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(57)【要約】
　装置および方法を含む、分析を実行するシステム。こ
れらシステムは、特に、試料成分を液滴もしくは他の分
割物に分割することにより、試料成分を分割すること、
液滴内の成分を増幅もしくは他の様式で反応させること
、増幅された成分もしくは成分の特徴を検出すること、
および／またはその結果生成されたデータを解析するこ
とを含み得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料を解析するシステムであって、
　解析すべき試料の部分を含む液滴を生成するように構成された液滴生成器であって、前
記液滴は非混和性流体内に配置されて、試料乳濁液を形成する、液滴生成器と、
　流体流入口および流体流出口を有する加熱・冷却ステーションと、
　前記加熱・冷却ステーションから下流の検出ステーションと、
　前記加熱・冷却ステーションの前記流体流入口から前記流体流出口まで単一パス連続流
路を形成するチャネルと、
　前記チャネルを通して前記試料乳濁液を移動させるポンプと、
　前記チャネルを通して流体を輸送するようにプログラムされたコントローラと、
　前記検出ステーションにおいて収集されたデータを処理するように構成された解析器と
を備える、システム。
【請求項２】
　前記検出システムは、前記試料乳濁液が前記加熱・冷却システムを通過した後、前記試
料乳濁液内の標的の存在を検出するように配置される、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　液滴槽と、前記液滴生成器を前記槽に接続する第１の流体管と、前記槽を前記加熱・冷
却ステーションの前記流体流入口に接続する第２の流体管とをさらに備える、請求項１に
記載のシステム。
【請求項４】
　前記液滴生成器は、前記加熱・冷却ステーションを前記試料乳濁液内に含まれる試料か
らの汚染に曝さずに、前記加熱・冷却ステーションに１回使い切りで着脱可能に接続する
ように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記液滴生成器は、前記加熱・冷却ステーションの外部で前記試料乳濁液を生成するよ
うに構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記加熱・冷却ステーションは、液滴内に含まれる核酸標的に対してポリメラーゼ連鎖
反応を行うように構成された複数の加熱ゾーンを前記流路に沿って含む、請求項１に記載
のシステム。
【請求項７】
　前記加熱・冷却ステーションは、少なくとも１つの熱電冷却器を含む、請求項１に記載
のシステム。
【請求項８】
　前記コントローラは、前記検出ステーションから受信するデータに基づいて液滴サイズ
を変更するように前記液滴生成器を調整するようにプログラムされる、請求項１に記載の
システム。
【請求項９】
　前記コントローラは、前記検出ステーションから受信するデータに基づいて液滴生成前
に試料濃度を変更するようにプログラムされる、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記コントローラは、前記検出ステーションから受信するデータに基づいて、前記液滴
生成器内の液滴生成前に試料準備手順を変更するようにプログラムされる、請求項１に記
載のシステム。
【請求項１１】
　前記解析器は、試料部分を含む液滴の母集団からの前記標的を含む液滴の頻度に少なく
とも部分的に基づいて、前記試料内の標的分子の濃度を特定するようにプログラムされる
、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
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　前記液滴生成器は、試料槽と、油源と、油／試料交点、および乳濁液流出口とを含み、
前記乳濁液流出口は、前記加熱・冷却ステーションの受けポートと着脱可能に封止係合す
るように構成された遠位端部を有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記液滴生成器は、乳濁化を促進する少なくとも１つのピストンを有するカートリッジ
内に含まれる、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記液滴生成器は、チャネル網を通して試料乳濁液をポンピングする少なくとも１つの
ピストンを有するカートリッジ内に含まれる、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記チャネルは、前記加熱・冷却ステーションを通過する螺旋状毛管部分を含む、請求
項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記毛管部分は、前記液滴生成器により生成される液滴の直径とおおよそ等しい直径を
有する、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記毛管部分は、前記加熱・冷却ステーション内の変性ゾーン前にホットスタートゾー
ンを通過するホットスタートセグメントを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記加熱・冷却ステーションは、熱的コアと前記加熱・冷却ゾーンとの間で熱を伝達す
ることにより、前記加熱・冷却ゾーン内の温度を制御するように構成された熱電冷却器を
含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記螺旋毛管部分は、連続した循環にわたって長さが減少する螺旋経路を画定する、請
求項１５に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記加熱・冷却ステーションは、
　中心長手軸を定義するコアと、
　前記コアに取り付けられ、複数の温度領域を画定する複数のセグメントと、
　各温度領域をおおよそ所望の温度に維持するように構成された複数の加熱要素であって
、前記チャネルの部分は、前記温度領域を通して試料乳濁液を循環的に輸送するように構
成される、加熱要素と
を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記複数のセグメントは、複数の温度領域を画定する複数の内部セグメントと、前記内
部セグメントに取り付けられる複数の外部セグメントとを含み、前記チャネルの部分は前
記内部セグメントと前記外部セグメントとの間に配置される、請求項２０に記載のシステ
ム。
【請求項２２】
　チャネルの前記部分は、前記内部セグメントの周囲を包む流体管を含む、請求項２１に
記載のシステム。
【請求項２３】
　前記流体管は、前記内部セグメントの周囲に略螺旋状に包む前記内部セグメントの溝内
に配置される、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記液滴生成器は使い捨てカートリッジ内に含まれる、請求項１に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記カートリッジは、試料から核酸を抽出し、液滴を熱安定性試料乳濁液に形成するた
めの細胞溶解領域、分離領域、試薬混合領域、および液滴生成領域を含む、請求項２４に
記載のシステム。
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【請求項２６】
　前記チャネルは、試料乳濁液の連続フローを可能にする開放端部を有する、請求項１に
記載のシステム。
【請求項２７】
　前記液滴生成器は熱安定性試料乳濁液を生成可能である、請求項１に記載のシステム。
【請求項２８】
　試料解析システムであって、
　核酸標的を増幅するための反応混合物として準備される試料分割物をそれぞれ含む液滴
を含む複数の乳濁液を形成する少なくとも１つの液滴生成器と、
　前記乳濁液を保持するキャビティアレイを画定するプレートと、
　前記キャビティ内に配置された前記乳濁液を加熱して、液滴内の核酸増幅を誘導する加
熱・冷却装置と、
　前記乳濁液の無傷の液滴から信号を検出する検出組立体と、
　前記検出組立体と通信し、前記無傷の液滴から検出された信号に基づいて、核酸標的が
存在する場合、試料内の核酸標的の存在を推定するようにプログラムされたコントローラ
と
を備える、システム。
【請求項２９】
　前記液滴生成器は前記プレートに一体化される、請求項２８に記載のシステム。
【請求項３０】
　各キャビティは別個の液滴生成器により供給される、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　各キャビティは同じ液滴生成器により供給される、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記液滴生成器は前記プレートの部分ではない、請求項２８に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記液滴生成器は、少なくとも１つの油槽と、試料槽と、各槽から少なくとも１つのキ
ャビティまでの流路とを含む、請求項２８に記載のシステム。
【請求項３４】
　液滴生成を促進する圧力源をさらに備える、請求項２８に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記検出組立体は、液滴が前記キャビティ内に配置されている間、液滴から信号を検出
するように構成される、請求項２８に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記キャビティから前記検出組立体の検出場所まで液滴を移送するように構成される流
体移送装置をさらに備える、請求項２８に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記検出場所は前記プレートとは別個である、請求項３６に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記検出組立体は液滴を逐次検出するように構成される、請求項３６に記載のシステム
。
【請求項３９】
　前記検出組立体は液滴のバッチを撮像するように構成される、請求項３６に記載のシス
テム。
【請求項４０】
　前記検出組立体は、異なる乳濁液にそれぞれ対応する液滴バッチを逐次撮像するように
構成される、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記検出組立体は共焦点光学系を含む、請求項２８に記載のシステム。
【請求項４１】
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　各キャビティは前記プレートの壁により上下の境界が定められる、請求項２８に記載の
システム。
【請求項４２】
　各キャビティは前記プレートの透明壁により境界を定められ、前記透明壁を通してその
ようなキャビティ内の液滴を検出することが可能である、請求項２８に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記液滴生成器は、前記プレートの上から試料を装填できるように上方に開いた試料槽
を含む、請求項２８に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記キャビティはウェルであり、前記システムは、前記ウェルを封止する封止部材をさ
らに備える、請求項２８に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記液滴生成器は、前記液滴が逐次生成される１つまたは複数のオリフィスを含む、請
求項２８に記載のシステム。
【請求項４６】
　前記液滴生成器は、単分散する液滴を形成するように構成される、請求項２８に記載の
システム。
【請求項４７】
　前記コントローラは、核酸標的の増幅に関して陽性であると判断された液滴の割合に基
づいて、核酸標的の存在を推定するように構成される、請求項２８に記載のシステム。
【請求項４８】
　試料解析システムであって、
　油槽、試料槽、キャビティ、および試料を前記試料槽から受け取ると共に、キャリア流
体を前記油槽から受け取り、乳濁液として前記キャビティに流れる液滴を生成するチャネ
ル交点を含む液滴生成器と、
　前記液滴生成器を加熱して、前記キャビティ内の前記乳濁液の液滴内での核酸増幅を誘
導する加熱装置と
を備える、システム。
【請求項４９】
　前記液滴生成器および複数の他の液滴生成器を含むプレートをさらに備える、請求項４
８に記載のシステム。
【請求項５０】
　液滴生成を促進する圧力源をさらに備える、請求項４８に記載のシステム。
【請求項５１】
　前記圧力源は、前記液滴生成器との封止関係を形成するマニフォルドを含む、請求項５
０に記載のシステム。
【請求項５２】
　前記乳濁液の液滴から信号を検出する検出組立体をさらに備える、請求項４８に記載の
システム。
【請求項５３】
　前記検出組立体は、液滴が前記キャビティ内に配置されている間、液滴から信号を検出
するように構成される、請求項５２に記載のシステム。
【請求項５４】
　前記検出組立体は、前記液滴生成器が前記加熱装置に熱的に結合されている間、前記液
滴から信号を検出するように構成される、請求項５２に記載のシステム。
【請求項５５】
　前記検出組立体は液滴のバッチを撮像するように構成される、請求項５２に記載のシス
テム。
【請求項５６】
　前記検出組立体は共焦点光学系を含む、請求項５５に記載のシステム。
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【請求項５７】
　前記検出組立体と通信し、前記検出された信号に基づいて、前記試料内に核酸標的が存
在する場合、試料内の核酸標的の存在を推定するようにプログラムされたコントローラを
さらに備える、請求項５２に記載のシステム。
【請求項５８】
　前記加熱装置は、前記液滴生成器を受け取る温度制御チャンバを含む、請求項４８に記
載のシステム。
【請求項５９】
　前記加熱装置は、前記液滴生成器を熱的に循環させて、前記キャビティ内の前記乳濁液
の前記液滴内にＰＣＲ増幅を誘導する加熱・冷却装置である、請求項４８に記載のシステ
ム。
【請求項６０】
　前記キャビティは前記液滴生成器の壁により上下の境界が定められる、請求項４８に記
載のシステム。
【請求項６１】
　前記キャビティは、前記液滴生成器の透明壁により境界を定められ、前記透明壁を通し
て前記キャビティ内の液滴を検出することが可能である、請求項４８に記載のシステム。
【請求項６２】
　前記キャビティはウェルであり、前記システムは、前記ウェルを封止する封止部材をさ
らに備える、請求項４８に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［優先権出願の相互参照］
　本願は、米国特許法第１１９条（ｅ）、パリ条約による優先権、およびすべての他の適
用法に基づき、それらの下で以下の米国仮特許出願の利益を主張する。
　・２００８年９月２３日に出願された米国仮特許出願第６１／１９４０４３号明細書
　・２００９年２月５日に出願された米国仮特許出願第６１／２０６９７５号明細書
　・２００９年７月２１日に出願された米国仮特許出願第６１／２７１５３８号明細書
　・２００９年９月１日に出願された米国仮特許出願第６１／２７５７３１号明細書
　・発明者としてＫｅｖｉｎ　Ｄｅａｎ　Ｎｅｓｓ、Ｓａｍｕｅｌ　Ｂｕｒｄ、Ｂｅｎｊ
ａｍｉｎ　Ｊ．Ｈｉｎｄｓｏｎ、Ｄｏｎａｌｄ　Ａ．Ｍａｓｑｕｅｌｉｅｒ、およびＢｉ
ｌｌｙ　Ｗ．Ｃｏｌｓｔｏｎ，Ｊｒ．の名前が挙げられている、「ＣＡＲＴＲＩＤＧＥ　
ＷＩＴＨ　ＬＹＳＩＳ　ＣＨＡＭＢＥＲ　ＡＮＤ　ＤＲＯＰＬＥＴ　ＣＨＡＭＢＥＲ」と
題する２００９年９月２１日に出願された米国仮特許出願第６１／２７７２４９号明細書
　・発明者としてＫｅｖｉｎ　Ｄｅａｎ　Ｎｅｓｓ、Ｂｅｎｊａｍｉｎ　Ｊ．Ｈｉｎｄｓ
ｏｎ、Ｂｉｌｌｙ　Ｗ．Ｃｏｌｓｔｏｎ，Ｊｒ．、およびＤｏｎａｌｄ　Ａ．Ｍａｓｑｕ
ｅｌｉｅｒの名前が挙げられている、「ＤＲＯＰＬＥＴ　ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ　ＦＯＲ　
ＤＲＯＰＬＥＴ－ＢＡＳＥＤ　ＡＳＳＡＹＳ」と題する２００９年９月２１日に出願され
た米国仮特許出願第６１／２７７２０４号明細書
　・発明者としてＫｅｖｉｎ　Ｄｅａｎ　Ｎｅｓｓ、Ｄｏｎａｌｄ　Ａ．Ｍａｓｑｕｅｌ
ｉｅｒ、Ｂｉｌｌｙ　Ｗ．Ｃｏｌｓｔｏｎ，Ｊｒ．、およびＢｅｎｊａｍｉｎ　Ｊ．Ｈｉ
ｎｄｓｏｎの名前が挙げられている、「ＣＯＮＴＩＮＵＯＵＳ　ＦＬＯＷ　ＴＨＥＲＭＯ
ＣＹＣＬＥＲ」と題する２００９年９月２１日に出願された米国仮特許出願第６１／２７
７２００号明細書
　・発明者としてＤｏｎａｌｄ　Ａ．Ｍａｓｑｕｅｌｉｅｒ、Ｋｅｖｉｎ　Ｄｅａｎ　Ｎ
ｅｓｓ、Ｂｅｎｊａｍｉｎ　Ｊ．Ｈｉｎｄｓｏｎ、およびＢｉｌｌｙ　Ｗ．Ｃｏｌｓｔｏ
ｎ，　Ｊｒ．の名前が挙げられている、「ＤＥＴＥＣＴＩＯＮ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＦＯＲ
　ＤＲＯＰＬＥＴ－ＢＡＳＥＤ　ＡＳＳＡＹＳ」と題する２００９年９月２１日に出願さ
れた米国仮特許出願第６１／２７７２０３号明細書
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　・発明者としてＶｉｎｃｅｎｔ　Ｒｉｏｔ、Ｄｅｖｉｎ　Ｄｅａｎ　Ｎｅｓｓ、Ｂｉｌ
ｌｙ　Ｗ．Ｃｏｌｓｔｏｎ，Ｊｒ．、Ｂｅｎｊａｍｉｎ　Ｊ．Ｈｉｎｄｓｏｎ、Ｄｏｕｇ
ｌａｓ　Ｎ．Ｍｏｄｌｉｎ、およびＡｎｔｈｏｎｙ　Ｊ．Ｍａｋａｒｅｗｉｃｚ，Ｊｒ．
の名前が挙げられている、「ＱＵＡＮＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＤＲＯＰＬＥＴ－Ｂ
ＡＳＥＤ　ＡＳＳＡＹＳ」と題する２００９年９月２１日に出願された米国仮特許出願第
６１／２７７２１６号明細書
　・発明者としてＢｅｎｊａｍｉｎ　Ｊ．　Ｈｉｎｄｓｏｎ、Ｋｅｖｉｎ　Ｄｅａｎ　Ｎ
ｅｓｓ、Ｂｉｌｌｙ　Ｗ．Ｃｏｌｓｔｏｎ，Ｊｒ．、Ｆｒｅｄ　Ｐ．Ｍｉｌａｎｏｖｉｃ
ｈ、Ｄｏｎａｌｄ　Ａ．Ｍｏｄｌｉｎ、およびＡｎｔｈｏｎｙ　Ｊ．Ｍａｋａｒｅｗｉｃ
ｚ，Ｊｒ．の名前が挙げられている、「ＤＲＯＰＬＥＴ－ＢＡＳＥＤ　ＡＳＳＡＹ　ＳＹ
ＳＴＥＭ」と題する２００９年９月２２日に出願された米国仮特許出願第６１／２７７２
７０号明細書
　これら優先権出願は、あらゆる目的のためその全体が参照により本明細書に援用されて
いる。
【０００２】
［他の資料の相互参照］
　本願は、以下の資料をあらゆる目的のためその全体を参照により本明細書に援用する：
２００６年５月９日に出願された米国特許第７０４１４８１号明細書（特許文献１）およ
びＪｏｓｅｐｈ　Ｒ．Ｌａｋｏｗｉｃｚ、Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ｏｆ　Ｆｌｕｏｒｅｓ
ｃｅｎｃｅ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ（第２版、１９９９年）（非特許文献１）。
【背景技術】
【０００３】
［初めに］
　分析とは、試料内の成分の有無、量、活性、および／または他の性質もしくは特徴を特
定するための手順である。多くの場合、分析される試料は複雑であり、試料内の興味のあ
る成分－核酸、酵素、ウイルス、細菌等－は、試料のごく微量の成分であり、分析の結果
は迅速に求められ、かつ／または多くの試料に対する分析の結果が求められる。不都合な
ことに、デオキシリボ核酸（ＤＮＡ）等の核酸のポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）等の現
在の分析システムは、数ある欠点の中でも特に、遅く、試料の複雑性の影響を受けやすく
、かつ／または誤検出を報告しがちである。したがって、改良された分析システムが必要
である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第７０４１４８１号明細書
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｊｏｓｅｐｈ　Ｒ．Ｌａｋｏｗｉｃｚ、Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ｏｆ　
Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ（第２版、１９９９年）。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示は、装置および方法を含め、分析を実行するシステムを提供する。これらシステ
ムは、特に、試料を液滴もしくは他の分割物（ｐａｒｔｉｔｉｏｎ）に分割することによ
り、試料の成分を分離すること、液滴内の成分を増幅もしくは他の様式で反応させること
、増幅された成分もしくは増幅された成分の特徴を検出すること、および／またはその結
果生成されたデータを解析することを含み得る。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本開示の態様による液滴ベースの分析を使用する試料解析方法で実行し得る例示
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的なステップを列挙したフローチャートである。
【図２】機器と、機器に接続して、試料準備を提供するカートリッジであって、機器によ
り作動し制御されるカートリッジとを備える、本開示の態様による液滴ベースの分析を実
行するシステムの例示的な実施形態の斜視図である。
【図３Ａ】図２のシステムにより実行される例示的なプロセスシーケンスの概略図である
。
【図３Ｂ】図２の機器の概略図である。
【図４】事前準備された試料を利用するように設計された、本開示の態様による液滴ベー
スの分析を実行する機器の別の例示的な実施形態の斜視図である。
【図５】本開示の態様による液滴ベースの分析を使用する試料分析方法で実行し得る例示
的なステップを列挙したフローチャートである。
【図６】本開示の態様による液滴ベースの分析を実行する例示的なシステムのうちの選択
された部分の概略図である。
【図７】フローに基づいて増幅され、液滴が生成され、互いに分離された液滴を装填する
本開示の態様による例示的なシステムの概略図である。
【図８】液滴が液滴生成器および／または液滴格納場所から反応場所に輸送される、本開
示の態様による液滴ベースの分析を使用する試料分析方法で実行し得る例示的なステップ
を列挙したフローチャートである。
【図９】本開示の態様による図８の方法での液滴輸送ステップに含め得る例示的なステッ
プを列挙したフローチャートである。
【図１０】液滴が液滴生成器および／または液滴格納場所から反応場所に輸送される、本
開示の態様による液滴に基づいて分析を実行する例示的なシステムのうちの選択された部
分の概略図であり、水平矢印は、システムの構造部品間の液滴の移動を示す。
【図１１】液滴格納場所を反応場所に繋ぐ、本開示の態様による例示的な液滴輸送器の概
略図である。
【図１２】液滴生成および反応場所への液滴輸送が、液滴が格納されずに連続フローによ
り結び付けられた、本開示の態様による図１０のシステムの一例の概略図である。
【図１３】液滴生成および反応場所への液滴輸送が切断され、液滴が生成されてから、調
整可能かつ選択可能な時間期間にわたって液滴を格納し、それから、液滴処理のために反
応場所に装填することができる、本開示の態様による図１０のシステムの一例の概略図で
ある。
【図１４】システムが複数の別個の液滴パケットを並行して輸送し、反応させ、かつ／ま
たは検出可能なように、選択された要素が複製された、一般に図１３のシステムに関する
本開示の態様によるシステムの一例の概略図である。
【図１５】液滴生成と反応場所への液滴輸送と切り離され、システムが選択された液滴パ
ケットを乳濁液アレイから反応場所に輸送するオートサンプラを利用する、本開示の態様
による図１０のシステムの別の例の概略図である。
【図１６】オートサンプラが液滴パケットを乳濁液アレイから逐次取り出し、少なくとも
１つのスペーサ流体で互いに隔てる、本開示の態様による図１５のシステムのうちの選択
された部分の断片図である。
【図１７】液滴生成と反応場所への液滴装填との多段階切り離しが可能であり、システム
が、（ａ）乳濁液アレイの部分として液滴パケットの格納を提供し、次に、（ｂ）中間格
納場所への格納を提供してから、パケットを反応場所に導入する、本開示の態様による図
１０のシステム一例の概略断片図である。
【図１８】液滴生成と反応場所への液滴装填との多段階切り離しが可能であり、システム
が図１７のシステムに関連するが、任意の順序にアクセス可能な複数の分離された中間格
納場所を含む、本開示の態様による図１０のシステムの別の例の概略断面図である。
【図１９】静止流体内に配置されている間に増幅の条件が付与される液滴を使用する、本
開示の態様による試料分析方法で実行し得る例示的なステップを列挙したフローチャート
である。
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【図２０】乳濁液アレイの並行（バッチ）増幅を使用する、本開示の態様による試料分析
方法で実行し得る例示的なステップを列挙したフローチャートである。
【図２１】本開示の態様による図２０の方法を実行する例示的なシステムのうちの選択さ
れた部分の概略図である。
【図２２】本開示の態様による、液滴生成器アレイが備えられた例示的な装置の図である
。
【図２３】液滴生成器のサブセットを示す、概して図２２の「２３」で示される領域の図
２２の装置の断片図である。
【図２４】圧力を加えることにより、液滴がどのようにして生成され液滴槽に移されるか
を示す、図２３の液滴生成器のうちの１つの概略図である。
【図２５】圧力を液滴生成器に加えて、液滴生成を促進する例示的な圧力マニフォルドが
装置に組み付けられた、概して図２３の線２５－２５に沿って切り取られた本開示の態様
による図２２の装置の断面図である。
【図２６】図２５と同様に切り取られているが、圧力マニフォルドが、装置のウェルを封
止して、熱循環を可能にする例示的な封止部材で置換された、本開示の態様による図２２
の装置の断面図である。
【図２７】本開示の態様による、液滴生成器アレイを組み込んだ別の例示的な装置の断片
図である。
【図２８】液滴生成後の図２７の装置の液滴生成器の底面図である。
【図２９】液滴を装置の下からどのように撮像し得るかを示す、概して図２８の線２９－
２９に沿って切り取られた図２８の液滴生成器の断面図である。
【図３０】本開示の態様による、液滴生成器アレイを組み込んださらに別の例示的な装置
の断片図である。
【図３１】液滴生成後の図３０の装置の液滴生成器の底面図である。
【図３２】液滴を装置の下からどのように撮像し得るかを示す、概して図３１の線３２－
３２に沿って切り取られた図３１の液滴生成器の概略図である。
【図３３】本開示の態様による、プレートにより保持された乳濁液アレイをバッチで検出
する例示的な撮像システムの図である。
【図３４】概して図３３の線３４－３４に沿い、プレートのウェルに沿って切り取られた
図３３のプレートの断面図である。
【図３５】本開示の態様による、スライドにより保持された乳濁液の画像を検出する例示
的な撮像システムの図である。
【図３６】概して図３５の線３６－３６に沿って切り取られた図３５の撮像システムのス
ライドを通る断面図である。
【図３７】液滴撮像のため、検出前に液滴が装填されるバイアルを含む、本開示の態様に
よる例示的な撮像システムの分解組立図である。
【図３８】乳濁液を保持したプレートからのフローで乳濁液の液滴を検出チャンバに輸送
することにより、増幅された乳濁液を撮像する、本開示の態様による例示的なシステムの
概略図である。
【図３９】乳濁液を保持したプレートからのフローで乳濁液の液滴を複数の検出チャンバ
に輸送することにより、増幅された乳濁液を撮像する、本開示の態様による例示的なシス
テムの概略図である。
【図４０】乳濁液アレイから検出チャネルに液滴を輸送する、本開示の態様による例示的
なシステムの概略図である。
【図４１】ＤＮＡ増幅システムの使い捨てカートリッジ内またはその使い捨てカートリッ
ジと併せて実行し得る、本開示の態様によるＤＮＡ増幅方法のステップを示すフローチャ
ートである。
【図４２】本開示の態様による使い捨て試料準備カートリッジおよびカートリッジの様々
な構成要素間の適した流体接続を示す概略図である。
【図４３】図４１の試料準備ステップのうちのいくつかまたはすべての実行に適した例示
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的な使い捨てカートリッジの内部の等角投影図である。
【図４４】図４１の試料準備ステップのうちのいくつかまたはすべての実行に適した例示
的な使い捨てカートリッジの内部の側面図である。
【図４５】図４１の試料準備ステップのうちのいくつかまたはすべての実行に適した例示
的な使い捨てカートリッジの内部の上面図である。
【図４６】使い捨てカートリッジの様々なチャンバ間での流体の移動を制御するのに適し
た、本開示の態様による２チャンバ液圧機構の概略図である。
【図４７】図４６の２チャンバ機構と同様であり、使い捨てカートリッジの様々なチャン
バ間での流体の移動を制御するのに適した、本開示の態様による３チャンバ液圧機構の概
略図である。
【図４８Ａ】使い捨てカートリッジの様々なチャンバ間での流体の移動を制御するのに適
した例示的な様々な液滴生成器の上面図である。
【図４８Ｂ】使い捨てカートリッジの様々なチャンバ間での流体の移動を制御するのに適
した例示的な様々な液滴生成器の上面図である。
【図４８Ｃ】使い捨てカートリッジの様々なチャンバ間での流体の移動を制御するのに適
した例示的な様々な液滴生成器の上面図である。
【図４８Ｄ】使い捨てカートリッジの様々なチャンバ間での流体の移動を制御するのに適
した例示的な様々な液滴生成器の上面図である。
【図４８Ｅ】使い捨てカートリッジの様々なチャンバ間での流体の移動を制御するのに適
した例示的な様々な液滴生成器の上面図である。
【図４８Ｆ】使い捨てカートリッジの様々なチャンバ間での流体の移動を制御するのに適
した例示的な様々な液滴生成器の上面図である。
【図４９】本開示の態様による、別の使い捨て試料準備カートリッジおよびカートリッジ
の様々な構成要素間の適した流体接続を示す概略図である。
【図５０】本開示の態様による、さらに別の使い捨て試料準備カートリッジ（左）、相補
的なＰＣＲ機器（右）、およびカートリッジおよび機器の様々な構成要素間での適した流
体接続を示す概略図である。
【図５１】本開示の態様による、さらに別の使い捨て試料準備カートリッジ（左）、相補
的なＰＣＲ機器の部分（右）、およびカートリッジおよび機器の様々な構成要素間の適し
た流体接続を示す概略図である。
【図５２】本開示の態様によるさらに別の使い捨て試料準備カートリッジの等角投影図で
ある。
【図５３】図５２のカートリッジの底面図である。
【図５４】本開示の態様による例示的な液滴生成システムの概略図である。
【図５５】本開示の態様による例示的な液滴生成器の一部分の等角投影図である。
【図５６】本開示の態様による別の例示的な液滴生成器の一部分の等角投影図である。
【図５７】本開示の態様による別の液滴生成器の内部を示す側面断面図である。
【図５８】本開示の態様による別の例示的な液滴生成器の内部を示す側面断面図である。
【図５９】液滴出力部から分解された試料包含部を示す、本開示の態様による別の例示的
な液滴生成器の内部を示す側面断面図である。
【図６０】一緒に組み立てられた図５９の試料包含部および液滴出力部を示す側面断面図
である。
【図６１】本開示の態様による、液滴生成器および流体槽を含む液滴生成システムの側面
断面図である。
【図６２】図６１の液滴生成システムの遠位部の拡大側面断面図である。
【図６３】本開示の態様による別の液滴生成システムの遠位部の側面断面図である。
【図６４】本開示の態様によるさらに別の液滴生成システムの遠位部の側面断面図である
。
【図６５】本開示の態様によるさらに別の液滴生成システムの側面断面図である。
【図６６】本開示の態様によるさらに別の液滴生成システムの側面断面図である。
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【図６７】本開示の態様によるさらに別の液滴生成システムの側面断面図である。
【図６８】本開示の態様によるさらに別の液滴生成システムの側面断面図である。
【図６９】本開示の態様による様々なクロス型液滴生成器間の関係を示す４つの異なる液
滴生成器の等角投影図である。
【図７０】本開示の態様による別の液滴生成システムの側面断面図である。
【図７１】本開示の態様によるさらに別の液滴生成システムの側面断面図である。
【図７２】試料／試薬流体混合物を熱循環させてＰＣＲを促進する方法を示すフローチャ
ートである。
【図７３】本開示の態様による例示的な熱循環機の分解組立等角投影図である。
【図７４】図７３の熱循環機の中央部の分解されていない等角投影図である。
【図７５】本開示の態様による、比較的小さな外径の流体管に適する、図７３の組み立て
られた熱循環機の拡大部分を示す等角投影図である。
【図７６】本開示の態様による、比較的大きな外径の流体管に適する、組み立てられた熱
循環機の代替の実施形態の拡大部分を示す等角投影図である。
【図７７】外部が取り付けられていない図７３の熱循環機の上面図である。
【図７８】線Ｃが熱循環機の中心を中心として時計回りに１回転して掃引した際の、概し
て図７７の線Ｃに沿って切り取られた、コアおよび他の構成要素の相対的な配置を示す、
図７３の熱循環機の概略断面図である。
【図７９】図７５の熱循環機の中心部分の拡大等角投影図である。
【図８０】図７３の熱循環機の２つの内部間の界面付近の平均流体速度の関数として測定
された温度と弧の長さとの関係のグラフである。
【図８１】本開示の態様による、任意の「ホットスタート」領域を有する熱循環機の中心
部分の等角投影図である。
【図８２】本開示の態様による、熱循環機の代替の実施形態の概略断面図である。
【図８３】本開示の態様による、熱循環機の代替の実施形態の概略断面図である。
【図８４】本開示の態様による、熱循環機の代替の実施形態の概略断面図である。
【図８５】本開示の態様による、熱循環機の代替の実施形態の概略断面図である。
【図８６】本開示の態様による、熱循環機の代替の実施形態の概略断面図である。
【図８７】本開示の態様による、熱循環機の代替の実施形態の概略断面図である。
【図８８】本開示の態様による、熱循環機の代替の実施形態の概略断面図である。
【図８９】本開示の態様による、熱循環機の代替の実施形態の概略断面図である。
【図９０】本開示の態様による、関連付けられた加熱要素、冷却要素、および筐体要素を
有する熱循環機の分解組立等角投影図である。
【図９１】本開示の態様による、長さに沿ってサイズが変化する温度領域を有する例示的
な熱循環機の側面図である。
【図９２】本開示の態様による、長さに沿って数が変化する温度領域を有する例示的な熱
循環機の側面図である。
【図９３】試料を含有する液滴を照射し、続けて液滴が発する蛍光を検出する、本開示の
態様による光学検出システムの概略図である。
【図９４】標的を含有する液滴が発する蛍光と標的を含有しない液滴が発する蛍光との区
別を示す、図９３のシステム等の光学検出システムにより検出される蛍光の強度と時間と
の関係のグラフである。
【図９５】刺激照射が光ファイバを通して試料含有液滴に向けて伝播する、本開示の態様
による光学検出システムの概略図である。
【図９６】散乱照射および蛍光照射が光ファイバを通して液滴含有試料から離れて伝播す
る、本開示の態様による光学検出システムの概略図である。
【図９７】刺激照射が光ファイバを通して試料含有液滴に向けて伝播し、蛍光照射が光フ
ァイバを通して液滴から離れて伝播する、本開示の態様による光学検出システムの概略図
である。
【図９８】光ファイバが流体管の部分とどのように統合し得るかを示す、入射照射が流体
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チャネルを通って移動中の試料含有液滴と交差する交差領域を示す。
【図９９Ａ】１本の光ファイバをどのように使用して、入射照射および刺激蛍光の両方を
伝送し得るかを示す、入射照射が流体チャネルを通って移動中の試料含有液滴と交差する
別の交差領域を示す。
【図９９Ｂ】１本の光ファイバを通して入射照射および刺激蛍光の両方を伝送するように
構成されると共に、照射を１度に実質的に１つの液滴に／から伝播するようにも構成され
る別の交差領域を示す。
【図１００】入射照射が複数の別個の光線に分離する、本開示の態様による光学検出シス
テムの概略図である。
【図１０１】入射照射が、調整可能なミラーにより比較的広い交差領域に拡散する、本開
示の態様による光学検出システムの概略図である。
【図１０２】試料含有液滴を所望の距離だけ互いから隔てる、本開示の態様によるフロー
収束機構を示す。
【図１０３】試料含有液滴を所望の距離だけ互いから隔てる、本開示の態様による別のフ
ロー収束機構を示す。
【図１０４】流体チャネル直径を適宜選択することが、液滴の適切な離間にどのように役
立ち得るかを示す、本開示の態様による流体管の部分を示す。
【図１０５】本開示の態様によるバッチ蛍光検出システムを示す。
【図１０６】本開示の態様による、試料含有液滴から蛍光を検出する方法を示すフローチ
ャートである。
【図１０７】本開示の態様による、複数の試料含有液滴内の標的分子濃度を特定する方法
を示すフローチャートである。
【図１０８】検出された液滴の数が、蛍光強度の測定の関数としてグラフ化された例示的
な実験データを示すヒストグラムである。
【図１０９】図１０８での実験データ（実線）を、様々な近似次数を使用して数値的に再
現された蛍光分布（一点短鎖線）と比較するヒストグラムである。
【図１１０】様々な近似次数を使用して数値的に再現された図１０８の蛍光分布の最小二
乗平均誤差の値を示すヒストグラムである。
【図１１１】本開示の態様による、試料内の標的分子濃度を数値的に推定する方法を示す
フローチャートである。
【図１１２】液滴信号を表す一続きのピークを示すと共に、正増幅液滴および付増幅液滴
に対応して液滴信号を割り当てるための信号閾値を示す、本開示の態様による、液滴の流
れから時間に関して測定し得る蛍光信号の例示的なグラフである。
【図１１３】各範囲が発生する相対頻度が棒の高さで示される、本開示の態様により図１
１２の流れから測定し得る液滴信号強度の範囲の例示的なヒストグラムである。
【図１１４】制御装置および／または較正器を利用して核酸増幅の液滴ベースのテストを
実行する、本開示の態様による例示的なシステムの概略図である。
【図１１５】第１の染料を使用して核酸標的の増幅を検出し、第２の染料を使用するテス
ト中、システムのばらつきを制御する例示的な構成の、本開示の態様による図１１４のシ
ステムの選択された態様の概略図である。
【図１１６】第１の検出器チャネル内で増幅信号を検出し、第２の検出器チャネル内で受
動制御信号を検出できるようにするために、本開示の態様による図１１５のシステム構成
に含み得る例示的な試薬の概略図である。
【図１１７】図１１５のシステム構成を使用してシステムのばらつきを補正する、本開示
の態様による例示的な手法のフローチャートである。
【図１１８】第１の染料を使用して液滴セット内の核酸標的の増幅を検出し、かつ（ａ）
テスト前、テスト中、および／またはテスト後にシステムを較正するか、または（ｂ）別
の液滴セット内に第１の染料もしくは第２の染料を使用するテスト中にシステム態様のば
らつきを制御する例示的な構成での、本開示の態様による図１１４のシステムの選択され
た態様の概略図である。
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【図１１９】本開示の態様により、システム較正中および続けて実行される試料テスト中
に、図１１８のシステム較正のフローから時間の経過に伴って検出し得る蛍光信号の例示
的なグラフである。
【図１２０】図１１８のシステム構成を使用してテスト中に生じるシステムのばらつきを
補正する、本開示の態様による例示的な方法のフローチャートである。
【図１２１】同じ液滴内の一対の核酸標的の増幅をテストする例示的な構成での、本開示
の態様による図１１４のシステムの選択された態様の概略図である。
【図１２２】同じ液滴内の一対の核酸標的の増幅をテストする別の例示的な構成での、本
開示の態様による図１１４のシステムの選択された態様の概略図である。
【図１２３】核酸標的毎に異なる検出器チャネル（すなわち、異なる検出波長または波長
範囲）で増幅信号を検出できるようにするために、本開示の態様による図１２１および図
１２２のシステム構成に含め得る例示的な標的に固有の試薬の概略図である。
【図１２４】１つのチャネルが制御標的の振幅成功を検出し、それにより、増幅の阻害が
ないことを示す、異なる検出器チャネルを使用して、本開示の態様による図１２１および
図１２２のシステム構成のフローから時間の経過に伴って検出し得る蛍光信号の例示的な
一対のグラフである。
【図１２５】本開示の態様により、概して図１２４でのように検出される蛍光信号を有す
るが、制御信号が、増幅が阻害されることを示す一対の例示的なグラフである。
【図１２６】標的毎に異なる液滴セットを使用して一対の核酸標的の増幅をテストする例
示的な構成での、本開示の態様による図１１４のシステムの選択された態様の概略図であ
る。
【図１２７】各チャネルが別個の核酸標的の増幅を関しする、本開示の態様による図１２
６のシステム構成のフローから時間の経過に伴って検出し得る蛍光信号の一対の例示的な
グラフである。
【図１２８】本開示の態様による図１１４のシステムでの使用に適し得る蛍光染料の例示
的な吸収スペクトルおよび発光スペクトルを示す一対のグラフである。
【図１２９】本開示の態様による図１１４のシステムの例示的な実施形態での図１２８の
蛍光染料の例示的な使用を示す概略図である。
【図１３０】液滴テスト信号セットを処理して、より均一な信号強度にすることにより、
テスト内でシステムのばらつきを補正する、本開示の態様による例示的な手法のフローチ
ャートである。
【図１３１】液滴信号を提供する各信号ピークの幅に基づいて液滴信号を変換する、本開
示の態様による例示的な手法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本開示は、装置および方法を含め、分析を実行するシステムを提供する。これらシステ
ムは、特に、（Ａ）臨床試料または環境試料等の分析する試料を準備すること、（Ｂ）試
料を、約１つのみの成分（単一配列の核酸標的（ＤＮＡもしくはＲＮＡ）または関心のあ
る他の検体）をそれぞれ含む液滴または他の分割物に分割することにより、試料の成分を
分離すること、（Ｃ）液滴内の成分を増幅または他の様式で反応させること、（Ｄ）増幅
または反応した成分またはその特徴を検出すること、ならびに／あるいは（Ｅ）その結果
生成されたデータを解析することを含み得る。このようにして、複雑な試料を複数のより
単純でより解析し易い試料に変えることができ、それに付随して背景時間および分析時間
が短縮される。
【０００９】
　図１は、そのような液滴または分割物に基づく分析を実行する例示的なシステム５００
を示す。簡潔に言えば、このシステムは、試料準備５０２、液滴生成５０４、反応（例え
ば、増幅）５０６、検出５０８、およびデータ解析５１０を含み得る。システムは、デジ
タルＰＣＲ（ポリメラーゼ連鎖反応）解析の実行に利用し得る。より詳細には、試料準備
５０２は、臨床試料または環境試料等の試料を集めること、試料を処理して、関連した核
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酸を遊離させること、および核酸を含む反応混合物（例えば、標的核酸を増幅するための
）を形成することを含み得る。液滴生成５０４は、例えば、液滴毎に各標的核酸の約１配
列を有するように、液滴内の核酸を被包することであって、液滴は油等の非混和性のキャ
リア流体内に懸濁されて、乳濁液を形成する、被包することを含み得る。反応５０６は、
液滴内に標的核酸が存在する場合、標的核酸が増幅されて追加の配列が形成されるように
、液滴に熱循環等の適した反応を施して、ＰＣＲ増幅を誘導することを含み得る。検出５
０８は、増幅があったか否かを示す何らかの信号を液滴から検出することを含み得る。最
後に、データ解析５１０は、増幅が発生した液滴の割合に基づいて試料内の標的核酸の濃
度を推定することを含み得る。
【００１０】
　このシステムのこれらおよび他の態様について、以下の項：（Ｉ）定義、（ＩＩ）シス
テム概説／構造、（ＩＩＩ）試料準備／カートリッジ、（ＩＶ）液滴生成器、（Ｖ）連続
フロー熱循環機、（ＶＩ）検出、（ＶＩＩ）定量化／解析、（ＶＩＩＩ）制御および較正
、（ＩＸ）臨床用途、ならびに（Ｘ）多重分析において後述する。
【００１１】
［Ｉ．定義］
　本開示において使用される技術用語は、当業者により一般に認識される意味を有する。
しかし、以下の用語は、後述するように追加の意味を有し得る。
【００１２】
　乳濁液－液体である非混和性のキャリア流体内に配置された液滴を含む組成物。キャリ
ア流体は、背景流体（ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　ｆｌｕｉｄ）とも呼ばれ、キャリア相、キ
ャリア、および／または背景相とも呼ばれ得る連続相を形成する。液滴（例えば、水滴）
は、前景流体とも呼ばれる少なくとも１つの液滴流体により形成され、前景流体は液体で
あり、液滴相（分散相または不連続相とも呼ばれ得る）を形成する。液滴相は連続相と混
合せず、これは、液滴相（すなわち、液滴）と連続相（すなわち、キャリア流体）とが混
合して均質性を有することがないことを意味する。液滴は、連続相により互いに分離され
、連続相により被包（すなわち、囲まれる／囲繞される）。
【００１３】
　乳濁液の液滴は、連続相内で任意の均一分布または不均一分布を有し得る。不均一の場
合、液滴の濃度は様々であり、液滴濃度の高い１つまたは複数の領域および液滴濃度の低
い１つまたは複数の領域を連続相内に提供し得る。例えば、液滴は、連続相内に沈んでも
よく、もしくは浮かんでもよく、チャネルに沿って１つまたは複数のパケットに凝集して
もよく、またはフローの中心もしくは周界に向かって収束等してもよい。
【００１４】
　本明細書において開示されるいずれの乳濁液も、単分散性を有してもよく、すなわち、
少なくともおおよそ均一なサイズの液滴で構成されてもよく、または多分散性を有しても
よく、すなわち、様々なサイズの液滴で構成されてもよい。単分散性の場合、例えば、乳
濁液の液滴の容積は、平均液滴量の±約１００％、５０％、２０％、１０％、５％、２％
、または１％未満の標準偏差で変化し得る。オリフィスから生成される液滴は、単分散性
の場合もあれば、多分散性の場合もある。
【００１５】
　乳濁液は、任意の適した組成を有し得る。乳濁液は、主要な液体化合物または各相の液
体化合物の種類により特徴付け得る。乳濁液の主要な液体化合物は水および油であり得る
。「油」は、水と混合せず、高い炭素含有量を有する任意の液体化合物または液体化合物
の混合物である。いくつかの例では、油は、特に、高い水素、フッ素、ケイ素、酸素、ま
たはこれらの任意の組み合わせの含有量も有し得る。例えば、本明細書において開示され
るいかなる乳濁液も、油中水形（Ｗ／Ｏ）乳濁液（すなわち、連続油相内に水滴がある）
であり得る。油は、例えば特に、少なくとも１つのシリコーン油、鉱物油、フルオロカー
ボン油、植物油、またはこれらの組み合わせであってもよく、またはこれ（ら）を含んで
もよい。少なくとも１つの界面活性剤、試薬、試料（すなわち、その分割物）、他の添加
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剤、標識、粒子、またはこれらの任意の組み合わせ等の他の任意の適した構成要素が、任
意のエマルジョン相に存在し得る。
【００１６】
　標準の乳濁液は、熱は一般に界面張力を低減させ、液滴の合体を生じさせ得るため、密
な状態にある（例えば、各液滴が隣の液滴に近い）場合、加熱されたとき（例えば、６０
℃を超える温度まで）不安定になる。したがって、標準の密な乳濁液は、乳濁液の液滴が
互いに接触しないように保たれない限り、または添加剤（例えば、他の油性基剤または界
面活性剤等）を使用して、安定性条件（例えば、界面張力、粘度、立体障害等）を変更し
ない限り、ＰＣＲ等の高温の反応中に保全性を保たない。例えば、液滴を１本の縦列内に
配置し、チャネルに沿って互いに離間させて、ＰＣＲを実行するための熱循環を可能にし
得る。しかし、標準の乳濁液を使用したこの手法の後では、高濃度の液滴が不可能であり
、それにより、液滴ベースの分析のスループットが実質的に制限される。
【００１７】
　本明細書において開示されるいかなる乳濁液も、熱安定性乳濁液であり得る。熱安定性
乳濁液は、少なくとも５０℃まで加熱された場合に合体に耐える任意の乳濁液である。熱
安定性乳濁液は、ＰＣＲの熱循環全体を通して合体に耐える（すなわち、デジタルＰＣＲ
の実行が可能な）乳濁液であるＰＣＲ安定性乳濁液であり得る。したがって、ＰＣＲ安定
性乳濁液は、特に、少なくとも８０℃または９０℃まで加熱された場合に合体に耐え得る
。熱安定性により、ＰＣＲ安定性乳濁液では、標準乳濁液とは対照的に、熱循環全体を通
して実質的に単分散性を保つ液滴内でＰＣＲ分析を行うことが可能である。したがって、
ＰＣＲ安定性乳濁液を使用するデジタルＰＣＲ分析は、標準の乳濁液を使用する場合より
もはるかに定量的であり得る。乳濁液は、例えば特に、キャリア流体および界面活性剤を
適宜選択することによりＰＣＲ安定性として配合される。フロー式分析用のＰＣＲ安定性
乳濁液を生成するための例示的な油調合物は以下である：（１）Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ
　５２２５Ｃ　Ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ　Ａｉｄ（デカメチルシクロペンタシロキサンに
有効成分１０％）－２０％ｗ／ｗ、有効成分終濃度２％ｗ／ｗ、（２）Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎ
ｉｎｇ　７４９　Ｆｌｕｉｄ（デカメチルシクロペンタシロキサンに有効成分５０％）－
５％ｗ／ｗ、有効成分２．５％ｗ／ｗ、および（３）ポリ（ジメチルシロキサン）Ｄｏｗ
　Ｃｏｒｎｉｎｇ　２００（登録商標）流体、粘度５．０ｃＳｔ（２５℃）－７５％ｗ／
ｗ。バッチ分析でのＰＣＲ安定性乳濁液を生成するための例示的な油調合物は以下である
：（１）Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ　５２２５Ｃ　Ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ　Ａｉｄ（デカ
メチルシクロペンタシロキサンに有効成分１０％）－２０％ｗ／ｗ、有効成分終濃度２％
、（２）Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ　７４９　Ｆｌｕｉｄ（デカメチルシクロペンタシロキ
サンに有効成分５０％）－６０％ｗ／ｗ、有効成分３０％ｗ／ｗ、および（３）ポリ（ジ
メチルシロキサン）Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ　２００（登録商標）流体、粘度５．０ｃＳ
ｔ（２５℃）－２０％ｗ／ｗ。
【００１８】
　分割物－バルク容量の分離した部分。分割物は、バルク容量をなす、準備された試料等
の試料から生成される試料分割物であり得る。バルク容量から生成される分割物は、実質
的に均一のサイズを有してもよく、または別個のサイズを有してもよい（例えば、２つ以
上の離散した均一サイズの複数セットの分割物）。例示的な分割物は液滴である。分割物
のサイズは、所定のサイズ分布で、またはランダムなサイズ分布で連続して変化してもよ
い。
【００１９】
　液滴－乳濁液の連続相等の非混和性流体により被包された、通常は球形を有する小量の
液体。液滴の容量および乳濁液中の液滴の平均容量は、例えば特に、約１マイクロリット
ル未満（すなわち、「微液滴」）（または、約１マイクロリットル～１ナノリットルまた
は約１マイクロリットル～１ピコリットル）、約１ナノリットル未満（または約１ナノリ
ットル～１ピコリットル）、あるいは約１ピコリットル未満（または約１ピコリットル～
１フェムトリットル）であり得る。液滴（または乳濁液の液滴）は、特に、約１０００マ
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イクロメートル未満、約１００マイクロメートル未満、約１０マイクロメートル未満、ま
たは約１０～１０００マイクロメートルの直径（または平均直径）を有し得る。液滴は球
形または非球形であり得る。液滴は、単純な液滴であってもよく、または複合的な液滴、
すなわち、少なくとも１つの液滴が少なくとも１つの他の液滴を被包する液滴であっても
よい。
【００２０】
　界面活性剤－界面活性剤が熔解した液体の表面張力または別の相を有する界面張力を低
減することが可能な界面活性剤。界面活性剤は、追加または代替として洗剤および／また
は湿潤剤として説明される場合もあり、親水部分および疎水部分の両方を組み込み、集合
的に、界面活性剤に親水－疎水の両面性を与える。界面活性剤は、界面活性剤の親油性と
比較した親水性の尺度である親水親油バランス（ＨＬＢ）値に従って特徴付けることがで
きる。ＨＬＢ値の範囲は０～６０であり、界面活性剤の水および油への相対的な親和性を
定義する。非イオン性界面活性剤は一般に、０～２０の範囲のＨＬＢ値を有し、イオン性
界面活性剤は最高で６０のＨＬＢ値を有し得る。親水性界面活性剤は、約１０よりも大き
なＨＬＢ値を有し、油よりも水に対する親和性が高い。親油性界面活性剤は約１０未満の
ＨＬＢ値を有し、水よりも油に対する親和性が高い。本明細書において開示される乳濁液
および／またはその任意の相は、少なくとも１つの親水性界面活性剤、少なくとも１つの
親油性界面活性剤、またはこれらの組み合わせを含み得る。代替または追加として、本明
細書において開示される乳濁液および／またはその任意の相は、少なくとも１つの非イオ
ン性（および／またはイオン性）洗剤を含み得る。さらに、本明細書において開示される
乳濁液および／またはその任意の相は、特に、ポリエチレングリコール、ポリプロピレン
グリコール、またはＴｗｅｅｎ　２０を含む界面活性剤を含み得る。
【００２１】
　パケット－連続相の同じ連続量または容量範囲内にある液滴または他の分離された分割
物のセット。したがって、パケットは、例えば、乳濁液のすべての液滴を構成してもよく
、またはチャネルに沿ったある位置でのそのような液滴の分離部分を構成してもよい。通
常、パケットは、部分的または全体的に解析する際に、液滴の初期パケットが作られた全
体の開始試料の性質に関して定量的に予測するために統計的に妥当なサンプリングを与え
る液滴の集まりを指す。液滴のパケットは、チャネル内のパケットの最初の液滴と最後の
液滴との空間的な近接度も示す。
【００２２】
　情報技術と同様に、各液滴は、開始試料内の標的検体からの配列固有情報を含み得る情
報の「ビット」として機能する。すると、液滴パケットは、開始試料から、関心のある検
体についての統計的に妥当な情報を一緒になって提供する情報のすべてのこれら「ビット
」の和である。バイナリコンピュータと同様に、液滴パケットは、意味ある計算を適用可
能な二進データの最小単位を含むビットの連続シーケンスに類似する。液滴パケットは、
連続相（フロー内等）内に配置された他のパケットに対して時間的および／または空間的
に、かつ／または他のパケットからそのパケットを一意に識別する他の符号化情報（光学
的、磁気的等）を追加して、符号化することができる。
【００２３】
　テスト－試料を特徴付けるために使用される手順および／または反応ならびに手順およ
び／または反応から得られる任意の信号、値、データ、および／または結果。テストは、
分析とも記され得る。例示的な液滴ベースの分析は、水性分析混合物を使用する生化学分
析である。より詳細には、液滴ベースの分析は特に、酵素分析および／または結合分析で
あり得る。酵素分析は、例えば、個々の液滴が、酵素の基質分子（例えば、核酸標的）の
コピーおよび／または酵素分子のコピーを含むか否かを判断し得る。これら分析結果に基
づいて、試料内の基質および／または酵素の濃度および／またはコピー数を推定し得る。
【００２４】
　反応－一般に、反応の発生および／または反応の発生の程度を示す検出可能な信号（例
えば、蛍光信号）を提供する化学反応、結合相互作用、表現型の変化、またはこれらの組
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み合わせ。例示的な反応は、酵素触媒による基質の生成物への変換を含む酵素反応である
。
【００２５】
　任意の適した酵素反応を、本明細書において開示する液滴ベースの分析で実行し得る。
例えば、キナーゼ、ヌクレアーゼ、ヌクレオチドシクラーゼ、ヌクレオチドリガーゼ、ヌ
クレオチドホスホジエステラーゼ、ポリメラーゼ（ＤＮＡまたはＲＮＡ）、プレニルトラ
ンスフェラーゼ、ピロホスファターゼ、レポータ酵素（例えば、アルカリ性ホスファター
ゼ、ベータ－ガラクトシダーゼ、クロラムフェニコールアセチル転移酵素、グルクロニダ
ーゼ、西洋ワサビペルオキシダーゼ、ルシフェラーゼ等）、逆転写酵素、トポイソメラー
ゼ等により反応を触媒し得る。
【００２６】
　試料－任意の適したソースからの関心のある化合物、組成物、および／または混合物。
試料は、試料内に存在し得る少なくとも１つの検体に関連する側面等の試料の側面を解析
するテストにとっての全般関心対象である。試料は、収集される自然な状態で解析しても
よく、かつ／または変更された状態で、例えば特に、格納、保存、抽出、溶解、希釈、濃
縮、精製、濾過、１つもしくは複数の試薬との混合、事前増幅（例えば、ＰＣＲ前に試料
に対して制限された循環（例えば、＜１５）のＰＣＲを実行することにより標的富化を達
成するために）、アンプリコンの除去（例えば、ＰＣＲ前にウラシル－ｄ－グリコシラー
ゼ（ＵＤＧ）を使用して処理して、前に生成されたアンプリコンによるいかなるキャリー
オーバー汚染をなくす（すなわち、アンプリコンは、ｄＴＴＰに代えてｄＵＴＰを使用し
て生成されるため、ＵＤＧを使用して消化可能である））、分割、またはこれらの任意の
組み合わせの後に解析してもよい。臨床試料は、特に、鼻咽頭洗浄液、血液、血漿、無細
胞血漿、軟膜、唾液、尿、痰、粘液、傷スワブ、組織生検、乳、吸引液、スワブ（例えば
、鼻咽頭スワブ）、および／または組織を含み得る。環境試料は、特に、水、土、エアロ
ゾル、および／または空気を含み得る。研究試料は、培養細胞、初代細胞、細菌、胞子、
ウイルス、小さな有機体、または上記列挙した任意の臨床試料等を含み得る。さらなる試
料は、食物、兵器成分、生物学的脅威因子についてテストすべき生物兵器防衛試料、およ
び疑われる汚染等を含み得る。
【００２７】
　試料は、診断目的（例えば、感染因子等の臨床検体の定量的測定）またはモニタリング
目的（例えば、生物学的脅威因子等の関心のある環境検体が所定の閾値を超えたことを判
断する）で収集し得る。
【００２８】
　検体－テストで解析される試料の構成要素または潜在的な構成要素。検体は、試料が全
般関心対象であるテストでの特定の関心対象である。検体は、例えば特に、核酸、タンパ
ク質、ペプチド、酵素、細胞、細菌、胞子、ウイルス、小器官、高分子複合体、薬剤候補
、脂質、炭水化物、代謝産物、またはこれらの任意の組み合わせであり得る。検体は、試
料および／または試料の分割物内でのその存在、活性、および／または他の特徴について
テストし得る。検体の存在は、試料または試料の１つもしくは複数の分割物内での検体の
絶対的または相対的な数、濃度、二元評価（例えば、有無）に関連し得る。いくつかの例
では、試料は、検体のコピーが分割物のすべてには存在しないように、例えば、分割物毎
のコピー数が約０．０００１～１００００、０．００１～１０００、０．０１～１００、
０．１～１０、または１という平均濃度で分割物内に存在するように分割し得る。
【００２９】
　試薬－試料に対して特定のテストを実行するために試料と組み合わせられる化合物、化
合物セット、および／または組成物。試薬は、テストで特定の標的または検体の検出に対
して特異性を付与する任意の試薬組成物である、標的固有の試薬であり得る。試薬は場合
により、テストの化学反応体および／または結合相手を含み得る。試薬は、例えば、少な
くとも１つの核酸、タンパク質（例えば、酵素）、細胞、ウイルス、小器官、高分子複合
体、潜在的な薬剤、脂質、炭水化物、無機物、またはこれらの任意の組み合わせを含み得
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、特に水性組成物であり得る。例示的な実施形態では、試薬は増幅試薬であり得、増幅試
薬は、特に、核酸標的を増幅させる少なくとも１つのプライマまたは少なくとも一対のプ
ライマ、増幅を検出できるようにする少なくとも１つのプローブおよび／または染料、ポ
リメラーゼ、ヌクレオチド（ｄＮＴＰおよび／またはＮＴＰ）、二価マグネシウムイオン
、塩化カリウム、緩衝液、またはこれらの任意の組み合わせを含み得る。
【００３０】
　核酸－ヌクレオチド単量体の鎖を含む化合物。核酸は、特に、１本鎖または２重鎖（す
なわち、別の核酸との塩基対）であり得る。核酸の鎖は、特に、少なくとも約１０または
１００等の任意の適した単量体で構成し得る。一般に、核酸鎖の長さはソースに対応し、
合成核酸（例えば、プライマおよびプローブ）は通常、より短く、生物学的に／酵素によ
り生成される核酸（例えば、核酸検体）は通常、より長い。
【００３１】
　核酸は、自然の構造、人工的な構造、またはこれらの組み合わせを有し得る。自然の構
造を有する核酸、すなわち、デオキシリボ核酸（ＤＮＡ）およびリボ核酸（ＲＮＡ）は一
般に、五炭糖基およびリン酸基が交互になったバックボーンを有する。各五炭糖基は、核
酸塩基（例えば、プリン（アデニン（Ａ）またはグアニン（Ｔ）等）あるいはピリミジン
（シトシン（Ｃ）、チミン（Ｔ）、またはウラシル（Ｕ））等）にリンクされる。人工的
な構造を有する核酸は、自然の核酸と同様であり、例えば、自然なバックボーンの五炭糖
基および／またはリン酸基に変更を加えることにより作成し得る。例示的な人工核酸とし
ては、グリコール核酸（ＧＮＡ）、ペプチド核酸（ＰＮＡ）、ロックド核酸（ＬＮＡ）、
およびトレオース核酸（ＴＮＡ）等が挙げられる。
【００３２】
　核酸の配列は、核酸塩基がバックボーンに沿って配置される順序により定義される。こ
の配列は一般に、水素結合により特に相手鎖と結合する（または分子内２重鎖を形成する
）核酸の能力を決める。特に、アデニンはチミン（またはウラシル）と対になり、グアニ
ンはシトシンと対になる。他の核酸とそのような塩基対の連続鎖を形成することにより、
逆平行に別の核酸に結合することができる核酸は、「相補的」であると言われる。
【００３３】
　複製－核酸またはそのセグメントのコピー（すなわち、直接コピーおよび／または相補
的コピー）を形成するプロセス。複製には一般に、特にポリメラーゼおよび／またはリガ
ーゼ等の酵素が伴われる。複製された核酸および／またはセグメントは、複製のための鋳
型（および／または標的）である。
【００３４】
　増幅－複製が時間に伴って繰り返し行われて、鋳型分子の少なくとも１つのセグメント
の複数のコピーが形成される反応。増幅は、増幅が進むにつれてコピー数の指数的または
線形的な増大を生成し得る。典型的な増幅は、コピー数および／または信号を１０００倍
以上に増大させる。本明細書において開示される液滴ベースの分析の例示的な増幅反応は
、それぞれが熱循環により促進されるポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）またはリガーゼ連
鎖反応を含み得る。液滴ベースの分析は、追加または代替として、分岐プローブＤＮＡ分
析、カスケードＲＣＡ、ヘリカーゼ依存増幅、ループ媒介等温増幅（ＬＡＭＰ）、核酸ベ
ース増幅（ＮＡＳＢＡ）、切断酵素増幅反応（ＮＥＡＲ）、ＰＡＮ－ＡＣ、Ｑベータレプ
リカーゼ増幅、ローリングサークル複製（ＲＣＡ）、自律配列複製、および鎖置換増幅等
の等温で実行し得る他の増幅反応を使用してもよい。増幅は、線形鋳型または円形鋳型を
利用し得る。
【００３５】
　増幅は、任意の適した試薬を使用して実行し得る。増幅は、組成物内に核酸標的分子が
存在する場合、核酸標的分子の複数のコピーを生成可能な任意の組成物である増幅混合物
内で実行し得、またはその発生をテストし得る。増幅混合物は、特に、少なくとも１つの
プライマもしくはプライマ対、少なくとも１つのプローブ、少なくとも１つの複製酵素（
例えば、少なくとも１つのＤＮＡポリメラーゼおよび／またはＲＮＡポリメラーゼ等の少
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なくとも１つのポリメラーゼ）およびデオキシヌクレオチド（および／またはヌクレオチ
ド）三リン酸塩（ｄＮＴＰおよび／またはＮＴＰ）の任意の組み合わせを含み得る。同じ
液滴内で２つ以上の標的種の多重化された増幅および検出を可能にする分析混合物および
検出戦略のさらなる態様は、本明細書の他の箇所、特に項Ｘ等において説明する。
【００３６】
　ＰＣＲ－加熱と冷却の交互になった循環（すなわち、熱循環）に頼り、連続した複製ラ
ウンドを達成する核酸増幅。ＰＣＲは、特に、高い溶解（変性）温度および低い結合／伸
長温度等の２つ以上の温度設定ポイント間、または特に、高い溶解温度、低い結合温度、
および中間の伸長温度３つ以上の温度設定ポイント間の熱循環により実行し得る。ＰＣＲ
は、特に、Ｔａｑ　ＤＮＡポリメラーゼ（例えば、野生型酵素、Ｓｔｏｆｆｅｌフラグメ
ント、ＦａｓｔＳｔａｒｔポリメラーゼ等）、Ｐｆｕ　ＤＮＡポリメラーゼ、Ｓ－Ｔｂｒ
ポリメラーゼ、Ｔｔｈポリメラーゼ、Ｖｅｎｔポリメラーゼ、またはこれらの組み合わせ
等の熱安定性ポリメラーゼを使用して実行し得る。ＰＣＲは一般に、連続した循環にわた
って生成物アンプリコンの量を指数的に増大させる。
【００３７】
　特に、アレル特異的ＰＣＲ、アセンブリＰＣＲ、非対称ＰＣＲ、デジタルＰＣＲ、エン
ドポイントＰＣＲ、ホットスタートＰＣＲ、ｉｎ　ｓｉｔｕ　ＰＣＲ、配列間特定ＰＣＲ
（ｉｎｔｅｒｓｅｑｕｅｎｃｅ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＰＣＲ）、逆ＰＣＲ、線形後指数的
ＰＣＲ（ｌｉｎｅａｒ　ａｆｔｅｒ　ｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｌ　ＰＣＲ）、連結反応媒介
ＰＣＲ（ｌｉｇａｔｉｏｎ－ｍｅｄｉａｔｅｄ　ＰＣＲ）、メチル化特異的ＰＣＲ、ミニ
プライマＰＣＲ（ｍｉｎｉｐｒｉｍｅｒ　ＰＣＲ）、多重連結反応依存プローブ増幅、多
重ＰＣＲ、入れ子ＰＣＲ、オーバーラップエクステンションＰＣＲ、ポリメラーゼサイク
ルアセンブリ、定性ＰＣＲ、定量ＰＣＲ、リアルタイムＰＣＲ、ＲＴ－ＰＣＲ、単細胞Ｐ
ＣＲ、固相ＰＣＲ、熱非対称インタレースＰＣＲ（ｔｈｅｒｍａｌ　ａｓｙｍｍｅｔｒｉ
ｃ　ｉｎｔｅｒｌａｃｅｄ　ＰＣＲ）、タッチダウンＰＣＲ、またはユニバーサルファス
トウォーキングＰＣＲ（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｆａｓｔ　ｗａｌｋｉｎｇ）等の任意の適
したＰＣＲ方法または方法の組み合わせを、本明細書において開示される液滴ベースの分
析に利用し得る。
【００３８】
　デジタルＰＣＲ－試料部分のいくつが標的の増幅をサポートするかに基づいて、試料内
の核酸標的の有／無、濃度、および／またはコピー数を特定するために試料の部分に対し
て実行されるＰＣＲ。デジタルＰＣＲは、エンドポイントＰＣＲとして実行してもよい（
またはしなくてもよい）。デジタルＰＣＲは、分割物毎にリアルタイムＰＣＲとして実行
してもよい（またはしなくてもよい）。
【００３９】
　ＰＣＲは理論的に、試料からの核酸配列（検体）を指数的に増幅させる。閾値増幅レベ
ル（リアルタイムＰＣＲでのように）を達成するために必要な増幅サイクル数を測定する
ことにより、理論的に核酸の開始濃度を計算することができる。しかし、実際には、増幅
効率のばらつき、開始核酸のコピー数が少ない、および背景汚染核酸との競合等の、ＰＣ
Ｒを非指数的にする多くの要因がある。デジタルＰＣＲは一般に、ＰＣＲプロセスが指数
的であるという仮定に頼らないため、これら要因による影響を受けにくい。デジタルＰＣ
Ｒでは、個々の核酸分子は初期試料から分割物に分離され、それから検出可能なレベルま
で増幅される。次に、各分割物は、各分割物内の個々の核酸分子のそれぞれの有無につい
てのデジタル情報を提供する。十分な分割物がこの技法を使用して測定された場合、デジ
タル情報を集計して、試料内の核酸標的（検体）の開始濃度の統計的な相対測定が行われ
る。
【００４０】
　デジタルＰＣＲの概念は、核酸の他の種類の検体にも拡張し得る。特に、信号増幅反応
を利用して、個々の液滴内の検体分子の単一コピーを検出し、項ＶＩＩに記載のように他
の検体の液滴信号をデータ解析することができ得る（例えば、ポアッソン統計に基づくア



(20) JP 2012-503773 A 2012.2.9

10

20

30

40

50

ルゴリズムを使用して）。液滴内の他の種類の検体の単一コピーを検出できる例示的な信
号増幅反応としては、酵素反応が挙げられる。
【００４１】
　定性ＰＣＲ－一般に標的存在のいかなる実質的な定量なしで、試料内に標的が存在する
か否かを特定するＰＣＲベースの解析。例示的な実施形態では、定性的なデジタルＰＣＲ
は、液滴パケットが、少なくとも事前定義される割合の陽性液滴（陽性試料）を含むか否
か（陰性試料）を判断することにより実行し得る。
【００４２】
　定量ＰＣＲ－試料内の標的の濃度および／またはコピー数を特定するＰＣＲベースの解
析。
【００４３】
　ＲＴ－ＰＣＲ（逆転写ＰＣＲ）－ＲＮＡの逆転写により生成される相補的ＤＮＡ鋳型を
利用するＰＣＲ。ＲＴ－ＰＣＲでは、（１）逆転写酵素等を使用してＲＮＡの相補的ＤＮ
Ａコピーを形成し、（２）鋳型として相補的ＤＮＡを使用してＰＣＲ増幅することにより
、ＲＮＡの解析が可能である。いくつかの実施形態では、Ｔｔｈポリメラーゼ等の同じ酵
素を逆転写およびＰＣＲに使用し得る。
【００４４】
　リアルタイムＰＣＲ－増幅の形成が、１つまたは複数の熱循環の完了後かつ反応の最後
の熱循環前等の反応中に測定されるＰＣＲベースの解析。リアルタイムＰＣＲは一般に、
標的増幅のキネティックスに基づいて標的の定量を提供する。
【００４５】
　エンドポイントＰＣＲ－アンプリコンの形成が、熱循環完了後に測定されるＰＣＲベー
スの解析。
【００４６】
　アンプリコン－増幅反応の産物。アンプリコンは、１本鎖、２重鎖、またはこれらの組
み合わせであり得る。アンプリコンは、核酸標的の任意の適したセグメントまたは全長に
対応する。
【００４７】
　プライマ－核酸鋳型の複製を始動可能であり、かつ／または始動に使用される核酸。し
たがって、プライマは、より長い鋳型に相補的なより短い核酸である。複製中、プライマ
は、鋳型配列に基づいて伸長し、鋳型の相補的コピーであるより長い核酸を生成する。プ
ライマは、ＤＮＡ、ＲＮＡ、それらの類似体（すなわち、人工核酸）、またはこれらの任
意の組み合わせであり得る。プライマは、少なくとも約１０、１５、２０、または３０ヌ
クレオチド等の任意の適した長さを有し得る。例示的なプライマは化学的に合成される。
プライマは、少なくとも１つの核酸標的を増幅させる少なくとも一対のプライマとして供
給し得る。一対のプライマは、集合的に、結果として生成されるアンプリコンの両端部（
ひいては長さ）を定義するセンスプライマおよびアンチセンスプライマであり得る。
【００４８】
　プローブ－少なくとも１つの染料等の少なくとも１つの標識に接続される核酸。プロー
ブは、標的核酸および／またはアンプリコンの配列特異的結合相手であり得る。プローブ
は、蛍光共鳴エネルギー移動（ＦＲＥＴ）に基づいて標的増幅を検出できるようにするよ
うに設計し得る。本明細書において開示する核酸分析の例示的なプローブとしては、互い
に近傍にある場合、集合的に蛍光共鳴エネルギー移動（ＦＲＥＴ）を示す一対の染料に接
続された１つまたは複数の核酸が挙げられる。一対の染料は、特に、第１および第２のエ
ミッタ、またはエミッタおよびクエンチャを提供し得る。一対の染料からの蛍光放出は、
プライマ伸長中にプローブが切断される等により互いに離れる場合（例えば、ＴＡＱＭＡ
Ｎプローブ等を使用する５’ヌクレアーゼ分析）、またはプローブがアンプリコンにハイ
ブリダイズされる場合（例えば、分子ビーコンプローブ）、変化する。プローブの核酸部
分は、任意の適した構造または出所を有し得、例えば、核酸部分は、ロックド核酸、また
はユニバーサルプローブライブラリのメンバ等であり得る。他の場合、プローブおよびプ



(21) JP 2012-503773 A 2012.2.9

10

20

30

40

50

ライマ対のうちの一方のプライマを組み合わせて同じ分子にし得る（例えば、ＡＭＰＬＩ
ＦＬＵＯＲプライマおよびＳＣＯＲＰＩＯＮプライマ）。一例として、プライマ－プロー
ブ分子は、３’末端にプライマ配列を含み、５’末端に分子ビーコン型プローブを含み得
る。この構成では、異なる染料で標識された関連するプライマ－プローブ分子を、同じ逆
プライマを使用する多重分析で使用して、１つのヌクレオチドだけ異なる標的配列（単一
ヌクレオチド多型（ＳＮＰ））を定量化することができる。液滴ベースの核酸分析の別の
例示的なプローブは、Ｐｌｅｘｏｒプライマである。
【００４９】
　標識－化合物、生物学的粒子（例えば、細胞、細菌、胞子、ウイルス、または小器官）
、または液滴等の任意の実体に接続されるか、または組み込まれる識別および／または区
別マーカあるいは識別子。標識は、例えば、実体を光学的に検出可能かつ／または光学的
に区別可能にする染料であり得る。標識に使用される例示的な染料は、蛍光染料（蛍光体
）および蛍光消光剤である。
【００５０】
　レポータ－反応の程度等の状況を報告する化合物または化合物セット。例示的なレポー
タは、蛍光染料もしくはエネルギー移動対等の少なくとも１つの染料および／または少な
くとも１つのオリゴヌクレオチドを含む。核酸増幅分析の例示的なレポータとしては、プ
ローブおよび／または挿入染料（例えば、ＳＹＢＲグリーン、エチジウムブロマイド等）
を挙げることができる。
【００５１】
　コード－セット内の別個のメンバを区別するメカニズム。異なる種類の液滴を区別する
例示的なコードは、特に、異なる液滴サイズ、染料、染料の組み合わせ、１つもしくは複
数の染料の量、コード封入粒子、またはこれらの任意の組み合わせを含み得る。コードは
、例えば特に、異なる液滴パケットまたはパケット内の異なる種類の液滴を区別するため
に使用し得る。
【００５２】
　結合相手－互いに結合する一対のメンバのうちのメンバ。各メンバは、特に、化合物ま
たは生物学的粒子（例えば、細胞、細菌、胞子、ウイルス、小器官等）であり得る。結合
相手は、特異的に互いに結合し得る。特異的な結合は、約１０－４、１０－６、１０－８

、または１０－１０Ｍ未満の解離定数を特徴とし得る。例示的な特異的結合相手としては
、ビオチンおよびアビジン／ストレプトアビジン、センス核酸および相補的なアンチセン
ス核酸（例えば、プローブおよびアンプリコン）、プライマおよびその標的、抗体および
対応する抗原、受容体およびそのリガンド等が挙げられる。
【００５３】
　チャネル－流体が移動する細長い通路。チャネルは一般に、流体がチャネルに入る少な
くとも１つの流入口と、流体がチャネルから出る少なくとも１つの流出口とを含む。流入
口および流出口の機能は交換可能であり得る。すなわち、流体は一方向のみにチャネルを
通って流れてもよく、または一般にそれぞれ異なる時間に、対向する双方向にチャネルを
通って流れてもよい。チャネルは、流入口と流出口との間に通路を画定し囲む壁を含み得
る。チャネルは、例えば特に、管（例えば、毛管）により、平坦構造（例えば、チップ）
内に、平坦構造（例えば、チップ）上に、またはこれらの組み合わせで形成し得る。チャ
ネルは分岐してもよく、またはしなくてもよい。チャネルは線形であってもよく、または
非線形であってもよい。例示的な非線形チャネルとしては、平坦な流路（例えば、蛇行す
るチャネル）、非平坦流路（例えば、螺旋状流路を提供する螺旋状チャネル）に沿って延
びるチャネルが挙げられる。本明細書において開示される任意のチャネルは、約１ｍｍ未
満の横断寸法（例えば、チャネルの平均直径）という特徴を有するチャネルである微小流
体チャネルであり得る。チャネルは、流出口を開く必要なく流体を流入／流出させる１つ
または複数の通気機構も含み得る。通気機構の例としては、疎水性通気開口部またはチャ
ネルの部分の構成または流出口が存在する場合には流出口をブロックする多孔性材料の使
用が挙げられるが、これらに限定されない。
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【００５４】
　フルイディクス網－一般に流体を組立体のコンパートメント間で移送させることにより
、かつ／または組立体により画定される１つもしくは複数の流路に沿い、かつ／またはそ
のような流路を通って流体フローを促進することにより、流体を操作する組立体。フルイ
ディクス網は、特に、１つまたは複数のチャネル、チャンバ、槽、弁、ポンプ、熱制御装
置（例えば、ヒータ／冷却器）、センサ（例えば、温度、圧力、流れ等を測定する）、ま
たはこれらの任意の組み合わせ等の任意の適した構造を含み得る。
【００５５】
［ＩＩ．システム概説／構造］
　この項は、液滴ベースの分析の方法および装置を含む、液滴ベースの分析の例示的なシ
ステムの構造について説明する。この項において開示されるシステムの特徴および態様は
、互いに組み合わせることが可能であり、かつ／または本開示の他の箇所に図示され、か
つ／または説明される方法および装置の任意の適した態様および特徴と組み合わせること
が可能である。追加の関連する開示を、相互参照の下に上述し、参照により本明細書に援
用される米国仮特許出願、特に発明者としてＢｅｎｊａｍｉｎ　Ｊ．Ｈｉｎｄｓｏｎ、Ｋ
ｅｖｉｎ　Ｄｅａｎ　Ｎｅｓｓ、Ｂｉｌｌｙ　Ｗ．Ｃｏｌｓｔｏｎ，Ｊｒ．、Ｆｒｅｄ　
Ｐ．Ｍｉｌａｎｏｖｉｃｈ、Ｄｏｎａｌｄ　Ａ．Ｍｏｄｌｉｎ、およびＡｎｔｈｏｎｙ　
Ｊ．Ｍａｋａｒｅｗｉｃｚ，Ｊｒ．の名前が挙げられている、「ＤＲＯＰＬＥＴ－ＢＡＳ
ＥＤ　ＡＳＳＡＹ　ＳＹＳＴＥＭ」と題する２００９年９月２２日に出願された米国仮特
許出願第６１／２７７２７０号明細書に見出し得る。
【００５６】
［Ａ．試料準備および解析のための例示的な機器－カートリッジシステム］
　図２および図３Ａのそれぞれは、液滴ベースの分析を実行する例示的なシステム６００
の斜視図および概略図を示す。システム６１０は、機器６１２と、機器に接続されて、機
器により発動され制御される試料準備を提供する１つまたは複数の試料カートリッジ６１
４とを備え得る。試料準備は、特に、抽出、精製、溶解、濃縮、希釈、試薬混合、および
／または液滴生成等の項ＩＩＩにおいて開示されるプロセスまたは本開示の他の箇所で開
示されるプロセスの任意の組み合わせを含み得る。機器６１２は、特に、液滴内の核酸の
増幅、液滴からの信号の検出、およびデータ解析を実行し得る。
【００５７】
　機器６１２に、特に、試料装填領域６１６、試薬フルイディクス組立体６１８、熱循環
機６２０、検出器６２２、制御電子回路６２４（すなわち、コントローラ）、およびユー
ザインタフェース６２６を備え得る。機器は筐体６２８も含み得、筐体６２８は、互いの
機器構成要素の支持、位置決め、固定、封入、絶縁、および／または機器構成要素へのア
クセスの許可／制限を行い得る。
【００５８】
　試料装填領域６１６は、一般に試料が各カートリッジのポートに導入された後、試料カ
ートリッジ６１４を機器内に配置できるようにし得る。試料装填領域は、試料カートリッ
ジを受け取るための開構成ならびにカートリッジの導入および取り出しを制限する（例え
ば、装填された試料カートリッジに対して機器が動作している間）閉構成を有し得る。例
えば、試料装填領域は、拡張可能かつ退避可能であり、試料カートリッジを受け取り、機
器６１２と動作が噛み合うようにカートリッジを位置決めするトレイ６３０を含み得る。
トレイは、手動で引き出して、試料カートリッジをトレイ内に装填し、カートリッジ操作
のために手動で押し込んでもよく、または試料装填領域の開閉を駆動する駆動機構に結合
してもよい。
【００５９】
　試料カートリッジ６１４は、図２の様々な位置に示される。カートリッジのいくつかは
、拡張されたトレイ６３０に装填されているものもあれば、機器との併用前後で機器６１
２の外部に配置されている（例えば、６３２に示されるように積み重ねられている）もの
もある。試料カートリッジには、カートリッジが機器に接続される前（例えば、カートリ
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ッジ製造中）、１つまたは複数の流体試薬を注入／装填してもよく、かつ／または試料カ
ートリッジに、機器により供給される１つまたは複数の流体試薬を注入してもよい。機器
６１２との併用に適し得る試料カートリッジのさらなる態様は、本開示の他の箇所、特に
項ＩＩＩにおいて説明される。
【００６０】
　図３Ｂは、システム６１０のうちの選択された態様の概略図を示す。システム構成要素
の境界間に延びる矢印は一般に、システム内の流体またはデータが流れる方向を示す。境
界間に延びる線は、電気接続および／または信号通信を示す。
【００６１】
　試料カートリッジ６１４は、試料準備のために、試薬フルイディクス組立体６１８から
流体を受け取り得る。フルイディクス組立体６１８は、使い捨てであってもよく、かつ／
または再利用可能（すなわち、再充填可能）であってもよいカートリッジまたは容器６３
４（図２も参照）を含み得る。フルイディクス組立体６１８は、フルイディクスコントロ
ーラおよびインジェクタ６３８と併せて、流体フローを制御できるようにする試料カート
リッジフルイディクス６３６も含み得る。例えば、流体は、試薬カートリッジから試料カ
ートリッジに流れ、各試料カートリッジ内を流れ、かつ／または各試料カートリッジから
熱循環機６２０に、非混和性キャリア流体内に配置された液滴として流れ得る。
【００６２】
　熱循環機６２０は、検出器６２２による液滴信号の検出に備えて、液滴に、増幅を促進
する熱循環を受けさせ得る。熱循環機および検出器のさらなる態様が、項Ｖおよび項ＶＩ
等の本明細書の他の箇所で説明される。検出後、液滴およびキャリア流体は廃棄物容器６
４０に流れ得る。
【００６３】
　検出器６２２からのデータは、制御電子回路６２４に通信し得る。制御電子回路は、特
に、データを解析し（例えば、項ＶＩＩで説明するように）、データをユーザインタフェ
ース６２６に通信し得る。制御電子回路は、プリファレンス、命令、および／またはコマ
ンド等の入力データをユーザインタフェースから受信もする。制御電子回路は、システム
６００の他の任意の態様と通信し、かつ／またはそれらを制御し得る。例えば、制御電子
回路は、カートリッジ６１４と通信し得る。いくつかの実施形態では、各カートリッジは
、メモリ装置６２７を携帯する「スマートカートリッジ」であり得る。メモリ装置は、コ
ントローラにより読み取り可能であってもよく、場合により、書き込み可能でもあっても
よい。メモリ装置は、特に、カートリッジに事前に装填された試薬、装填された試料につ
いての情報カートリッジにより実行された試料処理の態様、またはこれらの任意の組み合
わせ等のカートリッジについての情報を所持し得る。制御電子回路は、データ入力／出力
を提供し得る外部通信ポート６４２に接続してもよい。電源６４４（例えば、電線または
電池による電源）が、電力を制御電子回路に提供し得る。電力は、電源と制御回路との間
にある任意の適した要素（例えば、整流器）により調整し得る。
【００６４】
［Ｂ．事前準備された試料を解析する例示的な機器］
　図４は、液滴ベースの分析を実行する機器６５０として構築された別の例示的なシステ
ムを示す。機器６５０は、概してシステム６１０に関して上述したように、核酸増幅の液
滴ベースの分析を実行可能であり得る。しかし、機器６５０は、事前形成された乳濁液ま
たは準備された試料（例えば、まだ乳濁形態ではない精製された核酸）として供給される
試料を処理し解析するように設計し得る。
【００６５】
　機器６５０には、特に、試料装填領域６５２、試薬フルイディクス組立体６５４、熱循
環機６５６、検出器６５８、検出器６５８、制御電子回路６６０（すなわち、コントロー
ラ）、ユーザインタフェース６６２、および筐体６６４を備え得、これらはそれぞれ、概
してシステム６１０に関連して上述したように機能し得る。しかし、試料装填領域６５２
および試薬フルイディクス組立体６５４は、機器６１２内の同様の構造と異なり得る。特
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に、システム６１０（図２参照）の試料カートリッジ内で実行される試料準備手順が、試
料装填前に機器６５０の外部で実行される。
【００６６】
　試料装填領域６５２は、トレイ６６６と、ウェル等のコンパートメントまたは槽６６８
のアレイ６６８とを含み得る。槽６６８は、トレイにより受け、かつ／または支持し得る
、マイクロプレート等のプレート６７０により提供し得る。プレート６７０は、プレート
が機器から離れている間に試料を槽６６８内に配置できるように、取り外し可能であり得
る。代替または追加として、槽がトレイ／機器により支持されている間に、試料を槽６６
８内に配置してもよい。いくつかの例では、プレート６７０は、液滴生成器プレートであ
り得る（例えば、本項内の後述、項ＩＩＩ、および項ＩＶを参照のこと）。液滴生成器プ
レートとして構成される場合、プレートは、機器６５０に装填される前後で液滴を生成し
得る。
【００６７】
　各槽は、事前準備された試料を受け取り得る。事前準備された試料は、乳濁形態であっ
てもよく、または乳濁形態でなくてもよい。乳濁形態ではない場合、槽内に装填する前に
、液滴精製に向けて試料を準備するために、試料を処理（例えば、抽出、精製、溶解、濃
縮、希釈、試薬混合、またはこれらの任意の組み合わせにより処理）し得る。あるいは、
試料は、非混和性キャリア流体内の液滴という事前形成された乳濁液であり得る。乳濁液
は、試料を槽に装填する前に、試料および少なくとも１つの試薬を含む分析混合物を液滴
に分割することにより形成し得る。したがって、各液滴は、試料の分割物を含み得る。乳
濁液からの液滴パケットは、槽６６８から機器の少なくとも１つの熱循環機６５６に逐次
または並行して輸送し得る。
【００６８】
　機器６５０のユーザインタフェース６６２の構成は、システム６１０のユーザインタフ
ェース６２６の構成と異なってもよい（または同じであってもよい）（図２と図４とを比
較）。例えば、ユーザインタフェース６６２は、機器６５０の本体から離間（例えば、筐
体６６４の外部に離間して配置）し得る。ユーザインタフェース６６２は、機器の制御電
子回路６６０と有線または無線で通信し得る。
【００６９】
［Ｃ．液滴ベースの分析システムの概説］
　図５は、液滴ベースの分析を使用する試料分析方法で実行し得る例示的なステップを列
挙したフローチャート６８０を示す。列挙されたステップは、任意の適した組み合わせで
、任意の適した順に実行することができ、本開示の他の任意のステップと組み合わせるこ
とができる。
【００７０】
　６８２に示されるように、少なくとも１つの試料を装填し得る。試料は、本明細書にお
いて開示される任意のシステム構成要素により確定されるポート（例えば、ウェル、チャ
ンバ、チャネル等）内に配置されることにより装填し得る。試料は、非溶解状態または溶
解状態、精製状態または未精製状態、試薬が事前に混合された状態または事前に混合され
ていない状態、希釈された状態または濃縮された状態、液滴に分割された状態または分割
されていない状態等の任意の適した形態で装填し得る。いくつかの場合では、複数の試料
を各ポートおよび／または槽アレイ内に装填し得る。
【００７１】
　６８４において示されるように、試料を処理し得る。試料装填後（かつ／または試料装
填前）に、液滴精製に向けて試料を準備するために、試料処理ステップの任意の適した組
み合わせを実行し得る。例示的な処理ステップを項ＩＩＩにおいて説明する。
【００７２】
　６８６に示されるように、試料から液滴を生成し得る。例えば、液適生成は、試料に１
つまたは複数の試薬を混合して、バルク分析混合物を形成することにより試料を変更した
後に実行し得る。液滴生成は、バルク分析混合物を、介在する非混和性キャリア流体によ
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り各液滴内で互いに分離された複数の分割された分析混合物（ひいては試料分割物）に分
割し得る。液滴は、１つのオリフィスから、かつ／または１つの液滴生成器（乳濁液生成
器と呼ばれ得る）等から逐次、試料から生成し得る。あるいは、液滴は、同じ試料に連通
した（かつ／または同じ試料により供給される）２つ以上のオリフィスおよび／または２
つ以上の液滴生成器等から、並行して試料から生成し得る。別の例として、液滴は、オリ
フィスアレイを画定する有孔プレートから並行して生成し得る。いくつかの例では、液滴
は、特に、攪拌または音波処理等によりバルクで生成し得る。いくつかの例では、複数の
試料から複数の乳濁液を逐次または並行して生成し得る。
【００７３】
　６８８において示されるように、液滴を反応場所（リアクタとも呼ばれる）に装填し得
る。液滴は、連続してもよく、または１回もしくは複数回停止してもよい流れによる輸送
により装填し得る。したがって、６９０に示されるように、液滴を生成した後かつ反応場
所に装填する前に、液滴を１つまたは複数の離散した格納場所に格納してもよい（または
しなくてもよい）。あるいは、液滴は、実質的に流れずに、例えば、液滴を容器内に収容
し、容器を反応場所に移すことで反応場所に装填してもよい。他の例では、液滴を反応場
所で生成し得る（例えば、熱循環機内部）。いずれの場合でも、液滴生成後、液滴がバイ
アル（または他の容器）、反応チャネル（例えば、管）、高いアスペクト比を有する撮像
チャンバ／フローセル等内に配置された状態で、液滴を反応場所に配置し得る。輸送／装
填、輸送、格納、配送、事前処理（例えば、加熱）、および濃縮の選択等の液滴処理のさ
らなる態様について、本項において後述する。
【００７４】
　「反応場所」とは、液滴が、核酸増幅等の関心のある１つまたは複数の反応の促進させ
る状態になる領域である。したがって、反応場所は、液滴内での特定の反応の実施および
／または促進に適した一定温度または可変温度（および／または他の物理的条件）の１つ
または複数の温度制御ゾーンを提供し得る。反応場所は、液滴が少なくとも１つのチャネ
ルを流れている間に固定または可変の反応条件下に置かれる流水場所であってもよく、ま
たは液滴が静止流体量内にある（すなわち、流れていない）間に静止場所であってもよい
。例示的な反応場所、すなわち、流れに基づく熱循環機は、本項の例示的なシステムの多
くに含まれ、項Ｖにおいてより詳細に説明する。
【００７５】
　６９２に示されるように、液滴を「反応」させ得る。より具体的には、液滴の成分また
は液滴自体が所望の反応（または状態変化）を経るように、液滴に含まれる分析混合物の
種類に従い、液滴を１つまたは複数の適した反応条件下に置き得る。例えば、液滴は、特
に項Ｉにおいて説明した任意の分析等の増幅分析のために熱循環を受け得る（または等温
処理し得る）。
【００７６】
　液滴の反応では一般に、液滴は、液滴内での関心のある少なくとも１つの結合および／
または化学反応を促進する１つまたは複数の条件下に置かれる。液滴の反応では一般に、
液滴は、一定または可変であり得、繰り返され得る所定の時間期間（または複数の時間期
間）にわたって各条件下にも置かれ得る。液滴は、１回または複数回、例えば、周期的に
、２つ以上の条件に逐次または並行して置かれ得る。例示的な条件としては、温度条件（
すなわち、液滴温度の維持、液滴の加熱、および／または液滴の冷却）、露光、圧力変化
等が挙げられる。
【００７７】
　液滴は、「フロー反応」において反応場所を流れることにより反応し得る。液滴は、反
応場所を通る流路に沿って均一または空間的に変化する少なくとも１つの条件下に置かれ
得る。例えば、流路に沿った温度が空間的に変化して、液滴が流路を通る際に液滴に対し
て加熱および冷却を行い得る。換言すれば、反応場所は、液滴が通る、少なくとも実質的
に一定温度の１つ、２つ、または３つ以上の温度制御ゾーンを含み得る。一定温度ゾーン
および熱循環を使用する流水反応場所のさらなる態様について、特に項Ｖ等の本発明の他



(26) JP 2012-503773 A 2012.2.9

10

20

30

40

50

の箇所で説明する。
【００７８】
　あるいは、液滴は、「静的反応」において、静止流体量内にある間に、すなわち実質的
な流体フローなしで反応してもよい。例えば、液滴は、特に、ウェルまたはチャンバ内に
ある間に反応し得る。この場合、液滴は、反応中に一定の条件（例えば、等熱反応のため
に一定温度）下に置かれてもよく、または反応中（液滴を動かす必要なく）、時間的に（
すなわち、時間に関して）変化する可変条件下に置かれてもよい。例えば、ＰＣＲを実行
するために、周期的等、時間に伴って温度が変化する温度制御ゾーンに液滴を保持し得る
。いずれの場合でも、静的反応では、乳濁液のバッチ増幅等、乳濁液アレイを並行してバ
ッチ反応させることが可能であり得る。
【００７９】
　６９４に示されるように、液滴を検出し得る。検出は、液滴が流れている間に逐次実行
し得る（すなわち、フローベースの検出または動的検出）。あるいは、検出は、液滴が静
止流体量内にある状態で実行し得る（すなわち、流れが止まった状態等の静的検出（すな
わち、フロー停止検出））。いくつかの例では、静的検出（または動的検出）は、一般に
は線形または平面に配置され得る実質的に静止した（または流れている）液滴セットを撮
像して、液滴の画像を得ることを含み得る。フローベースの検出およびフロー停止検出を
含め、検出のさらなる態様について、特に項ＶＩ等の本明細書の他の箇所において説明す
る。
【００８０】
　反応および検出の動的／静的モードは、任意の適した様式で組み合わせることができる
。例えば、液滴のフローベースの反応を、液滴のフローベースの検出またはフロー停止検
出（例えば、撮像）と組み合わせてもよい。あるいは、乳濁液のバッチ増幅等の液滴の静
的反応を、液滴のフローベースの検出または静的検出（例えば、撮像）と組み合わせても
よい。
【００８１】
　６９６に示されるように、液滴から検出されたデータを解析し得る。データ解析は、例
えば、核酸標的（または多重反応での２つ以上の標的）の増幅に関して正または負として
液滴信号を割り当て、増幅に関して正の液滴の数および／または割合を特定し、試料内の
核酸標的の合計存在数（例えば、分子の濃度および／または数）を推定し得る等である。
データ解析のさらなる態様について、特に項ＶＩＩおよび項ＶＩＩＩ等の本明細書の他の
箇所において説明する。
【００８２】
　図６は、液滴ベースの分析を実行する例示的なシステム７００のうちの選択された部分
を示す。図示のシステム構成要素の任意の１つまたは組み合わせをシステムから省いても
よく、本明細書の他の箇所で開示される任意の追加の構成要素をこのシステムに追加して
もよい。矢印は、試料、液滴、および／またはデータがシステムの実際の構成要素間で移
動し得る例示的な順序を示す。しかし、各構造的構成要素を同じ液滴に２回以上使用して
もよく、かつ／またはここに示される順序とは異なる順序で利用してもよい。
【００８３】
　システム７００は、以下の構成要素のうちの任意またはそれぞれの１つまたは複数を含
み得る：特に、試料処理器７０２（試料処理ステーションとも呼ばれる）、液滴生成器７
０４、液滴輸送器７０６、反応場所（またはリアクタ）７０８（反応ステーション（例え
ば、加熱または加熱および冷却を行い得る加熱ステーション）とも呼ばれる）、検出器７
１０（検出ステーションとも呼ばれる）、ならびにコントローラ７１２。これら構成要素
の任意の組み合わせを互いに、特に物理的に、流体的に、電気的に、かつ／信号を転送す
るために接続し得る。
【００８４】
　構成要素は、方法６８０（図５）のステップを参照して以下のように動作し得る。試料
処理器７０２は、ステップ６８２において装填された試料等の解析すべき試料を受け取り
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得、ステップ６８４に関して上述したように試料を処理し得る。液滴生成器７０４は、ス
テップ６８６に関して上述したように液滴を生成し得る。液滴輸送器７０６は、ステップ
６８８に関して説明したように生成された液滴を装填し得、したがって、特に、生成され
た液滴の選択可能な輸送/装填、輸送、格納（ステップ６９０）、配送、事前処理（例え
ば、加熱）、および濃縮を提供し得る。反応場所７０８では、装填された液滴のフロー反
応または静的反応が可能であり、検出器７１０は、ステップ６９４に関して説明されたよ
うに、液滴の動的または静的な検出を提供し得る。コントローラ７１２は、ステップ６９
６に関して説明されたように、検出器７１０から受信したデータを解析し得る。コントロ
ーラ７１２はまた、コントローラから他の各システム構成要素に延びる破線で示されるよ
うに、システム構成要素の任意の適した組み合わせと通信し得、かつ／またはそれらを制
御するようにプログラムされ得る。コントローラはまた、本明細書において開示される任
意の方法を実行する命令を含むコンピュータ可読媒体（例えば、ハードドライブ、ＣＤ－
ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、フロッピー（登録商標）ディスク、フラッシュメモリ装置等の
記憶装置）も含み得る。
【００８５】
［Ｄ．フローベースの増幅を使用する例示的なシステム］
　図７は、フローベースの増幅および液滴生成から切り離された液滴装填を使用する例示
的なシステム７２０の概略図を示す。図示のシステム構成要素の任意の構成要素または組
み合わせをシステムから省いてもよく、本明細書の他の箇所に開示される任意の追加の構
成要素をシステムに追加してもよい。実線の矢印は、試料７２２、試薬７２４、および液
滴７２６がシステムの構造的構成要素間で移動し得る例示的な順序を示す。様々なシステ
ム構成要素の上下にある破線の垂直矢印は、それら構成要素に対する非混和性キャリア流
体（例えば、油）および／または廃棄物の任意の追加（例えば、流入）および／または除
去（例えば、流出）を示す。
【００８６】
　システム７２０は、ミキサ７２８および液滴生成器７３０を含み得る。ミキサ７２８は
、試料７２２および少なくとも１つの試薬７２４を受け取って組み合わせて、分析混合物
を形成し得る。ミキサは、自動化された装置であってもよく、または分析混合物を液滴生
成器に装填する前に、使用者がバルク混合等により手動で混合を実行してもよい。液滴生
成器７３０は、ミキサから分析混合物を受け取り、７３６において示されるように、分析
混合物と同時に、液滴生成器内に導入された油等の非混和性キャリア流体７３４内に液滴
７２６の乳濁液７３２を生成し得る。液滴の形成７２６は、７３８に示されるように、圧
力および／またはポンピングにより促進され得る。いくつかの例では、液滴生成器は、試
料および試薬が合流したものから液滴を生成することにより、ミキサとして機能し得る。
７４０で示されるように、廃棄流体も液滴生成器から流出し得る。
【００８７】
　システム７２０は、任意の適した数の液滴生成器を有し得る。液滴生成器を使用して、
１つの試料または複数の試料から、および１つの試薬または複数の試薬から（例えば、異
なる種の核酸標的に対する試薬）任意の適した数の別個の異なる乳濁液を生成し得る。例
示的なミキサおよび液滴生成器について、項ＩＩＩおよび項ＩＶにおいて説明する。
【００８８】
　乳濁液７３２または別個の乳濁液セットは、乳濁液の液滴を反応させる前に、少なくと
も１つの格納場所７４２または複数のそのような場所に格納してもよい。その結果、液滴
生成を液滴の反応から切り離すことができる。格納場所は、例えば、ウェル、チャンバ、
管、またはプレートにより形成されるようなそれらのアレイ（例えば、マイクロプレート
）であり得る。
【００８９】
　システムは、直列に配置された液滴輸送部７４４（液滴輸送器とも呼ばれる）と熱循環
機７４６も含み得る。輸送部７４４は、液滴７２６を格納場所７４２から輸送部内に移さ
れる流入口を形成する液滴ピックアップまたは取り入れ領域７４８を含み得る。輸送部７
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４４は、液滴を熱循環機７４６に送る液滴装填器７５０も備え得る。輸送部は、輸送部７
４４内に移された後の液滴を格納する１つまたは複数の格納場所７５２も含み得る。
【００９０】
　いくつかの例では、輸送部は、液滴をまず熱循環機に送らずに検出器により直接的に装
填可能でもあり得る。特に、システム７２０は、熱循環機を通らずに輸送部７４４を検出
器に接続するバイパスチャネル７５３またはバイパス路を含み得る。システムは、液滴を
バイパスチャネル７５３または熱循環機７４６のいずれか一方に送るように動作可能な１
つまたは複数の弁を含み得る。バイパスチャネル７５３の使用により、例えば、熱循環が
省かれる場合、キャリブレーション液滴が検出器までより高速で移動可能なため、システ
ム構成要素のより高速な較正が可能であり得る。項ＶＩＩＩにおいて、バイパスチャネル
およびキャリブレーション液滴の使用のさらなる態様について説明する。
【００９１】
　キャリア流体および／または廃棄流体は、場合により、それぞれ７５４～７５８に示さ
れるように、格納場所７４２、液滴ピックアップ領域７４８、および／または液滴装填器
７５０から除去されてもよい。代替または追加として、液滴を熱循環機７４６に送り込む
のを容易にするため、かつ／またはピックアップ領域および／または液滴装填器から液滴
を流し出す等のために、７５９で示されるように、キャリア流体を液滴ピックアップ領域
に追加し、かつ／または７６０で示されるように、液滴装填器に追加してもよい。
【００９２】
　液滴を含む乳濁液７２６は、（ａ）熱循環機７４６、（ｂ）検出器７６４に関連して動
作的に配置された少なくとも１つの検出窓７６２に隣接する少なくとも１つの検出場所（
例えば、検出チャネル／チャンバ）、および（ｃ）油回収領域７６６を通って流れ、次に
、廃棄物容器に流れ得る。少なくとも１つの検出チャネル／チャンバに関して、１つまた
は複数の弁７７０を一般に熱循環機と検出器との間に配置し、熱循環機の下流での乳濁液
の流れの制御を提供し得る。例えば、弁７７０は、検出窓に隣接する液滴の流れを停止さ
せ、かつ／または２つ以上の検出窓（例えば、項ＶＩ参照）間での乳濁液の流れを切り替
えるように動作し得る。キャリア流体は、７７２、７７４で示されるように、熱循環機７
４６および／または検出器７６４内または近傍で乳濁液から除去してもよく、かつ／また
は乳濁液に導入してもよい。キャリア流体の除去は、例えば、検出のためにより濃縮した
乳濁液を提供し得る。キャリア流体の導入は、例えば、検出器チャネル内および／または
検出窓に関して液滴のフロー収束を提供し得る（例えば、項ＶＩ参照）。代替または追加
として、７７５に示されるように、検出ステーションを通さずに熱循環機から液滴を集め
るために、液滴を廃棄物容器に送ってもよい。
【００９３】
　キャリア流体は、７７６に示されるように、油回収領域７６６によりフローから除去し
得る。除去は、ピラー、少なくとも１枚の膜、１つまたは複数の油選択性サイドチャネル
、重力分離等の任意の適した機構により行われ得る。
【００９４】
［Ｅ．液滴処理の概説］
　図８～図１０は、液滴の輸送および輸送に関連して実行し得る液滴処理の例示的なタイ
プ（例えば、格納、濃縮、選択等）を強調しながら、方法および装置を含めた液滴の処理
についての概説を提供する。
【００９５】
　図８は、液滴が液滴生成器および／または液滴槽から反応場所に輸送される、液滴ベー
スの分析を使用する例示的な試料分析方法で実行し得る例示的なステップを列挙したフロ
ーチャート８１０を示す。列挙されたステップは、任意の適した組み合わせで、任意の適
した順に実行してよく、本開示の他の任意の適したステップと組み合わせることができる
。
【００９６】
　８１２において、液滴を生成し得る。液滴は、逐次、並行して、またはバルクで生成し
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得る。液滴生成のさらなる態様について、特に項ＩＩＩおよび項ＶＩ等の本明細書の他の
箇所に開示される。
【００９７】
　場合により、液滴を８１４に示されるように格納してもよい。液滴（例えば、乳濁液）
セットを液滴槽内に格納し得る。いくつかの例では、２つ以上の別個のセットを、乳濁液
アレイ等で２つ以上の各槽に格納し得る。いくつかの例では、液滴の格納を省いてもよい
。
【００９８】
　場合により、液滴を８１６に示されるように濃縮してもよい。液滴の濃縮（乳濁液の濃
縮とも呼ばれる）により、乳濁液の単位容積当たりの液滴数が増大すると共に、乳濁液内
で液滴が占める容積の割合が増大する。乳濁液の濃縮は、液滴の格納前、格納中、および
／または格納後に行い得る。
【００９９】
　８１８に示されるように、液滴のうちの１つまたは複数（１つまたは複数の液滴パケッ
トを含む）を反応場所に輸送し得る。輸送は、液滴生成および／または初期液滴格納後に
、連続フローまたは１つもしくは複数の離散した段階で選択可能に開始されるフローによ
り達成し得る。８２０に示されるように、反応場所で液滴を反応させ得る。
【０１００】
　８２２に示されるように、信号をパケットの液滴から検出し得る。例えば、液滴の反応
中および／または反応後に、１つまたは複数の測定を１つまたは複数の液滴に対して実行
し得る。液滴検出のさらなる態様について、特に項ＶＩ等の本明細書の他の箇所で開示す
る。
【０１０１】
　図９は、図８の方法での液滴を輸送するステップ（すなわち、ステップ８１８）に含ま
れ得る例示的なステップを列挙したフローチャート８３０を示す。
【０１０２】
　８３２に示されるように、液滴槽（乳濁液槽とも呼ばれる）を選択し得る。液滴槽は、
別個の乳濁液および／または別個の分析混合物を保持する液滴槽アレイから選択し得る。
選択は、コントローラ、使用者、またはこれらの組み合わせにより実行し得る。
【０１０３】
　８３４において示されるように、選択された槽からの液滴を液滴輸送器に移し得る。輸
送された液滴をパケットと呼び得る。いくつかの例では、複数の槽を選択し、選択された
各槽からの複数の液滴パケットを液滴輸送器に逐次（または並行して）輸送し得る。
【０１０４】
　場合により、８３６に示されるように液滴のパケットを液滴輸送器に保持してもよい。
液滴輸送器は、反応場所に移動する流れから液滴を分離するなど、液滴の流れを止めるこ
とにより液滴を格納し得る。したがって、液滴を静止（流れていない）流体内に保持し得
る（すなわち、連続相の正味の流れが実質的にない状態で）。
【０１０５】
　８３８に示されるように、液滴のパケットまたはその少なくとも部分を反応場所（例え
ば、熱循環機）に装填し得、これについては、液滴が反応場所に送られつつあるか、また
は導入されつつあるものとして説明し得る。液滴のパケットは逐次装填され得る。あるい
は、液滴のパケットは、別個の熱循環機内または同じ熱循環機を通る別個の流路内に装填
されるなど、並行して装填され得る。いくつかの例では、槽からの液滴のパケットの移動
およびパケットの反応場所への装填が連続フローにより行われるように、液滴を保持する
ステップを省き得る。
【０１０６】
　図１０は、図８の方法を実行可能な例示的なシステム８５０のうちの選択された部分を
示す。矢印は、液滴をシステムの構造的構成要素間で移動し得る例示的な順序を示す。し
かし、各構造的構成要素は任意選択的であり得、同じ液滴パケットに２回以上使用しても
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よく、かつ／またはここに示される順序とは異なる順序で利用してもよい。
【０１０７】
　システム８５０は、少なくとも１つの液滴生成器８５２、少なくとも１つの液滴槽８５
４、少なくとも１つの液滴輸送器８５６、少なくとも１つの反応場所８５８（反応領域ま
たは液滴処理組立体とも呼ばれる）および少なくとも１つの検出器８６０を組み込み得る
。これら構造的構成要素のうちのすべてまたは任意のサブセットを、任意の適した相対空
間関係で互いに接続して、機器または機器－カートリッジ組立体（例えば、図２～図４参
照）を形成し得る。いくつかの例では、液滴を形成する液滴生成器（および／または液滴
を格納する液滴槽）等のシステム構成要素のうちの１つまたは複数は、遠隔から利用し得
るが、その場合、液滴生成器は輸送器、反応場所、および／または検出器に接続されない
。システム８５０は少なくとも１つのコントローラ８６２も備えることができ、コントロ
ーラ８６２は、コントローラと他の各システム構成要素との間に延びる破線で示されるよ
うに、システム構成要素の任意の適した組み合わせと通信し、かつ／またはそのような組
み合わせを制御するようにプログラムされ得る。
【０１０８】
　液滴生成器８５２により形成された液滴は、液滴形成後、液滴輸送器８５６により、１
つまたは複数の反応を促進するために反応場所８５８に輸送し、そして液滴信号の検出を
提供するために検出器８６０に輸送し得る。液滴の輸送前および／または輸送中、液滴を
少なくとも１つの液滴槽８５４で、または２つ以上の液滴槽で逐次（もしくは並行して）
受けてから、調整可能（かつ選択可能）な時間期間にわたって格納し得る。液滴の格納は
、システムの任意の部分であるため、液滴槽を省いてもよい。
【０１０９】
　本明細書に開示される任意の液滴生成器および／または検出器（例えば、項ＩＩＩ、項
ＩＶ、および項ＶＩ参照）等の任意の適した液滴生成器８５２および検出器８６０をシス
テム内に組み込み得る。
【０１１０】
　「液滴槽」は、「格納場所」または「乳濁液槽」とも呼ばれ、液滴を一般に静止流体量
で格納でき、選択可能なときに液滴にアクセスできる任意のコンパートメントである。液
滴槽は、ウェル、チャンバ等であり得る。例示的な液滴槽は、特に、ウェルまたはチャン
バのアレイ等の分離された、または分離可能な格納場所のアレイとして提供し得る。格納
場所アレイをプレートにより提供し得る。
【０１１１】
　液滴輸送器８５６は、少なくとも１つの液滴生成器および／または少なくとも１つの液
滴槽から反応場所への液滴の選択可能な輸送を提供する１つもしくは複数の構造および／
または１つもしくは複数の装置で構成し得る。選択可能な輸送により、反応場所に送る異
なる液滴パケット、液滴パケットを送る順序、各液滴パケットを送る時間等を選択し得る
。異なる液滴パケットは、異なる試料－試薬組み合わせ、異なる液滴サイズ、異なる試料
および／または試薬希釈液等を有し得る。いずれの場合でも、選択は、コントローラ、使
用者、またはこれらの組み合わせにより実行し得る。例えば、選択は、特に、使用者によ
り選択され、かつ／またはコントローラにプログラムされた順序、コントローラにより選
択された任意の順序、システムが得た１つまたは複数の分析結果に基づいてコントローラ
によりリアルタイムで決定される動的な順序、あるいはこれらの組み合わせに基づき得る
。
【０１１２】
［Ｆ．例示的な液滴輸送器］
　図１１は、液滴輸送器８５６（図１０）の例８６８の選択された態様を示す。輸送器８
６８は、特に、少なくとも１つの取り入れ管８７０、少なくとも１つの流出管８７２、少
なくとも１つの格納場所８７４、８７６、１つまたは複数のポンプ８７８および／または
圧力源／シンク、ならびに／あるいは１つまたは複数の弁８８０（例えば、二方弁、三方
弁、四方弁、および／または多位置弁、および／または注入ループ）の任意の組み合わせ
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を組み込み得る。輸送器は、特に、１つもしくは複数のユニオン、ティー、クロス、気泡
除去器、またはこれらの任意の組み合わせを含み得る。
【０１１３】
　取り入れ管８７０は、液滴槽８８２から（または液滴生成器から連続して）液滴をピッ
クアップし、かつ／または取り込むことにより、液滴８８１を受け取るように構成し得る
。したがって、取り込み管は、液滴槽に当接し、かつ／または液滴槽内に延長して、流体
が乳濁液から取り入れ管に流入できるように、液滴を含む乳濁液８８４との接触を提供す
る。取り入れ管は、特に、ニードル、先端、管、またはそれらの組み合わせとして説明す
ることができ、取り入れ管の断面は、１本または複数の縦列（並べて）で液滴を受け取る
ようなサイズであり得る。
【０１１４】
　流出管８７２を取り入れ管に直結してもよく、または流出管８７２は、１つまたは複数
の弁８８０、格納場所８７４、８７６等により取り入れ管から隔てられてもよい。例えば
、図１１では、取り入れ管および流出管は、３個の弁８８０および２つの反応場所（８７
４、８７６）により隔てられる。
【０１１５】
　各ポンプ８７８（および／または正／負圧源／シンク）が、流体を取り入れ管および／
または流出管に通して流し、かつ／または保持場所に／から流体を流し得る。ポンプも、
流体を反応場所８８５を通して流し得、または別個のポンプをこのために使用してもよい
。いくつかの例では、液滴輸送器８６８は、液滴を輸送器に移動させるために少なくとも
１つのポンプ（または圧力源／シンク）と、液滴を輸送器から出して、反応場所８８５に
装填する少なくとも１つの他のポンプ（または圧力源／シンク）とを含み得る。
【０１１６】
　各格納場所８７４、８７６を取り入れ管８７０および流出管８７２に接続して、これら
構造間で流体を流せるようにし得る。例えば、弁８８０が、取り入れ管８７０、流出管８
７２、および格納場所の間に選択可能かつ調整可能な連通を提供し得る。弁により、８８
６に示されるように、流体を格納場所８７４、８７６のうちのいずれか一方から廃棄口に
送ることも可能であり得る。
【０１１７】
　液滴輸送器８６８は、他の任意の適した要素を含み得る。例えば、輸送器は、一次元、
二次元、または三次元で液滴槽８８２に対する取り入れ管８７０の相対移動を駆動する駆
動組立体８８７をさらに備え得る。例えば、液滴槽アレイ８８８（例えば、ウェルを有す
るプレート）を、ｘ、ｙ、およびｚの方向に駆動されるステージもしくは他の支持部材８
９０に接続し、かつ／またはそれにより支持して、任意の順序でアレイ／プレートの各槽
内に取り入れ管を選択可能に配置できるようにし得る。他の例では、取り入れ管が選択さ
れた槽の内容物に接触するように駆動される間、液滴槽は静止したままであり得る。液滴
輸送器８６８は、追加または代替として、特に、液滴槽８８２、取り入れ管８７０、１つ
もしくは複数の格納場所８７４、８７６、流出管８７２、またはそれらの任意の組み合わ
せ等の液滴輸送器の任意の適した部分（またはすべて）に熱を加えるように位置決めし得
る少なくとも１つのヒータ８９２を組み込み得る。加熱により、反応場所に液滴を装填す
る前に、酵素の反応（例えば、逆転写）の促進、試薬の活性化（例えば、増幅反応前のホ
ットスタート等での酵素：項Ｖ参照）等のために、液滴を事前処理し得る。
【０１１８】
　液滴輸送器（および／またはシステム８５０の他の任意の部分）は、液滴の濃度を上げ
るために、少なくとも１つのパッキング特徴８９４をさらに含み得る。パッキング特徴は
、乳濁液のうちの液滴が占める容積割合を増大させ得、これは、例えば特に、キャリア流
体の加熱に費やされるエネルギー量を低減するため、フローベース（逐次）の検出器が液
滴を検出できる速度を増大させるため、かつ／または撮像検出器により同時に検出可能な
液滴数を増大させるために望ましい場合がある。液滴の適した濃縮（すなわち、「パッキ
ング濃度」）は、液滴生成中に達成してもよく、または液滴生成後にパッキング濃度を増
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大させてもよい。パッキング濃度の増大は、特に、乳濁液が静止している（例えば、格納
中）か、または流れている間にキャリア流体を乳濁液から除去することにより、かつ／ま
たは格納されている乳濁液から液滴を選択的に取り出すことにより達成し得る。液滴は、
（１）遠心分離、（２）液滴とキャリア流体との濃度差および重力（すなわち、キャリア
流体内で液滴が浮くか、または沈む）、（３）液滴の界面動電濃縮、（４）液滴の磁気濃
縮等により、格納されている乳濁液内で局所的に濃縮し得る。パッキング濃度は、キャリ
ア流体の側方フロー（および除去）を選択的に可能にするより小さな直径の１つもしくは
複数の側部通気管路（または１つもしくは複数の膜）を使用することにより、フロー中に
増大させ得る。代替または追加として、液滴の慣性を利用することにより、流体が流れて
いる間にパッキング濃度を増大し得る。
【０１１９】
［Ｇ．液滴の生成と輸送が結び付いた例示的なシステム］
　図１２は、液滴生成と反応場所への液滴輸送とが、液滴が格納されないように連続フロ
ーで結び付けられたシステム８５０（図１０参照）の連続フロー例９１０を示す。システ
ム９１０は、直列に配置された液滴生成器９１２、液滴輸送領域９１４、熱循環機９１６
、検出器９１８、および廃棄物／収集槽９２０を備え得る。液滴生成器９１２には、油９
２２等のキャリア流体ならびに試料および試薬の非分割状態の分析混合物９２４を供給し
得る。油および分析混合物のそれぞれは、各ポンプまたは圧力源９２６、９２８により液
滴生成器９１２に移動させ得る。ここで、液滴生成器はクロスとして構成されるが、他の
任意の構成も適し得る（例えば、項ＩＩＩおよび項ＩＶ参照）。液滴生成器により形成さ
れる液滴９３０は、ポンプ９２６、９２８により促進される連続流体フローにより、液滴
輸送領域９１４を通って熱循環機９１６に連続して流れ得る。他の例では、１つまたは複
数の追加のポンプまたは圧力源／シンクを使用して、熱循環機を通る流れを促進し得る。
【０１２０】
［Ｈ．液滴の生成と輸送とが切り離された例示的なシステム］
　図１３および図１４は、液滴の生成と輸送とが切り離された例示的なシステムを示す。
【０１２１】
　図１３は、液滴生成と反応場所への液滴輸送とが切り離されたシステム８５０の一例９
４０を示す。システム９４０は、キャリア流体９４８内に事前形成された液滴９４６があ
る乳濁液９４４を保持する液滴槽９４２を含み得る。液滴９４６は、システム９４０の下
流部分からオフラインで形成し得る。液滴が少なくとも１つの液滴生成器により形成され
た場合、液滴は液滴槽９４２に連続して流れ得る。あるいは、液滴は、液滴生成後の選択
可能なときに、流体輸送装置（例えば、ピペットまたはシリンジ）を使用して別の格納場
所から液滴槽内に移され得る。いずれの場合でも、液滴形成後（または前）に液滴槽９４
２をシステム９４０の下流構成要素に接続して配置し得、それにより、液滴槽が下流のシ
ステム構成要素に接続された後（および任意にその前）、調整可能で選択可能な時間期間
にわたって液滴９４６を格納し得る。
【０１２２】
　システム９４０は、直列に配置された液滴輸送領域９５０、熱循環機９５２、検出器９
５４、および下流圧力シンク（例えば、シリンジポンプ９５６）、上流圧力源９５８、ま
たはこれら両方等の少なくとも１つの圧力源／シンクを組み込み得る。液滴輸送領域９５
０は、液滴槽９４２内に延び、乳濁液９４４に接触して連通する取り入れ管９６０を含み
得る。液滴９４６は、特に、下流真空源（または圧力シンク）９５６（例えば、シリンジ
ポンプ）によりかけられる負圧および上流圧力源９６０（例えば、別のポンプ）により乳
濁液９４４に対してかけられる正圧の結果、取り入れ管内に引き込み得る。ここに示され
るように、液滴は、例えば、重力、遠心力、磁力、および／または界面動電移動等により
乳濁液の上または下に向けて選択的に濃縮されて、乳濁液内に非均一的に分散し得、それ
により、乳濁液内の平均パッキング濃度よりも高いパッキング濃度の液滴を除去し得る。
代替または追加として、液滴パッキング濃度が平均よりも低い場合、キャリア流体を選択
的に除去（例えば、除去または破棄）し得る。いずれの場合でも、液滴９４６を連続フロ



(33) JP 2012-503773 A 2012.2.9

10

20

30

40

50

ーにより乳濁液から輸送領域９５０、熱循環機９５２、検出器９５４、そしてシリンジポ
ンプ９５６により提供される槽９６２内に移動させ得る。
【０１２３】
　図１４は、システム９７０が複数の液滴パケットを並行して輸送し、反応させ、かつ／
または検出可能なように、選択された構成要素が複製された、一般に図１３のシステム９
４０に関連するシステム８５０の一例９７０を示す。システム９７０は、直列に配置され
た乳濁液アレイ９７２、液滴輸送器９７４、熱循環機９７６、１つまたは複数の検出器９
７８、ならびにシリンジポンプ９８０等の１つまたは複数のポンプまたは圧力源／シンク
を含み得る。
【０１２４】
　乳濁液アレイ９７２は、プレート９８６により形成された液滴槽アレイ９８４内に保持
された乳濁液９８２を含み得る。乳濁液は、プレートとは別個に形成し、次に、プレート
に移し得る。あるいは、プレートは、液滴槽９８４内に含まれる乳濁液を形成する、液滴
生成器アレイ９８８を組み込んだ液滴生成器プレートであり得る。液滴生成器プレートの
さらなる態様については、本項、項ＩＩＩ、および項ＩＶにおいて後述する。
【０１２５】
　液滴輸送器９７４は、プレート９８６の１行の液滴槽９８４から並行して液滴を取り入
れるための１ラインになった取り入れ管またはニードル９９０を含み得る。取り入れ管９
９０の先端は、プレートの各行内の液滴槽９８４の間隔に合うように離間させ得る。液滴
輸送器９７４は、少なくとも２つの次元または三次元でプレート９８６と取り入れ管９９
０との相対移動を駆動する駆動組立体９９２も含み得る。特に、駆動組立体の動作により
、事前に定義された順序または選択可能な順序で、取り入れ管を各行の乳濁液と逐次連通
させ得る。他の例では、液滴輸送器は、プレート９８６により形成される液滴槽の行およ
び列に対応して配置し得る取り入れ管三次元アレイを含み得、それにより、液滴槽のうち
の２行以上（例えば、平行した液滴槽のすべて）から液滴の並行取り出しを可能にする。
任意の構成の取り入れ管を使用して、各取り入れ管を各弁に接続し得る。弁の動作により
、取り入れ管が液滴の取り入れに関してアクティブであるか、それとも非アクティブであ
るかを決定し得る。あるいは、取り入れ管を、液滴を取り入れるための取り入れ管を一度
に１つのみ選択するように動作し得る同じ多位置弁に接続し得、それにより、液滴槽から
の液滴の逐次取り入れが提供される。
【０１２６】
　液滴の取り入れは、１つまたは複数のポンプにより促進され得る。例えば、シリンジポ
ンプ９８０によりかけられる負圧により、液滴を取り入れ管９９０内に引き込み得る。代
替または追加として、液滴輸送器９７４のポンプ９９４等の正圧源によりかけられる正圧
により、図１３のシステム９４０について説明したように、液滴を取り入れ管内に押し込
み得る。特に、マニフォルド９９６を介してポンプ９９４を液滴輸送器９７４に接続し得
る。各取り入れ管は、マニフォルドに対して封止された関係でマニフォルドを通って延び
得る。マニフォルドは、駆動組立体９９２の動作により液滴槽の各行と封止関係になるよ
うに移動可能であり、それにより、各行上に逐次、封止チャンバ９９８を形成し得る。し
たがって、ポンプ９９４はチャンバを加圧して、液滴を行内の槽から並行して取り入れ管
内にせきたてる。
【０１２７】
　熱循環機９７６は、異なる取り入れ管９９０との別個の各接続をそれぞれ形成するコイ
ル管１０００～１０１４により提供される複数の反応チャネルを含み得る。コイル管は概
して、互いに差し込まれた螺旋形路を辿り得る。例えば、管を一緒により合わせ、かつ／
またはまとめて包み得る。いずれの場合でも、液滴輸送器９７４は、液滴パケットをコイ
ル管内に並行して装填し得、別個の流路を辿りながら、パケットを並行して熱的に循環さ
せ得る。１０１６において示されるように、各コイル管からの液滴も検出器９７８により
並行して検出し得る。他の例では、各取り入れ管９９０を別個の各熱循環機に接続しても
よく、または取り入れ管９９０が、同じコイル管もしくは他の反応チャネル内に液滴を供
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給してもよい。
【０１２８】
［Ｉ．オートサンプラを利用する例示的な切り離しシステム］
　図１５および図１６は、液滴の生成と輸送との切り離しをオートサンプリングと組み合
わせた例示的なシステムを示す。
【０１２９】
　図１５は、液滴生成と反応場所への液滴輸送とが切り離された、図１０のシステム８５
０の別の例１０３０を示す。システム１０３０は、直列に配置された槽アレイ１０３２、
オートサンプラ１０３６を備えた液滴輸送器１０３４、反応場所１０３８（例えば、熱循
環機１０４０）、検出器１０４２、および廃棄物／収集槽１０４４を組み込み得る。液滴
は、オートサンプラ１０３６の動作を通してアレイ１０３２から反応場書１０３８に移動
し、反応中または反応後に検出器１０４２により検出され、次に、検出後に槽１０４４に
より収集し得る。
【０１３０】
　槽アレイ１０３２は、液滴１０５０をそれぞれ含む、ウェル１０４８等の液滴槽のアレ
イを提供するプレート１０４６として構成し得る。したがって、プレート１０４６は、本
明細書の他の箇所で説明される特徴の任意の組み合わせを有する液滴生成器プレートとし
て構成し得る。あるいは、プレート１０４６は、プレートとは別個に生成され、次に、プ
レートのウェルに移された液滴を保持し得る。
【０１３１】
　オートサンプラ１０３６は一般に、槽アレイから管（例えば、取り入れ管）への流体の
逐次取り入れを提供する任意の装置または装置組立体を含む。オートサンプラは一般に、
アレイの任意の槽または一続きの槽から液滴を取り出すことが可能であり、各槽から可変
量の流体を取り入れるように制御可能であり得る。オートサンプラは、特に、取り入れ管
として働くニードル１０５２、１つまたは複数のポンプまたは圧力源／シンク１０５４、
１つまたは複数の弁１０５６、またはこれらの任意の組み合わせを含み得る。オートサン
プラは、３つの直交する軸等に沿って三次元でニードル１０５２の移動を制御可能に駆動
する駆動組立体１０５８を含み得る。例えば、駆動組立体は、ニードルを、任意の選択さ
れた槽１０４８上にｘ－ｙ平面において位置決めし、次に、ｚ軸に沿って移動させ、ニー
ドルを選択された槽内の流体に接触させるように動作させて液体を取り入れ、次に、流体
からの接触を断って別の槽に移動させる（または空気を取り入れる）ことができ得る。他
の例では、駆動組立体は、ニードルが静止したままである間に槽アレイを移動させ得る。
他の例では、ニードルのｚ軸移動を駆動するｚ軸駆動組立体および槽アレイのｘ－ｙ移動
を駆動するｘ－ｙ軸駆動組立体があり得、またはこの逆も同様である。
【０１３２】
　図１６は、オートサンプラ１０３６のニードル１０５２が液滴パケット１０６０～１０
６４をプレート１０４６の対応するそれぞれ一続きのウェル１０６６～１０７０から取り
入れている状態での、図１５のシステム１０３０のうちの選択された部分を示す。隣接す
る液滴パケットは、オートサンプラ１０３６内で互いに任意の適したスペーサ領域１０７
２により隔て得る。スペーサ領域は、１つまたは複数のスペーサ流体の１つまたは複数の
セグメント１０７４を含み得る。例えば、スペーサ液１０７６を、アレイのウェル１０７
８内または別のアクセス可能な槽内に配置し得る。各液滴パケットを問い入れた後、ニー
ドル１０５２をウェル１０７８に移動させて、スペーサ液１０７６を取り入れ得る。代替
または追加として、ニードル１０５２は、液体に接触していない間、パケット間にある容
量の、空気１０８０等のスペーサガスを取り入れ得る。スペーサガスの使用は任意である
。スペーサ流体は、液滴パケットと同じ非混和性キャリア流体を含んでもよく、または異
なる非混和性キャリア流体を含んでもよい。いくつかの実施形態では、スペーサ流体は、
染料等を使用して標識して、液滴パケットのキャリア流体と区別可能にし、かつ／または
液滴パケットの境界（すなわち、先端または後端）に印を付け得る。代替または追加とし
て、スペーサ流体および／またはスペーサガスは、液滴パケット間の液滴濃度を低減させ
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る（すなわち、実質的に液滴をなくす）ことにより、液滴パケットから区別可能であり得
る。
【０１３３】
［Ｊ．多段階切り離しを使用する例示的なシステム］
　図１７および図１８は、液滴生成と反応場所への液滴装填との多段階切り離しを組み合
わせた例示的なシステムを示すと共に、オートサンプラを使用した輸送も示す。
【０１３４】
　図１７は、液滴生成と反応場所への液滴装填との多段階切り離しが可能な図１０のシス
テム８５０の一例１０９０を示す。より具体的には、システム１０９０は、まず、乳濁液
アレイ内への液滴パケットの格納を提供し、次に、パケットを取り入れた後、かつパケッ
トを下流の反応場所に装填する前に、別個の格納場所への格納を提供する。システム１０
９０は、駆動組立体１０９３に結合された乳濁液アレイ１０９２を備え得る。乳濁液アレ
イは、プレート１０９４（例えば、マイクロプレートまたは液滴生成器プレート）により
保持し得る。システム１０９０は、選択可能な取り入れ、保持、加熱、および装填を提供
する液滴輸送器１０９６も備え得る。
【０１３５】
　液滴輸送器１０９６は、オートサンプラ１０９８、少なくとも１つの格納場所１１００
、および流出領域１１０２を組み込み得る。オートサンプラ１０９８は、図１５および図
１６に関して概して説明したように、液滴パケット１１０４～１１０８をプレート１０９
４の選択されたウェルから輸送器１０９６に移し得る。
【０１３６】
　１つまたは複数の弁１１１０、１１１２が、１つまたは複数のポンプ１１１４と協働し
て、各パケットの流路および滞留時間を決定するように動作し得る。例えば、弁１１１０
は、各パケットが輸送器１０９６に移された後、液滴を下流の反応場所に連続して流すよ
うに動作し得る。代替または追加として、１１１６に示されるように、弁１１１０は、１
つの液滴パケット（または複数のパケット、図１６参照）を流入路に沿って格納場所１１
００（例えば、保持チャネルまたは保持チャンバ）に移動させるように動作し得る。格納
場所への流体の移動を促進するために、ポンプ１１１４を利用し得る。
【０１３７】
　液滴パケット１１０６は、任意の適した時間期間にわたって格納場所１１００を占有し
得る。いくつかの例では、パケット１１０６は、格納場所に配置されている間、ヒータ１
１１８により加熱し得る。代替または追加として、パケット１１０６は、特に、パケット
がプレート１０９４に収容されている間、保持場所に流れている間、および／または流出
領域１１０２内に配置されている間等、保持場所１１００の上流で加熱し得る。いずれの
場合でも、１１２０に示されるように、流出路を開く弁１１１０の動作により、液滴パケ
ット１１０６を保持場所から流出領域１１０２に出し得る。ポンプ１１１４は、接続され
た槽１１２４から得られたキャリア流体１１２２を利用して、液滴パケット１１０６の流
れも後押しし得る。キャリア流体は、液滴を保持場所から流し出して、実質的な相互汚染
なしで異なる液滴パケットでその保持場所を再び使用可能にするようにも機能し得る。い
ずれの場合でも、ポンプ１１１４は、流出領域１１０２を通るようにパケット１１０６を
後押ししてもよく、次に、別のポンプ１１２６が、接続された槽１１３０から得られるキ
ャリア流体１１２８を利用して、下流の反応場所にパケットを後押しし得る。下流ポンプ
１１２６の使用により、流出路１１２０を閉じ、流入路１１１６を開くように弁１１１０
を再び位置決めし得、それにより、ポンプ１１１４は、別のパケット（例えば、パケット
１１０４）を保持場所１１００内に移動させ得る。
【０１３８】
　図１８は、液滴生成と反応場所への液滴装填との多段階切り離しが可能なシステム８５
０（図１０）の別の例１１４０を示す。システム１１４０は概して、図１７のシステム１
０９０に関連するが、選択可能な順序にアクセスし、その順序に従って格納場所から反応
場所への液滴パケットの装填を提供することができる複数の分離可能な格納場所１１４２
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～１１５４を含む。システム１１４０は、駆動組立体１１５７に結合された直列に配置さ
れた乳濁液アレイ１１５６備え得る。乳濁液アレイは、プレート１１５８（例えば、液滴
生成器プレート）により保持し得る。システム１１４０は液滴輸送器１１６０も備え得る
。輸送器は、選択的なプレート１１５８からの液滴パケットの取り入れ、調整可能な時間
期間にわたっての各パケットの保持、および反応場所への手法の選択可能な装填を可能に
し得る。
【０１３９】
　輸送器１１６０は、特に、オートサンプラ１１６２、一時的な保持ステーション１１６
４、少なくとも１つのポンプ１１６６、および１つまたは複数の弁１１６８～１１７２を
備え得る。ポンプ１１６６は、オートサンプラ１１６２の取り入れ管１１７４内への液滴
の取り込みを後押しし得る。液滴は、１つのパケットまたは複数の離間されたパケットを
表し得る。いずれの場合でも、ポンプ１１６６は、保持ステーション１１６４へのパケッ
トの流れを後押しし得る。次に、多位置弁１１７０を動作させて、保持ステーション１１
６４から格納場所１１４２～１１５４のうちの１つへの流路を開くことができ、ポンプ１
１６６は、パケットをステーションから格納場所へと後押しし得る。このプロセスを一回
または複数回繰り返して、他のパケットを他の格納場所１１４２～１１５４内に配置し得
る。ヒータ１１７６は、格納場所内に配置された液滴パケットに熱を加え得る。
【０１４０】
　格納場所内の液滴パケットは、選択可能な順序で下流の反応場所に逐次装填し得る。特
に、選択された格納場所とステーション１１６４との間の流路を開くように、弁１１７０
を位置決めし得る。次に、ポンプ１１６６は、液滴パケットを選択された格納場所からス
テーション１１６４内に移動させ得る。次に、ステーション１１６４から流出管１１７８
への流路を開くように、弁１１７０を再び位置決めし得る。次に、ポンプ１１６６が、パ
ケットの背後で移動するキャリア流体１１８０を利用して、液滴パケットをステーション
１１６４から流出管１１７８に後押しし得る。パケットを流出管１１７８から下流の反応
場所に後押しするために、ポンプ１１６６を利用してもよく、または別のポンプを利用し
てもよい（例えば、図１７参照）。いくつかの例では、格納場所内の液滴パケットは、ス
テーション１１６４に移される代わりに、廃棄物槽１１８２へと追いやられてもよい。
【０１４１】
［Ｋ．静止流体内での増幅の概説］
　図１９～図２１は、乳濁液が静止した状態で、かつ/または乳濁液アレイのバッチ増幅
により増幅が実行される、液滴ベースの分析を使用して試料を分析する例示的なシステム
に関連する。
【０１４２】
　図１９は、静止流体内に配置されている間に増幅の条件下に置かれた液滴を使用する試
料分析方法で実行し得る例示的なステップを列挙したフローチャート１１９０を示す。列
挙されたステップは、任意の適した順序かつ任意の適した組み合わせで実行してよく、本
明細書の他の箇所で開示される任意の他のステップと組み合わせてもよい。
【０１４３】
　１１９２に示されるように、試料および少なくとも１つの試薬を混合して、増幅用の分
析混合物を生成し得る。いくつかの実施形態では、１つまたは複数の試料および１つまた
は複数の試薬を混合して、複数のそれぞれ別個の分析混合物を生成し得る。
【０１４４】
　１１９４に示されるように、少なくとも１つの乳濁液を少なくとも１つの分析混合物か
ら生成し得る。乳濁液は、逐次、並行、またはバルク液滴生成（例えば、項ＩＩＩおよび
項ＩＶ参照）により生成し得る。２つ以上の乳濁液が生成される場合、乳濁液は互いに関
して並行して、または逐次生成し得る。
【０１４５】
　１１９６に示されるように、少なくとも１つの乳濁液を、静止したまま熱循環させ得る
。特に、乳濁液を、熱循環される際に乳濁液の方向性フローを制限する容器内に配置し得
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る。
【０１４６】
　１１９８に示されるように、乳濁液の液滴から信号を検出し得る。この信号は、乳濁液
が流れている間、または流れていない間に検出し得（例えば、項ＶＩ参照）、特に、逐次
液滴検出または撮像を含み得る。
【０１４７】
　図２０は、乳濁液アレイの並行増幅を使用する試料分析方法で実行し得る例示的なステ
ップを列挙したフローチャート１２００を示す。列挙されたステップは、任意の適した順
序かつ任意の適した組み合わせで実行してよく、本明細書の他の箇所で開示される任意の
他のステップと組み合わせてもよい。
【０１４８】
　１２０２に示されるように、複数の分析混合物を生成し得る。各分析混合物は、増幅混
合物内に少なくとも１つの種（または２つ以上の種）の核酸標的が存在する場合、それを
増幅可能な増幅混合物であり得る。分析混合物は、それぞれ別個の試料、別個の試薬（例
えば、異なる種の核酸標的を増幅する）、またはこれらの任意の組み合わせを含み得る。
いくつかの実施形態では、分析混合物は、プレートにより形成される平面アレイ等のアレ
イ内で生成してもよく、またはアレイ内に配置してもよい。
【０１４９】
　１２０４に示されるように、乳濁液を各分析混合物から生成し得る。乳濁液は、互いに
関して並行して、または逐次生成し得、各乳濁液の液滴は逐次、並行して、またはバルク
で生成し得る。
【０１５０】
　１２０６に示されるように、乳濁液をアレイ内で熱的に循環させ得る。アレイは、線形
アレイ、平面（二次元）アレイ、または三次元アレイであり得る。
【０１５１】
　１２０８に示されるように、液滴信号を、各乳濁液の１つまたは複数の液滴から検出し
得る。検出は、乳濁液がアレイ内およびアレイ内に乳濁液を保持する装置（例えば、プレ
ート）内に配置されたままである間に行い得る。あるいは、液滴をアレイから取り出した
後、検出を行ってもよい。より具体的には、検出は、液滴を保持する容器／入れ物（例え
ば、プレート、ウェル、またはバイアル）から液滴を移した後に行ってもよい。例えば、
液滴は、容器／入れ物から検出窓に隣接する検出場所（例えば、検出チャネル、チャンバ
、溝）に移され得る。移送は、任意の適した手動または自動化された流体移送装置を使用
して達成し得る。さらに、検出は、特に、フローベースの検出（例えば、逐次液滴検出）
であってもよく、または静的／フロー停止検出（例えば、撮像）であってもよい。
【０１５２】
　図２１は、図２０の方法を実行する例示的なシステム１２１０のうちの選択された部分
の概略図を示す。図示のシステム構成要素の任意の１つの構成要素または組み合わせをシ
ステムから省いてもよく、本明細書の他の箇所で開示される任意の追加の構造的構成要素
をこのシステムに追加してもよい。矢印は、試料および乳濁液がシステムの構造的構成要
素間で移動し得る例示的な順序を示す。しかし、構造的構成要素を、ここに示される順序
とは異なる順序で利用してもよい。
【０１５３】
　システム１２１０は、液滴生成器アレイ１２１２、乳濁液ホルダ１２１４、バッチ熱循
環機１２１６、および検出器１２１８を含み得る。液滴生成器アレイ１２１２は、線形、
平面、または三次元アレイで互いに接続された液滴生成器セットを含み得る。あるいは、
システム１２１０は、アレイに保持されない複数の液滴生成器を利用し得る。いずれの場
合でも、複数の乳濁液を液滴生成器により生成し、少なくとも１つの乳濁液ホルダ（例え
ば特に、複数のバイアルまたはウェルもしくはチャンバのアレイを有するプレート）内に
配置し得る。乳濁液は、各液滴生成器から、液滴生成器に接続し得る乳濁液ホルダまで連
続して流れ得る。あるいは、乳濁液は、手動または自動化された流体移送装置等を使用し
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て、選択可能な時間にホルダに移され得る。いずれの場合でも、乳濁液ホルダおよび乳濁
液ホルダ内に保持される乳濁液は、乳濁液をアレイ内に保持した状態でバッチ熱循環機１
２１６により熱循環させ得る。アレイの各サイトは、特に、乳濁液ホルダ、熱循環機の収
容構造、またはこれら両方により画定し得る。熱循環後、検出器１２１８を使用して、液
滴のフローベースまたは静的／フロー停止での検出を実行し得る。いくつかの例では、検
出器は、乳濁液が乳濁液ホルダ内にまだ配置されている間、かつ場合により、乳濁液ホル
ダが熱循環機に動作的に結合されている間、乳濁液の液滴を撮像し得る。
【０１５４】
［Ｌ．バッチ増幅システムの例示的な液滴生成器アレイ］
　図２２～図３２は、バッチ増幅等の並行して反応し得る（またはしなくてもよい）乳濁
液アレイを生成する例示的な装置に関する。
【０１５５】
　図２２および図２３は、液滴生成器アレイが備えられた例示的な装置１２２０を示す。
装置１２２０は、液滴生成器アレイ１２２２を組み込んだプレートとして構成し得る。各
液滴生成器は、項ＩＩＩおよび項ＩＶに説明される任意に構造等の任意の適した液滴生成
器構造を有し得る。各液滴生成器は、プレートの上からアクセス可能な（例えば、流体装
填し、かつ／または取り出し可能な）セル１２２４、１２２６、１２２８等の複数の槽を
含み得る。槽はポートと呼ぶこともでき、槽の底部付近に形成されたチャネル１２３０に
より連通し得る。チャネルの交点は、液滴がフロー収束等の任意の適したメカニズムによ
り形成される液滴生成の場所または交点１２３２を形成し得る。
【０１５６】
　図２４は、４ポート構成を有する液滴生成器１２２２のうちの１つの概略図を示す。生
成器から液滴を生成するために、１つまたは複数のウェル１２２４にキャリア流体（例え
ば、油）を装填し得る。試料ウェル１２２６に、試料（例えば、試料と増幅等の反応を実
行するための試薬とを含むＰＣＲ混合物等の分析混合物）を装填し得る。１２３４におけ
る垂直矢印で示されるように、圧力を油ウェル１２２４および試料ウェル１２２６に加え
て、流体フロー、液滴生成、およびその結果乳濁液１２３６として生成される液滴の乳濁
液ウェル１２２８へのフローを促進し得る。流体フローは、チャネル１２３０に平行して
延びる矢印で示される。他の例では、各液滴生成器は、１つのみの油ウェルおよび１つの
みの試料ウェルを含み、３ポート構成（以下参照）を提供してもよく、または１つもしく
は複数の油槽をプレートの複数の液滴生成器で共有してもよい。
【０１５７】
　図２５は、圧力を液滴生成器１２２２（図２２～図２４参照）に加えて液滴生成（およ
び乳濁液形成）を促進する例示的な圧力マニフォルド１２３８が組み付けられたプレート
１２２０の断面図を示す。この図では、提示を簡略化するために、ウェルは流体なしで示
されている。また、この図に見られる４つのウェルのすべてが同じ液滴生成器に属するわ
けではないが、簡略化のために、これらウェルについて、あたかも４つのウェルのすべて
が同じ液滴生成器に属するかごとく、これらウェルについて説明する。
【０１５８】
　プレート１２２０は、上部部材１２４０および下部部材１２４２を含み得る。上部部材
１２４０はウェル１２２４～１２２８を画定し得、ウェル１２２４～１２２８は、例えば
、上部部材の基部から上方に突出し、各ウェルの側方を囲む側壁を形成するリッジ１２４
４（例えば、管状リッジ、図２３も参照）により作成し得る。上部部材は、チャネル１２
３０の上壁および側壁も画定し得る。これらチャネルは、液滴生成器のウェル１２２４、
１２２６からおよびウェル１２２８への流体移動のための連通を提供し得、上部部材の底
面に形成し得る（図２３に示されるクロスパターン等で）。下部部材１２４２は、カバー
層と呼ぶこともでき、上部部材１２４０の下に配置され、上部部材の底面を介して上部部
材１２４０に取り付け得る。下部部材は、下から上部部材の底面の少なくとも部分に重な
り、上部部材１２４０の底面に形成されたチャネル１２３０等の開口を覆って封止し得る
。したがって、下部部材１２４２は、チャネルが囲まれ、流体がウェルまたはチャネルを



(39) JP 2012-503773 A 2012.2.9

10

20

30

40

50

介してプレートの底から漏れ得ないようにチャネル１２３０の底壁を形成し得る。いくつ
かの実施形態では、上部部材１２４０は、射出成形等によりポリマーで形成し得る。
【０１５９】
　圧力マニフォルド１２３８は、１つまたは複数の圧力源１２４８、１２５０に接続され
るか、または接続可能なマニフォルド本体または配送部材１２４６を含み得る。マニフォ
ルド本体１２４６は、上からプレート１２２０と嵌り合い、弾性Ｏリング等の封止要素ま
たはガスケット１２５２を介して液滴生成器のウェル１２２４～１２２８との封止を形成
し得る。マニフォルド本体は、ウェル１２２４～１２２８と連通するチャネル１２５４も
画定し得る。
【０１６０】
　液滴生成器のすべてまたはサブセットから平行して、または逐次液滴を生成できるよう
に、マニフォルド本体のチャネル１２５４の任意の適した組み合わせを１つまたは複数の
圧力源に接続し得、または接続可能であり得る。したがって、圧力マニフォルドにより、
１度に１つのみの液滴生成器を加圧することができ、または２つ以上の液滴生成器に並行
して加圧して、バッチプロセスでプレートの２つ以上の液滴生成器からの並行した乳濁液
形成を促進することができる。例えば、圧力源１２５０を使用して、液滴生成器のうちの
サブセットまたはすべての油ウェル１２２４を加圧し、別の圧力源１２４８を使用して試
料ウェル１２２６を加圧して、油ウェルおよび試料ウェル内の流体にかけられる圧力を独
立して調整することが可能であり得る。したがって、いくつかの例では、マニフォルドに
より、ある圧力を油ウェルに対して並行してかけ、それとは独立して、別の圧力を試料ウ
ェルに対して並行してかけることが可能であり得る。あるいは、同じ圧力源が、圧力を油
ウェルおよび試料ウェルにかけてもよい。マニフォルドにより、その他のウェルから独立
して乳濁液ウェル１２２８を加圧することがさらに可能になり得（例えば、流体を乳濁液
ウェル内に引き込む圧力シンクを形成するため）、１２５６に示されるように、乳濁液生
成中に乳濁液ウェルに通気して、加圧された油ウェル、試料ウェル、またはこれらの組み
合わせと比較して圧力を降下させることが可能になり得る。
【０１６１】
　図２６は、圧力マニフォルドが乳濁液形成後の例示的なカバーまたは封止部材１２５８
で置換されたプレート１２２０を示す。（乳濁液は乳濁液ウェル１２２８内に存在し、油
および分析混合物流体は実質的にウェル１２２４および１２２６から使い果たされている
）。カバー１２５８はウェル１２２４～１２２８を封止して、例えば、蒸発による流体の
損失を回避し得る。カバーは、リッジ１２４４に係合して各ウェルを封止する弾性部材１
２６０を含み得る。いくつかの例では、弾性部材は、ウェルの少なくとも部分に相補的で
あり、それにより、個々のウェルのキャップおよび/またはプラグ等を形成し得る。いく
つかの例では、カバー１２５８は乳濁液ウェル１２２８のみを覆って封止し得る。いくつ
かの例では、複数のカバーを使用し得る。いずれの場合でも、プレート１２２０にカバー
１２５８を組み付けた後、プレートに熱循環を施して、プレートの乳濁液ウェル内での増
幅を誘導させ得る。例えば、プレートおよびカバーを熱循環チャンバ内に配置し得る。あ
るいは、熱循環のために、各乳濁液をプレート１２２０から封止可能な管（例えば、Ｃｅ
ｐｈｅｉｄ　ＳｍａｒｔＣｙｃｌｅｒと併用するため）、プレート（例えば、９６ウェル
ＰＣＲプレート）の封止可能なウェル/チャンバ等の別の容器に移してもよい。他の例で
は、キャリア流体が、液滴の蒸発に対して十分な液体バリアを形成可能な場合、蒸発を低
減するための容器内の乳濁液の封止が必要ないことがある。
【０１６２】
　乳濁液からの液滴信号は、熱循環中または熱循環後に、乳濁液を乳濁液ウェル１２２８
から検出場所に移した状態で検出してもよく、または移さない状態で検出してもよい。い
くつかの例では、プレート１２２０により、プレートの下からの撮像が可能であり得る。
いくつかの実施形態では、乳濁液ウェル１２２８は、特にテープまたは薄いシート等の光
学的品質の（例えば、透明な）カバー層で封止し得る。次に、プレートを反転させ、カバ
ー層を通して液滴を撮像し得る。この場合、キャリア流体および分析混合物組成物は、液
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滴が乳濁液内で沈み、カバー層上に単分子層を形成するように封止し得る。いくつかの例
では、検出器は、単分子層内に配置されない液滴からの画像データを集められるようにす
る共焦点光学系を備え得る。
【０１６３】
　プレート１２２０は、任意の適した数の行および列に配置された任意の適した数の液滴
生成器１２２２（図２２～図２４参照）を有し得る。いくつかの実施形態では、液滴生成
器および／または液滴生成器のウェルの間隔、数、および／または行／列構成は、標準マ
イクロプレートのウェルに対応し得る。例えば、液滴生成器（および／またはウェル）の
中心間距離、数、および／または構成は、特に、６個、２４個、９６個、３８４個、１５
３６個等のウェルを有するマイクロプレートに対応し得る。したがって、プレートは、６
個、２４個、９６個、３８４個、１５３６個の液滴生成器および／またはウェルを有し得
る（特に、約１８ｍｍ、９ｍｍ、４．５ｍｍ、２．２５ｍｍ、または１．１２５ｍｍの間
隔を有し得るすべてのウェルまたは所与のタイプのウェル（例えば、乳濁液ウェル）。標
準マイクロプレートに対応するポート構成で、プレート１２２０を使用して、標準マイク
ロプレートへの／からの並行した流体移送を利用し得る。
【０１６４】
　図２７は、液滴生成器アレイ１２７２を組み込んだ別の例示的な装置１２７０を示す。
装置１２７０は、プレートとして構成し得、プレート１２２０（図２２～図２６参照）に
関して上述した任意の特徴を有し得る。
【０１６５】
　各液滴生成器１２７２は、ウェル１２７４～１２７８として構成し得る複数のポートを
含み得る。特に、液滴生成器１２７２は、キャリア流体を受ける油ウェル１２７４、試料
（例えば、増幅混合物等の分析混合物である準備された試料）を受ける試料ウェル１２７
６、および液滴生成器により生成された乳濁液のあふれ部分を受ける乳濁液ウェル１２７
８という３ポート構成を有し得る。
【０１６６】
　図２８は、液滴１２８０を生成して乳濁液１２８２を生成した後の液滴生成器１２７２
の底面図を示す。液滴生成器は、流体を油ウェル１２７４および試料ウェル１２７６から
液滴生成の場所または交点１２８６に搬送するチャネル網１２８４を含み得る。一対のチ
ャネル１２８４が、油ウェル１２７４から場所１２８６まで延び得、別のチャネル１２８
４が試料ウェルから場所１２８６まで延びて、試料ウェルからの流体ストリームの両側に
配置されたキャリア流体により試料ウェルからの流体のフロー収束により、液滴が形成さ
れるクロス構造を形成し得る。
【０１６７】
　液滴１２８０は、液滴生成場所１２８６から流出チャネル１２８８を介して乳濁液ウェ
ル１２７８に流れ得る。流出チャネルは、場所１２８６から延びてチャンバ１２９０を形
成するため、広げ得る。チャンバは高いアスペクト比を有し得、チャンバ内での液滴の単
分子層１２９２の形成を促進するために、高さ／厚さは一般に液滴の直径に対応する。液
滴は、チャンバ１２９０を過ぎて乳濁液ウェル１２７８にも流れ得る。しかし、乳濁液ウ
ェル１２７８は、過度の乳濁液を収集するあふれ場所として主に機能し得る。他の実施形
態では、乳濁液ウェル１２７８を省いてもよい。いずれの場合でも、チャンバ１２９０を
通気口１２９４に接続し得、通気口１２９４は、チャンバの一般に下流に配置されて、乳
濁液がチャンバ内に流入する際に空気を逃がし得る。
【０１６８】
　図２９は、液滴生成器１２７２の断面図を示すと共に、液滴をどのようにして生成し、
次に、プレート１２７０の下から撮像装置１２９６を使用して撮像し得るかを示す。液滴
を生成するために、油ウェル１２７４にキャリア流体１２９８を装填し、試料ウェル１２
７６に試料（例えば、分析混合物１３００）を装填し得る。１３０２での圧力矢印で示さ
れるように、圧力を油ウェルおよび試料ウェルに加えて、液滴生成を促進する。例えば、
図２５に関して上述したように、圧力マニフォルドを使用して圧力を加え得る。他の例で
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は、流体フローおよび液滴生成は、特に、真空を乳濁液ウェル１２７８に加えることによ
り、またはプレート１２７０を遠心機内で回転させて、プレートにより画定される平面に
垂直に遠心力をかけることにより、促進され得る。いくつかの例では、プレート１２７０
に、２つ以上の液滴生成器１２７２にキャリア流体を供給する油槽を設計し得る。特に、
チャネルが油槽から２つ以上の液滴生成場所１２８６に延び得る。他の例では、ウェル内
で受けられるピストンを使用して、液滴生成を促進し得る（例えば、項ＩＩＩ参照）。
【０１６９】
　液滴は、チャンバ１２９０内で反応し得る。例えば、プレート１２７０を熱循環機等の
加熱ステーション内に配置して、液滴内の１つまたは複数の核酸標的の増幅を誘導し得る
。プレートを加熱する前に、図２６に関して上述したように、ウェル１２７４～１２７８
を少なくとも１つの封止部材で上から封止して、蒸発を低減してもよい。あるいは、チャ
ンバ内の流体が蒸発に対する耐性を有し得るため、ウェルを封止せずにプレートを加熱し
てもよい。
【０１７０】
　プレート１２７０は、チャンバ内で液滴を撮像できるように設計し得る。例えば、プレ
ートは、プレート１２２０（図２５および図２６参照）に関して上述したように、下部部
材１３０６に取り付けられた上部部材１３０４を含み得、これら部材のうちの少なくとも
一方が、液滴を撮像できるようにし得る表示窓または光学窓１３０８を形成する。したが
って、上部部材および／または下部部材は、プレートの上および／または下から撮像でき
るように透明であり得る。プレート１２７０は、液滴の反応後、いずれのポートの封止も
破ることなく（例えば、プレートカバーを取り外すことによりポートを開くことなく）所
定場所の液滴を撮像する能力を提供し得る。プレート１２７０は、他の後続反応を汚染す
る恐れがある反応中にプレート内に形成される単位複製配列が漏れるリスクを低減し得る
。その理由は、反応中および撮像中に、単位複製配列を実質的に囲まれた同じコンパート
メント（例えば、チャンバ１２９０）内に保持できるためである。いくつかの例では、撮
像装置は、液滴が反応しているとき、例えば、液滴が熱循環されている間に液滴から画像
データを収集するように構成し得る。
【０１７１】
　チャンバ１２９０は任意の適した面積を有し得る。例えば、チャンバは、ポート面積の
少なくとも約２倍、５倍、または１０倍等、ポートよりもはるかに大きなフットプリント
を有し得る。
【０１７２】
　図３０は、液滴生成器アレイ１３１２を組み込んださらに別の例示的な装置１３１０を
示す。装置１３１０はプレートとして構成し得、各液滴生成器１３１２は、液滴生成器１
２２２（図２２～図２６参照）に関して概して上述したように構成し、動作し得る。特に
、各液滴生成器は、一対の油ウェル１３１４、試料ウェル１３１６、および乳濁液ウェル
１３１８を含み得る。
【０１７３】
　図３１は、液滴生成後のプレート１３１０の液滴生成器１３１２の底面図を示す。液滴
生成器は、キャリア流体および分析混合物のそれぞれを油ウェル１３１４および試料ウェ
ル１３１６から液滴生成場所１３２２に流すチャネル網１３２０を含み得る。形成された
液滴１３２４は、チャンバ１２９０（図２７～図２９参照）に関して上述したように、チ
ャンバ１３２６に流入して、液滴の実質的な単分子層１３２８を形成し得る。
【０１７４】
　図３２は、液滴生成器１３１２の断面図を示すと共に、液滴をどのようにして生成し、
装置の下（および／または上）から撮像し得るかを示す。特に、プレート１３１０は、チ
ャンバ１３２６の上方および／または下方に表示窓を形成し得る。
【０１７５】
［Ｍ．バッチ増幅システムの場合での例示的な検出］
　図３３～図４０は、バッチ増幅システムの場合での例示的な検出モードを示す。
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【０１７６】
　図３３は、ウェルアレイ１３６６内にプレート１３６４により保持された乳濁液アレイ
１３６２をバッチ検出する例示的な撮像システム１３６０を示す。特に、乳濁液をプレー
ト１３６４内で反応（例えば、熱循環により増幅）させてもよく、または反応後に、流体
移送装置を使用してプレートに移送してもよい。プレート１３６４は、用途に応じて使い
捨て（例えば、プラスチック製）であってもよく、または再使用可能（例えば、石英製）
であってもよい。
【０１７７】
　撮像システム１３６０は、コンピュータ等のコントローラ１３７０に接続された撮像装
置またはイメージャ１３６８を含み得る。撮像システム１３６０の任意の適した態様を、
本開示の他の撮像システムに使用してもよい。撮像システム１３６０は、本開示の他の撮
像システムに関して開示された他の任意の特徴を組み込んでもよい。イメージャ１３６８
は、蛍光イメージャであってもよい（またはそうでなくてもよい）。イメージャは、例え
ば特に、ＣＣＤカメラまたはラインスキャンＣＣＤを使用してウェル１３６６内に配置さ
れた液滴の画像を収集し得る。視野がより大きい場合、プレート１３６４および／または
カメラを並進移動ステージ上に配置し、かつ／またはそのような並進移動ステージに他の
様式で接続して、ｘ方向、ｙ方向、および場合によりｚ方向に移動できるようにし得る。
いくつかの例では、イメージャ１３６８は、例えば、マイクロアレイの検出に使用される
ように、レーザ／ＰＭＴ装置を含み得る。撮像装置および適し得る方法のさらなる態様に
ついて、項ＶＩにおいて説明する。
【０１７８】
　図３４は、ウェル１３６６が撮像すべき乳濁液１３６２を保持した状態のプレート１３
６４の断片図を示す。ウェルは、平坦、透明、実質的に非蛍光性、またはこれらの任意の
組み合わせであり、ウェルを、プレート１３６４の下からの撮像に適したものにし得る底
壁１３７２を含み得る。ウェル１３６６は疎水性の内面を有し得、これにより、水性液滴
がウェル表面を濡らすことを回避し得る。
【０１７９】
　ウェル１３６６は、液滴１３７６の実質的な単分子層１３７４を含み得る。単分子層は
、底壁１３７２に隣接して配置され得る。単分子層１３７４は、ウェルの適した直径、ウ
ェル内の液滴数、および各液滴のサイズを選択することにより得ることができる。単分子
膜の形成は、液滴がウェルの底に沈むように、液滴の流体相よりも濃度が低いキャリア流
体の組成を選択することによっても促進し得る。単分子膜の形成は、プレート１３６４を
遠心機内で回転させることによっても促進し得る。
【０１８０】
　図３５および図３６は、１つまたは複数の検出チャンバ内に保持された液滴の画像を検
出して、液滴の並行検出を提供する例示的な撮像システム１３８０を示す。システム１３
８０は、イメージャ１３８２と、イメージャに相対して動作可能に配置された少なくとも
１つの撮像スライド１３８４とを含み得、スライドにより保持された液滴１３８６の画像
を収集できるようにする。
【０１８１】
　スライド１３８４は、撮像チャンバ１３８８および撮像チャンバに隣接した表示窓１３
９０を画定し得る。撮像チャンバは高いアスペクト比を有し得、長さおよび幅はチャンバ
の高さ／厚さの何倍かである。したがって、撮像チャンバ１３８８は、スライドの底壁１
３９２（図３６参照）により形成し得る表示窓１３９０に隣接して液滴１３８６の単分子
相を形成するようなサイズであり得る。いくつかの例では、チャンバ１３８８の高さは、
特に、液滴に直径とおおよそ同じまたは液滴直径の約２倍以下等、液滴の直径に対応し得
る。液滴は、増幅（例えば、熱循環）が液滴内で実行された後、撮像スライドに装填して
もよい（乳濁液１３９４の部分として）。あるいは、反応前に乳濁液を乳濁液チャンバ１
３８８に装填し、スライドを場合により封止し、次に、乳濁液を反応させ（例えば、熱循
環させ）、同スライド内で撮像してもよい。
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【０１８２】
　撮像チャンバ１３８８を一対のポート１３９６、１３９８に接続し得、それにより、チ
ャンバ内に乳濁液を導入可能になると共に、チャンバから乳濁液を取り出し可能になり得
る（図３５参照）。ポートのうちの一方または両方は、フローベースの流体移送装置１４
０２と封止係合できるようにするフィッティング１４００を含み得る。流体移送装置は、
いずれかのポートを介して、流体（例えば、乳濁液または洗浄流体）をチャンバ内に導入
し得、チャンバから流体を取り出し、かつ／または流し出し得る（例えば、スライドを再
使用できるようにするため、および／または乳濁液を集めるため）。スライド１３８４は
、図３５および図３６に示されるような水平、垂直等の任意の適した向きで撮像し得る。
撮像スライドへの液滴の装填は、手動またはコントローラ（例えば、コンピュータ）を使
用して制御し得る（例えば、位置決めされ、流体の流出入を作動させ得る）任意の適した
流体移送装置（例えば、ピペット、シリンジ、オートサンプラ等）を使用して実行し得る
。
【０１８３】
　他の実施形態では、液滴の撮像は、チャンバのないスライドを使用して実行し得る。例
えば、カバースリップをスライドと共に利用して、スライドとカバースリップとの間に液
滴の単分子層を形成し得る。この場合、スライドは、例えば、標準の顕微鏡スライド、片
面に浅いウェルが形成されたスライド、カバースリップをスライドの平面から離間させる
突起を有するスライド等であり得る。
【０１８４】
　撮像システム１３８０は、２枚以上のスライド１３８４を逐次または並行して撮像する
ように構成し得る。したがって、イメージャ１３８２は、同時に２枚以上のスライドの表
示窓を含むために十分な撮像エリアを有し得る。代替または追加として、イメージャ１３
８２は、撮像のために各スライドを撮像エリアに追加し、次に、撮像後にスライドを撮像
エリアから取り出すことにより、スライドセットをイメージャの撮像エリアに逐次位置決
めすることができるスライド交換器に動作的に結合し得る。
【０１８５】
　図３７は、イメージャ１４１２と、イメージャにより撮像すべき液滴１４１６を保持し
たバイアル１４１４とを含む例示的な撮像システム１４１０の分解組立図を示す。バイア
ル１４１４は、流体移送装置１４２０から液滴を受け取るための流入領域または流入口１
４１８および撮像中に液滴を保持する撮像チャンバ１４２２を画定し得る。乳濁液がチャ
ンバ内に装填される際、流入領域を通して通気してもよく、またはバイアルはこのために
別個の通気口を画定してもよい。チャンバ１４２２は、液滴の単分子層の形成を促進する
ために高いアスペクト比を有してもよい（または有さなくてもよい）。バイアルは、バイ
アルの１つまたは複数の壁により形成し得る少なくとも１つの表示窓１４２４を含んでも
よく、表示窓を通して光を伝達し得る。バイアルは、使い捨て（例えば、ポリマー製）で
あってもよく、または再使用可能（例えば、石英製）であってもよい。バイアルを装填し
た後、かつ撮像前に、バイアルを遠心分離機内で回転させ得る。回転により、例えば、チ
ャンバ１４２２内で液滴を濃縮させ、かつ／または気泡を検出チャンバから除去し得る。
バイアル１４１４は、バイアルを封止するカップ１４２６も含み得る。液滴を装填した後
、かつ撮像前に、液滴をバイアル内で反応（例えば、熱循環により増幅）させてもよく、
または反応後に装填してもよい。他の実施形態では、バイアルは、平坦面を含むチャンバ
等のチャンバを画定すると共に、平坦面に隣接する表示窓等の表示窓を形成する他の任意
の適した形状を有し得る。
【０１８６】
　図３８は、アレイから輸送された反応後の乳濁液１４３２をフロー停止して撮像する例
示的なシステム１４３０の概略図を示す。乳濁液１４３２は、プレート１４３４によりア
レイ内に保持し、アレイ内で反応させてもよく、または反応後にアレイに移送されてもよ
い。乳濁液（またはその少なくとも部分）は、注入弁１４４０に接続されたオートサンプ
ラ１４３８を使用して少なくとも１つの撮像チャンバ１４３６に逐次輸送し得る。適し得
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る例示的な撮像チャンバを本項の図３５および図３６および項ＶＩに示す。注入弁を使用
して、撮像チャンバの充填、保持、中身出し、および場合により流し出しを制御してもよ
い。イメージャ１４４２は、撮像チャンバに隣接する表示窓１４４４に対して動作的に配
置して、撮像チャンバ内に配置された液滴の画像収集を提供し得る。各乳濁液は、撮像後
、廃棄物／収集槽１４４６に流れることにより撮像チャンバから除去し得る。オートサン
プラのさらなる態様については、図１５～図１８に関連して上述した。
【０１８７】
　図３９は、アレイから輸送された反応後の乳濁液をフロー停止して撮像する別の例示的
なシステム１４５０の概略図を示す。システム１４５０は、図３８のシステム１４３０に
関連するが、複数の撮像チャンバ１４５２を含む。１つまたは複数の流入弁１４５４およ
び／または流出弁１４５６を動作させて、特に撮像、中身出し、および／または流し出し
のための流体フローから離れて、撮像チャンバに乳濁液が充填される順序を決定し得る。
【０１８８】
　図４０は、逐次液滴検出の場合、反応後の乳濁液１４６２をアレイから検出チャネル１
４６４に輸送する例示的なシステム１４６０の概略図を示す。システムは、検出器１４７
０に関して動作的に配置される表示窓１４７０を通過して流れるように、乳濁液１４６２
を検出チャネル１４６４に逐次装填するオートサンプラ１４６６および注入弁１４６８を
含み得る。フロー収束組立体１４７２は、液滴が検出チャネル１４６４に達する前にフロ
ー内で液滴を収束し得る。検出チャネルのフロー収束上流のさらなる態様について、項Ｖ
Ｉにおいて説明する。
【０１８９】
［Ｎ．追加の実施形態］
　この例では、限定せずに、一続きの番号が付された文章として提示される、本開示の態
様によるシステム構造の追加の態様について説明する。
【０１９０】
［（ｉ）フローシステム］
　１．試料を分析するシステムであって、（Ａ）分析すべき試料の部分を含む液滴を生成
するように構成される液滴生成器であって、液滴は試料乳濁液を形成する非混和性流体内
に配置される、液滴生成器と、（Ｂ）流入口および流出口を有する加熱・冷却ステーショ
ンと、（Ｃ）加熱・冷却ステーションから下流にある検出ステーションと、（Ｄ）加熱・
冷却ステーションの流入口から流出口まで単一パスの連続流体経路を形成するチャネルと
、（Ｅ）チャネルを通して試料乳濁液を移動させるポンプと、（Ｆ）チャネルを通して流
体を輸送するようようにプログラムされたコントローラと、（Ｇ）検出ステーションにお
いて収集されたデータを処理するように構成された解析器とを備える、システム。
【０１９１】
　２．検出システムは、加熱・冷却システムを通過した後、試料乳濁液内の標的の有無を
検出するように配置される、段落１に記載のシステム。
【０１９２】
　３．液滴槽と、液滴生成器を槽に接続する第１の流体管と、槽を加熱・冷却ステーショ
ンの流入口に接続する第２の流体管とをさらに備える、段落１に記載のシステム。
【０１９３】
　４．液滴生成器は、加熱・冷却ステーションを試料乳濁液内に含まれる試料からの汚染
に曝さずに、加熱・冷却ステーションに１回使い切りで着脱可能に接続するように構成さ
れる、段落１に記載のシステム。
【０１９４】
　５．液滴生成器は、加熱・冷却システムの外部で試料乳濁液を生成するように構成され
る、段落１に記載のシステム。
【０１９５】
　６．加熱・冷却ステーションは、流体経路に沿って、液滴内に含まれる核酸標的に対し
てポリメラーゼ連鎖反応を行わせるように構成された複数の加熱ゾーンを含む、段落１に
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記載のシステム。
【０１９６】
７．加熱・冷却ステーションは少なくとも１つの熱電冷却器を含む、段落１に記載のシス
テム。
【０１９７】
　８．コントローラは、検出ステーションから受信されるデータに基づいて液滴サイズを
変更するように液滴生成器を調整するようにプログラムされる、段落１に記載のシステム
。
【０１９８】
　９．コントローラは、検出ステーションから受信されるデータに基づいて、液滴生成前
に試料の濃度を変更するようにプログラムされる、段落１に記載のシステム。
【０１９９】
　１０．コントローラは、検出ステーションから受信されるデータに基づいて、液滴生成
器内での液滴生成前に試料の準備手順を変更するようにプログラムされる、段落１に記載
のシステム。
【０２００】
　１１．解析器は、少なくとも部分的に、試料部分を含む液滴の母集団からの標的を含む
液滴の頻度に基づいて、試料内の標的分子の濃度を特定するようにプログラムされる、段
落１に記載のシステム。
【０２０１】
　１２．液滴生成器は、試料槽、油源、油／試料交点、および乳濁液流出口を含み、乳濁
液流出口は、加熱・冷却ステーションの受け取りポートと着脱可能に封止係合するように
構成された遠位端部を有する、段落１に記載のシステム。
【０２０２】
　１３．液滴生成器は、乳濁化を促進する少なくとも１つのピストンを有するカートリッ
ジ内に含まれる、段落１に記載のシステム。
【０２０３】
　１４．液滴生成器は、チャネル網を通して試料乳濁液をポンピングする少なくとも１つ
のピストンを有するカートリッジ内に含まれる、段落１に記載のシステム。
【０２０４】
　１５．チャネルは、加熱・冷却ステーションを通る螺旋状毛管部分を含む、段落１に記
載のシステム。
【０２０５】
　１６．毛管部分は、液滴生成器により生成される液滴の直径におおよそ等しい直径を有
する、段落１５に記載のシステム。
【０２０６】
　１７．毛管部分は、加熱・冷却ステーション内の変性ゾーン前のホットスタートゾーン
を通るホットスタートセグメントを含む、段落１に記載のシステム。
【０２０７】
　１８．加熱・冷却ステーションは、熱を熱コアと加熱ゾーンおよび冷却ゾーンとの間で
伝達することにより、加熱ゾーンおよび冷却ゾーン内の温度を制御するように構成された
熱電冷却器を含む、段落１に記載のシステム。
【０２０８】
　１９．螺旋状毛管部分は、連続した循環にわたって長さが減少する螺旋経路を画定する
、段落１５に記載のシステム。
【０２０９】
　２０．加熱・冷却ステーションは、（ａ）中心縦軸を画定するコアと、（ｂ）コアに取
り付けられ、複数の温度領域を画定する得複数のセグメントと、（ｃ）各温度領域をおお
よそ所望の温度に維持するように構成された複数の加熱要素であって、チャネルの部分は
、温度領域に試料乳濁液を循環して輸送するように構成される、複数の加熱要素とを含む
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、段落１に記載のシステム。
【０２１０】
　２１．複数のセグメントは、複数の温度領域を画定する複数の内部セグメントと、内部
セグメントに取り付けられた複数の外部領域とを含み、チャネルの部分は、内部セグメン
トと外部セグメントとの間に配置される、段落２０に記載のシステム。
【０２１１】
　２２．チャネルの部分は、内部セグメントの周囲に巻かれた流体管を含む、段落２１に
記載のシステム。
【０２１２】
　２３．流体管は、内部セグメントの周囲に略螺旋状に巻かれた内部セグメントの溝内に
配置される、段落２１に記載のシステム。
【０２１３】
　２４．液滴生成器は使い捨てカートリッジ内に含まれる、段落１に記載のシステム。
【０２１４】
　２５．カートリッジは、核酸を試料から抽出し、液滴を熱安定性試料乳濁液にするため
に、細胞溶解領域、分離領域、試薬混合領域、および液滴生成領域を含む、段落２４に記
載のシステム。
【０２１５】
　２６．チャネルは、試料乳濁液を連続して流せる開口端部を有する、段落１に記載のシ
ステム。
【０２１６】
　２７．液滴生成器は、熱安定性試料乳濁液を生成可能である、段落１に記載のシステム
。
【０２１７】
［（ｉｉ）液滴生成器プレート］
　１．乳濁液アレイを生成する装置であって、１つまたは複数の油槽を含み、乳濁液生成
器ユニットアレイを形成するプレートを備え、各ユニットは、試料ポートと、液滴収集場
所と、試料ポートから試料を受け取ると共に、少なくとも１つの油槽からキャリア流体を
受け取り、液滴収集場所に流れるキャリア流体内の試料液滴の乳濁液を生成するチャネル
交点とを含む、装置。
【０２１８】
　２．試料ポートは、プレートの上から試料を装填できるウェルである、段落１に記載の
装置。
【０２１９】
　３．各乳濁液生成器ユニットは少なくとも１つの油槽を含む、段落１に記載の装置。
【０２２０】
　４．少なくとも１つの油槽は、プレートの上からキャリア流体を装填できるウェルであ
る、段落３の装置。
【０２２１】
　５．試料ポートは集合的にポートアレイを形成し、ポートアレイは標準マイクプレート
のウェルに対応して配置される、段落１に記載の装置。
【０２２２】
　６．前記プレートは９６個の試料ポートを有する、段落５に記載の装置。
【０２２３】
　７．チャネル交点は、一対の油流入口を含み、一対の油流入口は１つまたは複数の油槽
に接続する、段落１に記載の装置。
【０２２４】
　８．チャネル交点は、試料ポートから試料を受け取る試料流入口を含み、前記一対の油
流入口は、試料流入口の両側に配置される、段落７に記載の装置。
【０２２５】
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　９．液滴収集場所はウェルを含む、段落１に記載の装置。
【０２２６】
　１０．液滴収集場所は、上下に配置されたプレートの壁により境界を定められるキャビ
ティを画定する、段落１に記載の装置。
【０２２７】
　１１．キャビティは、乳濁液がキャビティ内に流入した場合、液滴の実質的な単分子膜
がキャビティ内に形成されるように、液滴のサイズに対応する高さを有する、段落１０に
記載の装置。
【０２２８】
　１２．キャビティは幅および厚さを有し、幅は厚さの少なくとも約１０倍である、段落
１０に記載の装置。
【０２２９】
　１３．流出チャネルがチャネル交点から液滴収集場所まで延び、プレートは平面を画定
し、キャビティおよび流出チャネルのそれぞれは、平面に平行して測定される幅を有し、
キャビティの幅は流出チャネルの幅よりもはるかに大きい、段落１０に記載の装置。
【０２３０】
　１４．キャビティはチャンバであり、チャンバは、乳濁液がチャンバ内に流入する際に
チャンバからガスを逃す通気口に接続される、段落１０に記載の装置。
【０２３１】
　１５．液滴収集場所はキャビティを画定し、キャビティに隣接するプレートの透明窓に
より形成される窓を含み、窓は、透明壁を通して、キャビティ内の液滴の光学検出を可能
にする、段落１に記載の装置。
【０２３２】
　１６．窓はキャビティの下に形成される、段落１５に記載の装置。
【０２３３】
　１７．プレートは、下部部材に取り付けられる上部部材を含み、上部部材は試料ポート
を画定し、チャネル交点の上部領域は、上部部材の底面に形成され、下部部材は上部部材
の底面に取り付けられて、チャネル交点の底壁を形成する、段落１に記載の装置。
【０２３４】
　１８．プレートに組み付けられて、試料ポートを封止するカバーをさらに備える、段落
１に記載の装置。
【０２３５】
　１９．乳濁液生成器ユニットは行列に配置され、行毎および列毎に２つ以上のユニット
がある、段落１に記載の装置。
【０２３６】
［（ｉｉｉ）バッチアレイ方法］
　１．試料分析方法であって、（Ａ）液滴内に配置された各試料の粒子をそれぞれ含む乳
濁液のアレイを形成すること、（Ｂ）乳濁液がアレイ内に配置されている間に乳濁液を加
熱して、乳濁液の液滴内の核酸増幅を誘導すること、（Ｃ）各乳濁液の液滴から信号を検
出すること、および（Ｄ）検出された信号に基づいて、各試料内に核酸標的が存在する場
合、その存在を推定することを含む、方法。
【０２３７】
　２．形成するステップは、乳濁液生成器ユニットアレイを含むプレートを使用して乳濁
液を生成するステップを含む、段落１に記載の方法。
【０２３８】
　３．プレートは、各試料を保持する複数の槽を含み、生成するステップは、各試料を槽
内に配置した後、複数の槽に圧力を加えるステップを含む、段落２に記載の方法。
【０２３９】
　４．生成するステップは、遠心分離機内でプレートを回転させるステップを含む、段落
２に記載の方法。
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【０２４０】
　５．形成するステップは、プレートから各乳濁液を取り出して、そのような乳濁液をア
レイ内の位置に配置するステップを含む、段落２に記載の方法。
【０２４１】
　６．プレートは、上方に開く試料ポートのアレイを画定し、生成するステップは、試料
ポート内に各試料を配置するステップを含む、段落２に記載の方法。
【０２４２】
　７．加熱するステップは、乳濁液がプレートによりアレイ内に保持された状態で実行さ
れる、段落２に記載の方法。
【０２４３】
　８．加熱するステップは、乳濁液がキャビティ内に配置された状態で実行され、キャビ
ティは幅および厚さを有し、幅は厚さの多数倍である、段落１に記載の方法。
【０２４４】
　９．幅は厚さの少なくとも約１０倍である、段落８に記載の方法。
【０２４５】
　１０．加熱するステップは、液滴内の核酸二重構造を溶解させるのに十分な温度まで乳
濁液を加熱するステップを含む、段落１に記載の方法。
【０２４６】
　１１．加熱するステップは、乳濁液アレイを熱循環させて、ＰＣＲによる増幅を誘導す
るステップを含む、段落１に記載の方法。
【０２４７】
　１２．信号を検出するステップは、各乳濁液の液滴を撮像するステップを含む、段落１
に記載の方法。
【０２４８】
　１３．液滴を撮像するステップは、乳濁液がまだアレイ内に配置されている間に実行さ
れる、段落１２に記載の方法。
【０２４９】
　１４．形成するステップは、（ａ）プレートを使用して各乳濁液の液滴を形成するステ
ップと、（ｂ）プレートにより画定されるチャンバアレイ内に乳濁液を収集するステップ
とを含み、加熱するステップは、乳濁液がチャンバアレイ内に配置されている間に実行さ
れ、撮像するステップは、各チャンバに隣接するプレートの壁により形成される透明窓を
通して実行される、段落１３に記載の方法。
【０２５０】
　１５．熱循環させるステップは、乳濁液をチャンバアレイ内に配置した後、上からプレ
ートを封止せずに実行される、段落１１に記載の方法。
【０２５１】
　１６．加熱するステップの後、各乳濁液の少なくとも部分をアレイから検出ステーショ
ンに移送するステップをさらに含む、段落１に記載の方法。
【０２５２】
　１７．移送するステップは、乳濁液に対して逐次実行される、段落１６に記載の方法。
【０２５３】
　１８．移送するステップはオートサンプラを使用して実行される、段落１６に記載の方
法。
【０２５４】
　１９．信号を検出するステップは、液滴が検出窓を通過して流れる際に液滴信号を逐次
検出するステップを含む、段落１６に記載の方法。
【０２５５】
　２０．検出するステップは、液滴を撮像するステップを含む、段落１６に記載の方法。
【０２５６】
　２１．存在を推定するステップは、核酸標的が各試料内に存在するのか、それとも存在
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しないのかの定性的な決定を提供する、段落１に記載の方法。
【０２５７】
　２２．存在を推定するステップは、各試料内の核酸標的の濃度および／またはコピー数
を推定するステップを含む、段落１に記載の方法。
【０２５８】
　２３．存在を推定するステップは、１つまたは複数の検出信号に基づいて、核酸標的の
２つ以上の分子の開始コピー数を液滴のうちの少なくとも１つに割り当てるステップを含
む、段落２２に記載の方法。
【０２５９】
　２４．推定するステップは、ポアッソン統計に基づくアルゴリズムを利用するステップ
を含む、段落１に記載の方法。
【０２６０】
　２５．加熱するステップは、少なくとも２つの乳濁液内の異なる種の核酸標的のそれぞ
れの核酸を増幅することを含む、段落１に記載の方法。
【０２６１】
　２６．加熱するステップは、少なくとも１つの乳濁液内の２つ以上の別個の種の核酸標
的の核酸を増幅することを含み、推定するステップは、別個の種のそれぞれの核酸標的の
存在を推定するステップを含む、段落１に記載の方法。
【０２６２】
［（ｉｖ）単一乳濁液－バッチ増幅］
　１．試料を分析する方法であって、（Ａ）キャリア流体内に配置された液滴を含む乳濁
液を形成することであって、各液滴は、核酸標的を増幅する反応混合物として準備された
試料の分割物を含む、形成すること、（Ｂ）液滴の平均直径よりも多数倍広いチャンバ内
に乳濁液の少なくとも部分を配置すること、（Ｃ）チャンバ内に配置された乳濁液の少な
くとも部分を加熱して、液滴内の核酸増幅を誘導すること、（Ｄ）乳濁液の液滴から信号
を検出すること、および（Ｅ）検出された信号に基づいて、試料内に核酸標的がある場合
、その存在を推定することを含む、方法。
【０２６３】
　２．乳濁液は、液滴生成場所からチャンバ内に連続して流れる、段落１に記載の方法。
【０２６４】
　３．加熱するステップは、乳濁液の少なくとも部分を熱循環させて、核酸標的のＰＣＲ
増幅を誘導することを含む、段落１に記載の方法。
【０２６５】
　４．チャンバは少なくとも、液滴の平均直径よりも約１０倍広い、段落１に記載の方法
。
【０２６６】
　５．信号を検出するステップは、複数の液滴の画像を収集するステップを含む、段落１
に記載の方法。
【０２６７】
　６．信号を検出するステップは、液滴が検出ステーションを通って移動する際にそのよ
うな液滴から信号を逐次検出するステップを含む、段落１に記載の方法。
【０２６８】
　７．液滴はチャンバ内に実質的な単分子層を形成する、段落１に記載の方法。
【０２６９】
　８．チャンバ内で隣接する液滴対の平均間隔は液滴の平均直径未満である、段落７に記
載の方法。
【０２７０】
［（ｖ）バッチ増幅システム］
　１．試料を分析するシステムであって、（Ａ）核酸標的を増幅させる反応混合物として
準備された試料の分割物をそれぞれ含む液滴を含む乳濁液を形成する液滴生成器と、（Ｂ
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）乳濁液の少なくとも部分を含むようにキャビティを画定した乳濁液ホルダであって、キ
ャビティは液滴の平均直径よりも多数倍広い、乳濁液ホルダと、（Ｃ）キャビティ内に配
置された乳濁液の少なくとも部分を加熱して、液滴内での核酸増幅を誘導する加熱ステー
ションと、（Ｄ）乳濁液の液滴から信号を検出する検出ステーションと、（Ｅ）検出ステ
ーションと通信し、検出された信号に基づいて、試料内に核酸標的が存在する場合、その
存在を推定するようにプログラムされたコントローラとを備える、システム。
【０２７１】
　２．上記液滴生成器および複数の他の液滴生成器を含むプレートをさらに備える、段落
１に記載のシステム。
【０２７２】
　３．乳濁液ホルダは、生成された液滴がキャビティ内に連続して流れるように液滴生成
器に接続される、段落１に記載のシステム。
【０２７３】
　４．検出ステーションは、少なくとも１つの検出チャンバと、検出チャンバ内に配置さ
れた液滴の画像を収集する少なくとも１つの撮像装置とを含む、段落１に記載のシステム
。
【０２７４】
　５．液滴をキャビティから検出ステーションに移送する流体移送装置をさらに備える、
段落１に記載のシステム。
【０２７５】
　６．流体移送装置は手動で制御されるピペットである、段落１に記載のシステム。
【０２７６】
　７．流体移送装置はオートサンプラである、段落１に記載のシステム。
【０２７７】
　８．キャビティは、液滴がキャビティ内に実質的な単分子層を形成するように、液滴の
平均直径に対応する厚さを有する、段落１に記載のシステム。
【０２７８】
　９．キャビティはチャンバである、段落１に記載のシステム。
【０２７９】
　１０．キャビティは、液滴の平均直径よりも少なくとも１０倍広い、段落１に記載のシ
ステム。
【０２８０】
［（ｖｉ）高スループットシステム］
　１．液滴に基づいて試料を分析するシステムであって、（Ａ）液滴内に配置された各試
料の分割物をそれぞれ含む複数の乳濁液を保持する試料入力ステーションと、（Ｂ）液滴
を加熱して、個々の液滴内に核酸標的が存在する場合、核酸標的の増幅を誘導する加熱ス
テーションと、（Ｃ）加熱ステーションにより加熱された液滴から信号を検出する検出ス
テーションと、（Ｄ）試料入力ステーション、加熱ステーション、および加熱ステーショ
ンを接続して、試料入力ステーションから加熱ステーションそして検出ステーションへの
流体流を提供するフルイディクス網と、（Ｅ）乳濁液からの液滴パケットが試料入力ステ
ーションから加熱ステーションに移送される順序を制御し、検出ステーションからの信号
に基づいて、パケットに対応する試料内の核酸標的の存在を推定するするようにプログラ
ムされたコントローラとを備える、システム。
【０２８１】
　２．フルイディクス網は、加熱ステーションから上流に液滴パケットを格納する保持ス
テーションを含む、段落１に記載のシステム。
【０２８２】
　３．コントローラは、パケットが試料入力ステーションから保持ステーションに移送さ
れる順序を制御すると共に、そのようなパケットが保持ステーションから加熱ステーショ
ンに装填される順序も制御するようにプログラムされる、段落２に記載のシステム。
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【０２８３】
　４．順序のうちの少なくとも一方の少なくとも部分は、検出ステーションにより検出さ
れる信号に基づいてコントローラにより選択される、段落３に記載のシステム。
【０２８４】
　５．保持ステーションは複数の離散した格納場所を含み、コントローラは、格納場所内
へのパケットの装填および格納場所からのパケットの取り出しを制御するようにプログラ
ムされる、段落２に記載のシステム。
【０２８５】
　６．保持ステーションは、任意の順序での格納場所へのパケットの取り入れおよび任意
の順序での格納場所からのパケットの取り出しを可能にするように設計される、段落５に
記載のシステム。
【０２８６】
　７．保持ステーションは、保持ステーション内に配置されたパケットを加熱するように
構成された少なくとも１つのヒータを含む、段落２に記載のシステム。
【０２８７】
　８．コントローラは、隣接するパケットが試料入力ステーションからフルイディクス網
内に導入される際、フルイディクス網内での隣接する液滴パケット間での流体のスペーサ
セグメントの形成を制御するようにプログラムされる、段落１に記載のシステム。
【０２８８】
　９．フルイディクス網は、試料入力領域から液滴パケットをピックアップし、そのよう
なパケットを加熱ステーションに装填するオートサンプラを含む、段落１に記載のシステ
ム。
【０２８９】
　１０．コントローラは、順序を選択する入力を使用者から受信し、その順序に従って加
熱ステーションへのパケットの移送を制御するようにプログラムされる、段落１に記載の
システム。
【０２９０】
　１１．検出ステーションは、フロー内に配置された液滴から信号を検出する、段落１に
記載のシステム。
【０２９１】
　１１．検出ステーションは液滴の画像を収集する、段落１に記載のシステム。
【０２９２】
　１２．検出ステーションは液滴から蛍光信号を検出する、段落１に記載のシステム。
【０２９３】
［（ｖｉｉ）バッチシステムＩ］
　１．試料を分析するシステムであって、（Ａ）核酸標的を増幅する反応混合物として準
備された試料をそれぞれ含む液滴を含む複数の乳濁液を形成する少なくとも１つの液滴生
成器と、（Ｂ）乳濁液を保持するキャビティアレイを画定するプレートと、（Ｃ）キャビ
ティ内に配置された乳濁液を加熱して、液滴内での核酸増幅を誘導する加熱・冷却装置と
、（Ｄ）乳濁液の無傷の液滴から信号を検出する検出組立体と、（Ｅ）検出組立体と通信
し、無傷の液滴から検出された信号に基づいて、試料内に核酸標的がある場合、その存在
を推定するようにプログラムされたコントローラとを備える、システム。
【０２９４】
　２．液滴生成器はプレートと一体化される、段落１に記載のシステム。
【０２９５】
　３．各キャビティは別個の液滴生成器から供給される、段落２に記載のシステム。
【０２９６】
　４．各キャビティは同じ液滴生成器から供給される、段落２に記載のシステム。
【０２９７】
　５．液滴生成器はプレートの部分ではない、段落１に記載のシステム。
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【０２９８】
　６．液滴生成器は、少なくとも１つの油槽、試料槽、および各槽から少なくとも１つの
キャビティへの流路を含む、段落１に記載のシステム。
【０２９９】
　７．液滴生成を促進する圧力源をさらに備える、段落１に記載のシステム。
【０３００】
　８．検出組立体は、液滴がキャビティ内に配置されている間に液滴から信号を検出する
ように構成される、段落１に記載のシステム。
【０３０１】
　９．液滴をキャビティから検出組立体の検出場所に移送するように構成された流体移送
装置をさらに備える、段落１に記載のシステム。
【０３０２】
　１０．検出場所はプレートとは別個である、段落９に記載のシステム。
【０３０３】
　１１．検出組立体は液滴を逐次検出するように構成される、段落９に記載のシステム。
【０３０４】
　１２．検出組立体は液滴バッチを撮像するように構成される、段落９に記載のシステム
。
【０３０５】
　１３．検出組立体は、液滴バッチで撮像するように構成され、各液滴バッチは異なる乳
濁液に対応する、段落１２に記載のシステム。
【０３０６】
　１４．検出組立体は共焦点光学系を含む、段落１に記載のシステム。
【０３０７】
　１５．各キャビティの上下はプレートの壁で境界を区切られる、段落１に記載のシステ
ム。
【０３０８】
　１６．各キャビティは、透明壁を通してそのようなキャビティ内の液滴を検出できるプ
レートの透明壁により境界を区切られる、段落１に記載のシステム。
【０３０９】
　１７．液滴生成器は、上方に向かって開き、試料をプレートの上から装填できる試料槽
を含む、段落１に記載のシステム。
【０３１０】
　１８．キャビティはウェルであり、ウェルを封止する封止部材をさらに備える、段落１
に記載のシステム。
【０３１１】
　１９．液滴生成器は、液滴が逐次生成される１つまたは複数のオリフィスを含む、段落
１に記載のシステム。
【０３１２】
　２０．液滴生成器は、単分散性の液滴を形成するように構成される、段落１に記載のシ
ステム。
【０３１３】
　２１．コントローラは、核酸標的の増幅が実際に生じたと特定された液滴の割合に基づ
いて、核酸標的の存在を推定するように構成される、段落１に記載のシステム。
【０３１４】
［（ｖｉｉｉ）バッチシステムＩＩ］
　１．試料を分析するシステムであって、（Ａ）油槽、試料槽、キャビティ、および試料
槽から試料を受け取り、油槽からキャリア流体を受け取り、乳濁液としてキャビティに流
れる液滴を生成するチャネル交点を含む液滴生成器と、（Ｂ）液滴生成器を加熱して、キ
ャビティ内の乳濁液の液滴内の核酸増幅を誘導する加熱装置とを備える、システム。
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【０３１５】
　２．上記液滴生成器および複数の他の液滴生成器を含むプレートをさらに備える、段落
１に記載のシステム。
【０３１６】
　３．液滴生成を促進する圧力源をさらに備える、段落１に記載のシステム。
【０３１７】
　４．圧力源は、液滴生成器と封止された関係をなすマニフォルドを含む、段落３に記載
のシステム。
【０３１８】
　５．乳濁液の液滴から信号を検出する検出組立体をさらに備える、段落１に記載のシス
テム。
【０３１９】
　６．検出組立体は、液滴がキャビティ内に配置されている間に液滴から信号を検出する
ように構成される、段落５に記載のシステム。
【０３２０】
　７．検出組立体は、液滴生成器が加熱装置に熱的に結合されている間に液滴から信号を
検出するように構成される、段落５に記載のシステム。
【０３２１】
　８．検出組立体は液滴のバッチを撮像するように構成される、段落５に記載のシステム
。
【０３２２】
　９．検出組立体は共焦点光学系を含む、段落８に記載のシステム。
【０３２３】
　１０．検出組立体と通信し、検出された信号に基づいて試料内に核酸標的がある場合、
その存在を推定するようにプログラムされたコントローラをさらに備える、段落５に記載
のシステム。
【０３２４】
　１１．加熱装置は、液滴生成器を受ける温度制御チャンバを含む、段落１に記載のシス
テム。
【０３２５】
　１２．加熱装置は、液滴生成器を熱循環させて、キャビティ内の乳濁液の液滴内にＰＣ
Ｒ増幅を誘導する加熱・冷却装置である、段落１に記載のシステム。
【０３２６】
　１３．キャビティの上下は液滴生成器の壁により境界を区切られる、段落１に記載のシ
ステム。
【０３２７】
　１４．キャビティは、透明壁を通してキャビティ内の液滴を検出できる液滴生成器の透
明壁により境界を区切られる、段落１に記載のシステム。
【０３２８】
　１５．キャビティはウェルであり、ウェルを封止する封止部材をさらに備える、段落１
に記載のシステム。
【０３２９】
［（ｉｘ）その他１］
　１．試料を分析する方法であって、（Ａ）反応の発生をテストするための混合物をそれ
ぞれ含む複数の液滴を試料から生成すること、（Ｂ）選択可能な時間期間にわたって液滴
パケットを格納すること、（Ｃ）格納するステップの後、パケットの少なくとも部分をチ
ャネルに導入すること、（Ｄ）チャネルに沿ってパケットの少なくとも部分を移動させる
ことにより、パケットの部分を、反応の発生を促進するもう１つの条件下に置くこと、お
よび（Ｅ）条件下に置くステップの後、パケットの少なくとも部分の複数の液滴のそれぞ
れに対して、反応の発生に関連する少なくとも１つの測定を実行することを含む、方法。
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【０３３０】
　２．生成するステップは、少なくとも１つのオリフィスからの流体流により複数の液体
を生成するステップを含む、段落１に記載の方法。
【０３３１】
　３．生成するステップは、液滴内に核酸標的が存在する場合、核酸標的を増幅すること
がそれぞれ可能な液滴を生成するステップを含み、条件下に置くステップは、パケットの
少なくとも部分を、パケットの少なくとも部分の液滴内の核酸標的の増幅を促進する条件
下に置くステップを含み、実行するステップは、少なくとも１つの測定を実行して、核酸
標的の増幅が個々の液滴内で発生したか否かを特定できるようにするステップを含む、段
落１に記載の方法。
【０３３２】
　４．格納するステップは、チャネルと連通しないコンパートメント内に液滴パケットを
格納するステップを含み、導入するステップは、コンパートメントとチャネルとを互いに
連通させるステップを含む、段落１に記載の方法。
【０３３３】
　５．液滴パケットは、キャリア流体容量内に配置され、格納するステップは、キャリア
流体容量の流れを停止させるステップを含み、導入するステップは、キャリア流体容量の
うちの少なくとも部分の流れを開始するステップを含む、段落１に記載の方法。
【０３３４】
　６．条件下に置くステップは、パケットのうちの少なくとも部分を熱的に循環させるス
テップを含む、段落１に記載の方法。
【０３３５】
　７．（１）実行するステップから得られたデータに基づいて、核酸標的の増幅が発生し
た液滴の数を特定するステップと、（２）液滴数に基づいて、試料内の核酸標的の全体の
存在を推定するステップとをさらに含む、段落１に記載の方法。
【０３３６】
　８．格納するステップ、導入するステップ、条件下に置くステップ、および実行するス
テップは、複数の異なるパケットを使用して実行され、パケットはチャネル内に逐次導入
される、段落１に記載の方法。
【０３３７】
　９．少なくとも２つの異なるパケットがチャネル内に導入される相対的な順序を選択す
るステップ、段落８に記載の方法。
【０３３８】
　１０．選択するステップは、別のパケットの液滴を使用して実行するステップに基づい
て得られた結果に基づく、段落９に記載の方法。
【０３３９】
　１１．核酸標的に関して試料を分析する方法であって、（Ａ）液滴内に核酸標的が存在
する場合、核酸標的を増幅させることがそれぞれ可能な複数の液滴を試料から生成するこ
と、（Ｂ）選択可能な時間期間にわたって液滴のパケットを格納すること、（Ｃ）格納さ
れているパケットのうちの少なくとも部分をチャネル内に導入すること、（Ｄ）液滴内の
核酸標的の増幅を促進する条件下に置かれるように、チャネルに沿ってパケットの部分を
移動させること、および（Ｅ）移動させるステップの後、複数の液滴のそれぞれに対して
、核酸標的の増幅に関連する少なくとも１つの測定を実行することを含む、方法。
【０３４０】
　１２．試料を分析する方法であって、（Ａ）チャネル、試料アレイ、試薬アレイ、なら
びに試料および試薬のすべてをチャネルに接続して、アレイから試料および試薬の任意の
組み合わせを選択できるようにする、事前に画定された流路を提供すること、（Ｂ）試料
アレイからの試料と試薬アレイからの試薬との組み合わせを選択すること、（Ｃ）上記組
み合わせをそれぞれ含み、選択された試料および試薬が関わる反応の発生についてテスト
すべき分析混合物を含む液滴を生成すること、（Ｄ）複数の液滴をチャネル内に導入する
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こと、（Ｅ）チャネルに沿って複数の液滴を移動させながら、複数の液滴を、反応の発生
を促進する１つまたは複数の条件下に置くこと、ならびに（Ｆ）条件下に置くステップの
後、複数の液滴のうちの１つまたは複数に対して、反応の発生に関連する少なくとも１つ
の測定を実行することを含む、方法。
【０３４１】
　１４．上記組み合わせは第１の組み合わせであり、方法は、アレイから試料と試薬との
第２の組み合わせを選択するステップをさらに含み、生成するステップ、導入するステッ
プ、条件下に置くステップ、および実行するステップは、第２の組み合わせを使用して繰
り返される、段落１２に記載の方法。
【０３４２】
　１５．第２の組み合わせは、第１の組み合わせに対して少なくとも測定を実行するステ
ップからのデータを使用して得られる結果に基づいて選択される、段落１４に記載の方法
。
【０３４３】
　１６．少なくとも１つの試料を追加または低減するように、試料アレイを変更するステ
ップ、少なくとも１つの試薬を追加または低減するように、試薬アレイを変更するステッ
プ、またはこれら両方をさらに含み、第２の組み合わせを選択するステップは、変更する
ステップの後に組み合わせを選択する、段落１４に記載の方法。
【０３４４】
　１７．変更するステップは、条件下に置くステップが第１の組み合わせを使用して実行
されている間に実行される、段落１６に記載の方法。
【０３４５】
　１８．試料と試薬との第２の組み合わせを選択するステップは、第１の組み合わせを選
択するステップの後に受信する使用者コマンドに基づいて実行される、段落１４に記載の
方法。
【０３４６】
　１９．使用者コマンドは、第１の組み合わせを条件下に置くステップ中に受信される、
段落１８に記載の方法。
【０３４７】
　２０．第１の組み合わせに関する導入するステップは、使用者コマンドが受信されない
場合、事前定義された条件が満たされるまで実行され、導入するステップは、事前定義さ
れた条件が満たされる前に、使用者コマンドにより中断される、段落１９に記載の方法。
【０３４８】
　２１．事前定義される条件は、所定数の液滴の導入、液滴が導入される事前定義された
時間間隔、またはこれら両方である、段落２０に記載の方法。
【０３４９】
　２２．試薬アレイは、異なる核酸標的を増幅するための異なるプライマ対を含む、段落
１４に記載の方法。
【０３５０】
　２３．試料を分析する方法であって、（Ａ）チャネル、試料アレイ、試薬アレイ、なら
びに試料および試薬のすべてチャネルに接続する事前定義された流路を提供すること、（
Ｂ）アレイから試料および試薬の第１および第２の組み合わせを選択すること、（Ｃ）第
１の組み合わせをそれぞれ含む第１の液滴パケットおよび第２の組み合わせをそれぞれ含
む第２の液滴パケットを生成すること、（Ｄ）第１のパケットの複数の液滴および第２の
パケットの複数の液滴をチャネル内に逐次導入すること、（Ｅ）複数の液滴のそれぞれが
チャネルを沿って移動している間に、各パケットの複数の液滴を、第１の組み合わせまた
は第２の組み合わせに関わる反応の発生を促進する１つまたは複数の条件下に置くこと、
（Ｆ）条件下に置くステップの後、複数の液滴のうちの１つまたは複数に対して反応の発
生に関連する少なくとも１つの測定を実行することを含む、方法。
【０３５１】
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　２４．試料を分析する装置であって、（Ａ）試料を受け取る調整可能な数のポートと、
（Ｂ）試薬を保持する調整可能な数の場所と、（Ｃ）１つまたは複数の温度制御ゾーンを
通って延び、事前定義された流路によりポートおよびサイトを接続するチャネルと、（Ｄ
）試料と試薬との選択された組み合わせの液滴を生成して、チャネルに導入する液滴生成
器と、（Ｅ）液滴が少なくとも１つの温度制御ゾーン内に配置された後、選択された組み
合わせの液滴に対して１つまたは複数の測定を提供するように位置決めされた検出器と、
（Ｆ）試料と試薬との組み合わせを制御するコントローラとを備える、装置。
【０３５２】
［（ｘ）その他２］
　１．微液滴を生成するシステムであって、（Ａ）試料格納チャンバならびに流入端部お
よび流出端部を有する第１の微小流体チャネルを備える試料格納装置であって、第１の微
小流体チャネルの流入端部は試料格納チャンバに接続される、試料格納装置と、（Ｂ）第
１の微小流体チャネルの流出端部、流入端部を有する第２の微小流体チャネル、および非
混和性流体が充填されるスペーサ領域を備える微液滴生成装置とを備え、第１の微小流体
チャネルの流出端部は、微液滴生成装置の１つの壁を形成し、第２の微小流体チャネルの
流入端部は、微液滴生成領域の別の壁を形成し、スペーサ領域は、第１の微小流体チャネ
ルの流出端部のみが非混和性流体に接触するように、第１の微小流体チャネルの流出端部
を第２の微小流体チャネル流入端部から隔てる、システム。
【０３５３】
　２．試料格納装置は取り外し可能である、段落１に記載のシステム。
【０３５４】
　３．非混和性流体は油である、段落１に記載のシステム。
【０３５５】
　４．核酸を増幅させる方法であって、（Ａ）複数の核酸標的および核酸増幅を実行する
成分を含む試料を希釈または濃縮すること、（Ｂ）毛管内の非混和性流体内に微液滴を生
成することであって、複数の核酸標的からの単一の核酸鋳型を含む複数の微液滴が形成さ
れ、管は、流体流入用の第１の開口端部および流体流出用の第２の開口端部を有して、連
続して流すことができる、生成すること、（Ｃ）微液滴内の複数の単一核酸鋳型が増幅さ
れるように加熱し冷却することにより、微液滴内の単一核酸鋳型を増幅させることを含む
、方法。
【０３５６】
　５．微液滴は少なくとも２つの異なるサイズの微液滴を含む、段落４に記載の方法。
【０３５７】
　６．第１の微液滴サイズは２０μｍ～１００μｍであり、第２の微液滴サイズは１００
μｍ～２５０μｍである、段落４に記載の方法。
【０３５８】
　７．試料の核酸を増幅する方法であって、（Ａ）生物学的試料を提供すること、（Ｂ）
毛管内の非混和性流体内に微液滴を生成することであって、微液滴は、核酸および核酸増
幅を実行する成分を含み、管は、流体流入用の第１の開口端部および流体流出用の第２の
開口端部を有して、連続して流すことができ、管は、少なくとも２つの中実加熱ブロック
に接触し、加熱ブロックは異なる温度に維持され、少なくとも１つの加熱ブロックの温度
は熱電コントローラにより制御される、生成すること、（Ｃ）管を通して微液滴を移動さ
せること、ならびに（Ｄ）管内の微液滴を熱循環させて、核酸を増幅させることを含む、
方法。
【０３５９】
　８．（Ａ）毛管内の非混和性流体内に微液滴を生成することであって、複数の核酸標的
からの単一核酸鋳型を含む複数の微液滴が形成される、生成すること、（Ｂ）微液滴内の
複数の単一核酸鋳型が増幅されるように加熱し冷却することにより、微液滴内の単一核酸
鋳型を増幅すること、および（Ｃ）酵素核酸増幅または連結反応の方法を通して核酸突然
変異の有無を検出することであって、単一核酸突然変異の検出が、リアルタイムＰＣＲと
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比較して信号弁別が１０％を超えて良好である、検出することの方法を使用して、単一核
酸の突然変異を検出可能な配列検出システム。
【０３６０】
　９．（Ａ）毛管内の非混和性流体内に微液滴を生成することであって、複数の核酸標的
からの単一核酸鋳型を含む複数の微液滴が形成される、生成すること、（Ｂ）微液滴内の
複数の単一核酸鋳型が増幅されるように加熱し冷却することにより、微液滴内の単一核酸
鋳型を増幅すること、ならびに（Ｃ）無傷の液滴内の酵素核酸増幅または連結反応により
生成される信号を蛍光的に検出する方法を通して、標的核酸の有無を検出することであっ
て、標的核酸の絶対濃度の検出の定量的分解能が、リアルタイムＰＣＲもしくは定量的Ｐ
ＣＲおよび／または合計液滴数および処理された標的核酸分子に基づく調整可能な定量的
分解能と比較して１０％を超えて良好である、検出することの方法を使用して、標的核酸
の絶対濃度を正確に検出可能な配列検出システム。
【０３６１】
　１０．（Ａ）毛管内の非混和性流体内に微液滴を生成することであって、複数の核酸標
的からの単一核酸鋳型を含む複数の微液滴が形成される、生成すること、（Ｂ）微液滴内
の複数の単一核酸鋳型が増幅されるように加熱し冷却することにより、微液滴内の単一核
酸鋳型を増幅すること、および（Ｃ）無傷の液滴内の酵素核酸増幅または連結反応により
生成される信号を蛍光的に検出する方法を通して、標的核酸の有無を検出することであっ
て、試料内または試料間の標的核酸の絶対濃度の小さな変化（＜４０％）の検出、検出す
ることの方法を使用して、標的核酸の濃度を正確に検出可能な配列検出システム。
【０３６２】
　１１．（Ａ）非混和性流体内に微液滴を生成することであって、複数の核酸標的からの
単一核酸鋳型を含む複数の微液滴が形成される、生成すること、（Ｂ）微液滴内の複数の
単一核酸鋳型が増幅されるように加熱し冷却することにより、微液滴内の単一核酸鋳型を
増幅すること、および（Ｃ）ゲノム毎に既知の数の遺伝子コピーを有する基準遺伝子のＰ
ＣＲ単位複製配列の数に相対して標的遺伝子のＰＣＲ単位複製配列の数を計数する方法を
通してゲノム内の遺伝子挿入または遺伝子欠損の数を検出することであって、ゲノム毎の
標的遺伝子コピー数の検出が、標的遺伝子のコピー数が２よりも大きいが、２０未満であ
る単一コピー差を弁別する能力に関して、リアルタイムＰＣＲによる相対的な定量化（デ
ルタサイクル閾値またはデルタデルタサイクル閾値）と比較して良好な信号の弁別を有す
る、検出することの方法を使用して、遺伝子コピー数の変動を検出可能な配列検出システ
ム。
【０３６３】
　１２．（Ａ）非混和性流体内に微液滴を生成することであって、複数の核酸標的からの
単一核酸鋳型を含む複数の微液滴が形成される、生成すること、（Ｂ）非混和性流体内に
微液滴を生成することであって、複数の核酸標的からの単一核酸鋳型を含む複数の微液滴
が形成され、試料の分割により、競合する背景核酸に対する標的核酸の比率が低くなる、
生成すること、（Ｃ）微液滴内の複数の単一核酸鋳型が増幅されるように加熱し冷却する
ことにより、微液滴内の単一核酸鋳型を増幅すること、および（Ｄ）遺伝子配列内の単一
ヌクレオチド突然変異を検出することであって、単一ヌクレオチド突然変異の検出の信号
弁別が、突然変異遺伝子配列の相対濃度が野生型ゲノムの０．１％以下である単一点突然
変異を有する突然変異ゲノムを検出する能力に関して、リアルタイムＰＣＲと比較して少
なくとも１０倍良好である、検出することの方法を使用して低頻度単一ヌクレオチド突然
変異を検出可能な配列検出システム。
【０３６４】
［（ｘｉ）その他３］
　１．非同期順次高スループットＰＣＲを実行する方法であって、（Ａ）１つまたは複数
の生物学的試料を提供すること、（Ｂ）１つまたは複数の液滴生成器を使用して、１つま
たは複数の試料のそれぞれを１つまたは複数の液滴に分割すること、（Ｃ）１つまたは複
数の試料のそれぞれから１つまたは複数の液滴を分離して格納し、それにより、各試料か
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ら液滴パケットを形成すること、および（Ｄ）各パケットの少なくとも部分を順次選択し
、その部分を熱循環装置に通すことを含む、方法。
【０３６５】
　２．（Ａ）ランダムアクセス、（Ｂ）結果により決まるオンデマンドの選別格付け／診
断、（Ｃ）非同期装填、（Ｄ）統計モード、（Ｅ）柔軟な数の試料、（Ｆ）柔軟な数の試
薬、および（Ｇ）デジタルＰＣＲのうちの少なくとも１つをさらに含む、段落１に記載の
方法。
【０３６６】
　３．（Ａ）少なくとも、生物学的試料を輸送するチャネルおよび液滴キャリア流体を受
け鶏、試料を１つまたは複数の試料液滴に分割し、液滴を流出口に向ける第２のチャネル
を備える射出成形部分と、（Ｂ）流出口から液滴を受け取る流入口、熱循環機、および検
出器を備える機器部分とを備え、射出成形部分および機器部分が一緒になって、１つまた
は複数の核酸分析を実行する、装置。
【０３６７】
　４．液滴生成器、ビードブレンダ、低コスト使い捨て、および流出口での槽または保持
コイルのうちの少なくとも１つをさらに備える、段落３に記載の装置。
【０３６８】
［ＩＩＩ．試料準備／カートリッジ］
　本項では、試料溶解および液滴生成のためのカートリッジを含む試料を準備する例示的
なシステムについて説明する。
【０３６９】
　例えば、非使い捨てＰＣＲ機器または他のリーダに対して試料を準備して提示する使い
捨てカートリッジまたは他の使い捨て容器を作ることにより、ＰＣＲに基づくＤＮＡ増幅
システム等の酵素増幅システムを使い捨て構成要素および非使い捨て構成要素に分けるこ
とが望ましい場合がある。そのような分離は、高速で低コストのＤＮＡテストおよび解析
に役立ち得る。使い捨てカートリッジは、試料間の相互汚染の危険性を回避するために、
１回使い切りのカートリッジとして設計し得る。用語「カートリッジ」または「使い捨て
カートリッジ」が、ＤＮＡ増幅システムの使い捨て部分を参照するために使用されるが、
使い捨て部分は一般に様々な形態をとり得、いかなる特定の様式または寸法でも矩形また
は対称である必要はない。
【０３７０】
　適した使い捨てカートリッジは、ＰＣＲ熱循環および増幅前に、試料を受け取り、増幅
および解析に対して試料を準備（または少なくとも部分的に準備）するように構成される
。カートリッジは、準備された試料を、続くＰＣＲ増幅および解析ステップのために、一
般に「機器」と呼ばれるシステムの非使い捨て部分に渡すように構成された界面を含み得
る。場合よっては、カートリッジと機器との界面は、油および／または水性流体等の様々
な流体を機器からカートリッジに移して、試料準備に対してカートリッジを「準備」また
は部分的に「準備」するように構成してもよく、または機器からの流体の移送が必要ない
ように、カートリッジに流体を部分的または全体的に事前準備してもよい。
【０３７１】
　本開示による使い捨てカートリッジは、試料と試薬との混合物をそれぞれ含む液滴また
は液滴パケットを生成するように構成し得、液滴または液滴パケットは、使い捨てカート
リッジから関連する機器に輸送して、連続フロー熱循環機内に高速で逐次注入し得る。カ
ートリッジまたは他の使い捨て容器を次に、システムから取り外し、破棄し得る。カート
リッジは、カートリッジからＰＣＲ機器への試料流量により測定されるように、試料生成
ステップを比較的高速で実行するように構成し得る。例えば、本開示によるカートリッジ
は、試料毎に５分短い時間以内に試料準備を実行して、１時間当たり少なくとも１０個の
試料というスループットを達成するように構成し得る。カートリッジは、環境への影響を
最低限に抑えるために、非危険物から構造でき、かつ非危険物と併せて機能し得る。
【０３７２】
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　図４１は、本開示によるＤＮＡ増幅システムの使い捨てカートリッジ内で、またはその
ような使い捨てカートリッジと併せて実行し得る、全体が１６００で示されるＤＮＡ増幅
方法のステップを示すフローチャートである。使い捨てカートリッジが実行するように構
成された主機能は、精製、溶解、試薬混合、および試料の液滴への分離である。しかし、
より一般には、図４１に示されるステップのサブセットまたは組み合わせをカートリッジ
内で実行し得る。あるいは、試料収集および抽出等の図示のステップのうちの１つまたは
複数は、標的含有材料をカートリッジに移す前に実行し得る一方で、他のステップはカー
トリッジ内で実行される。同様に、液滴生成等の図示のステップのうちの１つまたは複数
は、標的含有材料をカートリッジから移した後に実行し得る。さらに、図４１に示される
ステップは様々な異なる順序で実行してもよく、そのうちのいくつかのみについて後述す
る。
【０３７３】
　方法１６００のステップ１６０２において、続く解析のために試料が収集される。これ
は通常、医療従事者、法執行機関、科学者、または核酸解析のために試料を収集する理由
を有する他の何らかの人物により行われる。試料は、例えば、スワッブ、試料カード、試
料引き込み針、ピペット、シリンジ等の試料収集器を使用して、かつ／または他の任意の
適した方法により収集し得る。さらに、事前収集された試料を、単一のウェルまたはプレ
ート内のウェルアレイ等のウェル内に格納してもよく、乾燥させてもよく、かつ／または
乾燥させてもよく、エアロゾル形態にしてもよく、またはスライド上に準備された培養ま
たは組織試料の形態をとってもよい。次に、そのような事前準備された試料を得て、使い
捨てカートリッジ内での液滴ベースの処理に対して準備し得る。収集された試料は通常、
１つまたは複数の細胞、細菌、ウイルス、またはＰＣＲ増幅に適した標的ヌクレオチド配
列を潜在的または実際に含む他の材料を含む。
【０３７４】
　ステップ１６０４において、収集された試料が試料収集器から抽出される。これは、例
えば、ピペット、シリンジ等を使用して試料を試料収集機から移すことにより、あるいは
特に、消化緩衝液、溶解緩衝液、または適した結合材含有液等の１つまたは複数の適した
溶液内に試料収集器を浸し、かつ／または洗浄することにより達成し得る。抽出は、ＰＣ
Ｒシステムの使い捨て部分のチャンバ内部で行い得、その場合、方法１６００のステップ
１６０６において示されるように、抽出前に、試料はカートリッジに移される。あるいは
、抽出はカートリッジ外部で行ってもよく、その結果生成される試料または試料含有液を
次に、カートリッジに移し得る。いずれの場合でも、カートリッジは、後述するように、
様々な追加の試料準備ステップを実行するように構成し得る。
【０３７５】
　ステップ１６０８および１６１０において、ここではカートリッジ内部の試料チャンバ
内に配置された、抽出された試料は、精製され溶解する。これらステップは、別のときに
、同時に、またはおおよそ同時に実行し得る。さらに、精製は、溶解の前に行ってもよく
、または後に行ってもよく、場合によっては、２つ以上の別懇の精製ステップを、一方は
溶解前に、他方は溶解後に実行してもよい。精製は一般に、所望の標的成分が比較的影響
されない状態にしながら、不要な成分を試料から除去する何らかの形態のフィルタリング
を含み、溶解は一般に、試料成分を破壊して（例えば、細胞膜を破ることにより）、増幅
する標的ＤＮＡを露出させることを含み、通常、試料含有混合物の何らかの形態の物理的
な混合または攪拌を含む。例えば、溶解は、攪拌、磁気攪拌、および／または吸引等のバ
ルク混合を通して、あるいは試料を蛇行路に強制的に通す、電磁ボンバードメント、音波
処理、および／または対流等の様々なタイプの微小流体混合を通して進められ得る。溶解
した試料の成分を含む流体は溶解産物と呼ぶことができる。
【０３７６】
　特定の精製ステップが溶解の前に実行されるか、それとも後に実行されるかに応じて、
精製方法を変更し得る。例えば、溶解前の精製は、細菌または他の細胞等の比較的大きな
標的含有材料を捕捉するように構成し得る。この段階での精製は、標的含有細胞の固有サ
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イズよりも小さな固有開口サイズを有する開口に基づくフィルタを通して試料含有液をフ
ィルタリングして、他のより小さな廃棄材料を除去しながら試料チャンバ内に細胞または
他の標的材料を残すことを含み得る。他方、溶解後の精製は、ＤＮＡまたは部分的な核酸
配列等の比較的小さな標的材料を捕捉するように構成し得る。したがって、溶解後の精製
は、より小さなフィルタを通しての濾過および／またはＤＮＡもしくは他の標的の親和性
捕捉を行い、他のより大きな廃棄材料を除去しながら試料内の標的材料を残すことを含み
得る。精製ステップが溶解前および溶解後の両方で実行されるなど、場合によっては、開
口に基づくフィルタおよび／または親和性に基づくフィルタを含め、２つ以上の異なるタ
イプのフィルタを使用し得る。
【０３７７】
　１６１２において、特に処理された試料（すなわち、溶解産物）が濃縮される。このス
テップは一般に、例えば特に、濾過、エタノール沈殿、ブタノール抽出、または親和性捕
捉により標的ＤＮＡまたはＤＮＡ含有材料から溶解産物内の過度の流体を分離することに
より達成される。いずれの場合でも、濃縮ステップの結果として、流体単位容量当たりの
標的材料の濃度が高くなる。この段階で試料を濃縮した場合、検出可能な増幅標的を得る
ために必要なＰＣＲ増幅サイクル数は、濃縮しない場合よりも相対的に少なくなり得る。
【０３７８】
　ステップ１６１４において、適切な酵素およびＤＮＡプライマを含むＰＣＲ試薬混合物
が試料と混合される。これら試薬成分は、循環的な温度変化（すなわち、熱循環）と併せ
て特定の標的のＤＮＡ増幅に役立つように選択される。試薬混合物を流体形態で試料と組
み合わせてもよく、または凍結乾燥（フリーズドライ）して、粉体、ペレット、もしくは
他の任意の都合のよい形態にしてもよい。凍結乾燥した試薬を形成するために、適した安
定剤および／または沈殿剤をＰＣＲ酵素およびＤＮＡプライマと組み合わせ得る。
【０３７９】
　ステップ１６１４において、２つ以上の試薬を試料と混合して、複数の試薬を含む単一
の試料／試薬混合物または単一の試薬をそれぞれ含む複数の混合物を形成し得る。複数の
試薬を含む単一の混合物では、例えば、複数の標的を同時にスクリーニングすることが可
能であり得る一方で、単一の試薬をそれぞれ含む複数の混合物では、いくつかの異なるＤ
ＮＡ標的をＰＣＲ増幅するように構成し、または（混合物のうちの２つ以上が同じ試薬を
含む場合）例えば、複数のＰＣＲ増幅および／または検出技法を同じ試料／試薬混合物に
対して行うことにより、対照実験を提供するように構成し得る。複数の試料／試薬混合物
が使用される場合、異なる混合物を別個に準備し、かつ／またはシステムを通して別個の
経路を辿り得る。
【０３８０】
　ステップ１６１６において、試料および試薬を含む液滴が、通常、油性乳濁液内に水性
形態で生成される。生成された液滴は、活性化された、または活性化されていない（すな
わち、ＰＣＲ増幅開始前に追加の活性化ステップを必要とするか、または必要としない）
試料と試薬との混合物を含み得、または各液滴は、例えば、油膜等の薄膜により互いに分
離した試料および試薬を含み得る。２つ以上の試料／試薬混合物が存在する場合、様々な
混合物のそれぞれを含む液滴を別個に生成し別個の経路に通し得る。共通モードの液滴生
成は、フロー収束、噴射、および剪断を含む。これら技法を使用して、１５ピコリットル
（ｐＬ）～５ナノリットル（ｎＬ）の範囲で調整可能な容量で１０～１０００Ｈｚという
スループットで安定した液滴を生成し得る。液滴を生成する様々な技法が既知である。
【０３８１】
　ステップ１６１８において、ステップ１６１６において生成された液滴は、使い捨てカ
ートリッジからシステムの非使い捨て機器部分に移される。上述したように、液滴は、油
性乳濁液等の乳濁液内に含まれ得、その場合、液滴の移送は、乳濁液の部分または全体を
移送することを含む。２つ以上の試料／試薬混合物を作成した場合、別個の各液滴タイプ
システムの機器部分により別個に処理できるように、各タイプの混合物を含む液滴を別個
に、連続的または半連続的に移送し得る。連続的または半連続的な液滴の移送により、複
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数の標的ＤＮＡセグメントを比較的高速にスクリーニングすることが可能になり得る。代
替または追加として、様々な試料／試薬混合物を含む液滴を、バーコードまたは他の何ら
かの検出可能な構成要素を使用するなど何らかの様式で「タグ付け」し得、その場合、場
合によっては、異なるタイプの液滴を一緒にシステムの非使い捨て部分に移送し、次に、
個々の経路を辿り、または個々に検出し得る。
【０３８２】
　ＰＣＲシステムの使い捨ての試料準備カートリッジ部分から非使い捨て機器部分への移
送後、熱循環および解析が行われる。以下の例において、カートリッジ等の使い捨て容器
内に試料を受け取り、ＰＣＲ増幅に対して試料を準備し、準備された試料をＰＣＲ増幅シ
ステムの再使用可能な機器部分に渡す例示的で特別な方法および装置を説明する。関連す
るさらなる開示が、相互参照において上に列挙され、参照により本明細書に援用される米
国仮特許出願、特に発明者としてＫｅｖｉｎ　Ｄｅａｎ　Ｎｅｓｓ，　Ｓａｍｕｅｌ　Ｂ
ｕｒｄ，　Ｂｅｎｊａｍｉｎ　Ｊ．　Ｈｉｎｄｓｏｎ，　Ｄｏｎａｌｄ　Ａ．　Ｍａｓｑ
ｕｅｌｉｅｒ，　およびＢｉｌｌｙ　Ｗ．　Ｃｏｌｓｔｏｎ，　Ｊｒ．の名前が挙げられ
ている、「ＣＡＲＴＲＩＤＧＥ　ＷＩＴＨ　ＬＹＳＩＳ　ＣＨＡＭＢＥＲ　ＡＮＤ　ＤＲ
ＯＰＬＥＴ　ＣＨＡＭＢＥＲ」と題する２００９年９月２１日に出願された米国仮特許出
願第６１／２７７２４９号明細書に見られ得る。
【０３８３】
［Ａ．実施例１：使い捨て試料カートリッジ１］
　この実施例では、使い捨て試料準備カートリッジおよびカートリッジの様々な構成要素
間の適した流体接続を示す：図４２参照。
【０３８４】
　図４２は、１７００で全体が示されるカートリッジおよびカートリッジの様々な構成要
素間の適した流体接続の概略図である。カートリッジ１７００は、標的含有試料を受け取
り、ＰＣＲ熱循環および増幅に向けて標的含有試料を準備するように構成される。試料の
準備は、以下のステップのうちのいくつかまたはすべてを含み得る（この順序である必要
はない）：精製、溶解、濃縮、１つもしくは複数の試薬との組み合わせ、および／または
ＰＣＲに適した液滴の生成。試料および試薬を含む液滴は、カートリッジから、全体が１
７００’で示される機器に移送し得、機器は、液滴を循環的に加熱して、ＰＣＲ増幅を促
進させるように構成される。図４２中の破線Ｌは、使い捨てカートリッジ１７００と機器
１７００’との界面を表す。この界面は、大きな漏れまたは汚染なくカートリッジと機器
との確実な流体接続を提供するために適した流体コネクタ、受容器等を含み得る。
【０３８５】
　カートリッジ１７００の試料チャンバ１７０２は、試料を受け取るように構成される。
チャンバ１７０２に入る試料は、１つまたは複数の細菌、ウイルス、ＤＮＡ分子、および
／または核酸配列を含む他の材料等のＰＣＲ増幅の標的を含むか、または少なくとも潜在
的に含む。例えば、試料は、試料収集スワッブから準備された溶璃液の形態で装填し得る
。場合によっては、チャンバ１７０２に移送される試料は、例えば、洗浄、濃縮、および
／または溶解によりすでにある程度まで準備されていることもあれば、チャンバ１７０２
に到達した際に実質的に準備されていない、すなわち「未処理」であることもある。いず
れの場合でも、試料チャンバ１７０２は、後述するように試料を受け取り準備するように
構成し得る。
【０３８６】
　廃棄物チャンバ１７０４が試料チャンバ１７０２に連通し、カートリッジ１７００は、
流体を試料チャンバ１７０２からフィルタ１７０６を通して廃棄物チャンバ内に移送する
ように構成される。フィルタ１７０６は、ＰＣＲ標的材料を試料チャンバ内に残しながら
、破棄物を通過させて廃棄物チャンバに渡すように構成される。例えば、フィルタ１７０
６は、既知の固有のサイズ遮断を有する膜または他の同様の開口型のフィルタであり得る
。代替または追加として、フィルタは、例えば、試料チャンバの部分に適切な結合化合物
をコーティングすることにより、適した形態の親和性捕捉を通してＰＣＲ標的を試料チャ



(62) JP 2012-503773 A 2012.2.9

10

20

30

40

50

ンバ内に残すように構成し得る。フィルタを使用して、試料を洗浄する前に標的を捕捉し
、事前濃縮させ得、かつ／またはフィルタを使用して、試料を洗浄した後に試料を保持し
さらに濃縮し、かつ／または精製し得る。
【０３８７】
　槽チャンバ１７０８は、試料チャンバ１７０２に連通し、再構成流体、洗浄液、および
／または濾過された試料との組み合わせに適した他の任意の流体を試料チャンバに移送す
るように構成される。例えば、槽チャンバから移送される流体は、下流でのＰＣＲ増幅を
阻害する恐れのある基質成分を除去し得る水またはＴＥ緩衝（すなわち、トリス（ヒドロ
キシメチル）アミノメタン、塩酸、およびＥＤＴＡの組み合わせ）等の緩衝液であり得る
。槽チャンバから移送される流体は一般に、試料に元々付着していた可能性があるか、ま
たはフィルタ１７０６が親和性捕捉を通して働いた際に標的を捕捉するために使用された
可能性がある望ましくない成分から標的を分離するように構成された任意の薬剤を含み得
る。
【０３８８】
　試料チャンバ１７０２は、試料を溶解するようにも構成し得る。溶解は、通常ではある
が必ずしもそうである必要はなく、標的が、槽チャンバ１７０８から移送された流体で洗
浄され、かつ／または再構成された後に実行される。溶解は、チャンバ内部での試料の混
合、振動、振とう、および／または攪拌等の機械的攪拌を通して試料チャンバ内部で実行
して、核酸を試料から解放し得る。いくつかの場合では、溶解を促進するために、ディス
ク、ロッド、および／または小型ビード等の攪拌要素が試料チャンバ内に存在し得る。試
料および／または攪拌要素は、手作業、音波付与（すなわち、音波処理）、および／また
は磁気力もしくは電磁力の使用等の任意の適した方法で攪拌し得る。
【０３８９】
　試料チャンバ１７０２は、標的含有流体試料を濃縮するようにも構成し得る。これは、
元の試料含有流体のうちのいくらかを試料チャンバからフィルタを通して廃棄物チャンバ
内に移送することにより、洗浄前に達成することができる。代替または追加として、濃縮
は、試料が洗浄された後、標的核酸を試料チャンバ内に完全または実質的に残しながら、
試料含有流体のうちのいくらかを破棄物チャンバ内に移送することにより達成することが
できる。このようにして流体試料を濃縮させると、流体単位容積当たりの標的核酸数が多
くなり、続く処理ステップでのＰＣＲ増幅をより効率的かつより高速にすることができる
。
【０３９０】
　カートリッジ１７００は１つまたは複数の試薬チャンバを含む。２つの試薬チャンバ１
７１０ａ、１７１０ｂが図４２に示されるが、より一般的には、５つ以上等の任意の所望
の数の試薬チャンバが利用され得る。各試薬チャンバは、特定の標的核酸配列と反応し、
標的が試料内に存在する場合にＰＣＲ増幅が生じるように構成された、プライマ、ポリメ
ラーゼ、および適切な酵素等の試薬を含む。通常、試薬は、カートリッジ製造中に各試薬
チャンバ内に事前装填されるが、いくつかの実施形態では、試薬は使用者により、または
関連するＰＣＲ機器から移送し得る。
【０３９１】
　試薬は、任意の適した様式で試薬チャンバ内に格納するか、または格納チャンバ内に導
入し得る。例えば、試薬は、図４２に示される凍結乾燥されたペレット１７１１ａ、１７
１１ｂの形態をとってもよく、各試薬チャンバの内壁の部分に塗布されるコーティング（
図示せず）の形態をとってもよい。あるいは、試薬コーティングを、試薬チャンバ内に配
置された攪拌要素および／または試薬チャンバに対する流量を変更するために使用される
プランジャに塗布し得る。図４２の試薬チャンバは、各試薬チャンバが、相互汚染なしで
濾過され、溶解した試料含有液の部分を別個に受け取ることができるように、試料チャン
バと平行して流通する。１つまたは複数の攪拌要素（図示せず）を各試薬チャンバ内に含
めて、試料と事前装填された試薬との混合を促進し得る。攪拌要素が試薬チャンバ内に含
まれる場合、攪拌要素は、試料チャンバ内で溶解に使用される攪拌要素の動作と同様にし
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て、手作業で、音波処理を通して、または磁気力もしくは電磁力を使用して動作し得る。
【０３９２】
　試薬チャンバ１７１０ａおよび１７１０ｂはそれぞれ、全体が１７１２で示される液滴
生成器に流体接続する。液滴生成器１７１２は、ＰＣＲを介する続く核酸増幅のための成
分のすべてをそれぞれ含む離散した微容量液滴を生成するように構成される。一般に、液
滴生成器１７１２は、１つまたは複数の油中水形乳濁液を生成するように構成されるが、
水中油形、水中油中水形等の他のタイプの乳濁液も可能である。
【０３９３】
　平行した流体接続が、試薬チャンバ１７１０ａおよび１７１０ｂから液滴生成器１７１
２に繋がる。共通の油槽１７１４が、油が２つの別個の方向から各交点１７１６ａおよび
１７１６ｂに到達するように、示される流路に沿って油を移動するように構成される。試
料含有液は各試薬チャンバから交点に到来し、油槽からの油と混合して、油中水形液滴を
形成する。次に、生成された液滴は、界面Ｌを通って機器１７００’内に移送される。各
試料／試薬混合物は、逐次または並行して液滴生成器１７１２に移送し得る。後述するよ
うに、他の液滴生成器構成も適し得る。
【０３９４】
　液滴が生成された後、システム１７００は、界面Ｌを通る機器１７００’への液滴の移
送を促進するように構成される。この移送は、それぞれが特定の試薬を含む液滴を含む並
行流または別個の（逐次）バッチとして液滴を機器に移動するように構成し得る適した流
体管、毛管、ポンプ、および／または弁等の使用を通して達成し得る。次に、マルチポー
ト弁を通して液滴を移送させ、ＰＣＲ増幅のために熱循環機内に導入し得る。
【０３９５】
［Ｂ．実施例２：使い捨て試料カートリッジ２］
　この実施例では、上述した試料準備ステップのうちのいくつかまたはすべてを実行する
のに適した例示的な使い捨てカートリッジを説明する：図４３～図４５参照。
【０３９６】
　図４３は、全体が１７２０で示される例示的なカートリッジの内部の等角投影図である
。カートリッジは、ＰＣＲ増幅および解析のために、準備された試料を機器に、一般には
油中水形乳濁液の形態で移送できるように、機器（図示せず）との界面を有するように構
成される。図４３に示される内部に加えて、カートリッジ１７２０は、内部のいくらかま
たは全体の周囲に配置された適した外部筐体（図示せず）も含み得る。外部筐体は内部を
保護するように構成し得、複数のカートリッジの格納および／または輸送に役立つ形状で
あり得る。
【０３９７】
　カートリッジ１７２０は、一緒に嵌ってカートリッジの内部を形成するように構成され
た上部１７２２および下部１７２４を含む。明確にするために、図面中、上部および下部
はわずかなギャップにより隔てられる。これら部分は、熱可塑性材料を射出成形するなど
の任意の適した方法により製造し得る。上部および下部は、任意の適した手法で、例えば
、接続ピン（または同様のコネクタ）、接着剤、および／または熱硬化を使用して一緒に
接合して、組み立てられたカートリッジの構造的保全性を維持し得る。
【０３９８】
　図４４および図４５は、カートリッジ１７２０の内部の側面図および上面図のそれぞれ
である。これら図は、図４３と一緒に、カートリッジがある数の離散したチャンバを含む
ことを示す。これらチャンバは、図４５では全体が１７２６で示された流路により流体接
続される。流路１７２６は、両部分が一緒に合わせられたときに閉じられた流路になるよ
うに、各部分１７２２および１７２４内に形成された相補的な溝を合わせることにより生
成し得る。各部分の溝は、カートリッジの上部と下部とが組み立てられた場合に溝が実質
的に円筒形の流路を形成するように、例えば、おおよそ球形の断面を有し得る。他の実施
形態では、溝は、矩形等の他の形状を有し得、上部と下部との総断面の割り振りは可変で
ある。
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【０３９９】
　カートリッジ１７２０の試料チャンバ１７２８は、標的核酸配列を含む（または潜在的
に含む）試料を受け取るように構成される。試料は、流体として試料チャンバに移送して
もよく、または試料は、スワッブまたは他の何らかの適した試料収集手段に取り付けられ
たチャンバ内に配置し得る。試料チャンバは、図４３および図４４に示される円筒形等の
任意の所望の形状および２００マイクロリットル（μＬ）～２ミリリットル（ｍＬ）の範
囲の容量等の任意の所望の形状を有するように構築することができる。試料チャンバの容
量は、部分的に、後述するように、カートリッジがテストするように構成される別個の核
酸標的の数に依存し得る。
【０４００】
　試料チャンバ１７２８はフィルタ１７３０を含み得る。フィルタは通常、試料チャンバ
の底面の近傍または底面の下に配置される。フィルタ１７３０は、特定の事前選択された
サイズよりも大きな材料の通過を阻止するように構成されたサイズ除外フィルタであり得
る。例えば、固有サイズ６００ナノメートル（ｎｍ）を有する細菌の通過を阻止するため
に、フィルタは、固有の遮断サイズ２００～４００ｎｍを有する膜であり得る。他の材料
の通過を阻止するには、フィルタは、濾過する材料に基づいて選択される異なる固有の遮
断サイズを有するように選択し得る。サイズ分画に基づく膜濾過は単純であるが、標的細
胞を捕捉する効率的な方法である。捕捉されると、細胞を洗浄して、可溶性または膜のサ
イズ遮断未満の潜在的なＰＣＲ阻害物を除去することができる。
【０４０１】
　あるいは、フィルタ１７３０は、親和性捕捉を通して（すなわち、１つまたは複数の標
的分子を引きつけ、かつ／または化学的に結合することにより）、あるいは化学的沈殿等
の固相抽出により動作し得る。しかし、膜濾過は、後述するように、処理ステップ数が少
ないこと、危険な試薬がないこと、処理時間が高速であること、および標的有機体の濃縮
と精製とを同時に行う潜在性を含め、固相抽出よりも優れた特定の利点を有し得る。
【０４０２】
　試料チャンバは、攪拌ディスク１７３２および／または溶解ビード１７３４等の１つま
たは複数の溶解要素も含み得る：図４３および図４４参照。これら要素は一般に、試料を
攪拌して、周囲の材料（細胞材料等）を破壊することにより核酸の解放させることを通し
て、試料チャンバ内の流体の溶解を促進するように構成される。溶解ディスク１７３２ま
たは他の同様の攪拌要素は通常、試料チャンバの底に向かってであるが、試料チャンバ内
部に配置される。溶解ビード１７３４は、７０μｍ～７００μｍの範囲の直径のガラスビ
ード等の任意の所望の材料および直径のビードの形態をとることができ、試料チャンバの
攪拌される流体内の材料に衝突して破壊することにより、溶解をさらに促進するように構
成される。
【０４０３】
　攪拌ディスク１７３２の攪拌は、ロッドまたは他の任意の適した形状をとることもでき
、磁気力または電磁力により提供し得る。例えば、攪拌ディスクは、試料チャンバに印加
される磁場の変化に応答するのに十分な磁性を有し得る。したがって、印加される磁場を
変更することにより、攪拌ディスクを回転させ、かつ／またはタンブルさせ、試料チャン
バ内で流体を攪拌させることができる。可変磁場は、例えば、関連するＰＣＲ機器に配置
された単一の低コスト駆動装置により提供し得る。駆動装置は、試料チャンバのうちの１
つ、いくつか、および／または複数内の溶解要素を同時に駆動するように構成し得る。溶
解要素は試料チャンバ内部に含まれ、磁気駆動装置が複数の試料チャンバにわたって動作
するように構成し得るため、カートリッジ１７２０内部の溶解は、使い捨てカートリッジ
と関連する機器との間に特別な界面を必要としない。この構成は、低コストの１回使い切
りのカートリッジ内への統合および自動化に対して高い柔軟性を提供する。
【０４０４】
　試料チャンバ１７２８は、槽チャンバ１７３６から、洗浄液および／または再構成液等
の１つまたは複数の流体を受け取るように構成される。試料チャンバに移送された試料が
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、スワッブ等の手段に付着している場合、槽チャンバからの流体を使用して、試料を流体
形態に再構成し得る。槽チャンバからの流体は、試料を緩衝液で洗浄することにより、細
菌等の試料の精製にも使用し得る。槽チャンバ１７３６内の流体は、カートリッジを使用
して提供してもよく、使用者が供給してもよく、かつ／または取り付けられた機器からカ
ートリッジに移送してもよい。いずれの場合でも、流体を槽チャンバ１７３６から試料チ
ャンバ１７２８に、これら２つのチャンバを接続する流路１７２６に沿って移送し得る。
この接続は、例えば、カートリッジ１７００の上面図である図４５に見られる。槽チャン
バから試料チャンバに移送された流体は、フィルタ１７３０を通り、それにより、流体が
試料チャンバに入る前に濾過される。
【０４０５】
　カートリッジ１７２０は廃棄物チャンバ１７３８も含む。破棄物チャンバは、試料と共
に試料チャンバに導入されたか、または溶解中に断片化した核酸断片および他の破棄材料
等の廃棄材料を試料チャンバから受け取るように構成される。廃棄物チャンバ１７３８は
、フィルタ１７３０を通る流路１７２６を通して試料チャンバ１７２８に流体接続される
。したがって、フィルタによる捕捉に適した固有のサイズ（または化学的親和性）を有す
る標的材料を試料チャンバ内部に残しながら、流体および断片化した破棄物を試料チャン
バから廃棄物チャンバに移送強いうる。
【０４０６】
　例えば、流体をフィルタ１７３０に通して濾過して廃棄物チャンバ１７３８内に入れる
ことにより、試料含有液を溶解前に精製し得る。次に、上述したように、試料チャンバ内
の流体を槽チャンバ１７３６から補充し得る。同様に、試料含有液は、ここでもフィルタ
１７３０に通して濾過して廃棄物チャンバ１７３８内に入れることにより、溶解後に精製
かつ／または濃縮し得る。精製ステップ、濃縮ステップ、および流体補充ステップは、流
体を試料チャンバから破棄物チャンバに、そして槽チャンバから試料チャンバに移送する
ことにより、任意の所望の回数、繰り返し得る。
【０４０７】
　図４３～図４５は、カートリッジ１７２０内部の５つの別個の試薬チャンバ１７４０ａ
、１７４０ｂ、１７４０ｃ、１７４０ｄ、および１７４０ｅを示す。一般に、１、２、３
、４、５、６、７、８、９、１０、または１０以上から最高で任意の大きな数までの任意
の所望の数の試薬チャンバを提供し得る（本実施形態および本明細書に示される他の使い
捨てカートリッジの両方において）。各試薬チャンバは、試料含有流体を試料チャンバか
ら受け取り、試料含有流体と特定の試薬混合物とを組み合わせるように構成される。図４
５に見られるように、試料含有流体は、試料チャンバから試薬チャンバに、試料チャンバ
を各試薬チャンバに並行して接続する流路１７２６に沿って移送し得る。
【０４０８】
　各試薬混合物は、例えば、プライマ、ポリメラーゼ、および／または特定の核酸配列の
ＰＣＲ増幅に適した酵素を含み得る。試薬チャンバ１７４０のうちの２つ以上内の試薬混
合物は、同じもしくは実質的に同様であってもよく（例えば、対照実験を可能にする）、
または各試薬混合物は、複数の異なる標的核酸配列を探すために、実質的に異なってもよ
い。
【０４０９】
　カートリッジ１７２０の試薬混合物は、関連付けられた試薬チャンバの底に配置された
凍結乾燥されたペレット１７４２ａ、１７４２ｂ、１７４２ｃ、１７４２ｄ、および１７
４２ｅとして示される：図４５参照。しかし、一般に、試薬混合物は、特に、流体内、凍
結乾燥された粉体（ばらばらであるか、もしくはペレット以外の形態に形作られる）、ま
たは各試薬チャンバの内面に塗布されたコーティング等の任意の適した形態で提供するこ
とができる。さらに、試薬混合物は、カートリッジを使用して供給してもよく、使用者が
供給してもよく、または接続されたＰＣＲ機器からカートリッジに移送してもよい。
【０４１０】
　カートリッジ１７２０は、各試薬チャンバ１７４０ａ、１７４０ｂ、１７４０ｃ、１７
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４０ｄ、および１７４０ｅに流体接続された油チャンバ１７４４も含む。油チャンバ１７
４４は、試料および試薬流体の液滴を含む油中水形乳濁液を生成するために必要な油を供
給するように構成される。より詳細には、油は、チャンバ１７４４から、試薬チャンバの
１つにそれぞれ対応し、試薬チャンバの１つとそれぞれ流体接続された複数の液滴生成領
域１７４５ａ、１７４５ｂ、１７４５ｃ、１７４５ｄ、および１７４５ｅに渡ることがで
きる。各液滴生成器は、油背景内に懸濁した特定の試料／試薬混合物の液滴を生成するよ
うに構成される。
【０４１１】
　特に、図４５に示されるように、カートリッジ１７２０内の油は、油チャンバ１７４４
から複数の流路に伝わる。流路は、各液滴生成器に対応し、試薬チャンバの１つからの流
路に交わり、油中水形液滴を生成するように構成された一対の油路を含む。生成された液
滴は次に、複数の毛管コネクタ１７４６ａ、１７４６ｂ、１７４６ｃ、１７４６ｄ、およ
び１７４６ｅ等の界面構成要素を通過し得る。毛管コネクタは、流体を複数の対応する毛
管１７４８ａ、１７４８ｂ、１７４８ｃ、１７４８ｄ、および１７４８ｅに移送するよう
に構成され、毛管１７４８ａ、１７４８ｂ、１７４８ｃ、１７４８ｄ、および１７４８ｅ
は、機器１７００’との界面を形成するように構成される（例えば、図４２参照）。
【０４１２】
［Ｃ．実施例３：例示的な液圧機構］
　この実施例では、使い捨てカートリッジの様々なチャンバ間での流体の移動を制御する
のに適した２つの例示的な液圧機構の態様について説明する：図４６および図４７参照。
【０４１３】
　図４６は、上述したカートリッジ１７００または１７２０等の使い捨てカートリッジの
様々なチャンバ間での流体の移動を制御するのに適した、全体が１７６０で示される２チ
ャンバ液圧機構の態様を概略的に示す。図４６の各側は、２つの流体チャンバ１７６２お
よび１７６４を示す。各チャンバはプランジャ１７６６を備え、流体１７６８が各チャン
バ内部に部分的に配置されている。図４６の左側部分では、流体の大半はチャンバ１７６
４内に配置されており、図４６の右側部分では、流体の大半はチャンバ１７６２内に配置
されている。接続流路１７７０がチャンバ１７６２とチャンバ１７６４との間に設けられ
、流体１７６８をチャンバ間で流せるようにする。
【０４１４】
　チャンバ間の流体移動は、２つのプランジャ１７６６に不等な力が加えられ、プランジ
ャの一方が下に移動する一方で、他方が上に移動する場合に発生する。そのような力は通
常、使い捨て試料準備カートリッジを受け取るように構成された機器内に収容されるか、
または他の様式でそのような機器に統合された、ピストンまたは押棒等の力アクチュエー
タにより加えられる。このようにして、流体を、制御された様式で使い捨てカートリッジ
の上述した任意のチャンバ間で移送することができる。
【０４１５】
　より詳細には、プランジャ１７６６の移動は、使用者により直接制御してもよく、かつ
／またはプランジャを含むカートリッジを受け取って相互作用するように構成された機器
により制御してもよい。例えば、使用者が、試料または試料含有流体を一方のチャンバ１
７６２または１７６４（したがって、試料チャンバとみなされる）内に手作業で装填し、
次に、プランジャ１７６６をチャンバ内に挿入して、試料または試料含有流体をチャンバ
内に封止し得る。次に、手作業でまたは自動的に適切なプランジャを押下することにより
、流体を液圧的に試料チャンバ内外に移送し得る。
【０４１６】
　自動的なプランジャ移動は、流体をシステムのチャンバ間で所定の様式で移送するよう
にプログラムされたプロセッサにより制御し得る。例えば、液圧機構１７６０がカートリ
ッジ１７００内に組み込まれた場合、機器１７００’は、ピストン、押棒等の液圧機構の
プランジャを相補する力アクチュエータ構造を含み得る。これら力アクチュエータは、関
連付けられたプランジャを特定の時間に、特定の順序で、または使用者が機器に送信する
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信号に応答して、押下するように構成し得る。
【０４１７】
　図４７は、図４６の２チャンバ機構１７６０と同様の、全体が１７８０で示される３チ
ャンバ液圧機構を概略的に示す。流体チャンバ１７８２、１７８４、および１７８６のそ
れぞれはプランジャ１７８７を含む。流体１７８８が各チャンバ内部に部分的に配置され
、チャンバは流路１７９０に流体接続される。したがって、プランジャ１７８７が適宜移
動した場合、流体は、あるチャンバからその他の２つのチャンバのうちの一方または両方
に移送される。例えば、チャンバ１７８６のプランジャを押下し、同時にチャンバ１７８
２および１７８４のプランジャを上げることにより、チャンバ１７８６からの流体をチャ
ンバ１７８２および１７８４に移送できる。
【０４１８】
　すべてのチャンバが同じサイズおよび幾何学的形状を有する場合、等量の流体をチャン
バ１７８６からチャンバ１７８２および１７８４に移送するためには、チャンバ１７８２
および１７８４の各プランジャを、チャンバ１７８６のプランジャが押下される率の半分
で上げる。あるいは、チャンバは異なるサイズおよび／または形状を有してもよく、その
場合、プランジャの移動は、あるチャンバからその他のチャンバへの等量の流体移送を達
成するように適宜変更される。さらに、様々なプランジャの移動を制御することにより、
あるチャンバからの流体を、任意の所望の容量比に従って２つ以上のその他のチャンバに
分けることができる。
【０４１９】
　本開示によるプランジャは、ロック機構を含み得る。特定のプランジャのロック機構は
、プランジャを特定の位置にロックして、特定のチャンバに対する望ましくない流体の移
送を回避するように構成し得る。例えば、破棄物チャンバに関連付けられたプランジャは
、プランジャが、廃棄物チャンバ内の流体の最大容量に対応する上部（退避）位置に達し
た場合、プランジャを所定位置にロックするように構成されたロック機構を含み得る。こ
れは、廃棄物が試料から除去された後、破棄流体が偶発的に試料チャンバまたは槽チャン
バ等の別のチャンバに逆送することを阻止することができる。
【０４２０】
　適したプランジャロック機構は、機構が特定のプランジャの上方移動を阻止するという
共通の性質をそれぞれ有する様々な形態をとることができる。例えば、適したロックは、
プランジャが特定の位置に達した場合に所定位置にカチッと嵌り、プランジャがそれ以上
下方に移動しないようにするバネにより付勢されるタブ（図示せず）等のプランジャ自体
と一体化される機構を含み得る。あるいは、ロック機構に、使い捨てカートリッジを受け
取るように構成された機構を関連付け得、その場合、ロック機構は、特定の状況下で特定
のプランジャの下方移動を阻止するようにコントローラをプログラムすることを含み得る
。
【０４２１】
　本開示によるプランジャは、漏れを制限するか、またはなくすようにも構成し得る。例
えば、図４７に示されるように、プランジャ１７８７は、共通シャフト１７９４に取り付
けられ、所望の距離だけ離間された下部封止１７９０および上部封止１７９２の両方を含
み得る。封止１７９０および１７９２は通常、関連付けられたチャンバの内周内に実質的
に流体密封して嵌るように構成されたＯリングまたは同様の構造の形態をる。したがって
、図４７が示すように（チャンバ１７８６参照）、プランジャが押下される際に下部封止
を通るいかなる残留流体１７８８もなお、上部封止により、関連付けられたチャンバ内に
閉じ込められる。
【０４２２】
［Ｄ．実施例４：例示的な液滴生成器］
　この実施例では、試料と試薬との混合物を含む油中水形液滴の生成に適し得る例示的な
様々な液滴生成構成を示す：図４８Ａ～図４８Ｆ参照。生成された液滴は次に、ＰＣＲ増
幅のために熱循環機器に移送し得る。図示される各構成は、油相乳濁液の連続生成ならび
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に圧力制御されると共に容積型のポンピングと両立する。本開示による液滴生成器または
液滴生成構成は、相補的なＰＣＲ機器に配置された圧力／ポンプ源に接続してもよく、あ
るいは液滴の生成を促進するために必要な任意のポンプおよび／または圧力源を含んでも
よい。
【０４２３】
　図４８Ａ～図４８Ｆに示される各液滴構成は、カートリッジ等の使い捨て装置内で高ス
ループット液滴生成（約１，０００液滴／秒）が可能であり得る。各構成は、一緒に組み
合わせられて、相補的な半球形溝により形成される円筒形チャネル等の流体チャネルを形
成する２層の材料を射出成形することにより構築し得る。図４８Ａ～図４８Ｆに示される
液滴生成構成の流体チャネルは、特に、５０μｍ、１００μｍ、１５０μｍ、２００μｍ
、または２５０μｍ等の様々なチャネル深さを有し得る。
【０４２４】
　図４８Ａは、３ポートクロス液滴生成構成１８００を示し、第１の流体ウェル（または
チャンバ）１８０２からの油が、流体チャネル部分１８０４の２つの同様の枝路を通って
移送される。ウェル１８０２からの油は、流体チャネル部分１８０８に沿って全体が１８
１０で示される交点エリアに移送される第２の流体チャンバ１８０６からの水性流体と交
わる。ウェル１８０２からの油は、２つの異なる実質的に逆方向から高低１８１０に到来
する一方で、水性液は、到来する油の両移動方向に略垂直な単一路のみに沿って交点に到
来する。その結果、交点１８１０において、油背景中の水性液滴（すなわち、油中水形乳
濁液）が生成され、流体チャネル部分１８１２に沿って第３のチャンバ１８１４に移送さ
れ、第３のチャンバ１８１４において、乳濁液は一時的に格納され、かつ／または熱循環
機器に移送することができる。
【０４２５】
　図４８Ｂは、図４８Ａに示された液滴生成構成１８００と大半の態様が同様の構成１８
１５を示す。特に、液滴生成構成１８１５では、第１の流体チャンバ１８１６からの油は
、流体チャネル部分１８１８の２つの同様の枝路を通って移送される。流体チャネル部分
１８１８は、全体が１８２４で示される交点エリアにおいて、第２の流体チャンバ１８２
０から水性流体を移送する流体チャネル部分１８２２と交わる。構成１８００と同様に、
チャンバ１８１６からの油は２つの異なる方向から交点１８１０に到来するが、構成１８
００と異なり、油は略逆（逆平行）の方向から到来しない。むしろ、チャネル部分１８１
８のそれぞれは、図４８Ｂではおおよそ６０度で示される非垂直角度でチャネル部分１８
２２に交わる。一般に、構成１８１５は、任意の所望の１つまたは複数の角度で水性流体
チャネルに交わる油流体チャネルを含み得る。チャネル部分１８１８を通って流れる油お
よびチャネル部分１８２２を通って流れる水性液は組み合わせられて、水性液滴が油背景
内に懸濁した油中水形乳濁液を形成する。構成１８００の場合と同様に、液滴は次に、流
体チャネル部分１８２６に沿って第３の流体チャンバ１８２８に移送して格納してもよく
、かつ／または熱循環機器に移送してもよい。
【０４２６】
　図４８Ｃは、２つの別個の油ウェルまたはチャンバを含む４ポート液滴生成構成１８２
９を示す。第１の油チャンバ１８３０は、油を格納し、流体チャネル部分１８３２を通っ
て、全体が１８４２で示されるチャネル交点に向かって油を移送させるように構成される
。第２の油チャンバ１８３４も同様に、油を格納し、流体チャネル部分１８３６を通して
交点に向けて油を移送させるように構成される。水性流体チャンバ１８３８は、試料／試
薬混合物等の水性流体を格納し、流体チャネル部分１８４０を通って水性流体を交点１８
４２に向けて移送させるように構成される。流体チャネル部分１８３２および１８３６を
通って移動する油が、流体チャネル部分１８４０を通って移動する水性流体と交わると、
水性液滴が油中に懸濁した油中水形乳濁液が生成される。流体チャネル１８４０は、各流
体チャネル１８３２および１８３６と垂直角度で交わるものとして示されるが、一般に、
チャネルは、図４８Ｂの液滴生成構成１８１５に関連して上述したように、任意の所望の
角度で交わり得る。交点１８４２において生成された乳濁液は、流出流体チャネル部分１
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８４４を通って乳濁液チャンバ１８１６に向かって移動し、乳濁液チャンバ１８４６内に
、乳濁液を熱循環機器等の機器に移送するために一時的に保持し得る。
【０４２７】
　図４８Ｄ～図４８Ｆは、いくつかの他の可能な液滴生成構成の流体チャネル交差領域を
概略的に示し、図示の流体チャネル内部の矢印は、流体が各チャネル内部を流れる方向を
示す。油、水、および生成された任意の乳濁液を受け取り、かつ／または格納する流体チ
ャンバは図４８Ｄ～図４８Ｆに示されないが、これらチャンバまたは油および水性流体の
少なくともいくつかのソースが、図示の任意の構成を含むカートリッジ内に存在する。流
体チャネルおよび関連付けられた任意のチャンバは、上述したような熱可塑性材料の相補
的な部分の射出成形等の任意の適した方法で形成し得る。
【０４２８】
　図４８Ｄは、「単一Ｔ字」構成１８５０を示し、油チャネル１８５２内を移動する油が
、水性チャネル１８５４内を移動する水性流体と流体チャネル交点１８５６において交わ
り、流出流体チャネル１８５８を通って移動する油中水形乳濁液を生成する。この構成は
、油が単一のみの方向から油／水交点に到来するという点で図４８Ａ～図４８Ｃの構成と
異なる。したがって、油が２つの方向から到来する構成とわずかに異なる物理的な機構に
より、液滴を形成し得る。例えば、図４８Ｄの単一Ｔ字構成において形成される液滴は、
主に圧縮機構よりはむしろ主に剪断機構により形成し得る。しかし、液滴形成の物理学は
完全には理解されておらず、チャネルの直径、流体の速度、および流体の粘度を含む多く
の要因に依存する可能性が高い。
【０４２９】
　図４８Ｅは、「二重Ｔ字」構成１８６０を示し、油チャネル１８６２内を移動する油が
、第１の水性チャネル１８６４内を移動する水性流体と第１の交点１８６６において交わ
り、中間流体チャネル１８６８を通って移動する油中水形乳濁液を生成する。チャネル１
８６８は、第２の交点１８７２において第２の水性チャネル１８７０と交わり、乳濁液内
にさらなる油中水形液滴を生成する。生成されたすべての液滴は次に、流出流体チャネル
１８７４を通って移動する。この構成も、油が単一のみの方向から油／水交点に到来する
という点で図４８Ａ～図４８Ｃの構成と異なる。さらに、構成１８６０は、２つの油／水
交点の存在により、図４８Ｄに示される単一Ｔ字構成１８５０と異なる。これにより、構
成１８６０により生成される油中水形乳濁液内の液滴の濃度は、１つのみの油／水交点を
含む構成１８５０による乳濁液生成よりも高くなり得る。
【０４３０】
　図４８Ｆは、油チャネル１８８２内を移動する油が、交点１８８８において第１および
第２の水性チャネル１８８４および１８８６内を移動する水性流体と交わる液滴生成構成
１８８０を示す。この構成では、水性流体は、両方ともチャネル１８８２内の油の移動方
向に略垂直な２つの逆方向から交点に到来する。より一般には、水性流体は、任意の所望
の角度で油と交わることができる。少なくとも、様々なチャネルのサイズ、油および水性
流体の流量、ならびに水性チャネルと油チャネルとが交わる角度に応じて、このタイプの
構成は、水中油形乳濁液または油中水形乳濁液の生成に適し得る。いずれの場合でも、乳
濁液は、流出流体チャネル１８９０を通り、交点１８８８から離れて移動する。
【０４３１】
［Ｅ．実施例５：使い捨て試料カートリッジ３］
　この実施例では、３つの代替の使い捨て試料準備カートリッジの態様を説明する：図４
９～図５１参照。
【０４３２】
　図４９は、全体が１９００で示される別の使い捨て試料準備カートリッジおよびカート
リッジの様々な構成要素間の適した流体接続を示す概略図である。カートリッジ１９００
は、標的含有試料を受け取り、ＰＣＲ熱循環および増幅に向けて準備するように構成され
、多くの点で図４２に示されるカートリッジ１７００と略同様である。したがって、カー
トリッジ１９００は、試料チャンバ１９０２、廃棄物チャンバ１９０４、フィルタ１９０
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６、槽チャンバ１９０８、および試薬１９１１ａ、１９１１ｂを事前装填し得る試薬チャ
ンバ１９１０ａ、１９１０ｂを含む。これら構成要素は、カートリッジ１７００内のそれ
ぞれの対応物と同様であり、再び詳述しない。カートリッジ１７００の場合と同様に、５
つ以上等の任意の所望の数の試薬チャンバをカートリッジ１９００内に設け得る。
【０４３３】
　カートリッジ１９００は、カートリッジ１７００の液滴生成器１７１２とわずかに異な
る、全体が１９１２で示される液滴生成器も含む。特に、液滴生成器１９１２は、２つの
異なる試薬チャンバに対応し、２つの試薬チャンバに別個に接続される２つの別個の油槽
を含む。したがって、油槽１９１４ａは油を交点１９１６ａに移送し、交点１９１６ａに
おいて、油は試薬チャンバ１９１０ａからの水性流体と組み合わせられて、試料／試薬液
滴の第１の油中水形乳濁液を形成し、油槽１９１４ｂは、油を交点１９１６ｂに移送し、
交点１９１６ｂにおいて、油は試薬チャンバ１９１０ｂからの水性流体と組み合わせられ
て、試料／試薬液滴の第２の油中水形乳濁液を形成する。次に、両乳濁液は、熱循環機器
１９００’に移送し得る。カートリッジ１８００と比較して、カートリッジ１９００の様
式で別個の油槽および油チャネルを設けることにより、別個の試薬チャンバからの試薬が
相互汚染する任意の危険性を低減し得る。
【０４３４】
　図５０は、全体が２０００で示されたさらに別の使い捨て試料準備カートリッジおよび
カートリッジの様々な構成要素間の適した流体接続を示す概略図である。図４２および図
４９に示されるカートリッジ１７００および１９００のそれぞれのように、カートリッジ
２０００は、標的含有試料を受け取り、ＰＣＲ熱循環および増幅に向けて準備するように
構成される。カートリッジ２０００は、試料チャンバ２００２、破棄物チャンバ２００４
、第１のフィルタ２００６、および第１の槽チャンバ２００８を含み、これらはカートリ
ッジ１７００内のそれぞれの対応物と同様であり、再び詳述しない。
【０４３５】
　カートリッジ２０００は第２の槽チャンバ２００９も含む。フィルタ２００６が、試料
チャンバ２００２と各槽チャンバ２００８および２００９との間に配置され、流体が試料
チャンバ内外に移送される際に標的含有試料を試料チャンバ内に残すように機能する。上
述した例示的なカートリッジと同様に、再構成流体および／または洗浄流体は一方の槽チ
ャンバから試料チャンバ内に移送され、廃棄流体は通常、試料チャンバから破棄物チャン
バに移送される。
【０４３６】
　第１および第２の槽チャンバ２００８および２００９は、試料チャンバ内の試料を２回
、再構成し、かつ／または洗浄し得るように設けられる。例えば、再構成液を槽チャンバ
２００８から試料チャンバ内に移送し、その後、上述したように試料を溶解し得る。次に
、標的材料を試料チャンバ内に残しながら、廃棄流体を試料チャンバから廃棄物チャンバ
２００４内に移送し得る。次に、洗浄液を槽チャンバ２００９から試料チャンバ内に移送
し、廃棄流体を再び試料チャンバから破棄物チャンバ内に移送し得る。２つの槽チャンバ
および２つの再構成／洗浄ステップを提供することにより、比較的小数の不純物を含み、
ひいては比較的高い割合で標的材料を含む試料になり得る。
【０４３７】
　第２のフィルタ２００７は、試料チャンバ２００２と試薬チャンバ２０１０ａ、２０１
０ｂとの間に配置される。試薬チャンバには試薬２０１１ａ、２０１１ｂを事前装填し得
、試薬チャンバおよび試薬は両方とも、上述したそれぞれの対応物と同様である。フィル
タ２００７は、精製および溶解後に試料チャンバ内に残った溶解ビードまたは大きな破棄
材料等のより大きな材料の通過を阻止しながら、標的ヌクレオチド材料を試料チャンバか
ら試薬チャンバに渡すように構成される。カートリッジ１７００および１９００の場合と
同様に、５つ以上等の任意の所望の数の試薬チャンバをカートリッジ２０００内に設け得
る。
【０４３８】
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　フィルタ２００７に対する代替または追加として、追加のフィルタ２０１２ａ、２０１
２ｂを試薬チャンバ２０１０ａ、２０１０ｂに設け、同様の追加のフィルタを追加の各試
薬チャンバに設け得る。これら追加のフィルタは、フィルタ２００７と同様に機能し得る
。すなわち、溶解ビード等の比較的大きな廃棄材料がカートリッジを通ってさらに進まな
いようにし得る。第２のフィルタ２００７および追加のフィルタ２０１２ａ、２０１２ｂ
の両方を設けることにより、相対的により純粋な試料／試薬混合物が試薬チャンバからカ
ートリッジの液滴生成部分に移送し得る。
【０４３９】
　カートリッジ２０００は、全体が２０１４で示され、各試薬チャンバに対応する油中水
形乳濁液を生成するように構成された液滴生成器を含む。しかし、上述したカートリッジ
と異なり、乳濁液の油は、カートリッジ内部からではなく、関連する機器２０００’によ
り供給される。カートリッジと機器との相互作用を説明するために、ダッシュの付いた参
照番号が機器２０００’の構成要素を表すために使用され、その一方で、ダッシュの付い
てない参照番号が引き続き、カートリッジ２０００の構成要素を参照するために使用され
る。
【０４４０】
　油をカートリッジ２０００に供給するために、機器２０００’内の油槽２０１６’は、
試薬チャンバ２０１０ａに対応する液滴を生成するために、油ライン２０１８ａ、２０２
０ａに沿って油を移送する。油は、交差領域２０２２ａにおいて、試薬チャンバ２０１０
ａからの水性溶液と交わり、熱循環のために機器２０００’内に移送し得る試料／試薬混
合物を含む液滴を生成する。同様に、油槽２０１６’も、交差領域２０２２ｂにおいて試
薬チャンバ２０１０ｂに対応する液滴を生成するために、ライン２０１８ｂ、２０２０ｂ
に沿って油を供給し、油槽２０１６’（または追加の槽、図示せず）は、カートリッジ２
０００内に含まれる追加の任意の所望の数の試薬チャンバに対応する液滴を生成するため
に、油を供給するように構成し得る。
【０４４１】
　領域２０２２ａ、２０２２ｂ、およびカートリッジ２０００の他の任意の追加の液滴生
成交差領域において生成される試料／試薬液滴はすべて、対応する流路２０２４ａ、２０
２４ｂ（およびその他の流路）を通して機器２０００’のマルチポート弁２０２６’に移
送し得る。弁２０２６’は、例えば、液滴を複数の流入チャネルから受け取り、１度に１
タイプの試料／試薬液滴の被制御バッチ等の任意所望の様式で機器の熱循環領域に液滴を
移送するように構成し得る。
【０４４２】
　図５１は、全体が２１００で示されるさらに別の使い捨て試料準備カートリッジおよび
カートリッジの様々な構成要素間の適した流体接続を示す概略図である。上述したカート
リッジのように、カートリッジ２１００は、標的含有試料を受け取り、ＰＣＲ熱循環およ
び増幅に向けて準備するように構成される。カートリッジ２１００は、試料チャンバ２１
０２、廃棄物チャンバ２１０４、フィルタ２１０６、および試薬チャンバ２１１０ａ、２
１１０ｂ（および任意の所望の数の追加の試薬チャンバ）を含め、その他のカートリッジ
の特徴のうちのいくつかを含む。これら構成要素は、上述したそれぞれの対応物と同様で
あり、再び詳述しない。
【０４４３】
　カートリッジ２１００は、図５１に界面線Ｌの右側に示される関連するＰＣＲ機器２１
００’内に挿入されるか、または他の様式で相互作用するように構成される。この場合、
機器２１００’は、試料または試料含有流体以外の作業流体の略すべてをカートリッジに
供給する。換言すれば、機器２１００’は、カートリッジ２１００に流体を付与するよう
に構成される。図５０に関連した説明の場合と同様に、ダッシュの付いた参照番号が、機
器２１００’の構成要素を表すために図５１の説明において使用され、その一方で、ダッ
シュの付いていない参照番号が引き続き、カートリッジ２１００の構成要素を参照するた
めに使用される。
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【０４４４】
　機器２１００’の槽ポンプ２１１２’に、選択弁または同様の機構が備えて、流体を槽
ポンプから、ポンプに繋がった様々な流体チャネルを通して選択的に移送できるようにし
得る。カートリッジ２１００が、実質的に流体密閉の封止が形成されるように、機器２１
００’内に、または機器２１００’に隣接して固定位置に配置された後、槽ポンプは流体
を廃棄物チャンバ２１０４に向かう流体チャネル２１１４内にポンピングし、廃棄物チャ
ンバ２１０４は通常、カートリッジが機器に接続された時点では流体が入っていない。槽
ポンプ２１１２’は、流体がチャネル２１１４を満たし、チャネル２１１６を通って進み
、フィルタ２１０６を満たすまで、流体をチャネル２１１４内にポンピングし続ける。フ
ィルタ２１０６が満たされた場合、槽ポンプはチャネル２１１４内への流体のポンピング
を停止し、試薬チャンバ２１１０ａに向かうチャネル２１１８ａ内への流体のポンピング
を開始し、流体がチャネル２１１８ａを満たすまでポンピングし続ける。槽ポンプ２１１
２’の動作中、チャネル２１２２ａを通して試薬チャンバ２１１０ａに流体接続した破棄
物ポンプ２１２０’は、空気および任意の過剰な流体を引き出すように動作する。
【０４４５】
　流体チャネル２１１４、２１１６、および２１１８ａに流体が付与された場合、槽ポン
プ２１１２’は、一定量の流体を槽ポンプと試料チャンバ２１０２との間の流体チャネル
２１２４内に移送して、チャネル２１２４、試料チャンバと試薬チャンバ２１１０ａとの
間のチャネル２１２６ａ、および試薬チャンバ２１１０ａと廃棄物ポンプ２１２０’との
間のチャネル２１２２ａを満たす。廃棄物ポンプ２１２０’は、チャネル２１２４、２１
２６ａ、および２１２２ａに流体が付与される際に空気および流体を引き出すように動作
する。次に、槽ポンプ２１１２’は、追加の流体をチャネル２１１８ａを通して試薬チャ
ンバ２１１０ａに、チャネル２１３０ａ、液滴生成領域２１３２ａを通して機器２１００
’のマルチポート弁２１３４’内に移送する。
【０４４６】
　この時点で、槽ポンプ２１１２’から試料チャンバ２１０２、廃棄物チャンバ２１０４
、および試薬チャンバ２１１０ａに繋がり、そして試薬チャンバ２１１０ａからマルチポ
ート弁２１３４’に繋がる流体チャネルのすべてに流体が付与されている。次に、槽ポン
プ２１１２’を使用して、任意の追加の試薬チャンバに関連付けられた流体チャネルに流
体を付与し得る。例えば、槽ポンプ２１１２’は、チャネル２１２４を通して一定量の流
体を移送して、試料チャンバと試薬チャンバ２１１０ｂとの間のチャネル２１２６ｂおよ
び試薬チャンバ２１１０ｂと廃棄物ポンプ２１２０’との間のチャネル２１２２ｂを満た
し得、その間、廃棄物ポンプ２１２０’は空気および流体を引き出すように動作する。次
に、槽ポンプ２１１２’は、チャネル２１２８ｂを通して試薬チャンバ２１１０ｂに直接
、チャネル２１３０ｂ、液滴生成領域２１３２ｂを通してマルチポート弁２１３４’内に
流体を移送し得る。同様にして、槽ポンプ２１１２’（または場合によっては、追加の槽
ポンプ）を使用して、任意の所望の数の試薬チャンバに関連付けられた流体チャネルに流
体を付与することができる。
【０４４７】
　カートリッジ２１００のチャネルに所望の程度まで流体が付与された場合、試料または
試料含有流体を試料チャンバ内に配置し、上述した生成、濃縮、溶解、試薬混合、および
／または液滴生成の各ステップのすべてを、他のカートリッジ実施形態に関して上述した
ように実行し得る。しかし、カートリッジ２１００と上述したカートリッジとのさらに１
つの違いは、カートリッジ２１００が、液滴生成のために油を供給する油槽を含まないこ
とである。むしろ、油槽２１４０’が機器２１００’内に含まれる。油槽２１４０’は、
ライン２１４２ａおよび２１４４ａを通して油を液滴生成領域２１３２ａに供給し、ライ
ン２１４２ｂおよび２１４４ｂを通して油を液滴生成領域２１３２ｂに供給するように構
成される。油槽は、図５１に示される２つを超える追加の試薬槽に対応する任意の所望の
数の追加の液滴生成領域に油を供給するように構成することができる。試料／試薬液滴は
、生成された後、マルチポート弁２１３４’に移送し得、マルチポート弁２１３４’は、
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ＰＣＲ増幅のために機器２１００’の熱循環部分に液滴を移送するように構成される。
【０４４８】
［Ｆ．実施例６：使い捨て試料カートリッジ４］
　この実施例では、さらに別の代替の使い捨て試料準備カートリッジの態様を説明する：
図５２および図５３参照。
【０４４９】
　図５２は、全体が２１５０で示される例示的なカートリッジの内部の等角投影図である
。カートリッジ２１５０は、ＰＣＲ増幅および解析のために、準備された試料を機器に、
一般に油中水形乳濁液の形態で移送できるように、機器（図示せず）との界面を形成する
ように構成される。図５２に示される内部に加えて、カートリッジ２１５０は、内部のい
くらかまたは全体の周囲に配置された適した外部筐体（図示せず）も含み得る。外部筐体
は、内部を保護するように構成し得、複数のカートリッジの格納および／または輸送に役
立つ形状であり得る。
【０４５０】
　カートリッジ２１５０は、上部本体部２１５２に加えて、より詳細に後述する様々なプ
ランジャおよびコネクタを含む。本体部２１５２は、例えば、熱可塑性材料または他の同
様の材料を射出成形することにより一体的に構築し得る。第２の下部本体部（図示せず）
をカートリッジ２１５０内に含め、２つの本体部を一緒に熱融着、接着、または他の様式
で固定することにより上部本体部に接続されるが、この下部本体部は単に、略平坦で特徴
のない材料シートであるため、これ以上説明しない。上部本体部２１５２等の一体的に構
築されるカートリッジ本体部内の顕著な特徴を制限することは、図４３および図４４（例
えば）を参照して上に示し説明したように、両方が流体の操作および移送に使用される特
徴を含む２固体構造と比較して、コスト、単純性、構造的保全性、および／または機能の
向上において利点を有し得る。
【０４５１】
　カートリッジ２１５０の本体部２１５２は、標的核酸配列を潜在的に含む試料を受け取
るように構成された試料チャンバ２１５４、洗浄液および／または再構成液を供給するよ
うに構成された槽チャンバ２１５６、試料チャンバに流体接続され、廃棄材料を受け取る
ように構成された破棄物チャンバ２１５８、ならびに試料チャンバにそれぞれ流体接続さ
れ、試料含有流体を受け取り、ＰＣＲ熱循環前に試料含有流体と試薬混合物とを組み合わ
せるように構成された様々な試薬チャンバ２１６０ａ、２１６０ｂ、２１６０ｃ、２１６
０ｄ、２１６０ｅを含む。さらに、カートリッジ２１５０の本体部２１５２は、液滴チャ
ンバ２１６１ａ、２１６１ｂ、２１６１ｃ、２１６１ｄ、２１６１ｅを含み、各液滴チャ
ンバは、対応する試薬チャンバ内に含まれる試料／試薬混合物を含む水形試料含有液滴の
乳濁液を受け取るように構成される。上述したように、任意の所望の数の試薬チャンバ（
および対応する液滴チャンバ）をカートリッジ内に含め得る。試料チャンバ、槽チャンバ
、廃棄物チャンバ、および試薬チャンバは、任意の適切なフィルタ、攪拌要素等を含め、
図４３のカートリッジ１７２０内のそれぞれの対応物と構造および機能の両方の点で略同
様であるため、再び詳述しない。
【０４５２】
　本体部２１５２は、油流入チャンバ２１６２、油流出チャンバ２１６４、およびプライ
マ流出チャンバ２１６６も含む。油流入チャンバ２１６２は、より詳細に後述するように
油中水形乳濁液内に試料含有液滴を生成するために使用される油を保持し移送するように
構成される。油流出チャンバ２１６４は、油流入チャンバから移送されたが、試料含有液
滴の油中水形乳濁液にまだ利用されていない油を受け取るように構成される。油流出チャ
ンバ２１６４内で受け取った過度の油は、廃棄してもよく、またはリサイクルしてもよい
（すなわち、油流入チャンバに戻す）。プライマ流出チャンバ２１６６は、より詳細に後
述するように、初期カートリッジ流体付与中に１つまたは複数の付与流体を受け取るよう
に構成される。
【０４５３】
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　上部本体部２１５２に加えて、カートリッジ２１５０は、全体が２１６８で示される流
体操作部も含む。カートリッジの流体操作部は、試料チャンバプランジャ２１７０および
様々な試薬チャンバプランジャ２１７２ａ、２１７２ｂ、２１７２ｃ、２１７２ｄ、２１
７２ｅを含む。プランジャは、それぞれのチャンバ内で上下移動して、チャンバ内外に所
望の方向で流体を移送するように構成される。カートリッジの流体操作部２１６８は、複
数の略同様の毛管コネクタ２１７４および複数の略同様の毛管２１７６も含む。毛管コネ
クタは、流体を対応するチャンバに、かつ／または対応するチャンバから対応する毛管に
移送するように構成され、毛管は、関連付けられた熱循環機器との界面を形成するように
構成される。
【０４５４】
　図５３は、上部本体部２１５２の底面図であり、カートリッジの様々な部分間の流体接
続を形成する流体チャネル網を示す。上述したように、カートリッジ２１５０の下部本体
部（図示せず）は一般に、上部本体部２１５２の底面にぴったりとくっついて配置されて
、流体が、図５３内に示される様々な流体チャネルを通してのみ、カートリッジの部分間
を移動可能なように、流体密閉封止を形成する。したがって、流体チャネル網は、上部本
体部の下面および下部本体部の上面により画定されるが、下部本体部の上面は、この例で
は、略平坦な面であるため、流体チャネルは全体的に、カートリッジの上部本体部内に形
成される。
【０４５５】
　特に、流体チャネル２１７８は、再構成／洗浄流体および／または付与流体を槽チャン
バ２１５６から試料チャンバ２１５４に移送するように構成され、別の流体チャネル２１
８０は、廃棄流体を試料チャンバ２１５４から廃棄物チャンバ２１５８に移送するように
構成される。さらに別の流体チャネル２１８２は、試料含有流体を試料チャンバ２１５４
から試薬チャンバ２１６０ａ、２１６０ｂ、２１６０ｃ、２１６０ｄ、２１６０ｅに移送
すると共に、付与流体を試料チャンバ２１５４からプライマ流出チャンバ２１６６に移送
するように構成される。さらに別の流体チャネル２１８４は、油を油流入チャンバ２１６
２から複数の液滴生成領域２１８６ａ、２１８６ｂ、２１８６ｃ、２１８６ｄ、２１８６
ｅに移送するように構成される。各液滴生成領域は、試薬チャンバの１つに流体接続され
、試料／試薬混合流体を試薬チャンバの１つから受け取り、試料／試薬混合流体を背景流
体と組み合わせて、試料含有液滴の乳濁液を形成するようにそれぞれ構成される。複数の
流体チャネル２１８８ａ、２１８８ｂ、２１８８ｃ、２１８８ｄ、２１８８ｅは、それぞ
れの液滴生成領域から生成された液滴を対応する液滴チャンバ２１６１ａ、２１６１ｂ、
２１６１ｃ、２１６１ｄ、２１６１に輸送するように構成される。
【０４５６】
　通常、カートリッジ２１５０は、関連する機器により供給される流体が付与される。例
えば、流体接続がカートリッジと機器との間に確立された場合、油、水、または他の任意
の実質的に非混和性の流体等の付与流体を機器から適切な毛管および毛管コネクタを通し
て槽チャンバ２１５６内に移送し得る。次に、付与流体は槽チャンバから流体チャネル２
１７８を通って試料チャンバ２１５４内に移送し得る。試料チャンバから、付与流体は流
体チャネル２１８２を通りプライマ流出チャンバ２１６６および／または試薬チャンバ内
に移送し得る。同様に、油または他の何らかの付与流体は、機器から油流入チャンバ２１
６２、流体チャネル２１８４を油流出チャンバ２１６４および／または液滴生成チャンバ
内に移送し得る。このようにして、所望の付与流体を使用して、カートリッジ２１５０の
流体チャンバおよびチャネルの任意の所望のサブセットに流体付与し得る。
【０４５７】
　プランジャ２１７０、２１７２ａ、２１７２ｂ、２１７２ｃ、２１７２ｄ、および２１
６７２ｅ（および本開示により意図される他の任意のプランジャ）のそれぞれは、特定の
流体チャネルを通して所望のように流体を方向付けるように構成されると共に、様々なチ
ャンバ内外への流体フローを選択的に許可または阻止するようにも構成される。換言すれ
ば、各プランジャは、プランジャとして動作することに加えて、１つまたは複数の特定の
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流体チャネルへの入口を選択的に開閉することにより、弁として動作するように構成し得
る。例えば、試薬プランジャ２１７２ａ、２１７２ｂ、２１７２ｃ、２１７２ｄ、および
２１７２ｅがそれぞれ一番下の位置にある場合（試薬チャンバの容量を最小限にする）、
プランジャは、チャネル２１８４から独立してチャネル２１８２に流体を付与できるよう
に、流体チャネル２１８２と流体チャネル２１８４との間の流体接続（図５３参照）をブ
ロックするように構成し得る。同様にして、任意のカートリッジのプランジャを弁として
使用して、カートリッジの様々な部分間の流体フローを阻止または許可することができる
。
【０４５８】
　図５２および図５３の使い捨てカートリッジ２１５０は、関連付けられた機器により供
給される流体を付与されるように構成された使い捨てカートリッジの単なる一例である。
本開示は、様々なチャンバの配置および／または様々なチャンバ間もしくはチャンバと機
器との間で流体がどのように配送されるかの変更を除き、略同様であり得る他の使い捨て
カートリッジも意図する。例えば、廃棄物チャンバおよび／または槽チャンバを、図５２
および図５３でのようにカートリッジ上ではなく機器上に配置してもよい。図５２および
図５３でのように１つのチャンバが油を複数の領域に供給するのではなく、複数の油入力
チャンバを提供し、各チャンバが油を単一の液滴生成領域に供給してもよい。液滴生成領
域は、図５２および図５３でのように単一のＴ字構成に代わるクロス構成等、図４８Ａ～
図４８Ｆに関して上述した様々な形態のうちの任意の形態をとり得る。過度の油または付
与流体は、図５２および図５３でのように破棄してもよく、リサイクルしてもよく、また
は液滴生成流出口を通して配送してもよい。液滴は、図５２および図５３でのように複数
の流出口を通して配送してもよく、または単一の共通流出口を通して配送してもよい。上
記変形の略あらゆる組み合わせを利用して、特定の用途に最も適切であり得る変更された
システムにしてもよい。
【０４５９】
［Ｇ．実施例７：選択された実施形態］
　この下位項では、限定せずに、一続きの番号が付された文章として提示される、本開示
の態様による試料準備および試料カートリッジの追加の態様を開示する。
【０４６０】
　１．標的分子を増幅する方法であって、（Ａ）流体試料を精製すること、（Ｂ）試料を
溶解させること、（Ｃ）試料を試薬混合物と組み合わせること、（Ｄ）乳濁液内の試料の
液滴を生成すること、および（Ｅ）乳濁液を熱循環機器に移送することを含み、精製する
ステップ、溶解させるステップ、組み合わせるステップ、および生成するステップはすべ
て、使い捨ての１回使い切りのカートリッジ内で実行される、方法。
【０４６１】
　２．使い捨てカートリッジ内の試料収集器から試料を抽出することをさらに含む、段落
１に記載の方法。
【０４６２】
　３．使い捨てカートリッジ内部の試料を濃縮することをさらに含む、段落１に記載の方
法。
【０４６３】
　４．精製することは、溶解前に、標的材料よりも小さな廃棄材料を除去しながら、試料
内部の標的材料を残すことにより精製することを含む、段落１に記載の方法。
【０４６４】
　５．精製することは、溶解後に、標的材料よりも大きな廃棄材料を除去しながら、試料
内部の標的材料を残すことにより精製することを含む、段落１に記載の方法。
【０４６５】
　６．１回使い切りの試料準備カートリッジであって、第１の本体部および第２の本体部
を備え、第１の本体部は、（Ａ）試料を受け取るように構成された試料チャンバと、（Ｂ
）試料チャンバに流体接続され、再構成流体を試料チャンバに供給するように構成された
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槽チャンバと、（Ｃ）試料チャンバに流体接続され、試料チャンバから廃棄流体を受け取
るように構成された廃棄物チャンバと、（Ｄ）試料チャンバにそれぞれ流体接続され、試
料チャンバから試料含有流体を受け取り、試料含有流体を試薬混合物と組み合わせるよう
にそれぞれ構成された複数の試薬チャンバと、（Ｅ）試薬チャンバの１つにそれぞれ流体
接続され、試薬チャンバの１つから試料／試薬混合流体を受け取り、試料／試薬混合流体
を背景流体と組み合わせて、試料含有液滴の乳濁液を形成するようにそれぞれ構成された
複数の液滴生成領域とを備え、試料チャンバ、槽チャンバ、廃棄物チャンバ、試薬チャン
バ、および液滴生成領域は、第１の本体部の下面および第２の本体部の上面により画定さ
れる流体チャネル網により互いに流体接続される、カートリッジ。
【０４６６】
　７．流体チャネルは全体的に第１の本体部に形成され、第２の本体部の上面は略平坦面
である、段落６に記載のカートリッジ。
【０４６７】
　８．背景流体は油であり、液滴生成領域に移送すべき油を受け取るように構成された油
流入チャンバをさらに備える、段落６に記載のカートリッジ。
【０４６８】
　９．油流入チャンバから移送されたが、乳濁液の１つにまだ利用されていない油流出チ
ャンバをさらに備える、段落８に記載のカートリッジ。
【０４６９】
　１０．生成された乳濁液の１つを受け取るようにそれぞれ構成された複数の液滴チャン
バをさらに備える、段落６に記載のカートリッジ。
【０４７０】
　１１．チャンバ内外に流体を移送させるように構成された複数のプランジャを含む流体
操作部をさらに備える、段落６に記載のカートリッジ。
【０４７１】
　１２．流体操作部は、流体をカートリッジの少なくとも１つのチャンバと機器との間で
移送するように構成された複数のコネクタをさらに含む、段落１１に記載のカートリッジ
。
【０４７２】
　１３．各プランジャは、最も下の位置にある場合、流体チャネルのうちの少なくとも１
つへの入口を選択的に閉じることにより、弁として機能するように構成される、段落１１
に記載のカートリッジ。
【０４７３】
　１４．試料チャンバは、磁力により攪拌されるように構成された攪拌要素を含む、段落
１１に記載のカートリッジ。
【０４７４】
　１５．試薬チャンバは、試料チャンバに平行して流体接続される、段落１１に記載のカ
ートリッジ。
【０４７５】
　１６．背景流体は油であり、試薬チャンバのうちの少なくとも１つに流体接続され、対
応する乳濁液の形成に使用される油を供給するように構成された少なくとも１つの油槽を
さらに備える、段落１１に記載のカートリッジ。
【０４７６】
　１７．少なくとも１つの油槽は、各試薬チャンバに対応し、対応する乳濁液の形成に使
用される油を供給するように構成された１つの油槽を含む、段落１６に記載のカートリッ
ジ。
【０４７７】
　１８．一体化された溶解領域、分離領域、試薬混合領域、および微液滴生成領域を有す
る、核酸を試料から抽出し、微液滴を形成する微小流体装置であって、（Ａ）細胞または
微生物を溶解して、核酸を解放させる溶解領域と、（Ｂ）核酸を細胞または微生物の他の
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部分から分離する分離領域であって、溶解領域に接続されるように構成された分離領域と
、（Ｃ）核酸を少なくとも１つの試薬と混合する試薬混合領域であって、分離領域に接続
される試薬混合領域と、（Ｄ）試料流入端部、非混和性流体、および流出端部を備え、試
薬混合領域に接続された液滴生成領域とを備える、装置。
【０４７８】
［ＩＶ．液滴生成器］
　本項では、例えば、液滴ベースの分析に使用される例示的な液滴生成器を説明する。
【０４７９】
　特にＤＮＡ増幅システム等のシステムにおいて、部分的または完全に使い捨ての装置を
使用して試料含有液滴を生成することが望ましい場合がある。これは、特に溶解、精製、
および濃縮も含み得る一連の試料準備ステップの一環として液滴を生成するように構成さ
れた使い捨てカートリッジにより達成し得る。しかし、他の場合では、実質的に追加の試
料準備ステップを実行せずに液滴精製を実行するように構成された部分的または完全に使
い捨ての装置を提供することが望ましいであろう。これは、例えば、ＤＮＡ増幅システム
が、通常、別の場所で、または医療従事者により準備された試料を解析するように構成さ
れる場合に望ましいであろう。これら状況下では、専用の液滴生成システムが最も簡易か
つ最も経済的な解決策であり得る。
【０４８０】
　図５４は、全体が２２００で示される液滴生成システムを概略的に示す。システム２２
００は、液滴生成器２２０２および流体槽２２０４を含む。液滴生成器２２０２は、通常
は油中水形乳濁液の形態の試料含有液滴を生成し、格納場所または熱循環機器等の所望の
場所に輸送するように構成される。流体槽２２０４は、乳濁液の形成に使用される流体、
通常、油等の背景流体、ＤＮＡ試料および試薬混合物を含む水性溶液等の前景流体を格納
し、かつ／または受け取るように構成される。
【０４８１】
　液滴の乳濁液を生成するために、液滴生成器２２０２は通常、図５４に示されるように
、流体槽２２０４内部に少なくとも部分的に配置される。液滴を槽２２０４から輸送する
ために、液滴生成器２２０２は通常、槽から物理的に取り外し可能であるか、または液滴
生成器から液滴を受け取り、別の所望の場所に移送するように構成された、２２０６にお
いて概略的に示される適した流体接続を含む。液滴生成器２２０２が槽２２０４から取り
外し可能に構成される場合、液滴生成器および槽のうちの一方または両方は使い捨てであ
り得る。試料に直接接触するシステムの任意の部分の廃棄は、例えば、複数の試料同士の
相互汚染の危険性を回避するために役立ち得る。
【０４８２】
　液滴生成器および流体槽の多くの構成が、システム２２００等の液滴生成システムの構
成要素として適し得る。例えば、適した液滴生成器は、特に、バテッド管、交点チャネル
が穿孔された管、他の管内部に部分的または完全に挿入された管、および複数の開口部を
有する管を含み、「管」は、任意の断面形の細長い中空構造を意味する。適した流体槽と
しては特に、ピペット先端、スピンカラム、ウェル（個々のまたはプレートアレイの）、
管、およびシリンジが挙げられる。以下の例では、特定の例示的な液滴生成器および流体
槽を説明する：図５５～図７１参照。追加の関連する開示を、相互参照の下に上述し、参
照により本明細書に援用される米国仮特許出願、特に発明者としてＫｅｖｉｎ　Ｄｅａｎ
　Ｎｅｓｓ、Ｂｅｎｊａｍｉｎ　Ｊ．Ｈｉｎｄｓｏｎ、Ｂｉｌｌｙ　Ｗ．Ｃｏｌｓｔｏｎ
，Ｊｒ．、およびＤｏｎａｌｄ　Ａ．Ｍａｓｑｕｅｌｉｅｒの名前が挙げられている、「
ＤＲＯＰＬＥＴ　ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ　ＦＯＲ　ＤＲＯＰＬＥＴ－ＢＡＳＥＤ　ＡＳＳＡ
ＹＳ」と題する２００９年９月２１日に出願された米国仮特許出願第６１／２７７２０４
号明細書に見出し得る。
【０４８３】
［Ａ．実施例１］
　図５５および図５６は、例示的なクロス型液滴生成器を示す。
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【０４８４】
　図５５は、一対のバテッド管の形態で、全体が２２１０で示される例示的な第１のクロ
ス型液滴生成器を概略的に示す。用語「クロス型液滴生成器」は、背景乳濁流体（通常、
油）が２つの略逆方向から内側に向かって移動して、背景流体の移動方向に対して直角に
移動する前景乳濁流体（通常、水性流体）と交わり、前景流体の元々の移動方向に沿って
移動する乳濁液を形成することを示す。したがって、流入背景流体の移動方向、流出前景
流体の移動方向、および流出乳濁液の移動方向はクロスをなす。
【０４８５】
　したがって、液滴生成器２２１０は、小さな距離Ｄにより隔てられた中空流体管の２つ
の相補的な部分２２１２、２２１４を含む。管部分２２１２、２２１４は、切断された隔
てられた単一の連続した中空管から構築し得、その場合、管部分は、略等しい外径および
内径を有することになる。あるいは、管部分２２１２、２２１４を別個に構築し、次に、
液滴生成器２２１０内に適宜配置してもよく、その場合、管部分は実質的に異なる外径お
よび／または内径を有し得る。
【０４８６】
　管部分２２１２、２２１４は、少なくとも部分的に油チャネル２２１６内部に配置され
る。油チャネル２２１６は通常、油および／または試料含有水性流体を含む流体を液滴生
成器２２１０に供給するように構成された流体槽の部分である。例示的な様々な流体槽に
ついては、実施例２において後述する。油チャネル２２１６は特に、管内に形成される円
筒形チャネル、略平坦なチャネル壁の間に形成される矩形チャネル、または周囲の流体槽
内の単なる流路等の様々な形態をとり得る。管部分２２１２、２２１４は、油チャネル２
２１６と一体形成してもよく、または実質的に流体密閉して油チャネルの１つもしくは複
数の開口部内に挿入してもよい。
【０４８７】
　管部分２２１２は、流入流体チャネル２２１８を形成する中空内部を含み、管部分２２
１４は、流出流体チャネル２２２０を形成する中空内部を含む。流入流体チャネル２２１
８は、試料含有流体を周囲の流体槽または試薬槽等の流体源から油チャネル２２１６内に
輸送するように構成され、その移送を促進するために、油チャネルと比較して加圧され得
る。試料含有液滴を生成するために、油チャネル２２１６内の油および流入流体チャネル
２２１８内の試料含有流体のそれぞれは、流出流体チャネル２２２０と比較して加圧され
て、油および試料含有流体の両方を流出流体チャネルの流入開口部２２２２に引き込む傾
向性を与える。試料含有流体が流入流体チャネル２２１８の流出開口部２２２４を出る際
、試料含有流体の水性液滴を油背景内に形成し、液滴の油中水形乳濁液を流出流体チャネ
ルに入れ得る。
【０４８８】
　管部分２２１２、２２１４のうちの一方は、周囲の流体槽内部に固定し得る一方で、他
方の部分は周囲の槽から取り外し可能であり得る。そのような場合、管部分２２１２は通
常、所定位置に固定される一方で、管部分２２１４は通常、取り外し可能であり、管部分
２２１４から既知の所望の距離の位置に選択的に配置されるように構成し得る。例えば、
管部分２２１４はシリンジ、ピペット等の先端を表し得、油チャネル２２１６を含む槽内
に挿入し、吸引して試料含有液滴の乳濁液を流出流体チャネルの流入開口部２２２２内に
引き込むことにより、試料含有液滴を生成し格納するために使用し得る。次に、管部分２
２１４を流体槽から取り外し、乳濁液を熱循環機器等の別の所望の場所に移送し得る。
【０４８９】
　図５６は、全体が２２３０で示される例示的な第２のクロス型液滴生成器を示す。液滴
生成器２２３０は流体管の単一の部分から構築され、その単一の部分を通して、２つの垂
直に交わる流体チャネル２２３２および２２３４が形成される。液滴生成器２２３０は、
背景油および前景試料含有水性液等の試料含有液滴の乳濁液の形成に使用される流体を保
持するように構成された流体槽（図示せず）内に一時的または永久的に配置し得る。流体
チャネル２２３２の遠位開口部２２３６は、試料含有液を受け取り輸送するように構成さ
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れ、流体チャネル２２３４の中間開口部２２３８、２２４０は、背景油を受け取り輸送す
るように構成される。
【０４９０】
　全体が２２４２で示される交差領域において、チャネル２２３２を通って移動する試料
含有流体は、チャネル２２３４を通って移動する油と交わり、試料含有液滴の油中水形乳
濁液が生成される。次に、この乳濁液はチャネル２２３２を通り、試料含有流体の元々の
移動方向（図５６では左から右に）に沿って移動し続ける。次に、所望のように、乳濁液
を格納場所および／または熱循環機器に移送し得る。場合によっては、液滴生成器２２３
０は、シリンジもしくはピペット等の取り外し可能かつ／または使い捨ての構成要素の先
端であってもよく、または代替として、流体槽から所望の場所に液滴乳濁液を輸送するよ
うに構成された固定された使い捨てではない構成要素の遠位部分を表してもよい。
【０４９１】
［Ｂ．実施例２］
　図５７および図５８は、例示的なフロー収束液滴生成器を示す。
【０４９２】
　図５７は、全体が２２５０で示される例示的な第１のフロー収束液滴生成器を示す。用
語「フロー収束液滴生成器」は、背景流体が周囲の局所幾何学的形状により、前景試料含
有流体と交わる交差領域に向けて収束した場合に液滴が生成されることを示す。次に、試
料含有液滴の乳濁液が形成される。クロス型液滴生成器と異なり、フロー収束液滴生成器
の背景流体および前景流体は、図５７に示されるように、略直角に交わる必要はない。
【０４９３】
　フロー収束液滴生成器２２５０は、流体流入チャネル２２５２、液滴流出チャネル２２
５４、および油槽２２５６を含む。流体流入チャネル２２５２は、試料含有流体を、全体
が２２５８で示された流体交差領域に向けて輸送するように構成される。図５７に示すよ
うに、流体流入チャネル２２５２は、所望のサイズの流体液滴を生成するように構成され
た細長いテーパ形先端２２６０を有する略円筒形であり得るが、非テーパ形先端等の変形
も適し得る。液滴流出チャネル２２５４は、略円筒形であってもよく、または後述するよ
うに、先端２２６０と併せて、背景油を交差領域２２５８に向けるのに適した他の任意の
所望の形状を有してもよい。油槽２２５６は、油または他の任意の適した乳濁液背景流体
を受け取り、かつ／または格納するように構成される。
【０４９４】
　液滴を生成するために、流体を流入チャネル２２５２および油槽２２５６の両方から流
出チャネル２２５４に引き込むための圧力差が生み出される。流入チャネル、流出チャネ
ル、および槽の幾何学的形状により、槽からの油は、図５７において矢印２２６２にによ
り示されるように、流体流入チャネル内部の試料含有流体の移動方向に平行する流体速度
の成分との交差領域２２５８に向かって収束する流路を形成する。油背景内の試料含有液
滴の乳濁液が形成され、流体流出チャネル２２５４内部で交差領域２２５８から、流体流
入チャネル２２５２内部での試料含有流体の移動方向と略同じ方向に移動する。
【０４９５】
　流出チャネル２２５４は、油槽２２５６内部に固定し得、その場合、流出チャネル２２
５４は、生成された油中水形乳濁液を油槽から格納場所または熱循環機器等の別の所望の
場所に移送するように構成される。あるいは、流出チャネル２２５４は、シリンジまたは
ピペット等の取り外し可能かつ／または使い捨ての構成要素の部分であり得、その場合、
流出チャネル２２５４は、所望の量の乳濁液が生成された場合に取り外し得る。次に、乳
濁液は物理的にバルクで別の所望の場所に輸送し得る。
【０４９６】
　図５８は、全体が２２８０で示される第２のフロー収束液滴生成器を示す。液滴生成器
２２８０は、別個の試料含有流体流入チャネルを含まないことを除き、図５７の液滴生成
器２２５０と同様である。別個の試料含有流体流入チャネルを含むことに代えて、液滴生
成器２２８０は、液滴流出チャネル２２８２および流体槽２２８４のみを含む。しかし、



(80) JP 2012-503773 A 2012.2.9

10

20

30

40

50

この場合、流体槽２２８４は、試料含有流体および油等の適した乳濁背景液を受け取り、
かつ／または格納するように構成される。図５７の実施形態と同様に、液滴流出チャネル
は取り外し可能かつ／または使い捨ての構成要素の部分であり得る。
【０４９７】
　液滴生成器２２８０を使用して液滴を生成するために、流体を流出チャネル２２８２内
に引き込むための圧力差が生み出される。ここでも、流体交差領域２２８６近傍のエリア
の局所幾何学的形状により、槽からの油は、矢印２２８８で示されるように、交差領域２
２８６に向かって収束する流路を形成する。さらに、試料含有流体は交差領域２２８６に
向かって引き込まれ、交差領域２２８６において、試料含有流体と油との境界におけるメ
ニスカスが、交差領域に隣接してネック領域２２９０を形成する。ネック領域において、
メニスカスは定期的に細長い「首」に変形し、そのポイントで、離散した液滴がメニスカ
スから分離する。こうして、液滴がネック領域で一度に１つずつ生成される際、湯背景中
の試料含有液滴の乳濁液が形成される。
【０４９８】
［Ｃ．実施例３］
　図５９および図６０は、全体が２３００で示されるさらに別のクロス型液滴生成器を示
す。液滴生成器２３００は、使い捨て試料含有部２３０２と、使い捨てではない液滴流出
部２３０４とを含む。試料含有部２３０２は、１回使い切りの使い捨て構成要素であるよ
うに構成し得、したがって、射出成形された熱可塑性材料等の比較的安価な材料で構築し
得る。図５９は、互いに実質的に離間され、したがって、試料含有液滴の生成に適した位
置にない試料含有部２３０２および液滴流出部２３０４を有する液滴生成器２３００を示
す。図６０は、互いの近傍に配置され、後述するように試料含有液滴を生成する位置にあ
る試料含有部２３０２および液滴流出部２３０４を有する液滴生成器２３００を示す。
【０４９９】
　液滴生成器２３００の試料含有部２３０２は、試料槽２３０６および試料流体チャネル
２３０８を含む。試料槽は、流体管（図示せず）、医療従事者による試料含有流体の手作
業での挿入、または機械による試料含有流体の自動挿入等の任意の適した流体流入機構を
通して試料含有流体を受け取るように構成し得る。試料流体チャネル２３０８は、流体を
試料槽から流体流出開口部２３１０に輸送するように構成され、流体流出開口部２３１０
は、試料槽から試料流体チャネルを通過した試料含有流体の液滴を放出するように構成さ
れる。図５９および図６０の断面図に示される試料含有部２３０２、試料槽２３０６、お
よび試料流体チャネル２３０８はすべて略円筒形であるが、他の形状も適し得る。
【０５００】
　液滴生成器２３００の液滴流出部２３０４は、試料含有液滴を格納チャンバまたは熱循
環機器（図示せず）等の所望の場所に向けて輸送するように構成された液滴流出チャネル
２３１２を含む。液滴流出部２３０４は、流出部のチャネル上壁２３１６およびチャネル
下壁２３１８により画定される油チャネル２３１４も含む。油チャネル２３１４は、細長
い溝、円筒形（または代替の形状の）略平坦な槽、または液滴流出チャネル２３１２に向
けての油の移送の促進に役立つ他の任意の所望の形態をとり得る。
【０５０１】
　略円筒形の開口部２３２０が、液滴流出部のチャネル上壁２３１６に形成され、試料含
有部２３０２の相補的な円筒形下部２３２２を受けるように構成される。Ｏリング等の流
体密閉封止リング２３２４を設けて、試料含有部２３０２と液滴流出部２３０４とが一緒
に組み立てられた場合、それら２つの部分の間に実質的な流体密閉封止を形成するのに役
立ち得る。円筒形の溝を試料含有部２３０２の外面に形成して、Ｏリングを所望の位置に
保持し得、別の同様の溝を開口部２３２０内部に設け得る。これら溝内部にＯリングを位
置合わせすることは、使用者が円筒形開口部２３２０内部の試料含有部の正確な取り付け
位置を見つけるのに役立ち得る。代替または追加として、様々な位置特定ピンまたは他の
同様の突起部（図示せず）を設け、試料含有部および液滴流出部のうちの一方または両方
を取り付けられ、試料含有部が液滴流出部に取り付けられた場合、それら部分が違いから
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所望の分離距離のところに停止させ得る。
【０５０２】
　図６０は、一緒に組み立てられ、液滴が形成中の液滴生成器２３００の２つの主要部を
示す。油は、矢印２３３０で示されるように、油チャネル２３１４内部を液滴流出チャネ
ル２３１２に向かって内側に移動する。同時に、試料含有流体は、試料流体チャネル２３
０８を通して下方に移動して、全体が２３３２で示される交差領域において油と交わる。
交差領域２３３２において、油中水形液滴の乳濁液を生成し、液滴流出チャネル２３１２
内に渡す。これら流体移動のすべては通常、液滴流出チャネルの遠位端部にかけられる負
圧により生じる。生成された乳濁液は、流出チャネルを通して格納チャンバ、輸送チャン
バ、または直接熱循環機器内に渡され得る。まとめると、液滴生成器２３００の液滴流出
部および試料含有部が一緒に組み立てられた場合、実質的な流体密閉封止が、液滴流出部
と試料含有部との間に形成され、流体流出開口部により放出される液滴は、油チャネル内
を移動する油と交わり、乳濁液流出チャネル内に渡される油中水形液滴の乳濁液を生成す
る。
【０５０３】
　油チャネル２３１４が細長い溝の形態をとる場合、上述したように、油および試料含有
流体が交わり、クロス形を形成する様々な流体速度で液滴を生成する。油チャネル２３１
４が長く平坦なチャネルまたは槽の形態をとる場合、チャネル内部の油は、試料流体チャ
ネルおよび液滴流出チャネルの両方に対してそれぞれ略垂直な多くの異なる方向から半径
方向において液滴流出チャネル２３１２に近づき得る。したがって、そのような構成はな
お、クロス型液滴生成器として考えられ得る。
【０５０４】
　液滴生成器２３００の試料含有部２３０２は、上述したように、使い捨てであり得る。
したがって、乳濁液が生成され、所望の場所に輸送された後、試料含有部２３０２を開口
部２３２０から取り外して破棄し得る。次に、試料含有部を開口部２３２０内に配置し、
同じまたは異なる試料／試薬混合物を使用した別の乳濁液の生成に使用し得る。流出チャ
ネル２３１２の壁およびチャネル壁２３１６、２３１８を含め、液滴流出部２３０４の内
面はすべて、疎水性コーティングでコーティングしてもよく、かつ／または１つもしくは
複数の濯ぎ液で洗浄して、試料／試薬間の相互汚染の危険性を低減し得る。
【０５０５】
［Ｄ．実施例４］
　図６１～図６３は、一般に、相対的により高濃度の流体の背景内に相対的により低濃度
の流体の液滴の乳濁液を生成するように構成された例示的な液滴生成システムを示す。
【０５０６】
　図６１は、液滴生成器２３４２および流体槽２３４４を含む、全体が２３４０で示され
る第１のそのような液滴生成システムを示す。液滴生成器２３４２は、略円筒形の乳濁液
チャンバ２３４６および細長形先端２３４８を含むが、他の乳濁液チャンバおよび先端の
形状も可能である。液滴生成器の先端は、流体槽内に少なくとも部分的に挿入するように
構成される。液滴生成器２３４２は、乳濁液チャンバ２３４６を液滴生成器（図示せず）
の本体部に接合するように構成された界面部２３５０も含む。液滴生成器の本体部は、例
えば、使用者により掴まれるように構成し得、液滴生成器内部の圧力を変化させるピベッ
トバルブ、シリンジプランジャ等の圧力機構を含み得る。
【０５０７】
　液適生成器の先端２３４８は、円筒形として、すなわち円形の断面を有するものとして
示されるが、先端（および乳濁液チャンバ）の断面は、矩形、正方形、または楕円形等の
多くの他の形状をとってもよい。先端は、油等の背景流体を受け取るように構成された遠
位端開口部２３５２および水性試料／試薬混合物等の前景流体を受け取るように構成され
た側面開口部２３５４の両方を含む。場合によっては、遠位開口部２３５２は、単に先端
２３４８の遠位端部を開いたままにすることにより形成され、したがって、先端の断面と
同じ形状を有する。しかし、遠位開口部は、開口部への背景流体の所望の流速を促進する
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ように所与の任意の所望の形状であり得る。側面開口部２３５４は、特に円形、正方形、
矩形、星形、楕円形、または三角形等の様々な形状で形成し得る。側面開口部２３５４の
形状は、所望の流速および／または側面開口部を通る流体のフローパターンに基づいて選
択し得る。
【０５０８】
　流体槽２３４４は放物面として実質的に示されるが、一端部が閉じられ、他端部が開い
た略あらゆる三次元容器を適した槽として形成し得る。流体槽は、例えば、チップもしく
はマイクロプレート上にアレイで配置された多くの槽の１つであってもよく、または特に
、個々のウェル、試験管、ピペット本体、もしくはスピンカラムチャンバ等の単一の独立
した槽であってもよい。精密な形状に関わりなく、槽２３４４は、後述するように試料含
有液滴の乳濁液を形成するために、液滴生成器２３４２と併せて使用される背景乳濁流体
および前景乳濁流体の両方を保持するように構成される。
【０５０９】
　図６２は、図６１の液滴生成システムのうちの部分の拡大図を示し、試料含有液滴の乳
濁液をシステムによりどのように生成できるかを示す。示されるように、槽２３４４は、
背景乳濁流体２３５６（油等）および前景乳濁流体２３５８（水性試料／試薬混合物）の
両方を保持するように構成される。システム２３４０では、背景流体２３５６は、前景流
体２３５８と異なるより高い濃度を有するため、槽２３４４の底部に配置され、前景流体
は背景流体の上の層に配置される。したがって、液滴生成器２３４２の遠位開口部２３５
２は背景流体に接触し、その一方で、液滴生成器２３４２の側面開口部２３５４は前景流
体に接触する。換言すれば、槽が背景流体および前景流体を含み、細長形先端が槽内に挿
入された場合、遠位開口部は、槽により保持される背景流体に接触するように構成され、
側面開口部は、槽により保持される前景流体に接触するように構成される。
【０５１０】
　背景流体中前景流体形液滴の乳濁液を生成するために、負圧または正圧が液滴生成器２
３４２の内部流体チャネル２３６０にかけられる。この圧力は、特に、手作業もしくはモ
ータ駆動式プランジャ、バルブ、またはポンプ等の任意の適した機構によりかけることが
できる。いずれの場合でも、かけられる圧力は、背景流体２３５６を液滴生成器２３４２
の遠位開口部２３５２内に流入させると共に、前景流体を液滴生成器２３４２の側面開口
部２３５４内に流入させる。したがって、側面開口部内に流入する前景流体は、遠位開口
部を通して先端に入る背景流体の流れと交わり、側面開口部の近傍で背景流体中前景流体
液滴２３６２の乳濁液を形成する。次に、背景流体中の液滴２３６２の乳濁液はチャネル
２３６０まで進み、チャネル２３６０において、乳濁液チャンバ２３４６内に受け取られ
る。次に、乳濁液は、上述したように、ＤＮＡを増幅する熱循環機器等の別の場所に格納
し、かつ／または輸送し得る。流入背景流体速度の方向、流入前景流体速度の方向、およ
び流出乳濁液速度の方向は「Ｔ字」形状をなすため、図６１および図６２に示されるシス
テムは、「単一Ｔ字」液滴生成器構成として説明し得る。
【０５１１】
　図６３は、図６１および図６２のシステム２３４０と同様である、全体が２３８０で示
される別の液滴生成システムの拡大した端部を示す。特に、システム２３８０は、液滴生
成器２３８２の先端２３８５が、遠位端開口部２３８６および２つの遠位側面開口部２３
８８、２３９０を含むことを除き、システム２３４０の対応する部分とすべて同じ特徴を
有する液滴生成器２３８２および流体槽２３８４を含み、遠位端開口部２３８６および２
つの遠位側面開口部２３８８、２３９０はすべて、液滴生成器の先端内部の流体チャネル
２３９２に流体アクセスを提供する。したがって、上向きの圧力が流体チャネル２３９２
にかけられた場合、背景流体２３９４は遠位開口部２３８６内に流入し、前景流体２３９
６は両方の側面開口部２３８８、２３９０内に流入する。これにより、単に１つの側面開
口部を有するシステムと比較して、乳濁液内により多数かつ／または異なる分布の液滴を
生成し得る。
【０５１２】
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　側面開口部２３８８、２３９０の近傍での様々な流体速度の方向により、システム２３
８０は、「二重Ｔ字」液滴生成器構成として特徴付け得る。この構成は様々な方法で一般
化し得る。例えば、一対の側面開口部を、図６３に示されるような長手方向にずらすので
はなく、液滴生成器の先端に沿って同じ長手方向位置に配置してもよい。さらに、３つ以
上等の任意の所望の数の側面開口部を液滴生成器の長さに沿って配置してもよく、そのう
ちのいくつかを長手方向に位置合わせし、他を長手方向においてずらしてもよい。流体速
度は各側面開口部において「Ｔ字」を形成するため、そのように一般化された構成は自然
に、「多数Ｔ字」液滴生成システムとして特徴付け得る。多数Ｔ字システム内の様々な側
面開口部の数、場所、サイズ、および形状は通常、結果として生成される乳濁液に望まれ
る性質に基づいて選択される。
【０５１３】
［Ｅ．実施例５］
　図６４～図６６は、相対的に低濃度の流体である背景中に相対的に高濃度の流体液滴の
乳濁液を生成するように一般に構成された液滴生成システムを示す。これとは対照的に、
図６１～図６３は、先の実施例において、相対的に高濃度の流体である背景中に相対的に
低濃度の流体の液滴の乳濁液を生成するように一般に構成された液滴生成システムを示し
た。
【０５１４】
　図６４は、全体が２４００で示される第１のそのような液滴生成システムの拡大した端
部を示す。システム２４００は、液滴生成器２４０２および流体槽２４０４を含む。流体
槽２４０４は、構造および形状の行い得るすべての変形を含め、図６１および図６２に示
される槽２３４４と略同様であるため、再び詳述しない。相対的に高濃度の前景流体２４
０６は槽２４０４の底に配置され、相対的に低濃度の背景流体２４０８は、槽内の前景流
体の上に配置される。
【０５１５】
　液滴生成器２４０２は先端２４１０を含み、先端２４１０の内部は、流体チャネル２４
１２、遠位開口部２４１４、および側面開口部２４１６を形成する。しかし、液滴生成器
２４０２の先端２４１０は、遠位開口部２４１４が槽２４０４の底に対して側面開口部２
４１６よりも上に配置されるように構成された非線形Ｕ字形遠位端部２４１８を含む。し
たがって、上向きの圧力が流体チャネル２４１２に掛けられた場合、背景流体２４０８で
ある槽２４０４内の上部流体は、遠位開口部２４１４を通して流体チャネル２４１２内に
引き込まれる。同時に、前景流体２４０６である槽２４０４内の下部流体は、側面開口部
２４１６を通して流体チャネル２４１２内に引き込まれる。今述べたように、側面開口部
の近傍で前景流体と背景流体とが交わることにより、背景流体中に前景流体液滴２４１８
がある乳濁液が生成され、生成された乳濁液は、格納および／または輸送のために、チャ
ネル２４１２を通って上向きに進む。
【０５１６】
　様々な流入流体速度および流出流体速度の方向に基づいて、液滴生成器２４０２を「単
一Ｔ字」生成器として特徴付け得ることが、図６４に示される構成から明らかなはずであ
る。「二重Ｔ字」構成または「多数Ｔ字」構成等の他の構成を、Ｕ字形または同様の形状
の先端を有する液滴生成器と併せて使用してもよい。側面開口部の数、位置、サイズ、お
よび形状を変更することにより、結果として生成される乳濁液に本質的に任意の望ましい
特徴を付与し得る。
【０５１７】
　図６５は、相対的に低濃度の流体である背景中に相対的に高濃度の液滴がある乳濁液を
生成するように構成された、全体が２４２０で示される別の液滴生成システムを示す。シ
ステム２４２０は、液滴生成器２４２２および流体槽２４２４を含む。液滴生成器２４２
２は、可変容量乳濁液槽として機能する本体２４２６と、流体チャネル２４３０を画定す
る細長く先鋭な先端２４２８とを有するシリンジである。シリンジは、上下に摺動して、
シリンジ内部に圧力差を生み出し、乳濁液槽の容量を変更するように構成された可動プラ
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ンジャ２４３１を含む。シリンジは、使用者がプランジャをシリンジ本体内部で長手方向
に動かせるように構成されたハンドルまたはプランジャヘッド等のプランジャ制御機構（
図示せず）も含む。
【０５１８】
　液滴生成器２４２２は、流体チャネル２４３０内に流体を受け取るか、または流体チャ
ネル２４３０内の流体を吐出するように構成された遠位開口部２４３２を先端２４２８の
端部に含む。先端２４２８は側面開口部２４３４も含み、側面開口部２４３４もまた、流
体を受け取るか、または吐出するように構成される。負圧が流体チャネル２４３０内部に
かけられる場合（すなわち、部分的な真空が生成された）場合、流体を遠位開口部２４３
２および側面開口部２４３４の両方に引き込み得る。濃度の異なる流体が流体槽２４２４
内に配置される場合（図６５に示されるように）、異なる流体を２つの異なる開口部に引
き込む得るため、先端２４２８は、詳細に上述したように、「単一Ｔ字」乳濁液生成器と
して機能する。これもまた上述したように、任意の所望の数、サイズ、および／または形
状の側面開口部を使用して、所望の性質を有する乳濁液を生成し得る。
【０５１９】
　流体槽２４２４は、層状隔壁２４３８等の貫通可能な膜を含む取り外し可能なネジ切り
先端２４３６を有する略円筒形のチャンバとして図６５に示される。したがって、所望量
の乳濁液が生成され、本体２４２６内に引き込まれた場合、液滴生成器２４２２を流体槽
から引き出して、乳濁液を熱循環機器等の別の場所に輸送し得る。流体槽は、液滴生成器
２４２２による槽の貫通および層内の流体との流体接触の確立を許しながら、大きな漏れ
なしで所望の乳濁液の流体材料を収容するように構成される。様々な形状およびサイズの
槽ならびに様々な代替のタイプの貫通可能な膜を有する槽等のこれら特徴を有する任意の
代替の槽を液滴生成器２４２２と併用し得る。
【０５２０】
　液滴生成器２４２２は、図６５では、流体槽２４２４の下に配置される。したがって、
相対的に高濃度の試料含有流体２４４０が液滴生成器の側面開口部２４３４の近傍に配置
される一方で、相対的に低濃度の背景流体２４４２（油等）は、液滴生成器の遠位開口部
２４３２の近傍に配置される。これにより、油背景中に試料含有液滴がある乳濁液が生成
される。もちろん、システム２４２０を１８０度回転させてもよく（すなわち、図６５を
上下に反転させる）、その場合、試料含有流体が背景流体よりも低濃度であるとき、油背
景中に試料含有液滴がある乳濁液を生成するように構成される。
【０５２１】
　図６６は、相対的に低濃度の流体である背景中に相対的に高濃度の液滴がある乳濁液を
生成するように構成された、全体が２４５０で示されるさらに別の液滴生成システムの下
部を示す。システム２４５０は、バテッド管型の液滴生成器２４５２および流体槽２４５
４を含む。流体槽２４５４は、図６１～図６４に示され、上述した流体槽と略同様である
ため、さらに説明しない。液滴生成器２４５２は、遠位開口部２４５８および一対の対向
する側面開口部２４６０、２４６２を有する管２４５６を含む。部分的な真空が管２４５
６内部に上から生成される場合、高濃度の試料含有流体２４６４は遠位開口部２４５８内
に引き込まれ、低濃度の背景流体２４６６は側面開口部２４６０、２４６２内に引き込ま
れる。流体は側面開口部の近傍に交わり、乳濁液で管２４５６を通って上向きに移動する
試料含有流体の液滴２４６８を生成する。側面開口部の近傍での流体の方向により、液滴
生成器２４５２はクロス型液滴生成器として特徴付け得る。
【０５２２】
［Ｆ．実施例６］
　図６７は、全体が２４８０で示される別のクロス型液滴生成システムの下部を示す。液
滴生成システム２４８０は、乳濁液生成器２４８２と、乳濁液生成器により生成された乳
濁液を受け取るように構成された乳濁液槽２４８４とを含む。名称が示唆するように、乳
濁液生成器２４８２は、通常は油背景中の水性液滴の形態の試料含有液滴の乳濁液を生成
するように構成される。乳濁液槽２４８４は試験管として図６７に示されるが、より一般
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的には、乳濁液を受け取り、収容し、かつ／または所望の場所に輸送するように構成され
た任意の槽であり得る。
【０５２３】
　乳濁液生成器２４８２は、試料含有流体２４８８を含むように構成された内側流体チャ
ンバ２４８６と、内側流体チャンバの部分を囲み、通常は油である背景流体２４９２を含
むように構成された外側流体チャンバ２４９０とを含む。内側流体チャンバ２４８６およ
び外側流体チャンバ２４９０の図示される下部は、略円筒形であり、同心であるが、他の
幾何学的形状を選択してもよい。内側流体チャンバ２４８６は、試料含有流体２４８８を
内側流体チャンバから所望の率で通過させるように構成された遠位開口部２４９４を含む
。外側流体チャンバ２４９０は、乳濁液を外側流体チャンバから所望の率で通過させるよ
うに構成された遠位開口部２４９６を含む。したがって、遠位開口部２４９４、２４９６
は、開口部を通る所望のフロー特性を生じさせる任意の適したサイズおよび／または形状
を有し得る。
【０５２４】
　背景流体チャネル２４９８、２５００が、内側流体チャンバの下部外部境界と外側流体
チャンバの下部内側境界との間に形成され、背景流体２４９２を半径方向内側に外側流体
チャンバの遠位開口部２４９６に向けて移送するように構成される。場合によっては、内
側流体チャンバ２４８６の下部境界は、一対の溝が離散した流体チャネル２４９８、２５
００を形成することを除き、外側流体チャンバ２４９０の下部内面上に直接載ってもよく
、または内側流体チャンバ２４８６および外側流体チャンバ２４９０をいくつかの離間機
構（図示せず）により互いに直接接触せずに保持してもよい。この場合、背景流体チャネ
ル２４９８、２５００は、背景流体が半径方向内側に開口部２４９６に向けて移動できる
単一の円形背景流体チャネルの部分である。
【０５２５】
　システム２４８０は、上のチャンバ２４８６、２４９０から正圧をかけて、試料含有流
体２４８８および背景流体２４９２をそれぞれの開口部に向けて押すことにより、動作し
得る。内側流体チャンバおよび外側流体チャンバは、背景流体チャネルを通って半径方向
内側に流れる油が、内側流体チャンバの遠位開口部２４９４を通して内側流体チャンバか
ら出る試料含有流体と交わり、外側流体チャンバの遠位開口部２４９６を通り、乳濁液を
所望に応じて格納または輸送し得る乳濁液槽２４８４内に渡される背景流体内部に試料含
有液滴がある乳濁液を生成するように位置決めされる。乳濁液槽２４８４は、少なくとも
部分的に乳濁液生成器を囲むか、または乳濁液生成器により生成された乳濁液を他の様式
で受け取るように構成し得る。通常、乳濁液生成器２４９２は乳濁液槽２４８４から取り
外し可能であり、乳濁液が生成された後、乳濁液槽２４８４から恐らく取り外されるであ
ろう。次に、乳濁液生成器は廃棄してもよく、または新しい試料を入れるための準備とし
てクリーニングしてもよい。あるいは、内側チャンバ２４８６が外側チャンバ２４９０か
ら取り外し可能であり使い捨てであってもよく、その一方で、外側チャンバ２４９０が再
使用可能であってもよい。
【０５２６】
　正圧をチャンバ２４８６および２４９０内部の流体にかける他に、乳濁液を同様に、例
えば、乳濁液槽内に部分的な真空を生成することにより負圧をかけて、開口部２４９４お
よび２４９６に引っ張り込むことにより形成してもよい。正圧または負圧のいずれの場合
でも、圧力は、ポンプ、バルブ、またはプランジャ等の任意の適した機構を通して生み出
し得る。さらに、システム２４８０を遠心分離機内に配置し回転させて、成分流体の慣性
に基づいて乳濁液を生成してもよい。この技法は、「遠心力」を通して流体を移動させる
ことと呼ばれることもあり得る。遠心分離機がこのようにして使用される場合、システム
２４８０は、「スピンカラム」液滴生成器または乳濁液生成器として特徴付け得る。
【０５２７】
　図６８は、全体が２５２０で示される別の乳濁液生成システムの部分を示す。システム
２５２０は多くの点で図６７のシステム２４８０と同様であり、システムの様々な部分の
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潜在的に取り外し可能であり、かつ／または使い捨て可能な性質をさらに示す。システム
２５２０は、乳濁液生成器２５２２および乳濁液槽２５２４を含む。乳濁液生成器２５２
２は、試料含有流体２５２６を含むように構成された内側流体チャンバ２５２５と、背景
流体２５３０を含むように構成された外側流体チャンバ２５２８とを含む。内側流体チャ
ンバ２５２５および外側流体チャンバ２５２８は、略円筒形であり、同心である。内側流
体チャンバの遠位開口部２５３２は、内側流体チャンバから試料含有流体を通過させるよ
うに構成され、外側流体チャンバの遠位開口部２５３４は、外側流体チャンバから乳濁液
を通過させるように構成される。
【０５２８】
　流体チャネル２５３６、２５３８が、内側流体チャンバの下部境界と外側流体チャンバ
の下部内面との間に形成され、背景流体を内側の遠位開口部２５３４に向けて移送させる
ように構成される。試料含有液滴２５４２の乳濁液２５４０は、正圧をかけて試料含有流
体および背景流体をそれぞれの開口部に向けて押すことにより、または負圧をかけて同じ
移動を達成することにより、形成される。圧力は、図６７に関して上述したように、ポン
プ、バルブ、プランジャ、または遠心分離機等の任意の適した機構により生み出し得る。
生成された乳濁液は、開口部２５３４を通って乳濁液槽２５２４内に入り、格納されるか
、または熱循環機器に輸送される。
【０５２９】
　乳濁液生成器２５２２は、所望のように乳濁液槽２５２４に挿入または取り外しし得る
独立式の構成要素である。乳濁液生成器の支持リップ２５４４が、乳濁液チャンバの側壁
２５４６に重なって、乳濁液チャンバに対して所望の位置に乳濁液生成器を支持するよう
に構成される。乳濁液生成器は、乳濁液生成器から離れるように回転させて、流体および
／または圧力の追加を可能にすると共に、乳濁液生成器を覆うように回転して、流体密閉
封止を形成し得る蓋２５４８を含む。これにより、乳濁液生成器の簡便な輸送が可能にな
り得、望ましくない漏れがない状態で遠心分離機を使用することも可能になり得る。同様
に、乳濁液槽は、乳濁液槽の上部に流体密閉封止を選択的に形成するために使用し得る蓋
２５５０を含む。これにより、槽から流体の損失が略ない状態での乳濁液の簡便な輸送、
格納、またはさらなる処理が可能になり得る。
【０５３０】
［Ｇ．実施例７］
　図６９は、様々なクロス型液滴生成器の関係を示す。より詳細には、図６９は、単一の
クロスを含む第１のクロス型液滴生成器２５６０、２つのクロスを含む第２のクロス型液
滴生成器２５８０、３つのクロスを含む第３のクロス型液滴生成器２６００、およびバテ
ッド管クロス型液滴生成器２６２０を示す。
【０５３１】
　液適生成器２５６０は、交差領域２５６６において交わる中空チャネル２５６２、２５
６４を含む。液滴を生成するために、これらチャネルのうちの一方は一般に、前景流体を
単一方向から交差領域２５６６に向けて搬送する一方で、他方のチャネルは背景流体を両
方向から交差領域２５６６に向けて搬送する。通常、チャネル２５６２は試料含有液等の
前景流体を搬送し、チャネル２５６４は油等の背景流体を搬送するが、この逆も可能であ
る。いずれの場合でも、乳濁液が交差領域２５６６において生成され、詳細に上述したよ
うに、前景流体の移動方向においてチャネル２５６２を通って引き続き移動する。
【０５３２】
　液滴生成器２５８０は、交差領域２５８８において交わる３つの中空チャネル２５８２
、２５８４、２５８６を含む。液滴を生成するために、チャネル２５８２は通常、試料含
有液等の前景流体を単一方向から交差領域２５８８に向けて搬送し、各チャネル２５８４
、２５８６は通常、油等の背景流体を２つの逆方向から交差領域２５８８に向けて搬送す
る。その場合、乳濁液が交差領域２５８８において生成され、前景流体の移動方向におい
てチャネル２５８２を通って引き続き移動する。各チャネル２５８４、２５８６が前景流
体を単一方向から交差領域２５８８に向けて搬送し、チャネル２５８２が背景流体を２つ
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の逆方向から交差領域２５８８に向けて搬送することも可能である。その場合、交差領域
２５８８において生成される乳濁液は、各チャネル内の前景流体の元々の移動方向におい
て、両チャネル２５８４および２５８６を通って移動する。こうして、液滴生成器２５８
０は、２つの別個のチャネルから出る液滴を生成するように機能し得る。
【０５３３】
　同様に、液滴生成器２６００は、交わって、交差領域２６１０において背景流体中に前
景流体液滴がある乳濁液を生成する４つのチャネル２６０２、２６０４、２６０６、２６
０８を含む。液滴生成器２５８０の３チャネル構成と同様に、４チャネル構成の液滴生成
器２６００は、チャネル２６０２を通って移動する単一の乳濁液を生成するために使用し
てもよく、またはチャネル２６０４、２６０６、および２６０８を通って移動する複数の
乳濁液を生成するために使用してもよい。
【０５３４】
　液滴生成器２６２０は、中空管の第１の部分２６２２および中空管の第２の部分２６２
４を含むバテッド管生成器である。管部分２６２２は流体チャネル２６２６を含み、管部
分２６２４は流体チャネル２６２８を含む。管部分は短い距離で離間され、管間に交差領
域２６３０を形成する。したがって、前景流体がチャネル２６２６を通って交差領域２６
３０に向かって流れ、背景流体が半径方向内側に管外部の領域から交差領域２６３０に向
かって流れる場合、乳濁液を生成し、乳濁液はチャネル２６２８内に流入し得る。
【０５３５】
　液滴生成器２５６０から液滴生成器２６２０を通しての経過は、これら様々な液滴生成
器の関係を示す。特に、変数ｎが、管内部の交差領域で長手方向流体チャネルと交わる半
径方向流体チャネルの数を表すために選ばれる場合、液滴生成器２５６０は「ｎ＝１」ク
ロス型液滴生成器として特徴付け、液滴生成器２５８０は「ｎ＝２」クロス型液滴生成器
として特徴付け、液滴生成器２６００は「ｎ＝３」クロス型液滴生成器として特徴付け、
液滴生成器２６２０は、管２６２２と２６２４との間のギャップを、単一の細長い管の円
周の周囲に連続して延びる無限数の半径方向流体チャネルから形成されるものとして見る
ことができるため、「ｎ＝∞」クロス型液滴生成器として特徴付け得る。
【０５３６】
［Ｈ．実施例８］
　図７０および図７１は、実施例６の液滴生成システム２４８０と同様であるが、２つ以
上の実質的に異なるサイズの液滴を生成するように構成された追加のクロス型液滴生成シ
ステムを示す。
【０５３７】
　図７０は、２つの実質的に異なるサイズの液滴を生成するように構成された、全体が２
６４０で示される第１のそのようなクロス型液滴生成システムの下部を示す。したがって
、液滴生成システム２６４０は、乳濁液生成器２６４２と、乳濁液生成器により生成され
る乳濁液を受け取るように構成された乳濁液槽２６４４とを含む。乳濁液槽２６４４は、
ウェル、ピペット先端、スピンカラム、スピンバイアル、またはシリンジ本体等の、乳濁
液を受け取り、収容し、かつ／または所望の場所に輸送するように構成された任意の槽で
あり得る。
【０５３８】
　乳濁液生成器２６４２は、２つの異なるサイズの試料含有液滴の乳濁液を生成するよう
に構成される。特に、乳濁液生成器２６４２は、試料含有流体２６５０を含むようにそれ
ぞれ構成された第１および第２の内側流体チャンバ２６４６、２６４８と、内側流体チャ
ンバの部分を囲み、油等の背景流体２６５４を含むように構成された外側流体チャンバ２
６５２とを含む。あるいは、内側流体チャンバ２６４６、２６４８のそれぞれは異なる流
体を含み得、その場合、生成される液滴は、異なる成分ならびに異なるサイズを有する。
【０５３９】
　それぞれの内容物に関わりなく、内側流体チャンバ２６４６、２６４８のそれぞれは、
各内側流体チャンバから試料含有流体を通過させるように構成された遠位開口部２６５６
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、２６５８を含む。外側流体チャンバ２６５２は、開口部２６５６、２６５８のうちの１
つとそれぞれ位置合わせされた遠位開口部２６６０、２６６２を含む。各対の位置合わせ
された開口部は、図７０が示すように、特定のサイズの液滴を通過させるように構成され
る。システム２６４０の位置合わせされた開口部を介して生成された乳濁液２６６４は、
その他の点では図６７の液滴生成システム２４８０内で乳濁液２５２０が生成される方法
と同じ方法で生成され、詳細をここで繰り返さない。
【０５４０】
　図７１は、システム２６７０が様々な多くの異なるサイズにわたる液滴を生成するよう
に構成されることを除き、図７０の液滴生成システム２６４０とよく似た液滴生成システ
ム２６７０を示す。したがって、液滴生成システム２６７０は、乳濁液生成器２６７２と
、乳濁液生成器により生成された乳濁液を受け取るように構成された乳濁液槽２６７４と
を含む。上述した実施形態の多くと同様に、乳濁液槽２６７４は、ウェル、ピペット先端
、スピンカラム、スピンバイアル、またはシリンジ本体等の、乳濁液を受け取り、収容し
、かつ／または所望の場所に輸送するように構成された任意の槽であり得る。
【０５４１】
　乳濁液生成器２６７２は、複数の異なるサイズの試料含有液滴の乳濁液を生成するよう
に構成される。したがって、乳濁液生成器２６７２は、試料含有流体２６７８を含むよう
に構成された内側流体チャンバ２６７６と、内側流体チャンバの部分を囲み、背景流体２
６８０を含むように構成された外側流体チャンバ２６７９とを含む。図７１は１つのみの
内側チャンバ２６７６を示すが、図７０と同様に、２つ以上の別個の内側チャンバを代替
として使用してもよい。
【０５４２】
　内側流体チャンバ２６７６は、特定の率で内側流体チャンバから試料含有流体を通過さ
せるようにそれぞれ構成された複数の遠位開口部２６８２、２６８４、２６８６、２６８
８を含む。外側流体チャンバ２６７８は、内側チャンバの開口部の１つとそれぞれ位置合
わせされて、特定のサイズの液滴を含む乳濁液を通過させる遠位開口部２６９０、２６９
２、２６９４、２６９６を含む。したがって、液滴生成システム２６７０は、広範囲のサ
イズの液滴を含む乳濁液２６９８を生成するように構成される。同様にして、液滴生成シ
ステムは、任意の所望の固有の液滴サイズ分布を有する乳濁液を生成するように構成し得
る。
【０５４３】
［Ｉ．実施例９］
　この実施例では、例示的な液滴生成器のさらなる態様について説明する。上述した液滴
生成システムは一般に、液滴生成器および相補的な槽等の複数の別個の構成要素を含む。
しかし、本開示による液滴生成システムは、試料準備能力を有するか、または有さない射
出成形されたカートリッジの形態をとってもよい。そのようなカートリッジは一般に、試
料含有液滴の乳濁液にするために組み合わせられる試料および油を含むシリンジの胴体部
、ウェル、または槽として機能するチャンバまたは突起部を含む。これらチャンバは、ポ
ンピング中、システムの使い捨てではない部分への使い捨て部分の挿入中、および搬送／
荷扱い中に予想される側面への力に耐えることができる頑丈な壁を必要とする。したがっ
て、チャンバの壁は、約０．０２０インチの厚さであると考えられるが、０．０４インチ
～０．４０インチの範囲の厚さであり得る。
【０５４４】
　使い捨てカートリッジ式の液滴生成器は一般に、試料含有液および油を含み、それらの
流れを方向付ける非常に精密な微小チャネルも含む。これらチャネルは、例えば、幅約２
５０μｍ、深さ２５０μｍであり得るが、これら各寸法は約５０μｍ～約３５０μｍの範
囲であり得る。さらに、液滴生成器のいくつかのエリア（特に試料に接触するエリア）は
生体適合性を有さなければならないが、使い捨て液滴生成器の他のエリアはこの要件を満
たす必要はない。
【０５４５】
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　液滴生成器を使い捨てカートリッジ等の単一の組立体内に一体化することには、複数構
成要素の液滴生成システムよりも優れた特定の効率的な利点があり得る。特に、液滴生成
が、２つ以上の別個に製造された部分組立体を使用することを含む場合、通常、（ａ）部
分組立体間の接続部での漏れ、（ｂ）接続部に流れずに残る容量の増大、（ｃ）ライン接
続部での容量増大、（ｄ）流体網内の複雑性の増大、および（ｅ）製造／組立コストの増
大の潜在性が高くなる。他方、これら様々な要件を単一の組立体に一体化することにより
、列挙したすべてのエリアでの潜在的な節減が生じ得る。
【０５４６】
　成形された液滴生成器カートリッジは、他の様々な有利な特徴も有し得る。例えば、成
形可能なプラスチックは通常、タンパク質、ＤＮＡ、ＲＮＡ、脂質、またはテストされる
と予想される生物学的試料の他の成分等の材料の吸収性は最低限であるか、または吸収性
を有さない。さらに、単一の成形ステップの一環として、部分の一側面への側面力に耐え
ることが可能な突起部を成形すると共に、逆側に微小流体チャネルを成形することが可能
である。次に、同じまたは同様の材料のプレート、薄いシート、またはフォイルを、微小
流体チャネルを有する部分の側面に接合して、組立体の様々なエリアを繋ぐ管様のチャネ
ルを形成し得る。部分を通る孔が、胴体型特徴をチャネルに接続する。これは、これら特
徴が１つの構造に成形されるため、これら特徴同士のすべての位置合わせを安価に行い得
ることを意味する。
【０５４７】
　使い捨て液滴生成カートリッジ内部の予想平均動作圧力は、２～５ｐｓｉである。流体
圧力を比較的低く保つために、成形された単一のカートリッジが、本開示の他の箇所に列
挙された様々な機能を満たすことができる。高圧ではなく低い内部動作圧力を維持するこ
とは、（ａ）カートリッジの壁断面を薄くし（すなわち、破損に耐える強い構造に対する
必要性がより低い）、（ｂ）カートリッジの壁の膨張を小さくし（すなわち、圧力変化を
使用して流体フローを制御する際の均一性が高くなり）、（ｃ）カートリッジの微小チャ
ネル側面に接続されるプレートを薄くし得ることも意味する。これら要因は、製造組立時
間の低減および製造コストの低減に繋がる。
【０５４８】
　油中水形乳濁液または複数の乳濁液を生成するために、使い捨てカートリッジ型液滴生
成器が使用されるか否かに関わらず、液滴生成器の流体接触面が疎水性または親水性のい
ずれかを有することが望ましい場合がある。これら選択肢のいずれも、成形プロセスと両
立する適切な材料を選択し、かつ／または選択された材料の表面特性を変更するコーティ
ングを塗布することにより達成し得る。
【０５４９】
［Ｊ．実施例１０］
　この実施例では、限定せずに、一続きの番号が付された文章として提示される、本開示
の態様による液滴生成の追加の態様について説明する。
【０５５０】
　１．（Ａ）乳濁液流出チャネルならびに油チャネルを画定するチャネル上壁およびチャ
ネル下壁を含む液滴流出部と、（Ｂ）液滴流出部に選択的に組み付けられるように構成さ
れ、（ｉ）試料槽および（ｉｉ）試料含有流体の液滴を試料槽から放出するように構成さ
れた流体流出開口部を有する試料包含部とを備え、液滴流出部および試料包含部が一緒に
組み立てられた場合、実質的な流体密閉封止が、液滴流出部と試料包含部との間に形成さ
れ、流体流出開口部から放出された液滴は、油チャネル内を移動する油と交わり、乳濁液
流出チャネル内に渡される油中水形液滴の乳濁液を生成する、液滴生成システム。
【０５５１】
　２．試料包含部は、システムの１回使い切りの使い捨て構成要素として構成される、請
求項１に記載のシステム。
【０５５２】
　３．試料包含部は射出成形された熱可塑性材料で構築される、請求項２に記載のシステ
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ム。
【０５５３】
　４．（Ａ）第１の濃度を有する背景乳濁流体および第２の濃度を有する前景乳濁流体を
保持するように構成された流体槽と、（Ｂ）流体槽内に少なくとも部分的に挿入されるよ
うに構成され、少なくとも１つの側面開口部および遠位開口部を有する細長形先端を含む
液滴生成器とを備え、背景流体および前景流体を含む槽ならびに細長形先端が槽内に挿入
された場合、遠位開口部は、槽に保持される背景流体に接触するように構成され、側面開
口部は、槽に保持される前景流体と接触するように構成され、液滴生成器は、側面開口部
内に流入する前景流体が、遠位開口部を通って先端に入る背景流体フローと交わり、背景
流体中に前景流体液滴がある乳濁液を形成するように構成される、液滴生成システム。
【０５５４】
　５．液滴生成器は、乳濁液を受け取るように構成された乳濁液チャンバをさらに含む、
段落４に記載の液滴生成システム。
【０５５５】
　６．少なくとも１つの側面開口部は複数の側面開口部を含む、段落４に記載の液滴生成
システム。
【０５５６】
　７．細長形先端はＵ字形遠位端部を含む、段落４に記載の液滴生成システム。
【０５５７】
　８．液滴生成システムであって、（Ａ）乳濁液生成器を備え、乳濁液生成器は、（ｉ）
試料含有流体を含むように構成された内側流体チャンバであって、内側流体チャンバから
試料含有流体を通過させるように構成された遠位開口部を有する内側流体チャンバと、（
ｉｉ）背景流体を含むように構成され、内側流体チャンバの少なくとも部分を囲む外側流
体チャンバであって、外側流体チャンバから乳濁液を通過させるように構成された遠位開
口部を有する外側流体チャンバとを含み、背景流体チャネルは、内側流体チャンバの外部
境界と外側流体チャンバの内部境界との間に形成され、背景流体を半径方向内側の外側流
体チャンバの遠位開口部に輸送するように構成され、内側流体チャンバおよび外側流体チ
ャンバは、背景流体チャネルを通って半径方向内側に流れる油が、内側流体チャンバから
内側流体チャンバの遠位開口部を通って通過する試料含有流体と交わり、外側流体チャン
バの遠位開口部を通る背景流体中に試料含有液滴がある乳濁液を生成するように位置決め
され、液滴生成システムは、（Ｂ）乳濁液生成器を少なくとも部分的に囲み、乳濁液生成
器により生成された乳濁液を受け取るように構成された乳濁液槽も備える、液滴生成シス
テム。
【０５５８】
［Ｖ．連続フロー熱循環機］
　本項では、例えば、液滴ベースの分析に使用される例示的な熱循環機について説明する
。
【０５５９】
　ＤＮＡ増幅システム等のシステムにおいて、試料または試料成分のコピー数を増やすた
めに温度依存反応を行わせることが望ましい場合がある。流体または他の材料の温度を周
期的に変更する方法は一般に、「熱循環」方法と呼ぶことができ、そのような周期的な温
度変更を達成するために使用される装置は一般に、「熱循環機」と呼ぶことができる。Ｐ
ＣＲを通してのＤＮＡ増幅の場合、周期的な温度変更により、増幅を経ているＤＮＡの変
性（ＤＮＡ「溶解」と呼ばれることもある）、プライマ結合、およびポリメラーゼ伸長が
繰り返される。通常、２０以上のサイクルが実行されて、検出可能な増幅が得られる。代
替の酵素増幅プロセス等の他のプロセスでは、熱循環は他の効果を有し得、異なる温度範
囲および／または異なる数の温度変更が適切であり得る。
【０５６０】
　図７２は、ＰＣＲを促進するために試料／試薬乳濁液または他の流体混合物を熱循環さ
せる、全体が３１００で示された方法を示すフローチャートである。通常、ＰＣＲの熱循
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環を達成するために、３つの別個の温度または温度範囲が流体に提供される。１つ、２つ
、４つ、または４以上の他の数の温度範囲を異なるプロセスに提供してもよい。ＰＣＲの
場合、ステップ３１０２に示されるように、第１の相対的に高い温度を流体に提供するこ
とにより、標的ＤＮＡを変性させる。この変性温度は通常、９２℃～９８℃の範囲である
。ステップ３１０４に示されるように、第２の相対的に低い温度を流体に提供することに
より、ＤＮＡプライマを、元々の２重鎖ＤＮＡを変性させることから生成される１本鎖Ｄ
ＮＡ鋳型に結合させることができる。このプライマ結合温度は通常、５０℃～６５℃の範
囲である。最後に、ステップ３１０６に示されるように、第３の中間温度を流体に提供す
ることにより、ＤＮＡポリメラーゼに、結合されたプライマから始まる新しい相補的なＤ
ＮＡ鎖を合成させることができる。このポリメラーゼ伸長温度は通常、最適なポリメラー
ゼ活性を達成するために７０℃～８０℃の範囲であり、使用されるＤＮＡポリメラーゼの
種類に依存する。
【０５６１】
　場合によっては、単一の温度をプライマ結合およびポリメラーゼ伸長（すなわち、上の
ステップ３１０４および３１０６）の両方に提供し得るが、これらプロセスに単一の温度
を提供することは、プライマおよび／またはポリメラーゼの活性を最適化せず、ひいては
ＰＣＲ反応の速度を最適化しない場合がある。単一の温度が結合および伸長の両方に提供
される場合、この単一の温度は通常、５５℃～７５℃の範囲である。
【０５６２】
　ＰＣＲ熱循環機は、上述した２つまたは３つの温度ゾーンに加えて、ステップ３１０８
に示されるように、相対的に高いホットスタート温度を提供するように構成された一体化
された、または補足的な「ホットスタート」機構も含み得る。ホットスタート温度は、Ｐ
ＣＲを開始し、かつ／または適したポリメラーゼの追加時にＰＣＲの開始に向けて試料／
試薬混合物を準備するために提供される。より詳細には、ホットスタート温度の提供によ
り、ポリメラーゼ酵素が追加されない場合には室温で発生し得るプライミング事象を阻害
するために追加されたポリメラーゼ酵素の阻害性を逆転させ得る。この場合、試料／試薬
混合物をホットスタート温度まで加熱して、ＰＣＲの発生を開始する。他の場合、ホット
スタート温度を提供することにより、ポリメラーゼがない状態で試料およびプライマを事
前加熱し得、この場合、続けてポリメラーゼを追加することにより、ＰＣＲが開始される
。ホットスタート温度は通常、９５℃～９８℃の範囲である。
【０５６３】
　熱循環機は、熱循環が（予定通り）完了した後、「最終伸長」および／または「最終保
持」ステップを可能にする一体化されるか、または補足的な機構も含み得る。例えば、前
者の場合、熱循環機は、任意の残っている１本鎖ヌクレオチドが完全に伸長することを保
証するのに十分に長い（例えば、５～１５分間）伸長温度に試料を維持するように構成さ
れた機構を含み得る。連続フローシステムでは、この機構は、経路長を増大させるために
比較的長い幅狭の管および／または流量を低減するために比較的短い幅広の管を含み得、
これらは両方とも伸長温度に維持される。代替または追加として、熱循環機は、試料を伸
長温度よりも低い温度（例えば、４～１５℃）に試料を保持または格納する（例えば、定
まっていない時間にわたり）機構を含み得る。
【０５６４】
　所望の温度または温度領域を試料／試薬流体混合物に提供する様々な方法が、ＰＣＲに
適し得る。例えば、熱チャンバ全体に対して作用するオーブンまたは他の何らかの適した
ヒータにより循環的に提供される様々な温度を受けることができる、試験管、マイクロプ
レートウェル、ＰＣＲプレートウェル等の１つまたは複数の静止した流体場所内部に流体
を配置し得る。しかし、そのようなアレイ型ＰＣＲシステムは、システムに実際に流体接
続できる流体場所の数により、および／または大きな（高熱質量）システム内の温度を変
更する速度（例えば、商用システムの溶解温度、結合温度、および伸長温度間の遷移時間
は、Ｔａｑポリメラーゼ活性の本質的な限界よりも長い大きさのオーダであり得る）によ
り制限し得る。あるいは、流体を循環的に様々な温度領域に連続して、または準連続的に
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渡し得る。この場合、領域間の熱伝導を最低限に抑えて、領域間に急激な温度遷移を提供
することが望ましい。各領域の温度を連続して監視し、各領域内に比較的一定の所望の温
度を維持するために高速フィードバックを提供することも望ましい。
【０５６５】
　連続フローＰＣＲシステムの一種は、流体管を巻き付けるか、または巻いて、様々な所
望の温度または温度領域を提供するように構成された熱循環機の周囲に螺旋形に流体チャ
ネルを形成することを含む。さらに、様々な温度領域を通して循環的に試料含有液滴の乳
濁液を輸送するように構成された流体チャネルを提供するために、外側に巻かれた流体管
に対する様々な代替を使用し得る。例えば、管の周囲に熱循環機（または熱循環機の内部
セグメント）を配置するなどして、管を熱循環機の本体内部に配置してもよい。あるいは
、流体密閉コーティング（シリコンコーティング等）を熱循環機の外溝またはチャネルに
塗布し、次に、流体密閉シート（シリコンシート等）で包んで、いかなる別個の管も全く
必要とせずに、熱循環機の周囲に循環して渡される一体化された流体チャネルを画定して
もよい。
【０５６６】
　したがって、方法３１００のステップ３１０２、３１０４、３１０６、３１０８におい
て第１の温度、第２の温度、第３の温度、および／またはホットスタート温度を提供する
ことは、略螺旋形の経路内で、熱循環機の編成温度領域、プライマ結合温度領域、ポリメ
ラーゼ伸長温度領域、および／またはホットスタート温度領域を通して乳濁液を循環して
輸送することを含み得る。これら様々な温度領域は、様々な方法で互いに断熱し得、各領
域は、抵抗加熱要素、熱コアと温度領域との間で熱を伝達するように構成された熱電冷却
器（ＴＥＣ）の使用を通して、かつ／または任意の他の適した機構により、所望の温度を
提供し得る。大域的（すなわち、２つ以上の温度領域と実質的に熱的接触する）または局
所的（すなわち、１つのみの温度領域と実質的に熱的接触する）に、熱循環機に熱を提供
し、かつ／または熱循環機から熱を奪うために、様々なヒートシンクおよび熱源を使用し
得る。
【０５６７】
　以下の実施例において、試料／試薬混合物を周期的に加熱・冷却して、ＰＣＲを通して
のＤＮＡ増幅を促進する特定の例示的な方法および装置、すなわち、例示的なＰＣＲ用途
に適した熱循環機および熱循環方法を説明する。関連するさらなる開示が、相互参照にお
いて上に列挙され、参照により本明細書に援用される米国仮特許出願、特に発明者として
Ｋｅｖｉｎ　Ｄｅａｎ　Ｎｅｓｓ、Ｄｏｎａｌｄ　Ａ．Ｍａｓｑｕｅｌｉｅｒ、Ｂｉｌｌ
ｙ　Ｗ．Ｃｏｌｓｔｏｎ，Ｊｒ．、およびＢｅｎｊａｍｉｎ　Ｊ．Ｈｉｎｄｓｏｎの名前
が挙げられている、「ＣＯＮＴＩＮＵＯＵＳ　ＦＬＯＷ　ＴＨＥＲＭＯＣＹＣＬＥＲ」と
題する２００９年９月２１日に出願された米国仮特許出願第６１／２７７２００号明細書
に見られ得る。
【０５６８】
［Ａ．選択された実施形態１］
　本項では、本開示の態様による第１の例示的な熱循環機３２００を説明する：図７３～
図８０参照。
【０５６９】
　図７３は、熱循環機３２００の主要構成要素の分解組立等角投影図である。熱循環機は
、中心長手軸を定義するコア３２０２と、３つの内部セグメント３２０４、３２０６、３
２０８と、３つの外部セグメント３２１０、３２１２、３２１４とを含む。３対のセグメ
ントは、図７２に関連して上述したＰＣＲ熱循環の３つの部分に対応し、対応する温度領
域を画定する。特に、それぞれ、セグメント３２０４および３２１０は溶解フェーズに対
応し、セグメント３２０６および３２１２は結合フェーズに対応し、セグメント３２０８
および３２１４は伸長（延長）フェーズに対応する。代替の実施形態では、熱循環機は、
代替の数のセグメント、例えば、結合フェーズおよび伸長フェーズが組み合わせられた熱
循環機内に２つのセグメントを含み得る。集合的に、特定の温度（または温度範囲）を維
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持することに関わる熱循環機の部分または領域は、特に「温度領域」または「温度制御ゾ
ーン」と呼ぶことができる。
【０５７０】
　図７４は、図７３の熱循環機の中央部分の分解されていない等角投影図であり、コアと
内部セグメントとの関係を強調している。コア３２０２は、熱源およびヒートシンクの両
方として構成され、熱の供給を求められるのか、それとも熱の吸収が求められるのかに関
わりなく、所望の一定温度に維持することができる。例えば、いくつかの実施形態では、
コア３２０２を約７０℃に維持し得る。しかし、より一般的に、コアは、２つ以上のセグ
メント間での熱源およびヒートシンクとして動作する実施形態では、最も温度の高いセグ
メントと最も温度の低いセグメントとの間（例えば、溶解セグメントの温度と結合セグメ
ントの温度との間）の任意の適した温度に維持し得る。
【０５７１】
　内部セグメント３２０４、３２０６、３２０８はコアに取り付けられ、すべての内部セ
グメントがコアに取り付けられた場合、または組み付けられた場合におおよそ円柱形をな
すように構成される。図７３および図７４に見られるように、内部セグメント３２０４、
３２０６、３２０８は、外周面に外溝３２１６を備える。内部セグメントがコアに組み付
けられた場合、これら溝は、内部セグメントにより形成される円柱面の円周に螺旋パター
ンを形成する。溝３２１６は、後述するように内部セグメントを連続して巻くことができ
る流体管を受けて、流体が流体管内部を移動して、組み付けられた内部セグメントにより
形成された円周を螺旋状に移動させることができるように構成される。流体管は、試料含
有液滴の乳濁液を熱循環システムの様々な温度領域に通して輸送する流体チャネルとして
機能する。
【０５７２】
　外部セグメント３２１０、３２１２、３２１４は、図７３に見られるように、内部セグ
メントの周囲にぴったりと合うように構成される。したがって、流体管を内部セグメント
と外部セグメントとの間に巻き、セグメントにより安定し固定された環境的に制御された
位置に保持し得る。
【０５７３】
　図７５は、組み立てられた熱循環機のうちの部分を拡大した等角投影図である。この実
施形態は、比較的小さな外径の流体管に特に適する。外部セグメント３２１０、３２１４
の部分は、内部セグメント３２０４、３２０８、およびコア３２０２（図示せず）の周囲
に配置される。流体管３２１８は溝３２１６内に配置されて見え、溝３２１６は、外部セ
グメントにより形成される開口部３２２０内部に部分的に見られる。追加の固定開口部３
２２２が外部セグメントに設けられて、内部セグメントへの外部セグメントの取り付けに
役立つ。進入領域３２２４を通して管を熱循環機３２００の外部から内部に渡し得る。次
に、管は、２０回以上等の最小回数分、内部セグメントの周囲に螺旋状に巻かれ、その後
、退出領域３２２６を通して管を熱循環機３２００の内部から外部に渡し得る。退出領域
３２２６は、管を、任意の所望の数の巻きを内部セグメントの周囲に形成した後に熱循環
機３２００から出せるように、比較的広い。
【０５７４】
　図７６は、組み立てられた熱循環機の代替の実施形態のうちの部分を拡大した等角投影
図である。この実施形態は、外部セグメントの形状のわずかな変更を示し、相対的に大き
な外径の流体管に特に適する。特に、図７６は、内部セグメント３２０４’、３２０８’
、およびコア３２０２の周囲に配置された外部セグメント３２１０’、３２１４’を示す
。溝３２１６’は、図７５の溝３２１６よりも相対的に広く、外部セグメントにより形成
される開口部３２２０’内で部分的に見られる。図７６では、流体管を熱循環機３２００
の外部から内部に、および内部から外部に、単に開口部３２２０’の縁部を管に重ねるこ
とにより、任意の所望の溝位置で渡し得る。管進入位置と管退出位置との間で、管を内部
セグメントの周囲に巻いて、内部セグメントの周囲に任意の所望の数の螺旋状の巻きを形
成し得る。
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【０５７５】
　図７７は、外部セグメントが取り付けられていない状態の組み立てられた熱循環機の上
面図である。この図は、コア３２０２と内部セグメント３２０４、３２０６、３２０８と
の間に配置された３つの熱電冷却器（ＴＥＣ）３２２８、３２３０、３２３２を示す。こ
れらのうちの１つであるＴＥＣ３２２８が図７３に見られる。各ＴＥＣは、ヒートポンプ
として機能して、電圧がＴＥＣの両端に印加された場合、外面に所望の温度を維持するよ
うに構成される。ＴＥＣは、特に比例積分微分（ＰＩＤ）コントローラ等の適したコント
ローラを使用して、安定状態温度に設定し得る。ＴＥＣは、ペルチエ効果、ゼーベック効
果、および／またはトムソン効果等の周知の熱電原理（例えば、電流が熱伝達と結合され
る）に従って動作する。ＴＥＣは、例えば、ＴＥＣを通る電流を反転させることにより、
温度勾配に従うか、または温度勾配に逆らういずれかの方向に（すなわち、特定の熱循環
要素にまたはその要素から）熱を伝達するように構成し得る。したがって、ＴＥＣを使用
して、加熱を意図される要素の加熱の加速もしくは強化、冷却を意図される要素の冷却の
加速もしくは強化等を行い、各温度領域をおおよそ異なる所望の温度に維持し得る。適し
たＴＥＣとしては、ＲＭＴ　Ｌｔｄ．（Ｍｏｓｃｏｗ、Ｒｕｓｓｉａ）から入手可能なＴ
ＥＣが挙げられる。
【０５７６】
　そして、各ＴＥＣは、図７３および図７７に見られるように、一対の熱伝導性を有し、
機械的に順応性を有するパッド３２３４の間に挟み得る。パッド３２３４は、コア３２０
２の外面および内部セグメント３２０４、３２０６、３２０８の内面の表面の凸凹による
破損からＴＥＣを保護するように構成し得る。代替または追加として、パッド３２３４は
、ＴＥＣに対する潜在的に有害な剪断応力の可能性を最低限に抑えるように構成し得る。
適したパッドとしては、Ｂｅｒｇｑｕｉｓｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｃｈａｎｈａｓｓｅｎ、
Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）から入手可能なガラス繊維強化ギャップパッドが挙げられる。
【０５７７】
　図７８は、コア３２０２、ＴＥＣ３２２８、３２３０、３２３２、内部セグメント３２
０８、３２０６、３２０４、および管３２１８の相対配置を示す概略断面図である。ここ
で、コア、ＴＥＣ、および内部セグメントは集合的に、内部セグメントの外面３２３６、
３２３８、３２４０のそれぞれを任意の所望の温度に維持して、組み立てられた内部セグ
メントの円柱周面に螺旋状に配置された管を通る流体内のＰＣＲ反応を促進するように構
成される。図７８は、図７７に示される上面図を図７７の線Ｃに沿って切断し、代表的な
線形構成に「広げ」て示されたものとして考えることができる。図７８は、連続して変形
して、これら図を位相的に等しくする（同相にする）ことにより、図７７から得られ、図
７８を単に、図７７に示される構成要素の配置を視覚化する代替の方法として見ることが
できることを意味する。
【０５７８】
　ＴＥＣ３２２８、３２３０、および３２３２は、図７８に示されるように、ＰＣＲの異
なる段階に対応する様々な温度に内部セグメントの外面３２３６、３２３８、３２４０の
それぞれを維持するように構成される。管３２１８が外面３２３６、３２３８、３２４０
に熱的に接触するため、管３２１８内の任意の流体の温度もＴＥＣを介して制御し得る。
特に、外面３２３６は、ＤＮＡを溶解（または変性）するのに適した温度Ｔｍｅｌｔに維
持され、外面３２３８は、１本鎖ＤＮＡ鋳型にプライマを結合するのに適した温度Ｔａｎ

ｎｅａｌに維持され、外面３２４０は、ＤＮＡポリメラーゼを使用して新しい相補的なＤ
ＮＡ鎖を合成するのに適した温度Ｔｅｘｔｅｎｄに維持される。
【０５７９】
　ＴＥＣ３２２８、３２３０、３２３２は、電気信号に対して比較的高速に応答し、外面
３２３６、３２３８、３２４０に望ましい温度を比較的正確に維持できるように独立して
制御可能である。これは、外面の温度を監視し、リアルタイムのフィードバック信号をＴ
ＥＣに提供する温度センサにより促進し得る。様々な温度の維持は、図７７および図７８
の両方に見られる、内部セグメント間のギャップ３２４２、３２４４、および３２４６に
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よっても促進される。この例では単に空気が充填されたこれらギャップは、隣接する内部
セグメント間に絶縁を提供して、内部セグメントを互いに良好に断熱した状態に保つのに
役立つ。他の実施形態では、ギャップは他の材料で充填し得る。
【０５８０】
　図７９は、熱循環機の内部セグメントのうちの２つの間の界面に広がる、図７５の溝３
２１６および管３２１８の中央部を拡大した等角投影図である。図７９に示される溝の特
徴は、図７６の溝３２１６’内にも存在する。特に、溝３２１６および３２１６’は、各
内部セグメント３２０４、３２０６、３２０８の周面に配置された傾斜縁部輪郭３２４８
を含む。縁部輪郭３２４８は、潜在的な位置合わせずれによる湾曲からの応力下にある管
の破断点になる恐れがある先鋭な縁部を含まないため、内部セグメントのうちの２つの互
いに対する位置合わせがわずかにずれている場合であっても、管で内部セグメントの周囲
を包めるようにする。
【０５８１】
　この例での内部セグメントの構成により、図７８が概略的に示すように、各内部セグメ
ント３２０４、３２０６、３２０８がその他の内部セグメントから実質的に断熱されるこ
とが提供される。この例示的な構成では、セグメント間の熱伝導が比較的わずかであるた
め、これは、様々な温度領域の熱的接触がより大きなシステムよりも優れた利点を有する
。なお存在する伝導の一原因は、ある内部セグメントから次の内部セグメントに渡る流体
および流体管を介しての伝導であるが、後述するように、温度不均一性に対するこの伝導
の影響は一般的に小さい。
【０５８２】
　図８０は、この例により構成された２つの内部セグメントの界面付近の平均流体速度の
関数としての実際に測定される温度と弧長との関係を示す。特に、温度不均一性に対する
流体熱伝導の影響は一般に、流速が比較的高い場合であっても、内部セグメントの界面か
ら千分の数ラジアン以内でごくわずかになる。システム内での循環回数は、ソフトウェア
変更またはハードウェア変更（例えば、ポンプ設定、ドラム半径、各セグメントの弧長（
所与のセグメントまたはゾーンでの時間長がそのセグメントの弧長に比例するため）、毛
管内径等）のいずれかを通して流速を変更することにより動的に調整することができる。
【０５８３】
　図７３および図７７のそれぞれは、ＴＥＣ３２２８、３２３０、３２３２の取り付けシ
ステムの態様を示す。ここでは、上述したように、１つのＴＥＣが、コア３２０２と各内
部セグメント３２０４、３２０６、３２０８との間に取り付けられる。各内部セグメント
をコアに取り付ける際の位置正確性を得るために、位置特定ピン３２５０が、コアと内部
セグメントの１つの両方に取り付けられて、各セグメントをコアに対して精密に位置合わ
せするように構成される。さらに、位置特定ピンの存在により、剪断力がＴＥＣに対して
作用し、潜在的にＴＥＣを破損させる可能性が低減するはずである。位置特定ピンは、内
部セグメントおよびコアの両方に配置される相補的なピン開口部３２５２内に嵌る。図７
３の例示的な実施形態では、単一の位置特定ピンがコアの一端部（図７３の上端部）に位
置決めされ、２つの位置特定ピンがコアの他端部（図７３の下端部）に位置決めされる。
【０５８４】
　図７３は、内部セグメントをコアに取り付けるように構成されたボルト３２５４および
ワッシャ３２５６も示す。ボルトは一般に、ＴＥＣがコアと内部セグメントとの間に残す
熱伝導路がごくわずかになるように、低い熱伝導性を有するように選択される。例えば、
ボルトは、耐熱性プラスチックまたは熱伝導性が比較的低い金属から構築して、望ましく
ない熱伝導を回避し得る。ワッシャは、各内部セグメントをコアに対して締め付ける既知
の圧縮力を提供するように構成された、ベルビル型ワッシャ等の負荷補償ワッシャであり
得る。このボルト／ワッシャの組み合わせは、時間の経過に伴う緩みに耐えると共に、ボ
ルトおよびＴＥＣの両方に対して既知の応力を掛けることができ、熱循環機の長寿命化に
繋がる。
【０５８５】
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［Ｂ．選択された実施形態２］
　様々な変更および／または追加を本開示による図７３～図８０の例示的な実施形態に対
して行い得る。例えば、「ホットスタート」機構を追加して、高温ＰＣＲ起動ステップを
促進し得る。図８１は、ギャップ３２６０により熱循環機の残りの部分から隔てられたホ
ットスタート領域３２５８を含む例示的な熱循環機３２００’の中央部（すなわち、他の
セグメントは図示せず）を示す。ホットスタート領域は、内部セグメントと同じように流
体管を受け入れるように構成されるが、ギャップ３２６０により内部セグメントから隔て
られて、ホットスタート領域と熱循環機のその他の部分との間での不要な熱伝導を回避す
る。別個のコア部（図示せず）が、領域３２５８を、通常は９５℃～９８℃の範囲である
相対的に高い活性化温度まで加熱して、非特異性または早期のＰＣＲ増幅を低減するため
に使用された任意のポリメラーゼ阻害剤を解離するように構成し得る。
【０５８６】
　ホットスタート領域３２５８ならびにホットスタート領域３２５８に関連するギャップ
およびコア部を別として、全体が３２６２で示される熱循環機３２００’の残りの部分は
、上述した熱循環機３２００と同様の構造を有し得る。あるいは、熱電コントローラに代
えて、熱循環機３２００’は、熱循環機の様々な温度領域３２６３、３２６５、３２６７
を加熱する複数の抵抗性セクションヒータ（図示せず）で囲まれた空気コアを含み得る。
これら領域は、絶縁基部３２７３内に延びて、温度領域の互いに熱的分離に役立つ絶縁ギ
ャップ３２６９、３２７１で隔て得る。絶縁ギャップを含む基部の構成は、異なる温度領
域間の熱伝導性を調整するように変更することができる。
【０５８７】
［Ｃ．選択された実施形態３］
　本下位項では、本開示の態様による様々な代替の例示的な熱循環機３２０２ａ～ｈを説
明する：図８２～図８９参照。
【０５８８】
　図８２～図８９は、熱循環機の上面図を示す概略図である。これら図は、図７８のよう
に、三次元円柱形熱循環ユニットに対応し、三次元円柱形熱循環ユニットに位相的に等し
い。各熱循環機は、ＰＣＲを受けている試料を搬送するために流体管３２１８ａ～ｈと熱
的に接触した３つの内部（例えば、溶解、結合、および伸長）セグメント３２０４ａ～ｈ
、３２０６ａ～ｈ、３２０８ａ～ｈを含む。そして、各セグメントは、熱をセグメントに
伝える各（例えば、溶解、結合、および伸長）加熱要素３２５２ａ～ｈ、３２５４ａ～ｈ
、３２５６ａ～ｈ（垂直な棒で示される）に熱的に接触し得る（または場合により接触し
なくてもよい）。セグメントは、１つもしくは複数のＴＥＣ（断面線で示される）、１つ
もしくは複数の熱伝導層（点描で示される）、１つもしくは複数の断熱層（一点鎖線断面
線で示される）、および／または１つもしくは複数の加熱もしくは非加熱コア（断面線も
しくは点描のそれぞれで示される）とも直接または間接的に接触し得る。熱循環機のこれ
らおよび他の構成要素は、異なるセグメントひいては関連付けられた流体管およびＰＣＲ
試料の絶対温度および相対温度を確立し、維持し、かつ／または変更するように選択し、
最初にかつ／または動的に調整し得る。特に、構成要素は、他のコア構成要素（流体管お
よびそれに関連付けられた流体）を通しての伝導ならびに／あるいは環境との対流を介し
てセグメントに追加されるか、またはセグメントから除去される熱を考慮することにより
、温度目標を達成するように選択し、かつ／または調整し得る。特に、ＴＥＣが存在する
場合、ＴＥＣは、セグメントへまたはセグメントから熱を伝導して、関連付けられたセグ
メント温度ひいては関連付けられた反応温度に対するより高速かつ精密な制御を促進し得
る。
【０５８９】
　図８２は第１の代替の熱循環機３２００ａを示す。この実施形態では、溶解セグメント
３２０４ａ、結合セグメント３２０６ａ、および伸長セグメント３２０８ａは、各断熱層
３２６４、３２６６、３２６８を介して共通の非加熱（例えば、プラスチックブロック）
コア３２６０に熱的に接触される。断熱層（および本項の他の箇所において説明される断
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熱層）は独立して、同じまたは異なる材料から、同じまたは異なる寸法で、層が同じまた
は異なる熱伝導性を有し得るように製造し得る。例えば、この実施形態では、溶解セグメ
ントおよび伸長セグメントの断熱層は、同じで材料から同じ厚さで製造し得るが、その一
方で、結合セグメントの断熱層は異なる材料から異なる厚さで製造し得る。ＰＣＲを行う
ための熱は、加熱要素３２５４ａ、３２５６ａ、３２５８ａによりセグメントに供給され
る。この実施形態は、特に構成が単純であり、比較的少数の大半は受動的な構成要素を有
する。しかし、本実施形態は、その他の特定の実施形態ほどの柔軟性および応答性を有さ
ない。
【０５９０】
　図８３は第２の代替の熱循環機３２００ｂを示す。この実施形態では、溶解セグメント
３２０４ｂ、結合セグメント３２０６ｂ、および伸長セグメント３２０８ｂは、共通の加
熱（例えば、銅）コア３２７０に熱的に接触する。しかし、セグメントとコアとの間に各
断熱層３２７４、３２７６、３２７８（各セグメントに１つずつ）、共通熱伝導体３２８
０（３つすべての断熱層に接触する）、および共通のＴＥＣ３２８２（共通の熱伝導体お
よび共通の加熱コアに接触する）が配置されて、直接的な接触が回避される。ＰＣＲを行
うための熱は、加熱要素３２５４ｂ、３２５６ｂ、３２５８ｂならびに共通コアによりセ
グメントに供給される。ＴＥＣを使用して、介在する断熱層および伝導層を横切って内部
セグメントおよび加熱コアに、およびこれらから熱を伝導して、セグメントの温度を上下
に調整し得る。
【０５９１】
　図８４は第３の代替の熱循環機３２００ｃを示す。この実施形態では、溶解セグメント
３２０４ｃおよび伸長セグメント３２０８ｃは、各断熱層３２９４、３２９８を介して共
通の非加熱コア３２９０に熱的に接触するが、結合セグメント３２０６ｃは、専用介在Ｔ
ＥＣ３２９６を介して加熱コア３３００に熱的に接触する。この構成は実質的に、結合セ
グメントを溶融および伸長の各セグメントから断熱し、加熱要素３２５６ｃ、加熱コア３
３００、およびＴＥＣを介して結合セグメントの温度を相対的に高速に変更できるように
する。非加熱コア３２８４を通して熱的に接続された溶融および伸長の各セグメントの温
度は、加熱要素３２５４ｃ、３２５８ｃ（加熱）および非加熱コアへの対流（除熱）を介
して変更し得る。
【０５９２】
　図８５は第４の代替の熱循環機３２００ｄを示す。この実施形態では、熱循環機３２０
０ｃ（図８４から）は、ＴＥＣ３３０４を介在して共通の加熱コア３３０２にさらに結合
され、ＴＥＣ層を介して溶解および伸長の各セグメントの温度に対するフィードバックお
よび制御を向上させ得る。
【０５９３】
　図８６は第５の代替の熱循環機３２００ｅを示す。この実施形態では、溶解セグメント
３２０４ｅ、結合セグメント３２０６ｅ、および伸長セグメント３２０８ｅは、専用介在
層３３１４、３３１８（溶融および伸長の各セグメントの場合）を介して、または専用Ｔ
ＥＣ層３３１６（結合層の場合）を介して共通の加熱コア３３１０に熱的に接触する。こ
の構成では、加熱要素３２５４ｅ、３２５８ｅを介して溶解および伸長の各セグメントの
温度に対する制御手段をなお提供しながら、加熱要素３２５６ｅおよびＴＥＣの組み合わ
せを介して結合セグメントの温度に対する相対的に高速のフィードバックおよび制御が可
能である。
【０５９４】
　図８７は第６の代替の熱循環機３２００ｆを示す。図８６の熱循環機３２００ｅと同様
であるこの実施形態では、共通の伝導層３３２０および共通のＴＥＣ３３２２が、セグメ
ントを加熱コア３３２３の全体から隔てる。ＴＥＣは、伝導層を通して結合セグメントに
熱的に接触する一方で、ＴＥＣは、溶解セグメントおよび伸長セグメントの両方から伝導
層および専用断熱層３３２４、３３２８により隔てられる。
【０５９５】
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　図８８は第７の代替の熱循環機３２００ｇを示す。この実施形態では、溶解セグメント
３２０４ｇ、結合セグメント３２０６ｇ、および伸長セグメント３２０８ｇのそれぞれは
、専用介在ＴＥＣ３３４４、３３４６、３３４８を介して各加熱コア３３３４、３３３６
、３３３８に熱的に接触する（合計で３つのセグメントに対して、３つの加熱コアおよび
３つのＴＥＣ）。この実施形態は、各内部セグメントの温度に対する高速のフィードバッ
クおよび別個の制御を提供する。特に、各セグメントは、２つの専用ソースから、または
２つの専用シンクに熱を伝導できるように、専用加熱要素および専用加熱コアに独立して
熱的に接触する。しかし、この実施形態はより複雑であり、各ＴＥＣにコントローラを必
要とする。
【０５９６】
　図８９は第８の代替の熱循環機３２００ｈを示す。この実施形態では、加熱コア３３５
４の単一の部分が、ＴＥＣ３３５８によりセグメントから隔てられて、熱循環機の１つの
内部セグメント（例えば、伸長セグメント３２０８ｈ）の内部に位置合わせされる。そし
て、伸長セグメントは、第２のＴＥＣ３３６４により内部セグメントから隔てられた非加
熱伝導体３３６２を介して隣接する内部セグメント（例えば、結合セグメント３２０６ｈ
）に熱的に接触する。そして、結合セグメントは、第３のＴＥＣ３３７０により内部セグ
メントから隔てられた別の非加熱伝導体３３６８を介して隣接する内部セグメント（例え
ば、溶解セグメント３２０４ｈ）と熱的に接触する。したがって、コア部分３３５４は、
すべてのＴＥＣに対して熱源またはヒートシンクとして利用可能なままである。
【０５９７】
［Ｄ．選択された実施形態４］
　この実施例では、冷却機構および保護筐体等の他の構成要素も含む機器内部に配置され
た熱循環機を説明する：図９０参照。
【０５９８】
　図９０は、組立体の様々な段階での例示的な熱循環機器３４００を全体的に示す。機器
３４００は、上述した熱循環機３２００と略同様であるが、一般に、前の実施例において
説明した任意の熱循環機の１つまたは複数の特徴を含む様々な形態をとり得る、全体が３
４０２で示される熱循環機を含む。機器は、後述するように、前板、接続ポート、ヒート
シンク、冷却ファン、および／または筐体等の追加の構成要素も含み得る。
【０５９９】
　前板３４０４が、前板の中央開口部３４０８および熱循環機の相補的な開口部を通る複
数の固定具３４０６を使用して熱循環機に取り付けられる。前板は、熱循環機を外部空気
流から分離し、したがって、ユニット内部の被制御温度ゾーンを維持するのに役立つ。
【０６００】
　接続ポート３４１２が、前板に取り付けられ、電力を機器に供給し、機器により得られ
たセンサ情報を受信するように構成される。したがって、接続ポートは、機器外部から電
力を受け取り、その電力を機器に送り、機器内部からセンサ信号を受信し、その信号を機
器外部に送信するように構成される。電力およびセンサ信号の伝送は、機器の内外部に配
置された適した接続線またはケーブル（図示せず）を通して達成し得る。
【０６０１】
　ヒートシンク３４１４および冷却ファン３４１６は、まとめて冷却機構３４１８と呼ば
れ、熱循環機の前板とは逆側に取り付けられて示される。冷却機構３４１８のうちの一方
または両方の構成要素は一般に、ボルト、ピン、および／またはネジ等の適した固定具を
使用して熱循環機に取り付けられる。図９０では、ヒートシンク３４１４は熱循環機に直
接接続され、冷却ファン３４１６はヒートシンクに取り付けられる。ヒートシンク３４１
４は中央開口部３４２０を含み、中央開口部３４２０は、中心長手軸（図７３、図７４、
および図７７参照）を定義する熱循環機コアの中央開口部と位置合わせされる。これら位
置合わせされた開口部は、熱の熱循環機３４０２の中央（軸方向）部分からヒートシンク
内への伝達を促進させる。ヒートシンクはまた、熱循環機からの過度の熱の伝導を促進す
るために、比較的熱伝導性を有する材料で形成し得、熱循環機からの熱の伝導を促進する
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ために対流フィン３４２４を含む。
【０６０２】
　冷却ファン３４１６は、ヒートシンクのフィン３４２４および開口部３４２０を通して
冷却空気を送風して、ヒートシンクから伝達される対流熱を増大させるように構成される
。ファン３４１６からの空気は、ヒートシンクを通して熱循環機３４０２の中央開口部内
にも流れ、または方向付けて、熱循環機内に対流を提供する。冷却ファンから熱循環機へ
の空気の伝送を促進するために、バッフル、傾斜壁、または傾斜フィン（図示せず）等の
専用の構造を設けてもよい。
【０６０３】
　熱循環機３４０２および冷却機構３４１８は、全体が３４２６で示される外部筐体内に
取り付けられる。筐体３４２６は、熱循環機および冷却機構の様々な部分に適合するよう
に構成されると共に、一緒に組み合わせられて、前板３４０４と整合して筐体３４２６を
形成するようにさらに構成されるいくつかの離散部３４２８、３４３０、３４３２、３４
３４を含み得る。筐体３４２６の様々な離散部および前板は集合的に、外部空気流および
熱循環機内の温度変更の非制御に繋がる恐れがある他の要因から熱循環機を防護するよう
に構成される。
【０６０４】
［Ｅ．選択された実施形態５］
　この実施例では、本開示の態様による、長さに沿ってサイズおよび／または数が変更さ
れる温度領域を有する例示的な熱循環機を説明する：図９１および図９２参照。
【０６０５】
　図９１は、異なる温度領域をそれぞれ画定する３つの接続されたセグメント３４５２、
３４５４、３４５６を有する、全体が３４５０で示された例示的な熱循環機の部分の側面
図を示す。セグメント３４５２、３４５４、３４５６は、共通のコアを介して、またはセ
グメント間に配置される図示されていない材料（通常、断熱材料）を通して接続し得る。
セグメント３４５２、３４５４、３４５６は、熱循環機３４５０の内部セグメントが集合
的に、図９１が示すような概して切頭円錐形をなすように、熱循環機の長さに沿って（す
なわち、長手軸に沿って）傾斜する。したがって、熱循環機３４５０の外側を包む流体管
３４５８の各巻きは、図９１の上から下に漸次的に短くなり、管が辿る螺旋経路の長さは
、連続した循環にわたって短くなる。流体が均一速度で管３４５８を通して流れると仮定
すると、管内の流体がセグメント３４５２および３４５６により画定される温度領域内で
過ごす時間は漸次的に短くなる。他方、セグメント３４５４は略一定の幅を有するため、
ここでも流体が均一速度で流れると仮定すると、管３４５８内を流れる流体が、連続した
循環毎に対応する温度領域内で過ごす時間量は略一定である。
【０６０６】
　図９１に示される熱循環機は、例えば、熱循環機の動作を相対的に長い持続時間の循環
で開始し、続けて循環の持続時間を低減させて、熱循環プロセス全体を加速させることが
望ましい場合に有用であり得る。ＰＣＲ等の用途では、連続した熱循環毎に、標的分子を
複製する効率の重要性が徐々に低減するため、これが当てはまり得る。例えば、単一の標
的分子が、最初の循環中に複製に失敗し、次に、続く１９回の循環中に完全な効率で複製
した場合、２０回の循環後の結果は２１９個の標的分子になる。しかし、単一の標的分子
が最初の１９回の循環で完全な効率で複製したが、２０回目の循環中に１個の分子が複製
に失敗した場合、２０回の循環後の結果は（２２０－１）固の標的分子になる。
【０６０７】
　切頭円錐形の他に、多くの他の熱循環機構成を使用して、熱循環機の様々な温度領域を
通る試料流体の通過時間に影響を及ぼすことができる。例えば、様々な温度領域のサイズ
を、円柱形熱循環機の半径を離散段階で順次低減することにより、離散段階で低減し得る
。一般に、流体管の連続した巻きが辿る路長を変更することになる任意の構成が、熱循環
プロセス全体の課程にわたり所望の各温度で流体が過ごす時間を変更するために適し得る
。
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【０６０８】
　図９２は、本開示の態様による、熱循環機の長さに沿って数が変化する温度領域を有す
る、全体が３５００で示される例示的な熱循環機のうちの部分の側面図を示す。特に、熱
循環機３５００は、別個の温度領域を画定するようにそれぞれ構成される複数の内部セグ
メント３５０２、３５０４、３５０６、３５０８、３５１０を含む。これらセグメントは
、任意の適した様式で共通のコア（図示せず）に取り付けてもよく、または一緒に接合し
てもよく、空気または他の任意の適した媒体、通常は断熱材料で隔て得る。セグメント間
にギャップがある場合、そのギャップは、長手方向および接線方向の両方において所望の
温度プロファイルを生成する任意の選択された幅を有し得る。図９２に示すように、複数
の内部セグメントは、長手軸に沿って異なる位置でコアに取り付けられた異なる数の内部
セグメントを含む。
【０６０９】
　流体管３５２０を通って移動する流体は、セグメント３５０２により画定される単一の
みの温度領域を有する熱循環機の第１の部分３５１２に直面する。続けて、流体は、セグ
メント３５０４、３５０６、および３５０８により画定される３つの温度領域を有する熱
循環機の第２の部分３５１４に直面する。次に、流体は、セグメント３５０４、３５０８
により画定される２つの温度領域を有する熱循環機の第３の部分３５１６に直面し、最後
に、セクション３５１０により画定される単一の温度領域を有する熱循環機の第４の部分
３５１８に直面する。
【０６１０】
　部分３５１２、３５１４、３５１６、および３５１８に対する代替または追加として、
任意の所望の数の長手方向部分を熱循環機内に含めて、流体が熱循環プロセスを通して進
む際に流体が直面する温度領域数を変更し得る。さらに、本質的に任意の数の温度領域に
直面するように流体管の特定の巻きを構成し得るように、任意の所望の数の接線方向セグ
メントを各長手方向部分内に含め得る。熱循環機３５００の特徴を図９１に示される熱循
環機３４５０の特徴と組み合わせることにより、略あらゆる時間的温度プロファイルを移
動流体に提供するように熱循環機を構築することができ、それにより、開示される熱循環
機は広範囲の用途に適する。
【０６１１】
［Ｆ．選択された実施形態６］
　この実施例では、本開示の態様による、熱循環機の様々な追加の態様および行い得る変
形を説明する。
【０６１２】
　熱循環機について、熱循環機の加熱部の周面を略螺旋状に包む１本「鎖」の流体管を含
むものとして主に上述したが、多くの変形が可能である。例えば、２重鎖以上の管を設け
てもよく、様々なすべての鎖で熱循環機の部分を包んでもよい。場合によっては、鎖は、
互いに繰り返し交差するように何らかの様式で編んでもよく、または熱循環機の加熱部分
に、包む長さの略全長にわたって直接接触するようにすべての鎖を構成してもよい。さら
に、熱循環機の周囲を包むのではなく、熱循環機の加熱部分を通過するように、１つまた
は複数の管を構成し得る。例えば、加熱部分を管の周囲に鋳造、成形、または他の様式で
形成し得る。場合によっては、管が必要ないように、流体密閉チャネルをこのようにして
形成し得る。
【０６１３】
　場合によっては、動的に、または特定の流体が直面する循環回数に対するいくつかの異
なる選択肢を提供することにより、熱循環機器により提供される熱循環の回数を変更する
ことが望ましいであろう。熱循環回数の動的な変更は、例えば、熱循環機の周囲の流体管
の巻きを解くか、または追加的に流体管を巻くことにより提供し得る。循環回数の選択肢
は、例えば、機器の周囲に異なる回数で巻かれた複数の流体管を提供することにより、ま
たは特定の流体に対して循環を選択的に追加もしくは除去する各種選択肢の迂回機構（弁
を有する迂回管等）を作成することにより提供し得る。
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【０６１４】
　被加熱セグメントは一般に、断熱空気ギャップにより互いに隔てられて示されるが、本
開示により、任意の所望の断熱材料を熱循環器の被加熱セグメント間に配置し得る。例え
ば、低密度ポリマーまたはシリカエーロゲルの使用により、断熱領域の熱伝導性の低減お
よび対流による熱伝導の低減の両方により、隣接セグメントの断熱の増大を提供し得る。
【０６１５】
　開示される熱循環器は、ＰＣＲ、他の任意の分子増幅プロセス、または試料が離散した
液滴を含むか否かに関わりなく、流体試料の循環的な温度変更を含む実際にあらゆるプロ
セスに使用し得る。例えば、試料分子を適したビードまたはペレット等のキャリアに結合
するなどにより、潜在的に標的を含む試料を液滴以外の離散単位に分離し得る。これら代
替のキャリアを背景油中に配置し、乳濁液中の液滴と殆ど同じように熱循環し得る。ある
いは、複数の熱循環器を同時に使用して、流体試料を多くの離散単位に分離せずに、異な
るバルク流体試料を並行して、または重複した順序で循環し得る。
【０６１６】
［Ｇ．選択された実施形態７］
　この実施例では、限定せずに、一続きの番号が付された文章として提示される、本開示
の態様による熱循環器の追加の態様を説明する。
【０６１７】
　１．試料含有流体を熱循環させて、標的分子増幅を促進する方法であって、（Ａ）試料
含有液滴の乳濁液を熱循環機器内に移送すること、（Ｂ）変性温度を乳濁液に提供するこ
と、（Ｃ）プライマ結合温度を乳濁液に提供すること、および（Ｄ）ポリメラーゼ伸長温
度を乳濁液に提供することを含み、変性温度を提供すること、プライマ結合温度を提供す
ること、およびポリメラーゼ伸長温度を提供することのそれぞれは、略螺旋形経路内で変
性温度領域、プライマ結合温度領域、およびポリメラーゼ伸長温度領域を通して乳濁液を
循環的に輸送することを含む、方法。
【０６１８】
　２．変性温度を乳濁液に提供する前に、略螺旋形経路内でホットスタート温度領域を通
して乳濁液を輸送することにより、ホットスタート温度を乳濁液に提供することをさらに
含む、段落１に記載の方法。
【０６１９】
　３．温度は、熱的コアと温度領域との間で熱を伝達するように構成された熱電冷却器を
使用して提供される、段落１に記載の方法。
【０６２０】
　４．螺旋形経路の長さは連続した循環毎に低減する、段落１に記載の方法。
【０６２１】
　５．分子増幅を促進するように構成された熱循環システムであって、（Ａ）中心長手軸
を定義するコアと、（Ｂ）コアに取り付けられ、複数の温度領域を画定する複数の内部セ
グメントと、（Ｃ）各温度領域を異なる所望の温度におおよそ維持するように構成された
複数の加熱要素と、（Ｄ）温度領域を通して試料含有液滴の乳濁液を循環的に輸送するよ
うに構成された流体チャネルとを備える、システム。
【０６２２】
　６．内部セグメントに取り付けられた複数の外部セグメントをさらに備え、流体チャネ
ルは内部セグメントと外部セグメントとの間に配置される、段落５に記載のシステム。
【０６２３】
　７．流体チャネルは乳濁液を略螺旋形経路内で輸送するように構成される、段落５に記
載のシステム。
【０６２４】
　８．流体チャネルは、内部セグメントの周囲を包む流体管を含む、段落５に記載のシス
テム。
【０６２５】
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　９．流体管は、内部セグメントの周囲に略螺旋形経路を画定する内部セグメントの溝内
に配置される、段落８に記載のシステム。
【０６２６】
　１０．流体チャネルは内部セグメント内に配置される、段落５に記載のシステム。
【０６２７】
　１１．内部セグメントは外溝を含み、流体チャネルは、溝および内部セグメントの周囲
を包む流体密閉シートにより画定される、段落５に記載のシステム。
【０６２８】
　１２．コアは熱源およびヒートシンクとして構成され、加熱要素は、内部セグメントの
うちの１つとコアとの間に配置された少なくとも１つの熱電冷却器を含む、段落５に記載
のシステム。
【０６２９】
　１３．少なくとも１つの独立して制御可能な熱電冷却器が、各内部セグメントとコアと
の間に配置される、段落１２に記載のシステム。
【０６３０】
　１４．コアは、所望の温度のうちの２つの間にある動作温度に維持される、段落１２に
記載のシステム。
【０６３１】
　１５．少なくとも１つの熱電冷却器は、一対の熱伝導性および機械的順応性を有するパ
ッドの間に配置される、段落１２に記載のシステム。
【０６３２】
　１６．コアは加熱されず、コアと各内部セグメントとの間に断熱層をさらに備える、段
落５に記載のシステム。
【０６３３】
　１７．コアは複数のコア部分を含み、各コア部分は独立して、内部セグメントのうちの
１つに熱的に接触する、段落５に記載のシステム。
【０６３４】
　１８．各内部セグメントの少なくとも部分は、内部セグメントが集合的におおよそ切頭
円錐形をなすように、長手軸に沿って傾斜する、段落５に記載のシステム。
【０６３５】
　１９．複数の内部セグメントは、長手軸に沿って異なる位置でコアに取り付けられた異
なる数の内部セグメントを含む、段落５に記載のシステム。
【０６３６】
　２０．分子増幅を促進するように構成された熱循環機器であって、（Ａ）中心長手軸を
定義する中央開口部を含むコアと、（Ｂ）コアに取り付けられ、複数の温度領域を画定す
るように構成された複数の内部セグメントと、（Ｃ）各温度領域を異なる所望の温度にお
およそ維持するように構成された複数の加熱要素と、（Ｄ）温度領域を通して試料含有液
滴の乳濁液を循環的に輸送するように構成された流体チャネルと、（Ｅ）コアの中央開口
部と位置合わせされた中央開口部を含む熱伝導性ヒートシンクとを備える、機器。
【０６３７】
　２１．ヒートシンクの中央開口部およびコアの中央開口部を通して空気を送風するよう
に構成された冷却ファンをさらに備える、段落２０に記載の機器。
【０６３８】
　２２．液滴内で反応させる装置であって、（Ａ）非混和性キャリア流体内に配置された
液滴を生成する液滴生成器と、（Ｂ）それぞれ別個の温度に維持された少なくとも２つの
温度制御ゾーンを備えたヒータ組立体と、（Ｃ）液滴を液滴生成器から受け取り、温度制
御ゾーンを順に繰り返し横切るコイル状管と、（Ｄ）液滴が温度制御ゾーンにより循環的
に加熱・冷却されるように、コイル状管を通して液滴を移動させるポンプとを備える、装
置。
【０６３９】
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　２３．温度制御ゾーンのうちの少なくとも１つの別個の温度は、熱電冷却器により調整
される、段落２２に記載の装置。
【０６４０】
　２４．熱電冷却器と通信し、熱電冷却器に供給される電力を能動的に調整して、様々な
熱的負荷下で温度制御ゾーンのうちの少なくとも１つの設定点温度を維持するようにプロ
グラムされたコントローラをさらに備える、段落２２に記載の装置。
【０６４１】
　２５．一対の温度制御ゾーンは熱電冷却器により互いに熱的に結合する、段落２２に記
載の装置。
【０６４２】
　２６．熱電冷却器は一対の温度制御ゾーンの間に配置される、段落４に記載の装置。
【０６４３】
　２７．ヒータ組立体は熱伝導性コアを含み、各温度制御ゾーンは、熱伝導性コアから少
なくともおおよそ半径方向に配置される伝導セグメントを含む、段落２２に記載の装置。
【０６４４】
　２８．一対の温度制御ゾーンの各メンバの別個の温度は、各熱電冷却器により調整され
、ヒータ組立体は、各熱電冷却器に接続され、一対の温度制御ゾーンの別個の温度の中間
温度に維持される熱伝導性コアを含む、段落２２に記載の装置。
【０６４５】
　２９．管がヒータ組立体の周囲を複数回分の巻きで包む、段落２２に記載の装置。
【０６４６】
　３０．ヒータ組立体は、熱伝導性コアおよび熱伝導性コアに結合された加熱要素を含む
、段落２２に記載の装置。
【０６４７】
　３１．ヒータ組立体は、３つ以上のそれぞれ別個の温度に維持された少なくとも３つの
温度制御ゾーンを備え、コイル状管は複数の巻きを含み、各巻きは、少なくとも３つの温
度制御ゾーンのそれぞれに熱的に結合する、段落２２に記載の装置。
【０６４８】
　３２．コイル状管の２つ以上の巻きは、各巻き上で同じ角度範囲位置において同じ温度
制御ゾーンに熱的に結合する、段落３１に記載の装置。
【０６４９】
　３３．温度制御ゾーンを順次、繰り返して横切る１本または複数本の他の離散したコイ
ル状管をさらに備える、段落２２に記載の装置。
【０６５０】
　３４．少なくとも１本の他のコイル状管はコイル状管に交えられる、段落３３に記載の
装置。
【０６５１】
　３５．事前定義された温置温度に維持された少なくとも１つの熱制御温置領域をさらに
備え、温置領域は温度制御ゾーンから上流に配置され、それにより、温度制御ゾーンによ
り循環的に加熱・冷却される前に、管を通って流れる液滴の温度を少なくとも実質的に温
置温度まで到達させる、段落２２に記載の装置。
【０６５２】
　３６．温置領域への熱は、ヒータまたは熱電冷却器により供給される、段落３５に記載
の装置。
【０６５３】
　３７．液滴内で反応性させる装置であって、（Ａ）それぞれ別個の温度に維持される少
なくとも２つの温度制御ゾーンを含み、温度制御ゾーンのうちの少なくとも１つの温度は
熱電冷却器により調整される、ヒータ組立体と、（Ｂ）温度ゾーンを順次、繰り返して横
切るコイル状管と、（Ｃ）流体が温度制御ゾーンにより循環的に加熱・冷却されるように
、コイル状管を通して流体を流すポンプとを備える、装置。
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【０６５４】
　３８．一対の温度制御ゾーンは、熱電冷却器により互いに熱的に結合する、段落３７に
記載の装置。
【０６５５】
　３９．熱電冷却器は一対の温度制御ゾーンの間に配置される、段落３８に記載の装置。
【０６５６】
　４０．ヒータ組立体は熱伝導性コアを含み、各温度制御ゾーンは、熱伝導性コアから少
なくともおおよそ半径方向に配置される伝導セグメントを含む、段落３７に記載の装置。
【０６５７】
　４１．一対の温度制御ゾーンの各メンバの別個の温度は、各熱電冷却器により調整され
、ヒータ組立体は、各熱電冷却器に接続され、一対の温度制御ゾーンの別個の温度の中間
温度に維持される熱伝導性コアを含む、段落３７に記載の装置。
【０６５８】
　４２．管がヒータ組立体の周囲を複数回分の巻きで包む、段落３７に記載の装置。
【０６５９】
　４３．ヒータ組立体は、熱伝導性コアおよび熱伝導性コアに結合された加熱要素を含む
、段落４２に記載の装置。
【０６６０】
　４４．ヒータ組立体は、３つ以上のそれぞれ別個の温度に維持された少なくとも３つの
温度制御ゾーンを備え、コイル状管は複数の巻きを含み、各巻きは、少なくとも３つの温
度制御ゾーンのそれぞれに熱的に結合する、段落３７に記載の装置。
【０６６１】
　４５．コイル状管の２つ以上の巻きは、各巻き上で同じ角度範囲位置において同じ温度
制御ゾーンに熱的に結合する、段落４４に記載の装置。
【０６６２】
　４６．温度制御ゾーンを順次、繰り返して横切る１つまたは複数の他の離散したコイル
状管をさらに備える、段落３７に記載の装置。
【０６６３】
　４７．事前定義された温置温度に維持された少なくとも１つの熱制御温置領域をさらに
備え、温置領域は温度制御ゾーンから上流に配置され、それにより、温度制御ゾーンによ
り循環的に加熱・冷却される前に、管を通って流れる液滴の温度を少なくとも実質的に温
置温度まで到達させる、段落３７に記載の装置。
【０６６４】
　４８．温置領域への熱は、ヒータまたは熱電冷却器により供給される、段落４７に記載
の装置。
【０６６５】
　４９．核酸解析方法であって、（Ａ）非混和性キャリア流体内に配置された液滴を生成
することであって、各液滴は、核酸標的が液滴内に存在する場合、核酸標的を増幅可能な
増幅な増幅反応内に配置される試料の分割物を含む、生成すること、（Ｂ）２つ以上の温
度制御ゾーンを順次、繰り返して横切るコイル状管に液滴を通して、核酸標的の増幅を促
進する条件下で液滴を熱的に循環させること、（Ｃ）液滴のうちの１つまたは複数から１
つまたは複数の信号を検出すること、（Ｄ）信号に基づいて試料内の核酸標的の存在を特
定することを含む、方法。
【０６６６】
　５０．少なくとも１つの略螺旋形の巻きで複数の温度制御領域を横切るコイル状管を備
える熱循環装置であって、各領域は少なくとも、第１の温度に維持された第１のゾーンお
よび第２の温度に維持された第２のゾーンを含み、それにより、管を通って流れる非混和
性キャリア流体内の１つまたは複数の液滴の温度を第１の温度と第２の温度との間で循環
させる、装置。
【０６６７】
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　５１．複数の領域は２～５０の領域を含む、段落５０に記載の装置。
【０６６８】
　５２．温度制御ゾーンのうちの少なくとも１つの温度は、熱電コントローラにより調整
される、段落５０に記載の装置。
【０６６９】
　５３．少なくとも２つの温度制御ゾーンは、熱電コントローラにより隔てられる、段落
５２に記載の装置。
【０６７０】
　５４．第１の温度制御ゾーンの温度は、第１の熱電コントローラにより調整され、第２
の温度制御ゾーンの温度は第２の熱電コントローラにより調整される、段落５０に記載の
装置。
【０６７１】
　５５．第１および第２の熱電コントローラは、共通の伝導体に接続され、共通の伝導体
は、第１および第２のゾーン温度の中間温度に維持される、段落５３に記載の装置。
【０６７２】
　５６．液滴は、水、塩、ＤＮＡ、ＲＮＡ、タンパク質、プリオン、蛍光染料、プローブ
、プライマ、界面活性剤試料、およびヌクレオチドのうちの少なくとも１つを含む、段落
５０に記載の装置。
【０６７３】
　５７．非混和性キャリア流体は、植物油、フルオロカーボン油、鉱物油、および界面活
性剤のうちの少なくとも１つを含む、段落５０に記載の装置。
【０６７４】
　５８．コイル状管は複数のループを備え、第１および第２の温度制御ゾーンはロープの
うちの少なくとも２つにわたって延び、それにより、管を通って流れる流体の温度を、各
ループの同じ相対的角度位置で第１の循環温度と第２の循環温度との間で循環させる、段
落５０に記載の装置。
【０６７５】
　５９．各巻きは複数の別個に制御される温度制御領域を備え、複数の領域のうちの任意
のメンバの第１および第２のゾーンのうちの任意のゾーンの温度は、同じ温度に維持する
ことができ、それにより、第１の温度に調整された巻きの角度部分および第２の温度に調
整された巻きの角度部分を独立した所定の値に設定できるようにする、段落５８に記載の
装置。
【０６７６】
　６０．コイル状管は、事前定義された温置温度に維持された少なくとも１つの熱制御温
置領域をさらに備え、温置領域は温度制御領域から上流に配置され、それにより、循環領
域に入る前に、管を通って流れる流体の温度を温置温度に到達させる、段落５０に記載の
装置。
【０６７７】
　６１．温置領域への熱は、熱電コントローラまたは抵抗性ヒータにより供給される、段
落６０に記載の装置。
【０６７８】
　６２．温度制御領域の温度を維持するための熱は、伝導、対流、放射、電気ヒータ、液
体循環ヒータ、送風機、白熱光源、レーザ、ＬＥＤ、およびマイクロ波のうちの少なくと
も１つにより提供される、段落５０に記載の装置。
【０６７９】
　６３．熱電コントローラは、以下の変更：管内への流体フローのオンオフ切り替え、管
内の流体の流量の変化、管内で交互に流れる油および液滴パケット、管内での洗浄液のプ
ラグの受け取り、管内の流体の濃度の変化、管内の流体の熱容量の変化、管内の流体の熱
伝導性の変化、および管内の流体の熱拡散率の変化のうちの少なくとも１つを含む、移流
熱流速の変更に起因して熱的負荷が変化する状況下で、略一定の温度を維持するように能



(106) JP 2012-503773 A 2012.2.9

10

20

30

40

50

動的に調整される、段落５２に記載の装置。
【０６８０】
　６４．連続フロー反応を行わせる装置であって、（Ａ）流体流入のための第１の開放端
部および流体流出のための第２の開放端部を有して、連続フローを可能にする少なくとも
１つの毛管と、（Ｂ）少なくとも２つの中実加熱ブロックであって、少なくとも１つの加
熱ブロックの温度は熱電コントローラにより制御される、少なくとも２つの中実加熱ブロ
ックとを備える、装置。
【０６８１】
　６５．少なくとも１つの加熱ブロックは抵抗ヒータにより制御される、段落６４に記載
の装置。
【０６８２】
　６６．加熱ブロックは互いに直接接触する、段落６４に記載の装置。
【０６８３】
　６７．加熱ブロックは異なる温度に維持される、段落６４に記載の装置。
【０６８４】
　６８．装置は３つの加熱ブロックを備え、第１の加熱ブロックは８５℃～９９℃の温度
に維持され、第２の加熱ブロックは５０℃～６５℃の温度に維持され、第３の加熱ブロッ
クは６０℃～８０℃の温度に維持される、段落６４に記載の装置。
【０６８５】
　６９．毛管は加熱ブロックの周囲に巻かれる、段落６４に記載の装置。
【０６８６】
　７０．毛管は加熱ブロックに順次繰り返して接触する、段落６４に記載の装置。
【０６８７】
　７１．毛管は各加熱ブロックに少なくとも２０回接触する、段落６４に記載の装置。
【０６８８】
　７２．連続フロー反応を行わせる装置であって、（Ａ）流体流入のための第１の開放端
部および流体流出のための第２の開放端部を有して、連続フローを可能にする少なくとも
１つの毛管と、（Ｂ）少なくとも２つの中実加熱ブロックであって、少なくとも１つの加
熱ブロックは、抵抗により加熱され、毛管は加熱ブロックの周囲に巻かれる、装置。
【０６８９】
　７３．高スループット核酸増幅を実行する装置であって、（Ａ）試料流路を、非混和性
流体を含む管に接続するオリフィスを備える微液滴生成器と、（Ｂ）流体流入のための第
１の開放端部および流体流出のための第２の開放端部を有して、連続フローを可能にする
少なくとも１つの毛管と、（Ｃ）複数の固定された加熱ブロックを有し、毛管が加熱ブロ
ックの周囲に巻かれ、加熱ブロックに順次接触する、熱循環装置とを備える、装置。
【０６９０】
［ＶＩ．検出］
　この項では、例えば、試料含有液滴を検出する例示的な検出システムを説明する。シス
テムは、液滴自体および／または液滴の内容物を感知または検出することを含み得る。液
滴自体の検出は、１つの液滴（もしくは複数の液滴）の有無ならびに／あるいは特にサイ
ズ（例えば、半径もしくは容量）、形状、種類、および／または凝集状態等の液滴の特徴
を特定することを含み得る。液滴の内容物の検出は、内容物の性質（例えば、液滴が試料
を含むか否か）ならびに／あるいは内容物の特徴（例えば、内容物がＰＣＲ等の反応を経
たか否か、そのような任意の反応の程度等）を特定することを含み得る。
【０６９１】
　液滴および液滴の内容物の両方が検出された場合、液滴および液滴の内容物の検出は、
任意の適した順序で独立して、または調整して実行し得る。例えば、検出は、逐次（一度
に１滴ずつ）、並行して、バッチ等で実行し得る。
【０６９２】
　液滴および液滴の内容物の検出は、所望の情報をもたらすことが可能な、または所望の
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情報をもたらすために処理可能な任意の技法または機構を使用して実行し得る。これら機
構は、特に、光学技法（例えば、吸収、伝送、反射、散乱、複屈折、二色性、蛍光、りん
光等）、電気技法（例えば、静電容量）、および／または音響技法（例えば、超音波）を
含み得る。そして、蛍光技法は特に、蛍光強度、蛍光偏光（または蛍光異方性）（ＦＰ）
、蛍光相関分光法（ＦＣＳ）、光退色後の蛍光回復（ＦＲＡＰ）、全反射蛍光（ＴＩＲＦ
）、蛍光共鳴エネルギー移動（ＦＲＥＴ）、蛍光寿命、および／または蛍光撮像を含み得
る。
【０６９３】
　この項の残りの部分では、液滴センサおよび反応センサを含む例示的な検出システムを
説明する。これら例示的なシステムでは、他の手法の中でも特に、液滴センサは、散乱光
を生成し検出し得、反応センサは特に、蛍光を生成し検出し得る。便宜上、これらシステ
ムをＰＣＲ反応の文脈の中で説明するが、技法はより一般的に、検出可能な信号を生成可
能であるか、または生成するように変更可能な生化学反応等の任意の反応に適用される。
【０６９４】
　例示的なＰＣＲ分析（または他の核酸増幅分析）では、試料はまず、液滴内の試薬と組
み合わせられ、次に、液滴を熱循環させ、ＰＣＲを誘導する。次に、液滴の蛍光性を測定
し、１つまたは複数の標的ヌクレオチド配列を含む液滴がある場合には、その液滴を特定
することが望ましい。これは一般に、液滴に、増幅されたＰＣＲ標的配列に関連付けられ
た１つまたは複数の蛍光プローブから、蛍光または蛍光特性の変化を誘導するように選択
された波長の放射で照明することを含む。例えば、例示的な蛍光強度分析では、相対的に
大きな強度の蛍光性が検出される場合、これは、標的ヌクレオチドのＰＣＲ増幅が液敵内
で発生し、したがって、標的が試料のその部分に存在したことを示す。逆に、蛍光性が検
出されない場合、または検出される蛍光性強度が相対的に小さい場合、これは、標的ヌク
レオチドのＰＣＲ増幅が液滴内で発生せず、したがって、標的が試料のその部分に存在し
ない可能性が高いことを示す。他の蛍光に基づく実施形態では、反応の程度を、特に蛍光
偏光、エネルギー移動、および／または寿命を含む１つまたは複数の他の蛍光パラメータ
の低減および／またはそのような蛍光パラメータの変化に代えて、蛍光強度の低減から特
定することができる。
【０６９５】
　以下の実施例では、本発明の態様による例示的な特定の検出システムを説明する。追加
の関連する開示を、相互参照の下に上述し、参照により本明細書に援用される米国仮特許
出願、特に発明者としてＤｏｎａｌｄ　Ａ．Ｍａｓｑｕｅｌｉｅｒ、Ｋｅｖｉｎ　Ｄｅａ
ｎ　Ｎｅｓｓ、Ｂｅｎｊａｍｉｎ　Ｊ．Ｈｉｎｄｓｏｎ、およびＢｉｌｌｙ　Ｗ．Ｃｏｌ
ｓｔｏｎ，　Ｊｒ．の名前が挙げられている、「ＤＥＴＥＣＴＩＯＮ　ＳＹＳＴＥＭＳ　
ＦＯＲ　ＤＲＯＰＬＥＴ－ＢＡＳＥＤ　ＡＳＳＡＹＳ」と題する２００９年９月２１日に
出願された米国仮特許出願第６１／２７７２０３号明細書に見出し得る。
【０６９６】
［Ａ．実施例１：検出システム１］
　この実施例では、ＰＣＲ増幅プロセスが完了した後、各試料／試薬液滴の終点蛍光信号
の測定に基づく光学検出システムを説明する。この例示的なシステムは、定性的測定およ
び定量的測定の両方の実行に適する：図９３および図９４参照。
【０６９７】
　図９３は、全体が４２００で示されるサイトメトリー型光学検出システムを示す。用語
「サイトメトリー」は、検出システムが散乱放射および蛍光放射の両方を検出するように
構成されることを指す。検出システム４２００は、放射源４２０２、全体が４２０４で示
される伝送光学系、前方散乱検出器４２０６、および蛍光検出器４２０８を含む。前方散
乱検出器は、いくつかの実施形態では、特に、試料の側方または後方のそれぞれで検出さ
れる光を検出するように構成された側方散乱検出器および／または後方散乱検出器で置換
または補強し得る。同様に、蛍光検出器は、いくつかの実施形態では、特に、励起光に非
平行に（例えば、伝送光学系４２０４（そのような実施形態では、ダイクロイックまたは
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マルチダイクロイックビームスプリッタおよび適した励起・放射フィルタを含み得る）に
向かって後方）発せられた蛍光を検出するように構成されたエピ蛍光検出器で置換または
補強し得る。
【０６９８】
　試料含有液滴４２１０は、少なくともある程度のＰＣＲ熱循環をすでに受けており、全
体が４２１４で示される交差領域で放射源４２０２からの放射経路と交わる毛管または他
の同様の流体チャネル４２１２を通して移送される。収束レンズ等の光学要素４２１６を
交差領域４２１４と前方散乱検出器４２０６との間に配置して、散乱放射を散乱検出器上
に収束させ得る。同様に、光学要素４２１８を交差領域４２１４と蛍光検出器４２０８と
の間に配置して、蛍光放射を蛍光検出器上に収束させ得る。システムは、試料と検出器と
の間に動作可能に位置決めされ、検出器に届く直接（非散乱）励起放射（光）の量を低減
する遮蔽バー４２１９を含み得る。遮蔽バーは、ここでは光学要素４２１６の前に小さな
正方形の物体として示され、光学要素の背後に三角形の影４２１９ａを生み出し得る。こ
の装置は、検出器４２０６による通常の光線を散乱させた（小さな角度で）屈折率の変化
の検出を容易にする。
【０６９９】
　ソース４２０２からの放射は、液滴に直面した際に部分的に散乱し、散乱放射を使用し
て、液滴の１つまたは複数の性質を特定し得る。例えば、交差領域４２１４における液滴
の存在を示す散乱放射を散乱検出器４２０６により感知し、この情報を使用して、蛍光検
出器４２０８をアクティブ化し得、蛍光検出器４２０８は、このようにしてアクティブ化
されない場合（すなわち、液滴が交差領域に存在しない場合）には、システム内の電力を
節約するために非アクティブ化のままである。蛍光検出器が常時アクティブなままである
場合であっても、液滴の存在の検出は、他の目的のために有用であり得る。例えば、交差
領域を通過するいくつかの液滴が蛍光検出器により検出されない場合があるため（例えば
、液滴が反応生成物を含まない場合）、交差領域４２１４を通過する液滴の追跡が望まし
い場合がある。さらに、液滴の追跡により、背景雑音（すなわち、液滴がない状態で検出
器が受信する信号）を除去し、信号対雑音比を向上させることが可能であり得る。さらに
、後述するように、検出された液滴の様々な性質を、前方または側方散乱検出器４２０６
により感知されるデータから推定し得る。
【０７００】
　散乱検出器４２０６により検出される放射を使用して、検出された液滴のサイズ（また
は他の性質）を推測し得る。特に、交差領域４２１４内の液滴の存在を表す散乱事象の持
続時間の測定を、交差領域を通過する液滴の平均速度についての知識と組み合わせて使用
して、ソース４２０２からの入射放射方向に垂直な平面における液滴の幅を特定すること
ができる。幅がチャネル４２１４の直径未満の場合、液滴がチャネル４２１４の直径未満
の直径を有するおおよそ球形であると推測することができ、液滴の容量を計算することが
できる。他方、液滴の幅がチャネル４２１４の直径を超える場合、これは、液滴がチャネ
ルの壁に接触する可能性が高く、非球形であることを示す。しかし、それでもなお、チャ
ネルを通過する円柱体または他の同様の形状として液滴をモデリングすることにより、液
滴容量を推定し得る。後述するように、液滴容量の特定は、任意の対応する蛍光検出結果
を正規化するために有用であり得る。
【０７０１】
　場合によっては、ソース４２０２からの放射は、液滴に直面しない場合であっても、例
えば、流体界面または流体チャネル４２１２の壁等の部分的に反射する表面に直面したと
き、交差領域４２１４から散乱し得る。この種の散乱放射は一般に、液滴から散乱する放
射と異なる特性を有するため、一般に、単なる液滴散乱事象の背景として機能する。液滴
がない状態で散乱が発生するか否かは、後述するように、システム４２００の具体的な構
成に依存する。同様に、所望のサイズ範囲外の液滴が交差領域を通過する場合も散乱が生
じ得、そのような液滴から散乱した放射の特性を使用して、そのような液滴の後続処理に
影響を及ぼし得る。例えば、異常に小さいか、または異常に大きな液滴から受け取る蛍光
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信号を統計サンプルから除去して、統計精度を増大させ得る。いずれの場合でも、交差領
域４２１４を通過した後、放射源４２０２からの散乱放射および／または非散乱放射は、
前方散乱検出器４２０６に向けられる。
【０７０２】
　交差領域４２１４内の液滴により吸収されたソース４２０２からの放射は、蛍光放射の
放出を刺激し得、この放出を蛍光検出器４２０８により検出することができる。より詳細
には、液滴に当たった放射は、プローブの蛍光部分が消光分子から分離した場合のみ有意
に蛍光するように構成された、ＴＡＱＭＡＮプローブ等の蛍光プローブを励起し得る。こ
の分離または分割は通常、ポリメラーゼにより、プローブが結合された配列が複製された
場合のみ発生する。換言すれば、プローブは、標的ヌクレオチド配列がＰＣＲを通して増
幅した液滴のみ内で有意に蛍光する。したがって、放射源４２０２は一般に、試料内に存
在することが分かっている１つまたは複数のプローブからの蛍光放出を刺激する波長の放
射のみを発するように構成され、蛍光検出器４２０８は、そのように刺激される放射を検
出するように構成される。
【０７０３】
　放射源４２０２は、１つもしくは複数の所望の波長または波長帯の放射を送るのに適し
た任意の形態をとり得る。例えば、放射源４２０２は、４８８ナノメートル（ｎｍ）の波
長またはある他の所望の波長の略単色の光を発する、ダイオードレーザ等のレーザであり
得る。放射源４２０２は、単一の波長または複数の異なる波長の光を発する複数の別個の
レーザを含んでもよい。放射源４２０２のレーザのうちの１つまたは複数（またはすべて
）は、１つまたは複数の所望の班長の放射の指向光線を発するように構成された発光ダイ
オード（ＬＥＤ）等の代替の光源で置換し得る。さらに他の実施形態では、例えば、ハロ
ゲン灯からの白色照明を使用して、放射源を提供してもよい。
【０７０４】
　伝送光学系４２０４は、ソース４２０２からの放射の方向付け、収束、または他の様式
での望ましい影響を及ぼすのに適した任意の光学構成要素を含み得る。例えば、図９３に
示されるように、伝送光学系は、別の光学構成要素または交差領域４２１４に向けてなど
、所望の方向に入射放射を向けるようにそれぞれ構成された１つまたは複数のステアリン
グミラー４２２０を含み得る。図９３にまた示されるように、伝送光学系は、ソース４２
０２からの放射を交差領域４２１４上に収束させて、放射により生じる散乱および蛍光を
最大にするように構成された収束レンズ４２２２を含み得る。伝送光学系は、伝送路およ
び／またはソース４２０２から放射が交差領域４２１４に到達する前の放射の性質に影響
を及ぼす、アパーチャストップ、フィルタ、発散レンズ、整形ミラー等の追加の構成要素
をさらに含み得る。さらに、伝送光学系は、入射（励起）放射の性質を監視する機構をさ
らに含み得る（このおよび他の実施形態において）。例えば、伝送光学系は、入射放射の
部分を、入射光の強度を監視するフォトダイオード等の検出器４２２６に反射する部分ミ
ラー４２２４を含み得る。これにより、単に入射光の強度の変化を反映する変化について
、検出された散乱および蛍光を補正することができる。
【０７０５】
　前方散乱検出器４２０６は、上述したように、交差領域４２１４を通過する液滴から散
乱した放射を受け取り、検出するように構成される。検出器の所望のコストおよび／また
は感度に応じて、様々な種類の検出器が適し得る。感度が低減するおおよその順序では、
適し得る例示的な種類の散乱検出器としては、フォトダイオード、アバランシェフォトダ
イオード、マルチピクセル光子カウンタ、および光電子増倍管が挙げられる。通常、散乱
放射を散乱検出器４２０６に向けて再収束させるために使用される収束レンズである光学
要素４２１６が存在することで、検出器に入射する散乱放射の単位面積当たりの強度を増
大することにより、所与の用途に必要とされる前方散乱検出器の感度を低減し得る。
【０７０６】
　蛍光検出器４２０８は、液滴が交差領域４２１４を通過するとき、またはおおよそ通過
するときに液滴が発する蛍光放射を受け取り、検出するように構成される。所望のコスト
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および／または感度等の要因に応じて、フォトダイオード、アバランシェフォトダイオー
ド、マルチピクセル光子カウンタ、および光電子増倍管を含め、様々な種類の蛍光検出器
が適し得る。前方散乱器の場合と同様に、通常は収束レンズである光学要素４２１８を交
差領域４２１４と蛍光検出器４２０８との間に利用することで、検出器に入射する散乱放
射の単位面積当たりの強度を増大することにより、蛍光検出器に必要とされる感度を低減
し得る。
【０７０７】
　図９４は、蛍光検出器４２０８により行われた例示的な蛍光測定を示す。より詳細には
、図９４は、液滴からのＰＣＲ後の終点蛍光トレースを示し、各「ピーク」４２３０は、
交点４２１４を通って流れる個々の液滴が発する、検出された蛍光の強度を表す。図９４
が示すように、結果として生成されるヒストグラムを使用して、陰性信号と陽性信号とを
識別することができる。特に、点線４２３２で示されるように、図９４に示された各信号
をカットオフまたは閾値蛍光レベルと比較し得る。４２３４における例示的な信号につい
て示されるように、閾値レベルを超える信号は、ＰＣＲ増幅に関して、ひいては対応する
液滴内の標的ヌクレオチド配列の存在に関して陽性として解釈される。他方、閾値レベル
４２３２を下回る信号は陰性結果として解釈され、対応する液滴が標的を含まなかったこ
とを示す。
【０７０８】
　陰性信号の一例が４２３６に示され、この場合、検出された蛍光が閾値量を下回るのは
、液滴内の分割されない蛍光プローブの存在によるものである。上述したように、そのよ
うなプローブの蛍光は一般に、結合ポリメラーゼによる分割がない場合であっても完全に
は消光されない。４２３０における陽性ピークと陽性ピーク４２３４との信号電圧ピーク
高さに見られるような陽性信号の蛍光強度の差は、ＰＣＲ前に液滴内に元々存在した開始
核酸標的の量が異なること（例えば、１個の開始標的と２個の開始標的）を原因とするこ
とができる。開始標的量の異なる量の比はポアッソン統計により支配し得る。
【０７０９】
　通常、実行毎に数百～数百万個の液滴が解析される。いずれの場合でも、所望の数の信
号が蛍光検出器４２０８により検出された後、すなわち、所望の数の液滴が交差領域４２
１４を通過した後、陽性信号および陰性信号が計数され解析される。解析は通常、受信者
動作特性曲線およびポアッソン統計を使用して実行されて、標的の存在および標的の濃度
のそれぞれが特定される。ポアッソン統計を使用しての解析の実行は、すべての液滴を処
理する前に標的濃度の推定を与えるためにも実行することができる（すなわち、合計液滴
のサブセットが統計解析に使用される）。液滴の解析を項ＶＩＩにおいてさらに説明する
。
【０７１０】
［Ｂ．実施例２：光ファイバを使用する検出システム］
　この実施例では、ＰＣＲ後に試料／試薬液滴の終点蛍光信号を測定するように構成され
、照明放射が試料含有液滴の経路と交わる交差領域へ、かつ／または交差領域から放射を
伝送するために１つまたは複数の光ファイバを利用する蛍光検出器を説明する。この例示
的なシステムは、定性的測定および定量的測定の両方の実行に適する：図９５～図９９参
照。
【０７１１】
　図９５は、システム４２００の伝送光学系４２０４が光ファイバ４２５４で置換される
ことを除き、図９３に示されるシステム４２００と同様である、全体が４２５０で示され
た光学検出システムを示す。光ファイバ４２５４は、ガラス、プラスチック、および／ま
たは１つもしくは複数の特定の所望の波長の放射を実質的に透過し、好ましくはわずかな
強度損失で、もしくは強度損失なしでファイバの長さに沿ってその放射を伝送するように
構成される他の任意の材料から構築し得る。
【０７１２】
　伝送光学系を光ファイバ４２５４で置換することにより、ミラーおよびレンズ等の光学
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要素を使用するシステムよりも、システム４２５４を比較的安価に、かつスペース節約的
に構築することが可能であり得る。これは、その他の光学要素に関連付けられたコストお
よびスペースがもはや必要ではないことに起因すると共に、光ファイバ４２５４が任意の
所望のように形作ることが可能であり、大きな設計柔軟性が可能なことにも起因する。光
ファイバ４２５４の他では、検出システム４２５０は、放射源４２５２、前方散乱検出器
４２５６、および蛍光検出器４２５８を含み、これらはすべてシステム４２００内のそれ
ぞれの対応物と同様であり、再び詳述しない。
【０７１３】
　光ファイバ４２５４は、図９５では、全体が４２６４で示される交差領域を通って流体
チャネル４２６２内を移動する液滴４２６０から短距離のところで終端して示され、交差
領域において、光ファイバの端部から発せられる放射が、流体チャネルを通って移動する
液滴と交差する。例えば、光ファイバが交差領域に向けて放射をより精密に収束させるよ
うに構成され、かつ／または流体チャネル内に直接一体化される他の構成も可能である。
これら可能性をより詳細に後述する：図９８および図９９ならびに付随する考察参照。
【０７１４】
　図９６は、システム４２００の光学要素４２１６および４２１８が図９６のシステム４
２７０内の光ファイバ４２８６および４２８８で置換されることを除き、図９３に示され
るシステム４２００と同様である、全体が４２７０で示される光学検出システムを示す。
図９５に示され、上述された光ファイバ４２５４の場合と同様に、光ファイバ４２８６お
よび４２８８のそれぞれは、ガラス、プラスチック、および／または１つもしくは複数の
特定の所望の波長の放射を実質的に透過し、好ましくはわずかな強度損失で、もしくは強
度損失なしでファイバの長さに沿ってその放射を伝送するように構成される他の任意の材
料から構築し得る。
【０７１５】
　システム４２７０の場合、光ファイバ４２８６は、少なくとも、放射源４２７２により
発せられる光の波長（一般に散乱中変更されない）に等しい波長を有する散乱放射を伝送
するように構成され、光ファイバ４２８８は、少なくとも、ソース４２７２からの入射放
射により励起する液滴４２８０内の任意の蛍光プローブが発する蛍光放射を伝送するよう
に構成される。したがって、光ファイバ４２８６および４２８８は、場合によっては、異
なる材料から構築し得る。光ファイバ４２８６および４２８８の使用により、システム４
２５０での光ファイバ４２５４の使用と比較して、上述した理由と同じ理由により、コス
トおよびスペースの節約に繋がり得る。
【０７１６】
　光ファイバ４２８６および４２８８の使用の他は、システム４２７０はシステム４２０
０と同様であり、放射源４２７２、伝送光学系４２７４、前方散乱検出器４２７６、およ
び蛍光検出器４２７８を含み、これらは上述した対応物と同様であり、これ以上説明しな
い。ソース４２７２からの放射は伝送光学系４２７４を通り、交差領域４２８４において
流体チャネル４２８２を通って移動する液滴４２８０に直面する。前方散乱放射のいくら
かは、光ファイバ４２８６を通って前方散乱検出器４２７６に伝送される。同様に、液滴
４２８０から発せられた蛍光放射のいくらかは、光ファイバ４２８８を通って蛍光検出器
４２７８に伝送される。図９５の光ファイバ４２５４の場合と同様に、光ファイバ４２８
６および４２８８は、流体チャネル４２８２からある距離のところから開始して示される
が、上述したように、他の構成も可能であり、それら他の構成について図９８および図９
９を参照して後述する。
【０７１７】
　図９７は、光ファイバが入射放射および出射放射の両方の伝送に使用される、全体が４
３００で示される光学検出システムを示す。より詳細には、システム４３００は、放射源
４３０２、ソース４３０２から発せられた放射を伝送する光ファイバ４２０４、前方散乱
検出器４３０６、および蛍光検出器４３０８を含む。ＰＣＲ後の試料含有液滴４３１０は
、流体チャネル４３１２を通して交差領域４３１４に移送される。光ファイバ４３１６は
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、散乱放射を交差領域４３１４から前方散乱検出器４３０６に伝送し、光ファイバ４３１
８は、蛍光放射を交差領域４３１４から蛍光検出器４３０８に伝送する。
【０７１８】
　上述したように、光ファイバの使用により、様々なコストおよびスペースの節約に繋が
り得る。これら節約は、システム４３００内のすべての放射伝送に光ファイバを使用する
ことにより、システム４２５０および４２７０と比較してさらに拡大し得る。放射の伝送
に光ファイバを使用すること、および任意の関連付けられた効率の他、システム４３００
は構成要素および動作の両方の点で上述したシステムと同様であるため、これ以上説明し
ない。
【０７１９】
　図９８は、放射源（図示せず）からの入射放射が光ファイバ４３２２を通して伝送され
て、液滴流入流体チャネル４３２６を通って移動する試料含有液滴４３２４と交差する、
全体が４３２０で示される交差領域の拡大図を示す。交差領域４３２０は、光ファイバ４
３２２が、流体チャネル４３２６に流体接続された放射入射流体チャネル４３２８内に一
体化されるという点で、上述した交差領域と異なる。したがって、放射は光ファイバ４３
２２から、接続された流体チャネル内の流体に直接発せられ、空気と流体チャネル材料（
通常、何らかの形態のガラス）との界面または流体チャネル材料とチャネル内の流体との
間の界面のいずれも交差せずに液滴４３２４に直面する。
【０７２０】
　このようにして交差領域を構成し、異なる屈折率を有する媒質の２つの界面を回避する
ことにより、入射放射の望ましくない反射を低減させ、液滴４３２４に達する放射の強度
を増大させ得る。さらに、接続された流体チャネル内に光ファイバ４３２２を埋め込むこ
とにより、光ファイバを流体チャネル４３２６から短距離のところに、かつ流体チャネル
４３２６に対して所望の向きでより都合よく安定して配置することが可能になり、ここで
も、潜在的に液滴に達する放射の強度の増大に繋がり得る。光ファイバ４３２２をチャネ
ル４３２８内の所定位置に固定するために、流体継手４３３０をチャネル４３２８の端部
に配置し得、流体継手４３３０は、光ファイバ４３２２が継手の開口部を流体密閉して通
過するように構成し得る。
【０７２１】
　図９８に示される種類の交差領域は、様々な形態をとり得る。例えば、図９８に示され
るように、光ファイバ４３２２は、流体チャネル４３２８の内径よりもわずかに小さな外
径を有し得る。あるいは、光ファイバ４３２２は、流体チャネル４３２８の内径におおよ
そ等しい外径を有し得、これにより、光ファイバを流体チャネル内にさらにしっかりと配
置し得る。さらに、図９８は、チャネル４３２６に流体接続された流体チャネル４３３４
内に配置された出射光ファイバ４３３２を示す。光ファイバ４３３２は、流体継手４３３
６によりチャネル４３３４内に固定され、散乱放射を前方散乱検出器（図示せず）に伝送
するように構成される。いくつかの実施形態では、入射光ファイバ４３２２および出射光
ファイバ４３３２のうちの一方は使用されるが、他方は使用されない。さらに、蛍光検出
器（図示せず）に繋がる出射光ファイバ等の１つまたは複数の追加の光ファイバが、交差
領域４３２０内に流体結合され得る。
【０７２２】
　図９９Ａは、流体チャネル４３４４を通って流れる試料含有液滴４３４２と放射源（図
示せず）から発せられた励起放射４３４６との間の、全体が４３４０で示される別の交差
領域を示す。励起放射４３４６は、長軸が流体チャネル４３４４に対して平行する向きの
光ファイバ４３４８を通って交差領域４３４０に伝送される。図９９Ａに示されるように
、光ファイバ４３４８は、流体チャネル４３４４の近傍領域内で先細りするか、または他
の様式でテーパ形になり、励起放射４３４６をチャネル４３４４内、そして液滴４３４２
に向けて収束させ得る（光ファイバ内の内部反射を通して）。これにより、光ファイバ４
３４８が複数の液滴に対して共線的に配置されるにも拘わらず、励起放射を主に単一の液
滴４３４２’に向けることが可能になり得る。
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【０７２３】
　流体チャネル４３４４は、液滴が光ファイバ４３４８により伝送される刺激放射に直面
する交差領域４３４０に液滴を輸送するように構成され、液滴４３４２が交差領域４３４
０の中央部を通過した後、２つ（または３つ以上）の流出流体チャネル４３５０および４
３５２に分かれて示される。これにより、流体チャネル４３４４および光ファイバ４３４
８の共線的配置がなお可能でありながら、試料含有液滴はＰＣＲシステムを通って移動し
続けることができる。図９９Ａが示すように、流出流体チャネルおよび光ファイバには、
光ファイバが流出チャネル４３５０と４３５２との間にぴったりと嵌るように、相補的な
形状を与え得る。これは、光ファイバと流体チャネル４３４４との比較的安定した共線的
構成に繋がり得る（ファイバとチャネルとの自己整合に役立つ）。
【０７２４】
　図９９Ａに示される交差領域は、光ファイバ４３４８が励起放射４３４６を伝送すると
共に、液滴により発せられる蛍光放射４３５４も伝送するように構成される。次に、蛍光
放射は光ファイバを再び通って蛍光検出器（図示せず）に向けて伝送され、蛍光検出器は
放射源と一体化して単一の構成要素にしてもよい。光ファイバ４３４８の近位端部の形状
により、刺激された液滴４３４２’から発せられた蛍光放射は、光ファイバの正面および
光ファイバの片側に沿った後続位置の両方から光ファイバ４３４８に入り得る。これは、
蛍光検出の積分時間を効率的に長化させ、所与の検出器感度での検出がより良好になる。
【０７２５】
　図９９Ｂは、図９９Ａの交差領域４３０といくつかの点で同様である、全体が４３６０
で示される別の交差領域を示す。特に、図９９Ｂの光ファイバ４３６８は、励起放射４３
６６を放射源（図示せず）から、流体チャネル４３６４内を移動する試料含有液滴４３６
２に向けて伝送し、蛍光放射４３７４を励起した液滴４３６２’から再び光ファイバを通
って蛍光検出器（図示せず）に向けて伝送するように構成される。しかし、交差領域４３
４０と異なり、交差領域４３６０の流体チャネル４３６４は、交差領域４３６０の中央部
分の「くの字に曲がった」領域または横向き領域４３８０を除き、光ファイバ４３６８の
長軸に略垂直な向きである。
【０７２６】
　交差領域４３６０の横向き領域４３８０は、液滴を、液滴が光ファイバ４３６８により
伝送される刺激放射に直面する交差領域４３６０に輸送するように構成され、１度の１個
の液滴等の少数のみの液滴を、光ファイバ４３６８の長軸に平行して移動させるように構
成される。この構成により、１度に１個のみの液滴（または少数の液滴）が入射放射によ
り刺激され、刺激された液滴のみが、実質的な蛍光放射を検出のために光ファイバ４３６
８に再び発するため、蛍光放射の検出が相対的により正確になり得る。
【０７２７】
　図９９Ｂの光ファイバ４３６８は、流体で部分的または完全に囲んでよく、この周囲流
体は流体チャネル４３６４に連通し得る。しかし、図９９Ａの流体チャネル４３５０およ
び４３５２と異なり、光ファイバ４３６８を囲む流体領域４３７０および４３７２は、場
合によっては単一の連続流体領域を構成し得、小さすぎて、いかなる試料含有液滴も通過
させない。むしろ、これら周囲流体領域は主に、光ファイバと液滴との不必要な接触をな
くし、上述したように入射放射の強度を増大させるように構成される。
【０７２８】
［Ｃ．実施例３：複数の放射チャネルを有する検出システム］
　場合によっては、本開示による検出システムは、ＰＣＲ熱循環を受けた試料含有液滴を
照明する複数の別個の入射放射チャネルを含み得る。この実施例では、２つのそのような
システムおよびそれぞれの潜在的な用途のうちのいくつかを説明する：図１００および図
１０１参照。
【０７２９】
　図１００は、全体が４４００で示される複数チャネルサイトメトリ型光学検出システム
を示す。検出システム４４００は、１つまたは複数の所望の波長の放射を発するように構
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成された放射源４４０２を含む。上述したように、本開示による放射源は、ＬＥＤ源また
はレーザ源等の様々な種類のものであり得、実質的に単一の波長で、複数の実質的に離散
した波長で、または１つもしくは複数の範囲の波長の放射を発し得る。
【０７３０】
　ソース４４０２からの放射は、ソースから、全体が４４０４で示される伝送光学系に向
けて伝わる。伝送光学系４４０４は、ソース４４０２により発せられた放射を所望の方向
に再び方向付けるように構成された、ミラー４４０６等の１つまたは複数の光学要素を含
み得る。伝送光学系４４０４は、ソース４４０２により発せられた放射をいくつかの異な
る部分に分離するように構成された、反射要素４４０８、４４１０、４４１２等の１つま
たは複数の光学要素も含み得、いくつかの異なる部分のそれぞれは、図１００に示される
ような特定の様式でそれぞれ再び方向付け得る。あるいは、放射源４４０２を省き、反射
要素４４０８、４４１０、４４１２のそれぞれを別個の放射源で置換し得る。場合によっ
ては、複数の放射源をこのようにして提供することは、単一のソースからの放射を分離す
るよりも単純であり得る。
【０７３１】
　場合によっては、反射要素４４０８、４４１０、４４１２は、入射放射を異なるように
伝送し反射するように構成し得る。例えば、反射要素４４０８は、入射した放射のおおよ
そ１／３を反射し、入射した放射のおおよそ２／３を透過するように構成し得、反射要素
４４１０は、入射した反射のおおよそ１／２を反射し、入射した放射のおおよそ１／２を
透過するように構成し得、反射要素４４１２は、入射した放射の略すべてを反射するよう
に構成し得る。このようにして、放射源４４０２により発せられた放射は、おおよそ等し
い強度の３つの部分に分割し得る。
【０７３２】
　ソース４４０２により発せられた放射を３以外のいくつかのチャネルに分離することが
望ましい場合、複数の反射面を適宜構成し得る。特に、ｎ個のチャネルが望まれる場合、
ｎ個の反射要素を使用し得、第１の反射要素は、入射した放射の分数分１／ｎを反射し、
分数分（ｎ－１）／ｎを透過するように構成され、第２の反射要素は、入射した放射の分
数分１／（ｎ－１）を反射し、分数分（ｎ－２）／（ｎ－１）を透過するように構成され
、第３の反射要素は、入射した放射の分数分１／（ｎ－２）を反射し、分数分（ｎ－３）
／（ｎ－２）を透過するように構成され、一続きのうちの最後の反射要素が、入射した放
射のすべてを反射し、透過しない純粋なミラーになるまで以下同様である。これにより、
ｎ個の反射要素のそれぞれは、放射源により発せられる放射のうちの等しい分数分１／ｎ
を反射することになる。
【０７３３】
　ソースからの放射をおおよそ等しい強度のいくつかの部分または異なる強度のいくつか
の部分に分離するように構成された装置が、例えば、入射放射の同じ波長により励起する
が、異なる波長では蛍光するように構成された蛍光プローブにそれぞれ結合された様々な
標的を探すことが望ましい場合に有用であり得る。例えば、反射面４４０８、４４１０、
４４１２は、単一のより大きな交差領域の異なる隣接部分として見ることができる放射を
交差領域４４１４、４４１６、および４４１８のそれぞれに向けて反射するように構成し
得る。同様に、反射面に代えて複数の放射源が使用される場合、各放射源は、蛍光刺激放
射を交差領域の異なる隣接部分に伝送するように構成し得る。
【０７３４】
　交差領域において、到来した放射は、試料含有液滴４４２２が移動している流体チャネ
ル４４２０（毛管等）と交差する。したがって、各液滴を複数回、照明し、それに従って
各液滴を刺激し、照明された液滴がいくつかの所望の任意の標的核酸配列を含む場合、各
液滴は複数回、蛍光放射を発し得る。しかし、液滴は、含む標的（ひいてはどの蛍光プロ
ーブが、標的の複製により、関連付けられた消光分子から切断されたか）に応じて、異な
る波長の刺激放射を発し得る。
【０７３５】
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　様々な標的に対応する、刺激された蛍光放射を検出するために、複数の蛍光検出器４４
２４、４４２６、４４２８を使用し得、各検出器は、交差領域４４１４、４４１６、４４
１８のうちの異なる１つ（または領域４４１４、４４１６、４４１８を含むより大きな交
差領域の異なる部分）において生成された蛍光放射を受けるように位置決めされ向けられ
る。さらに、各蛍光検出器は、様々な標的分子または標的核酸配列のうちの１つまたは複
数（であるが、すべてではない）に対応する異なる波長の蛍光を検出するように構成し得
る。したがって、所与の照明された液滴は、検出器４４２４、４４２６、４４２８のうち
の１つのみにより検出され、標的配列の１つのみ（またはサブセット）の「陽性」検出に
繋がる刺激された蛍光を発し得る。このようにして、システム４４００を使用して、複数
の標的を同時に探し得る。
【０７３６】
　システム４４００のように入射放射を分離させることは、ソースの非分離光線に液滴を
通すためにかかる時間を超える時間にわたって試料含有液滴を照明することが望ましい場
合にも有用であり得る。例えば、上述したように、システム４４００は、流体チャネル４
４２０を通過中の液滴４４２２が、様々な分離光線に対応するいくつかの交差領域４４１
４、４４１６、４４１８においてソース４４０２からの放射と交差するように構成し得る
。これら交差領域が相対的に互いの近傍に配置される場合、各液滴は本質的に、すべての
交差領域４４１４、４４１６、４４１８にわたるエリアで連続して照明し得る。結果とし
て積分時間（すなわち、照明放射に対する液滴の露出時間）が相対的に長くなることによ
り、各標的含有液滴からの蛍光を大きくし、ひいては検出システムの精度を高くし得る。
同様の結果を得る別の方法を図１０１に示し、詳細に後述する。
【０７３７】
　なお図１００を考慮すると、検出システム４４００を使用して、異なる入射波長の励起
放射に応答する様々なプローブが試料に結合された場合、複数の異なる核酸標的を探すこ
ともできる。例えば、放射源４４０２は、複数の放射エミッタまたは所望のすべての波長
の放射を生成するように構成された単一のエミッタを使用することにより、複数の離散し
た波長または波長範囲の放射を発するように構成し得る。この場合、各反射面４４０８お
よび４４１０（および恐らく４４１２）は、ダイクロイックであり得、特定の波長（また
は特定の波長範囲内）の略すべての放射を反射し、残りの入射放射を透過するように構成
し得る。あるいは、上述したように、複数の放射源を設け、異なる波長の蛍光刺激放射を
伝送するように構成し得る。
【０７３８】
　ダイクロイック反射面が設けられる場合、反射面４４０８は、特定の波長または波長範
囲を交差領域４４１４に向けて反射するように構成し、反射面４４１０は、別の特定の波
長または波長範囲を交差領域４４１６に向けて反射するように構成し、反射面４４１２は
、さらに別の特定の波長または波長範囲を交差領域４４１８に向けて反射するように構成
し得る。あるいは、反射面４４１２は、すべての放射を領域４４１８に向けて反射するよ
うに構成し得、その理由は、この放射が、表面４４０８および４４１０によりまだ反射さ
されていない任意の所望の放射を含むためである。したがって、異なる波長の入射放射が
各交差領域４４１４、４４１６、４４１８に到来し、到来した特定の波長に対する感受性
を有するプローブが、関連付けられた消光分子のポリメラーゼ切断により活性化した場合
のみ、すなわち、特定の標的が存在する場合のみ、刺激された蛍光放射が発生する。検出
器４４２４、４４２６、４４２８を使用して、上述したように、様々な交差領域内の液滴
の活性化を監視し得る。
【０７３９】
　図１０１は、全体が４４５０で示される別の複数チャネルサイトメトリ型光学検出シス
テムを示す。システム４４５０は一般に、システム４４００と同様であり、放射源４４５
２および全体が４４５４で示される伝送光学系を含む。システム４４５０の場合、伝送光
学系は、ソース４４５２により発せられた放射を所望のように再び方向付けるように構成
された第１および第２のミラー４４５６、４４５８を含み得る。伝送光学系４４５４は、
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上述したように、ソース４４５２からの放射を収束させる１つまたは複数の他の光学要素
（図示せず）も含み得る。
【０７４０】
　図１０１に示されるように、ミラー４４５８は、異なる角度範囲の放射を反射して、試
料含有液滴４４６２が移送中の流体チャネル４４６０に沿った異なる位置範囲に向けて反
射するように構成されるように調整可能であり得る。そうして反射された放射は、ミラー
４４５８が一方向に固定された場合よりもはるかに広い、全体が４４６４で示された交差
領域を画定する。ミラー４４５８が相対的に高速に調整される場合、この構成は、ソース
４４５２からの放射で１度に２個以上の液滴を照明させることもでき、または１個の液滴
を流体チャネル４４６０内の様々な位置で蛍光させることもできる。この場合、様々な標
的プローブに対応する特定の波長の放射を受け入れるように、複数の検出器４４６６、４
４６８、４４７０を向け得る。
【０７４１】
　あるいは、ミラー４４５８の調整速度が、流体チャネル４４６０内を移動している試料
含有液滴の既知のおおよその速度に対応するように選択される場合、ミラーは、チャネル
を通る液滴を「追跡」することにより、各液滴の照明時間を効率的に増大させ得る。この
場合、照明中に液滴が移動する経路全体に広がる視野を有する単一のみの蛍光検出器を使
用することが適切であり得る。
【０７４２】
［Ｄ．実施例４：液滴の分離］
　この実施例では、蛍光検出システムを通過する際に試料含有液滴の所望の分離を達成す
る流体収束機構を説明する：図１０２～図１０４参照。上の考察が示すように、検出領域
内の液滴を、ある既知の平均距離だけ、または少なくともあるおおよその最小距離だけ分
離することが望ましい場合がある。例えば、適切な離間は、放射のビーム分離を可能にし
、かつ／または検出器を最も適切に配置可能にし得ると共に、調整可能なミラーが使用さ
れる場合、調整可能なミラーの調整範囲の適宜選択を可能にし得る。
【０７４３】
　さらに、適切な離間は、検出システムにおいて偽陽性および他のエラーに繋がる恐れが
ある２つ以上の液滴からの放射の非意図的な同時検出の回避に役立つことができる。例え
ば、上述したように、液滴内の切断されていないプローブはなお、核酸標的が液滴内に存
在しない場合であってもいくらかの量の蛍光を発する。したがって、いずれも標的を含ま
ない２つ以上の液滴から発せられる蛍光の強度は、それら複数の液滴からの蛍光が単一の
液滴からのものであると誤って考えられた場合、陽性検出結果をもたらすのに十分であり
得る。液滴の間隔が近すぎる場合、液滴容量および標的濃度を特定する際のエラー等の他
のエラーも生じる恐れがある。
【０７４４】
　図１０２は、試料含有液滴を互いにある所望量の距離だけ分離するように構成された、
全体が４４８０で示された流体収束機構を示す。この機構は、例えば、液滴を図９３の交
差領域４２１４、図９５の交差領域４２６４、または上述した任意のその他の交差領域等
の交差領域に向けて移送する前に、液滴を分離するために使用し得る。収束機構４４８０
は液滴流入チャネル４４８２を含み、液滴流入チャネル４４８２は、間隔が狭い試料含有
液滴４４８４を含む。矢印４４８６で示される収束流体が、全体が４４９２で示される収
束領域において液滴流入チャネルからの液滴に直面するように、収束流体流入チャネル４
４８８、４４９０を通って移送される。
【０７４５】
　収束領域４４９２に入る液滴は、流体が収束領域を出ることができる唯一のチャネルで
ある液滴退出チャネル４４９４内に流れる。退出チャネル４４９４は、液滴流入チャネル
４４８２のうちのいくつかまたはすべての内径よりも小さな内径４４９６を有する領域を
有し、流体流入チャネル４４８８、４４９０を収束させるように構成し得るが、場合によ
っては、これが当てはまらなくてもよい。流体は、収束流体流入チャネル４４８８および
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４４９０から、ならびに液滴流入チャネル４４８２から収束領域４４９２に流入し、かつ
／または退出チャネル４４９４がその他のチャネルよりも小さな断面積を有するため、流
体は、その他のチャネルよりも高速で退出チャネルを通って流れる。
【０７４６】
　流体が退出チャネルに近づくにつれて流速が増大するため、液滴は退出チャネルに入る
際に加速し、図１０２が示すように、互いに分離される。チャネルの内径および収束流体
流入速度を適宜選択することにより、本質的にあらゆる所望の平均液滴間隔を達成するこ
とができる。退出チャネル４４９４内には、全体が４４９８で示される照明ゾーンがあり
得る。照明ゾーンは、液滴を放射源４５００からの放射で照明することに資する、透明性
の増大および／またはより薄いチャネル壁等の特徴を有し得る。前方散乱検出器４５０２
および蛍光検出器４５０４は、上述したように、散乱放射および蛍光放射を検出するよう
に適宜位置決めし得る。
【０７４７】
　図１０３は、全体が４５１０で示される別の流体収束機構を示す。図１０２の流体収束
機構４４８０の場合と同様に、流体収束機構４５１０は、間隔が狭い試料含有液滴の間隔
をある所望の最小平均値まで増大させるように構成される。流体収束機構４５１０は液滴
流入チャネル４５１２を含み、液滴流入チャネル４５１２は本体部４５１４およびネック
部４５１６を有する。本体部４５１４は、図１０３が示すように、相対的に多数の間隔の
狭い試料含有液滴４５１５を含むように構成し得、または場合によっては、連続して流れ
る液滴フローを含み得る。いずれの場合でも、ネック部４５１６の直径は、通常、一度に
１つの液滴しかネック部を通過できないように、予想される平均液滴直径に略一致するか
、またはごくわずか大きいように選択し得る。
【０７４８】
　機構４５１０は外側流体チャネル４５１８も含み、外側流体チャネル４５１８は、少な
くとも、ネック部４５１６を含む液滴流入チャネル４５１２の部分を囲む。液滴流入チャ
ネル４５１２と併せて、外側流体チャネル４５１８は、液滴流入チャネルと外側流体チャ
ネルとの間に収束流体流入チャネル４５２０を画定する。通常、液滴流入チャネル４５１
２および外側流体チャネル４５１８は円筒形であり、それにより、収束流体流入チャネル
４５２０は同心円筒シェルの形態をとる。全体が矢印４５２２で示される収束流体は、所
望の速度で収束流体流入チャネル４５２０を通過し得る。したがって、各液滴４５１５は
、ネック部４５１６を出る際、収束流体の流れによりネック部から離れて加速する。シス
テムの幾何学的形状および収束流体の速度を入念に選択することにより、ネック部を出る
隣接する液滴に対して任意の所望の間隔を得ることができる。放射源４５２４、前方散乱
検出器４５２６、および蛍光検出器４５２８を設けて、上述したように、液滴を照明し、
追跡し、解析し得る。
【０７４９】
　図１０４は、流体チャネル直径を適宜選択することが、液滴の適切な離間にどのように
役立ち得るかを示す流体管４５４０の部分である。このポイントについては、流体収束機
構４５１０のネック部４５１６の説明において上述した。この説明は、液滴流入チャネル
のネック部のみならず、より一般的に、液滴を検出システム内に通す本開示による任意の
流体チャネルにも当てはまる。例えば、同じ考察が、図９３の流体チャネル４５１２、図
９５の流体チャネル４２６２等にも当てはまる。
【０７５０】
　図１０４が示すように、流体管４５４０は、予想される平均液滴直径に相関付けられた
内径を有するように選択し得る。したがって、平均直径よりもわずかに小さな直径を有す
る液滴４５４２が、管内のさらなる液滴の近傍にある可能性は相対的に低い。同様に、予
想される平均直径を有する液滴４５４４は、管４５４０内で自在に移動可能であり、球形
を維持する。最後に、予想される平均直径よりもわずかに大きな直径を有する液滴４５４
６は、部分的に円柱形をとり、それに従って容量を推定し得る。したがって、流体管のサ
イズを適宜選択することは、液滴の適切な分離に役立ち得る。
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【０７５１】
［Ｅ．実施例５：バッチ蛍光検出］
　場合によっては、１度に１つずつではなく相対的に大きなバッチで試料含有液滴を照明
し、かつ／または試料含有液滴から蛍光を検出することが望ましい。この実施例では、チ
ャンバに移送された複数の液滴から発せられる蛍光をバッチ検出で検出するシステムを説
明する：図１０５参照。
【０７５２】
　図１０５は、全体が４５６０で示されたバッチ光学検出システムを概略的に示す。試料
含有液滴が、励起放射が移動流体の経路と交わる交差領域を通って連続して流れる上述し
た連続フロー検出システムとは対照的に、システム４５６０は、検出領域に集められた複
数の液滴からの放射を、場合によってはシステムを通る流れを一時的に止めて、検出する
ように構成される。これにより、多くの液滴の蛍光レベルを１回の検出動作で検出するこ
とができ、用途によっては有利であり得る。
【０７５３】
　上述した検出システムと同様に、バッチ検出システム４５６０は液滴流入チャネル４５
６２を含み、液滴流入チャネル４５６２内に、試料含有液滴４５６４を乳濁液で（油中水
形乳濁液等）流入させ得る。システム４５６０は、２つの蛍光検出チャンバ４５６８、４
５７０のいずれかに液滴を選択的に向けるように構成された、全体が４５６６で示される
弁機構も含む。例えば、弁機構４５６６は、液滴流入チャネル４５６２と検出チャンバ４
５６８との間に配置された第１の弁４５７２と、液滴流入チャネル４５６２と検出チャン
バ４５７０との間に配置された第２の弁４５７４とを含み得る。したがって、弁４５７２
および４５７４を適宜開閉することにより、液滴をチャンバ４５６８、４５７０内に選択
的に移送し得る。これにより、乳濁液の略連続したフローを液滴流入流体チャネルから蛍
光検出チャンバに移送できるようにし得る。
【０７５４】
　チャンバ４５６８、４５７０は、１つのみの液滴が検出器の見通し線の各部分内に配置
され、検出器の焦点面に制限されるように、相対的に浅い深さを有して、各チャンバ内に
実質的に単分子層のみを許すように構成し得る。あるいは、共焦点撮像またはでコンボリ
ューションを使用する広視野撮像等の様々な三次元検出構成を、非単分子層試料と併せて
使用し得る。
【０７５５】
　放射源４５７５は、チャンバ４５６８、４５７０内の液滴を照明するように構成され、
所望の数の液滴が検出チャンバの１つに移送された後、チャンバをソース４５７６からの
放射で照明し得る。ソース４５７６は、チャンバ内の略すべての液滴を照明するように、
様々な方法で構成し得る。例えば、放射源４５７６は、幅広の放射光線を発することによ
り、または放射を、発せられた光線をチャンバ全体をカバーするように広げる中間光学系
（図示せず）に向けて発することにより、チャンバの略全体を照明する単一の放射放出要
素を含み得る。放射源は、適切な検出チャンバの部分を照明するようにそれぞれ構成され
る、特にレーザ、ＬＥＤ、および／またはランプ等の複数の放射放出要素も含み得る。代
替または追加として、放射源４５７６の１つまたは複数の放射放出要素は、チャンバを走
査して、チャンバ内の液滴を逐次照明するように構成してもよく、またはチャンバ自体を
、チャンバのすべての部分が実質的に静止した放射光線に交差するように移動するように
構成してもよい。場合によっては、上の技法のうちの２つ以上の組み合わせが効率的であ
り得る。
【０７５６】
　蛍光検出器４５７８が設けられ、液滴４５６４から発せられた蛍光を検出するように構
成される。上述されたように、特定の液滴により発せられる蛍光の量は、液滴が標的ヌク
レオチド配列を含む場合、はるかに高いと予期され、その理由は、液滴が標的ヌクレオチ
ド配列を含む場合、対応する蛍光プローブが通常、関連付けられた消光分子から切断され
ているためである。したがって、検出チャンバ内の液滴が、刺激放射で照明された後、ま
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たは場合によっては、照明が行われている間、検出器４５７８は、検出チャンバから蛍光
を受けるように構成し得る。照明の場合と同様に、検出も様々な方法で進め得る。例えば
、ＣＣＤ焦点面アレイ等の大型検出器を使用して、検出チャンバ全体から発せられた放射
を同時に検出し得る。あるいは、フォトダイオードまたは光電子増倍管等のより小型の検
出器がチャンバを走査するか、またはチャンバを検出器に対して再位置決めして、検出チ
ャンバの様々な部分からの蛍光放射を逐次検出し得る。
【０７５７】
　システム４５６０は、チャンバ４５６８、４５７０等の液滴を２つ以上の検出チャンバ
内に逐次移送することにより、液滴流入チャネル４５６２を通る略連続したフローを可能
にするように構成し得る。例えば、図１０５は、チャンバ４５６８に液滴がすでに充填さ
れており、照明かつ／または撮像中であり、その一方で、チャンバ４５７０が充填プロセ
ス中である時点でのシステムを示す。したがって、弁４５７２は閉じた位置にあり、弁４
５７４は開位置にあり、チャンバ４５７０に液滴を流入させる。
【０７５８】
　チャンバ４５６８内の液滴に対する検出プロセスが完了した場合、弁４５７４を閉じ、
弁４５７２を開き、チャンバ４５６８の遠位端部にある別の弁４５８０も開き得る。これ
は、チャンバ４５６８内にすでにある液滴を遠位弁４５８０を通して逃しながら、チャン
バ４５７０への液滴の流入を止め、チャンバ４５６８への液滴の流入を再開させる。別の
遠位弁４５８２を同様の目的でチャンバ４５７０の端部に配置し得る。あるいは、所与の
チャンバへの液滴の流入が再開される前、かつ液滴がその他のチャンバにまだ流入してい
る間、液滴を受け取っていないチャンバを、別の流体チャネル（図示せず）を通して入る
流体で洗浄し得る。これは、同じ液滴を２度、誤って照明して検出する危険性を回避する
ために役立ち得る。洗浄ステップがある場合であっても、またはない場合であっても、上
述したような弁の調整された動きにより、試料含有液滴の乳濁液を任意の所望の数の検出
チャンバ内外に連続して移送できるようにし得る。
【０７５９】
　バッチ蛍光検出は、システムの検出チャンバ内の液滴を実際に停止させずに実行し得る
。例えば、弁４５８０、４５８２が設けられない、または開かれたままの場合であっても
、チャンバ４５６８、４５７０のうちの１つに入る液滴は、バッチ検出が可能なほど十分
に遅くし得、これに役立つように、検出チャンバの横幅を選択し得る。代替または追加と
して、様々な粒子追跡アルゴリズムを使用して、液滴が検出チャンバ内を移動する際に液
滴を追跡し得る。さらに、バッチ検出システムは、分子増幅システムの他の部分から部分
的または完全に流体的に切断し得る。例えば、液滴含有ウェルまたは槽の単純なアレイ（
プレートアレイ等）を蛍光検出領域に配置し、上述したように撮像し得る。
【０７６０】
［Ｆ．実施例６：検出方法］
　この実施例では、ＰＣＲ熱循環を受けた試料含有液滴から蛍光を検出する方法を説明す
る：図１０６参照。
【０７６１】
　図１０６は、本開示によるＤＮＡ増幅のＰＣＲシステムと併せて実行し得る、全体が４
６００で示される蛍光検出方法のステップを示すフローチャートである。方法４６００の
様々なステップを後述し、図１０６に示すが、これらステップのすべてを実行する必要は
必ずしもなく、場合によっては、図１０６に示される順序と異なる順序で実行し得る。
【０７６２】
　ステップ４６０２において、試料含有液滴が、所望の平均距離だけ離間される。これは
、例えば、上述したような様々なフロー収束技法により（すなわち、液滴が生成される際
に液滴をフロー収束することにより）、かつ／または適した率で液滴を生成することによ
り、達成し得る。フロー停止システム等でのバッチ検出の場合、蛍光検出中、液滴の間隔
が小さいままであることが適切であり得、したがって、液滴分離ステップを実行しなくて
もよい。
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【０７６３】
　ステップ４６０４において、試料含有液滴は放射交差領域に移送され、交差領域におい
て、液滴は、関連付けられたヌクレオチド標的プライマのポリメラーゼ結合により消光部
分がプローブから切断されたか否かに部分的に依存して、強度で、液滴内の１つまたは複
数の蛍光プローブからの蛍光放射放出を刺激するように選択された照明放射に露出される
。連続フロー検出の場合、交差領域を、毛管等の流体チャネル内に配置し得る。バッチ検
出の場合、交差領域は、１つまたは複数のチャンバ内に配置し得る。この場合、交差領域
に液滴を移送することは、１つまたは複数の弁を開閉させて、交差領域内外への液滴の連
続フローを可能にするなどステップを含み得る。
【０７６４】
　ステップ４６０６において、放射交差領域内の液滴は、液滴内の試薬内に存在している
ことが分かっている蛍光プローブを励起するように選択された少なくとも１つの波長を含
む刺激放射に直面し、照明される。上述したように、照明試薬は、レーザ、ＬＥＤ、また
は他の任意の適した放射源により生成し得、自由空間を通して、または１つもしくは複数
の光ファイバを通して交差領域に伝送し得る。さらに、放射は、交差領域に達する前に収
束、発散、分離、フィルタリング、かつ／またはその他の様式で処理して、特定の検出シ
ステム構成に最も適したように液滴を効率的に照明し得る。
【０７６５】
　ステップ４６０８において、交差領域内の液滴から散乱された放射は、前方散乱検出器
により検出し得る。このステップは通常、各液滴が、放射交差領域として機能する検出チ
ャンバ内でおおよそ静止しているか、または少なくとも相対的にゆっくりと移動するバッ
チ検出システムで実行される。しかし、連続フロー検出システム内で散乱放射を検出する
ことは、交差領域内の液滴の存在の検出と同時の、または後続する蛍光検出との相関付け
に役立ち得、上述したように、各液滴の容量および標的分子濃度を推定できるようにし得
る。より一般には、ステップ４６０８は、液滴から散乱した放射量、交差領域を通過する
際の液滴の飛行時間、液滴の電気特性、または液滴の熱的特性等の各液滴の容量を推定で
きるようにする任意の測定を実行することを含み得る。方法４６００は、ステップ４６０
８において実行された測定に基づいて、各液滴の容量を推定することも含み得る。
【０７６６】
　ステップ４６１０において、交差領域において照明された液滴により発せられた蛍光が
、蛍光検出器により検出される。前の実施例において説明したように、発せられた放射は
、レンズ、アパーチャ、フィルタ等の１つまたは複数の中間光学要素を通過して、または
通過せずに蛍光検出器に伝送し得る。発せられた放射は、１つまたは複数の光ファイバを
通して蛍光検出器に伝送してもよく、または光ファイバを通さずに蛍光検出器に伝送して
もよい。バッチ検出用途では、検出器および／または交差領域は、交差領域全体よりも小
さな視野を有する検出器で交差領域を光学走査できるように移動するように構成し得る。
【０７６７】
　ステップ４６１２において、検出された蛍光は解析されて、特定の標的ヌクレオチド配
列が液滴内に存在したか否かが判断される。標的分子を含む液滴の数もしくは割合の推定
、液滴内の標的分子の平均濃度、誤差マージン、および／または統計信頼度が挙げられる
が、これらに限定されない追加の情報も、収集されたデータから抽出し得る。
【０７６８】
　各液滴から収集されたデータを解析に使用することは、条件付きであり得、例えば、液
滴の推定容量が特定の所定範囲内にあるか否かに依存し得る。より詳細には、液滴の推定
容量が所定の範囲内にある場合、その液滴により発せられた蛍光強度を、試料内の標的分
子濃度の特定に使用し得る一方で、液滴の推定容量が所定の範囲外の場合、その液滴によ
り発せられた蛍光強度は、試料内の標的分子濃度の特定から除外し得る。
【０７６９】
［Ｇ．実施例８：追加の実施形態］
　この実施例では、限定せずに、一続きの番号が付された文章として提示される、本開示
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の態様による試料検出のさらなる態様を説明する。
【０７７０】
　１．試料内の標的分子の濃度を検出する方法であって、（Ａ）液滴生成器を使用して試
料含有液滴を生成すること、（Ｂ）液滴内の標的分子を増幅すること、（Ｃ）液滴が放射
源からの放射に直面する交差領域に液滴を移送すること、（Ｄ）液滴が交差領域を通過す
る際に実行される測定に基づいて、各液滴の容量を推定すること、（Ｅ）各液滴により発
せられる蛍光の強度を検出すること、および（Ｆ）液滴毎に、液滴の推定容量が所定の範
囲内にある場合、液滴により発せられた蛍光強度を、試料内の標的分子濃度を特定する際
に使用し、液滴の推定容量が所定の範囲外である場合、試料内の標的分子濃度を特定する
ことから、液滴により発生された蛍光強度を除外することを含む、方法。
【０７７１】
　２．測定は液滴から散乱する放射の量である、段落１に記載の方法。
【０７７２】
　３．測定は検出器視野を通過する液滴の時間である、段落１に記載の方法。
【０７７３】
　４．測定は液滴の電気特性である、段落１に記載の方法。
【０７７４】
　５．測定は液滴の熱的特性である、段落１に記載の方法。
【０７７５】
　６．液滴を交差領域に移送する前に、液滴を所望の平均距離だけ分離することをさらに
含む、段落１に記載の方法。
【０７７６】
　７．蛍光検出方法であって、（Ａ）試料含有液滴を生成すること、（Ｂ）液滴を所望の
平均距離だけ離間すること、（Ｃ）液滴を放射交差領域に移送すること、（Ｄ）液滴内の
蛍光プローブからの蛍光放射の放出を刺激するように構成された放射に液滴を露出させる
こと、および（Ｅ）液滴により発せられた蛍光放射を検出することを含む、方法。
【０７７７】
　８．液滴を離間することは、液滴が生成される際に液滴をフロー収束させることを含む
、段落７に記載の方法。
【０７７８】
　９．検出された蛍光放射を解析して、各液滴が標的分子を含むか否かを判断することを
さらに含む、段落７に記載の方法。
【０７７９】
　１０．標的分子検出システムであって、（Ａ）試料含有液滴を生成するように構成され
た液滴生成器と、（Ｂ）液滴内の標的分子を複製するように構成された分子増幅器と、（
Ｃ）標的分子を含む液滴からの蛍光放射の放出を刺激するように構成された放射源と、（
Ｄ）液滴により発せられた蛍光放射を検出するように構成された蛍光検出器と、（Ｅ）放
射源から液滴に刺激放射を伝送するように構成された第１の光ファイバとを備える、シス
テム。
【０７８０】
　１１．第１の光ファイバは、液滴が第１の光ファイバにより伝送される刺激放射に直面
する交差領域に液滴を輸送するように構成された液滴流入流体チャネルに対して略平行す
る向きの長軸を有する、段落１０に記載のシステム。
【０７８１】
　１２．第１の光ファイバは、液滴が第１の光ファイバにより伝送される刺激放射に直面
する交差領域に液滴を輸送するように構成された液滴流入流体チャネルの横向き領域に略
平行する向きの長軸を有し、横向き領域は、１度に実質的に１つのみの液滴を第１の光フ
ァイバの長軸に対して平行に移動させるように構成される、段落１０に記載のシステム。
【０７８２】
　１３．第１の光ファイバは、蛍光放射を液滴から蛍光検出器に伝送するようにさらに構
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成される、段落１１または１２に記載のシステム。
【０７８３】
　１４．蛍光放射を液滴から蛍光検出器に伝送するように構成された第２の光ファイバを
さらに備える、段落１０に記載のシステム。
【０７８４】
　１５．液滴から散乱した放射を検出するように構成された散乱検出器と、散乱放射を散
乱検出器に伝送するように構成された第３の光ファイバとをさらに備える、段落１４に記
載のシステム。
【０７８５】
　１６．（Ｆ）液滴流入流体チャネルと、（Ｇ）放射入射流体チャネルとをさらに備え、
液滴流入流体チャネルは、液滴を含む流体を交差領域を通して輸送するように構成され、
第１の光ファイバは、放射源からの放射を、放射入射流体チャネル内の流体に直接発する
ように構成され、放射入射流体チャネルは、放射を第１の光ファイバから交差領域に伝送
するように構成され、液滴流入流体チャネルは、放射入射流体チャネルに流体接続される
、段落１０に記載のシステム。
【０７８６】
　１７．標的分子検出システムであって、（Ａ）試料含有液滴を生成するように構成され
た液滴生成器と、（Ｂ）液滴内の標的分子を複製するように構成された分子増幅器と、（
Ｃ）放射交差領域を通して液滴を輸送するように構成された流体チャネルと、（Ｄ）蛍光
刺激放射を交差領域の異なる隣接部分に伝送するようにそれぞれ構成された複数の放射源
と、（Ｅ）交差領域内に配置された液滴により発せられた蛍光放射を検出するように構成
された少なくとも１つの蛍光検出器とを備える、システム。
【０７８７】
　１８．少なくとも１つの蛍光検出器は、交差領域の異なる部分のうちの１つ内の液滴に
より発せられた蛍光放射を検出するようにそれぞれ構成された複数の蛍光検出器を含む、
段落１７に記載のシステム。
【０７８８】
　１９．各蛍光検出器は、少なくとも１つの標的分子の種類にそれぞれ対応する異なる波
長の蛍光放射を検出するように構成される、段落１８に記載のシステム。
【０７８９】
　２０．各放射源は、異なる波長の蛍光刺激放射を伝送するように構成される、段落１９
に記載のシステム。
【０７９０】
　２１．標的分子検出システムであって、（Ａ）試料含有液滴の乳濁液を生成するように
構成された液滴生成器と、（Ｂ）液滴内の標的分子を複製するように構成された分子増幅
器と、（Ｃ）乳濁液を少なくとも１つの蛍光検出チャンバに移送するように構成された液
滴流入流体チャネルと、（Ｄ）少なくとも１つの検出チャンバ内の液滴を刺激放射で照明
するように構成された放射源と、（Ｅ）照明された液滴により発せられる蛍光放射を検出
するように構成された蛍光検出器とを備える、システム。
【０７９１】
　２２．少なくとも１つの検出チャンバは、実質的に単分子層の分子のみを含むように構
成される、段落２１に記載のシステム。
【０７９２】
　２３．少なくとも１つの検出チャンバは、２つの検出チャンバと、２つの検出チャンバ
のうちの一方に液滴を選択的に向けるように構成された弁機構とを含む、段落２１に記載
のシステム。
【０７９３】
　２４．弁機構は、乳濁液の略連続したフローを液滴流入流体チャネルから蛍光検出チャ
ンバに移動させるように構成される、段落２３に記載のシステム。
【０７９４】
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［ＶＩＩ．定量化／解析］
　この項では、反応データを解析し、任意に解析の結果を使用してシステムパラメータを
調整して、例えば、液滴ベースの分析システムと後に併用するデータの品質を向上させる
例示的なシステムを説明する。このシステムについては、便宜上、ＰＣＲに関連して得ら
れる蛍光強度データに関して説明するが、より一般的には、任意の適した反応に関連して
得られる離散データに適用される。関連するさらなる開示が、相互参照において上に列挙
され、参照により本明細書に援用される米国仮特許出願、特に発明者としてＶｉｎｃｅｎ
ｔ　Ｒｉｏｔ、Ｄｅｖｉｎ　Ｄｅａｎ　Ｎｅｓｓ、Ｂｉｌｌｙ　Ｗ．Ｃｏｌｓｔｏｎ，Ｊ
ｒ．、Ｂｅｎｊａｍｉｎ　Ｊ．Ｈｉｎｄｓｏｎ、Ｄｏｕｇｌａｓ　Ｎ．Ｍｏｄｌｉｎ、お
よびＡｎｔｈｏｎｙ　Ｊ．Ｍａｋａｒｅｗｉｃｚ，Ｊｒ．の名前が挙げられている、「Ｑ
ＵＡＮＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＤＲＯＰＬＥＴ－ＢＡＳＥＤ　ＡＳＳＡＹＳ」と題
する２００９年９月２１日に出願された米国仮特許出願第６１／２７７２１６号明細書に
見られ得る。
【０７９５】
　試料含有乳濁液が生成された後、ＰＣＲ熱循環機等の酵素使用の増幅システムにより熱
循環させ、検出システムに通して、検出システムにより収集されたデータを解析し、試料
についての所望の情報を抽出することが望ましい場合がある。上述したように、収集され
たデータは通常、少なくとも、放射源からの励起状態下で検出された各液滴により発せら
れた蛍光強度レベルを含む。所与の液滴により発せられた蛍光強度は通常、液滴内の複製
された標的核酸分子の数を反映するため、元々の増幅されていない試料内の標的分子の濃
度の尺度である。蛍光強度は、光電子増倍管、フォトダイオード、またはデジタルカメラ
等の１つまたは複数の蛍光検出器により測定される。例えば、各液滴が検出器の視野を通
過する際、検出器からの蛍光信号をデジタル化し、ピーク強度を特定し得る。ピーク強度
は、局所放物線フィッティング等の曲線フィッティング技法または他の任意の適した方法
を使用して特定し得る。
【０７９６】
　蛍光強度の他に、他の様々なデータを検出フェーズ中に収集し得る。例えば、各液滴が
蛍光検出器または前方散乱検出器の前を通過する時間を測定し得る。液滴が検出領域を通
過する際の乳濁液の流速および各液滴の幾何学的形状についての知識と併せて、この通過
時間により、各液滴の容量を推定することが可能であり得る。液滴容量は、特に、熱伝導
性、導電性、静電容量、および／または誘電率等の液滴の１つまたは複数の特性を測定す
ることにより推定することもできる。
【０７９７】
　いずれの場合でも、相対的に多数の試料含有液滴のそれぞれに入手可能な、少なくとも
蛍光強度を含むデータがあるものと予想される。これは一般に、何千、何万、何十万、ま
たは何十万を超える液滴を含む。このデータの解析に、解析ツールを一般に適用可能であ
り得る。例えば、統計技法を適用して、特定の信頼度で、任意の標的分子が、増幅されて
いない試料内に存在したか否かを特定し得る。この情報は、場合によっては、単にデジタ
ル（「イエスまたはノー」）結果の形態で提示してもよく、または試料内の標的分子の濃
度の推定、すなわち、単位容量当たりの標的分子数の推定を特定することが望ましいこと
もある。
【０７９８】
　標的分子の濃度は、乳濁液内の標的分子の数のみならず、各液滴の容量にも依存するた
め、標的濃度の特定は一般に、液滴の容量分布の明示的または暗示的な特定も含む。場合
によっては、液滴容量の分布は、上述したように、液滴の検出器視野の通過時間または各
液滴の熱的もしくは電気的特性により特定し得る。場合によっては、例えば、システムに
使用される液滴生成器の基本的特徴についての知識に基づいて、液滴サイズが特定の均一
容量を有すると仮定し得る。液滴容量についての知識は一般に、試料含有流体の単位容量
当たりの標的分子濃度の特定に役立つ。
【０７９９】
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　統計的方法を使用して、液滴容量が未知であり、液滴容量を直接特定できるパラメータ
が測定されない場合であっても、標的分子の濃度を推定することが可能である。より詳細
には、標的分子は液滴内にランダムに分布すると仮定されるため、特定の数の標的分子を
含む特定の液滴の確率は、関数のパラメータのうちの１つとして液滴濃度を使用して、ポ
アッソン分布関数によりモデリングし得る。
【０８００】
　液滴が既知の平均サイズを有するが、サイズ分布が未知であると仮定される場合、検出
された蛍光データまたはそのデータから計算される数量を、様々な濃度値により予測され
た結果と比較し得る。次に、最小二乗平均（ＬＭＳ）フィッティング等の誤差最小化技法
を使用して、実際の濃度値を推定し得る。
【０８０１】
　液滴のサイズが均一であると仮定されない場合であっても、標的濃度を同様にして推定
し得る。これを達成するために、特定の平均および標準偏差を有する正規分布等の特定の
関数形を、液滴容量の確率分布に仮定し得る。次に、ここでも試料全体を通して標的分子
がランダムに分布すると仮定して、液滴内で所与の数の標的分子を見つける確率に関して
新しいポアッソン型分布関数を計算し得る。ここでも標的濃度の推定は、実際の蛍光デー
タから特定された１つまたは複数の数量を、様々な濃度値により予測された同じ数量と比
較し、上述したように誤差最小化技法を適用することにより得ることができる。
【０８０２】
　統計技法を様々な方法で適用して、データ解析の精度を向上させることもできる。例え
ば、蛍光データの統計解析は、所与の液滴内の標的分子の陰性検出と陽性検出との閾値蛍
光レベルの適宜選択を決定するために役立ち得る。この検出閾値をデータに適用すること
により、単に閾値をアプリオリに選択するよりも正確に標的濃度を特定し得る。あるいは
、検出閾値は変数として残し、検出されたある範囲の蛍光強度の部分（またはすべて）に
わたるある範囲の異なる閾値にわたるデータから抽出し得る。
【０８０３】
　さらに、検出閾値蛍光レベルの信頼レベルは、蛍光データのサブセットを置換してのラ
ンダムサンプリング（「ジャックナイフ法」または「ジャックナイフブートストラップ法
」として知られている）（統計の分野では「ブートストラップ法」として知られている）
等の様々な統計リサンプリング技法を使用して増大させ得る（または同等に、所与の信頼
レベルの信頼区間を狭め得る）。いずれの場合でも、置換データセットにわたる閾値レベ
ルのばらつきを解析することにより、検出閾値の向上した信頼レベルを得ることができる
。
【０８０４】
　同様に、統計法を使用して、増幅システムのより効率的な使用および／またはより正確
なデータ解析に繋がり得る他の形態のフィードバックを提供してもよい。例えば、増幅さ
れていない試料含有液滴内の標的分子濃度の初期特定により、濃度が高すぎるか、または
低すぎて最適ではないことが明らかになり得、この情報を使用して、システムの様々なパ
ラメータを調整し得る。より詳細には、標的濃度が低すぎる（が、ゼロではない）場合、
多くの液滴は標的分子を全く含まず、結果として、いくつかの標的分子が試料中に存在す
ることにも拘わらず、不良な統計および多数の「空」の液滴を準備し処理するに当たって
の資源が無駄になる。他方、標的濃度が高すぎる場合、略すべての液滴が、増幅後に標的
分子で飽和し、液滴間に有意な蛍光の変動がなくなるため、元々の試料の標的濃度を正確
に特定することが可能ではなくなる。これら状況のいずれも、標的濃度の特定に関して望
ましくない大きな信頼区間に繋がり得る。
【０８０５】
　既存のパラメータでは、増幅されていない試料含有液滴内の標的分子濃度が最適ではな
いとの判断に応答して、いくつかのシステムパラメータを調整し得る。例えば、液滴生成
前に、試料含有溶液を希釈または濃縮して、標的濃度をそれぞれ増減し得る。同様に、生
成される液滴のサイズ範囲を増大させて、増幅後に標的分子で飽和する液滴の確率を低減



(125) JP 2012-503773 A 2012.2.9

10

20

30

40

50

し、または生成される液滴のサイズ範囲を低減させて、各液滴内で標的分子が見つかる確
率（および標的分子の平均数）を増大させ得る。さらに、発生している増幅が少なすぎる
との判断に応答して、熱循環温度および／または熱循環回数等の増幅システムの様々な特
徴を増大し、または発生している増幅が多すぎるとの判断に応答して、そのようなパラメ
ータを低減し得る。
【０８０６】
　図１０７は、複数の試料含有液滴内の標的分子の濃度を特定する、全体が４８００で示
された方法を示すフローチャートである。後述するように、方法４８００は、濃度値の望
ましくない低信頼条件に応答して、液滴生成の１つまたは複数のパラメータを調整するた
めに使用できるフィードバック機構を含む。
【０８０７】
　ステップ４８０２において、信頼条件が選択される。この条件は、例えば、所望の信頼
レベルおよび／または関連付けられた信頼区間を含み得る。
【０８０８】
　ステップ４８０４において、試料含有液滴が生成される。そのような液滴を生成する様
々な方法および装置が、本明細書の他の箇所、例えば、項ＩＩＩおよび項ＩＶにおいて説
明されている。
【０８０９】
　ステップ４８０６において、液滴内の標的分子が、ＰＣＲまたは他の何らかの酵素によ
る増幅技法により増幅される。標的ヌクレオチド配列を増幅する方法および装置は、本明
細書の他の箇所、例えば、項Ｖにおいて説明されている。
【０８１０】
　ステップ４８０８において、蛍光強度、通過時間、１つもしくは複数の熱的特性、およ
び／または１つもしくは複数の電気特性等のデータが、液滴から収集される。試料含有液
滴の特性を検出する方法および装置は、本明細書の他の箇所、例えば、項ＶＩにおいて説
明されている。
【０８１１】
　ステップ４８１０において、増幅されていない試料内の標的分子濃度（すなわち、単位
容量当たりの標的分子数）の測定が、収集されたデータから推定される。推定測定値は、
１つもしくは複数の標的分子を含む液滴の割合および／または実際の濃度の推定を含み得
る。
【０８１２】
　ステップ４８１２において、ステップ４８１０において推定された測定値の信頼条件が
決定される。通常、これは、ステップ４８０２において受信した所望の信頼条件と比較で
きる信頼レベルおよび／または関連付けられた信頼区間を含む。
【０８１３】
　ステップ４８１４において、決定された信頼条件が所望の信頼条件と比較され、ステッ
プ４８１６において、所望の信頼条件に達したか否かについて判断される。
【０８１４】
　ステップ４８１８において、ステップ４８１０の推定測定値が所望の信頼条件に達した
場合、測定値は許容される。
【０８１５】
　ステップ４８２０において、ステップ４８１０の推定測定値が所望の信頼条件に達しな
かった場合、適した液滴生成パラメータ調整が利用可能か否かについて判断される。適し
た調整は、特に、生成される液滴数の調整（すなわち、より多くの液滴を生成する）、試
料の化学的性質の変更、液滴生成前の試料の希釈もしくは濃縮、異なるサイズの液滴の生
成、熱循環温度の調整、および／または液滴に適用される熱循環回数の調整を含み得る。
【０８１６】
　ステップ４８２２において、ステップ４８２０により、適した液滴生成パラメータ調整
が使用可能であると判断された場合、１つまたは複数の液滴生成パラメータの調整が行わ
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れ、プロセスはステップ４８０４に戻り、調整されたパラメータを使用してさらなる液滴
を生成する。パラメータ調整は、場合によっては、単により多くの液滴を生成して、シス
テムの他のいかなるパラメータも変更せずに、統計信頼を向上させることであってもよく
、または十分な数の適切な液滴がすでに生成されており、パラメータ調整が全体的に熱循
環機に関連してもよい。その場合、ステップ４８０４を再び実行する必要はなく、むしろ
、方法はステップ４８２２から再びステップ４８０６に直接進み得る。いずれの場合でも
、次に方法は、所望の信頼条件が満たされるまで、またはさらなるパラメータ調整を行う
ことができなくなるまで、図１０７が示すように循環的に進む。場合によっては、所望の
信頼条件に達していない場合であっても、例えば、化学的、物理的、および／または技術
的制限により、いかなる液滴生成パラメータもさらに調整することが可能ではないことが
あり得る。この場合、すなわち、ステップ４８２０により、適した液滴生成パラメータ調
整が使用可能ではないと判断された場合、所望の信頼条件を満たすことができなかったに
もかかわらず、ステップ４８１０の測定値がステップ４８１８において再び許容される。
【０８１７】
　液滴蛍光データセットを想定すると、濃度推定値ならびに信頼レベルおよび信頼区間等
の信頼条件の推定に使用できる様々な技法がある。以下の実施例では、様々な状況下で所
望の正確度で有用な情報を抽出するためにデータに適用し得るいくつかの特定の統計技法
を説明する。
【０８１８】
［Ａ．実施例１］
　この実施例では、何らかの所定の較正またはデータセットについての知識、特に、標的
含有液滴を空の液滴から区別するために使用し得る蛍光閾値およびこの特定の信頼の統計
的特徴等の特徴と併用して液滴当たりの濃度を推定する技法を説明する。この実施例では
、各液滴の蛍光強度を表す値の集まりが利用可能であると仮定する。この実施例において
説明される技法は、ピーク蛍光データ（すなわち、特定の数の標的分子を含む液滴により
発せられた最大蛍光強度）に適用可能であるが、この種のデータに限定されない。説明さ
れる技法は、標的含有液滴を空の液滴と区別するために使用可能な任意の測定に対して一
般化し得る。
【０８１９】
　Ｃが試料の標的濃度（単位容量当たりの標的分子の数）であり、Ｖｄは液滴の容量であ
り（この実施例では、一定であると仮定する）、λ＝ＣＶｄが液滴当たりの平均コピー数
である場合、所与の液滴がｋ個の標的分子を含む確率は、ポアッソン分布により与えられ
る。
【０８２０】
【数１】

例えば、液滴当たり平均して３コピーの標的核酸がある場合、ポアッソン分布は、液滴の
５．０％がゼロコピーを有し、１４．９％が１コピーを有し、２２．４％が２コピーを有
し、２２．４％が３コピーを有し、１６．８％が４コピーを有し、以下同様であるとの予
測を示す。１つ以上の標的核酸分子が容量内に存在する場合、液滴が反応すると妥当に仮
定し得る。合計で液滴の９５％が陽性となり、５％が陰性となる。一般に、液滴当たりの
異なる初期コピー数は増幅後に区別できるため、これを考慮に入れた解析の一般的な説明
により、濃度計算の精度の向上を提供することができる。
【０８２１】
　図１０８は、検出された液滴数が、蛍光強度測定値との関係のヒストグラムとしてプロ
ットされるサンプルデータセットを表示する。データは、液滴カウントのピークを３００
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陽性の強度が異なることは、標的分子の初期濃度が異なることに起因する。約５００にお
けるピークは初期コピーが１であり、約６００では初期コピーが２であり、ピークを区別
できなくなるまで以下同様である。
【０８２２】
　初期コピー数Ｋを定義することができ、この後は、検出確率に対する差はなくなる。こ
こで、所与の蛍光測定値が陽性検出（Ｘ＝１）として定義される確率を記述した変数Ｘを
定義することができる。以下の式（２）が示すように、これは、蛍光的に区別可能な陽性
を含む液滴の確率の和（右辺の第１項）に、蛍光的に飽和した陽性（右辺の第２項）を加
算し、そして誤って陽性と識別された陰性（右辺の第３項）を加算したものとして定義さ
れる。
【数２】

これは、ポアッソン分布に式（１）を代入することにより、λに関して書くこともできる
。
【数３】

所与の測定値が陰性（Ｘ＝０）として定義される確率も、
【数４】

として定義することができる。
【０８２３】
　上記式は、Ｋ＝１の装置、すなわち、液滴当たりの１つまたは複数の標的コピーが同じ
蛍光ピーク内にあるか、または陽性と陰性との隔たりが、Ｐｆａを無視できる程明確であ
る装置の場合、単純化される。しかし、場合によっては、陰性液滴の蛍光ピークと陽性液
滴との蛍光ピークとがかなり重複し、そのため、Ｐｆａを無視できないことがある。この
実施例はいずれの場合にも適用される。
【０８２４】
　変数Ｘの平均は、実現と確率との積の和である。
【数５】

または



(128) JP 2012-503773 A 2012.2.9

10

20

30

40

50

【数６】

であり、その標準偏差は、
【数７】

により与えられる。Ｘの定義は、陰性液滴がＸ＝０に対応し、陽性液滴がＸ＝１に対応す
るようなものであるため、Ｘの平均は陽性液滴の割合でもある。
【数８】

その場合、式６および式７は、
【数９】

および
【数１０】

と書き換えることができる。高度の非線形性により、式（９）および式（１０）は、確率
ＰｄｉおよびＰｆａについての事前知識なしでは、λを見つけるために容易に使用できな
い。すべての液滴が検出される（Ｐｄｉ＝１）場合、特別なケースが生じ、１つのみの蛍
光状態が区別可能であり（Ｋ＝１）、陽性ピークおよび陰性ピークを容易に識別可能であ
るため、誤検出の確率を無視できる（Ｐｆａ＝０）。この場合、λについて式（９）を解
くことができる。
【数１１】

【０８２５】
［Ｂ．実施例２］
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　この実施例では、単純化定Ｐｄｉ＝１、Ｋ＝１、およびＰｆａ＝０が行われない状況へ
の前の実施例の拡張を説明する。これにより、何らかの所定の較正またはデータセットに
ついての知識を使用せずに、データを処理することが可能になる。この実施例は、式（９
）により概説される一般理論に対するデータの最小二乗平均（ＬＭＳ）フィッティングま
たは同様のフィッティングに頼る。Ｆを、液滴の理論上の比率（上記式（９）参照）と実
測された液滴の比率との差を記述する関数として定義する。
【数１２】

この差は、適切な確率およびλが見つけられた場合にはゼロに等しいはずである。Ｆは一
般に、陽性と陰性とを区別するために設定される閾値の関数であり、それぞれ基本仮定下
にある同じ初期標的コピー数を有する液滴セットからの蛍光信号の分布は、正規分布で説
明できるが、他の分布も可能であり、説明される方法の概念上の単なる拡張にすぎない。
より詳細には、液滴サイズ、ＰＣＲ効率、検出器を通る流量の変動、電気雑音、および他
のそのようなランダム要因により、式（１２）中の初期標的分子の数ｉ毎に、平均値Ｍｉ

および標準偏差σｉを特徴とする蛍光値分布になる。
【数１３】

これら分布から陽性と検出される液滴は、選択された閾値に依存する。
【数１４】

その場合、関数Ｆは、
【数１５】

になる。
【０８２６】
　式（１５）は、検出可能な陽性の複数の状態を含む正規分布の液滴蛍光に適用される一
般例である。特定のデータセットへの式（１５）の最小二乗平均フィッティングを、反復
数値法を通して見つけることができ、行われ得るすべての閾値設定でλ、Ｍｉ、およびσ
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ｉのフィッティング推定が最良になる。同じ技法を他の任意の明確に定義された分布の標
的分子に対しても適用し得る。例えば、構成が、ＰＣＲ循環回数および／またはＰＣＲ効
率を考慮に入れた分布に従うものと仮定し得る。
【０８２７】
　図１０９は、ここでも検出された液滴数と測定された蛍光強度との関係のヒストグラム
として表示される、図１０８に示されたものと同じ蛍光データおよびいくつかの値のＫを
使用して式（１５）から数値的に再生成された蛍光分布の両方を示す。図１０９は、数値
的に特定された関数が実際のデータを良好に再生成し、λ、Ｍｉ、およびσｉの正確な特
定を示すことを示す。数値的に最適な近似次数を特定するために、測定された蛍光データ
と数値的に再生成された関数との最小二乗平均残差を近似次数毎に計算し、最低の残差に
対応する近似次数を利用し得る。例えば、図１１０は、式（１５）を使用して得られる近
似次数２～７の場合の最小二乗平均残差を示すヒストグラムであり、少なくとも近似次数
７まで、数値法がますます正確になることを示す。
【０８２８】
　図１１１は、この実施例の態様に基づいて試料内の標的分子濃度を数値的に推定する、
全体が４９００で示される方法を示すフローチャートである。ステップ４９０２において
、試料含有液滴が生成される。そのような液滴を生成する様々な方法および装置が、本明
細書の他の箇所、例えば項ＩＩＩおよび項ＩＶにおいて説明されている。ステップ４９０
４において、液滴内の標的分子が、ＰＣＲまたは他の何らかの酵素による増幅技法により
増幅される。標的ヌクレオチド配列を増幅する方法および装置が、本明細書の他の箇所、
例えば、項Ｖにおいて説明されている。ステップ４９０６において、蛍光強度、通過時間
、１つもしくは複数の熱的特性、および／または１つもしくは複数の電気特性等のデータ
が液滴から収集される。試料含有液滴の特性を検出する方法および装置は、本明細書の他
の箇所、例えば項Ｖにおいて説明されている。
【０８２９】
　方法４９００の残りのステップは一般に計算集約的であり、したがって、通常、適した
命令がプログラムされたデジタルプロセッサを用いて実行される。ステップ４９０８にお
いて、１つまたは複数の標的分子を含む液滴の実測割合が、ステップ４９０６において収
集されたデータから特定される。上述したように、この割合は、陽性（標的含有）液滴と
陰性液滴とを区別するために選択された閾値蛍光値の関数である。ステップ４９１０にお
いて、１つまたは複数の標的分子を含む液滴の割合の理論値が、元々の増幅されていない
試料内の標的分子濃度の関数として特定される。この理論値は一般に、データから特定さ
れる値のように、選択された検出閾値の関数である。適した理論値が、例えば、上記式（
１５）の積分項により提供される。ステップ４９１２において、標的濃度は、ステップ４
９１０において特定される理論上の割合と収集されたデータからステップ４９０８におい
て特定される割合との差の測定を最小化することにより推定される。より一般には、この
ステップは、測定された割合を理論上の割合と何らかの様式で比較することにより実行し
得る。
【０８３０】
［Ｃ．実施例３］
　この実施例では、例えば、上述した実施例１および２の方法を使用して得られた標的濃
度の推定値の信頼区間の推定に使用し得る方法を説明する。信頼区間は、非線形最小二乗
平均が使用される場合（実施例２でのように）、直接推定できない。他方、ブートストラ
ップ法は、推定の誤差についてのいくらかのアイディアを提供できる。この原理は、収集
された蛍光強度値のサブセットに基づいてそれぞれ推定される、標的分子濃度に対して複
数の値を推定し、次に、複数の推定濃度値から推定濃度の平均値および標準偏差を特定す
ることに基づく。試料（ここでは、液滴強度）のサブセットはランダムに選択される（モ
ンテカルロ）。次に、標準偏差および平均は、推定濃度ならびに標準偏差から（推定が正
規分布に従うという仮定の場合）、または実際の結果から直接定義される信頼区間を提供
できる。
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【０８３１】
　ジャックナイフブートストラップ法の名称で呼ばれることがある、１つの特定の種類の
ブートストラップ法は、データポイントの総数から１を差し引いた数を含むようにそれぞ
れ選択されたデータサブセットを使用する。これは、最高で総数のポイントサブセットを
許しながら、推定に利用可能な統計を最大にする。これは、データセットが大きい場合に
特に良好に機能する。液滴ベースの検出の場合、測定の数は数千個以上のオーダであると
予想されるため、ジャックナイフブートストラップ技法は特に適し得る。ジャックナイフ
ブートストラップの本適用では、これは、各サブセットが収集された蛍光強度値の１つを
除くすべてを含むことを意味する。
【０８３２】
　ジャックナイフブートストラップ法を使用して得られる信頼区間は、以下の要因への依
存性を特徴とし得る：
　・解析に使用される液滴強度の数、
　・使用されるデータサブセットの数（上限は強度の総数である）、
　・フィッティングに使用される閾値の数、
　・近似次数。
試料液滴蛍光データを使用した数値的な研究では、これら要因に関して以下の結論が示唆
される：
　・液滴が多いほど、信頼区間は小さく、信頼区間はおおよそ、液滴数の逆平方根として
低減し、
　・１００個のジャックナイフデータサブセットが通常、所与の他のパラメータセットに
最も小さな信頼区間を見つけるために十分であり、
　・未知数の数のおおよそ３倍（近似次数の２倍に１を足したものに等しい）以上の数の
異なる蛍光閾値の使用が通常、所与の他のパラメータセットに最も小さな信頼区間を見つ
けるために十分であり、
　・最小の最小二乗平均残差を提供する近似次数を使用すべきである。
【０８３３】
［Ｄ．実施例４］
　この実施例では、前の実施例をどのようにして、液滴サイズが均一ではなく、むしろ、
正規分布関数に従って液滴毎にばらつく状況に拡張し得るかを説明する。上記式（１５）
の適用は、計算されたλの値から初期濃度Ｃを計算するために、液滴容量が一定であると
いう仮定に頼ると共に、液滴容量Ｖが、
【数１６】

であるという仮定に頼る。液滴容量が大きくばらつく場合、所与の液滴サイズ分布のに対
して同じ原理を適用して、濃度について解くことができる。式（２）は、容量の関数とし
て書き換えることができる。
【数１７】

平均ＭＶおよび標準偏差σＶを有する液滴容量の正規分布の場合、式（１５）をより一般
的な形にすることができる。
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【数１８】

式（１８）は、式（１５）と同じ最小二乗平均の基本原理を使用して解くことができる。
上述した代替の測定による平均液滴容量についての知識ならびに標準偏差についての知識
が、最小二乗平均プロセスを安定解に収束するのに役立つ。しかし、最小二乗平均プロセ
スは、その知識なしで試みることもでき、その場合、液滴容量の平均および平均偏差は、
追加の未知変数である。さらに、理論上の研究では、平均値から７％未満の標準偏差が結
果に対して有する影響が無視できることが示された。したがって、式（１８）のより一般
的な場合への式（１５）の拡張は、必要とされる信頼区間が大きい場合には必要なしであ
り得る。
【０８３４】
　すべての液滴が検出されるＰｄｉ＝１という特別な場合、１つのみの蛍光状態Ｋ＝１が
区別可能であり、陽性ピークおよび陰性ピークを容易に識別可能であるため、誤検出の確
率を無視できＰｆａ＝０、式（１７）は、

【数１９】

を与え、標準偏差は、
【数２０】

になる。一般に、任意の既知の、または測定された液滴容量分布Ｐ（Ｖ）について、平均
および標準偏差を計算することができる。
【０８３５】
［Ｅ．実施例５］
　この実施例では、均一な液滴容量および完全な検出可能性（すなわち、すべての陽性液
滴が検出され、誤検出がない）を仮定して、液滴濃度を推定する様々な代替の方法を説明
する。これら仮定の下で、解析を、データ中の陽性の容量間隔に対して実行することがで
きる。陽性を検出する前に、ｎ個の陰性液滴（すなわち、標的分子を含まない液滴）を検
出する確率を導出することが簡単である。式（１）のポアッソン分布を提供して、標的分
子を含まない液滴の確率は、
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【数２１】

である。したがって、標的分子を含まない液滴が連続してｎ個続く確率は、

【数２２】

である。さらに、１つまたは複数の標的分子を含む液滴の確率は、

【数２３】

である。したがって、少なくとも１つの標的分子を含む液滴を検出する前に、標的分子を
含まない液滴を連続してｎ個検出する理論上での確率分布は、

【数２４】

である。したがって、標的分子濃度は、測定された確率分布をこの理論上の確率分布と比
較することにより推定し得る。例えば、両辺の対数をとると、

【数２５】

である。したがって、ｌｎ［Ｐ（ｎ；λ）］とｎとの関係のプロットは、傾き－λおよび
ｙ切片ｌｎ［１－ｅ－λ］を有する直線になり、データから特定されるＰ（ｎ；λ）を使
用して、λの異なる推定を生成し得る。
【０８３６】
　式（２４）を使用し、最大尤度解析を使用して、λに関連する推定量を導出し得る。特
に、陽性液滴を検出する前にｎ個の液滴で隔てられる確率を最大化するλの値が、平均間
隔値に対応する。この値は、λに関するＰの微分をゼロに等しく設定することにより見つ
け得る。



(134) JP 2012-503773 A 2012.2.9

10

20

30

40

【数２６】

式中、＜ｎ＞は、観察されたデータから計算される間隔の平均値であり、すなわち、少な
くとも１つの標的分子を含む液滴を検出する前の、標的分子を含まない液滴の平均数であ
る。
【０８３７】
［Ｆ．実施例６］
　この実施例では、Ｋ＝１の場合に、中心極限定理を使用して陽性検出の割合の信頼区間
をどのようにして解析的に特定できるかを説明する。上記から、陽性検出率の平均値を、
【数２７】

として表現し得、
その標準偏差が、
【数２８】

により与えられ、陽性検出率が、陽性検出液滴と測定の総数との比率により測定される：
【数２９】

ことを想起する。中心極限定理は、Ｎ個の測定値の標準偏差がＥｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ

／√Ｎにより与えられると述べている。したがって、９５％の信頼区間（２標準偏差）の
場合、
【数３０】

を有し、
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【数３１】

である。単純な場合（ここでは、Ｋ＝１、Ｐｄｉ＝Ｐｄｋ＝１、かつＰｆａ＝０を使用し
て示される）、λは、前式を反転させることにより導出することができ、信頼区間９５％
（２標準偏差）を有する結果は、

【数３２】

として表現することができる。
【０８３８】
［Ｇ．実施例７］
　この実施例では、限定せずに、一続きの番号が付された文章として提示される、本開示
の態様による、データを解析しデータ収集を改良するシステムの追加の態様を説明する。
【０８３９】
　１．所望の信頼度で試料内の標的分子濃度を特定する方法であって、（Ａ）液滴生成器
を使用して試料含有液滴を生成すること、（Ｂ）液滴内の標的分子を増幅すること、（Ｃ
）少なくとも、複数の液滴により発せられた蛍光強度の値を含むデータを液滴から収集す
ること、（Ｄ）収集されたデータに基づいて、試料内の標的分子の濃度を推定すること、
（Ｅ）推定濃度の信頼条件を所望の信頼条件と比較すること、および（Ｆ）所望の信頼条
件に達しなかった場合、少なくとも１つの液滴生成パラメータを調整することを含む、方
法。
【０８４０】
　２．液滴生成パラメータは生成される液滴の数である、段落１に記載の方法。
【０８４１】
　３．液滴生成パラメータは試料の化学的性質である、段落１に記載の方法。
【０８４２】
　４．液滴生成パラメータは液滴濃度である、段落１に記載の方法。
【０８４３】
　５．液滴生成パラメータは液滴サイズである、段落１に記載の方法。
【０８４４】
　６．液滴生成パラメータは熱循環温度である、段落１に記載の方法。
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【０８４５】
　７．液滴生成パラメータは熱循環回数である、段落１に記載の方法。
【０８４６】
　８．液滴生成器は１回使い切りの液滴生成器である、段落１に記載の方法。
【０８４７】
　９．データを収集することは、検出器の視野内の複数の液滴のそれぞれの通過時間を測
定することを含む、段落１に記載の方法。
【０８４８】
　１０．データを収集することは、各液滴の容量を推定するのに十分な複数の液滴のそれ
ぞれの電気特性を測定することを含む、段落１に記載の方法。
【０８４９】
　１１．データを収集することは、各液滴の容量を推定するのに十分な複数の液滴のそれ
ぞれの熱的特性を測定することを含む、段落１に記載の方法。
【０８５０】
　１２．試料内の標的分子濃度を特定する方法であって、（Ａ）液滴生成器を使用して試
料含有液滴を生成すること、（Ｂ）液滴内の標的分子を増幅すること、（Ｃ）複数の液滴
のそれぞれにより発せられた蛍光強度を含むデータを液滴から収集すること、（Ｄ）収集
されたデータから、少なくとも１つの標的分子を含む液滴の実測割合を特定すること、（
Ｅ）標的分子濃度の関数として、少なくとも１つの標的分子を含む液滴の理論上の割合を
特定すること、および（Ｆ）実測割合を理論上の割合と比較することにより、濃度を特定
することを含む、方法。
【０８５１】
　１３．理論上の割合は、標的分子が液滴中にランダムに分布すると仮定することにより
特定される、段落１２に記載の方法。
【０８５２】
　１４．理論上の割合は、すべての液滴が検出され、１つのみの蛍光状態が区別可能であ
り、誤検出がないと仮定することにより特定される、段落１２に記載の方法。
【０８５３】
　１５．理論上の割合は、液滴蛍光強度が正規分布に従うと仮定することにより特定され
る、段落１２に記載の方法。
【０８５４】
　１６．実測割合を理論上の割合と比較することは、理論上の割合と実測割合との差の測
定を最小化することを含む、段落１５に記載の方法。
【０８５５】
　１７．実測割合を理論上の割合と比較することは、収集されたデータに対して理論上の
割合の最小二乗平均フィッティングを適用することを含む、段落１５に記載の方法。
【０８５６】
　１８．実測割合および理論上の割合は両方とも、検出閾値蛍光値の関数であり、濃度を
特定することは、複数の検出閾値について実測割合を理論上の割合と比較することを含む
、段落１２に記載の方法。
【０８５７】
　１９．理論上の割合は、液滴が均一の容量を有すると仮定することにより特定される、
段落１２に記載の方法。
【０８５８】
　２０．理論上の割合は、液滴が正規分布の容量を有すると仮定することにより特定され
る、段落１２に記載の方法。
【０８５９】
　２１．試料内の標的分子濃度を特定する方法であって、（Ａ）液滴生成器を使用して試
料含有液滴を生成すること、（Ｂ）液滴内の標的分子を増幅すること、（Ｃ）複数の液滴
により発せられた蛍光強度値を含むデータを液滴から収集すること、（Ｄ）標的分子濃度
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の複数の値を推定することであって、各値は、収集された蛍光強度値のサブセットに基づ
いて推定される、推定すること、ならびに（Ｅ）複数の推定濃度値から、推定濃度の平均
値および標準偏差を特定することを含む、方法。
【０８６０】
　２２．サブセットはランダムに選択される、段落２１に記載の方法。
【０８６１】
　２３．各サブセットは、収集された蛍光強度値の１つを除くすべてを含む、段落２２に
記載の方法。
【０８６２】
　２４．試料内の標的分子濃度を特定する方法であって、（Ａ）液滴生成器を使用して試
料含有液滴を生成すること、（Ｂ）液滴内の標的分子を増幅すること、（Ｃ）複数の液滴
により発せられた蛍光強度値を含むデータを液滴から収集すること、（Ｄ）収集されたデ
ータから、少なくとも１つの標的分子を含む液滴を検出する前に標的分子を含まない特定
の数の液滴を検出する実測確率分布を特定すること、および（Ｅ）実測確率分布を理論上
の確率分布と比較することにより、標的分子濃度を推定することを含む、方法。
【０８６３】
　２５．実測確率分布を特定することは、少なくとも１つの標的分子を含む液滴を検出す
る前に標的分子を含まない液滴の平均数を特定することを含み、標的分子の濃度を推定す
ることは、標的分子濃度の最大尤度値を推定することを含む、段落２４に記載の方法。
【０８６４】
　２６．試料内の標的分子濃度を特定するシステムであって、（Ａ）試料含有液滴を生成
するように構成された液滴生成器と、（Ｂ）液滴内の標的分子を増幅するように構成され
た熱循環機と、（Ｃ）複数の液滴により発せられた蛍光強度値を収集するように構成され
た蛍光検出器と、（Ｄ）収集されたデータから、試料内の標的分子濃度を推定し、推定濃
度の信頼条件を所望の信頼条件と比較し、所望の信頼条件に達しない場合、液滴生成器ま
たは熱循環機の少なくとも１つのパラメータを調整する信号を送信するように構成された
デジタルプロセッサとを備える、システム。
【０８６５】
　２７．核酸標的について試料を解析する方法であって、（Ａ）試料の部分を取り出すこ
と、（Ｂ）上記部分から、核酸標的がある場合に核酸標的を増幅する分析混合物を作成す
ること、（Ｃ）分析混合物から液滴パケットを生成することであって、各パケットは少な
くとも実質的に所定の数の液滴を有する、生成すること、（Ｄ）核酸を増幅させる条件下
にパケットを置くこと、（Ｅ）パケットのうちの複数の液滴のそれぞれに対して１つまた
は複数の測定を実行すること、（Ｆ）１つまたは複数の測定を使用して、核酸標的の増幅
が発生した複数の液滴の数を特定すること、および（Ｇ）特定された液滴の数に基づいて
、試料内の核酸標的の分子の合計数を推定することを含む、方法。
【０８６６】
　２８．核酸標的について試料を解析する方法であって、（Ａ）試料から第１の液滴パケ
ットを生成することであって、各液滴は、液滴内に核酸標的が存在する場合、核酸標的を
増幅可能な組成を有する、生成すること、（Ｂ）核酸を増幅させる条件下に第１のパケッ
トを置くこと、（Ｃ）第１のパケットのうちの複数の液滴のそれぞれに対して１つまたは
複数の測定を実行すること、（Ｄ）１つまたは複数の測定を使用して、核酸標的の増幅が
発生した液滴の第１の割合を特定すること、（Ｅ）第１の割合が、試料内の標的の合計数
を推定するための所定の信頼条件を満たすか否かを判断し、満たさない場合、条件下に置
くステップ、実行するステップ、および使用するステップを、第１のパケットとは異なる
平均液滴容量および／または異なる濃度の試料を有する第２の液滴パケットを使用して繰
り返して、核酸標的の増幅が発生した液滴の第２の割合を特定すること、ならびに（Ｆ）
第１の割合、第２の割合、またはこれら両方に基づいて試料内の核酸標的の合計数を推定
することを含む、方法。
【０８６７】
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　２９．核酸濃度および／または信頼区間を定量化する方法であって、（Ａ）標的核酸分
子の有無について解析される、所与の開始容量を有する試料を提供すること、（Ｂ）試料
から所定量の副試料を取り出すこと、（Ｃ）副試料を、標的核酸分子を複製する任意のプ
ライマおよびまたはプローブと組み合わせること、副試料を希釈すること、副試料を濃縮
させること、およびこれらの組み合わせのうちの任意のステップを実行することにより、
分析混合物を作成すること、（Ｄ）分析混合物から所定数の液滴を有する液滴パケットを
作成することであって、各液滴は液滴容量分布を有する、作成すること、（Ｅ）核酸を複
製する条件下にパケットを置くこと、（Ｆ）パケットからの少なくとも１つの液滴に対し
て１つまたは複数の測定を実行すること、（Ｇ）１つまたは複数の測定を使用して、複製
された標的核酸分子を含む液滴の数および場合により、容量分布が未知の場合、液滴容量
を特定すること、ならびに（Ｈ）複製された標的核酸分子を含む液滴の数を使用して、試
料容量内の標的核酸分子の数、その信頼区間、およびこれらの組み合わせのうちの任意の
ものを推定することを含む、方法。
【０８６８】
　３０．液滴容量は、光学的方法（例えば、散乱、蛍光）または電気的方法（例えば、導
電性、誘電率）を使用して測定される、段落２９に記載の方法。
【０８６９】
　３１．核酸分析複製は、光学的方法（例えば、輝度、蛍光）または電気的方法（例えば
、導電性、誘電率）を使用して測定される、段落２９または３０に記載の方法。
【０８７０】
　３２．液滴容量を変更することにより濃度を特定する方法であって、（Ａ）試料分割容
量を調整し、少なくとも、濃度を特定できる応答範囲を見つけるまで増幅された粒子の割
合を測定すること、（Ｂ）応答範囲に広がる濃度範囲を有する第１の容量で所定数の液滴
を作成すること、（Ｃ）増幅をサポートする条件下に液滴を置くこと、（Ｄ）信号（物理
的特性）を測定して、増幅が発生したか否か、およびＤＮＡが増幅前に液滴内に存在した
か否かを判断すること、（Ｅ）液滴を計数して、増幅された液滴の割合を特定すること、
（Ｆ）ポアッソン曲線またはその微分から、増幅された液滴の割合を使用して濃度範囲を
推定すること、ならびに（Ｇ）推定された濃度が最適範囲外にある場合、第２の液滴容量
を使用して解析を実行することを含む、方法。
【０８７１】
　３３．段落３２と同様に、液滴溶液を希釈または濃縮することにより、濃度を特定する
方法。
【０８７２】
［ＶＩＩＩ．液滴ベースの分析の制御および較正］
　本項では、例えば、液滴から検出される信号を使用して制御かつ／または較正される、
核酸増幅のテスト等の液滴ベースの分析を実行する制御・較正方法および制御・較正装置
を含め、例示的な制御・較正システムを説明する。関連するさらなる開示が、相互参照に
おいて上に列挙され、参照により本明細書に援用される米国仮特許出願、特に２００９年
９月１日に出願された米国仮特許出願第６１／２７５７３１号明細書に見出し得る。
【０８７３】
［Ａ．はじめに］
　増幅に関する液滴ベースのテストは一般に、正確である必要がある。不正確な場合、こ
れらテストは、誤った結果、すなわち誤陰性および誤陽性を生成し得る。各種の誤った結
果は有害な影響を有し得る。疾患の検出に関する誤陰性は、疾患が早期に処置されず、拡
散を許すことを意味し得る。これとは対照的に、誤陽性は不必要な警告を生じさせ、コス
トがかかり、破壊的であり得る潜在的に不必要な対応を引き起こし得る。誤陰性および誤
陽性に関連する問題を回避するために、不正確な増幅テストを繰り返して、テストの確実
性を向上させなければならず、これはコストを増大させると共に、貴重であり得るより多
くの試料および試薬を使用する。
【０８７４】
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　図１１２は、蛍光を使用して、試料を分割することにより形成される液滴内の核酸標的
の増幅を測定する例示的な手法を示すグラフ５７１０を示す。グラフは、時間に対して、
液滴を含むフローから検出し得る蛍光信号をプロットする。各液滴は、蛍光信号により形
成されるピークまたはスパイク５７１２（すなわち、波）等の蛍光信号強度の一時的な変
化（例えば、一時的な増大）として検出し得る。
【０８７５】
　明確さを向上させるために、ここおよび本項の他の図に示される例示的なデータは、液
滴を含むフローから検出される逐次データとして提示される。しかし、本項で開示される
方法は、液滴セットから並行して収集し得る液滴画像データ（例えば、項ＩＩおよび項Ｖ
Ｉ参照）にも適用し得る。明確さを向上させるために、例示的なデータは単純化された形
態でも提示され、各ピークは幅を有さず、液滴を搬送する連続相の検出により形成される
一定の背景信号５７１３から突出する。しかし、信号ピークは、例えば、検出信号の周波
数、各液滴の形状、フローを搬送しているチャネルのサイズおよび幾何学的形状、流量等
に基づいて任意の適した形状を有し得る。さらに、信号ピークは、例えば、ここで示され
るように比較的一定の間隔で、または様々な間隔で発生する任意の適した時間的分布を有
し得る。ピークから提供され、かつ／またはピークから計算される液滴信号（例えば特に
、ピーク高さまたはピークエリアに対応する信号）を使用して、対応する液滴内で増幅が
発生したか否か、ひいては試料が分割された場合、液滴が核酸標的の少なくとも１つの分
子を受け取ったか否かを判断し得る。
【０８７６】
　各液滴信号は、カットオフとも呼ばれる信号閾値５７１４と比較し得る。この比較は、
各液滴信号が、液滴内の増幅に関して陽性信号を表す（標的が存在する）のか、それとも
陰性信号を表す（標的が存在せず、かつ／または検出されない）のかの判断を提供し得る
。例えば、閾値よりも大きな（および任意には閾値に等しい）液滴信号は、陽性液滴を表
すものとみなし得る。逆に、閾値未満（および任意には閾値に等しい）液滴信号は、陰性
液滴を表すものとみなし得る。（図１１２では、閾値５７１４を上回る陽性液滴信号は５
７１６に示され、閾値５７１４を下回る陰性液滴信号は５７１８に示される）。したがっ
て、閾値との比較により、各液滴信号を二進値等のデジタル値に変換し得る（例えば、陽
性液滴の場合には「１」、陰性液滴の場合には「０」）。いずれの場合でも、陽性である
液滴の割合を特定することができる。所与の液滴サイズの場合、陽性液滴の割合を、ポア
ッソン統計に基づくアルゴリズムへの入力として使用して、初期試料容量内に存在した核
酸標的のコピー（分子）数を特定することができる。いくつかの実施形態では、２つ以上
の閾値を使用して、結果を分類し得る（例えば、陰性、陽性、もしくは不確定、またコピ
ーなし、１コピー、２コピー、３以上のコピー等）。
【０８７７】
　図１１３は、図１１２のフローから測定し得る液滴信号強度の範囲の例示的なヒストグ
ラム５７２０を示す。各範囲の相対的な発生頻度は、棒の高さで示される。陽性信号およ
び陰性信号の強度の分布は、増幅（陽性信号）により生成される信号強度と増幅なし（陰
性信号）により生成される信号強度との小さな差よりも大きい場合がある。したがって、
陽性液滴および陰性液滴からの液滴信号の分布は、５７２４に示されるように、増幅陽性
液滴信号と増幅陰性液滴信号との問題のある重複を生み出し得る。そのため、図１１２に
示されるように、いくつかの増幅陽性液滴は、閾値５７１４未満の偽陰性信号５７２６等
の相対的に弱い液滴信号を提供し、これら陽性液滴が陰性として誤って識別されることに
なり得る。逆に、いくつかの増幅陰性液滴は、閾値５７１４を超える偽陽性陰性信号５７
２８等の相対的に強い液滴信号を提供し、これら陰性液滴が陽性として誤って識別される
ことになる。いずれのタイプの誤った結果もコストがかかり、有害であり得るため、誤っ
た検出の発生を最低限に抑えることが望ましい。
【０８７８】
　液滴から検出される信号のばらつきを生じさせ得る多くの要因がある。信号に影響し得
る物理的なパラメータの例としては特に、検出時の液滴位置（例えば、検出器の「感知容
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量」に対する）、液滴の容量および形状、検出光学系（励起源、フィルタ、および検出器
を含む）の光学的位置合わせ、検出器の応答、温度、振動、および流量を挙げることがで
きる。蛍光信号に影響し得る反応化学的パラメータの例としては特に、各液滴内に存在す
る標的分子の数および／または背景核酸の量、増幅効率、試薬濃度のバッチ毎のばらつき
、ならびに試薬と試料とを混合する際の容量のばらつきが挙げられる。これら物理的およ
び化学的なパラメータのばらつきは、陽性液滴信号の分布と陰性液滴信号の分布との重複
を増大させ、データの解釈を複雑化させ、テストの性能に影響を及ぼす（例えば、検出限
界に影響する）恐れがある。ばらつきは、１回の実行内および／または実行間、標的のテ
スト内および／または異なる標的に対するテスト間、同じ機器および／または異なる機器
で、同じオペレータおよび／または異なるオペレータ等で発生し得る。
【０８７９】
　したがって、液滴ベースの分析での精度および信頼性を向上させる必要がある。例えば
、これらテストに液滴ベースのコントロール、場合により、テスト液滴内に組み込むこと
ができ（分析実行のため）、またはテスト液滴と混合可能なコントロール液滴内に組み込
むことができる（分析を制御するため）液滴ベースのコントロールを有することが望まし
いであろう。そのように統合されたコントロールは、テスト反応と並行してコントロール
反応を処理し、解析を加速化し得ることにより、コスト低減という恩恵を有し得る。シス
テム較正（例えば特に、ハードウェア、試薬、および／またはソフトウェア（例えば、ア
ルゴリズム）性能を確認するため）に使用できる１つまたは複数のコントロールを有する
ことも有用であろう。
【０８８０】
［Ｂ．定義］
　本開示において使用される技術用語は、当業者により一般に認識される意味を有する。
しかし、以下の用語は、後述するように追加の意味を有し得る。
【０８８１】
　信号－検出可能であり、かつ／または検出されたエネルギーおよび／または情報。検出
された任意の信号は、検出後、信号および／またはデータと記述し得る。例えば、検出さ
れた液滴信号は特に、テスト信号およびテストデータ、コントロール信号またはコントロ
ールデータ、参照信号および参照データ、較正信号および較正データ、送信信号および送
信データ、またはこれらの任意の組み合わせを提供し得る。
【０８８２】
　変換－１つまたは複数の数学的演算および／または論理的演算を使用して、データセッ
トの信号の１つまたは複数の値および／または数を変更すること。信号セットの変換は、
信号のうちの１つまたは複数の値を変更することにより、かつ／または信号の任意の適し
たサブセットを削除／無効化することにより、変換された信号セットを生成し得る。信号
の変換は特に、信号のばらつきの低減、異常値信号の削除／無効化、信号からのベースラ
イン値の減算、異常値周波数の低減、陽性液滴信号の分布と陰性液滴信号の分布との重複
の低減、回帰線に従っての信号の変更、閾値または範囲との信号値の比較に基づいての信
号への新しい値の割り当て、またはこれらの任意の組み合わせを含み得る。
【０８８３】
　実行－一般におおよそ同じサイズであり、試料の分割物を含む液滴のセットがテストさ
れる動作時間期間。
【０８８４】
　オリゴヌクレオチド－約１００未満のヌクレオチドの核酸。
【０８８５】
　外因性－外部に端を発する。例えば、試料に対して外因性の核酸は、元々分離したもの
として試料の外部にある。別の例として、有機体または細胞に外因性の核酸は、感染また
はトランスフェクションにより有機体または細胞内に導入された核酸等、その有機体また
は細胞に元々存在するものではない。
【０８８６】
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　内因性－元々は分離されたものとして、または試料内に元々存在するものとして試料内
に存在するなど、内部に端を発する。
【０８８７】
［Ｃ．概要］
　本開示は、液滴から検出される信号を使用して制御かつ／または較正される核酸増幅の
液滴ベースのテストを実行する、方法および装置を含めたシステムを提供する。
【０８８８】
　本開示は、試料解析方法を提供する。液滴が得られ得る。液滴は、オンラインで生成し
てもよく、または少なくとも液滴のサブセットをオフラインで事前形成してもよい。液滴
のうちの少なくともサブセットまたはすべては、テストすべき試料の分割物を含み得、分
割物内に少なくとも１つのテスト核酸標的が存在する場合、その核酸標的を増幅可能であ
り得る。いくつかの実施形態では、液滴は、テスト核酸標的およびコントロール核酸標的
を増幅可能であり得る。液滴は集合的または個々に、染料または少なくとも第１の染料お
よび第２の染料を含み得る。いくつかの実施形態では、液滴は、特に、２つ以上のタイプ
のテスト液滴、テスト液滴およびキャリブレーション液滴、またはテスト液滴およびコン
トロール液滴等の少なくとも２つのタイプのものであり得る。いくつかの実施形態では、
特に、フロー内の液滴タイプの別個の時間的位置（またはフローからの別個の流出時間、
例えば、液滴が撮像のために１つまたは複数の検出チャンバ内に集められる別個の時間）
、液滴タイプ内のそれぞれ別個の染料の存在、同じ染料（もしくは異なる染料）の区別可
能な信号強度、またはこれらの組み合わせに基づいて、２つ以上のタイプの液滴を区別し
得る。
【０８８９】
　蛍光信号等の信号を液滴から検出し得る。信号は、テスト信号、キャリブレーション信
号、コントロール信号、参照信号、またはこれらの任意の組み合わせを含み得る。いくつ
かの実施形態では、テスト信号およびコントロール信号はそれぞれ、テスト核酸標的およ
びコントロール核酸標的の増幅が個々の液滴内で発生したか否かを示し得る。いくつかの
実施形態では、検出は、（ａ）第１および第２の染料を同じ波長の励起光で励起させるこ
と、および（ｂ）第１および第２の検出チャンバのそれぞれ内で互いに少なくとも実質的
に独立して第１および第２の染料から発せられた光を検出することを含み得る。
【０８９０】
　検出された信号を解析して、試料内にテスト核酸標的が存在する場合、その存在（数、
濃度等）に関連するテスト結果を特定し得る。いくつかの実施形態では、解析は、テスト
信号のばらつきを低減するために、参照信号に基づいてテスト信号を変換することを含み
得る。テスト信号および参照信号は、それぞれ別個の検出チャネル内で検出してもよく、
または同じ検出チャネル内で検出してもよい。いくつかの実施形態では、参照信号は、増
幅反応に結合されない第２の染料により提供し得、したがって、受動参照（ｐａｓｓｉｖ
ｅ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）として機能する。いくつかの実施形態では、参照信号は、コン
トロール増幅反応から検出されるコントロール信号により提供し得る。コントロール増幅
反応は、外因性または内因性の鋳型の増幅を測定し得る。いくつかの実施形態では、解析
は、（ａ）テスト信号または変換されたテスト信号セットを信号閾値と比較して、個々の
液滴に、テスト核酸標的に関して陽性または陰性を割り当てること、および（ｂ）比較に
基づいて、試料内のテスト核酸標的の分子数を推定することを含み得る。いくつかの実施
形態では、解析は、（ａ）コントロール信号を解析して、コントロール核酸標的に関して
増幅陽性である液滴の数および／または割合に対応するコントロール値を特定すること、
ならびに（ｂ）コントロール値に基づいて、有効性の判断等、テスト結果を解釈すること
を含み得る。
【０８９１】
　本明細書において開示されるシステムは、改良された機器較正ならびに／あるいは液滴
ベースの増幅テストの精度および／または信頼性のかなりの改良を提供し得る。本開示に
より提供される例示的な能力は、（１）蛍光信号のばらつきを補正／最低限に抑えて、液
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滴ＰＣＲ結果の精度を増大させること、（２）核酸増幅が失敗したか否か（例えば、試料
内の干渉成分からのＰＣＲ阻害、不正確な試料と試薬の混合、不正確な熱循環、不正確な
液滴形成）の内部指標を提供すること、（３）追加のハードウェア構成要素を追加する必
要なく、液滴容量の測定を提供すること、（４）ベースライン蛍光信号の変更（すなわち
、ベースラインドリフト）の測定を提供すること、（５）実行前および／または実行中に
液滴検出器の較正を提供すること、（６）実行前および／または実行中に定量的液滴ＰＣ
Ｒ測定およびデータ処理アルゴリズムの性能を監視すること、（７）液滴保全性の確認（
例えば、合体が存在しないこと）、（８）インライン検出器を使用して液滴生成および検
出周波数（空間的および時間的）についての情報を得ること、（９）ばらつきを測定して
、事前定義された許容差と比較すること、（１０）未処理の液滴ＰＣＲデータを処理して
、ばらつきを補正し、テストの精度および性能を増大させること、（１１）好ましくは、
単一の励起源を使用してコントロール分析を組み込むこと、ならびに／あるいは（１２）
２種以上の遺伝子標的を個々の液滴内で増幅し検出することにより、２種以上の遺伝子標
的を定量化することの任意の組み合わせを含み得る。
【０８９２】
［Ｄ．システム概説］
　図１１４は、制御装置および／または較正器を用いて液滴ベースのテストを実行する例
示的なシステム５７４０を示す。適し得る他の例示的なシステムが、本明細書の他の箇所
、特に項ＩＩ等に説明されている。システム５７４０は特に、試料準備ステーション５７
４２、少なくとも１つの液滴生成器５７４４、熱循環機５７４６等の加熱ステーション、
検出ステーション５７４８、ならびにデータ解析器５７５２およびフィードバック・制御
部５７５４を組み込んだコントローラ５７５０の任意の組み合わせを含み得る。
【０８９３】
　システムは、１つまたは複数の上流位置から検出ステーション５７４８に向けて下流方
向に少なくとも１つの試料および試薬を搬送する少なくとも１つのフローを提供し得る。
フローから検出された（または撮像等のフロー停止状態で検出された）信号、特に液滴信
号をデータ解析器５７５２に通信し得る。データ解析器は、信号を解析して、１つまたは
複数のテスト結果、制御結果、較正結果、任意の結果の品質（例えば、有効性、信頼性、
信頼区間等）、またはこれらの組み合わせを特定し得る。任意の結果をフィードバック・
制御部５７５４に通信し得、フィードバック・制御部５７５４は、特定された結果に基づ
いて、試料準備ステーション５７４２、液滴生成器５７４４、熱循環機５７４６、検出ス
テーション５７４８、およびデータ解析器５７５２のうちの任意を制御し、かつ／または
それらのうちの任意の制御を調整し得る。
【０８９４】
　準備ステーション５７４２は、少なくとも１つの試料５７５６、少なくとも１つのセッ
トのテスト試薬５７５８（標的試薬とも呼ばれる）、１つもしくは複数のコントロール試
薬５７６０、１つもしくは複数のキャリブレーション試薬５７６２、またはこれらの任意
の組み合わせを含み、かつ／または供給し得る。任意の試料および／または試薬は、別個
に格納し、かつ／または供給してもよく、１つもしくは複数の事前形成された混合物とし
て格納かつ／または供給されてもよく、ならびに／あるいはシステムの下流領域（例えば
、液滴生成器５７４４、熱循環機５７４６、または検出ステーション５７４８）に供給さ
れる前に選択可能に混合してもよい。さらに、任意の試料および／または試薬は、試料準
備ステーション５７４２から液滴生成器５７４４、熱循環機５７４６、そして液滴信号を
検出する検出ステーション５７４８に移動し得る。あるいは、任意の試料および／または
試薬は、５７６４に示されるように液滴生成器を通らずに、熱循環機を通らずに、または
５７６６で示されるようにこれら両方を通らずに検出ステーションに到達してもよい。し
たがって、本明細書において開示される任意の試料および／または試薬は、事前形成され
た液滴で格納し、かつ／または供給し得る。液滴は、例えば、近くまたは遠くでオフライ
ンで事前形成し得る。事前形成された液滴は、検出ステーション５７４８に達する前に液
滴生成器５７４４により形成される液滴とランダムに混合してもよく、または別個のタイ
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プの液滴を、空間的かつ／または時間的に分離された液滴パケットとして検出してもよい
。
【０８９５】
　テスト試薬５７５８は、試料の分割物内の、１つまたは複数の一次標的等の１つまたは
複数の標的の増幅をテストするために使用される任意の試薬であり得る。一次標的は一般
に、テストにおける一次的な関心の任意の試薬を含む。一次試薬は、試料に対してテスト
を実行する前に、試料内に未知のレベルで存在し得る。テスト試薬５７５８は一般に、試
料内のテストすべき１つまたは複数の特定の核酸標的の増幅に関して特異性を付与する１
つまたは複数のセットの標的試薬を含む。したがって、テスト試薬は、少なくとも１つ（
または２つ以上）の核酸標的の増幅を始動可能な少なくとも１対（または２対以上）のプ
ライマを含み得る。テスト試薬は、テスト標的、ポリメラーゼ（例えば、熱安定性ポリメ
ラーゼ）、および／またはｄＮＴＰｓ等のそれぞれの増幅の検出に役立つ少なくとも１つ
のレポータも含み得る。テスト試薬は、液滴からテスト信号を検出できるようにする。
【０８９６】
　コントロール試薬５７６０は、テスト信号のばらつき（一般に、増幅での差により生成
されるばらつき以外のばらつき）を制御し、かつ／またはテスト試薬を使用して得られた
結果（結果の信頼性および／または有効性等）を解釈するために使用される任意の試薬で
ある。コントロール試薬は、テスト信号と同じまたは異なる液滴である液滴からコントロ
ール信号および／または参照信号を検出できるようにする。コントロール試薬は、液滴形
成前にテスト試薬と混合してもよく、かつ／またはコントロール試薬を含むコントロール
液滴を、テスト液滴とは別個に生成して、試料から独立して導入してもよい。
【０８９７】
　コントロール試薬は、機器コントロール、すなわち、システム（および／または環境）
によりもたらされるばらつきに対するコントロールを提供し得る。したがって、機器コン
トロールは、液滴容量、液滴検出効率、検出器ドリフト等のばらつきを制御し得る。参照
信号は、機器コントロールとして機能するコントロール試薬を含む液滴から検出し得る。
【０８９８】
　コントロール試薬は、追加または代替として、増幅コントロール、すなわち、液滴内の
二次／コントロール増幅をテストするコントロールを提供し得る。したがって、コントロ
ール試薬は、液滴内の少なくとも１つの二次的またはコントロール試薬の増幅をテストす
るために使用される試薬を含み得る。二次的／コントロール試薬は、特に、テストにおい
て二次的な関心のものであり得、かつ／または試料内に既知のまたは予想されるレベルで
存在し得る。いずれの場合でも、コントロール試薬は、液滴内でテストすべき１つまたは
複数のコントロール核酸標的の増幅に関して特異性を付与する１つまたは複数のセットの
標的試薬を含み得る。コントロール試薬は、少なくとも１つ（または２つ以上）のコント
ロール核酸標的の増幅を始動可能な少なくとも１対（たまは２対以上）のプライマを含み
得る。コントロール試薬は、コントロール標的、ポリメラーゼ（例えば、熱安定性ポリメ
ラーゼ）、および／またはｄＮＴＰｓ等のそれぞれの増幅の検出に役立つ少なくとも１つ
のレポータも含み得、あるいはこれらコントロール試薬の任意の適した組み合わせをテス
ト試薬により供給し得る。コントロール信号は、増幅コントロールとして機能するコント
ロール試薬から検出し得る。
【０８９９】
　キャリブレーション試薬５７６２は、システムの動作および応答の較正に使用される任
意の試薬である。システム較正（例えば、流量、励起電力、光学的位置合わせ、検出器電
圧、増幅器利得、液滴サイズ、液滴間隔等の較正）のために、キャリブレーション試薬を
含む液滴（すなわち、キャリブレーション液滴）は、検出ステーションから上流の任意の
位置でシステムのフロー内に導入し得る。キャリブレーション液滴は、テスト液滴をフロ
ー内に導入する前、導入中、および／または導入後にシステムのフロー内に導入し得る。
いくつかの実施形態では、コントロール液体内の染料のレベルを使用して、意図される測
定範囲を括り、かつ／または測定範囲の上下端の近傍に配置されたキャリブレーション信
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号を提供する一対の染料濃度を使用するなどして、検出器の応答を較正かつ／または確認
し得る。例えば、既知のサイズであり、１つまたは複数の既知の染料濃度を含む液滴をオ
フラインで準備し、システム内に導入し、かつ／またはシステムにより生成し得る。いく
つかの実施形態では、キャリブレーション液滴は、量子ドット、ポリマービード等の蛍光
粒子を含み得る。
【０９００】
　システム５７４０を使用して、１つまたは複数の試料を解析する方法を実行し得る。方
法は、任意の適した順序で実行される、本明細書において開示されるステップの任意の適
した組み合わせを含み得る。
【０９０１】
　液滴を取得し得る。液滴は、１つまたは２つ以上のタイプであり得る。液滴の少なくと
もサブセットまたはすべては、システムにより生成してもよく、またはオフラインで事前
形成されてもよい。液滴の少なくともサブセットは、テスト核酸標的の増幅をテストする
ためのテスト試薬を含み得る。液滴の少なくともサブセットは、コントロール核酸標的の
増幅をテストするためのコントロール試薬および／またはキャリブレーション試薬を含み
得る。液滴は１つまたは複数の染料を含み得る。
【０９０２】
　液滴は、検出器の上流においてフローに導入し得る。すべての液滴を同じ位置でフロー
に導入してもよく、または液滴、特に異なるタイプの液滴を２つ以上の別個の位置で導入
してもよい。
【０９０３】
　液滴は、フロー内で、増幅を促進する条件下に置かれ得る。例えば、液滴を加熱し、か
つ／または繰り返し加熱し冷却（熱循環）し得る。
【０９０４】
　信号を液滴から検出し得る。信号は、テスト信号、コントロール信号、参照信号、キャ
リブレーション信号、またはこれらの任意の組み合わせを含み得る。
【０９０５】
　信号を解析し得る。解析は、テスト信号を変換することを含み得る。解析は、追加また
は代替として、テスト信号および／または変換されたテスト信号を信号閾値と比較して、
核酸標的の増幅に関して陽性または陰性を個々の液滴に割り当てることを含み得る。標的
陽性液滴の数および／または割合を、比較の結果に基づいて特定し得る。解析は、試料内
の核酸標的の存在を推定することをさらに含み得る。存在の推定は、試料内に標的がない
ことであり得る。存在の推定は、ポアッソン統計を使用して実行してもよく（または実行
しなくてもよい）。
【０９０６】
［Ｅ．例示的な機器の制御および較正］
　図１１５は、第１の染料を使用して核酸標的の増幅を検出し、第２の染料を使用してテ
スト中のシステムのばらつきを制御する例示的な構成５７８０でのシステム５７４０の選
択された態様を示す。図１１５および本開示の後続図に提示される他のシステム構成では
、用語「液滴生成器」、「熱循環機」、および「検出ステーション」は「ＤＧ」、「ＴＣ
」、および「ＤＥＴ」と略される。
【０９０７】
　試料準備ステーション５７４２は、増幅混合物を液滴生成器５７４４に供給し得る。増
幅混合物は、試料５７５６と、第１の染料５７８４（染料１）を含む標的試薬５７８２（
すなわち、テスト試薬５７５８）と、第２の染料５７８６（染料２）とを組み込み得る。
第２の染料および標的試薬は、システム５７４０内に導入される前に互いに混合されても
よく、またはシステム内で混合されてもよい。標的試薬５７８２は、核酸標的を増幅させ
るためのプライマを提供し得るが、第１の染料は、増幅が発生したか否かを検出できるよ
うにし得る。第１および第２の染料は、光学的に区別可能な蛍光染料であり得る。第２の
染料は、受動参照または機器コントロールであり得る。換言すれば、第２の染料は、核酸
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標的が存在する場合、その核酸標的の増幅の程度から少なくとも実質的に独立した強度を
有する検出可能な信号を提供し得る。
【０９０８】
　液滴生成器５７４４は、増幅混合物の液滴をなし得る。液滴は、熱循環機５７４６を通
って移動して、各液滴内に核酸標的が存在する場合、核酸標的の増幅を促進させ得る。次
に、液滴は検出ステーション５７４８に移動し得る。ステーション５７４８は、液滴毎に
、第１の染料からテスト信号を検出し、第２の染料から参照信号（コントロール信号とも
呼ばれる）を検出し得る。
【０９０９】
　図１１６は、図１１５のシステム構成５７８０内に含め得る例示的な標的試薬５７８２
およびコントロール試薬５７６０を示す。標的試薬およびコントロール試薬は、第１の検
出チャネル５７８８（「チャネル１」）内でテスト信号を検出し、第２の検出チャネル５
７９０（「チャネル２」）内で参照信号を検出できるようにし得る。第１および第２のチ
ャネルは、別個の波長および／または少なくとも実質的に重ならない波長範囲を表し得る
。
【０９１０】
　標的試薬は、プローブ５７９２等のレポータと、標的固有のフォワードプライマおよび
リバースプライマ５７９４とを含み得る。プローブ５７９２は、増幅された標的に結合す
る、オリゴヌクレオチド５７９６等の核酸を含むエネルギー移動プローブ（例えば、ＴＡ
ＱＭＡＮプローブ）および鎖５７９６に接続されたエネルギー移動対であり得る。エネル
ギー移動対は、例えば、第１の染料５７８４および消光剤５７９８により形成し得る。
【０９１１】
　コントロール試薬５７６０は第２の染料５７８６を含み得る。第２の染料は、オリゴヌ
クレオチド５８００等の核酸に接続してもよく（またはしなくてもよい）。オリゴヌクレ
オチドへの接続は、共有結合および／または結合相互作用によるものであり得る。オリゴ
ヌクレオチドまたは他の水溶性分子への第２の染料の接続は、特に、液滴の水性相内への
第２の染料の保持を向上させ、かつ／または水性相全体を通して染料が分散することに役
立ち得る。
【０９１２】
　図１１７は、システム構成５７８０（図１１５）を使用し、場合により、図１１６に示
される試薬を使用してシステムのばらつきを補正する例示的な手法を示すフローチャート
を示す。テスト信号（すなわち、標的信号）および参照信号を同じ液滴から検出し得る。
例えば、テスト信号を第１のチャネル内で検出し、参照信号を第２のチャネル内で検出し
得る。テスト信号と参照信号との同時検出を示すグラフが、５８１０、５８１２のそれぞ
れに示される。
【０９１３】
　テスト信号のばらつきは、データ処理に誤差をもたらす恐れがある。例えば、グラフ５
８１０は、検出されたテスト信号の強度に大きなばらつきを示す。その結果、テスト信号
のうちのいくつかが誤って陽性または陰性に分類される恐れがある。この図では、２つの
偽陽性が印される。しかし、テスト信号のばらつきは、同じ液滴から検出される参照信号
のばらつきにミラーリングされ得る。したがって、５８１４に示されるように、参照信号
に基づいてテスト信号を変換して、変換後のテスト信号をプロットするグラフ５８１６に
示されるように、テスト信号のばらつきを補正し得る。テスト信号は、参照信号に関わる
任意の適した演算または演算セットにより変換し得る。例えば、テスト信号の正規化と説
明し得る、各テスト信号を対応する参照信号で除算するなど、テスト信号を参照信号で除
算することを通して、テスト信号を変換し得る。あるいは、例えば、ベースライン減算、
回帰直線からの距離等により、参照信号に基づいてテスト信号を変換し得る。変換は、テ
ストチャネルのばらつきを補償し得る。この補償または補正は、テスト信号（すなわち、
陰性テスト信号および／または陽性テスト信号）の値をより均一にし、かつ／または正規
分布により近づけ得る。追加または代替として、異常値の周波数ならびに／あるいは陽性
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信号および陰性信号の分布の重複を低減し得る。
【０９１４】
　図１１８は、（ａ）液滴セット内の核酸標的の増幅を検出し、（ｂ）別の液滴セットで
システムを較正し、かつ／またはシステムのばらつきを補正する例示的な構成５８３０で
のシステム５７４０の選択された態様を示す。構成５８３０は、標的試薬５７８２および
コントロール試薬５７６０が同じ液滴内にないことを除き、図１１５の構成５７８０と同
様である。したがって、標的試薬およびコントロール試薬は、５８３２で示されるように
、システムのそれぞれ別個の液滴生成器に供給してもよく、試料液滴生成器に異なる時間
に供給してもよく、または５８３４、５８３６に示されるように、コントロール試薬を、
液滴生成器を通さずに事前形成された液滴内に供給してもよい。標的試薬およびコントロ
ール試薬はこの構成では同じ液滴内にないため、コントロール試薬は、標的試薬と同じ染
料（すなわち、第１の染料５７８４）を含んでもよく、または別個の染料（第２の染料５
７８６）を含んでもよい。
【０９１５】
　図１１９は、５８５２で示されるシステム較正中および５８５４で示される試料テスト
中に、システム構成５８３０（図１１８）のフローから時間の経過に伴って検出し得る蛍
光信号の例示的なグラフ５８５０を示す。較正および試料テストは、キャリブレーション
液滴とテスト液滴とを混合せずに実行してもよく、または混合して実行してもよい。
【０９１６】
　較正および試料テストは、液滴タイプを混合せずに、同じ染料（および／または同じ波
長の検出）を使用して逐次実行し得る。キャリブレーション液滴とテスト液滴とを別個に
保つことにより、テスト信号強度およびキャリブレーション信号強度の分布が重複しても
よい。例えば、キャリブレーション液滴およびテスト液滴は、検出ステーションへの到来
時間に基づいて各タイプの液滴を識別可能なように、フロー内で時間的に隔て得る。到来
時間は、フローへの各液滴タイプの導入の相対時間および流速に基づいて計算し得る。し
たがって、キャリブレーション液滴およびテスト液滴は、信号強度に基づいて区別可能で
なくてもよく（または可能であってもよく）、時間的に区別可能であってもよい。特に、
テスト液滴およびキャリブレーション液滴は、液滴タイプ間の移り変わりを識別し得る時
間的（および空間的）ギャップ５８５６により隔て得る。時間的ギャップの使用により、
テスト液滴セット（すなわち、テスト実行）中に、キャリブレーション液滴セットの前後
にギャップがある状態でキャリブレーション液滴セットを導入して、異なる液滴タイプへ
のそれぞれの移り変わりの識別を提供することも可能であり得る。換言すれば、較正は、
一続きのテスト液滴が２つ以上の離散したグループに分けられるように、キャリブレーシ
ョン液滴を一続きのテスト液滴内に挿入することにより、試料テスト中に実行し得る。
【０９１７】
　キャリブレーション液滴は、別個に、または混合して導入し得る２つ以上のタイプの液
滴を含み得る。例えば、図１１９は、別個のタイプのキャリブレーション液滴により生成
されるより強いキャリブレーション信号５８５８のセットの後に、より弱いキャリブレー
ション信号５８６０のセットが続くことを示す。より強いおよびより弱いキャリブレーシ
ョン信号５８５８、５８６０は一般に、強度の点で、陽性テスト信号５８６２および陰性
テスト信号５８６４のそれぞれに対応し得る。他の実施形態では、１つのみのタイプまた
は３つ以上のタイプのキャリブレーション液滴を使用し得、キャリブレーション信号の１
つまたは３つ以上の強度を提供するようにそれぞれ構成し得る。
【０９１８】
　あるいは、較正および試料テストは、キャリブレーション液滴およびテスト液滴をラン
ダムに混合し、したがって、時間的に区別できない状態で実行し得る。混合されたキャリ
ブレーション液滴およびテスト液滴は、区別可能な染料を各液滴タイプに組み込み、場合
により、別個の各波長で区別可能な染料を検出することにより区別可能であり得る。代替
または追加として、キャリブレーション液滴およびテスト液滴は、同じ波長で検出される
、場合により同じ染料から検出される信号強度に従って区別可能であり得る。特に、キャ
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リブレーション液滴は、テスト液滴の信号範囲（すなわち、陰性テスト液滴および陽性テ
スト液滴からの信号強度の集合的な分布により提供される信号範囲（例えば、図１１３参
照））外の１つまたは複数の信号強度を有するように設計し得る。したがって、キャリブ
レーション液滴は、テスト液滴の信号範囲の上および／または下の信号強度を有するキャ
リブレーション信号に基づいて識別し得る。
【０９１９】
　図１２０は、図１１８のシステム構成５８３０を使用して増幅テスト中に信号のばらつ
きを補正する例示的な手法のフローチャート５８８０を示す。図１２０に示される手法は
、キャリブレーション液滴に関して上述したように、同じ検出チャンバ内で検出される信
号強度の差に基づいて、液滴信号のタイプ、すなわち、テスト液滴信号５８８２および参
照液滴信号５８８４を区別する。特に、テスト液滴はある範囲５８８６の信号強度を生成
し、参照信号５８８４はその範囲よりも下（または上）の強度を有し得る。したがって、
別個のタイプの液滴がフロー内でランダムに散在し得る。
【０９２０】
　参照液滴は、染料と同量（または２つ以上の離散量）で形成し得る。したがって、シス
テムにより生成される信号のばらつきがない場合、参照液滴は同じ強度の参照信号を生成
するはずである。参照信号の強度のばらつきは、テスト信号の強度の対応する変化により
ミラーリングし得る。例えば、グラフ５８８８において、参照信号５８８４の強度および
陰性テスト信号５８９０の強度は、時間に関して漸次的な増大を示す。その結果、増幅陰
性液滴からのテスト信号が偽陽性５８９２を生成する恐れがある。
【０９２１】
　テスト信号５８８２のばらつきは、５８９４に示されるように、参照信号５８８４に基
づいてテスト信号を変換して、グラフ５８９８に提示される正規化テスト信号５８９６を
生成することにより、低減し得る。変換は、例えば、テスト信号に時間的に近い１つまた
は複数の参照信号、テスト信号に時間的に近い参照信号の加重平均、テスト信号に重複す
る平均参照信号のスライド窓等に基づいて各テスト信号を変換することにより実行し得る
。テスト信号を閾値と比較する前の変換は、ここで示されるような偽陽性の発生、偽陰性
の発生、またはこれら両方を低減し得る。
【０９２２】
［Ｆ．例示的な増幅制御］
　図１２１は、図１１４のシステム５７４０の選択された態様を示し、システムは、同じ
液滴内の少なくとも一対の核酸標的の増幅をテストする例示的な構成５９１０である。シ
ステム構成５９１０は増幅混合物を形成し得、増幅混合物は液滴生成器５７４４に供給さ
れる。増幅混合物は、試料５７５６、テスト増幅試薬５８５８、コントロール増幅試薬５
９１２、および少なくとも１つのコントロール鋳型５９１４を組み込み得る。試料、テス
ト試薬、コントロール試薬、およびコントロール鋳型の任意の組み合わせは、システム５
７４０に導入する前に互いに混合してもよく、またはシステム内で混合してもよい。テス
ト試薬５７５８およびコントロール試薬５９１２は、少なくとも１つのテスト試薬および
少なくとも１つのコントロール標的のそれぞれのプライマを提供し得る。
【０９２３】
　テスト試薬およびコントロール試薬の増幅は、例えば、第１および第２のレポータ（例
えば、第１および第２のプローブ）のそれぞれ内に含まれ得る第１の染料および第２の染
料を介して検出し得る。第１および第２の染料からの信号は、別個の（例えば、少なくと
も実質的に重ならない）第１および第２のチャネル（すなわち、テストチャネルおよびコ
ントロールチャネル）内でテスト信号およびコントロール信号のそれぞれとして検出し得
る。
【０９２４】
　コントロール鋳型５９１４は、コントロール標的の外因性分子を含み得る。逆に、試料
は、テスト標的の内因性分子の存在についてテストし得る。コントロール鋳型５９１４は
、任意の適した量で存在して、液滴毎に任意の適した平均数のコントロール鋳型分子を提
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供し、コントロール鋳型が陽性の液滴の所望の割合を生成し得る。例えば、鋳型５９１４
により提供される鋳型分子の数は、液滴毎に約０．１個、０．０５個、０．０２個、また
は０．０１個の分子等、液滴毎に平均で実質的に１未満であり得る。したがって、コント
ロール鋳型分子の数／濃度は、同じ液滴内のテスト標的およびコントロール標的の両方の
増幅頻度が低いように選択し得、それにより、テスト標的およびコントロール標的の両方
の増幅に起因し得る競合を最低限に抑え得る。例えば、コントロール鋳型は、５つの液滴
のうち約１個以下に存在し得る。
【０９２５】
　コントロール標的の増幅頻度は、システムを使用して解析を実行することにより決定し
得る。いくつかの実施形態では、この頻度を、コントロール標的に対して先に決定された
１つまたは複数の増幅頻度と比較し、かつ／または製造業者により提供される予想頻度値
と比較し得る。いずれの場合でも、コントロール値を特定し得、コントロール値は、コン
トロール核酸標的に関して増幅陽性である液滴の数および／または割合に対応する。
【０９２６】
　コントロールチャネル内で取得されるコントロール信号を使用して、１回の実行の定量
精度および／または２回以上の実行中でのシステムの測定精度を測定し、かつ／または検
証し得る。コントロール信号は、追加または代替として、例えば、試料から測定されたテ
ストデータの品質等のテスト結果を解釈して、テストデータの定量精度および／またはテ
ストデータの信頼性を確認するために使用し得る。テスト結果は、測定されたコントロー
ル値に基づいて解釈されてもよい。例えば、コントロール値が閾値未満の場合、テスト結
果を無効と判断し得る。さらに、増幅陰性コントロール液滴からの信号等のコントロール
チャネルから取得されたデータは、図１１７に関連して上述したように、参照信号を提供
し得る。換言すれば、参照信号として機能するコントロール信号を使用して、テスト信号
を変換し、テスト信号を正規化し得る。
【０９２７】
　図１２２は、図１１４のシステム５７４０の選択された態様を示し、システムは、同じ
液滴内の少なくとも一対の核酸標的の増幅をテストする別の例示的な構成５９２０である
。システム構成５９２０は、異なるコントロール増幅試薬５９２２セット（または第２の
テスト増幅試薬セット）を含み、外因性コントロール鋳型がないことにより、図１２１の
構成５９１０と異なる。コントロール試薬５９２２は、試料５７５６内に存在することが
分かっているか、または予想され、かつ／または試料内の存在するバルク核酸母集団（例
えば、ＤＮＡ全体、ゲノムＤＮＡ全体、特定の種の有機体からのゲノムＤＮＡ、ＲＮＡ全
体、ｍＲＮＡ全体等）に対して既知もしくは予想される発現を有するコントロール試薬を
増幅し得る。逆に、標的試薬５７５８は、試料内の存在が未知であり、かつ／またはバル
ク核酸母集団内での存在が未知であるテスト試薬を増幅し得る。いずれの場合でも、コン
トロール試薬の増幅を使用して、テストデータの定量精度を検証し、かつ／またはテスト
データの信頼性を特性するなど、試料から測定されるテストデータの品質を特定し得る。
さらに、試料内に存在すると特定されたコントロール試薬の量は、試料内に存在すると特
定されたテスト試薬の量を比較し、かつ／または正規化するために突き合わせられる標準
を提供し得る。いくつかの実施形態では、特定の遺伝子変異を発現する標的等、試料内で
は希なコントロール試薬が選択される。希なコントロール試薬を選択することにより、コ
ントロール標的の増幅は、テスト試薬の検出限界および／または小量テスト標的の増幅を
行うことができるか否かを示すことができる。いくつかの実施形態では、コントロール標
的は、試料内での存在が未知の（テスト前に）第２のテスト試薬で置換し得る。
【０９２８】
　図１２３は、図１２１（または図１２２）のシステム構成５９１０（または５９２０）
に含めて、各核酸標的に対して異なる検出チャネル（すなわち、チャネル１および２のそ
れぞれ）内で増幅信号を検出できるようにする例示的なテスト標的試薬５７５８およびコ
ントロール標的試薬５９１２（または５９２２）を示す。チャネル１用のテスト標的試薬
については、図１１６に関連して上述した。コントロール標的試薬５９１２（または５９
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２２）は、全体的な構造はテスト標的試薬と同様であるが、プライマおよびプローブの核
酸配列に関して異なり、テスト標的およびコントロール標的への特異性をそれぞれ提供し
得る。テストプローブおよびコントロールプローブはまた、別個の染料５７８４、５７８
６および／または別個のエネルギー移動パートナ５７９８、５９３０（例えば、各染料に
適した別個の消光剤）を含み得る。他の実施形態では、プローブのうちの少なくとも一方
は、ＳＹＢＲグリーン等の挿入染料を含むレポータで置換し得る。
【０９２９】
　図１２４および図１２５は、システム構成５９１０または５９２０および図１２３の試
薬を使用して得ることができる例示的なデータの代表的な部分を示す。図は、異なる検出
チャネル、すなわち、テストデータを検出するテストチャネル（チャネル１）およびコン
トロールデータを検出するコントロールチャネル（チャネル２）を使用してシステムのフ
ローから時間の経過に伴って検出し得る蛍光信号の例示的なグラフ５９４０～５９４６を
示す。図１２４では、テストデータのグラフ５９４０は、陽性液滴信号を含まない。逆に
、コントロールデータのグラフ５９４２は、１０のうち約１つの頻度で陽性信号５９４８
等の陽性液滴信号を識別する。したがって、コントロールデータは、液滴内の増幅が実質
的に阻害されなかったことを実証し、テストデータから陽性信号がないことが、試料内に
テスト試薬がなかったため、または試料内のテスト試薬が検出不可能なレベルであったこ
とによることを示唆する。したがって、コントロールデータは、テストデータでの陰性結
果の検証を支持し助ける。逆に、図１２５のコントロールグラフ５９４６は、コントロー
ル標的の増幅がなかったことを示す（実質的により大きなデータセットを解析して、コン
トロールの結果が有効なことを実証し得る）。したがって、グラフ５９４６のコントロー
ルデータは、テスト標的の増幅も阻害され（または希釈のしすぎ等の試料に欠陥があり（
構成５９２０））、陰性テスト結果が有功ではないことを示す。
【０９３０】
　図１２６は、図１１４のシステムの選択された態様を示し、システムは、異なる（すな
わち、重ならない）各液滴セット内の一対の核酸標的の増幅をテストする例示的な構成５
９６０である。構成５９６０は、コントロール試薬５９１２およびコントロール鋳型５９
１４が試料５７５６およびテスト試薬５７５８と混合されないことを除き、構成５９１０
の構成と同様であり得る。混合されることに代えて、コントロール試薬およびコントロー
ル鋳型を含む液滴は、５９６２において示されるように、システム内で別個に形成しても
よく、または５９６４に示されるように、液滴生成器５７４４の下流でフロー内に導入さ
れる事前形成される液滴として供給してもよい。
【０９３１】
　図１２７は、異なる検出チャネルを使用して、図１２６のシステム構成５９６０のフロ
ーから時間の経過に伴って検出し得る蛍光信号の一対の例示的なグラフ５９８０、５９８
２を示す。グラフ５９８０は、テスト試薬がある場合、テスト試薬の増幅を検出する第１
のチャネルから検出される蛍光信号をプロットしている。グラフ５９８２は、コントロー
ル試薬が存在する場合、コントロール試薬の増幅を検出する第２のチャネルから検出され
る蛍光信号をプロットしている。ここで示されるように、コントロール標的の増幅成功は
、例えば特に、熱循環機および／または検出ステーションの動作、試薬の品質、増幅陽性
液滴の割合、あるいはこれらの任意の組み合わせ等のシステムの態様を検証し、かつ／ま
たは測定し得る。
【０９３２】
　構成５９６０では、テスト試薬およびコントロール試薬は別個の液滴内に別個に配置さ
れるため、第１および第２のチャネル内での液滴信号は同時に発生しない。すなわち、同
時に検出されない。それに代えて、他の実施形態では、コントロール試薬は第２のテスト
標的であり、コントロール鋳型は別の試料（または同じ試料）であり得る。したがって、
少なくとも２つの検出チャネルの使用により、別個の増幅テスト用の液滴をフロー内に散
在させることが可能である。
【０９３３】
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［Ｇ．例示的な複数チャネル検出］
　図１２８は、図１１４のシステム内で使用し得る蛍光染料の例示的な吸収スペクトルお
よび発光スペクトルを示す一対のグラフ５９９０、５９９２を示す。染料はそれぞれ、染
料１および染料２と任意に印される。しかし、いずれの染料も、本明細書において開示さ
れる様々なシステム構成でのテスト信号またはコントロール信号を検出するために使用し
得る。さらに、ここでは２つの区別可能な染料について説明するが、システムは、３つ、
４つ、または５つ以上の区別可能な染料を使用して検出し解析するためにも使用し得る。
【０９３４】
　各グラフは、対応する染料の、５９９４、５９９６に示される吸収強度（「ＡＢ」）お
よび５９９８、６０００で示される発光強度（「ＥＭ」）をプロットしている。染料は、
同じ波長の光を利用して、両方の染料を励起させ得るように、実質的に重複する吸収スペ
クトルを有し得る。逆に、染料は、異なる大きさのストークスシフト（すなわち、吸収ス
ペクトルの最大と発光スペクトルの最大との（波長または周波数単位での）差）を示し得
る。例えば、染料１はより小さなストークスシフトを示し、染料２はより大きなストーク
スシフトを示し得、またはこの逆を示し得る。したがって、染料の発光スペクトルは、互
いに対して実質的にシフトし得る。その結果、２つの染料からの発光は、第１の波長また
は波長範囲（例えば、λ１）の光を検出する検出チャネルおよび第２の波長または波長範
囲（例えば、λ２）の光を検出する別の検出チャネル等の異なる検出チャネル内で互いか
ら少なくとも実質的に独立して検出し得る。
【０９３５】
　図１２９は、図１１４のシステム５７４０の例示的な実施形態６０１０での図１２８の
蛍光染料の例示的な使用を示す概略図である。同じ液滴内または異なる液滴セット内に染
料１および２を含む液滴６０１２を、チャネル６０１６内のフロー６０１４で搬送し得る
。フロー６０１４は、検出ステーション５７４８の実施形態６０２０により確立される検
出エリア６０１８を通過し得る。
【０９３６】
　検出ステーション６０２０は、液滴内の蛍光染料を励起させる光源６０２２と、液滴か
ら発せられた光を検出する少なくとも１つの検出器６０２４と含み得る。光源６０２２は
、例えば、少なくとも実質的に単一波長の励起光を発するＬＥＤまたはレーザを含み得る
。代替または追加として、光源は、光源から発せられる他の波長の光を除外する少なくと
も１つの励起光学フィルタを含み得る。検出器６０２４は、染料から発せられた光を別個
に検出できるようにする検出光学系６０２６、６０２８（例えば、ビームスプリッタ、発
光光学フィルタ、別個の検出器）を備え得る。
【０９３７】
　システム６０１０を使用して検出し得る例示的な蛍光染料は、カルボキシフルオレセイ
ン（ＦＡＭ）およびＰＵＬＳＡＲ６５０染料（Ｒｕ（ｂｐｙ）３の誘導体）等のフルオレ
セイン誘導体を含む。ＦＡＭは相対的に小さなストークスシフトを有するが、Ｐｕｌｓａ
ｒ（登録商標）６５０染料は非常に大きなストークスシフトを有する。ＦＡＭおよびＰＵ
ＬＳＡＲ６５０染料は両方とも、おおよそ４６０～４８０ｎｍの光で励起し得る。ＦＡＭ
は、最大で約５２０ｎｍを有する（かつ６５０ｎｍに実質的にない）光を発し、ＰＵＬＳ
ＡＲ６５０染料は、最大で約６５０ｎｍを有する（かつ５２０ｎｍに実質的にない）光を
発する。カルボキシフルオレセインは、プローブ内で、例えば、ＢＬＡＣＫ　ＨＯＬＥ　
Ｑｕｅｎｃｈｅｒ（商標）１染料とペアになり得、ＰＵＬＳＡＲ６５０染料は、プローブ
内で、例えば、ＢＬＡＣＫ　ＨＯＬＥ　Ｑｕｅｎｃｈｅｒ（商標）２染料とペアになり得
る。
【０９３８】
［Ｈ．液滴信号の例示的な自己正規化］
　テスト信号は、図１１７および図１２０に関連して上述した方法と異なる方法を使用し
て正規化することもできる。特に、図１１７および図１２０に示される方法は、異なる検
出チャネル（図１１７）内で検出されるか、または（ｂ）異なる液滴（図１２０）内で検
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出される参照データを使用してテストデータを変換することを含む。この下位項では、別
のデータセットではなくそれ自体の側面を使用してテストデータを変換する方法を説明す
る。
【０９３９】
　図１３０は、テスト中にシステムのばらつきを補正する例示的な方法を示すフローチャ
ート６０４０を示す。方法は、第１のグラフ６０４２に示されるように、液滴テスト信号
セットを処理して、第２のグラフ６０４４に示されるように、変換されたテスト信号セッ
トを生成することを含む。陰性テスト信号６０４６および陽性テスト信号６０４８のそれ
ぞれは、システムのばらつきがない場合に時間の経過に伴ってそれぞれ一定の値を有する
べきである。しかし、グラフ６０４２に示される時間の経過に伴う陰性のドリフト等のシ
ステムのばらつきは、偽陰性信号６０５０等の偽陰性および／または偽陽性を生じさせる
恐れがある。テスト信号の変換を実行して、テスト信号がテスト中の試料内のテスト標的
の存在の推定に使用される前に、システムのばらつきを補正し得る。特に、個々のテスト
信号は、各テスト信号の時間的位置に従ってテストデータを使用して別様に変換しうる。
例えば、各テスト信号は、テスト信号を含むか、またはテスト信号に隣接するテスト信号
サブセットの平均をとるスライド窓に対する各テスト信号の正規化等、時間的に近いテス
トデータを使用して変換し得る。使用されるテスト信号のサブセットは、暫定的に陰性、
陽性、または陰性および陽性のテスト信号であり得、変換後、これらのうち任意のテスト
信号に陰性／陽性を再び割り当て得る。例えば、グラフ６０４４は、変換後、偽陰性信号
６０５０に陽性が再割り当てされることを示す。
【０９４０】
　図１３１は、液滴信号を提供する各信号ピークの幅に基づいて、液滴信号を変換する例
示的な方法を示すフローチャート６０６０を示す。フローチャートは、変換前および変換
後のそれぞれのテストデータを表すグラフ６０６２、６０６４を含む。
【０９４１】
　グラフ６０６２は、各液滴ピークの幅および高さが示されるテストデータを提示する。
（ここでは、各液滴ピークは、提示を単純化するために方形波として提示される。しかし
、他の実施形態では、各液滴ピークは、傾斜した立ち上がりエッジおよび立ち下がりエッ
ジを有する波等の任意の適した形状として検出し得る）。液滴蛍光ピークの幅を使用して
、液滴信号が一般に固定された幾何学的形状のチャネル内で既知の流量のフロー内で検出
される場合、各液滴のサイズおよび容量を特定し得る。液滴内で増幅についてテストされ
る試料の容量を知ることは、試料内の標的分子の濃度／数を正確に特定するために必要で
あり得る。均一のサイズの液滴が望まれる場合、ピーク幅を使用して、所望の範囲外のサ
イズの液滴を識別し得る。例えば、図１３１では、所定の範囲外の幅を有するピーク６０
６６、６０６８はデータセットから除外される。液滴信号は、幅に基づいて変換して、容
量のばらつきおよび／またはピーク幅のばらつきを補正した、変換されたテストデータ（
すなわち、グラフ６０６４）を提供してもよい。
【０９４２】
［Ｉ．選択された実施形態］
　この下位項では、限定せずに、一続きの番号が付された文章として提示される、本開示
の態様による液滴ベースの増幅テストに制御および較正を使用する方法の追加の態様を説
明する。
【０９４３】
　１．試料解析方法であって、（Ａ）第１の染料、第２の染料、および試料の分割物をそ
れぞれ含み、分割物内にテスト核酸標的が存在する場合、テスト核酸標的をそれぞれ増幅
可能な液滴を生成すること、（Ｂ）液滴内の第１および第２の染料からテスト信号および
コントロール信号のそれぞれを検出することであって、テスト信号およびコントロール信
号のそれぞれは、テスト核酸標的およびコントロール核酸標的の増幅が個々の液滴内で発
生したか否かを示す、検出すること、（Ｃ）テスト信号を解析して、試料内のテスト核酸
標的が存在する場合、その存在に関連するテスト結果を特定すること、（Ｄ）コントロー
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ル信号を解析して、コントロール核酸標的に関して増幅陽性である液滴の数および／また
は割合に対応するコントロール値を特定すること、ならびに（Ｅ）コントロール値に基づ
いてテスト結果を解釈することを含む、方法。
【０９４４】
　２．液滴を生成するステップは、コントロール核酸標的の増幅に関して特異性を付与す
るプライマを含む液滴を形成するステップを含む、段落１に記載の方法。
【０９４５】
　３．液滴を形成するステップは、コントロール核酸標的に対応するコントロール鋳型を
含む１つまたは複数の鋳型を形成するステップを含み、コントロール鋳型は試料に対して
外因性のものである、段落２に記載の方法。
【０９４６】
　４．液滴を形成するステップは、コントロール核酸標的に対応するコントロール鋳型を
含む１つまたは複数の鋳型を形成するステップを含み、コントロール鋳型は試料に対して
内因性のものである、段落２に記載の方法。
【０９４７】
　５．検出するステップは、同じ波長の励起光で第１および第２の染料を励起させるステ
ップと、第１および第２の検出チャンバのそれぞれで第１および第２の染料から発せられ
た光を検出するステップとを含む、段落１に記載の方法。
【０９４８】
　６．コントロール信号に基づいて、テスト信号のばらつきを低減するように、テスト信
号を変換するステップをさらに含む、段落１に記載の方法。
【０９４９】
　７．テスト信号を変換するステップは、２つ以上のテスト信号を個々に、これら２つ以
上のテスト信号のそれぞれとそれぞれ同じ液滴からそれぞれ検出される対応するコントロ
ール信号を使用して変換するステップを含む、段落６に記載の方法。
【０９５０】
　８．２つ以上のテスト信号を変換することは、各テスト信号を対応するコントロール信
号で除算するステップを含む、段落７に記載の方法。
【０９５１】
　９．５つの液滴のうち約１つ以下がコントロール鋳型を含む、段落１に記載の方法。
【０９５２】
　１０．テスト信号を解析するステップは、テスト信号または変換されたテスト信号セッ
トを信号閾値と比較して、個々の液滴にテスト核酸標的の増幅に関して陽性または陰性を
割り当てるステップと、比較するステップの結果に基づいて、試料内のテスト核酸標的の
分子数を推定するステップを含む、段落１に記載の方法。
【０９５３】
　１１．テスト結果を解釈するステップは、テスト結果の品質を判断するステップを含む
、段落１に記載の方法。
【０９５４】
　１２．品質を特定するステップは、コントロール値が閾値未満の場合、テスト結果を無
効化と判断するステップを含む、段落１１に記載の方法。
【０９５５】
　１３．試料解析方法であって、（Ａ）第１の染料、第２の染料、および試料の分割物を
それぞれ含み、分割物内にテスト核酸標的が存在する場合、テスト核酸標的をそれぞれ増
幅可能な液滴を生成すること、（Ｂ）液滴内の第１および第２の染料からテスト信号およ
び参照信号のそれぞれを検出することであって、テスト信号は、テスト核酸標的の増幅が
個々の液滴内で発生したか否かを示す、検出すること、（Ｃ）参照信号に基づいて、テス
ト信号のばらつきを低減するように、テスト信号を変換し、変換されたテスト信号セット
を生成すること、ならびに（Ｄ）変換されたテスト信号を解析して、試料内にテスト核酸
標的が存在する場合、その存在に関連するテスト結果を特定することを含む、方法。
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【０９５６】
　１４．テスト信号を変換するステップは、２つ以上のテスト信号を、これら２つ以上の
テスト信号のそれぞれと同じ各液滴からそれぞれ検出された対応する参照信号を使用して
個々に変換するステップを含む、段落１３に記載の方法。
【０９５７】
　１５．２つ以上のテスト信号を変換するステップは、対応する参照信号により各テスト
信号を除算するステップを含む、段落１４に記載の方法。
【０９５８】
　１６．検出するステップは、同じ波長の励起光で第１および第２の染料を励起させるス
テップと、第１および第２の検出チャネルのそれぞれ内で少なくとも実質的に互いから独
立して第１および第２の染料から発せられた光を検出するステップとを含む、段落１３に
記載の方法。
【０９５９】
　１７．液滴を生成するステップは、コントロール核酸標的の増幅に特異性を付与するプ
ライマを含む液滴を形成するステップを含み、検出するステップは、第２の染料からコン
トロール信号を検出するステップを含み、コントロール信号は、参照信号を含み、コント
ロール核酸標的の増幅が個々の液滴内で発生したか否かを示す、段落１３に記載の方法。
【０９６０】
　１８．参照信号およびコントロール信号は同じ信号セットである、段落１７に記載の方
法。
【０９６１】
　１９．テスト信号を解析するステップは、変換されたテスト信号を信号閾値と比較して
、個々の液滴に、テスト核酸標的の増幅に関して陽性または陰性を割り当てるステップと
、比較するステップの結果に基づいて、試料内のテスト核酸標的の分子数を推定するステ
ップとを含む、段落１３に記載の方法。
【０９６２】
　２０．試料解析方法であって、（Ａ）第１の染料、第２の染料、および試料の分割物を
それぞれ含み、分割物内にテスト核酸標的が存在する場合、テスト核酸標的を増幅可能な
液滴を生成すること、（Ｂ）同じ波長の励起光で第１および第２の染料を励起させること
、（Ｃ）第１および第２の検出チャネルのそれぞれで互いから少なくとも実質的に独立し
て第１および第２の染料から発せられた光を検出して、液滴内の第１および第２の染料か
ら測定されたテスト信号および他の信号のそれぞれを提供することであって、テスト信号
は、個々の液滴内でテスト核酸標的の増幅が発生したか否かを示す、提供すること、なら
びに（Ｄ）テスト信号を解析して、試料内にテスト核酸標的が存在する場合、テスト核酸
標的の存在に関連するテスト結果を特定することを含み、他の信号は、テスト結果を特定
すること、テスト結果を解釈すること、別のテスト結果を生成すること、またはこれらの
任意の組み合わせのために利用される、方法。
【０９６３】
　２１．他の信号は参照信号を含み、解析するステップは、（ａ）参照信号に基づいてテ
スト信号を変換して、テスト信号のばらつきを低減するとともに、変換されたテスト信号
セットを生成するステップと、（ｂ）変換されたテスト信号セットを利用して、テスト結
果を特定するステップを含む、段落２０に記載の方法。
【０９６４】
　２２．他の信号は、個々の液滴内でコントロール核酸標的の増幅が発生したか否かを示
すコントロール信号を含む、段落２０に記載の方法。
【０９６５】
　２３．試料解析方法であって、（Ａ）試料の分割物をそれぞれ含み、分割物内に核酸標
的が存在する場合、核酸標的を増幅可能な液滴を生成すること、（Ｂ）液滴に対応する信
号ピークを検出することであって、各信号ピークは幅を含み、個々の液滴内で核酸標的の
増幅が発生したか否かを示す値を提供する、検出すること、（Ｃ）そのような信号ピーク
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の幅に基づいて、各信号ピークの値を変換して、変換された値のセットを生成すること、
（Ｄ）変換された値のセットを信号閾値と比較して、個々の液滴に、テスト核酸標的の増
幅について陽性または陰性を割り当てること、および（Ｅ）比較するステップの結果に基
づいて、試料内に核酸標的が存在する場合、核酸標的の存在を推定することを含む、方法
。
【０９６６】
　２４．試料解析方法であって、（Ａ）試料の分割物を含み、分割物内に核酸標的が存在
する場合、核酸標的を増幅可能な液滴の少なくともサブセットである液滴を取得すること
、（Ｂ）液滴からテスト信号および参照信号を検出することであって、テスト信号は、個
々の液滴内で標的の増幅が発生したか否かを示す、検出すること、（Ｃ）参照信号に基づ
いてテスト信号を変換して、変換されたテスト信号を取得すること、（Ｄ）変換されたテ
スト信号を信号閾値と比較して、個々の液滴に核酸標的の増幅について陽性または陰性を
割り当てること、および（Ｅ）比較するステップの結果に基づいて、試料内の核酸標的の
分子の数を推定することを含む、方法。
【０９６７】
　２５．液滴を取得するステップは、テスト液滴および参照液滴を取得するステップを含
み、テスト液滴および参照液滴は、異なるタイプの液滴をそれぞれ表し、テスト信号およ
び参照信号は、テスト液滴および参照液滴からそれぞれ検出される、段落２４に記載の方
法。
【０９６８】
　２６．テスト信号および参照信号は、同じ波長または同じ波長範囲で光学的に検出され
る、段落２５に記載の方法。
【０９６９】
　２７．テスト液滴および参照液滴は同じ染料を含み、同じ染料の蛍光は、テスト信号お
よび参照信号として検出される、段落２６に記載の方法。
【０９７０】
　２８．強度によりテスト信号を参照信号から区別するステップをさらに含む、段落２６
に記載の方法。
【０９７１】
　２９．区別するステップは、強度範囲内の１つまたは複数の液滴信号をテスト信号とし
て解釈し、上記強度範囲外の１つまたは複数の液滴信号を参照信号として解釈するステッ
プを含む、段落２８に記載の方法。
【０９７２】
　３０．検出するステップは検出エリア内で実行され、液滴はフローで検出エリアに移動
する、段落２５に記載の方法。
【０９７３】
　３１．テスト液滴および参照液滴はフロー内で混合する、段落３０に記載の方法。
【０９７４】
　３２．テスト液滴は、フロー内で参照液滴から隔てられる、段落３０に記載の方法。
【０９７５】
　３３．検出するステップの前にテスト液滴を熱循環させるステップをさらに含む、段落
２５に記載の方法。
【０９７６】
　３４．参照液滴は、取得するステップの後、そして検出するステップの前は熱循環され
ない、段落３３に記載の方法。
【０９７７】
　３５．テスト信号および参照信号は同じ液滴から検出される、段落２４に記載の方法。
【０９７８】
　３６．変換するステップは、同じ液滴から検出された対応する参照信号に基づいて、液
滴から検出される各テスト信号を変換するステップを含む、段落２６に記載の方法。
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【０９７９】
　３７．取得するステップは、第１および第２の蛍光染料をそれぞれ含む液滴を生成する
ステップを含む、段落２４に記載の方法。
【０９８０】
　３８．検出するステップは、同じ波長の励起光で蛍光染料を励起させるステップと、各
検出チャネル内で少なくとも実質的に独立して蛍光染料からの発光を検出するステップと
を含む、段落３７に記載の方法。
【０９８１】
［ＩＸ．液滴ベースの分析の臨床用途］
　この項では、本明細書において開示される液滴ベースの分析の例示的な臨床用途を説明
する。分析は、特に、以下に示されるように、病因学、病原学、診断、監視、ならびに／
あるいは任意の適した感染、疾患、生理学的状態、および／または遺伝子型の治療監視に
関連する臨床（および／または法医学）テストを行うために使用し得る。病原体テストは
、特に、病原体検出用途、種分化用途、および／または薬物感受性用途を含み得る。
【０９８２】
　以下に列挙する各臨床（または非臨床）テストは、任意の適した増幅方法を使用して、
特定の核酸標的または２つ以上の標的セット（例えば、臨床的に関連する標的）の任意の
適した側面を解析し得る。例えば、テストは、標的（または各標的）が試料内で背景より
も上の検出可能な統計的に有意なレベルで存在するか否かを特定するために定性的であり
得、またはテストは、試料内の標的（または各標的）の合計存在（すなわち、濃度/コピ
ー数）を特定するために定量的であり得る。代替または追加として、テストは、標的の配
列特徴（標的内の一塩基多型（ＳＮＰ）の識別、標的が野生型であるか、それとも変異型
であるかの特定、および／または標的の遺伝子型の特定等）を特定し得る。テストの実行
に、項Ｉにおいて上述した任意の方法等の任意の適した増幅方法を使用し得る。
【０９８３】
　テストは、遺伝子疾患に関する核酸標的が存在すること（または欠失を特徴とする疾患
の場合には存在しないこと）をテストすることにより、遺伝子疾患の診断を提供し得る。
適した疾患固有のプライマを使用して診断し得る例示的な遺伝子疾患としては、鎌状赤血
球貧血、嚢胞性繊維症（ＣＦ）、プラーダー－ヴィリ症候群（ＰＷＳ）、ベータ地中海貧
血、プロトロンビン血栓症、ウィリアムズ症候群、アンジェルマン症候群、脆弱Ｘ染色体
症候群、第Ｖ因子ライデン変異等が挙げられる。例示的なプライマとしては、鎌状赤血球
貧血用のヘモグロビン配列、嚢胞性繊維症用の嚢胞性繊維症膜貫通調節因子（ＣＦＴＲ）
遺伝子配列等が挙げられる。診断は、２つ以上の形態を有する疾患の変異体（例えば特に
、ヘモグロビン関連疾患の場合、鎌状赤血球形質（ＡＳ）、鎌状赤血球貧血（ＳＳ）、ヘ
モグロビンＳＣ疾患、ヘモグロビンＳＤ疾患、およびヘモグロビンＳＯ疾患の区別）の特
定を含み得る。これらテストは、単一の疾患または変異体あるいは一団の疾患および／ま
たは変異体についてスクリーニングするために、産前または産後に実行し得る（例えば、
出産前スクリーニングでは、特に、羊膜穿刺または母体末梢循環から得られる遺伝子材料
を使用する）。
【０９８４】
　テストは、天然性遺伝子および／または病原性遺伝子の転写産物の検出および／または
描写を提供し得る。例えば、任意の病態生理学的伝達カスケード（例えば、ＴＮＦ－アル
ファ、１つまたは複数のインターロイキン、ＮＦカッパＢ、１つまたは複数の炎症修飾物
質／伝達物質）、生感染因子（ｖｉａｂｌｅ　ｉｎｆｅｃｔｉｏｕｓ　ａｇｅｎｔ）増殖
等の開始および／または増幅を通知する１つまたは複数の標的を増幅するプライマを選択
し得る。
【０９８５】
　テストは、身元、父親、母親、兄弟関係、双生児型、系統等を特定するために利用し得
る（例えば、法医学で）。これらテストは、問題となっている個人（身元テストのための
自分自身を含む）からの核酸を増幅し、核酸配列、核酸制限パターン（ｎｕｃｌｅｉｃ　
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ａｃｉｄ　ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎ　ｐａｔｔｅｒｎ）等と比較することにより、実行し
得る。適した核酸としては、父親テスト用のＹ染色体ＤＮＡ、母親テスト用のミトコンド
リアＤＮＡ、兄弟テスト用のゲノムＤＮＡ等を挙げることができる。
【０９８６】
　テストは、ウイルス、その転写産物、その薬剤感受性、および／またはその病原結果の
検出を提供し得る。例えば、テストは、１つまたは複数のウイルス標的（例えば、少なく
とも、１つまたは複数のウイルス遺伝子または転写産物の領域）を増幅するプライマを使
用して、ウイルス感染を診断し、かつ／またはモニタリングし、ウイルス量、ウイルスの
遺伝子型および／または血清型等を測定し得る。例示的なウイルス標的は、Ｃ型肝炎ウイ
ルス（ＨＣＶ）、Ｂ型肝炎ウイルス（ＨＰＢ）、ヒト乳頭種ウイルス、ヒト免疫不全症ウ
イルス（ＨＩＶ）、サイトメガロウイルス（ＣＭＶ）、エプスタインバーウイルス、呼吸
器系合胞体ウイルス（ＲＳＶ）、西ナイルウイルス（ＷＮＶ）、水痘帯状疱疹ウイルス（
ＶＺＶ）、パルボウイルス、風疹ウイルス、アルファウイルス、アデノウイルス、コクサ
ッキーウイルス、ヒトＴリンパ球向性ウイルス１型（ＨＴＬＶ－１）、ヘルペスウイルス
（カポジ肉腫を含む）、インフルエンザウイルス、および／またはエンテロウイルス等を
含み、かつ／またはこれらにより提供され得るが、これらに限定されない。いくつかの実
施形態では、テストは新しいウイルス病原の検出／識別を提供し得る。
【０９８７】
　テストは、原核生物（すなわち、細菌）、その転写産物、その薬物感受性、および／ま
たはその病原結果（例えば、細菌感染）の検出を提供し得る。例えば、テストは、１つま
たは複数の細菌標的（例えば、少なくとも、１つまたは複数の細菌遺伝子または転写産物
の領域）を増幅するプライマを使用し得る。検出し得る適した細菌としては、グラム陽性
細菌、グラム陰性細菌、および／または他の選好性感染因子が挙げられるが、これらに限
定されない。診断し、かつ／またはモニタリングし得る例示的な細菌性疾患／状態として
は、性感染症（例えば、淋病（ＧＣ）、クラミジア（ＣＴ）、梅毒等）、メチシリン耐性
黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）、クロストリジウムディフィシル（Ｃ．ｄｉｆｆ．）、バン
コマイシン耐性腸球菌（ＶＲＥ）等の医療関連感染（ＨＡＩ）、Ｂ群連鎖球菌（ＧＢＳ）
、および／またはマイコバクテリア（例えば、結核、ハンセン病等を発症させる）等が挙
げられる。本明細書において開示されるシステムにより実行し得るＨＡＩについてのテス
トのさらなる態様は、参照により本明細書に援用される以下の米国仮特許出願に記載され
ている：２００９年２月５日に出願された米国仮特許出願第６１／２０６，９７５号明細
書および２００９年７月２１日に出願された米国仮特許出願第６１／２７１，５３８号明
細書。
【０９８８】
　テストは、菌類（単細胞（例えば、イースト）および／または多細胞）、それらの転写
産物、それらの発病結果（例えば、真菌感染症）、ならびに／あるいは薬剤感受性の検出
を提供し得る。例えば、テストは、１つまたは複数の真菌標的（例えば、少なくとも、１
つまたは複数のウイルス遺伝子または転写産物の領域）を増幅するプライマを使用し得る
。診断し、かつ／またはモニタリングし得る例示的な種類の真菌感染は、菌類のヒストプ
ラズマ属（例えば、ヒストプラズマ症を発症させる）、ブラストミケス属（例えば、分芽
菌症を発症させる）、クリプトコックス属（例えば、髄膜炎を発症させる）、球虫目（例
えば、下痢を発症させる）、カンジタ属、および／またはスポロトリクス属等により生じ
得る。
【０９８９】
　テストは、癌等の疾患のスクリーニング、診断、モニタリング、および／または治療立
案に使用し得る。例えば、癌のテストは、１つまたは複数の癌突然変異（例えば、ｈｅｒ
２／ｎｅｕ、ＢＲＡＣＡ－１等）、挿入／欠失／融合遺伝子（ｂｃｒ－ａｂｌ、ｋ－ｒａ
ｓ、ＥＦＧＲ等）、増幅遺伝子、後成的修飾等を検出し、癌幹細胞を識別し、残存癌疾患
負荷、および／またはｐ５３マージン検査等を識別し、モニタリングし、かつ／または評
価し得る。これらテストは、任意の適した癌マーカを標的として使用し、膀胱癌、骨肉腫
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、乳癌、脳腫瘍、子宮頸癌、結腸直腸癌、食道癌、胃癌、口腔咽頭癌、卵巣癌、前立腺癌
、子宮癌、白血病、リンパ腫、骨髄腫、メラノーマ等の任意の適した種類の癌に適用し得
る。
【０９９０】
　本システムを使用して、任意の他の適したテストを実行し得る。例えば、システムは、
産前または産後に異数体について（例えば、ダウン症、パトー症候群、１８トリソミー症
候群、脆弱Ｘ染色体症候群等）、先天性の代謝異常（例えば、肝障害、脳障害（例えば、
アシルＣｏＡデヒドロゲナーゼ欠損））、血液型抗原、脊髄髄膜瘤（例えば、メチレンテ
トラヒドロ葉酸還元酵素（ＭＴＨＦＲ）、メチオニン合成酵素、シスタチオニンβ合成酵
素等の突然変異についてテストする）を含むがこれら限定されない先天性異常等をテスト
し得る。代替または追加として、システムは、全身紅斑性狼瘡（ＳＬＥ）、乾癬等の自己
免疫異常等の兆候についてテストし得る。自己免疫テストは、ＨＬＡ分類、および／また
はＭＨＣコドンバイオマーカ等を含み得る。システムは、パーキン、ＰＩＮＫ１、ｔａｕ
、アルファシヌクレイン、アレルの仕様、およびハンチンチン遺伝子内のトリプレット侵
入深さ等の標的を使用して、神経変性または神経変性体質についてテストし得る。テスト
は、薬物代謝に関わる酵素の遺伝型（例えば、チトクロームＰアレル、ＮＡＴ２多型、Ｕ
ＧＴ多型等）を特定するためにも行い得る。遺伝型特定テストは、任意の特定の疾患状態
の受けやすさを特定する際に行われ得る。テストは、免疫用途、腫瘍用途等のためにクロ
ナリティを特定するためにも実行し得る。テストは、例えば、診断する脳炎、髄膜炎等の
疾患を引き起こし得る１つもしくは複数のウイルスおよび／または細菌からの核酸ならび
に続くモニタリングで原因として識別されたウイルスまたは細菌からの核酸を使用して、
脳炎、髄膜炎等の急性中枢神経系（ＣＮＳ）感染を診断し、かつ／またはモニタリングす
るように設計し得る。テストは、急性虚血性疾患を診断するように構成してもよい。この
診断に適した標的は、卒中後循環受容体断片に対応するＣＮＳ細胞転写産物（グルタミン
酸受容体、ＮＭＤＡ受容体、二次メッセンジャー転写産物等）を含み得る。他の適した標
的としては、虚血性心臓部から解放される細胞内心筋細胞転写産物を挙げることができる
。テストは、組織増殖疾患（例えば、腎不全、肝硬変等）での転写産物（例えば、型、数
等）を評価するためにも使用し得る。これら疾患での例示的な標的としては、特に、栄養
因子および／または細胞外基質成分を挙げることができる。
【０９９１】
［Ｘ．多重分析］
　この項では、同じ液滴セット内の核酸標的の多重検出を実行する例示的な戦略を説明す
る。
【０９９２】
　デジタルＰＣＲ分析は、５’ヌクレアーゼ分析（すなわち、ＴＡＱＭＡＮプローブ）の
使用を通して、プローブからの信号を生成しながら、標的配列を増幅することで検出可能
になり得る。本明細書に開示される分析は、５’ヌクレアーゼ分析を多重化して、２つ以
上の種の標的を個々の液滴から検出できるようにするように構成し得、これは多重検出と
呼ばれる。各液滴内の標的固有試薬の存在を通して複数の標的分子について「クエリする
」ことも可能である。例えば、仮に、各液滴内に異なる遺伝子配列にそれぞれ固有の５０
対のプライマを有する場合、存在する各標的分子が解析のためにカウントされる。逆に、
存在しない標的分子はいずれもカウントされない。したがって、この項全体を通して、用
語「クエリ」は、複数の標的分子についての特定のデジタル的な「イエス」または「ノー
」を指す。
【０９９３】
　５’ヌクレアーゼ分析で使用されるレポータ染料に基づいて、同じ容量内の異なる標的
分子を区別することが可能である。区別し得るように、染料の発光スペクトルが異なる。
例えば、ＰＣＲおよび５’ヌクレアーゼ分析からの検出を多重化するために、フルオレセ
イン染料、フルオレセイン誘導体、およびローダミン染料を利用し得る。
【０９９４】
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　異なる染料を使用して、５’ヌクレアーゼ試薬セットをコードし得る。したがって、１
つの染料が、試薬２５個の１セットの有無を信号で通知することができ、その一方で、第
２の染料が、試薬２５個の別のセットの有無を信号で通知し得る。例えば、１セットを１
８番染色体からの標的としてコードし、別のセットを２１番染色体からの標的としてコー
ドし得る。次に、１８番染色体および２１番染色体にクエリして、２セットの分析のデジ
タル結果に基づいて存在数をカウントすることができる。
【０９９５】
　ホモ二重鎖とヘテロ二重鎖との関係に固有の融解曲線に基づいて、同じ容量内の異なる
分子を検出することも可能である。検出ステーションは、デジタルＰＣＲにより複数の標
的分子を検出するために、各液滴に１つまたは複数の融解曲線を生成するように制御可能
なヒータを含み得る。
【０９９６】
　他の多重検出戦略も、本明細書において開示されるシステムに利用し得る。例えば、Ｓ
ＮＰ検出のために、商業的にＩＮＶＡＤＥＲ分析として知られているフラップエンドヌク
レアーゼ分析を、管ベースまたは微小プレートベースのシステム内で多重化される。ＩＮ
ＶＡＤＥＲ分析を利用して、本明細書において開示されるシステムに多重化してデジタル
情報を提供し得る。ＩＮＶＡＤＥＲ分析を使用して、液滴毎に２つ以上のセットを配合す
ることにより、多くの標的分子についてクエリすることもできる。コードも可能である。
【０９９７】
　分子ビーコンプローブも、多重検出に使用し得る。これらプローブは、５ヌクレアーゼ
分析と同様の染料を使用するが、検出方法は異なり得る。ハイブリダイズされた場合とハ
イブリダイズされない場合の構造のプローブが信号を生成する。ハイブリダイズされたプ
ローブは、標的配列増幅された場合のみ、測定可能な信号を生成する。複数の染料を同時
に使用しながら、異なる温度を使用して検出を多重化することも可能である。例えば、３
セットのプローブを、３つの異なる温度で溶解して標的配列から離れるように設計し得る
。本明細書において開示されるシステムは、温度および染料の両方により多重デジタル結
果を生成し得る。したがって、この例では、システムは、２つの染料および３つの温度で
溶融するプローブを使用して６つの分析を多重化し得る。クエリおよびコードを分子ビー
コンと結合することも可能である。
【０９９８】
　本明細書において開示された分析混合物は、プライマおよび１つまたは複数のレポータ
の様々な組み合わせを利用して、多重分析を実行し得る。例示的な組み合わせとしては、
特に、（１）単一プライマ対および標的固有プローブなし（例えば、標的のレポータとし
ての挿入染料またはユニバーサルプローブの使用）、（２）別個の標的種を増幅する複数
プライマ対および標的固有プローブなし（例えば、挿入染料またはユニバーサルプローブ
の使用）、（３）別個の標的種を増幅する複数プライマ対および単色標的固有プローブ（
例えば、ＴＡＱＭＡＮプローブ）、（４）単一プライマ対および複数の単色標的固有プロ
ーブ、（５）複数プライマ対および複数の単色標的固有プローブ、または（６）複数プラ
イマ対および複数のカラー標的固有プローブが挙げられる。
【０９９９】
　上記の開示は、独立した有用性を有する複数の別個の発明を包含し得る。これら各発明
は好ましい形態で開示されたが、本明細書に開示され示される本発明の特定の実施形態は
、多くの変形が可能であるため、限定の意味で考えられるべきではない。本発明の主旨は
、本明細書において開示される様々な要素、特徴、機能、および／または特性のすべての
新規かつ進歩性を有する組み合わせおよび下位組み合わせを含む。以下の特許請求の範囲
は、新規性および進歩性を有するとみなされる特定の組み合わせおよび下位組み合わせを
特に指摘する。特徴、機能、要素、および／または特性の他の組み合わせまたは下位組み
合わせで具現される発明は、本願または関連出願からの優先権を主張する出願において特
許請求し得る。そのような特許請求の範囲も、異なる発明に向けられているか、それとも
同じ発明に向けられているかに関わりなく、かつ元の特許請求の範囲よりも範囲が広いか
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、狭いか、等しいか、または異なるかに関わらず、本開示の本発明の主旨内に含まれるも
のとみなされる。
【符号の説明】
【１０００】
　６００　システム
　６１２　機器
　６１４　試料カートリッジ
　６１６　試料装填領域
　６１８　試薬フルイディクス組立体
　６２０　熱循環機
　６２２　検出器
　６２４　制御電子回路
　６２６　ユーザインタフェース
　６２８　筐体
　６３０　トレイ
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