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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＤＮＡを配列決定するための方法であって、該方法は、以下：
　ＤＮＡ分子を含む水性流体を取得する工程；
　該水性流体がチャネルを通って流れるときに該水性流体を分割することによって、ＤＮ
Ａ分子を含む１つ以上の液滴を形成する工程；
　微小流体基材中において複数の該液滴中で該ＤＮＡ分子に対して増幅反応を実施し、そ
れにより増幅されたＤＮＡ分子を形成する工程；
　該増幅されたＤＮＡ分子を該液滴から放出させる工程；
　放出された該増幅されたＤＮＡ分子を、該ＤＮＡ分子に付着されたアダプターと適合性
であるプライマーを使用して表面に付着させる工程；および
　該増幅されたＤＮＡ分子を配列決定する工程
を包含する、方法。
【請求項２】
　前記増幅反応がＰＣＲ反応である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記増幅反応が、以下：
　プライマー対を前記液滴に導入する工程；および
　ＰＣＲ反応を実施する工程、
を含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　プライマー対を含む液滴と前記ＤＮＡ分子を含む前記複数の液滴の１つとを合同させる
ことをさらに含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　合同させることが、電場の存在下で生じる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　分割することが、前記水性流体を流して非混和性流体の共に流れる１つ以上の流動と交
差させ、それによって該水性流体を液滴に分割することを含む、請求項１～５のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記液滴が、前記非混和性流体によって取り囲まれる、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記非混和性流体が油である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記油が界面活性剤を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記界面活性剤がフッ素系界面活性剤である、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　各液滴が、単一のＤＮＡ分子を含む、請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　光学的検出器を用いて前記複数の液滴を評価することをさらに含む、請求項１～１１の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記水性流体がさらにプローブを含む、請求項１～１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記形成する工程の後に、前記液滴に、プローブを含むもう１つの水性流体を導入する
ことをさらに含む、請求項１～１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記プローブが核酸プローブである、請求項１３または１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記プローブが核酸配列に特異的である、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記水性流体が、さらに、２つの異なるプローブを含む、請求項１３または１４に記載
の方法。
【請求項１８】
　前記プローブが不活性部分をさらに含み、該不活性部分は、該プローブから放出された
場合にシグナルを生じる基質と相互作用する、請求項１３～１７のいずれか１項に記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の分野）
　本発明は、一般的に、流体種の形成および／または制御のためのシステムおよび方法、
ならびにかかるシステムおよび方法によって製造される物品に関する。より詳細には、本
発明は、流体の精密な取り扱いのための高スループット微小流体デバイスの開発、および
種々の生物学的アッセイ、化学的アッセイ、または診断的なアッセイにおけるかかるシス
テムの使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　（背景）
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　流体送達、製品の製造、分析などのための所望の配置の流体の流れ、不連続な流体の流
れ、液滴、粒子、分散物などを形成するための流体の操作は、比較的よく研究されている
分野である。例えば、直径１００ミクロン未満の高度に単分散の気泡は、毛細管流動フォ
ーカシングと呼ばれる技術を使用して製造されてきた。この技術において、気体は、キャ
ピラリーチューブから液体の槽まで強制的に押し出し、ここで、チューブは小さな開口部
上に配置され、そしてこの開口部を通した外部液体の圧縮された流れが気体を薄い噴流に
押し出し、これが、次には、毛細管の不安定さを通して等しいサイズの気泡に分かれる。
同様の配置は、空気中の液滴を製造するために使用することができる。
【０００３】
　微小流体システムは、種々の状況において、典型的には、小型化実験室（例えば、臨床
的）分析に関連して記載されてきた。他の用途も同様に記載されてきた。例えば、特許文
献１は、表面上の物質、例えば、生物学的物質および細胞のパターンを提供するために使
用可能な複数レベルの微小流体システムを記載している。他の刊行物は、バルブ、スイッ
チ、および他の構成要素を備えた微小流体システムを記載している。
【０００４】
　微小流体システムを用いる流体の流れの精密な操作は、流体に基づく多くの技術に革命
を起こしつつある。小さなチャネルのネットワークは、少量の流体の精密な操作のための
柔軟なプラットフォームである。かかる微小流体デバイスの有用性は、微小流体ペリスタ
ーポンプ、電気運動ポンプ、誘電泳動ポンプ、または電気湿潤ポンプ駆動流などの技術を
可能にすることに決定的に依存する。かかるモジュールの完全なシステムへの組み立ては
、微小流体デバイスを構築するための便利かつ強固な方法を提供する。しかし、実質的に
すべての微小流体デバイスは、流体の流れの流量に基づいており；これが、拡散および表
面吸収の効果の混合により、効果的に使用できる試薬の最少量の限度を設定している。小
さな体積の大きさが縮小するので、拡散は混合のための主要なメカニズムとなり、反応物
の分散に導く；さらに、濃度が低くかつ量が少ない場合に、反応物の表面吸収は、小さい
が、高度に有害であり得る。結果として、現在の微小流体技術は、ごく少量の試薬を含む
適用のために高い信頼性で使用することができない；例えば、単一の細胞上でのバイオア
ッセイまたは単一のビースを含むライブラリー検索は容易に実施されない。これらの制限
を克服する代替的なアプローチは、非混和キャリア流体中での水性液滴の使用である；こ
れらは、拡散または表面相互作用に起因する相互汚染または濃度の変化を除外する、特定
の、カプセル化された微小環境を提供する。液滴は、さらなる操作および研究のために反
応性物質、細胞、または小さな粒子を単離することができる理想的なマイクロカプセルを
提供する。しかし、微小流体システムのためのこれまでに開発された本質的にすべての可
能な技術が、単一相の流体の流れに焦点を当てており、液滴の取り扱い技術の開発を必要
とする液滴を操作するための等価に有効な手段はほとんど存在していない。マクロ流体ス
ケールまたはミクロ流体スケールにおける動力学において顕著な進歩がなされたが、技術
の改善およびこれらの技術の結果がなお必要とされている。例えば、これらの反応装置の
スケールが縮小するにつれて、表面吸収および拡散に起因する汚染効果が、使用され得る
最少量を制限する。非混和キャリア流体の液滴中での試薬の閉じ込めが、これらの制限を
克服するが、新たな流体取り扱い技術を要する。
【０００５】
　さらに、流体に対する電場の影響の基本的な物理法則は周知である。正電荷または負電
荷に対して電場によって生成される引力および反発力は、電荷を有する流体の構成要素に
対する力、非極性分子の分極、および電場に沿って分子を整列させる極性分子上のトルク
を生じる。不均一な電場においては、正に荷電した分配の部分上の力が負に荷電した部分
上の力とは異なるため、極性分子は、より高い電場強度の領域に向かって正味の力もまた
受ける。連続体極限において、その結果は流体中の動重力である。液滴の高い表面張力の
極限において、流体上の正味の動重力を、あたかもそれが剛球であるかのように記述する
ことは有用である：
【０００６】
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【化１】

ここで、第１の項は液滴上の電気泳動力であり（ｑは正味の液滴の電荷であり、Ｅは電場
である）、第２の項は誘電泳動力である（ｒは球の半径であり、
【０００７】
【化２】

はＣｌａｕｓｉｕｓ－Ｍｏｓｓｏｔｔｉ因子の実数部分であり
　Ｋ＝（ε＊

ｐ－ε＊
ｍ）／（ε＊

ｐ＋２ε＊
ｍ）

そしてε＊
ｐおよびε＊

ｍは液滴およびキャリア流体の複素誘電率である）。
【０００８】
　液滴の電気泳動制御の有用性は大きいが、これは顕著な制限を有している。第１に、液
滴の負荷は、ノズルにおいてのみ効率的に達成される。第２に、スクリーニング効果を除
外するために必要とされる排出路は、液滴もまた排出する。第３に、キャリア流体の有限
導電率は、小さいが、最終的に液滴を排出する。それゆえに、一旦液滴が形成すると、液
滴の電荷密度に依存する任意の動重力機能を実施するための機会は本質的に１回のみであ
り（例えば、それらの相互のクーロン引力を通して反対の電荷を有する液滴を合体させる
こと、または電気泳動的に液滴を分別すること）、そしてこの機能は、十分な電荷が液滴
から漏出しない場合に限り実施することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】国際公開第０１／８９７８８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従って、区画化および電気的操作を合わせる電気的にアドレス可能な乳化系を開発する
ことが望まれており、これは、種々の化学的アッセイ、生物学的アッセイ、およびスクリ
ーニングアッセイにおいて、分析および分別を含む多段階の化学処理を可能にして、優れ
たタイミングおよび計量の正確さに制限されて開始され、かかるアッセイを実施するため
のコストおよび時間が劇的に減少される。１つより多くの電気的な動重力機能が液滴形成
から有意に長時間遅れた後で実行することができるように、誘電泳動力（これは電荷密度
に依存しない）を使用するデバイスを開発して液滴を操作することもまた望まれている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　（発明の概要）
　本発明は、生物学的適用、化学的適用、および診断的適用を迅速、効率的、および安価
に実施するために必須である、単離された構成要素の多段階処理を実施するために、流体
処理システムに合わせることができる個別の流体取り扱いモジュールを有する基材を提供
する。液滴の電気的操作に基づく原理を使用することにより、本発明の微小流体基材は、
液滴に試薬をカプセル化可能であり、これは組み合わせ、分析、および分別が可能である
。
【００１２】
　本発明は微小流体基材を提供する。この基材は、流体連通されるように、互いに一体型
で配置されている複数の微小流体モジュールを含み得る。この基材は、例えば、以下を含
み得る：（ｉ）少なくとも１つの分散相流体を運ぶように適合されている少なくとも１つ
の入口チャネルを備えた少なくとも１つの入口モジュール、（ｉｉ）少なくとも１つの連
続相流体を運ぶように適合されている少なくとも１つの主チャネルであって、ここで上記
入口チャネルが連結部において上記主チャネルと流体連通され、そして上記連結部は、上
記分散相流体が上記連続相流体と非混和性でありかつ上記連続相流体中で複数の高度に均
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一な単分散液滴を形成するように、フローフォーカシングのために設計された流体ノズル
を備える、主チャネル。分散相および連続相の流れは、例えば、圧力によって駆動するこ
とができる。分散相（例えば、液滴）は中性であり得、または電荷を有さず、そしてこれ
らの液滴は、連続相液体中で電場の中で操作（例えば、合流、分別）することができる。
【００１３】
　入口モジュールは、入口チャネルにサンプル流体を導入するための手段に上記入口チャ
ネルを接続するための少なくとも１つの自己整合流体相互接続装置をさらに備えることが
でき、上記装置は、上記微小流体基材とサンプルを導入するための上記手段の間に放射状
シールを形成する。上記手段は、例えば、温度制御可能なウェルまたはリザーバを備え得
る。このウェルまたはリザーバは、任意に、音響アクチュエータを備え得る。
【００１４】
　微小流体基材は、合流モジュール、検出モジュール、分別モジュール、収集モジュール
、廃棄モジュール、遅延モジュール（例えば、加熱モジュールおよび冷却モジュール）、
液滴間隔モジュール、混合モジュール、ＵＶ放出モジュール、分割モジュール、および／
または再順序付けモジュールを含むがこれらに限定されない１つ以上のさらなるモジュー
ルを備え得る。これらのモジュールは、主チャネルと流体連通されている。０個、１個、
またはそれ以上の各々のモジュールが存在し得る。
【００１５】
　上記基材は、入口モジュールの下流にあり、かつ合流装置を備えた主チャネルを介して
入口モジュールと流体連通している少なくとも１つの合流モジュールをさらに備えること
ができ、ここで、そこを通過する２つ以上の液滴が合流してナノリアクターを形成する。
【００１６】
　上記基材は、上記合流モジュールの下流にあり、かつこれと流体連通している少なくと
も１つの検出モジュールをさらに備えることができる。上記検出モジュールは、例えば、
ナノリアクターの内容物および／または特徴を評価するための検出装置を備え得る。上記
検出装置は光学的または電気的検出器を備え得る。
【００１７】
　上記基材は、上記検出モジュールの下流にあり、かつこれと流体連通している分別モジ
ュールをさらに備えることができる。上記分別モジュールは、検出モジュール中で評価さ
れたナノリアクターの内容物または特徴に応答して、例えば上記ナノリアクターを収集モ
ジュールの中にまたは収集モジュールから離れて方向付けるように適合された分別装置を
備え得る。上記分別モジュール中のチャネルは、非対称分岐ジオメトリーまたは非対称分
岐フローを含み得る。
【００１８】
　合流装置および分別装置は、１つ以上の電極またはパターン化された導電層を備えるこ
とができ、これらは電場を生成可能である。これらの電極は、導電性材料から作ることが
でき、基材の主チャネルおよび入口チャネルから単離された１つ以上のチャネルに一体型
で備えることができる。導電性材料は、金属合金成分または有機材料であり得る。導電材
料は、１つ以上の導電性粒子を含むエポキシ樹脂であり得る。導電性粒子は銀粒子であり
得る。
【００１９】
　合流モジュールは、上記電極間の主チャネルの拡張部分をさらに備えて、連続する液滴
を近接させ、それによって、対の液滴を電場の中で合流させ得る。上記合流モジュールは
、電極間の主チャネルの拡張部分の前に、液滴を主チャネルの中心に集めるための主チャ
ネルの狭窄部分をさらに備え得る。
【００２０】
　微小流体基材のチャネルは、分散相のための濡れ防止剤またはブロッキング剤でコート
することができる。濡れ防止剤またはブロッキング剤には、例えば、シリカプライマー相
、続いて、パーフルオロアルキルアルキルシラン化合物、アモルファス溶解性パーフルオ
ロポリマー、ＢＳＡ、ＰＥＧ－シラン、またはフルオロシランが含まれ得る。微小流体基
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材のチャネルは、液滴の内容物を遅延、停止、または反応させるためにウェル様のくぼみ
を備え得る。
【００２１】
　この基材は、上記基材からのサンプルを保存するための手段に接続されている収集モジ
ュール、および上記基材から廃棄されたサンプルを収集するための手段に接続されている
廃棄モジュールをさらに備え得る。これらの手段は、温度制御され得るウェルまたはリザ
ーバであり得る。
【００２２】
　この基材は、合流モジュールの下流にありかつ検出モジュールの上流にある、主チャネ
ルと流体連通している遅延モジュールをさらに備え得る。遅延モジュールは、遅延ライン
、サーペンタインチャネル、浮遊アワーグラス、またはオフチップボリュームであり得る
。好ましくは、サーペンタインチャネルは、１時間未満、時間を遅らせるために使用され
る。好ましくは、オフチップボリュームは、１時間より長く時間を遅らせるために使用さ
れる。遅延モジュールは、加熱領域および冷却領域をさらに備え得る。
【００２３】
　この基材は、合流モジュールの下流にありかつ検出モジュールの上流にある、主チャネ
ルと流体連通している混合モジュールをさらに備え得る。
【００２４】
　この基材は、入口モジュールの下流にありかつ合流モジュールの上流にある、主チャネ
ルと流体連通しているＵＶ放出モジュールをさらに備え得る。
【００２５】
　この基材は、適切な液滴を合流のために近接させることを可能にするための、入口モジ
ュールの下流にある、主チャネルと流体連通している液滴間隔モジュールをさらに備え得
る。
【００２６】
　微小流体基材のチャネル中で使用される連続相は、例えば、フルオロカーボンオイルな
どの非極性溶媒であり得る。この連続相は、液滴を安定化するために、界面活性剤または
フッ素系界面活性剤なとの１種以上の添加物をさらに含み得る。フッ素系界面活性剤は、
例えば、パーフルオロ化ポリエーテルであり得る。
【００２７】
　微小流体基材の分散相は、同じまたは異なるサイズの液滴のライブラリー（すなわち、
エマルジョン流）または連続水流を含み得る。液滴のライブラリーには、例えば、組織、
細胞、粒子、タンパク質、抗体、アミノ酸、ヌクレオチド、小分子、および医薬などの生
物学的または化学的物質が含まれ得る。生物学的／化学的物質には、ＤＮＡタグ、色素、
量子ドット、または高周波同定タグなどの標識を含み得る。液滴のライブラリーには、例
えば、粘度の変化、不透明度の変化、体積の変化、密度の変化、ｐＨの変化、温度の変化
、誘電率の変化、伝導率の変化、液滴中に存在するビーズの量の変化、液滴中の綿状沈殿
の量の変化、液滴中の選択した溶媒の量の変化、または液滴中の任意の測定可能な実体の
量の変化、またはこれらの任意の組み合わせなどの標識が含まれ得る。標識は、蛍光偏光
、蛍光強度、蛍光寿命、蛍光エネルギー移動、ｐＨ、イオン含量、温度、またはこれらの
組み合わせによって検出可能である。
【００２８】
　本発明は、例えば、以下を備える微小流体基材もまた提供する：（ｉ）少なくとも１つ
の分散相流体を運ぶように適合されている少なくとも１つの入口チャネルを備えた少なく
とも１つの入口モジュール；（ｉｉ）少なくとも１つの連続相流体を運ぶように適合され
ている少なくとも１つの主チャネルであって、上記入口チャネルが連結部において上記主
チャネルと流体連通され、そして上記連結部は、上記分散相流体が上記連続相流体と非混
和性でありかつ上記連続相流体中で複数の高度に均一な単分散液滴を形成するように、フ
ローフォーカシングのために設計された流体ノズルを備える、主チャネル；（ｉｉｉ）上
記主チャネルが少なくとも２つの分割チャネルに分割され、ナノリアクターが少なくとも
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２つの娘ナノリアクターに分けられる、上記入口モジュールの下流にある少なくとも１つ
のナノリアクター分割モジュール；（ｉｖ）少なくとも１つの第２の分散相流体を運ぶよ
うに適合されている少なくとも１つの第２の入口チャネルであって、上記入口チャネルが
連結部において少なくとも１つの上記分割チャネルと流体連通され、そして上記連結部は
、上記第２の分散相流体が上記連続相流体と非混和性でありかつ上記連続相流体中で複数
の高度に均一な単分散液滴を形成するように、フローフォーカシングのために設計された
流体ノズルを備える、第２の入口チャネル；（ｖ）入口モジュールの下流にあり、かつこ
れと、合流装置を備える上記主チャネルを介して流体連通している少なくとも１つの合流
モジュールであって、ここで、そこを通過する工程（ｉｉ）からの少なくとも１つの液滴
および工程（ｉｖ）からの少なくとも１つの液滴が合流する、合流モジュール；（ｖｉ）
上記分割チャネルからの娘ナノリアクターが近接して再順序付けられるが、合流されない
ような、分割モジュールの下流の少なくとも１つの再順序付けモジュール；および（ｖｉ
ｉ）上記再順序付けモジュールの下流の少なくとも１つの検出モジュールであって、上記
検出モジュールが近接したナノリアクターまたは液滴の少なくとも１つの内容物または特
徴を評価するための検出装置を備える、検出モジュール。
【００２９】
　この微小流体基材は、検出モジュールと近接し、かつこれと流体連通している分別モジ
ュールもまた備えることができ、分別モジュールは、検出モジュール中で評価された液滴
またはナノリアクターの内容物または特徴に応答して、上記液滴またはナノリアクターを
収集モジュールの中にまたは収集モジュールから離れて方向付けるように適合された分別
装置を備える。
【００３０】
　この検出モジュールは、近接した２つのナノリアクターまたは液滴の内容物を評価する
ことができ、分別モジュールは、検出モジュール中で評価された液滴またはナノリアクタ
ーの内容物または特徴の比率に応答して、上記液滴またはナノリアクターを収集モジュー
ルの中にまたは収集モジュールから離れて方向付けることができる。
【００３１】
　本発明は、例えば、以下の工程を包含する、微小流体基材を製造する方法もまた提供す
る：（ｉ）平らな表面を含む基板を提供する工程；（ｉｉ）微小基材のチャネルおよび電
極のパターンを含むマスターを提供する工程；（ｉｉｉ）エラストマー基材を成型するた
めの開口部を備える成型キャビティーを提供する工程；（ｉｖ）上記マスターが基板と成
型キャビティーの間に配置され、上記マスターのパターンが、上記エラストマー基材を成
型するために上記開口部の直下に配置されかつそれに対して整列されるように、上記基板
、上記マスター、および上記成型キャビティーを組み立てる工程；（ｖ）１つ以上の流体
の相互接続および／または電気による相互接続を形成するために使用される１つ以上のス
ライド成型ピンを含む上端板を提供する工程；（ｖｉ）スライド成型ピンがマスター上の
チャネルおよび電極のパターン上の点に接触するように、上記上端版を工程ｄの成型キャ
ビティー上に組み立てる工程；（ｖｉ）上記マスターと接触するように、液体エラストマ
ーポリマーを該成型キャビティー上の開口部に導入する工程；（ｖｉｉ）上記成型キャビ
ティー中で該エラストマーポリマーを固化させる工程；（ｖｉｉｉ）上記上端板、上記底
板、および上記成型キャビティーのアセンブリから、固化したエラストマーポリマー基材
を取り出す工程；ならびに（ｉｘ）上記固化したエラストマーポリマー基材を、適合可能
なポリマー性媒体または非ポリマー性媒体に結合させる工程。スライド成型ピンはエラス
トマースリーブによって囲まれ得る。本発明は、提供する方法によって製造される微小流
体デバイスもまた提供する。
【００３２】
　マスターはフォトリソグラフィーによって生成され、フォトリソグラフィーによって生
成されかつ耐久性金属マスターに転換され、微細加工（ｍｉｃｒｏｍａｃｈｉｎｉｎｇ）
または光造形法などのラピッドプロトタイピング法によって生成される。マスターは、フ
ォトレジストでパターン化されたケイ素またはガラス基材であり得る。好ましくは、マス
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ターはＳＵ－８でパターン化されたケイ素またはガラス基材である。
【００３３】
　エラストマーポリマーはシリコーンエラストマーポリマーであり得る。好ましくは、シ
リコーンエラストマーポリマーはポリジメチルシロキサンである。エラストマーポリマー
は硬化によって固化することができる。エラストマーポリマーは、高強度酸素（ｈｉｇｈ
　ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　ｏｘｙｇｅｎ）または空気プラズマ（ａｉｒ　ｐｌａｓｍａ）で
処理されて、適合可能なポリマー性媒体または非ポリマー性媒体への結合を可能にするこ
とができる。ポリマー性媒体または非ポリマー性媒体は、ガラス、ケイ素、酸化ケイ素、
石英、窒化ケイ素、ポリエチレン、ポリスチレン、ガラス状炭素、またはエポキシポリマ
ーであり得る。
　したがって、本発明は、以下の項目を提供する：
（項目１）
微小流体基材であって：
　ａ）少なくとも１つの分散相流体を運ぶように適合されている少なくとも１つの入口チ
ャネルを備えた少なくとも１つの入口モジュール；および
　ｂ）少なくとも１つの連続相流体を運ぶように適合されている少なくとも１つの主チャ
ネルであって、この入口チャネルが連結部においてこの主チャネルと流体連通され、この
連結部は、この分散相流体がこの連続相流体と非混和性であり、かつこの連続相流体中で
複数の高度に均一な単分散液滴を形成するように、フローフォーカシングのために設計さ
れた流体ノズルを備える、主チャネル；
を備える、微小流体基材。
（項目２）
上記入口モジュールが、上記入口チャネルにサンプル流体を導入するための手段に、この
入口チャネルを接続するための少なくとも１つの自己整合流体相互接続装置をさらに備え
、この装置は、上記微小流体基材とサンプルを導入するためのこの手段の間に放射状シー
ルを形成する、項目１に記載の微小流体基材。
（項目３）
上記手段がウェルまたはリザーバである、項目２に記載の微小流体基材。
（項目４）
上記入口モジュールの下流にあり、かつこの入口モジュールと、合流装置を備える上記主
チャネルを介して流体連通している少なくとも１つの合流モジュールをさらに備え、ここ
で、そこを通過する２つ以上の液滴が合流してナノリアクターを形成する、項目１に記載
の微小流体基材。
（項目５）
上記合流装置が、電場を生成する１つ以上の電極を備える、項目４に記載の微小流体基材
。
（項目６）
上記電極が、１つ以上のチャネルに一体型で収容されており、かつ上記入口チャネルおよ
び上記主チャネルから単離されている導電性材料を含む、項目５に記載の微小流体基材。
（項目７）
上記合流モジュールが、上記電極間の主チャネルの拡張部分を備えて、連続する液滴を近
接させ、それによって、対の液滴を上記電場の中で合流させる、項目４に記載の微小流体
基材。
（項目８）
上記合流モジュールが、液滴を上記主チャネルの中心に集めるためのこの主チャネルの狭
窄部分、続いて連続する液滴を近接させるための上記電極間の主チャネルの拡張部分を備
え、それによって、対の液滴を上記電場の中で合流させる、項目４に記載の微小流体基材
。
（項目９）
上記基材が、上記合流モジュールの下流にあり、かつこれと流体連通している少なくとも



(9) JP 6023252 B2 2016.11.9

10

20

30

40

50

１つの検出モジュールをさらに備え、この検出モジュールは、液滴またはナノリアクター
の内容物または特徴を評価するための検出装置を備える、項目１に記載の微小流体基材。
（項目１０）
上記検出装置が光学的検出器または電気的検出器を備える、項目９に記載の微小流体基材
。
（項目１１）
上記基材が、上記検出モジュールと近接しており、かつこの検出モジュールと流体連通し
ている分別モジュールをさらに備え、この分別モジュールは、この検出モジュール中で評
価された液滴またはナノリアクターの内容物または特徴に応答して、この液滴またはナノ
リアクターを収集モジュールの中にまたは収集モジュールから離れて方向付けるように適
合された分別装置を備えている、項目１に記載の微小流体基材。
（項目１２）
上記分別装置が電場を生成する１つ以上の電極を備える、項目１１に記載の微小流体基材
。
（項目１３）
上記電極が、１つ以上のチャネルに一体型で収容されており、上記入口チャネルおよび上
記主チャネルから単離されている導電性材料を含む、項目１２に記載の微小流体基材。
（項目１４）
上記入口チャネルおよび上記主チャネルが上記分散相のための濡れ防止剤またはブロッキ
ング剤でコートされている、項目１に記載の微小流体基材。
（項目１５）
上記チャネルが、シリカプライマー層、続いて、パーフルオロアルキルアルキルシラン化
合物、アモルファス溶解性パーフルオロポリマー、ＢＳＡ、ＰＥＧ－シラン、またはフル
オロシランでコートされている、項目１に記載の微小流体基材。
（項目１６）
上記チャネルが、シリカプライマー層、続いて、パーフルオロアルキルアルキルシラン化
合物でコートされている、項目１に記載の微小流体基材。
（項目１７）
上記分別モジュール中のチャネルが非対称分岐ジオメトリーを含む、項目１１に記載の微
小流体基材。
（項目１８）
上記分別モジュール中のチャネルが非対称フロージオメトリーを含む、項目１１に記載の
微小流体基材。
（項目１９）
上記チャネルが、液滴の内容物を遅延、停止、または反応させるためにウェル様のくぼみ
を備える、項目１に記載の微小流体基材。
（項目２０）
上記基材が、上記入口モジュールの下流の主チャネルと流体連通している遅延モジュール
をさらに備える、項目１に記載の微小流体基材。
（項目２１）
上記遅延モジュールが遅延ラインである、項目２０に記載の微小流体基材。
（項目２２）
上記遅延モジュールが加熱領域および冷却領域をさらに備える、項目２０に記載の微小流
体基材。
（項目２３）
上記基材が、上記入口モジュールの下流の主チャネルと流体連通している混合モジュール
をさらに備える、項目１に記載の微小流体基材。
（項目２４）
上記基材が、上記入口モジュールの下流の主チャネルと流体連通しているＵＶ放出モジュ
ールをさらに備える、項目１に記載の微小流体基材。
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（項目２５）
上記基材が、この基材からのサンプルを保存するための手段に接続されている収集モジュ
ールをさらに備える、項目１に記載の微小流体基材。
（項目２６）
上記手段がウェルまたはリザーバである、項目２５に記載の微小流体基材。
（項目２７）
上記基材が、この基材から廃棄されたサンプルを収集するための手段に接続されている廃
棄モジュールをさらに備える、項目１に記載の微小流体基材。
（項目２８）
上記手段がウェルまたはリザーバである、項目２７に記載の微小流体基材。
（項目２９）
上記連続相が非極性溶媒である、項目１に記載の微小流体基材。
（項目３０）
上記連続相がフルオロカーボンオイルである、項目１に記載の微小流体基材。
（項目３１）
上記連続相が１種以上の添加物をさらに含む、項目１に記載の微小流体基材。
（項目３２）
上記添加物がフッ素系界面活性剤である、項目３１に記載の微小流体基材。
（項目３３）
上記フッ素系界面活性剤がパーフルオロ化ポリエーテルである、項目３２に記載の微小流
体基材。
（項目３４）
上記フッ素系界面活性剤が上記液滴を安定化する、項目３２に記載の微小流体基材。
（項目３５）
上記分散相が液滴のライブラリーを含む、項目１に記載の微小流体基材。
（項目３６）
上記液滴のライブラリーが生物学的／化学的物質を含む、項目３５に記載の微小流体基材
。
（項目３７）
上記生物学的／化学的物質が、組織、細胞、粒子、タンパク質、抗体、アミノ酸、ヌクレ
オチド、小分子、および医薬からなる群より選択される、項目３６に記載の微小流体基材
。
（項目３８）
上記生物学的／化学的物質が標識を含む、項目３６に記載の微小流体基材。
（項目３９）
上記液滴のライブラリーが標識を含む、項目３５に記載の微小流体基材。
（項目４０）
上記標識が、タンパク質、ＤＮＡタグ、色素、量子ドット、高周波同定タグである、項目
３８に記載の微小流体基材。
（項目４１）
上記標識が、粘度の変化、不透明度の変化、体積の変化、密度の変化、ｐＨの変化、温度
の変化、誘電率の変化、伝導率の変化、上記液滴中に存在するビーズの量の変化、この液
滴中の綿状沈殿の量の変化、この液滴中の選択した溶媒の量の変化、またはこの液滴中の
任意の測定可能な実体の量の変化、またはこれらの組み合わせである、項目３９に記載の
微小流体基材。
（項目４２）
上記標識が、蛍光偏光、蛍光強度、蛍光寿命、蛍光エネルギー移動、ｐＨ、イオン含量、
温度、またはこれらの組み合わせによって検出可能である、項目３８に記載の微小流体基
材。
（項目４３）
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上記分散相流体の流れおよび上記連続相流体の流れが圧力によって駆動される、項目１に
記載の微小流体基材。
（項目４４）
合流される液滴が電荷を有さない、項目４に記載の微小流体基材。
（項目４５）
分別されるナノリアクターが電荷を有さない、項目１１に記載の微小流体基材。
（項目４６）
微小流体基材であって：
　ａ）少なくとも１つの分散相流体を運ぶように適合されている少なくとも１つの入口チ
ャネルを備えた少なくとも１つの入口モジュール；
　ｂ）少なくとも１つの連続相流体を運ぶように適合されている少なくとも１つの主チャ
ネルであって、この入口チャネルが連結部においてこの主チャネルと流体連通され、この
連結部は、この分散相流体がこの連続相流体と非混和性であり、かつこの連続相流体中で
複数の高度に均一な単分散液滴を形成するように、フローフォーカシングのために設計さ
れた流体ノズルを備える、主チャネル；
　ｃ）この入口モジュールの下流にある少なくとも１つのナノリアクター分割モジュール
であって、この主チャネルが少なくとも２つの分割チャネルに分割され、ナノリアクター
が少なくとも２つの娘ナノリアクターに分けられる、ナノリアクター分割モジュール；
　ｄ）少なくとも１つの第２の分散相流体を運ぶように適合されている少なくとも１つの
第２の入口チャネルであって、この入口チャネルが連結部において少なくとも１つのこの
分割チャネルと流体連通され、この連結部は、この第２の分散相流体がこの連続相流体と
非混和性でありかつこの連続相流体中で複数の高度に均一な単分散液滴を形成するように
、フローフォーカシングのために設計された流体ノズルを備える、第２の入口チャネル；
　ｅ）この入口モジュールの下流にあり、かつこの入口モジュールと、合流装置を備える
この主チャネルを介して流体連通している少なくとも１つの合流モジュールであって、こ
こでそこを通過する工程（ｂ）からの少なくとも１つの液滴および工程（ｄ）からの少な
くとも１つの液滴が合流する、合流モジュール；
　ｆ）この分割チャネルからの娘ナノリアクターが近接して再順序付けられるが、合流さ
れないような、この分割モジュールの下流の少なくとも１つの再順序付けモジュール；
　ｇ）この再順序付けモジュールの下流の少なくとも１つの検出モジュールであって、こ
の検出モジュールが、近接したナノリアクターまたは液滴の少なくとも１つの内容物また
は特徴を評価するための検出装置を備える、検出モジュール；
を備える、微小流体基材。
（項目４７）
上記検出モジュールと近接し、かつこの検出モジュールと流体連通している分別モジュー
ルをさらに備え、この分別モジュールが、この検出モジュール中で評価された液滴または
ナノリアクターの内容物または特徴に応答して、この液滴またはナノリアクターを収集モ
ジュールの中にまたは収集モジュールから離れて方向付けるように適合された分別装置を
備えている、項目４６に記載の方法。
（項目４８）
上記検出モジュールが、近接した２つのナノリアクターまたは液滴の内容物を評価し、上
記分別モジュールが、この検出モジュール中で評価された液滴またはナノリアクターの内
容物または特徴の比率に応答して、この液滴またはナノリアクターを収集モジュールの中
にまたは収集モジュールから離れて方向付ける、項目４７に記載の方法。
（項目４９）
微小流体基材であって、以下のプロセス：
　ａ）平らな表面を含む基板を提供する工程；
　ｂ）微小流体基材のチャネルおよび電極のパターンを含むマスターを提供する工程；
　ｃ）エラストマー基材を成型するための開口部を備える成型キャビティーを提供する工
程；
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　ｄ）このマスターがこの基板とこの成型キャビティーの間に配置され、このマスターの
パターンが、エラストマー基材を成型するためにこの開口部の直下に配置されかつこの開
口部に対して整列されるように、この基板、このマスター、およびこの成型キャビティー
を組み立てる工程；
　ｅ）１つ以上の流体および／または電気による相互接続を形成するために使用される１
つ以上のスライド成型ピンを備える上端板を提供する工程；
　ｆ）このスライド成型ピンがこのマスター上のチャネルおよび電極のパターン上の点に
接触するように、この上端版を工程ｄに記載の成型キャビティー上に組み立てる工程；
　ｇ）このマスターと接触するように、液体エラストマーポリマーをこの成型キャビティ
ー上の開口部に導入する工程；
　ｈ）この成型キャビティー中でこのエラストマーポリマーを固化させる工程；
　ｉ）この上端板、底板、およびこの成型キャビティーのアセンブリから、固化したエラ
ストマーポリマー基材を取り出す工程；ならびに
　ｊ）この固化したエラストマーポリマー基材を、適合可能なポリマー性媒体または非ポ
リマー性媒体に結合させる工程；
よって製造され、それによって流体の相互接続および／または電気的な相互接続を有する
微小流体基材を形成する、微小流体基材。
（項目５０）
上記スライド成型ピンがエラストマースリーブによって囲まれている、項目４９に記載の
上端板。
（項目５１）
上記マスターがフォトリソグラフィーによって生成される、項目４９に記載の微小流体基
材。
（項目５２）
上記マスターがフォトリソグラフィーによって生成され、耐久性金属マスターに転換され
る、項目４９に記載の微小流体基材。
（項目５３）
上記マスターが微細加工によって生成される、項目４９に記載の微小流体基材。
（項目５４）
上記マスターが、光造形法などのラピッドプロトタイピング法によって生成される、項目
４９に記載の微小流体基材。
（項目５５）
上記マスターが、フォトレジストでパターン化されたケイ素またはガラス基材である、項
目４９に記載の微小流体基材。
（項目５６）
上記マスターが、ＳＵ－８でパターン化されたケイ素またはガラス基材である、項目４９
に記載の微小流体基材。
（項目５７）
上記エラストマーポリマーがシリコーンエラストマーポリマーである、項目４９に記載の
微小流体基材。
（項目５８）
上記シリコーンエラストマーポリマーがポリジメチルシロキサンである、項目５７に記載
の微小流体基材。
（項目５９）
上記エラストマーポリマーが硬化によって固化される、項目４９に記載の微小流体基材。
（項目６０）
上記エラストマーポリマーが、高強度酸素または空気プラズマで処理されて、上記適合可
能なポリマー性媒体または非ポリマー性媒体への結合を可能にする、項目４９に記載の微
小流体基材。
（項目６１）
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上記ポリマー性媒体および非ポリマー性媒体が、ガラス、ケイ素、酸化ケイ素、石英、窒
化ケイ素、ポリエチレン、ポリスチレン、ガラス状炭素、またはエポキシポリマーである
、項目４９に記載の微小流体基材。
（項目６２）
微小流体基材を製造する方法であって、以下の工程：
　ａ）平らな表面を含む基板を提供する工程；
　ｂ）微小流体基材のチャネルおよび電極のパターンを含むマスターを提供する工程；
　ｃ）エラストマー基材を成型するための開口部を備える成型キャビティーを提供する工
程；
　ｄ）このマスターがこの基板とこの成型キャビティーの間に配置され、このマスターの
パターンが、エラストマー基材を成型するためにこの開口部の直下に配置されかつこの開
口部に対して整列されるように、この基板、このマスター、およびこの成型キャビティー
を組み立てる工程；
　ｅ）１つ以上の流体の相互接続および／または電気による相互接続を形成するために使
用される１つ以上のスライド成型ピンを備える上端板を提供する工程；
　ｆ）このスライド成型ピンがこのマスター上のチャネルおよび電極のパターン上の点に
接触するように、この上端版を工程ｄの成型キャビティー上に組み立てる工程；
　ｇ）このマスターと接触するように、液体エラストマーポリマーをこの成型キャビティ
ー上の開口部に導入する工程；
　ｈ）この成型キャビティー中でこのエラストマーポリマーを固化させる工程；
　ｉ）この上端板、底板、およびこの成型キャビティーのアセンブリから固化したエラス
トマーポリマー基材を取り出す工程；ならびに
　ｊ）この固化したエラストマーポリマー基材を、適合可能なポリマー性媒体または非ポ
リマー性媒体に結合させる工程；
を包含し、それによって流体の相互接続および／または電気的な相互接続を有する微小流
体基材を形成する、方法。
（項目６３）
上記スライド成型ピンがエラストマースリーブによって囲まれている、項目６２に記載の
上端板。
（項目６４）
上記マスターがフォトリソグラフィーによって生成される、項目６２に記載の微小流体基
材。
（項目６５）
上記マスターがフォトリソグラフィーによって生成され、耐久性金属マスターに転換され
る、項目６２に記載の微小流体基材。
（項目６６）
上記マスターが微細加工によって生成される、項目６２に記載の微小流体基材。
（項目６７）
上記マスターが、光造形法などのラピッドプロトタイピング法によって生成される、項目
６２に記載の微小流体基材。
（項目６８）
上記マスターが、フォトレジストでパターン化されたケイ素またはガラス基材である、項
目６２に記載の微小流体基材。
（項目６９）
上記マスターが、ＳＵ－８でパターン化されたケイ素またはガラス基材である、項目６２
に記載の微小流体基材。
（項目７０）
上記エラストマーポリマーがシリコーンエラストマーポリマーである、項目６２に記載の
微小流体基材。
（項目７１）
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上記シリコーンエラストマーポリマーがポリジメチルシロキサンである、項目７０に記載
の微小流体基材。
（項目７２）
上記エラストマーポリマーが硬化によって固化される、項目６２に記載の微小流体基材。
（項目７３）
上記エラストマーポリマーが、高強度酸素または空気プラズマで処理されて、上記適合可
能なポリマー性媒体または非ポリマー性媒体への結合を可能にする、項目６２に記載の微
小流体基材。
（項目７４）
上記ポリマー性媒体および非ポリマー性媒体がガラス、ケイ素、酸化ケイ素、石英、窒化
ケイ素、ポリエチレン、ポリスチレン、ガラス状炭素、またはエポキシポリマーである、
項目６２に記載の微小流体基材。
【００３４】
　他に定義されない限り、本明細書で使用されるすべての技術用語および科学用語は、本
発明が属する当該技術分野の当業者によって共通して理解されるのと同じ意味を有する。
本明細書に記載されるものと類似のまたは等価な方法および材料は本発明の実施または試
験において使用することができるが、適切な方法および材料は以下に記載される。本明細
書で言及されるすべての刊行物、特許出願、特許、および他の参考文献は、それらの全体
が参照により援用される。矛盾する場合には、定義を含む本明細書が優先する。加えて、
材料、方法、および実施例は例示のみであり、限定を意図するものではない。
【００３５】
　本発明の他の特徴および利点は、以下の詳細な説明および添付の特許請求の範囲から明
らかになる。
【００３６】
　本発明の非限定的な実施形態は、概略的でありかつスケールで描かれることを意図しな
い、添付の図面を参照して、例証として記載される。図面の中では、図示される各々の同
一またはほぼ同一の構成要素は、典型的には、単数字によって表される。明確さの目的の
ために、すべての構成要素がすべての図面において標識されているわけではなく、本発明
の各々の実施形態のすべての構成要素が示されるわけでもなく、ここで、図示は、当業者
が本発明を理解するために必要であるわけでもない。以下が図面の説明である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】図１は、本発明の微小流体基材の相互作用モジュールを図示する概略図である。
【図２Ａ】図２、パネルＡおよびＢは、ノズルセクションのための小さなフェルールを使
用するノズルコンセプトの二重オイルバージョンおよび単一オイルバージョンを示す。パ
ネルＣおよびＤは、小口径チュービングから直接的に作られる同じノズルを示す（「ノズ
ル」はチュービングの全体の長さに達する）。
【図２Ｂ】図２、パネルＡおよびＢは、ノズルセクションのための小さなフェルールを使
用するノズルコンセプトの二重オイルバージョンおよび単一オイルバージョンを示す。パ
ネルＣおよびＤは、小口径チュービングから直接的に作られる同じノズルを示す（「ノズ
ル」はチュービングの全体の長さに達する）。
【図２Ｃ】図２、パネルＡおよびＢは、ノズルセクションのための小さなフェルールを使
用するノズルコンセプトの二重オイルバージョンおよび単一オイルバージョンを示す。パ
ネルＣおよびＤは、小口径チュービングから直接的に作られる同じノズルを示す（「ノズ
ル」はチュービングの全体の長さに達する）。
【図２Ｄ】図２、パネルＡおよびＢは、ノズルセクションのための小さなフェルールを使
用するノズルコンセプトの二重オイルバージョンおよび単一オイルバージョンを示す。パ
ネルＣおよびＤは、小口径チュービングから直接的に作られる同じノズルを示す（「ノズ
ル」はチュービングの全体の長さに達する）。
【図３】図３は、図２Ａおよび２Ｂに示されるノズルフェルールコンセプトの拡張を示す



(15) JP 6023252 B2 2016.11.9

10

20

30

40

50

。
【図４】図４は、フェルールに備えられるノズルセクションの拡張を示す。
【図５】図５Ａは吸引モードにあるノズルの操作を示し、図５Ｂは注入モードにあるノズ
ルの操作を示す。
【図６】図６は、導入されるサンプルよりも低い密度を有する流体でウェルが最初に満た
されている、リザーバベースのサンプル乳化を示す。
【図７】図７は、サンプルがサンプルポート中の液体よりも低い密度であるサンプル導入
を図示し、これは、サンプルを乳化するために使用されるオイルよりも低い密度であるサ
ンプルを導入するために使用される代替スキームである。
【図８】図８は、ライブラリーウェルから直接的に単分散エマルジョンを作製するために
、シリンジチップ（例えば、キャピラリーチュービング）に収集シリンジを接続するため
に使用されるフィッティングに直接的に形成されるノズルを図示する。ステップ１は、サ
ンプルの吸引が、２つのオイルシリンジの流速より上の流速（Ｑ３）において引っ込めモ
ードで収集シリンジを作動させることによって、達成可能であることを示す。ステップ２
は、キャピラリーチュービングに負荷されたサンプルの適切な量を示し、そしてキャピラ
リーチュービングはサンプルウェルから取り出され、気泡、およびおそらく、洗浄溶液が
吸引される。ステップ３は、サンプルのほぼすべてが乳化されたときに、収集シリンジの
引っ込め速度が、オイル流速より下に減少し、停止し、またはある程度の名目的な速度で
注入するように設定されることを示す。
【図９】図９は、試薬が第２の非混和性相の上端に注入される二相系を図示する。（Ａ）
注入の間、第１の相から第２の相までの移行の前。（Ｂ）移動ラインにちょうど入ってい
る第２の相。（Ｃ）第２の相は移動ラインを完全に満たし、システム全体を通して全体の
体積の試薬を押し出している。
【図１０】図１０は異なる密度を有する２つの溶液間の超微少量の液体（すなわち、ナノ
リットル以下）のサンドイッチを図示する。
【図１１】図１１はＰＤＭＳデバイスを伴う使用のための可能な相互接続設計を図示する
。
【図１２】図１２は、液体相互接続の自己整合を図示する。
【図１３】図１３は、単一のモノリシック自己整合部分に成型された、各チューブのため
に必要である相互接続を図示する。
【図１４】図１４は、このコンセプトに基づく成型ツールの概略図を示す。ピン（オレン
ジ色）はエラストマー成型スリーブの中に捕捉され、強固な背面プレートおよびフォーム
ラバーから作成された圧縮板は、穏やかな均一な圧力をピンに適用し、およびピンをマス
ターに均一に接触させるために必要とされる力を生成するために使用される。
【図１５】図１５は、この拡大の直前の任意の小さな狭窄（ネックダウン）が、それらの
道筋上の液滴を合流点により良好に整列させるために使用可能であることを示す、合流モ
ジュールの改善の概略図である。
【図１６】図１６は、蛍光偏光（ＦＰ）が溶液中の化合物の回転速度を測定し、そしてそ
の体積の関数である（多くの場合において、体積はＭＷと相関する）ことを図示する。
【図１７】図１７は、３種の異なる化合物の蛍光偏光を示す。３種の別個の種（ＦＣ、Ｂ
ＴＦＣ、およびＳＡに結合したＢＴＦＣ）を含む１８，０００ドロップの偏光の読み取り
の結果。薬物スクリーニングアッセイ、タンパク質相互作用、またはＤＮＡハイブリダイ
ゼーションの読み取り結果のために理想的である。
【図１８】図１８Ａ）は、液滴中の全体の蛍光偏光と全体の色素強度の両方を使用して、
液体溶液をコードすることを図示する；Ｂ）は、複数の色の蛍光偏光を示し、ＦＩが可能
な標識の数を増加する。２種の色で１０通りの蛍光偏光レベルを有する１０通りの強度レ
ベルは、１０，０００種の標識を生じる。
【図１９】図１９は、異なる蛍光寿命を有する色素を使用するＦＰコーディングを図示す
る。これらは、一度に１つの構成要素が作られ、単一のシリンジに一晩保存し、次いでチ
ップ上に戻してロードされる。コードは２つの異なる色素の比率を使用することによって
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作製し、１つは短い寿命、従って、高ＦＰを有し、１つは長い寿命、従って、低ＦＰを有
する。この混合物は中間ＦＰシグナルを有する。この強度は、２つの色素の全体の濃度を
制御することによって調整される。
【図２０Ａ】図２０Ａ～２０Ｄは、本発明の別の実施形態に従う液滴の分別および／また
は分割を図示する。
【図２０Ｂ】図２０Ａ～２０Ｄは、本発明の別の実施形態に従う液滴の分別および／また
は分割を図示する。
【図２０Ｃ】図２０Ａ～２０Ｄは、本発明の別の実施形態に従う液滴の分別および／また
は分割を図示する。
【図２０Ｄ】図２０Ａ～２０Ｄは、本発明の別の実施形態に従う液滴の分別および／また
は分割を図示する。
【図２１Ａ】図２１Ａ～Ｆは、非対称分別適用において使用される可能なフロージオメト
リーを示す。
【図２１Ｂ】図２１Ａ～Ｆは、非対称分別適用において使用される可能なフロージオメト
リーを示す。
【図２１Ｃ】図２１Ａ～Ｆは、非対称分別適用において使用される可能なフロージオメト
リーを示す。
【図２１Ｄ】図２１Ａ～Ｆは、非対称分別適用において使用される可能なフロージオメト
リーを示す。
【図２１Ｅ】図２１Ａ～Ｆは、非対称分別適用において使用される可能なフロージオメト
リーを示す。
【図２１Ｆ】図２１Ａ～Ｆは、非対称分別適用において使用される可能なフロージオメト
リーを示す。
【図２２Ａ】図２２は、非対称分別適用において使用される可能な電極ジオメトリーを示
す。パネルＡは、先端が短い電極を使用する設計を示す。パネルＢは、液滴と電場の間の
相互作用時間を増大させるための広い先端の電極を示す（先端は多くの滴下直径の長さで
あり得る）。パネルＣは、収集ラインをまたぐ電極を示す。パネルＤは、主チャネルの反
対側の電極を示す。パネルＥは非対称電極対を示す（非対称性は他の電極対配置のいずれ
かにも同様に存在し得る）。
【図２２Ｂ】図２２は、非対称分別適用において使用される可能な電極ジオメトリーを示
す。パネルＡは、先端が短い電極を使用する設計を示す。パネルＢは、液滴と電場の間の
相互作用時間を増大させるための広い先端の電極を示す（先端は多くの滴下直径の長さで
あり得る）。パネルＣは、収集ラインをまたぐ電極を示す。パネルＤは、主チャネルの反
対側の電極を示す。パネルＥは非対称電極対を示す（非対称性は他の電極対配置のいずれ
かにも同様に存在し得る）。
【図２２Ｃ】図２２は、非対称分別適用において使用される可能な電極ジオメトリーを示
す。パネルＡは、先端が短い電極を使用する設計を示す。パネルＢは、液滴と電場の間の
相互作用時間を増大させるための広い先端の電極を示す（先端は多くの滴下直径の長さで
あり得る）。パネルＣは、収集ラインをまたぐ電極を示す。パネルＤは、主チャネルの反
対側の電極を示す。パネルＥは非対称電極対を示す（非対称性は他の電極対配置のいずれ
かにも同様に存在し得る）。
【図２２Ｄ】図２２は、非対称分別適用において使用される可能な電極ジオメトリーを示
す。パネルＡは、先端が短い電極を使用する設計を示す。パネルＢは、液滴と電場の間の
相互作用時間を増大させるための広い先端の電極を示す（先端は多くの滴下直径の長さで
あり得る）。パネルＣは、収集ラインをまたぐ電極を示す。パネルＤは、主チャネルの反
対側の電極を示す。パネルＥは非対称電極対を示す（非対称性は他の電極対配置のいずれ
かにも同様に存在し得る）。
【図２２Ｅ】図２２は、非対称分別適用において使用される可能な電極ジオメトリーを示
す。パネルＡは、先端が短い電極を使用する設計を示す。パネルＢは、液滴と電場の間の
相互作用時間を増大させるための広い先端の電極を示す（先端は多くの滴下直径の長さで
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あり得る）。パネルＣは、収集ラインをまたぐ電極を示す。パネルＤは、主チャネルの反
対側の電極を示す。パネルＥは非対称電極対を示す（非対称性は他の電極対配置のいずれ
かにも同様に存在し得る）。
【図２３】図２３は、液滴を分け、２つの娘液滴上で異なる実験を実施し、次いでデバイ
スが検出器を通して逐次的に通過するように再順序付けするデバイスの概略図を示す。
【図２４】図２４（パネルＡ）は、障害物マトリックスを規定するジオメトリーパラメー
ターを示す。（パネルＢ）は、３つの液体流を示す。（パネルＣ）は、レーン１より大き
な半径を有する粒子が、粒子の中心（黒色ドット）を通る流線をたどることを示す。
【図２５】図２５は、種々のギャップサイズのマトリックスを用いる、０．８０μｍ（緑
色）、０．９０μｍ（赤色）、および１．０３μｍ（黄色）の直径を有する蛍光ミクロス
フェアの高分解能分離を示す。
【図２６】図２６は、一例としての３分の１の行シフト画分を伴う、マイクロポストのア
レイ中での決定的側方置き換えによる分離を図示する概略図である。
【図２７】図２７は、微細加工チップ上でのジデオキシヌクレオチド配列決定を示す。Ｄ
ＮＡ配列決定チップ設計のための１つの実施形態を示す。鋳型ＤＮＡおよびプライマーは
ステップ「添加１」で合わされ、反応はホットスタートのために９５℃でインキュベート
される（位置１）。次いで、反応は２０～３０回のサイクルを行い（位置２）、その後、
ＳＡＰおよびＥｘｏＩを「添加２」で付加する。反応は、３７℃にて所定の時間の間イン
キュベートされ、次いで、ＳＡＰおよびＥｘｏＩ酵素は９５℃で不活化される（位置「４
」）。ＳＡＰ／ＥｘｏＩ手順は、ＰＣＲ後に残っているヌクレオチドおよび一本鎖ＤＮＡ
（プライマー）を分解する。ユニバーサル配列決定プライマー、ｄｄＮＴＰ、および緩衝
液は「添加３」で添加され、ＰＣＲ配列決定反応が位置「５」において進行することが可
能になる。最終反応産物が収集され、チップの外で保存することができる。
【図２８Ａ】図２８、パネルＡは、ローリングサークル増幅を使用するＴｅｍｐｌｉＰｈ
ｉ増幅プロセスの概略図を示す。パネルＢは転写媒介反応を図示する。パネルＣは鎖置き
換え増幅を図示する。パネルＤはヘリカーゼ依存性増幅の概略図を示す。
【図２８Ｂ】図２８、パネルＡは、ローリングサークル増幅を使用するＴｅｍｐｌｉＰｈ
ｉ増幅プロセスの概略図を示す。パネルＢは転写媒介反応を図示する。パネルＣは鎖置き
換え増幅を図示する。パネルＤはヘリカーゼ依存性増幅の概略図を示す。
【図２８Ｃ】図２８、パネルＡは、ローリングサークル増幅を使用するＴｅｍｐｌｉＰｈ
ｉ増幅プロセスの概略図を示す。パネルＢは転写媒介反応を図示する。パネルＣは鎖置き
換え増幅を図示する。パネルＤはヘリカーゼ依存性増幅の概略図を示す。
【図２８Ｄ】図２８、パネルＡは、ローリングサークル増幅を使用するＴｅｍｐｌｉＰｈ
ｉ増幅プロセスの概略図を示す。パネルＢは転写媒介反応を図示する。パネルＣは鎖置き
換え増幅を図示する。パネルＤはヘリカーゼ依存性増幅の概略図を示す。
【図２９】図２９は、エマルジョンベースのサンプル調製、サンプル調製、およびＤＮＡ
配列決定を図示する。ＤＮＡフラグメントのランダムライブラリーは、全体のゲノムを剪
断すること、および限界希釈によって単一ＤＮＡ分子を単離することによって生成される
。
【図３０】図３０は、微小流体デバイス上で抗体を単離するための１つの方法を示す。
【図３１】図３１は、微小流体デバイス上で抗体を単離するための代替方法を示す。
【図３２】図３２は、微小流体デバイス上で抗体を単離するための本発明の方法を示す。
右のパネルは、抗体および抗原を相互作用させるシグナルを増幅するために提案されてい
る個々のステップの図式である。左のパネルは、微小流体デバイス上で使用されるチップ
のために設計されるような概略図である。
【図３３】図３３は、全長抗体クローンのための遺伝的選択を示す。遺伝的選択は、Ｅ．
ｃｏｌｉを形質転換すること、および適切な糖が唯一の炭素源である培地上で増殖可能で
あるクローンを選択することによって、全長抗体クローンについて富化させるために使用
することができる。
【図３４】図３４は、本発明に従う多段階チップの概略図である。第１段階：液滴はＣ２
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、収集ポートに送られる；第２段階：Ｃ２に収集された第１段階のエマルジョンは再注入
してチップに戻され、第２段階ノズルの中に形成された液滴と１つにされる。
【図３５】図３５は、２３対すべてのヒト染色体を一度に見ることを可能にするスペクト
ルプローブを使用する染色体分析を示し、各染色体の対は異なる蛍光色を塗布される。
【図３６】図３６は、再生可能なバイオマスに基づく６つのビルディングブロックを有す
る未来のバイオベースエコノミー（ＢｉｏＢａｓｅｄ　Ｅｃｏｎｏｍｙ）を示す。
【図３７】図３７は、石油に基づく８つの再生可能でないビルディングブロックを示す。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　詳細な説明
　本明細書に記載される微小流体デバイスおよび使用方法は、不活性な非混和性のオイル
流によって完全に封入された水相液滴の作製および電気的操作に基づく。この組み合わせ
は、正確な液滴生成、高効率、電気的にアドレス可能な液滴合流、および制御可能な、電
気的にアドレス可能な単一液滴分別を可能にする。微小流体デバイスは１つ以上のチャネ
ルおよびモジュールを備える。微小流体基材の相互作用モジュールの概略的な一例は図１
に示される。これらのモジュールの組み込みは、液滴ベースの、高スループット微小流体
リアクターシステムのために必須の機能を付与する技術である。
【００３９】
　本発明の微小流体デバイスは、本明細書でさらに詳細に記載されるように、多数の生物
学的、化学的、または診断的な適用のために利用することができる。
【００４０】
　基材
　本発明の微小流体デバイスは１つ以上の分析ユニットを備える。「分析ユニット」は、
微小基材、例えば、マイクロチップである。微小基材、基材、マイクロチップ、およびチ
ップという用語は本明細書で交換可能に使用される。分析ユニットは、少なくとも１つの
入口チャネル、少なくとも１つの主チャネル、少なくとも１つの入口モジュール、少なく
とも１つの合流モジュール、および少なくとも１つの検出モジュールを備える。分析ユニ
ットは１つ以上の分別モジュールをさらに備え得る。分別モジュールは、１つ以上の出口
モジュール（収集モジュールおよび廃棄モジュール）と流体連通している分岐チャネルと
流体連通することができる。分別適用のために、少なくとも１つの検出モジュールは少な
くとも１つの分別モジュールと協働し、検出器で生じたシグナルを経由して方向転換させ
る。「モジュール」および「チャネル」は互いに流体連通され、それゆえに重複すること
ができ；すなわち、モジュールまたはチャネルが開始または終了する明確な境界が存在し
なくてもよいことが理解されるべきである。本発明の複数の分析ユニットは、１つのデバ
イスに合わせられてもよい。分析ユニットおよび特定のモジュールは本明細書により詳細
に記載される。
【００４１】
　基材の寸法は典型的なマイクロチップのそれであり、側面あたり約０．５ｃｍから約１
５ｃｍの間、および厚みが約１ミクロンから約１ｃｍまでの範囲である。基材は透明であ
り得、カバーガラスなどの透明特性を有する材料で覆うことができ、例えば、光学顕微鏡
などの光学機器によるレポーターの検出を可能にする。この材料は、機能的相互接続、例
えば、流体、電気、および／または光学的な相互接続のために穿孔することができ、デバ
イスへの相互接続の連結部が漏れ防止性であるように、デバイスの背面の界面をシールす
ることができる。かかるデバイスは、漏れを伴うことなく、流体チャネルへの高い圧力の
適用を可能にし得る。
【００４２】
　本発明の特定の態様に従って、種々の材料および方法が使用され、本発明のシステムお
よびデバイスの記載された構成要素のいずれかを形成することができる。ある場合におい
て、選択される種々の材料は、種々の方法に対してそれ自体を役立てる。例えば、本発明
の種々の構成要素は固体材料から形成することができ、ここでは、チャネルは、成型、微
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細加工使用、スピンコーティングおよび化学蒸着などのフィルム沈着プロセス、レーザー
製造、フォトリソグラフィー技術、ウェットケミカルまたはプラズマプロセスを含むエッ
チング方法などを介して形成することができる。例えば、Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ａｍｅ
ｒｉｃａｎ，２４８：４４－５５，１９８３（Ａｎｇｅｌｌら）を参照のこと。流体シス
テムの少なくとも一部は、シリコーンチップを成型することによってシリコーンから形成
することができる。本発明の種々の流体システムおよびデバイスのシリコーンからの正確
かつ効率的な形成のための技術は公知である。本発明のシステムおよびデバイスの種々の
構成要素は、ポリジメチルシロキサン（「ＰＤＭＳ」）、ポリテトラフルオロエチレン（
「ＰＴＦＥ」）、またはテフロン（登録商標）（Ｔｅｆｌｏｎ（登録商標））などのエラ
ストマーポリマーからもまた形成可能である。
【００４３】
　本発明のチャネルは、例えば、従来的なフォトリソグラフィー技術を使用してシリコン
チップをエッチングすること、またはＷｈｉｔｅｓｉｄｅｓおよびＸｉａ，Ａｎｇｅｗａ
ｎｄｔｅ　Ｃｈｅｍｉｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　３７，５５０
（１９９８）によって記載されるような「ソフトリソグラフィー」と呼ばれる微細加工技
術を使用することによって、形成することができる。これらの方法および他の方法は、安
価な小型化デバイスを提供するために使用されてもよく、ソフトリソグラフィーの場合に
は、柔軟性、安定性、および機械的強度の改善などの有益な特性を有する強固なデバイス
を提供することができる。光学的検出が利用される場合、本発明は、分子、細胞、小分子
、または粒子懸濁物およびチャンバー材料からの最小限の光散乱もまた提供する。
【００４４】
　異なる構成要素は、異なる材料から形成可能である。例えば、底壁および側壁を備える
基部は、シリコーンまたはＰＤＭＳなどの不透明材料から形成可能であるが、上端部は、
流動プロセスの観察および／または制御のために、ガラスまたは透明ポリマーなどの透明
または少なくとも部分的に透明な材料から形成することができる。構成要素は、内部のチ
ャネル壁に接触する流体に所望の化学的機能性を露出するように、コートすることができ
、ここで、基部支持材料は正確な所望の機能性を有してはいない。例えば、構成要素は、
図示されるように形成することができ、内部チャネル壁は別の材料でコードされる。本発
明のシステムおよびデバイスの種々の構成要素を形成するために使用される材料、例えば
、流体チャネルの内部壁をコートするために使用される材料は、とりわけ、流体システム
を通して流れる流体に有害な影響を与えないか、またはそれによって有害な影響を受けな
い材料から、例えば、デバイスの中で使用される流体の存在下で化学的に不活性である材
料から、望ましく選択されてもよい。
【００４５】
　本発明の種々の構成要素は、ポリマー性および／または柔軟性および／またはエラスト
マー性の材料から形成される場合に、硬化可能な流体で便利に形成され得、成型（例えば
、レプリカ成型、注入成型、キャスト成型など）を介する形成を容易にする。硬化可能な
流体は、流体ネットワークにおける、およびこれを伴う使用のために意図される流体を含
み、および／またはそれを輸送することが可能である固体に、固化するように誘導可能で
あるかまたはそれに自発的に固化する、本質的に任意の流体であり得る。１つの実施形態
において、硬化可能な流体は、ポリマー液体または液体ポリマー前駆体（すなわち、「プ
レポリマー」）を含む。適切なポリマー液体には、例えば、熱可塑性ポリマー、熱硬化性
ポリマー、またはそれらの融点より上に加熱したかかるポリマーの混合物を含めることが
できる。別の例として、適切なポリマー液体は、適切な溶媒中に１種以上のポリマーの溶
液を含んでもよく、この溶液は、例えば、蒸発による溶媒の除去の際に、固体ポリマー材
料を形成する。例えば、融解状態から、または溶媒蒸発によって固化することができるか
かるポリマー材料は当業者に周知である。その多くがエラストマー性である種々のポリマ
ー材料もまた、型マスターの一方または両方がエラストマー材料から構成される実施形態
のために、型または型マスターを形成するために適切である。かかるポリマーの例の非限
定的なリストには、シリコーンポリマー、エポキシポリマー、およびアクリル酸ポリマー



(20) JP 6023252 B2 2016.11.9

10

20

30

40

50

の一般的クラスのポリマーが含まれる。エポキシポリマーは、一般的にエポキシ基、１，
２－エポキサイド、またはオキシランと呼ばれる３員環状エーテル基の存在によって特徴
付けられる。例えば、ビスフェノールＡのジグリシジルエーテルは、芳香族アミン、トリ
アジン、および脂環式バックボーンに基づく化合物に加えて、使用することができる。別
の例には、周知のＮｏｖｏｌａｃポリマーが挙げられる。本発明に従う使用のために適切
なシリコーンエラストマーの非限定的な例には、メチルクロロシラン、エチルクロロシラ
ン、フェニルクロロシランなどのようなクロロシランを含む前駆体から形成されるものが
含まれる。
【００４６】
　シリコーンポリマー、例えば、シリコーンエラストマー、ポリジメチルシロキサンが好
ましい。ＰＤＭＳポリマーの非限定的な例には、Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．，Ｍ
ｉｄｌａｎｄ，Ｍｉｃｈ．によって商品名シルガード（Ｓｙｌｇａｒｄ）、および特に、
シルガード１８２、シルガード１８４、およびシルガード１８６で販売されているものが
含まれる。ＰＤＭＳを含むシリコーンポリマーには、本発明の微小流体構造の形成を単純
化するいくつかの有益な特性を有する。例えば、かかる材料は安価であり、容易に利用可
能であり、そして熱を用いる硬化を介してプレポリマー液体から固化することができる。
例えば、ＰＤＭＳは、典型的には、例えば、約６５℃～約７５℃の温度に、例えば、約１
時間の曝露時間で、プレポリマー液体を曝露することによって硬化可能である。また、Ｐ
ＤＭＳなどのシリコーンポリマーはエラストマー性であり得、従って、本発明の特定の実
施形態において必要である、比較的高いアスペクト比を有する非常に小さな特徴を形成す
るために有用であり得る。柔軟な（例えば、エラストマー性）成型またはマスターは、こ
の点において有利であり得る。
【００４７】
　本発明は、互換性がない媒体にＰＤＭＳを結合する方法の改善を提供する。伝統的な結
合実務（接着剤、エポキシなど）を使用して、ＰＤＭＳ、シリコーン、テフロン（登録商
標）、およびＰＥＥＫなどの材料に直接的に種々の材料（プラスチック、金属など）を結
合する通常の方法は、ＰＤＭＳなどの材料に対する結合剤の乏しい接着に起因して良好に
作用しない。市販の表面活性化剤による通常の表面調製は、微小流体デバイス製造におい
て良好に機能しない。この問題は、高強度酸素または空気プラズマを用いて結合されるよ
うにＰＤＭＳ表面を処理することによって除去される。このプロセスは、ＰＤＭＳの最上
層を、通常の接着剤を用いて極度に良好に結合するガラスに転換する。ＵＶ硬化性接着剤
（ロックタイル（Ｌｏｃｔｉｌｅ）３５２、３６３、およびその他）を使用して、外部の
流体ラインをＰＤＭＳに結合させるためのこの方法を使用する試験は、ＰＤＭＳ基材より
も強力である結合を生じ、結合の失敗の前にＰＤＭＳの破砕を生じる。本発明の方法は、
高放射フラックス、波長の選択、および硬化曝露時間を組み合わせて、接着剤の結合強度
を有意に増強する。
【００４８】
　ＰＤＭＳなどのシリコーンポリマーからの本発明の微小流体構造などの構造を形成する
ことの１つの利点は、例えば、空気プラズマなどの酸素含有プラズマへの曝露によってか
かるポリマーを酸化させる能力であり、その結果、酸化された構造は、それらの表面にお
いて、他の酸化されたシリコーンポリマー表面に、または種々の他のポリマー材料および
非ポリマー材料の酸化された表面に架橋可能である化学基を含む。従って、構成要素は、
別々の接着剤または他のシール手段の必要性なしで、他のシリコーンポリマー表面、また
は酸化されたシリコーンポリマー表面と反応性である他の基材の表面に、形成可能であり
、次いで酸化可能であり、そして本質的に不可逆的にシール可能である。多くの場合にお
いて、シーリングは、シールを形成するために補助的な圧力を適用する必要性なしで、単
に酸化シリコーンを別の表面に接触させることによって、達成することができる。すなわ
ち、あらかじめ酸化したシリコーン表面が、適切な接合表面に対する接触接着剤として働
く。具体的には、それ自体に対して不可逆的にシール可能であることに加えて、酸化ＰＤ
ＭＳなどの酸化シリコーンもまた、それ自体以外の一連の酸化材料に不可逆的にシールす
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ることができ、この材料には、例えば、ＰＤＭＳ表面へと同様の様式で（例えば、酸素含
有プラズマへの曝露を介して）酸化されている、ガラス、ケイ素、酸化ケイ素、石英、窒
化ケイ素、ポリエチレン、ポリスチレン、ガラス状炭素、およびエポキシポリマーが含ま
れる。本発明の状況において有用である酸化方法およびシーリング方法は、全体の成型技
術と同様に、当該分野において、例えば、参照により援用される、「Ｒａｐｉｄ　Ｐｒｏ
ｔｏｔｙｐｉｎｇ　ｏｆ　Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｐｏｌ
ｙｄｉｍｅｔｈｙｌｓｉｌｏｘａｎｅ」という標題の論文、Ａｎａｌ．Ｃｈｅｍ．，７０
：４７４－４８０，１９９８（Ｄｕｆｆｙら）において記載されている。
【００４９】
　酸化シリコーンポリマーからの本発明の微小流体構造（例えば、内部の、流動接触表面
）を形成することに対する別の利点は、これらの表面が、典型的なエラストマーポリマー
の表面（ここでは親水性の内部表面が所望される）よりもはるかに親水性であり得ること
である。従って、かかる親水性チャネル表面は、典型的な、酸化されていないエラストマ
ーポリマーまたは他の疎水性材料から構成される構造よりも、水溶液でより容易に満たし
かつ濡らすことができる。
【００５０】
　１つの実施形態において、底壁は、１つ以上の側壁もしくは上端壁、または他の構成要
素とは異なる材料から形成される。例えば、底壁の内部表面は、シリコンウェハもしくは
マイクロチップの表面、または他の基材を含み得る。他の構成要素は、上記のように、か
かる代替的な基材にシールすることができる。異なる材料の基材（底壁）にシリコンポリ
マー（例えば、ＰＤＭＳ）を含む構成要素をシールすることが所望される場合、基材は、
酸化シリコーンポリマーが不可逆的にシール可能である材料の群（例えば、ガラス、ケイ
素、酸化ケイ素、石英、窒化ケイ素、ポリエチレン、ポリスチレン、エポキシポリマー、
およびガラス状炭素の酸化されている表面）から選択されてもよい。または、当業者には
明らかであるように、別個の接着剤、熱結合、溶剤結合、超音波溶接などの使用を含むが
これらに限定されない、他のシーリング技術が使用できる。
【００５１】
　チャネル
　本発明の微小流体基材には、流体のための境界を形成するチャネルが含まれる。「チャ
ネル」とは、本明細書で使用される場合、流体の流れを少なくとも部分的に方向付ける基
材上または基材中の特徴を意味する。ある場合において、チャネルは、単一の構成要素、
例えば、エッチング基材または成型ユニットによって、少なくとも部分的に形成されても
よい。チャネルは任意の断面形状、例えば、円形、卵形、三角形、不規則、正方形、また
は長方形（任意のアスペクト比を有する）などを有することができ、そしてカバーするこ
とが可能でありまたはカバーしないこと（すなわち、チャネル周辺の外部環境に対して開
いている）が可能である。チャネルが完全にカバーされている実施形態において、チャネ
ルの少なくとも一部が完全に取り囲まれた断面を有し得、および／または全体のチャネル
は、入口および出口を例外として、その任意の長さに沿って完全に取り囲まれてもよい。
【００５２】
　開いたチャネルは、一般的に、流体輸送に対する制御を容易にする特徴、例えば、構造
的特性（長いくぼみ）および／または物理的もしくは化学的特徴（疎水性対親水性）およ
び／または流体に対して力を発揮し得る（例えば、力を含む）他の特徴を含む。チャネル
の中の流体は、部分的にまたは完全にチャネルを満たしてもよい。ある場合において、流
体は、ある様式で、例えば、表面張力を使用して（例えば、流体は、凹面または凸面のメ
ニスカスなどのメニスカス中にあるチャネルの中に保持されるように）、チャネルまたは
チャネルの一部の中に保持または閉じ込められてもよい。物品または基材中において、い
くつかの（またはすべての）チャネルは、特定のサイズ以下であってもよく、ある場合に
おいて、例えば、約５ｍｍ未満、約２ｍｍ未満、約１ｍｍ未満、約５００ミクロン未満、
約２００ミクロン未満、約１００ミクロン未満、約６０ミクロン未満、約５０ミクロン未
満、約４０ミクロン未満、約３０ミクロン未満、約２５ミクロン未満、約１０ミクロン未
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満、約３ミクロン未満、約１ミクロン未満、約３００ｎｍ未満、約１００ｎｍ未満、約３
０ｎｍ未満、約１０ｎｍ未満、またはそれ以下の流体の流れに対して最大垂直寸法を有す
る。当然、ある場合において、より大きなチャネル、チューブなどが、バルクに流体を保
存するために、および／またはチャネルに流体を送達するために使用することができる。
１つの実施形態において、チャネルはキャピラリーである。
【００５３】
　チャネルの寸法は、例えば、流体が細胞を含む場合には、流体がチャネルを通って自由
に流れることが可能であるように選択されてもよい。チャネルの寸法は、チャネル中の流
体の特定の容積測定的または直線的な流速を許容するように選択されてもよい。当然、チ
ャネルの数およびチャネルの形状は、当業者に公知である任意の方法によって変化させる
ことができる。ある場合において、１つより多くのチャネルまたはキャピラリーが使用さ
れてもよい。例えば、２つ以上のチャネルが使用されてもよく、ここでは、チャネルは互
いの内部に配置されたり、互いに隣接して配置される、などである。
【００５４】
　主チャネルの流れ中の液滴中にある（入口モジュールによって配置される）粒子（例え
ば、細胞）または分子については、デバイスのチャネルは、好ましくは、約２ミクロンか
ら１ｍｍの間の直径を有する正方形である。このジオメトリーは、チャネル中の秩序立っ
た液滴の流れを容易にする。同様に、分析デバイス中での検出モジュールの体積は、典型
的には、約０．１ピコリットルから５００ナノリットルの間の範囲にある。
【００５５】
　「主チャネル」は、１つ以上の液滴を合流させるための合流モジュール、液滴の検出（
同定）または測定のための検出モジュール、および、存在する場合、検出モジュール中で
の検出に基づいて液滴を分別するための分別モジュールを過ぎて、分子、細胞、小分子、
または粒子の流れを可能にする、本発明のデバイスのチャネルである。主チャネルは、典
型的には、合流、検出、および／または分別モジュールと、ならびに入口モジュールの入
口チャネルと流体連通している。主チャネルはまた、典型的には、出口モジュールと、お
よび任意に分岐チャネルと流体連通しており、その各々は収集モジュールまたは廃棄モジ
ュールを有し得る。これらのチャネルは、主チャネルからの分子、細胞、小分子、または
粒子の流れを可能にする。「入口チャネル」は、主チャネルへの分子、細胞、小分子、ま
たは粒子の流れを可能にする。１つ以上の入口チャネルは、本発明のデバイスにサンプル
を導入するための１つ以上の手段と連絡している。入口チャネルは、入口モジュールにお
いて主チャネルと連絡している。
【００５６】
　微小流体基材は、液滴間の間隔を変化させる目的のために、液滴流の中の液滴間の流体
を注入または除去するための１つ以上の流体チャネルもまた含み得る。
【００５７】
　本発明のデバイスのチャネルは、記載されるような任意のジオメトリーであり得る。し
かし、このデバイスのチャネルは、チャネルの内容物が操作されるように、例えば、分別
され、混合され、目詰まりを防止されるなどのように、特定のジオメトリーを含むことが
できる。
【００５８】
　微小流体基材は、生物学的／化学的材料の凝集を妨害し、そして液滴への封入の前に互
いから分離される生物学的／化学的材料を維持するための様式で設計された特定のジオメ
トリーもまた含むことができる。チャネル寸法のジオメトリーは、種々の方法によって凝
集を妨害し、およびそれらを破壊するために変化させることができ、これらの方法には、
ジオメトリー的な締め付け（（１つまたは一連の）狭い領域に細胞を通すこと、その寸法
は、単一の細胞の寸法よりも小さいかまたはそれと比較可能である）、またはバリケード
（動作を妨害するため、および細胞の凝集を破壊するために、動いている細胞の進路に対
する一連のバリケードを配置する）が含まれるがこれらに限定されない。
【００５９】
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　チャネルの両側に物質（例えば、細胞または他の粒子または分子）が接着することを妨
害するために、チャネル（および使用される場合はカバーガラス、）は接着を最小化する
コーティングを有してもよい。かかるコーティングは、デバイスが製造された材料に固有
であり得るか、またはチャネルの構造的態様が微細加工された後で適用されてもよい。「
テフロン（登録商標）（ＴＥＦＬＯＮ）」は適切な表面特性を有するコーティングの一例
である。微小流体デバイスのチャネルの表面は、分散相のための任意の濡れ防止剤または
ブロッキング剤でコートすることができる。チャネルは、生物学的／化学的サンプルの接
着を防止するために任意のタンパク質でコートすることができる。例えば、１つの実施形
態において、チャネルは、ＢＳＡ、ＰＥＧ－シラン、および／またはフルオロシランでコ
ートされる。例えば、５ｍｇ／ｍｌ　ＢＳＡが、付着を防止するため、および目詰まりを
防止するために十分である。別の実施形態において、チャネルは、商品名サイトップ（Ｃ
ｙｔｏｐ）でＡｓａｈｉ　Ｇｌａｓｓ　Ｃｏ．によって販売されている型のようなパーフ
ルオロ（アルケニルビニルエーテル）の共重合によって得られる環化透明光学ポリマーで
コートすることができる。かかる実施形態において、コーティングは、ＣＴ－Ｓｏｌｖ　
１８０中で０．１～０．５　ｗｔ％溶液のＣｙｔｏｐ　ＣＴＬ－８０９Ｍから適用される
。この溶液は、プラスチックシリンジを介して、微小流体デバイスのチャネルに注入する
ことができる。次いで、このデバイスは、約９０℃まで２時間加熱し、続いて２００℃で
さらに２時間加熱することができる。別の実施形態において、このチャネルは、商品名ア
クアペル（Ａｑｕａｐｅｌ）でＰＰＧ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．によって販売さ
れ、参照により本明細書に援用される米国特許第５，５２３，１６２号に開示されている
型の疎水性コーティングでコートすることができる（例えば、シリカプライマー層の使用
と合わせた、プラスチックおよびコートしたプラスチック基材表面のパーフルオロアルキ
ルアルキルシラン表面処理）。チャネルの表面をフッ素化することによって、連続相はチ
ャネルを優先的に濡らし、デバイスを通しての液滴の安定な生成および移動を可能にする
。チャネル壁の低い表面張力は、それによって、チャネルを目詰まりさせる微粒子の蓄積
を最小化する。
【００６０】
　微小流体デバイスのチャネルの表面は、望ましくない濡れ挙動を妨害するためにフッ素
化することもできる。例えば、微小流体デバイスは、（トリデカフルオロ－１，１，２，
２－テトラヒドロオクチル）トリクロロシランの栓なしボトルとともにポリカーボネート
デシケーター中に配置することができる。このデシケーターは５分間空気を抜き、次いで
２０～４０分間シールする。次いで、このデシケーターに空気を戻して、除去する。この
アプローチは、単純な拡散メカニズムを使用して、フルオロシランでの微小流体デバイス
のチャネルの容易な浸透を可能にし、同時のデバイスフッ素化のために容易にスケールア
ップできる。
【００６１】
　流体
　本発明の微小流体デバイスは、デバイスの中の流体および実体の方向および流れを制御
可能である。「流れ」という用語は、本発明のデバイスまたは方法を通しての液体または
固体の任意の動きを意味し、ならびに、非限定的に任意の流体の流動を包含し、および、
物質がその流動によって運ばれているか否かに関わらず、その流動とともに、その流動の
中で、またはその流動に逆らって動いている任意の物質を包含する。例えば、本発明のデ
バイスを通しての、または本発明の方法における、例えば、本発明の微小流体チップのチ
ャネルを通しての分子、ビーズ、細胞、またはビリオンの動きは、流れを含む。これは、
本発明に従って、分子、ビーズ、細胞、もしくはビリオンが、流れもまた含む流体の流動
によって運ばれるか否かに関わらず、または分子、ビーズ、細胞、またはビリオンが何ら
かの他の直接的もしくは間接的な力もしくは動機付けによって動かされるか否かに関わら
ず、そして任意の動機付けする力が既知であるかもしくは理解されているか否かに関わら
ず、そのようになっている。任意の力の適用は、分子、細胞、またはビリオンが本発明に
従って検出、測定、または分別のために方向付けられる限りにおいて、任意の特定の作用
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の理論またはメカニズムに関わりなく、圧力、キャピラリー作用、電気浸透、電気泳動、
誘電泳動、光ピンセット、およびこれらの組み合わせを含むがこれらに限定されない、流
れを提供するために使用されてもよい。特定の流れ力は、本明細書でさらに詳細に記載さ
れる。
【００６２】
　主チャネルにおける流れの流動は、典型的には、連続しているが、これは必ずしも必要
なわけではなく、停止および開始してもよく、速度が逆転または変化してもよい。サンプ
ルの分子、細胞、または粒子を含まない液体は、サンプルの入口ウェルまたはチャネルに
導入し、使用のためにデバイスを水和および準備するために、例えば、キャピラリー作用
によって、入口モジュールを通して方向付けることができる。同様に、緩衝液またはオイ
ルもまた、使用のためにデバイスをパージし（例えば、または「停滞」空気）、そしてデ
バイスを準備するために、主チャネルと直接的に連絡している主入口領域に導入すること
ができる。所望される場合、圧力は、例えば、出口モジュールに緩衝液またはオイルを加
えることによって、調整または均等化することができる。
【００６３】
　本明細書で使用される場合、「流体流動」または「流体の流動」という用語は、典型的
には、一般的に、特定の方向にある流体の流れをいう。流体の流動は、連続的であっても
よいし、および／または不連続的であってもよい。「連続的な」流体の流動は、例えば、
連続的な流体の流動がチャネルから産生される場合に、単一の実体として産生される流体
の流動であり、流体の流動は、産生後に、チャネル出口と連続しているようである。連続
的な流体の流動は、連続相流体またはキャリア流体とも呼ばれる。連続的な流体の流動は
、ある場合において、層流または乱流であってもよい。
【００６４】
　同様に、「不連続な」流体の流動は、単一の実体として産生されない流体の流動である
。不連続な流体の流動は、分散相流体またはサンプル流体とも呼ばれる。不連続な流体の
流動は、任意に、第２の流体によって取り囲まれた個々の液滴の外見を有する可能性があ
る。「液滴」は、本明細書で使用される場合、第２の流体によって完全に取り囲まれた第
１の流体の単離された部分である。ある場合において、液滴は、球状または実質的に球状
であり得る；しかし、他の場合において、液滴は非球状であり得、例えば、液滴は、例え
ば、外部環境に依存して、「小塊」または他の不規則な形状の外見を有し得る。本明細書
で使用される場合、閉ループが、第２の実体のみを通して第１の実体の周辺に描かれるか
、または理想化されるならば、第１の実体は第２の実体によって「取り囲まれる」。分散
相流体は、生物学的／化学的物質を含み得る。生物学的／化学的物質は、組織、細胞、粒
子、タンパク質、抗体、アミノ酸、ヌクレオチド、小分子、および医薬であり得る。生物
学的／化学的物質は、当該分野において公知である１種以上の標識を含み得る。この標識
は、ＤＮＡタグ、色素、または量子ドット、またはこれらの組み合わせであり得る。
【００６５】
　液滴
　「エマルジョン」という用語は、第２の液体の本体における小球（本明細書では、滴、
液滴、またはナノリアクターとも呼ばれる）中に分布する１種の液体の調製物をいう。第
１の流体および第２の流体は、互いに非混和性である。例えば、不連続相は水溶液であり
得、連続相はオイルなどの疎水性流体であり得る。これは、油中水型エマルジョンと呼ば
れる。または、エマルジョンは、水中油であり得る。この例において、小球中に分散され
る第１の液体は不連続相と呼ばれるのに対して、第２の液体は連続相または分散媒体と呼
ばれる。連続相は水溶液であり得、非連続相はオイル（例えば、デカン、テトラデカン、
またはヘキサデカン）などの疎水性流体である。水中油エマルジョン中のオイルの液滴ま
たは小球は、本明細書では、「ミセル」とも呼ばれるのに対して、油中水エマルジョン中
の水の小球は「逆ミセル」と呼ばれ得る。
【００６６】
　流体の液滴は、各々が実質的に同じ形状および／またはサイズであり得る。形状および
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／またはサイズは、例えば、液滴の平均直径または他の特徴的な寸法を測定することによ
って決定することができる。複数のまたは一連の液滴の「平均直径」は、各々の液滴の平
均直径の算術平均である。当業者は、例えば、レーザー光散乱、顕微鏡検査、または他の
公知の技術を使用して、複数のまたは一連の液滴の平均直径（または他の特徴的な寸法）
を決定することが可能である。非球状液滴中の液滴の直径は、全体の表面を横切って組み
込まれている、数学的に定義された、液滴の平均直径である。液滴（および／または複数
のもしくは一連の液滴）の平均直径は、ある場合において、例えば約１ｍｍ未満、約５０
０マイクロメートル未満、約２００マイクロメートル未満、約１００マイクロメートル未
満、約７５マイクロメートル未満、約５０マイクロメートル未満、約２５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５マイクロメートル未満であり得る。平
均直径はまた、特定の場合において、少なくとも約１マイクロメートル、少なくとも約２
マイクロメートル、少なくとも約３マイクロメートル、少なくとも約５マイクロメートル
、少なくとも約１０マイクロメートル、少なくとも約１５マイクロメートル、または少な
くとも約２０マイクロメートルでもあり得る。
【００６７】
　本明細書で使用される場合、「ナノリアクター」という用語およびその複数形は、本明
細書で定義されるような「液滴」、「ナノ滴」、「ナノ液滴」、「微小滴」、または「微
小液滴」という用語、ならびに、本明細書で詳細に記載されるような、液滴の操作および
プローブのための統合システムを包含する。本明細書に記載されるようなナノリアクター
は、０．１～１０００μｍ（例えば、０．１、０．２．．．５、１０、１５、２０、２５
、３０、３５、４０、４５、５０．．．１０００）またはこの範囲内の任意のサイズであ
り得る。これらの寸法の液滴は、それらのそれぞれの体積を維持しながら、チャネルのサ
イズおよび形状に適合する傾向がある。従って、液滴がより広いチャネルからより狭いチ
ャネルに移動するにつれて、これらはより長くかつ薄くなり、逆もまた然りである。
【００６８】
　本発明の微小流体基材は、最も好ましくは、円形の、単分散液滴を生成する。これらの
液滴は、微小チャネルの直径よりも小さい直径を有することができ；すなわち、好ましく
は、細胞が使用される場合には１５～１００μｍ；試薬もしくは他の化学物質もしくは生
物学的因子が使用される場合には、１０～７５μｍ；または、液滴が取り出され、他の収
集装置、例えば、マイクロタイタープレートに分配され、もしくは配列決定デバイスの中
で利用されるように、液滴が反応を配列決定するために使用される場合には、１００～１
０００μｍである。例えば、高スループットデバイス、ならびに、高頻度および高均一性
で液滴を生成することが望ましい他の実施形態において、単分散液滴が特に好ましい。
【００６９】
　液滴を形成する液体は、典型的には、水性緩衝液、例えば、超純水（例えば、カラムク
ロマトグラフィーによって得られる、例えば、１８Ωオーム抵抗）、１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ
　ＨＣｌおよび１ｍＭ　ＥＤＴＡ（ＴＥ）緩衝液、リン酸緩衝化生理食塩水（ＰＢＳ）、
または酢酸緩衝液である。分析および／または分別される分子、細胞、または粒子の集団
と生理学的に適合性である任意の液体または緩衝液を使用することができる。主チャネル
を通過し、そして液滴がその中に形成される流体は、液滴を形成する流体と非混和性であ
るものである。主チャネルを通過する流体は、非極性溶媒、デカン（例えば、テトラデカ
ンまたはヘキサデカン）、フルオロカーボンオイル、シリコーンオイル、または別のオイ
ル（例えば、ミネラルオイル）であり得る。
【００７０】
　分散相流体は、デバイスの中での組み合わせ、分析、および／または分別のための、生
物学的／化学的物質（例えば、分子、細胞、または他の粒子）を含み得る。分散相流体の
液滴は、１個より多くの粒子を含むことができ、または１個以下の粒子を含むことができ
る。例えば、生物学的材料が細胞を含む場合、各液滴は、好ましくは、平均して、１個以
下の細胞を含む。しかし、ある実施形態において、各液滴は、平均して、少なくとも１０
００個の細胞を含んでもよい。これらの液滴は、それらの内容物に従って、検出および／
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または分別することができる。
【００７１】
　液滴中の分子、細胞、または粒子の濃度（すなわち、数）は、分別効率に影響を与える
可能性があり、それゆえに、好ましくは最適化される。特に、サンプル濃度は十分に薄い
べきであり、大部分の液滴が単一の分子、細胞、または粒子を超えずに含み、１つの液滴
が２つ以上の分子、細胞、または粒子を含むという小さな統計学的偶然のみを伴う。大多
数の測定については、検出モジュールを通過するときに各液滴中で測定されるレポーター
のレベルは、単一の分子、細胞、または粒子に一致し、２つ以上の分子、細胞、または粒
子には一致しない。
【００７２】
　この関連性を支配するパラメーターは、液滴の体積、およびサンプル溶液中の分子、細
胞、または粒子の濃度である。液滴が２つ以上の分子、細胞、または粒子を含む確率（Ｐ

≦２）は、以下のように表現され得る
【００７３】

【化３】

　ここで、［細胞］は、立方ミクロン（μｍ３）あたりの分子、細胞、または粒子の数の
単位での分子、細胞、または粒子の濃度であり、Ｖはμｍ３の単位での液滴の体積である
。
【００７４】
　Ｐ≦２は、サンプル溶液中の分子、細胞、または粒子の濃度を減少させることによって
最小化できることが理解される。しかし、サンプル溶液中の分子、細胞、または粒子の濃
度を減少させることは、デバイスを通して処理される溶液の体積の増加もまた生じ、より
長い実行時間を生じ得る。従って、液滴中の複数の分子、細胞、または粒子の存在を最小
化すること（それによって、分別の正確さを増加させること）、およびサンプルの体積を
減少させ、それによって、分子、細胞、または粒子の受容可能な濃度を含む合理的な体積
で、合理的な時間内にサンプルの分別を可能にすることが望ましい。
【００７５】
　最大耐容性Ｐ≦２は、分別されたサンプルの所望の「純度」に依存する。この場合の「
純度」は、所望の特性を有する（例えば、特定の抗原を提示し、特定のサイズ範囲にあり
、または特定の型の分子、細胞、または粒子である）、分別した分子、細胞、または粒子
の画分をいう。分別したサンプルの純度はＰ≦２に反比例する。例えば、高純度が必要と
されておらずまたは所望されていない適用において、比較的高いＰ≦２（例えば、Ｐ≦２

＝０．２）が受容可能である。多くの適用において、Ｐ≦２を約０．１以下に、好ましく
は約０．０１以下に維持することは、満足の行く結果を提供する。
【００７６】
　微小流体デバイスにおいて液滴を生成するために使用される流体は、典型的には、オイ
ルおよび水のような非混和性液体である。これらの２つの物質は、互いに関連した、非常
に異なる誘電率を一般的に有する。これらの違いは、微小流体デバイスの小さなセクショ
ンを通過しているすべての液滴について、液滴の速度およびサイズを決定するために利用
することができる。この誘電定数の変動を直接的にモニターするための１つの方法は、密
接して間隔の空いた対の電極間で経時的な静電容量の変化を測定する。この静電容量の変
化は、これらの電極において測定される電流の変化によって検出することができる：
【００７７】

【化４】

ここで、ｉは電流であり、Ｖは電極を横切って適用される電圧であり、そしてｄＣ／ｄｔ
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は経時的な静電容量の変化である。または、静電容量は、時間で変化する電圧が同じ電極
に適用される場合に、直接的に測定することができる：ｉ＝ＣｄＶ／ｄｔ　ここで、Ｃは
測定された静電容量であり、ｄＶ／ｄｔは経時的な電圧の変化である。第１の近似として
、電極対は、平行板コンデンサーとして決定することができる：
【００７８】
【化５】

　ここで、ε０は自由空間の誘電率であり、ｋは有効誘電定数であり（これは、液滴が通
過する度に毎回変化する）、Ａはコンデンサーの領域であり、ｄは電極分離である。次い
で、デバイス中で測定される電流は、時間の関数としてプロットされる。
【００７９】
　流体の液滴は、さらなる実体、例えば、他の化学的、生化学的、または生物学的実体（
例えば、流体中に溶解または懸濁される）、細胞、粒子、ガス、分子などを含んでもよい
。ある場合において、液滴は、上記に議論したように、各々が実質的に同じ形状またはサ
イズであり得る。特定の例において、本発明は、その中の実質的に均一な数の種の実体（
すなわち、分子、細胞、粒子など）から本質的になる液滴の製造を提供する。例えば、複
数のまたは一連の液滴の約９０％、約９３％、約９５％、約９７％、約９８％、または約
９９％、またはそれ以上が、同じ数である特定の種の実体を各々含み得る。例えば、製造
される流体の液滴の実質的な数は、例えば、上記のように、１個の実体、２個の実体、３
個の実体、４個の実体、５個の実体、７個の実体、１０個の実体、１５個の実体、２０個
の実体、２５個の実体、３０個の実体、４０個の実体、５０個の実体、６０個の実体、７
０個の実体、８０個の実体、９０個の実体、１００個の実体などを各々含んでもよく、こ
こで、これらの実体は、分子または高分子、細胞、粒子などである。ある場合において、
液滴は、一定の範囲の実体、例えば、２０個未満の実体、１５個未満の実体、１０個未満
の実体、７個未満の実体、５個未満の実体、または３個未満の実体を各々独立して含んで
もよい。ある実施形態において、液滴は、１００，０００，０００個の実体を含んでもよ
い。他の実施形態において、液滴は、１，０００，０００個の実体を含んでもよい。
【００８０】
　流体の液滴を含む液体中で、そのいくつかは目的の種を含み、そのいくつかは目的の種
を含まず、流体の液滴は、以下にさらに記載されるように（例えば、蛍光または上記に記
載されるような他の技術を使用する）、それらの種を含む流体の液滴についてスクリーニ
ングまたは分別されてもよく、そしてある場合において、液滴は、例えば、前に記載され
たように、目的の種の実体の特定の数または範囲を含む流体の液滴についてスクリーニン
グまたは分別されてもよい。従って、ある場合において、複数のまたは一連の流体の液滴
は、そのいくつかがそれらの種を含み、それらのいくつかがそれらの種を含まないが、例
えば、ある場合において、少なくとも約２、少なくとも約３、少なくとも約５、少なくと
も約１０、少なくとも約１５、少なくとも約２０、少なくとも約５０、少なくとも約１０
０、少なくとも約１２５、少なくとも約１５０、少なくとも約２００、少なくとも約２５
０、少なくとも約５００、少なくとも約７５０、少なくとも約１０００、少なくとも約２
０００、少なくとも約５０００、またはそれ以上の因数でそれらの種を含む液滴の比率で
富化されてもよい（枯渇されてもよい）。他の場合において、富化（または枯渇）は、少
なくとも１０４、少なくとも１０５、少なくとも１０６、少なくとも１０７、少なくとも
１０８、少なくとも１０９、少なくとも１０１０、少なくとも１０１１、少なくとも１０
１２、少なくとも１０１３、少なくとも１０１４、少なくとも１０１５、またはそれ以上
の比率であってもよい。例えば、特定の種を含む流体の液滴は、種々の種を含む流体の液
滴のライブラリーから選択されてもよく、ここで、このライブラリーは、約１００個、約
１０３個、約１０４個、約１０５個、約１０６個、約１０７個、約１０８個、約１０９個
、約１０１０個、約１０１１個、約１０１２個、約１０１３個、約１０１４個、約１０１
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５個、またはそれ以上の品目、例えば、ＤＮＡライブラリー、ＲＮＡライブラリー、タン
パク質ライブラリー、コンビナトリアルケミストリーライブラリーなどを有してもよい。
特定の実施形態において、次いで、これらの種を有する液滴は、例えば、反応を開始また
は決定するために、以下でさらに詳細に記載されるように、融合、反応、またはさもなく
ば使用もしくは処理されてもよい。
【００８１】
　サンプル流体の液滴は、微小流体デバイス上の入口モジュールの中に形成することがで
き、または液滴（もしくは液滴ライブラリー）は、サンプル流体が微小流体デバイスに導
入される前に形成することができる（「オフチップ」液滴形成）。効果的な相互嵌合、合
流、及び検出を可能にするために、分析される各々のサンプルを含む液滴は単分散でなく
てはならない。本明細書でより詳細に記載されるように、多くの適用において、分析され
る異なるサンプルは異なるサイズの液滴の中に含まれる。液滴のサイズは、液滴が分析お
よび合流のために正確な内容物を適切に含むことを保証するために高度に制御されなけれ
ばならない。このようにして、本発明は、液滴および液滴のライブラリーを形成するため
のデバイスおよび方法を提供する。
【００８２】
　微小流体基材上でサンプル液滴を形成するためのデバイスおよび方法
　本発明は、微小流体基材上でサンプル液滴エマルジョンを形成するための組成物および
方法を提供する。本発明は埋め込み微小流体ノズルもまた提供する。ライブラリーウェル
から直接的に単分散エマルジョンを作製するために、本発明は、図２～６に示されるよう
な、シリンジ先端（例えば、キャピラリーチューブ）に保存ウェル／リザーバ（例えば、
シリンジ）を接続するために使用されるフィッティング内までのノズルを形成する。図２
、パネルＡおよびＢは、ノズルセクションのための小さなフェルールを使用するノズルコ
ンセプトの二重および単一オイルバージョンを示す。図２、パネルＣおよびＤは、小口径
チュービングから直接的に作られる同じノズルを示す（「ノズル」はチュービングの全体
の長さに及ぶ）。両方の設計は、全く同様に液滴を形成可能であるが、チューブベースの
ノズルでは圧力の低下がより高い（下側）。図３は、図２Ａおよび２Ｂにおいて示される
ノズルフェルールの拡張を示す。チューブベースのノズルは、「ノズル」が短い移行部分
を有する代わりにチューブの全体の長さに及ぶこと以外は、フェニルルールの場合と全く
同一に機能する（図２Ｃ、２Ｄ）。液滴を形成する能力は、両方の場合で同一である。図
４は、フェルールに含まれるノズルセクションの拡張を示す。図２ＤのＴ型設計が構築お
よび試験され、この設計の断面のカットは図５に示される。図５Ａは吸引モードにあるノ
ズルの操作を示し、図５Ｂは注入モードにあるノズルの操作を示す。形成した液滴は約４
５μｍ直径であり、ＰＣＲミックス（２１０μｌ／時間）およびＳｐｅｃｔｒａＳｙｎ－
１０（６００μｌ／時間）から形成された。他の試験は、ＳｐｅｃｔｒａＳｙｎ－２およ
びＰＣＲミックスを用いて実証した。液滴は、３００μｍ幅×２６０μｍ深さのチャネル
の中を移動している。使用したノズルチューブは１００μｍ直径であり、使用した流体は
ＰＣＲミックスおよび界面活性剤を有するＳｐｅｃｔａｓｙｎ－１０であった。
【００８３】
　流れは三次元的であるので、この設計では、表面の濡れ効果は最小化されている。ノズ
ルは、１個または２個のオイルラインから作ることができ、オイルのノズルへの定常流、
キャピラリーチュービングへの接続、および保存ウェル／リザーバ（例えば、シリンジ）
への接続を提供する。ノズルの高分解能部分は、適切な材料（テフロン（登録商標）（Ｔ
ｅｆｌｏｎ（登録商標））、プラスチック、金属など）から成型されまたは型打ちした、
小さな孔のチュービングまたは小さな単純な部分から作ることができる。必要な場合、ノ
ズルそれ自体を、レーザー切断またはドリル穴開けなどの成型後加工を使用して、フェル
ールの先端に形成することができる。
【００８４】
　このノズル設計は、ソフトリソグラフィーまたは他の標準的な微小流体チップ製造技術
を使用して作られる典型的な微小流体ノズルに付随する擬似２Ｄ流を取り囲む表面濡れの
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問題を除外する。これは、ノズル設計が完全に３次元的であり、連続する水相からのノズ
ルセクションの完全な分離が得られるからである。この同じ設計は、即時使用のために必
要とされるエマルジョンの生成のためにもまた使用でき、ここでは、水のラインがシリン
ジに直接的に結合され、ノズルの出口は、使用の点まで（例えば、微小流体ＰＣＲチップ
、遅延ラインなどまで）エマルジョンを移動させるために使用される。
【００８５】
　別の実施形態において、本発明は、標準的な保存ジオメトリー（例えば、９６ウェルプ
レートなど）からライブラリーの構成要素を直接的に乳化するための組成物および方法を
提供する。ライブラリーウェルプレートに含まれる流体から単分散エマルジョンを作製す
るために、本発明は、適切に設計された流体相互接続またはウェルと同時に製造された微
小流体ベースのノズルを備える。図６および７は、ノズルと連動する２つの可能なアプロ
ーチを提示する。
【００８６】
　図６は、リザーバベースのサンプルの乳化を示す。図６において、ウェルは、導入され
るサンプルよりも低い密度を有する流体で最初に満たされる。このデバイスの操作は、サ
ンプルがサンプルウェルから直接吸引される代わりにポートに導入されること以外は、上
記のデバイスと非常に類似している。これは、ノズルから直接得られる乳化オイル、また
は自動的にウェルに負荷もしくは流動される異なる材料のいずれかであり得る。オイルラ
インはそれらの規定された速度で流動を開始するのに対して（図６ｅ）、収集または廃棄
ポートは、全体のオイル流プラス所望のサンプル流に対応する速度で引っ込めを開始する
。一旦、流れが確立されると、サンプルは、手動で（例えば、ピペット）またはロボット
サンプル扱いシステムを用いてのいずれかで、ポートに導入される。許容されるサンプル
の体積はポートの体積に依存する。サンプルは、ウェル中の流体よりも密度が高いので、
ウェルの底に定着され、そしてノズルまで移動される（図６ａ～６ｄ）。この時間の間、
廃棄（一過性なものが問題を引き起こす場合に限り、スタートアップの間に使用）または
収集ポートのいずれかが、乳化サンプルを引っ込め、そして保存する。サンプルが完全に
乳化されたときに、次のサンプルが導入され、プロセスが反復される。実行の間に洗浄工
程が必要とされる場合、線上流体は廃棄ラインに引き出される。ノズルを通した圧力の低
下が収集に対してキャビテーションを引き起こすならば、入力ウェルの任意の加圧を利用
できる。
【００８７】
　図７は、サンプルがサンプルポート中の流体よりも密度が低い場合のサンプル導入を示
す。図７は、サンプルを乳化するために使用されるオイルよりも密度が低いサンプルを導
入するために使用できる代替スキームを描いている。図１のコンセプトと同様に、ポート
にサンプルを導入するプロセスは、手動でまたはロボットサンプリングシステムを用いて
のいずれかで実行できる。このコンセプトにおいて、サンプルポートは、サンプルの導入
の前に、ノズルからの逆流を通して、乳化オイルで満たすことができる（図７ａ）。この
オイルが適切でない場合、ポートは、乳化オイルよりも望ましい特性を有する可能性があ
る、異なる非混和流体で上端を満たすことができる（例えば、より良好な濡れ、より少な
い界面活性剤など）。この第２の非混和流体は、スタートアップの間に導入することがで
き、サンプルチップが挿入されない場合に、ポートに連続的に流れる。流体で満たしたサ
ンプルポートを維持することは、スタートアップの間に空気混入を防止し、一過性の性能
を改善する。
【００８８】
　サンプルチップが、サンプルをデバイスに導入可能であるポンプに接続されているなら
ば、これは、チップがデバイスに挿入されるにつれて始動する（７ｂ～ｃ）。この種のサ
ンプル導入とともに使用される場合、デバイスは、「廃棄のための輸送」ライン（７ｅ）
をポンプに接続させないことを含む、本発明者らのデバイスの「通常」操作と同じに実行
することができた。サンプルチップ負荷ポンプが流れを正確に強制することが不可能な場
合（すなわち、適切なポンプに接続されていない）、チップの後端は、そのチップがポー
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トに完全に挿入されている場合には、大気圧（またはおそらく加圧ガス供給）いずれかに
対して開かれているバルブに接続することができる。サンプルチップおよびデバイスへの
空気混入を妨害するために、この接続は、所望の非混和流体で満たしたリザーバを通して
作製することができる。いずれの場合においても、デバイスは、上記に記載され、図６に
示されるものに対して同じく実行する。図７もまた、図６におけるデバイスのために使用
される吸引プローブアセンブリーの別の可能な構成を示す。
【００８９】
　微小流体基材上での注入の前にサンプル液滴エマルジョンを形成するための方法
　本発明は、本発明の微小流体デバイスへのサンプル流体の導入の前に、サンプル流体（
例えば、液滴）のエマルジョンを作製するための組成物および方法もまた提供する。より
具体的には、これらの方法は、例えば、シリンジ中で「オフチップで」サンプル液滴エマ
ルジョンを作製することに向けられる。ライブラリーウェルから直接的に単分散エマルジ
ョンを作製するために、ノズルは、図８に示されるように、シリンジチップ（例えば、キ
ャピラリーチュービング）に収集シリンジを接続するために使用されるフィッティングに
直接的に形成される。ノズルは、ノズル、キャピラリーチュービングへの接続部、および
収集シリンジへの接続部まで一定流量のオイルを供給する１個または２個のオイルライン
から作ることができる。サンプルの吸引は、２個のオイルシリンジの流速よりも上の流速
（Ｑ３）である引っ込めモードにある収集シリンジを実行することによって達成すること
ができる（図８のステップ１）。流れの違いは、サンプルウェルから吸引した流速に対応
する。適切な体積のサンプルがキャピラリーチュービングに負荷された場合、キャピラリ
ーチュービングはサンプルウェルから取り外され、気泡、およびおそらく、洗浄溶液が吸
引される（図８のステップ２）。ほとんどすべてのサンプルが乳化される場合、収集シリ
ンジ引っ込め速度は、オイル流速よりも下に減少され、停止され、またはある程度の名目
上の速度で注ぎ込むように設定されるかのいずれかである（図８、ステップ３）。キャピ
ラリー中に残された残りのサンプル、空気、洗浄溶液などは、洗浄ウェルに流され、キャ
ピラリーの外側が「洗浄ステーション」で洗浄される。キャピラリーが完全に清浄である
場合、このプロセスは次のライブラリー構成要素のために反復される。
【００９０】
　ノズルは、小口径チュービング（ガラス、テフロン（登録商標）（Ｔｅｆｌｏｎ）（登
録商標）、ＰＥＥＫ、チュービング、またはキャピラリー）を使用すること、または微細
加工、または成型プロセス、例えば、ＰＤＭＳソフトリソグラフィー、ガラスエッチング
、ホットエンボス加工、または同様の高分解能製造技術を通して、形成することができる
。
【００９１】
　本発明の装置は、相互汚染が除去されなければならない臨床適用または研究のために容
易に適合させることができる。なぜなら、ノズルからシリンジまでの領域は、サンプル流
から単離されているからである（例えば、オイルはこれらの表面を濡らし、サンプルが水
性サンプルと直接的に接触しないように保持する）。吸引チップは、使い捨て品目として
設計することができ（ロボットサンプラー吸引チップと同様に）、そしてサンプル間で自
動的に置き換えることができる。
【００９２】
　複数のノズル／シリンジ対は並行して操作することができ、従って、処理能力を増大す
る。このことは、単回のプロセス段階の間に、複数のウェル／サンプルの同時サンプリン
グを可能にする。各サンプルは、別個のシリンジに収集することができる。
【００９３】
　サンプル液滴エマルジョンおよびエマルジョンライブラリーを「オフチップ」で形成す
るための他の方法は、実施例１に記載されている。
【００９４】
　サンプル体積の損失を最小化するための方法
　本明細書に記載されるように、非常に少量の試薬を用いて作業する際の顕著な問題は、
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保存容器および輸送ラインにおいて見出されるデッドボリュームに付随する損失から来る
。一例として、５０マイクロリットルの物質が２５４ミクロンの内径のキャピラリーチュ
ーブに注入される場合、７５ｃｍ長チューブは約３８マイクロリットルの物質を消費する
（～７５％）。この問題に取り組むために、本発明は、極度に少量の試薬を用いて作業し
た場合に、デッドボリュームおよび試薬の消費に付随する問題を取り除く組成物および方
法を提供する。
【００９５】
　１つの実施形態において、第１の試薬（サンプル）は、保存容器（例えば、シリンジま
たは他のリザーバ）中で、第２の非混和相と合わせられる。この第２の相は、顕著な損失
を伴うことなく、第１の相の全体量をシステムに押し出すために使用される。より具体的
には、２つの非混和流体がリザーバ中で合わせられるときに、これらの２つの流体は物質
の密度が異なる限り、層に分離する傾向がある。目的の流体（例えば、サンプル流体）が
リザーバの出口に最も近い場合、これは、リザーバが空である場合に、最初に離れなくて
はならない（出口は、密度の違いに依存して、上端または底のいずれかに設けられ得る）
。一旦試薬がリザーバから汲み出されると、第２の相が続く。次いで、この第２の相は、
いかなるサンプル流体の損失も伴うことなく、第１の相をシステムから完全に汲み出す。
これの一例として、オイルおよび水（試薬）がシリンジ中で合わせられる。オイルが水よ
りも高密度である場合、シリンジはその出口を上に向けて配向し、オイルがより低密度で
ある場合、シリンジは下を向く。オイルは、試薬中の目的の物質が油相に溶解しないよう
に選択される。図９はこのアプローチの一例であり、この場合、シリンジはリザーバとし
て使用され、第２の相は試薬相よりも高密度である。試薬がより高密度であるならば、シ
リンジの配向は逆転される（すなわち、出口は図の下側を向く）。詳細には、図９は、試
薬が第２の非混和相の上端に注入される場合の２相システムを示す：（Ａ）注入の間、第
１の相から第２の相までの移行の前、（Ｂ）第２の相がちょうど輸送ラインに入っている
、（Ｃ）第２の相が輸送ラインを完全に満たし、システムを通して試薬の全体の体積を押
し出している。
【００９６】
　または、サンプル溶液は、２つの非混和液体間にサンドイッチにされ、ここで、１つの
液体は、サンプル密度よりも高い密度を有し、第２の液体はサンプル密度よりも低い密度
を有する。図１０を参照すると、サンプル（密度１．０）は、パーフルオロカーボンオイ
ル（密度１．８）とミネラルオイル（密度０．９１４）の間で層状化できる。理想的には
、このデバイスが生物学的反応を分析するために使用される場合、非混和溶液はサンプル
の反応を阻害しなく、いずれかの非混和流体中で可溶性であるサンプル中の任意の試験分
子、またはサンプルそれ自体でもない。より密度が低い流体（図１０ではミネラルオイル
）は、「ポンプを始動し」、通常の注入の間に起こる任意の空気またはデッドスペースを
除去するために使用することができる。次いで、サンプルは、ミネラルオイルの後で注入
点まで上昇する。本明細書に開示される方法は、気体についてもまた作動することがさら
に意図される。気体および／または液体は混和性であり得るが、異なる密度であり得、そ
の結果、これらは、それらの混合を妨害する様式で、互いの上に層状化される。
【００９７】
　固体または半固体相液滴
　本発明は、固体相粒子、および下流の分析のために微小流体デバイス上で固体相粒子を
形成するための方法もまた提供する。固体相粒子は、種々の生物学的または化学的な分析
（例えば、ＤＮＡまたはタンパク質の分析）のために使用することができる。
【００９８】
　ＤＮＡ分析のために、アンプリコンの増幅後カプセル化は、液滴エマルジョンの破壊の
前に、ゲルまたはポリマーマトリックスの中で行う。液滴の中での増幅反応は、いくつか
の増幅型方法の１つ（本明細書でさらに詳細に記載される）を使用し、これには以下が含
まれるがこれらに限定されない：ＰＣＲ、ローリングサークル増幅（ＲＣＡ）、核酸配列
に基づく増幅（ＮＡＳＢＡ）、リガーゼ連鎖反応など。その後、化学的または物理的手段
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のいずれかを使用して液滴を重合させることによって、液滴の中での増幅反応のカプセル
化／固化を行う。
【００９９】
　物理的手段は「ゲル化」と呼ばれ、これにより、製剤化の間に液滴の中に低温アガロー
スを組み入れ、液滴が固化することが所望されるまで、液滴を固化温度よりも上に保持す
る。
【０１００】
　化学的手段は「重合」と呼ばれてもよく、これにより、重合溶液と液滴を合わせ（必要
とされる場合）、次いで、重合開始剤（例えば、フリーラジカル）またはＵＶ光などの手
段のいずれかを用いて液滴を重合する。ゲル化または重合のいくつかの他の手段には、マ
トラゲル（ｍａｔｒａｇｅｌ）、ポリアクリルアミド、混合ポリサッカリドなどが含まれ
る。いくつかの例示的な開始剤は、温度、ＵＶ照射などであり得る。
【０１０１】
　さらなる例において、増幅のために使用されるＤＮＡプライマーの１つは、重合マトリ
ックスを形成する分子の１つに結合させることができる。結合は、直接的化学結合を通し
て、またはビオチン－ストレプトアビジン結合などの二次的結合を通してであり得る。こ
の例において、ＤＮＡは、液滴の固化後に起こる、形成された固相に物理的に結合する。
いくつかのゲル化または重合の方法の１つを使用して、これらの液滴をさらに操作するこ
とが可能であるはずである。
【０１０２】
　取り込まれていないヌクレオチド、プライマーを交換または洗浄して除くことのいずれ
かが可能であり、および初期の増幅緩衝液、ポリメラーゼなどを除去するために緩衝液を
交換することが可能である。鎖の一方が添付したＤＮＡ増幅プライマーから重合される、
さらなる液滴操作の一例において、重合またはゲル化液滴を塩基性溶液で処理して、２つ
のＤＮＡ鎖を解離し、ゲル化または重合液滴から、結合していない鎖を溶離させることが
可能である。
【０１０３】
　タンパク質分析のために、タンパク質は、ゲルまたはポリマーマトリックスの中に捕捉
されるか、またはそれに結合されるかのいずれかであり得る。結合される場合、これは、
共有結合を通して、または親和性タグ、例えば、ｈｉｓ６またはａｖｉ－タグを通してで
あり得る。タンパク質は、ゲルもしくはポリマー試薬を含む液滴に加えることができ、ま
たはこれらは、ゲルもしくはポリマー試薬とともに製剤化することができる。両方を含む
バリエーションもまた可能である。タンパク質は液滴に加えることができる。加えて、液
滴にＤＮＡを加えること、およびタンパク質を合成するためにインビトロ転写／翻訳を行
うことが可能である。
【０１０４】
　液滴は、微小流体デバイス上で液体型で保持することができ、取り出す際にはゲル化も
しくは重合を行うことができ、または液滴が形成された後で、デバイス上の任意の位置で
液滴の中でゲル化もしくは重合を行うことができる。
【０１０５】
　一例において、複数のプラスミドが、インビトロ転写／翻訳反応を用いて、液滴の中に
製剤化される。プラスミドによってコードされる遺伝子は、タンパク質分子に翻訳および
転写される。タンパク質分子はａｖｉ－タグを介してポリマーに結合され、液滴はゲル化
が許容され、そしてプラスミド分子はゲル中に「固定」または「捕捉」される。ゲル化液
滴は収集され、エマルジョンは破壊され、そして固化した液滴は収集され洗浄される。１
つの例示的な適用として、ＤＮＡは、１つのプライマーがポリマーモノマーに物理的に結
合している液滴の中で増幅される。次いで、液滴は、酵素であるＤＮＡポリメラーゼ、ル
シフェラーゼ、およびスルフリラーゼを含む液滴とともに合わせられる。合体した液滴は
ゲル化または重合が許容され、これらは収集され、そして必要な場合、洗浄される。次い
で、これらの洗浄したゲル化液滴は、ＤＮＡ配列決定反応において使用することができる
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。
【０１０６】
　界面活性剤
　本発明において使用される流体は、１種以上の添加剤、例えば、表面張力を低下させる
剤（界面活性剤）を含んでもよい。界面活性剤には、Ｔｗｅｅｎ、Ｓｐａｎ、フッ素系界
面活性剤、および水と比較してオイルに溶解性である他の剤が含まれ得る。ある適用にお
いて、性能は、水相に第２の界面活性剤を加えることによって改善される。界面活性剤は
、例えば、交差するチャネルに液滴を排出または注入するために必要とされる剪断力を減
少することによって、液滴のサイズ、流れ、および均一性を制御または最適化する際の補
助となり得る。これは、液滴のサイズおよび周期性、または交差するチャネルに液滴が中
断される速度もしくは頻度に影響を与え得る。さらに、界面活性剤は、フッ素化オイル中
の水性エマルジョンが合流しないように安定化させるように働くことができる。
【０１０７】
　液滴は界面活性剤でコートされてもよい。連続相液滴に加えることができる好ましい界
面活性剤には以下が含まれるがこれらに限定されない：ソルビタンモノラウレート（Ｓｐ
ａｎ２０）、ソルビタンモノパルミテート（Ｓｐａｎ４０）、ソルビタンモノステアレー
ト（Ｓｐａｎ６０）、およびソルビタンモノオレエート（Ｓｐａｎ８０）、およびパーフ
ルオロ化ポリエーテル（例えば、ＤｕＰｏｎｔ　Ｋｒｙｔｏｘ　１５７ＦＳＬ、ＦＳＭ、
および／またはＦＳＨ）を含む、ソルビタンベースのカルボン酸エステル（例えば、「Ｓ
ｐａｎ」界面活性剤、Ｆｌｕｋａ　Ｃｈｅｍｉｋａ）などの界面活性剤。使用され得る非
イオン系界面活性剤の他の非限定的な例には以下が含まれる：ポリオキシエチレン化アル
キルフェノール（例えば、ノニルフェノール、ｐ－ドデシルフェノール、およびジノニル
フェノール）、ポリオキシエチレン化直鎖アルコール、ポリオキシエチレン化ポリオキシ
プロピレングリコール、ポリオキシエチレン化メルカプタン、長鎖カルボン酸エステル（
例えば、天然脂肪酸のグリセリルエステルおよびポリグリセリルエステル）、プロピレン
グリコール、ソルビトール、ポリオキシエチレン化ソルビトールエステル、ポリオキシエ
チレングリコールエステルなど）、およびアルカノールアミン（例えば、ジエタノールア
ミン－脂肪酸縮合物およびイソプロパノールアミン－脂肪酸縮合物）。加えて、ドデシル
硫酸ナトリウム（ＳＤＳ）などのイオン性界面活性剤もまた使用されてもよい。しかし、
かかる界面活性剤は、一般的に、本発明の実施形態のために好ましくはない。例えば、水
性液滴が化学反応（生化学反応を含む）のためのナノリアクターとして使用され、または
生体物質を分析および／もしくは分別するために使用される実施形態では、ＳＤＳなどの
可溶性界面活性剤は液滴の内容物を変性または不活性化する可能性がある。
【０１０８】
　キャリア流体は、添加物（好ましくは、約０．２から５％体積、より好ましくは約２％
）として界面活性剤（例えば、Ｓｐａｎ界面活性剤などの非イオン性界面活性剤）を含む
オイル（例えば、デカン、テトラデカン、またはヘキサデカン）またはフルオロカーボン
オイルであり得る。ユーザーは、好ましくは、キャリア流体中の界面活性剤がチャネルウ
ェルをコートするように、微小流体デバイスのチャネルを通してキャリア流体を流れさせ
得る。
【０１０９】
　１つの実施形態において、フッ素系界面活性剤は、揮発性フッ素系溶媒中でパーフルオ
ロ化ポリエーテルＤｕＰｏｎｔ　Ｋｒｙｔｏｘ　１５７　ＦＳＬ、ＦＳＭ、またはＦＳＨ
を水酸化アンモニウム水溶液と反応させることによって調製できる。溶媒および残渣の水
およびアンモニアは、ロータリーエバポレーターを用いて除去できる。次いで、界面活性
剤は、フッ素系オイル（例えば、Ｆｌｏｕｒｉｎｅｒｔ（３Ｍ）））に溶解でき（例えば
、２．５重量％）、次いで、これはエマルジョンの連続相として役立つ。
【０１１０】
　駆動力
　本発明は、１つ以上の方向で、および／または微小流体デバイスの１つ以上のチャネル
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に向かって、細胞、粒子、分子、酵素、または試薬の流れを操作するために、バルブおよ
びポンプを利用することによって、圧力駆動流れ制御を使用する。しかし、電気浸透流れ
制御、電気泳動、および誘電泳動（Ｆｕｌｗｙｅｒ、Ｓｃｉｅｎｃｅ　１５６，９１０（
１９７４）；ＬｉおよびＨａｒｒｉｓｏｎ，Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ
　６９，１５６４（１９９７）；Ｆｉｅｄｌｅｒら、Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ　Ｃｈｅｍｉ
ｓｔｒｙ　７０，１９０９－１９１５（１９９８）；米国特許第５，６５６，１５５号）
などの他の方法もまた、単独で、またはポンプおよびバルブと組み合わせて使用されても
よい。本発明に従うこれらの技術の適用は、例えば、検出モジュールにまたはその直後に
配置可能な分別モジュール上またはその中で分別が起こるので、分析または分別のための
より迅速かつ正確なデバイスおよび方法を提供する。このことは、分子または細胞が移動
するためのより短い距離を提供し、これらはより迅速に移動可能であり、より乱流が少な
く、そして単一のファイル中で、すなわち、一度に１つで、容易に移動、試験、および分
別可能である。
【０１１１】
　容積式圧力駆動流は、流体の流れを制御するための好ましい方法であり、誘電泳動はそ
の流れの中の液滴を操作する好ましい方法である。
【０１１２】
　入口モジュールの圧力は、例えば、入口チャネルへの加圧シリンジの供給を用いて、主
チャネルおよびサンプル入口チャネル上の圧力を調整することによって調節することもで
きる。入口モジュールにおいて、オイルの供給源と水の供給源の間の圧力の違いを制御す
ることによって、生成される液滴のサイズおよび周期性が調節されてもよい。または、バ
ルブは、入口モジュールへの溶液の流れを制御し、それによって、液滴のサイズおよび周
期性を制御するために、入口モジュールまたはそれに接続されたサンプル入口チャネルの
いずれかに、または同時に配置されてもよい。周期性および液滴の体積もまた、チャネル
直径、流体の粘度、および剪断圧力に依存する可能性がある。
【０１１３】
　いかなる理論にも束縛されることはないが、電気浸透は、２つ以上の電極間の電圧差ま
たは電荷勾配の適用によって、イオン、例えば、緩衝液などの液体を含む流れの動きを産
生すると考えられている。中性の（荷電していない）分子または細胞は、この流れによっ
て運ぶことができる。電気浸透は、流れの進路、方向、または速度を急減に変化させるた
めに特に適切である。電気泳動は、反対の電荷である１つ以上の電極に向かい、同じ電荷
である１つ以上の電極から遠ざかる、流体中での荷電した物体の動きを生じると考えられ
ている。水相がオイル相と合わされる場合、水性液滴はオイルによりカプセル化され、ま
たはオイルにより互いから離される。典型的には、オイル相は導電体ではなく、電気浸透
場から液滴を絶縁し得る。この例において、電気浸透は、オイルが電場まで運ばれもしく
は反応するように修飾される場合に、またはオイルが、水中で非混和性であるが電場から
水相を絶縁しない別の相の代わりに置換される場合に、液滴の流れを駆動するために使用
されてもよい。
【０１１４】
　誘電泳動は、正味の電荷を有さないが、互いとの関連で正または負に荷電している領域
を有する、誘電性物の動きを生じると考えられている。または、液滴および／または粒子
、例えば、細胞もしくは分子の存在下での均一でない電場は、液滴および／または粒子が
電気的に分極し、従って、電気泳動力を受けることを引き起こす。粒子および懸濁媒体の
誘電分極率に依存して、誘電性粒子は、高い電場の強さまたは弱い電場の強さのいずれか
の領域に向かって移動する。例えば、生きている細胞の分極率は、それらの組成、形態、
および表現型に依存し、そして適用される電場の周波数に高度に依存性である。従って、
異なる型であり、異なる生理学的状態にある細胞は、一般的に、明確に異なる誘電特性を
有し、このことは、例えば、示差的誘電電気泳動力によって、細胞分離の基礎を提供し得
る。同様に、液滴の分極率もまた、それらのサイズ、形状、および組成に依存する。例え
ば、塩を含む液滴は分極し得る。Ｆｉｅｄｌｅｒら、Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ　Ｃｈｅｍｉ



(35) JP 6023252 B2 2016.11.9

10

20

30

40

50

ｓｔｒｙ　７０，１９０９－１９１５（１９９８）において提供される式に従って、単一
の液滴の個々の操作は、液滴に近い寸法を有する場の差異（不均質性）を必要とする。
【０１１５】
　「誘電泳動力勾配」という用語は、物体が周囲の媒体とは異なる誘電定数を有する場合
に、電場の中でその物体に対して誘電力が発揮されることを意味する。この力は、物体を
より大きな電場領域に引き込むか、または該より大きな電場領域から押し出すかのいずれ
かである。この力は、物体はまたは周囲の媒体が大きな誘電定数を有するか否かにそれぞ
れ依存して、誘引性または反発性である。
【０１１６】
　操作もまた、周囲の媒体との液滴および／または粒子の誘電率（誘電特性）に依存する
。従って、ポリマー粒子、生きている細胞は、水中で高い場の周波数である負の誘電泳動
を示す。例えば、水中で０．５ＭＶ／ｍ場（２０ミクロン電極ギャップで１０Ｖ）におい
てラテックス球が受ける誘電力は、３．４ミクロンラテックス球についての約０．２ピコ
ニュートン（ｐＮ）～１５ミクロンラテックス球についての１５ｐＮまでと予測される（
Ｆｉｅｄｌｅｒら、Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　７０，１９０９－１９
１５（１９９８））。これらの値は、大部分が、流れの中で球が受ける流体力よりも大き
い（３．４ミクロン球について約０．３ｐＮおよび１５ミクロン球について１．５ｐＮ）
。それゆえに、個々の細胞または粒子の操作は、誘電泳動を使用して、セルソーターデバ
イスなどの流れている流体の中で達成することができる。従来の半導体技術を使用して、
電極を本発明の微細加工分別デバイスの力場を制御するために基材上で微細加工できる。
誘電泳動は、導電体である物体を移動させるために特に適切である。ＡＣ電流の使用は、
イオンの永続的な整列を妨害するために好ましい。メガヘルツ周波数が、正味の整列、誘
引力、および比較的長い距離にわたる動作を提供するために適切である。米国特許第５，
４５４，４７２号を参照のこと。
【０１１７】
　放射圧もまた、光の集束ビーム、例えば、レーザーを用いて、物体、例えば、液滴およ
びそこに含まれる粒子（分子、細胞、粒子など）の方向をそらし、そして移動させるため
に本発明において使用することができる。流れもまた、デバイスの１つ以上のチャネルの
間で、または本発明の方法において、圧力差または勾配を提供することによって、入手お
よび制御することができる。
【０１１８】
　分子、細胞、または粒子（または分子、細胞、もしくは粒子を含む液滴）は、例えば、
オン－オフバルブを用いて、またはチャネルを絞ることによる、直接的な機械的スイッチ
切り換えによって移相させることができる。圧力制御もまた、例えば、チップ上のチャネ
ルの内部の圧力を変化させるために出力ウェルを上昇または低下させることによって使用
されてもよい。例えば、米国特許第６，５４０，８９５号に記載されているデバイスおよ
び方法を参照のこと。これらの方法およびデバイスは、係属中の米国特許出願公開第２０
０１００２９９８３号および同第２００５０２２６７４２号に記載されている方法および
デバイスと組み合わせてさらに使用することができる。異なるスイッチ操作およびフロー
制御メカニズムは、１つのチップ上または１つのデバイスにおいて組み合わせることがで
き、所望されるように独立してまたは一緒に働くことができる。
【０１１９】
　入口モジュール
　本発明の微小流体デバイスは１つ以上の入口モジュールを含む。「入口モジュール」は
、さらなる合流、検出、および／または分別のために分子、細胞、小分子、または粒子を
受容する微小流体基材デバイスの領域である。入口モジュールは、１つ以上の入口チャネ
ル、ウェル、またはリザーバ、開口部、および、基材への分子、細胞、小分子、または粒
子の進入を容易にする他の特徴を含むことができる。基材は、所望される場合、１つより
多くの入口モジュールを含んでもよい。異なるサンプル入口チャネルが異なる入口モジュ
ールにおいて主チャネルと連絡することができる。または、異なるサンプル入口チャネル
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が同じ入口モジュールにおいて主チャネルと連絡することができる。入口モジュールは主
チャネルと流体連通している。入口モジュールは、一般的に、サンプルの溶液（すなわち
、分子、細胞、小分子（有機または無機）または粒子などのサンプルを含む流体）が主チ
ャネルに導入され、複数の液滴を形成するように、サンプル入口チャネルと主チャネルの
間の連結部を備える。サンプル溶液は加圧可能である。サンプル入口チャネルは、サンプ
ル溶液が、主チャネルを通過する流体の流動に対して直角である角度で主チャネルに導入
されるように、主チャンネルと交差することができる。例えば、サンプル入口チャネルお
よび主チャネルはＴ型形状連結部で遮られる：すなわち、サンプル入力チャネルは主チャ
ネルに対して直角（９０°）である。しかし、サンプル入力チャネルは任意の角度で主チ
ャネルを遮ることができ、流れに対して直角である角度で主チャネルにサンプル流体を導
入する必要はない。交差するチャネルの間の角度は約６０°から約１２０°までの範囲で
ある。特定の例示的な角度は、４５°、６０°、９０°、および１２０°である。
【０１２０】
　主チャネルにサンプルの液滴を導入する２つ以上の入口モジュールが存在する本発明の
実施形態もまた、提供される。例えば、第１の入口モジュールは、主チャネル中の流体の
流れに第１のサンプルの液滴を導入し得、第２の入口モジュールは、主チャネル中の流体
の流れに第２のサンプルの液滴を導入し得る、などである。第２の入口モジュールは、好
ましくは、第１の入口モジュールから下流にある（例えば、約３０μｍ）。２つ以上の異
なる入口モジュールに導入される流体は、同じ流体または同じ型の流体（例えば、異なる
水溶液）を含み得る。例えば、酵素を含む水溶液の液滴は、第１の入口モジュールにおい
て主チャネルに導入され、酵素のための基質を含む水溶液の液滴は、第２の入口モジュー
ルにおいて主チャネルに導入される、または、異なる入口モジュールにおいて導入される
液滴は、適合性または不適合性であり得る異なる流体の液滴であり得る。例えば、異なる
液滴は異なる水溶液であり得、または第１の入口モジュールにおいて導入される液滴は１
つの流体（例えば、水溶液）の液滴であり得るのに対して、第２の入口モジュールにおい
て導入される液滴は、別の流体（例えば、アルコールまたはオイル）であり得る。
【０１２１】
　液滴相互嵌合
　本明細書に記載される微小流体デバイスの特定設計の実施形態は、特定の液体の液滴の
より再現可能でかつ制御可能な相互嵌合、続いて、本明細書にさらに詳細に記載される、
これらの液滴の対合流を可能にする。液滴対は、異なる組成および／または体積の液体を
含むことができ、次いで、これらは研究される特定の反応を可能にするために組み合わせ
る。液滴の対は、以下のいずれかからであり得る：（ｉ）２つの連続する水性流動または
オイル流動；（ｉｉ）連続する水性流動、エマルジョン流動、およびオイル流動、または
（ｉｉｉ）２つのエマルジョン流動およびオイル流動。「相互嵌合」という用語は、本明
細書で使用される場合、最終的な合流のための、別々の水性流動からまたは２つの別々の
入口ノズルからの液滴の対合を意味する。
【０１２２】
　本明細書に記載されるノズル設計は、相互嵌合のより良好な制御および液滴の対の間の
より近い距離に起因して、液滴の相互嵌合を増強し、そして液滴の合流を改善する。相互
嵌合に対するより高度な制御は、液滴のいずれかの頻度に対して完全な制御を可能にする
。最適な操作を得るために、液滴間の間隔および液滴のカップリングは、流動のいずれか
の流れ、流動の粘度、ノズル設計（オリフィス直径、チャネル角度、およびオリフィス後
のノズルのネックを含む）を調整することによって調整することができる。
【０１２３】
　リザーバ／ウェル
　本明細書のデバイスは、入口モジュールにおいて、サンプルをデバイスに導入するため
のサンプル溶液リザーバまたはウェルまたは他の装置を備えることができ、これは、典型
的には、入口チャネルと流体連通している。本発明の微小流体デバイスに１つ以上のサン
プルを負荷するために使用されるリザーバおよびウェルには、シリンジ、カートリッジ、
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バイアル、エッペンドルフチューブ、および細胞培養材料（例えば、９６ウェルプレート
）が含まれるがこれらに限定されない。リザーバは、デバイスへの、または各分析ユニッ
トのサンプル入口チャネルへの分子または細胞の導入を容易にし得る。
【０１２４】
　流体の相互接続
　本発明の微小流体デバイスは、表面ＰＥＧ官能基化をもたらすために適切なＰＥＧ－シ
ランの蒸気または溶液で処理されたシリンジ（または他のガラス容器）を備え得る。ガラ
ス容器（例えば、シリンジ）の壁をＰＥＧ官能基で処理することの目的は、本発明の微小
流体デバイスへの生物学的／化学的物質の適切な移動を妨げる、容器の内壁への生物学的
付着を妨害することである。入口チャネルは、上記デバイスにサンプルを導入するための
手段にさらに接続される。この手段は、ウェルまたはリザーバであり得る。この手段は温
度制御され得る。入口モジュールは、サンプルがそこを通って供給されてもよい液体クロ
マトグラフィーまたはＨＰＬＣチュービングなどのチュービングの１本の適切なチュービ
ングを受容するように適合されたコネクタもまた備え得る。かかる配置は、入口モジュー
ルにおいて所望の注入速度を達成するために陽圧下でサンプル溶液を導入することを容易
にする。
【０１２５】
　チューブを含む相互接続は、デバイスの適切な操作を可能にするために、極めて清潔で
なくてはならず、ＰＤＭＳ表面との結合に優れていなくてはならない。微小流体デバイス
への流体接続を作製する際の困難さは、デッドボリュームを最小化しながら、巨視的流体
ラインからデバイスへの転位の困難さに主として起因する。
【０１２６】
　相互汚染および漏れを最小化するため、およびより高い再現性および信頼性の改善を可
能にするために、ＰＤＭＳスラブのためのチューブおよび相互接続を適所に硬化させるこ
とができる。チューブおよび相互接続は、シリコーンウェハ上の適所でのチューブの保持
を可能にするために、ＵＶ硬化性接着剤を適用することによって、適切な位置に配置する
ことができる。一旦、チューブが適切な位置に配置されると、ＰＤＭＳは、ウェハに注ぎ
、硬化させることができる。硬化したＰＤＭＳは、適所にあるチューブとともに、シリコ
ーンウェハから容易にはがすことができる。このプロセスは、他の接続チャネルと同様に
、流体チャネルに適用することができる。一旦、接着剤がウェハに適用されると、このプ
ロセスは、チャネルの位置および清潔さの正確な再現性を伴って、ＰＤＭＳスラブの迅速
なテンプレート化を可能にする。任意のサイズのチューブがこのプロセスのために実施で
きる。このプロセスは、デバイス中の相互接続ジョイントおよびより小さな相互接続フッ
トプリントに対してより小さなストレスを許容する（例えば、２００６年６月１日に出願
されたＰＣＴ／ＵＳ２００６／０２１８６；２００６年６月１日に出願されたＰＣＴ／Ｕ
Ｓ２００６／０２１２８０および２００６年６月１日に出願されたＰＣＴ／ＵＳ２００６
／０２１３８０を参照のこと、これらの各々はすべての目的のためにそれらの全体が参照
により援用される）。
【０１２７】
　相互接続のチュービング側は、チュービングの正確な位置決めを提供する保持ブロック
に装着することができるのに対して、微小流体デバイスは、保持ブロックが整列しかつ固
定されるキャリアの中に正確に配置することができる。これらの設計に付随する全体のデ
ッドボリュームは、２つの対合する表面が互いに対していかに正確に配置できるかに決定
的に依存する。シールを維持するために必要とされる最大力は、デバイスそれ自体の強固
さおよび強度と同様に、シール材料の正確な形状および組成によって制限される。対合す
る表面の形状は、最小限の漏れの潜在性、必要とされるシール力、および誤整列の潜在性
に対して調整することができる。非限定的な例として、示される単一の環は、適切な断面
形状の一連の環で置き換えることができる。
【０１２８】
　本発明の微小流体デバイスに１種以上のサンプルを負荷するために使用されるリザーバ
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およびウェルには、上記のような、シリンジ、カートリッジ、バイアル、エッペンドルフ
チューブ、細胞培養材料（例えば、９６ウェルプレート）が含まれるがこれらに限定され
ない。基材の入口モジュールにおいて入口チャネルにサンプルを負荷する際に解決される
べき問題の１つは、負荷手段または注入手段、例えば、キャピラリーまたはＨＰＬＣチュ
ービングと入口チャネルの間のサイズの違いである。漏れを制限し、デッドボリュームお
よびコンプライアンスの問題を最小化する、相互接続および負荷の方法を作製することが
必要である。本明細書でさらに詳細に記載されるいくつかのデバイスおよび方法が、これ
らの当該技術における問題に取り組み、そして解決する。
【０１２９】
　自己整合流体相互接続
　本発明は、サンプルの負荷および／または注入の効率を改善するために１つ以上の入口
チャネルに近接する自己整合流体接続を含む１つ以上の入口モジュールを含む。
【０１３０】
　本発明は、微小流体デバイスと相互接続の間のフェイスシールの代わりに、放射状シー
ルを作製することに基づく小さな相互接続の使用を提案する。挿入される相互接続は、デ
バイス上の対合特徴よりも大きな直径を有する。挿入されるとき、チップの伸展は、外部
流体ラインと微小流体デバイスの間に漏れがないシールを作製するために必要とされるシ
ール力を提供する。図１１は、このシールを作製するための設計の可能性を詳述する。
【０１３１】
　ＰＤＭＳ中の鋳抜き孔および１／３２’’ＰＥＥＫチュービングを使用して図１の最も
左の設計を用いる研究を実施し、これは、このシールが漏れを伴うことなく９０ＰＳＩよ
りも高い圧力に耐えることが可能であったことを示した。
【０１３２】
　機器およびチップ製造の耐久性を取り扱うために、外部の相互接続は自己整列でなくて
はならず、成型した穴の「捕捉半径」は、シールした表面への相互接続を高い信頼性で導
くために十分に大きくなければならない。図１２は、成型した穴への進入が、捕捉を保証
するために十分に大きいが、シーリング表面に向かって先細になっていることを示す。外
部の相互接続は微小流体基材まで導かれるチュービングから直接的に作ることができ、従
って、潜在的な漏れの点および通らない体積は除外される。図１２に見られるように、相
互接続は、その長さの大部分について、基材相互接続または「チップドック」によって取
り囲まれ、それがシステムの耐容性の積み重ねの中に保持されることを確かにする。外部
の相互接続は、１／３２’’ＰＥＥＫチュービングなどの硬いが柔軟性がある材料から作
られる。微小流体デバイスの特徴は、製造プロセスの間にその中に直接的に成型すること
ができるのに対して、挿入されるシールは、チュービングの末端に直接的に成型／機械加
工することができるか、または個々のピースとして成型され、チュービングに機械的に固
定することができる。図１２に示される保持フェルールは製造の間に取り付けられ、そし
てチューブ長の良好な絶対的参照を提供する。このフェルールは、既製の構成要素であり
得るか、または特注製造された部品であり、例えば、ポリマー、エラストマー、または金
属から作られ得る。チュービングの末端は、末端で先細にされ得るか（最も上の図）、ま
たは四角形にされ得る（上図）。末端の特定の形状は、挿入の間に微小流体デバイスがい
かに容易に摩耗するかによって制御される。
【０１３３】
　または、図１３に詳述されるように、単一のモノリシック自己整合部分に各チューブの
ために必要とされる相互接続のすべてを成型することもまた可能である。このことは、多
くの外部流体ラインの整合をチップに維持する際の困難さを減少することを補助し得る。
【０１３４】
　基材上で直接的に流体相互接続を成型するための方法
　本発明は、微小流体デバイスへの流体相互接続の直接的成型の方法もまた提供する。市
販の微小流体プラットフォームの開発は、操作者の誤りおよび漏れの可能性を減少させる
ために、単純な信頼できる流体相互接続を必要とする。これらの相互接続を微小流体デバ
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イスに直接的に成型することは、微小流動および電気的チャネルを形成するために使用さ
れるパターン化されたシム（シリコン／フォトレジストから製造され、またはある金属か
ら作られた「マスター」）への成型ピンの正確な整列を必要とする。ＰＤＭＳなどの低粘
度エラストマーを用いる成型の場合に必要とされる極度な耐久性は、マスターの不完全さ
、および成型ツールの組み立てをなお調整しながら、マスターへのピン面のほぼ完全なシ
ーリングを必要とする。１つの実施形態において、本発明は、ツールに直接的に成型され
たエラストマースリーブに捕捉された移動可能なピンを導入することによって、成型プロ
セスにおける不完全さを調整しながら、相互接続を成型する正確かつ反復可能な方法を提
供する。比較的少ない体積で効率的に製造するため、および安価にデバイスのプロトタイ
プを製造することが可能であるように、このツールは、標準的なフォトリソグラフィープ
ロセスを使用して生成したマスターを使用可能でなければならない（例えば、ＳＵ－８で
パターン化されたシリコンウェハ）。
【０１３５】
　図１４は、このコンセプトに基づく成型ツールの概略図を示す。図１４において、ピン
（オレンジ色）は、エラストマー（ｅｌｅｓｔｏｍｅｒｉｃ）成型スリーブの中に捕捉さ
れる。強固な背面プレートおよびフォームラバーから作られた圧縮プレートは、ピンに穏
やかで均一な圧力を適用し、ピンをマスターに均一に接触させるために必要である力を生
成するために使用される。成型スリーブは、硬化していないエラストマーがピンと上端プ
レートとの間の領域に浸透することを一貫して妨害する必要があることが見出された。初
期の設計は、密接なクリアランスの穴に捕捉されたピンを使用し、これらのピンは、頻繁
に所定の位置に結合し（潤滑剤とでさえも）、ピンのスムーズな動きおよびマスターとの
不適切な接触を妨害した。これは、次には、エラストマーの薄膜が、ピンの底とマスター
の間に形成することを起こす（「フラッシュ」）。このフラッシュは、チップ操作の間に
相互接続の適切な操作を妨害する。各ピンの周囲へのエラストマースリーブの付加はこの
問題を取り除き、マスターとピンの間の一貫した、信頼性のある遮断を生じる。
【０１３６】
　音響アクチュエータ
　入口モジュールのウェルまたはリザーバは音響アクチュエータをさらに備える。特定の
生物学的／化学的物質（例えば、細胞）の単一の構成要素を含む１つの液滴を得るために
、生物学的／化学的物質の分離、および微小流体チャネル中の生物学的／化学的物質の数
密度の均一性が所望される。従って、微小流体デバイスは音響アクチュエータを備え得る
。負荷したサンプル（生物学的／化学的物質）は十分に混合し、カプセル化のためのノズ
ル領域に送る前に、音波によって小型チャンバーの中で分離できる。音波の周波数は、細
胞にいかなる損傷も引き起こさないように微調整するべきである。音響混合の生物学的効
果は十分に研究されており（例えば、インクジェット工業）、多くの公開された文献もま
た、圧電微小流体デバイスが、生きている微生物およびＤＮＡなどのインタクトな生物学
的ペイロードを送達し得ることを示した。
【０１３７】
　音響共鳴の設計は、ＰＤＭＳスラブ中で刻まれる共鳴音の側に位置する圧電バイモルフ
平板を使用し得る。共鳴入口は細胞フロー入力チャネルに接続可能であり、出口は細胞フ
ロー締め付けチャネルに接続可能である。圧電駆動波形は、流体中の細胞を分離可能であ
る臨界周波数を選択するために、注意深く最適化することができる。周波数パラメーター
を超えて最適化するための５つのパラメーターが存在し、Ｌａｂ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ
ｓは、圧電駆動波形を最適化するために使用可能である。その後、低コスト回路が、好ま
しい微小流体デバイス中で最適化される波形のみを生成するために設計可能である。
【０１３８】
　合流モジュール
　本発明の微小流体デバイスは１つ以上の合流モジュールもまた備える。「合流モジュー
ル」は、入口モジュールにおけるまたはその下流の主チャネルの少なくとも一部の中にま
たはそれと同時にあり、ここで、液滴内に含まれる分子、細胞、小分子、または粒子が、
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分子、細胞、小分子、または粒子を含む他の液滴の近傍に運ばれ、近接する液滴がそれら
の内容物を融合し、合流し、または合わせる。合流モジュールは、電気力を生成するため
の装置もまた含み得る。
【０１３９】
　流体液滴上で発揮される電気力は、液滴が液体中で移動することを引き起こすために十
分に大きくあり得る。ある場合において、流体液滴上で発揮される電気力は、液体中の液
滴の所望の動きを、例えば、チャネルまたは微小流動チャネルまでまたはその中に（例え
ば、さらに本明細書でさらに記載されるように）などで、方向付けるために使用されても
よい。
【０１４０】
　電場は、電場発生器、すなわち、流体に適用可能な電場を作製可能であるデバイスまた
はシステムから生成することができる。電場発生器は、ＡＣ場（すなわち、時間に関して
周期的に変化するもの、例えば、正弦的に、鋸歯状に、正方形に）、ＤＣ場（すなわち、
時間に関して一定であるもの）、パルス電場などを生じ得る。電場発生器は、チャネルま
たは微小流体チャネルの中に含まれる流体の中で電場を作製するように構築および配置さ
れてもよい。電場発生器は、ある実施形態に従って、チャネルまたは微小流体チャネルの
中に含まれる流体系に統合されてもよく、またはそれから分離されてもよい。本明細書で
使用される場合、「統合」とは、互いに対して統合されている構成成分の一部が、その構
成成分の少なくとも１つを切断または破壊しなければ、その構成成分が手動で分離できな
いように結合されることを意味する。
【０１４１】
　適切な電場（これは、ＡＣ、ＤＣなどであり得る）を生じるための方法は当業者に公知
である。例えば、１つの実施形態において、電場は、電極の対を横切って電圧を適用する
ことによって生じ、これらの電極は、電場の少なくとも一部が流体と相互作用するように
、流体系の中に（例えば、チャネルまたは微小流動チャネルを規定する基材の中に）配置
もしくは包埋されてもよく、および／または流体に近接して配置されてもよい。電極は、
当業者に公知である任意の適切な電極材料から構築することができ、この材料には、銀、
金、銅、炭素、白金、銅、タングステン、スズ、カドミウム、ニッケル、インジウムスズ
酸化物（「ＩＴＯ」）など、ならびにこれらの組み合わせが含まれるがこれらに限定され
ない。
【０１４２】
　電極
　本発明のデバイスは、流体制御における使用のためのチャネル、および統合金属合金成
分（すなわち、電極）を鋳造するための金属合金で満たした他のチャネルを含み得る。ま
たは、これらの電極は、他の技術（例えば、インジウムスズ酸化物または白金などの金属
から作られた、リソグラフィーパターン化された電極）を使用して製造できる。微小流動
デバイスは、合流液滴の内容物を混合するために、液滴を合流させること、液滴を荷電さ
せること、液滴を分別すること、液滴を検出すること、および液滴を振盪させることを含
むがこれらに限定されない、流体に対して電気的機能を実施することのために有用な金属
合金成分を含み得る。このデバイスは、１つより多くの上述の機能のために、１つより多
くの上述の構成成分を含み得る。
【０１４３】
　金属合金成分を含む電極は、流体チャネルで末端となっているか、または流体チャネル
から単離されているかのいずれかであり得る。これらの電極は、適切なチャネルを金属合
金で満たすことによって構築することができる。この１つの方法は、例えば、シリンジを
用いて、溶融状態である金属合金のチャネルへの陽圧注入を使用し、次いで、金属合金を
固体状態に冷却することで達成され得る。別の例は、溶融状態である合金金属をチャネル
まで引き出すために陰圧を使用し、次いで、金属合金を固体状態に冷却することである。
これは、例えば、毛管力の使用によって達成することができる。構築の別の方法は、上述
の実施形態のいずれかを使用でき、次いで、金属合金成分のジオメトリーを規定するため
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に別の液体で溶融状態の金属合金を洗い流す。別の例は、上述の実施形態のいずれかを使
用し、次いで、金属合金の固化終了点を規定するために局所的低温プローブを使用し、次
いで、残りの金属合金を冷却して固化することである。さらなる例は、顕微鏡的ハンダ球
またはＵＶ硬化性導電性インクなどの別の物質を使用して、流体と金属合金チャネルの間
の障壁を形成し、金属合金成分のジオメトリーを規定することである。
【０１４４】
　このデバイスは、統合金属合金成分と、パターン化された導電性層の両方の組み合わせ
を含み得る。パターン化された導電性層は、それらの境界が漏れ防止シールの中にあるよ
うにパターン化された特徴を有し得る。これらのデバイスは、２つの荷電した電極の一方
としてパターン化された導電性特徴を、および２つの荷電した電極の他方として１つの統
合金属合金成分を有し得る。
【０１４５】
　このデバイスは、デバイス中に存在する流体から絶縁された複数の電極を備えることが
でき、操作の方法は、誘電性シグナルおよび適切な流体の適切な適用が含まれる。既知の
デバイスにおいては、電極は、典型的には、あるいは適用される誘電場をスクリーニング
する種の放出を可能にするために、流体と接触される。それに対して、電極が流体から絶
縁されているデバイスにおいては、このスクリーニング効果は、典型的には、迅速に上昇
し過ぎ、このデバイスは任意の有意に長い時間の間では有用ではない。絶縁電極に対する
、流体と接触した電極の欠点は、（ａ）漏れに対して信頼性が損なわれていること（なぜ
なら、電極とデバイスの他の構成要素との間の界面が、漏れ防止シールをもたらすことが
困難であり得る）、および（ｂ）電極腐食に対して信頼性が損なわれていること（その失
敗モード効果には、誘電場の適用の失敗、および流体チャネルの相互汚染が含まれる）で
ある。
【０１４６】
　デバイス中に存在する流体から絶縁されている複数の電極を備えた本発明のデバイスは
、スクリーニング立ち上がり時間を延長すること、およびデバイスの中で適用される異な
る誘電場のすべてのための極性スイッチを備えることによって、このスクリーニング効果
に対抗する。スクリーニング立ち上がり時間は、誘電特性を有する流体を使用することに
よって延長される。デバイスに適用されるすべての異なる誘電場のための極性スイッチは
、誘電制御のためのアルゴリズムを使用することによって達成される。これは、デバイス
の適切な誘電性機能を維持するために、十分に高い周波数で、誘電場の極性を切り換える
。この誘電制御アルゴリズムは、カスケードで、流体のもとの点で開始し、下流に進行す
る時間制御様式で誘電場の極性を切り換え、その結果、所定の流体構成要素がそれらのコ
ースに沿ってすべての点において１つの極性を受ける。本発明のデバイスは、金属合金電
極とともに、または金属合金電極とパターン化された導電性フィルム電極の組み合わせを
使用して、使用可能である。
【０１４７】
　本発明は、注入電極を使用する微小流動デバイスを提供し得る。顕微鏡的電極（典型的
には２５μｍ厚）と巨視的相互接続の間の界面は、２つの間の接続部が曲げられる場合に
容易に損なわれ得る。接続部の曲がりは、界面に接続部（すなわち、グロメット）を固定
、支持、および強化するために働く硬い材料を固定することによって取り除くことができ
る。曲がりを妨害するために、デバイスの対合表面は、ガラスまたはプラスチックなどの
固い材料から製造することができる。外部システムとの電気的接続は、デバイスがバネ仕
掛けの接触に接続されるようにデバイスを固定することによって行うことができ、これは
、グロメット（これによってハンダ領域に適用された力を最小化する）からのオフセット
であるか、またはグロメット上に集中させるかのいずれかである（接触がハンダに触れな
い限り）。
【０１４８】
　金属合金成分は、鏡を含み得るジオメトリーの液滴の光学的検出を含むがこれに限定さ
れない、流体上での光学的機能を実施するためにもまた有用である。



(42) JP 6023252 B2 2016.11.9

10

20

30

40

50

【０１４９】
　微小流動チャネル中に配置された電極からの流体の漏れを防止するために、微小流動デ
バイスは、流体制御のためのチャネルでパターン化された層、およびパターン化された導
電性特徴を有する別の層を備えることができ、ここで、これらの特徴は、それらの境界が
漏れ防止シールの中にあるようにパターン化される。この漏れ防止シールは、流体制御層
のパターン化されていない領域と、導電性層のパターン化されていない領域との間の界面
において達成することができる。この漏れ防止シールは、流体制御層と、導電性層のパタ
ーン化されていない領域との間の第３の界面層によってもまた達成することができる。こ
の第３の界面層は、流体層と導電性層の間の接触を可能にするように特定の位置で穿孔で
き、または穿孔できない。電気的接近もまた、流体制御層の中でパターン化できる。
【０１５０】
　記載されたような電極およびパターン化された導電性層は、デバイスの任意のモジュー
ル（入口モジュール、合流モジュール、混合モジュール、遅延モジュール、検出モジュー
ル、および分別モジュール）に付随することができ、液滴およびそれらの内容物を操作お
よび制御するために、誘電力または電気力を生成する。
【０１５１】
　微小流動デバイス中での電荷を有さない液滴の効果的な制御は、極度に強力な誘電場勾
配の生成を必要とし得る。平行板コンデンサーの端からのフリンジ場は、これらの勾配を
形成するための優れたトポロジーを提供し得る。本発明に従う微小流動デバイスは、２つ
の平行電極間に流体チャネルを配置することを含み得、これは、電極対の末端におけるエ
ッジ効果に起因して、入口で電極までの急な電場勾配を生じ得る。分割した対称チャネル
にこれらの電極対を配置することは、デバイスの中で正確な二方向性の液滴の制御を可能
にし得る。同じ原理を使用して、非対称分割のみを有するものは、同じ様式で液滴の方向
のシングルエンド制御を可能にし得る。または、このジオメトリーのバリエーションは、
移動による液滴相の正確な制御を可能にする。
【０１５２】
　ある場合において、透明なまたは実質的に透明な電極を使用することができる。電場発
生器は、少なくとも約０．０１Ｖ／マイクロメートル、ある場合においては、少なくとも
約０．０３Ｖ／マイクロメートル、少なくとも約０．０５Ｖ／マイクロメートル、少なく
とも約０．０８Ｖ／マイクロメートル、少なくとも約０．１Ｖ／マイクロメートル、少な
くとも約０．３Ｖ／マイクロメートル、少なくとも約０．５Ｖ／マイクロメートル、少な
くとも約０．７Ｖ／マイクロメートル、少なくとも約１Ｖ／マイクロメートル、少なくと
も約１．２Ｖ／マイクロメートル、少なくとも約１．４Ｖ／マイクロメートル、少なくと
も約１．６Ｖ／マイクロメートル、または少なくとも約２Ｖ／マイクロメートルの流体に
適用可能な電場を生じるように構築および配置（例えば、位置決め）することができる。
ある実施形態において、さらに高い電場強度、例えば、少なくとも約２Ｖ／マイクロメー
トル、少なくとも約３Ｖ／マイクロメートル、少なくとも約５Ｖ／マイクロメートル、少
なくとも約７Ｖ／マイクロメートル、または少なくとも約１０Ｖ／マイクロメートル、ま
たはそれ以上を使用してもよい。
【０１５３】
　記載されるように、電場は、液滴が電気力を受けるように、流体液滴に適用されてもよ
い。流体液滴上で働く電気力は、ある場合において、少なくとも少なくとも約１０－１６

Ｎ／マイクロメートル３であり得る。特定の場合において、流体液滴上で働く電気力はよ
り高くあり得、例えば、少なくとも約１０－１５Ｎ／マイクロメートル３、少なくとも約
１０－１４Ｎ／マイクロメートル３、少なくとも約１０－１３Ｎ／マイクロメートル３、
少なくとも約１０－１２Ｎ／マイクロメートル３、少なくとも約１０－１１Ｎ／マイクロ
メートル３、少なくとも約１０－１０Ｎ／マイクロメートル３、少なくとも約１０－９Ｎ
／マイクロメートル３、少なくとも約１０－８Ｎ／マイクロメートル３、または少なくと
も約１０－７Ｎ／マイクロメートル３、またはそれ以上であり得る。流体の表面領域と比
較した、流体液滴上で働く電気力は、少なくとも約１０－１５Ｎ／マイクロメートル２で
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あり得、ある場合において、少なくとも約１０－１４Ｎ／マイクロメートル２、少なくと
も約１０－１３Ｎ／マイクロメートル２、少なくとも約１０－１２Ｎ／マイクロメートル
２、少なくとも約１０－１１Ｎ／マイクロメートル２、少なくとも約１０－１０Ｎ／マイ
クロメートル２、少なくとも約１０－９Ｎ／マイクロメートル２、少なくとも約１０－８

Ｎ／マイクロメートル２、少なくとも約１０－７Ｎ／マイクロメートル２、または少なく
とも約１０－６Ｎ／マイクロメートル２、またはそれ以上であり得る。なお他の実施形態
において、流体液滴上で働く電気力は、ある場合において、少なくとも約１０－９Ｎ、少
なくとも約１０－８Ｎ、少なくとも約１０－７Ｎ、少なくとも約１０－６Ｎ、少なくとも
約１０－５Ｎ、または少なくとも約１０－４Ｎ、またはそれ以上であり得る。
【０１５４】
　チャネル拡張ジオメトリー
　本明細書に記載される好ましい実施形態において、液滴合流は、現在、液滴を同じ主チ
ャネルに放出する２つの液滴形成ノズルを備えることによって実行されている。ノズルの
サイズは、一方のノズルが排出ラインを満たす大きな液滴を形成し、一方他方のノズルが
第１の液滴よりも小さな液滴を形成することを可能にする。より小さな液滴は、より大き
な液滴の速度よりも遅い速度で形成され、このことは、最大でも１つの小さな液滴が大き
な液滴間にあることを保証する。通常は、小さな液滴は、比較的短い距離にわたってより
大きな液滴に追いつくが、時折、大きな液滴の背後の再循環区域は、小さな液滴が大きな
液滴からサイクル的に分離することを引き起こす。加えて、小さな液滴は、たまに、ノズ
ルと合流電極の間の距離にわたって大きな液滴に追いつかないことがある。従って、ある
状況において、より強固な合流スキームが必要とされる。
【０１５５】
　合流モジュールのジオメトリーの変化は、より広い範囲のサイズおよび流れにわたって
、より強固で信頼できる、液滴の合流または融合を行うことができる。性能を改善するた
めの解決法は、電極間の主チャネルの拡大を配置することである。図１５は、改善された
合流モジュールの概略図である。任意に、この拡大の直前の小さな狭窄（ネックダウン）
は、合流点までの道筋上の液滴を良好に整列させるために使用可能である（図１５にもま
た示す）。この任意のネックダウンは、チャネルの流動ライン中で小さな液滴を中心に集
めることを補助でき、これが拡大部における合流の前に大きな液滴の周囲を流れる可能性
を減少する。電極対は、チャネルの片側または両側のいずれかに配置されてもよい。
【０１５６】
　合流領域の拡大は、操作デバイス上で撮影される顕微鏡写真を通して示されるように、
小さな液滴が大きな液滴を劇的に捕捉することを可能にする。拡大の体積は、大きな液滴
を遅くするために十分に大きく、その結果、小さな液滴が常に大きな液滴に追いつくが、
次の大きな液滴が合流される対に追いつかず、かつそれと接触しない。電極は、液滴が互
いに接触し、場の勾配を通過するときに、合流が起こることを可能にする。
【０１５７】
　検出モジュール
　本発明の微小流動デバイスは、１つ以上の検出モジュールもまた備え得る。「検出モジ
ュール」は、デバイスの中の位置、典型的には、主チャネルの中の位置であり、ここでは
、分子、細胞、小分子、または粒子が、少なくとも１つの所定の特徴に基づいて、検出、
同定、測定、または問い合わせされる。任意に、例えば、レポーターの存在または量につ
いて試験することによって、分子、細胞、小分子、または粒子は一度に試験することがで
き、そして特徴が光学的に検出または測定される。例えば、検出モジュールは、１つ以上
の検出装置と連絡される。検出装置は、光学的検出器または電気的検出器またはその組み
合わせであり得る。適切な検出装置の例には、光導波路、顕微鏡、ダイオード、光刺激デ
バイス（例えば、レーザー）、光電子増倍管、およびプロセッサ（例えば、コンピュータ
およびソフトエア）、およびその組み合わせが含まれ、これらは、特徴、マーカー、また
はレポーターを表すシグナルを検出するために、ならびに測定または分別モジュールにお
ける分別動作を決定および方向付けするために協働する。しかし、他の検出技術もまた利
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用できる。
【０１５８】
　「決定する」という用語は、一般的には、例えば、定量的または定性的である、種の分
析もしくは測定、および／または種の存在もしくは非存在の検出をいう。「決定する」と
は、例えば、定量的または定性的である、２つ以上の種の間の相互作用の分析もしくは測
定、または相互作用の存在もしくは非存在の検出もまたいう。適切な技術の例には以下が
含まれるがこれらに限定されない：本明細書にさらに記載されるような、赤外線、吸収、
蛍光、ＵＶ／可視光、ＦＴＩＲ（「フーリエ変換赤外分光」）、またはラマンなどのスペ
クトル測定；重力測定技術；偏光解析法；圧電測定；イムノアッセイ；電気化学測定；光
学密度測定などの光学測定；円二色性；擬似電光散乱などの光散乱測定；偏光分析；屈折
分析；または濁度測定。
【０１５９】
　検出モジュールは、入口モジュールにおけるまたはその下流にある主チャネルの一部、
および分別の実施形態においては、分別モジュールまたは分岐点の近傍にある、またはそ
の上流にある主チャネルの一部の、中にあるか、それと連絡しているか、またはそれと同
時にある。分別モジュールは、検出モジュールのすぐ下流に位置してもよく、またはこれ
は、分子、チャネルの寸法、および検出システムのサイズと一致している適切な距離で分
けられてもよい。検出モジュールについての正確な境界は、必要とはされないが好ましい
。
【０１６０】
　分子および細胞を検出するために使用する検出モジュールは、所望の分子、細胞、ビー
ズ、または粒子が、それを運ぶ流れと比較して実質的に遅くされることなく、通過するた
めに十分に大きな断面積を有する。検出モジュールの寸法は、研究されるサンプルの性質
によって、特に、研究される液滴、ビーズ、粒子、分子、または細胞（ビリオンを含む）
のサイズによって影響を受ける。例えば、哺乳動物細胞は、約１～５０ミクロン、より典
型的には１０～３０ミクロンの直径を有し得るが、ある哺乳動物細胞は（例えば、脂肪細
胞）、１２０ミクロンよりも大きくあり得る。植物細胞は、一般的には、１０～１００ミ
クロンである。しかし、他の分子または粒子はより小さくあり得、約２０ｎｍから約５０
０ｎｍまでの直径を有する。
【０１６１】
　導波管
　本発明は、液滴の検出および制御のために、自己整合光学的導波管および光学素子（レ
ンズ、プリズム、ミラー、相互接続など）を提供する。かかる導波管は、流体チャネルへ
の十分に規定された光学的アクセスを提供して、光学的散乱、吸収、蛍光、または任意の
他の光学的測定技術を可能にするために使用することができる。
【０１６２】
　導波管を作製するために、別々のシリーズのチャネルおよび有用な形状（レンズ、ミラ
ーなど）が、基材中の他のチャネルの中で同時に（すなわち、同じ処理ステップにおいて
）、または連続するステップにおいてのいずれかで作製することができる。次いで、この
方法で作製された再使用可能なマスターは、特別な備品または引き続くステップにおける
注意深い整列の必要なしで、導波管構成要素および流体チャネルを形成するために使用す
ることができる。次いで、余分のチャネルまたは形状は、チャネルまたは空隙への注入を
通して高い指標の屈折液体（導波管のため）または屈折材料（ミラーのため）で充填され
る。液体は、流体として残るか、または固化させるかのいずれかであり得る。電気通信産
業によって使用されるＵＶ硬化エポキシは、導波管材料としての優れた選択である。可能
な導波管ジオメトリーは、焦点レンズおよび後方反射ミラーを含むことができる。
【０１６３】
　センサー
　１つ以上の検出センサーおよび／またはプロセッサは、流体液滴と検知連絡されるよう
に配置することができる。「検知連絡」は、本明細書で使用される場合、流体システム中
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（例えば、チャネル中）の流体液滴、および／または流体液滴を含む流体システムの一部
が同じ様式で検知および／または決定されるように、センサーがどこにでも配置され得る
ことを意味する。例えば、センサーは、流体液滴、および／または流体液滴を含む流体シ
ステムの一部と、流体的に、光学的または視覚的に、熱的に、空気圧的に、電子的になど
で、検知連絡にあり得る。センサーは、流体液滴、および／または流体液滴を含む流体シ
ステムの一部（例えば、チャネルまたは微小チャネル、流体液滴を含む液体など）を検知
および／または決定することが可能であるように、流体システムに近接して配置され得、
例えば、チャネルの壁の中に包埋されるかもしく統合的に接続され、または流体システム
から別々に配置されるが、しかし、流体系と物理的、電気的、および／または光学的な連
絡を有する。例えば、センサーは、液滴を含むチャネルと任意の物理的連絡を含まないか
もしれないが、しかし、赤外、紫外、または可視光などの、液滴または流体系から生じる
電磁放射を検出するために配置されてもよい。電磁放射は、液滴によって産生される可能
性があるし、および／または流体システム（または流体システムの外部）の他の部分から
生じる可能性があり、そして、例えば、吸収、反射、回折、屈折、蛍光、リン光、極性変
化、相変化、時間に関する変化などを通して、流体液滴の１つ以上の特徴を示すためのよ
うな様式で、流体液滴および／または流体液滴を含む流体システムの一部と相互作用する
。一例として、流体液滴および／または流体液滴を取り囲む液体に向けてレーザーを方向
付けてもよく、流体液滴および／または流体液滴を取り囲む液体の蛍光が決定されてもよ
い。「検知連絡」は、本明細書で使用される場合、直接的または間接的であり得る。一例
として、流体液滴からの光はセンサーに向けられ、またはセンサーに向けられる前に、光
ファイバーシステム、導波管などを通して最初に向けられてもよい。
【０１６４】
　本発明において有用である検出センサーの非限定的な例には、光学的または電磁ベース
のシステムが含まれる。例えば、センサーは、蛍光センサー（例えば、レーザーによって
刺激される）、顕微鏡システム（これは、カメラまたは他の記録デバイスを含み得る）な
どであり得る。別の例として、センサーは、電子センサー、例えば、電場または他の電気
特性を決定することが可能であるセンサーであり得る。例えば、センサーは、流体液滴お
よび／または流体液滴を含む流体系のキャパシタンス、インダクタンスなどを検出し得る
。ある場合において、センサーはプロセッサに接続されてもよく、次には、例えば、液滴
を分別することによって、流体液滴上で実施される操作を引き起こす。
【０１６５】
　特徴
　液滴に関して決定的であり、本発明において使用できる特徴は、当業者によって同定可
能である。かかる特徴の非限定的な例には、蛍光、スペクトル測定（例えば、光学的、赤
外、紫外など）、放射能、質量、体積、密度、温度、粘度、ｐＨ、生物学的物質（例えば
、タンパク質、核酸など）のような物質の濃度などが含まれる。
【０１６６】
　次いで、対応するシグナルが生じ、例えば、「はい」特徴が存在する、または「いいえ
」特徴が存在しないを示す。このシグナルは、定性的または定量的に特徴に対応し得る。
すなわち、シグナルの量は、特徴が存在する程度まで、測定することができ、そして一致
させることができる。例えば、シグナルの強度は、分子のサイズ、または細胞によって発
現される酵素の効力もしくは量、または１つの分子から別の分子への結合もしくはハイブ
リダイゼーションなどのポジティブもしくはネガティブ反応、または酵素によって触媒さ
れる基質の化学反応を示し得る。シグナルに応答して、データを収集することができ、お
よび／または分別モジュール中の制御システムは、存在する場合、収集モジュールまたは
廃棄モジュールへの送達のために、１つの分岐チャネルまたは別の分岐チャネルに、液滴
を迂回させるように活性化することができる。従って、分別の実施形態において、分別モ
ジュールにおける液滴中の分子または細胞は、検出モジュールにおける対応する試験によ
って生じるシグナルに従って適切な分岐チャネルに分別することができる。流路を変更す
る手段は、機械的、電気的、光学的、または本明細書に記載されるいくつかの他の技術を
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通して達成することができる。
【０１６７】
　好ましい検出器は、顕微鏡などの光学的検出器であり、これは、公知の技術を使用して
顕微鏡によって生じた画像または情報を処理するために、コンピュータおよび／または他
の画像処理もしくは増強デバイスと連動されてもよい。例えば、分子は、サイズまたは分
子量によって分析および／または分別できる。酵素は、酵素が基質の化学反応を触媒する
程度により分析および／または分別することができる（反対に、基質は、酵素によって触
媒される化学的反応性のレベルによって分析および／または分別することができる）。細
胞は、特定のタンパク質の存在または量の光学的な指標について各細胞を試験するために
光学的検出器を使用することによって、細胞がそのタンパク質を含むかまたは産生するか
否かに従って分別することができる。タンパク質は、それ自体が、例えば、特徴的な蛍光
によって検出可能であり得るか、またはタンパク質は、所望のタンパク質が存在するか、
または少なくとも閾値量で存在する場合に、検出可能なシグナルを生じるレポーターを用
いて標識されまたはそれに付随されてもよい。本発明の技術を使用して同定または測定さ
れ得る特徴の種類または数には限度がなく、分別のための目的の１つまたは複数の特徴が
、所望の特徴を有する細胞を、それらの特徴を有さないものから区別するために十分に同
定および検出または測定できるという条件で、これらの特徴には、非限定的に、細胞の表
面特徴および細胞内の特徴が含まれる。例えば、本明細書に記載されるような任意の標識
またはレポーターが、分子または細胞を分析および／または分別するため、すなわち、収
集される分子または細胞を検出するためを基礎として、使用することができる。
【０１６８】
　蛍光偏光
　本明細書で使用される場合、分析される生物学的／化学的実体は、それ自体が、例えば
、特徴的な蛍光によって検出可能であり得、または、所望のタンパク質が存在するか、ま
たは少なくとも閾値量で存在する場合、検出可能なシグナルを生じるレポーターで標識さ
れまたはそれに付随されてもよい。
【０１６９】
　量子ドットまたはｑ－ドット（ＱＤ）と呼ばれる発光コロイド半導体ナノ結晶は、有機
色素によって遭遇する機能的な制限のいくつかを回避するための潜在能力を有する無機蛍
光団である。特に、ＣｄＳｅ－ＺｎＳコアシェルのＱＤは、可視スペクトルおよび広い吸
収バンドに及ぶ狭い発光バンド幅（ＦＷＨＭ～３０～４５ｎｍ）を有するサイズ依存性調
節可能光ルミネッセンス（ＰＬ）を示す。これらは、共通の波長でいくつかの粒子サイズ
の同時励起（色）を可能にする。これは、次には、標準的な機器を使用して、いくつかの
色の同時分解を可能にする。ＣｄＳｅ－ＺｎＳ　ＱＤは、高い量子収率もまた有し、光分
解に対して抵抗性であり、そして有機色素に比較し得る濃度で光学的に検出できる。
【０１７０】
　量子ドットは、典型的には、結晶性セレン化カドミウムなどの材料からなるナノスケー
ル半導体である。「ｑ－ドット」という用語は、これらの物質の量子閉じ込め効果を協調
し、典型的には、量子閉じ込めサイズ範囲にある蛍光ナノ結晶をいう。量子閉じ込めとは
、電気的に、または上に光を照射し、再結合するときに光を放射する電子正孔対を生じる
ことによってのいずれかで、半導体を励起することによって生じる、ＬＥＤなどのバルク
（巨視的）半導体からの光放射をいう。発光のエネルギー、およびそれゆえにその波長は
、半導体材料の組成によって支配される。しかし、半導体の物理的サイズが、電子正孔対
の天然の半径（ボーア半径）よりもはるかに小さくまで顕著に減少される場合には、さら
なるエネルギーが、ナノスケール半導体構造中でのこの励起を「閉じ込め」、より短い波
長への放射のシフトを導くために必要とされる。いくつかの濃度における３つの異なるｑ
－ドットは、各々が微小液滴中に配置でき、次いで、何が液滴中にあるかを解読するため
に、微小流体デバイスとともに使用することができる。Ｑ－ドットの読み出しの蛍光ステ
ーションまでの拡張は、微小流体デバイスの設計に組み込むことができる。一連の二色性
ビームスプリッター、発光フィルター、および検出器は、このシステムに積み重ねること
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ができ、必要とされる５つの発光チャネル（２つの蛍光偏光シグナルおよび３つのｑ－ド
ットバンド）の測定を可能にする。
【０１７１】
　蛍光偏光（ＦＰ）検出技術は、薬物発見分野における高スループットスクリーニングア
ッセイのために適切である均質アッセイを可能にする。アッセイにおいて最も一般的な標
識はフルオレセインである。ＦＰアッセイにおいて、蛍光団は、偏光で励起される。光に
平行な蛍光団のみが光を吸収し、励起される。励起状態は、光放射が起こる前に寿命とな
る。この時間の間に、標識された蛍光団分子は回転し、放射された光の偏光は励起表面と
は異なる。偏光を評価するために、２種の測定が必要である：第１の測定は励起フィルタ
ーに平行な偏光放射フィルターを使用し（Ｓ－平面）、そして第２の測定は励起フィルタ
ーに垂直な偏光放射フィルターを用いる（Ｐ－平面）。蛍光偏光応答は、ｍＰ（ミリ－偏
光レベル）として与えられ、そして下記式から得られる：
　偏光（ｍＰ）＝１０００＊（Ｓ－Ｇ＊Ｐ）／（Ｓ＋Ｇ＊Ｐ）
ここで、ＳおよびＰはバックグラウンドを引いた蛍光計数比率であり、Ｇ（格子）は機器
およびアッセイ依存的因子である。
【０１７２】
　分子の回転速度は、分子のサイズ、温度、および溶液の粘度に依存する。フルオレセイ
ンは、ハプテンの受容体－リガンド結合アッセイまたはイムノアッセイのような生物－親
和性アッセイにおける分子の回転速度のために適している蛍光寿命を有する。基本的な原
理は、標識された化合物が小さく、迅速に回転する（低偏光）ということである。標識さ
れた化合物がより大きな分子に結合するとき、その回転は顕著に遅くなる（低偏光から高
偏光へ偏光が変化する）。従って、ＦＰは、タンパク質、核酸、および他のバイオポリマ
ーに結合するトレーサーの含量の直接的な読み取りを提供する。
【０１７３】
　蛍光偏光技術は、何十年もの間、基礎研究および商業的な診断アッセイにおいて使用さ
れてきたが、過去６年間においてのみ、薬物発見において広範に使用され始めた。もとも
とは、薬物発見のためのＦＰアッセイは、単一チューブの分析機器のために開発されたが
、この技術は、等価な感度を有する市販のプレートリーダーが利用可能になったときに、
高スループットスクリーニングアッセイに迅速に転換された。これらのアッセイには、キ
ナーゼ、ホスファターゼ、プロテアーゼ、Ｇタンパク質共役受容体、および核受容体など
のような周知の薬学的標的が含まれる。蛍光強度に基づく他の同種技術が開発されてきた
。これらには、エネルギー移動、クエンチング、および増強アッセイが含まれる。ＦＰは
、これらを超えたいくつかの利点を提供する。これらのアッセイは、通常、構築すること
が容易である。なぜなら、トレーサーは、強度の変化による結合に応答しなくてもよいか
らである。加えて、１つのトレーサーのみが必要とされ、粗受容体調製物が利用されても
よい。さらに、ＦＰは強度に依存しないので、着色した溶液および曇った懸濁液から比較
的影響を受けない。ＦＰは機器の領域においていくつかの利点を提供する。ＦＰは分子の
基本的な特性であるので、試薬は安定であり、標準化がほとんど必要ないか、全く必要な
い。ＦＰは検出器のゲイン設定およびレーザー出力のドリフトに対して比較的感受性でな
い。
【０１７４】
　ＦＰのために選択される色素は、多くの細胞および酵素ベースのアッセイにおいて共通
して使用され、ｑ－ドットと有意に重複しないように設計されている。色素は、クロスト
ークを評価するために、独立して、ｑ－ドットと一緒の両方で（最初は機器なしで）評価
される。好ましくは、液体ｑ－ドット標識は、ＦＡＣＳ分析および分別において現在使用
されているスペクトル波長（すなわち、色素フルオレセイン、Ｃｙ３、Ｃｙ５など）の外
側で読み取られる。このことは、現在使用されているアッセイ（これらの色素に依存して
いる）の使用を可能にする。特定のｑ－ドットを使用して、クロストークが最小化される
。
【０１７５】
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　従って、本発明は、ＦＰの間に他の色素とのクロストークを回避するために唯一の色素
コードを使用することによって、微小流体デバイス上で形成した液滴および／またはナノ
リアクターを標識するための方法を提供する。加えて、本発明は、化合物が、微小流体デ
バイス上でのＦＰによって区別されるように設計されている液体（液滴および／またはナ
ノリアクターを含む）の中に含まれる化合物を標識するためのＦＰ色素コードを作製する
ための方法を提供する。この様式において、同じ色、吸収、および発光を有する色素コー
ドは、液体の中の化合物を標識するために使用できる。
【０１７６】
　１つの態様において、本発明は、液体を標識するための蛍光偏光の使用に向けられる。
液滴はいくつかの手段を使用して標識することができる。これらの標識手段には、異なる
色素、量子ドット、キャパシタンス、不透明性、光散乱、蛍光強度（ＦＩ）、蛍光寿命（
ＦＬ）、蛍光偏光（ＦＰ）、円二色性（ＣＤ）、蛍光相関、およびこれらの以前の標識手
段のすべての組み合わせの使用が含まれるがこれらに限定されない。以下の開示は、微小
流体デバイス上で液滴を標識するための手段としてのＦＰおよびＦＩの使用を記載してい
る。加えて、溶液の全体のＦＰを調整するための手段としてのＦＬの使用、および全体の
ＦＩの濃度を変化させることによって二次元コードスキームを作製が実証されている。
【０１７７】
　一般的に、より多くの体積を取り込む分子は、同じ蛍光団に結合したより小さな分子よ
りもより遅く転がる（図１６）。ＦＰは色素の濃度とは独立しており；液体は非常に大き
く異なるＦＩＴＣの濃度を有し得、それらの中で、なお同一のＦＰ測定を有する。
【０１７８】
　好ましい実施形態において、ＦＰ色素は有機色素であり、アッセイ色素と干渉しない有
機色素が使用される。さらに、ＦＰ色素の全体の強度は定量できるので、液滴を標識する
ための第２の次元が提供される。従って、液滴を含む液体溶液中で色素のコードスキーム
を作製するために、ＦＰの違いを利用することができる。一例は図１７に示され、それに
よって、液滴は３つの異なるサイズのＦＩＴＣ分子（すなわち、３つの異なる液滴は、そ
れぞれ、ＦＩＴＣ分子、およびビオチンまたはストレプトアビジンのいずれかに結合され
ているＦＩＴＣを含む）で標識される。それゆえに、一次元において、ＦＰはコードスキ
ームを作製するために使用することができる。しかし、本発明は、第２次元において、さ
らに多くの標識を作製するために、全体の溶液の蛍光強度（ＦＩ）もまた使用できる。二
次元で液滴を標識する一例は図１８に示される。
【０１７９】
　興味深いことに、合わせた溶液の全体のＦＰを変化させるために、検出された発光波長
のスペクトルの重複を用いる２種の色素の蛍光寿命（ＦＬ）の違いもまた、利用すること
ができる（図１８および１９を参照のこと）。
【０１８０】
　図１７は、色素分子が一定の範囲のＦＰに及ぶように結合されている複数の化合物の使
用を議論しているが、高分子量または低分子量の化合物のセットを使用して、その範囲を
測ることもまた可能である。図１９に例示されているように、色素は、大きな化合物（例
えば、ストレプトアビジン）に結合でき、固定濃度で維持でき、そしてその濃度まで、よ
り小さな化合物（例えば、遊離の色素分子）が同じ溶液に滴定される。溶液のＦＰは、よ
り小さな分子のＦＰよりもいくぶんわずかに大きくなるまで、より大きな分子の値からの
識別可能な増分の中にあるように、調整することができる。「全体の」色素強度は、２つ
の色素結合化合物の混合物の濃度を変化させることによって、変化させることができる。
全体の色素濃度およびＦＰを変化させることにより、２つの次元が、ＦＰ色素コード（Ｆ
Ｐコード）を生成するために使用できる。従って、多くのＦＰコードは、２つの化合物の
みを使用して生成することができる。
【０１８１】
　このことは、ＧＦＰなどの大きな蛍光タンパク質、およびより小さな分子と組み合わせ
たフィコビリタンパク質の使用もまた含むことができる。
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【０１８２】
　生物学的色素中で一般的に使用されている色素の例を以下の表に列挙する。
【０１８３】
【化６】

　別の態様において、本発明は、色素発光および色素濃度以外の特性を使用して、固体を
直接標識している。１つの実施形態において、固体は、例えば、ビーズまたは固体支持体
もしくはチップ上の位置を含み得る。液体について上記に実証したように、ＦＩおよびＦ
Ｌは、標識として使用される特徴の多くの次元のうちの２つであり得る。非限定的な例と
して、ビーズまたは他の移動性固体支持体などの固体について、全体のＦＰを変化させる
ために異なるＦＬとともに２つの色素を使用することが可能である。
【０１８４】
　別の実施形態において、色素をビーズに結合するために、リンカーを使用することがで
きる。リンカーは、色素が回転する（すなわち、転がる）ための異なる自由な角度を有す
ることを許容するために、変化させることができる。この様式でリンカーを変化させるこ
とは、結合した色素のＦＰを変化させることができ、これは、独特な組み合わせで、標識
として使用することができる。ある実施形態において、ビーズは、有機溶媒中で膨張し得
、色素は疎水性力によって、適所に保持され得る。この場合において、液体標識のための
上記のＦＰ、ＦＩ、ＦＬの方法は、ビーズを標識するための手段としてもまた使用できる
。クエンチング分子もまた、色素の特徴を変化させるために使用できる。かかるクエンチ
ングは、連続的であり得るか、または、リンカー内部の相互作用の強度（例えば、種々の
長さのヌクレオチドステムループ構造）に依存して、ペプチドまたは核酸リンカーなどの
分子の、一緒に分子を運ぶ異なる手段との相互作用を通して、もたらされ得る。
【０１８５】
　実質的アレイ、ランダムアレイ、および非ランダムアレイ上で分析される反応（以下に
手短に議論される）もまた、多重化のために一般的に使用される２種（ｃｙ３およびｃｙ
５の強度）を超えて増加することができる。例えば、異なるＦＰ、ＦＩなどが読み取りと
して使用できる。
【０１８６】
　ランダムアレイ解読：先行技術のビーズは、光ファイバー面板の中で適所に保持されて
いる１つ以上の付着前オリゴヌクレオチド結合ビーズを使用している（例えば、Ｉｌｌｕ
ｍｉｎａによって使用されるもの）。ビーズ上のオリゴは、標識された相補性オリゴの連
続的ハイブリダイゼーションを使用して解読される。先行技術のアッセイは、各々の型の
ビーズに装着された別々のオリゴヌクレオチド相補性ジップコード（「Ｉｌｌｕｍａｃｏ
ｄｅ」）を使用する。
【０１８７】
　本明細書に記載される本発明は、ＦＰ、ＦＩ、ＦＬ標識ビーズまたは移動性固体支持体
がランダムアレイ（例えば、Ｉｌｌｕｍｉｎａによって製造されたようなチップ）に配置
され得、ＦＰ、ＦＩ、ＦＬがビーズを解読するために使用されるという点で、先行技術の
方法よりも優れている。ビーズのＦＰ、ＦＩ、ＦＬは、チップを使用する前に解読可能で
あり、異なるビーズは、それらの特定の位置に関して「マッピング」される。または、ビ
ーズは、アッセイの読み取りの結合の間に解読することができる。有意には、本発明によ
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って記載される方法は、分析前または分析の間のいずれかに、各ビーズ型の位置をあらか
じめ決定するために使用できる。
【０１８８】
　実質的アレイ解読：先行技術の方法は、１００ビーズ型のセットを区別するために２つ
のレーザーおよび３つの検出器を使用する。ビーズ型は、ビーズ中に含まれる１０濃度（
色素あたり）の１つで存在する２つの異なる色素のＦＩによって区別され、アッセイ検出
器は、ビーズ上のフルオレセイン濃度を測定するために使用される。有機溶媒で膨張した
ビーズに加えられる色素は、ビーズには直接的に付着されないが、疎水性力によってビー
ズ中に保持されたままである。
【０１８９】
　本発明に記載されるような本発明の方法を使用して、ＦＰを測定するために使用される
先行技術の機械への第２の検出器を加えることができ、それによって、三次元目を加え、
先行技術において利用可能である１００個を超えるコードスキームを拡張する。
【０１９０】
　非ランダムアレイ解読：先行技術のチップ（Ａｆｆｙｍｅｔｒｉｘによって使用される
ものなど）において、オリゴヌクレオチドをチップ上で直接的に合成する。解読は、チッ
プ上のアッセイの位置を知るという単純な問題である。
【０１９１】
　本発明に記載されるような方法は、チップ上で同時に分析する（すなわち、多重化する
）ことが可能である、事象の数を増加させるためのようなチップとともに有利に使用でき
る。非限定的な例として、Ｃｙ３、Ｃｙ５、ＦＬ、およびＦＰが、ハイブリダイゼーショ
ン反応のための分析マーカーとして使用できる。
【０１９２】
　本発明は、高周波識別（ＲＦＩＤ）を使用してマイクロサイズまたはナノサイズの液滴
を標識するための方法もまた提供する。ＲＦＩＤタグは、液滴中の内容物の同定を改善で
きる。好ましくは、液滴は、微小流体デバイス中で利用される。
【０１９３】
　ＲＦＩＤは、ＲＦＩＤタグまたはトランスポンダと呼ばれるデバイスを使用して、デー
タを保存すること、およびデータを遠隔操作で取り出すことに依存する、自動化同定方法
である。ＲＦＩＤタグは、電波を使用する同定の目的のために、製品、動物、またはヒト
に付着され得、または取り込まれ得る物体である。チップベースのＲＦＩＤタグは、シリ
コンチップおよびアンテナを備える。パッシブタグは内部電源を必要としないのに対して
、アクティブタグは電源を必要とする。Ｈｉｔａｃｈｉは「粉末」０．０５ｍｍ×０．０
５ｍｍ　ＲＦＩＤチップを有する。新たなチップは遺伝の記録ホルダー、０．４ｍｍ×０
．４ｍｍ　ｍｕチップよりも６４倍小さく、Ｈｉｔａｃｈｉの去年のプロトタイプよりも
９倍小さく、そして独特な３８桁ＩＤ番号を保存し得る１２８ビットＲＯＭの余裕がある
。
【０１９４】
　１つの実施形態において、ＲＦＩＤタグを含む溶液は液滴に乳化され、液滴溶液中での
物質の同定のための標識として使用される。適用には、遺伝学、ゲノミクス、プロテオミ
クス、化学合成、バイオ燃料、その他が含まれるがこれらに限定されない。
【０１９５】
　レーザー
　レポーターを検出するため、または分子、細胞、もしくは粒子が所望の特徴を有するか
否かを決定するために、検出モジュールは、例えば、レーザー、半導体レーザー、発光ダ
イオード（ＬＥＤ）、高輝度ランプ（例えば、水銀ランプ）などのような測定可能な光エ
ネルギーを放射する特徴について、レポーターを刺激するための装置を備えてもよい。ラ
ンプが使用される場合、チャネルは、好ましくは、検出モジュールを除くすべての領域に
おいて光から遮断される。レーザーが使用される場合、レーザーは、異なる分析ユニット
からの検出モジュールのセットを横切って走査するように設定することができる。加えて
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、半導体レーザーまたはＬＥＤは、分析ユニットを備える同じチップ上で微細加工されて
もよい。代替的には、半導体レーザーまたはＬＥＤは、ダイオードからのレーザー光が検
出モジュール上で輝くように、分析またはマイクロチップに隣接して配置される第２のチ
ップ（すなわち、半導体レーザーチップ）に取り込まれ得る。
【０１９６】
　一体型半導体レーザーおよび／または一体型光ダイオード検出器は、検出モジュールの
近傍の基材上に備えることができる。この設計は、励起および／または発光放射のための
コンパクトさおよびより短い光路の利点を提供し、従って、ゆがみおよび損失を最小化す
る。
【０１９７】
　レポーターによって産生される蛍光は、検出領域を通過している分子（例えば、ＤＮＡ
、タンパク質、酵素、または基質）または細胞に焦点を合わせたレーザービームを使用し
て励起される。蛍光レポーターには、ローダミン、フルオレセイン、テキサスレッド、Ｃ
ｙ３、Ｃｙ５、フィコビリタンパク質（例えば、フィコエリトリン）、グリーン蛍光タン
パク質（ＧＦＰ）、ＹＯＹＯ－１、およびピコグリーンが含まれ得るがこれらに限定され
ない。分子フィンガープリンティング適用において、レポーター標識は、フルオレセイン
－ｄＮＴＰ、ローダミン－ｄＮＴＰ、Ｃｙ３－ｄＮＴＰなどのような蛍光標識された単一
のヌクレオチドであり得；ここで、ｄＮＴＰは、ｄＡＴＰ、ｄＴＴＰ、ｄＵＴＰ、または
ｄＣＴＰを表す。このレポーターは、ビオチン－ｄＮＴＰなどの化学修飾された単一のヌ
クレオチドでもあり得る。レポーターは、蛍光的にまたは化学的に標識されたアミノ酸ま
たは抗体（これは、細胞またはウイルスによって発現またはディスプレイされたときに、
特定の抗原またはそのフラグメントに結合する）であり得る。
【０１９８】
　本発明のデバイスは、蛍光活性化細胞ソーティング（ＦＡＣＳ）設備を使用して現在利
用されているのと同様の様式で、そこに結合した検出可能なレポーターを有する、細胞表
面マーカーなどの選択した細胞マーカーの発現のレベルに基づいて、細胞を分析および／
または分別できる。細胞内にあり、細胞表面に出現する必要は必ずしもないタンパク質ま
たは他の特徴もまた、同定または分別のための基礎として使用することができる。このデ
バイスはまた、検出モジュールを通過しているポリヌクレオチドまたはポリペプチド（酵
素または他のタンパク質を含む）またはそのフラグメントのような分子のサイズまたは分
子量を決定することもできる。または、このデバイスは、レポーターによって示されるい
くつかの他の特徴の存在または程度を決定することができる。所望される場合、細胞、粒
子、または分子は、この分析に基づいて分別することができる。分別した細胞、粒子、ま
たは分子は、収集モジュール中の出口チャネルから収集することができ（または廃棄モジ
ュールから廃棄することができ）、そして必要に応じて使用することができる。収集され
た細胞、粒子、または分子は、さらなる合流、分析、および分別のために、デバイスから
取り出すことができ、またはデバイスに再導入することができる。
【０１９９】
　プロセッサ
　本明細書で使用される場合、「プロセッサ」または「マイクロプロセッサ」は、例えば
、数式または電子回路もしくは計算回路を使用することによって、１つ以上のセンサーか
らのシグナルを受け取り、シグナルを保存し、および／または１つ以上の応答を方向付け
る（例えば、上記のように）ことが可能である任意の構成要素またはデバイスである。シ
グナルは、センサーによって決定される環境因子を示す任意の適切なシグナル、例えば、
空気シグナル、電子シグナル、光学的シグナル、機械的シグナルなどであり得る。
【０２００】
　本発明のデバイスは、液滴の周囲のシグナルを送信すること、および液滴に近接してい
る電気シグナルを拾い上げることによって液滴を検出するための、組み込まれた金属合金
成分、および／または導電性層の中にパターン化された特徴などの特徴を備えることがで
きる。
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【０２０１】
　並行分析
　液滴内容物検出はまた、単分子限界と同程度の感度を有する分光学的蛍光画像処理を使
用して、並行して複数の液滴の内容物の同時検出によって達成することもできる。蛍光団
生物学的マーカーのような蛍光実体、および／または顕微鏡の視野の二次元シートの中の
量子ドットを含む液滴を空間的に分配することができる。次いで、これらの液滴の視野は
、蛍光励起源によって照射することができ、得られる蛍光は分光学的に画像化できる。そ
れゆえに、所定の蛍光検出感度について、単一液滴蛍光検出法と比較した、蛍光検出の処
理能力は、所定の感度について、ａ／ｂの因数で増加され得、ここで、ａは所定の視野内
で画像化できる液滴の数であり、ｂは、複数液滴の蛍光検出器と比較した、単一液滴の蛍
光検出器の蛍光感度の比率である。さらに、液滴が検出体積を通して流れ、その結果、そ
れらの検出体積への滞留時間、従って、シグナル積分時間および感度が制限されている単
一液滴蛍光検出法とは異なり、視野の中の液滴の滞留時間は無制限であり得、それによっ
て、単一分子限界と同程度に高い感度を可能にする。
【０２０２】
　ビーズ
　本発明のデバイスは、ビーズの使用、ならびにビーズを分析および分別するための方法
（すなわち、ビーズリーダーデバイス）もまた含む。このデバイスは、２つ以上のビーズ
のセットの１つ以上を含む液滴を読み取り、そして分別するかまたは分別しないかのいず
れかであり得る。各ビーズはセット内の他のビーズから互いに区別することができる。ビ
ーズは、量子色素、蛍光色素、蛍光色素の比率、放射能、放射性タグなどを含むがこれら
に限定されない、いくつかのタグによって分離することができる。例えば、一連のビーズ
は、区別できる量である２種の色素の一定の比率を含み、１つの区別できる比率を含むビ
ーズを、２つの色素の異なる比率を有するこのセット中の他のビーズから検出および区別
するための装置を伴う。微小流体デバイスは常磁性ビーズを含み得る。常磁性ビーズは、
液滴の合流事象と分裂事象を使用して、液滴からの化学成分の導入および取り出しを行う
ことができる。常磁性ビーズは、液滴を分別するためにもまた使用できる。
【０２０３】
　本発明は、限定された希釈－負荷、次いで液滴内部での化学的または光学的放出を通し
て、ビーズ上の分子ライブラリーをスクリーニングする方法を提供する。ビーズ上での化
学合成方法が提供され、液滴中での放出手段（化学的、ＵＶ光、熱など）を使用して、ビ
ーズに付着した上記化学物質を遊離させ、次いで、さらなる操作のために第２の液滴を第
１の液滴と合わせる。例えば、ビーズを同定するための手段（例えば、質量スペクトルタ
グを使用する）と同時の、ビーズ上での化学物質のテーバッグ合成である。流体の流れに
おける液滴中で得られる混合化学ビーズを使用すること、およびＵＶ光にビーズを曝露す
ることで、ビーズから液滴環境に合成した化学物質を放出する。細胞を含む液滴と、放出
した化学物質を含む液滴を合わせ、そして細胞ベースのアッセイを実施する。所望の特徴
を有する液滴を分別し（例えば、レポーター遺伝子を作動させる）、次いで、質量スペク
トル測定を使用して、分別したビーズを分析する。
【０２０４】
　本発明のデバイスは、ビーズ分別の前にカラム分離を含むことができる。デバイスは、
液滴形成の前に、サンプルをクロマトグラフィーで分別するための分離手段を負荷したチ
ャネルを備える。かかる分離手段は、サイズ、電荷、疎水性、原子量などを含み得る。分
離は、同一組成で、または化学的（例えば、塩または疎水性を使用する）、電気的、圧力
によるなどの勾配を生成する手段の使用によって、行うことができる。例えば、チャネル
に、セファロースサイズ排除媒体を前負荷する。サンプルは一方の末端から負荷し、液滴
は反対側の末端で形成される。サンプルは、液滴中に取り込まれる前にサイズによって分
離される。
【０２０５】
　分別モジュール
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　本発明の微小流体デバイスは、１つ以上の分別モジュールをさらに備え得る。「分別モ
ジュール」は、検出モジュール中での試験と関連して受容されるシグナルに依存して、出
口モジュール（すなわち、収集モジュールまたは廃棄モジュール）への送達のために、１
つ以上の他のチャネル、例えば、分岐チャネルに入るために、分子、細胞、小分子、また
は粒子の流れが方向を変えることができるチャネルの接続部である。典型的には、分別モ
ジュールは、モニターされ、および／または検出モジュールの制御下にあり、それゆえに
、分別モジュールは、かかる検出モジュールに「対応」し得る。分別領域は、１つ以上の
分別装置と連絡し、そしてこれによって影響を受ける。分別装置は、技術または制御シス
テム、例えば、誘電性、電気性、電気浸透性、（微小）バルブなどを備える。制御システ
ムは、分子、細胞、小分子、または粒子の流れを、所定の分岐チャネルに変更または方向
付けるための種々の分別技術を利用することができる。「分岐チャネル」は、分別領域お
よび主チャネルと連絡しているチャネルである。主チャネルは、例えば、Ｔ形状またはＹ
形状を形成する、分別モジュールまたは「分岐点」において２つ以上の分岐チャネルと連
絡することができる。他の形状およびチャネルジオメトリーが所望されるように使用され
てもよい。典型的には、分岐チャネルは、検出モジュールによって検出され、そして分別
モジュールにおいて分別されるように、目的の分子、細胞、小分子、または粒子の特徴に
依存して、分子、細胞、小分子、または粒子を受容する。分岐チャネルは、出口モジュー
ルを有し、および／または、分子、細胞、小分子、もしくは粒子の収集もしくは廃棄を可
能にするためのウェルもしくはリザーバ（それぞれ、収集モジュールまたは廃棄モジュー
ル）で終結し得る。または、分岐チャネルは、さらなる分別を可能にするための他のチャ
ネルと連絡してもよい。
【０２０６】
　本発明のデバイスは、１つ以上の出口モジュールをさらに備え得る。「出口モジュール
」は、合流、検出、および／または分別の後で、分子、細胞、小分子、または粒子を収集
または分配するデバイスの領域である。出口モジュールは、収集モジュールおよび／また
は廃棄モジュールを備え得る。収集モジュールは、サンプルを保存するための手段に接続
することができる。収集モジュールは、検出モジュールにおいて特定の所定の特徴を有す
るとして検出される液滴を収集および含有するためのウェルまたはリザーバであり得る。
収集モジュールは温度制御され得る。廃棄モジュールは、サンプルを廃棄するための手段
に接続することができる。廃棄モジュールは、検出モジュールにおいて特定の所定の特徴
を有さないとして検出される液滴を収集および含有するためのウェルまたはリザーバであ
り得る。出口モジュールは、存在する場合、分別モジュールの下流にあり、または分別モ
ジュールが存在しない場合、検出モジュールの下流にある。出口モジュールは、収集モジ
ュールまたは廃棄モジュールへの接続のための分岐チャネルまたは出口チャネルを含み得
る。デバイスは、１つより多くの出口モジュールを含み得る。
【０２０７】
　流体液滴の特徴は、例えば、本明細書に記載されるように、いくつかの様式で検知およ
び／または決定されてもよく（例えば、液滴の蛍光が決定され得る）、そして応答におい
ては、電場が流体液滴から適用または取り出されてもよく、特定の領域（例えば、チャネ
ル）に流体液滴を方向付ける。流体液滴は、好ましくは、電荷を有さない流体液滴（これ
は最初には、電荷を有してもよく、または電荷を有さなくてもよい）の中に双極子を誘導
することによって分別または案内され、電場の適用を使用して、液滴を分別しまたは導く
。電場はＡＣ場またはＤＣ場などであり得る。例えば、図２０Ａを参照すると、液滴５３
０および液体５３５を含むチャネル５４０は、チャネル５４２および５４４に分かれる。
液滴５３０は電荷を有さない。電極５２６はチャネル５４２の近くに配置されているのに
対して、電極５２７はチャネル５４４の近くに配置されている。電極５２８は、チャネル
５４０、５４２、および５４４の接合部の近くに配置されている。図２０Ｃおよび２０Ｄ
において、電極５２６、５２７、および／または５２８を使用して、流体液滴中で双極子
が誘導される。図２０Ｃにおいて、電極５２７および５２８を使用して、液滴に電場５２
５を適用することによって液滴５３０中で双極子が誘導される。電場の強さに起因して、
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液滴は、右側に強く誘引され、チャネル５４４に入る。同様に、図２０Ｄにおいて、電極
５２６および５２８を使用して電場５２５を液滴に適用することによって、液滴５３０中
で双極子が誘導され、液滴がチャネル５４２に誘引されることを引き起こす。従って、適
切な電場を適用することによって、液滴５３０は、所望されるように、チャネル５４２ま
たは５４４のいずれかに方向付けることができる。
【０２０８】
　本発明は、上記の好ましい誘電性液滴分別技術の効率、正確さ、および信頼性の改善も
また提供する。片側の誘電性分別は、２つの排出レッグと切り換え可能な電場の間の流れ
の不均衡の組み合わせに依存して、主サンプル流動から目的の液滴を選択的に分別する。
分別の決定は、液滴およびその内容物のリアルタイム測定のある形態に基づいて行われる
。図２１および２２は、片側誘電性分別のための種々の可能な多くの流体および電極ジオ
メトリーを示す。図２１、パネルＡ～Ｄは、非対称分別適用において使用できる、可能な
フロチャネルジオメトリーを示す。パネルＦは、障壁、例えば、その左側に流体の流れが
通らない障壁の使用を図示する。これらの設計は、流体チャネルの単なる概念的な表示で
あり、実際の設計は、当業者によって決定されるように、絶対的および相対的な寸法で異
なる可能性があることに注意されたい。
【０２０９】
　図２２は、非対称分別適用において使用される可能な電極ジオメトリーを示す。パネル
Ａは、鋭い先端の電極の使用を示す。パネルＢは、液滴と電場の間の相互作用時間を増加
させるための広い先端の電極を示す（先端は多くの滴下直径の長さであり得る）。パネル
Ｃは、収集ラインをまたぐ電極を示す。パネルＤは、主チャネルの反対側の電極を示す。
パネルＥは非対称電極対を示す（非対称性は他の電極対配置のいずれかにも同様に存在し
得る）。これらの設計は、電極の単なる概念的な表示であり、実際の設計は、当業者によ
って決定されるように、絶対的な寸法および電極形状で異なる可能性があることに注意さ
れたい。流体チャネルジオメトリーは「Ｙ」接続部として描かれているが、図２１に示さ
れる任意のチャネルジオメトリーが、これらの図において置き換え可能である。
【０２１０】
　典型的には、収集レッグの流速が、収集ラインへの液滴の押し出しを開始するために必
要なレベルのすぐ下の値に設定される（図では４０％と示しているが、実際の値はこれと
は異なる可能性があり、実際の流体および電極のジオメトリー、全体の流れ、ならびに液
滴のサイズおよび組成に依存する）。
【０２１１】
　代替的な設計ストラテジーとして、収集レッグは、液滴が通常分別収集ラインを下って
流れる流速で操作可能であり（すなわち、図に示す分流は、４０％収集／６０％廃棄から
、６０％収集／４０％廃棄に変更する）、目的の液滴が検出されるまで、電場は加圧を維
持する。この時点で、電場は停止し、液滴は、電気力の代わりに流体力に基づいて収集レ
ッグを引き下ろす。
【０２１２】
　または、流体液滴は、液滴上で電場を作り出すことによって方向付けてもよく（例えば
、以前に記載されたように）、ＡＣ場、ＤＣ場などであり得る、適用した電場を使用して
液滴を導く。一例として、電場は、必要に応じて、特定の領域に流体液滴を方向付けるた
めに、選択的に適用されてもよく、取り除かれてもよい（または異なる電場が適用されて
もよい）。電場は、ある実施形態においては、流体液滴を含む液体の流れを実質的に変化
させることなく、必要に応じて、選択的に適用されてもよく、取り除かれてもよい。例え
ば、液体は、実質的に、定常状態を基礎として（すなわち、流体液滴を含む液体の平均流
速が、定常状態流または時間に関する液体の流れの予想値の２０％未満または１５％未満
偏向し、そしてある場合において、平均流速は、１０％未満または５％未満偏向する）、
または本発明の流体システムを通して（チャネルまたは微小チャネルを通して）の他の所
定の基礎に基づいて流れてもよく、液体中に含まれる流体液滴は、流体システムを通して
の液体の流れを実質的に変化させることなく、例えば、電場を使用して、種々の領域に方
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向付けられてもよい。
【０２１３】
　しかし、他の実施形態において、流体液滴は、液滴を含む液体の流れを変化させること
によって、本発明の流体システムの中でスクリーニングまたは分別されてもよい。例えば
、１つのセットの実施形態において、流体液滴は、流体液滴を取り囲む液体を、第１のチ
ャネル、第２のチャネルなどに方向付けることによって、誘導または分別されてもよい。
【０２１４】
　別のセットの実施形態において、流体システム、例えば、異なるチャネルの中、または
チャネルの異なる部分の中の圧力は、流体液滴の流れを方向付けるために制御可能である
。例えば、液滴は、流れのさらなる方向のために、複数の選択肢を含むチャネル接続部に
向かって方向付けることができる（例えば、任意の下流の流れチャネルを規定するチャネ
ル中で、分岐またはフォークに向かって）。任意の下流の流れチャネルの１つ以上の中の
圧力は、液滴をチャネルの１つに選択的に方向付けるように制御することができ、圧力の
変化は、接続部に到達するために連続液滴が必要とする時間のオーダーに対して影響を与
える可能性があり、その結果、各々の連続的な液滴の下流の流路は、独立して制御可能で
ある。１つの配置において、液体リザーバの延長および／または短縮は、例えば、流体液
滴を含む液体の方向付けられた動きを引き起こすことによって、流体液滴をチャネルに誘
導または分別するために使用されてもよい。液体リザーバは、活性化されたときに、活性
化リザーバによって引き起こされる液体の流れが液体を好ましい方向に流させ、その好ま
しい方向で流体液滴を運ぶように、配置されてもよい。例えば、液体リザーバの延長は、
リザーバに向かう液体の流れを引き起こす可能性があるのに対して、液体リザーバの短縮
は、リザーバから離れる液体の流れを引き起こす可能性がある。ある場合において、液体
リザーバの延長および／または短縮は、例えば、本明細書に記載されるような、他の流れ
制御デバイスおよび方法と組み合わせてもよい。液体リザーバの延長および／または短縮
を引き起こすことが可能なデバイスの非限定的な例には、ピストンおよび圧電部品が含ま
れる。ある場合において、圧電部品は、例えば、電気シグナルに応答した、それらの比較
的迅速な応答時間に起因して、特に有用であり得る。
【０２１５】
　ある実施形態において、流体液滴は、２つより多くのチャネルに分別されてもよい。ま
たは、流体液滴は、例えば、特定の適用に依存して、２つ以上の別々の液滴に分別および
／または分割されてもよい。上記の技術のいずれかが、液滴を分割および／または分別す
るために使用されてもよい。非限定的な例として、第１の電場をデバイス（またはその一
部）に適用する（または取り除く）ことによって、流体液滴は、第１の領域またはチャネ
ルに方向付けられてもよい；第２の電場をデバイス（またはその一部）に適用する（また
は取り除く）ことによって、液滴は、第２の領域またはチャネルに方向付けられてもよい
；第３の電場をデバイス（またはその一部）に適用することによって、液滴は、第３の領
域またはチャネルに方向付けられてもよい、などであり、ここで、電場は、何らかの点で
、例えば、強度、方向、周波数、時間などが異なっていてもよい。一連の液滴中で、各液
滴は、独立して、分別および／または分割されてもよい；例えば、ある液滴は、１つの位
置から別の位置まで方向付けられてもよいのに対して、他の液滴は複数の液滴に分割され
、２つ以上の位置に方向付けられてもよい。
【０２１６】
　ある場合において、速い分別速度は、本発明の特定のシステムおよび方法を使用して達
成可能であり得る。例えば、１秒あたり少なくとも約１液滴が、ある場合において決定お
よび／または分別されてもよく、他の場合において、１秒あたり少なくとも約１０液滴、
１秒あたり少なくとも約２０液滴、１秒あたり少なくとも約３０液滴、１秒あたり少なく
とも約１００液滴、１秒あたり少なくとも約２００液滴、１秒あたり少なくとも約３００
液滴、１秒あたり少なくとも約５００液滴、１秒あたり少なくとも約７５０液滴、１秒あ
たり少なくとも約１０００液滴、１秒あたり少なくとも約１５００液滴、１秒あたり少な
くとも約２０００液滴、１秒あたり少なくとも約３０００液滴、１秒あたり少なくとも約
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５０００液滴、１秒あたり少なくとも約７５００液滴、１秒あたり少なくとも約１０、０
００液滴、１秒あたり少なくとも約１５，０００液滴、１秒あたり少なくとも約２０，０
００液滴、１秒あたり少なくとも約３０，０００液滴、１秒あたり少なくとも約５０，０
００液滴、１秒あたり少なくとも約７５，０００液滴、１秒あたり少なくとも約１００，
０００液滴、１秒あたり少なくとも約１５０，０００液滴、１秒あたり少なくとも約２０
０，０００液滴、１秒あたり少なくとも約３００，０００液滴、１秒あたり少なくとも約
５００，０００液滴、１秒あたり少なくとも約７５０，０００液滴、１秒あたり少なくと
も約１，０００，０００液滴が、かかる様式で、決定および／または分別されてもよい。
【０２１７】
　複数測定分別
　ある実施形態において、２つの異なる測定に基づいて液滴を分別することが有用であり
得る。例えば、２つのシグナルの比率、２つのシグナルの合計、または２つのシグナル間
の違いに基づいて分別することが望ましくあり得る。具体的には、これは、酵素を最適化
したい場合であって、その結果、その酵素が１種の基質に対して働くが他に対しては働か
ず、または２種の基質に対して働く場合に有用である。これは、液滴の集団に対して複数
ラウンドの選択を使用して行うためには容易ではない。現在の分別技術のこの欠点を克服
するために、本発明は、液滴を分割し、２つの娘液滴に対して異なる実験を実施し、次い
で再順序付けを行い、その結果、連続的に検出器を通過するための適切なジオメトリーを
有する複数チャネルを備えたデバイスを提供する。次いで、２つのシグナルにおける合計
、比率、または違いを、液滴が分別分岐に入る前に計算することができる。指標色素また
は等価な物質は、各液滴がレーザーに入りそして離れるときを示すために、一方または両
方の液滴に加えてもよい。代表的なスケッチを図２３に示す。
【０２１８】
　サンプル回収
　本発明は、細胞の生存度に対する潜在的な損傷を最小化するように、最小限の数の工程
でかつ穏やかな様式で、微小流体デバイス上で収集された水性エマルジョンから水相成分
を回収するための方法を提案する。
【０２１９】
　１つの態様において、連続相キャリア流体中の水相成分を含む安定な水性サンプル液滴
エマルジョンは、連続相キャリアオイルの上端にクリーム状にされる。非限定的な例とし
て、連続相キャリア液体は、１つ以上の安定化界面活性剤を有し得るパーフルオロカーボ
ンオイルを含み得る。水相エマルジョンの密度よりも高い連続相流体の密度によって、水
性エマルジョンは、上端に上昇するか、または連続相キャリア流体から分離する。例えば
、１．０である水性エマルジョンの密度と比較される、デバイスの１つの実施形態におい
て使用されるパーフルオロカーボンオイルは１．８である。
【０２２０】
　次いで、クリーム状にされたエマルジョンは、パーフルオロ化アルコール（例えば、１
Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－パーフルオロ－１－オクタノール）などの不安定化界面活性剤を
含む第２の連続相キャリア流体の上に配置される。この第２の連続相キャリア流体もまた
、パーフルオロカーボンオイルであり得る。混合の際に、水性エマルジョンは合流し始め
、合流は、低速の手短な遠心分離（例えば、微量遠心管中、２０００ｒｐｍ、１分間）に
よって達成される。ここで、合流した水相は除去できる（細胞は、さらなる分析のために
適切な環境に配置することができる）。
【０２２１】
　本発明とともに有用である、さらなる不安定化界面活性剤および／またはオイルの組み
合わせは、同定または合成することができる。
【０２２２】
　混合モジュール
　本発明の微小流体デバイスは、１つ以上の混合モジュールをさらに備えることができる
。１つ以上の合流モジュール中での１つ以上の液滴の合流は、合流液滴の内容物を混合す
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るために十分であり得るが（例えば、液滴内に存在するものを回転ボルテックスすること
を通して）、２つの液滴が融合または合流する場合、液滴中の完全な混合は、即時的には
起こらないことに注意するべきである。その代わりに、例えば、合流した液滴は、最初に
、第１の流体領域（第１の液滴から）および第２の流体領域（第２の液滴から）から形成
される可能性がある。従って、ある場合において、流体領域は、例えば、流体液滴の中の
内部の「逆回転」流に起因して、別々の領域として残っている可能性があり、従って、不
均一な流体液滴を生じる。「混合モジュール」は、これらの内容物を混合するために、振
盪するための特徴を備え、またはさもなくは液滴を操作することができる。混合モジュー
ルは、好ましくは、合流モジュールから下流でかつ検出モジュールの上流である。混合モ
ジュールは、液滴の内容物を混合するため、および微小流体デバイス中で単一の液滴に合
わせる流体の混合回数を減少させるために、チャネルジオメトリー、音響アクチュエータ
、金属合金成分電極、または導電性パターン化された電極を含み得るがこれらに限定され
ない。例えば、流体液滴は、１つ以上のチャネル、または液滴がその速度および／または
動きの方向の変化を引き起こす他のシステムを通過させてもよい。方向の変化は、液滴中
の対流パターンを変化させる可能性があり、流体が少なくとも部分的に混合されることを
引き起こす。組み合わせもまた可能である。
【０２２３】
　音響操作のために、音波の周波数は、細胞にいかなる損傷も引き起こさないように微調
整するべきである。音響混合の生物学的効果は十分に研究されており（例えば、インクジ
ェット工業）、多くの公開された文献もまた、圧電微小流体デバイスが、生きている微生
物およびＤＮＡなどのインタクトな生物学的ペイロードを送達し得ることを示した。一例
において、音響共鳴の設計は、ＰＤＭＳスラブ中で刻まれる共鳴音の側に位置する圧電バ
イモルフ平板を使用する。圧電駆動波形は、流体中の細胞を分離可能である臨界周波数を
選択するために、注意深く最適化される。周波数パラメーターを超えて最適化するための
５つのパラメーターが存在する。Ｌａｂ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓは、圧電駆動波形を最
適化するために使用可能である。その後、低コスト回路が、好ましい微小流体デバイス中
で最適化される波形のみを生成するために設計可能である。
【０２２４】
　液滴中での流体混合の他の例は、参照により本明細書に援用されるＷＯ　２００４／０
９１７６３に記載されている。
【０２２５】
　遅延モジュール
　本発明の微小流体デバイスは、１つ以上の遅延モジュールをさらに備えることができる
。「遅延モジュール」は、遅延ラインであり得る。液体内の反応が、ささいではない時間
の長さの間、起こることを可能にする微小流体デバイスの操作は、デバイス中の滞留時間
を増加させるために遅延ラインを必要とする。長い滞留時間を要求する反応については、
より長いかまたはより大きな遅延ラインが必要とされる。従って、本発明は、微小流体デ
バイス中の滞留時間を増加させるための方法を提供する。
【０２２６】
　遅延モジュールは、主チャネルと液体連絡しており、またはこれは、主チャネルそれ自
体の長い部分であり得る。遅延モジュールは、合流モジュールの下流でありかつ検出モジ
ュールの上流に配置され得る。遅延モジュールは、サーペンタインチャネルまたは浮遊ア
ワーグラスであり得る。遅延モジュールは、加熱領域および冷却領域をさらに備え得る。
加熱領域および冷却領域は、本明細書でさらに記載されるような、チップ上でのフロース
ルーＰＣＲを実行するために使用できる。
【０２２７】
　チャネルの寸法および配置は、デバイスを横切る最小圧力を液滴を用いて、必要とされ
る滞留時間が付随するように設計することができる。例えば、微小流体デバイス中での非
常に長い遅延ラインを伴うように、このデバイスは、いくつかのパターン化されたＰＤＭ
Ｓスラブから構成される多層ＰＤＭＳスラブを備え得る。
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【０２２８】
　チャネルの寸法もまた、必要とされる流れ、滞留時間、および圧力の低下を可能にする
ように、設計することができる。いくつかのチャネルは、非常に大きな幅および高さであ
ることが必要とされる可能性がある。チャネルの崩壊を回避するために、このデバイスは
、チャネル設計の中に支持ポストを備える。ポストの背後のデッドボリュームを減少させ
、さらに液滴の安定性を改善するために、支持ポストは、チャネルの中に流線の流れを最
適化するように設計される。これらの設計は、鋭い端とは対照的に、曲がった特徴を備え
得る。
【０２２９】
　より長い期間のデバイス操作を可能にするために、遅延ラインはまた、チップの外側に
延長できる。このオフチップ遅延ラインは、ミクロンサイズの内径のチューブであり得る
。
【０２３０】
　利用可能な空間のより効率的な使用およびより迅速な操作を可能にするために、液滴が
電荷を有する方法において、荷電後、オイルおよび液滴の非対称分裂は、液滴が荷電され
た後のチャネルからオイルを吸い出すことによって、適合させることができる。
【０２３１】
　遅延ラインは、浮力が液滴輸送の制御を補助することを可能にすることに関して、タワ
ー型（すなわち、周囲の重力場に関して垂直である構造）であり得る。既知の遅延ライン
は、チャネルおよび／またはチューブ中に流れるキャリア流体中で液滴を乳化することに
よって、液滴を輸送することを含む。チャネルおよび／またはチューブの断面を通るキャ
リア流体の速度プロフィールは均一ではないので、液滴の速度分布は狭くなく、これは液
滴の遅延時間の分布が狭くなくなることを引き起こす（すなわち、いくつかの液滴は他よ
りもより多くまたはより少なく遅延する）。
【０２３２】
　本発明のデバイスは、浮力補助微小流体遅延ラインもまた備え得る。浮力補助微小流体
遅延ラインにおいて、浮力は、１つ以上のタワー中の流体中で乳化した液滴に対して作用
する。これは、タワーが所望の遅延時間を満たすこと、次いで、液滴を放出することを含
み得る。このタワーは、必要に応じて、継続して液滴を満たし、および液滴を放出できる
か、またはできない。この例において、ピラミッド型のフンネル部分によってキャップさ
れる円筒状タワー部分を有することが所望され得る。このタワーは、アワーグラスとして
効率的に機能し得る。キャリア流体よりも小さな密度を有する液滴は、タワーの基部に供
給され、実質的に均質な速度分布で、浮力がタワーの上端まで上がり、そして微小流体デ
バイス（例えば、Ｙ分岐）の機能的要素に注ぎ込む。キャリア流体は、頂部に導入された
のと同じ速度でタワーの基部に排出され、その結果、遅延ラインを通したキャリア流体の
正味の流れは０である。タワー部分およびフンネル部分は、円形、楕円形、または多角形
などの任意の断面形状を有し得る。微小流体デバイスは、調節可能な長さを有するタワー
を備え得る。
【０２３３】
　このデバイスは、５％の遅延時間分散を保証するために、２０個のタワーのネットワー
クを切り換えを含み得る（なぜなら、１／２０＝０．０５）。各タワーの容量は０．０５
＊Ｔであり、ここで、Ｔは遅延時間である。このコンセプトは、例えば、以下を含む：（
ａ）デバイス開始の際、０．０５＊Ｔについて第１のタワーを満たし、しかし二方活栓は
その排出にし、また他の１９個のタワーは閉じておく；（ｂ）０．０５＊Ｔ後、第１のタ
ワーを閉じ、第２のタワーを０．０５＊Ｔから０．１０＊Ｔの間で満たし；（ｃ）残りの
１８個のタワーについて、工程（ｂ）を反復し；（ｄ）時間Ｔにおいて、第１のタワーを
排出させ（ｅ）時間１．０５＊Ｔで、二方活栓は第１のタワーの排出にし、第２のタワー
を排出させ、そして第１のタワーを満たし；（ｆ）時間１．１０＊Ｔにおいて、二方活栓
は第２のタワーの排出にし、第３のタワーを排出させ、第１のタワーを閉じ、そして第２
のタワーを満たし；ならびに（ｇ）工程（ｆ）を無限に反復する。２０個より多くのタワ
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ーは、遅延時間分散の幅の、さらに強固な制御を提供し得る。このスキームは、バルブネ
ットワークを必要とし得る。このタワーのネットワークは微小流体デバイスの外側であり
得る。
【０２３４】
　この遅延モジュールはまた、微小流体デバイス中の液滴の「パーキング」（例えば、低
速化または停止）を許容するジオメトリーの変化を有するチャネル（例えば、主チャネル
）を備え得る。
【０２３５】
　本明細書に提供される方法において、液滴は、所定の位置におけるウェルまたはチャネ
ルに停止可能である。これは、チャネル中の個別のウェル様のくぼみを作製することによ
って行うことができ、それによって、液滴がウェルに「落下」し、液体がその上を流れる
ときにそこに残り、または「バイパスポット」と呼ばれる技術を使用することにより、そ
れによって、液滴がウェル中で小さな液滴を遮断するように使用され、それによって、液
滴を含有するウェルをバイパスすることを引き起こす。
【０２３６】
　本発明は、微小流体デバイス中のランダムなまたは所定のいずれかの位置に液滴を配置
するために、これらの技術または任意の関連技術のいずれかを使用すること、例えば、ち
ょうどチャネル中で液滴を停止することである。次いで、これらのランダムなまたは所定
の位置は、行われた反応について、または再懸濁とその後の吸引などの別の手段を使用す
る液滴の除去について、より後の時点において問い合わせることができる。
【０２３７】
　一例において、ローリングサークル増幅反応が液滴中で開始され、次いで、液滴は、チ
ップ内に停止し、熱の使用を通して反応を停止する前に、設定した時間の間、増幅反応を
進行させる。次いで、停止した液滴をインサイチュで乾燥させ、チップのカバーをチップ
から分解する。次いで、液滴パーキング空間と並べることが可能である針様デバイスの１
つまたはセットが、乾燥させた液滴の上端に隣接してまたはその上に配置され、さらなる
下流の処理のために、液体溶液を使用して、チップに沈着した乾燥液滴中の物質を再懸濁
した。
【０２３８】
　別の例において、液滴中の第１および第２の反応のセットからの反応内容物の拡散の可
能性を回避するために、第１の反応を１０μｍ液滴で行い、液滴をチャネルパーキング空
間内で、または１０μｍよりも大きなサイズの液滴を保持可能であるバイパスポットによ
って乾燥させ、液滴はインサイチュで乾燥する。次いで、１０μｍよりも大きな液滴の第
２のセットを上記チャネルの下流に進行させ、上記パーキング空間に、またはバイパスポ
ットに捕捉されたときに、第１のパーキング空間の壁に沿って、またはバイパスポットに
よって乾燥する第１の液滴からの物質を再懸濁させることが可能である。そのようにする
際に、第２の液滴は、第１の液滴よりもわずかに大きく、これは、壁に沿った物質が第２
の液滴によって「捕捉され」、拡散によって第１の液滴の壁から拡散されないことを確実
にする。そうすることによって、界面活性剤の使用は、第１または第２のいずれかの液滴
製剤において任意的になる。
【０２３９】
　本発明は、本明細書に記載される方法を実施する際の使用のための以下のデバイスおよ
び方法もまた提供する。微小流体デバイスの部分を備えるＰＤＭＳ基材は、剥離によって
除去可能である接着テープまたはストリップでカバーまたはコート可能である。ＰＤＭＳ
基材はまた、一連の針によって穿孔可能である超薄層シリカによって結合可能である。こ
のシリカは、薄い背面がスピンコート処理または電気プレート処理されてもよい。液滴は
、液滴中のＮコードを決定するため、および液滴中で増幅反応が起こったか否かを決定す
るために、第２のデバイスによって検出可能である一切れの紙の上で乾燥することができ
る。いずれかの光学アレイデバイス、例えば、高性能カメラまたはファイバー、光学デバ
イスにおいて見出されるようなものを使用する、乾燥したスポットおよび乾燥していない
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スポットを含むプレートの読み取りもまた、意図される。乾燥窒素は、チャネルを通して
スポットを流すこと、または乾燥Ｎ２チャンバーにデバイスを配置することのいずれかに
よって、スポットを乾燥するために利用できる。チャネルは乾燥窒素で満たすことができ
、またはパーキング空間チャネルの下またはそれに隣接して塩が移動して、チップ中に化
学的または物理的な型の勾配を設定する。チャネル壁は、それがインサイチュで付着する
ように、ストレプトアビジンおよび産生される反応物質、例えば、ビオチン化ＤＮＡで、
コートすることができる。ウェルに沈着する多孔性ビーズは、流れによってビーズを洗浄
するためのオイルを含まない溶液と組み合わせて使用することができ、その後、ビーズを
再コートするために界面活性剤で液滴を再沈着させる。基材中のウェルは以下によって多
くの小さなビーズで満たすことができる：液滴に小さなビーズを負荷すること、ビーズよ
りもわずかに小さい開口を含む個々のウェルに液滴を保存すること、乾燥または界面活性
剤を含むかもしくは含まない水溶液のチャネルへのおよびビーズを過ぎる流れによって、
液滴を破壊すること、および次いで、インサイチュでビーズを再カプセル化すること。微
小流体基材の中またはそれに隣接する電極のセットは、保存／保持空間のなかで、２つの
液滴を融合させるために使用することができる。電極は、チャネルの平面に対して垂直で
あり得、電極またはチャネルのいずれかが、液滴の融合を起こさせるために移動され得る
。
【０２４０】
　ＵＶ放出モジュール
　本発明の微小流体デバイスは、１つ以上のＵＶ放出モジュールをさらに備え得る。「Ｕ
Ｖ放出モジュール」は、主チャネルと液体連絡している。ＵＶ放出モジュールは、入口モ
ジュールの下流でありかつ合流モジュールの上流に配置される。ＵＶモジュールは、ビー
ズアッセイにおいて使用することができる。カプセル化ビーズからの化合物は、ＵＶ光を
使用して、ＵＶ放出モジュール中で切断することができる。感光性リンカーは、単一のビ
ーズがカプセル化された後で、要求に応じて分解することができ、従って、単一の化合物
の複数コピーを溶液に放出する。本明細書に開示される細胞ベースのアッセイにおいて、
アッセイされる化学化合物は、細胞膜を透過するために、溶液中にあることが所望される
。さらに、細胞を用いての単一の化合物の区画化を保証するために、固体支持体からの化
合物の切断は、ビーズがカプセル化された後でのみ行うことができる。光切断性リンカー
は、液滴形成後のビーズの化合物を切断するために、液滴をＵＶ放出モジュールに通過さ
せること（すなわち、適切な波長のレーザー）によって利用することができる。
【０２４１】
　本発明はまた、ビーズ上での化学合成のための方法もまた提供し、液滴中で放出手段（
化学的、ＵＶ光、熱など）を使用して、ビーズに結合した上記化学物質を放出させ、次い
で、さらなる操作のために第１の液滴に第２の液滴を合わせる。好ましくは、放出手段は
ＵＶモジュールである。例えば、ビーズ上での化学物質のティーバッグ合成は、同時に、
上記ビーズを同定するための手段を伴う（例えば、質量スペクトルタグを使用する）。流
体の流れにおける液滴中で得られる混合化学ビーズを使用し、そしてビーズから液滴環境
に合成された化学物質を放出するためにビーズをＵＶ光に曝露する。放出された化学物質
を含む液滴を、細胞を含む液滴と合わせ、そして細胞ベースのアッセイを実施する。所望
の特徴を有する液滴を分別し（例えば、レポーター遺伝子の活性化）、次いで、質量スペ
クトル分析を使用して、分別したビーズを分析する。
【０２４２】
　キット
　便宜上、本明細書に記載され、本明細書において利用される所定量の試薬、化合物ライ
ブラリー、および／またはエマルジョンは、本明細書に記載される種々のアッセイおよび
方法の適用を容易にするために、パッケージした組み合わせでのキットとして任意に提供
することができる。かかるキットは、典型的には，対象のアッセイを実行するための指示
書もまた含み、そして任意に、そこで反応が実行される、流体容器、例えば、キュベット
、マルチウェルプレート、微小流体デバイスなどを含む。
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【０２４３】
　典型的には、キット中に含まれる試薬は、組織、細胞、粒子、タンパク質、抗体、アミ
ノ酸、ヌクレオチド、小分子、基質、および／または医薬を含む、独特に標識されたエマ
ルジョンである。これらの試薬は、事前に測定した容器（例えば、バイアルまたはアンプ
ル）の中に供給されてもよく、これらは、すぐに使える単一の箱、ポーチなどの中に同時
にパッケージされている。試薬を保持する容器は、反応が実行されるデバイスの流体容器
に容易に結合されるように、配置することができる（例えば、本明細書に記載されるよう
な微小流体デバイスの入口モジュール）。１つの実施形態において、このキットは、ＲＮ
Ａｉキットを含み得る。他の実施形態において、このキットは、化学合成キットを含み得
る。これらの実施形態は単なる例示であること、および他のキットもまた本発明の範囲内
にあることが当業者によって認識される。
【０２４４】
　方法
　本発明の微小流体デバイスは、多数の化学的アッセイおよび生物学的アッセイを実施す
るために利用でき、かかるアッセイには以下が含まれるがこれらに限定されない：エマル
ジョンライブラリーの作製、フローサイトメトリー、遺伝子増幅、等温遺伝子増幅、ＤＮ
Ａ配列決定、ＳＮＰ分析、薬物スクリーニング、ＲＮＡｉ分析、核型分析、バイオマス転
換の改善を伴う微生物株の作製、光ピンセット／細胞トラッピングを使用する細胞の移動
、エレクトロポレーションによる細胞の形質転換、μＴＡＳ、およびＤＮＡハイブリダイ
ゼーション。
【０２４５】
　定義
　本明細書で使用される用語は、一般的に、本発明の状況の中で、および各々の用語が使
用される特定の状況の中で、当該分野におけるそれらの通常の意味を有する。特定の用語
は、以下でまたは本明細書の他の箇所で議論され、本発明のデバイスおよび方法、ならび
にこれらをいかにして作製および使用するかを説明する際に、実務者に対するさらなる手
引きを提供する。同じことが、典型的には、１つより多くの様式で説明できることが認識
される。結果的に、代替的な言葉および同義語が、本明細書で議論される任意の１つ以上
の用語のために使用されてもよい。特定の用語のための同義語が提供される。しかし、１
つ以上の同義語の列挙は、他の同義語の使用を除外せず、その用語が本明細書で詳述また
は議論されているか否かについて、いかなる特別な意味も与えない。本明細書で言及され
るすべての刊行物、特許出願、特許、および他の参考文献は、参照により本明細書に援用
される。矛盾する場合には、定義を含む本明細書が優先する。加えて、材料、方法、およ
び実施例は例示のみであり、限定を意図するものではない。
【０２４６】
　本発明はまた、特定の実施例によって記載される。しかし、本明細書で議論される任意
の用語の例を含む、明細書のいずれかの箇所でのかかる実施例の使用は、例示のみであっ
て、いかなる方法によっても、本発明または任意の例示される用語の範囲および意味を限
定するものではない。同様に、本発明は、本明細書に記載される任意の特定の好ましい実
施形態に限定されない。確かに、本発明の多くの改変およびバリエーションが、本明細書
を読む際に当業者には明らかになり、そしてこれは本発明の精神および範囲から逸脱する
ことなく行なわれ得る。それゆえに、本発明は、添付の特許請求の範囲によってのみ限定
され、これは、特許請求の範囲が権利を有する等価物の全範囲を伴う。
【０２４７】
　本明細書で使用される場合、「約」または「およそ」は、所定の値または範囲の２０パ
ーセント以内、好ましくは、１０パーセント以内、およびより好ましくは、５パーセント
以内を意味する。
【０２４８】
　「分子」という用語は、１つ以上の原子を含む物質の任意の別個のまたは区別できる構
造単位を意味し、これには、例えば、ポリペプチドおよびポリヌクレオチドが含まれる。
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【０２４９】
　「ポリマー」という用語は、互いに反復して連結されている２つ以上のビルディングブ
ロック（「マー」）から構成される、任意の物質または化合物を意味する。例えば、「ダ
イマー」は、２つのビルディングブロック一緒に結合されている化合物である。
【０２５０】
　「ポリヌクレオチド」という用語は、本明細書で使用される場合、典型的なポリヌクレ
オチドに水素結合することが可能である塩基を支持するバックボーンを有するポリマー分
子をいい、ここで、このポリマーバックボーンは、ポリマー分子と典型的なポリヌクレオ
チド（例えば、一本鎖ＤＮＡ）の間で配列特異的様式であるかかる水素結合を可能にする
ような様式で塩基を提示する。かかる塩基は、典型的には、イノシン、アデノシン、グア
ノシン、シトシン、ウラシル、およびチミジンである。ポリマー分子は、二本鎖および一
本鎖のＲＮＡおよびＤＮＡ、ならびにそのバックボーン修飾、例えば、メチルホスホネー
ト結合を含む。
【０２５１】
　従って、「ポリヌクレオチド」または「ヌクレオチド配列」は、一般的には、ＤＮＡお
よびＲＮＡ中の一連のヌクレオチド塩基（「ヌクレオチド」とも呼ばれる）であり、２つ
以上のヌクレオチドの任意の鎖を意味する。ヌクレオチド配列は、典型的には、遺伝情報
を有し、これには、タンパク質および酵素を作るために細胞機構によって使用される情報
が含まれる。これらの用語は、二本鎖または一本鎖のゲノムおよびｃＤＮＡ、ＲＮＡ、任
意の合成および遺伝子操作されたポリヌクレオチド、ならびにセンスとアンチセンスの両
方のポリヌクレオチドが含まれる（しかし、センス鎖のみが本明細書では示される）。こ
れには、一本鎖および二本鎖の分子、すなわち、ＤＮＡ－ＤＮＡ、ＤＮＡ－ＲＮＡ、およ
びＲＮＡ－ＲＮＡのハイブリッド、ならびにアミノ酸バックボーンに塩基を結合体化する
ことによって形成される「タンパク質核酸（ＰＮＡ）」が含まれる。これにはまた、修飾
塩基、例えば、チオウラシル、チオグアニン、およびフルオロウラシルを含む核酸が含ま
れる。
【０２５２】
　本発明のポリヌクレオチドは、天然の調節配列によって隣接されてもよく、または、プ
ロモーター、エンハンサー、応答エレメント、シグナル配列、ポリアデニル化配列、イン
トロン、５’－および３’－非コード領域などを含む異種配列が付随してもよい。これら
の核酸はまた、当該分野で公知である多くの手段によって修飾されてもよい。かかる修飾
の非限定的な例には、メチル化、「キャップ」、１つ以上の天然に存在するヌクレオチド
のアナログによる置換、およびヌクレオチド内修飾、例えば、電荷を有さない結合を伴う
もの（例えば、メチルホスホネート、ホスホトリエステル、ホスホロアミデート、カルバ
メートなど）および電荷を有する結合を伴うもの（例えば、ホスホロチオエート、ホスホ
ロジチオエートなど）などが含まれる。ポリヌクレオチドは、１つ以上のさらなる共有結
合部分、例えば、タンパク質（例えば、ヌクレアーゼ、トキシン、抗体、シグナルペプチ
ド、ポリ－Ｌ－リジンなど）、インターカレーター（例えば、アクリジン、ソラレンなど
）、キレート剤（例えば、金属、放射活性金属、鉄、酸化金属など）、およびアルキル化
剤などを含んでもよい。ポリヌクレオチドは、メチルもしくはエチルホスホトリエステル
、またはアルキルホスホルアミデート結合の形成によって誘導体化されてもよい。さらに
、本明細書に記載のポリヌクレオチドはまた、直接的または間接的のいずれかで、検出可
能なシグナルを提供可能である標識で修飾されてもよい。例示的な標識には、放射性同位
元素、蛍光分子、ビオチンなどが含まれる。
【０２５３】
　「誘電泳動力勾配」という用語は、対象物が周囲の媒体とは異なる誘電率を有するとい
う条件で、電場において誘電泳動力が対象物に対して発揮されることを意味する。この力
は、より大きな電場の領域に対象物を引き出し得るか、またはより大きな電場の領域から
対象物を押し出し得るかのいずれかである。この力は、対象物または周囲の媒体がより大
きな誘電率を有するかにそれぞれ依存して、誘引性または反発性である。
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【０２５４】
　「ＤＮＡ」（デオキシリボ核酸）は、ヌクレオチド塩基と呼ばれ、デオキシリボース糖
バックボーン上で一緒に連結される化学的ビルディングブロックであるアデニン（Ａ）、
グアニン（Ｇ）、シトシン（Ｃ）、およびチミン（Ｔ）の任意の鎖または配列を意味する
。ＤＮＡは、ヌクレオチド塩基の一本鎖、または二重らせん構造を形成し得る２つの相補
鎖を有し得る。「ＲＮＡ」（リボ核酸）は、ヌクレオチド塩基と呼ばれ、リボース糖バッ
クボーン上で一緒に連結される化学的ビルディングブロックであるアデニン（Ａ）、グア
ニン（Ｇ）、シトシン（Ｃ）、およびウラシル（Ｕ）の任意の鎖または配列を意味する。
ＲＮＡは、典型的には、ヌクレオチド塩基の一本鎖を有する。
【０２５５】
　「ポリペプチド」（１個以上のペプチド）は、ペプチド結合と呼ばれる化学結合によっ
て一緒に結合される、アミノ酸と呼ばれる化学的ビルディングブロックの鎖である。「タ
ンパク質」は、生きている生物によって産生されるポリペプチドである。タンパク質また
はポリペプチドは「ネイティブ」または「野生型」であり得、これは天然に存在すること
を意味し；または「変異型」「改変型」または「修飾型」であり得、これは作製、変化、
誘導されているか、または何らかの方法で、ネイティブタンパク質、もしくは別の変異体
とは異なるかもしくは変化していることを意味する。
【０２５６】
　「酵素」は、ポリペプチド分子、通常は、生きている生物によって産生されるタンパク
質であり、これは、他の物質の化学反応を触媒する。酵素は、反応の完了の際には、それ
自体は変化または破壊されず、それゆえに、反応を触媒するために反復して使用できる。
「基質」とは、酵素が作用する任意の物質をいう。
【０２５７】
　本明細書で使用される場合、「粒子」は、分析、反応、分別、または本発明に従う任意
の操作のために液滴中でカプセル化され得る任意の物質を意味する。粒子には、微視的ビ
ーズ（例えば、クロマトグラフィー用ビーズおよび蛍光ビーズ）、ラテックス、ガラス、
シリカ、または常磁性ビーズなどの対象物であるのみならず、他のカプセル化多孔性およ
び／または生体材料、例えば、リポソーム、ベシクル、および他のエマルジョンもまた含
まれる。０．１ミクロンから１ｍｍまでのサイズの範囲のビーズが、本発明のデバイスお
よび方法において使用でき、それゆえに、本明細書で使用される場合、「粒子」という用
語に包含される。粒子という用語は、生体細胞、ならびに、同様のサイズ（例えば、約０
．１～１２０ミクロン、および典型的には約１～５０ミクロン）またはより小さなサイズ
（例えば、約０．１～１５０ｎｍ）のビーズおよび他の顕微鏡的対象物もまた含む。本発
明のデバイスおよび方法は、ポリヌクレオチド、ポリペプチド、およびタンパク質（酵素
を含む）を含む任意の種類の分子、ならびにそれらの基質および小分子（有機または無機
）を分別および／または分析することにもまた向けられる。従って、粒子という用語は、
これらの物質をさらに含む。
【０２５８】
　粒子（例えば、細胞および分子を含む）は、個々の液滴（例えば、オイル中の水溶液の
液滴）に粒子をカプセル化することによって、分別および／または分析され、次いで、こ
れらの液滴は、微細加工デバイス中で分別、組み合わせ、および／または分析される。従
って、「液滴」という用語は、一般的には、液滴中に含まれるかまたは含まれることがで
きるすべてを含む。
【０２５９】
　「小分子」は、本明細書で使用される場合、約５ｋＤ未満、最も好ましくは約４ｋＤ未
満の分子量を有する組成物をいうことを意味する。小分子は、例えば、核酸、ペプチド、
ポリペプチド、ペプチド模倣物、炭水化物、脂質、または他の有機分子もしくは無機分子
であり得る。化学的および／または生物学的混合物のライブラリー、例えば、真菌、細菌
、または藻類の抽出物は、当該分野において公知である。
【０２６０】
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　本明細書で使用される場合、「細胞」とは、任意の細胞ならびにウイルス、または顕微
鏡的サイズ、例えば、生物学的細胞のサイズと同程度またはそれよりも小さいサイズを有
する任意の他の粒子を意味し、任意の原核生物細胞または真核生物細胞、例えば、細菌、
真菌、植物、および動物の細胞を含む。細胞は、典型的には球形であるが、細長型、平板
型、変形型、および非対称型、すなわち、非球形であり得る。細胞のサイズまたは直径は
、典型的には約０．１～１２０ミクロン、および典型的には約１～５０ミクロンの範囲で
ある。細胞は、生きていてもよいし死んでいてもよい。本発明の微細加工デバイスは、生
物学的細胞と同様のサイズ（例えば、約０．１～１２０ミクロン）またはより小さなサイ
ズ（例えば、約０．１～１５０ｎｍ）を有する物質を分別することに向けられるので、生
物学的細胞と同様のサイズまたはより小さなサイズを有する任意の物質が、本発明の微細
加工デバイスを使用して特徴付けおよび分別することができる。従って、細胞という用語
は、微視的ビーズ（例えば、クロマトグラフィー用ビーズおよび蛍光ビーズ）、リポソー
ム、エマルジョン、または任意の他のカプセル化生体材料および多孔質材料をさらに含め
るべきである。非限定的な例には、ラテックス、ガラス、または常時性ビーズ；ならびに
エマルジョンおよびリポソームなどのベシクル、ならびにシリカビーズなどの他の多孔質
材料が含まれる。０．１ミクロンから１ｍｍまでのサイズ範囲のビーズもまた、例えば、
コンビナトリアルケミストリーによって製造された化合物のライブラリーを分別する際に
使用できる。本明細書で使用される場合、細胞は、電荷を有してもよく、電荷を有さなく
てもよい。例えば、電荷を有するビーズは、流れもしくは検出を容易にするため、または
レポーターとして使用されてもよい。生きているかまたは死んでいる生物学的細胞は、例
えば、ＳＤＳ（ドデシル硫酸ナトリウム）などの界面活性剤を使用することによって荷電
されてもよい。細胞という用語は、「ビリオン」をさらに含み、これは、ビリオンが明確
に言及されるか否かに関わらない。
【０２６１】
　「ビリオン」「ウイルス粒子」は、ウイルスの完全な粒子である。ウイルスは、典型的
には、核酸コアを含み（ＤＮＡまたはＲＮＡを含む）、特定のウイルスにおいては、タン
パク質コート、または「キャプシド」を含む。特定のウイルスは「エンベロープ」と呼ば
れる外部のタンパク質覆いを有し得る。ビリオンは、生きているか（すなわち、「生存可
能」）または死んでいる（すなわち、「生存可能でない」）かのいずれかであり得る。生
きているかまたは「生存可能」ウイルスは、生きている細胞に感染可能であるものである
。ウイルスは、一般的には、生物学的細胞よりも小さく、典型的には、約２０～２５ｎｍ
直径以下（パルボウイルス、ピコルナウイルス）から、約２００～４５０ｎｍ（ポックス
ウイルス）のサイズの範囲である。しかし、いくつかの線状ウイルスは２０００ｎｍの長
さに達する可能性があり（クロステロウイルス（ｃｌｏｓｔｅｒｖｉｒｕｓ））、それゆ
えに、一部の細菌細胞よりも大きい。本発明の微細加工デバイスは、ウイルスと同様のサ
イズを有する物質を分別するために特に適しているので（すなわち、約０．１～１５０ｎ
ｍ）、ビリオンと同様のサイズを有する任意の物質は、本発明の微細加工デバイスを使用
して特徴付けおよび分別することができる。非限定的な例には、ラテックス、ガラス、ま
たは常時性ビーズ；エマルジョンおよびリポソームなどのベシクル；ならびにシリカビー
ズなどの他の多孔質材料が含まれる。０．１から１５０ｎｍまでのサイズ範囲のビーズも
また、例えば、コンビナトリアルケミストリーによって製造された化合物のライブラリー
を分別する際に使用できる。本明細書で使用される場合、ビリオンは、電荷を有してもよ
く、電荷を有さなくてもよい。例えば、電荷を有するビーズは、流れもしくは検出を容易
にするため、またはレポーターとして使用されてもよい。生物学的ウイルスは、生存可能
であるかまたは生存可能ではないに関わらず、例えば、ＳＤＳなどの界面活性剤を使用す
ることによって荷電されてもよい。
【０２６２】
　「レポーター」は、例えば、光学的検出によって検出可能であるかまたは測定可能であ
る、任意の分子、またはその部分である。加えて、レポーターは、分子、細胞、もしくは
ビリオンと連携し、あるいは特定のマーカーまたは分子、細胞、もしくはビリオンの特徴
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と連携し、あるいは、それ自体が、分子、細胞、もしくはビリオンの同定を、または分子
、細胞、もしくはビリオンの特徴の存在もしくは非存在の同定を可能にするために検出可
能である。ポリヌクレオチドなどの分子の場合において、かかる特徴には、サイズ、分子
量、特定の構成要素または部分（例えば、特定のヌクレオチド配列または制限部位）の存
在または非存在が含まれる。細胞の場合において、レポーターによってマークされ得る特
徴には、抗体、タンパク質、および糖部分、受容体、ポリヌクレオチド、およびそのフラ
グメントが含まれる。「標識」という用語は、「レポーター」と交換可能に使用すること
ができる。レポーターは、典型的には、色素、蛍光、紫外線、または化学発光剤、発色団
、または放射性標識であり、これらの任意のものが、ある種の刺激事象を用いてまたは用
いずに検出され得、例えば、試薬を用いてまたは用いずに蛍光を発する。１つの実施形態
において、レポーターは、例えば、西洋ワサビペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）などのレポー
ターを刺激するために、デバイス、例えば、レーザーを用いずに光学的に検出可能である
タンパク質である。タンパク質レポーターは、検出される細胞中で発現させることができ
、かかる発現は、タンパク質の存在を示す可能性があり、またはこれは、レポーターとと
もに同時発現されてもよく、同時発現されなくてもよい別のタンパク質の存在を示すこと
ができる。レポーターは、例えば、検出可能な生成物を生じる反応のための出発物質、反
応物質、または触媒として働くことによって、検出可能な反応を引き起こす、細胞上また
は細胞中の任意の物質を含んでもよい。細胞は、例えば、レポーター物質が提供されると
きに、その物質の存在に基づいて、または検出可能な生成物を産生する細胞の能力に基づ
いて、分別されてもよい。
【０２６３】
　「マーカー」は、検出可能であるか、またはレポーターによって検出可能にされるか、
またはレポーターとともに同時発現されてもよい、分子、細胞、またはビリオンの特徴で
ある。分子については、マーカーは、特定の構成要素または部分、例えば、ポリヌクレオ
チドの場合では制限部位または特定の核酸配列であり得る。細胞およびビリオンについて
は、特徴には、酵素、受容体、およびリガンドタンパク質を含むタンパク質、サッカリド
、ポリヌクレオチド、およびその組み合わせ、または細胞もしくはビリオンに付随する任
意の生物学的物質を含めてもよい。酵素反応の生成物はまた、マーカーとしても使用され
得る。このマーカーは、直接的または間接的にレポーターに付随してもよく、またはそれ
自体がレポーターであり得る。従って、マーカーは、一般的には、分子、細胞、またはビ
リオンの際立った特色であり、そしてレポーターは、一般的には、直接的または間接的に
マーカーを同定しまたはその測定を許容する因子である。しかし、これらの用語は交換可
能に使用されてもよい。
【０２６４】
　本発明は、次の実施例によって以下でさらに説明される。実施例もまた、本発明を実施
するための有用な方法論を例証する。これらの実施例は、特許請求される本発明を限定し
ない。
【実施例】
【０２６５】
　（実施例１）
　本発明は、液滴の各々が同じ所定のサイズである液滴エマルジョン（単分散）のライブ
ラリーを調製するための方法を提供する。さらに、本発明は、微小流体デバイス上の液滴
中に存在し得る連続的粒子分離のための予定的側方変位のための方法を提供する。
【０２６６】
　溶液中の粒子は、通常、排除クロマトグラフィーまたは流体力学クロマトグラフィーに
よってサイズに従って分離される。前者においては、サンプル混合物は、多孔性ビーズを
充填したチューブの一方の末端に注入し、次いで、チューブを通して洗浄する。ポアサイ
ズよりも小さな粒子はビーズの中に入り、これが粒子の移動経路を長くし、それゆえに、
これらの粒子は、より大きな粒子よりも平均して遅く溶出される。しかし、各区域中の粒
子は多くの異なる経路を取るために、所定のサイズの粒子の区域は広くなり、異なる保持
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時間をもたらす。この多経路効果は、サイズ排除クロマトグラフィーの分解能を減少させ
る。流体力学クロマトグラフィーにおいては、サンプル混合物は、放物線状流れプロフィ
ールを有する流体力学流によって毛細管を通して駆動される。大きな粒子は、毛細管壁の
近くの低速流を遮ることができず、従って、平均してより速く移動し、小さな粒子とは分
離されるようになる。多経路効果は、流体力学クロマトグラフィーの解像度もまた制限す
る。なぜなら、各移動経路は、放物線状流れの中では異なる速度でサンプリングするから
である。
【０２６７】
　最近、Ｈｕａｎｇら、Ｓｃｉｅｎｃｅ　３０４（５６７３）：９８７－９０，２００４
およびＤａｖｉｓら、Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　Ｕ　Ｓ　Ａ．１０３（４
０）：１４７７９－８４，２００６は、混合物中の各粒子についての等価な移動経路を作
製し、それによって、多経路区域の広がりを解消する分離プロセスを実証している。彼ら
は、粒子サイズに基づく、溶液中での粒子の分離のための「側方変位」手段を記載してい
る。
【０２６８】
　溶液中の液滴をサイズ分けおよび分離するための側方変位手段（液滴のサイズに基づく
）を利用することができる。本発明は、側方拡散のために設計されている列と行の両方で
の高くなったピラーからなる微小流体デバイスの生成に関する。これらのピラーは、種々
のサイズの液滴を含む液体から、同様のサイズの液滴を分離するための手段であるように
調整することができる。
【０２６９】
　一例として、オイル、水、および界面活性剤を含む液体は、バルクエマルジョンを作製
するように混合される。このバルクエマルジョンは、微小流体側方拡散デバイスの開始部
に注入され、そして種々の画分は特定のサイズの対応する位置でデバイスの末端部で収集
される。この側方拡散分離手段に対する利点は、迅速かつ容易な手段で同様のサイズの液
滴をオフラインでの単離である。バルクエマルジョンはサイズ選択することができ、次い
で、所望される場合、得られるエマルジョンを、微小流体デバイスへの再導入のためにサ
イズ付けしたライブラリーを作製するために合わせられる。さらなる例において、側方拡
散微小流体デバイスは、シリンジに巻き上げ、または平行プロセシングのために設計する
ことができる。
【０２７０】
　最近、両方の技術を利用するデバイスは、微細加工技術を用いて小型化されている。分
離のための拡散に固有に依存する微細加工デバイスもまた設計されてきた。粒子混合物は
、微小電極によって作製される空間的に非対称な電位に反復して供されるか、または拡散
距離の違いを利用するためにマイクロメートルスケール非対称障害物のアレイを通して駆
動される。これまでに議論されたデバイスのすべてにおいて、所定の区域中の粒子は多く
の異なる移動経路を有し、拡散が分離のために必要とされる。
【０２７１】
　本発明は、混合物中の各粒子について等価な移動経路を作製する分離プロセスを説明し
、それによって、多経路区域の広がりを解消する（図２４）。図２４。（パネルＡ）障害
物マトリックスを規定するジオメトリックパラメーター。液体流は垂直方向に適用される
（オレンジ色矢印）。（パネルＢ）ギャップにおける３つの液体流（赤色、黄色、および
青色）は、これらはマトリックスを流れるので混合しない。第１の障害物行におけるレー
ン１は、第２の行においてレーン３になる、レーン３は第３の行においてレーン２になる
、などである。従って、流線後の小粒子は、同じレーンの中に留まる。（パネルＣ）レー
ン１よりも大きな半径を有する粒子は、粒子の中心（黒色ドット）を通る流線に続き、レ
ーン１に向かって移動する。粒子は、次のギャップに入るのに従って物理的に置き換えら
れる。黒色ドット線はレーンの印である。
【０２７２】
　分離プロセスは、マイクロメータースケール障害物の周期的なアレイを通る層流を使用
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する。障害物の各行は、以前の行に関して、δλだけ水平方向に移動し、ここで、λは障
害物間の中心間の距離である（図２４）。便宜上、δλ／λを１／３とする。２つの障害
物間のギャップから出現する液体は、次の行の障害物に接触し、障害物の周辺の移動する
につれて二つに分岐する。障害物の左側にそれた流れをδφとし、ここで、φはギャップ
を通る全体の流体流である。流体がアレイを通して直進して下方に移動するように制限さ
れる場合、δはδλ／λに等しいはずである。次に、その各々が定義によってφ／３の流
れを有する、３つのレーンから作られるギャップを通した流れを考慮してみる。Ｒｅｙｎ
ｏｌｄ数は低く（マイクロメートルスケール環境において＜１０－３）、流れが層流であ
るので、各レーンの流れは交差または混合しない（図２４Ｂ）。顕著には、レーンがギャ
ップを通り抜けるのに従って、ギャップに対するこれらの位置は変化する。レーンは、各
ギャップ中で、左から右に向かって、それぞれ、１、２、および３で表される。レーン１
は、次のギャップでレーン３になり、レーン２はレーン１になり、そしてレーン３はレー
ン２になる（図２４）。３つの行の後で、３つのレーンはそれらのもとの位置で再結合す
る。
【０２７３】
　レーン幅よりも小さな粒子は流線をたどる。レーン１で開始した粒子は、第２の行の中
レーン３（ギャップに対して右側のレーン）、第３の行の中のレーン２（中央のレーン）
を通り抜け、第４の行の中のレーン１（左のレーン）に戻る（図２４Ｂ）。実際、３つの
レーンのいずれかから開始した粒子は、正味の移動が平均流方向にあるように、３つの行
の後でもともとのレーンの割り当てに戻る。この動作は「ジグザグモード」と呼ばれる。
実務上、粒子は、隣接するレーンに拡散することができる。しかし、すべてのレーンにつ
いての顕微鏡的経路は等価であり、多孔性ビーズのカラムを通して移動するときに複数の
経路粒子を取ることとは異なる。より小さな粒子とは対照的に、ギャップにおいてレーン
１の幅よりも大きな半径を有する粒子は、アレイ中で異なる挙動をする。これは、粒子の
中心がギャップ中のレーン１に「フィット」できないからである。このようにして、１つ
のギャップ中のレーン２からの粒子は次のギャップに移動し、レーン１の中のギャップを
通して移動することが予測され、粒子は「ぶつけられ」、従って、その中心はレーン２に
置き換えられる（図２４Ｃ）。次いで、粒子は、レーン２の中の液体とともに流れる。こ
のプロセスは、粒子がアレイを通して下方に移動するときにレーン２の中に残ったままで
あるように、大きな粒子が障害物の行に接近する度に反復される。この輸送パターンは、
「置き換えモード」と呼ばれる。これは、液体の流れの代わりに、イオン流を考慮するこ
とによって、電気泳動にもまた適用可能である。
【０２７４】
　図２５は、種々のギャップサイズのマトリックスを有する、０．８０μｍ（緑色）、０
．９０μｍ（赤色）、および１．０３μｍ（黄色）の直径を有する、蛍光ミクロスフェア
の高解像度分離を示す。レジストリのシフトおよびマトリックスの格子定数は同じままで
あるのに対して、障害物直径は変化して、異なるサイズのギャップｄを作製し、これは、
蛍光画像の左側に標識される。蛍光プロフィール上の赤いバーはピーク幅（ＳＤ）を表し
、黒いバーはビーズ集団中の１％の不均一性をａ．ｕ．すなわち、任意単位で標識する。
【０２７５】
　図２６は、マイクロポストのアレイ中の決定的な側方変位による分離を図示する概略図
であり、一例は３分の１の行シフト画分である。このシフトは、３つの等しい流動の流線
を作る。波線は流線間の境界であり、これらは、ポスト間のギャップにおける指標を割り
当てている。臨界的な閾値よりも小さいものと大きいものとの両方である粒子の経路は、
緑の点線および赤の点線でそれぞれ描かれている。小さな粒子は流れの中に留まり、大き
な粒子は各々の障害物において置き換えられる。Ｇはギャップ間の明確な間隔であり、中
心間のポストの分離であり、そしてｄは隣接する行におけるポスト中心の相対的シフトで
ある。
【０２７６】
　これらの記載した方法は、本発明の微小流体デバイスに対するさらなる用途のために、
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均一のサイズの液滴エマルジョンライブラリーの迅速かつ効率的な形成を可能にする。
【０２７７】
　（実施例２）
　本発明は、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）を実施するための方法を提供する。ＰＣＲ
は、本発明に従う微小流体デバイスにおいて一滴ずつを基礎（ｄｒｏｐ－ｂｙ－ｄｒｏｐ
　ｂａｓｉｓ）にして実施することができる。加熱ラインおよび冷却ラインがチップの中
に構築され、分類手段が提供されているモノリシックチップを提供することができる。か
かるチップ上の液滴中でＰＣＲを実施することの利点は、チップが使い捨て可能であり、
反応の間にデバイスを洗浄することなく反応を反復できるという点である。さらに、チッ
プは、正確な濃度で液滴中のＰＣＲを実施するためにすべての成分を得る便利な方法を提
供する。加えて、熱移動が小さな体積に起因してより効率的であるので、ＰＣＲはより効
率的である。このことは、より短いインキュベーション／滞留時間を提供する。核酸、す
べてのＰＣＲプライマー、および、存在する場合、ビーズを含む液滴は、１秒あたり１０
０～２０，０００個の間の液滴の速度で、一度に１つ生成される。次いで、液滴は、加熱
ラインと冷却ラインの間のサーペンタイン経路を通して送り、液滴の中の遺伝物質を増幅
することができる。デバイスを出る際に、液滴は、さらなるオンチップまたはオフチップ
でのプロセシングのために送られ、別のチップに方向付けられてもよく、またはエマルジ
ョンが破壊されてＰＣＲ産物を放出してもよい。存在する場合、ビーズは、濾過デバイス
を通してエマルジョンを通過させること、沈殿、または遠心分離によって収集してもよい
。
【０２７８】
　チャネルの幅および深さは、各温度における滞留時間を設定するように調整することが
でき、１秒未満から数分間までの間のいずれでも制御できる。１秒あたり１０００滴の典
型的な速度において、１００万個のＤＮＡ鎖が、１つのデバイス上で約２０分間で増幅さ
れる。２５０μＬ／時間の典型的な流速は、毎秒生成される５０ミクロン直径の１０００
滴に対応する。流速および液滴サイズは、ノズルのジオメトリーを制御することによって
、必要に応じて調整することができる。
【０２７９】
　本発明はまた、微小流体デバイス上でジデオキシヌクレオチド配列決定反応を実施する
ための方法を提供する。チェーンターミネーター配列決定（サンガー配列決定）は当業者
に周知である。ＤＮＡ鋳型調製物、配列決定のサイクルを行うこと、および電気泳動のた
めの伸長産物を調製することは関連技術であり、これらもまた当業者に周知である。Ａｐ
ｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓの「Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　ＤＮＡ　Ｓｅｑｕｅｎｃｉ
ｎｇ：Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｇｕｉｄｅ」２０００は、これらの技術を網羅している優れ
た資料であり、その全体が参照により本明細書に援用される。
【０２８０】
　１つの方法はＰＣＲ鋳型を配列決定することであり、これは、単純な増幅ＰＣＲまたは
ネスト化または半ネスト化ＰＣＲストラテジーを含むことができる。最も単純なＰＣＲ配
列決定の場合において、標的ＤＮＡは、単純なプライマーのセットを用いて増幅され、次
いで、同じプライマーを使用して配列決定する。多くのサンプルについては、これは良好
に機能する。この方法で良好に機能しないサンプルについては、ＰＣＲ増幅の最適化が必
要とされるかもしれない。ＰＣＲの最適化は、非特異的な産物バンドの存在を最小化し、
十分な収量を補償する。単純なＰＣＲ増幅はまた、一方または両方のＰＣＲプライマーに
対して内部で結合する（半ネスト化またはネスト化）配列決定プライマーの使用ともまた
適合可能である。このことは、プライマー－ダイマー（プライマーのオリゴマー化）アー
ティファクトが問題である場合に助けとなり得る。
【０２８１】
　細菌ゲノムＤＮＡなどのより複雑なサンプルに伴う困難さに遭遇する場合には、ネスト
化または半ネスト化ＰＣＲを使用することができる。これらの技術は、標的が少量存在す
る場合に有用である。これらは、バックグラウンドシグナルの減少を伴う優れた配列決定



(69) JP 6023252 B2 2016.11.9

10

20

30

40

50

データを提供する、より多くの特異性を提供する。ネスト化と半ネスト化の両方のＰＣＲ
は２つの増幅を必要とする。第１の増幅はネスト化および半ネスト化で同一であるが、第
２の増幅は、以下に記載されるように異なる。ＰＣＲプライマーの１つのセットを用いる
増幅は、複雑なサンプル（細菌ゲノムＤＮＡなど）を、第１のＰＣＲ産物およびある程度
の副産物からなる複雑でないサンプルに転換する。ネスト化ＰＣＲ：第１のセットに対し
て内部の位置でハイブリダイズする第２のＰＣＲプライマーの第２のセットを使用して、
第１のＰＣＲ反応産物の１％以下を増幅する。半ネスト化ＰＣＲ：第２のＰＣＲプライマ
ーのセットの一方のプライマーのみが内部である。他方のプライマーはもとのＰＣＲプラ
イマーの一方である。
【０２８２】
　ＰＣＲプライマーは、５’末端に付加されたユニバーサル配列決定プライマー結合部位
を用いて合成することができる（例えば、ユニバーサルプライマー配列についてのＡｐｐ
ｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓの「Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　ＤＮＡ　Ｓｅｑｕｅｎｃｉｎ
ｇ：Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｇｕｉｄｅ」の付録Ｅを参照のこと）。これは、任意のＰＣＲ
産物がユニバーサルプライマーを用いて配列決定されることを可能にする。ユニバーサル
の末端を有するＰＣＲプライマーは、市販の色素標識配列決定プライマーの使用を可能に
する。この技術は、ダイターミネーター法とともに有用である。なぜなら、ユニバーサル
配列決定プライマーは、良好なアニーリング特性を有しているからである。しかし、より
長いＰＣＲプライマーは、反応の全体のコストを増大する。ユニバーサル末端プライマー
を使用することは、時折、プライマーのオリゴマー化を生じる。これらの産物は存在する
プライミング部位を有するので、これらは、最初の２０～１００塩基についてノイズが大
きいデータを生じ得る。ＰＣＲプライマーを再設計すること、さらなるＰＣＲ増幅を最適
化すること、およびホットスタート法を利用することは、この状況を克服することを手助
けし得る。
【０２８３】
　ＰＣＲ増幅後、得られるＰＣＲ産物は、ＰＣＲプライマー、ｄＮＴＰ、酵素、および緩
衝剤成分とともに溶液中に存在する。配列決定のためにＰＣＲ産物を調製するために使用
される方法は、キャリーオーバーであるこれらの成分の量、および配列決定のために使用
される化学に依存する。増幅反応からのキャリーオーバーである過度のＰＣＲプライマー
は、配列決定反応の結合部位および試薬のための配列決定プライマーと競合する。ＰＣＲ
プライマーのこのキャリーオーバーは、ダイターミネーター化学におけるよりも大きな問
題を提示する。なぜなら、色素標識は、プライマーが鋳型にアニールした後で伸張産物に
取り込まれるからである。１種より多くのプライマーが存在する場合、複数の色素標識配
列ラダーが生成し、ノイズの大きなデータを生じる。増幅反応からの過度のｄＮＴＰは、
配列決定反応のバランスに影響を与え、より短い伸長フラグメントでの終結の減少を生じ
得る。
【０２８４】
　非特異的ＰＣＲ産物には、プライマー二量体アーティファクトおよび二次的ＰＣＲ産物
が含まれる。いずれかの任意の有意な量のＰＣＲ産物中での存在は、乏しい品質の配列決
定データを生じ得る。非特異的ＰＣＲ産物は、配列決定反応における鋳型として振る舞い
、伸張産物を生じ、これはノイズが大きいデータを生じる。これらの産物は、しばしば、
配列決定の前にアガロースゲル上で可視化され得る。これらが存在する場合、ＰＣＲ増幅
は、配列決定の前に最適化および反復されるべきである。ネスト化または半ネスト化配列
決定プライマーの使用は、良好な配列決定データが得られることもまた可能にする。また
は、目的のＰＣＲ産物は、アガロースゲル電気泳動によって精製することができる。
【０２８５】
　ＰＣＲ増幅における汚染物質を最小化するためのいくつかの方法が存在する：ＰＣＲ　
ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ（ＩｎｎｉｓおよびＧｅｌｆａｎｄ，１９９０）：（１）開始
ＤＮＡの量；（２）注意深いプライマー設計；（３）プライマー濃度；（４）酵素濃度；
（５）マグネシウムイオン（Ｍｇ２＋）濃度；（６）ヌクレオチド濃度；（７）緩衝液組



(70) JP 6023252 B2 2016.11.9

10

20

30

40

成；（８）サイクルの数；（９）ｐＨ；（１０）手動ホットスタート法；（１１）自動ホ
ットスタートとしてのＡｍｐｌｉＴａｑ　Ｇｏｌｄ（登録商標）ＤＮＡポリメラーゼおよ
び／または（１２）ｄＮＴＰおよびプライマーの制限。これらの方法のすべてが、ＰＣＲ
増幅の特異性を増加させ、配列決定反応と干渉し得る汚染物質の量を減少する。
【０２８６】
　ＰＣＲ産物を精製するためのいくつかの方法が存在する：（１）カラム精製；（２）エ
タノール沈殿；および／または（３）ゲル精製。
【０２８７】
　上記に列挙した非常にストリンジェントな精製方法の１つに対する代替は、配列決定の
前の、シュリンプアルカリホスファターゼ（ＳＡＰ）およびエキソヌクレアーゼＩ（Ｅｘ
ｏＩ）を用いるＰＣＲ産物の処理である。ＳＡＰ／ＥｘｏＩ手順は、ＰＣＲ後に残ってい
るヌクレオチドおよび一本鎖ＤＮＡ（プライマー）を分解する（Ｗｅｒｌｅら、１９９４
）。この手順は、限定濃度のプライマーおよびヌクレオチドが直接的ＰＣＲ配列決定のた
めに使用できない場合に特に有用である。
【０２８８】
　図２７は、ＤＮＡ配列チップ設計のための１つの実施形態を示す。テンプレートＤＮＡ
はおよびプライマーは、ステップ「添加１」において合わされ、反応は、ホットスタート
のために９５℃でインキュベートされる（位置１）。次いで、反応を２０～３０サイクル
で行い（位置２）、その後、ＳＡＰおよびＥｘｏＩの添加を「添加２」において行う。反
応は、所定の時間の間、３７℃にてインキュベートし、次いで、ＳＡＰおよびＥｘｏＩ酵
素は９５℃で不活化する（位置４）。ＳＡＰ／ＥｘｏＩ手順は、ＰＣＲ後に残っているヌ
クレオチドおよび一本鎖ＤＮＡ（プライマー）を分解する。ユニバーサル配列決定プライ
マー、ｄｄＮＴＰ、および緩衝液は、「添加３」において加えられ、ＰＣＲ配列決定反応
は、５位において進行させる。最終反応産物を収集し、オフチップで保存することができ
る。
【０２８９】
　ステップの働き
１．各サンプルについて、以下を合わせる：
　ＳＡＰ（１ユニット／μＬ）　２μＬ
　ＥｘｏＩ（１０ユニット／μＬ）、０．２μＬ
　脱イオン水、６．０μＬ
　注記：一般にＰＣＲ産物マイクロリットルあたり、０．５単位の各酵素を使用して、こ
の手順が良好に働く。この手順は、ＳＡＰ緩衝液の使用あり、または使用なしで、等しく
良好に働くようであり、従って、これは、このプロトコールにおいて除外されている。
２．上記の混合物に４．０μｌのＰＣＲ産物を加える。
３．３７℃で１時間インキュベートする。
４．酵素を不活化するために、７２℃で１５分間インキュベートする。
【０２９０】
　配列決定反応の推奨されるＤＮＡ量は以下の表３－１に示される。
【０２９１】
　表３－１　各ケミストリーについてのＤＮＡ鋳型量の推奨範囲
【０２９２】
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【化７】

　プライマーおよびｄＮＴＰの量を制限するＰＣＲプロトコールは、反応の産物が、精製
なしで配列決定のために使用されることを可能にする。これは、通常、プライマーおよび
ｄＮＴＰの大部分が増幅の間に使い果たされるように、５～１０ｐｍｏｌのプライマーお
よび２０～４０μＭのｄＮＴＰを用いてＰＣＲ増幅を設定することによって実行される。
所望のＰＣＲ産物の収量が高く、産物が特異的である場合、すなわち、アガロース電気泳
動によって分析したときに単一バンドを生じる場合には、サンプルは配列決定の前に希釈
でき、良好な結果を与える。希釈比率はＰＣＲ産物の濃度に依存し、経験的に決定する必
要がある（脱イオン水を用いて、１：２および１：１０希釈で開始する）。プライマーお
よびｄＮＴＰの濃度を制限し、ＰＣＲ産物を希釈する場合、ＰＣＲパラメーターは強固で
なければならない。直接的ＰＣＲ配列決定は、同じ標的が増幅され、反復して配列決定さ
れ、そしてＰＣＲ条件が最適化されている適用において最も有用である。直接的ＰＣＲ配
列決定は、ダイプライマー法を用いて行うことができる。ダイターミネーター法を用いる
と、ＰＣＲプライマーが消費されることが遙かにより重要である。過度のＰＣＲプライマ
ーは、サイクル配列決定反応によって伸長および標識され、ノイズが大きいデータを生じ
る。直接的ＰＣＲ配列決定は、ＸＬ　ＰＣＲのためには機能しない。なぜなら、プライマ
ーおよびｄＮＴＰの制限量は使用することができない。ＰＣＲ産物は精製されるべきであ
り、または過度のプライマーおよびヌクレオチドは、ＳＡＰ／ＥｘｏＩ処理によって分解
するべきである。
【０２９３】
　（実施例３）
　本発明は、微小流体デバイス上で等温型増幅方法を実施するための方法を提供する。等
温増幅は、本明細書に記載される標準的なＰＣＲ技術の代替である。等温増幅は、サンプ
ル中のバックグラウンドＤＮＡの相対量を減少するために使用される。プライマーは、増
幅の一定温度手段において一般的に使用される。等温増幅は，ＳＮＰ検出において適用さ
れる。一旦、ＤＮＡが等温増幅によって増幅されると、どのヌクレオチド多型が存在する
かを検出するためのいくつかの周知の手段が存在する。これらには、対立遺伝子特異的プ
ライマー伸長、オリゴヌクレオチドライゲーションアッセイ、ミニ配列決定、蛍光偏光な
どが含まれる。等温増幅はまた、ＤＮＡ配列決定調製のために適用可能である。等温増幅
したＤＮＡは、液滴の中の固相に結合させることができ、チップ上のパーキング空間中に
配置させることができる。ビーズまたはパーキング空間は評価することができ、増幅され
たＤＮＡはＤＮＡ配列決定反応のために使用される。さらに、等温増幅は、遺伝子発現分
析のために適用可能である。等温増幅は、定量的な様式で産生されたｃＤＮＡの量の測定
によって遺伝子発現をモニターするために使用することができる。等温増幅のための多く
の方法が当該分野において公知であり、これには以下の例が含まれるがこれらに限定され
ない。
【０２９４】



(72) JP 6023252 B2 2016.11.9

10

20

30

40

50

　ローリングサークル増幅（ＲＣＡ）。ＤＮＡポリメラーゼは、環状鋳型上でプライマー
を伸長し、鋳型の相補配列の直列にリンクしたコピーを生成する（ＦｉｒｅおよびＸｕ，
１９９５）。ローリングサークル増幅を使用するＴｅｍｐｌｉＰｈｉ増幅プロセスは、当
該分野において公知である。このプロセスにおいて、ランダムヘキサマープライマーが、
複数の部位で環状鋳型ＤＮＡにアニールする。Ｐｈｉ２９　ＤＮＡポリメラーゼは、これ
らのプライマーの各々を伸長する。ＤＮＡポリメラーゼが下流の伸長したプライマーに到
達するときに、鎖置換合成が起こる。置換された鎖は一本鎖にされ、より多くのヘキサマ
ープライマーによって反応開始されるために利用可能である。このプロセスは継続し、指
数関数的な等温増幅を生じる。
【０２９５】
　転写媒介増幅（ＴＭＡ）。ＲＮＡポリメラーゼは、プライマー領域において操作される
プロモーターからＲＮＡを作製するために使用され、逆転写酵素は、ＲＮＡ鋳型から相補
的ＤＮＡを産生するため、そしてＲＮａｓｅ　ＨはｃＤＮＡからＲＮＡを除去するために
使用される（Ｇｕａｔｅｌｌｉら、１９９０）。
【０２９６】
　鎖置換増幅（ＳＤＡ）。制限エンドヌクレアーゼは、その標的ＤＮＡの非修飾鎖にニッ
クを入れるために使用され、エキソヌクレアーゼ欠損ＤＮＡポリメラーゼの作用がニック
で３０末端を伸長し、そして下流のＤＮＡ鎖を置換する（Ｗａｌｋｅｒら、１９９２）。
鎖置換増幅は当該分野において公知である。
【０２９７】
　ヘリカーゼ依存性増幅（ＨＤＡ）。ＤＮＡヘリカーゼは、プライマーハイブリダイゼー
ションおよびＤＮＡポリメラーゼによる引き続くプライマー伸長のための一本鎖鋳型を生
成するために使用される。ＨＡＤの概略図は図２８に示される。２つの相補的ＤＮＡ鎖が
２本の線として示される：厚い線はトップ鎖であり、薄い鎖はボトム鎖である。１：ヘリ
カーゼ（黒三角）は、２つの相補的ＤＮＡ鎖を分離し、これは、ＳＳＢ（灰色円）によっ
て結合される。２：プライマー（矢印を付けた線）はｓｓＤＮＡ鋳型上の標的領域にハイ
ブリダイズする。３：ＤＮＡポリメラーゼ（モザイクパターンを付けた正方形）は、鋳型
ＤＮＡにハイブリダイズしたプライマーを伸長する。４：増幅産物は、次のラウンドの増
幅に入る。
【０２９８】
　一例は、エマルジョンベースのサンプル調製である。ＤＮＡフラグメントのランダムラ
イブラリーは、全体のゲノムを剪断すること、および限界希釈によって単一のＤＮＡ分子
を単離することによって生成される。図２９を参照のこと。具体的には、Ｓｏｌｅｘａ，
４５４　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓなどによって実施されたもののような配列決定反応
は、全体のゲノムのランダムなフラグメント化、フラグメントに特別の共通アダプターを
加えること、それら自体のビーズ上、およびエマルジョンの液滴中に個々のフラグメント
を捕捉すること、個々のフラグメントをクローン的に増幅することを含む（図２９ａ、２
９ｂ）。現在の配列決定技術とは異なり、これらのアプローチは、サブクローニングまた
は個々のクローンの取り扱いを必要としない；鋳型はエマルジョン中でまとめて取り扱わ
れる。典型的には、約３０％のビーズがＤＮＡを有し、エマルジョン反応あたり４５０，
０００個の鋳型運搬ビーズを生じる。
【０２９９】
　サンプル調製およびＤＮＡ配列決定は図２９に示される。パネルＡ、ゲノムＤＮＡは単
離され、フラグメント化され、アダプターにライゲーションされ、そして単一の鎖に分離
される（上左）。フラグメントは、ビーズあたり１つのフラグメントが好ましい条件でビ
ーズに結合され、ビーズは、油中ＰＣＲ反応混液エマルジョンの液滴中に捕捉され、ＰＣ
Ｒ増幅は各液滴中で起こり、独特なＤＮＡ鋳型の数千万個のコピーを各々が有するビーズ
を生じる（上、左から２番目）。エマルジョンは破壊され、ＤＮＡ鎖は変性され、そして
一本鎖ＤＮＡクローンを有するビーズは、光ファイバースライドのウェルに沈着される（
下左）。ピロリン酸配列決定のために必要とされる固定化酵素を有するより小さなビーズ
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は、各ウェルに沈着される（下、左から２番目）。パネルＢ、ビーズおよび空の液滴を含
む液滴を示すエマルジョンの顕微鏡写真。細い矢印は２８ｍｍビーズを指し示し；太い矢
印は約１００ｍｍ液滴を指し示す。パネルＣ、光ファイバースライドの一部の走査型電子
顕微鏡写真、ビーズ沈着前の光ファイバー被覆加工およびウェルを示す。パネルＤ、配列
決定機器は、以下の主要なサブシステム：流体アセンブリーからなる。パネルＥ、ウェル
を含む光ファイバースライドを備えたフローチャンバー。パネルＦ、ＣＣＤカメラベース
の画像化アセンブリー。パネルＧ、必要なインターフェース機器制御を提供するコンピュ
ータ。
【０３００】
　別の例は、加工ピコリットルサイズ反応ベッセル中での配列決定である。１つの方法は
、小スケールのウェルを活用するように設計されている修飾ピロ配列決定プロトコールを
使用する、光ファイバースライドのオープンウェル中での同時合成による配列決定を使用
する。光ファイバースライドは、光ファイバーの引き出しおよび融合の反復によって得ら
れる光ファイバーブロックのスライスによって製造される。各反復において、個々のファ
イバーの直径は、それらが断面サイズが増加している束状構造に六方充填されるにつれて
減少する。各光ファイバーコアは４４μｍ直径であり、２～３μｍの被覆加工により取り
囲まれる；各コアのエッチングは、約５５μｍの深さで、５０μｍの中心間距離を有する
反応ウェルを作製し（図２９ｃ）、７５ｐｌの計算ウェルサイズおよび平方ｍｍあたり４
８０ウェルのウェル密度を生じる。約１６０万ウェルを含むスライドにビーズを負荷し、
ウェル開口部の上の３００μｍ高さのチャネルを作製するように設計されたフローチャン
バーに装着し、そこを通して配列決定試薬が流れる（図２９ｄ）。エッチングしていない
スライドの基部は、電荷結合素子（ＣＣＤ）センサーに結合された第２の光ファイバー画
像化束状構造と光学的に接触しており、各個々のウェルの底からの放射光子の捕捉を可能
にする（図２９ｄ）。３ビーズシステムが開発され、構成要素は、固体支持体上で高い効
率を達成するように最適化される。ピコリットルサイズのウェル、小さなビーズによって
可能にされる酵素負荷の均一性、および固体支持体化学の増強の組み合わせは、ユーザー
が、１００塩基までの合成による配列決定の有用な読み取り長を延長する方法を開発する
ことを可能にする。
【０３０１】
　フローチャンバーにおいて、サイクル的に送達される試薬は、ウェルに対して垂直に流
れる。この配置は、オープンウェル中で鋳型を有するビーズ上での同時伸長反応を可能に
し、そして試薬および副産物の添加または除去を制御するための対流および拡散輸送に依
存する。ウェルにおよびウェルからの拡散の時間スケールは、現在の配置では１０ｓのオ
ーダーであり、ウェルの深さおよびフローチャネルの高さに依存する。シグナル生成酵素
反応の時間スケールは、０．０２～１．５ｓのオーダーである。現在の反応は、質量輸送
効果によって支配され、試薬のより迅速な送達に基づく改善が可能である。ウェルの深さ
は、多数の競合する要件に基づいて選択した：（１）ウェルは、ウェルを過ぎた対流輸送
の存在下で、ウェル中にＤＮＡを有するビーズが残るために十分である深さにあることを
必要とする；（２）ウェルは、ウェルからの副産物の拡散に対抗して十分な単離を提供す
るために十分に深くなくてはならなく、ここで、取り込みは、取り込みが起こっていない
ウェルに対して起こっている；ならびに（３）ウェルは、ウェルへのヌクレオチドの迅速
な拡散のために、ならびに高配列決定処理能力および試薬使用の減少を可能にするために
各流れサイクルの終わりに残っているヌクレオチドを迅速に洗い流すことを可能にするた
めに、十分に浅くなくてはならない。次のヌクレオチドが導入される前に、任意のウェル
中にヌクレオチドが残っていないことを保証するために、各ヌクレオチドの流れの後で、
ピラーゼを含む洗浄液が使用される。
【０３０２】
　別の例は、個々の読み取りの塩基呼び出しである。ヌクレオチドの取り込みは、無機ピ
ロリン酸の付随する放出、および光子の生成によって検出される。鋳型を有するビーズを
含むウェルは、読み取りの開始において、公知の４ヌクレオチド「鍵」配列を検出するこ
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とによって同定される。生のシグナルは、バックグラウンドを減算し、標準化し、および
補正する。特定のウェルについての、各ヌクレオチド流における標準化されたシグナル強
度は、もしあれば、取り込まれたヌクレオチドの数を示す。シグナルの直線性は、少なく
とも長さ８のホモポリマーに対して保存されている。合成による配列決定は、各ビーズ上
の非常に少ない数の鋳型が同期性を失っている（すなわち、配列中のすべての他の鋳型の
前方に出ているか、またはそれらの後方にあるかのいずれかである）。この効果は、主と
して、ウェル中の残りのヌクレオチド（「前進」を生じる）または不完全な伸長に起因す
る。典型的には、１～２％の前進比率および０．１～０．３％の不完全伸長比率が見られ
る。これらのシフトの補正は不可欠である。なぜなら、同期性の喪失は、より長い読み取
り長で配列決定する品質を破壊する累積効果であるからである。
【０３０３】
　方法は、新たに開発されたインビトロサンプル調製方法論および配列決定技術を使用し
て、機器の単回の実行において、数１０万回の配列読み取りの同時獲得、８０～１２０塩
基長、９６％の平均正確さを実証してきた。Ｐｈｒｅｄ　２０をカットオフとして用いて
、これらは、それらの機器が、試験フラグメントからの４７００万個の塩基およびゲノム
ライブラリーからの２５００万個の塩基より多くを生じることが可能であることを示すこ
とができる。ウェル間のクロストークを補正する、配列決定ケミストリーおよびアルゴリ
ズムについての最近の研究は、シグナル分布が狭く、付随するエラーの減少および読み取
り長さの増加を伴うことを示唆する。エマルジョンプロトコールにおける改善もまた含む
、ゲノムライブラリーを用いる予備的な実験において、８４サイクルを使用して、１００
塩基について実証したものと同様の正確さで、２００塩基の読み取り長さを達成可能であ
る。時折、１６８サイクルにおいて、４００塩基を超える塩基に対して１００％正確であ
る個々の読み取りが生じた。
【０３０４】
　等温増幅反応は、上記のように、大きな忠実度を伴って高い収率を生じるという大きな
期待を示した。しかし、反応が鋳型ＤＮＡの非存在下で行われる場合に、偽の非鋳型増幅
産物を生成するポリメラーゼの傾向から、付随する欠点が生じる。加えて、本発明者らの
応用は、単一の鋳型分子を増幅するためにＤＮＡ鋳型の限界希釈とともに高処理能力の微
小流体を利用する。結果として、空の反応液滴の数は顕著に増大し、ポアソン分布に従っ
て、全体の液滴集団の９０％以上を含む。全体の液滴のさらに小さな画分中での非鋳型増
幅（本明細書以後、ＮＴＡ）は、挿入色素のレーザー尋問（ｉｎｔｅｒｒｏｇａｔｉｏｎ
）に基づく増幅検出ストラテジーを混乱させる可能性があり、従って、この問題は解決さ
れなければならない。当該分野においてこの問題に取り組むために、本発明は、鋳型ベー
スの増幅を進行させながら、ＮＴＡを遅らせるために、微小流体反応中での修飾および標
準のヘキサマープライマーの混合物の使用を提供する。
【０３０５】
　以前の研究は、ランダムプライマー（Ｌａｇｅ，Ｌｅａｍｏｎら、２００３）へのニト
ロインドール塩基の組み込み（ＬｏａｋｅｓおよびＢｒｏｗｎ　１９９４；Ｌｏａｋｅｓ
，Ｈｉｌｌら、１９９７）または６００ｎＬまで反応体積を減少させること（Ｈｕｔｃｈ
ｉｓｏｎ，Ｓｍｉｔｈら、２００５）を通して、ＮＴＡを減少させるように試みた。不運
にも、修飾ニトロインドールプライマーは、複製することが困難であることが判明し、そ
してしばしば、それらが取り込まれる増幅の全体の速度および収率を有意に減少する効果
を有する。複数プレートウェル中で行われる小体積反応は、小体積の分配に起因する困難
さ、およびサンプル蒸発、ウェルからウェルへの相互汚染などの関連する問題に直面した
。
【０３０６】
　ニトロインドールおよびＣ３非複製要素を含む本発明の修飾プライマーは、バルク反応
と微小流体反応の両方でＮＴＡを減少させるための試みの中で研究された。ニトロインド
ールとＣ３非複製要素の両方が、ＮＴＡ抑制において最も有効である２種の５’ニトロイ
ンドールを含むプライマーを用いて、ＮＴＡを減少する際に有効であることが見出された
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。しかし，ＮＴＡ抑制の増加は、鋳型増幅反応における収量の減少と強固に連鎖していた
。一定の比率のニトロインドール対ランダムヘキサマープライマーを使用する増幅は、一
定の範囲の鋳型増幅収量と非鋳型増幅収量を生じ、１５：８５の比率であるニトロインド
ール対ランダムヘキサマープライマーは、ランダムヘキサマープライマー単独と釣り合っ
た鋳型収量を生じるが、鋳型の非存在下では、もしあったとしても、わずかな偽産物を生
じる。
【０３０７】
　（実施例４）
　本明細書に記載されるＰＣＲおよび等温増幅は、単一ヌクレオチド多型分析を実施する
際に非常に有用であり得る。単一ヌクレオチド多型、またはＳＮＰは、ヒトのＤＮＡは配
列中に存在し得る小さな遺伝子の変化またはバリエーションである。遺伝コードは、４つ
のヌクレオチド「文字」Ａ（アデニン）、Ｃ（シトシン）、Ｔ（チミン）、およびＧ（グ
アニン）によって特定される。ＳＮＰのバリエーションは、単一のヌクレオチド、例えば
、Ａが、他の３種のヌクレオチド文字－Ｃ、Ｇ、またはＴを置き換えるときに起こる。
【０３０８】
　ＳＮＰの一例は、ＤＮＡセグメントＡＡＧＧＴＴＡのＡＴＧＧＴＴＡへの変化であり、
ここでは、第１の断片における２番目の「Ａ」は、「Ｔ」で置き換えられている。平均し
て、ＳＮＰは、ヒト集団の中で０．１パーセントより多くの頻度で存在する。ヒトのＤＮ
Ａ配列の約３～５パーセントのみがタンパク質の産生のためにコードされているので、大
部分のＳＮＰは「コード配列」の外側で見出される。コード配列の中で見出されるＳＮＰ
は、特に研究者の関心の的である。なぜなら、これらは、タンパク質の生物学的機能を変
化させる可能性が高いからである。最近の技術の進歩により、遺伝子同定を容易にするこ
れらの遺伝子のバリエーションの独特な能力と結び付けて、ＳＮＰの発見および検出が最
近相次いでいる。
【０３０９】
　多くのＳＮＰはヒトにおいて物理的変化を生じないので、科学者は、他のＳＮＰがヒト
に疾患の素因を与え、さらに薬物レジメンへの彼らの応答に影響を与えさえする可能性が
あると考えている。現在、患者がいかにして特定の投薬に応答するかを決定するための簡
単な方法は存在しない。１人の患者に有効であることが判明した治療は、他の患者に対し
ては有効ではない可能性がある。さらに悪いことに、一部の患者は、特定の薬物に対する
有害な免疫学的反応を受ける可能性がある。今日、製薬会社は、「平均的な」患者が応答
する薬物を開発することに限定されている。結果として、少人数の患者に利益を与え得る
多くの薬物が市場に出ていない。
【０３１０】
　将来は、個人のための最も適切な薬物が、患者のＳＮＰプロフィールを分析することに
よって、治療に先立って決定できる。「個人用医薬」と呼ばれる、薬物が最も利益がある
個人を標的とする能力は、製薬会社がより多くの薬物を市場に出すことを可能にし、医師
が患者の必要性に対して特異的な個人治療を処方することを可能にする。
【０３１１】
　ヒトゲノム中で単一ヌクレオチドの変化を発見することは、困難な見通しであるように
見えるが、しかし、過去２０年間にわたり、生物医学の研究者らは、ちょうどそれを行う
ことを可能にする多数の技術を開発してきた。各々の技術は、共通の形質を共有する複数
の個体から得られたＤＮＡ配列の選択した領域を比較するための異なる方法を使用する。
各試験において、結果は、ＳＮＰが一例の個体において検出され、他の個体において検出
されない場合にのみ、ＤＮＡサンプル中で物理的な違いを示す。現在、既存のＳＮＰは、
マイクロアレイを使用して最も容易に研究されている。マイクロアレイは、数十万種まで
の別々のＳＮＰの同時試験を可能にし、コンピュータによって迅速にスクリーニングされ
る。
【０３１２】
　製薬会社間の今日の競争は、最も効率的な様式で、新規な標的を同定するため、および
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これらの標的を立証するために、新たなシステムゲノミクスアプローチを適用することで
ある。ＳＮＰ研究は、多くの多遺伝子性疾患の根本的な理解を提供し、従って、新たな治
療標的を提供する。グループがゲノム幅スキャンおよび数千のＳＮＰおよびサンプルの遺
伝子型決定を必要とする他の大きな研究を実施したので、高処理能力ＳＮＰ遺伝子型決定
についての必要性が必須になってきた。
【０３１３】
　本発明の微小流体デバイスは、１秒あたり少なくとも１０，０００種のＳＮＰ分析を実
施可能である。１０倍の過剰表示を用いる全ゲノムスキャン（すなわち、１００Ｋ　ＳＮ
Ｐ）が１時間未満に実施可能である。本発明のデバイスおよび方法を使用して可能にされ
る速度および効率は、付随するコストおよびをＳＮＰ分析を実施するための試薬の消費を
低減する。
【０３１４】
　（実施例５）
　本明細書に記載されるＰＣＲおよび等温増幅は、基材については固定化ＤＮＡに依存す
る、Ｓｏｌｅｘａの１Ｇシークエンサーなどの市販のＤＮＡシークエンサーのために必要
なサンプル調製プロセスを提供する際に非常に有用であり得る。１つの実施形態において
、単一の分子は、表面固定化のために使用される部分で処理されたＰＣＲプライマーを使
用して増幅でき、次いで、スライドの表面を横切って、ＰＣＲポジティブ液滴を流し、充
填エマルジョンを形成する。次いで、このエマルジョンを破壊することができ、プライマ
ーは、ＰＣＲ産物を結合する適切なコーティングの存在のために、スライドに結合するこ
とが可能にされる。
【０３１５】
　Ｓｏｌｅｘａ　１Ｇシークエンサーは、現在、ブリッジ増幅により、スライドに結合し
たプライマー上で、適所で増幅された増幅物質を配列決定する。このプロセスにおいて、
鋳型ＤＮＡは、非常に低い濃度でスライド表面を横切って流れ、そして各鋳型に事前にラ
イゲーションしたアダプターを、８つのレーンのいずれか１つの中のスライドに結合した
相補的プライマーにハイブリダイズさせる。一旦ハイブリダイズすると、プライマーは、
固定化プライマーを利用するＰＣＲ増幅のバージョンであるブリッジ増幅に供せられ、反
応の産物は、スライドに固定化されたＤＮＡのパッチである。この様式でＤＮＡを増幅す
るときには、いくつかのリスクに直面する。このプロセスは、極めて精巧にＤＮＡ濃度に
感受性である。はるかに多いＤＮＡが使用される場合、ＤＮＡパッチはあまりにも接近し
すぎて生成され、または重複にさえなり、引き続く配列決定の間に混合シグナルを生じる
。少なすぎるＤＮＡが使用される場合、ＤＮＡパッチは非常に低い密度で存在し、実行の
間に不十分な配列が生成し得る。配列決定反応が７２時間かかるので、滴定の実行は、増
幅の前のＤＮＡ濃度を試験するために実施されず、時間および費用の潜在的な損失は顕著
である。加えて、単分子増幅もブリッジ増幅も非常に効率的というわけではなく、そして
ブリッジ増幅は上限および下限のサイズ制限があるので、特定の長さの範囲内でのみ産物
を生成する。
【０３１６】
　本発明は、この制限を克服する方法を提供する。１つの実施形態において、Ｓｏｌｅｘ
ａスライドは、結合および固定化を可能にするために一般的に使用される任意の化合物（
例えば、カルボキシ－エステル、ストレプトアビジン、Ｉｇｇ、金など）でコートするこ
とができる。ＰＣＲ反応は、溶液中でＰＣＲ産物を効率的に増幅するための適切な結合部
分（それぞれ、５’アミン、５’ビオチン、５’ＤＮＰ、または５’チオール）で修飾し
たプライマーを使用して本発明の微小流体デバイス中で、記載されるように実施すること
ができ、このＰＣＲ産物は、引き続く配列決定のためにＳｏｌｅｘａスライドに効率的か
つ容易に結合させることができる。増幅は全く直接的なものであり、標準的なサンプル調
製プロセスを通してＳｏｌｅｘａ鋳型にライゲーションされたアダプターと適合性である
、鋳型の限界希釈およびプライマー対のセットを用いて実施する。プライマー対の一方は
、前の方に記載したように、５’結合部分を有し、かかる対の一方のみが、反対の鎖の除
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去、およびスライド上の単一の標準的な固定化鋳型の生成を可能にする。一旦、増幅が実
施されたら、そしてポジティブ液滴が分別されたら、液滴は、Ｓｏｌｅｘａスライドのレ
ーンの各々に流すことができる。液滴間の適切な間隔は、ＰＣＲポジティブ液滴が互いに
対してまれにしか近接しないことを保証するために十分な比率でＰＣＲポジティブ液滴と
ともに、緩衝液または非混和油のみを含む液滴を混合することによって得ることができる
。一旦、各レーンが液滴で充填されると、液滴は、電場の適用を通して破壊され、ＰＣＲ
産物は、液滴が占めたのと同じジオグラフィー領域中のスライドに結合させることができ
る。固定化鋳型は、基本的な洗浄、温度などの適用を通して、一本鎖にすることができる
。このことは、配列決定のための、Ｓｏｌｅｘａチップ上でのＰＣＲ画分の迅速な増幅、
およびそれらの引き続く密度制御沈着を可能にする。
【０３１７】
　（実施例６）
　本発明は、微小流体デバイス上の液滴中で少ないコピー数の核酸の存在および／または
配列を検出するための方法を提供する。核酸の相補的配列を用いてサンプルをプローブす
ることによる、サンプル中に存在する特定の核酸配列の検出は、周知の技術である。核酸
は、相補的核酸に結合する際に高度に特異的であり、従って、特定の核酸がサンプル中に
存在するか否かを決定することは有用である。検出される特異的核酸の配列を知らなけれ
ばならず、次いで特異的核酸配列に相補的な核酸配列を有するプローブを構築しなくては
ならない。
【０３１８】
　核酸プローブは高度に特異的なので、ある状況においては、核酸配列によって産生され
るタンパク質ではなく、核酸配列それ自体をプローブすることが好ましい。特定の例とし
て、単にタンパク質検出に基づく診断方法は、ＤＮＡゲノムを欠く非感染性抗原粒子の有
意なレベルの存在に起因して、Ｂ型肝炎ウイルスの感染性粒子の存在を決定するためには
信頼性がない。別の例において、前癌性または良性のいずれかの子宮頸部腫瘍において見
出されるヒトパピローマウイルスの種々のサブタイプは、核酸プローブハイブリダイゼー
ションの使用によってのみ区別することができる。また、ＡＩＤＳウイルスの特定の遺伝
子構成は、ＡＩＤＳウイルス特異的核酸配列の存在に基づくアッセイが診断剤として優れ
ていることを確実にする。
【０３１９】
　細胞あたり１００，０００コピーまでの、天然に存在する数の多いリボソームＲＮＡは
、ＧｅｎＰｒｏｂｅによって使用され、核酸プローブを使用して、レジオネラおよびマイ
コプラズマなどの特定の細菌病原体の診断を容易にする。しかし、このストラテジーは、
ウイルスなどの非細胞性病原体、または低コピー数を有するプローブした核酸配列ととも
に使用することはできない。コピー数は、ＡＩＤＳウイルスの検出のための核酸プローブ
法の開発に伴う特定の問題であり、ここでは、組み込まれたプロウイルスが、１０，００
０個の末梢血リンパ球のうちの１個未満で存在し得る。従って、サンプル中に存在すると
疑われる特定の核酸配列が増幅できる場合、コピー数の問題は回避でき、プローブアッセ
イはより容易に使用できる。
【０３２０】
　数個の細胞のみを含み、または結果的に数コピーのみの特定の遺伝子を含む通常の生体
サンプルにおいて、コピー数の問題を克服するために、増幅プロセスを利用することが必
要である。
【０３２１】
　増幅するための１つの方法は、サンプルを「成長させる」ことであり、すなわち、サン
プル中に存在する、生きている生物学的物質がそれ自体を複製できるように、条件を設定
することである。複製は、検出可能なレベルまで、核酸配列の量を増加することができる
。食品業界において、例えば、食品に毒となる細菌、サルモネラについて加工食品を試験
するために、食品サンプルは、核酸コピー数の量を増加させるように、何日もの間インキ
ュベートしなくてはならない。臨床サンプルにおいては、病原体もまた、ある程度長時間
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にわたって、成長させることによってそれらの数を増加させなければならない。
【０３２２】
　現在の方法は、プライマー伸長産物が合成され、これが次には鋳型として働き、標的Ｄ
ＮＡ配列の増幅を生じるように、標的ＤＮＡ配列を含むことが疑われているサンプルがオ
リゴヌクレオチドプライマーで処理されるプロセスを利用している。プライマー伸長産物
は、熱変性を使用して鋳型から分離される。現在の方法はまた、２つの別々の相補鎖を有
する標的ＤＮＡ配列を増幅するためのプロセスもまた含む。このプロセスは、鎖をプライ
マーで処理して伸長産物を合成すること、鋳型からプライマー伸長産物を分離すること、
および次には、鋳型としてプライマー伸長産物を使用することを含む。
【０３２３】
　上記の方法の両方が、手動または機械でのいずれかの関与、および増幅プロセスにおけ
るユーザーによる多段階操作を必要とし、ＤＮＡを増幅することのみに制限されている。
これらの方法に含まれる工程は、ユーザーがサンプルを加熱すること、サンプルを冷却す
ること、適切な酵素を加えること、次いで、これらの工程を反復することを必要とする。
温度の変化は、酵素がそれらの活性を弱めることを引き起こす。従って、ユーザーは、増
幅プロセスの間、適切な酵素のアリコートを、繰り返し増幅混液に補充する。
【０３２４】
　本発明は、微小流体上で液滴中の低コピー数の核酸の存在および／または配列を検出す
るための方法を提供する。本発明の１つの実施形態において、水性エマルジョン（すなわ
ち、液滴）内部に位置する低コピー数の鋳型ＤＮＡ分子に結合するときに、酵素にスイッ
チを入れまたは活性化するように、ヌクレオチド／ペプチド核酸（ｐｎａ）プローブ（オ
リゴプローブ）をつなぐことができる。非限定的な例として、アルカリホスファターゼ結
合体は、低コピー数ヌクレオチドの一方の末端に配置し、アルカリホスファターゼの阻害
剤は、他方の末端に配置することができる（分子ビーコンのように）。オリゴプローブが
低コピー数鋳型に結合するとき、阻害剤は酵素から取り外され、酵素は基質を代謝する。
つなぎは、タンパク質相補アッセイであり得、ここで、低コピー数鋳型へのオリゴプロー
ブの結合は、酵素が活性であることを引き起こす。
【０３２５】
　種々の実施形態が本明細書に記載され、これらは本明細書を限定するものとして見なさ
れるべきではない。例１：Ｔａｑｍａｎはオリゴプローブの３’末端に結合したβ－ｇａ
ｌαタンパク質を消化し、それによって、溶液中のオメガフラグメントに結合するために
遊離α－サブユニットを放出する。例２：２つのオリゴプローブが互いに隣接する低コピ
ー数鋳型上に存在し、それによって、タンパク質相補アッセイ試薬の２つのサブユニット
を一緒にする。例３：活性部分を放出させるＴａｑｍａｎ様酵素もまた使用できる。活性
部分には、例えば、オリゴプローブからの放出の際に活性化される酵素、またはオリゴプ
ローブにつながれたときにクエンチされる蛍光基を含めることができる。プローブが結合
したときのみにプローブを切断する二本鎖特異的ヌクレアーゼの使用は、それによって、
活性酵素または蛍光基質を放出する。例４：プローブは、検出されるハイブリダイゼーシ
ョンが、Ｔａｑｍａｎ式に蛍光基の放出を引き起こすように結合した蛍光基を有する。例
５：プローブは、検出されるハイブリダイゼーションが、Ｔａｑｍａｎ型放出によって活
性酵素の放出を引き起こすように結合した不活性酵素を有する。例６：プローブは、検出
されるハイブリダイゼーションが、相補可能である酵素の活性部分の放出を引き起こすよ
うに結合した不活性相補酵素を有する。例７：２つのプローブは、検出されるハイブリダ
イゼーションが、酵素の相補および活性化を引き起こすように結合した不活性酵素部分を
有する。例８：２つのプローブは、一緒になり、蛍光共鳴エネルギー移動（ＦＲＥＴ）反
応が起こることを可能にする。これは、ＦＲＥＴ－オリゴライブラリーを必要とする。ほ
とんどすべてのＳＮＰまたは転写プロファイリング法がこのコンセプトを受け入れ可能で
あり得る。
【０３２６】
　多くのアッセイが、微小流体デバイス上で実施され、これには以下が含まれるがこれら
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に限定されない：タンパク質－タンパク質、抗体－抗原、核酸－タンパク質、核酸－核酸
、リガンド－タンパク質、リガンド－核酸、リガンド－リガンド、真核生物または原核生
物細胞の表面部分－第２の部分、真核生物または原核生物細胞の表面上の２つ以上の受容
体の測定、タンデム融合を使用する３ハイブリッドシステムの開発、インターアクター－
コファクターなど。システムに適合できる多くの他の型の相互作用もまた公知である。相
補アッセイを組み入れたアッセイは、プロテオミクスとゲノミクスの両方において使用で
きる。
【０３２７】
　現在、これらのアッセイ方法は、相互作用／結合を検出するために、＞１０Ｋフルオレ
セイン分子を必要とする方法を必要とする。１つの実施形態において、本発明は、相互作
用する分子のシグナルを増幅することによって、多数の相互作用タンパク質を減少させる
方法を提供する。いくつかのアッセイの好ましい実施形態において、安定なエマルジョン
は必要とされないかもしれない。利点は、液滴中のタンパク質活性に影響を与え得る界面
活性剤および安定剤を除外できることである。
【０３２８】
　同様に、上記のアッセイのいずれかにおいて、相補の損失を理解可能に見ることができ
る。相補の損失または増加は、物理的（例えば、熱、光）または化学的な添加、または液
滴の製剤の関数であり得る。これらの相互作用には以下が含まれるがこれらに限定されな
い：タンパク質－タンパク質、抗体－抗原、核酸－タンパク質、核酸－核酸、リガンド－
タンパク質、リガンド－核酸、リガンド－リガンド、真核生物または原核生物細胞の表面
部分－第２の部分、真核生物または原核生物細胞の表面上の２つ以上の受容体の測定、タ
ンデム融合を使用する３ハイブリッドシステムの開発、インターアクター－コファクター
など。システムに適合できる多くの他の型の相互作用もまた公知である。相補アッセイを
組み入れたアッセイは、プロテオミクスとゲノミクスの両方において使用できる。
【０３２９】
　各相互作用パートナーの量は、一方または他方に対して、レポーター分子（例えば、色
素または量子ドット、ＧＦＰタンパク質）を遺伝的にまたは化学的にカップリングするこ
とによって、液滴内で定量可能である。同様に、酵素的増幅のために記載される相補アッ
セイは、同じかまたは異なる時点において液滴に加えられた異なる酵素基質を使用するこ
とによって、各パートナーの濃度が液滴中で計算できるように、いくつかの異なる相補タ
ンパク質の１つを使用することができる。基質添加のタイミングは決定的ではなく、添加
は異なる時点で行うことができることを当業者は容易に認識する。種々の変性剤によって
プロテアーゼなどを「殺す」ことは当業者の範囲内である。
【０３３０】
　１つの実施形態において、相補アッセイは、例えば、ＩＶＴ合成タンパク質を加えるか
、または特別に加えるために使用できる。一例として、ＲＮａｓｅＡのｓ－ペプチドおよ
びＳタンパク質があり、ここで、Ｓペプチドは、ＩＶＴ生成されたＡｂおよびＳタンパク
質に遺伝的に融合され、Ｓペプチドへの結合の際に、ＲＮａｓｅＡ活性を活性化し、それ
によって、さらなるＩＶＴ合成を停止する。同様に、任意の２つの相補相互作用が、活性
を生成するために使用できる。
【０３３１】
　液滴中のインターアクターの量を定量することによって、相互作用反応速度（例として
は、親和性定数および解離定数）を誘導することが可能であり得る。１つの実施形態にお
いて、本発明は、以下のタンパク質の定量を可能にし、これは、増幅の非存在下では蛍光
分光によって見ることができる方法を提供する。または、増幅は、分子の末端に定量した
数のレポーターを遺伝的に加えることが可能である場合に、増幅はまた、必要とはされな
いかもしれない。例えば、タンパク質の末端に１０個のＧＦＰタンパク質を遺伝的に融合
し、それによって、蛍光強度を１０倍増強する。同様に、一連の小さな相補部分は、タン
パク質の末端に融合することができ、長い遺伝的融合の必要性を取り除く。一例として、
リンカーによって間隔を空けて配置された一連の１０ペプチドは、Ｓタンパク質の各「グ



(80) JP 6023252 B2 2016.11.9

10

20

30

40

50

ラブホールド」が可能であり、単一の酵素によって達成できるものを超えた、シグナルの
増加を生成する。他の例には、ビオチンまたはビオチン－結合タンパク質模倣物のいずれ
かおよびストレプトアビジンまたはアビジン、ＦＬＡＧタグ、ポリヒスチジン、相補ＧＦ
Ｐなどが含まれる。別の例には、液滴のＱｃｏｄｉｎｇが含まれる。
【０３３２】
　図３０および３１は、微小流体デバイス上で抗体を単離するための現在の方法を示す。
現在の方法において、ＤＮＡビーズは、バルクエマルジョンＰＣＲを使用して作製する；
ＤＮＡ含有ビーズは、好ましくは、微小流体デバイスへの負荷の前に単離される。抗原は
＜２０ｋＤであり得（好ましくは、＜１０ｋＤ）、適切な色素で標識される（好ましくは
いくつかの色素－分子を用いる）。シグナルを増大させるためにポリ－リジンテールを抗
原に配置することがさらに好ましくあり得る（しかしクエンチングが懸念される）。抗原
は、液滴中での適切な感度を可能にするために、１００ｎｍの濃度で、ビーズ含有液滴に
製剤化される（複数の／異なる色素の使用は、この濃度を低下させることを可能にする）
。ある状況において、ＩＶＴ溶液と同時に抗原を加えることが可能である。
【０３３３】
　図３２は、微小流体デバイス上で抗体を分離するための本発明の方法を示す。右のパネ
ルは、抗体および抗原を相互作用させるシグナルを増幅するために提案される個々のステ
ップの図である。左のパネルは、微小流体デバイス上で使用されるチップのために設計さ
れるような概略図である。
【０３３４】
　図３３は、全長抗体クローンについての遺伝的選択を示す。遺伝的選択は、Ｅ．ｃｏｌ
ｉを形質転換すること、および適切な糖類が唯一の炭素源である培地上で増殖可能なクロ
ーンについて選択することによって、全長抗体クローンについて富化するために使用する
ことができる。
【０３３５】
　（実施例７）
　本発明は、強制的な引っ込めおよび同じ流体ポートへの再注入を使用することによって
、第１の微小流体基材の機能性を、第２の微小流体基材のそれと合併する、微小流体デバ
イスのトポロジーおよび実行を提供する。現在の多段階アッセイにおいて、以下のステッ
プが、「２段階」実験を完了するために実施しなくてはならない：（１）第１の微小流体
基材の導入；（２）すべての第１段階試薬の導入；（３）すべての流体ラインの開始およ
びデバイス操作の安定化；（４）デバイスの安定化後、機器への保存容器のパッシブ接続
；（５）収集完了時、第１のデバイスからの保存容器への分断；（６）収集したエマルジ
ョンのインキュベーション；（７）機器からの第１のデバイスの取り出し；（８）実験の
第２の段階のために必要とされる流体ラインの洗浄；（９）機器への第２のデバイスの導
入；（１０）すべての第２段階試薬の接続、第１の段階の間に収集したエマルジョンを含
む；（１１）測定の後半を実行する前に第２のデバイスへの流体接続を開始すること；お
よび（１２）第２段階の収集／読み取り。
【０３３６】
　本発明の方法は、以下を用いて多段階アッセイの現在の手順を置き換える：（１）第１
の微小流体基材の導入；（２）すべての第１段階試薬および第２段階試薬の導入、第１段
階の保存容器を含む（すでに接続されていない場合）；（３）流体ラインの開始およびデ
バイス操作の安定化；（４）オイルのいくつかの画分および生成したエマルジョンのすべ
てを保存容器まで活発に引っ込めることによる、第１段階の合わせた液滴の収集の制御；
（５）収集したエマルジョンのインキュベーション；（６）デバイスの後半に戻して収集
した液滴の開始および再注入；および（８）第２段階の収集／読み取り。図３４は、この
デバイストポロジーの概略図を示す。
【０３３７】
　収集したエマルジョンの取り扱いの除外は、機器とのユーザーの相互作用を単純化する
ことを超えて、顕著な利点を有し得る。汚染物質は、実験を台無しにする潜在性を有し、
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任意の過度の取り扱いおよび接続／分断は、汚染物質が機器に混入する可能性を増大させ
る。
【０３３８】
　（実施例８）
　低分子干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）の使用による、ＲＮＡｉ（ＲＮＡ干渉）を通しての遺
伝子サイレンシングは、分子生物学のための強力なツールとして出現し、治療用遺伝子サ
イレンシングのために使用される潜在能力を保持している。標的細胞内の低分子ＤＮＡプ
ラスミドから転写した低分子ヘアピンＲＮＡ（ｓｈＲＮＡ）もまた、安定な遺伝子サイレ
ンシングを媒介し、化学合成したｓｉＲＮＡを用いるトランスフェクションによって得ら
れたものと比較し得るレベルの遺伝子ノックダウンを達成することが示されてきた（Ｔ．
Ｒ．Ｂｒｕｍｍｅｌｋａｍｐ，Ｒ．Ｂｅｒｎａｒｄｓ，Ｒ．Ａｇａｍｉ，Ｓｃｉｅｎｃｅ
　２９６，５５０（２００２），Ｐ．Ｊ．Ｐａｄｄｉｓｏｎ，Ａ．Ａ．Ｃａｕｄｉｙ，Ｇ
．Ｊ．Ｈａｎｎｏｎ，ＰＮＡＳ　９９，１４４３（２００２））。治療目的のためのＲＮ
Ａｉの可能な適用は広範囲であり、癌遺伝子またはウイルス遺伝子などの疾患遺伝子のサ
イレンシングまたはノックダウンを含む。
【０３３９】
　多くのアッセイが、微小流体デバイス上で実施され、これには以下が含まれるがこれら
に限定されない：タンパク質－タンパク質、抗体－抗原、核酸－タンパク質、核酸－核酸
、リガンド－タンパク質、リガンド－核酸、リガンド－リガンド、真核生物または原核生
物細胞の表面部分－第２の部分、真核生物または原核生物細胞の表面上の２つ以上の受容
体の測定、タンデム融合を使用する３ハイブリッドシステムの開発、インターアクター－
コファクターなど。システムに適合できる多くの他の型の相互作用もまた公知である。し
かし、ＲＮＡｉスクリーニングを、迅速かつ正確に行う改善方法についての必要性が当該
分野において存在している。
【０３４０】
　本発明は、微小流体デバイス上で致死的または合成した致死的ＲＮＡｉ誘導性表現型の
スクリーニングのための方法を提供する。本発明は、各ウイルスが独特な６０ｎｔを有し
、すべてのベクターに対して共通であるヌクレオチド配列をいずれかの側で有し，括弧付
きのバーコードで同定される、ＲＮＡｉのレンチウイルスライブラリーを利用する。
【０３４１】
　致死的および合成の致死的ＲＮＡｉ－誘導性表現型の分析は２段階で行う。第１段階に
おいて、ウイルスライブラリーは、バルクおよび感染で、またバルクで、適切な宿主株の
中に合わせる。ライブラリー中の異なるレンチウイルスの各々のモル量は、例えば、適切
な機器上での配列決定によって、または微小流体デバイス上での遺伝子発現分析によって
あらかじめ決定される。感染後、処理した細胞を収集し、６０ｎｔバーコードを、括弧を
付けた配列に基づいて、ＰＣＲプライマーを使用して、染色体ＤＮＡから増幅する。第２
段階において、ＰＣＲ増幅産物は、微小流体デバイスに加え、標識した液滴ライブラリー
に対して分析し、ここで、標識した液滴は、上記レンチウイルスバーコードの各々に対し
てレンチウイルス－バーコード－定量試薬（例えば、分子ビーコン、Ｔａｑｍａｎプロー
ブなど）を含む。遺伝子発現分析様分析は、処理した細胞中での各々のレンチウイルスバ
ーコード型の量で定量するために実施する。増幅産物中の任意のレンチウイルスバーコー
ドの非存在または有意な減少は、処理した細胞中のバーコード含有レンチウイルスの死滅
に起因して仮定することができる。１つの実施形態において、液滴中の産物は、増幅する
こともできる。
【０３４２】
　ＧＦＰまたはさらなる転写分析もまた、２段階で行うことができる。第１段階において
、ウイルスライブラリーは、バルクおよび感染で、またバルクで、適切な宿主株の中に合
わせる。ライブラリー中の異なるレンチウイルスの各々のモル量は、例えば、適切な機器
上での配列決定によって、または微小流体デバイス上での遺伝子発現分析によってあらか
じめ決定される。感染後、処理した細胞をｉ）バルクで収集し、ｉｉ）微小流体デバイス
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中で分別可能な表現型を使用して分別し（例えば，ＧＦＰ発現、細胞表面マーカー、低コ
ピー細胞表面マーカーなど）そしてｉｉｉ）６０ｎｔバーコードを、括弧を付けた配列に
基づいて、ＰＣＲプライマーを使用して、染色体ＤＮＡから増幅する。第２段階において
、ＰＣＲ増幅産物は、微小流体デバイスに加え、標識した液滴ライブラリーに対して分析
し、ここで、標識した液滴は、上記レンチウイルスバーコードの各々に対してレンチウイ
ルス－バーコード－定量試薬（例えば、分子ビーコン、Ｔａｑｍａｎプローブなど）を含
む。遺伝子発現分析様分析は、処理した細胞中での各々のレンチウイルスバーコード型の
量で定量するために実施する。増幅産物中の任意のレンチウイルスバーコードの非存在ま
たは有意な減少は、処理した細胞中のバーコード含有レンチウイルスの死滅に起因して仮
定することができる。
【０３４３】
　（実施例９）
　多くの疾患が、特定の染色体異常に関連する。例えば、癌細胞の染色体は、しばしば、
転座と呼ばれる異常を示し、ここでは、１つの染色体の断片がちぎれて、別の染色体の末
端に付着する。かかる染色体異常を同定すること、および疾患におけるこれらの役割を決
定することは、多くの遺伝疾患を診断するための新しい方法を開発する際の重要な段階で
ある。ギムザ染色を使用する伝統的な核型分析は、科学者がヒトの染色体のフルセットを
黒色および白色で見ることを可能にし、染色体の数およびサイズを観察するために有用な
技術である。しかし、核型分析を迅速かつ正確に改善する方法についての必要性が当該分
野において存在している。
【０３４４】
　本発明は、核型分析のための方法を提供する。好ましくは、核型分析のスクリーニング
は、微小流体デバイス上の液滴中で行う。現在、科学者は、黒色および白色の核型分析の
みを使用して、多くの転座または他の異常を正確に同定することはできない。スペクトル
核型分析（ＳＫＹ）は、科学者が一度に２３対すべてのヒト染色体を可視化することを可
能にする研究用技術であり、染色体の各対は、異なる蛍光色で塗られている。ＳＫＹを使
用することによって、彼らは、１つの色で塗られた染色体が、そこに付着した、別の色で
塗られた異なる染色体の小さな断片を有する例を容易に見ることができる。
【０３４５】
　液滴ベースの方法の使用を通して、染色体は、剪断力について心配することなく、液滴
中で捕捉可能である。次いで、染色体は、外側に伸びた「ネックダウン」を通過させるこ
とができる。ギムザ染色またはオリゴヌクレオチドプローブのいずれかを用いる、負荷の
前の標識は、液滴が流れるときにＤＮＡ核型分析するために使用できる。
【０３４６】
　本発明は、個別の染色体を「塗る」ためのＳＫＹプローブを使用する方法を提供する。
フローソーティングを含む、フロー分析前の染色体の調製のためのフローサイトメトリー
によって使用される方法もまた提供される。本発明は、微小流体デバイス上での使用のた
めのこれらの方法の適合を可能にする方法を提供する。
【０３４７】
　ＳＫＹは、プローブと呼ばれる一本鎖ＤＮＡの短い配列の大きなコレクションの調製を
含む。このＤＮＡライブラリー中での個々のプローブの各々は、１つの染色体の独特な領
域に対して相補的であり；一緒に、すべてのプローブが、ヒトゲノム内のすべての染色体
に相補的であるＤＮＡのネットワークを形成する。各プローブは、そのプローブが相補的
である染色体に対応する蛍光分子で標識される。例えば、染色体１に相補的なプローブは
黄色分子で標識されるのに対して、染色体２に相補的なプローブは赤色分子で標識される
、などである。これらのプローブがヒト細胞からの染色体と混合されるとき、プローブは
、染色体中のＤＮＡに、ハイブリダイズまたは結合する。これらがハイブリダイズするに
つれて、蛍光プローブは、本質的に、染色体のセットを虹色に塗る。次いで、科学者は、
塗られた染色体を分析するためにコンピュータを使用して、染色体のいずれかが転座また
は他の構造的な異常を示すか否かを決定することができる。図３５を参照のこと。
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【０３４８】
　分析の前に、染色体は、以下のように、Ｂｅｅ　Ｌｉｎｇ　ＮｇおよびＮｉｇｅｌ　Ｐ
．Ｃａｒｔｅｒ「Ｆａｃｔｏｒｓ　Ａｆｆｅｃｔｉｎｇ　Ｆｌｏｗ　Ｋａｒｙｏｔｙｐｅ
　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ．Ｃｙｔｏｍｅｔｒｙ」Ｐａｒｔ　Ａ　６９Ａ：１０２８－１０
３６（２００６）に記載されるように調製することができる：
１．細胞株の細胞周期時間に依存して、最適な時間の長さで、０．１　ｌｇ／ｍｌデメコ
ルチン使用して、細胞を中期で静止させる（懸濁液の場合は約５時間、接着細胞株のとき
は１６時間、およびＬＰＳ刺激Ｂリンパ球培養物では４時間）。
２．細胞を収集し、２８９ｇで５分間遠心分離する。上清を除く。
３．５ｍｌの低張液（７５ｍＭ　ＫＣｌ、１０ｍＭ　ＭｇＳＯ４、０．２ｍＭスペルミン
、０．５ｍＭ　スペルミジン、ｐＨ　８．０）中に細胞ペレットを再懸濁し、室温で１０
分間インキュベートする。
４．細胞懸濁液を２８９ｇで５分間遠心分離する。上清を除く。
５．３ｍｌの氷冷したポリアミン単離緩衝液（ＰＡＢ、１５ｍＭ　Ｔｒｉｓ、２ｍＭ　Ｅ
ＤＴＡ、０．５ｍＭ　ＥＧＴＡ、８０ｍＭ　ＫＣｌ　３ｍＭ　ジチオスレイトール、０．
２５％　Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００、０．２ｍＭ　スペルミン、０．５ｍＭ　スペルミジ
ン、ｐＨ　７．５０を含有）中で細胞ペレットを再懸濁、そして２０秒間ボルテックスす
る。
６．染色体懸濁液を、２０１ｇで２分間手短に遠心分離する。上清を２０　ｌｍメッシュ
フィルターに通す。
７．５　ｌｇ／ｍｌ　Ｈｏｅｃｈｓｔ、４０　ｌｇ／ｍｌ　クロモマイシンＡ３、および
１０ｍＭ　ＭｇＳＯ４を用いて、染色体を一晩染色する。
８．フロー分析の１時間前、染色した染色体懸濁液に、１０ｍＭのクエン酸ナトリウムお
よび２５ｍＭの亜硫酸ナトリウムを加える。
【０３４９】
　本発明は、個々の染色体が分別される、核型分析のための染色体を分別するための方法
もまた提供する。この分別は、１つ以上の特定の染色体の集団について富化するために、
染色体特異的同定（例えば、標識プローブのハイブリダイゼーション）の後に行うことが
できる。この富化された集団は、ＤＮＡ配列決定反応において使用できる。
【０３５０】
　ギムザ染色および／または標識プローブハイブリダイズ染色体は、個々の染色体上での
転座の領域を同定するために、微小流体デバイス上のチャネルの狭窄を通して送られ、染
色および／または遺伝的「バーコード」としての標識の領域を検出できる。
【０３５１】
　染色体および核型分析の同定は、特定の細胞型、例えばｉ）母体血からの胎児細胞、ま
たはｉｉ）ヒト血液からの癌細胞の富化後に使用できる。
【０３５２】
　（実施例１０）
　本発明は、バイオマス転換の改善を有する微生物株およびかかる株を調製する方法を提
供する。バイオマスは、植物材料、すなわち、木、草、農作物、または他の生物学的材料
、例えば、動物材料などの有機材料である。これは、固形燃料として、または液体型もし
くは気体型に転換され、電力、熱、化学物質、もしくは燃料の製造のために、使用するこ
とができる。バイオマスは、繊維製品、食品供給、環境、通信、住宅などの他の産業分野
における他の市販品を製造する際に使用することができる。例えば、バイオ燃料開発は、
バイオマスのエタノールへの転換の改善を有する、新たな微生物株の開発を探索する。
【０３５３】
　研究者らは、バイオマス中の糖類をより有効に発酵できる微生物を開発するために洗練
された代謝操作技術を応用してきた。リグノセルロースバイオマスには、キシロースなど
の５炭糖（ヘミセルロースから）ならびにより「一般的な」、穀物中で見られるグルコー
スなどの６炭糖が含まれる。これは、発酵およびはるかにより困難である他の生物処理を
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行う。ある生物精製シナリオは異なる糖の流れを利用して複数の製品を製造するが、他の
ものは、すべての糖が単一セットの装置の中で補酵素であり得るならば、よりコスト効果
が高い。従って、研究者らは、エタノール製造経済を改善するために、バイオマス中のす
べての糖を補酵素とし得る微生物を開発している。産業上のパートナーとともに、研究者
らは、特定の原料、供給の流れ、およびプロセスのバイオマス転換のための微生物のデザ
イナー株を開発するために研究している。従って、改善されたバイオマス転換を有する新
規な微生物株の迅速な操作のためのデバイスおよび方法についての必要性が存在する。
【０３５４】
　本発明は、バイオマスエネルギー転換のために使用できる変異体細菌、酵母、または真
菌の株を製剤化するための微小流体デバイスを提供する。この微生物株は、例えば、組換
え方法によって操作することができ、１つ以上の目的のポリペプチドをコードする１つ以
上の核酸配列を含み、ここで、この変異体株は、同じ条件下で、対応する変異型ではない
株よりも高いレベルで、目的のポリペプチドを発現する。
【０３５５】
　１つの実施形態において、この核酸配列は、セルラーゼ発現、キシラナーゼ発現、また
はｇｐｄＡ発現と関連するプロモーター配列からなる群より選択される発現調節領域に作
動可能に連結することができる。別の実施形態において、この核酸配列はさらに、分泌シ
グナル配列に任意に連結することができる。
【０３５６】
　１つの実施形態において、この核酸配列は、異種ポリペプチドコード核酸配列、異種シ
グナル配列、または異種発現調節配列、またはこれらの組み合わせから選択される異種核
酸配列であり得る。例えば、この核酸配列は、異種シグナル配列、例えば、分泌シグナル
配列であり得る。または、この核酸配列は、異種発現調節領域、例えば、誘導性プロモー
ターまたは高発現プロモーターであり得る。
【０３５７】
　目的のポリペプチドは異種ペプチドであり得、変異型株の中で、同じ条件下で、対応す
る変異型ではない株よりも高いレベルで目的のポリペプチドを発現する。１つの実施形態
において、目的のポリペプチドは、炭水化物分解酵素、プロテアーゼ、リパーゼ、エステ
ラーゼ、他のヒドロラーゼ、オキシドレダクターゼ、およびトランスフェラーゼの１つ以
上から選択され得る。なお別の実施形態において、目的のポリペプチドは、一次代謝産物
、有機酸、二次代謝産物、および抗生物質の発現または過剰発現を可能にする１種以上の
真菌酵素から選択できる。これらの真菌配列は、例えば、分泌シグナル配列を含み得、そ
してセルラーゼ、β－ガラクトシダーゼ、キシラナーゼ、ペクチナーゼ、エステラーゼ、
プロテアーゼ、アミラーゼ、ポリガラクツロナーゼ、またはハイドロフォビンの１つ以上
から選択できる。または、真菌配列は、１つ以上の真菌発現調節領域を含み得る。好まし
くは、目的のポリペプチドは、６より上のｐＨで最適活性および／もしくは安定性を示し
、ならびに／または６より上のｐＨでその活性の７０％より多くおよび／もしくは安定性
を示す。
【０３５８】
　変異型微生物は、選択マーカーをさらに含み得る。選択マーカーは、薬物に対する耐性
を付与し得、例えば、栄養欠損から回復する。
【０３５９】
　別の実施形態において、微生物は、変異誘発を介して変異することができる。変異誘発
は、例えば、ＵＶ照射または化学的変異誘発の一方または両方によって達成することがで
きる。例えば、１つの実施形態において、変異誘発は、微生物をＵＶ照射に曝露すること
、微生物をＮ－メチル－Ｎ’－ニトロ－Ｎ－ニトロソグアニジンに曝露すること、および
微生物をＵＶ照射に曝露することを含み得る。
　本発明はまた、バイオマス転換の改善を有する微生物株を作製するための方法を提供す
る。１つの実施形態において、この方法は、微細加工基材で作った微小流体デバイスを提
供する工程を包含する。この微細加工基材は、互いに流体連通されており、それによって
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、少なくとも１つの連続相流体を運ぶように適合された少なくとも１つの主チャネルを形
成するように、一体的に配置された、複数の電気的にアドレス可能なチャネルを有するモ
ジュールを備え得る。この方法はさらに以下の工程を包含する：１つ以上の液滴が連続相
流体中で形成されるように、第１の入口チャネルを通して、微細加工基材の主チャネルま
で、緩衝液、微生物ライブラリー、および媒体（別々の液体または１つの液体ですべて一
緒に）を流す工程；１つ以上の液滴が上記連続相流体中で形成されるように、第２の入口
チャネルを通して、微細加工基材の主チャネルまで、基材を流す工程；液滴が合流モジュ
ールを通過するときに基材を含む液滴とともに、微生物ライブラリーを含む液滴を合流さ
せ、それによって、ＮａｎｏＲｅｆｉｎｅｒｙを生成する工程；微細加工基材上の検出モ
ジュール中の所定の特徴について、ＮａｎｏＲｅｆｉｎｅｒｙに問い合わせる工程；およ
び微細加工基材上の収集モジュール中の目的の微生物を含むＮａｎｏＲｅｆｉｎｅｒｙを
収集する工程。アッセイシステム、例えば、それによって所望の生成物が産生されたか否
かを決定する手段、またはそれによって出発基材材料の非存在を決定するための手段もま
た、液滴またはＮａｎｏＲｅｆｉｎｅｒｙの１つに取り込まれ得る。このアッセイシステ
ムは、基材の添加の前、その後、または同時のいずれかで、加えることができる。
【０３６０】
　１つの実施形態において、このアッセイ系は、溶液中の糖の量を測定できる色素である
。別の実施形態において、微生物ライブラリーは，ＤＮＡ、細菌、酵母、または真菌の１
つ以上を含む。この基材は、発酵ブロス、セルロース、または他のポリサッカリド、また
は植物リグニンの１つ以上を含むバイオマスを含み得る。
【０３６１】
　本発明は、バイオマスを１つ以上の生成物に分解または転換するための方法をさらに提
供する。１つの実施形態において、この方法は、有効量の組換え微生物でバイオマスを処
理する工程を包含し、ここで、組換え微生物は、バイオマスを１つ以上の生成物に分解ま
たは転換する酵素をコードする１種以上の異種配列を発現、または過剰発現する。１つの
実施形態において、バイオマスは，植物細胞壁ポリサッカリドを含み得る。別の実施形態
において、生成物は、図３６および３７に列挙された中間体または製品および消費財の１
種以上を製造するために使用される１種以上の汎用化学製品または二次汎用化学製品を含
み得る。
【０３６２】
　（実施例１１）
　本発明は、改善された活性を有する酵素をスクリーニングする方法を提供する。一例と
して、少なくとも１つの細胞（原核生物または真核生物）が液滴中に沈着され、細胞は、
同種アッセイが利用可能である物質を分泌するようにされる。特別な例として、変異原処
理培地からの個別のバチルス・スブチリス細胞は、３０ミクロン増殖培地含有液滴中に沈
着され、得られる液滴は収集され、一晩インキュベートされる。この細菌は液滴中にプロ
テアーゼを分泌する。次いで、バチルスを含む液滴は、プロテアーゼ切断可能な色素で標
識したペプチドを含むアッセイ液滴とともに個々に合同される。切断されていないペプチ
ドは無色であるのに対して、切断されたペプチドは赤色になる。液滴は、色形成を可能に
するように、十分な時間、チップ上でインキュベートする。赤色である液滴を分別する。
次いで、収集した分別した液滴は、固形増殖培地上に配置し、得られるコロニーは、一晩
インキュベーション後、液滴からの個々のクローン性単離物を表す。
【０３６３】
　加えて、アッセイ液滴は、比活性度、例えば、特定の時間後により強烈な赤色液滴によ
って示される、より活性な酵素に基づいて分別することができる。加えて、液滴中の条件
は、２つの液滴を合同させる間に、細菌のためにそれ自体許容されない可能性があるアッ
セイ条件に変更することができる。例えば、液滴中のｐＨは、酸性またはアルカリ性のい
ずれかの条件下でより良好に働く変異型酵素を見つけるために変化させる。または、液滴
は、より耐熱性である酵素が同定されるように、加熱することができる。
【０３６４】



(86) JP 6023252 B2 2016.11.9

10

　液滴の合同は、個々の細胞が液滴中に配置された直後、またはさらなるインキュベーシ
ョン後であり得る。
【０３６５】
　本発明の別の方法は、液滴中の細胞の内容物を放出するために、アッセイ段階前に細胞
が溶解される以外は、上記と同様である。
【０３６６】
　他の実施形態において、基材は、液滴中に含まれる２つ以上の別々の試薬流動とともに
加え、またはそれと同時に製剤化することができる。具体的な例として、マクロファージ
細胞は、緩衝液中で洗浄され、酵素結合体化抗細胞表面抗体とともにインキュベートされ
る。次いで、細胞は、酵素基質とともに、個々に同時に製剤化された液滴中に負荷される
。液滴中で代謝される酵素基質の量は、液滴中の酵素分子の数に比例し、これはマクロフ
ァージ表面に結合する抗体の数に比例する。注意深い較正により、細胞表面に結合した細
胞表面分子の数を見積もることが可能である。
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