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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ナノチャンネル・アレイであって、
表面であって、該表面の材料に複数のチャンネルを有し、該チャンネルが、約１００ナ
ノメートル未満のトレンチ幅と、１００ナノメートル未満のトレンチ深さを有する、前記
の表面と、
前記チャンネルの少なくともいくつかであって、シーリング材料が上に載って、それら
チャンネルを少なくとも実質上包囲するようにした、前記の少なくともいくつかのチャン
ネルと、
を備え、前記チャンネルの長さは少なくとも１ｍｍであり、前記シーリング材料は前記
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チャンネルに堆積されるものである、ナノチャンネル・アレイ。
【請求項２】
ナノチャンネル・アレイを準備する方法であって、
表面を有する基板を提供する工程と、
前記表面の材料に複数のチャンネルを形成する工程と、
シーリング材料を前記複数のチャンネル上に堆積させて前記複数のチャンネル上に載る
ようにして、そのようなチャンネルを少なくとも実質上包囲されたものとする工程であっ
て、該実質上包囲されたチャンネルが、約１００ナノメートル未満のトレンチ幅と、１０
０ナノメートル未満のトレンチ深さとを有する、前記の工程と、
を備え、前記チャンネルの長さは少なくとも１ｍｍである、ナノチャンネル・アレイ準
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備方法。
【請求項３】
ナノ流体チップであって、
ａ）ナノチャンネル・アレイであって、
表面を有する基板と、
前記表面の材料内の複数の平行なチャンネルであって、該チャンネルが、約１００ナノ
メートル未満のトレンチ幅と、１００ナノメートル未満のトレンチ深さを有する、前記の
チャンネルと、
前記チャンネルの少なくともいくつかであって、シーリング材料が上に載って、それら
チャンネルを少なくとも実質上包囲するようにした、前記の少なくともいくつかのチャン
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ネルと、
前記チャンネルの少なくともいくつかであって、流体を受け入れることができる、前記
の少なくともいくつかのチャンネルと、
を備え、前記チャンネルの長さは少なくとも１ｍｍであり、前記シーリング材料は前記
チャンネルに堆積されるものである、前記のナノチャンネル・アレイと、
ｂ）前記チャンネルの少なくとも１つのものと流体連通状態にある少なくとも１つの試
料容器であって、流体を放出することができる、前記の少なくとも１つの試料容器と、
ｃ）前記チャンネルの少なくとも１つのものと流体連通状態にある少なくとも１つの廃
棄物容器であって、流体を受けることができる、前記の少なくとも１つの廃棄物容器と、
を備えたナノ流体チップ。

20

【請求項４】
システムであって、
Ａ）ナノ流体チップであって、
ａ）ナノチャンネル・アレイであって、
表面を有する基板と、
前記表面の材料内の複数の平行なチャンネルであって、該チャンネルが、約１００ナ
ノメートル未満のトレンチ幅と、１００ナノメートル未満のトレンチ深さを有する、前記
のチャンネルと、
前記チャンネルの少なくとも１つであって、シーリング材料が上に載って、それらチ
ャンネルを少なくとも実質上包囲するようにした、前記の少なくとも１つのチャンネルと
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、
前記チャンネルの少なくとも１つであって、流体を受け入れることができる、前記の
少なくとも１つのチャンネルと、
を備え、前記チャンネルの長さは少なくとも１ｍｍであり、前記シーリング材料は前
記チャンネルに堆積されるものである、前記のナノチャンネル・アレイと、
ｂ）前記チャンネルの少なくとも１つのものと流体連通状態にある少なくとも１つの
試料容器であって、流体を放出することができる、前記の少なくとも１つの試料容器と、
を備えた、前記のナノ流体チップと、
Ｂ）前記ナノチャンネル・アレイ内の前記少なくとも１つの流体から送られる少なくと
も１つの信号を検出する装置と、
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を備えたシステム。
【請求項５】
少なくとも１つのマクロ分子を分析する分析方法であって、
ナノ流体チップを提供する工程であって、該ナノ流体チップが、
ａ）ナノチャンネル・アレイであって、
表面であって、該表面の材料内に複数の平行なチャンネルを有し、該チャンネルが、
約１００ナノメートル未満のトレンチ幅と、１００ナノメートル未満のトレンチ深さを有
する、前記の表面と、
前記チャンネルの少なくとも１つであって、シーリング材料が上に載って、それらチ
ャンネルを少なくとも実質上包囲するようにした、前記の少なくとも１つのチャンネルと
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、
前記チャンネルの少なくとも１つであって、流体を受け入れることができる、前記の
少なくとも１つのチャンネルと、
を備え、前記チャンネルの長さは少なくとも１ｍｍであり、前記シーリング材料は前
記チャンネルに堆積されるものである、前記のナノチャンネル・アレイと、
ｂ）前記チャンネルの少なくとも１つのものと流体連通状態にある少なくとも１つの
試料容器であって、少なくとも１つのマクロ分子を含有する流体を放出することができる
、前記の少なくとも１つの試料容器と、
を備えた、前記の工程と、
前記少なくとも１つの試料容器に少なくとも１つの流体を提供する工程であって、前記
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流体が少なくとも１つのマクロ分子を含有する、前記の工程と、
前記少なくとも１つのマクロ分子を前記少なくとも１つのチャンネルに移送して、前記
少なくとも１つのマクロ分子を長くする工程と、
前記少なくとも１つの長くしたマクロ分子から送られる少なくとも１つの信号を検出す
る工程と、
前記検出した信号を、前記少なくとも１つのマクロ分子の少なくとも１つの特性に相関
させる工程と、
を備えた分析方法。
【請求項６】
少なくとも１つのナノ流体チップを含むカートリッジであって、該カートリッジが、マ

20

クロ分子分析を実施するためのシステムに挿入しまたそれから除去することができ、前記
少なくとも１つのナノ流体チップが、少なくとも１つのナノチャンネル・アレイを含み、
前記ナノチャンネル・アレイが、
表面であって、該表面の材料内に複数のチャンネルを有し、該チャンネルが、約１０
０ナノメートル未満のトレンチ幅と、１００ナノメートル未満のトレンチ深さを有する、
前記の表面と、
前記チャンネルの少なくともいくつかであって、シーリング材料が上に載って、それら
チャンネルを少なくとも実質上包囲するようにした、前記の少なくともいくつかのチャン
ネルと、
を備え、前記チャンネルの長さは少なくとも１ｍｍであり、前記シーリング材料は前記
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チャンネルに堆積されるものである、カートリッジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
本願は、２００１年７月２５日出願の米国仮特許出願第60/307,666号の優先権を主張す
る。ＤＡＲＰＡ付与番号ＭＤＡ972‑00‑1‑0031により、本文に開示する発明の１部分に至
る研究が支援された。したがって、米国政府は、これら発明において一定の権利を有する
ことがある。
【０００２】
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背景
本発明は、ナノチャンネル・アレイに関するものである。また、本発明は、ナノチャン
ネル・アレイを準備する方法に関する。さらにまた、本発明は、ナノチャンネル・アレイ
を含むナノ流体チップに関する。また、本発明は、マクロ分子の高スループットの分析に
適したシステムに関する。さらに、本発明は、ナノチャンネル・アレイを使用することに
よって少なくとも１つのマクロ分子を分析する方法に関するものである。
【０００３】
バイオ・ナノテクノロジの新たに出現した分野においては、チャンネルのような極めて
小さなナノ流体構造を製作することが必要であり、またＤＮＡおよびタンパク質のような
バイオ分子の単一分子分解能での操作および分析のためのアレイとして使用することが必
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要である。原則として、チャンネルの横断面面積のサイズは、長くされたバイオ分子の横
断面面積のオーダー、すなわち、１〜１００平方ナノメートルのオーダーとして、長くさ
れた（例えば、線形または非折り畳み状）バイオ分子を提供して、これを個々に分離する
がしかし数百、数千、数百万も同時に分析できるようにすべきである。同様に、チャンネ
ルの長さも、十分長くすることによって、１０センチメートルのオーダーの長さとなり得
る１つの染色体全体のような最も長いマクロ分子（例えば、ヒトのゲノムの染色体１は、
２億５千万の塩基対を有する）にも対応できるようにすることが望ましい。本願発明者お
よびその他の者は、最近、そのような問題並びにその可能な解決法に関与していた。これ
については、 0. Bakaffin, et al., Anal. Chem. 73 (24), 6053 (2001), J. 0. Tegenf
eldt, et al., Phys. Rev. Lett. 86(7),1378(2001), J. Han et al., Science 288, 102
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6 (2000), 及びS. R. Quake et al., Science 290 (5496), 1536 (2000)に報告されてい
る通りである。
【０００４】
重要なことは、数千から数百万もの個々のマクロ分子の同時の分離並びにその分析のた
めには、１つのアレイに、数千あるいはさらに数百万のチャンネルを効率的にしかも信頼
性良く構築することである。そのような大きなアレイの分離されたマクロ分子は、原則と
して、電荷結合デバイス（ＣＣＤ）のような現在利用可能な２次元エリア検出器で分析す
ることができる。自動化されたデータ処理収集およびイメージ分析ソフトウェアを伴なっ
て、数千ないし数百万までのマクロ分子の同時特徴化は、マクロ分子サイズ、化学成分お
よびＤＮＡ配列決定の母集団分布分析のようなマクロ分子分析のための極めて強力なツー
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ルとなる。
【０００５】
個々のマクロ分子は、原則として、単一のチャンネルで分離し分析することができるた
め、多数のマクロ分子を含有する試料の異種性を容易に判別することができる。これは、
特に、単一の染色体上の一塩基多型（ＳＮＰ）を識別するのに有用となる。これと対照的
に、従来の母集団に基づくアッセイは、核酸マクロ分子の多数の複製を準備してＳＮＰ分
析を実行するため、時間のかかるＤＮＡ増倍法を必要としている。ナノチャンネル・アレ
イを組み込んだ染色体分析システムは、もしこれが利用可能な場合、現在利用可能などの
方法よりもはるかに迅速にＳＮＰ分析を行うことができるものとなる。
【０００６】
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多数の長くされたマクロ分子の同時の分離および分析を実行するため適当な寸法をもつ
ナノチャンネル・アレイは、これまで利用可能となっていない。したがって、以下の少な
くとも３つのキーとなる寸法特性をもつナノチャンネル・アレイを提供することに対する
緊急なニーズが存在する。ここで、３つのキーとなる寸法特性とは、（１）マクロ分子を
長くしそして分離するために、チャンネルが十分に小さな寸法を有すべきであること、（
２）長くされたマクロ分子全体の即座の観察を可能にするため、チャンネルは、十分に長
い寸法を有するべきであること、（３）多くの数のマクロ分子の同時観察を可能にするた
め、多くの数のチャンネルを提供するべきであること。これに加えて、望ましいことは、
マクロ分子をチャンネル内へ移送させるのに使用した場（例えば、電場）がターンオフさ
れた後においても、長くされしかも分離されたマクロ分子が、そのような状態に周囲環境
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条件で無限に留まるようにすることである。この特徴は、場の影響の下におけるマクロ分
子の滞留時間よりも長い時間を必要とする技法での分析を可能にする。また、この特徴は
マクロ分子を場に曝す必要なく、マクロ分子の分析を可能にする。
【０００７】
マクロ分子（例えばポリマー）を分析するための方法はこれまで開示されてきているが
、そのどれも、上述の３つのキーとなる寸法特性をもつナノチャンネル・アレイを使用し
ていない。米国特許第5,867,266号は、マイクロ光学系を開示しており、これが有する複
数のコプレーナのミクロン−ミリメートル・スケールの試料チャンネルは、フォトリソグ
ラフィと、各々のミクロン−ミリメートル幅の試料チャンネルにおいて多数のピラー構造
を備える人工のゲル材料とを使用することによって準備されている。その大きなチャンネ
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ル幅は、この光学系をナノチャンネル・アレイとして不適当なものとしている。
【０００８】
同じく、米国特許第5,867,266号に開示されたものよりもより狭いチャンネルでマクロ
分子（例えば、ポリマー）を分離する方法は、どれも、上述の３つのキーとなる寸法特性
をもつナノチャンネル・アレイを使用していない。ＷＯ00/09757においては、本願の発明
者の幾人かが、チャンネルを通して真っ直ぐの形態で移送される単一ポリマーを光学的に
特徴化するためのシステムが開示されている。米国特許第6,355,420号においては、ポリ
マーを分析するためのシステムが開示されており、そのポリマーは、複数（少なくとも５
０）のチャンネルと通して真っ直ぐの形態で移送される。これら開示の双方とも、１つま
たはそれより多いチャンネルで整列させた単一のマクロ分子の分析に向けられているが、
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これら文書のいずれも、多数のチャンネルにおいての多数のマクロ分子の同時観察を開示
していない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
したがって、各種のマクロ分子分析において有用な適当なナノチャンネル・アレイを提
供するという課題が依然として存在している。マクロ分子（例えばポリマー）を狭いチャ
ンネルで分離することによりそれらを分析する方法は、これまで開示されているが、その
どれも、上述の３つのキーとなる寸法特性をもつナノチャンネル・アレイを使用していな
いが、その理由は、主として、今日まで、そのようなナノチャンネル・アレイを構築する
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ための製作技術が利用可能ではなかったからである。
【００１０】
超小形のナノ流体構造を例えば単一バイオ分子分析のために作成する際には、少なくと
も２つの問題を解決する必要がある。すなわち、シールした流体チャンネルのサイズの減
少とその作成である。本願発明者の１人が報告しているように、ＮＩＬは、パラレル高ス
ループット技術であり、これは、大きな基板表面の領域にわたってナノメートル・スケー
ルの特徴部を低コストで作成することを可能とする。(S. Y. Chou et al.,AppL Phys. Le
tt. 67 (21), 3114 (1995) およびS. Y. Chou et al., Science 272, 85 (1996))。ウエ
ハ・ボンディング(M. Stjernstrom et al., J Micromech. and Microeng. 8 (1), 33 (19
98))、およびソフト・エラストマ・シーリング(H. P. Chou et al., Proc. Nat. Acad. S
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ci. USA 96 (1), 11 (1999)のような現在のシーリング技術は、比較的大きなプレーナ表
面に適しており、そして有効なシールを提供する。ウエハ・ボンディングは、完全に無欠
陥で平坦な表面を必要とし、そしてエラストマ・シーリングは、ソフトな材料がチャンネ
ル内へ侵入するすることから詰まりの問題を抱えている。極めて小さな閉じ込め構造内で
は、生物学的試料はまた、流体構造を構築する材料の疎水性および同種性のような問題に
対しかなり敏感である。
【００１１】
ポリシリコン (S. W. Turner et al., J Vac. Sci. and Technol. B 16(6), 3835 (199
8))、ポリノルボルネン (D. Bhusari et al., J. Microelectromech. Syst. 10 (3), 400
(2001))のような

プレース−ホールディング（place‑holding）

犠牲的材料を使用す
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る最近開発された技術は、シールされた小さな中空の流体構造を作成するのに一般的とな
っている。しかし、その犠牲的材料を除去する際に必要なステップ、例えば、基板を２０
０〜４００℃への加熱またはウエット・エッチングは、ある主の材料の使用並びにその下
流の製作プロセスの使用を制限してしまう。
【００１２】
本文に開示するように、本発明は、高スループットのマクロ分子分析を実行するために
適したナノチャンネル・アレイを提供するという目的を達成する。干渉リソグラフィ（Ｉ
Ｌ：interferometric lithography）、ナノインプリント・リソグラフィ（ＮＩＬ：nanoi
mprint lithography）、異方性堆積技術を使用することにより、シリコン・ウエハ基板の
表面にわたる上記の所望のキー寸法を有する、数十万から百万超までの包囲チャンネルを
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もつナノチャンネル・アレイを準備する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本発明の１形態では、ナノチャンネル・アレイを提供し、このナノチャンネル・アレイ
は、表面であって、該表面の材料内に複数のチャンネルを有し、該チャンネルが、約１５
０ナノメートル未満のトレンチ幅と、２００ナノメートル未満のトレンチ深さを有する、
前記の表面と、前記チャンネルの少なくともいくつかであって、シーリング材料が上に載
って、それらチャンネルを少なくとも実質上包囲するようにした、前記の少なくともいく
つかのチャンネルと、を備える。
【００１４】
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本発明の別の形態においては、ナノチャンネル・アレイを準備する方法を開示し、この
方法は、表面を有する基板を提供するステップと、前記表面の材料内に複数のチャンネル
を形成するステップと、シーリング材料を前記複数のチャンネル上に堆積させて前記複数
のチャンネル上に載るようにして、そのようなチャンネルを少なくとも実質上包囲された
ものとするステップであって、該実質上包囲されたチャンネルが、約１５０ナノメートル
未満のトレンチ幅と、２００ナノメートル未満のトレンチ深さとを有する、前記のステッ
プと、を備える。
【００１５】
本発明の別の形態においては、ナノ流体チップを提供し、このナノ流体チップは、ａ）
ナノチャンネル・アレイであって、表面を有する基板と、前記表面の材料内の複数の平行
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なチャンネルであって、該チャンネルが、約１５０ナノメートル未満のトレンチ幅と、２
００ナノメートル未満のトレンチ深さを有する、前記のチャンネルと、前記チャンネルの
少なくともいくつかであって、シーリング材料が上に載って、それらチャンネルを少なく
とも実質上包囲するようにした、前記の少なくともいくつかのチャンネルと、前記チャン
ネルの少なくともいくつかであって、流体を受け入れることができる、前記の少なくとも
いくつかのチャンネルと、を備えた、前記のナノチャンネル・アレイと、ｂ）前記チャン
ネルの少なくとも１つのものと流体連通状態にある少なくとも１つの試料容器であって、
流体を放出することができる、前記の少なくとも１つの試料容器と、ｃ）前記チャンネル
の少なくとも１つのものと流体連通状態にある少なくとも１つの廃棄物容器であって、流
体を受けることができる、前記の少なくとも１つの廃棄物容器と、を備える。
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【００１６】
本発明のさらに別の実施形態においては、分析を実施するシステムを提供する。例示的
実施形態においては、これらは、Ａ）ナノ流体チップであって、ａ）ナノチャンネル・ア
レイであって、表面を有する基板と、前記表面の材料内の複数の平行なチャンネルであっ
て、該チャンネルが、約１５０ナノメートル未満のトレンチ幅と、２００ナノメートル未
満のトレンチ深さを有する、前記のチャンネルと、前記チャンネルの少なくとも１つであ
って、シーリング材料が上に載って、それらチャンネルを少なくとも実質上包囲するよう
にした、前記の少なくとも１つのチャンネルと、前記チャンネルの少なくとも１つであっ
て、流体を受け入れることができる、前記の少なくとも１つのチャンネルと、を備えた、
前記のナノチャンネル・アレイと、ｂ）前記チャンネルの少なくとも１つのものと流体連
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通状態にある少なくとも１つの試料容器であって、流体を放出することができる、前記の
少なくとも１つの試料容器と、Ｂ）データ・プロセッサと、を備える。
【００１７】
別の実施形態においては、少なくとも１つのマクロ分子を分析する分析方法を記述し、
この方法は、例えば、ナノ流体チップを提供するステップであって、該ナノ流体チップが
、

ａ）ナノチャンネル・アレイであって、表面であって、該表面の材料内に複数の平行

なチャンネルを有し、該チャンネルが、約１５０ナノメートル未満のトレンチ幅と、２０
０ナノメートル未満のトレンチ深さを有する、前記の表面と、前記チャンネルの少なくと
も１つであって、シーリング材料が上に載って、それらチャンネルを少なくとも実質上包
囲するようにした、前記の少なくとも１つのチャンネルと、前記チャンネルの少なくとも
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１つであって、流体を受け入れることができる、前記の少なくとも１つのチャンネルと、
を備えた、前記のナノチャンネル・アレイと、ｂ）前記チャンネルの少なくとも１つのも
のと流体連通状態にある少なくとも１つの試料容器であって、少なくとも１つのマクロ分
子を含有する流体を放出することができる、前記の少なくとも１つの試料容器と、から成
る、前記のステップと、前記少なくとも１つの試料容器に少なくとも１つの流体を提供す
るステップであって、前記流体が少なくとも１つのマクロ分子を含有する、前記のステッ
プと、前記少なくとも１つのマクロ分子を前記少なくとも１つのチャンネルに移送して、
前記少なくとも１つのマクロ分子を長くするステップと、前記少なくとも１つの長くした
マクロ分子から送られる少なくとも１つの信号を検出するステップと、前記検出した信号
を、前記少なくとも１つのマクロ分子の少なくとも１つの特性に相関させるステップと、
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を備える。
【００１８】
また、本発明による、ナノ流体チップを含むカートリッジも開示する。このようなカー
トリッジは、本文に開示するものようなシステムに挿入しまたそれから除去することがで
きる。また、本発明のシステム以外の分析システムに有用なカートリッジも、本発明によ
り考慮している。
【００１９】
発明の詳細な説明
本発明の１つ形態は、実質上包囲された複数のチャンネルをもつナノチャンネル・アレ
イを包含している。図１に示すように、ナノチャンネル・アレイ１００は、表面１０２を
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有し、そしてこの表面は、表面１０６の材料内に複数のチャンネル１０４を含んでいる。
チャンネル１０４は、壁１１０と、チャンネル中心１１２を有している。１つのチャンネ
ル１０４の内側の、チャンネル中心１１２に対し垂直に対向する壁表面１１０間の距離は
、トレンチ幅として規定する。チャンネル１０４には、シーリング材料１０８が載ってお
り、そしてこのシーリング材料１０８は、チャンネル１０４を少なくとも実質上包囲され
たものとする。
【００２０】
１実施形態においては、チャンネル１０４は、完全には包囲されたものとはせず、そし
て通常は、チャンネル中心１１２の直上にシーリング材料１０８を有しないことになり、
これにより、シーリング材料内にチャンネルへの開口部を与える。この開口部は、種々の
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形状のものとすることができる。この開口部のサイズは、チャンネル中心１１２の上の開
口部を埋める最小距離として規定する。このような実施形態では、この開口部のサイズは
、トレンチ幅より小さく、そして代表的には、トレンチ幅の１／２未満であり、そしてよ
り代表的なものではトレンチ幅の１／３未満であり、そしてもっとも代表的なものではト
レンチ幅の１／４未満である。他の実施形態では、チャンネルは、完全に包囲して、チャ
ンネルの上部を完全に覆うシーリング材料を有し、そしてこのシーリング材料内に開口部
のないものとすることができる。本発明のある種の実施形態では、シーリング材料１０８
は、図２に示すように、チャンネル１０４の壁１１０および底部上に延在したものとする
ことができる。このような実施形態では、トレンチ幅は、壁１１４に隣接するシーリング
40

材料が形成する表面からの距離として規定する。
【００２１】
本発明においては、トレンチ幅は、代表的には、１５０ナノメートル未満であり、そし
てより代表的なものでは１００ナノメートル未満、そしてさらに代表的なものでは７５ナ
ノメートル，５０ナノメートル，２５ナノメートル，および１５ナノメートルの各幅未満
である。ある種の実施形態においては、このトレンチ幅は、約１０ナノメートルである。
本発明においては、トレンチ幅は、少なくとも２ｎｍであり、そして代表的には少なくと
も５ｎｍである。
【００２２】
本発明においては、チャンネルは、少なくとも実質的に包囲している。
質的に包囲

少なくとも実

とは、チャンネルが完全に包囲されているか、あるいは１／２トレンチ幅よ

50

(8)

JP 5175148 B2 2013.4.3

り小さなシーリング材料内の開口部を有するか、あるいは完全に包囲されたチャンネルと
開口部の両方を有すること、を意味する。
【００２３】
完全に包囲したチャンネルが有するトレンチ深さは、チャンネル中心１１２の下方のチ
ャンネル底部にある中実の材料の表面と、チャンネル中心１１２の上方のシーリング材料
との間の距離として規定される。チャンネルが開口部を有する実施形態では、これが有す
るトレンチ深さは、チャンネル中心の下のチャンネル底部にある中実の材料の表面から、
開口部サイズを測定するその開口部の位置とまでの距離として規定される。もしこの開口
部が、最小の距離を測定できる１つより多い位置をもつ場合、開口部の上記の位置は、チ
10

ャンネル１０４の底部に最も近いものである。
【００２４】
本発明においては、トレンチ深さは、２００ｎｍ未満である。ある種の実施形態では、
トレンチ深さは、代表的には１７５ｎｍ未満であり、そしてより代表的なものでは１５０
ｎｍ，１２５ｎ，１００ｎｍ，７５ｎｍ，５０ｎｍ，または２５ｎｍの各深さ未満である
。ある種の実施形態では、トレンチ深さは、約１５ｎｍである。また、ある種の実施形態
では、トレンチ深さは、少なくとも２ｎｍであり、そして代表的には少なくとも５ｎｍ、
そしてより代表的なものでは少なくとも１０ｎｍである。
【００２５】
本発明においては、ナノチャンネル・アレイは、シリコン・ウエハ基板のような基板内
において、後述の種々の製作法を使用して形成することができる。１実施形態では、ナノ
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チャンネル・アレイは、図３の走査電子顕微鏡写真で示すように、基板の表面にわたって
、複数の互いに平行で直線状のチャンネルを有している。
【００２６】
ある種の実施形態では、ナノチャンネル・アレイは、それらチャンネルのうちの少なく
とも１つのチャンネルの少なくとも１つの端部を、少なくとも１つの容器と流体連通状態
とすることができる。これら実施形態では、少なくとも１つのチャンネルは、少なくとも
１つの容器と直接接続する。代替的には、少なくとも１つのチャンネルは、少なくとも１
つの容器に対し、直線のまたは曲線状の相互接続するマイクロチャンネル（約１ミクロン
より大きい幅、高さ、またはそれらの双方を有するチャンネル）を介して接続することが
でき、あるいはまた、チャンネルは、相互接続するナノピラーまたはマイクロピラーのア
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レイを介して少なくとも１つの容器と接続する。
【００２７】
ある種の実施形態では、それらチャンネルのうちのいくつかのものの少なくとも２つの
端部は、それらチャンネルに共通の少なくとも１つの容器と流体連通状態とする。これら
実施形態では、それらチャンネルのうちのいくつかのものの少なくとも２つの端部は、互
いに隣接したものとしたり、あるいは隣接しないものとしたりできる。これらチャンネル
は、少なくとも１つの容器と直接接続することができる。
【００２８】
ある種の実施形態では、少なくとも２つのチャンネルは、少なくとも１つの容器に対し
、１つの共通の直線のまたは曲線状の相互接続するマイクロチャンネルを介して接続する
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ことができる。代替的には、少なくとも２つのチャンネルは、少なくとも１つの容器に対
し、１つの共通の相互接続するナノピラーまたはマイクロピラーのアレイを介して接続す
ることができる。
【００２９】
本発明のある種の実施形態では、ナノチャンネル・アレイは、その複数のチャンネルが
、これらチャンネルのうちの少なくともいくつかのものに共通の少なくとも１つの試料容
器と流体連通状態となる。

複数のチャンネル

では、２つより多いチャンネルを意味し

、代表的には５より多く、そしてさらに代表的なものでは１０，１００，１０００，１０
０００，または１０００００のチャンネルより多い。ある種の実施形態では、ナノチャン
ネル・アレイ内のチャンネルのすべてに対し１つの試料容器を設けることができ、したが
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ってそれら複数のチャンネルは、基板上にあるチャンネル数と同じほど多いものとするこ
とができる。ある種の実施形態では、１００ｍｍ径の基板では、約５０００００個の平行
で直線状のチャンネルを有することができ、そしてそれらチャンネルは、２００ｎｍの周
期である。尚、この周期は、互いに隣接する２つのチャンネルの中心間の距離として規定
される。
【００３０】
ある種の実施形態では、それら複数のチャンネルは、少なくとも１つの容器と直接接続
することができる。それら接続は、１つの共通の直線または曲線状の相互接続するマイク
ロチャンネルとすることができる。他の実施形態では、複数のチャンネルは、少なくとも
１つの容器に対し、１つの共通の相互接続するナノピラーまたはマイクロピラーのアレイ
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を介して接続することができる。
【００３１】
本発明のある種の実施形態では、ナノチャンネル・アレイが含む複数のチャンネルは、
少なくとも１つの廃棄物容器と流体連通状態にする。それら複数のチャンネルは、代表的
には、少なくとも１つの廃棄物容器と直接接続するが、１つより多い廃棄物容器を設ける
こともできる。尚、理解されるべきであるが、廃棄物容器は、１つの試料収集容器として
使用することができる。したがって、多数の試料収集容器を、ナノチャンネル・アレイ上
に設けることもできる。これら実施形態では、複数のチャンネルは、前述の１つの共通の
直線または曲線状の相互接続するマイクロチャンネルを介して、少なくとも１つの廃棄物
容器と接続することができる。同様に、複数のチャンネルは、１つの共通の相互接続する
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ナノピラーまたはマイクロピラーのアレイを介して、少なくとも１つの廃棄物容器と接続
することができる。
【００３２】
本発明のある種の実施形態においては、ナノチャンネル・アレイが有する複数のチャン
ネルは、実質上平行であり、そしてそれら複数のチャンネルが、基板の表面の平面内に実
質上ある。
【００３３】
本発明のある種の実施形態においては、ナノチャンネル・アレイは、直線状のチャンネ
ルを含むことができる。直線状チャンネルは、実質上互いに相互接続されていない、互い
に隣接したチャンネルである。
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【００３４】
ある種の実施形態においては、それらチャンネルの端部は、流体のマクロ分子を受け入
れる能力がある。マクロ分子を受け入れる能力がある、ということにより、チャンネルが
、マクロ分子の通過を許すのに十分な程大きい少なくとも１つの開口部を有していること
を意味する。種々の開口部が考えられるが、代表的には、そのような開口部は、チャンネ
ルの端部に配置したり、あるいは、シーリング材料内の開口部を通してシーリング材料の
表面上に配置したりできる。シーリング材料内の開口部は、以下で示すナノチャンネル・
アレイの次の変形により提供することができる。
【００３５】
本発明のある種の実施形態においては、ナノチャンネル・アレイが含むチャンネルは、
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マクロ分子をそれらの長さに沿って移送する能力を有している。このナノチャンネル・ア
レイは、種々のコンポーネントを取り付けることによって、マクロ分子の移送に影響を与
えるようにでき、そしてそれらコンポーネントの例には、チャンネルに渡る圧力または真
空の勾配降下、電気浸透 、電気運動が含まれる。
【００３６】
マクロ分子は、特定の原理に拘束される訳ではないが、代表的には、空間において非線
形で３次元の構造を有している（例えば、線形のポリマーは、それらの自然の状態におい
てはランダムなコイル構造を有している）と信じられている。したがって、マクロ分子が
、エントロピーを減少させるのに必要な大きな自由エネルギにより、自然に長くなりそし
て周囲からチャンネルに直接入ることは、熱力学的には好都合ではない。例えば、１６９
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キロベースのＴ４ファージ二本ストランド・ゲノムＤＮＡ鎖は、自由溶液において旋回Ｒ
ｇ＝（Ｌｐ／６）１／２＝７００ｎｍの径のガウス・コイルを形成し、ここで、Ｌは、そ
の計算された輪郭長であり、ｐは約５０ｎｍの持続長さである。
【００３７】
ある種の実施形態においては、ナノチャンネル・アレイは、少なくとも１つのマクロ分
子をチャンネルの長さにわたって移送する能力をもつチャンネルを含むことができ、そし
てそのチャンネルにおいては、マクロ分子は長くされた形態にある。このようなチャンネ
ルは、マクロ分子の端部が入ることを可能にするのに十分大きい開口部を有することがで
きる。ある種の実施形態では、好ましいのは、そのようなチャンネルもまた、そのトレン
チ幅とトレンチ深さが十分に狭くて、マクロ分子の移動を基板の表面に沿って、主として
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１つの方向に制限することである。好ましくは、そのようなチャンネルは、相互接続され
ない。
【００３８】
本発明のある種の好ましい実施形態においては、ナノチャンネル・アレイは、少なくと
も１つのバイオポリマーをそのチャンネルの長さにわたって移送する能力を有している。
これら実施形態においては、チャンネルの幾何学形状は、バイオポリマーがそれらチャン
ネルに入りそしてそのチャンネルに沿って少なくとも１つの方向に移動することができる
ようにする。好ましくは、チャンネル表面は、チャンネルの内側に対するバイオポリマー
のようなマクロ分子の粘着を防止するため、後述するように非固着剤で処理する。
【００３９】
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他の実施形態においては、好ましいのは、ナノチャンネル・アレイが、少なくとも１つ
の折り畳まれていないバイオポリマーをそれらチャンネルの長さにわたって移送する能力
をもつチャンネルを含むことである。ある特定の原理に拘束される訳ではないが、チャン
ネルの寸法が、マクロ分子の空間的構造よりも明らかに大きいとき、マクロ分子の長さの
少なくとも１部分の伸長部がそのチャンネル内にある。また、チャンネルの寸法がマクロ
分子の持続長さと同じオーダーまたはそれ未満であるとき（例えば、ＤＮＡに関しては５
０ｎｍ）、マクロ分子は、チャンネル内に非折り畳み形式で十分に長くすることができる
。また、チャンネルの寸法が上述の２つのシナリオの間にくる場合、マクロ分子は、それ
らチャンネル内において部分的に長くすることができる。この場合、マクロ分子は、折り
畳んだり、絡み合わせたり、あるいは折り畳みと絡み合わせの両方を行わせることができ
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る。どのマクロ分子も、本発明のナノチャンネル・アレイのチャンネル内において非折り
畳み状形態で移送することができると考察されるが、各種の適当な非折り畳み状のマクロ
分子には、ＲＮＡ，ＤＮＡ，変性非折り畳み状ペプチド鎖,自己組織化した化学ポリマー
、コポリマー鎖、他のバイオポリマー、およびこれらの組み合わせが含まれる。
【００４０】
１つの好ましい実施形態においては、ナノチャンネル・アレイのチャンネル構造は、基
板表面にわたる直線状に隣接するチャンネル壁から形成することができる。他の実施形態
においては、チャンネルは、ピラー構造、自己組織化ポリマー構造、スタック状メンブレ
ン層、ナノビーズ（チャンネル内の粒子）から形成することができる。
【００４１】
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ナノチャンネル・アレイの表面材料は、導体材料、半導体材料あるいは不導体材料のよ
うな、ほとんど任意の基板材料から形成することができる。導体材料の例には、アルミニ
ウム、金、銀、クロムのような金属が含まれる。半導体材料の例には、ドープした二酸化
シリコンおよびガリウム砒素が含まれる。不導体材料には、溶解シリカ、二酸化シリコン
、窒化シリコン、ガラス、セラミックス、合成ポリマーが含まれる。以上は、単なる例示
である。
【００４２】
本発明においては、ナノチャンネル・アレイの表面は、代表的には、シリコン・ウエハ
の表面のような、基板の表面である。代替的には、その表面は、第２の基板により隣接し
て支持されたもののようなフィルムとすることができる。第２の基板上への材料のコーテ
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ィングは、フィルムを形成することができる。適当なコーティング・プロセスには、ウエ
ハ上への材料の蒸気堆積が含まれる。
【００４３】
本発明のある種の実施形態においては、ナノチャンネル・アレイは、シーリング材料に
隣接した、少なくとも１つの光学的に不透明の材料の層を含む。この光学的不透明層は、
表面材料とシーリング層との間に置いたり、チャンネルの内側に置いたり、シーリング材
料の上に置いたり、あるいはそれらの組み合わせとすることができる。層として堆積させ
ることができるほとんどどの不透明材料がこの実施形態では可能であるが、アルミニウム
が好ましい。ある種の実施形態に対しては、この不透明層の厚さが約５０ｎｍ厚未満であ
ることが望ましい。チャンネルの内容物の近接場イメージングを実行するのに有用なナノ

10

スリットを含む実施形態に対しては、５０ｎｍより小さなスリットを準備することが望ま
しく、そしてそれは、隣接する（表面下）チャンネルの保全性を維持するため、透明なシ
ーリング材料を通してではなく堆積させた不透明層を通してエッチングする。ある特定の
理論に拘束される訳ではないが、光学的不透明層は、高解像度の近接場励起に対してブロ
ッキング・マスクとして機能する。ある特定の理論に拘束される訳ではないが、アルミニ
ウムは、不透明層としては特に好ましいが、それは、アルミニウムが、励起光源の所与の
波長において任意の材料の中で最も高い既知の浸透厚を有するからであり、これが、最小
厚のブロッキング層、したがってスリットとチャンネル内の可能なターゲット分子との間
の最短距離をもたらす。
【００４４】
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本発明のある種の実施形態においては、ナノチャンネル・アレイは、少なくとも１つの
チャンネルの上に、少なくとも１つの近接場スリットの特徴部を有している。このような
スリットは、隣接するシーリングされたチャンネルの保全性を危うくすることなく、可能
な限りチャンネルの近く（約３０ｎｍ未満）に製作すべきである。スリットの開口部とチ
ャンネルとの間のシーリング材料の薄い壁は、ＦＩＢミリングまたは制御された材料堆積
によって作成することもできる。
【００４５】
さらに別の好ましい実施形態においては、ナノチャンネル・アレイは、チャンネル底部
に隣接するシーリング材料を含む。シーリング材料は、チャンネル底部内に設けることが
でき、これは、適当なシーリング材料を、チャンネルを包囲する前あるいはその包囲する
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のと同時にそのチャンネル内へ堆積させることにより行う。
【００４６】
また、ナノチャンネル・アレイは、優先的に、チャンネル壁材料に隣接してシーリング
材料を有する。この実施形態では、シーリング材料は、トレンチ幅を減少させることがで
きる。これは、各種の基板表面から、トレンチ幅が１５０ｎｍよりも広くしかもトレンチ
深さが２００ｎｍよりも深いチャンネルを含むナノチャンネル・アレイを準備するのに、
特に有利である。この実施形態では、そして後述するように、シーリング材料は、種々の
方法でチャンネル内へ堆積させることができる。その１つの適当な方法は、Ｅビーム蒸着
であり、これは、材料のポイント・ソース を作成する。Ｅビーム蒸着では、基板は、代
表的には、試料のサイズと比べそのソースから遠く離れており、そして堆積する材料の分
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布は、非常に狭い。不均一な堆積を実現するため、基板は、ある特定の角度に傾斜させる
。チャンネル壁は、シーリング材料の堆積を（影のように）部分的にブロックし、そして
その材料のほとんどは、チャンネル壁の上側部分近くのチャンネル壁上に堆積する。ある
臨界の深度を超えると、基板が傾斜している限り、堆積は全く起きない。
【００４７】
チャンネル内にシーリング材料を提供するある代替でしかも好ましい方法は、スパッタ
堆積である。スパッタ堆積では、シーリング材料は、あらゆる角度で堆積させ、このため
、表面上の任意の点における瞬時的成長速度は、図４に概要を示したように、全ターゲッ
ト面積のその見通し線内の割合に依存する。ある特定の理論に拘束される訳ではないが、
基板表面に近接した大きなターゲット・ソース１３０からのシーリング材料は、種々の軌
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道（１２２，１２４，１２６，１２７）に沿って進み、そしてチャンネル内の種々の異な
った位置に堆積する。代表的には、スパッタリングを使用するが、それは材料ビームの発
散性のためであり、そしてこれにより、ターゲット材料のより高速の堆積を、チャンネル
の底部においてではなくチャンネルの上部部分においてもたらす（すなわち、チャンネル
の上に載る）。そのうちには、チャンネルの上部近くのシーリング材料は、実際、チャン
ネルを完全に包囲し、これが、チャンネル内へのシーリング材料の更なる堆積を阻止する
。１実施形態においては、チャンネル内のその結果のシーリング材料は、プロファイル１
２８をもたらす。適当なスパッタリング・システムは、当該分野において知られている。
特に好ましいスパッタリング・システムは、２００ｍｍのＳｉＯ２ターゲット・ソースを
有し、これは、１００ｍｍ基板にわたって高い表面カバレージおよび均一性を提供する。

10

【００４８】
ナノチャンネル・アレイのチャンネルの長さは、広い範囲をもつことができる。チャン
ネルのこの長さもまた、ナノチャンネル・アレイにおいて同じとしたりあるいは異なった
ものとしたりできる。以下で示すナノチャンネル・アレイを使用したマクロ分子分析を実
行するため、望ましいのは、それらチャンネルが、少なくとも１ミリメートル（ｍｍ）の
長さであることである。より代表的には、チャンネルの長さは、１センチメートル（ｃｍ
）より大きく、そしてさらに、５ｃｍ、１５ｃｍ、２５ｃｍの各々よりも大きい。
【００４９】
本発明の別の形態においては、ナノチャンネル・アレイを準備する方法を提供し、この
方法は、複数のチャンネルを、基板の表面の材料内に形成するステップと、シーリング材
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料を堆積させてそれら複数のチャンネル上に載るようにして少なくとも実質上包囲された
チャンネルを提供するステップと、を備えている。複数のチャンネルを含む基板は、好ま
しくは、２００ナノメートルあるいはこれ以下の周期性をもち、そしてこれは、干渉リソ
グラフィおよびナノインプリント・リソグラフィの技術によって提供することができ、そ
してこれらは、米国特許第5,772,905号に開示されており、この開示全体を本文に援用す
る。先に記載した通り、種々のタイプの材料を使用して、複数のチャンネルを有する表面
を準備することができる。適当な基板には、半導体、誘電体、ポリマー、自己組織化バイ
オフィルム、メンブレン、金属、合金およびセラミックスが含まれる。
【００５０】
好ましくは、シーリング材料を堆積させて複数のチャンネル上に載るようにして、その
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ようなチャンネルを少なくとも実質上包囲されたものとし、この実質上包囲されたチャン
ネルは、１５０ナノメートル未満のトレンチ幅と、２００ナノメートル未満のトレンチ深
さとを有する。

載る

とは、シーリング材料を、チャンネルの底部と比べてそのチャン

ネルの上部に向かって優先的に堆積され、これにより、実質上包囲されたチャンネルをも
たらし、これは、上述しまた図４に示している。
【００５１】
本発明のある種の実施形態においては、シーリング材料は、種々の方法のうちの任意の
ものを使用して堆積させることができ、そしてそれら方法には、化学蒸気堆積、スピン・
コーティング、フィルム積層、熱蒸着が含まれる。好ましくは、シーリング材料は、電子
ビーム式の蒸着またはスパッタリングを使って堆積させる。
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【００５２】
本発明のある種の実施形態においては、基板表面上へのシーリング材料の堆積は、スパ
ッタリング・プロセスにより、ガス圧が代表的には約２０ｍＴｏｒｒ未満で、より代表的
には１０ｍＴｏｒｒ未満で、そしてさらに代表的には５ｍＴｏｒｒ未満で行う。スパッタ
リングは、強力なイオン衝撃を使ってソース・ターゲット表面（例えばＳｉＯ２）から分
子を駆動して出すプロセスである。原子は、ソース・ターゲットからたたき出され、そし
てパターニングされたシリコン・ウエハのような種々の基板表面上に堆積させることがで
きる。特定の理論に拘束される訳ではないが、ガス圧が減少するにつれ、プラズマ・スパ
ッタリング・チャンバの環境において粒子がより少なくなり、これにより、堆積する原子
が、基板表面に達するまでに、より少ない衝突で進み、より異方性で高速の堆積をもたら
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す。３０ｍＴｏｒｒのようにガス圧が高くなるにつれ、堆積する原子は、基板表面までの
それらの経路上において、より高い頻度で衝突をし、これによりより発散した進行角度で
、より等方性でより低速の堆積となる。より異方性で高速の堆積でガス圧が低いと、より
多くの堆積する原子が、トレンチの底部は側壁の下側部分に到達することができ、これは
、トレンチの上部と比べ、その底部および側壁にシーリング材料の比較的高速の堆積を生
じさせ、このことは、さらに、より小さなチャンネル（トレンチ）寸法に結びつく。
【００５３】
また、シーリングするトレンチのアスペクト比も、最終のシーリングされた空隙空間の
幾何学形状に影響を与える。深さ対幅の非が高くなるにつれ、トレンチの底部付近に堆積
されるシーリング材料は少なくなる。深さ対幅の非が小さくなるにつれ、チャンネル寸法
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が小さくなりかつ狭くなる。
【００５４】
本発明の方法を実行する１実施形態においては、少なくとも１つの容器を、チャンネル
のうちの少なくとも１つの少なくとも１つの端部と流体連通状態となるように設ける。チ
ャンネルは、ナノインプリントおよびピラー・アレイの相互接続構造を使用することによ
り、基板上に製作することができる。容器を定めることは、フォトリソグラフィ、そして
これに続き、基板へのパターンの転写を、反応性イオン・エッチング（ＲＩＥ）、化学エ
ッチング、またはチャンネルと流体連通状態で容器を作成するための直接のＦＩＢミリン
グを使って行う実現する。また、容器をチャンネルに接続するためのマイクロチャンネル
のような補助構造も、これらの方法を使って設けることができる。蒸気の容器および補助
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構造の代表的な深さは、通常、少なくとも数百ナノメートルであり、好ましくは数マイク
ロメートルの深さである。
【００５５】
ある種の実施形態においては、追加のシーリング・ステップを設けることが望ましい。
適当な追加のシーリング・ステップは、シーリング材料上へのプレーナ表面の基板の適用
を含む。代替的には、容器は、シーリング・プレーナ基板上に形成することができる。ま
た、約１ミクロンよりも大きな補助流体連通構造も、より大きな試料容器と接続するため
に形成することができる。容器をチャンネルに接続するため、各種の手法が考えられる。
すなわち、少なくとも２つの容器を、少なくとも２つの別々のチャンネルと流体連通状態
で設けたり、あるいは、少なくとも１０個の容器を、少なくとも１０個の別々のチャンネ
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ルと流体連通状態で設けたり、あるいは、少なくとも９６個の容器を少なくとも９６個の
別々のチャンネルと流体連通状態で設けたり、あるいは、少なくとも５００個の容器を、
少なくとも５００個の別々のチャンネルと流体連通状態で設けたり、または少なくとも５
０００個の容器を少なくとも１００個の別々のチャンネルと流体連通状態で設けたり、ま
たはそれらの組み合わせとしたりすることができる。
【００５６】
本発明の好ましい実施形態においては、ナノチャンネル・アレイを準備する方法は、ナ
ノインプリント・リソグラフィにより形成される２００ｎｍ未満の周期性をもつ直線状の
チャンネル・アレイを使用して実行する。この実施形態では、直線状チャンネルは、トレ
ンチ幅が１００ナノメートル未満で、トレンチ深さが１００ナノメートル未満である。こ
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の実施形態では、シーリング材料の少なくとも１部分を、スパッタ堆積を使用して堆積さ
せることにより、チャンネル壁材料に隣接してシーリング材料を提供して、トレンチ幅を
狭くする。
【００５７】
また、このシーリング材料の堆積パラメータを変化させることも、チャンネルのトレン
チ幅を狭くするのに使用する。この堆積パラメータは、代表的には１００ナノメートル未
満のトレンチ幅を提供するように変化させることができる。より多くの材料を堆積させる
につれ、トレンチ幅を、７５ナノメートル未満、さらには５０ナノメートル、２５ナノメ
ートル、１５ナノメートル未満に狭くすることができる。また、約１０ｎｍのトレンチ幅
も、本発明の方法によって提供することができる。代表的には、堆積後のその結果として
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生じるトレンチ幅は、２ｎｍより大きく、そしてより代表的には５ナノメートルより大き
くなる。１７５ｎｍ，１５０ｎｍ，１２５ｎｍ，１００ｎｍ，７５ｎｍ，５０ｎｍ，およ
び２５ｎｍの各々未満のトレンチ深さも、本発明の方法によって提供することができる。
約１５ｎｍのトレンチ深さも、提供することができる。代表的には、トレンチ深さは、少
なくとも５ｎｍ、そしてより代表的には少なくとも１０ｎｍとなる。
【００５８】
本発明の別の実施形態においては、本方法は、少なくとも１つのチャンネルの上に少な
くとも１つの近接場スリットの特徴部を提供するステップを含むことができる。このステ
ップでは、シーリング材料は、二酸化シリコンのように、代表的には透明であって、チャ
ンネル内部の、ＤＮＡのような、蛍光的にラベル付けしたマクロ分子の分光検出を可能に
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する。これは、チャンネル内のマクロ分子を分析するため、近接場光学イメージングのよ
うな光学的方法の使用を可能にする。近接場光学分析に適当なナノチャンネル・アレイは
、ナノスリットを有するように変更することができる。上述のように、チャンネルより上
のこのナノスリットは、薄くて、蛍光的にラベル付けしたマクロ分子の十分なエバネッセ
ント励起を可能にする。
【００５９】
本発明の１実施形態においては、ナノチャンネル・アレイは、シーリング材料下のチャ
ンネル内の流体の近接場光学分析に対し適した、十分に薄いシール厚をもつように、準備
することができる。１実施形態においては、１００ｎｍより厚い不透明のシーリング材料
を有するチャンネルは、適当な製作方法を使用することによって変更することにより、不
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透明シーリング材料内にナノスリットを提供するようにできる。
【００６０】
小さな領域から材料を除去するための適当な製作方法には、Ｅビーム・リソグラフィお
よび集束イオン・ビーム（ＦＩＢ）ミリングが含まれる。Ｅビーム・リソグラフィには、
Ｅビーム・レジストのリソグラフィと、これに続き、現像と反応性イオン・エッチングが
関係している。集束イオン・ビーム（ＦＩＢ）ミリングは、好ましくは使用するが、これ
は、Ｅビーム・リソグラフィよりもステップが少ないからである。ＦＩＢは、ガリウム・
イオンのような強力なイオン（energetic ions）のビームを使用して材料をたたき出し、
そして２０ｎｍまでの分解能の能力をもち、また原則として数ミクロンまでのエッチング
をすることができる。ＦＩＢが好ましいのは、これが、ナノスリット構造のＦＩＢミリン
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グ直後に、そのミリングされた領域をイメージ化できるようにするからである。
【００６１】
本発明の１実施形態においては、シーリング材料の１部分は、チャンネル内部に堆積さ
せることによって、以下のうちの少なくとも１つを形成することができる。すなわち、絶
縁層、導電層、親水性層、疎水性層、またはこれらの組み合わせである。この実施形態で
は、この層の厚さは、代表的には、トレンチ幅の半分未満である。
【００６２】
１実施形態においては、壁１１４に隣接したシーリング材料の幾何学形状、組成、また
はそれらの組み合わせは、チャンネル内において分析する対応する試料のために、変更し
また操作することができる。ある特定の実施形態では、壁１１４に隣接するシーリング材
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料の表面特性を改質することが望ましい。これは、表面改質剤でチャンネルの少なくとも
いくつかを処理することにより実行して、それらチャンネル内側の表面を変える。
【００６３】
１実施形態においては、表面改質剤は、チャンネル内に堆積させることによって、チャ
ンネル内へのまたこれを通るマクロ分子の移送を改善する。表面改質剤は、内部寸法（ト
レンチ深さ、トレンチ高、あるいはこの両方）が約５０ｎｍ未満の場合に特に有用である
。また、表面改質剤は、それらチャンネル内部の表面の疎水性を減少させたり増加させる
こともできる。本発明により作ったナノチャンネル・アレイは、表面改質剤を含む溶液に
対し接触させることができる（例えば、このアレイをそのような溶液中に浸すことによる
）。適当な表面改質剤には、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、界面活性剤、ウシ血清
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アルブミン（ＢＳＡ）タンパク質溶液、表面非特異的結合飽和、抗タンパク質固着剤が含
まれる。真空のような圧力差の適用は、チャンネルの処理を補助するのに使用することが
できる。真空の適用はまた、チャンネルの内側のどのような流体も脱ガス化するために有
用である。
【００６４】
本発明のある種の実施形態においては、表面改質剤は、チャンネル内部の電気浸透効果
に対抗する。ある特定の原理に拘束される訳ではないが、この電気浸透効果は、通常、マ
トリックスに固定（例えば、壁に付着）されたイオン化酸性基に起因し、このイオン化酸
性基が、正に荷電した対イオンを緩衝剤内に誘起して、これが負電極に向かって移動し、
そしてこれにより、液体の容積流を生じさせ、これが負に荷電したＤＮＡのものと逆の方

10

向に移動する。したがって、電気浸透効果を減少させると、荷電したマクロ分子をチャン
ネル内へそしてこれに沿って移送するのを助ける。
【００６５】
本発明の１実施形態においては、チャンネルは、基板の表面上において少なくとも実質
上包囲されたものとし、また基板のエッジに対し実質上開放したものとすることができる
。本文に記述するように、チャンネルは、シーリング材料の堆積を制御することによって
、少なくとも実質上包囲される。１実施形態では、チャンネルは、エッジにおいて実質上
開放しており、そしてそれらエッジは、基板を割ったりあるいはカットしてチャンネルの
内側部分を露出させることにより、容易に提供する。
【００６６】

20

１実施形態においては、シーリング材料の堆積で、複数のチャンネルを完全に包囲する
。この実施形態では、シーリング層は、シーリング材料の原子と少なくとも同じ厚さであ
る。代表的には、複数のチャンネルに載るシーリング材料は、５００ナノメートル厚未満
である。ある種の実施形態では、複数のチャンネルに載るシーリング材料は、１００ｎｍ
，５０ｎｍ，２５ｎｍ，１０ｎｍ，５ｎｍの各々未満の厚さとすることができる。代表的
には、複数のチャンネルに載るシーリング材料は、少なくとも１ナノメートル厚であり、
そしてより代表的には少なくとも２ｎｍ厚である。本発明のある種の実施形態では、シー
リング材料の１部分を除去するステップを使用して、少なくとも１つのチャンネルの上の
シーリング材料の厚さを減少させる。シーリング材料の除去は、本文にさらに説明する各
種のエッチングおよびＥビーム堆積法によって行うことができる。
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【００６７】
本発明の別の形態においては、本発明のナノチャンネル・アレイを備えるナノ流体チッ
プを提供する。図５を参照すると、ナノ流体チップ２００は、ナノチャンネル・アレイ１
００と、基板１４６と、試料および廃棄物（または試料収集）用の容器１４４とを有して
いる。図５においてさらに設けているのは、流体試料を取り扱うための補助試料ポート１
４０および補助廃棄物ポートである。容器は、少なくとも１つのチャンネルと流体連通し
ており、これにより、試料容器は、流体をチャンネルに放すことができ、そして廃棄物容
器は、チャンネルからの流体を受けることができる。代表的には、それら流体は、分析の
ためのマクロ分子を含有している。
【００６８】
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本発明のある種の実施形態においては、ナノ流体チップが含む少なくとも１つの試料容
器は、基板の表面内に形成する。ナノチャンネル・アレイ基板内に容器を形成するステッ
プは、上述した。この実施形態では、少なくとも１つの廃棄物容器は、チャンネルのうち
の少なくとも１つと流体連通する。代表的には、ナノ流体チップは、少なくとも１つの試
料容器を備える。種々の他の実施形態は、少なくとも９６個の容器を備え、そしてさらに
はナノ流体チップ内に少なくとも１０００個の容器を備える。
【００６９】
マクロ分子分析において使用するため、好ましいのは、ナノ流体チップが、ナノチャン
ネル・アレイのうちの少なくとも１部分であって、２次元検出器でイメージングできるそ
のようなものを提供することである。アレイのイメージングの提供は、ナノチャンネル・
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アレイのシーリング材料面を、放出される信号の収集のため適当な装置（例えば、ナノチ
ャンネル・アレイからの光の収集のための光学的要素）に提示することにより提供する。
この実施形態では、ナノ流体チップは、試料容器から複数の長くしたマクロ分子をチャン
ネルにわたって移送することができる。
【００７０】
本発明のある種の実施形態においては、ナノ流体チップは、マクロ分子を、試料容器か
らチャンネルを通し、そして廃棄物容器へと移送するための装置を含んでいる。その適当
な装置には、電場を、チャンネルのうちの少なくとも幾つかにわたって、少なくとも１つ
の方向において印加することができる少なくとも１対の電極を備える。電極金属は、標準
の集積回路製作技術を使って集積化して、少なくとも１つの試料および少なくとも１つの

10

収集／廃棄物容器と接触するようにして、方向性の電場を確立する。交流（ＡＣ）、直流
（ＤＣ）あるいは両方のタイプの場を印加することができる。電極は、ほとんどどの金属
からも作ることができ、そして代表的には、規定されたライン経路上に堆積させた薄いＡ
ｌ／Ａｕ金属層である。代表的には、１つの電極の少なくとも一端は、容器内の緩衝剤溶
液と接触している。
【００７１】
本発明のある種の実施形態においては、ナノ流体チップは、少なくとも２対の電極を備
え、各々は、互いに異なった方向において電場を提供する。この実施形態では、チャンネ
ルの隣接するクラスタは、個々の分離した容器と接続する。少なくとも２組の独立の電極
では、フィールド・コンタクトを使用して、電場の方向及び振幅を独立に変調することに
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より、所望の速度または方向でマクロ分子を移動させる。
【００７２】
本発明の別の形態においては、マクロ分子分析を実行するのに適したシステム（図１０
の３００）を提供する。本発明では、このシステムは、本文に記述したナノ流体チップと
、ナノ流体チップのナノチャンネル・アレイにおいて１つ以上の流体から送られる少なく
とも１つの信号を検出する装置と、を備えている。
【００７３】
本発明の種々の実施形態においては、このシステムはさらに、以下のうちの少なくとも
１つを備える。すなわち、流体を少なくとも１つのチャンネルを通して移送する移送装置
と、少なくとも１つの流体をナノ流体チップ内の試料容器に装入(load)するための試料装
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入装置と、データ・プロセッサとである。本システム３００の種々のコンポーネントは、
互いに接続し、そしてこの全体の動作原理は、図１０に示している。
【００７４】
本システムにおいて使用するナノ流体チップ２００は、代表的には、使い捨てで、個々
にパッケージングされ、そして１−５００００の個々の流体試料の試料装入容量を有して
いる。ナノ流体チップは、代表的には、流体試料をチャンネルに提供する少なくとも１つ
の相互接続する試料配送マイクロチャンネル、並びに、試料装入開口部および容器、ある
いは試料装入開口部およびシーリング機構（例えばＯリング）に接続したプレートを有し
ている。また、電極２０２と電位発生器２１６を接続するための金属コンタクトを、ナノ
流体チップに設ける。適当な金属コンタクトは、外部の走査／イメージング／電場チュー
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ナに接続できる外部コンタクト・パッチとすることができる。
【００７５】
ナノ流体チップは、好ましくは、適当なハウジング（例えば、プラスチック）内に入れ
、便利で商業上用意されたカートリッジまたはカセットを提供する。代表的には、ナノ流
体カートリッジは、試料装入デバイスを容器内に挿入し、案内しそして位置合わせするた
めのハウジング上にあるいはこのハウジング内に、適当な特徴部を有することになる。挿
入スロット、トラックあるいはこれらの双方は、プラスチック・ケース内に設けることが
できる。
【００７６】
本システムで分析できるマクロ分子流体試料には、哺乳動物からの流体（例えば、ＤＮ

50

(17)

JP 5175148 B2 2013.4.3

Ａ、細胞、血液、生検組織片）、ポリマーのような人工のマクロ分子、自然界に見い出さ
れる材料（例えば、植物、動物および他の生物からの材料）が含まれる。本発明の自動の
または手動の試料装入装置を使って、そのような流体試料を取り扱い、装入し、注入する
ことができる。
【００７７】
本発明の１実施形態においては、本システムは、チャンネル内側のマクロ分子を励起し
そしてその結果生じる信号を検出し収集する装置を備える。それに適した装置は、図１０
に示す。レーザ・ビーム２０４は、合焦レンズ２０６を使って、ナノチャンネル・アレイ
１００上のスポットに合焦させる。チャンネル（不図示）内側のマクロ分子からの発生さ
れた光信号は、集光レンズ２０８が集め、そしてダイクロイック・ミラー２１８で反射さ
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れて光学経路２２０へ向かい、そしてこれは、ＣＣＤ（電荷結合デバイス）カメラに供給
される。また、種々の光学的なコンポーネントおよびデバイスも、本システムにおいて使
用することにより、デジタル・カメラ、ＰＭＴ（光電子増倍管）、ＡＰＤ（アバランシェ
・ホトダイオード）のような光学的信号を検出する。
【００７８】
本発明の別の実施形態においては、本システムは、データ・プロセッサを備えている。
このデータ・プロセッサを使用することにより、ＣＣＤからの信号を処理して、ナノチャ
ンネル・アレイのデジタル・イメージをディスプレイ２１２に投影する。また、データ・
プロセッサは、そのデジタル・イメージを分析して、特徴化情報（例えば、マクロ分子の
サイズ統計、ヒストグラム、核型,マッピング、診断情報）を提供し、そしてその情報を
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、データ読み取り２１４のための適当な形態で表示する。
【００７９】
本発明の別の形態においては、少なくとも１つのマクロ分子を分析する方法を提供する
。この発明においては、分析は、本発明によるナノ流体チップを提供するステップと、少
なくとも１つの試料容器に少なくとも１つの流体を提供するステップであって、前記流体
が、少なくとも１つのマクロ分子を含む、前記のステップと、前記少なくとも１つのマク
ロ分子を前記少なくとも１つのチャンネルに移送して、前記少なくとも１つのマクロ分子
を長くするステップと、前記少なくとも１つの長くしたマクロ分子から送られた少なくと
も１つの信号を検出するステップと、前記検出した信号を、前記少なくとも１つのマクロ
分子の少なくとも１つの特性と相関させるステップと、を備えている。
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【００８０】
本発明の１実施形態においては、マクロ分子を分析する方法は、緩衝剤溶液またはマク
ロ分子を含む緩衝剤溶液で、チャンネルを毛管現象を使って湿らせることを含む。ポリマ
ーおよびＤＮＡのようなマクロ分子は、電場によってナノチャンネル・アレイ中に導入す
ることができる。
【００８１】
種々のマクロ分子は、本発明を使用することによって分析することができる。ＤＮＡを
分析するため、代表的なプロセス条件は、ＤＮＡの希釈溶液を提供することを含み、この
溶液は、適当な色素により、４：１〜１０：１塩基対／色素の割合で染色したものである
。適当な色素染色には、ＴＯＴＯ−１，ＢＯＢＯ−１，ＢＯＢＯ−３（分子プローブ、Eu
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gene,Oregon）である。染色したＤＮＡの溶液は、さらに希釈しそして酸化防止剤、抗固
着剤で処理する。
【００８２】
本発明の１実施形態においては、マクロ分子を分析する方法は、１つのＤＮＡをサイズ
分けすることを含む。１つのＤＮＡマクロ分子は、炭疽菌のような単一の細胞または胞子
から抽出し、そして損傷を避けるために適切に（例えば、重合ゲルにおいて）移送する。
【００８３】
マクロ分子流体試料は、容器を通してナノ流体チップ内へ装入し、そして相互接続する
マイクロチャンネルを介して移送することができる。マクロ分子は、これらマクロ分子の
一端がチャンネルに入る前に部分的に長くされ、そして完全にチャンネル内になったとき
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に実質上十分に長くなる。蛍光信号は、適当な励起ソースによって励起でき、そして放出
信号を、イメージング・カメラまたは検出器で、直線状走査モードまたはＣＣＤイメージ
統合で収集する。収集した信号は、データ処理ソフトウェアにより分析することができ、
そしてユーザ規定の主要パラメータ（強度／光子、メジャー軸、マイナー軸、背景信号）
を記録し測定することができる。
【００８４】
単一のＤＮＡについてその長さを検出／記録することができ、そして強度プロファイル
をプロットすることができる。本発明の種々の実施形態では、マクロ分子を分析する方法
は、検出した信号を、以下の特性の少なくとも１つと相関させることを含む。その特性と
は、長さ、構造、化学組成である。このようにして分析できる種々のマクロ分子は、タン
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パク質のようなバイオポリマー、ポリペプチド、およびＲＮＡまたはＤＮＡのような核酸
を含む。ＤＮＡ核酸に対しては、検出した信号は、そのＤＮＡの塩基対配列と相関させる
ことができる。
【００８５】
流体内のマクロ分子の代表的な濃度は、１マクロ分子、すなわち約少なくともアットグ
ラム／ミリリットル、そしてより代表的には少なくとも１フェムトグラム／ミリリットル
,さらに代表的には少なくとも１ピコグラム／ミリリットル、そしてさらにより代表的に
は１ナノグラム／ミリリットルである。代表的には、濃度は、５マイクログラム／ミリリ
ットル未満となり、そしてより代表的には、０．５マイクログラム／ミリリットル未満で
20

ある。
【００８６】
本発明の１実施形態においては、マクロ分子分析方法は、１５０ナノメートルより大き
い、そして代表的には、５００ナノメートル、１ミクロン、１０ミクロン、１００ミクロ
ン、１ｍｍ、１ｃｍ、および１０ｃｍ長よりの各々より大きい細長い長さをもつマクロ分
子の長さを測定する。
【００８７】
１０より多い塩基対をもつＤＮＡもまた、本発明を使用して分析することができる。代
表的には、測定する塩基対の数は、１００塩基対より多く、１０００塩基対より多く、１
００００塩基対より多く、２００００塩基対より多く、４００００塩基対より多く、そし
て８００００塩基対より多くすることができる。１００万、１０００万、さらには１億よ
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り多い塩基対をもつＤＮＡは、本発明にしたがって分析することができる。
【００８８】
本発明の１実施形態においては、上記の方法を使用して、以下のうちの１つ以上を測定
することができる。すなわち、制限断片長多型、染色体、一塩基多型である。
本文では、以下の略語を使用する。すなわち、

ｎｍ

はナノメートル、

ｍＴｏｒｒ

はミリＴｏｒｒである。
【００８９】
一般手順
ＮＩＬおよびエッチング後に、シーリング材料の不均一な堆積を提供し、これは、種々
の角度にて傾斜させたサンプル・ウエハでのＥビーム蒸着により、または大きなソース・
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ターゲットを使用したスパッタリング堆積によって行った。このステップを使用して、ト
レンチ幅を減少させるとともにチャンネルをシーリングした。
【００９０】
一般に、１００−３４０ｎｍのＳｉＯ２を、パターニングした基板上に堆積させた。効
果的なシーリングは、テストする種々の堆積条件で実現した。３０ｍＴｏｒｒのガス圧、
〜９００ＷのＲＦ出力、および１４００ＶのＤＣバイアスでは、〜９ｎｍ／ｍｉｎの堆積
レートが達成された。５ｍＴｏｒｒのより低い圧力では、堆積レートは、概算で１７ｎｍ
／ｍｉｎにまで増加した。シーリング材料は、パターニングした基板上に、５ｍＴｏｒｒ
にてスパッタリングすることにより堆積させた。
【００９１】

50

(19)

JP 5175148 B2 2013.4.3

実施例
以下の実施例では、ナノチャンネル・アレイは、スパッタリングによってＳｉＯ２シー
リング材料をパターニングした基板上に堆積させるプロセスを使って、準備した。チャン
ネル開口部は、基板を割ることによって準備し、そして走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）によっ
てイメージ化した。その結果は、以下の通りであり、そしてこれは、トレンチ幅が、スパ
ッタリングを使用したシーリング材料の堆積によって狭くなる、ということを示している
。
【００９２】
実施例１：１００ｍｍのシリコン基板を提供し、これは、複数の互いに平行な直線状の
チャンネルをもち、そしてこれらチャンネルは、８５ｎｍのトレンチ幅と２００ｎｍのト

10

レンチ高を有していた（図７ａ）。この基板は、上述の一般手順にしたがって、５ｍＴｏ
ｒｒのガス圧でスパッタリングした。スパッタリング後、これらチャンネルは、５２ｎｍ
のトレンチ幅と、１８６ｎｍのトレンチ高と、２００ｎｍのシール厚を有していた（図７
ｂ）。明らかに、トレンチ高は、チャンネル上にコーン形状のシールを形成するシーリン
グ・プロセスの結果として、わずかに増加した。
【００９３】
実施例２：スパッタリング前に、６５ｎｍのトレンチ幅と約１００ｎｍのトレンチ高と
をもつパターニングした基板は、１７ｎｍのトレンチ幅と、６８ｎｍのトレンチ高と、約
３５０ｎｍのチャンネル・シール厚とを有するナノチャンネル・アレイを形成した。スパ
ッタリング・ガス圧は、５ｍＴｏｒｒであった。
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【００９４】
実施例３：スパッタリング前に、５０ｎｍのトレンチ幅と約８０ｎｍのトレンチ深さと
をもつパターニングした基板は、１０ｎｍのトレンチ幅と、５１ｎｍのトレンチ高と、３
５０ｎｍのチャンネル・シール厚とを有するナノチャンネル・アレイを形成した。スパッ
タリング・ガス圧は、５ｍＴｏｒｒであった。
【００９５】
実施例４：２次元のピラー・アレイを含む基板を、２ステップＮＩＬプロセスを使って
、インプリンティング・ステップ間でチャンネル・モールドを９０度回転させて作った（
図６ａ）。このピラー・アレイ構造は、続いて、２９分の堆積時間を使って、二酸化シリ
コンで完全にシーリングした。このシール厚は、約５００ｎｍであった。チャンネルのプ
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ロファイル図は、図６ｂに示しており、そして完全にシーリングしたナノチャンネル・ア
レイの上面図は、図６ｄに示している。
【００９６】
実施例５：実施例４を繰り返すが、但し、スパッタリング堆積時間は、１７分にして、
完全にはシーリングされていないナノチャンネル・アレイを提供した。このナノチャンネ
ル・アレイの上面図の走査電子顕微鏡写真は、図６ｄに示している。このシール厚は、３
００ｎｍである。
【００９７】
実施例６：ナノスリットをチャンネル内に設け、これは、近接場分析を実行するため二
酸化シリコンのシーリング材料で準備し、これは、約１００ｎｍより大きなシール厚をＦ
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ＩＢを使って変更することにより、１００ｎｍ未満の厚さをもつナノスリットを作成した
。図８が示しているのは、ナノチャンネル・アレイ上の堆積シーリング材料を、最初に、
シーリングしたチャンネルの上に配置したシーリング材料から、ＦＩＢを使って、ミリン
グで取り去る方法の概略を示している。引き続き、アルミニウムを堆積させて不透明層を
作成することにより、そのスリットの場所に光学的なコントラストを提供する。
【００９８】
実施例７：この例は、１５０ｎｍ幅で１５０ｎｍの深さの複数のチャンネルをもつ基板
から、ナノチャンネル・アレイを準備することができる方法を示している。基板は、フォ
トリソグラフィ技術によって準備して、１．５ミクロンより大きな幅をもつ複数のチャン
ネルを、従来の光学的リソグラフィ技術（低ミクロン・レベルでパターン・分解能を提供
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するKarl Suss ＭＡ−６のようなコンタクト・アライナ（contact aligner）、工業用プ
ロジェクション・ステッパ）を使って提供する。シーリング材料の入射堆積ビームの角度
を変化させることにより、トレンチの幅と高さを、それぞれ１５０ｎｍおよび１５０ｎｍ
未満に減少させ、そして浅い接線方向の堆積角度を与えることにより実質上シーリングし
た。
【００９９】
実施例８：この例は、Ｅビーム技術を使ってナノチャンネル・アレイを提供する。基板
は、実施例１におけるのと同じように提供する。基板上には、Ｅビーム（熱）蒸着機（Te
mescal ＢＪＤ−１８００）により二酸化シリコンを堆積させる。この基板は、二酸化シ
リコンのソース・ターゲットからの堆積ビームの入射に対し種々の角度で配置する。その
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堆積レートは、約３ｎｍ／ｍｉｎにセットし、また１５０ｎｍのシーリング材料を約５０
分で堆積させた。
【０１００】
実施例９：この例においては、ナノチャンネル・アレイを、表面改質剤と接触させる。
実施例１によるナノチャンネル・アレイは、真空チャンバの内側で、ポリエチレン・グリ
コールを含む表面改質剤に、一晩浸して、チャンネルの湿潤および処理を促進し、そして
チャンネル内にトラップされることのある空気バブルを脱ガス化する。
【０１０１】
実施例１０：この例は、金属シーリング材料をもつナノチャンネル・アレイの準備を示
している。Ｅビーム（熱）蒸着機（Temescal ＢＪＤ−１８００）を使用して、ナノチャ
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ンネル・アレイ・チップ（トレンチ幅が８０ｎｍ、トレンチ深さが８０ｎｍ、ＳｉＯ２／
Ｓｉ基板）上にクロム（Ｃｒ）を堆積させた。この基板は、ソース・ターゲットからの入
射堆積ビームに対し種々の角度で配置し、そしてその堆積レートは、２．０−３．６ｎｍ
／ｍｉｎにセットした。その結果のトレンチ幅は２０ｎｍで、トレンチ深さは８０ｎｍ未
満、そしてチャンネルは実質上包囲された。
【０１０２】
実施例１１：この実施例は、ナノチャンネル・アレイに対し光学的に不透明な層を追加
するプロセスを示している。実施例３にしたがって作ったナノチャンネル・アレイは、入
射堆積ビームに対し垂直に配置して、５０ｎｍ厚未満の不透明層を提供する。アルミニウ
ムのソース・ターゲットを、シーリングしたチャンネルの上のＳｉＯ２シーリング材料上
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に対する堆積のため、選択する。この堆積レートは、２．０−３．６ｎｍ／ｍｉｎにセッ
トした。
【０１０３】
実施例１２：この実施例は、ナノチャンネル・アレイ内に近接場スリットを提供するの
に必要なステップを記述する。ＦＩＢを使用することにより、実施例１１のナノチャンネ
ル・アレイの長軸に垂直な方向において、幅が５０ｎｍ未満の狭いスリットをミリングし
た。このＦＩＢミリングの深さを制御して、ナノチャンネル・アレイの上の、下にある薄
いＳｉＯ２シーリング材料を露出させた。
【０１０４】
実施例１３：この実施例は、試料容器にナノチャンネル・アレイを与えてナノ流体チッ
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プを提供する方法を記述する。１００ｎｍ幅で１００ｎｍの深さのチャンネルをもつナノ
チャンネル・アレイを、実施例１の一般手順にしたがって作った。このナノチャンネル・
アレイに対し、ホトレジストをスピン・コーティングをし、ホトマスクでイメージングし
て、ナノチャンネル・アレイの対向する端部に領域を提供した。この露出させた区域を、
反応性イオン・エッチングを使ってエッチングしてチャンネル端部を露出させ、そして基
板のエッジにおいて、チャンネルの対向する端部にミクロンの深さの容器をおよそミリメ
ートルの幅で与えた。
【０１０５】
実施例１４：この実施例は、ＤＮＡを分析するため、ナノ流体チップにＤＮＡマクロ分
子を含有する流体を充填する方法を記述する。２ｍｍの径のシリンダ形状でプラスチック
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の試料配送チューブを、実施例１３のナノチャンネル・アレイの容器の１つと流体連通状
態に配置した。この配送チューブは、外部の試料配送／収集デバイスに接続し、そしてこ
のデバイスは、圧力／真空発生装置に接続する。チャンネルは、毛管現象で緩衝剤溶液に
より湿らせた。染色したラムダファージ・マクロ分子（ラムダＤＮＡ）を含有する緩衝剤
溶液を、電場（１−５０Ｖ／ｃｍ）によってナノチャンネル・アレイ中に導入した。この
溶液の濃度は、５microgram/mLであり、そしてラムダＤＮＡは、色素ＴＯＴＯ−１（分子
プローブ、Eugene,Oregon）により、１０：１の割合の塩基対／色素で染色した。この染
色ＤＮＡ溶液は、０．１Ｍの抗酸化剤と抗固着剤として使用する０．１％線状ポリアクリ
ルアミドとを含有する０．５ｘＴＢＥ（ｐＨ７．０のトリス−ボロアセテートの緩衝剤）
中へ希釈して、０．１−０．５microgram/mLとした。
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【０１０６】
実施例１４：実施例１２により作った、１００ｎｍ×１００ｎｍのチャンネル寸法のナ
ノ流体チップを、毛管現象を使って、染色ゲノムＤＮＡを含有する緩衝剤溶液で充填して
、ＤＮＡマクロ分子をチャンネル内へ電場で引き出した。バクテリアファージＤＮＡ分子
のラムダ（４８．５ｋｂ）およびＴ４（１６８．９ｋｂ）は、それぞれ、色素ＴＯＴＯ−
１とＢＯＢＯ−３で染色した。染色ＤＮＡのこの溶液は、抗酸化剤としての０．１Ｍジチ
オスレイトールと抗固着剤として使用する０．１％線状アクリルアミドとを含有する０．
５Ｘ ＴＢＥ中へ希釈して、０．５μｇ／ｍＬとした。６０Ｘ（N.A.1.4）の油浸対物レン
ズをもつニコンのエクリプスTE‑300倒立顕微鏡を、４８８ｎｍおよび５７０ｎｍの励起ソ
ースとしてのＡｒ：Ｋレーザ（コヒーレント・レーザ）と伴に使用した。５１２ｘ５１２
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ピクセル・アレイで１６ビット・デジタル出力をもつ、Roper Scientific Pentamaxの強
化冷却式ＣＣＤカメラ（Roper Scientific Pentamax intensified cooled CCD camera）
を使用して、分子をイメージング化した。デジタル・イメージは、ＮＩＨイメージ・ソフ
トウェアにより、データ・プロセッサを使用して分析した。図９ｂは、チャンネル内で並
んだ引き延ばしたラムダおよびＴ４ファージのゲノムの統合したイメージを示している。
図９ｂの挿入図は、デジタル・イメージから得た直接測定した長さ（Length of stretche
d DNA）をゲノム・サイズ（Genome size）に対しプロットしたもののほぼ完全にリニアな
対応性を示している（Ｒ２は０．９９９９６）。図９ｃは、１０ｋｂから１９４ｋｂまで
の範囲のサイズをもつ、チャンネル内で整列させ引き延ばした、蛍光的にラベル付けした
ゲノムＤＮＡ分子のアレイを示す。これは、数百万のセンター・メートル長の平行なチャ
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ンネルをウエハ全体にわたって製作できることを示している。したがって、ゲノムＤＮＡ
分子の長さ全体を引き延ばしそして分析することができる。
【０１０７】
実施例１５：実施例１４を繰り返すが、ただし、９６個の多数容器のシステムを備えて
いる。実施例１２にしたがって作ったナノ流体チップを、ホトマスクで修正することによ
り、９６個の試料容器を提供し、そして各容器は、１００ｍｍ基板の１つのエッジに沿っ
て１０００個のチャンネルに接続する。９６個の異なったＤＮＡ試料を、それら試料容器
に接続した毛細管ファイバを使って配送し注入する。９６個の収集容器をチャンネルの対
応する端部に接続して、ＤＮＡ試料を収集する。
【０１０８】
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実施例１６：この実施例は、マクロ分子の分析を実施するのに使用するシステムを記述
する。本システムは、自動化した９６毛細管の自動注入式試料装入機を備えていて、９６
のマクロ分子流体試料を、ナノ流体カートリッジの配送ポートに配送する。ナノ流体カー
トリッジは、ナノ流体チップをプラスチックのポリカーボネート・ハウジングによりケー
ス入れしたものであって、毛細管チューブに接続するための配送ポートおよび収集ポート
と、ナノ流体チップ上の電極に接続するための埋め込み金属コンタクトとを有している。
このカートリッジは、カートリッジ・ホルダに挿入することができ、そしてこのホルダは
、レーザ励起ソースおよび適当な光学的コンポーネントと一体化させることによって、こ
のナノ流体チップのナノチャンネル・アレイ内の試料流体の励起並びにそれから放出され
る光学的信号の収集を提供する。信号検出／収集装置は、冷却式ＣＣＤデジタル・カメラ
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である。このデジタル・カメラからの信号は、ＮＩＨイメージ分析ソフトウェアを使って
データ・プロセッサにより分析し、そしてモニタに表示する。
【０１０９】
実施例１７：この実施例は、実施例１６のシステムを使用して１つのＤＮＡマクロ分子
をサイズ分けする方法を記述する。単一の炭疽菌胞子は、そのゲノム内容物（ＤＮＡ）全
体を抽出するため１０マイクロリットルの緩衝剤溶液で溶解し、そして蛍光色素により染
色した。試料装入機は、カートリッジの配送ポート中に挿入し、そしてＤＮＡ含有流体を
注入する。電極を活性化し、そしてＤＮＡマクロ分子をナノチャンネル・アレイ中に移送
し、そしてここで、それらマクロ分子が長くなる。ＤＮＡに対する蛍光ステインを励起ソ
ースにより励起し、そしてそれらの放出信号をＣＣＤカメラを使って収集する。この収集
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した信号は、データ・プロセッサにより、強度および位置に関して分析し記録する。単一
のＤＮＡの長さを検出し、強度プロファイルをプロットする。
【０１１０】
本発明の別の形態においては、１４４を設ける。カートリッジは、少なくとも１つのナ
ノ流体チップを備え、このカートリッジは、マクロ分子分析を実施するためのシステムに
対し挿入しまたそれから除去することができ、またその少なくとも１つのナノ流体チップ
は、少なくとも１つのナノナノチャンネル・アレイを備え、このナノナノチャンネル・ア
レイは、
表面であって、この表面の材料内に複数のチャンネルを有し、これらチャンネルが、約
１５０ナノメートル未満のトレンチ幅と、２００ナノメートル未満のトレンチ深さを有す
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る、前記の表面と、
前記チャンネルの少なくともいくつかであって、シーリング材料が上に載って、それら
チャンネルを少なくとも実質上包囲されるようにした、前記の少なくともいくつかのチャ
ンネルと、
を備える。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】図１は、実質上包囲されたチャンネルをもつナノチャンネル・アレイの横断面を
示す。
【図２】図２は、完全に包囲されたチャンネルをもち、しかもそれらチャンネル内にシー
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リング材料を堆積させたナノチャンネル・アレイの横断面を示す。
【図３】図３は、互いに平行のチャンネルをもち、また開放されたチャンネル端部をもつ
ナノチャンネル・アレイの走査電子顕微鏡写真である。
【図４】図４は、チャンネル内へシーリング材料を堆積させるためのプロセスの概略を示
す。
【図５】図５は、ナノ流体チップを示す。
【図６】図６ａは、実施例４において使用した基板について、二酸化シリコンでシーリン
グする前の走査電子顕微鏡写真である。図６ｂは、実施例４のナノチャンネル・アレイに
ついて、その基板を二酸化シリコンでシーリングした後に得られたものの走査電子顕微鏡
写真である。図６ｃは、実施例５のナノチャンネル・アレイの走査電子顕微鏡写真（上面
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図）である。図６ｄは、実施例４のナノチャンネル・アレイの走査電子顕微鏡写真（上面
図）である。
【図７】図７ａは、実施例１において使用した基板について、二酸化シリコンでシーリン
グする前の走査電子顕微鏡写真である。図７ｂは、実施例１のナノチャンネル・アレイに
ついて、図７ａのナノチャンネル・アレイを二酸化シリコンでシーリングした後に得られ
たものの走査電子顕微鏡写真である。図７ｃは、実施例２において使用した基板について
、二酸化シリコンでシーリングする前の走査電子顕微鏡写真である。図７ｄは、実施例２
のナノチャンネル・アレイについて、図７ｃのナノチャンネル・アレイを二酸化シリコン
でシーリングした後に得られたものの走査電子顕微鏡写真である。図７ｅは、実施例３に
おいて使用した基板について、二酸化シリコンでスパッタリングする前の走査電子顕微鏡
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写真である。図７ｆは、実施例３のナノチャンネル・アレイについて、図７ｅのナノチャ
ンネル・アレイを二酸化シリコンでスパッタリングした後に得られたものの走査電子顕微
鏡写真である。
【図８】図８ａは、チャンネルの底部にわたる不透明層にナノスリットをもつ、シーリン
グされたチャンネルを示す。図８ｂは、シーリング層にわたる不透明層にナノスリットを
もつ、シーリングされたチャンネルであって、そのシーリング層が、ナノチャンネル・ア
レイの長軸に垂直に配向されたものを示す。
【図９】図９ａは、実施例１４において使用したシーリングされたナノチャンネル・アレ
イ（右）の基板（左と下）との走査電子顕微鏡写真を示す。図９ｂは、実施例１４の４８
．５ｋｂラムダファージ・ゲノム（より短い）と１６８ｋｂのＴ４ファージ・ゲノム（よ
り長い）について、ＣＣＤから得たイメージであり、挿入図は、ゲノム・サイズ対マクロ
分子輪郭長のプロットである。図９ｃは、１０ｋｂから１９６ｋｂまでのサイズ範囲の複
数のＤＮＡマクロ分子を同時に長くし、分離しそして表示するナノチャンネル・アレイを
示す。
【図１０】図１０は、ナノ流体チップを使用してマクロ分子を分析するためのシステムを
示す。

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】

【図１０】

【図９】
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