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はじめに
®
パーキンエルマーのDELFIAシステムに応用されている時間分解蛍光法Time-Resolved
Fluorescence(TRF)は、ハイスループットスクリーニング(HTS)の実験室では既に認めら
れ確立された手法です。それは、高感度でダイナミックレンジが広い測定法であるがゆえ
に、さまざまなアッセイデザインに応用できるためです。さらに、洗浄分離のアッセイ法で
すので、サンプルに由来するさまざまな影響を受けることがありませんので、二次スクリー
ニングには理想的な手法と言えます。

この技術は、非常に汎用性に優れています。96ウェルおよび384ウェルプレートに適して
おり、抗体等をコーティングしたプレートやフィルとレーションアッセイにも応用すること
が可能です。この応用範囲の広い、また自動化の容易な手法は、臨床スクリーニングおよび
臨床検査領域でも広く用いられています。また、特筆すべき点は多種類同時検出を可能にす
る点にあります。
高感度な時間分解蛍光法に基づくアッセイ構築のための標識方法は、非常に簡単です。標識
化合物は、その生理活性に影響を受けることなく、非常に高い比活性と安定性があります。
ここでは、標識方法を含めてDELFIAの技術を紹介します。

1. TRF技術の理論
1.1 ランタニドキレートの非常にユニークな特長
ここで紹介する技術は、ユニークな蛍光特性をもつランタニドキレートを利用することに基
づいています。このランタニドキレートに特長的な蛍光シグナルの寿命は非特異的なバック
グラウンド蛍光の寿命に比較して、数桁長くなっています。この特性により、バックグラウ
ンドがなくなったあとに、有意なシグナルを測定することを可能にしています（時間的分
離）。さらに、広いストークスシフト、すなわち励起波長とエミッション波長の差が大きい
こと、およびエミッションスペクトルでのピーク幅が狭いことにより、高いシグナル・ノイ
ズ比(SN比）を得ることができます。さらに、解離−増強理論、すなわちランタニドキレー
トが解離し、ミセル内部でランタニドが非常に高い蛍光強度をもつ新たなキレートを形成す
るという理論に基づいて感度は増加します。
キレート標識に最適なランタニド(Ln)は、ユーロピウム(Eu)、サマリウム(Sm)、テルビウム
(Tb)、ディスプロシウム(Dy)です。ユーロピウムイオンEu3+が主に用いられるランタニドで
す。固相法のイムノアッセイにおいける抗体の標識として特に頻繁に用いられてきました。
また、DNAプローブ標識の選択肢として、また細胞障害性試験においても用いられてきまし
た。サマリウムSm3+は二重標識を可能にする第二選択肢として、テルビウムTb3+、ディス
プロシウムDy3+はさらに三重、四重標識といったユニークなコンセプトを可能にしました。

すなわち、ランタニドのユニークな蛍光特性としては、以下の点が挙げられます。
•
•
•
•

長い蛍光寿命
大きなストークスシフト
鋭いエミッションピーク
高い蛍光強度
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ランタニドキレ−トの蛍光寿命は1,000,000ナノ秒(ns)
非特異的なバックグラウンドの蛍光寿命は10ns程度なので、ランタニドキレー
トサンプルの蛍光を測定する前に消光してしまいます。時間分解蛍光光度計ある
いはこの機能を備えたマルチラベルカウンターでは、340nmの励起光を1秒間
あたり1000回のパルスとして発光します。このフラッシュパルスの間に400
μsの待機後の400μs間のサンプルの蛍光を測定します。これにより短時間測
定の後には、非常に高感度で統計的に正確な結果が得られます（図1(a))。
ランタニドキレ−トは大きなストークスシフトを示します。
ユーロピウムのストークスシフトはおよそ300nmです。この励起ピークとエミ
ッションピークとの間に大きな開きがあることにより、バックグラウンドの蛍光
の影響を最小限に抑えられる波長領域で蛍光測定ができるということを意味しま
す。さらに、エミッションピークが非常にシャープであるために検出器には優れ
たセッティングが可能で、異なるランタニドキレートの識別を容易にすることが
できます（図1(b))。
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図1 ランタニドキレートのユニークな蛍光特性
(a)長い蛍光寿命、(b)広いストークスシフト

5

1.2 解離−増強(Dissociation Enhancement)の理論
多くのDELFIAアッセイでは、標識生体分子はそれだけでは無蛍光です。しかしながら、結
合反応を完了した後、増強試薬(Enhancement solution)あるいはDELFIAインデューサー
(DELFIA Inducer)（表1参照）を添加することにより蛍光特性を獲得します。この遊離した
Eu3+は、直ちに増強試薬あるいはDELFIAインデューサーに含まれるコンポーネントにより
防護的なミセル内部で高蛍光強度のキレートを形成します（図2参照）。ランタニドキレー
トの蛍光強度は、この増強技術により100万から1000万倍に増強されます。この増強反応
の速度は用いられるキレート、増強試薬、DELFIAインデューサーに、また攪拌したか否か
に依存します。

Eu

Enhancement
Solution pH<4

+

Eu
Fluorescence
measurement

Non-fluorescent

図2 解離-増強(Dissociation enhancement)理論

表1 様々なユーロピウムキレートに用いられる増強試薬あるいはDELFIAインデューサーの
適合性、最大蛍光強度の98%になるまでに必要な時間

キレート

DELFIA増強試薬
低速撹拌条件

N1

5 min

45 min

5 min

DTPA

30 min

180 min

5 min

30 min

W1024

45 min

120 min

5 min

30 min

W2014

45 min

120 min

5 min

30 min

静 置

DELFIAインデューサー
低速撹拌条件
静 置
30 min

多重標識アッセイにおいては、サマリウム、テルビウム、ディスプロシウムが標識キレート
の第二、第三、第四選択肢になります。第一標識のユーロピウムを解離するために用いた増
強試薬あるいはDELFIAインデューサーに加えて、ディスプロシウムとテルビウムのために
は、さらにDELFIAエンハンサー(DELFIA Enhancer)を添加する必要があります。ユーロピ
ウムとともにサマリウムを用いた二重標識アッセイの場合はDELFIAエンハンサーを用いる
必要はありません。増強試薬もDELFIAインデューサーもユーロピウム同様サマリウムも効
率的に解離-増強します。

1.3 DELFIAの応用領域
DELFIAは、非常に高感度なBF分離アッセイ法であり、創薬における一次スクリーニング、
二次スクリーニング、あるいは前臨床試験、さらに臨床検査、臨床におけるスクリーニング
あるいは臨床試験で利用されています。
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DELFIAのBF分離アッセイ法に加えて、BF分離の不要なホモジニアスな時間分解蛍光法もあ
ります。パーキンエルマーのLANCETMホモジニアスアッセイ法は、創薬研究における一次
スクリーニングに広く用いられています。

2. アプリケーション
2.1 概論
DELFIAは非常に多くのアプリケーションに応用されています。Eu, Sm, Tb標識試薬はタン
パク、ペプチドあるいはオリゴヌクレオチドを標識することが可能で、さまざまな固相法ア
ッセイに最適な標識化合物を作製することができます。マイクロプレートに結合・固相化さ
れた標識化合物と未結合の標識化合物は、DELFIA Platewashを用いて効率的に分離するこ
とができるようになります。標識化合物の結合画分は、パーキンエルマーのEnVisionTMマル
チプレートリーダーのような時間分解蛍光を測定できる測定装置で測定することが可能です
（セクション5に最適な検出装置について記載しています）。
DELFIAのアプリケーション例を表2に示しました。これらアプリケーションノートは弊社に
直接お問い合わせいただくか、下記ウェブサイトからダウンロードすることができます
(http://www.perkinelmer.co.jp/)。

表2 DELFIAのアプリケーション例
アプリケーション

詳細情報

(英文アプリケーション表題）

一般

Advice for setting up robust DELFIA binding assays
(1234-979)
Multiplexing DELFIA assays using lanthani
de-labelled probes (1234-9847)
DELFIA cell adhesion assays (1234-969)
Brochure DELFIA and LANCE reagents (1234-990)
DELFIA buffers guide (P10978)

キナ−ゼアッセイ

DELFIA protein kinase assays (1234-968)
Sensitive DELFIA Abl tyrosine kinase assay using
poly(Glu, Ala, Tyr) substrate (1234-9844)

リガンド受容体
バインディングアッセイ

The AcroWell plate: low fluorescence background
using the DELFIA system (1420-1000)

細胞障害性試験

A new simplified, gentle cell-labelling method for
non-radioactive cytotoxicity assays (1234-967)

ハイブリダイゼ−ション
アッセイ

Eu-labelled oligonucleotides are stable and sensitive
as probes and primers (1234-965)

イムノアッセイ

How to optimize rapid and simple immunoassays
(1234-976)
DELFIA assays bring convenience in monoclonal
antibody development (1234-966)

ファンクショナルアッセイ

A simple, more HTS-friendly DELFIA time-resolved
fluorescence assay for cAMP determination (1234-9859)
Time-resolved fluorescence-based GTP binding assay
for G-Protein coupled receptors (1234-9858)
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2.2 キナーゼアッセイ

OH

タンパク質リン酸化酵素は、ATPを消費し、基質上の
あるアミノ酸残基（チロシン、セリン、スレオニン）
をリン酸化します。受容体共役型情報伝達系において
は、リン酸化は重要なメッセンジャーとなります。リ
ン酸化反応は、放射性32Pの取り込みで測定するこ
とができます。しかし、放射性ヌクレオチドを用いる
と、安全性あるいは放射性廃棄物の問題を伴います。
時間分解蛍光法DELFIAを用いてさまざまな基質のリ
ン酸化レベルを高感度に検出するために、Eu-標識抗
リン酸化チロシン抗体、抗リン酸化スレオニン抗体、
抗リン酸化スレオニン-ブロリン抗体等を利用するこ
とができます。

Bio
Kinase
ATP
P

Bio
+ SA plate
+ Eu-Ab

P

Eu

Bio

例えば、チロシンキナーゼアッセイでは（図3参
照）、まずビオチン化基質を用いて最初に酵素反応を
行います。次に、反応液を希釈しストレプトアビジン
プレートに移し、ビオチン化基質をプレートに結合さ
せます。その後、Euビオチン化基質をプレートに結
合させます。その後、Eu標識抗体リン酸化基質をプ
レートに結合させます。その後、Eu標識抗リン酸化
チロシン抗体を添加し、リン酸化基質に結合させた
後、通常の解離-増強過程を経て検出します。

Enhancement

Eu

図3 DELFIAチロシンキナー
ゼの検出理論

2.3リガンド受容体バインディングアッセイ
DELFIAはさまざまなリガンド受容体バインディングアッセイに応用され、多くの成功を収
めています。たとえば、ガラニンバインディングアッセイでは、非フィルトレーション法と
して、ユーロピウム標識ガラニン、ガラニン受容体、ビオチン化WGA、ストレプトアビジン
コートプレートを用いています。このようなアッセイ法は、自動化が容易で384ウェルでも
行うことが可能であり、HTS領域での利用が期待できます。
モチリンアッセイも同様にストレプトアビジンコートプレートを用いる方法のほか、フィル
タープレートでも報告されています。これは、BF分離を行う有効な方法です。

2.4細胞増殖アッセイ
細胞機能の研究、特に増殖調節物質あるいは細胞毒性物質の研究において、細胞増殖は重要
なパラメーターとなります。細胞増殖を調べる方法として、顕微鏡観察、放射性前駆物質の
取り込み、発色性物質の取り込みあるいは増殖細胞のもつ代謝活性などが指標として用いら
れています。旧来、トリチウム標識のチミジンがDNAを標識するために用いられてきまし
た。DELFIA細胞増殖アッセイは同様なアプローチ、すなわち5-ブロモ-2'-デオキシウリジン
(BrdU)を標識体として用いています。
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ピリミジンアナログであるBrdUはチミジンに代わって新たなDNA合成に取り込まれ、Eu標
識モノクローナル抗体を用いて免疫化学的に検出されます。DELFIA細胞増殖アッセイで
は、DELFIA固定液で細胞を固定、DNAを変性させ、蛍光を発すべくDELFIAインデューサ
ーを添加します。その概要を図4に示します。実際のプロトコールは実験に用いる細胞株に
よって異なり、各実験系において反応時間を至適化する必要があります。

Cell culture (1-5- days, +37 C)

BrdU labelling (2-24 h, +37 C)
Remove labelling medium (suspension
cells have to be centrifuged)

Cell fixation and denaturation (30 min. RT)
Remove Fix Solution
Eu
Eu

Eu

Anti-BrdU-Eu incubation (30 - 120 min. RT)
Wash 4 times
Add DELFIA inducer and incubate 15 min.

Eu

Measure TF-fluorescence

図4. DELFIA細胞増殖アッセイ

9

2.5 細胞障害性アッセイ
DELFIA細胞障害性試験は、蛍光増強
能のあるキレート剤のアセトキシメチ
ルエステル体（BATDA)を標的細胞に
導入することを基礎そていてます。キ
レート剤は細胞膜をすばやく通過しま
す。細胞内ではエステル結合が加水分
解され、細胞膜を通過できない親水性
のキレート剤(TDA)になります。細胞
溶解によりキレート剤が放出されEu溶
液と反応することができます。その結
果、非常に強い傾向を示す安定なキレ
ート(EuTDA)を形成します。測定され
るシグナルは溶解細胞量に直接相関性
を示します。

細胞マーカーとしてのBATDAの利点

Target cells (T)

Effector cells (E)

T

E

T
+
TDA
Cytolysis
T

E

T

E

Identification of T TDA
as foreign by E
Aliquots of
Centrifugation
supernatant
Eu-solution
EuTDA

• 非放射性標識
• 速い標識体の細胞内蓄積
• 標識細胞の優れた回復
• 標識の速い解離
• 短い測定時間
• 安定した蛍光シグナル
（少なくとも5時間）

TDA

Pellet
of cells

MEASUREMENT 1 s/well

図5 DELFIA細胞障害性試験

2.6細胞接着アッセイ
DELFIAは細胞表面に発現した受容体を調べるための優れたアッセイ法です。Eu標識は細胞
機能を阻害しません。
ユーロピウムで細胞を標識し、時間分解蛍光法により検出することによって、容易に高感度
なさ細胞接着を検出することができます。細胞-マトリックス間の接着は、細胞のホーミン
グ、細胞の活性化、細胞浸潤（白血球）などに重要な役割を果たしています。In vitroでの細
胞-マトリックス間の接着実験には、フィブロネクチンをコートしたプレートなどを用いて行
われています。

2.7ハイブリダイゼーションアッセイ
遺伝子の突然変異やウィルスを検出する容易な方法としてEu標識オリゴヌクレオチドを用い
ることができます。DELFIAの技術を用いて、サンプルの内部標準として、あるいはアッセ
イのスループットをあげるために二重標識あるいは三重標識アッセイをセットアップするこ
とも可能です。固相としてのストレプトアビジンをコートしたDELFIAプレートは、電気泳
動などの面倒なサンプル調製を省くことを可能にします。
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2.8 イムノアッセイ
ランタニド標識の免疫試薬は非競合法（図6(a))および競合法（図6(b))による時間分解蛍光
法に応用することができます。各タイプのデザインはアナライト、抗体および必要とされる
感度およびダイナミックレンジに依存します。
一般的に非競合法サンドイッチ型アッセイでは、1ウェルあたり25〜100ngの標識抗体が
あれば十分ですが、実際には抗体の純度、親和性および要求されるシグナルの大きさに応じ
て至適化する必要があります。競合法では一般論を論じることはできませんが、至適化する
上で文献を参考にすることを推奨します。
バックグラウンドを低く抑えるために、20〜50mmol/L DTPAをアッセイバッファーに添
加することを推奨します。

6 a)

α

Incubation

β
Solid phase
anti-hTSH IgG

β

hTSH
molecule

–Eu

β

Eu-labelled
anti- hTSHIgG

–Eu

Enhancement
Solution

α

–Eu

–Eu

β

α
–Eu

α

Eu
Fluorescence
measurement

–Eu

6 b)
Incubation

Anti
Thyroxine Ig

Solid phase
anti-mouse IgG

Incubation
and washing
T4 in sample

–Eu

–Eu

Incubation

–Eu and washing

–Eu
Eu-labelled
Thyroxine

–Eu

–Eu

Enhancement
solution

+

Eu

Fluorescence
measurement

図6 イムノアッセイの例 (a)非競合サンドイッチタイプアッセイ (b)競合法
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しかしながら、ランタニドは多重標識に適して
います。それはエミッションピークが異なった
波長で非常に鋭く(Eu 3+; 613nm, Sm 3+;
643nm, Tb3+; 545nm, Dy3+; 572nm)（図
７参照）、また蛍光寿命がそれぞれ異なる（例
Eu3+; 730ms, Sm3+; 50ms)ためです。こ
の特性を利用して最大の感度で、最小限のクロ
ストークにすべく、測定条件を最適化すること
が可能となります。

Solid phase
anti-hAFP IgG

Eu3+

0
500

600
700
Emission wavelength (nm)

100

Sm3+

0
500

600
700
Emission wavelength (nm)

図7 ユーロピウムとサマリウムの
エミッションスペクトル(nm)

Eu-labelled
anti-hAFP IgG

hAFP
molecule

+

100
Relative fluorescence

１つのサンプル中の2種類以上のアナライトを
同時定量することが可能になると、時間の節約
ができるのみならず、必要サンプル量も少なく
てすみます。通常二重標識アッセイには放射性
アイソトープが用いられていますが、その代替
となる技術はTRFを除いて他にはありません。
従来の蛍光標識法は非常に高い量子収率を誇り
ますが、バックグラウンドの問題、あるいは幾
つかのエミッションのピークの分別が難しいな
ど、蛍光法は多重標識にはあまり適していませ
ん。

Relative fluorescence

2.9 多重標識（マルチアナライト）
アッセイ

+

–Eu

Incubation

–Eu

+

+
hCGß
molecule

Solid phase
anti-hCGß IgG

–Sm
Sm-labelled
anti-hCGß IgG

–S

m

Eu

–Eu

+

Enhancement
Solution

Fluorescence
measurement

Sm

–S

m

図8 ユーロピウムキレートとサマリウムキレートの併用による
サンドイッチタイプの二重標識イムノアッセイ例
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Sm標識の免疫試薬はEuに対する二次標識として利用することにより、二重標識アッセイに
用いるのに適しています。それは、同一の増強状態（増強試薬あるいはDELFIAインデュー
サー）を用いるのに適しています。それは、同一の増強状態（増強試薬あるいはDELFIAイ
ンデューサー）を利用することが可能であるためです。Eu3+はより高い蛍光強度が得られる
ため、二重標識実験における感度を必要としないアナライトを測定するための第二標識とし
てSm3+を利用します（図8参照）。Tb3+あるいはDy3+の検出にはDELFIAエンハンサーを添
加し、新たな蛍光キレートを形成する必要があります。
これら4種類のランタニドを利用することにより、これまで高価で時間を要する大変な多重標
識アッセイに新たな方法が拓けます。

3. ランタニドキレートによる標識
このセクションではランタニドキレート標識を実践する上での基本的な情報を記載します。
セクション3.2では、タンパクを標識する場合の詳細を記載します。
ランタニドキレートでの標識には多くの利点があります。非常にマイルドなカップリング反
応、全体として親水性であること、および相対的に負の電荷をもっているなどの特性ゆえ
に、親和性および免疫反応性を低下することなく、また非特異的結合を増加させることなく
比活性の高い標識を可能にしています。また、熱力学的に安定であるため標識タンパク質を
長期間保存することが可能です。さらに、標識手順は簡単で、長期間の研究に耐えるだけの
安定性を備えた標識化合物をえることができます。
容易に始めるためにはラベリングキット（1244-302/303)を用いることを推奨します。
ラベリングキットは典型的なIgGであれば0.2〜1mgを標識することができます。標識試薬
81244-301, AD0001, AD0005 and AD0009)はタンパク質やペプチドなどのより大
容量のものを標識するのに適しています。
ラベリングキットおよび標識試薬利用のメリット
• すぐに使える
• 標識手順が簡単
• 親水性のキレートである（有機溶媒を使う必要がない）
• マイルドでありながら効率のよい反応条件
• 免疫反応性および生理活性に対して影響が少ない
• 高い標識率
• 安定な標識
• 長期間安定な標識タンパク質が得られる
• 安全な試薬であり放射性廃棄物が出ない
パーキンエルマーは研究者が独自に標識するために必要な試薬等を提供するのみならず、ご
希望の標識サービスも行っています。実験室でのスケールに応じて、ランタニドキレートで
の生物学的化合物の標識およびマイクロプレートへのコーティングのサービスも行っていま
す。このサービスにより、目的の化合物（タンパク質、ペプチド、DNA, RNA, ハプテン、
細胞など）のEu3+, Sm3+, Tb3+あるいはDy3+のキレート標識体を入手することができます。
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3.1 標識可能な化合物は？
安定な化合物でアミノ基のあるものであれば、理論的にEu3+, Sm3+, Tb3+, Dy3+で標識をす
ることが可能です。標識タンパク質の分離法はその分子量により決定されます。標識タンパ
ク質と未反応ランタニドキレートの分離のために簡単なゲルろ過を用いるためには、タンパ
ク質あるいはペプチドの分子量は2,500以上が必要です（次のセクションで検討します）。
もし、より小さな分子を標識するのであれば、これに代わる分離法を見出す必要がありま
す。

3.1.1 タンパク質
抗体を標識する場合は、通常モノクローナル抗体IgG１分子あたり6〜12分子のランタニド
キレートの標識が、高感度で低バックグラウンドの結果の得られる最適な条件です。多くの
アッセイ系では低い標識率であっても十分な結果が得られます。ポリクローナル抗体の場
合、1分子あたり3〜5分子のキレート標識が適当です。IgG抗体1分子あたり20分子以上の
ランタニドキレートの標識は時としてアグリゲーションを起こし、バックグラウンドが高く
なります。これは特に保存後に発生します。低分子のタンパク質にはモノクローナル抗体よ
りも少ない標識率で標識するべきです。分子量が30,000〜70,000のタンパク質は1分子
あたり2〜6分子のキレートで、分子量が30,0000よりも小さなタンパク質あるいはペプチ
ドの場合は1〜3分子のキレートで標識します。

3.1.2 ペプチド
4から40アミノ酸からなるペプチドはDELFIA標識に適しています。ユーロピウム標識は、
タンパクの標識のセクションで述べた標準的な「溶液中での標識法」を用いて配列のどの位
置でも導入することができます。特に、アミノ末端、あるいはリジン、システインの残基に
標識します。
Wallacの標識サービスグループではペプチド合成、精製および標識において多くの経験を蓄
積しており、ユーザーのために専門知識を利用したいと考えています。Wallacの標識サービ
スグループはまたペプチド合成中に標識を導入するためのDELFIAペプチド合成ブロックを所
有しています。通常の標識ペプチドの提供は50μgから1mg程度です。また、場合により
10mg程度まで提供します。すべてのペプチドはHPLCで精製し、HPLC分析、ランタニド
測定および質量分析などのデータとともに提供します。受注後4週間程度で提供します。
DELFIA標識に加えて、おもにプロテアーゼに用いられるLANCEクエンチングアッセイ用ペ
プチドもユーザーの実験室で、あるいはWallac標識サービスで作製が可能です。クエンチン
グペプチドは14アミノ酸以下でなければなりません。LANCE用Eu標識をペプチドの片端
に、クエンチング分子を他端に標識します。これらのペプチドは無蛍光ですが、ひとたびプ
ロテアーゼがペプチドで分解されるとシグナルは1,000倍（シグナルバックグラウンド比で
1,000以上）にまでになります。

3.1.3 オリゴヌクレオチドDNA
ランタニド標識オリゴヌクレオチドは増幅したものの検出と定量に理想的なプローブとなり
ます。非常に高感度な多重標識が可能であることにより、マイクロプレートで行われるスク
リーニングアッセイに特に適しています。オリゴヌクレオチドは適切なアミノ酸とともに合
成し、その後にEu3+（あるいはSm3+, Tb3+, Dy3+）で標識します。あるいはプローブをビオ
チンで標識するという方法も一般的です。ビオチン化プローブはEu標識ストレプトアビジン
(1244-360)を用いて容易に検出することができます。
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3.1.4 その他の低分子化合物
低分子の生理活性物質（分子量1,000以下のハプテンなど）もタンパクやペプチドの標識に
用いられる標識用キレートで標識することができます。標識する分子（例：ステロイド、ア
ミノ酸、薬剤など）には、免疫反応などの生理活性に必須でないアミノ基あるいはカルボキ
シル基が必要です。もしそのような残基がない場合は、適切な誘導体を合成する必要があり
ます。例えば、イムノアッセイの場合、抗原の誘導体が標識に用いられます。これら化合物
は通常水溶性でなければなりません（これはキレートのタイプに依存します）でなければな
りません。標識済化合物は通常HPLC、ゲルろ過、逆相、あるいはイオン交換カラムクロマ
トグラフィーで精製され、それぞれのケースに応じて至適化する必要があります。標識した
い分子、ハプテンの標識の可能性については弊社に直接お問い合わせください。

3.2 標識の実際 −タンパク質を例にして−
このセクションではどのように標識を行うか、例を示して説明します。ここに記載するこの
一般的な標識法では、イソチオシアネート（ITC)型N1キレートを用いてタンパク質および
ペプチドを標識する方法です。より詳細な標識法は各キットあるいは試薬に付属する取り扱
い説明書に記載されています。ヨードアセトアミド、アミノおよびジクロロトリアジン型N1
あるいはDTPAキレートの特異的な標識法は、やはり各試薬に付属する取り扱い説明書に記
載されています。

3.2.1標識条件と標識収量
標識は標識するタンパク質の性質と濃度、標識反応の温度とpHおよび標識収量に依存しま
す。タンパク質はアミンおよびアジ化ナトリウムを含まない液に溶解されている必要があり
ます。また、タンパク質（BSAやゼラチンなど）が安定化剤として添加されていないことが
必要です。

標識収量に影響するいくつかの要因
• アミノ基の数、等電点、タンパク質の性質と濃度
• 標識反応バッファーの組成（pH, モル比など）
•試薬の組成
•反応時間
•温度
タンパク質を標識する推奨反応条件は、pH9〜9.3, +4℃オーバーナイト反応です。この反
応条件下で、ITC型N1キレート（1244-301, 1244-302, 1244-303, AD0001,
AD0005, AD0009)でタンパク質を標識する際に以下にように計算するのが妥当です。こ
れは等電点が4から7、リジンが50分子含まれている）という仮定に基づいています。
表3 pH9〜9.3, +4℃オーバーナイト反応でLn-N1 ITCキレートで
標識する場合のタンパク濃度の反応率に及ぼす影響
タンパク質濃度 (mg/mL)

キレートの反応率

5

20 %

2.5
1

10 %
4 %
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たとえば、タンパク質（等電点がおよそ6, 分子量が160,000）を5mg/mLの濃度でかつ上
記条件（pH、温度、反応時間）で反応をかける場合、モル比にしてタンパク質の40倍量の
キレートを用いることにより、タンパク質1分子あたりLn-N1キレート8分子の標識率が得ら
れます。
標識収量は個々のタンパク質ごと、アッセイごとに至適化する必要があります。特に、モノ
クローナル抗体は個別に考慮する必要があります。表4はDELFIAラベリングキット（1244302/303）を用い、その取り扱い説明書に従って標識した際、それぞれ異なったタンパク
の標識率の例を示しています。
表4 等電点がおよそ4〜7の異なった分子量のタンパク質をDELFIA
Eu/Sm標識キット(1244-302/303)を用いて標識した際に期待される標識率
タンパク質の分子量
160 000, モノクローナル抗体

期待される標識率
6 – 10

160 000, ポリクローナル抗体

2–6

100 000

4–7

50 000

1–4

30 000

1–3

40アミノ酸までのペプチドはタンパク質と同様ｎ標識しますが、ペプチド1分子あたりのキ
レートの割合がタンパク質の場合とは異なります。推奨されるペプチドあたりのキレートの
割合は、ペプチド濃度が5〜20mg/mLの場合は3〜6倍、ペプチド濃度が2.5〜5mg/mLの
場合5〜10倍、ペプチド濃度が1〜2.5mg/mLの場合は8〜30倍になります。ペプチドの種
類に依存しますが、最適なペプチドに標識するキレートの数はペプチド1分子あたりキレート
1分子から2分子です。

3.2.2必要な試薬、材料
Eu/Smラベリングキット（1244-302/303)は必要な試薬（Eu-あるいはSm-標準液、スタ
ビライザー、増強試薬、アッセイバッファー、濃縮洗浄液）がすべて用意されています。標
識試薬を用いる場合は必要な下記試薬を別途用意する必要があります。
• CR84-100 スタビライザー
• 1244-104 DELFIA増強試薬
• C500-100 DELFIAエンハンサー（テルビウムキレートで標識する場合）
• 標識バッファー
さらに、標識したタンパク質あるいはペプチドを精製するために、下記の材料を用意する必
要があります。
• クロマトグラフィーシステム一式
• 溶出バッファー
• カラム洗浄バッファー
• タンパク質濃度測定のための分光光度計
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3.2.3標識手順
標識は以下の手順で行います。
1.タンパク質の前処理

2.標識反応

3.未結合キレート除去による精製

標識手順のなかのステップ1とステップ3で単純なゲルろ過が必要になります。標識は前処理
をしたタンパク質と適当な標識を混合するという単純なピペッティング操作と+4℃でオーバ
ーナイトの反応をかけるだけです。
タンパク質の前処理
タンパク質あるいはペプチドが一級アミン-NH2 (Tris、アンモニウムイオン等）、スルフォ
ヒドリル基-SH（メルカプトエタノール等）、アジ化ナトリウム等を含有する場合は、これ
らの化合物が標識反応を阻害するため、前処理でこれらの化合物を除去しなければなりませ
ん。この除去操作には、ゲルろ過(GE Helthcare Bio-Sciences社のNAPあるいはPD-10
カラム等）、透析、あるいは逆相HPLC等が挙げられます。
タンパク質濃度が1mg/mL以下の場合、あるいは標識後の精製を容易にするために使用する
キレート量を少なくしたい場合、濃縮操作が必要になります。濃縮にはCentricon,
Centriprep等の濃縮装置が適当です。
また、ペプチドの濃度が1mg/mLの場合、濃縮するために減圧遠心装置を用いることができ
ます。
標識
標識試薬を用いるか、ラベリングキットを用いるかによって手順が若干異なります。
Eu-標識試薬（1244-301)、Eu-N1キレート（AD0001）、Sm-N1キレート
（AD0005）あるいはTb-N1キレート（AD0009）を用いる場合は、試薬をまず水に溶解
させます。標識に用いる試薬量はタンパク質および分子量から算出します。
EuあるいはSmラベリングキット（1244-302/303）を用いる場合は、前処理を施したタ
ンパク質を含むラベリングバッファー(100mmol/L Na2CO3, pH9.3）で標準試薬を直接
溶解します。標準可能な最大タンパク量はおよそ1mgです。
タンパク質と標識を緩やかに混ぜた後、+4℃でオーバーナイト反応させます。
注）標識試薬あるいはキットに添付されている個々の取り扱い説明書に従ってください。
標識済タンパク質の精製
標識済タンパク質と未反応のキレートの分離にはゲルろ過を行います。溶出液は50mmol/L
Tris-HCl (pH 7.8) 0.9%塩化ナトリウム0.05%アジ化ナトリウム（TSAバッファー）等の
Tris-HCl系バッファーを用います。分子量100,000以上のタンパク質にはSuperdex200
カラムあるいはSepharose 6B （例 1x30〜40cm）にSephadex G-50 （例 1x10
cm）を重層したカラムを用います。分子量が30,000から100,000のタンパク質には
Superdex 75あるいはSephadex G-50を用います。Sephadex G-50は分子量が8,000
から30,000のタンパク質にも適しています。
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ゲルろ過の溶出は280nmのUV吸収でモニターします。最初のピークに標識済タンパク質
が、2番目のピークに未反応キレートが溶出されます（図9）。

IgG
A280
Aggregated
IgG

Free Eu-chelate

Eluate volume

図9 標識IgGのSephadex G-50/Sepharose 6Bカラムから溶出パターン
矢印ではさまれた画分（IgG モノマー）を回収する。

0.5mg未満の非常に少量の抗体を標識する場合は、PD-10カラムを用いて平衡化済みのカ
ラムに反応液を添加し、0.5mLずつの画分を集めます。Euの最も高いカウントのある画分
を回収し、特性を調べます。
25アミノ酸残基以上のペプチドを未反応キレートから精製するためには、Sephadex G-25
あるいは逆相HPLCを用います。25アミノ酸残基未満のペプチドを未反応キレートあるいは
時として未標識のペプチドから精製するには、逆相HPLCを用います。標識ペプチドは0.02
〜0.1mol/L triethylammonium acetate (pH 7.5)の濃度勾配のあるアセトニトリルで溶
出します。溶出後の標識ペプチドのアセトニトリルは蒸発させます。pHを中性に保つため
に、アセトニトリルを蒸発させる前に1mol/L Tris-HCl (pH 8.5)を1mLあたり50μL添加
することをお勧めします。
表5 Eu-N1-ITC型キレートでタンパク質あるいはペプチドを標識した後の
精製に用いる推奨カラム
タンパク質
MW
100 kDa以上
Superdex 200
Sephadex G-50
/Sepharose 6B

タンパク質
MW
30-100 kDa

タンパク質
MW
15-30 kDa

タンパク質と
ペプチド
MW 2500-15 000

2500以下 (< 2.5kDa)

Superdex 75

Sephadex G-50

Sephadex G-25

逆相-HPLC

逆相-HPLC

Sephadex G-50
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ペプチド
MW

標識に用いるカラムは、それぞれのランタニド(Eu3+, Sm3+あるいはTb3+およびDy3+）専用
のものを用いてください。精製後、ゲルろ過カラムは10mmol/Lフタル酸バッファー（pH
4.1) 0.01%DTPAで洗浄してください。カラムをかける度ごとに、使用前日に高濃度の精
製度の高いBSA （例： 0.5mL, 7.5%BSA）をゲルろ過カラムに添加し、オーバーナイト
で平衡化することを推奨します。逆相HPLCは上記フタル酸バッファーで洗浄することがで
きます。

3.2.4 標識タンパク質のキャラクタリゼーション
Eu3+, Sm3+あるいはTb3+の濃度を決定するにあたり、一部を増強試薬で希釈（1:1,000〜
1:100,000）し、マイクロプレートに分注（200μL/well, in duplicate）後、蛍光強度
を測定します。標準液を増強試薬で1:100に希釈したものとシグナルを比較します。
各ランタニドのおよその濃度とシグナルの関係を以下に示します。これは96ウェルプレート
を用いて、ウェルあたり200μL分注した場合です。Tbのシグナルを得るためには、
DELFIAエンハンサー（C500-100）が必要です。
Eu3+：1 nmol/L Eu-シグナルは約1,000,000cps
Tb3+：1 nmol/L Tb-シグナルは約500,000cps
Sm3+：10 mmol/L Sm-シグナルは約100,000cps
タンパク濃度はLowryらの方法、あるいは280nmの吸収から計算する方法など適当な方法
で測定します。280nmの吸収から算出する場合は、キレートの吸収を補正する必要があり
ます。280NmでのN1-ITC型キレートのモル吸光係数は8,000です。粒子あるいはアグリ
ゲートを除くためには0.22μmの低タンパク結合のフィルターでろ過する必要があります。

3.2.5 標識化合物の保存
標識したタンパク質およびペプチドはキレート剤はるいはランタニドイオンと競合する金属
イオンを含まないバッファー中、高濃度で保存します。希釈した状態での保存はするべきで
はありません。多くの場合、0.1〜0.5%精製BSAを含む50mmol/L Tris-HCl, 0.9%NaCl
バッファーが保存中の安定性を確保します。保存はタンパク質あるいはペプチドの保存に最
適な温度で行います。標識タンパク質の保存を+4℃で行う場合は、0.05〜0.1%アジ化ナ
トリウム（NaN3）のような防腐剤（抗菌剤）を添加することを推奨します。DELFIAアッセ
イバッファー(1244-106, 1244-111, 4002-0010）やリン酸バッファー（セクション
4参照）は、標識タンパク質やペプチドの保存には適しません。もし保存中にアッセイのバ
ックグラウンドがアグリゲーションにより増加した場合は、標識化合物を0.2μmフィルタ
ーでろ過する必要があります。

4．DELFIAアッセイのセットアップ
4.1 バッファーのタイプ
DELFIAアッセイで最善の結果を得るためにバッファーを至適化する必要があります。すぐ
に使えるいくつかのバッファーがカタログ品として入手できます。あるいは、以下のガイド
ラインにしたがって独自の組成のものを作製することもできます。
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4.1.1 アッセイバッファー
Trisを基本としたバッファーを用いることを推奨します。HEPESあるいはリン酸系バッフ
ァーはN1-キレートに用いることができますが、Trisバッファーと比較してシグナルが低下
する可能性があります。保存目的には、キレートの特性からリン酸バッファーは決して用い
るべきではありません。
非特異的結合を抑えるためにバッファーは牛血清アルブミン（BSA）のようなブロッキング
試薬を用いる必要があります。しかし、BSAには非常にさまざまなグレードのものがあり、
時としてバックグラウンドを高くする重金属を含んでいる場合があります。したがって、高
度に精製されたBSAを用いるか、あるいは代替として高いグレードのカゼイン、オブアルブ
ミンを用いることを推奨します。
Tween 20, Tween 40のような界面活性剤もプレートへの非特異的結合を抑えるのに有効
です。蛍光のバックグラウンドを低く抑え、高精度のアッセイにするために、低濃度のジエ
チルトリアミン五酢酸（DTPA)あるいはエチレンジアミン四酢酸（EDTA）を添加します。
ただし、過剰なキレート剤がアッセイバッファー中に存在すると、ランタニドに対して
DELFIA用キレートと競合し、アッセイを駄目にしてしまうことを忘れてはいけません。N1
キレートを用いたアッセイの場合、一般的に50μmol/Ｌ以下のキレート剤であれば使うこ
とができます。DELFIAアッセイに用いるアッセイバッファーの一例として、50mM TrisHCl, pH 7.5〜8, 0.9% NaCl, 0.2〜0.5%精製BSA, 0.01〜0.1% Tween (20 or 40),
20μM EDTAが挙げられます。

4.1.2 ハイブリダイゼーションバッファー
ハイブリダイゼーションアッセイには、さらに塩化ナトリウムを添加します。ハイブリダイ
ゼーションを成功させるために上記の標準アッセイバッファーを用いることができますが、
0.5〜1M塩化ナトリウムをさらに添加する必要があります。あるいは、吸着しやすいオリゴ
ヌクレオチドに対しては非特異的吸着を抑えるための試薬を添加します。この場合には、ポ
リアクリル酸（最高1mg/mLまで）あるいはポリビニルピロリドンPVP(0.05〜0.2%, 分
子量およそ360,000）を推奨します。

4.1.3 DELFIAでの洗浄液
DELFIAアッセイを高感度で行うために、自動プレートウォッシャーの利用を勧めます。こ
こでは、増強試薬を添加するまえに4回から6回の洗浄をします。洗浄中のランタニドの解離
を防ぐために、界面活性剤を含むTris-HCl (pH 7.5〜8）のような中性のバッファーを使う
ことを推奨します

4.2 プレートのタイプについて
DELFIAアッセイは、コーティングをしたプレートあるいはAcroWellTMフィルトレーション
プレートを用いるBF分離タイプのアッセイです。高感度で高精度のアッセイを行うために無
視することのできない点として、プレート自体、あるいは時としてプレートにコーティング
したウェル表面に存在する物質のバックグラウンド蛍光があります。
AcroWellフィルトレーションプレートは他のフィルタープレートにないほどバックグラウン
ド蛍光が低く、DELFIAアッセイ、特にDELFIAリガンド受容体バインディングアッセイ、
DELFIA GTPバインディングアッセイには最適です。このプレートは、透明なポリスチレン
のふたと薬剤耐性で生物学的な活性をもたないフィルタープレートで構成されています。
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固相法によるBF分離アッセイの場合、低蛍光バックグラウンドはプラスチック素材（通常は
ポリスチレン）、最適なウェル表面処理（通常はタンパク高吸着用処理）、高品質のコーテ
ィングなどの慎重な選択によって達成されます。
多くの未コーティングあるいはコーティング済みプレートの中で、DELFIAアッセイに最適
なプレートをカタログ品として入手できます。96ウェルおよび384ウェルフォーマットの
どちらにおいても、アッセイに最適なプラスチック用色素を用いています。

図10 DELFIAイエロープレートは低蛍光になるように製造されいます。

イエロープレートは、DELFIAアッセイにおいて蛍光バックグラウンドを低く抑えられる特
殊なプレートです。プレートのプラスチック素材の中にUVを吸収する素材が含まれているた
めにバックグラウンドを抑え、感度を上げることが可能になります。イエロープレートのこ
のメリットは、ユーロピウムとともに、第二標識としてサマリウムあるいはテルビウムを用
いる多標識のDELFIAアッセイで特に有効です。
パーキンエルマーは、異なったフォーマットでDELFIAアッセイに最適な色素を用いたさま
ざまなコーティングプレートを推奨しています。
ストレプトアビジンプレート
ビオチン化化合物すべての結合に最適です。
抗GST抗体プレート
大腸菌でpGEXベクターから発現させたSchistosoma japonicum由来グルタチオン-S-トラ
ンスフェラーゼとのフュージョンタンパクを結合させるプレート。ヤギ由来の抗体を用いて
います。
抗マウス、ウサギ、ヒツジ抗体プレート
・抗マウス抗体は、ウサギ由来ですべてのマウスIgGサブクラス、IgA, IgMと結合します。
ヒト血清およびウシ胎児血清との交差反応性は0.1%未満です。
・抗ウサギ、ヒツジ抗体はヤギ由来です。
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5. DELFIAアッセイの測定
DELFIAアッセイの測定にはTRFオプションのついた最新のマルチラベルカウンターあるい
は専用測定装置を用いて測定します。

5.1 多用途測定装置
パーキンエルマーマルチラベルカウンターの最上位機種EnVisionTMは単標識ないし多重標識
DELFIAアッセイに対する今日のニーズに最も適している装置です。測定が速く、アプリケー
ション対応型であり、その他の非放射性標識のペトリ皿から384ウェルプレートに至るまで
の容器に対応しています。さまざまなモデルであり、スタッカーの有無の選択ができます。
その他として、FusionあるいはARVOシリーズ(日本以外ではVICTORシリーズという製品
名）も様々なモデルがあり、DELFIAに適しています。
超高速測定処理装置、ViewLuxTMウルトラHTSマイクロプレートイメージャーでは同一プレ
ートのすべてのサンプルを同時検出可能です。

5.2 旧モデル測定装置
ここで言及する測定装置はパーキンエルマーからはもはや提供していないものです。
1234DELFIA蛍光光度計は高精度でダイナミックレンジ5桁におよぶ卓上型の時間分解蛍光
光度計です。単一ないしはユーロピウムとサマリウムなど二重標識サンプルも高感度（ユー
ロピウムで10 17モル）の測定ができます。もちろん、第3のランタニド、テルビウムの単一
標識も測定可能です。ARVO（日本以外ではVICTORという製品名）も通常の透明あるいは
不透明なプレートを用いて全4ランタニドの測定が可能です。

5.3 自動化について
DELFIAの自動化にはさまざまなオプションがあります。EnVisionマルチラベルカウンター
や超高速ViewLuxマイクロプレートイメージャーはPlateTrakのようなロボットシステムに
容易に接続することができます。
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Germall is a restered trademark of Sutton laboratories, Inc.
NAP isa trademark of GE health care Life Sciences.
Superdex, Sephadex and Sepharose are trademarks of GE healthcare Bio-Sciences.
Centricon and Centripap are registered trademarks of Milipore Corp.
AcroWell is a trademark of Pall Corporation.
DELFIA, AutoDELFIA and MultiCalc are registered trademarks, and EnVision, Fusion, VICTOR,
ViwLux, MiniTrak, PlateTrak, Wallac and PerkinElmer are trademarks of PerkinElmer, Inc.
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