
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】

【請求項３】

10

20

JP 4034351 B2 2008.1.16

第１及び第２の電極を備えた装置であって、前記電極は各々表面を有し、前記表面は対向
され且つ前記表面の間に流体を収容するよう配置された装置であって、前記流体はコロイ
ド状粒子を複数含んでよく、前記第１及び第２の電極は前記流体の存在下において前記電
極の間にＡＣ電圧が印加されるときに前記流体と前記第１または第２の電極のうち少なく
とも一つとの間の界面内に電場が生成されるように互いに配置され、前記第１または第２
の電極のうち少なくとも一つは、前記界面内に電場が生成されかつ光感受性電極が所定の
光パターンで照光されることにより前記電極表面に実質的に平行な方向の前記粒子及び／
または前記流体の動きを制御できる前記光感受性電極を含む、装置。

第１及び第２の電極を備えた装置であって、前記電極は各々表面を有し、前記表面は対向
され且つ前記表面の間に流体を収容するよう配置された装置であって、前記流体はコロイ
ド状粒子を複数含んでよく、前記第１及び第２の電極は、前記流体の存在下において前記
電極の間にＡＣ電圧が印加されるとき、前記流体と前記第１または第２の電極のうち少な
くとも一つとの間の界面内に電場が生成されるように互いに配置され、前記第１及び第２
の電極のうち少なくとも一つは、前記界面内に電場が生成されることにより前記電極表面
に実質的に平行な方向の前記粒子及び／または前記流体の動きを制御するための電場分布
を生ずるように物理的にまたは化学的にパターニングされた、装置。



【請求項４】

【請求項５】

【請求項６】

【請求項７】

【請求項８】

【請求項９】

【請求項１０】

【請求項１１】

【請求項１２】

【請求項１３】

【請求項１４】

【請求項１５】

【発明の詳細な説明】
発明の分野
本発明は材料科学及び分析化学の分野に概ね関する。本発明は、製薬又は農薬の発見にお
ける及びインビトロでの又はゲノムの診断における適用とともに、平面（ｐｌａｎａｒ）
における生物化学的分析の実行、導電性及び／又は光導電性基質の表面上の最小化したフ
ォーマットのための完全に機能付与された統合されたシステムに特に関する。加えて、本
発明の方法と装置は望ましい位相レリーフと化学的機能化を表す材料表面を創作するため
に、及びレンズアレイ（ｌｅｎｓ　ａｒｒａｙｓ）のような表面－搭載光学要素を作製す
ることに使用することができる。
発明の背景
Ｉ－イオン、電場及び流体流：平面ビーズアレイ（Ｐｌａｎａｒ　Ｂｅａｄ　Ａｒｒａｙ
ｓ）の 形成
動電は、電解質溶液中の 上の電場の作用によって
引き出される現象のクラスに関する。表面電荷を与えられた目的物がイオンを含む溶液中
に浸漬される場合、拡散イオン雲は目的物の するように形成する。
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前記第２の電極がシリコン電極を備えた、請求項１または２に記載の装置。

前記流体は電解質溶液である、請求項１または２に記載の装置。

前記第２の電極は光感受性電極である、請求項１または２に記載の装置。

前記光感受性電極は、空間的に調節された酸化物成長、表面化学パターニングまたは表面
プロファイリングによってパターニングされ、前記パターニングは前記第２の電極の性質
を空間的に調節し、前記性質は前記界面において前記電場の局所的な分布に影響を及ぼす
、請求項５に記載の装置。

修正された前記性質はインピーダンスを含む、請求項６に記載の装置。

前記界面において前記電場を生成する電場発生器、及び前記界面を照光する照光源をさら
に含む、請求項７に記載の装置。

前記第２の電極は、平面状のパターニングされた電極を備え、前記界面において前記電場
が生成されるとき前記界面における前記粒子または前記流体の動きが制御される、請求項
１または２に記載の装置。

前記第２の電極は表面及び内部を有するシリコン電極を含む、請求項９に記載の装置。

前記第２の電極の前記表面または内部は、空間的に調節された酸化物成長、表面化学パタ
ーニングまたは表面プロファイリングによってパターニングされ、前記パターニングは前
記第２の電極の性質を空間的に調節し、前記性質は前記界面において前記電場の局所的な
分布に影響を及ぼす、請求項１０に記載の装置。

修正された前記性質はインピーダンスを含む、請求項１１に記載の装置。

前記界面において前記電場を生成する電場発生器をさらに含む、請求項９に記載の装置。

前記第１及び第２の電極の間にＤＣバイアス電圧を提供するための手段をさらに含む、請
求項１または２に記載の装置。

前記ＤＣバイアス電圧が１から４Ｖの範囲である、請求項１４に記載の装置。

電界誘起
帯電した目的物の周囲にある可動イオン

表面電荷を遮蔽 浸漬さ



この小さな領域であるが制限された厚
みにおいてその流体は電気的中性ではない。

その結果的な流れの場は流
体中のイオン流の空間的な を表す。電気浸透性は動電現象の最もシンプルな実例を表
す。シリコン酸化物電極（中性ｐＨの範囲において）のケースのように、固定した表面電
荷を示すサンプル容器又は電極の表面に平行に電場が適用される場合、それは生じる。電
気二重層中のカウンターイオンが電場により加速される 、それらは溶剤分子

大量の流体流を 。この効果は狭いキャピラリー中で非常に本質的であり且つ
流体ポンピングシステム装置に有効に使用することができる。
電気泳動は電解質中に浸漬された電荷粒子の 移動に関する現象によるものである
。電気浸透性 電場は粒子の二重層中の可動イオンを加速する。

電気泳動は工
業的に被覆プロセスにおける重要な役割を果たし且つ、電気浸透性と一緒に、それは現代
の生物学の分析的な分離技法の主要な支柱の中のキャピラリー電気泳動の発展との結合に
おいて特に興味深いものである。

そのような
「サンドイッチ」状の電気化学的セルは、浅いギャップにより分離された電極の対によっ
て形成されて良い。典型的には、底の電極は酸化物－キャップ化シリコンウエハーによっ
て形成されるであろうし、その他の電極は光学的に透過性で導電性のインジウムスズ酸化
物（ＩＴＯ）によって形成される。そのシリコン（Ｓｉ）ウエハーは、適当なレベルの電
気伝導率を達成するためにドープされた及び酸化シリコン（ＳｉＯｘ）の薄い層によって
電解質溶液から区画されたシリコンの単結晶の薄いスライスとして表される。

、電極表面に
（ＤＣ又はＡＣ）により誘導されて良い。その現象が導電性ＩＴＯ電極の対によ

って形成されるセル中で予め観測されている一方（Ｒｉｃｈｅｔｔｉ，Ｐ　ｒｏｓｔとＢ
ａｒｏｉｓ，Ｊ．Ｐｈｙｓｉｑｕｅ　Ｌｅｔｔｒ．４５，Ｌ－１１３７からＬ－１１４３
（１９８４））その内容は参考としてここに合併される、基礎をなす興味のあるビーズの
間の相互作用は動電学的な移動によって仲介される（Ｙｅｈ，ＳｅｕｌとＳｈｒａｉｍａ
ｎ，”Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｏｆ　Ｏｒｄｅｒｄ　Ｃｏｌ　ｌｏｉｄａｌ　Ａｇｇｒｅｇａ
ｔｅｓ　ｂｙ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｆｉｅｌｄ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｆｌｕｉｄ　Ｆｌｏｗ
”，Ｎａｔｕｒｅ　３８６，５７－　５９（１９９７））その内容は参考としてここに合
併される。この流れは電極の近傍の流れの空間的な における横方向の非－均質的な作
用を 。その最もシンプルなケースにおいて、そのような非－均質性は、各ビーズ
が電解質中のイオンの運動 する事実の結果として電極に近いコロイド状ビーズの非
常に多くの存在によって誘導される。かくして、電極表面に近く配置された場合、個々の
ビーズはそのビーズを中心とする流体のトロイダルな流れを発生することが観測されてい
る。電極の特性における空間的な非－均質性は低いインピーダンスの領域に向けて横方向
の流体流を生じるように幾つかの方法によって故意に導入することもできる。これらの方
法は下記の続きのセクション中に記載される。
動電学的な流れの中の粒子は流体流の変更と同時に、それらの特異的な化学的又は生物学
的な本質に関係なく移流される。その結果、平面アッセンブリとアレイの電気的な場－誘
導的な集合は：コロイド状ポリマーラテックス（「ラテックスビーズ」）、脂質ベシクル
、全クロモソーム、細胞及びタンパク質とＤＮＡを含む生物分子、同じく金属又は半導体
コロイドとクラスターのような幾つかの粒子に適用される。
記載すべき適用のために重要なものは、

という事実である。平面アレンジメントは、外部
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れた目的物の（固定化）電荷の層と、溶液中の（可動）カウンターイオンのスクリーニン
グ雲とのこのような配置は「二重層」と呼ばれる。

その結果、この領域で作用する電場は拡散層
中のイオンを動かし、これらは周囲の流体を次々に同伴する。

分布

とき を同伴し
て 引き起こす

電界誘起
と同様に、 もし、上述のケ

ースとは対照的に、その粒子自身が可動であるならば、それは反対方向への移動によって
イオンの電界誘起移動（及び結果としてのイオン流）を相殺するであろう。

２つの平面電極の「サンドイッチ」の形態における浅い実験的チャンバーのような、拘束
された幾何学的形状において、境界となる電極表面の表面電荷分布と構造的特徴は電気浸
透性の流れの性質及び空間的な構造を決定するのに特に重要な役割を果たす。

電極表面近傍におけるビーズの平面凝集体への可逆的な凝集は 垂直に印加さ
れる電場

分布
反映する

と干渉

流れが介在するビーズ間の引力相互作用は、ビー
ズの特徴的寸法をはるかに超えて広がる



から適用された電場に応答して形成され、その場が除去される場合、崩壊（ｄｉｓａｓｓ
ｅｍｂｌｅ）する。

すなわち、適用される電圧増加の作用として、ビーズは可動であ
りルースに充填された粒子としての平面集合体として最初に形成され、次いでより密な充
填となり、そして最終的に結晶性の、又は整然とした、泡の重なりに似たアレイの形態の
空間的なアレンジメントを示す。内部の整列の増加の段階の間の推移の順序は変更可能で
あり、電圧適用が除去される時点で平面集合体の完全な崩壊を含む。別のアレンジメント
において、低い開始濃度で、ビーズは整列された「超構造」内に交互に位置を装う小さい
クラスターを形成する。
ＩＩ－シリコン酸化物電極表面の
電極はここでの重要なＥＩＳ（電解質－インシュレータ－半導体）構造の電気的インピー
ダンスの疑似－永続的な修正を促進するように予め決定したデザインに従い
される。ＥＩＳインピーダンスの空間的な修正により、電極－ は電極の近く
におけるイオンの流れを決定する。適用される電場の周波数に基づいて、ビーズは高いイ
オンの流れの領域を求め又は回避するいずれか一方となる。空間的な はそれ
故にビーズのアレイの配置と形状 明らかな外部からの制御を伝える。

は 手段において達成され得るが、２つの手順が特に好適に推奨される
。

特に
、その酸化物その厚さは露出時間に基づいており、且つＵＶ照光（ＵＶ　ｉｌｌｕｍｉｎ
ａｔｉｏｎ）パス内に したマスクを配置することによって空間的に調節され
て良い。

例えば、これは酸
化物厚みにおける又は表面電荷密度における緩やかな横方向の変化を誘導するためにＵＶ
露出を制御することによって現に達成される。以下に述べる通り、
、横方向のビーズの移動を誘導するため及びＳｉ／ＳｉＯｘ界面において包埋されるイン
ピーダンス特性の形成において溝に沿って予め決定した方向へのビーズの捕捉又は伝達の
ような基本的な操作の実行を容易にするために役立つ。機能付加された化学的被覆層（ｃ
ｈｅｍｉｃａｌ　ｏｖｅｒｌａｙｅｒｓ）の光化学的な はまた、ＩＴＯを含
む電極表面の別のタイプにも適用される。
ＩＩＩ－界面のインピーダンスの光－制御した調節
外部からの照光のパターンに従いＥＩＳ－インピーダンスの空間的及び時間的調節はビー
ズアレンジメントを介する動電学的な力を制御するための基礎を提供する。

この方法論の原理の理解のために、半導体、特に、電解質溶液（Ｅ）、
及び半導体（Ｓ）によって形成されたＥＩＳ構造のそれらの適切な光電気学的特性を

簡単に検討するための手助けになるであろう。この構造の光電気学的特徴は、Ｓ．Ｍ．Ｓ
ｚｅ，”Ｔｈｅ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　ｏｆ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ”，２ｎｄ　Ｅ
ｄｉｔｉｏｎ，Ｃｈａｐｔ．７（Ｗｉｌｅｙ　Ｉｎｔｅｒｓｃｉｅｎｃｅ　１９８１），
その内容は参考によってここに併合される、中に開示された標準的な金属－ －半導
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印加された電場の強さは、アレイアッセンブリプロセスの基礎をなす
引力相互作用の強さを決定し、その結果アレイ内のビーズによって採用される特定のアレ
ンジメントを選択する。

パターニング

パターニング
パターニング

パターニング
に対して

パターニング 多くの
第１に、適切に調製されたシリコン表面上の薄い酸化物層のＵＶ－介在再成長は、ホト

リソグラフィックレジストパターニング及びエッチングを回避する通常の方法論である。
酸素の存在下においてＵＶ照光は露出されたシリコンの酸化物への変換を仲介する。

パターニング
典型的な変化量が約１０オングストロームである前記厚さの調節により、電解質

溶液にさらされた上部表面を平滑及び化学的に均一にしておく一方で、結果的にＳｉ／Ｓ
ｉＯｘ界面のインピーダンスを空間的に調節することにつながる。第２には、電極表面の
電荷分布の空間的な調節は、ＳｉＯｘ表面上に単分子膜として最初に堆積される好適な化
学種のＵＶ－介在光化学的酸化によって行なわれてよい。この方法は、電極二重層の局所
的特質及び動電学的な流れの細かい制御を可能にする。
この光化学的調節の変化は、ＥＩＳインピーダンスにおける、及び結果的には印加される
電場に対応して生成される流れにおける、横方向の勾配の形成である。

横方向の勾配の制御は

パターニング

平面コロイド
状アレイの光－調節した動電学的集合は、対応する照光パターンに応答するビーズアレイ
の形成、配置及び再集合における遠隔からのインタラクティブな制御を容易にし、且つそ
れによりコロイド状ビーズと生物分子に広範囲のインタラクティブな操作を提供する。

絶縁ＳｉＯｘ層（
Ｉ）

絶縁体



体（ＭＩＳ）又は金属－酸化物－半導体（ＭＯＳ）デバイスのそれらに密接に関係する。
半導体と 酸化物層の間の界面は特に注目に値する。光に対するＭＯＳ構造の電気的
応答の決定的な理解のため、バイアスポテンシャルの存在においてＳｉ／ＳｉＯｘ界面で
形成されような小さいが制限された厚みの空間電荷領域のコンセプトがある。ＥＩＳ構造
のケースにおいて、有効なバイアスは、接合ポテンシャルの形態において非常に特異的な
条件以外の全ての下で存在する。その空間電荷領域は、半導体の価数のひずみと界面の近
くにおける伝導帯（”ｂａｎｄ　ｂｅｎｄｉｎｇ”）に対応して形成される。

すなわち、電気化学的用語において、そ
のＥＩＳ構造はファラデー効果を排する。

その結果として、 Ｓｉ／ＳｉＯｘ界面
の近くに形成される。半導体中の光吸収はこの領域内の電子－ホール対の創作のためのメ
カニズムを提供する。もしそれらが瞬間的に再結合しないのであれば、電子－ホール対は
局部的に作用する電場、及び相当する光電流の流れによって分裂される。それは、電解質
溶液中のビーズの動電学的集合を越えて制御できることのこの後者の影響である。
ＥＩＳインピーダンスの光誘導調節の適切な周波数依存性をより詳細に理解するために、
ＥＩＳ構造を表す等価回路の２つの態様が注目される。

電圧－依存キャパシタン
スを持つキャパシターに類似した電気的特徴を示す。論じられるように、照光（ｉｌｌｕ
ｍｉｎａｔｉｏｎ）は のインピーダンスを低くする役割を果たす。第２に、それの
容量電気的応答を与える、その酸化物層は上述した特徴付けられた（”しきい”）周波数
のみで電流を通すであろう。その結果、しきい値を越えて適用された電圧の周波数として
供給され、照光はＥＩＳ構造のインピーダンスを効果的に低下できる。
このＥＩＳインピーダンスの効果的な減少は、電子－ホール対の発生の割合を決定する光
強度に依存する。有意な 結合の不在において、光発生電子の大部分は 領域の外に流
れ且つ光電流を与える。ホール電荷の残余は、Ｓｉ／ＳｉＯｘ界面に近接して蓄積され

領域中の電場の作用 。その結果として、再結合の割合 、及び電子－
ホール分離の効率、及び故に光電流は減じられる。

同様に、インピーダンスは最小値に（最大電流で）初めに減
じそして次いで減じる。
この強度依存性は、該表面の完全に露出した及び部分的にマスクされた領域の間のビーズ
の横方向の移動を誘導するために有効に使用できる。照光強度が増加されるにつれて、完
全に露出した領域は、最も低いインピーダンスの、及び故に最も高い電流の表面の領域に
一致するであろうし、且つビーズはこれらの領域内に引き寄せられるであろう。完全に露
出した領域が光電流の減少の段階に至るにつれて、

ビーズは完全に露出した領域の外に引き寄せられる
であろう。付加的に、照射パターンにおける時間－変動変更はビーズの運動を
ために使用して良い。
ＩＶ－小型化した、平面フォーマットにおける生物化学的分析の統合
平面アレイフォーマット（ｐｌａｎａｒ　ａｒｒａｙ　ｆｏｒｍａｔ）における分析の実
行、特に生物分子のスクリーニング及び医療的診断の状況においては、複合的な、多－工
程分析プロトコール中での高いスループットを実現するための並列的及び自動化の高い度
合いの有効性を有する。小型化は、小さい空間スケールを反映した適切な混合時間におけ
る減少の、同様に要求される資料及び試薬の量の、同様に必要なパワーの減少をもたらす
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絶縁体

言い換えれ
ば、この条件は、界面を横切るバイアスポテンシャルがある一方で、絶縁体酸化物の存在
下で理想的には電荷移動はない事実を反映する。

代わりに、反対の符号の電荷は絶縁体酸化物層
のいずれか一方の側面上に蓄積され、有限の極性を生成する。
逆のバイアスの存在下において、ｎ－ドープ半導体の価電子帯と伝導帯のエッジはＳｉ／
ＳｉＯｘ界面近傍で上方に曲がり、且つ電子は相当するポテンシャルの勾配に応答して界
面領域の外に流れる。 大部分のキャリアー空乏層が

第１に、電解質－酸化物界面の電
気二重層の詳細な電気的特徴、及び半導体と絶縁体との間の界面の空乏層の詳細な電気的
特徴との間には密接な類似性がある。二重層と同様に、空乏層は

空乏層

再 空乏
空

乏 を遮蔽する は増加し
印加される電圧の周波数及び大きさの

所定の値に対して、照光強度が増加するに従って、電流はまず最大レベルに増加しその後
減少することが予想される。

それらの領域における有効なＥＩＳイ
ンピーダンスは、部分的にマスクされた領域のインピーダンスを超えることができ、その
結果電流の横方向の勾配が逆転する。

生じさせる



結果となる。平面基板（「チップ」）の表面上の小型化したシステム内の生物化学的分析
技術の統合は、効率において本質的な収量の改善、及びコスト、分析の及び診断の手順に
おける減少になるだろう。
ＤＮＡ操作及び分析の状況の中で、最初の工程はガラス基板上に結合することによってこ
の傾向（すなわち小型化）が取り入れられており、ＤＮＡの制限酵素による処理及び続行
する酵素の分離はキャピラリー電気泳動によって消化され、例えば、その内容が参考とし
てここにに併合されるＲａｍｓｅｙ，ＰＣＴ公開ＷＯ　９６／０４５４　７を参照、又は
続行する電気泳動分離を持ったポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）の適用によりＤＮＡ配列
の増幅化、例えば、その内容が参考としてここにに併合されるＷｉｌｄｉｎｇらの米国特
許第５，４９８，３９２号及び５，５８７，１２８号参照。
これらの標準的な実験室的プロセスが小型化したフォーマットにおいて説明されている一
方で、それらは完全なシステムを形成するためには使用されていない。完全なシステムは
、下準備の（ｆｒｏｎｔ－ｅｎｄ）サンプル処理、バインディング及び機能的分析及び情
報処理に続行する小さい信号の検出、のような補足的な操作が要求されるであろう。真の
努力目標は、個々の成分についてのシステムのアーキテクチュアと設計の強制がそれ自身
を明らかにすることからして完全な機能的な統合である。例えば、流動性のプロセスは、
空間的な分離、及び分析物のセットの新たな位置への連続的な移動に要求される連鎖上の
分析工程に要求される。幾つかの可能性は局所的表面張力における温度－誘発傾斜によっ
て滴の電気浸透性ポンピング及び移動を含めて考慮されている。論証的実験において好適
である一方、これらの技術は、熱的に発生した表眼張力の発生がタンパク質及びその他の
サンプルに悪影響を及ぼすことがないように傾斜させる場合、能率的に電気浸透学的に混
合するために要求される非常にたくさんの量の直流電圧を取り扱うため、又は基板の加熱
を制限するためのオーバーオールシステムの設計についてある程度までの幾つかの要求を
提出する。
発明の概要
本発明は、リアルタイムで、光感受性電極と電解質溶液の間の界面でコロイド状粒子（「
ビーズ」）と分子との相互作用の空間的な操作を容易にするための方法と装置を提供する
ための３つの分離した機能的要素を結合する。その３つの機能的要素は：

；ＵＶ－介
在酸化物再成長又は表面－化学 ；
及び、最後に、リアルタイム

。本発明の性能はイオンの流れの空間的な 及びそれ故にアレイアッセ
ンブリを介する流体流が外的な介在によって調節され得るという事実に由来する。特に重
要なことは適切なＥＩＳ構造の特性における非－均一空間の導入である。ここに記載され
たように、そのような、本質的に永続的な又は一時的な非均質性は、ＥＩＳ構造の物理的
及び化学的特性の有効性の獲得によって生成することができる。
本発明は、シリコンウエハー又は類似の基板の表面上の平面、小型化されたフォーマット
において生物化学的な分析の実行のための完全に、機能的に統合されたシステムの実現に
関する。加えて、本発明の方法及び装置は、望ましいトポロジー的レリーフ及び化学的機
能性を示す材料表面の創作、及びレンズアレイのような表面－搭載光学要素を作製するた
めに使用することができる。
３つの機能的要素の組合せが、生物化学的分析技法の実行を許容するための平面ゲノメト
リーにおいてビーズ及びビーズアレイの処理操作の操作的性能のセットを持った本発明に
授けられる。これらの基本的な操作は：コロイド状ポリマーラテックス、ベシクル、完全
なクロモソーム、細胞及びタンパク質とＤＮＡを含む生物分子、同様に金属又は半導体コ
ロイド及びクラスター、のような粒子の集合体とアレイに適用される。
コロイド状粒子のセットは捕捉されて良く、且つアレイ（ａｒｒａｙ）は電極表面上の指
定されたエリア内に形成されて良い（図１ａ、１ｂ及び図２ａ－ｄ）。粒子及び適用した
場に対応してそれらが形成するアレイは、ＵＶ－酸化物 （ＵＶ　－ｏｘｉｄ
ｅ　ｐａｔｔｅｒｎｉｎｇ）によるＳｉ／ＳｉＯｘ界面における埋め込み（ｅｍｂｅｄｄ
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絶縁性または導
電性電極と電解質溶液との界面における平面粒子アレイの電界誘起アセンブリ

パターニングによる界面インピーダンスの空間的な調節
で、インタラクティブな光による界面インピーダンスの状態

の制御；である 分布

パターニング



ｅｄ）又は照光の外的なパターンによる描写（ｄｅｌｉｎｅａｔｅｄ）のいずれか一方で
に沿って流通（ｃｈａｎｎｅｌｅｄ）して良い。適用した電場

方向において、このチャンネリング（図１ｃ，１ｄ，１ｅ，図３ｃ，３ｄ）は、

。ここで論じたように、そのような は照射の適当なパターンによって導入して良
く、且つこれは置換のゲート化した を実行するための手段を提供す
る（図１ｅ）。アレイアッセンブリプロセスに介在する動電学的流れは、ＤＮＡのような
電極の表面近くで延長された粒子のアラインメントのために利用することもできる。加え
て、本発明は粒子の分類及び分離のための方法の実現化を許す。
コロイド状のアレイは指摘されたエリア及びこれらユニットを放出又は崩壊を制限するこ
とにおいて定められる。アレイのオーバーオール形状は、ＵＶ－酸化物パターン化によっ
て又は、リアルタイムで、照光のパターンの形状によって描写されて良い。この能力は電
極表面上の、機能化された、永続的又は一時的な個別の区画（ｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔｓ
）の鮮明化を可能とする。

加えて、アレイの並びの局部的状態
と同様に横方向の粒子密度は外部からの電場によって可逆的に調整し又は第２の、化学的
に不活性なビーズ成分の転化によって修正して良い。
本発明はまた、増加する複合体生産及びプロセスを発展させるための基礎的な操作の結合
のためにも許容される。実施例が、材料科学、製剤学的薬剤の発見、ゲノムのマッピング
及びシーケンシング技術における課題の広範囲に本質的な分析的手順の実行をここに記載
して与える。これらの統合化及び平面ゲノメトリーにおける別の機能に重要なのは、基板
表面上の異なる指示エリアにおいて実行される分析的な手順の連鎖を許す手段において粒
子のセットを操作するためのプロトコールと能力における同時発生プロセス又は連続する
工程を空間的に分離するために永続的又は一時的な区画化（ｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔａｌ
ｉｚａｔ　ｉｏｎ）を化する能率であり本発明によって提供される。
【図面の簡単な説明】
上記の概要的な説明において論じられた本発明の別な目的、特徴及び効果は、単に説明さ
れる通り、及びその実施態様の反映された態様を随伴する図面として理解されるであろう
以下の実施態様の詳細な説明と一緒に与えられる時、より明確に理解されるであろう、こ
こで：
図１ａ－ｈはビーズ操作のための基本操作の図である；
図２ａと２ｂは基板表面上の指示エリアにおける粒子捕捉のプロセスを説明する写真であ
る；
図２ｃと２ｄは基板表面上の指示エリアからの粒子排除のプロセスを説明する写真である
；
図３ａと３ｂはＳｉ／ＳｉＯｘ電極の酸化物プロファイルの図である；
図３ｃと３ｄは溝に沿う粒子のチャンネリングの写真である；
図４ａと４ｂは小さいクラスター内の排除集合体の分割の写真である；
図５は個々のコロイド状ビーズのレンズ的な作用の写真である；
図６ａ－ｃは平面セルにミクロタイタープレートからのレイアウト－保存転移プロセスの
側面図である；
図７はビーズクラスター内のスペーサー粒子の包含の写真である；
図８は結合アッセイ変更例の図である；
図９ａと９ｂは粒子分類の２つのメカニズムの図である；
図１０はビーズ－係留したプローブ－標的複合体の平面アレイの図である；
図１１は本発明に従うＤＮＡ緊縮の図である。
好適な実施態様の詳細な説明
本発明の３つの機能性要素は、電極表面に近接した平面集合体内に並べられたコロイド状
粒子と分子の相互作用の空間的操作のための基本操作のセットを提供するために組み合わ
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様々に配置された溝 の方向
と垂直な
ＥＩＳ構造のインピーダンスにおける、結果的に誘起電界流における横方向の勾配に依存
する 勾配

トランスロケーション

アレイはリアルタイムで与えられた形状変化を受けてよく、ア
レイは他のアレイと融合されてよく（図１ｆ）、または二つ以上のアレイ若しくはクラス
ター（図１ｇ，図４ａ，４ｂ）へと分割されてよい。



されて良い。以下の記述において、この「ツールセット」における基本操作が増加する複
雑さのために記載される。特に、与えられる操作に含まれた、インプット及びアウトプッ
ト、又は「末端」のトータルな数に基づいて分類されるスキームを採用するため、それが
用いられる。

一つのインプットと
２つのアウトプットを含む正反対の 末端処理は

。
個々に含まれた各種の写真において移された現象から生じた実験的条件は以下の通りであ
る。電気化学セルは、ガラス基板上にＩＴＯ層を堆積して構成された平面ＩＴＯ電極の対
によって、又は底上のＳｉ／ＳｉＯｘ電極と頂部側のＩＴＯ電極とによって、典型的には
５０ミクロン以下のギャップにより分離して形成される。それはＳｉ／ＳｉＯｘ界面の光
電気特性に基づいて与えられ、光の制御はＳｉ／ＳｉＯｘ電極の使用に基礎を置く。プラ
チナ線で形成されたリードは、銀エポキシの手段によって接触領域中の 酸化物を除
去するために最初にエッチングされる、ＩＴＯに及びシリコン電極に接合される。そのセ
ルは最初にアッセンブリされ次いで典型的には０．１ｍＭアジド溶液中の０．１％固体の
、ほぼ２ｘ１０ 8粒子／ミリメーターに相当する濃度で、 コロ
イド状ビーズの懸濁液 毛管作用によって充填する。その数は電極表面上の粒子の単層を
満たす１／２から１の間の量となるように選択される。アニオン性（例えば、カルボキシ
ル化ポリスチレン、シリカ）、カチオン性（例えばアミン化ポリスチレン）又は名目上中
性（例えばポリスチレン）は本発明の３つの機能的要素の基礎となる基本的な現象を表す
のに全て用いられている。シリコン電極は、Ｓｉ（１００）ウエハーの１インチ角部分か
ら製作され、

典型的には３０－４０オングストロームの厚さの薄い酸化物層でキ
ャップされる。９５０℃で炉中の標準的な条件の下での成長させる、典型的には６０００
－８０００オングストロームの厚い酸化物層は、重要な構造を表すための標準的なホトリ
ソグラフィーによってエッチングして良い。代替的に、厚い酸化物層はＵＶ照光の下で（
１００）－オリエンテーションの予め剥離された表面上に再成長させても良い。それの実
行と施行のケースを与える、ＵＶ－介在酸化再成長は好ましい技術である：ＵＶ照光のパ
スにおける望ましいパターンを表した石英マスクの配置によって表面を する
ための手段を提供し且つ化学的に均質でトポグラフィック的に平滑な先端表面を達成する
。電極表面に吸着する非－特異的な粒子を避けるために、 が、
後述する「一般的な実験条件」中の記載の通りにするべきである。
基本的な 末端処理は、

「捕捉－及び－保持」処理（図１ａ）であ
る。図２ａと２ｂは、残りの表面がもとから高インピーダンスに相当する厚い酸化物によ
って被覆される一方で、非常に薄い酸化物領域２２（厚みにおいてほぼ２０－３０オング
ストローム）によって 上に
捕捉されたビーズを表す。図２ａにおいて、電場の適用はなく、且つ故にビーズの捕捉は
ない。それに対して、図２ｂにおいては、電場が適用され（１０Ｖｐ－ｐソース、１ｋＨ
ｚ）且つ薄い酸化物領域２２内でビーズの捕捉が生じる。これらの条件の下、

そのアレイが

到達した時に成長が停止する。

適用電圧の はそのアレイの崩
壊を招く結果となる。
「捕捉－及び－保持」処理は可視の又は赤外光での照光、例えばＳｉ／ＳｉＯｘ電極上の
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例えば、二つの分離したアレイまたは粒子セットを一つに融合するのは「三
末端」操作であり、二つのインプットと一つのアウトプットを含む。

三 、一つの与えられたアレイを二つのサブ
アレイへと分割するものである

絶縁体

直径１または２ミクロンの
で

一般的には２００－２５０ミクロンの厚みを有し、一般的に０．０１オーム
ｃｍにｎドープされ、

パターニング

清浄さに関する厳しい条件

一 ＵＶ介在酸化物パターニングによって、または均一なＳｉ／Ｓｉ
Ｏｘ基板表面上に投影された対応する照光パターンによって描写された表面上の任意の外
形の指定された領域に粒子のアレイを形成する

特徴付けられ、それに対応して低インピーダンスを有する表面

アレイは１
秒以内に成長を開始し、領域２２周囲の外側への成長を付加するようビーズが次第に遠い
距離から到達してその後約１０秒を超えて成長し続ける。 描写された標的エ
リア、すなわち低いインピーダンスを有する薄い酸化物によって定められる領域、の外側
限界に 捕捉されたビーズの凝集体の規則性の内部状態は印
加される電圧の強さによって決定され、電圧の値が高いほどビーズのパッキングは密にな
り、秩序化アレイに結果として起こる配置は、泡のラフトの形態での六方晶結晶配置を示
す。アレイは電圧が印加される限り所定の位置に残る。 除去



望ましいレイアウトを持ったパターン化したマスクへの単純な投射によって、の下でも実
行可能である。規定の１００Ｗ石英顕微鏡イルミネーター、Ｚｅｉｓｓ　ＵＥ　Ｍ　ｍｉ
ｃｒｏｓｃｏｐｅは、電極の平面上の形状の要求により準備されるイメージプレーン媒体
において挿入される窓又はマスクとともに、この目的のために使用されている（Ｋｏｅｈ
ｌｅｒ照光の条件の下で特徴的にフォーカスされる場合）。代替的に、６５０－６８０ｎ
ｍで３ｍＷの出力を持つＩＲレーザーダイオードもまた、使用される。粒子の空間的な閉
じ込めのための酸化物パターン化よりもむしろ外的の照光の使用は、閉じ込めパターンの
修正を容易化させる。
「捕捉－及び－保持」

ほぼ１００ｋＨｚへの適用電圧の周波数の増
加は表面の薄－酸化物部分において集合する粒子の優先性における転換（例えば領域２２
，図２ｂ）、及び標的エリア周辺の外方の修飾構造の代替的な形成に至る。この効果に頼
るよりはむしろ、望ましいエリアからの粒子の排除もまた、ＵＶ－介在酸化物再成長によ
ってＳｉ／ＳｉＯｘ界面における構造に一致する単純な埋め込みによって、元の「捕捉－
及び－保持」処理との類似性において、達成される。図２ｃと２ｄの実施例において、こ
れは１０ｋＨｚで２０Ｖ（ｐｐ）適用によって、図２ａと２ｂに関して、上述したそれら
と同じ条件の下で達成される。非支持エリア２４における酸化物厚さがほぼ３０オングス
トロームである一方で、支持された方形エリア２６における値はほぼ４０オングストロー
ムであり、
「捕捉－及び－保持」処理は機能的に別個の領域内の基板表面の空間的区画化を可能にす
る。例えば、異なる時間で電気化学的セル内に導入された又は異なる位置で注入された別
個の化学タイプの粒子は、この操作の使用によって空間的に分離した位置に保持すること
ができる。
基本的な はトランスロケーション（図１ｃ）であり、又は表面上の位置Ｏから
位置Ｆまでの粒子のセットの制御された転移である；ここで、ＯとＦは適用して良い上述
した の標的エリアである。１次元的な、トランスロケーションにおいて用いら
れる横方向のビーズの移動は、図３ａと３ｂ中に示したような、エリアＯとＦをつなぐ溝
に沿う横方向の強制的な流れによって、又は照光の直線パターンに一致する投射によって
達成される。このチャンネリング操作において、ビーズは動電学的な流れの基礎に従って
、図３ａと３ｂ中に示す矢印の方向における低インピーダンスの方向に移動する。
酸化物 はＳｉ／ＳｉＯｘ界面に 沿 っ た 横方向の電流を創作するための２つの
手法において利用して良い。最もシンプルな方法が図３ｃ中に記載され、それは熱的な酸
化物のエッチングによって表される３つの狭い溝３４によって与えられた大きな開口保持
エリア３２を示す。ビーズは、ビーズアレイを形成するために狭い溝３４に沿って保持エ
リア３２に移動する。図３ｄは図３ｃのアレイの拡大図である。創作される移動を発動す
る原理は、図３ａ中に示されたように、 薄い酸化物厚さと 厚い酸化物厚さ

埋め込まれたパターンのアスペクト比の変更（狭い溝が広い保持エリアに接続
した）である。図３ｃと３ｄにおいて、電圧適用は１０ｋＨｚで１０Ｖ（ｐｐ）である。
ＵＶ－介在酸化物再成長によって可能な、ビーズ移動の創作のための代替的アプローチは
制御された形式において溝に沿った酸化物厚さを変更することである。これは傾斜したフ
ィルターを通してＵＶ露光によって直ちに達成される。５－１０オングストロームと同じ
ほどに小さいＯとＦ間の酸化物厚さにおける相違は横方向の移動に影響を及ぼすには十分
である。この状況において、溝と保持エリアのアスペクト比は改める必要はない。これは
図３ｂ中に示される。

本
発明は相互作用の制御に基づいてビーズの平面集合化の光－介在活性化直線移動（ｌｉｇ
ｈｔ－ｍｅｄｉａｔｅｄ　ａｃｔｉｖｅ　ｌｉｎｅａｒ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ）のメカニ
ズムを提供する。これは、照光されるビーズアレイを流れに沿って移動させるためのその
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に関連するのが、表面上に指定された領域から粒子を除く「排除－
及び－保持」（図１ｂ）一末端処理である。

印加された周波数において相対的により高いインピーダンスを示す。

二末端操作

一末端操作

パターニング

内側の 外側の が
一定である

要求されるインピーダンス勾配を形成するように溝に沿って照光強度を変えることによっ
て、溝を定義するために外的な照光を使用することは、溝が単に一時的な構造であり、且
つ所望する場合には移動の方向を修正又は逆転することができるという利点を有する。



ような基板表面を横切るパターンの移動によって、又は粒子の移動を誘導するためのパタ
ーンの形状を電気的に調整することによってのいずれか一方で、リアルタイムにおける照
光の外的なパターンを調節することによって達成される。
光－介在の２つのモード、活性な移動は：
ｉ）ここに記載されたように、

アレ
イは 。その移動率は流体中の粒子の移動性によって且つ粒
子直径と流体粘度に基づいて制限される。
ｉｉ）横方向のアレイ圧縮は、可撓管を通して流体の蠕動的ポンピングに関するビーズ移
動メカニズムである。本発明の光－制御成分は、この非常に一般的な概念の単純な実行の
ために使用して良い。ビーズの多－成分平面集合は、 ＵＶ－

によって、又は単純な光によって、 チャンネルに閉じ込められる。
。

。そのような圧縮波は幾つかの手段において起動し
て良い。

またこの方法は、

照光 の変更又は移動による横方向のビーズの移動の制御は、予め したＵＶ
によってインピーダンスの 必要性を除き、要求に応じ、いつでも及

びどこでも（与えられた 表面上で）適用することができるという を有する。一方
、予め されたインピーダンスパターンは、光－制御

。例えば、

ＯとＦとをつなぐ溝は直線である必要はなく：列の移動を支持するトラックであれば、溝
が何れかの望ましい形式における形状で良い（図１ｄ）。トランスロケーションのゲート
化

この操作はＯとＦ、２つの保持エリ
アを確立するためにＵＶ酸化物 を利用し、またＯとＦをつなぐ溝を に
確立するために光を制御する。代替的な実行は
に基づく。溝に沿う は粒子 ために十分に高い強度で照光され、それによっ
て 。照光の除去（又は強度の減少）は溝を開く。前のケースにおいて、後者
においては光がビーズの移動を防止する一方で、前のケースにおいては、光がビーズの移
動を可能とする。
基本的な はビーズのセット又はアレイのマージング及びスプリッティングであ
る（図１ｆと１ｇ）。２つのアレイのマージング（図１ｆ）は、位置０１と０２における
空間的に分離した２つのビーズのセットに適用される「捕捉－及び－保持」の予備の２つ
の基本的な操作

これは、 によって、上述したような
条件の下で達成される。
アレイ（ａｒｒａｙ）を２つのサブアレイ（ｓｕｂａｒｒａｙｓ）への分割化（スプリッ
ティング；図１ｇ）は、一般により複雑な分類操作の特有なケースである。

よりシンプルな特有のケースにおいて、エリア
Ｏ中に保持される与えられたアレイは、境界画定ラインに沿って２つのサブアレイ内に分
割されるべきものであり、且つそのサブアレイは標的エリアＦ１とＦ２に移動されるべき
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直接トランスロケーション（「トラクタービーム」）とは
、アレイを移動する方法、及び、照光された表面領域内部を粒子アセンブリが選択するよ
うにパラメータを調整することによってそれらの全体の形状を描写する方法である。

単純に課されたパターンに従う

もし望むのであれば パターニ
ング 長方形の ビーズは
拡散によってチャンネルに沿って自由に移動することができる（どちらの方向にも） 横
方向のチャンネル寸法と合う照光パターンが起動され、その後チャンネルに沿った一つの
方向に移動する横方向圧縮波（ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ　ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｉｏｎ　ｗａ
ｖｅ）を発生するように時間変化する

概念的に単純な方法は、サンプル上部に制限マスクを投影し、投影されたマスク
パターンを所望の様式で動かすものである。 適切な配列の光源の照光パ
ターンを制御することによって電気的に実行されてもよく、その結果光学列中の可動部の
必要性を排除する。

パターン 定義 パ
ターニング 勾配を課す

基板 利点
定義 と連動してさらなる機能を提供で

きる それは、易動度に基づきビーズを分離するため基板に埋め込まれたインピ
ーダンス勾配に逆らってビーズを輸送するのに望ましいだろう。

された形態（図１ｅ）は、ゲート信号によって溝が開かれて（又はリアルタイムで形成
されて）初めてＯからＦへの粒子の移動を許容する。

パターニング 一時的
酸化物に埋め込まれたインピーダンス勾配

領域 を締め出す
通路をふさぐ

三末端操作

、それら各々の共通の標的エリア内へのマージング溝に沿った流路形成、
混合または化学反応の後の、それらの最終目的地である第３保持領域Ｆ内への最後の流路
形成、を含む。 一末端及びゲート化されたニ末端操作

分類は、与え
られたセットまたはアレイ内のビーズを、例えばそれらの蛍光強度に従って二つのサブセ
ットのうちの一つに分類することを含む。



ものである。上述した条件の下で、これはＯ中のアレイに「捕捉－及び－保持」操作の適
用によって達成される。溝がＯからＦ１とＦ２をつなぐ。より狭い集中したラインに沿っ
た高強度照光は表された形式におけるアレイを分割するために利用でき、保持エリアＯか
ら延びる溝に沿う移動を制御するためのゲート化されたトランスロケーションに再び頼る
。

図４ａと４ｂは、領域０（図４ａ）中のビーズが多数の領域Ｆ１，Ｆ２，．．．Ｆｎ（図
４ｂ）内に分割される変形例を示す。

その分割は、
溶液中の可能性のある分析物への提示のために、個々の読み込みを形成するための分析的
機器を持った個々のクラスターの連続したスキャニングのために、基板のより広いエリア
を越えてアレイ中に粒子が拡散するために使用される。
個々に記載した本発明の３つの機能的な要素は、電極表面で適用される電場によって創作
される電気浸透性の流れにおいて埋め込まれた異方性の目的物のアレイを制御するための
付加的な基本的操作をもたらすために組み合わされても良い。基板の平面における流れの
その方向は、チャンネリング操作との結合に望ましい手法において形状化される

によって制御される。これは図１ｈ中に示したように異方性目的物を制御可
能に整列させるために使用され、且つＤＮＡのような伸ばされた且つ整列された生物分子
に適用して良い。
予備のセットを補足する付加的な基本操作は基板へのアレイの永続的な固定化（ａｎｃｈ
ｏｒｉｎｇ）である。これは、アミド結合の形成を経てタンパク質を固定するための異種
二機能性架橋剤に頼るそれらの固定化学類似物を用いることにより最も良く達成される。
例えばビオチニル化粒子と表面固定化ストレプトアビジンの間のような分子認定は、永続
的な固定のためのカップリング化学の別なクラスを提供する。
一般的実験条件
本発明で用いられる機能的要素、主に平坦な粒子アレイのアッセンブリを誘導する電場、
ＵＶ介在性酸化物または表面－化学的パターンによる界面インピーダンスの空間的調節、
そして最後に光による界面インピーダンスの状態における制御は、実験的な研究で示され
ている。これらの研究は、数千オングストロームの厚さの熱生成酸化物層を用いて、また
はＨＦにおけるもともとの「天然の」酸化物の除去の後、酸素の存在下で重水素源由来の
ＵＶ照光の下で、１０から５０オングストロームの間の典型的な厚さに再生成された薄い
酸化物層を用いてのいずれかでキャップされた、ｎ－ドープ処理されたシリコンウエハー
（０．０１オームｃｍの範囲の固有抵抗）を用いた。熱生成酸化物の印刷パターンは、数
ミクロンの範囲で特性を形成するようにベンチトップ（クリーンルームよりむしろ）上で
実行される標準的な方法を用いた。
表面は、工業的に標準的なＲＣＡ及びＰｉｒａｎｈａクリーニングプロトコールを用いて
徹底的に洗浄された。基質は、使用前にＭｉｌｌｉｐｏｒｅクリーニング系によって形成
された水内で貯蔵された。表面に置かれテレスコープを通じて（側面から）明視化された
水の２０マイクロリッターの水滴によって示された接触角度を測定することによって、表
面は特徴付けられた。接触角度は、該表面に対する角度及び該表面との接点での水滴の輪
郭（側面で）に対する接線として定義される。例えば、好ましい半球状の水滴の形態は、
９０度の接触角度に相当するであろう。メルカプト－プロピル－トリメトキシシラン（乾
燥トルエンにおいて２％）を用いた表面化学的誘導化は、７０度の典型的な接触角度を与
える表面を形成した。 の存在下でのＵＶ照光の下での末端チオール官能性の酸化は、
重水素源由来のＵＶに対して１０分より少なくさらすと、接触角度をゼロに減少した。他
のシラン試薬は、１１０度よりも多い接触角度によって特徴付けられる、疎水性表面を形

10

20

30

40

50

(11) JP 4034351 B2 2008.1.16

より簡単な場合でさえ、いわゆる無差別分割は、上述のように溝が開かれた後、Ｏ内の
アレイをＦ１及びＦ２にゲート化トランスロケーションすることによって粒子をＦ１及び
Ｆ２内部にランダムに割り当てる。

集合体またはアレイをｎサブアレイ、またはクラス
ターへと可逆的に分割することは、印加電圧を一般的に５Ｖ（ｐｐ）から２０Ｖ（ｐｐ）
に上げることによって、５００Ｈｚの周波数で、単層の小さな部分での電極被覆に対応す
る濃度の直径２ミクロンのカルボキシル化ポリスチレン球で達成される。より小さなクラ
スターへのアレイの分裂は、電界誘起された粒子の分極の影響を反映する。

インピー
ダンスの勾配

酸素



成するために同様の方法で用いられた。
単純な「サンドイッチ」電気化学的セルを、薄いガラス基質上に沈着されたＳｉ／ＳｉＯ
ｘ及び伝導性インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）の間の として、カプトンフイル
ムを用いることによって構築した。プラチナリードに対する接触は、ＩＴＯ電極の上部に
対して、及びＳｉ電極の（酸化物がはがれた）裏側に対して真っ直ぐに銀エポキシを用い
てなされた。二電極形態においては、２０Ｖまでの範囲の適用電圧とＤＣから１ＭＨｚま
で変化する周波数を用いて、作用発電機によってＡＣ場が生み出され、高周波数は電極に
接続した粒子鎖の形成が好適である。電流はポテンシオスタットを用いてモニターされ、
オシロスコープ上にディスプレイされた。簡便には、後蛍光、同様に反射位相干渉対照顕
微鏡が、レーザー照射を用いた。ＥＩＳインピーダンスにおける光誘導性調節はまた、単
一の１００Ｗ顕微鏡イルミネーターを用いて、同様に６５０－６８０ｎｍでの３ｍＷレー
ザージオール放射光を用いて形成された。
ＮａＮ 2に貯蔵された、数百オングストロームから２０ミクロンの範囲の直径を持つ、ア
ニオン性及びカチオン性、同様に名目上は中性のコロイド状ビーズを用いた。
粒子間及び粒子と電極表面の間の非特異的相互作用を避けるためのコロイド状の安定性に
対して、深い注意が払われた。コロイド状懸濁液の細菌の混入は、綿密に避けられた。
もし他に指示がなければ、ここに記載される結果のほとんどで用いられた典型的な実施条
件は以下のものであった：電極に沈着された場合完全な粒子の単層を形成するのみである
ような濃度で粒子を含む、０．２ｍＭ　ＮａＮ 2（アジ化ナトリウム）；５０ミクロンの
電極ギャップを持つ、１－４Ｖの範囲の適用ＤＣ電位、及び１－１０Ｖ（ピークからピー
ク）及び５００Ｈｚ－１０ｋＨｚの範囲のＡＣ電位；２ミクロンの直径のアニオン性（カ
ルボキシル化ポリスチレン）ビーズ、同様に２－２０ミクロンの直径の（通常の中性の）
ポリスチレンビーズ。
本発明の方法及び器具は、いくつかの異なる領域で用いられ、その実施例は詳細に議論さ
れている。各実施例には、その特定の応用に対する本発明の応用によって引き続く背景の
情報が含まれる。
実施例Ｉ－表面の製作及びデザインされた性質を持つコーティング
本発明は平坦な表面及びデザインされた性質を持つコーティングを製作するために用いら
れる。

これらのアレイは、
領域に そして正確に 、アレイ内の粒子間空間及び

の内部状態は、 に対して該アレイを する前に を調節することによっ
て制御 。新たに形成された表面は、前もってデザインされた機械的な、光学的
なそして化学的な性質を示し、それらは化学的架橋のような後の処理によってさらなる修
飾を受ける。
表面及びコーティングの機械的及び／または化学的修飾は、低接着性（例えば家庭用品で
重要な普通の「非粘着性」表面）または低摩擦性（例えばコンピューターハードディスク
において摩耗を減少するために）、疎水性度（例えば特定の生地の水をはじく傾向）、表
面との分子相互作用を抑制するため、またはそれらを促進するためのそれぞれの触媒活性
または特異的化学的官能性に依存する広い範囲の応用において、物質間の相互作用を主に
決定する。後者の領域は、信頼性のあるそして耐久性のあるバイオセンサー及び生体電子
光学的装置の開発に対して特に重要である。

いくつかの方法により液体または気体相からの周知の組成物の薄い有機フィルムの吸着に
よる表面の形成に対する過度の研究が向けられている。その外見上の単純性及び広範囲の
用途にも関わらず、これらの方法は信頼性のある再生産可能な結果を生ずるように扱うこ
とは困難であり得る。加えて、分子フィルムは規則正しい構造的特徴を提示する表面を形
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スペーサー

具体的には、本発明の機能的要素は、ＡＣまたはＤＣ電場に応答して、広範囲のサ
イズ（およそ１００オングストロームから１０ミクロン）の、及び広範囲の化学組成また
は表面官能性を有する粒子からなるアレイの形成を可能にする。 基板
の示された 配置され 描写されてよく 秩序

基板 固定 適用する電場
されてよい

最終的に多くの応用は、堆積された材料のモ
ルフォロジーの成長を制御するテンプレートして、または、液晶ディスプレイ用途のよう
に、堆積された有機薄膜内で光学的に活性な分子を配列させる“コマンドサーフェス”と
して働くよう規定された表面形態及び／または化学官能性を有する表面に依存している。



成するのにあまり適していない。
該問題に対する代わりのアプローチは、懸濁微粒子の電気泳動的沈着による伝導表面の修
飾である。これは金属部品の塗装コーティングを形成するため、及びディスプレイスクリ
ーンに対する燐光物質を沈着するため、産業の場面で広く用いられる方法である。活性沈
着工程は（溶液からの有機フィルムの受動的な吸着とは対照的に）形成の動力学を有意に
促進し、現実の応用に重要な考察を与える。電気泳動的吸着は高ＤＣ電場を必要とし、粒
子が該表面に永続的に吸着される層を形成する。そのように吸着された単層における粒子
が通常ランダムに配置される一方で、炭素コート銅格子上の小（１５０オングストローム
）金コロイドのポリ結晶化単層の形成もまた周知である。しかしながら、 としての炭
素コート銅格子の使用は、ほとんどの応用で望ましくはない。

の方法は、特定の条件下で粒子の 平坦なアレイの形成について記載し
ている。例えば、伝導性インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）電極上でＡＣ電場に応答する

コロイド状アレイの形成が周知である。しかしながら、結果として生じた層は、
アレイの小パッチより成り、さもなければむき出しのＩＴＯ の表面にラン

ダムに配置した。単分散のコロイド状ビーズ及び球状タンパク質のアレイはまた、伝導的
な流れ及び毛管力を用いることによって以前に製作されている。しかしながら後者の工程
は、吸着された粒子アレイが固定化され空気にさらされ、後の液相化学物質によってアレ
イが修飾されることを困難にするという欠点を持つ。
本発明は、新たに形成された層の機械的、光学的及び／または化学的性質に対する正確な
制御を持つ、平坦なアレイを形成する方法を提供する。本方法は以前の分野のものに対し
ていくつかの特別な利点を持つ。これらは、ＵＶ介在性酸化物再生成によって

される絶縁電極（Ｓｉ／ＳｉＯｘ）上でのＡＣ電場誘導性アレイ形成の組み合わせに起
因する。本発明の工程は、デザインされた位置で、与えられた全体のアウトラインにした
がって、液相（その中に粒子がもともと懸濁されている）から順序だった平坦なアレイの
形成を可能にする。これは、以前の分野の上記議論された欠点、即ち、乾燥状態、不規則
性または形態的特徴の不存在、凝集内でのランダムな配置、粒子の固定化、及び

の非制御的なランダムな配置といったものを排除する。
本発明の利点は、アレイが液体環境において適用された電場によって維持されることであ
る。該工程は該アレイを、容易に脱集合させ、架橋のようなさらなる化学的修飾を受けさ
せ、または 。さらに、該液体環境は、多
くのタンパク質及びアレイを構成するタンパク質大分子のアッセンブリの正しい機能化を
可能にするために好ましい。

本発明は、ゲル化工程または に関与
する化学的反応に逆に影響するであろうファラデー的な工程を最小化するために、酸化物
キャップシリコンのような電極を絶縁することを実施する。Ｓｉ／ＳｉＯｘ電極の使用も
また、外的照光によってアレイの位置の制御を可能にする。

他の光学的な性質から離れて、上記「
マイクロ－ラフ」な表面は、立体化学的拘束を緩和し、それ故酵素の接近を容易にするた
めの上記方法において、ＤＮＡの沈殿に対する として興味深い。
本発明が適用する粒子には、膜パッチ及びディスクまたは小胞の形態で抽出されうるバク
テリオロドプシン（ｂＲ）－光運動性プロトンポンプのような、膜タンパク質を含むシリ
カ小球体、ポリマーコロイド、脂質ベシクル（及び関連する集合体）が含まれる。光活性
色素より成る構造的及び機能化表面は、革新的ディスプレイ及びメモリーテクノロジーの
開発に対する平坦な光学的装置の要素を提供するという意味で興味深い。構造特徴的に構
造的及び化学的に機能化した表面の潜在的なインパクトの他の領域は、沈着した層の生成
の制御された核形成のテンプレートの表面、及び液体結晶アレイに対する
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基板

従来技術 規則正しい
規

則正しい
規則正しい 基板

パターニン
グ

基板上の
規則正しいパッチ

化学的に基板に固定することによって定着させる

それはまた、それ以降のさらなる分子層の液相堆積（堆積層
内のビーズまたはタンパク質に対する化学的な結合による）、異なる密度及び内部規則性
（該アレイの完全な崩壊を含む）を有する状態の間の電場に応答するアレイの循環、及び
、例えば化学的機能化シリカ小球体で形成された二次元的結合層またはゲルへの、粒子の
化学的架橋をも容易にする。 基板への該アレイの固定

本発明によると、小粒子より成るコロイド状アレイの形成は、粒子直径のスケールの起伏
構造を有する表面の形成に対する手段を提供する。

基板

コマンドサーフ



の製作である。本発明はまた、ランダムに異種の構成物表面の製作を可能にする。例
えば、同じ大きさの疎水性及び親水性ビーズの混合物より成るアレイの形成は、その湿度
及び潤滑性が沈着した混合ビーズアレイの組成物によって制御される表面を製作する。こ
の方法において、個々のビーズの位置はランダムであるが、該アレイ中のそれぞれのタイ
プのビーズの相対的 は制御可能である。
実施例ＩＩ－レンズアレイのアッセンブリ及び光学的回析要素
本発明は、レンズアレイ及び回析格子のような他の表面搭載光学要素に用い得る。本発明
の機能的要素は、ＩＴＯ上にこれらの要素の設置及び描写を可能にし、存在する平坦ディ
スプレイ法を用いて統合を容易にし、そしてＳｉ／ＳｉＯｘ上で存在するシリコン－べー
ス装置法を用いて統合を容易にする。
シリカまたは他の酸化物粒子、ポリマーラテックスビーズまたは水溶液中に懸濁された高
屈折率の他の目的物は、光を反射するであろう。

、鋭いスポットの特徴的な回析パターンを形成する。この効果は、光学
的情報プロセッシングの応用におけるホログラフィー法の基礎を形成する。
Ａ．本発明は、低光レベルの検出及びＣＣＤイメージングと関連した平坦なアレイフォー
マットにおける光集積要素としての屈折コロイド状ビーズのアレイの使用を提供する。Ｃ
ＣＤ及び関連領域の検出スキームは、固相蛍光または発光結合アッセイにおいて増大され
た光集積効率から有益である。
本アッセイフォーマットは、検出器の近くの に対するプローブの
結合を調べる蛍光シグナルの検出に基づく。スループットを最大にするために、できる限
り多くの結合現象を同時にモニターすることが望ましい。本発明の方法によるアレイ形成
は、それがＣＣＤ検出器によってモニターされる標的領域におけるビーズの配置及びタイ
トなパッキングを容易にし、一方でレンズ機能のさらなる利益を同時に提供し、結果とし
て光集積効率を増大するために、特に価値がある。
増大された集積効率は、ここで用いられる実験、小（１ミクロンの直径）蛍光ポリスチレ
ンビーズをイメージするために、レンズ要素として個々の大（１０ミクロンの直径）ポリ
スチレンビーズを用いる実験に示される。上記示される実験条件の下では、３００Ｈｚで
５Ｖ（ｐｐ）の適用電圧が、一秒以内に個々の大ビーズの下で小粒子の集積を誘導した。
これは図５に示されており、例えば５２の小粒子単独はかすんで現れ、そこでは大ビーズ
５６の下で集合した例えば５４の小粒子はより明るく拡大されて現れる。電圧をオフにす
ると、該小ビーズは再び拡散する。
Ｂ．回析格子及びそれ故にホログラフィー要素としてのコロイド状ビーズアレイの使用は
周知である。回析格子は狭い範囲の波長に対して光を反射する性質を持つが、それは照射
された光の与えられた入射角及び波長に対して、該アレイが粒子間空間によって決定され
る特異的な波長（またはほんのわずかな値に集中した波長の狭い幅）のみを通過するため
であろう。単一の波長の通過から、さらに厳しい空間的なフィルター及び光学情報プロセ
ッシングに必須であるホログラフィー要素の実現までの範囲の回析格子の応用が広く議論
されている。
本発明は、表面搭載光学回析要素として機能するであろう結晶整列の状態にある平坦アレ
イを形成する、迅速でよく制御された工程を提供する。加えて、結果として生じた表面は
、 これら
のアレイは、基質表面上のデザインされた領域で形成される。低塩含有量の水溶液で平衡
化した結晶を形成するために、上記アレイを製作する遅く面倒な前分野の方法とは対照的
に、本発明は で粒子アレイを迅速に信頼可能に製作するための新規なアプ
ローチを提供する。このアプローチは、該工程を開始するためのアレイの 形成、
及び該アレイを配置し形作るためのＵＶ介在性パターン及び光制御に依存する。加えて、
粒子間距離、及び配列の内部状態、そしてそれ故の該アレイの回析特性は、適用される電
場を調節することによってよく調節される。例えば、該アレイの の可逆的整列－
非整列変換は、鋭いスッポトより成るものから拡散リングより成るものまで回析パターン
を変化させるであろう。ここで記載されるシリコンウエハーの表面での上記アレイのアッ
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ェス

比率

規則化された平坦なビーズのアレイはま
た可視光を回折し

ビーズに固定された標的

波長選択性反射率を増大するために局所的起伏を示すようにデザインされうる。

固相－液相界面
電界誘起

電界誘起



センブリは、存在するミクロ電気的デザイン内での統合の直接的な方法を提供する。

実施例ＩＩＩ－粒子ベースディスプレイの実現のための新規なメカニズム
本発明は、粒子ベースディスプレイの実現に対する新規なアプローチとして、横方向の粒
子の動きを実行するための要素を提供する。本発明の要素は、大きな屈折性の粒子より成
る レンズアレイの存在下で小粒子の横の動きの制御を提供する。
コロイド状粒子は、平面パネルディスプレイ法において以前に用いられている。これらの
デザインの作用原理は、２の平坦な電極の間で閉じこめられたカラーの液体における色素
の電気泳動的な動きに基づく。ＯＦＦ（暗）状態では、色素は液体内に懸濁されており、
液体の色はその状態のディスプレイの を定義する。ＯＮ（明）状態に到達すると、粒
子は電場の動きの下で前方（透明な）電極の近傍に集合する。この後者の状態では、

が電極の近傍に集合した粒子の層によって反射され、ディスプレイは明るくなる。この
デザインにしたがって小反射粒子を用いたプロトタイプディスプレイが周知である。しか
しながら、これらのディスプレイは、以下のものを含む数多くの重大な問題に苦しんだ：
許容可能なスイッチスピードを達成するために必要とされる高ＤＣ電場に対して、長期的
にさらされる結果としてコロイド状の安定性が電気化学的に分解し欠除すること；及び委
ねたスキームのデザインに固有の場の勾配に応答した粒子の移動によって導入される非均
一性。
本発明は、電場誘導性アレイ形成、同様に 横方向粒子移動を利用する
粒子ベースディスプレイのデザインについての新規なメカニズムを提供する。第一に、コ
ロイド状ビーズより成るレンズアレイが形成される。このレンズアレイはまた、（前もっ
て形成された）アレイに対して置かれる下部電極及び上部電極の間のうまく限定されたギ
ャップを維持するためのスペーサーアレイとして機能もする。これは、粒子の直径によっ
て決定される狭いキャップを用いて均一で平坦なパネルディスプレイの製作を容易にする
。
次に、小コロイド状粒子をギャップ間の電解液溶液に加える。これらは蛍光的であり、ま
たは入射白色光を反射するであろう。適切な周波数のＡＣ電場の動きの下で、これらの小
粒子はより大きなビーズの足跡内で優先的に集合するように横方向で動きうる。より大き
なビーズを通じてみると、大ビーズの下で集合した小蛍光ビーズは、大ビーズのレンズ機
能によって提供される増大した光集積効率の結果として明るく現れる；これがＯＮ状態で
ある（図５）。より大きなビーズの足跡の外側に動いた場合、粒子はかすみ、適切なマス
キングによって完全に非明視化される；これがＯＦＦ状態である。不可欠な横方向の粒子
の動きは、適用電圧の変化または光強度の変化によって誘導される。各大ビーズまたはレ
ンズビーズは、

前分野のディスプレイとは対照的に、本発明はＤＣ場ではなくＡＣ、及び絶縁（伝導性よ
りもむしろ）電極を用い、それによって電気化学的分解を最小化する。レンズアレイによ
って導入される横方向の非均一性は、それがディスプレイセル内での における
横の勾配を導入するために、望ましい。

それ故、本発明は活性マトリックスアドレ
ッシングに対する存在する方法を容易に適応する。
実施例ＩＶ－平坦セルに対するマイクロタイタープレートからのビーズ懸濁液のレイアウ
ト保存的移転
本発明は、貯蔵器のもともとの配列、最も一般的にはマイクロタイタープレートにおける
伝統的な８×１２のウェルの配列内における空間的なコードを保存するための方法におい
て、電極表面に対してビーズまたは生体分子の懸濁液を移転する方法を提供する。上記液
体移転スキームは、化合物ライブラリーが８×１２ウェルにおいて一般的に扱われ載せら
れているとすると、有意に実践的に重要である。
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アレ
イは、基板表面との化学結合によって、またはビーズと基板との間のファンデルワールス
引力を利用することによって、その場に固定されてよい。

予め形成された

外観
入射

光

制御された電界誘起

流れが各レンズビーズの存在によって乱されるため、電解質内部の流れの
分布に横方向の非均一性を導入する。

流れの分布
これらの勾配は、ＯＮ及びＯＦＦ状態の間のスィ

ッチングを生じさせるため、大きなレンズビーズの直径によって設定された短い特徴的距
離を越える小粒子の横方向の動きに影響する。



本実施例においては、Ｓｉ／ＳｉＯｘ
基質に化学的に吸着されたチオール末端化アルキルシランの単層のＵＶ介在性光化学酸化
によって、パターンが成し遂げられる。チオール部分の部分的酸化は、スルホン酸塩部分
を形成し、さらされた表面を 親水性にする。四角または丸型の格子形態における
該表面の親水性部分は、保持エリアとして機能する。
本発明にしたがって、疎水性部分によって囲われた親水性部分内の表面化学的

の第一の機能は、異なるウェルから が、一度それらが と接触すると
融合しないであろうことを確かなものにすることである。その結果として、それぞれのビ
ーズ懸濁液は、空間的に単離されたままであり、もともとのＭｘＮウェルプレートのレイ
アウトを保存するであろう。本発明の表面化学的 の第二の役割は、ＭｘＮ格
子パターンの形態で、表面電荷配置を強制することであり、それは個々のビーズアレイが
、液相が接触するようになった場合でさえその各自の保持エリアに制限したままにするで
あろうことを確かなものにする。
転移法には、図６ａ－ｃに説明された段階が含まれる。第一に、図６ａに側面図が示され
ているように、ウェル６２のＭｘＮプレートが、平坦な 表面上でパターン６４になる
ようにデザインされる。ウェル下部の６２は、懸濁液のペンダントドロップの形成を

、あるいは好ましくは該工程は、上部でＭｘＮプレートの幾何学
的寸法にマッチし、 、ＭｘＮ有効漏斗を提供する
取り付け具（示されていない）によって容易にされる。上記 取り付け具は、

表面上の標的保持エリアをわずかにいっぱいにしすぎる様に調節されるこ
とで、 容積の正確な制御を可能にもするであろう。それから一連のＭｘＮ 、前
もって の親水性保持エリアに接触させ、毛細管機能に依存す
ることによって沈着される。
次に、該プレートを引っ込め、上部電極を電気化学セルを形成するために注意深く降ろし
、懸濁液を制限する 上の個々の液体で満たした保持エリアと、図６ｂに示されるよう
に第一に接触させる。いっぱいになることによって、接触が個々の懸濁液となされること
が可能になる。それから、ＭｘＮ保持エリア内にアレイ形成を誘導し、ビーズのＭｘＮセ
ットの全体の空間配列の保存を確実にするように電場を調節し、一方で図６ｃに示される
ような近接した液相内で個々の懸濁液の水滴を結局は融合するように、ギャップをさらに
近づける（または付加的なバッファーで満たす）。図６ｃの十分に集合したセルにおいて
、 は互いに融合する一方で、各 由来のビーズはその各自の位置を維持しそして単
一化し、ウェルのもともとのＭｘＮ配列を反映する。それ故本発明は、平坦な電気化学的
セルを搭載するためのレイアウト保存的転移法のこの実行化に必要とされる操作を提供す
る。
実施例Ｖ－粒子の異種パネル（ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ　ｐａｎｅｌ）の調製
本発明は、隣接する液体中の被分析物（ａｎａｌｙｔｅ）に提示するためのビーズ及び潜
在的には生物分子（ｂｉｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ）の異種パネルの製造方法を提供する。異
種パネルは粒子又は生物分子を含み、それは、それらが溶液中で被分析物に提供する化学
的又は生物学的結合部位の性質において異なる。結合の場合には、被分析物は、ビーズの
配位、またはビーズの集団によって同定され、正の評点を付す。この方法は、発明の機能
的要素に依存し、タグ分子の形態で化学的ラベルを持つビーズの多成分混合物の平面状配
置を組み立て、引き続きアッセイを実施するように同定される。
診断用アッセイは、単純なリガンド、タンパク質及び生物分子標的からなる異種パネルの
平面状形態で実施されることが多い。例えば、診断用試験キットにおいて、異種パネルは
、標的全部の組ではなく、溶液に添加され、与えられた被分析物の迅速な試験を促進する
。タンパク質の異種パネルは、プロテオーム（ｐｒｏｔｅｏｍｅ）研究の新生分野に関連
して現在非常に興味の対象となっている。この研究の目的は、マススペクトルなどの鋭敏
な分析技術でパネルを探査することにより、細胞から抽出され、二次元ゲル電気泳動で分
離された多成分混合物中の各タンパク質を同定することである。理想的には、各スポット
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本発明は、Ｍ×Ｎセットのビーズ各々に対して個々の区画を定義して、結果的にそれらを
拘束するために化学的なパターニングを利用する。
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の位置が、一つの特定のタンパク質に一対一で対応している。この分析は、例えば、細胞
中の遺伝子発現レベルの、そのサイクル中の特定の時点での、あるいは、胚の発生中の所
定の段階での直接モニターを可能にする。
異種標的のアレイの組立は、平面状形態の薬剤スクリーニング及びＤＮＡ変異分析の最近
提案された方法の中心である。平面状基体の表面の特定の配置におけるリガンドの配置は
、結合又はハイブリダイゼーションのための溶液中の被分析物と同時に提示される標的の
大きな組の任意の一つを同定する鍵を維持するために役に立つ。蛍光発光によるアッセイ
において、特定の標的への結合は、基体の上に明るいスポットを生じ、その が標
的の同一性を直接に表示する。
３つの主要な方法が、異種パネルを組み立てるのに既に採用されている。第１に、タンパ
ク質パネルは、まず電荷により、次いでサイズ（または分子量）によりタンパク質を分離
するＤＣ電場による二次元ゲル電気泳動によって作製できる。長年の改良の後でも、この
技術は再現性に乏しく、それは、ゲルマトリクスの性質が一般的にあまり特定されていな
いことによる。
第２に、異なる標的の溶液を含む容器から取り出される個々の小滴は、手または自動分配
（または”印刷”、Ｓｃｈｅｎａ等，Ｓｃｉｅｎｃｅ，２７０，４６７－４７０参照、こ
の内容は参考としてここに取り入れる）の幾つかの方法の一つを用いて分配される。印刷
は、ハイブリダイゼーションに基づくスクリーニングアッセイのためのオリゴヌクレオチ
ドのパネルを作製するのに応用されている。印刷は、乾燥したサンプルを残すので、その
ような状況では変性するタンパク質には適していないようだ。さらに、維持に内在する付
随流体の取り扱い問題があり、多数の容器からのサンプルの取り出しが厄介である。
第３に、標的リガンドは、光化学的に活性化された延長反応の組み合わせに基づく種々の
固相合成を実施することにより作製される。この試みは、最も簡単な直鎖状オリゴマーの
化学合成においても、極めて厄介な技術的問題によって制限される。この平面的幾何形状
における非－直鎖状化合物の合成は極めて困難である。
異種パネルを形成する本発明は、標的リガンドのビーズへの化学結合を必要とする。リガ
ンドは、良好に確立された種々のカップリング反応により、”オフ－ライン”でビーズに
結合してもよい。この目的のために、ビーズの同一性は、化学的にコードされ、必要に応
じて決定されねばならない。ビーズをコードする、又はバイナリコードする幾つかの方法
が利用できる。例えば、短いオリゴヌクレオチドは、それらの配列を通してビーズを同定
する目的で提供され、マイクロスケール配列技術によって決定できる。あるいは、既に標
準的な分析技術で同定されている化学的不活性なタグが用いられる。
全ての従来技術の方法とは異なり、本発明は、電極に隣接する溶液中の”コードされた”
ビーズの平面状アレイの、その場における可逆的形成によって異種パネルを作製する新規
な方法を提供する。このアレイは、化学的同一性に関してはランダムであるが、空間的位
置に関しては整列している。この方法は、幾つかの利点を供する。第１に、それは可逆的
であり、パネルは結合アッセイに続いて分解し、負の評点のビーズを廃棄することができ
る。正のビーズは、サンプル修復、精製、または容器間の移動の中間過程を必要とせずに
、さらなる分析を施すことができる。第２に、パネルは必要なときに形成でき、即ち、実
際の結合アッセイを実施する前、または懸濁液中の個々のビーズの表面でアッセイを実施
した後のいずれにも形成できる。後者の方法は、標的部位が高濃度のときにプローブが平
面状の標的表面に結合するとき生じ得る潜在的な悪影響を最小限にする。第３に、個々の
ビーズの走査プローブ分析に適応させるために、アレイ内の粒子間距離を、場に誘導され
た分極、あるいはコードしたビーズとはサイズの異なる不活性なスペーサー粒子を添加す
ることによって調節することができる。図７は、コードしたビーズ７４を離間させるため
の小さなスペーサービーズ７２の使用を示す。ビーズ７４の間隔は、図４ｂの対応するビ
ーズの間隔より大きいことが見られる。最後に、本発明で提供されるようなＵＶ－媒介の
酸化物再成長は、選択された次元の格子パターンを基体に埋め込み、格子の低インピーダ
ンス場において、小さな、配置保持された補助アレイ（ｓｕｂａｒｒａｙ）を確かなもの
にする。
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パネルを作製するために、例えば、ビーズに基づく組み合わせによって化学的に生成され
た化合物を持つビーズの多成分混合物を、電極の間に配置する。各タイプのビーズは、多
数コピーで存在できる。アレイは、電極表面の設定した領域における外部場に応答して形
成される。パネルのその場での組み立てのこの新規な方法は、独特の化学的ラベル又はコ
ードを持ち、結合アッセイに引き続いてその同定が可能なビーズに基づく。本発明は、光
化学的ビーズ着色法による、ビーズのオン－ライン標識を容易にする。アレイ内で選択さ
れたビーズは、集中した光源によって個々に照光され、ビーズ表面又はビーズ内部の着色
反応が開始され、正のアッセイ評点を示す。そのように標識されたビーズは、次いで、こ
こに述べる光活性化分類方法によって未標識ビーズから分離される。このビーズ着色法を
行うのに、多くのＵＶ－活性化反応が利用できる。
本発明は、負の評点を持つビーズ、典型的には大多数を廃棄するとともに正の評点を持つ
ビーズを保持する幾つかの方法を提供する。この方法は、全ての従来技術の方法とは異な
り、アレイが粒子の一時的な配置を示し、それが印加された電場によって保持され、希望
すれば再配列又は分解が可能であるという利点を有する。この可能性は、生物分子が決し
て（従来の印刷方法のように）空気に曝されないという事実とともに、その場における分
析方法の集中を容易にし、引き続く”下流（ｄｏｗｎｓｔｒｅａｍ）”分析に関連して異
種パネルを必要とする。
第１に、正のビーズがアレイの補助部（ｓｕｂｓｅｃｔｉｏｎ）で集合したとき、本発明
の光制御されたアレイ分割操作を行って、アレイを分割し、アレイの負の位置を廃棄する
（あるいは次の使用に再利用する）ようにしてもよい。第２に、正及び負のビーズがラン
ダムに分散しているとき、ここに述べるような、平面形態における本発明に基づいて実行
される蛍光－活性化分類法を用いてもよい。蛍光－活性化分類において、正及び負のビー
ズは、各々明るい及び暗い物体として同定できる。僅かな正のビーズのみが際立っている
ような特殊な場合には、それらは、個々の屈折性粒子を照光下で捕捉及び／または取り扱
う道具である光学ピンセットで固定し、場を取り除くことによってアレイを分解し、また
は本発明の基本的操作によってアレイ全体に側方置換を施すことにより、アレイから取り
出すことができる。
化合物の大きな組のスクリーニングにおける典型的な課題は、莫大な数の試験において、
極めて少ない正の物体を見いだすことである。廃棄されたビーズは、典型的には、アッセ
イの各段階において大多数を占める。従って、本発明の方法は、溶液中に提供されたプロ
ーブに結合する興味のあるものであるかないかに関わらず標的リガンドのその場での合成
に挑戦するなどの負の物体に為される努力を最小にする。
本発明の異種パネルの形成方法は、一般的にランダムに組み立てられた各タイプのビーズ
を含む。各位置において同じタイプのビーズ、即ち、同じ容器からのビーズ（図６ａ）の
集団を含む異種パネルの作製は、検出を容易にするのに十分に多数の正の物体を確かにす
るので好ましい。実際の溶液は、ここに記載する配置を維持した流体移動機構の応用に従
う。この方法では、Ｍ×Ｎウェルプレートからのビーズは、配置を維持したまま、化学的
にパターン化された基体に、空間的にコードされたビーズ同一性を保持するように移され
る。
実施例ＶＩ－平面状ビーズアレイ形態における結合及び機能アッセイ
本発明は、平面状アレイ形態での混合相結合アッセイ並びにある種の機能アッセイの実施
に用いることができる。幾つかの組み合わせは、溶液中、コロイド状ビーズの表面、また
は電極表面におけるプローブまたは標的の存在を反映することがある。本発明の方法は、
結合アッセイを行う前の、溶液中の標的をプローブに提示する平面状アレイの形成を容易
にする（”形成前（ｐｒｅｆｏｒｍｅｄ）”アレイ；図８）。あるいは、ビーズの平面状
アレイは、懸濁物中での結合アッセイを行った後に、検出器表面の前に形成してもよい（
”形成後（ｐｏｓｔｆｏｒｍｅｄ）”アレイ；図８）。また、本発明は、細胞を溶液中の
小分子薬物に曝した影響をモニターするための検出器又はセンサー表面に隣接する、ある
種の細胞系の組立を可能にすることにより、機能アッセイを実施する方法を提供する。
結合アッセイ、特に酵素及び抗体などのタンパク質を含むものは、医学的診断の主要な手
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段である。これらは、小分子などのプローブと、タンパク質などの標的との間の特異的相
互作用に基づく。アッセイは、溶液中の少量の被分析物を高度の分子特異性で迅速に検出
することを容易にする。結合を示すシグナルを発生させるための多くの方法が設計され、
それらは、定性的回答（結合の有無）または定量的結果を結合または会合定数の形で与え
る。例えば、酵素が被分析物に結合すると、その結果としての触媒反応は、結合を示す単
純な変色を生ずるのに用いられ、あるいは、他の過程と組み合わせて、化学的または電気
的シグナルを発生させ、そこから結合定数を決定することもできる。単一の共通の前駆体
から生じたモノクローナル抗体は、実質的に任意の与えられた標的を認識するために調製
され、抗原－抗体認識及び結合に基づくイムノアッセイは、重要な診断手段に発展してい
る。酵素結合と同様に、抗原性被分析物の抗体結合は、抗体結合酵素がインジケータとし
て利用される固相酵素免疫検定法（ＥＬＩＳＡ）を含む種々の技術によって検出される。
共通の概念的に単純な機構は、第１の（又は主要な）抗体を認識する蛍光ラベルされた第
２の抗体を添加することにより、標的の被分析物に結合する抗体の検出を確かなものにす
る。
可溶性の球状タンパク質を含む結合アッセイは、タンパク質と標的との公平な相互作用を
確実にするために、しばしば溶液中で実施される。このような液相アッセイは、特に、標
的またはプローブの低濃度で行われると、標的またはプローブが豊富又は接近して存在す
るときに生ずる潜在的な困難性を最小にする。同様に、速度は遅くなる傾向がある。プロ
ーブの接近によって生ずる集群（ｃｒｏｗｄｉｎｇ）等の共同効果は、プローブまたは標
的が固体基体に化学的に固定されているときには注意深く制御する必要がある。
それにも拘わらず、結合アッセイのこの後者の固相形態は、それが必要とされる状況で極
めて一般に用いられる。例えば、細胞表面のタンパク質の存在は、培地中の多数の他の細
胞の存在下で、このタンパク質を表現する細胞のための”パンニング（ｐａｎｎｉｎｇ）
”において利用されるが、それは、所望の細胞表面タンパク質を修飾する主要抗原に対し
て向けられる第２の抗原の層で予備被覆された容器の表面には所望の細胞接着自体を行わ
ない。同様に、ある種のファージは、遺伝子操作されてその表面にタンパク質を表示して
もよく、これらは、表示されたタンパク質が抗体ならば抗原といった小分子プローブを含
む結合アッセイで同定できる（Ｗａｔｓｏｎ等，”Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ　ＤＮＡ”，
２ｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｂｏｏｋｓ　，Ｗ
．Ｈ．Ｆｒｅｅｍａｎ　ａｎｄ　Ｃｏ．，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ＮＹ，１９８３）、この内
容は参考としてここに取り入れる）。さらに、平面幾何形状のトランスデューサー及びセ
ンサーを具備する種々の光及び電気的検出に適合する。
液相及び固相アッセイの組み合わせは、修飾した磁気粒子を用い、与えられた多成分混合
物中で結合した分子を非結合分子から分離することによるサンプル調製又は精製する方法
におけるように、プローブ又は標的のいずれかで修飾されたビーズを用いて発達した。こ
れらの粒子を用いた最近の例は、ＤＮＡ配列用のテンプレートの精製、または、ポリ－ア
デニン（ｐｏｌｙＡ）残基で修飾されたビーズへのハイブリダイゼーションによる（溶解
した）細胞からのｍＲＮＡの抽出を含む。
適当なタイプの細胞を含む機能アッセイが、小分子薬剤の代謝への細胞外効果のモニター
に用いられる。細胞は、平面電極の極く近傍に配置され、細胞によって放出される試薬の
局所的濃度を最大にし、局所的ｐＨをモニターする。
本発明は、従来技術の方法では得られなかった程度の順応性及び制御性を持つ、平面幾何
形状の混合相結合アッセイを実施する手段を提供する。即ち、その場での、可逆的な、外
部空間制御下での、隣接する液相中に存在する被分析物の結合のための標的部位の平面状
パネルか、あるいは溶液中で結合アッセイの実施に続くプローブ－標的複合体の平面状ア
レイの形成の順応性を提供する。結合は、溶液中に懸濁された個々のビーズ表面、電極表
面に隣接するアレイに予め配置されたビーズ表面、または、電極自体の表面で起こりうる
。標的またはプローブ分子のいずれかは、ビーズ上に配置され、本発明のビーズに基づく
アッセイを可能にする必要がある。図８に示すように、プローブ分子Ｐがビーズに配置さ
れた場合、標的分子Ｔは、溶液中、ビーズ上、または電極上のいずれかにある。その逆の
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こともある。
例えば、本発明の方法は、従来技術の方法に比べて極めて能率的で制御された方法で、細
胞表面レセプターのクローンを実施するパンニングを行うのに用いられる。探索された細
胞表面タンパク質に対して向けられた抗体の層で被覆された基体が与えられると、本発明
は、細胞または修飾されたビーズの抗体の層に隣接した迅速な配列、及び、引き続く、そ
れらの細胞またはビーズの背面のみにおけるアレイを分解を促進し、表面結合抗体との複
合体の形成を可能にする。
この範疇のさらに興味ある例は、ファージ表示に属する。この技術は、ビーズに固定され
たプローブにタンパク質標的の層を提供するのに用いられる。ここで、ビーズアレイは、
対象となるタンパク質を同定するのに用いられる。即ち、ビーズは小分子プローブで修飾
され、アレイはファージ表示に隣接して形成される。結合はプローブ－標的複合体をもた
らし、それは、ビーズに保持されるが、その他は電場を切ったとき、または、光制御を適
用してファージ表示からビーズを除いたときに取り除かれる。ビーズがコードされている
場合、残ったビーズは結合に続いて個々に同定されるので、多くの結合試験が平行して実
施できる。
本発明の方法は、競合結合アッセイを容易に促進する。例えば、標的修飾されたビーズへ
の蛍光プローブの結合及び電極に隣接した平面状ビーズアレイの形成に続いて、アレイ内
の蛍光領域は、正の標的の位置を示し、これらは、競合アッセイを施すことにより更にプ
ローブされる。即ち、平面状アレイの選択された部分の蛍光をモニターする一方、（酵素
アッセイのための）阻害剤または（結合定数の知られた）他のアンタゴニストが、電気化
学セルに添加され、対象領域から発せられる蛍光の減少が、アンタゴニスト濃度の関数と
して測定され、最初のプローブに対する結合定数が決定される。これは、本発明の方法に
よって可能な分析過程の結びつきの一例である。
本発明の方法におけるように、プローブ－標的複合体がコロイド状ビーズに固定されてい
るという事実は、正の物体を負の物体から分離することを容易にするので実用的な利点を
もたらす。実際に、平面状基体において固相アッセイを行った場合、平面状ビーズアレイ
の更なる利点は、ここに議論するような、ビーズによって提供される光回収効率の向上で
ある。
必要ならば、ビーズは、小分子プローブのための輸送媒体として提供してもよい。即ち、
プローブ修飾したビーズのアレイは、本発明の方法に従って、標的修飾した表面に隣接し
て形成される。ＵＶ－活性化されたビーズ支持体からのプローブの開裂は、プローブが標
的層に極めて接近して放出されることを確実にし、それによってアッセイの速度及び効率
を向上させる。標的と相互作用する特定のプローブの同一性は、プローブを輸送するビー
ズの位置から確かめられる。
本発明の方法は、（例えば磁性にする等の予備的処理が不要な）広範な種類のコロイド状
ビーズのみならず、プローブ又は標的で修飾された、またはそれを外壁内に含有する脂質
小胞又は細胞に対しても適用できる。従って本発明の方法は、ビーズ固定化可溶性タンパ
ク質だけでなく、潜在的には、膜レセプター全体または細胞表面レセプターにも適用でき
る。
特に、基体表面の所定の領域における細胞の迅速な配置は、高度に平行な細胞ベースの機
能アッセイの実施を容易にする。本発明は、細胞を溶液内の小分子薬剤候補に露出し、そ
れらを、電極表面に配設されたセンサーに隣接して配置させること、あるいは、予め配置
された細胞を、隣接する液相に放出されるような試薬にさらすことを可能にする。最も単
純な場合では、全ての細胞が同じタイプであり、試薬は連続的に投与される。この連続的
な場合においても、動電学的混合はスループットを向上させる。しかし、ここに述べるよ
うに、本発明の方法は、異なる細胞の同一性を、ここに述べた８×１２ウェルからの”レ
イアウト保持移動”過程によるコード化により、平面状形態での平行した結合アッセイ及
び機能アッセイも可能にし、空間的に解析された画像化または細胞アレイの特定の位置を
標的とする検出過程からのフィードバックを与えることにより正の評点の細胞を単離する
ことを可能にする。
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実施例ＶＩＩ－ビーズまたは粒子の分離及び分類
本発明は、平面幾何形状のコロイド粒子及び生物分子の分離及び分類のための幾つかの方
法を実施するために用いられる。特に、これらは、混合物中のビーズの側方分離の技術を
含む。個々のビーズは、光学ピンセットの応用により電場に応答して形成されたアレイか
ら取り出される。
与えられた化合物の混合物における成分の分離は、分析化学の基本的課題である。同様に
、生化学分析は、生物分子、ビーズまたは細胞を、サイズ及び／または表面電荷に従って
電気泳動技術により分離することをしばしば要求される一方、懸濁された細胞又は全ての
染色体の（最も普通には、２つのサブクラスへの）分類が、フローサイトメトリ－及び蛍
光活性化細胞分類を含むフィールドフロー（ｆｉｅｌｄ　ｆｌｏｗ）分画を用いて通常は
行われる。
平面幾何形状では、拡散するビーズ混合物は、方向づけられた漂流を促進するために設計
された電極表面のリングラフパターンに接続されたＡＣ電場の印加によって、移動度に従
って既に分離されている。本質的に、小ビーズの所定時間の特定方向への移動にはＡＣま
たはパルス状電場がかけられる。キャピラリー電気泳動は、平面幾何形状において行われ
る、Ｂ．Ｂ．Ｈａａｂ　ａｎｄ　Ｒ．Ａ．Ｍａｔｈｉｅｓ，Ａｎａｌ．　Ｃｈｅｍ．，６
７，３２５３－３２６０（１９９５）参照、この内容は、参考としてここに取り入れる。
本発明の方法は、平面幾何形状における分離、分類又は単離の仕事を行うための幾つかの
方法に置いて応用される。従来技術の試みとは異なり、本発明は、幾つかの利用可能な方
法の中から、手にしている仕事に特に最も好適なものを選択するというかなりの順応性を
提供する。或る場合には、１つ以上の分離技術が適用され、これは、二次元的分離の実施
のための基礎を与える。即ち、ビーズは２つの異なる物理化学的特性に従って分離される
。例えば、ビーズは、まずサイズで分離し、次いで、鎖形成を誘発する印加周波数を上げ
ることにより分極性によって分離してもよい。この順応性は、平面幾何形状における分析
機能を集積化することにおいて特別な利点がある。
ｉ）本発明は、ＵＶ－媒介酸化物再成長によってパターン化された表面における、混合物
中のビーズをサイズで分類するための、側方の電場誘発性流動での”篩別（ｓｉｅｖｉｎ
ｇ）”を実施するのに用いられる。発明の基本的操作は、ＵＶ－媒介酸化物再成長によっ
て描かれた溝に沿って、方向付けされた側方粒子移動を構成することである。溝（ｃｏｎ
ｄｕｉｔｓ）は、連続的に狭くなるよう構造を含むように設計され、そこを介して粒子が
通過する。この”篩別”機構（図９ａ）では、連続的に微細になる段階で、連続的により
小さな粒子のみが通過できる。図９ａに見られるように、主要な粒子流は左から右への方
向だが、示したような酸化物形状を用いて、上から下方向への横断方向の流れができる。
さらに、厚い酸化物からなる障壁９２の列が、溝に沿って配置され、各列における障壁間
を離間させ、横断流を減少させている。粒子が溝に沿って移動するとき、障壁の列は小粒
子が横断方向に分離してゆくように作用する。大きなＤＣ電場、及びそれに伴う電解及び
電場方向の粒子流と反対方向の電気浸透流の干渉の問題がある従来の電気泳動分離とは異
なり、本発明は、移動させるために、ＡＣ電場及び界面インピーダンスにおける側方勾配
を利用する。この方法は、電解を回避する利点を持ち、粒子移動を発生及び制御するため
の電気浸透の明らかな利点を利用する。
さらに、Ｓｉ／ＳｉＯｘ電極は、ビーズの側方移動を実時間で調整するための本発明の光
制御成分の利用を可能にする。例えば、外部照射は、ＵＶ－誘発性酸化物再成長によって
誘起された側方インピーダンスの局所的中和に用いられる。これらの中和した”ゾーン”
は、もはや正味の力を受けず休止状態となる。この概念は、粒子を鋭いバンドに極種的に
集中させることにより、続く分離における解像度を向上させる機構を実施するための基礎
となる。
ｉｉ）本発明は、混合物中の少数成分を、サイズ、形状により成長している多数成分の結
晶性アレイから除去する過程である”ゾーン精製（ｚｏｎｅ　ｒｅｆｉｎｉｎｇ）”の実
施に用いられる。この過程は、本発明の方向性結晶化を誘発する能力に明らかに依存して
いる。
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ゾーン精製の過程は、ホスト格子から不純物を除くことにより極めて高精度の大きなシリ
コン単結晶を製造する異において大きな成功をもって用いられる。この概念は、ホスト格
子とはサイズ、形状又は電荷が十分に異なり、置換される不純物としてホストの結晶格子
の形成に適合しない原子または分子が溶液中に追い出される再結晶による精製の標準的な
化学的方法から馴染み深い。
平面状アレイを与えられた方向に制御された速度で成長させることを可能にすることによ
り、本発明は、平面状アレイ用の類似ゾーン精製過程の実施を容易にする。最も基本的な
幾何形状は線形幾何形状である。異なるサイズ及び／または形状のビーズの多成分混合物
は、まず、ＵＶ－パターニングで描かれた表面上の方形の保持領域に捕捉される。次に、
保持領域の末端において、照光によって結晶化が開始され、照光の進行パターンに応じて
全保持領域を横切って徐々に進行させる。一般に、ビーズ径の約１９％の相違が追放を誘
発する。
ｉｉｉ）本発明は、移動度により粒子を分離する方法における横断流における分画の実施
に用いられる。
フィールドフロー分画は、分子又は懸濁粒子の分離に広く用いられる全ての技術を参照す
る。この概念は、流れを横切るように作用する場において流体の流れに従う粒子を分離す
ることである。このような範疇の技術は、平面状幾何形状が適当であるので、自由流動電
気泳動が適切な例である電場流体分画の項を包含する。自由流動電気泳動は、流体の流れ
を横切る方向に境界プレートの面にかけられたＤＣ電場の存在下での２つの狭窄空間を設
けたプレートの間に満たされたバッファーの連続流動を用いる。それらは電場を横切るの
で、荷電粒子はその電気泳動的移動度に比例して偏向し、次の分析のために別の出口に集
められる。従来の電気泳動とは異なり、自由流動電気泳動は、高いスループットを持つ連
続過程であり、ゲルなどの支持媒体を必要としない。
本発明は、平面幾何形状におけるフィールドフロー分画の実施を可能にする。既に議論し
たように、ＵＶ－酸化物で描かれたインピーダンス勾配は、外部電場に応じた粒子の電極
表面に沿った移動を媒介する。小さな間隙を持つセルでは、得られた動電学的流れは、”
プラグ”形状を有し、これは、流速場の値を同定するために全ての粒子に露出され、それ
により、自由流動電気泳動に典型的に用いられる層流の放射線状の速度特性に誘起される
バンドの歪みを最小にするという利点を有する。
主要な流れ方向を横切る第２の流体場は、粒子分離を媒介するのに用いられる。この偏向
した流れは、第２のインピーダンス勾配によって生成できる。この第２の勾配を付加する
便利な方法は、適当な流体場を設計するのにＵＶ－酸化物パターニングの利点を用いるこ
とである。縦及び横切る流れの両方は再循環され、よって、全ての従来技術関連とは異な
って連続操作が可能になる。
さらなる順応性は、主要な流体流を横切る方向の強度の形状が所望のインピーダンス勾配
を誘起し従って横切る流れを生成するのに満足なパターンで基体を照光するのに本発明の
光制御成分を使用することである（図９ｂ）。これは、モニター窓の上流を横切る蛍光ビ
ーズの検出に応じて横切る流れを選択的に活性化できることに大きな利点を有する。非－
蛍光ビーズは、横切る流れを活性化せず検出もされない。この方法は、フローサイトメト
リーまたは蛍光活性化細胞分類の平面状の類似法を提供する。
ｉｖ）本発明は、電極面に垂直な方向の粒子鎖の形成の誘発に用いられる。この鎖は、電
極間の電流移動のコンジットを示し、その形成は場に誘発された分極を表す。鎖は、個々
の粒子よりも横切る方向への移動度が小さく、この効果は、全分極に寄与する表面特性に
従う粒子の分離に用いられる。可逆的な鎖形成の効果は、個々に述べる実験条件下で立証
された。例えば、１ミクロン径のカルボキシル化ポリスチレンビーズについての鎖の可逆
的形成は、１５Ｖ（ｐｐ）の電圧で、１ＭＨｚを越える周波数において起こる。
ｖ）本発明は、平面状アレイから個々のビーズを単離するのに用いられる。平面アレイ形
状での蛍光結合アッセイは、ここに述べたように、大きなアレイ内に単一の明るいビーズ
を生成でき、特に強い結合を示す。対応するビーズを単離し回収するために、鋭く集中し
たレーザースポットの形態の光学ピンセットが用いられ、対象とする個々のビーズを固定
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する。本発明の光制御成分は、光学ピンセットとともに用いられ、そのような個々のビー
ズを、ビーズに対してアレイを、又はその逆を動かすことによって、あるいは、アレイを
分解し標識されたビーズのみを残すことによって回収する。これは、ある種の結合アッセ
イにおけるビーズの単離において特に有用な独特の能力である。
光学ピンセットを顕微鏡の視野内で位置決めするのに市販の装置が利用できる。大きなス
ケールの動きは、アレイをその場で動かすか、単に外部のサンプル固定器を動かすことに
より行える。この方法は、ピーク検出画像分析ソフトウェア及びフィードバック制御と組
み合わせることにより、それ自体自動化できる。
ｖｉ）本発明は、アレイの蛍光又は他の線引き部分を残りの部分から分離するための光誘
発アレイ切断（”剪断”）操作の実施に用いられる。この操作は、下流分析のための、与
えられたアレイの分割及び対応するビーズの単離を可能にする。
このアレイ分割の実施の基礎は、高強度で照光されたＳｉ／ＳｉＯｘ界面の領域から粒子
を追い出す方法における本発明の光制御成分である。ここで、この効果が、光学ピンセッ
トの作用の下にあるビーズへの光誘発力とは完全に無関係であることを強調しておく。粒
子の大きな組に作用するこの効果は、ここに述べる上照光で作動するＺｅｉｓｓ　ＵＥＭ
顕微鏡上での１００Ｗのイルミネーターを用いた実験条件下で立証された。単純な道具立
ては、アレイ全体に照光される均一な照光パターンに、顕微鏡の外部のビーム操縦部材の
操作によって位置決めされる線形に集中したビームを重ね合わせることである。ビーズは
、照光された線形パターンから追い出される。他の道具立ては、部分的に重ね合わされた
２つの別個に制御されるビームの利点を利用する。線形分割は、剪断及びアレイの異なる
相対的配向において繰り返される。
実施例ＶＩＩＩ　－　平面幾何的な薬剤探知（Ｄｒｕｇ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ）のための
スクリーニング
本発明の機能的要素は、化合物および平面形式の組み合わせライブラリーの取り扱いおよ
びスクリーニングのための手順を実施するために組み合わされてもよい。この仕事の主な
必須要素は：一般的にはミクロタイタープレートの８ｘ１２ウェルの形式の一組の最初の
サンプル貯蔵器からの、平面セルへのサンプルおよび試薬の輸送；結合アッセイを行う前
または後で平面電極表面に隣接する標的またはプローブ－標的複合体の平面アレイの作成
；マーカーである蛍光または放射線活性の空間的な分散をイメージングすることによる結
合アッセイの評価、その後任意に親和または結合定数の定量的な薬動力学的測定；陽性の
スコアのビーズの分離、並びにさらなる処理からの他のビーズの除去；および付加的な後
の分析のために特異的ビーズの回収、である。本発明はこれらの要素の全てに関するもの
であり、本発明の基本的な作業は、平面的な形式におけるこれらの手順をつなぐための手
段を提供する。
近代的な治療薬発見のためのコスト的に有効な方法の実施における中心的な課題は、化合
物の概して広大なライブラリーから有望な薬剤リード（ｄｒｕｇ　ｌｅａｄｓ）を選択す
るための根拠として薬動力学的データを提供すると同時に、高度の処理能力を容易化する
方法でスクリーニングアッセイを設計および実施することである。すなわち、標的に特異
的な分子、結合定数によって特徴付けされた分子は、治療可能性のある薬剤として新規化
合物の評価において重要なファクターである。通常の標的は、酵素およびレセプター、並
びに特徴的な二次構造を示す核酸リガンドを含む。
薬学的および農業分野におけるバイオテクノロジーのような関連産業における先導的発見
のために浮かび上がる例（ｅｍｅｒｇｉｎｇ　ｐａｒａｄｉｇｍ）は、広大な種類の固体
状“組み合わせ”合成の新規の方法による新規合成化合物ライブラリーの組み立て（アッ
センブリ）である。組み合わせ化学（ｃｏｍｂｉｎａｔｏｒｉａｌ　ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ
）とは、並行合成（ｐａｒａｌｌｅｌ　ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ）および溶液中または固体支
持体上における多価化合物または化合物の混合物のテストのための方法の範疇を指す。例
えば、ｎアミノ酸を含む直鎖状オリゴペプチドの組み合わせ合成は、ｎアミノ酸の可能な
配列組み合わせを示す全ての化合物を同時に生成するであろう。最も一般的に用いられる
組み合わせ合成の実施は、反応工程を符号化（ｅｎｃｏｄｅ）するためにコロイド状ビー
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ズ支持体、しかして各化合物の同一性によるものである。現状で好ましいビーズは大きい
ものになりがちであり（直径が５００ミクロンまで）、その化合物貯蔵容量を最大限にす
るために多孔質であり、それらが保有する化合物の同一性を維持するように符号化されて
いなければならない。
ビーズの符号化、またはバイナリー符号化（ｂｉｎａｒｙ　ｅｎｃｏｄｉｎｇ）には、い
くつかの方法が利用できる。二つの例は以下の通りである。まず第一の方法は、ビーズが
ハイブリダイゼーションで典型的に用いられる１７マーのような短いオリゴヌクレオチド
でラベルされてもよい。このような短いプローブの配列は、直接マキサムギルバート配列
決定法または質量分析のようなミクロスケール（ｍｉｃｒｏｓｃａｌｅ）配列決定技術で
決定されてもよい。この符号化方法は、仕事が核酸リガンドまたはオリゴペプチドのライ
ブラリーのスクリーニングを必要とする場合に適している。第二の方法は、組み合わせラ
イブラリーのメンバーが、化学的に不活性な分子タグと関連づけされてもよい。先の場合
とは対照的に、これらのタグ分子は連続的に関連するものではない。その代わりに、反応
工程の配列は、連続的な反応工程でビーズに取り付けられた個々のタグ分子およびその混
合物に対するバイナリーコードの正式な割り当てによって符号化される。タグは、ガスク
ロマトグラフィーのような標準的な分析技術によって容易に同定される。この普通の符号
化方法は、コロイド状ビーズの組み合わせライブラリーの合成において現在用いられてい
る。
商業的な化合物ライブラリーは広大で、上記１７マーでさえ、配列の組み合わせの総数は
４＾１７、すなわち約１０＾１０である。しかしながら、典型的な生物学的基質－標的相
互作用の高度の特異性は、収集物中の広大な大半の化合物が、いずれか一つの特定の標的
に対して不活性であることを暗示する。スクリーニングの仕事は、この広い集団の中から
、結合または機能アッセイにおいて可能性のある活性を示すわずかなリード化合物（ｌｅ
ａｄ　ｃｏｍｐｏｕｎｄ）を選択することである。製薬業における天然化合物ライブラリ
ーに広く適用された主な薬剤発見方法は、ランダムにライブラリーから個々の化合物を選
び出し、それらを一連の試験に処することである。しかして、実際には１０＾７種のオー
ダーを含むとされる、合成化合物の全ライブラリーの早急なスクリーニングと評価を実施
するために、系統的なスクリーニング方法が要求される。
現状では、化合物は最初に切断され、固体支持体から溶出され、ミクロタイタープレート
に貯蔵される。スクリーニングにおけるさらなるサンプルの取り扱いは、機械的ピペッテ
ィングによるものとし、異なる容器、典型的にはミクロタイタープレートのウェルの間を
移す。機械的ワークステーション（ｒｏｂｏｔｉｃ　ｗｏｒｋｓｔａ　ｔｉｏｎｓ）は、
この方法を自動化する方向の工程を表すが、それらは８ｘ１２ウェルを含むミクロタイタ
ープレートの伝統的な形式、ピペッティングによるサンプルの取り扱いによるものであり
、しかして増分操作の改良を表すにすぎない。さらに考慮すべきことで重要なことは、分
析手段の空間的スケールを減少させることにより試薬とサンプルを浪費しない必要性であ
る。
本発明は、統合されたサンプルの取り扱いを実現する一連の操作並びに平面形式において
ビーズをベースとする化合物ライブラリーのスクリーニング方法を提供する。これは、試
薬とサンプルの体積により、時間とコストを顕著に低減する。本発明の方法の主な利点は
、多工程分析手段（ａｍｕｌｔｉ－ｓｔｅｐ　ａｎａｌｙｔｉｃａｌ　ｐｒｏｃｅｄ　ｕ
ｒｅ）のステーション間でビーズの取り扱いを可能にする、平面形式でのビーズの集団を
操作するための多くの基本的な操作を提供することである。
特に、先に記載したように、本発明の方法は、以下の関連する工程：ミクロタイタープレ
ートから平面的な電気化学的セルにサンプルを移すこと；基質表面に隣接する標的部位の
不均一なパネルの形成；固体相結合アッセイ；およびアレイからの特異的ビーズの分離の
実施を容易にする。さらに、本発明の基本的操作は、平面電極の表面上におけるこれらの
工程を連関させる手段を提供する。
ハイブリダイゼーションアッセイについて上述したように、いくつかの変形が可能である
。すなわち、結合アッセイは、懸濁液中もしくは平面アレイに配置されたいずれかにおい
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て、酵素のようなタンパク標的をビーズ表面の化合物に結合させることによって行われて
もよい。大きい多孔性キャリアービーズをベースとする組み合わせ化学の通常の実施は、
化合物が不活性な化学的スペーサーを介して外表面に連結されたより小さいビーズの同時
使用をしてもよい。このような小型ビーズ（直径が１０ミクロンまで）は、本発明の方法
で容易に扱われる。大型のビーズは、ラベルされた化合物の貯蔵コンテナとして用いられ
る。
あるいは、化合物が既に合成支持体から切断されているのであれば、標的と放射活性また
はその他で標識されたプローブとの間の結合が、ミクロタイタープレートウェル内で溶液
中で行われてもよい。その場合には、例えばタンパク標的をビーズ連結抗体にカップリン
グする第二抗体法を介して、プローブ－標的複合体が、複合体形成反応によって各ウェル
の符号化されたビーズに捕捉されてもよい。ビーズ捕捉プローブ－標的複合体は、次いで
近接分析（ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ａｎａｌｙｓｉｓ）および図１０に例証したようなさら
なる処置のために平面セルに移される。図１０に示されているように、プローブ－標的複
合体１０２は溶液中で形成される。抗体被覆ビーズ１０４がこの溶液に添加され、ビーズ
連結複合体１０６が得られる。このビーズ連結複合体１０６はウェル１１０から電極１０
８上に堆積させられ、ビーズ連結複合体の平面アレイが形成される。蛍光プローブ１１４
が用いられた場合には、これらがビーズ連結複合体に蛍光を付与し、検出を容易にする。
本発明の方法および装置は、大集団における少数の陽性を同定する仕事によく適している
。プローブ－標的複合体の全体のアレイのイメージングは、エリア検出器（ａｎ　ａｒｅ
ａ　ｄｅｔｅｃｔｏｒ）に近接すること、並びにビーズレンジング作用（ｂｅａｄ　ｌｅ
　ｎｓｉｎｇ　ａｃｔｉｏｎ）によってさらに増強される。上述したように例えば光学的
ピンセット（ｏｐｔｉｃａｌ　ｔｗｅｅｚｅｒｓ）を適用することによって、アレイから
の少数の陽性のスコアの分離が容易に達成される。次いで、アレイの大きな残余は捨てら
れてもよい。これは、代わりに、少数の維持されたビーズに限定されるため、結合定数の
決定のようなより厳密な試験を適用する複雑さを顕著に低減する。これらのテストは、新
しい容器にさらにサンプルを移す必要なしに、最初のスクリーニングを通過して残ったサ
ンプルに直接適用されてもよい。
実施例ＩＸ　－　平面アレイ形式におけるハイブリダイゼーションアッセイ
本発明は、標的分子が化学的にコロイド状ビーズに付着されるタンパク結合アッセイに関
連する外形で平面アレイ形式の固体相ハイブリダイゼーションアッセイを実施するために
用いることができる。本発明の方法は、溶液中の鎖の混合物に対する提示のための異なる
標的オリゴヌクレオチドの平面アレイの形成を容易にする。あるいは、アレイにおける蛍
光または放射線活性の空間的分散の検出および分析を容易にするために、溶液中における
ハイブリダイゼーションの後にアレイが形成されてもよい。
現在、ハイブリダイゼーションアッセイおよび電気泳動による分離に基づくさらなる分析
を伴う、増幅、転写、ラベリングおよびフラグメント化を含むＤＮＡサンプルの抽出およ
び調製のための小型化された装置を開発すべく、多くの調査および開発が行われている。
平面アレイ形式のハイブリダイゼーションアッセイは、ＤＮＡの既知のセグメントにおけ
る特異的な単一べースペアの変異の早急な検出、並びに対応するｍＲＮＡまたはｃＤＮＡ
のレベルの分析を介して細胞性遺伝子の発現レベルの同定のための診断手段として開発さ
れる。ＤＮＡの二つの相補的な一本鎖のハイブリダイゼーションは、分子認識と、それに
次ぐＡ－ＴおよびＧ－Ｃの規則に従って二つの対抗する鎖の対応するヌクレオチド塩基間
の水素結合形成を含む。ここでＡ、Ｔ、ＧおよびＣは、ＤＮＡに見出されるそれぞれ４つ
のヌクレオチド塩基アデニン、チミン、グアノシンおよびシトシンを示し、ＲＮＡではチ
ミンはウラシルで置換される。二本鎖すなわちデュプレックス（ｄｕｐｌｅｘ）ＤＮＡの
形成は、二つの高度に陰性にチャージしたＤＮＡ鎖のペアリングを必要とし、温度に依存
したバッファーのイオン強度が重大な役割を演じる。
上述したように、平面基質の表面の標的配列の不均一なアレイを調製するための二つの主
な方法は、ミクロディスペンシング（ｍｉｃｒｏ－ｄｉｓｐｅｎｓｉｎｇ）（“プリンテ
イング”）およびｉｎ－ｓｉｔｕでの、鎖の所定の全長に対して全ての可能な配列組み合
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わせを示すオリゴヌクレオチドの空間的に符号化された合成である。この場合には、ハイ
ブリダイゼーションは必然的に平面基質表面の近接で起こらなければならず、この条件は
、空間的障害および基質に対する鎖の非特異的結合から混乱が避けられているかどうか注
意を要する。非特異的吸着は、特に表面でのハイブリダイゼーションの動力学を促進する
ために電気泳動堆積による現在の商業的な設計で用いられるＤＣ電界の存在において深刻
な問題である。さらに、上述したように、立体障害および表面近くにプローブ鎖が密集す
ることによる集団的影響から生じる技術的困難性がある。
ＤＮＡ解析の場合には、コロイド状（磁気）ビーズが通常用いられる。例えば、クローン
ライブラリーからｃＤＮＡを選択するための広範に用いられるスクリーニング工程におい
てＤＮＡを捕捉するために用いられる。具体的には、ｃＤＮＡを長いゲノムＤＮＡ内の配
列にハイブリダイズさせて、次いで混合物からハイブリダイズしたｃＤＮＡを抽出するた
めにゲノムＤＮＡが磁気ビーズに連結される。
本発明は、ビーズに連結された標的鎖に対する蛍光プローブ鎖のハイブリダイゼーション
の前後もしくはフリー溶液中におけるハイブリダイゼーションおよび末端機能性標的鎖の
ビーズ捕捉後の、オリゴヌクレオチド修飾コロイド状ビーズの平面アレイの形成を容易に
する。従来技術の方法とは対照的に、ビーズ連結プローブ鎖は、基質連結標的鎖に運ばれ
るのであれば任意に選択可能であるが、本発明はハイブリダイゼーションを平面基質表面
の付近で行う必要がない。
溶液中、個々のビーズ表面、または基質表面のいずれかでハイブリダイゼーションを行う
ことができることにより、かってないほどの柔軟性が付与される。さらに、上述したビー
ズアレイの利点は、ハイブリダイゼーションアッセイにおけるスコアを基礎として、大き
なアレイから個々のビーズまたは一群のビーズを選別および分離することを可能にする。
この分離は、関心の向けられた鎖における後のアッセイの実施を容易にする。ビーズが移
動可能であるという事実は、関心の向けられたビーズが、ミクロシークエンシングの指定
された保持エリアに集められてもよいこと、あるいはＰＣＲ増幅用に指定された基質のエ
リアに移動されてもよいことを意味する。
本発明の方法は、二つの主なバリエーションの一つで平面アレイ形式でハイブリダイゼー
ションアッセイを実施するために用いられてもよい。全てのものが、並行読みだし（ｐａ
ｒａｌｌｅｌ　ｒｅａｄ－ｏｕｔ）用の電極表面に隣接して形成された平面アレイまたは
パネルにおけるビーズの完全なレパートリーの存在を含む。一般に不均一なパネルとして
、アレイ内のビーズの配置は不規則（化学的同一性に関して）であって、次いで結合アッ
セイで高いスコアのビーズの同一性が調べられなければならないか、あるいは上述したサ
ンプル充填の“レイアウト保護トランスファー（Ｌａｙｏｕｔ－Ｐｒｅｓｅｒｖｉｎｇ　
Ｔｒａｎｓｆｅｒ）”を引き起こすことによって空間的に符号化される。
前者の例は容易に実施され、結合アッセイを行う前後でアレイ形成をする。例えば、ビー
ズがアレイに組み込まれる前に懸濁液中で結合が行われてもよい。また上記ｃＤＮＡ選択
工程については、本発明の方法は、例えばビオチン－ストレプトアビジン複合体を介して
末端機能性標的ＤＮＡ用の捕捉部材としてビーズの使用をする。この後者のケースでは、
ビーズは、全てのプローブ－標的複合体が分析の容易のためのアレイに組み込まれる電極
表面に、前記複合体を集めるための輸送媒体として提供される。特に、電極上のビーズの
近接ＣＣＤ検出（ｐｒｏｘｉｍｉ　ｔｙ　ＣＣＤ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）は、アレイのビ
ーズのレンジング作用（ｔｈｅ　ｌｅｎｓｉｎｇ　ａｃｔｉｏｎ）で利益を受けるであろ
う。たとえ少数の陽性スコアが予想される場合でも、アッセイのこのバージョンは好まし
く用いられる。
予め形成されたビーズアレイのハイブリダイゼーションは、空間的符号化を維持する種々
のアッセイの利点を得ることができる。ビーズクラスターのアレイが、上記“レイアウト
保護トランスファー”方法によって形成され、ｃＤＮＡの混合物にさらされる。蛍光強度
または放射線活性の結果的な空間的分散が、混合物中のｃＤＮＡの相対残存量を反映する
。この工程は、単一のビーズの表面のプローブ－標的複合体から特徴的蛍光または他のシ
グナルの検出による。アレイが本発明の方法で容易に固定されるという事実を仮定すれば
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、画像収集は低レベルのシグナルの検出用の粗いシグナル－ノイズを得るために拡張され
てもよい。例えば、ビーズ表面上のせいぜい１０＾８プローブ－標的複合体を備えた１０
ミクロンの直径のビーズによって生成されるシグナルが検出されてもよい。ビーズレンジ
ング作用も検出を補助する。
薬剤スクリーニングの実施については、本発明の機能部材が、ＤＮＡの準備または分析工
程を実施するために組み合わされてもよい。
実施例Ｘ　－　電界－誘導フローにおけるＤＮＡの直線化および引き延ばし
本発明は、他のコロイド状粒子に適用するような基本的な作業によりコイル状の外形に高
分子重量のＤＮＡを配置するために用いることができる。しかしながら、さらに、パター
ン化された電極表面における電界によって誘導された界面動電フロー（ｔｈｅ　ｅｌｅｃ
ｔｒｏｋｉｎｅｔｉｃ　ｆｌｏｗ）が、流れの方向に直線的な外形になるようにＤＮＡを
伸ばすために用いられてもよい。
最近になって、引き伸ばされたＤＮＡ分子の外形にそった制限酵素の切断部位の地図を作
成するための視覚的イメージングによる方法が導入された。これは一般的に“制限地図”
として知られる。これらの並びに他のタンパクとＤＮＡとの相互作用の研究を容易にし、
ＤＮＡ配列決定の技術の開発に至らしめるこれらの方法は、平面基質にＤＮＡを引き延ば
しかつ直線化する能力に依存する。
これは、各ＤＮＡ分子に対して、流体の流れ、ＤＮＡ連結磁気ビーズに作用する磁界また
は毛細管力（ｃａｐｉｌｌａｒｙ　ｆｏｒｃｅ）によって及ぼされるような伸長力に分子
をさらすことにより前もって行われる。例えば、ＤＮＡ“クシ（ｃｏｍｂｓ）”は、電界
物の蒸着液滴（ａｎ　ｅｖａｐｏｒａｔｉｎｇ　ｄｒｏｐｌｅｔ　ｏｆ　ｅｌｅｃｔｒｏ
ｌｙｔｅ）中にＤＮＡ分子を単に配置することによって製造された。表面に分子の一端を
化学的に付着することを促進するように準備がなされるのであれば、縮む液滴（ｔｈｅ　
ｓｈｒｉｎｋｉｎｇ　ｄｒｏｐｌ　ｅｔ）と繋がれた分子の表面通過（ｔｈｅ　ｓｕｒｆ
ａｃｅ　ｐａｓｓｅｓ）との間の接触の減少ライン（ｔｈｅ　ｒｅｃｅｄｉｎｇ　ｌｉｎ
ｅ）として、ＤＮＡ鎖が引き伸ばされる。これは、液滴によって最初に被覆される基質エ
リア内の不規則な位置に付着され、種々の程度に引き伸ばされ、かつ液滴の形状を反映し
て放射状に対称的なパターンで一般的に直線化された、乾燥ＤＮＡ分子を残す。連結位置
の通常のラインに一端が化学的に繋がれたＤＮＡ分子群からなる直線状の“ブラシ”は、
基質上に予め蒸着された二つの金属電極間に適用されたＡＣ電界において誘電電気泳動（
ｄｉｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｓｉｓ）によってＤＮＡ分子を直線化および引き延ばすこ
とによって予め作成される。
本発明は、平面電極表面の所定の配置におけるＤＮＡ分子の配置、および本来的なコイル
状の外形から、予め決められた方向に直線化された引き伸ばされた直線形になるように分
子を引き伸ばす新規の試みを提供するために、酸素のＵＶ仲介性再成長（ＵＶ－ｍｅｄｉ
ａｔｅｄ　ｒｅｇｒｏｗｔｈ）によってパターン化された電極に隣接する電気動力学的フ
ロー（ｅｌｅｃｔｒｏｋｉｎｅｔｉｃ　ｆｌｏｗ）をもたらす。この方法は、図１１に示
されており、ＤＮＡコイルの大きさを横切る周辺のフローに制御された勾配を作り出すこ
とによって達成される。速度勾配は、コイルの異なる部分をコイルを引き伸ばす異なる速
度で動かす。ゼロの速度で停滞点（ａ　ｓｔａｇｎａｔｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ）を維持する
ことにより、引き伸ばされたコイルが固定される。この方法は、従来技術の試みを越えた
いくつかの利点を有する。第一に、コイル状のＤＮＡ分子が、表面のあらゆる位置で所望
の形状のアレイを形成する光制御（ｌｉｇｈｔ　ｃｏｎｔｒｏｌ）に処せられる。これは
、コスミドまたはＹＡＣの巨大なＤＮＡが１ミクロンの範囲の半径のコイルを形成し、し
かしてコロイド状ビーズに類似する方式で作用することから、可能性のあることである。
しかして一組のＤＮＡ分子は、所望の最初の配置に向けられてもよい。第二に、ＵＶ－パ
ターニング（ＵＶ－ｐａｔｔｅｒｎｉｎｇ）は、電気動力学的フローによって作られた引
き延ばし力が予め決められた方向に向けられることを確実にする。サンプルと接触した金
属電極の存在、すなわち従来の電気泳動法の欠点は、特に電界の存在下において、制御す
ることが困難な混入の源を除くことによって避けられる。フロー中で単一のＤＮＡ分子の
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引き延ばしに必要とされるパターン化されたＳｉ／ＳｉＯｘ電極では、数ミクロン／秒と
いう範囲の流速が作り出される。しかして、フローフィールドにおける勾配は、断片の引
き延ばしと、現れる直線形状の方向付けの両方を決定する。第三に、本発明は、電界に誘
導されたフローの速度の直接的なリアルタイム制御を容易にし、断片の引き延ばしを越え
て明白な制御を伝える。
本発明は、好ましい実施態様に関連して示され、かつ記載されているが、本発明の精神お
よび範囲から離れることなく、形態および詳細に種々の変更を加えることは、当業者に理
解されるであろう。

【 図 １ 】 【 図 ２ ａ 】

【 図 ２ ｂ 】
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【 図 ２ ｃ 】 【 図 ２ ｄ 】

【 図 ３ ａ 】

【 図 ３ ｂ 】

【 図 ３ ｃ 】

【 図 ３ ｄ 】
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【 図 ４ ａ 】

【 図 ４ ｂ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ ａ 】

【 図 ６ ｂ 】

【 図 ６ ｃ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ ａ 】
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【 図 ９ ｂ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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