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(57)【要約】
【課題】分子アレイを用いた新たな分析方法を提供する
ことを目的とする。
【解決手段】基板上にプローブ分子を固定配置した分子
アレイに検体を作用させ、プローブの微小スポットを顕
微フーリエ変換赤外分光法でスキャンし、プローブと特
異的に結合した検体中の生体分子を赤外吸収の測定によ
り検出することにより、検体中の分子をラベル化するこ
となく、極めて簡便に且つ高感度で分析することができ
る。
【選択図】 図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
分光法を利用した分子アレイによる検体の分析方法であって、基板上にプローブを固定配
置した分子アレイに検体を作用させ、プローブの微小スポットを分光法によりスキャンし
、プローブと特異的に結合した検体中の分子を光吸収の測定により検出することを特徴と
する、検体の分析方法。
【請求項２】
分光法を利用した分子アレイによる検体の分析方法であって、基板上に検体を固定配置し
た分子アレイにプローブを作用させ、検体の微小スポットを分光法によりスキャンし、プ
ローブと特異的に結合した検体中の分子を光吸収の測定により検出することを特徴とする
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、検体の分析方法。
【請求項３】
分光法を利用した分子アレイによる検体の分析方法であって、検体とプローブを相互作用
させた後に基板上に固定し、検体の微小スポットを分光法によりスキャンし、プローブと
特異的に結合した検体中の分子を光吸収の測定により検出することを特徴とする、検体の
分析方法。
【請求項４】
プローブ若しくは検体を、リンカーを介して基板上に固定化することを特徴とする請求項
１から３のいずれか１項記載の検体の分析方法。
【請求項５】
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マスキング剤を基板上に固定化することを特徴とする請求項１から４のいずれか１項記載
の検体の分析方法。
【請求項６】
分光法に用いられる光として、赤外光、近赤外光、可視光、紫外光、ラマン散乱光から選
択されるいずれか１つを用いることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項記載の検
体の分析方法。
【請求項７】
分光法として顕微フーリエ変換赤外分光法、光音響分光法、時間分割分光法、二次元分光
法、共鳴分光法、空間分解分光法、位相分解分光法、偏光分光法、非線形分光法から選択
されるいずれか１つを用いることを特徴とする請求項１から６のいずれか１項記載の検体
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の分析方法。
【請求項８】
分光法で分子アレイの基板全体をスキャンして得られる光吸収の測定結果を画像化して表
示し、プローブと特異的に結合した分子を検出することを特徴とする請求項１から７のい
ずれか１項記載の検体の分析方法。
【請求項９】
分子アレイが、核酸チップ、核酸マイクロアレイ、タンパク質チップ、糖チップ、細胞チ
ップ、ペプチドチップ、抗体チップ、酵素活性検出チップ、環境ホルモンチップ、遺伝子
発現チップ、創薬チップから選択されるいずれか１つである請求項１から８のいずれか１
項記載の検体の分析方法。
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【請求項１０】
分子アレイの基板上の反射光若しくは基板の透過光を測定することを特徴とする請求項１
から９のいずれか１項記載の検体の分析方法。
【請求項１１】
検体中の分子に特異的な波長の光吸収を測定して、プローブと特異的に結合した分子を検
出する請求項１から１０のいずれか１項記載の検体の分析方法。
【請求項１２】
検体中の分子の官能基もしくは当該分子にラベルとして導入した官能基に特異的な波長の
光吸収を測定して、プローブと特異的に結合した分子を検出する請求項１から１１のいず
れか１項記載の検体の分析方法。
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【請求項１３】
核酸由来のリン酸エステル基若しくはカルボニル基、ペプチド結合由来のアミド基若しく
はカルボニル基、又は水酸基、シアノ基、イソシアネ−ト、チオイソシアネ−トに特異的
な波長の光吸収を測定して、プローブと特異的に結合した検体中の核酸、タンパク質また
はペプチドを検出する請求項１から１２のいずれか１項記載の検体の分析方法。
【請求項１４】
検体である核酸とＤＮＡプローブを作用させドットブロット法にて分析することを特徴と
する請求項１から１３のいずれか１項記載の検体の分析方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、分光法による分子アレイ分析方法に関する。より具体的には、基板上にプロー
ブを固定配置した分子アレイに検体を作用させ、プローブの微小スポットを各種の分光法
でスキャンし、プローブと特異的に結合した検体中の分子を光吸収の測定により検出して
検体を分析する方法に関する。本発明の分析方法は基本的にあらゆる分子および化合物の
分析に適用できるが、高感度、高速そして大量の検体処理が要求される生体分子および関
連分子の分析において特に有用である。
【０００２】
【従来の技術】
遺伝子研究の現状は、ヒトゲノム全塩基配列のドラフト解読が終わり、ポストゲノム時代
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の幕開けを迎えた。今後研究の中心となるのが遺伝子発現、突然変異、１塩基多型（ＳＮ
Ｐ）等にかかわる機能ジェノミックス（Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ

Ｇｅｎｏｍｉｃｓ）やタ

ンパク質の構造・機能にかかわるプロテオミックス（Ｐｒｏｔｅｏｍｉｃｓ）の研究であ
る。遺伝子の発現には、細胞の周期や組織の種類、生物種やグループ内での型、他のタン
パク質や遺伝子との相互作用といった要素が複雑に影響し合う。従って、研究を行う上で
それらの要素の組み合わせは天文学的な数字となる。このため、今後の研究あるいは臨床
的検査においては、多数の遺伝子またはタンパク質を一度にかつ短時間で処理・検出でき
るようなハイスループットのツールが強く求められる。このような状況下で最も効果的な
ツールの一つとして期待されるのが分子アレイテクノロジー（アレイテクノロジー）であ
る。
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【０００３】
アレイテクノロジーでは、まず既知の核酸やタンパク質等のプローブ分子を基板上に多数
の点としてスポット状に高密度に修飾したアレイを作成する。次いで、これに検体として
の核酸やタンパク質等を反応させ、核酸やタンパク質と特異的に相互作用したスポットを
アレイ上で検出し、個々のスポットの検出信号の強度から検体中の物質の種類や量につい
て情報を得る。また、基板上に検体を同様に配列し、プローブ分子を作用させることで上
記と同様の情報を得ることもできる。
【０００４】
現在のアレイテクノロジーには解決すべき問題が数多く残されている。特に課題となるの
が、アレイ上の個々のスポットに結合した核酸やタンパク質の検出法である。これまで、
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アレイに作用させる検体物質（生体分子）を蛍光色素や電気化学活性な化合物によってラ
ベル化することが一般に行われている。たとえば蛍光色素の場合、検体物質を作用させた
後、アレイ上のスポットが示す蛍光の有無と強度によって、プローブと結合した化学種の
存在と量を見積もる。しかし、検体分子を蛍光色素でラベルするには手間がかかり、更に
核酸やタンパク質分子のように巨大な分子ではラベル分子が結合する場所や数を制御する
ことが一般に困難である。特に、タンパク質においては、蛍光ラベルがタンパク質の分子
識別部位や反応活性部位に導入された場合、元のタンパク質が本来示すべき機能・性質が
変わってしまい、元のタンパク質についての情報が得られない可能性もある。従って、ラ
ベル化を必要としない検出法が望まれている。
【０００５】
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これまで、蛍光ラベル等の化学修飾を利用しない生体物質の検出法としては、水晶発振子
を利用した方法（例えば非特許文献１）、表面プラズモン共鳴を利用した方法（例えば非
特許文献２）がある。これらは、水晶発振子や金薄膜などに固定化した核酸やタンパク質
に結合した生体物質による表面の質量変化などによる振動数変化やプラズモンによる屈折
率変化によって検出する手法である。しかしながら、これらの検出下限は数ｎｇであり、
検出感度が必ずしも充分でない。
【０００６】
【非特許文献１】
Ｙ．Ｏｋａｈａｔａ，
，

Ｙ．Ｍａｔｓｕｎｏｂｕ，

Ａ．Ｍｕｒａｋａｍｉ，

Ｋ．Ｉｊｉｒｏ，

Ｍ．Ｍｕｋａｉ

Ｋ．Ｍａｋｉｎｏ，

Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，

１１４，

８２９９−８３００
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（１９９２）

【非特許文献２】
永田和宏、半田宏

共編「生体物質相互作用のリアルタイム解析実験法」シュプリンガー

・フェアラーク東京株式会社出版（１９９８年）
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明の目的は、検体の分子を格別に化学修飾することなしに非ラベルで分子ア
レイを用いて高感度に検出できる検体の分析方法を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
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本発明者らは、検体の分子を格別に化学修飾することなしに非ラベルで分子アレイ上で高
感度に検出できる方法を見出すことを目的として鋭意研究した結果、分子アレイ上のプロ
ーブと反応した検体の分子を分光法にて光吸収を測定して検出することによって上記目的
を達成し得ることを見出し、本発明を完成させた。
【０００９】
分光法を利用した測定によって測定対象物質の化学的官能基についての情報を得ることが
できることは周知であった。しかし、これまでの分光法では、一度に１つの測定対象物質
しか測定することができなかった。そこで、分光法をアレイ化することができれば多数の
測定対象物質を同時に測定することができるという効果が生じる。
一方、分光法をアレイ化する手法は、従来のマイクロアレイ法にはない利点を持っている
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。即ち、従来のマイクロアレイ法は、使用したラベルを介した情報しか得られず、結果と
して、測定対象物質について誤った情報を得やすいという問題があった。これに対し、分
光法をアレイ化した場合は、測定対象物質をラベル化する必要がないので、測定対象物質
自体の情報を得ることができ、さらに、アレイ化したことによる多数の測定対象物質の構
造変化や量的変化についての情報を官能基を指標として得ることができる。このような応
用は分光法をアレイ化することによって初めて可能となる。
【００１０】
上述のように、分光法を分子アレイに適用することは、従来にない利点を持っている。し
かしながら、単に分光法と分子アレイを組み合わせただけでは、検体の検出感度が低すぎ
て、検体の測定は不可能であった。
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本発明者は、基板上へ生体物質を固定化する際のリンカーの選択、また、固定化法による
固定化物質の基板からの配向を検討することにより、検体の高感度検出を可能とした。こ
こで、生体物質の固定化配向はマスキング剤の選択により達成された。マスキング剤は非
特異的な吸着を低減させるのでバックグラウンドを下げることができ、検体の検出感度を
上げることができる。
【００１１】
即ち、本発明の第１の発明は、分光法を利用した分子アレイによる検体の分析方法であっ
て、基板上にプローブを固定配置した分子アレイに検体を作用させ、プローブの微小スポ
ットを分光法によりスキャンし、プローブと特異的に結合した検体中の分子を光吸収の測
定により検出することを特徴とする、検体の分析方法である。
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【００１２】
本発明の第２の発明は、分光法を利用した分子アレイによる検体の分析方法であって、基
板上に検体を固定配置した分子アレイにプローブを作用させ、検体の微小スポットを分光
法によりスキャンし、プローブと特異的に結合した検体中の分子を光吸収の測定により検
出することを特徴とする、検体の分析方法である。
【００１３】
本発明の第３の発明は、分光法を利用した分子アレイによる検体の分析方法であって、検
体とプローブを相互作用させた後に基板上に固定し、検体の微小スポットを分光法により
スキャンし、プローブと特異的に結合した検体中の分子を光吸収の測定により検出するこ
とを特徴とする、検体の分析方法である。
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【００１４】
本発明の第４の発明は、プローブ若しくは検体を、リンカーを介して基板上に固定化する
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項記載の検体の分析方法である。
【００１５】
本発明の第５の発明は、マスキング剤を基板上に固定化することを特徴とする請求項１か
ら４のいずれか１項記載の検体の分析方法である。
【００１６】
本発明の第６の発明は、分光法に用いられる光として、赤外光、近赤外光、可視光、紫外
光、ラマン散乱光から選択されるいずれか１つを用いることを特徴とする請求項１から５
のいずれか１項記載の検体の分析方法である。
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【００１７】
本発明の第７の発明は、分光法として顕微フーリエ変換赤外分光法、光音響分光法、時間
分割分光法、二次元分光法、共鳴分光法、空間分解分光法、位相分解分光法、偏光分光法
、非線形分光法から選択されるいずれか１つを用いることを特徴とする請求項１から６の
いずれか１項記載の検体の分析方法である。
【００１８】
本発明の第８の発明は、分光法で分子アレイの基板全体をスキャンして得られる光吸収の
測定結果を画像化して表示し、プローブと特異的に結合した分子を検出することを特徴と
する請求項１から７のいずれか１項記載の検体の分析方法である。
【００１９】
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本発明の第９の発明は、分子アレイが、核酸チップ、核酸マイクロアレイ、タンパク質チ
ップ、糖チップ、細胞チップ、ペプチドチップ、抗体チップ、酵素活性検出チップ、環境
ホルモンチップ、遺伝子発現チップ、創薬チップから選択されるいずれか１つである請求
項１から８のいずれか１項記載の検体の分析方法である。
【００２０】
本発明の第１０の発明は、分子アレイの基板上の反射光若しくは基板の透過光を測定する
ことを特徴とする請求項１から９のいずれか１項記載の検体の分析方法である。
【００２１】
本発明の第１１の発明は、検体中の分子に特異的な波長の光吸収を測定して、プローブと
特異的に結合した分子を検出する請求項１から１０のいずれか１項記載の検体の分析方法
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である。
【００２２】
本発明の第１２の発明は、検体中の分子の官能基もしくは当該分子にラベルとして導入し
た官能基に特異的な波長の光吸収を測定して、プローブと特異的に結合した分子を検出す
る請求項１から１１のいずれか１項記載の検体の分析方法である。
【００２３】
本発明の第１３の発明は、核酸由来のリン酸エステル基若しくはカルボニル基、ペプチド
結合由来のアミド基若しくはカルボニル基、又は水酸基、シアノ基、イソシアネ−ト、チ
オイソシアネ−トに特異的な波長の光吸収を測定して、プローブと特異的に結合した検体
中の核酸、タンパク質またはペプチドを検出する請求項１から１２のいずれか１項記載の
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検体の分析方法である。
【００２４】
本発明の第１４の発明は、検体である核酸とＤＮＡプローブを作用させドットブロット法
にて分析することを特徴とする請求項１から１３のいずれか１項記載の検体の分析方法で
ある。
【００２５】
【発明の実施の形態】
本発明が特に強調するところは、基板上に核酸やタンパク質などの分子をプローブとして
固定配置した分子アレイに、未知のＤＮＡなどの核酸やタンパク質等の生体分子を含む検
体を作用させて、プローブと特異的に結合した検体中の核酸やタンパク質等の生体分子を
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、分光法により光吸収を測定することにより検出して、検体を分析する応用手法である。
【００２６】
また、本発明のもうひとつの実施形態として、基板上に未知のＤＮＡなどの核酸やタンパ
ク質等の生体分子を含む検体を固定配置した分子アレイに、核酸やタンパク質などの分子
をプローブを作用させて、プローブと特異的に結合した検体中の核酸やタンパク質等の生
体分子を、分光法により光吸収を測定することにより検出して、検体を分析することも可
能である。
【００２７】
さらに、本発明のもうひとつの実施形態として、検体とプローブをともに基板に固定せず
、両者を相互作用させた後、基板上に固定することにより、検体を分光法により検出する
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ことができる。この方法によれば、多段階の相互作用をアレイで検出することができる。
例えば、ホルモンとホルモンレセプターを作用させた後、両者を基板上のＤＮＡ二重らせ
んに結合させるという手法により、分子間相互作用の様子を知ることができる。
【００２８】
本発明の分析方法で用いる分子アレイとは、基板上にＤＮＡやＲＮＡといった核酸やタン
パク質などの生体分子をプローブとして固定配置したものであり、代表的なものとしては
、核酸チップ、核酸マイクロアレイ、タンパク質チップなどが挙げられる。核酸チップの
ひとつであるＤＮＡチップは半導体集積回路製造用の光リソグラフィー技術を応用してシ
リコン基板上に複数種の２０

塩基前後のオリゴヌクレオチドをプローブとして合成した

ものである。核酸マイクロアレイのひとつであるＤＮＡマイクロアレイはスライドグラス

30

などの基板上に、あらかじめ調製したＤＮＡをプローブとして機械的に高密度に並べて固
定化したものである。ＤＮＡチップ、ＤＮＡマイクロアレイは、お互いに相補的なＤＮＡ
分子同士が特異的に結合することを利用して検体中のＤＮＡなどの核酸分子を検出するも
のであり、遺伝子発現、突然変異、１塩基多型（ＳＮＰ）等の分析に広く利用されている
。ＤＮＡの代わりにＲＮＡを用いた、ＲＮＡチップやＲＮＡマイクロアレイも同様に広く
利用されている。タンパク質チップは、例えば、各種のタンパク質を基板上にプローブと
して固定化したものであり、タンパク質同士の相互作用などによって検体中のタンパク質
の解析に用いられるものである。例えば、各種のペプチドを基板上に固定化したリセプタ
ータンパク質を検索するタンパク質チップ、各種のペプチドもしくはタンパク質をリガン
ドとして固定化したタンパク質チップなどが挙げられる。
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本発明では、以上に例示したものに限定されず、他の各種の核酸チップ、核酸マイクロア
レイ、タンパク質チップなどを用いることができる。
【００２９】
更には、本発明では、他の各種の生体分子のアレイを用いることができる。例えば、各種
糖を基板上に固定化し核酸やタンパク質の解析に用いる糖チップ、各種細胞を基板上に固
定化し細胞との相互作用の解析に用いる細胞チップ、各種ＤＮＡ結合性ペプチドを基板上
に固定化したＤＮＡを解析するペプチドチップ、各種抗体を基板上に固定化した抗原タン
パク質を検索する抗体チップ、プロテアーゼ阻害活性などを有する各種ペプチドを基板上
に固定化した酵素活性検出チップ、環境ホルモン物質にさらした細胞から取り出した遺伝
子をチップの遺伝子と反応させ、その細胞の遺伝子の働きの変化をモニターする環境ホル
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モンチップ、同時に数千の遺伝子をモニターすることのできる遺伝子発現チップ、候補と
なる種々の天然及び人工薬剤を基板上に固定化してターゲットとなるタンパク質に特異的
に相互作用する薬剤を検索する創薬チップなどが挙げられる。さらに、核酸チップに関し
ては、異なった多数の検体である核酸を基板上に固定化しておいてＤＮＡプローブを相互
作用させて、多種類の検体の特定遺伝子の存在あるいは存在量を調べるＤＮＡプローブ法
の一つであるドットブロット法（実験医学

Ｖｏｌ．５，

Ｎｏ．１１，

８４−８６，

１９８７）への適用も可能である。
【００３０】
これらの分子アレイは、シリコン基板、スライドグラスなどに核酸、ペプチド、タンパク
質などを固定化したものであるが、これら以外にも、本発明の分子アレイの基板として他

10

の各種の基板を利用することができる。例えば、フッ化カルシウムの単結晶のプレートを
利用できる。このプレートをアミノシラン系ポリマーで処理するかポリリジンによりコー
トする等の表面処理により、核酸などを固定化できる。また、金をコートしたガラス基板
等へチオール基と金との結合を利用してタンパク質あるいは核酸などを固定化することも
可能である。更には石英ガラス上に人工ダイヤまたはダイヤモンドライクカーボン（ＤＬ
Ｃ）を表面修飾したものから官能基を伸ばしたものなどを基板として用いることも可能で
ある。また、セラミックスなどを基板とすることもできる。
【００３１】
本発明の分光法を利用した検体の分析方法は検体の検出感度が高いので、この分析方法を
用いれば、極めて微量である多数の検体を一度に分析することができる。

20

【００３２】
このように、本発明の分光法を利用した分子アレイによる検体の分析方法は、検体の検出
感度が高いことを特徴とするが、これは、生体物質を分子アレイの基板上に固定化する方
法を改良することによって実現された。即ち、１）基板上へ生体物質を固定化する際のリ
ンカーを選択し、２）固定化法による固定化物質の基板からの配向を検討することにより
、検体の高感度検出を可能とした。ここで、生体物質の固定化配向はマスキング剤の選択
により達成された。
【００３３】
分光法を利用する検体の分析においては、検体である生体物質の分子配向によって吸収強
度（シグナル）が変化するので、シグナルが大きくなるように生体物質の配向を揃える必

30

要がある。本発明においては、リンカーは、生体物質と基板をつなぐ役割を担う他、固定
化する生体物質の配向を揃える作用を有するので、リンカーを用いることによって、検体
の検出感度を向上させることができる。
リンカーを用いた生体物質の固定化の一例を図１に示す。この例では、基板上に固定化す
る生体物質として抗ＣＥＡ抗体を用いている。金基板上に３，３
ｏｐｒｏｐｉｏｎｉｃ

−Ｄｉｍｅｒｃａｐｔ

ａｃｉｄにより自己組織化膜を形成させ、ＷＳＣＩとＮ−Ｈｙｄ

ｒｏｘｙｓｕｃｃｉｍｉｄｅにより末端カルボン酸を活性化させる。次いで、ペプチド結
合を介して抗体ＣＥＡ抗体を金基板上に固定化する。抗ＣＥＡ抗体を固定化するためのリ
ンカーとしては、他にＤｉｔｈｉｏｄｉｐｒｏｐｉｏｎｉｃ
ｉｐｒｏｐｉｏｎｉｃ

ａｃｉｄ

ａｃｉｄやＤｉｔｈｉｏｄ

Ｎ−ｈｙｄｒｏｘｙｓｕｃｃｉｍｉｄｅ

ｅｓｔｅｒ

40

が用いられる。
【００３４】
これに加えて、本発明においては、リンカーと共に、マスキング剤を用いることにより、
生体物質の固定化配向をより向上させることができる。マスキング剤は、基板上でリンカ
ーを介した生体物質が固定化される以外の部分を埋めることによって、生体分子の基板へ
の非特異的な吸着を防ぐ作用を有し、また、生体物質の配向を揃える作用を有する。マス
キング剤としては、例えば、エチレングリコールタイプのものとして、ＨＳ（ＣＨ２ ）１
１

（ＯＣＨ２ ＣＨ２ ）５ ＯＨで表される物質を用いることができる。

【００３５】
リンカーとマスキング剤を用いて生体物質を固定化する一例を図２及び図３に示す。この
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例では、タンパク質を固定化するリンカーとしてＨＳ（ＣＨ２ ）１
５

１

（ＯＣＨ２ ＣＨ２ ）

ＯＣＨ２ ＣＯＯＨで表される物質を用い、マスキング剤としてＨＳ（ＣＨ２ ）１

１

（Ｏ

ＣＨ２ ＣＨ２ ）５ ＯＨで表される物質を用いている。リンカーとマスキング剤を混合して
金基板上に固定した後、リンカーのタンパク質結合部を活性化してタンパク質を固定化す
る。リンカーとマスキング剤は、チオール部分でＡｕ−Ｓ結合により金に固定化されてい
る。リンカーとマスキング剤は、アルキル鎖部分で単分子膜（ＳＡＭ）を形成し、その上
にエチレングリコール層を形成する。そうすると、エチレングリコール層部分に水の層が
あるような環境ができあがり、そこにタンパク質が浮かぶようにリンカーに固定される。
【００３６】
リンカーとマスキング剤を用いて生体物質を固定化するもう一つの例を図４に示す。この

10

例では、ペプチドを固定化するリンカーとして、ＨＳ−（ＣＨ２ ）６ −ＯＰｉ（Ｐｉはリ
ン酸を表す。）で表される物質とＤＮＡ２本鎖とＰｅｐｔｉｄｅ−ＤＮＡ連結分子の３者
をつないだものを用いている。マスキング剤としては、メルカプトヘキサノール（ＨＳ−
（ＣＨ２ ）６ −ＯＨ）を用いているが、図２に示したＨＳ（ＣＨ２ ）１
２

１

（ＯＣＨ２ ＣＨ

）５ ＯＨで表される物質を用いてもよい。図４（ａ）では、ＨＳ−（ＣＨ２ ）６ −ＯＰ

ｉで表される物質とＤＮＡ２本鎖をつないだものを金基板に固定し、ペプチドがＰｅｐｔ
ｉｄｅ−ＤＮＡ連結分子を介してＤＮＡ２本鎖とつながっている。リンカーとマスキング
剤は、チオール部分でＡｕ−Ｓ結合により金に固定化されているこの例では、ＤＮＡ２本
鎖が基板上に強固に固定されるので、ペプチドを基板から垂直に立たせることができる。
これにより、このペプチドと作用する検体の基板上の配向性が向上し、検体の高感度検出

20

が可能となる。図４（ｂ）では、ＨＳ−（ＣＨ２ ）６ −ＯＰｉで表される物質とＤＮＡ２
本鎖をつないだものを金基板に固定し、ペプチドがＰｅｐｔｉｄｅ−ＤＮＡ連結分子を介
してＤＮＡ２本鎖とつながっているが、図４（ｃ）で表される縫込み型インターカレータ
がＤＮＡ２本鎖領域に結合している点が、図４（ａ）と異なっている。図４（ｃ）では、
縫込み型インターカレータの例を３つ示している。これらのインターカレータは置換基部
分がＤＮＡ２本鎖から飛び出すのでインターカレータのエチレングリコール部分やポリオ
ール部分や糖鎖部分が水と水和する。これによって図４（ｂ）の例では、ペプチドの固定
化されている周囲を水溶液中のような環境にすることができる。図４（ａ）及び（ｂ）の
例でも基板上へのペプチドの吸着が抑えられるが、図４（ｂ）の例では、縫込み型インタ
ーカレータによってＤＮＡ２本鎖が安定化し、ペプチドの結合を更に強固にし、タンパク
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質相互作用後のペプチドプローブの引き剥がしが抑えられる効果を有する。
【００３７】
本発明では、生体分子に特異的な波長の光吸収を測定することにより、プローブと特異的
に結合した検体中の生体分子を検出することができる。また、生体分子の中の官能基に特
異的な波長の光吸収を測定することにより、プローブと特異的に結合した検体中の生体分
子を検出することができる。例えば、核酸は、リン酸エステル基や核酸塩基由来のカルボ
ニル基等の特定波長の光を特徴的に吸収する官能基を有し、タンパク質は、ペプチド結合
由来のアミド基やカルボニル基等の特定波長の光を特徴的に吸収する官能基を有する。従
って、分子アレイに検体を作用させた後に、アレイ上のプローブの微小スポットを分光法
でスキャンし、リン酸エステル基やアミド基等について特定波長の光吸収を測定すれば、

40

アレイ上のプローブに特異的に結合した微小スポットの微量核酸やタンパク質等の高感度
検出が可能になる。
また、本発明においては、上述の官能基の他、水酸基、シアノ基、イソシアネ−ト、チオ
イソシアネ−トといった官能基に特異的な波長の光吸収を測定して、プローブと特異的に
結合した検体中の核酸、タンパク質またはペプチド等を検出することも可能である。
【００３８】
具体的には、未知の分子を含む検体試料を、数千、数万に及ぶプローブを直径０．５〜０
．０５

ｍｍ

程度の微小スポットとして固体基板上に規則的に配置・固定したアレイに

反応させ、これを分光測定装置によってスキャンする。スキャンとは、基板上に光線の極
細のビームを照射し、反射ないし透過してくる光を、基板全面にわたって、場所ごとに丁
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寧に測定することである。反射の際に、基板表面に存在するプローブのスポットに結合し
た検体中の分子がその分子に特異的な波長の光を吸収する。例えば、核酸やタンパク質等
は、リン酸エステル基やアミド基等の官能基を有するため、これらの官能基に特異的な特
定波長の光を吸収する。例えば、リン酸エステル基は１０８６
５００〜１７００

ｃｍ

− １

ｃｍ

− １

、アミド基は１

の光を吸収する。従って、これらの特定波長の光の吸収の有

無、強度を基板上のスポットごとに測定すれば、検体中の核酸やタンパク質などの分子の
有無、量、未知分子の結合特性、化学構造等を知ることができる。また、スポットの有無
が予め不明でも、所在を確認することができる。基盤上での光の反射でなく、基盤を透過
する光を測定してもよい。この場合も反射光の場合と同様に検体中の分子の有無、量、結
合特性などの化学情報が得られる。例えば、分子アレイの基板として上記したフッ化カル

10

シウムを用いた場合には透過光を測定する。上記した金をコートしたガラス基板、石英ガ
ラスなどを用いた場合には反射光を測定する。
【００３９】
また、本発明では、検体中の分子の官能基自体に特異的な波長の光吸収を測定するのみな
らず、当該分子にラベルとして導入した分子の官能基に特異的な波長の光吸収を測定して
、プローブと特異的に結合した分子を検出することにより検体を分析することもできる。
【００４０】
本発明では、これらの分子アレイに、核酸やタンパク質などの生体分子を含む検体を作用
させて、プローブと特異的に結合した検体中の核酸やタンパク質等の生体分子を、分光法
により検出する。

20

分光法に用いる光としては、例えば、赤外光、近赤外光、可視光、紫外光、ラマン散乱光
等があり、本発明においては、これらのいずれの光も用いることができる。このうち、感
度に優れ、生体内色素以外の色素の検出も可能で、ラベル化を全く必要としない点で、赤
外光を用いることが特に好ましい。
また、本発明に用いる分光法としては、顕微フーリエ変換赤外分光法、光音響分光法、時
間分割分光法、二次元分光法、共鳴分光法、空間分解分光法、位相分解分光法、偏光分光
法、非線形分光法等があげられる。このうち、微小領域の吸収スペクトルを高感度で、か
つ、高速測定できる点で、顕微フーリエ変換赤外分光法が特に好ましい。
【００４１】
顕微フーリエ変換赤外分光法は、顕微赤外分光法、顕微ＦＴ−ＩＲ法あるいは顕微ＩＲ法

30

とも呼ばれる分析法であり、分子骨格の振動に基づく赤外線の吸収を測定する手法で、分
子内に存在するカルボニル基、リン酸エステル基などの官能基に応じて生体分子等が特定
波長の赤外線を特徴ある強度で吸収する現象を基礎にしている。顕微フーリエ変換赤外分
光法は、微小領域の赤外吸収スペクトルを高感度で高速に測定することが可能である。顕
微フーリエ変換赤外分光測定装置は市販されており、本発明ではこれらの市販装置をその
まま利用することができる。
【００４２】
本発明においては、分光測定装置により検体中の分子の光吸収を測定する場合、測定結果
は通常画像化して表示するのが好ましい。画像化は通常次のようにして行われる。例えば
、分子アレイに検体を作用させた後に、分光測定装置で分子アレイの基板全体をスキャン

40

して、基板上の各プローブの微小スポットの特定波長の光吸収を測定し、測定部位毎にそ
の吸収強度に応じて色分けし、その色分けした結果を基板全体と対応する形で二次元で表
示することにより画像化できる。また、測定した光の吸収強度を山の高さに対応させてそ
の結果を基板全体と対応する形で三次元で表示することもできる。これらの画像化は、通
常、分光測定装置により得られるデータをコンピュータ処理することにより達成される。
このようにして測定結果を分子アレイの基板全体に亘って画像化して表示することにより
、極めて簡便に且つ高感度で検体中の分子を分析することができる。
【００４３】
本発明によれば、タンパク質中の２次構造の含有率の違いをスペクトルのパターンの違い
として検出できるので、タンパク質の違いを区別することができる他、タンパク質の発現
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状態を調べたり、タンパク質の構造変化を調べることができる。また、この方法は、タン
パク質を使った診断に応用することもできる。
【００４４】
本発明によれば、基板上に固定された捕捉分子に対してタンパク質が相互作用したものと
、相互作用しなかったものとの間で光吸収強度の差が生じることを利用して基板上のタン
パク質を直接観察することができる。
また、本発明によれば、タンパク質の相互作用の過程において、光吸収の強度を測定する
ことにより、糖やリン酸の有無を検出することができる。また、タンパク質の相互作用の
過程において、光吸収の強度の変化を測定することにより、糖やリン酸の量の変化も検出
することができる。また、リン酸の吸収を用いればタンパク質がリン酸化されているかど

10

うか調べることもできる。
【００４５】
以下に、分子アレイとしてＤＮＡチップおよびタンパク質チップを用いた場合を例にとっ
て、本発明の分析方法の一例をより具体的に説明する。
ＤＮＡチップの場合には、基板上に固定化した各種ＤＮＡプローブと、検体試料中のＤＮ
ＡやＲＮＡとをハイブリダイゼーションさせる。検体試料中のＤＮＡやＲＮＡが基板上の
どの場所のＤＮＡプローブと２本鎖を形成したかを顕微フーリエ変換赤外分光測定装置に
よって核酸塩基由来のカルボニル基やリン酸エステル基の赤外吸収を測定して画像化する
。これによって検体試料中にどのような遺伝子が存在するかを知ることができる。また、
赤外線の吸収強度によってその存在量を知ることができる。最初に存在するＤＮＡプロー

20

ブも赤外線を吸収するのでハイブリダイゼーション前後の強度変化によって検出可能であ
る。また、ＤＮＡプローブとしてＤＮＡ結合性ペプチド（ＤＮＡに類似した特性をもつ人
工ペプチド；Ｐｅｐｔｉｄｅ
Ｗａｎｇら，

Ａｎａｌ．

Ｎｕｃｌｅｉｃ
Ｃｈｅｍ．，

Ａｃｉｄ，

６９，

ＰＮＡと呼ばれる。Ｊ．

５２００−５２０２

（１９９７）

）を用い、リン酸エステル基の赤外吸収を測定すれば、プローブのバックグラウンド吸収
を考慮することなく検出が可能となる。
タンパク質チップの場合にも、基板に固定化された各種ペプチドに検体である生体試料か
らのタンパク質と相互作用させ、その後、顕微フーリエ変換赤外分光測定装置にてカルボ
ニル基の赤外吸収を指針に検出が可能である。また、リン酸の赤外吸収を用いればタンパ
ク質がリン酸化されているかどうかを調べることもできる。

30

【００４６】
更には、他の各種の分子アレイを用いることによっても本発明の分析方法を実施すること
ができる。例えば、各種糖を基板上に固定化して核酸やタンパク質の解析に用いる糖チッ
プ、各種細胞を基板上に固定化し細胞との相互作用の解析に用いる細胞チップ、各種ＤＮ
Ａ結合性ペプチドを基板上に固定化したＤＮＡを解析するペプチドチップ、各種抗体を基
板上に固定化した抗原タンパク質を検索する抗体チップ、プロテアーゼ阻害活性などを有
する各種ペプチドあるいは合成薬剤を基板上に固定化した酵素活性検出チップ、環境ホル
モン物質にさらした細胞から取り出した遺伝子をチップの遺伝子と反応させ、その細胞の
遺伝子の働きの変化をモニターする環境ホルモンチップ、同時に数千の遺伝子をモニター
することのできる遺伝子発現チップ、候補となる種々の薬剤を基板上に固定化してターゲ

40

ットとなるタンパク質に特異的に相互作用する薬剤を検索する創薬チップなどが例として
挙げられる。それぞれのチップの基板上に固定化された各種プローブ分子に特異的に結合
した検体中の核酸、ペプチド、タンパク質などを、それらが特徴的に有する官能基の赤外
吸収に基づいて、検索・解析し、また定量することができる。
【００４７】
以上に説明したように、本発明の分析方法では、検体試料の成分物質、含有分子を特別に
蛍光色素などでラベル化する必要もなく簡便に検体の分析が可能である。しかしながら、
必要に応じて検出感度を更に向上させるために、光吸収の大きい官能基を検体中の生体分
子に導入して検出する手法を用いることもできる。例えばニトリル基などを検体成分に導
入することにより、通常分子の光吸収と重ならずしかも検体成分中に稀な官能基によって
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検体中の成分をラベルすることができる。このような化学修飾は、蛍光色素などによる化
学修飾に比べて反応操作が容易であり、しかも官能基自体が小さいため、生体分子の元々
の化学機能に与える影響も少ない。従って、このような官能基の導入により、更に高感度
で検体の分析が可能となる。
【００４８】
【実施例】
以下に本発明を実施例により更に詳細に説明するが本発明はこれらの実施例に限定される
ものではない。
実施例１
［フッ化カルシウムプレート上での２本鎖ＤＮＡの検出］

10

（１）方法
フッ化カルシウム

（ＣａＦ２ ）

の単結晶基板に、ＤＮＡアレイヤーにて仔牛胸腺ＤＮ

Ａの濃度を変化させて２５個スポットした。左から３
ｍＭ，

３

ｍＭ，

３０

ｍＭ

μＭ，

６

ｐｍｏｌ，

６０

μＭ，

０．３

の仔牛胸腺ＤＮＡ（すべて塩基対当りの濃度）を２０

ｎｌづつスポットした。スポットした絶対量は、６０
，

３０

ｐｍｏｌ，

０．６

ｆｍｏｌ，

ｎｍｏｌ

０．６

ｐｍｏｌ

である。これらのＤＮＡを

顕微フーリエ変換赤外分光測定装置にて測定を行った。条件は次の通りである。
透過イメージング，

分解能：８

，

アパーチャーの大きさ：１００

８

ｍｍ，

測定時間：約

３０

ｃｍ

− １

，

測定範囲：４０００〜７００

μｍ×１００

μｍ，

面積：５．８

ｃｍ

− １

ｍｍ×５．

分。

20

リン酸エステル基の赤外特性吸収である１０８６

ｃｍ

− １

でのケミマップを測定した。

（２）結果
測定結果を図５に示す。図５は、ＤＮＡマイクロアレイの顕微フーリエ変換赤外分光測定
装置により、２本鎖ＤＮＡである仔牛胸腺ＤＮＡのリン酸エステル基の１０８６
１

ｃｍ

−

の赤外吸収の強度を二次元に画像化したものである。丸い輪になっている部分が２本鎖

ＤＮＡの存在部分である。Ａ−Ｅの縦に並んでいる丸い輪はすべて同じ濃度の２本鎖ＤＮ
Ａである。この図５から、Ｂはかろうじて検出できるがＣのすべては丸い輪が見えて検出
可能であった。これから見積もって数ピコモルレベルの２本鎖ＤＮＡが顕微フーリエ変換
赤外分光法で検出可能であることが明らかになった。
【００４９】

30

実施例２
［フッ化カルシウムプレート上での２本鎖ＤＮＡの検出］
（１）方法
ＣａＦ２ の単結晶基板にＤＮＡアレイヤーにて仔牛胸腺ＤＮＡ溶液を１６００個スポット
した。３０

ｍＭの仔牛胸腺ＤＮＡ（すべて塩基対当りの濃度）を１

した。スポットした絶対量は、３０

ｎｌづつスポット

ｐｍｏｌである。ＤＮＡのこれを顕微フーリエ変換

赤外分光測定装置にて測定を行った。条件は次の通りである。
透過イメージング，
１

，

分解能：６４

ピクセルサイズ：２５

時間：約６０

ｃｍ

− １

μｍ×２５

，

測定範囲：２０００〜８００

μｍ，

面積：２

ｃｍ×２

ｃｍ，

ｃｍ

−

測定

分。

40

リン酸エステル基の赤外特性吸収である１０８６

ｃｍ

− １

でのケミマップを測定した。

（２）結果
測定結果を図６に示す。図６の（ａ）は、画像化した際２本鎖ＤＮＡ濃度が高い部分の赤
外吸収スペクトルを示している。灰色の部分のリン酸エステル基の吸収に基づく波数域に
出てくるピークの積分値を二次元上に画像化したのが図６の（ｂ）である。反射イメージ
ングにてその一部を画像化したものが

（ｂ）

に示されている。この際の条件は次の通

りである。
分解能：１６
：２５
分。

ｃｍ

μｍ×２５

− １

，

μｍ，

測定範囲：４０００〜７００
面積：１．３

ｃｍ×１．３

ｃｍ

− １

ｃｍ，

，

ピクセルサイズ
測定時間：約６０
50
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個の仔牛胸腺ＤＮＡ（３０

ｐｍｏｌ）のスポットが示され

ている。図６の（ｃ）は、（ｂ）の一部を反射イメージングによって測定した際の赤外吸
収スペクトルである。（ｂ）の左下のプラス印の部分の赤外吸収スペクトルである（右上
のプラス印をバックグラウンドとして差し引いている）。図６の（ｄ）は、（ｃ）の灰色
部分のアミド基に基づく赤外吸収の積分値にてアレイの一部を画像化したものである。
図６の結果から、顕微フーリエ変換赤外分光法により、ＤＮＡマイクロアレイの基板上の
多数のＤＮＡスポットを画像化できことが明らかになった。
【００５０】
実施例３
［金蒸着ガラスプレート上でのＳＮＰ解析］

10

（１）方法
金蒸着ガラスプレートにピランハ溶液を滴下し、３
に５

−末端にチオール基を導入したＬＰＬ

ＷＴまたはａｒｉｔａ

分間放置後蒸留水で洗浄した。これ

ａｒｉｔａ

ＷＴプローブとａｒｉｔａ

ＭＴをハイブリダイゼーションさせた後、この基板にスポットし

た（２×ＳＳＣ緩衝液、ＤＮＡ濃度は２本鎖換算で０．５
ｍｏｌ）。

ｍＭを１

ｎｌで０．５

ｎ

ＬＰＬはリポタンパクリパーゼの略でａｒｉｔａ型変異によって高脂血症の

引き金となる。湿度を制御した容器中で一晩放置した。これを２×ＳＳＣ溶液で洗浄後、
顕微フーリエ変換赤外分光測定装置にて測定を行った。条件は次の通りである。
透過イメージング，
，

分解能：８

ピクセルサイズ：２５
測定時間：約２０

ｃｍ

μｍ×２５

− １

，

μｍ，

測定範囲：２０００〜８００
面積：０．８

ｃｍ

ｃｍ×０．８

− １

ｃｍ，

20

分。

リン酸エステルの赤外特性吸収である１０８６

ｃｍ

− １

でのケミマップを反射イメージ

ングにて測定した。
各種プローブの塩基配列は以下の通りである。
ＬＰＬ

ａｒｉｔａ

ＷＴプローブ：５

−ＧＧＡＴＡＧＣＴＴＣＴＣＣ−３

ａｒｉｔａ

ＷＴ：３

−ＣＣＴＡＴＣＧＡＡＧＡＧＧ−５

ａｒｉｔａ

ＭＴ：３

−ＣＣＴＡＴＣ−ＡＡＧＡＧＧ−５

（Ｇ→欠損）

（２）結果
測定結果を図７に示す。図７において左の図の左上と右下は同じ野生型（ＷＴ）のＤＮＡ
プローブに野生型（ＷＴ）の遺伝子を作用させたものを顕微フーリエ変換赤外分光測定装

30

置により画像化したものである。左の図の左下と右上は野生型（ＷＴ）のＤＮＡプローブ
に変異型（ＭＴ）の遺伝子を作用させたものである。洗浄前の遺伝子サンプルを測定した
結果を表す左の図では、いずれのスポットも本手法で画像化できた（２本鎖ＤＮＡの存在
が確認された）。しかし、洗浄後の遺伝子サンプルを測定した結果を表す右の図に示すよ
うに、洗浄によって左の図の左下と右上のスポットは無くなったが、左の図の左上と右下
のスポットは残っていた。この結果は、ＤＮＡプローブと目的遺伝子とがフルマッチの２
本鎖を形成した部分のみを本発明の分析方法で検出できることを示している。すなわち、
本発明の分析方法で遺伝子の変異を識別できたのである。
【００５１】
実施例４

40

［ペプチドチップによる特定ペプチドに相互作用する蛋白質の検出］
（１）方法
フッ化カルシウム（ＣａＦ２ ）の単結晶プレートにアレイヤーを用いてＳ−タンパク（ア
ミノ酸残基１０４、アミド結合数１０３）、Ｓ−ペプチド（アミノ酸残基２０、アミド結
合数１９）の１

ｍＭの水溶液を１

ｎｌずつスポットした。スポット当たり１

ｐｍｏ

ｌのＳ−ペプチドとＳ−タンパクが存在している。これを顕微フーリエ変換赤外分光測定
装置にて画像化した。
（２）結果
測定結果を図８に示した。図８の（ａ）は二次元画像で１５００から１７００ｃｍ

− １

の

赤外吸収強度変化を色の違いとして画像化してある。（ｂ）は吸収強度の違いを三次元図
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− １

の赤外吸収はタンパク質やペプチド

のアミド結合に対応しているので、そこに存在するペプチドやタンパク質の量に比例する
はずである。図８は予想どおりアミド結合の量に応じたスポットの強度を示している。こ
れによって、ペプチドチップ上の特定のスポットにタンパク質が相互作用した場合スポッ
ト上のアミド結合の量が増加し、顕微フーリエ変換赤外分光システムでその変化を検出で
きることがわかった。言い換えれば、ペプチドチップの画像化への応用も証明できた。ま
た、本手法によりタンパクのピコモルレベルの高感度検出が達成された。
【００５２】
実施例５
［蛋白質の構造の違いを検出］

10

プロテインチップはタンパク質の有する機能を解析するツールである。タンパク質の機能
発現において、その立体構造変化を追跡することができるプロテインチップは機能プロテ
オミクス研究の観点において非常に有用である。本検出システムはＦＴ−ＩＲ測定を基盤
としているが、タンパク質のＩＲスペクトルからは立体構造の情報を読み取ることが可能
である。
タンパク質アミド結合由来の赤外吸収は、その立体構造、特にαへリックスやβシートと
いった２次構造を反映したスペクトルを与えることが分かっている。これはαへリックス
やβシートにおける主鎖アミド結合の水素結合様式が違うことに起因する。表１にタンパ
ク質の２次構造とアミドＩ、アミドＩＩバンドの振動数を示す。
【００５３】

20

【表１】

30

【００５４】
以上のことから、本検出システムにおいてタンパク質の立体構造についての情報を得るこ
とができるかを確認することを目的として、立体構造の異なる（２次構造含有率の異なる
）３種のタンパク質について金基板上での顕微ＦＴ−ＩＲ測定を行った。
（１）方法

40

金基板をピランハ溶液で５分間前処理を行い、水で洗浄後、スピンドライヤーで乾燥した
。マイクロアレイヤ−を用いて測定サンプルを金基板にスポットした。測定サンプルとし
ては、ＢＳＡ（αへリックスのみ）、Ａｖｉｄｉｎｅ（βシートのみ）、ＲＮアーゼＳ−
タンパク質（αへリックスとβシート）をそれぞれ１．５ｐｍｏｌ用いた。真空デシケー
ターで金基板を乾燥させた後、顕微ＦＴ−ＩＲによる測定を行った。測定条件は、分解能
を２ｃｍ

− １

、スキャンの回数を５００回、アパチャ−の大きさを１００μｍ×１００μ

ｍとした。
（２）結果
測定結果を図９に示す。各蛋白質の二次構造含有率の違いをＩＲスペクトルパターンの違
いとして検出できたことが分かる。
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【００５５】
実施例６
［顕微ＦＴ−ＩＲによる蛋白質濃度変化の観察］
（１）方法
金基板をピランハ溶液で５分間前処理を行い、水で洗浄後、スピンドライヤーで乾燥した
。金基板にマイクロアレイヤーを用いてＢＳＡを２．５、２．０、１．５、１．０、０．
５、０（ｃｏｎｔｒｏｌ）ｐｍｏｌそれぞれスポットした。１サンプルあたり１０スポッ
ト）。真空デシケーターで金基板を乾燥させた後、顕微ＦＴ−ＩＲによる測定を行った。
測定結果よりアミド結合の特性吸収である１７００−１５００ｃｍ

− １

の吸収を抽出し、

イメージ画像（ＣｈｅｍｉＭａｐ）を構築した。

10

（２）結果
測定結果を図１０に示す。図１０は１７００−１５００ｃｍ

− １

のケミマップであり、（

ａ）は２次元のケミマップ、（ｂ）は３次元のケミマップを表している。サンプル量の減
少に伴う吸光度の減少が観察された。１０スポットの平均吸光度及び標準偏差を算出し、
サンプル量に対してプロットした結果を図１１に示す。また、各サンプル量の平均吸光度
及び標準偏差を表２に示す。各スポット間の吸光度のばらつきも少なく、サンプル量に対
して線形的な相関があり、定量的な分析ができることが分かった。
【００５６】
【表２】
20

【００５７】
実施例７
［金基板上のＤＮＡ検出］
（１）方法

30

まず、前処理として金基板をピランハ溶液に５分間浸し、水で洗浄後、遠心乾燥を行った
。次に、ＤＮＡマイクロアレイヤーを用いて、金基板上に３９．７ｐｍｏｌ（ｂａｓｅ当
たり）の仔牛胸腺ＤＮＡを４つスポットし、ＩＲイメージング測定を行った。測定条件は
、ピクセルの数を１２０×１１４、ピクセルサイズを６．２５μｍ×６．２５μｍ、測定
範囲を２０００〜８００ｃｍ

− １

、分解能を８ｃｍ

− １

、スキャンの回数を４とした。

（２）結果
測定結果を図１２に示す。図１２（ａ）は、ＤＮＡのＩＲスペクトルを表し、図１２（ｂ
）は、１１０５−１０７５ｃｍ

− １

のケミマップ（Ｆａｌｓｅ

）を表し、図１２（ｃ）は、１１０５−１０７５ｃｍ
ａｃｅ

− １

Ｃｏｌｏｒ

Ｉｍａｇｅ

のケミマップ（３Ｄ

ｓｕｒｆ

Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ）を表している。顕微ＦＴ−ＩＲ法による金基板上のＤＮ

40

Ａの検出が可能であることが分かった。また、４本のピークの高さは同程度であった。
【００５８】
実施例８
［顕微ＩＲ法によるＤＮＡ濃度変化の観察］
（１）方法
まず、前処理として金基板をピランハ溶液に５分間浸し、水で洗浄後遠心処理を行った。
次に、ＤＮＡのマイクロアレイヤーを用いて、金基板上に１９．８５、９．９３、４．９
６、２．４８、１．２４ｐｍｏｌ（ｂａｓｅ当たり）の仔牛胸腺ＤＮＡを４つスポットし
、ＩＲイメージング測定を行った。測定条件は、ピクセルの数を５２６×５１２、ピクセ
ルサイズを６．２５μｍ×６．２５μｍ、測定範囲を２０００〜８００ｃｍ

− １

、分解能
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，スキャンの数を４回とした。

（２）結果
測定結果を図１３示す。図１３（ａ）は、１１０５−１０７５ｃｍ
ａｌｓｅ
− １

Ｃｏｌｏｒ

− １

のケミマップ（Ｆ

Ｉｍａｇｅ）を表し、図１３（ｂ）は、１１０５−１０７５ｃｍ

のケミマップ（３Ｄ

ｓｕｒｆａｃｅ

Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ）を表している。また

図中、ＡからＥの符号はサンプルの濃度を表し、Ａが１９．８５ｍＭ、Ｂが９．９３ｍＭ
、Ｃが４．９６ｍＭ、Ｄが２．４８ｍＭ、Ｅが１．２４ｍＭである。この測定結果より、
１スポット当たりの検出限界は絶対量で約２．５ｐｍｏｌ（リン酸ジエステル基当たり）
であることが分かった。
また、図１３のデータから書くスポットの平均吸光度・標準偏差を算出し、サンプル量に

10

対してプロットを行った。結果を表３及び図１４に示す。この結果より、ＤＮＡの量と吸
光度との間に線形的な相関があることが分かった。
【００５９】
【表３】

20

【００６０】
実施例９
［１本鎖・２本鎖ＤＮＡの検出］
（１）方法
まず、前処理として金基板をピランハ用絵師に５分間浸し、水で洗浄後、遠心乾燥を行っ
た。次に、ＤＮＡマイクロアレイヤーを用いて、金基板上に０．４ｍＭの１本鎖ＤＮＡ（
２０ｍｅｒのプローブ）及び２本鎖ＤＮＡ（２０ｍｅｒのプローブと５０ｍｅｒのターゲ
ットをハイブリダイズさせたもの）をスポットし、ＩＲイメージング測定を行った。測定

30

条件は、ピクセルの数を１１３×１０６、ピクセルサイズを２５μｍ×２５μｍ、測定範
囲を２０００〜８００ｃｍ

− １

、分解能を３２ｃｍ

− １

、スキャンの回数を１６回とした

。
（２）結果
結果を図１５に示す。図１５（ａ）は、１１０５−１０７５ｃｍ
ｌｓｅ
１

Ｃｏｌｏｒ

のケミマップ（３Ｄ

− １

のケミマップ（Ｆａ

Ｉｍａｇｅ）を表し、図１５（ｂ）は、１１０５−１０７５ｃｍ
ｓｕｒｆａｃｅ

−

Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ）を表している。また、

図中Ａは、０．４ｍＭ（２本鎖ＤＮＡあたり）の２本鎖ＤＮＡ（２０ｍｅｒ−５０ｍｅｒ
）を表し、Ｂは０．４ｍＭ（１本鎖ＤＮＡあたり）の１本鎖ＤＮＡを表している。これに
より、１本鎖及び２本鎖のＤＮＡの識別が可能であることが分かった。

40

【００６１】
実施例１０
［金基板へのＤＮＡの固定化］
（１）方法
まず、前処理として金基板をピランハ溶液に５分間浸し、水で洗浄後、遠心乾燥を行った
。次に、ＤＮＡマイクロアレイヤーを用いて、金基板上に０．４ｍＭの１本鎖ＤＮＡ（２
０ｍｅｒのプローブ）及び２本鎖ＤＮＡ（２０ｍｅｒのプローブと５０ｍｅｒのターゲッ
トをハイブリダイズさせたもの）をスポットした。これを高温の密閉容器に入れ、３７℃
で約２時間放置した。基板を取り出し、ＳＳＣで２回洗浄した後、ＩＲイメージング測定
を行った。測定条件は、ピクセルの数を１２０×１１１、ピクセルサイズを２５μｍ×２
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、分解能を３２ｃｍ

− １

、スキャンの回数

を１６回とした。
（２）結果
結果を図１６に示す。図１６（ａ）は、１１０５−１０７５ｃｍ
ｌｓｅ
１

Ｃｏｌｏｒ

のケミマップ（３Ｄ

− １

のケミマップ（Ｆａ

Ｉｍａｇｅ）を表し、図１６（ｂ）は、１１０５−１０７５ｃｍ
ｓｕｒｆａｃｅ

−

Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ）を表している。また、

図中Ａは、０．４ｍＭ（２本鎖ＤＮＡあたり）の２本鎖ＤＮＡ（２０ｍｅｒ−５０ｍｅｒ
）を表し、Ｂは０．４ｍＭ（１本鎖ＤＮＡあたり）の１本鎖ＤＮＡを表している。この測
定結果より、固定化・洗浄後の２本鎖ＤＮＡの検出が可能であることが分かった。１本鎖
ＤＮＡについては、２スポットの内一方は検出でき、もう一方は検出できなかった。

10

【００６２】
実施例１１
［アミド結合数の異なるタンパク質の顕微ＦＴ−ＩＲによる観察］
（１）方法
まず、前処理として金基板をピランハ溶液で処理した（５分間、２回）。次いで、マイク
ロアレイヤーを用いて、測定サンプルを基板上にスポットした（Ｃａｒｔｅｓｉａｎ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社、ＰｉｘＳｙｓ

ＰＳ５０００

（Ｐｉｎ

Ｔ

方式）。測定サン

プルとしては、ＲＮアーゼＳタンパク質、ＢＳＡ、Ａｖｉｄｉｎｅのそれぞれ１．５ｐｍ
ｏｌを用いた。これらのサンプルの分子内タンパク質アミド結合の数は、順に１０３、６
０６、１２８であり、ＢＳＡが最も多くＲＮアーゼＳタンパク質とＡｖｉｄｉｎｅが同程

20

度である。そして、基板を真空乾燥し、顕微ＦＴ−ＩＲ測定を行った。測定条件は、ピク
セルサイズを２５μｍ×２５μｍ、分解能を１６ｃｍ

− １

、スキャンの回数を１６回、測

定モードを反射イメージングモードとした。そして、アミド結合に由来する１７００〜１
５００ｃｍ

− １

のデータを抽出し、イメージング画像として処理した。

（２）結果
測定結果より得られたイメージング画像を図１７に示す。図１７（ａ）は２次元イメージ
ング画像を表し、図１７（ｂ）は、３次元イメージング画像を表している。また、両図中
ＡはＲＮアーゼＳタンパク質を、ＢはＢＳＡを、ＣはＡｖｉｄｉｎｅを表している。分子
内アミド結合の数の多いＢＳＡがその数の少ないＲＮアーゼＳタンパク質やＡｖｉｄｉｎ
ｅより吸収が大きくなっている。これによって、アミド結合数の差を赤外吸収強度に差と

30

して捉えることができたことが分かる。
【００６３】
実施例１２
［ＦＴ−ＩＲＲＡＳ測定によるＣＥＡ−ＡｎｔｉＣＥＡ

Ａｎｔｉｂｏｄｙ相互作用の検

出］
（１）方法
金基板をピランハ溶液で処理した（５分間、２回）。この基板をシャーレに置き、１ｍＭ
ｄｉｔｈｉｏｄｉｐｒｏｐｉｏｎｉｃ

ａｃｉｄを添加し、室温で溶液を２０時間攪拌

した。次いで、これをエタノール中で５分間超音波照射した。この基板を蒸留水で洗浄後
、１００ｍｇ／ｍｌ

ＥＤＣａｑ．と１００ｍｇ／ｍｌ

温で１０時間攪拌した。次に、１ｍＭ

ＨＥＰＥＳ

浄後、０．１ｍｇ／ｍｌの抗ＣＥＡ抗体１ｍＭ

ＮＨＳａｑ．を等量混合し、室

ｂｕｆｆｅｒ

ＨＥＰＥＳ

40

（ｐＨ８．０）で洗

ｂｕｆｆｅｒ

溶液を基板

にのせて、室温で３時間反応させた。次いで、基板を蒸留水中で１時間洗浄後、１ｍＭの
３−Ａｍｉｎｏｐｒｏｐａｎｏｌ

を加え、室温で３０分攪拌した。次いで、基板を蒸留

水で洗浄後、真空デシケーターで１時間乾燥させ、ＦＴ−ＩＲ測定を行った。次いで、１
ｍｇ／ｍｌのＣＥＡ

ＰＢＳ

ｂｕｆｆｅｒ（ｐＨ７．４）溶液を基板に添加し、室温で

３時間静置した。次いで、基板を純水中で１０分間洗浄後、真空デシケーターで１時間乾
燥させ、ＦＴ−ＩＲＲＡＳ測定を行った。
（２）結果
測定結果を図１８に示す。両スペクトルの１６００ｃｍ

− １

付近にある鋭いピークはアミ
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ド基由来のものを表し、ＣＥＡのスペクトルの３３００ｃｍ

− １

付近にあるピークは糖鎖

由来のものを表している。測定の結果、ＣＥＡを添加・洗浄後のスペクトルにおいてアミ
ド結合の吸収強度が若干上昇することが分かった。このように、ＣＥＡをノンラベル、二
次抗体の使用なしに検出することに成功した。また、この方法ではラベル化が必要でない
ため、ＣＥＡの情報について誤って検出するという問題がないという利点を有する。
【００６４】
実施例１３
［金基板への抗ＣＥＡ抗体の固定化］
（１）方法
金基板をピランハ処理した（５分間、２回）。ついで、この基板に１０ｍＭ
ｄｉｔｈｉｏｄｉｐｒｏｐｉｏｎｉｃ
ｅ

ａｃｉｄ

３，３

−

10

ｄｉｈｙｄｒｏｘｙｓｕｃｃｉｍｉｄ

ｅｓｔｅｒ／ＤＭＳＯ溶液を滴下し、２４時間静置した。その後、基板をＤＭＳＯ中

で超音波処理し、水洗し、スピンドライヤーで乾燥し、真空デシケーターで乾燥した。次
いで、０．１ｍｇ／ｍｌ抗ＣＥＡ抗体１０ｍＭ

ＨＥＰＥＳ

ｂｕｆｆｅｒ（ｐＨ８．０

）溶液を基板に滴下し、２４時間静置した。そして、基板を水洗し、スピンドライヤーで
乾燥し、真空デシケーターで乾燥した。そして、基板をＦＴ−ＩＲＲＡＳ測定した。
（２）結果
測定結果を図１９に示す。抗ＣＥＡ抗体のアミド結合に由来する吸収スペクトルを検出す
ることができた。
【００６５】
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【発明の効果】
以上に詳細に説明したように、本発明による分光法を利用して分子アレイにより検体を分
析する方法は、次のような種々の優れた利点を有する。即ち、１）検出感度が高いので、
極めて微量である多数の検体を一度に分析できる、２）原理的にラベル化操作を必要とせ
ず、もしラベル化を行うなら、さらに高感度化が期待できる、３）ラベル化操作を必要と
しないため、全体の測定手続きが大幅に簡素化される、４）検体はラベル化による化学修
飾を受けないため、検体分子が本来有する特性・機能を誤りなく評価できる、５）検体の
分子種（核酸、タンパク質、糖質、脂質、人工合成分子等）を問わず全く同一の観測手段
（例えば、顕微フーリエ変換赤外分光法）によってあらゆる分子アレイを観測できる、６
）分光法による測定技術の上では、反射法と透過法の両法が適用できるため、アレイの基

30

板には金属及びガラス、セラミックス、フッ化カルシウム等の多様な素材が利用可能であ
り、プローブ分子を基板に固定する手法について極めて多様な選択が可能である、７）検
体分子についての定量性も優れている。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の検体の分析方法に係り、リンカーを介して生体物質を基板上に
固定化する方法の一例を示す図である。
【図２】図２は、本発明の検体の分析方法に係り、リンカーを介して生体物質を基板上に
固定化し、それと共にマスキング剤を基板上に固定化する方法の一例を示す図である。
【図３】図３は、本発明の検体の分析方法に係り、リンカーを介して生体物質を基板上に
固定化し、それと共にマスキング剤を基板上に固定化する方法の図２と同様の一例を示す
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図である。
【図４】図４は、本発明の検体の分析方法に係り、リンカーを介して生体物質を基板上に
固定化し、それと共にマスキング剤を基板上に固定化する方法のもう一つの例を示す図で
ある。
【図５】図５は、ＤＮＡマイクロアレイの顕微フーリエ変換赤外分区測定装置により、２
本鎖ＤＮＡである仔牛胸腺ＤＮＡのリン酸エステル基の１０８６

ｃｍ

− １

の赤外吸収の

強度を二次元に画像化したものである。
【図６】図６は、顕微フーリエ変換赤外分光法により、ＤＮＡマイクロアレイの基板上の
１６００

個の仔牛胸腺ＤＮＡ（３０

ものである。

ｐｍｏｌ）のスポットが画像化できたことを示す
50
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【図７】図７は、金蒸着ガラスプレートを用いたＤＮＡチップを用いて顕微フーリエ変換
赤外分光法で画像化することによりＳＮＰ解析が可能であることを示すものである。
【図８】図８は、ペプチドチップを顕微フーリエ変換赤外分光測定装置により画像化した
ものである。
【図９】図９は、２次構造含有率の異なるタンパク質の顕微ＩＲ測定により、各蛋白質の
二次構造含有率の違いをＩＲスペクトルパターンの違いとして検出できたことを示すもの
である。
【図１０】図１０は、ＢＳＡを２．５、２．０、１．５、１．０、０．５、０（ｃｏｎｔ
ｒｏｌ）ｐｍｏｌそれぞれスポットし、顕微ＦＴ−ＩＲによる測定を行った時の、アミド
結合の特性吸収である１７００−１５００ｃｍ

− １

のケミマップを示す。

10

【図１１】図１１は、ＢＳＡサンプルの１０スポットの平均吸光度をサンプル量に対して
プロットした結果を示す。
【図１２】図１２は、顕微ＩＲ法による金基板上でのＤＮＡ検出の状態を示す。
【図１３】図１３は、顕微ＩＲ法によるＤＮＡの濃度変化の状態を示す。
【図１４】図１４は、サンプルのＤＮＡ濃度と平均吸光度との関係を示す。
【図１５】図１５は、１本鎖ＤＮＡと２本鎖ＤＮＡの顕微ＦＴ−ＩＲによる測定を行った
時の、リン酸エステルの特性吸収である１１０５−１０７５ｃｍ

− １

のケミマップを示す

。
【図１６】図１６は、固定化ＤＮＡの検出の状態を示す１１０５−１０７５ｃｍ

− １

のケ

ミマップである。
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【図１７】図１７は、アミド結合数の異なるタンパク質を顕微ＦＴ−ＩＲにより測定した
時の、アミド結合の特性吸収である１７００−１５００ｃｍ

− １

のケミマップを示す。

【図１８】図１８は、ＦＴ−ＩＲＲＡＳ測定による抗ＣＥＡ抗体とＣＥＡ添加後の抗ＣＥ
Ａ抗体のスペクトルを示す。
【図１９】図１９は、抗ＣＥＡ抗体のＦＴ−ＩＲＲＡＳ測定によるスペクトルを示す。
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