明の１つの態様として、光学装置が提供される。光学装置は、本発明のいずれのバイ
オセンサーにも似た構造を含むが、光学装置は、２次元格子に固定化された１またはそれ
以上の結合物質を含まない。光学装置は、狭周波数帯光学フィルタとして用いることがで
きる。
【００７５】
本発明の１つの態様として、第１の分子の第２の試験分子との相互作用を検出することが
できる。上述したＳＷＳバイオセンサーが用いられるが、その表面に固定化された特異的
結合物質はない。従って、バイオセンサーは、２次元格子、２次元格子を支持する基板層
、および任意に被覆層を含む。上述したように、バイオセンサーが照らされるときに共鳴
格子効果が反射した放射スペクトル上で発生し、２次元格子の深さおよび周期は、共鳴格
子効果の波長より短い。
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【００７６】
第１の分子の第２の試験分子との相互作用を検出するために、第１と第２の分子の混合物
がバイオセンサーの別個の位置が適用される。別個の位置は、バイオセンサーの１つのス
ポット若しくはウェルでもよく、またはバイオセンサーの大きな範囲でもよい。第１の分
子と第３の対照分子の混合物も、バイオセンサーの別個の位置に適用される。バイオセン
サーは、上述したバイオセンサーと同じでもよく、または第２のバイオセンサーでもよい
。バイオセンサーが同じバイオセンサーの場合、第２の別個の位置は、第１の分子および
第３の対照分子の混合物のために用いることができる。その代わりに、同じ別個のバイオ
センサーの位置は、第１および第２の分子がバイオセンサーから洗浄された後に用いるこ
ともできる。第３の対照分子は、第１の分子と相互作用せず、第１の分子とほぼ同じ大き
さである。バイオセンサーの別個の位置から反射した光の波長の変位が、測定される。第
１の分子および第２の試験分子を有する別個の位置から反射した光の波長の変位が、第１
の分子および第３の対照分子を有する別個の位置から反射した波長の変位より大きい場合
、第１の分子および第２の試験分子は、相互作用する。相互作用は、例えば、核酸分子の
ハブリダイゼーション、抗体または抗体フラグメントの抗原への特異的結合、およびポリ
ペプチド間の結合でもよい。第１の分子、第２の試験分子、または第３の対照分子は、例
えば、核酸、ポリペプチド、抗原、ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体、単鎖抗体
（ｓｃＦｖ）、Ｆ（ａｂ）フラグメント、Ｆ（ａｂ’）2フラグメント、Ｆｖフラグメン
ト、小有機分子、細胞、ウイルス、バクテリアでもよい。
【００７７】
特異的結合物質および結合パートナー
１またはそれ以上の特異的結合物質は、例えば、物理的吸着または化学結合により、２次
元格子または存在する場合には被覆層に固定化される。特異的結合物質は、例えば、核酸
、ポリペプチド、抗原、ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体、単鎖抗体（ｓｃＦｖ
）、Ｆ（ａｂ）フラグメント、Ｆ（ａｂ’）2フラグメント、Ｆｖフラグメント、小有機
分子、細胞、ウイルス、バクテリア、または生物学的サンプルでもよい。生物学的サンプ
ルは、例えば、血液、血漿、血清、胃腸分泌物、組織または腫瘍のホモジネート、滑液、
便、唾液、痰、嚢胞液、羊水、脳脊椎液、腹膜液、肺洗浄液、精液、リンパ液、涙、また
は前立腺液でもよい。
【００７８】
好ましくは、１またはそれ以上の特異的結合物質は、バイオセンサーの別個の位置のミク
ロアレイに配置される。特異的結合物質のミクロアレイは、表面に各々異なる特異的結合
物質または異なる量の特異的結合物質を有する多くの別個の位置を含むように、本発明の
バイオセンサーの表面に１またはそれ以上の特異的結合物質を含む。例えば、アレイは、
１、１０、１００、１，０００、１０，０００または１００，０００の別個の位置を含む
ことができる。１またはそれ以上の特異的結合物質がｘ－ｙ座標の規則的な格子パターン
で典型的に配置されるので、このようなバイオセンサー表面は、ミクロアレイと呼ばれる
。しかし、本発明のミクロアレイは、規則的または不規則のパターンのいずれの型でも配
置された１またはそれ以上の特異的結合物質を含むことができる。例えば、別個の位置は
、１またはそれ以上の特異的結合物質のスポットのミクロアレイを規定することができる
。ミクロアレイスポットは、直径約５０から約５００ミクロンでもよい。ミクロアレイス
ポットは、直径約１５０から約２００ミクロンでもよい。１またはそれ以上の特異的結合
物質は、その特異的結合パートナーに結合できる。
【００７９】
本発明のバイオセンサーのミクロアレイは、１またはそれ以上の特異的結合物質の微小滴
を、例えば、２次元格子または被覆層表面の位置のｘ－ｙ格子に置くことにより作成する
ことができる。バイオセンサーが１またはそれ以上の結合パートナーを含む試験サンプル
に暴露されると、結合パートナーは、結合パートナーに高い親和性を有する特異的結合物
質を含むミクロアレイの別個の位置に優先的に引きつけられることとなる。別個の位置の
いくつかは、その表面に結合パートナーを集めるが、他の位置は集めないこととなる。
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【００８０】
特異的結合物質は、本発明のバイオセンサー表面に添加された結合パートナーに特異的に
結合する。特異的結合物質は、その結合パートナーに特異的に結合するが、バイオセンサ
ー表面に添加された他の結合パートナーには実質的に結合しない。例えば、特異的結合物
質が抗体であり、その結合パートナーが特定の抗原である場合、抗体は、特定の抗原に特
異的に結合するが、他の抗原には実質的に結合しない。結合パートナーは、例えば、核酸
、ポリペプチド、抗原、ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体、単鎖抗体（ｓｃＦｖ
）、Ｆ（ａｂ）フラグメント、Ｆ（ａｂ’）2フラグメント、Ｆｖフラグメント、小有機
分子、細胞、ウイルス、バクテリア、および生物学的サンプルでもよい。生物学的サンプ
ルは、例えば、血液、血漿、血清、胃腸分泌物、組織または腫瘍のホモジネート、滑液、
便、唾液、痰、嚢胞液、羊水、脳脊椎液、腹膜液、肺洗浄液、精液、リンパ液、涙、およ
び前立腺液でもよい。
【００８１】
本発明のミクロアレイの１つの例は、核酸ミクロアレイであり、このアレイ中の各々の別
個の位置は異なる核酸分子を含む。この態様では、核酸ミクロアレイのスポットは、試験
サンプル中の対向する核酸鎖と相補的な化学結合を検出する。
【００８２】
ミクロタイタープレートは生化学アッセイに用いられる最も一般的な形式であるが、ミク
ロアレイは、高価な試薬の容積を最小にする一方で同時測定できる生化学相互作用の数を
最大化する方法として、だんだん見られるようになってきた。本発明のバイオセンサー上
へのミクロアレイスポッターによる特異的結合物質の適用により、１０，０００の特異的
結合物質／ｉｎ2の特異的結合物質密度を得ることができる。単一のミクロアレイ位置に
送るために照射ビームを集中させることにより、バイオセンサーは、ラベル不用のミクロ
アレイ読みとりシステムとして用いることができる。
【００８３】
固定化または１またはそれ以上の特異的結合物質
特異的結合物質がすすぎ工程により洗い流されないように、そして試験サンプル中の結合
パートナーへの結合がバイオセンサー表面により妨げられないように、バイオセンサーへ
の１またはそれ以上の結合物質の固定化が行われる。種々の型のミクロアレイおよびバイ
オセンサーに用いるためのガラス等への特異的結合物質の共有結合のために、いくつかの
異なる型の表面化学方策が実行されてきた。これらの同じ方法は、本発明のバイオセンサ
ーに容易に適用することができる。１またはそれ以上の特異的結合物質の結合のための正
しい官能基を含むようにするバイオセンサーの表面調製は、バイオセンサー製造工程の不
可欠な部分である。
【００８４】
１またはそれ以上の特異的結合物質は、物理吸着（即ち、化学的リンカーを用いない）ま
たは化学結合（即ち、化学的リンカーを用いる）によりバイオセンサーに結合することが
できる。化学結合は、バイオセンサー表面への特異的結合物質の強い結合を発生させ、表
面結合分子の規定された配向とコンフォメーションを提供することができる。
【００８５】
本発明のバイオセンサーへの特異的結合物質の化学結合のいくつかの例を、以下の実施例
８に示す。他の型の化学結合には、例えば、アミン活性化、アルデヒド活性化、およびニ
ッケル活性化が含まれる。これらの表面は、図６に示すように、バイオセンサー表面にい
くつかの異なる型の化学リンカーを結合させるために用いることができる。アミン表面は
いくつかの型のリンカー分子を結合するために用いることができる一方、アルデヒド表面
は追加のリンカーを用いることなくタンパク質を直接結合するために用いることができる
。ニッケル表面は、取り込まれたヒスチジン（「ｈｉｓ」）タグを有する分子を結合する
ために用いることができる。ニッケル活性化表面による「ｈｉｓ－タグ」化分子の検出は
、この分野でよく知られている(Whitesides, Anal. Chem. 68, 490, (1996))。
【００８６】
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プラスチック、エポキシ、または高屈折率材料への特異的結合物質の固定化は、本質的に
ガラスへの固定化のために記載されたものと同様に行うことができる。しかし、酸洗浄工
程のような処置は特異的結合物質が固定化した材料を損傷しうるので、このような工程は
排除することができる。
【００８７】
約～０．１ｎｇ／ｍｌ未満の濃度における結合パートナーの検出には、バイオセンサーに
結合した結合パートナーをバイオセンサー表面のさらなる層に増幅して変換することが好
ましい。バイオセンサーに堆積した増加した質量は、増加した光学経路の結果として容易
に検出することができる。大きな質量をバイオセンサー表面に取り込むことにより、表面
の結合パートナーの光学密度も増加し、従って、添加した質量なしに起こるのに比べて大
きな共鳴波長変位が起こるようになる。質量の添加は、例えば、「サンドウィッチ」アッ
セイを通じて酵素的に、または種々の大きさや組成の適切にコンジュゲートしたビーズや
高分子の形態でバイオセンサー表面に質量を直接適用することにより、達成することがで
きる。この原理は、他の型の光学バイオセンサーに利用されて、質量の増幅なしに達成さ
れた感度の限界を１５００倍以上超える感度の増加を示した。Jenison et al., 「干渉に
基づく、光学的に被膜されたシリコン上での核酸標的の検出」 Nature Biotechnology, 1
9: 62-65, 2001を参照のこと。
【００８８】
例として、図７Ａは、ＮＨ2－活性化バイオセンサー表面が表面に固定化された単鎖ＤＮ
Ａ捕捉プローブを含む特異的結合物質を有することができることを示す。捕捉プローブは
、その相補的標的結合パートナーと選択的に相互作用する。そして、結合パートナーは、
「検出」分子と結合する配列またはタグを含むように設計することができる。図７Ａに示
すように、検出分子は、例えば、ホースラディッシュペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）に対す
るリンカーを含むことができ、これは、正しい酵素に暴露されたときに、検出分子が存在
する場所のみのバイオセンサー上にさらなる材料を選択的に堆積するものである。このよ
うな工程は、例えば、３００オングストロームの検出可能な生体材料を数分の内にバイオ
センサーに添加することができる。
【００８９】
「サンドウィッチ」手法は、検出感度を増強するために用いることもできる。この手法で
は、高分子量分子が低分子量分子の存在を増幅するために用いることができる。例えば、
約０．１ｋＤａから約２０ｋＤａ等の分子量を有する結合パートナーは、サクシニミジル
－６－［ａ－メチル－ａ－（２－ピリジル－ジチオ）トルアミド］ヘキサノエート（ＳＭ
ＰＴ）、またはジメチルピメリミデート（ＤＭＰ）、ヒスチジン、または図７Ｂに示すよ
うなビオチン分子等でタグ化することができる。タグがビオチンの場合、ビオチン分子は
、ストレプトアビジンに強く結合し、これは６０ｋＤａの分子量を有するものである。ビ
オチン／ストレプトアビジン相互作用はとても特異的なので、ストレプトアビジンは、小
さい結合パートナーによるだけで発生するシグナルを６０倍増幅する。
【００９０】
検出感度は、化学的に誘導された小粒子の使用を通じてさらに増強することができる。金
コロイドから作られる「ナノ粒子」、種々のプラスチック、または直径約３－３００ｎｍ
のガラスは、結合パートナーに選択的に共有結合できるようにする分子種で被膜すること
ができる。例えば、図７Ｃに示すように、ストレプトアビジンにより共有結合的に被膜さ
れているナノ粒子は、バイオセンサー表面のビオチンタグ化した結合パートナーの視認性
を増強するために用いることができる。ストレプトアビジン分子はそれ自身６０ｋＤａの
分子量を有しているが、誘導されたビーズは、例えば、６０ｋＤａを含むいずれの大きさ
の分子量をも有することができる。大きなビーズの結合は、バイオセンサー表面の光学密
度の大きな変化をもたらし、容易に測定できるシグナルとなるであろう。この方法は、感
度の解像度において約１０００倍の増強をもたらすことができる。
【００９１】
表面－レリーフボリューム回折バイオセンサー
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本発明の他の態様は、表面－レリーフボリューム回折構造を含むバイオセンサー（ＳＲＶ
Ｄバイオセンサー）である。ＳＲＶＤバイオセンサーは、光学波長の広周波数帯で照らさ
れたときに光学波長の特定の狭周波数帯で優先的に反射する表面を有する。特異的結合物
質および／または結合パートナーがＳＲＶＤバイオセンサー上で固定化される場合、反射
した光の波長が変位する。薄膜干渉フィルタおよびブラッグ反射体のような１次元表面は
、広周波数帯励起源からの狭い範囲の反射したまたは透過した波長を選択できるが、その
上面への特異的結合物質および／または結合パートナーのようなさらなる材料の堆積は、
共鳴波長よりもむしろ共鳴線幅の変化をもたらすのみである。対照的に、ＳＲＶＤバイオ
センサーは、表面への特異的結合物質および／または結合パートナーのような材料の添加
により反射した波長を変化させる能力を有する。
【００９２】
ＳＲＶＤバイオセンサーは、第１および第２の表面を有するシート材料を含む。シート材
料の第１の表面は、レリーフボリューム回折構造を規定する。シート材料は、例えば、プ
ラスチック、ガラス、半導体ウエハ、または金属膜を含むことができる。
【００９３】
レリーフボリューム回折構造は、例えば、上述した２次元格子、または３次元表面レリー
フボリューム回折格子でもよい。レリーフボリューム回折構造の深さおよび周期は、バイ
オセンサーから反射した光の共鳴波長より短い。
【００９４】
３次元表面レリーフボリューム回折格子は、例えば、その溝のパターンが階段状ピラミッ
ドに似た３次元相－量子化段状表面レリーフパターンでもよい。このような格子が広周波
数帯放射のビームにより照らされるとき、光は、周囲の媒体の屈折率と段間隔の２倍を掛
けることにより与えられる波長において、等間隔に空けられた段から干渉光を発して反射
することとなる。与えられた波長の光は、半波長離れた段から、段の数に反比例する周波
数帯幅で、共鳴して回折しまたは反射する。反射したまたは回折した色は、新しい波長が
被膜の屈折率に依存して選択されるように、誘電層の堆積により制御できる。
【００９５】
階段相構造は、前述したような３つのレーザービームに薄いフォトレジスト膜を干渉光で
暴露することよりフォトレジスト中に最初に作成できる。例えば、Cowen, 「多重ビーム
干渉計を用いた交差ホログラフ格子アレイの記録と大規模複製」、周期構造、回折格子、
およびモアレ現象ＩＩの応用、理論、および加工に関する国際会議、Lerner, ed., Proc.
 Soc. Photo-Opt. Instrum. Eng., 503, 120-129, 1984; Cowen, 「ホログラフハニカム
マイクロレンズ」 Opt. Eng. 24, 796-802 (1985); Cowen & Slafer, 「フィルムシステ
ムにおける写真乳化粒子の秩序化のためのホログラフミクロパターンの記録および複製」
 J. Imaging Sci. 31, 100-107, 1987を参照のこと。フォトレジストの非線形エッチング
の特徴は、３次元レリーフパターンを作成するために暴露した膜を現像するために用いら
れる。そして、フォトレジスト構造は、標準的なエンボス加工工程を用いて複製される。
例えば、薄い銀の膜は、フォトレジスト構造に堆積し、ニッケルの厚い膜を電気メッキで
きる伝導層を形成する。ニッケルの「マスター」面は、ビニルのようなプラスチック膜中
に直接エンボス加工するために用いられ、これは、熱や溶媒により柔らかくされる。
【００９６】
階段状ピラミッドに似た３次元相－量子化段状表面レリーフパターンの設計および加工を
記述する理論は、Cowen, 「アステカの表面レリーフボリューム回折構造」 J. Opt. Soc.
 Am. A, 7:1529 (1990)に、記載されている。
【００９７】
３次元相－量子化段状表面レリーフパターンの例は、階段状ピラミッドに似たパターンで
ある。各々の逆さのピラミッドは、直径約１ミクロンで、好ましくは、各々の逆さのピラ
ミッドは、直径約０．５から５ミクロン、例えば約１ミクロン、でもよい。ピラミッド構
造は、直径１５０－２００ミクロンの典型的なミクロアレイスポットが数百段のピラミッ
ド構造を取り込むことができるように細密充填されていてもよい。レリーフボリューム回
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折構造は、約０．１から約１ミクロンの周期および約０．１から約１ミクロンの深さを有
する。図８は、特異的結合物質または結合パートナーが表面に吸着するかどうかを決定す
るために、（１つのミクロアレイスポットとして単一のピラミッドにより示された数百の
ピラミッドを含む全ミクロアレイの）個々のミクロアレイの位置が、如何に光学的に測定
できるかを、示す。構造が白色光で照らされるとき、意義のある結合材料を有しない構造
は、構造の階段の高さにより決定される波長を反射するであろう。結合パートナーや特異
的結合物質のような高屈折率材料が反射金属表面に取り込まれたとき、反射した波長は、
長い波長に向かって変位するように修正される。段状の階段構造から反射した色は、ＳＲ
ＶＤバイオセンサーのシート材料の第１の表面に被膜された反射材料の屈折率を階段高さ
の２倍と掛けたものとして、理論的には与えられる。反射材料は、例えば、銀、アルミニ
ウム、または金でもよい。
【００９８】
１またはそれ以上の特異的結合物質は、上述したように、ＳＲＶＤバイオセンサーの反射
材料に固定化される。１またはそれ以上の特異的結合物質は、上述したように、反射材料
の別個の位置のミクロアレイに配置されていてもよい。図９は、９素子のミクロアレイバ
イオセンサーの例を提供する。小さな円で示される多くの個々の格子構造は、各々のミク
ロアレイスポットの中にある。大きな円で示されるミクロアレイスポットは、その表面の
材料の屈折率により決定される波長で空気中で白色光を反射するであろう。さらなる吸着
材料を有するミクロアレイの位置は、大きな円で示される長い波長に向かって変位する反
射した波長を有するであろう。
【００９９】
ＳＲＶＤバイオセンサーから反射した光の波長は、狭い周波数幅に捕らわれているので、
表面の光学特徴の非常に小さな変化は、反射した波長スペクトルの容易に観察される変化
としてそれ自身拡大される。狭い反射周波数幅は、平面表面上の反射分光測定に比べ、表
面吸着感度の優位性を提供する。
【０１００】
光学波長の広周波数帯で照らされたとき、ＳＲＶＤバイオセンサーは、第１の単一光学波
長で優先的に光を反射し、１またはそれ以上の特異的結合物質が反射表面に固定化されて
いるとき、第２の単一光学波長で光を反射する。第２の光学波長での反射は、光学干渉に
よりもたらされる。１またはそれ以上の特異的結合物質がそれぞれの結合パートナーに結
合するとき、ＳＲＶＤバイオセンサーはまた、光学干渉により第３の単一光学波長で光を
反射する。
【０１０１】
反射した色の読みとりは、個々のミクロアレイスポットに顕微鏡の対物レンズの焦点を合
わせて反射したスペクトルを読むこと、または、例えば、ミクロアレイの反射した画像を
高解像度カラーＣＣＤカメラに投影することと並行して、連続的に行うことができる。
【０１０２】
ＳＲＶＤバイオセンサーは、例えば、金属マスター板を作成すること、およびレリーフボ
リューム回折構造をビニルのようなプラスチック材料等に打ち出すことにより製造するこ
とができる。打ち出しの後、表面は、例えば、金、銀、またはアルミニウムのような薄い
金属膜の全体的な堆積により反射性にする。フォトリソグラフ、エッチング、およびウエ
ハ結合工程に依存するＭＥＭＳに基づくバイオセンサーと比較して、ＳＲＶＤバイオセン
サーの製造は、非常に安い。
【０１０３】
液体収容可能容器
本発明のＳＷＳまたはＳＲＶＤバイオセンサーは、例えば、液体収容可能容器の底面の内
側表面を含むことができる。液体収容可能容器は、例えば、ミクロタイタープレートウェ
ル、試験管、ペトリ皿、またはミクロ流体チャネルでもよい。この発明の１つの態様は、
いずれの型のミクロタイタープレートにも取り込まれるＳＷＳまたはＳＲＶＤバイオセン
サーである。例えば、ＳＷＳバイオセンサーまたはＳＲＶＤバイオセンサーは、図１０に
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示すように、共鳴反射表面上に反応容器の壁を組み立てることによりミクロタイタープレ
ートの底面に取り込むことができ、各々の反応「スポット」は別個の試験サンプルに暴露
できる。従って、各々の個々のミクロタイタープレートウェルは、個別の反応容器として
作用することができる。個別の化学反応は、それ故、反応液と混ざり合うことなく近接の
ウェルの内側で起こることができ、化学的に別個の試験溶液が個々のウェルに適用できる
。
【０１０４】
本発明のバイオセンサーを底なしミクロタイタープレートの底面に結合させるいくつかの
方法として、例えば、接着結合、超音波溶接、およびレーザー溶接等を用いることができ
る。
【０１０５】
医薬のハイスループットスクリーニングの研究室、分子生物学の研究室、および診断アッ
セイの研究室において最も一般的なアッセイ形式は、ミクロタイタープレートである。プ
レートは、格子に配置された９６、３８４、または１５３６の個々の反応容器を含みうる
標準化された大きさのプラスチックカートリッジである。これらのプレートの標準的な機
械的配置のために、液体の分配、自動プレート操作、および検出システムは、この共通の
形式で機能するように設計されている。本発明のバイオセンサーは、標準的なミクロタイ
タープレートの底面に取り込むことができる。例えば、図１０を参照のこと。バイオセン
サー表面は大きな領域で加工でき、読みとりシステムはバイオセンサー表面と物理的接触
をしないので、個々のバイオセンサー領域の任意の数が、バイオセンサー表面にわたる照
射／検出プローブを走査する照射光学装置およびｘ－ｙステージの焦点解像度によっての
み限定されて、規定できる。
【０１０６】
保持具
例えば、約１ｍｍ2から約５ｍｍ2の、好ましくは約３×３ｍｍ2以下の、いずれの数のバ
イオセンサーも、９６、３８４、または１５３６ウェルミクロタイタープレート等のミク
ロタイタープレートのウェルのような個別の液体収容可能容器にバイオセンサーを同時に
浸漬することができる保持具に、配置することができる。例えば、図１１を参照のこと。
バイオセンサーの各々は、複数の別個の位置を含むことができる。保持具は、保持具に結
合した１またはそれ以上のバイオセンサーを有し、各々の個々のバイオセンサーを個別の
液体収容可能容器に入れることができるようになる。保持具は、プラスチック、エポキシ
または金属を含むことができる。例えば、５０、９６、３８４、または１，０００、また
は１，５３６個のバイオセンサーが保持具に配置でき、ここでは各々のバイオセンサーは
、２５、１００、５００、または１，０００の別個の位置を有する。例として、９６個の
バイオセンサーが保持具に結合し、各々のバイオセンサーが１００個の別個の位置を含む
ところでは、９６００個の生化学的アッセイが同時に実行できる。
【０１０７】
ＳＷＳおよびＳＲＶＤバイオセンサーの使用方法
本発明のＳＷＳおよびＳＲＶＤバイオセンサーは、１または多数の特異的結合物質／結合
パートナー相互作用を並行して調べるために用いることができる。１またはそれ以上の特
異的結合物質のそれぞれの結合パートナーへの結合は、ラベルを用いることなく、表面に
固定化された１またはそれ以上の特異的結合物質を有するＳＷＳまたはＳＲＶＤバイオセ
ンサーに、１またはそれ以上の結合パートナーを適用することにより、検出することがで
きる。ＳＷＳバイオセンサーは、光で照らされ、反射した光の波長の最大値、または透過
した光の波長の最小値がバイオセンサーから検出される。１またはそれ以上の特異的結合
物質がそれぞれの結合パートナーに結合した場合、反射した光の波長は、１またはそれ以
上の特異的結合物質がそれぞれの結合パートナーに結合しなかった場合の状態と比較して
、変位する。ＳＷＳバイオセンサーが１またはそれ以上の特異的結合物質を含む別個の位
置のアレイで被膜されている場合、反射した光の波長の最大値または透過した光の波長の
最小値がバイオセンサーの各々の別個の位置から検出される。
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【０１０８】
ＳＲＶＤバイオセンサーは、結合パートナーが添加された後に光で照らされ、反射した光
の波長がバイオセンサーから検出される。１またはそれ以上の特異的結合物質がそれぞれ
の結合パートナーに結合した場合、反射した光の波長は変位する。
【０１０９】
本発明の１つの態様では、例えば、抗体等の種々の特異的結合物質は、本発明のバイオセ
ンサーにアレイ形式で固定化できる。そして、バイオセンサーは、タンパク質のような結
合パートナーを含む目的とする試験サンプルと接触する。バイオセンサーに固定化された
抗体と特異的に結合するタンパク質だけが、バイオセンサーに結合して残る。このような
手法は、本質的に酵素結合イムノソルベントアッセイの大規模のものであるが、酵素また
は蛍光ラベルの使用は必要ではない。
【０１１０】
酵素活性は、１またはそれ以上の特異的結合物質が固定化されたＳＷＳまたはＳＲＶＤバ
イオセンサーに１またはそれ以上の酵素を適用することにより検出することができる。バ
イオセンサーは、洗浄され、光で照らされる。反射した光の波長は、バイオセンサーから
検出される。１またはそれ以上の酵素が酵素活性によりバイオセンサーの１またはそれ以
上の特異的結合物質を変化させた場合、反射した光の波長は変位する。
【０１１１】
さらに、例えば、結合パートナーを含む細胞溶解物のような試験サンプルを、本発明のバ
イオセンサーに適用することができ、その後結合しなかった材料を取り除くために洗浄さ
れる。バイオセンサーに結合する結合パートナーは、バイオセンサーから溶出することが
でき、例えば、質量分析計により同定することができる。任意に、ファージＤＮＡディス
プレイライブラリーを、本発明のバイオセンサーに適用することができ、その後結合しな
かった材料を取り除くために洗浄される。バイオセンサーに結合した個々のファージ粒子
は、単離することができ、これらのファージ粒子の挿入物は、結合パートナーの同一性を
測定するために配列決定することができる。
【０１１２】
上記の応用、特にプロテオミクスへの応用では、本発明のバイオセンサーの試験サンプル
からの結合パートナーのような材料に選択的に結合する能力は、その後のさらなる分析の
ためにバイオセンサーの別個の位置から結合した材料を選択的に取り除く能力として、有
利である。本発明のバイオセンサーは、反射した光の波長の変位を測定することにより、
バイオセンサーアレイの別個の位置に結合するサンプルからの結合パートナーの量を検出
し定量することもできる。例えば、１つの別個のバイオセンサー位置における波長の変位
は、他の別個のバイオセンサー位置における陽性または陰性対照と比較して、バイオセン
サーアレイの別個の位置に結合する結合パートナーの量を測定することができる。
【０１１３】
ＳＷＳおよび電気伝導材料
任意のバイオセンサー構造は、バイオセンサーアレイを、バイオセンサーの個々の別個の
位置からの結合パートナーを選択的に引きつけ、またははねつけることがさらにできるよ
うにする。この分野でよく知られているように、起電力は、電場におかれている核酸およ
びアミノ酸のような生物学的分子に適用することができる。これらの分子は電気的に陰性
であるので、これらは正に荷電した電極に引きつけられ、負に荷電した電極により反発を
受ける。
【０１１４】
共鳴光学バイオセンサーの格子構造は、電気絶縁材料よりむしろ電気伝導材料を用いて作
ることができる。電場は、バイオセンサー表面近くで適用することができる。格子が共鳴
反射バイオセンサーおよび電極双方として作動する場合、格子は、共鳴波長近くでは光学
的に透明であり、かつ低い抵抗性を有する材料を含む。本発明の１つの態様では、材料は
、インジウムスズ酸化物、ＩｎＳｎxＯ1-x （ＩＴＯ）である。ＩＴＯは、平板光学ディ
スプレイのための透明電極を作成するために一般的に用いられ、それ故大きなガラスシー
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トに低価格で容易に利用可能である。ＩＴＯの屈折率は、材料に存在するＳｎ部分のｘを
制御することにより調整することができる。液体試験サンプル溶液は移動するイオンを有
するであろうから（それゆえ電気伝導体であろうから）、ＩＴＯ電極は絶縁材料で被膜す
ることが必要である。共鳴光学バイオセンサーとしては、格子層は、低屈折率材料の層で
被膜される。硬化したフォトレジスト（ｎ＝１．６５）、硬化した光学エポキシ（ｎ＝１
．５）、およびガラス（ｎ＝１．４－１．５）のような材料は、ＩＴＯ（ｎ＝２．０－２
．６５）より低い屈折率も有する強い電気絶縁体である。ＩＴＯ格子を組み込むバイオセ
ンサーの断面図を図４８に示す。ｎ1は、電気絶縁体の屈折率を示す。ｎ2は、２次元格子
の屈折率を示す。ｔ1は、電気絶縁体の厚さを示す。ｔ2は、２次元格子の厚さを示す。ｎ

bioは、１またはそれ以上の特異的結合物質の屈折率を示し、ｔbioは、１またはそれ以上
の特異的結合物質の厚さを示す。
【０１１５】
格子は、規則的に間を空けた穴のアレイを含むＩＴＯの連続シートでもよい。穴は、硬化
したフォトレジストのような電気絶縁材料で満たされる。電気絶縁層は、構造の上面が電
気絶縁体で完全に被覆されるように、そして上面が実質的に平面となるように、ＩＴＯ格
子に上塗りされる。バイオセンサーが光で照らされるとき、共鳴格子効果が反射した放射
スペクトル上で発生する。格子の深さおよび周期は、共鳴格子効果の波長より短い。
【０１１６】
図１２および図１３に示すように、１つの電極は、多くの格子周期を含む領域を含むこと
ができる。同じ基板表面の２またはそれ以上の個別の格子領域を作成することにより、バ
イオセンサー電極のアレイを作ることができる。各々のバイオセンサー電極への電気的接
触は、バイオセンサー電極内の伝導体として同じ材料から作られる電気伝導トレースを用
いて提供される。伝導トレースは、電位を電極に適用できる電源に接続する。電極表面近
くで分子を引きつけるかまたははねつけることができるバイオセンサーに電位を適用する
ために、バイオセンサー上面は、図１４に示されるような液体サンプルに浸漬することが
できる。「共通」電極は、サンプル液の中に配置でき、電圧は１つの選択されたバイオセ
ンサー電極領域と共通電極との間に適用することができる。この方法では、１つの、いく
つかの、またはすべての電極は、所定の時間荷電することまたは荷電しないことができる
。図１５は、正電圧が電極に適用されるときの電気的に陰性の分子のバイオセンサー表面
への引きつけを示す一方、図１６は、負の電極電圧を用いた、反対電荷のような反発力の
電気的に陰性な分子への適用を示す。
【０１１７】
検出システム
検出システムは、本発明のバイオセンサー、光をバイオセンサーに導く光源、およびバイ
オセンサーから反射した光を検出する検出器を含むことができる。１つの態様として、決
められた閾値を超える正の結果のみが検出の引き金となるようにフィルタの適用により読
みとり装置を単純化できる。
【０１１８】
光源は、その上面、即ち、１またはそれ以上の特異的結合物質が固定化されている表面か
ら、またはその底面から、バイオセンサーを照らすことができる。本発明のバイオセンサ
ーの各々の別個の位置における共鳴波長の変位を測定することにより、どの別個の位置が
それらに結合する結合パートナーを有するかを決定することができる。変位の範囲は、試
験サンプル中の結合パートナーの量、および１またはそれ以上の特異的結合物質と試験サ
ンプルの結合パートナーとの化学的親和性、を決定するために用いることができる。
【０１１９】
本発明のバイオセンサーは、２度照らされてもよい。第１の測定で、バイオセンサーに固
定化された１またはそれ以上の特異的結合物質によるバイオセンサーアレイの１またはそ
れ以上の別個の位置の反射率スペクトルを決定する。第２の測定で、１またはそれ以上の
結合パートナーがバイオセンサーに適用された後の反射率スペクトルを決定する。これら
２つの測定値のピーク波長の違いは、バイオセンサーまたはバイオセンサーの１またはそ
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れ以上の別個の位置、に特異的に結合した結合パートナーの量の測定値である。この照射
方法は、ピーク共鳴波長のわずかな変動を有する領域によりもたらされるバイオセンサー
表面のわずかな不均一性を制御することができる。この方法はまた、バイオセンサーに固
定化された特異的結合物質の濃度または分子量の変化を制御することもできる。
【０１２０】
コンピュータシミュレーションを用いて、ピーク共鳴波長と照射の入射角との予測される
依存性を決定することができる。図１に示すバイオセンサー構造は、例示のためのもので
ある。選ばれた基材は、ガラスである（ｎ基板＝１．５０）。格子は、５１０ｎｍの周期
および５６．２％の充填率（即ち、表面の５６．２％が窒化ケイ素四辺で被覆されている
一方、残りは四辺の間の領域である）の窒化ケイ素四辺（ｔ2＝１８０ｎｍ、ｎ2＝２．０
１（ｎ＝屈折率）、κ2＝０．００１（κ＝吸着係数））の２次元パターンである。窒化
ケイ素四辺間の領域は、低屈折率材料で満たされている。同じ材料がまた四辺を被覆し、
均一な平面の上面を提供する。このシミュレーションでは、ｔ2＝１００ｎｍで窒化ケイ
素四辺を被覆するガラス層が選択された（ｎ1＝１．４０）。
【０１２１】
波長の関数としての反射した強度は、ＧＳＯＬＶＥＲソフトウエアを用いてモデル化され
、これはハイブリッドした厳格に組み合わされた波形解析およびモード解析を用いた完全
３次元ベクトル符号を利用するものである。ＧＳＯＬＶＥＲは、任意に複合化した格子構
造の平面波照射から、回折した場および回折効率を計算する。照射は、いずれの入射角、
またいずれの偏光からでもよい。
【０１２２】
図１９は、入射照射角に対するピーク共鳴波長の依存性をプロットする。シミュレーショ
ンは、入射光の角度と測定されるピーク波長との間に強い相関があることを示す。結果は
、照射ビームの平行、および照射ビームと反射ビームとの配置が、測定される共鳴ピーク
線幅に直接影響しうることを意味する。照射ビームの平行性が悪いと、様々な照射角でバ
イオセンサー表面に入射し、精密に平行化した光が入射する場合より、広い共鳴ピークが
測定されうる。
【０１２３】
バイオセンサーの低い感度限界がピーク最大値を決定する能力に関連するので、狭い共鳴
ピークを測定することが重要である。従って、バイオセンサーの平行化照射システムの使
用は、最も高い潜在的な感度を提供する。
【０１２４】
バイオセンサー表面を照らすためおよび反射した光を集めるための検出システムの１つの
型は、例えば、光源に接続した６つの照射光学ファイバー、および分光計に接続した１つ
の集光光学ファイバーを含むプローブである。ファイバーの数は決定的ではなく、いずれ
の数の照射または集光ファイバーも可能である。ファイバーは、集光ファイバーが束の中
心にあり、６つの照射ファイバーに囲まれるように束に配置される。ファイバー束の先端
は、バイオセンサー表面に照射の焦点を合わせる平行レンズに接続する。
【０１２５】
このプローブ配置では、照射および集光ファイバーは、並んでいる。従って、平行レンズ
がバイオセンサー表面に正しく光の焦点を合わせるように調整される場合、６つの明確に
規定された照射の円領域、および中央の暗い領域が観察される。バイオセンサーは光を散
乱せず、むしろ平行化したビームを反射するので、光は集光ファイバーに入射せず、共鳴
シグナルは観察されない。６つの照射領域が中心領域に重なるまで平行レンズの焦点をず
らすことのみにより、集光ファイバーに光が反射することとなる。焦点がずらされ、わず
かに平行でなくなった光のみがシグナルを発生させるので、バイオセンサーは単一の入射
角ではなく、様々な入射角で照らされる。様々な入射角は、図１９に示す依存性により共
鳴波長の混合をもたらす。それ故、広い共鳴ピークが、他に可能でない限り測定される。
【０１２６】
従って、照射および集光ファイバープローブが同じ光学経路を空間的に共有することが望



(37) JP 4202140 B2 2008.12.24

10

20

30

40

50

ましい。いくつかの方法を用いて、照射および集光光学経路を共通にすることができる。
例えば、単一の照射ファイバーを、バイオセンサーに光を導く光源にその第１の末端で接
続し、単一の集光ファイバーを、バイオセンサーから反射した光を導く検出器にその第１
の末端で接続し、各々をそれらの第２の末端で、照射器および集光器の両方として作用す
る第３のファイバープローブに接続することができる。第３のファイバープローブは、バ
イオセンサーに垂直の入射角で配向し、対向伝搬照射および反射光学シグナルを支持する
。このような検出システムの例を、図１８に示す。
【０１２７】
検出の他の方法には、光源に接続する単一の照射ファイバーを、検出器に接続する集光フ
ァイバーに９０度の角度で配向することを可能にするビームスプリッタの使用が含まれる
。光は、照射ファイバープローブを通じてビームスプリッタに導かれ、これはバイオセン
サーに光を導く。反射した光は、ビームスプリッタに再び導かれ、これは光を集光ファイ
バープローブに導く。このような検出装置の例を、図２０に示す。ビームスプリッタは、
照射光および反射光がビームスプリッタとバイオセンサー間の共通の光学経路を共有する
ことを可能にし、これにより完全に平行な光が焦点をずらすことなく使用することができ
る。
【０１２８】
角度の走査
本発明の検出システムは、バイオセンサー表面の平行化された白色光照射および反射した
ビームの共鳴ピークの光学的分光学測定に基づく。バイオセンサー表面の分子結合は、ピ
ーク波長の値の変位により示される一方、波長の増加は、分子吸着の増加に対応する。
【０１２９】
理論的モデル化および実験データに示されるように、共鳴ピーク波長は、検出光ビームの
入射角に強く依存する。図１９は、本発明のバイオセンサーのモデルとしてこの依存性を
示す。共鳴ピーク波長の角度依存性のために、入射白色光は、よく平行化されていること
が必要である。光ビームの角度の分散は、共鳴ピークを広げ、バイオセンサーの検出感度
を落とす。さらに、分光学測定からのシグナル品質は、光源の出力および検出器の感度に
依存する。高いシグナル対ノイズ比を得るために、各々の検出位置に対して過剰に長い積
算時間を必要とし、それ故バイオセンサー平面を読みとるために総時間を長くすることと
なる。回転可能なレーザー源を格子共鳴の検出のために用いることができるが、高価であ
る。
【０１３０】
本発明の１つの態様として、これらの不利益には、バイオセンサーの照射のためのレーザ
ービーム、および反射したビーム出力の測定のための光検出器の使用により取り組んでい
る。走査ミラー装置がレーザービームの入射角を変化させるために用いることができ、ま
た光学システムが入射レーザービームの平行を維持するために用いられる。例えば、「光
学走査」(Gerald F. Marchall ed., Marcel Dekker (1991))を参照のこと。いずれの型の
レーザー走査も使用できる。例えば、１秒間に約２線から約１０００線の速度で走査線を
発生できる走査装置は、本発明に有用である。本発明の１つの態様として、走査装置は、
１秒間に約５０線から約３００線を走査する。
【０１３１】
１つの態様として、反射光ビームは、レーザー走査光学システムの一部を通過し、単一の
光検出器で測定される。レーザー源は、例えば、７８０ｎｍ，７８５ｎｍ、８１０ｎｍ、
または８３０ｎｍの波長を有すダイオードレーザーでもよい。これらのようなレーザーダ
イオードは、１５０ｍＷまでの出力レベルで容易に利用可能であり、それらの波長はＳｉ
フォトダイオードの高い感度に相当する。従って検出器は、フォトダイオードバイオセン
サーに基づくことができる。このような検出システムの例を、図５２に示す。光源１００
は、走査装置２００に光を供給し、これは光学システム３００に光を導く。光学システム
３００は、バイオセンサー４００に光を導く。光は、バイオセンサー４００から光学シス
テム３００に反射し、そしてこれは光を光シグナル検出器５００に導く。検出システムの
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１つの態様を図２１に示し、これは、走査ミラーがその角度位置を変化させる一方、表面
のレーザービームの入射角はミラー角変位の名目上２倍変化することを示す。走査ミラー
装置は、線形ガルバノメータでもよく、約２Ｈｚから約１２０Ｈｚまでの周波数および約
１０度から約２０度の機械走査角で操作される。この例では、単一の走査が、約１０ｍ秒
以内に完了することができる。共鳴ガルバノメータまたは多角形走査器も、用いることが
できる。図２１に示した例には、角度走査のための単純な光学システムが含まれる。これ
は、これらの間に共通の焦点を有する１組のレンズからなる。光学システムは、レーザー
の平行化および反射光ビームの集光の最適化した性能を発揮するように設計することがで
きる。
【０１３２】
角度解像度は、ガルバノメータの規格、および反射した光の採取周波数に依存する。ガル
バノメータの解像度を機械的に３０秒と仮定すると、バイオセンサー角度走査に対応する
解像度は、６０秒、即ち０．０１７度である。さらに、１００ｋサンプル／秒のサンプリ
ング速度、および１０ｍ秒以内に２０度の走査が見込まれる。結果として、定量化工程は
、１０００サンプルに対し２０度、即ち１サンプルあたり０．０２度である。この例では
、PengおよびMorrisに示されているように（２次元格子からの回折における共鳴異常性の
実験的例証、Optics Lett., 21:549 (1996)）、０．２度の共鳴ピーク幅は、１０個のデ
ータポイントにより覆われ、その各々は検出システムの解像度に相当するであろう。
【０１３３】
このような検出システムの有利な点には、レーザービームによる入射光の優れた平行性、
レーザーダイオードの高いビーム出力による高いシグナル対ノイズ比、分光計の代わりの
単一素子の光検出器による低いコスト、および角度走査による共鳴ピークの高い解像度、
が含まれる。
【０１３４】
ファイバープローブバイオセンサー
本発明のバイオセンサーは、多重モードファイバー光学プローブの先端に存在することが
できる。このファイバー光学プローブは、例えば、心臓動脈疾患、癌、炎症、および敗血
症のような疾患および症状のための生体マーカーのｉｎ　ｖｉｖｏでの検出を可能にする
。（例えば、数百の格子周期を含む）単一のバイオセンサー素子は、ファイバー光学プロ
ーブの先端に加工することができ、またはガラス基板から加工してファイバー光学プロー
ブの先端に結合することができる。図１７を参照のこと。単一のファイバーが、照射を提
供し、反射したシグナルの共鳴を測定するために用いられる。
【０１３５】
例えば、図１８に示したものと同様のファイバープローブ構造を用いて、照射ファイバー
および検出ファイバーを、その先端に埋め込まれたまたは結合したバイオセンサーを有す
る単一の対向伝搬ファイバーに結合することができる。ファイバー光学プローブは、例え
ば、ヒトの身体等の、哺乳動物の身体に挿入される。照射と反射したシグナルの検出は、
プローブが体内に挿入されている間にすることができる。
【０１３６】
数学的な共鳴ピークの決定
バイオセンサーの感度は、材料がバイオセンサー表面に結合するときの共鳴ピーク位置の
変位により決定される。スペクトルのノイズの固有値のために、分析曲線のよく規定され
る転換点（即ちピーク）を決定する工程を用いることが好ましい。さらに、分析表現に対
応するピークは、サブサンプリング間隔の精度より大きく決定されることが好ましく、よ
り大きな感度を提供できる。
【０１３７】
本発明の１つの態様は、色測定共鳴バイオセンサーにより共鳴反射率スペクトルの結合パ
ートナーに対する共鳴ピーク位置を決定する方法を提供する。その方法は、複数の色測定
共鳴バイオセンサーまたは複数のバイオセンサーの別個の位置に対する１組の共鳴反射率
データを選択することを含む。１組の共鳴反射率データは、光源により色測定共鳴回折格
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子表面を照らし、あらかじめ決められた入射角における反射した光を測定することにより
採取される。色測定共鳴回折格子表面は、結合パートナーが分子ラベルを用いることなく
検出できるように、１またはそれ以上の特異的結合物質に対する表面結合プラットフォー
ムとして用いられる。
【０１３８】
１組の共鳴反射率データの選択の工程は、１組の共鳴反射率データ：
ｉ＝１、２、３、．．．ｎ、に対して、ｘiおよびｙi

を選択することを含むことができ、ここで、ｘiは、色測定共鳴回折格子表面に結合した
１またはそれ以上の特異的結合物質の第１の反射率スペクトルを含む第１の測定値であり
、ｙiは、複数の結合パートナーが１またはそれ以上の特異的結合物質を含む色測定共鳴
回折格子表面に適用された後の１またはそれ以上の特異的結合物質の第２の反射率スペク
トルを含む第２の測定値であり、ｎは、採取された測定値の全数量である。
【０１３９】
１組の共鳴反射率データは、２つの測定値の複数の組を含み、ここで第１の測定値は、色
測定共鳴回折格子表面に結合する１またはそれ以上の特異的結合物質の第１の反射率スペ
クトルを含み、第２の測定値は、１またはそれ以上の結合パートナーが１またはそれ以上
の特異的結合物質を含む色測定共鳴回折格子表面に適用された後の１またはそれ以上の特
異的結合物質の第２の反射率スペクトルを含む。第１および第２の測定値間のピーク波長
の違いは、１またはそれ以上の特異的結合物質に結合した結合パートナーの量の測定値で
ある。色測定共鳴バイオセンサーの感度は、１組の共鳴反射率データにおける２つの測定
値の複数の組の共鳴ピーク位置の変位により決定することができる。
【０１４０】
２つの測定値の複数の組からの第２の測定値の最大値は、複数の結合パートナーの１組の
共鳴反射率データから決定され、ここで最大値には共鳴反射率データに含まれる固有のノ
イズが含まれる。第２の測定値の最大値は、
すべてのｉ≠ｋに対して、（ｙk＞＝ｙi）
となるような最大値ｙkを決定することを含むことができる。
【０１４１】
最大値があらかじめ決められた閾値より大きいかどうかが決定される。これは、例えば、
１組の共鳴反射率データの平均値を計算すること；１組の共鳴反射率データの標準偏差を
計算すること；および（（ｙk－平均値）／標準偏差）があらかじめ決められた閾値より
大きいかどうか決定すること；により計算することができる。あらかじめ決められた閾値
は、使用者により決定することができる。使用者はどの程度の感度が望まれるのかを決定
し、それに従いあらかじめ決められた閾値を設定しうる。
【０１４２】
最大値があらかじめ決められた閾値より大きい場合、決定した最大値の周囲の曲線適合領
域が規定される。決定した最大値の周囲の曲線適合領域を規定する工程は、例えば、
（２ｗ＋１）ビンの曲線適合領域を規定すること、ここでｗは、あらかじめ決められた正
確な値であり；
（ｘi，ｋ－ｗ＜＝ｉ＜＝ｋ＋ｗ）を抽出すること；および
（ｙi，ｋ－ｗ＜＝ｉ＜＝ｋ＋ｗ）を抽出すること；
を含むことができる。曲線適合処理は、曲線適合領域周囲の曲線を適合させることにより
行われ、ここで曲線適合処理は、共鳴反射率データに含まれたあらかじめ決められた量の
固有のノイズを除去する。曲線適合処理は、例えば、
ｇi＝ｌｎｙiを計算すること；
２次多項式適合をｇiに行い、（ｘi，ｋ－ｗ＜＝ｉ＜＝ｋ＋ｗ）で規定されるｇ’iを得
ること；
２次多項式適合から、（ａｘ2＋ｂｘ＋ｃ）の係数ａ，ｂおよびｃを決定すること；およ
び
ｙ’i＝ｅg'iを計算すること；
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を含むことができる。最大共鳴ピークの位置は、適合した曲線上で決定され、これには、
例えば、最大共鳴ピークの位置（ｘp＝（－ｂ）／２ａ）を決定することを含むことがで
きる。最大共鳴ピークの値が決定され、ここで最大共鳴ピークの値は、１またはそれ以上
の結合パートナーへの１またはそれ以上の特異的結合物質の生体分子の結合量を同定する
ために用いられる。最大共鳴ピークの値は、例えば、ｙ’pにおけるｘpの値を決定するこ
とを含むことができる。
【０１４３】
本発明の１つの態様は、色測定共鳴バイオセンサーにより、共鳴反射率スペクトルの結合
パートナーの共鳴ピーク位置を決定する方法をプロセッサーに実行させるための指示をそ
の中に保持するコンピュータ読みとり可能媒体を含む。コンピュータ読みとり可能媒体は
、例えば、磁気ディスク、光ディスク、有機メモリー、およびプロセッサーにより読みと
り可能な他のいずれの揮発性（例えば、ランダムアクセスメモリー（「ＲＡＭ」）または
不揮発性（例えば、リードオンリーメモリー（「ＲＯＭ」）大量保持システムを含むこと
ができる。コンピュータ読みとり可能媒体は、共同または相互接続されたコンピュータ読
みとり可能媒体を含み、これはプロセッシングシステムに排他的に存在し、またはプロセ
シングシステムの一部分であるかまたはこれらか離れた多重相互接続プロセシングシステ
ムに分配される。
【０１４４】
以下は、例証の目的のためのみに提供されるものであり、上記の広い用語として記載され
た本発明の範囲を限定するものではない。この開示に引用されたすべての参考文献は、参
照するとにより本明細書に取り込まれる。
【０１４５】
【実施例】
実施例１：　ＳＷＳバイオセンサーの加工
バイオセンサー加工の例は、プラズマ増強化学気相蒸着（ＰＥＣＶＤ）による窒化ケイ素
の薄層（１８０ｎｍ）で被膜された平面ガラス基材から始まる。
【０１４６】
望む構造は、前述したように、薄いフォトレジスト膜を３つのレーザービームに干渉光に
より暴露することによりフォトレジストに最初に作成される（Ｃｏｗｅｎ、「多重ビーム
干渉計を用いた交差ホログラフ格子アレイの記録と大規模複製」、周期構造、回折格子、
およびモアレ現象ＩＩの応用、理論、および加工に関する国際会議、Lerner, ed., Proc.
 Soc. Photo-Opt. Instrum. Eng., 503, 120-129, 1984; Cowen, 「ホログラフハニカム
マイクロレンズ」 Opt. Eng. 24, 796-802 (1985); Cowen & Slafer, 「フィルムシステ
ムにおける写真乳化粒子の秩序化のためのホログラフミクロパターンの記録および複製」
 J. Imaging Sci. 31, 100-107, 1987）。フォトレジストの非線形エッチングの特徴は、
図２２に示すように、六角形格子内の穴のパターンを作成するために暴露した膜を現像す
るのに用いられる。フォトレジストパターンは、反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）を用
いて窒化ケイ素層に写される。フォトレジストは除去され、スピンオンガラス（ＳＯＧ）
の被覆層が窒化ケイ素格子の空いた領域を満たすように適用される（ハネウェルエレクト
ロニックマテリアルズ、サニーベール、カリフォルニア州）。完成したバイオセンサーの
上面構造を、図２３に示す。完成した部品の写真を図２４に示す。
【０１４７】
実施例２
ＳＲＶＤバイオセンサーは、ビニルに金属マスター板を打ち抜くことにより５つの円形分
散格子ホログラムを作ることにより作成した。円形ホログラムは切り出され、ガラスのス
ライドにのり付けされた。スライドは、１０００オングストロームのアルミニウムで被膜
された。空気中での格子の共鳴波長は～３８０ｎｍであり、それ故、反射した色は見られ
ない。格子が水で被覆される場合、薄い青い反射が観察される。格子が液体で被覆されて
いる間、または特異的結合物質および／または結合パートナーが構造を被覆する場合、反
射した波長変位が観察でき測定できる。
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【０１４８】
タンパク質およびバクテリアの双方は、高濃度でＳＲＶＤバイオセンサーの表面に固定化
され、波長変位が測定された。各々の材料には、２０μｌの滴がバイオセンサーの別個の
位置に置かれ、空気中で乾燥された。１μｇ／ｍｌのタンパク質濃度で、直径１ｃｍの円
を被覆するために２０μｌの滴を広げ、約２×１０-8グラムの材料を堆積させた。表面密
度は、２５．６ｎｇ／ｍｍ2である。
【０１４９】
高濃度のタンパク質の固定化には（バイオセンサー４）、４０ｍｌＤＩ　Ｈ2Ｏ中０．８
ｇウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）の１０μｌ滴が、バイオセンサー表面の直径１ｃｍの円
を被覆するように広げられる。滴は、２．５ｅ－６ｇ／ｍｍ2の密度で、０．０００２ｇ
のＢＳＡを堆積する。タンパク質の堆積の後、バイオセンサー４は、空気中で緑色の共鳴
を有した。
【０１５０】
バクテリアの固定化には（バイオセンサー２）、ＮＥＣＫボレリアライム病バクテリア（
１．８ｅ８　ｃｆｕ／ｍｌ）の２０μｌ滴が、バイオセンサー表面に堆積された。バクテ
リアの堆積の後、バイオセンサーは、空気中で灰色に見える。
【０１５１】
低濃度のタンパク質の固定化には（バイオセンサー６）、ＤＩ　Ｈ2Ｏ中０．０２％のＢ
ＳＡ（４０ｍｌＤＩ Ｈ2Ｏ中０．８ｇＢＳＡ）の１０μｌ滴が、直径１ｃｍの円を被覆す
るように広げられる。滴は、２．５ｅ－８ｇ／ｍｍ2の密度で、０．０００００２ｇのＢ
ＳＡを堆積する。タンパク質の堆積の後、バイオセンサー６は、空気中で灰色に見える。
【０１５２】
上記の処理によりもたらされる表面修飾の範囲で定量的データを得るために、バイオセン
サーは、分光計を用いて測定された。
【０１５３】
緑色の共鳴シグナルは、高濃度のＢＳＡが堆積したバイオセンサー（バイオセンサー４）
ですくに視覚的に観察されたので、これは空気中で測定された。図２５は、タンパク質が
堆積する前は何も存在しなかったところに緑色の波長で５４０ｎｍおよび５５０ｎｍに２
つのピークを示し、タンパク質薄膜の存在が表面レリーフ構造の共鳴波長の強い変位をも
たらすのに充分であることを示している。
【０１５４】
視認できる共鳴波長が低濃度のタンパク質を適用したスライド（バイオセンサー６）につ
いて空気中で観察されなかったので、表面の蒸留水とともに測定し、タンパク質処理をし
ていないバイオセンサーと比較した。図２６は、タンパク質を適用したスライドの共鳴波
長が、処理されていない水で被膜されたスライドに比べ緑色に変位したことを示す。
【０１５５】
最後に、ライム病バクテリアBorrelia burgdorferを含む水滴が、格子構造に適用され、
空気中で乾燥された（バイオセンサー２）。バクテリアの堆積後空気中では視覚的に観察
される共鳴が起こらなかったので、バイオセンサーは、表面の蒸留水とともに測定され、
他の処理を受けていない水で被膜されたバイオセンサーと比較した。図２７に示すように
、バクテリアの適用は、長い波長への共鳴周波数変位をもたらす。
【０１５６】
実施例３：バイオセンサーのコンピュータモデル
生体材料がその表面に吸着したときに引き起こされる反射した波長の変位を測定すること
により、共鳴格子構造がバイオセンサーとして使用することができるという概念を論証す
るために、図１に示した構造がコンピュータによりモデル化された。論証の目的のために
、選択された基材はガラスである（ｎ基板＝１．５０）。格子は、５１０ｎｍの周期、お
よび５６．２％の充填率（即ち、表面の５６．２％が窒化ケイ素四辺で被覆される一方、
残りは四辺の間の領域である）の窒化ケイ素四辺（ｔ2＝１８０ｎｍ、ｎ2＝２．０１、κ

2＝０．００１）の２次元パターンである。窒化ケイ素四辺の間の領域は、低屈折率材料
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により満たされている。同じ材料がまた四辺を被覆し、均一な平面の上面を提供する。こ
のシミュレーションでは、ｔ2＝１００ｎｍで窒化ケイ素四辺を被覆するガラス層が選択
された（ｎ1＝１．４０）。生体材料の堆積によるこの構造の反射した波長の効果を観察
するために、種々の厚さのタンパク質（ｎbio＝１．５）がガラス被膜層上に添加された
。
【０１５７】
波長の関数としての反射した強度は、ＧＳＯＬＶＥＲソフトウエアを用いてモデル化され
、これはハイブリッドした厳格に組み合わされた波形解析およびモード解析を用いた完全
３次元ベクトル符号を利用するものである。ＧＳＯＬＶＥＲは、任意に複合化した格子構
造の平面波照射から、回折した場および回折効率を計算する。照射は、いずれの入射角、
またいずれの偏光からでもよい。
【０１５８】
コンピュータシミュレーションの結果を、図２８および図２９に示す。図２８に示すよう
に、タンパク質が表面に存在しない場合は、共鳴構造は、７８０ｎｍ近くの、単一波長の
みを表面から反射することができる。半最大値におけるピーク幅が～１．５ｎｍなので、
～０．２ｎｍの共鳴波長変位は、容易に解像されうる。図２８はまた、より多くのタンパ
ク質が構造表面に堆積すると共鳴波長が長波長に変位することを示す。２ｎｍのタンパク
質厚の変化は、容易に観察される。図２９は、タンパク質被膜厚に対する共鳴波長の依存
性をプロットする。タンパク質厚と共鳴波長の線形に近い相関が観察され、タンパク質吸
着を測定するこの方法が定量データを提供できることを示している。シミュレートされた
構造として、図２９は、全堆積タンパク質層が～２５０ｎｍを超えると、波長変位反応が
飽和になることを示す。この堆積した材料の検出上限は、いずれの型の生体分子アッセイ
に対しても充分なダイナミックレンジを提供する。
【０１５９】
実施例４：バイオセンサーのコンピュータモデル
本発明の他の態様として、図３０に示されたバイオセンサー構造は、コンピュータにより
モデル化された。例示の目的として、選択された基板は、窒化ケイ素、硫化亜鉛、酸化タ
ンタル、または２酸化チタンのような高屈折率材料の層で被膜されたｎ基板＝１．４５４
のガラスであった。この場合、窒化ケイ素（ｔ3＝９０ｎｍ，ｎ3＝２．０２）を用いた。
格子は、５１０ｎｍの周期、および５６．２％の充填率（即ち、表面の５６．２％がフォ
トレジスト四辺で被覆されている一方、残りが四辺の間の領域である）のフォトレジスト
四辺（ｔ2＝９０ｎｍ、ｎ2＝１．６２５）の２次元パターンである。フォトレジスト四辺
間の領域は、ガラス、プラスチック、またはエポキシのような低屈折率材料で満たされて
いる。同じ材料がまた四辺の被覆し、均一な平面の上面を提供する。このシミュレーショ
ンでは、ｔ2＝１００ｎｍでフォトレジスト四辺を被覆するガラス層が選択された。特異
的結合物質の堆積によるこの構造の反射した波長への効果を観察するために、種々の厚さ
のタンパク質（ｎbio＝１．５）が、ガラス被膜層上に添加された。
【０１６０】
波長の関数としての反射した強度は、ＧＳＯＬＶＥＲソフトウエアを用いてモデル化され
、これはハイブリッドした厳格に組み合わされた波形解析およびモード解析を用いた完全
３次元ベクトル符号を利用するものである。ＧＳＯＬＶＥＲは、任意に複合化した格子構
造の平面波照射から、回折した場および回折効率を計算する。照射は、いずれの入射角、
またいずれの偏光からでもよい。
【０１６１】
コンピュータシミュレーションの結果を図３１および図３２に示す。タンパク質が表面に
存在しない場合、共鳴構造は、８０５ｎｍ近くの、単一波長のみを表面から反射すること
ができる。半最大値におけるピーク幅が＜０．２５ｎｍなので、１．０ｎｍの共鳴波長変
位は、容易に解像されうる。図３１はまた、より多くのタンパク質が構造表面に堆積する
と共鳴波長が長波長に変位することを示す。１ｎｍのタンパク質厚の変化は、容易に観察
される。図３２は、タンパク質被膜厚に対する共鳴波長の依存性をプロットする。タンパ
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量データを提供できることを示している。
【０１６２】
実施例５：センサー読みとり装置
反射した共鳴を検出するために、図３３に示すように、直径４００マイクロメーターのフ
ァイバー光学装置および平行レンズを通じてバイオセンサー表面の直径～１ｍｍの領域に
、白色光源を照射することができる。より小さいかまたはより大きい範囲が、照射装置お
よび異なるレンズの使用を通じて採取されうる。６つの検出ファイバの群が、分光計（オ
ーシャンオプティクス、ダニーディン、フロリダ州）による分析のための反射した光を集
めるために、照射ファイバーのまわりに束にされる。例えば、分光計は、サンプリングビ
ン間の解像度が～０．１４ｎｍで、８００ｎｍの波長で中心におくことができる。分光計
は、各々の測定で２５－７５ミリ秒間反射したシグナルを積算する。バイオセンサーは、
バイオセンサー表面の異なる領域が正方形に位置できるように、ｘ－ｙ作動ステージに設
置される。
【０１６３】
同等な測定が、装置の上面を照らすこと、または透明な基板の底面を通じて照らすことの
何れかにより、行うことができる。バイオセンサー表面が液体で浸漬されている場合は、
背面を通じた照射が好ましく、また、バイオセンサーが底面、例えばミクロウェルプレー
トに取り込まれる場合、背面を通じた照射は、バイオセンサーの測定に最も互換性がある
。
【０１６４】
実施例６：共鳴反射の実証
図３４に、実施例５に記載された装置を用いた図１に示すようなバイオセンサーから採取
された共鳴反射率スペクトルを示す。共鳴の波長（λピーク＝７７２．５ｎｍ）を、コン
ピュータモデルにより予測された共鳴波長（λピーク＝７８１ｎｍ）と比較し、測定され
た反射率効率（５１％）は、予測された効率（７０％）に匹敵するものである。測定され
た特徴と予測された特徴との最も大きな不一致は、共鳴ピークの線幅である。共鳴の半最
大値における測定された完全幅（ＦＷＨＭ）は６ｎｍである一方、予測されたＦＷＨＭは
１．５ｎｍである。示されるように、測定された大きなＦＷＨＭの主な原因は、照射光学
装置の平行化であり、これは容易に訂正することができる。
【０１６５】
その表面に接触する材料の屈折率の違いを検出する共鳴構造の能力の基本的な例証として
、バイオセンサーは、よく特徴づけられた光学特性の一連の液体に暴露された。用いられ
た液体は、水、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、およびＤＭＦである。
バイオセンサーは、各々の液体の小滴に向けて置かれ、共鳴波長がバイオセンサー背面に
向けられたファイバー照射／検出プローブにより測定された。バイオセンサー表面が種々
の屈折率の液体に暴露される場合につき、表１に、計算されたものおよび測定されたピー
ク共鳴波長を示し、測定されたものと理論的な検出感度との相関を示す。表１に示される
ように、測定された共鳴ピーク位置および測定された共鳴波長変位は、予測された値とほ
ぼ同一である。この例は、バイオセンサーの感度の基礎となるものを示し、表面に接触す
る材料の変化による波長の変位を予測するコンピュータモデルを検証するものである。
【０１６６】
【表１】
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【０１６７】
同様に、バイオセンサーは、種々のバッファー溶液間の屈折率の違いを測定することがで
きる。例として、図３５に、水中のウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）の濃度によるピーク波
長の変化を示す。共鳴は、バッファーの滴に向けられて置かれたバイオセンサーにより測
定され、各々の測定の間に水で洗い流された。
【０１６８】
　実施例７：固定化されたタンパク質の検出
　実施例６に示された検出実験が、液体溶液の屈折率のわずかな違いを測定するバイオセ
ンサーの能力を示す一方、バイオセンサーは、バイオセンサー表面に化学的に結合する特
異的結合物質および結合パートナーを測定することを意図する。その表面の生体分子を定
量するバイオセンサーの能力を示すために、種々の濃度でＰＢＳに溶解させたＢＳＡの滴
を、図１に示すようなバイオセンサーに適用した。３μｌの滴が空気中で乾燥され、直径
～２ｍｍの領域に分配された少量のＢＳＡを置いた。各々のバイオセンサー位置のピーク
共鳴波長は、滴の堆積の前後で測定され、ピーク波長変位が記録された。図３６を参照の
こと。
【０１６９】
実施例８：１またはそれ以上の特異的結合物質の固定化
以下のプロトコルを色測定共鳴反射バイオセンサーに用い、アミン官能基で表面を活性化
した。アミン基は、いくつかの型のリンカー分子のこれに続く共有結合のための多目的表
面として使用することができる。
【０１７０】
本発明のバイオセンサーは、ピラニアエッチング液（７０／３０％（ｖ／ｖ）濃硫酸／３
０％過酸化水素）中に１２時間浸漬することにより、清浄される。バイオセンサーは、水
で完全に洗浄された。バイオセンサーは、乾燥アセトン中３％の３－アミノプロピルトリ
エトキシシラン溶液に１分間漬けられ、乾燥アセトンで洗い流され、空気乾燥された。そ
して、バイオセンサーは、水で洗浄された。
【０１７１】
半定量的方法を用いて、バイオセンサー表面のアミノ基の存在が確認される。アミノ官能
化バイオセンサーの各々のバッチからの１つのバイオセンサーは、ｐＨ８．５の５０ｍＭ
炭酸水素ナトリウム５ｍＬで、短時間洗浄する。その後、バイオセンサーを、０．１ｍＭ
スルホ－サクシニミジル－４－Ｏ－（４，４’－ジメトキシトリチル）－ブチレート（ｓ
－ＳＤＴＢ、ピアス、ロックフォード、イリノイ州）を含むｐＨ８．５の５０ｍＭ炭酸水
素ナトリウム５ｍＬに漬け、３０分間激しく振とうする。ｓ－ＳＤＴＢ溶液は、３．０ｍ
ｇのｓ－ＳＤＴＢを１ｍＬのＤＭＦに溶解し、ｐＨ８．５の５０ｍＭ炭酸水素ナトリウム
５０ｍＬで希釈することにより調製される。３０分のインキュベーションの後、バイオセ
ンサーを、２０ｍＬのｄｄＨ2Ｏで３回洗浄し、その後３０％過塩素酸５ｍＬで処理する
。オレンジ色した溶液の発色は、バイオセンサーがアミンでうまく誘導化されたことを示
し、未処理のガラスのバイオセンサーは、色の変化が観察されない。
【０１７２】
上記工程に続く過塩素酸処理後の溶液の４９５ｎｍにおける吸光度は、表面のアミン基の
量の指標として用いることができる。１組の実験では、吸光度は、シグマスライド、セル
アソシエイトスライド、および自家製バイオセンサースライドに対して、それぞれ０．６
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２７、０．６４７、および０．７２８であった。これは、バイオセンサー表面のＮＨ2活
性化のレベルが、活性化した市販のミクロアレイガラススライドに匹敵することを示す。
【０１７３】
アミンによりバイオセンサーを活性化する上記のプロトコルに続いて、リンカー分子をバ
イオセンサーに結合させることができる。架橋剤を選択する場合、反応性基の選択性、ス
ペーサーアームの長さ、溶解度、および切断性のような問題を考慮すべきである。そして
、リンカー分子は、結合パートナーの特異的認識のために用いられる特異的結合物質に結
合する。例として、以下のプロトコルを用いて、ビオチンリンカー分子をアミン活性化バ
イオセンサーに結合させた。
【０１７４】
ビオチンによるアミン被膜バイオセンサーの活性化のプロトコル
アミン被膜バイオセンサーをＰＢＳ（ｐＨ８．０）で３回洗浄する。ＰＢＳバッファー（
ｐＨ８）中、濃度０．５ｍｇ／ｍｌで、スルホ－サクシニミジル－６－（ビオチンアミド
）ヘキサノエート（スルホ－ＮＨＳ－ＬＣ－ビオチン、ピアス、ロックフォード、イリノ
イ州）溶液を調製する。２ｍｌのスルホ－ＮＨＳ－ＬＣ－ビオチン溶液を、各々のアミン
被膜バイオセンサーに添加し、室温で３０分間インキュベートする。バイオセンサーをＰ
ＢＳ（ｐＨ８．０）で３回洗浄する。スルホ－ＮＨＳ－ＬＣ－ビオチンリンカーは、５５
６．５８の分子量および２２．４Åの長さを有する。得られたバイオセンサーは、アビジ
ンまたはストレプトアビジン分子を補足するために用いることができる。
【０１７５】
アルデヒドによるアミン被膜バイオセンサーの活性化のプロトコル
０．１Ｍリン酸ナトリウム、０．０５％アジドナトリウム、０．１％シアノボロハイドレ
ートナトリウム中２．５％グルタルアルデヒド溶液、ｐＨ７．０、を調製する。２ｍｌの
スルホ－ＮＨＳ－ＬＣ－ビオチン溶液を、各々のアミン被膜バイオセンサーに添加し、室
温で３０分間インキュベートする。バイオセンサーをＰＢＳ（ｐＨ７．０）で３回洗浄す
る。グルタルアルデヒドリンカーは、１００．１１の分子量を有する。得られたバイオセ
ンサーは、タンパク質および他のアミン含有分子を結合するために用いることができる。
反応は、シッフ塩基の形成を通じて進行し、これに続く還元性アミノ化により安定な２級
アミン結合が形成される。１つの実験では、本発明者らにより作成された被膜されたアル
デヒドスライドを市販のアルデヒドスライド（セルアソシエイト）と比較した場合、本発
明者らにより作成されたスライドでは、ストレプトアビジンおよび抗－ウサギＩｇＧの１
０倍高い結合が観察された。
【０１７６】
ＮＨＳによるアミン被膜バイオセンサーの活性化のプロトコル
炭酸ナトリウムバッファー（ｐＨ８．５）中２５ｍＭのＮ，Ｎ’－ジサクシニミジルカー
ボネート（ＤＳＣ、シグマケミカルカンパニー、セントルイス、ミズーリ州）を調製した
。２ｍｌのＤＳＣ溶液を各々のアミン被膜バイオセンサーに添加し、室温で２時間インキ
ュベートした。バイオセンサーをＰＢＳ（ｐＨ８．５）で３回洗浄した。ＤＳＣリンカー
は、２５６．１７の分子量を有する。得られたバイオセンサーは、ヒドロキシル－または
アミン－含有分子を結合するために用いることができる。このリンカーは、入手可能な最
も小さい均一２官能性ＮＨＳエステル架橋剤の１つである。
【０１７７】
上に規定したプロトコルに加えて、異なる型の生体分子に対するアッセイ能力を最適化す
る、多くのさらなる表面活性化および分子リンカー技術が報告されてきた。これらの最も
一般的なものは、アミン表面、アルデヒド表面、およびニッケル表面である。そして、活
性化された表面は、表２に示すように、いくつかの異なる型の化学リンカーをバイオセン
サー表面に結合するために用いることができる。アミン表面がいくつかの型のリンカー分
子を結合するために用いられる一方、アルデヒド表面はさらなるリンカーを必要とせずに
タンパク質を直接結合するために用いられる。ニッケル表面は、取り込まれたヒスチジン
（［ｈｉｓ］）タグを有する分子を結合するために、排他的に用いられる。ニッケル活性
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化表面による「ｈｉｓ－タグ化」分子の検出は、よく知られている(Sigal et al., Anal.
 Chem. 68, 490 (1996))。
【０１７８】
表２は、バイオセンサーを調製し、使用するために用いられる工程、および表面活性化成
分、化学リンカー分子、特異的結合物質および結合パートナー分子に利用可能な種々の選
択肢の配列例を示す。ＨＲＰまたはストレプトアビジンのような大きな分子による増幅、
および分子結合に利用可能な表面積を増加するデキストランやＴＳＰＳのような高分子材
料の使用、を通じて検出したシグナルを増強する機会も存在する。
【０１７９】
【表２】

【０１８０】
実施例９：ＩｇＧアッセイ
生化学的結合の検出の最初の実証として、ビオチンリンカー分子の結合に続いて実施例８
に記載されたアミノ表面成分での活性化により調製されたバイオセンサーでのアッセイを
行った。ビオチンリンカーを用いて、ＰＢＳ中濃度５０μｌ／ｍｌのストレプトアビジン
溶液に室温で２－４時間暴露することによりストレプトアビジンレセプター分子を表面に
共有結合させた。ストレプトアビジンレセプターは、いずれのビオチン化タンパク質をも
バイオセンサー表面に結合させる能力がある。この例として、リン酸バッファー溶液（Ｐ
ＢＳ）中３μｌ滴のビオチン化抗－ヒトＩｇＧを、２００μｇ／ｍｌの濃度でバイオセン
サー表面の４つの個別の位置に堆積させた。溶液は、ＰＢＳで完全に洗い流す前に６０分
間バイオセンサー上でインキュベートされた。４つの位置のピーク共鳴波長は、ビオチン
活性化の後、ストレプトアビジンレセプターの適用後、およびａｈ－ＩｇＧ結合の後、測
定された。図３７は、ストレプトアビジンおよびａｈ－ＩｇＧ両方の添加が、共鳴波長の
明確な測定可能な増加を生じることを示す。
【０１８１】
実施例１０：ビオチン／ストレプトアビジンアッセイ
ビオチンレセプター層によるストレプトアビジンの結合を検出するために、一連のアッセ
イを行った。バイオセンサーは、前述したように、まずアミノ成分により活性化し、その
後ＮＨＳ－ビオチンリンカー層を結合した。次に、ＰＢＳ中３μｌ滴のストレプトアビジ
ンを種々の濃度でバイオセンサーに適用した。滴は、ＰＢＳで完全に洗浄し、ＤＩ水で洗
い流す前に、３０分間バイオセンサー表面でインキュベートされた。ピーク共鳴波長を、
ストレプトアビジン結合の前後で測定し、図３８に共鳴波長変位を示す。ピーク波長とス
トレプトアビジン濃度の間に直線関係が観察され、この場合測定された最低のストレプト
アビジン濃度は、０．２μｇ／ｍｌであった。この濃度は、３．３ｎＭのモル濃度に相当
する。
【０１８２】
実施例１１：タンパク質－タンパク質結合アッセイ
タンパク質－タンパク質相互作用の検出を実証するためにアッセイを行った。前述したよ
うに、バイオセンサーはアミノ成分およびＮＨＳ－リンカー層で活性化した。室温で６０
分間ＰＢＳ中濃度５０μｇ／ｍｌ溶液にバイオセンサーを暴露することにより、ヤギ抗－
ビオチン抗体レセプター層をビオチンリンカーに結合し、その後ＰＢＳで完全に洗浄し、
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ＤＩ水で洗い流した。非特異的タンパク質とバイオセンサー表面に結合していないビオチ
ンとの相互作用を防ぐために、バイオセンサー表面を、ＰＢＳ中１％ウシ血清アルブミン
（ＢＳＡ）溶液に３０分間暴露した。この工程の目的は、望まないタンパク質をバイオセ
ンサーと相互作用することから「遮蔽」することである。図３９に示され、誘発されるピ
ーク波長の増加により示されるように、相当量のＢＳＡがレセプター層に取り込まれる。
遮蔽に続き、３μｌ滴の種々の濃度の抗－ヤギＩｇＧを、バイオセンサー表面の個別の位
置に適用した。滴は、ＤＩ水で完全に洗い流される前に３０分間インキュベートされた。
バイオセンサーのピーク共鳴波長を、遮蔽前、遮蔽後、レセプター層の結合後、および抗
－ヤギＩｇＧの検出後に、各々のスポットについて測定した。図３９は、１０μｇ／ｍｌ
の抗－ヤギＩｇＧ濃度が容易に測定可能な波長変位を生じさせることを示す。
【０１８３】
実施例１２：ラベル化されないＥＬＩＳＡアッセイ
バイオセンサーアレイプラットフォームの他の応用としては、酵素ラベル、およびその後
の発色した色素発生のための酵素特異的基質の相互作用を必要としない、酵素結合イムノ
ソルベントアッセイ（ＥＬＩＳＡ）を実行する能力にある。図４０は、バイオセンサーが
インターフェロン－γ（ＩＦＮ－γ）抗体レセプター分子によりＩＦＮ－γを検出するた
めに調製された実験結果を示す。レセプター分子は、ＳＭＰＴリンカー分子（ピアスケミ
カルカンパニー、ロックフォード、イリノイ州）によりＮＨ2－活性化バイオセンサー表
面に共有結合させた。ＮＨ2、ＳＭＰＴ、および抗－ヒトＩＦＮ－αレセプター分子の適
用によるピーク共鳴波長変位は、図４０に示すように、バイオセンサー表面の２つの近接
する位置で測定された。２つの位置は、ＰＢＳ中１００μｇ／ｍｌの濃度の２つの異なる
タンパク質溶液に暴露された。第１の位置は、ＩＦＮ－γに暴露され、これはレセプター
分子に結合すると予測される一方、第２のものは、神経成長因子（ＮＧＦ）に暴露され、
これはレセプターに結合しないと予測される。３０分間のインキュベーションの後バイオ
センサーは、底面から照らすことにより測定され、一方上面は液体に浸漬したままであっ
た。ＩＦＮ－γに暴露された位置は、０．２９ｎｍの波長変位を示す一方、ＮＧＦに暴露
された位置は、わずか０．１４ｎｍの波長変位しか示さなかった。従って、いずれの型の
酵素ラベルや発色酵素反応を用いることなしに、バイオセンサーは、異なる型のタンパク
質を含む溶液同士を区別することができた。
【０１８４】
実施例１３：プロテアーゼ阻害剤アッセイ（キャスパーゼ－３）
医薬化合物のスクリーニングと関連する実験的背景における小分子の存在と切断を測定す
るバイオセンサーの能力を実証するために、キャスパーゼ－３プロテアーゼ阻害剤アッセ
イを行った。
【０１８５】
　キャスパーゼ（システイン要求性アスパラギン酸プロテアーゼ）は、細胞死を媒介し、
アポトーシス工程に重要なプロテアーゼの一員である。キャスパーゼ３、エフェクターキ
ャスパーゼは、最も知られたキャスパーゼ関連基質を特異的に切断できるので、ほ乳類の
キャスパーゼのなかで最も研究されたものである。キャスパーゼ３アッセイは、キャスパ
ーゼ３による５アミノ酸ペプチド基質ＮＨＳ－Ｇｌｙ－Ａｓｐ－Ｇｌｕ－Ｖａｌ－Ａｓｐ
　ｐ－ニトロアニリド（ＮＨＳ－ＧＤＥＶＤ－ｐＮＡ）の加水分解に基づいており、これ
はｐＮＡ部分の放出をもたさらす。
【０１８６】
【化１】

【０１８７】
ＧＤＥＶＤのＮ－末端に結合したＮＨＳ分子は、ＮＨＳ－ＧＤＥＶＤ－ｐＮＡ複合体を、
複合体のｐＮＡ部分を表面から外に向けて、バイオセンサーに共有結合できるようにする
、反応性末端基を提供する。この方法の結合により、キャスパーゼ－３は、その基質切断
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部位に最適な接触ができるようになる。
【０１８８】
バイオセンサーは、３：１のＨ2ＳＯ4：Ｈ2Ｏ2溶液で洗浄し（室温、１時間）、次にシラ
ン化（乾燥アセトン中２％シラン、３０秒間）およびポリ－ｐｈｅ－ジン（ＰＰＬ）層の
結合（０．５ＭＮａＣｌを含むｐＨ６．０のＰＢＳ中１００μｇ／ｍｌＰＰＬ、１０時間
）により、調製した。ＮＨＳ－ＧＤＥＶＤ－ｐＮＡ複合体は、バイオセンサーをＰＢＳ中
１０ｍＭ溶液に暴露することにより結合した（ｐＨ８．０、室温、１時間）。ミクロウェ
ルチャンバーを、バイオセンサー表面上で密封し、ｐＮＡの切断を１×酵素バッファー中
（１００ｎｇ／ｍｌ、室温、９０分間）で、１００μｌのキャスパーゼ－３の添加により
行った。キャスパーゼ３溶液への暴露の後、バイオセンサーをＰＢＳで洗浄した。分光光
度計を用いた別の組の実験を行い、バイオセンサー表面への複合体の結合、および表面結
合複合体からのｐＮＡ分子の除去に対するキャスパーゼ－３の機能活性を確認した。
【０１８９】
バイオセンサーのピーク共鳴周波数を、ＮＨＳ－ＧＤＥＶＤ－ｐＮＡ複合体の結合前、複
合体（分子量＝８６０Ｄａ）の結合後、およびキャスパーゼ３によるｐＮＡ（分子量＝１
３６）の切断後、に測定した。図４１に示すように、ペプチド分子の結合は、その後のｐ
ＮＡの除去として、明瞭に測定できる。Δλ＝０．０１６ｎｍのｐＮＡ除去シグナルは、
０．００３ｎｍの最小検出可能ピーク波長変位より５．３倍高い。添加された分子量と差
し引かれた分子量との比（８６０Ｄａ／１３６Ｄａ＝６．３２）は、添加された、および
差し引かれた材料について観察されたピーク波長変位の比（０．０８２ｎｍ／０．０１６
ｎｍ＝５．１４）によく一致する。
【０１９０】
この実験結果は、バイオセンサーがラベルを用いることなく小さいペプチド（この場合、
５量体ペプチド）を測定し、さらに酵素の活性を通じて分子の１３０Ｄａ部分の除去さえ
検出できることを確認するものである。
【０１９１】
実施例１４：タンパク質－タンパク質結合アッセイの反応動態
本発明のバイオセンサーは、液体に浸漬されている間に時間の関数として連続的に問うこ
とができるので、バイオセンサーは、エンドポイント検出実験を実行すること、および生
化学反応の動的情報を得ることの両方に利用することができる。例として、単一のバイオ
センサー位置が表面に種々の結合パートナーを連続的に添加する過程を通じて連続的に測
定される実験結果を、図４２に示す。実験を通じて、検出プローブがバイオセンサー基板
の背面を通じてバイオセンサーを照らす一方、生化学反応が装置の上面で実行される。添
加された試薬が閉じこめられるようにゴムのガスケットにより測定されるバイオセンサー
位置のまわりを密封し、バイオセンサー上面がバッファー溶液に浸漬されている間にすべ
ての測定が行われた。初期洗浄の後、バイオセンサーは、ＮＨ2およびＮＨＳ－ビオチン
リンカー分子で活性化された。図４２に示すように、いくつかの異なる濃度（１、１０、
１００、１０００μｇ／ｍｌ）のヤギα－ビオチン抗体をバイオセンサーに連続的に添加
し、ピーク共鳴波長をモニターしながら３０分間インキュベートした。最大濃度のα－ビ
オチンＩｇＧの適用後、いくつかの濃度で（０．１、１、１０、および１００μｇ／ｍｌ
）でのα－ヤギＩｇＧの添加を通じて、タンパク質の第２層をバイオセンサー表面に結合
させた。再び、各々の溶液を３０分間バイオセンサー上でインキュベートしながら、共鳴
ピークを連続的にモニターした。図４２は、共鳴ピークが各々のインキュベーション期間
の終了時点で大きな波長に如何に変位するかを示す。
【０１９２】
図４３は、図４２からの最終共鳴ピーク転移の動的結合曲線を示し、ここでは１００μｇ
／ｍｌのα－ヤギＩｇＧがバイオセンサーに添加される。曲線は、動的結合実験で典型的
に観察される型の特徴を示し、ここで基底周波数からの急激な増加が最初に観察され、次
に反応の緩やかな飽和となる。この型の反応特徴は、この実験で測定されたすべての転移
について観察された。図４４に、ＩｇＧ結合の動的結合測定値を示す。
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酵素活性を通じたバイオセンサー表面からの材料の除去も、容易に観察される。（ヤギ抗
－ビオチンＩｇＧおよび抗－ヤギＩｇＧの２つのタンパク質被膜による）上記実験からの
バイオセンサーが１ｍｇ／ｍｌの濃度でプロテアーゼペプシンに暴露される場合、酵素は
、両方のＩｇＧ分子を分離し、バイオセンサー表面からそれらを除去する。図４５に示す
ように、表面からの結合した分子の除去は、時間の関数として観察することができる。
【０１９４】
実施例１５：プロテオミクスの応用
本発明のバイオセンサーは、プロテオミクスの応用に用いることができる。バイオセンサ
ーアレイは、例えば、タンパク質またはファージディスプレイライブラリーを含む結合パ
ートナーの混合物を含む試験サンプルに暴露することができ、そしてバイオセンサー表面
はすべての結合しなかった材料を除去するために洗い流される。バイオセンサーは、バイ
オセンサー表面のどの別個の位置が最も大きな結合度合いを有するかを測定するために、
また結合した材料の定量的測定を提供するために、光学的に探査される。次に、バイオセ
ンサーは、少量（例えば、＜５０マイクロリットル）に固定した容積の液体をバイオセン
サー表面に接触させる「フローセル」に置かれる。選択されたバイオセンサーアレイの別
個の位置のみから結合した材料を溶出するように、１つの電極が荷電される。結合した材
料は、フローセル液体内で希釈される。フローセル液体は、バイオセンサー表面からポン
プにより除去され、ミクロタイタープレートや他の容器内に保存される。フローセル液体
は新しい溶液と置き換えられ、新しいバイオセンサー電極がその結合した結合パートナー
を溶出するために荷電される。この工程は、目的とするすべてのバイオセンサーの別個の
位置が溶出され、個別の容器に集められるまで繰り返される。試験サンプル液体がタンパ
ク質の混合物を含んでいた場合、個別の容器内のタンパク質内容物は、エレクトロスプレ
ータンデム質量分析計のような技術を用いて分析することができる。サンプル液がファー
ジディスプレイライブラリーを含んでいた場合、個別の容器内のファージクローンは宿主
株バクテリアとのインキュベーション、濃縮増幅、および関連するライブラリーＤＮＡ配
列の分析を通じて同定することができる。
【０１９５】
実施例１６：数学的な共鳴ピークの決定
この例は、異なる型の曲線を観察されたデータに適合させて観察することから、得られた
いくつかの発見を議論するためのものである。
検定された第１の分析曲線は、以下に与えられる２次多項式である。
【数１】

この方程式の最小二乗法の解は、コスト関数により与えられる。
【数２】

この最小化は、以下の制約が課せられる。
【数３】

これらの制約を、ａ、ｂ、およびｃについて解くと、以下を得る。
【数４】
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このような適合の１つの結果を図４６に示し、得られたデータは点で示し、２次元多項式
曲線適合は、実線で示す。
【０１９６】
経験的に、適合させた曲線は、ピーク近くで充分な上昇および下降を有しないように思え
る。この点についてよい特徴を提供する分析曲線は、ガウス曲線のような指数関数である
。ガウス曲線様の適合を実行する簡単な方法は、曲線の形態が以下により与えられると仮
定することである。
【数５】

この場合、上記の２次方程式は、ｙ’を形成することにより利用可能であり、ここで、ｙ
’＝ｌｎｙである。図４６に、このような適合の結果を示す。図４６の視覚的外観は、指
数関数がより適合し、２次関数の適合のものに対して２０％の改善を提供することを、示
す。
【０１９７】
指数関数曲線が好ましいデータ適合方法であると仮定すると、曲線適合の強固さは、２つ
の方法：波長の変位に関するもの、およびシグナル振幅の誤差に関するもの、で検定され
る。
【０１９８】
分析的ピーク位置の感度を検定するために、曲線適合が実行される窓を真の最大値の左ま
たは右に１０サンプリング間隔降下するように変化させる。得られた数学的に決定された
ピーク位置の変位を、表３に示す。導かれる結論は、ピーク位置が、特定の選ばれた窓に
関して適度に強固であり、～１．５ｎｍの変位で、わずか＜０．０６ｎｍ、または１００
分の４の感度で変化した対応するピーク位置であることである。
【０１９９】
データ中のノイズに関してピーク位置の感度を検定するためには、ノイズなしのシグナル
を規定する必要があり、ノイズの増加量をシグナルに加え、ピーク位置へのこのノイズの
影響が検定される。この実験の目的に対し理想的なシグナルは、平均１０の共鳴スペクト
ル補足である。
【０２００】
度合いが変化するガウス関数ノイズは、理想シグナルに重ねられる。このような作り出し
たノイズのあるシグナル各々に対し、２次指数関数曲線適合を用いてピーク位置が見積も
られる。これは２５回繰り返され、平均、最大、および最小ピーク位置が表に記入される
ようになる。これは、広範囲のノイズ変動について－０の変動から７５０の変動まで－繰
り返される。結果を図４７に示す。
【０２０１】
【表３】
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【０２０２】
この実験の結論は、ピーク位置の見積もりの決まった手順が、ノイズのあるシグナルに対
し非常に強固であるということである。図４７のピーク位置の全範囲は、７５０もの任意
のノイズ変動が重ねられても、わずか１．５ｎｍであり、ノイズの量はこれよりも実質的
に大きく、従ってバイオセンサーで観察されたものもさらに大きい。ノイズのレベルにも
かかわらず、平均ピーク位置は、理想位置の０．１ｎｍ以内である。
【０２０３】
これらの結果に基づいて、色測定共鳴バイオセンサーのピーク位置を数学的に決定するた
めの基本的なアルゴリズムは、以下の通りとなる。
【０２０４】
【表４】

【０２０５】
要約すると、強固なピーク決定の決まった手順が実証され、統計的結果は、シグナル中の
ノイズ、および使用される窓決定工程に、ほとんど影響を受けないことを示す。これらの
結果は、妥当なノイズの統計で、ピーク位置が１ｎｍの一部分、おそらく０．１から０．
０５ｎｍの小ささで、ほとんどの場合矛盾なく決定することができることを、導く。
【０２０６】
実施例１７：均一アッセイの実証
ＳＷＳバイオセンサーは、その表面に接触する均一な液体の光学密度を検出し、Δｎ＝４
×１０-5のわずかしか違わない屈折率により液体を区別することができる。２つの遊離の
相互作用しないタンパク質を含む溶液は、２つの結合した相互作用するタンパク質を含む
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溶液とは異なる屈折率を有するので、タンパク質－タンパク質相互作用がいずれの種類の
粒子タグや化学ラベルも用いない溶液中で起こる場合、ＳＷＳバイオセンサーにより測定
できることとなる。
【０２０７】
３つの試験溶液を、比較のために調製した。
１．リン酸バッファー溶液（ＰＢＳ）中アビジン、（１０μｇ／ｍｌ）
２．ＰＢＳ中アビジン（１０μｇ／ｍｌ）＋ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）（１０μｇ／
ｍｌ）
３．ＰＢＳ中アビジン（１０μｇ／ｍｌ）＋ビオチン化ＢＳＡ（ｂ－ＢＳＡ）（１０μｇ
／ｍｌ）
【０２０８】
単一のＳＷＳセンサーが、センサー間の偏りのいずれの可能性をも排除するためにすべて
の測定に用いられた。各々の試験溶液の２００μｌのサンプルがバイオセンサーに適用さ
れ、ＳＷＳバイオセンサーピーク共鳴波長値の測定の前に１０分間平衡化された。サンプ
ルごとに、バイオセンサーはＰＢＳで完全に洗浄された。
【０２０９】
試験溶液のピーク共鳴波長値を、図５１にプロットする。アビジン溶液が、アビジン＋Ｂ
ＳＡおよびアビジン＋ｂ－ＢＳＡ溶液の比較のためにベースライン参照として採取された
。２つのタンパク質が相互作用しないと予測されるように、アビジンへのＢＳＡの添加は
、わずかな小さい共鳴波長の増加しかもたらさなかった。しかし、ビオチンとアビジンは
強く結合するので（Ｋｄ＝１０-15Ｍ）、アビジン＋ｂ－ＢＳＡ溶液は、大きな結合した
タンパク質複合体を含むこととなる。従って、アビジン＋ｂ－ＢＳＡ溶液のピーク共鳴波
長値は、アビジン＋ＢＳＡと比べて大きな変位を提供する。
【０２１０】
ＢＳＡ（分子量＝６６ｋＤａ）およびｂ－ＢＳＡ（分子量＝６８ｋＤａ）の分子量の違い
は、非常に小さい。従って、相互作用しないタンパク質（アビジン＋ＢＳＡ）および相互
作用するタンパク質（アビジン＋ｂ－ＢＳＡ）を含む溶液間で測定された違いは、２つの
分子間の結合相互作用の違いのみに起因する。結合した分子複合体は、結合した複合体を
有しない溶液とは異なる光学屈折率の溶液をもたらす。光学屈折率の変化は、ＳＷＳバイ
オセンサーにより測定される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１Ａ－Ｂは、色測定共鳴反射率バイオセンサーに用いられる光学格子構造の
１態様の模式図である。ｎ基板は、基板材料を示す。ｎ1は、被覆層の屈折率を示す。ｎ2

は、２次元格子の屈折率を示す。ｎbioは、１またはそれ以上の特異的結合物質の屈折率
を示す。ｔ1は、被覆層の厚さを示す。ｔ2は、格子の厚さを示す。ｔbioは、１またはそ
れ以上の特異的結合物質の層の厚さを示す。図１Ａは、バイオセンサーの断面図を示す。
図１Ｂは、バイオセンサーの図を示す。
【図２】　図２は、線形格子構造の模式図を示す。
【図３】　図３Ａ－Ｂは、正方形（図３Ａ）または穴（図３Ｂ）の長方形格子を含む格子
を示す。
【図４】　図４は、シヌソイド的に変化する格子特徴を利用するバイオセンサーの断面図
を示す。
【図５】　図５は、エンボス加工された基板がＺｎＳやＳｉＮのような高屈折率材料で被
膜されたバイオセンサーの断面図を示す。例えば、エポキシやＳＯＧの被覆層は、高屈折
率材料の上面で層化され、１またはそれ以上の特異的結合物質は、被覆層に固定化される
。
【図６】　図６は、種々の型の生体分子レセプターをバイオセンサーに共有結合するため
に用いることができる対応する化学リンカー分子を有する、３つの型の表面活性化化学物
質（アミン、アルデヒド、およびニッケル）を示す。
【図７】　図７Ａ－Ｃは、バイオセンサーの表面で検出されたＤＮＡや、検出されたタン
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パク質のような結合パートナーの質量を増幅するために用いることができる方法を示す。
【図８】　図８は、タンパク質単層のような吸着した材料が、ＳＲＶＤバイオセンサーの
反射した波長を如何に増加するかの図画描写を示す。
【図９】　図９は、ミクロアレイとして用いられるバイオセンサーの例を示す。
【図１０】　図１０Ａ－Ｂは、色測定共鳴反射率バイオセンサーを取り込むことができる
２つのバイオセンサーの形式を示す。図１０Ａは、ミクロタイタープレートに取り込まれ
たバイオセンサーを示す。図１０Ｂは、ミクロアレイスライド形式のバイオセンサーを示
す。
【図１１】　図１１は、高い密度および処理量でアッセイを実行するためにバイオセンサ
ープラットフォームを用いるアレイ概念のアレイを示す。
【図１２】　図１２は、バイオセンサー電極のアレイの図を示す。単一の電極は、多くの
格子周期を含む領域を含むことができ、いくつかの個別の格子領域は、同じ基板表面に存
在することができる。
【図１３】　図１３は、バイオセンサー電極のアレイの個別の格子領域を示すＳＥＭ写真
を示す。
【図１４】　図１４は、液体サンプルに浸漬されたバイオセンサー上面を示す。電極表面
近くの生体分子を引きつけるかまたははねつけることができる電位を、バイオセンサーに
適用することができる。
【図１５】　図１５は、液体サンプルに浸漬されたバイオセンサー上面を示す。正電圧が
電極に適用され、負電荷の生体分子がバイオセンサー表面に引きつけられる。
【図１６】　図１６は、液体サンプルに浸漬されたバイオセンサー上面を示す。負電圧が
電極に適用され、負電荷の生体分子が陰電極電圧を用いてバイオセンサー表面からはねつ
けられる。
【図１７】　図１７は、ｉｎ　ｖｉｖｏでの生化学物質の検出のためのファイバープロー
ブの先端に存在するバイオセンサーの例を示す。
【図１８】　図１８は、光を照射してバイオセンサーから反射した光を集めるための２つ
の組み合わされたファイバーの使用例を示す。
【図１９】　図１９は、検出ビームの入射角の関数としてのバイオセンサーの共鳴波長を
示す。
【図２０】　図２０は、照射する光および反射した光を、バイオセンサーへの共通の平行
化した光学経路を共有できるようにするビームスプリッタの使用例を示す。
【図２１】　図２１は、バイオセンサーの角度走査のシステムの例を示す。
【図２２】　図２２は、フォトレジスト格子構造のＳＥＭ写真の平面図（中央および右上
）と断面図（右下）を示す。
【図２３】　図２３は、スピンオンガラスを窒化ケイ素格子に適用した後の格子構造のＳ
ＥＭ断面写真を示す。
【図２４】　図２４は、バイオセンサーチップの例を示す（１．５×１．５インチ）。円
形の領域は、共鳴構造が規定された領域である。
【図２５】　図２５は、空気中で測定された、高濃度でＢＳＡが堆積したバイオセンサー
の波長の関数としての応答を示す。タンパク質の堆積前は、バイオセンサーの共鳴波長は
３８０ｎｍであり、この実験に用いた装置では観測されない。
【図２６】　図２６は、ＢＳＡが堆積したバイオセンサーと未処理ものとを比較した波長
の関数としての応答を示す。両方の測定値は、バイオセンサー表面に水を用いて採取した
。
【図２７】　図２７は、水中で測定された、ボレリアバクテリアが高濃度で堆積したバイ
オセンサーの波長の関数としての応答を示す。
【図２８】　図２８は、生体分子が表面に堆積した場合に長波長への共鳴の変位を示すバ
イオセンサーのコンピュータシミュレーションを示す。
【図２９】　図２９は、タンパク質被膜厚に対する反射した波長のピークの依存性を示す
コンピュータシミュレーションを示す。この特定のバイオセンサーは、応答が飽和し始め
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る前に、２５０ｎｍの堆積した生体材料のダイナミックレンジを有する。
【図３０】　図３０は、バイオセンサーの１態様を示す。ｎ基板は、基板の屈折率を示す
。ｎ1は、光学被覆層の屈折率を示す。ｎ2は、２次元格子の屈折率を示す。ｎ3は、窒化
ケイ素のような高屈折率材料の屈折率を示す。ｎbioは、１またはそれ以上の特異的結合
物質の屈折率を示す。ｔ1は、被覆層の厚さを示す。ｔ2は、２次元格子の厚さを示す。ｔ

3は、高屈折率材料の厚さを示す。ｔbioは、特異的結合物質の層の厚さを示す。
【図３１】　図３１は、種々の厚さのタンパク質が上面に取り込まれる場合の共鳴格子構
造に対する波長の関数としての反射した強度を示す。
【図３２】　図３２は、図３０に示されたバイオセンサーについて、反射した波長とタン
パク質被膜厚との直線関係を示す。
【図３３】　図３３は、バイオセンサーの出力を読みとるために使用できる装置を示す。
平行化した光源は、光学ファイバーを通じて垂直の入射角でバイオセンサー表面で検出さ
れる一方、第２の平行ファイバーが垂直の入射角で反射した光を集める。分光計は、波長
の関数として反射率を記録する。
【図３４】　図３４は、測定されたバイオセンサーの反射率スペクトルを示す。
【図３５】　図３５は、水に溶解したタンパク質ＢＳＡの濃度に対する、液体中で測定さ
れたピーク共鳴波長値の依存性を示す。
【図３６】　図３６は、ＰＢＳに溶解したＢＳＡの濃度に対するピーク共鳴波長値の依存
性を示し、ＢＳＡはバイオセンサー表面で乾燥された。
【図３７】　図３７Ａは、ストレプトアビジンレセプター層の結合により生じたピーク共
鳴波長変位の測定、およびそれに続くビオチン化ＩｇＧの検出を示す。図３７Ｂは、バイ
オセンサーに結合した分子の模式図を示す。
【図３８】　図３８Ａは、ビオチンレセプター分子に連結したＮＨ2表面化学物質により
活性化されたバイオセンサーについて、種々の濃度でのストレプトアビジンの検出結果を
示す。図３８Ｂは、バイオセンサーに結合した分子の模式図を示す。
【図３９】　図３９Ａは、ヤギ抗体レセプター分子を用いた抗－ヤギＩｇＧの検出のアッ
セイを示す。検出表面のＢＳＡ遮蔽は、バイオセンサーに取り込まれたＢＳＡの質量のた
めに、明瞭に測定可能なバックグラウンドシグナルを生じる。６６ｎＭ濃度の抗－ヤギＩ
ｇＧは、バックグラウンドシグナル上で容易に測定される。図３９Ｂは、バイオセンサー
に結合した分子の模式図を示す。
【図４０】　図４０Ａは、抗－ヒトＩｇＧ　インターフェロン－ガンマレセプター分子、
および神経成長因子（ＮＧＦ）陰性対照を用いたインターフェロン－ガンマ（ＩＮＦ－ガ
ンマ）のラベル化しないＥＬＩＳＡアッセイを示す。図４０Ｂは、バイオセンサーに結合
した分子の模式図を示す。
【図４１】　図４１Ａは、酵素キャスパーゼ－３を用いた５アミノ酸ペプチド（分子量＝
８６０）およびこれに続くｐＮＡラベル（分子量＝１３０）の切断を示す。図４１Ｂは、
バイオセンサーに結合した分子の模式図を示す。
【図４２】　図４２Ａは、３つの個別のタンパク質層の結合の連続的モニターの間の液体
中での共鳴ピークを示す。図４２Ｂは、バイオセンサーに結合した分子の模式図を示す。
【図４３】　図４３Ａは、図４２に示されたデータから数学的に決定されたエンドポイン
トの共鳴周波数を示す。図４３Ｂは、バイオセンサーに結合した分子の模式図を示す。
【図４４】　図４４Ａは、ＩｇＧ結合の動的結合測定値を示す。図４４Ｂは、バイオセン
サーに結合した分子の模式図を示す。
【図４５】　図４５Ａは、バイオセンサー表面から、結合したタンパク質を切断するプロ
テアーゼの動的測定値を示す。図４５Ｂは、バイオセンサーに結合した分子の模式図を示
す。
【図４６】　図４６は、共鳴ピークからの分光計データに対する放物線および指数関数の
数学的適合の比較を示す。指数関数曲線適合が、ピーク共鳴波長を数学的に決定するため
に使用される。
【図４７】　図４７は、測定されたスペクトルに人工的に加えたノイズに対する数学的に
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決定されたピーク共鳴波長の感度を示す。
【図４８】　図４８は、電気伝導材料を取り込む共鳴光学バイオセンサーを示す。
【図４９】　図４９は、１組の同心輪からなる表面反射または透過フィルター構造を示す
。
【図５０】　図５０は、格子のいずれの特定の位置に置く照射ビームも必要としない、図
４９の同心円構造に極近い穴の六角形格子（または突起物の六角形格子）を含む共鳴反射
または透過フィルタ構造を示す。
【図５１】　図５１は、試験溶液のピーク共鳴波長値のプロットを示す。アビジン溶液が
、アビジン＋ＢＳＡおよびアビジン＋ｂ－ＢＳＡ溶液に対する比較の基底参照として採取
された。２つのタンパク質が相互作用しないと予測されるので、アビジンへのＢＳＡの添
加は、わずかに小さい共鳴波長の増加しかもたらさない。しかし、ビオチンとアビジンは
強く結合するので（Ｋｄ＝１０-15Ｍ）、アビジン＋ｂ－ＢＳＡ溶液は、大きな結合した
タンパク質複合体を含むこととなる。従って、アビジン＋ｂ－ＢＳＡ溶液のピーク共鳴波
長値は、アビジン＋ＢＳＡに比べて大きな変位を提供する。
【図５２】　図５２は、検出システムの模式図を示す。

【図１】 【図２】
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