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(57)【要約】
本発明は、一般的に、マイクロフルイディクス、ならび
に噴霧乾燥および他の乾燥技術に関する。ある局面では
、１つ以上のチャネルまたは微少流体チャネルを備える
物品を使用し、噴霧乾燥する前に１つ以上の流体を混合
する。この混合は、流体が、ノズルまたは他の開口部を
介して噴霧乾燥機の乾燥領域に排出される直前に行われ
てもよい。実施形態のある組では、例えば、第１の流体
を第２の流体にさらし、次いで、流体を空気または他の
気体にさらした後に、ノズルから排出する。特定の場合
には、第１の流体は、溶解した種を含んでいてもよく、
この種が、第２の流体にさらされると沈殿してもよく、
このような沈殿は、ノズルまたは他の開口部を通って排
出する直前に行われてもよく、それによって、噴霧乾燥
プロセスの一部として制御された沈殿が起こる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体の乾燥に使用するための噴霧乾燥機であって、
　ノズルとして開口部を有する第１の微少流体チャネル、および前記ノズルの上流にある
交差部分で前記第１の微少流体チャネルと交差する第２の微少流体チャネルを備える物品
と、
　前記ノズルからの出力を受け入れる乾燥領域とを備える、噴霧乾燥機。
【請求項２】
　前記物品が、前記第１の微少流体チャネルと流体連通している第１の流体源をさらに備
える、請求項１に記載の噴霧乾燥機。
【請求項３】
　前記第１の流体源が、水と不混和性の液体源を含む、請求項２に記載の噴霧乾燥機。
【請求項４】
　前記物品は、前記第２の微少流体チャネルと流体連通している第２の流体源をさらに備
える、請求項１～３のいずれか１項に記載の噴霧乾燥機。
【請求項５】
　前記第２の流体源が、水と不混和性の液体源を含む、請求項４に記載の噴霧乾燥機。
【請求項６】
　前記物品が、前記第２の流体源と流体連通している第３の微少流体チャネルをさらに備
え、前記第３の微少流体チャネルは、前記ノズルの上流にある前記交差部分で前記第１の
微少流体チャネルと交差する、請求項４または５のいずれか１項に記載の噴霧乾燥機。
【請求項７】
　前記物品が、前記第１の微少流体チャネルと前記第２の微少流体チャネルの前記交差部
分より上流にある第２の交差部分で前記第１の微少流体チャネルと交差する第４の微少流
体チャネルをさらに備える、請求項１～６のいずれか１項に記載の噴霧乾燥機。
【請求項８】
　前記物品が、前記第４の微少流体チャネルと流体連通している第３の流体源をさらに備
える、請求項７に記載の噴霧乾燥機。
【請求項９】
　前記第３の流体源が空気源を備える、請求項８に記載の噴霧乾燥機。
【請求項１０】
　前記物品が、前記第３の流体源と流体連通している第５の微少流体チャネルを備え、前
記第５の微少流体チャネルが、前記第２の交差部分で前記第１の微少流体チャネルと交差
する、請求項９に記載の噴霧乾燥機。
【請求項１１】
　前記乾燥領域を加熱するためのヒーターをさらに備える、請求項１～１０のいずれか１
項に記載の噴霧乾燥機。
【請求項１２】
　前記ヒーターが、前記乾燥領域を少なくとも約４０℃の温度まで加熱することができる
、請求項１１に記載の噴霧乾燥機。
【請求項１３】
　前記ヒーターが、前記乾燥領域を少なくとも約６０℃の温度まで加熱することができる
、請求項１１または１２のいずれか１項に記載の噴霧乾燥機。
【請求項１４】
　前記乾燥領域が少なくとも部分的に閉じられている、請求項１～１３のいずれか１項に
記載の噴霧乾燥機。
【請求項１５】
　前記乾燥領域が乾燥チャンバーに含まれる、請求項１～１４のいずれか１項に記載の噴
霧乾燥機。
【請求項１６】
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　前記第１の微少流体チャネルは、平均断面寸法が約１ｍｍ未満である、請求項１～１５
のいずれか１項に記載の噴霧乾燥機。
【請求項１７】
　前記開口部は、断面アスペクト比が少なくとも約３：１である、請求項１～１６のいず
れか１項に記載の噴霧乾燥機。
【請求項１８】
　前記開口部は、断面アスペクト比が少なくとも約５：１である、請求項１～１７のいず
れか１項に記載の噴霧乾燥機。
【請求項１９】
　前記第１の微少流体チャネルは、断面アスペクト比が少なくとも約５：１である、請求
項１～１８のいずれか１項に記載の噴霧乾燥機。
【請求項２０】
　前記物品がエラストマー性ポリマーを含む、請求項１～１９のいずれか１項に記載の噴
霧乾燥機。
【請求項２１】
　前記物品が、本質的にエラストマー性ポリマーからなる、請求項１～２０のいずれか１
項に記載の噴霧乾燥機。
【請求項２２】
　前記物品が、ポリジメチルシロキサンを含む、請求項１～２１のいずれか１項に記載の
噴霧乾燥機。
【請求項２３】
　前記物品が、実質的に平面である、請求項１～２２のいずれか１項に記載の噴霧乾燥機
。
【請求項２４】
　前記物品が、機械的に変形可能である、請求項１～２３のいずれか１項に記載の噴霧乾
燥機。
【請求項２５】
　前記物品内の流体チャネルが、疑似二次元になるように並べられている、請求項１～２
４のいずれか１項に記載の噴霧乾燥機。
【請求項２６】
　前記第１の微少流体チャネルの少なくとも一部分が、親水性コーティングでコーティン
グされている、請求項１～２５のいずれか１項に記載の噴霧乾燥機。
【請求項２７】
　前記第１の微少流体チャネルの少なくとも一部分が親水性である、請求項１～２６のい
ずれか１項に記載の噴霧乾燥機。
【請求項２８】
　請求項１～２７のいずれか１項に記載の噴霧乾燥機を少なくとも１０個備える装置。
【請求項２９】
　前記少なくとも１０個の噴霧乾燥機が、共通の流体源から液体を引き出すことができる
、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　噴霧乾燥する方法であって、
　第１の液体に溶解した種を含む第１の液体を提供する工程と、
　流体チャネル内で、約３０秒以下の時間、前記第１の液体を第２の液体にさらす工程で
あって、ここで、前記種は、前記第２の液体において実質的に可溶性ではない、工程と、
　前記第１の液体と前記第２の液体とを前記流体チャネルの外側にある乾燥領域へと噴霧
する工程と
を包含する、方法。
【請求項３１】
　前記第１の液体と前記第２の液体とが不混和性である、請求項３０に記載の方法。



(4) JP 2014-508027 A 2014.4.3

10

20

30

40

50

【請求項３２】
　前記第１の液体が水と混和性である、請求項３０または３１のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項３３】
　前記第１の液体がイソプロピルアルコールを含む、請求項３０～３２のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項３４】
　前記第２の液体が水と混和性である、請求項３０～３３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３５】
　前記第２の液体が水を含む、請求項３０～３４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３６】
　前記乾燥領域を少なくとも約４０℃の温度まで加熱する工程をさらに包含する、請求項
３０～３５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３７】
　前記第１の液体を前記第２の液体で少なくとも部分的に囲む工程をさらに包含する、請
求項３０～３６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３８】
　前記第１の液体が前記流体チャネルの壁と接触しないように、前記第１の流体が前記第
２の液体によって囲まれる、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記種が、前記第１の液体を前記第２の液体にさらすと沈殿する、請求項３０～３８の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項４０】
　前記流体チャネルが微少流体チャネルである、請求項３０～３９のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項４１】
　前記流体チャネルが、物品内部に画定される、請求項３０～４０のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項４２】
　前記第１の液体および／または前記第２の液体を気体にさらし、前記第１の液体および
前記第２の液体から前記乾燥領域内で液滴を形成する工程を包含する、請求項３０～４１
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４３】
　前記気体が空気である、請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記第１の液体および／または前記第２の液体を電場にさらし、前記第１の液体および
前記第２の液体から前記乾燥領域内で液滴を形成する工程を包含する、請求項３０～４３
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４５】
　前記乾燥領域内で、前記種を含む粒子を集める工程をさらに包含する、請求項３０～４
４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４６】
　前記粒子が実質的に単分散である、請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
　前記粒子は、平均断面寸法が約２０マイクロメートル未満である、請求項４５または４
６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４８】
　前記粒子は、平均断面寸法が約１５マイクロメートル未満である、請求項４５～４７の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項４９】
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　前記粒子は、平均断面寸法が約１０マイクロメートル未満である、請求項４５～４８の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項５０】
　前記粒子は、平均断面寸法が約５マイクロメートル未満である、請求項４５～４９のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項５１】
　前記粒子は、平均断面寸法が約１マイクロメートル未満である、請求項４５～５０のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項５２】
　前記粒子は、平均断面寸法が約３００ｎｍ未満である、請求項４５～５１のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項５３】
　前記粒子は、平均断面寸法が約１００ｎｍ未満である、請求項４５～５２のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項５４】
　前記粒子内の前記種の少なくとも一部分が結晶性ではない、請求項４５～５３のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項５５】
　約１０ｇ以下の前記粒子を製造する工程をさらに包含する、請求項４５～５４のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項５６】
　約３ｇ以下の前記粒子を製造する工程をさらに包含する、請求項４５～５５のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項５７】
　約１ｇ以下の前記粒子を製造する工程をさらに包含する、請求項４５～５６のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項５８】
　前記第１の液体および／または前記第２の液体を前記乾燥領域内で乾燥させて前記粒子
を製造する、請求項４５～５７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５９】
　体積が約２０ｍｌ未満の収集チャンバー中で前記粒子の少なくとも一部を集める工程を
さらに包含する、請求項４５～５８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６０】
　前記種は、分子量が約１０００Ｄａ未満である、請求項３０～５９のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項６１】
　前記種が、医薬薬剤である、請求項３０～６０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６２】
　前記種がダナゾールである、請求項３０～６１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６３】
　前記第１の液体が、前記流体チャネルを通って層状に流れる、請求項３０～６２のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項６４】
　前記第２の液体が、前記流体チャネルを通って層状に流れる、請求項３０～６３のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項６５】
　前記第１の液体および／または前記第２の液体が、前記種の結晶化阻害剤を含む、請求
項３０～６４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６６】
　前記結晶化阻害剤がポリ（ビニルピロリドン）である、請求項６５に記載の方法。
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【請求項６７】
　前記流体チャネル内で前記第１の液体を前記第２の液体に１秒以下の時間さらす工程を
包含する、請求項３０～６６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６８】
　前記時間が約１５秒以下である、請求項６７に記載の方法。
【請求項６９】
　前記時間が約１０秒以下である、請求項６７または６８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７０】
　前記時間が約５秒以下である、請求項６７～６９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７１】
　前記時間が約２秒以下である、請求項６７～７０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７２】
　前記乾燥領域がキャリア液体を含み、前記第１の液体および前記第２の液体が前記キャ
リア液体に入る、請求項３０～７１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７３】
　前記第１の液体および前記第２の液体が、前記キャリア液体に入る前に固体粒子を形成
する、請求項７２に記載の方法。
【請求項７４】
　前記第１の液体および前記第２の液体が、液体状態で前記キャリア液体に入る、請求項
７２に記載の方法。
【請求項７５】
　流体の乾燥に使用するための噴霧乾燥機であって、
　約１ｍｍ未満の平均断面寸法、および少なくとも約１０ｍｍの全長をともに有する１つ
以上の微少流体チャネルを含む物品であって、前記微少流体チャネルの少なくとも１つが
、前記物品内にノズルとして作用する開口部を有する、物品と、
　前記ノズルからの出力を受け入れる乾燥領域とを備える、噴霧乾燥機。
【請求項７６】
　流体の乾燥に使用するための噴霧乾燥機であって、
　断面アスペクト比が少なくとも約３：１であり、ノズルとして作用する開口部を有する
流体チャネルを含む物品と、
　前記ノズルからの出力を受け入れる乾燥領域とを備える、噴霧乾燥機。
【請求項７７】
　流体の乾燥に使用するための噴霧乾燥機であって、
　第１の液体および第２の液体を含有する流体チャネルと、
　ノズルとして作用する前記流体チャネルの出口であって、ここで、前記出口に最も近い
ところで、前記第１の液体が前記流体チャネルの壁と接触しないように、前記第２の液体
が前記第１の液体を囲む、出口と、
　前記ノズルからの出力を受け入れる乾燥領域と、を備える、噴霧乾燥機。
【請求項７８】
　噴霧乾燥する方法であって、
　微少流体チャネル内で、第１の液体を第２の液体にさらす工程と、
　前記第１の液体と前記第２の液体とを、前記微少流体チャネルの外側にある乾燥領域へ
と排出する工程とを包含する、方法。
【請求項７９】
　前記第１の液体が第１の種を含み、前記第２の液体が第２の種を含み、前記第２の種が
前記第１の種にさらされると、前記第２の種と前記第１の種とが一緒に沈殿する、請求項
７８に記載の方法。
【請求項８０】
　前記第１の液体が第１の種を含み、前記第２の液体が第２の種を含み、前記第１の種が
前記第２の種にさらされると、前記第１の種が沈殿する、請求項７８に記載の方法。
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【請求項８１】
　液体を噴霧乾燥する方法であって、前記方法は：
　液体を含む流体チャネルを提供する工程であって、前記液体は、前記液体の上流にある
第１のボーラスによって境界を定められ、そして前記液体の下流にある第２のボーラスに
よって境界を定められる、工程と、
　前記液体を、前記流体チャネルの外側にある乾燥領域へと排出する工程とを包含する、
方法。
【請求項８２】
　噴霧乾燥する方法であって、
　第１の液体を第２の液体にさらす工程と、
　前記第１の液体および前記第２の液体を、微少流体チャネルの外側にある乾燥領域へと
排出して生成物を製造する工程と、
　体積が約２０ｍｌ未満の収集チャンバーに前記生成物を集める工程とを包含する、方法
。
【請求項８３】
　前記生成物が固体粒子を含む、請求項８２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連技術
　この出願は、２０１０年１２月２１日に出願された、Ａｂａｔｅらによる表題「Ｓｐｒ
ａｙ　Ｄｒｙｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ」の米国仮特許出願第６１／４２５，４１５
号、および２０１１年５月１１日に出願された、Ａｂａｔｅらによる表題「Ｓｐｒａｙ　
Ｄｒｙｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ」の米国仮特許出願第６１／４８５，０２６号の利
益を主張する。これらの各々は、参考として本明細書に援用される。
【０００２】
　発明の分野
　本発明は、一般的に、マイクロフルイディクス、ならびに噴霧乾燥および他の乾燥技術
に関する。
【背景技術】
【０００３】
　噴霧乾燥は、物質を乾燥するために一般的に使用される技術であり、多くは、食べ物（
例えば、粉乳、コーヒー、紅茶、卵、シリアル、香辛料、香味料など）、医薬化合物（例
えば、抗生物質、医療用成分、薬物、添加剤など）、産業用化合物（例えば塗料用顔料、
セラミック材料、触媒など）などの噴霧乾燥のような多様な用途で使用される。噴霧乾燥
において、乾燥されるべき物質は、典型的には、物質を乾燥させるために、乾燥および／
または加熱される領域へとノズルから排出される。この物質は、液体であることが多いが
、例えば、濡れた固体材料または一部が溶けた固体材料のような他の物質もまた乾燥して
もよい。乾燥に使用する領域は、空気または窒素を含んでいてもよく、ある場合には、加
熱される。物質は、典型的には、例えばノズルを用いることによってより小さな断片に破
壊され、露出した表面積が大きくなり、それによって物質の乾燥時間が短くなる。しかし
、このような乾燥技術は、例えば、乾燥した生成物について、一貫したサイズ分布が望ま
しい場合には、制御が困難となる場合がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、一般的に、マイクロフルイディクス、ならびに噴霧乾燥および他の乾燥技術
に関する。本発明の主題は、ある場合には、相互に関連する生成物、特定の問題に対する
代替的な解決策、および／または１つ以上のシステムおよび／または物品の複数の異なる
使用を含む。
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【０００５】
　１つの局面では、本発明は、一般的に、噴霧乾燥機を対象とする。実施形態のある組で
は、噴霧乾燥機は、ノズルとして開口部を有する第１の微少流体チャネルと、ノズルの上
流にある交差部分で第１の微少流体チャネルと交差する第２の微少流体チャネルとを備え
る物品を含む。ある場合には、噴霧乾燥機は、ノズルからの出力を受け入れる乾燥領域を
さらに備えていてもよい。
【０００６】
　実施形態の別の組によれば、噴霧乾燥機は、約１ｍｍ未満の平均断面寸法、少なくとも
約１０ｍｍの全長をともに有する、１つ以上の微少流体チャネルを備える物品を含んでい
てもよい。噴霧乾燥機はまた、ノズルからの出力を受け入れる乾燥領域を含んでいてもよ
い。ある場合には、微少流体チャネルのうちの少なくとも１つは、物品中にノズルとして
作用する開口部を有する。
【０００７】
　噴霧乾燥機は、実施形態のさらに別の組では、断面アスペクト比が少なくとも約３：１
である流体チャネルと、ノズルからの出力を受け入れる乾燥領域とを備える物品を含む。
噴霧乾燥機は、ノズルとして作用する開口部を有する流体チャネルをさらに含んでいても
よい。
【０００８】
　実施形態のなお別の組では、噴霧乾燥機は、第１の液体および第２の液体を含有する流
体チャネルと、ノズルとして作用する流体チャネルの出口と、ノズルからの出力を受け入
れる乾燥領域とを備える。ある実施形態では、出口に最も近いところで、第１の液体が流
体チャネルの壁と接触しないように、第２の液体が第１の液体を囲んでいる。
【０００９】
　実施形態の別の組では、噴霧乾燥機は、ノズルとして作用する開口部を有する第１の流
体チャネルと、ノズルの上流にある交差部分で第１の流体チャネルと交差する第２の流体
チャネルと、ノズルの上流にある交差部分で第１の流体チャネルと交差する第３の流体チ
ャネルとを備える物品を含む。噴霧乾燥機は、ノズルからの出力を受け入れる乾燥領域を
さらに備えていてもよい。
【００１０】
　噴霧乾燥機は、実施形態のさらに別の組によれば、エラストマー性ポリマーを含む物品
を含み、この物品は、ノズルとして作用する開口部を有する流体チャネルと、ノズルから
の出力を受け入れる乾燥領域とを備える。
【００１１】
　実施形態のなお別の組では、噴霧乾燥機は、ノズルとして作用する開口部を有する流体
チャネルと、ノズルからの出力を受け入れる乾燥領域とを備える、機械的に変形可能な物
品を含む。
【００１２】
　実施形態のなお別の組によれば、噴霧乾燥機は、ノズルとして作用する開口部を有する
流体チャネルをそれぞれ備える少なくとも１０個の物品と、その少なくとも１０個の物品
のノズルからの出力を受け入れる乾燥領域とを含んでいてもよい。噴霧乾燥機は、実施形
態のさらに別の組では、ノズルとして作用する開口部をそれぞれ有する少なくとも１０個
の流体チャネルを備える物品と、その少なくとも１０個のノズルそれぞれからの出力を受
け入れる乾燥領域とを含む。実施形態のなお別の組によれば、噴霧乾燥機は、少なくとも
１０個の物品を備え、それぞれの物品が、ノズルとして作用する開口部を有する流体チャ
ネルを備える物品と、ノズルからの出力を受け入れる乾燥領域とを備える。
【００１３】
　噴霧乾燥機は、実施形態の別の組では、ノズルとして作用する開口部を有する流体チャ
ネルと、ノズルからの出力を受け入れる乾燥領域とを備える疑似二次元物品を含む。
【００１４】
　別の局面では、本発明は、一般的に、例えば、流体または液体を噴霧乾燥する方法を対
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象とする。この方法は、実施形態の１つの組によれば、第１の液体に溶解した種を含む第
１の液体を提供する操作と、流体チャネル内で、約３０秒以下の時間、第１の液体を第２
の液体にさらす操作と、第１の液体と第２の液体とを流体チャネルの外側にある乾燥領域
へと噴霧する操作とを含む。ある実施形態では、種は、実質的に第２の液体には溶解しな
い。
【００１５】
　実施形態の別の組では、この方法は、微少流体チャネルの中で、第１の液体を第２の液
体にさらす操作と、第１の液体と第２の液体とを微少流体チャネルの外側にある乾燥領域
へと排出する操作とを含む。
【００１６】
　この方法は、実施形態のさらに別の組では、液体の上流にある第１のボーラスによって
境界を定められ、この液体の下流にある第２のボーラスによって境界を定められた液体を
含むチャネルを提供する操作と、この液体を、流体チャネルの外側にある乾燥領域へと排
出する操作とを含む。
【００１７】
　実施形態の別の組では、この方法は、第１の液体に溶解した種を含む第１の液体を提供
する操作と、流体チャネル内で、約３０秒以下の時間、第１の液体を、上記種が実質的に
溶解し得ない第２の液体にさらす操作と、第１の液体と第２の液体とを流体チャネルの外
側にある乾燥領域へと噴霧する操作とを含む。この方法は、実施形態のさらに別の組によ
れば、第１の液体に溶解した種を含む第１の液体を提供する操作と、流体チャネル内で、
種を第１の液体から沈殿させる操作と、第１の液体と種とを流体チャネルの外側にある乾
燥領域へと噴霧する操作とを含む。
【００１８】
　この方法は、実施形態のなお別の組では、ダブルエマルションを微少流体チャネルに提
供する操作と、ダブルエマルションを微少流体チャネルの外側にある乾燥領域へと噴霧す
る操作とを含む。
【００１９】
　実施形態のさらに別の組では、この方法は、液体を微少流体チャネルに通過させる操作
であって、流体チャネルを流れる液体は、少なくとも約１のレイノルズ数を有する、操作
と、液体を流体チャネルの外側にある乾燥領域へと排出する操作とを含む。
【００２０】
　この方法は、実施形態の別の組によれば、第１の液体を第２の液体にさらすことと、第
１の液体と第２の液体とを微少流体チャネルの外側にある乾燥領域へと排出して生成物を
得ることと、この生成物を、体積が約２０ｍｌ未満の収集チャンバーに集めることとを含
む。
【００２１】
　別の局面では、本発明は、本明細書に記載の実施形態のうちの１つ以上（例えば、マイ
クロフルイディクスが関連する噴霧乾燥および他の乾燥技術）を作製する方法を包含する
。なお別の局面では、本発明は、本明細書に記載の実施形態のうちの１つ以上（例えば、
マイクロフルイディクスが関連する噴霧乾燥および他の乾燥技術）を使用する方法を包含
する。
【００２２】
　本発明の他の利点および新規な特徴は、添付する図面と組み合わせて考えるとき、発明
の種々の非限定的な実施形態に関する以下の詳細な記載から明らかになるだろう。本明細
書と、参考として援用される書類に、矛盾する開示内容および／または一致しない開示内
容がある場合には、本明細書の内容に従うべきである。参考として援用される２つ以上の
書類に、互いに対して矛盾する開示内容および／または一致しない開示内容がある場合に
は、有効日が後の書類に従うべきである。
【００２３】
　本発明の非限定的な実施形態は、添付する図面を参照して一例として記述され、図面は
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模式図であり、縮尺通りに描くことを意図していない。図面において、図示されている同
一の要素またはほぼ同一の要素は、それぞれ、典型的には１個の数字であらわされている
。明確にするために、それぞれの図において、すべての要素に数字が付されているわけで
はなく、当業者が本発明を理解するのに必要ではない部分については、本発明のそれぞれ
の実施形態のすべての要素が示されているわけでもない。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１Ａ～１Ｂは、本発明の特定の実施形態にかかる種々の微少流体デバイスを示
す。
【図２】図２Ａ～２Ｃは、本発明の別の実施形態において、加圧流体を含む微少流体デバ
イスを示す。
【図３】図３Ａ～３Ｄは、本発明の特定の実施形態の噴霧プロフィールを示す。
【図４－１】図４Ａ～４Ｅは、本発明のなお他の実施形態における溶媒の影響を示す。
【図４－２】図４Ａ～４Ｅは、本発明のなお他の実施形態における溶媒の影響を示す。
【図４－３】図４Ａ～４Ｅは、本発明のなお他の実施形態における溶媒の影響を示す。
【図５－１】図５Ａ～５Ｅは、本発明のさらに別の実施形態における空間サンプリングの
影響を示す。
【図５－２】図５Ａ～５Ｅは、本発明のさらに別の実施形態における空間サンプリングの
影響を示す。
【図６－１】図６Ａ～６Ｆは、本発明のなお他の実施形態における結晶化の阻害を示す。
【図６－２】図６Ａ～６Ｆは、本発明のなお他の実施形態における結晶化の阻害を示す。
【図７－１】図７Ａ～７Ｄは、本発明の特定の実施形態にしたがって、従来の噴霧乾燥機
を使用した匹敵する結果を示す。
【図７－２】図７Ａ～７Ｄは、本発明の特定の実施形態にしたがって、従来の噴霧乾燥機
を使用した匹敵する結果を示す。
【図８】図８は、本発明のなお別の実施形態にかかる噴霧乾燥機の模式図である。
【図９】図９Ａ～９Ｃは、沈殿剤の汚れを減らすか、または沈殿剤によって汚れない、本
発明の別の実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明は、一般的に、マイクロフルイディクス、ならびに噴霧乾燥および他の乾燥技術
に関する。ある局面では、１つ以上のチャネルまたは微少流体チャネルを含む物品を使用
し、噴霧乾燥の前に１つ以上の流体を混合する。この混合は、流体が、ノズルまたは他の
開口部を介して噴霧乾燥機の乾燥領域に排出される直前に行われてもよい。実施形態のあ
る組では、例えば、第１の流体を第２の流体にさらし、次いで、流体を空気または他の気
体にさらした後に、ノズルから排出する。特定の場合には、第１の流体は、溶解した種を
含んでいてもよく、この種が、第２の流体にさらされると沈殿してもよく、このような沈
殿は、ノズルまたは他の開口部を通って排出する直前に行われてもよく、それによって、
噴霧乾燥プロセスの一部として制御された沈殿が起こる。
【００２６】
　したがって、特定の局面では、本発明は、一般的に、噴霧乾燥機を対象とする。噴霧乾
燥機において、流体を少なくとも部分的に乾燥させるために、流体（典型的には、液体）
を乾燥領域に排出する。ある場合には、流体を乾燥した結果、粒子または固体が生成され
る。乾燥領域は、乾燥を促進するために、加熱された気体および／または湿度が下げられ
た気体を含んでいてもよい。乾燥に使用してもよい気体の例としては、限定されないが、
空気または窒素が挙げられる。ある実施形態によると、流体を、ノズルまたは他の開口部
を介して乾燥領域へと排出してもよく、これを使用し、流体から液滴を形成することがで
きる。液滴は、流体と流体を囲む気体との間の接触面積を増大させ、乾燥速度が速くなる
。ある場合には、ノズルを介して方向付けるときに、流体を他の流体と合わせてもよく、
例えば、流体から液滴を形成するために、流体を空気または他の気体と合わせてもよい。
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噴霧乾燥は、乾燥が望まれるさまざまな用途で用いられる。例えば、噴霧乾燥を使用し、
熱感受性材料または熱分解性材料を乾燥してもよく、および／または制御された速度で流
体を乾燥してもよい。ある場合には、噴霧乾燥を使用し、例えば、制御された速度で流体
を乾燥することに起因して、比較的均一な粒子を作り出してもよい。噴霧乾燥に適した材
料および用途の他の非限定的な例としては、上に記載したもの、および本明細書に記載す
るものが挙げられる。
【００２７】
　ある実施形態では、本発明は、種々のチャネルを備える１つ以上の物品を使用し、噴霧
乾燥プロセスの前に、または噴霧乾燥プロセスの一部として流体を調製する噴霧乾燥機を
対象とする。チャネルの一部またはすべてが微少流体チャネルであってもよい。チャネル
を使用し、噴霧乾燥機中の乾燥領域へと流体を排出してもよく、ある場合には、例えば、
流体を加えるか、または混合するため、流体内で種を沈殿させるため、液滴または他の種
を操作するためなどに、チャネルに対し、さらなるチャネルを接続してもよい。これらの
種々の非限定例を以下で議論する。
【００２８】
　ここで、このような噴霧乾燥機の非限定例を図８を参照して議論する。この図には、流
体システム１０が示されている。ある実施形態では、流体システム１０に示されているチ
ャネルの一部またはすべては、微少流体チャネル、例えば、本明細書に記載されるような
微少流体チャネルであってもよい。流体システム１０は、この例では、第１のチャネル２
０の末端部に位置するノズル１２を備えるが、他の実施形態では、他の開口部（例えば、
チャネルの側面にある開口部）も同様に使用することができる。この図示において、第１
のチャネル２０は、概してまっすぐであるが、他の実施形態では、第１のチャネル２０は
、種々の他の幾何形状、例えば、任意の数の屈曲部、ジグザグ部、弁を含んでいてもよく
、または第１のチャネル２０の一部として他のチャネル要素が存在していてもよい。第１
のチャネル２０に入る流体は、第１の流体源２５から入る。第１の流体源２５は、レザー
バ、ポンプ、シリンジ、ピペット、または適切な液体の別の供給源に接続していてもよい
。次いで、流体を第１のチャネル２０（またはある場合には、チャネルの一部）を通過さ
せた後、ノズル１２を介して排出してもよい。次いで、流体を乾燥領域１５へと流し、次
いで、乾燥領域１５で、例えば、加熱されたおよび／または湿度を下げた気体にさらすこ
とによって、流体を乾燥させてもよい。
【００２９】
　さらに、図１には、第２のチャネル３０および第３のチャネル３２が示されており、そ
れぞれ第２の流体源３５に接続している。第２の流体源３５から生じる第２の流体は、第
１の流体源２５から生じる第１の流体と同じであってもよいし、異なっていてもよい。こ
の例において、第２のチャネル３０と第３のチャネル３２は、それぞれ、同じ合流点２３
で第１のチャネル２０と直角で合流するように交差し、第２のチャネル３０と第３のチャ
ネル３２は、互いに向かい合った状態で第１のチャネル２０と接触するようになされてい
る。この例において、第２のチャネル３０と第３のチャネル３２は、それぞれ、合流点２
３で流体チャネル２０に到達するために、第１の流体源２５の周りを第２の流体源３５か
ら適切に経路を定められている。２つのチャネルがここに示されているが、これはほんの
一例であり、他の実施形態では、第２の流体源３５と第１のチャネル２０の間に他の数の
チャネルがあってもよい。例えば１個のチャネル、３個のチャネル、４個のチャネル、５
個のチャネル、１０個のチャネルなどとすることができる。それに加えて、ある場合には
、２つ以上のチャネルが存在する場合、チャネルは、共通の交差部分で、第１のチャネル
２０にすべてが交差する（ｉｎｔｅｒｅｓｔ）必要はない。
【００３０】
　このような構成を使用し、例えば、第１の流体源２５から出た第１の流体と、第２の流
体源３５から出た第２の流体を合流点２３でまたは合流点２３より下流で互いに接触させ
てもよい。第１の流体と第２の流体は、混和性であってもよく、不混和性であってもよい
。例えば、第１の流体と第２の流体が不混和性である場合、第１の流体は、第２の流体の
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中で液滴を形成してもよい。液滴の形成は、例えば、流体の性質、合流点２３に入る流体
の流量などを制御することによって制御することができる。別の例として、第１の流体と
第２の流体は、互いに少なくとも部分的に混和性であってもよい。例えば、第１の流体は
、第１の流体に溶解した種を含んでいてもよく、この種は、第２の流体には可溶性ではな
い（または、同程度まで可溶性ではない）。例えば、種は、第２の液体に実質的に可溶性
ではない種であってもよく、具体的な例として、種の溶解度は、第１の液体に対する種の
溶解度よりも、少なくとも１桁、２桁、３桁、４桁、または５桁（１０のべき乗）小さく
てもよい。次いで、合流点２３から出発する第２の流体に種をさらすと、種の少なくとも
一部が、例えば第１のチャネル２０内で沈殿し始め、ノズル１２に向かって固体沈殿剤と
して下流に運ばれ得る。
【００３１】
　さらに、図１には、第３の流体源４５が示されており、第３の流体源４５は、第４のチ
ャネル４０と第５のチャネル４２に接続している。第４のチャネル４０と第５のチャネル
４２は、それぞれ合流点４３で第１のチャネル２０と交差し、実施形態によっては、合流
点４３は、合流点２３の上流であってもよく、下流であってもよい。合流点４３で、第４
のチャネル４０と第５のチャネル４２は、直角で、互いに向かい合った状態で第１のチャ
ネル２０と交差する。例えば、流体源４５を使用して第３の流体を送達してもよく、第３
の流体は、第１のチャネル２０の中の流体がノズル１２を介して外に出る直前に第１のチ
ャネル２０へと送達される。具体的な非限定例として、第３の流体を使用し、第１のチャ
ネル２０の中の他の流体を破壊して個々の液滴または別個の液滴を形成し、次いで、乾燥
のために、別個の液滴を第１のチャネル２０から乾燥領域１５へと排出してもよい。
【００３２】
　第４のチャネル４０と第５のチャネル４２は、流体システム１０の他の要素の周囲を、
第３の流体源４５から合流点４３に達するように適切に経路が定められてもよい。この例
は、２個のチャネルのみを示しているが、単に説明のためのものであり、他の実施形態で
は、第３の流体源４５と第１のチャネル２０の間に他の数のチャネルがあってもよい（例
えば１個のチャネル、３個のチャネル、４個のチャネル、５個のチャネル、１０個のチャ
ネルなど）。それに加えて、ある場合には、１つより多いチャネルが存在する場合、チャ
ネルは、共通の交差部分で、第１のチャネル２０にすべてが交差する必要はない。
【００３３】
　したがって、本発明の種々の局面は、適切な乾燥領域に排出される前に、微少流体チャ
ネルのような１つ以上のチャネルを用いて流体を調製する噴霧乾燥機を対象とする。乾燥
領域は、開放されていてもよく（例えば、大気への開放）、または閉鎖されていてもよい
（例えば、流体が排出される乾燥チャンバーによって部分的または完全に囲まれていても
よい）。例えば、乾燥チャンバーは、ガラス、プラスチック、または乾燥領域に排出され
る流体を乾燥するのに適した乾燥用気体を少なくとも部分的に含むか、または封入するた
めに使用可能な任意の他の適切な材料から形成されてもよい。乾燥用気体は、空気、窒素
、二酸化炭素、アルゴン、または他の適切な気体であってもよい。ある実施形態では、気
体は、排出される流体に対し、比較的不活性または非反応性であるように選択される。し
かし、他の実施形態では、気体は、排出される流体のうちの１つ以上と反応してもよい。
乾燥用気体を、種々の技術、例えば、冷凍サイクルまたは凝縮サイクル、電気的方法（例
えばペルチェ加熱ポンプ）、乾燥剤（例えば五酸化リン）または吸湿性材料を用いて除湿
することもできる。ある実施形態では、乾燥領域内の相対湿度は、約５０％以下、約４０
％以下、約３５％以下、約３０％以下、約２５％以下、約２０％以下、約１５％以下、約
１０％以下、または約５％以下である。ある領域の相対湿度を制御する他の技術は、当業
者の知るところであろう。
【００３４】
　ある場合には、乾燥領域を、例えば１つ以上のヒーターを用いて加熱する。乾燥領域の
温度は、例えば、（用途に依存して）排出される流体を部分的または完全に乾燥させるこ
とができるように、ある場合には、不都合な分解を生じないように、または排出される流
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体との反応を起こさないように選択することができる。例えば、ヒーターを用い、乾燥領
域を少なくとも約３０℃、少なくとも約４０℃、少なくとも約６０℃、少なくとも約８０
℃、少なくとも約１００℃、少なくとも約１２５℃、少なくとも約１５０℃、少なくとも
約２００℃、少なくとも約３００℃、少なくとも約４００℃、少なくとも約５００℃など
の温度まで加熱してもよい。任意の適切な方法を使用し、乾燥領域を加熱してもよい。例
えば、誘導加熱、燃料の燃焼、放射（例えば、赤外線）への暴露、化学反応などを使用し
て乾燥領域を加熱してもよい。
【００３５】
　噴霧乾燥機はまた、１つ以上のチャネル（例えば、微少流体チャネル）を備える物品を
含んでいてもよい。物品は、例えば、ポリマー（ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ）、可撓性および／
またはエラストマー性ポリマーおよび／または他の材料（例えばシリコーンポリマー、例
えば、ポリジメチルシロキサン（「ＰＤＭＳ」））から形成されてもよい。ある実施形態
では、物品は、このようなポリマーおよび／または他の材料を含んでいてもよく、または
本質的にこれらからなるものであってもよい。潜在的に適切なポリマーおよび他の材料の
他の例について、以下に詳細に記載する。物品は、平面であってもよく、ある実施形態で
は、平面でなくてもよい（例えば、湾曲している）。物品は、ある場合には、少なくとも
部分的に機械的に変形可能な材料から形成されていてもよく、例えば、その物品が、工具
を用いることなく平均的な人間が目で見てわかるほど機械的に変形させることができるよ
うな材料から形成されていてもよい。しかし、他の実施形態では、物品は、その物品が機
械的に変形可能ではないような、比較的より硬い材料から形成されていてもよい。
【００３６】
　１つ以上のチャネルに、チャネルに含まれる流体を乾燥領域に、またはある場合には、
２つ以上の乾燥領域に排出するのに用いられる１つ以上の開口部が存在していてもよい。
開口部は、例えば、チャネルの側面にある単純な開口部または穴、チャネルの開放端であ
ってもよく、または乾燥領域に排出される前に流体が通過する開口部に関連するさらなる
構造（例えば、流体の流れを方向付けるか、または変えるために使用可能な種々の断面積
を有するパイプまたは管）が存在してもよい。開口部は、流体をチャネルから乾燥領域へ
と排出することができるノズルとして作用してもよい。ある場合には、開口部は、開口部
を通過する流体が個々の液滴または別個の液滴を形成するように構築される。例えば、特
定の実施形態では、開口部は、流体が液滴の噴霧または液滴の霧を形成するように構築さ
れ、並べられてもよい。他の実施形態では、液滴を、液滴の規則的な流れまたは安定な流
れとして、例えば、縦一列に並ぶ液滴の流れとして排出することができる。
【００３７】
　物品内に任意の数の流体チャネル（微少流体チャネルを含む）が存在していてもよく、
チャネルを任意の適切な構成で並べてもよい。チャネルは、すべて相互に接続していても
よく、または、チャネルの２つ以上の網目構造が存在していてもよい。それに加えて、上
述のように、チャネルに含まれる流体を排出するために使用される１つ以上の開口部が、
チャネルのうちの１つ以上に存在していてもよい。ある場合には、物品内に、比較的多い
数および／または比較的長いチャネルが存在する。例えば、ある実施形態では、物品内の
チャネルは、合わせると、全長が、ある場合には、少なくとも約１００マイクロメートル
、少なくとも約３００マイクロメートル、少なくとも約５００マイクロメートル、少なく
とも約１ｍｍ、少なくとも約３ｍｍ、少なくとも約５ｍｍ、少なくとも約１０ｍｍ、少な
くとも約３０ｍｍ、少なくとも５０ｍｍ、少なくとも約１００ｍｍ、少なくとも約３００
ｍｍ、少なくとも約５００ｍｍ、少なくとも約１ｍ、少なくとも約２ｍ、または少なくと
も約３ｍであってもよい。別の例として、物品は、少なくとも１個のチャネル、少なくと
も３個のチャネル、少なくとも５個のチャネル、少なくとも１０個のチャネル、少なくと
も２０個のチャネル、少なくとも３０個のチャネル、少なくとも４０個のチャネル、少な
くとも５０個のチャネル、少なくとも７０個のチャネル、少なくとも１００個のチャネル
などを有していてもよい。
【００３８】
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　ある実施形態では、物品内のチャネルの少なくとも一部は、微少流体チャネルである。
「マイクロフルイディクス」は、本明細書で使用する場合、断面寸法が約１ｍｍ未満の少
なくとも１つの流体チャネルを備えるデバイス、物品またはシステムを指す。チャネルの
「断面寸法」は、チャネル内の正味の流体の流れの方向に対して垂直に測定される。すな
わち、例えば、物品の流体チャネルの一部またはすべては、最大断面寸法が約２ｍｍ未満
であってもよく、特定の場合には、約１ｍｍ未満であってもよい。実施形態のある組では
、物品内のすべての流体チャネルは、微少流体チャネルであり、および／または最も大き
な断面寸法が約２ｍｍ以下または約１ｍｍ以下である。特定の実施形態では、流体チャネ
ルは、一部分は、単一の要素（例えば、エッチングされた基材または成形されたユニット
）によって形成されてもよい。当然ながら、より大きなチャネル、管、チャンバー、レザ
ーバなどを使用し、本発明の他の実施形態において種々の構成要素またはシステムに流体
を保存したり、および／またはそれらに流体を送達することができる。実施形態のある組
では、物品内のチャネルの最大断面寸法は、５００ミクロン未満、２００ミクロン未満、
１００ミクロン未満、５０ミクロン未満、または２５ミクロン未満である。
【００３９】
　「チャネル」は、本明細書で使用する場合、流体の流れを少なくとも部分的に方向づけ
る物品または基材の表面または内部における特徴を意味する。チャネルは、任意の断面形
状（円状、楕円状、三角形、不規則な形、正方形または長方形など）を有してよく、覆わ
れていてもよく、覆われていなくてもよい。完全に覆われている実施形態では、チャネル
の少なくとも一部分が完全に閉じられた断面を有していてもよく、または、チャネル全体
が、入口および／または出口または開口部を除いた長さ全体に沿って完全に閉じられてい
てもよい。チャネルはまた、アスペクト比（平均断面寸法に対する長さ）が、少なくとも
２：１、さらに典型的には、少なくとも３：１、４：１、５：１、６：１、８：１、１０
：１、１５：１、２０：１、またはそれ以上であってもよい。開放したチャネルは、一般
的に、流体の移動を制御しやすくする特性、例えば、構造的な特性（細長いへこみ）およ
び／または物理的特性または化学的特性（疎水性対親水性）または流体に力を加えること
ができる他の特性（例えば、封じ込め力（ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ　ｆｏｒｃｅ））を含む
ことになる。チャネル内の流体は、部分的または完全にチャネルを満たしていてもよい。
開放したチャネルを使用するいくつかの場合では、流体は、例えば、表面張力（すなわち
、凹形または凸形のメニスカス）を使用してチャネル内に保持されていてもよい。
【００４０】
　チャネルは、任意の大きさであってもよく、例えば、正味の流体の流れに対して垂直方
向の最大寸法が、約５ｍｍ未満または２ｍｍ未満、または約１ｍｍ未満、約５００ミクロ
ン未満、約２００ミクロン未満、約１００ミクロン未満、約６０ミクロン未満、約５０ミ
クロン未満、約４０ミクロン未満、約３０ミクロン未満、約２５ミクロン未満、約１０ミ
クロン未満、約３ミクロン未満、約１ミクロン未満、約３００ｎｍ未満、約１００ｎｍ未
満、約３０ｎｍ未満、または約１０ｎｍ未満であってもよい。ある場合には、チャネルの
寸法は、物品または基材を流体が自由に流れることができるように選択される。チャネル
の寸法はまた、例えば、チャネルの中で流体が特定の体積流量または線形流量になるよう
に選択されてもよい。当然ながら、チャネルの数およびチャネルの形状は、当業者が知る
任意の方法によってさまざまであってもよい。ある場合には、２つ以上のチャネルを使用
してもよい。例えば、２つ以上のチャネルを使用してもよく、その場合、それらのチャネ
ルは、互いに隣接した位置または近接した位置にあるか、互いに交差するような位置など
にある。
【００４１】
　実施形態のある組では、物品内のチャネルは、疑似二次元パターンで並べられている。
「疑似二次元パターン」において、物品内のチャネルは、物品内のすべてのチャネルが、
ある面から「隠されている」か、またはその面から垂直に突出している場合、流体的に接
続されたように見える任意の２つのチャネルが、実際に、流体的に接続されている（すな
わち、別個のチャネルの中の流体を分けるような「ブリッジ」が、物品内に存在しない）
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ような、少なくとも１つの面を物品に対して画定することができるように構築され、並べ
られる。このような物品は、例えば、製造、製作または調製を簡単にするため、特定の場
合に有用である。
【００４２】
　特定の実施形態では、物品内の１つ以上のチャネルは、平均断面寸法が約１０ｃｍ未満
であってもよい。特定の場合には、チャネルの平均断面寸法は、約５ｃｍ未満、約３ｃｍ
未満、約１ｃｍ未満、約５ｍｍ未満、約３ｍｍ未満、約１ｍｍ未満、５００マイクロメー
トル未満、２００マイクロメートル未満、１００マイクロメートル未満、５０マイクロメ
ートル未満、または２５マイクロメートル未満である。「平均断面寸法」は、チャネル内
の正味の流体の流れに対して垂直な面で測定される。チャネルが円形ではない場合、平均
断面寸法は、チャネルの断面積と同じ面積をもつ円の直径と考えてもよい。したがって、
チャネルは、任意の適切な断面形状（例えば、円状、楕円状、三角形、不規則な形、正方
形、長方形、または四辺形など）を有していてもよい。ある実施形態では、チャネルは、
チャネル内に含まれる１つ以上の流体の層流が生じるような大きさである。
【００４３】
　また、チャネルは、任意の適切な断面アスペクト比を有していてもよい。「断面アスペ
クト比」は、チャネルの断面形状について、断面形状について互いに直交するようにされ
た２つの測定値の可能な限り最も大きな比率（小さい値に対する大きい値）である。例え
ば、チャネルは、断面アスペクト比が、約２：１未満、約１．５：１未満、またある場合
には、約１：１（例えば円形または正方形の断面形状の場合）であってもよい。他の実施
形態では、断面アスペクト比は、比較的大きくてもよい。例えば、断面アスペクト比は、
少なくとも約２：１、少なくとも約３：１、少なくとも約４：１、少なくとも約５：１、
少なくとも約６：１、少なくとも約７：１、少なくとも約８：１、少なくとも約１０：１
、少なくとも約１２：１、少なくとも約１５：１、または少なくとも約２０：１であって
もよい。比較的大きな断面アスペクト比は、本明細書に記載されるように、チャネル内の
流体とチャネル内の１つ以上の壁との接触を防ぐか、または最小限にするために、一部の
実施形態にしたがって有用である。
【００４４】
　上述のように、チャネルは、物品内で任意の適切な構成で並べることができる。例えば
、チャネル内で流体、液滴、および／または他の種を操作するために、異なるチャネルの
配置を用いてもよい。例えば、物品内のチャネルは、液滴（例えば別個の液滴、シングル
エマルション、ダブルエマルションまたは他の多重エマルションなど）を作製するため、
流体および／または流体に含まれる液滴または他の種を混合するため、流体および／また
は流体に含まれる液滴または他の種をスクリーニングまたは選別するため、流体および／
または液滴を分けるか、または分割するため、例えば、２つの流体間、第１の流体によっ
て運ばれる種と第２の流体との間、または２つの流体によって運ばれる２つの種の間で、
反応を起こすためなどに並べてもよい。具体的な例として、チャネル内の異なる流体の「
流れ集束（ｆｌｏｗ－ｆｏｃｕｓｉｎｇ）」を生じさせ、液滴を作るために２つ以上のチ
ャネルを並べてもよい。
【００４５】
　流体、液滴、および／または他の種を操作するためのシステムの非限定例を以下に記載
する。適切な操作システムのさらなる例は、Ｌｉｎｋらによって２００５年１０月７日に
出願された米国特許出願第１１／２４６，９１１号、表題「Ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｎｄ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｏｆ　Ｆｌｕｉｄｉｃ　Ｓｐｅｃｉｅｓ」、２００６年７月２７日に
公開された米国特許出願公開第２００６／０１６３３８５号；Ｓｔｏｎｅらによって２０
０４年１２月２８日に出願された米国特許出願第１１／０２４，２２８号、表題「Ｍｅｔ
ｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｆｌｕｉｄ　Ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ」、
現在は２０１０年５月４日に発行された米国特許第７，７０８，９４９号；Ｗｅｉｔｚら
によって２００７年８月２９日に出願された米国特許出願第１１／８８５，３０６号、表
題「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｆｏｒｍｉｎｇ　Ｍｕｌｔｉ
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ｐｌｅ　Ｅｍｕｌｓｉｏｎｓ」、２００９年５月２１日に公開された米国特許出願公開第
２００９／０１３１５４３号；Ｌｉｎｋらによって２００６年２月２３日に出願された米
国特許出願第１１／３６０，８４５号、表題「Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　
ｏｆ　Ｆｌｕｉｄｉｃ　Ｓｐｅｃｉｅｓ」、２００７年１月４日に公開された米国特許出
願公開第２００７／０００３４４２号（それぞれ、その全体が本明細書に参考として援用
される）にも見いだすことができる。
【００４６】
　流体は、１つ以上の流体源を介して物品内のチャネルに送達されてもよい。任意の適切
な流体源を使用してもよく、ある場合には、２つ以上の流体源を使用する。例えば、ポン
プ、重力、毛細管作用、表面張力、電気浸透、遠心力などを使用し、流体源から物品の１
つ以上のチャネルへと流体を送達してもよい。ポンプの非限定例としては、シリンジポン
プ、ぜん動ポンプ、加圧流体源などが挙げられる。物品は、物品に関連する任意の数の流
体源を備えていてもよい（例えば、１個、２個、３個、４個、５個、６個、７個、８個、
９個、１０個など、またはそれより多い流体源）。流体源は、流体を同じチャネルに送達
するのに使用する必要はなく、例えば、第１の流体源は、第１の流体を第１のチャネルに
送達することができ、一方、第２の流体源は、第２の流体を第２のチャネルなどに送達し
てもよい。
【００４７】
　ある場合には、２つ以上のチャネルが、１つ以上の合流点で交差するように並べられる
。物品内に任意の数の流体チャネルの合流点が存在していてもよい（例えば、２個、３個
、４個、５個、６個など、またはそれより多い合流点）。具体的な非限定例として、ある
実施形態では、物品は、ノズルとして開口部を有する第１のチャネルと、第１のチャネル
と交差する第２のチャネルとを備えている。第１のチャネルと第２のチャネルの合流点は
、ノズルの上流にあってもよく、例えば、第１のチャネル内の流体が、ノズルから乾燥領
域に排出される前に、合流点のそばを通るか、または合流点を通過してもよい。このよう
な構成は、例えば、第１のチャネル内の第１の流体と第２のチャネル内の第２の流体を混
合するため、第１のチャネル内の第１の流体に含まれる種と、第２のチャネル内の第２の
流体および／または第２の流体に含まれる第２の種とを反応させるため、第１の流体の別
個の液滴を第２の流体内で形成するため、第１の流体と第２の流体との間でダブルエマル
ションまたは他の多重エマルションを形成するためなどに有用となり得る。
【００４８】
　実施形態のある組では、物品内で「流れ集束」構成（ここでは、例えば、第１の流体が
、第２の流体に含まれる別個の液滴を形成するために、第１のチャネル内の第１の流体が
、さらなるチャネル（例えば、第２のチャネル、および時には第３のチャネルまたはさら
なるチャネル）を用いて送達された第２の流体の中に収まる（ｓｈｅａｔｈ）か、または
その第２の流体によって囲まれる）で並べられた１個、２個、３個またはそれより多いチ
ャネルが存在していてもよい。第１の流体と第２の流体は、混和性であってもよく、不混
和性であってもよい。このような別個の液滴を作製するようなチャネルの構成は、例えば
、Ｓｔｏｎｅらによって２００４年１２月２８日に出願された米国特許出願第１１／０２
４，２２８、表題「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｆｌｕｉｄ　
Ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ」、現在は２０１０年５月４日に発行された米国特許第７，７０８
，９４９（その全体が本明細書に参考として援用される）の中に見いだすことができる。
非限定例として、開口部をノズルとして有する第１のチャネルと、共通の合流点で第１の
チャネルとそれぞれが交差する第２のチャネルと第３のチャネルが存在していてもよい。
（本発明の他の実施形態では、これより多いか、または少ないさらなるチャネルが存在し
ていてもよい。）第２のチャネル内および第３のチャネル内の流体は、共通の流体源から
、または２つの異なる流体源から生じていてもよく、第２のチャネル内および第３のチャ
ネル内の流体は、同じであってもよく、異なっていてもよい。第２のチャネルおよび第３
のチャネルの片方または両方は、それぞれ、実質的に直角で第１のチャネルと合流しても
よく、または別の適切な角度で合流してもよい。ある場合には、第２のチャネルおよび第
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３のチャネルは、互いに実質的に向かい合って第１のチャネルと合流してもよいが、他の
場合には、これらの流体チャネルは、同じ合流点ですべてが交差していなくてもよい。
【００４９】
　別の例として、実施形態のある組では、ダブルエマルションまたは他の多重エマルショ
ンは、例えば、Ｗｅｉｔｚらによって２００７年８月２９日に出願された米国特許出願第
１１／８８５，３０６号、表題「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　
Ｆｏｒｍｉｎｇ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｅｍｕｌｓｉｏｎｓ」であり、２００９年５月２１
日に公開された米国特許出願公開第２００９／０１３１５４３、またはＣｈｕらによって
２００８年３月２８日に出願された米国特許出願第１２／０５８，６２８号、表題「Ｅｍ
ｕｌｓｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｆｏｒ　Ｆｏｒｍａｔｉｏｎ」、現在
は２０１０年８月１７日に発行された米国特許第７，７７６，９２７号（それぞれその全
体が参考として本明細書に組み込まれる）に記載されるような構成を用いてチャネル内に
形成されてもよい。ダブルエマルションを調製するための他の適切な技術は、Ｗｅｉｔｚ
らによって出願された２０１０年３月１２日に出願された国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２０
１０／０００７６３号、表題「Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ｅｍｕｌｓｉｏｎｓ」であり、２０１０年９月１６日に公開されたＷＯ　２
０１０／１０４６０４；またはＷｅｉｔｚらによって２０１０年９月１日に出願された国
際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２０１０／０４７４５８号、表題「Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｅｍｕｌ
ｓｉｏｎｓ　Ｃｒｅａｔｅｄ　Ｕｓｉｎｇ　Ｊｕｎｃｔｉｏｎｓ」（それぞれその全体が
本明細書に参考として援用される）に開示されている。
【００５０】
　特定の実施形態では、チャネルは、第１のチャネル内の第１の流体が、チャネル内に他
の流体が加わったときに、チャネルの壁と接触しないように並べられている。例えば、第
２の流体を第１の流体を含むチャネルに導入した後は、第１の流体は、チャネルを画定す
るいかなる壁とも接触しない可能性があり、そのため、断面からみると、第２の流体によ
って完全に囲まれているか、または第２の流体に収まっており、例えば、第１の流体と、
チャネルの壁との間に少なくとも１つの他の流体が存在する。第１の流体をチャネルの壁
から分離することは、第２の流体の導入に起因し得るか、第１の流体と第２の流体の混和
性の程度に起因し得るか、流体を含むチャネルの形状または幾何形状などに起因し得る。
ある実施形態では、第１の流体は、その中に１つ以上の種も含んでいてもよく、この種も
、チャネルを画定するいかなる壁とも接触しない可能性がある。
【００５１】
　第１の流体は、連続流として、または別個の液滴として第２の流体の中に存在していて
もよい。チャネル内の開口部に少なくとも近接するチャネルの壁（例えば、これは、チャ
ネルに含まれる流体を乾燥領域へと排出するために使用される）と、第１の流体とが接触
するのを防いでもよい。ある実施形態では、チャネルの長さに実質的にわたり、第１の流
体がチャネルの壁と接触するのを防ぐ。第１の流体がチャネルの壁と接触するのを防ぐこ
とによって、第１の流体とチャネルの壁との反応または相互作用を低減するか、またはな
くしてもよい。例えば、第１の流体は、種が壁と接触すると、チャネルの壁に結合する（
または「汚す」）ことがあり得る種（例えば、流体に溶解または懸濁したもの）を含んで
いてもよく、第１の流体と壁との間の接触を防ぎ、低減し、または最小限にすることによ
って、種が壁に結合する能力を低減するか、またはなくす。このような結合は、特異的で
あってもよいし、非特異的であってもよい。
【００５２】
　特定の場合には、チャネルは、第１の流体が、流体チャネルを画定する任意の壁と接触
するのを防ぐことを助けるような形状であってもよい。例えば、ある場合には、チャネル
は、例えば、楕円形または長方形のような、比較的大きな断面アスペクト比を有するもの
であってもよい。本明細書に記載するように、チャネルの断面アスペクト比は、少なくと
も約２：１、少なくとも約３：１、少なくとも約４：１、少なくとも約５：１、少なくと
も約６：１、少なくとも約７：１、少なくとも約８：１、少なくとも約１０：１、少なく
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とも約１５：１、少なくとも約２０：１などであってもよい。このようなチャネルは、例
えば、チャネルの壁の一部が、チャネル内の第１の流体から相対的に離れて位置づけられ
るので、有用であろう。
【００５３】
　それに加えて、ある実施形態では、本明細書で記載するように、チャネルは、流体（例
えば、加圧流体）を導入したときに広がってもよく、これによって、第１の流体が、流体
チャネルを画定する任意の壁と接触するのを防ぐことを助けてもよい。例えば、チャネル
は、チャネルの中の流体に起因して膨張してもよく、これにより、チャネルの壁の少なく
とも一部が、チャネルに含まれる任意の流体から離れるように曲がる。例えば図２および
以下の実施例を参照されたい。
【００５４】
　また、ある実施形態では、チャネルがコーティングされていてもよい。例えば、コーテ
ィングによって、チャネルの壁（またはその一部）が、用途に依存して、より疎水性にな
ったり、またはより親水性になったりしてもよい。具体的な非限定例として、第１の流体
は、比較的親水性であってもよく、チャネルの壁は、比較的疎水性であってもよく、およ
び／またはコーティングによって壁がより疎水性になり、その結果、第１の流体が、概し
てチャネルの壁にはじかれ（湿らさず）、それによって、第１の流体が、流体チャネルを
画定する疎水性の壁と接触するのを防ぐのに役立つ。別の例として、第１の流体は、比較
的疎水性であってもよく、チャネルの壁は、比較的親水性であってもよい。典型的には、
「親水性」の材料または表面は、水で濡れるもの（例えば、このような表面上の水は、９
０°未満の接触角を有する）であり、一方、「疎水性」の材料または表面は、接触角が９
０°より大きい。しかし、疎水性は、他の実施形態では、相対的な観点で決定されてもよ
い。すなわち、第１の材料は、第２の材料よりも親水性であってもよい（例えば、接触角
が小さい）が、これらの材料は、両方とも親水性であってもよく、または両方とも疎水性
であってもよい。
【００５５】
　任意の適切な方法を使用し、チャネルの壁（またはその一部）をコーティングするか、
または処理してもよい。例えば、壁を酸素プラズマ処理によって処理してもよく、または
、壁の疎水性を変えるために使用可能なゾルゲル材料でコーティングしてもよい。ゾルゲ
ルの一部は、光（例えば、ゾルゲルの疎水性を変更する、ゾルゲル中の化学反応を誘発す
るために使用可能な紫外線）にさらされてもよい。ゾルゲルは、光にさらされるとラジカ
ルを発生する光開始剤を含んでいてもよい。場合により、ゾルゲル内で光開始剤をシラン
または他の材料と結合体化する。このようにして発生したラジカルを用い、ゾルゲル表面
で縮合反応または重合反応を起こさせ、これによって表面の疎水性を変えてもよい。別の
非限定例として、壁を金属酸化物でコーティングし、その疎水性を変えてもよい。さらな
る他の例は、以下に開示されており、Ａｂａｔｅらによって２００９年２月１１日に出願
された国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２００９／０００８５０号、表題「Ｓｕｒｆａｃｅｓ，
Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ，Ｗｉｔｈ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌｌｅｄ　Ｗｅｔｔｉｎｇ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ」であり、２００９年１０月１
日に公開されたＷＯ　２００９／１２０２５４号、Ｗｅｉｔｚらによって２０１０年２月
５日に出願された米国特許出願第１２／７３３，０８６号、表題「Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄ
ｅ　Ｃｏａｔｉｎｇ　ｏｎ　Ｓｕｒｆａｃｅ」であり、２０１０年９月２３日に公開され
た米国特許出願公開第２０１０／０２３９８２４号（それぞれ、その全体が本明細書に参
考として援用される）に開示されている。
【００５６】
　なお別の例として、さらなる液体を加え、沈殿剤がチャネルの壁と接触するのを防ぐか
、または接触した沈殿剤を除去してもよい。例えば、実施形態のある組では、種（例えば
、薬物）を含有する第１の流体を、この種を沈殿させる第２の種にさらす。沈殿剤の一部
がチャネルの１つ以上の壁と接触することによって、壁およびチャネルを汚すことがある
。しかし、流体チャネルの壁からこの汚れを除去するために、第３の流体も例えば別の入
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口から加えてもよい。ある場合には、第３の流体を使用して、他の流体を包み、それによ
って、他の流体がチャネルの壁と接触することを防いでもよい。ある場合には、第３の流
体は、沈殿剤を溶解することができ、それによって、沈殿剤が固体となって留まるか、お
よび／またはチャネルの壁に沈殿する可能性を減らすか、またはなくすような流体である
ように選択されてもよい。
【００５７】
　ある非限定例が、図９からわかるだろう。図９Ａは、本発明の一実施形態にかかる微少
流体チャネルを備える物品の模式図を示す。図９Ｂおよび図９Ｃは、図９Ａの左側および
右側の四角部分について撮影した顕微鏡写真である。これらの図について、スケールバー
は１００マイクロメートルをあらわす。これらの実験では、薬物溶液（例えば、イソプロ
ピルアルコール中の飽和ダナゾール）を、側部チャネル５２、５３中の水を用いて中央チ
ャネル５１に加えた。この二相が、第２の合流点まで延びるジェットを形成し、この合流
点で、側部チャネル６１、６２からさらなるイソプロピルアルコールを加える。ある場合
には、例えば、空気または他の適切な気体（この図には示されていない）を加えて、流体
の流れを破壊して液滴を形成してもよい。図９Ｃにおいて、得られた流体の流れの拡大図
を示す。この図において、より暗い影の部分７０は、拡散に基づく混合に起因したイソプ
ロピルアルコールと水の流れの界面での、ダナゾールの沈殿によって生じる。しかし、２
つの内側の流れを囲むイソプロピルアルコールの覆いによって、沈殿するダナゾールは、
チャネルの壁とは接触しない。
【００５８】
　特定の実施形態では、チャネル内に含まれる液体に気体を送達するように並んだ１個、
２個、３個またはそれより多いチャネルが存在してもよい。気体は、例えば、空気、酸素
、窒素、二酸化炭素、アルゴン、および／または別の気体であってもよい。ある場合には
、気体もまた除湿される。気体は、例えば、本明細書に記載されるような１つ以上の適切
な気体源から生じてもよい。ある場合には、第１のチャネルは、液体（または２種類以上
の液体）と、さらなるチャネル（例えば、第２のチャネルおよび第３のチャネル）を用い
て第１のチャネルに送達される気体とを含んでもよい。第２のチャネルおよび第３のチャ
ネルの片方または両方は、それぞれ、実質的に直角で（または別の角度で）第１のチャネ
ルと合流してもよく、ある実施形態では、第２のチャネルおよび第３のチャネルは、互い
に実質的に向かい合って第１のチャネルと合流してもよい。気体を使用し、例えば、液体
から別個の液滴を形成し、例えば、ノズルまたはチャネルの開口部から乾燥領域に排出し
てもよい。特定の実施形態では、物品は、このような２個以上のチャネルの配置を備えて
いてもよい。この一例を図１に示し、第１のチャネル２０および第１の流体源２５；第２
のチャネル３０および第３のチャネル３２が、第２の流体源３５からの第２の流体を第１
のチャネル２０へと導入し、一方、第４のチャネル４０および第５のチャネル４２は、気
体（または別の第３の流体）を第３の流体源４５から第１のチャネル２０へと導入しても
よい。
【００５９】
　別の非限定例として、ノズルとして開口部を有する第１のチャネルは、共通の合流点で
第２のチャネルおよび第３のチャネルと交差してもよい（本発明の他の実施形態では、よ
り多いか、またはより少ないさらなるチャネルが存在していてもよい）。共通の合流点は
、特定の場合に、開口部にあるか、または開口部に近接していてもよい。ある実施形態で
は、気体を加熱する（例えば、乾燥を速くするために）が、他の実施形態では、気体は、
周囲温度であっても、またはある場合には冷却されてもよい。任意の適切な気体（例えば
、空気、酸素、窒素、二酸化炭素、アルゴンなど、またはこれらの任意の組み合わせおよ
び／または他の気体）を使用してもよい。気体は、用途に応じて、液体または液体の中に
含まれる種と反応性であるか、または不活性であるように選択されてもよい。
【００６０】
　気体を、例えば、第２のチャネルおよび／または第３のチャネルを介して第１のチャネ
ルに送達してもよい。気体は雰囲気圧であってもよく、ある場合には、気体は加圧されて
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いてもよい。例えば、入ってくる気体の圧力は、少なくとも約０．０１ｂａｒ、少なくと
も約０．０３ｂａｒ、少なくとも約０．０５ｂａｒ、少なくとも約０．０７ｂａｒ、少な
くとも約０．１ｂａｒ、少なくとも約０．２ｂａｒ、少なくとも約０．３ｂａｒ、少なく
とも約０．４ｂａｒ、少なくとも約０．５ｂａｒ、少なくとも約０．７ｂａｒ、少なくと
も約１ｂａｒ、少なくとも約２ｂａｒ、少なくとも約３ｂａｒ、少なくとも約４ｂａｒ、
または少なくとも約５ｂａｒであってもよい。気体を液体へと導入すると、液体を別個の
液滴にし得、ある場合には、その結果、液滴の噴霧または液滴の霧が形成される。
【００６１】
　ある実施形態では、液滴は、平均直径が、約１ｃｍ未満、約７ｍｍ未満、約５ｍｍ未満
、約３ｍｍ未満、約１ｍｍ未満、約７００マイクロメートル未満、約５００マイクロメー
トル未満、約３００マイクロメートル未満、約１００マイクロメートル未満、約７０マイ
クロメートル未満、約５０マイクロメートル未満、約３０マイクロメートル未満、約１０
マイクロメートル未満、約７マイクロメートル未満、約５マイクロメートル未満、約３マ
イクロメートル未満、または約１マイクロメートル未満であってもよい。上述のように、
特定の場合には、体積に対する表面積の比率が大きいため、より小さな液滴が好ましいだ
ろう。このような液滴は、より大きな液滴と比較して、噴霧乾燥機における乾燥速度を上
昇させ、乾燥の均一性、またその他の特性を有するだろう。
【００６２】
　実施形態の別の組では、エレクトロスプレー技術を使用する。例えば、電場または他の
適切なエレクトロスプレー技術を使用して、流体を破壊して液滴を形成することができる
。上述の様に液滴を形成させる空気または他の気体を使用する代わりに、または空気また
は他の気体の使用と組み合わせて、このような技術を使用してもよい。例えば、ある場合
には、比較的高い電場または電圧を液体に加えてもよい。ある実施形態では、液体を誘導
してテーラーコーンを形成し（チャネルから出る際に、例えば、下流方向に断面寸法が小
さくなっていてもよく）、このテーラーコーンは、その頂部を通って液体のジェットを放
出し、高度に荷電した液体の液滴が、一連の液滴としてテーラーコーンをちぎる。ある場
合には、クーロン反発力によって、液滴は放射状に分散してもよい。テーラーコーンは、
当業者なら知っているように、外部から印加された誘導電場にさらされるときに少なくと
も部分的に導電性である流体の流れが帯びる形状である。テーラーコーンの形成において
、流体の流れの全体的な方向で流体を通過するように、チャネルの出口から出る流体の流
れに電場を印加してもよい。流体は、電場の影響を受けやすい表面電荷を帯びていてもよ
く、それによって、電場は、流体が流れる方向で流体に対して引力を与え、これによって
、流体の流れの断面寸法が、流体の流れる方向に小さくなるようなほぼ円錐形状が形成さ
れる。
【００６３】
　特定の実施形態では、流体に印加される電場は、少なくとも約０．０１Ｖ／マイクロメ
ートル、ある場合には、少なくとも約０．０３Ｖ／マイクロメートル、少なくとも約０．
０５Ｖ／マイクロメートル、少なくとも約０．０８Ｖ／マイクロメートル、少なくとも約
０．１Ｖ／マイクロメートル、少なくとも約０．３Ｖ／マイクロメートル、少なくとも約
０．５Ｖ／マイクロメートル、少なくとも約０．７Ｖ／マイクロメートル、少なくとも約
１Ｖ／マイクロメートル、少なくとも約１．２Ｖ／マイクロメートル、少なくとも約１．
４Ｖ／マイクロメートル、少なくとも約１．６Ｖ／マイクロメートル、または少なくとも
約２Ｖ／マイクロメートルである。ある実施形態では、さらにより高い電場強度、例えば
、少なくとも約２Ｖ／マイクロメートル、少なくとも約３Ｖ／マイクロメートル、少なく
とも約５Ｖ／マイクロメートル、少なくとも約７Ｖ／マイクロメートル、または少なくと
も約１０Ｖ／マイクロメートル以上を使用してもよい。
【００６４】
　本発明の特定の局面によれば、第１の流体と第２の流体は、噴霧乾燥する前に、１つ以
上のチャネルまたは微少流体チャネルを備える物品の中で接触し、時には混合される。第
１の流体と第２の流体は、混和性であってもよく、不混和性であってもよい。例えば、流
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体は、流体流を形成する（例えば、液滴を形成する）時間枠の中で、または、チャネル内
での反応または相互作用の時間枠の中で不混和性であってもよい。本明細書で使用する場
合、２つの流体は、流体が互いにさらされる温度および条件で片方が他方において少なく
とも１０重量％のレベルまで不溶性であるとき、互いに「不混和性」、つまり混和性では
ないとする。
【００６５】
　流体は、親水性であってもよく、または疎水性であってもよい。例えば、実施形態のあ
る組では、第１の流体は親水性であってもよく、第２の流体は疎水性であってもよく、ま
たは、第１の流体は疎水性であってもよく、第２の流体は親水性であってもよく、または
、両方の流体がそれぞれ親水性であってもよく、または疎水性であってもよいなどである
。ある実施形態では、３種類以上の流体を使用してもよい。疎水性流体は、一般的に純水
に不混和性であり、一方、親水性流体は、一般的に純水に混和性である（当然ながら、水
はそれ自体に混和性であり、したがって、水は親水性流体である）。
【００６６】
　本明細書で使用する場合、「流体」という用語は、一般的に、流動し、容器の外形に一
致する物質を指す。典型的には、流体は、静的な剪断応力に耐えることができない材料で
あり、剪断応力が加わると、流体は、連続した永久的な変形を受ける。流体は、流体の少
なくとも一部の流動を可能にする任意の適切な粘度を有していてもよい。流体の非限定例
としては、液体および気体が挙げられるが、自由に流動する固体粒子、粘弾性材料などを
含んでもよい。
【００６７】
　ある場合には、物品内の流体のうちの１つ以上は、例えば、化学物質、生化学物質また
は生物学的な実体、細胞、粒子、ビーズ、気体、分子、医薬薬剤、薬物、ＤＮＡ、ＲＮＡ
、タンパク質、香料、反応性因子、殺生物剤、殺真菌剤、防腐剤、化学物質などの種を含
む。したがって、種は、流体に含まれることができ、かつ種を含む流体とは区別できる任
意の物質であってもよい。例えば、種は、流体に溶解または懸濁してもよい。種は、１つ
以上の流体中に存在していてもよい。流体が液滴を含む場合、種は、液滴の一部またはす
べてに存在していてもよい。存在してもよい種のさらなる非限定例としては、例えば、生
化学種、例えば、核酸（例えば、ｓｉＲＮＡ、ＲＮＡｉおよびＤＮＡ）、タンパク質、ペ
プチドまたは酵素が挙げられる。種のさらに他の例としては、限定されないが、ナノ粒子
、量子ドット、香料、タンパク質、指示薬、染料、蛍光種、化学物質などが挙げられる。
さらに別の例としては、種は、薬物、医薬薬剤、または身体に摂取されたとき、または他
の方法で身体に導入されたときに、例えば、疾患を処置する、症状を緩和するなどの生理
学的影響を有する他の種であり得る。ある実施形態では、薬物は、低分子薬物、例えば、
分子量が約１０００Ｄａ未満または約２０００Ｄａ未満の薬物であってもよい。
【００６８】
　ある局面では、第１の流体は、流体に溶解した種を含み、この種は、第２の流体に不溶
性である（または、より少ない程度まで可溶性である）。第１の流体と第２の流体を接触
または混合すると、種は、もはや溶解したままでいることができず（例えば、以前と同じ
濃度では）、したがって、沈殿し始める。ある場合には、このような沈殿は、チャネル内
、例えば、チャネル内の開口部を介してチャネル内に含まれる流体を乾燥領域へと排出す
るのに用いられるチャネルの中で起こってもよい。したがって、特定の実施形態では、例
えば第１の流体と第２の流体が接触した後に、チャネルは、沈殿する種を含んでいてもよ
い。
【００６９】
　ある場合には、沈殿する種は、チャネルを画定する１つ以上の壁に堆積するか、または
壁を「汚す」場合がある。本明細書で記載するように、種々の技術を用い、例えば、相対
的に大きな断面アスペクト比を有するチャネルの使用、沈殿する種を含む流体を囲むため
の１つ以上の流体の使用、チャネルの１つ以上の壁に対する特定のコーティングの使用、
チャネル内の流体の流量制御など、またはこれらの技術および／または他の技術の組み合
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わせに起因して、チャネルの壁が汚れるのを減らすか、および／または汚れないようにし
てもよい。第１の流体または第１の流体に含まれる種が、第１の流体を含むチャネルを画
定する壁に接触するのを防ぐこのような技術の他の例も、本明細書に記載する。
【００７０】
　ある実施形態では、以下に記載するように、例えば、種が沈殿して固体を形成すること
ができる時間量を制御するために、第１の流体と第２の流体の接触時間または混合時間を
比較的短く保ってもよい。例えば、比較的短時間の場合、噴霧乾燥プロセス中にマイクロ
粒子またはナノ粒子のような粒子を形成することができ、ある場合には、本明細書に記載
するように、このような粒子の大きさ、形態などを制御してもよい。特定の実施形態では
、沈殿する種がチャネルの壁と接触しないように、第１の流体および第２の流体の混合を
制御する。
【００７１】
　このような系の例としては、液体貧溶媒沈殿（ｌｉｑｕｉｄ　ａｎｔｉｓｏｌｖｅｎｔ
　ｐｒｅｃｉｐｉｔａｔｉｏｎ）（「ＬＡＳＰ」）と関連する系が挙げられる。一般的に
、ＬＡＳＰにおいて、溶媒に溶解した溶質を含む第１の溶液を「貧溶媒」と混合し、溶質
粒子の過飽和および／または沈殿を生じさせる。典型的には、溶質は、貧溶媒に可溶性で
はなく、または第２の液体中で少なくとも比較的低い程度の溶解度を有する。例えば、貧
溶媒中の溶質の溶解度は、溶媒中の溶質の溶解度よりも少なくとも１桁、２桁、３桁、４
桁、または５桁（１０のべき乗）小さくなり得る。いかなる理論にも束縛されることを望
まないが、核生成および／または凝集または凝縮による成長を経て、そこでの沈殿が起こ
ると考えられる。ある場合には、迅速かつ均一な過飽和状態を確保するために、均一な混
合条件を使用してもよい。可能性のある溶質の例としては、限定されないが、ダナゾール
、イブプロフェン、イトラコナゾール、パルミチン酸アスコルビル、フェノフィブラート
、グリセオフルビン、スルファメトキサゾールが挙げられる。溶媒の非限定例としては、
例えば、アセトン、ジメチルスルホキシド、テトラヒドロフラン、エタノール、またはイ
ソプロピルアルコールが挙げられる。貧溶媒は、例えば、水、水溶液（例えば、水を溶媒
として含む溶液、例えば、食塩水）などであってもよい。一例として、貧溶媒は、水中で
混和性の液体であってもよい。
【００７２】
　このような系の具体的な非限定例は、イソプロピルアルコールおよび水中のダナゾール
（１７α－エチニルテストステロン）である。ダナゾールは、一般的にイソプロピルアル
コールへの溶解度は良好であるが、水への溶解度は比較的低い。したがって、実施形態の
ある組では、ダナゾールは、イソプロピルアルコールに溶解して第１の流体を形成し、次
いで、例えば、微少流体チャネルのようなチャネル内で第２の流体としての水と接触する
。チャネル内の流れが層流である場合、イソプロピルアルコールと水の実質的な混合はチ
ャネル内で起こらず（拡散に起因するもの以外は）、したがって、ダナゾールは、一般的
に、チャネルに含まれる間は、実質的に沈殿することなく、イソプロピルアルコールに溶
解したままである。しかし、第１の流体と第２の流体の混合が起こると（例えば、気体を
チャネルに導入し、このような混合が起こることによって）、ダナゾールは、混合流体に
溶解したままでいることができず、したがって、沈殿して固体を形成する。ある場合には
、この混合プロセスは、例えば、流体が開口部またはノズルを介して乾燥領域へと排出さ
れる直前に比較的迅速に行われてもよい。したがって、ダナゾールが沈殿する一方、流体
が排出されて液滴を形成し、この液滴は、乾燥領域にある間に乾燥する。このような様式
で、噴霧乾燥によって、ダナゾールを含む固体粒子を形成することができる。ある場合に
は、本明細書に記載するように、このような粒子の形成の制御が制御され得、例えば、比
較的単分散の粒子および／または比較的アモルファスである粒子を製造してもよい。例え
ば、特定の実施形態では、比較的狭いサイズ分布および／または低い平均粒径を有する、
粒子（例えば、アモルファス粒子）の制御された生成をもたらすことができる。
【００７３】
　本発明のある実施形態によれば、第１の流体と第２の流体（例えば、ＬＡＳＰの場合に
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は溶媒と貧溶媒）がさらされる時間は、比較的短く保たれる。例えば、第１の流体と第２
の流体は、分離した状態で保たれ、次いで、物品の中のチャネル（例えば、微少流体チャ
ネル）内で接触してもよい。ある場合には、流体を噴霧乾燥機の中で、チャネルから乾燥
領域へと排出する直前に、流体を接触させてもよい。例えば、流体を乾燥領域へと排出す
るために使用される１つ以上の開口部を有するチャネルの中で、第１の流体と第２の流体
を接触させ、場合により、混合してもよい。
【００７４】
　上述のように、ある実施形態では、乾燥領域へと排出する前に流体が物理的に接触する
時間は、比較的短くてもよく、例えば、チャネル内の２種類の流体間の物理的な接触時間
は、約５分未満、約３分未満、約１分未満、約３０秒未満、約２０秒未満、約１５秒未満
、約１０秒未満、約８秒未満、約６秒未満、約５秒未満、約４秒未満、約３秒未満、約２
秒未満、約１秒未満、約０．５秒未満、約０．３秒未満、約０．２秒未満、または約０．
１秒未満であってもよい。
【００７５】
　具体的な非限定例として、ここで図８の流体システム１０について言及すると、第１の
流体源２５に由来する第１のチャネル内の第１の流体は、合流点２３で、第２の流体源３
５に由来する第２のチャネル３０（および／または第３のチャネル３２）の第２の流体と
接触してもよく、この２種類の流体がノズル１２へ送達され、乾燥領域１５へと排出され
る。ある場合には、例えば、第１のチャネル２０、第２のチャネル３０および／または第
３のチャネル３２のチャネル内での流体の流量に依存して、２種類の流体の接触時間は、
例えば、上述のように比較的短くてもよい。
【００７６】
　ある実施形態では、物品内の物体の物理的な接触時間は、例えば、（例えば、混合させ
るための）チャンバーの使用および／またはチャネルの幾何形状（例えば、異なる寸法、
大きさ、長さ、断面積、形状など）といった物品内の種々の要素を用いて制御することが
できる。具体的な非限定例として、実施形態のある組では、１つ以上の「蛇行する」チャ
ネルを使用し、物理的な接触の時間量を制御してもよい。蛇行するチャネルは、任意の適
切な大きさおよび／または形状を有していてもよいが、本質的に長いチャネルを使用し、
その長さが長くなるために、流体の物理的な接触時間が増える。例えば、蛇行する流体チ
ャネルは、ジグザグ形状のプロフィールを有していてもよく、または別の適切な幾何形状
を有していてもよい。適切な蛇行するチャネルの長さは、接触する流体、さらすのに望ま
しい長さ、チャネル内の流体の流量のような種々の因子によって変わるだろう。
【００７７】
　実施形態のある組では、ボーラスフロー（ｂｏｌｕｓ　ｆｌｏｗ）を用い、チャネル内
での流体の混合（例えば、第１の流体と第２の流体の混合）を制御する。ボーラスフロー
では、比較的大きな物体（例えば、大きな液滴または粒子）は、実質的にチャネルを満た
す場合がある（例えば、チャネルの断面が、液滴によって実質的または完全に覆われる場
合がある）。チャネル内の一連のボーラスは、それらのボーラスの間でチャネル内の流体
の流れを、個々の区画になるよう境界を定めるか、または分割してよく、個々の区画内の
流体は、再循環するか、またはその他の方法で混合する場合がある。特定の実施形態では
、ボーラスを形成する材料は、ボーラスの間にある１つ以上の流体に不混和性であるか、
または実質的に不溶性であってもよいが、他の実施形態では、ボーラス材料は、混和性で
あるか、または可溶性であってもよい。
【００７８】
　ボーラスは、ある場合にはチャネルを実質的に満たす場合があり、その場合、チャネル
の断面において、チャネルの少なくとも約５０％がボーラス材料（例えば、固体、液体、
気体など）で満たされる。特定の場合には、チャネルの少なくとも約６０％、少なくとも
約７０％、少なくとも約８０％、少なくとも約９０％、少なくとも約９５％、少なくとも
約９７％、少なくとも約９９％、またはチャネルの断面全体がボーラス材料で満たされる
。ある実施形態では、ボーラスがチャネル内の流体の境界を定めるか、またはそれを分割
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する場合があり、その場合、境界を定められた部分の体積が、約１０ｍｌ以下、約３ｍｌ
以下、約１ｍｌ以下、約３００マイクロリットル以下、約１００マイクロリットル以下、
約３０マイクロリットル以下、約１０マイクロリットル以下、約３マイクロリットル以下
、約１マイクロリットル以下、約３００ｎｌ以下、約１００ｎｌ以下、約３０ｎｌ以下、
約１０ｎｌ以下、約３ｎｌ以下、または約１ｎｌ以下である。
【００７９】
　ある実施形態では、ボーラスは、実質的に繰り返しを基準として分離されてもよく、例
えば、チャネル内の所与の位置で、ボーラスは、平均周波数が約１００Ｈｚ未満、約５０
Ｈｚ未満、約３０Ｈｚ未満、約１０Ｈｚ未満、約５Ｈｚ未満、約３Ｈｚ未満、約１Ｈｚ未
満、約０．５Ｈｚ未満、約０．３Ｈｚ未満、または約０．１Ｈｚ未満で通過してもよい（
すなわち、０．１Ｈｚは、１０秒ごとに所与の位置を１個のボーラスが通ることと等価で
ある）。ある実施形態では、ボーラスは、平均で、体積が約１０ｍｌ以下、約３ｍｌ以下
、約１ｍｌ以下、約３００マイクロリットル以下、約１００マイクロリットル以下、約３
０マイクロリットル以下、約１０マイクロリットル以下、約３マイクロリットル以下、約
１マイクロリットル以下、約３００ｎｌ以下、約１００ｎｌ以下、約３０ｎｌ以下、約１
０ｎｌ以下、約３ｎｌ以下、または約１ｎｌ以下であってもよい。
【００８０】
　ある場合には、このような混合（例えば、ボーラス間の区画内を含む、チャネル内の流
体の混合など）は、チャネルの幾何形状を制御することによって、さらに促進されてもよ
い。例えば、流体は、流体の速度および／または移動方向を変化させる１つ以上のチャネ
ル、または他の系を通ってもよい。方向の変化によって、流体内の対流パターンが変わる
ことがあり、それによって、ボーラス間の流体内での混合が生じるか、または混合が促進
される。例えば、チャネルは、チャンバー、１つ以上の屈曲部またはジグザグ部、膨張領
域、収縮領域、弁など、および／またはこれらのチャネル要素および／または他のチャネ
ル要素の任意の他の適切な組み合わせを含んでいてもよい。例えば、チャネルに含まれる
液滴および／または他の流体内の混合を制御するのに用いられるチャネルの幾何形状の他
の例は、Ｌｉｎｋらによって２００６年２月２３日に出願された米国特許出願第１１／３
６０，８４５号、表題「Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｏｆ　Ｆｌｕｉｄｉｃ
　Ｓｐｅｃｉｅｓ」、２００７年１月４日に公開された米国特許出願公開第２００７／０
００３４４２号（それぞれ、その全体が本明細書に参考として援用される）中に見いださ
れるだろう。
【００８１】
　ある実施形態では、流体は、例えば、本明細書に記載するような接触時間を達成するた
めに、比較的速い流量または速度でチャネルを流れる。チャネルを通る流れは、層流であ
ってもよく、乱流であってもよい。ある場合には、チャネルを通る流れは、その流れのレ
イノルズ数が少なくとも約０．００１、少なくとも約０．００３、少なくとも約０．００
５、少なくとも約０．０１、少なくとも約０．０３、少なくとも約０．０５、少なくとも
約０．１、少なくとも約０．３、または少なくとも約０．５であるように起こる。他の実
施形態では、より大きなレイノルズ数（例えば、乱流に対応する）を使用してもよく、例
えば、レイノルズ数が少なくとも約１、少なくとも約３、少なくとも約５、少なくとも約
１０、少なくとも約３０、少なくとも約５０、少なくとも約１００、少なくとも約３００
、少なくとも約５００、または少なくとも約１０００であってもよい。しかし、さらに他
の実施形態では、チャネルを通る流れは、その流れのレイノルズ数が１０００未満、約３
００未満、約１００未満、約３０未満、約１０未満、約３未満、または約１未満であるよ
うに起こってもよい。本発明のさらに他の実施形態では、チャネルを通る流体の体積流量
は、少なくとも約０．０１ｍｌ／ｈ、少なくとも約０．０３ｍｌ／ｈ、少なくとも約０．
０５ｍｌ／ｈ、少なくとも約０．１ｍｌ／ｈ、少なくとも約０．３ｍｌ／ｈ、少なくとも
約０．５ｍｌ／ｈ、少なくとも約１ｍｌ／ｈ、少なくとも約３ｍｌ／ｈ、少なくとも約５
ｍｌ／ｈ、少なくとも約１０ｍ／ｌ、少なくとも約３０ｍｌ／ｈ、少なくとも約５０ｍｌ
／ｈ、または少なくとも約１００ｍｌ／ｈであってもよい。
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【００８２】
　チャネルを含む物品内の１つ以上の流体源の圧力と、噴霧乾燥機の乾燥領域内の圧力と
の差を大きくするか、または制御することによって、比較的速い流量を達成してもよい。
例えば、乾燥領域内の圧力は、雰囲気圧（おおよそ１ａｔｍ）であってもよく、および／
または圧力は、これより高くても低くてもよい。具体的な非限定例として、乾燥領域内の
圧力は、大気圧よりも低い、約５０ｍｍＨｇ未満、約１００ｍｍＨｇ未満、約１５０ｍｍ
Ｈｇ未満、約２００ｍｍＨｇ未満、約２５０ｍｍＨｇ未満、約３００ｍｍＨｇ未満、約３
５０ｍｍＨｇ未満、約４００ｍｍＨｇ未満、約４５０ｍｍＨｇ未満、約５００ｍｍＨｇ未
満、少なくとも５５０ｍｍＨｇ、少なくとも６００ｍｍＨｇ、少なくとも６５０ｍｍＨｇ
、約７００ｍｍＨｇ未満、または約７５０ｍｍＨｇ未満の圧力であってもよい。別の例と
して、物品内の１つ以上の流体源の圧力は、少なくとも約１ｂａｒ、少なくとも約１．１
ｂａｒ、少なくとも約１．２ｂａｒ、少なくとも約１．３ｂａｒ、少なくとも約１．４ｂ
ａｒ、少なくとも約１．５ｂａｒ、少なくとも約１．７ｂａｒ、少なくとも約２ｂａｒ、
少なくとも約２．５ｂａｒ、少なくとも約３ｂａｒ、少なくとも約４ｂａｒ、少なくとも
約５ｂａｒなどであってもよい。
【００８３】
　チャネルから適切な乾燥領域へと排出されると、特定の実施形態では、例えば、表面張
力または他の作用によって、流体が凝縮し、乾燥領域内で個々の液滴または別個の液滴を
形成することができる。当業者は、例えば、レーザー光の散乱または他の既知の技術を用
い、液滴の集団の平均直径を決定することができるだろう。このようにして形成される液
滴は、球状であってもよく、または特定の場合には、球状でなくてもよい。球状ではない
液滴の場合、液滴の直径は、球ではない液滴と同じ体積を有する数学的に完全な球の直径
と考えてもよい。液滴は、安定に形成されてもよく、例えば、液滴の安定なまたは線形の
流れを形成するか、または他の実施形態では、より大量の液滴を形成してもよく、例えば
、乾燥領域内で、例えば、個々の液滴の霧または噴霧を作製してもよい。
【００８４】
　ある場合には、比較的小さい液滴が形成されるように、例えば、形成される液滴の平均
直径が約１ｃｍ未満になるように、流体がチャネルから排出される。特定の実施形態では
、非限定例として、液滴の平均直径は、さらに、約１ｍｍ未満、約５００マイクロメート
ル未満、約２００マイクロメートル未満、約１００マイクロメートル未満、約７５マイク
ロメートル未満、約５０マイクロメートル未満、約２５マイクロメートル未満、約２０マ
イクロメートル未満、約１５マイクロメートル未満、約１０マイクロメートル未満、約５
マイクロメートル未満、約３マイクロメートル未満、約２マイクロメートル未満、約１マ
イクロメートル未満、約５００ｎｍ未満、約３００ｎｍ未満、約１００ｎｍ未満、または
約５０ｎｍ未満であってもよい。さらに、液滴の平均直径は、特定の場合に、少なくとも
約３０ｎｍ、少なくとも約５０ｎｍ、少なくとも約１００ｎｍ、少なくとも約３００ｎｍ
、少なくとも約５００ｎｍ、少なくとも約１マイクロメートル、少なくとも約２マイクロ
メートル、少なくとも約３マイクロメートル、少なくとも約５マイクロメートル、少なく
とも約１０マイクロメートル、少なくとも約１５マイクロメートル、または少なくとも約
２０マイクロメートルであってもよい。液滴の集団の「平均直径」は、液滴の直径の算術
平均である。
【００８５】
　特定の実施形態では、例えば、チャネルから排出された後の乾燥領域内の流体の液滴は
、実質的に単分散であってもよい。例えば、流体の液滴は、液滴の少なくとも約５０％、
少なくとも約６０％、少なくとも約７０％、約８０％、少なくとも約８５％、少なくとも
約９０％、少なくとも約９５％、少なくとも約９７％、または少なくとも約９９％が、液
滴の平均直径との差が約１０％以下、約７％以下、約５％以下、約４％以下、約３％以下
、約２％以下、または約１％以下の直径を有するような直径分布を有していてもよい。
【００８６】
　ある場合には、個々の液滴内の流体の少なくとも一部が、例えば、乾燥領域内で硬化す
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るか、または凝固してもよい。例えば、液滴の一部、および／または液滴の一部の一部分
が硬化して粒子を形成してもよい。次いで、粒子をその後に集めてもよい。粒子は、流体
の液滴から乾燥領域内で蒸発するか、または取り去られる材料（例えば、水、および／ま
たは他の揮発性流体）に依存して、例えば、硬化した第１の流体、硬化した第２の流体、
および／または硬化する流体に含まれる種を含んでいてもよい。２種類以上の材料が存在
する場合、その材料は、粒子の中に均一または不均一に分布していてもよい。粒子は、あ
る実施形態では、流体の液滴と実質的に同じ形状および／または実質的に同じ大きさであ
ってもよい。例えば、粒子は、例えば上述のように単分散であってもよく、および／また
は粒子は、球状であってもよく、特定の場合には、球状でなくてもよい。ある場合には、
粒子の一部またはすべてが、マイクロ粒子および／またはナノ粒子であってもよい。マイ
クロ粒子は、一般的に、平均直径が約１ｍｍ未満であり（例えば、粒子の平均直径は、典
型的にはマイクロメートル単位で測定される）、一方、ナノ粒子は、一般的に、平均直径
が約１マイクロメートル未満である（例えば、粒子の平均直径は、典型的にはナノメート
ル単位で測定される）。ある場合には、粒子は、液滴の少なくとも約５０％、少なくとも
約６０％、少なくとも約７０％、約８０％、少なくとも約８５％、少なくとも約９０％、
少なくとも約９５％、少なくとも約９７％、または少なくとも約９９％が、粒子の平均直
径との差が約１０％以下、約７％以下、約５％以下、約４％以下、約３％以下、約２％以
下、または約１％以下の直径を有するような直径分布を有していてもよい。
【００８７】
　実施形態のある組では、粒子は、粒子を形成するために使用される、流体内に含まれる
種を含む。例えば、第１の流体は、種を含んでいてもよく、場合により、第１の流体を第
２の流体と混合し、第１の流体と第２の流体の混合物が排出され、乾燥領域内で流体の液
滴を生成してもよい。第１の流体および／または第２の流体を乾燥領域で蒸発させるか、
または取り去り、それによって、乾燥領域内で種から固体粒子を形成してもよい。固体粒
子は、特定の実施形態では、例えば、液滴または粒子が乾燥領域にさらされる時間量、液
滴は、乾燥および／または凝固して粒子を形成する速度に依存して、結晶性であってもよ
く、またはアモルファスであってもよい。具体的な非限定例として、種が沈殿する時間が
比較的短いことは、アモルファス粒子を形成するのに有用であろう。例えば、種の沈殿が
、第１の流体と第２の流体の相互作用によって起こる場合、乾燥領域へと排出する前に流
体が物理的に接触する時間を比較的短い時間に保ち、アモルファス粒子の形成を促進する
ことができる。
【００８８】
　例えば、Ｘ線回折（ＸＲＤ）技術のような当業者に既知の任意の技術を用い、粒子の結
晶化度を決定することができる。ある用途では、アモルファス粒子が、典型的には、同様
の結晶性粒子よりも迅速に溶解するため、アモルファス粒子が望ましい場合がある。例え
ば、粒子を薬物として使用する場合、アモルファス粒子は、例えば、同様の結晶性粒子と
比較して、顕著に増加したバイオアベイラビリティを示すことがある。ある実施形態では
、粒子は、完全な結晶性と完全なアモルファスとの間の結晶化度を示すことがある。例え
ば、粒子は、約９０％未満、約８０％未満、約７０％未満、約６０％未満、約５０％未満
、約４０％未満、約３０％未満、約２０％未満、または約１０％未満の平均結晶化度（粒
子の合計質量に対する、結晶性である粒子の質量）を示すことがある。ある場合には、粒
子は、少なくとも約１０％、少なくとも約２０％、少なくとも約３０％、少なくとも約４
０％、少なくとも約５０％、少なくとも約６０％、少なくとも約７０％、少なくとも約８
０％、または少なくとも約９０％の平均結晶化度を示すことがある。
【００８９】
　特定の実施形態では、液滴は、さらに、例えば、第１の流体および／または第２の流体
の中に存在する結晶化阻害剤を含んでいてもよく、および／または別個に導入した結晶化
阻害剤を含んでいてもよい。例えば、結晶化阻害剤は、流体の液滴が乾燥するにつれて、
流体の液滴内での結晶化を減らし、および／または結晶化をなくすことができ、それによ
って、粒子がアモルファスになるか、または少なくともより低い結晶化度およびより高い
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程度のアモルファスの特徴を有する。種および／または凝固する流体に依存して、任意の
適切な結晶化阻害剤を使用することができる。具体的な非限定例として、結晶化阻害剤は
、容易には結晶化せず（少なくとも粒子を形成する条件下では）、ある実施形態では、医
薬処方物中での結晶の成長を低下させるか、または抑制することができるポリマー（例え
ば、ポリ（ビニルピロリドン））であってもよく、例えば、ダナゾール、イブプロフェン
、または本明細書に記載されるような他の適切な種を含む。
【００９０】
　本発明の特定の局面は、一般的に、本明細書に記載するようなデバイスをスケールアッ
プするか、「数を増やす」ための技術を対象とする。例えば、実施形態のある組では、チ
ャネルは、２個以上の開口部またはノズルを有していてもよく、これを用い、複数の液滴
を乾燥領域へと、または２個以上の乾燥領域へと排出してもよい。別の例として、物品は
、２個以上のチャネルを備えていてもよく、これを用い、複数の液滴を乾燥領域へと、ま
たは２個以上の乾燥領域へと排出してもよい。例えば、物品は、少なくとも２個のチャネ
ル、少なくとも３個のチャネル、少なくとも５個のチャネル、少なくとも１０個のチャネ
ル、少なくとも２５個のチャネル、少なくとも５０個のチャネル、少なくとも１００個の
チャネルを備えていてもよく、チャネルの一部またはすべてが、１個以上の開口部または
ノズルを有していてもよい。さらに別の例として、２個以上の物品が存在していてもよく
、物品の一部またはすべてが、少なくとも１つの開口部を有していてもよく、開口部を通
って、液滴が、例えば、乾燥領域へと、または２個以上の乾燥領域へと排出される。なお
別の例として、これらの任意の組み合わせが存在していてもよい。
【００９１】
　２個以上の物品が存在する場合、物品は、独立して、実質的に同じであってもよく、ま
たは異なっていてもよい。ある実施形態では、例えば、単に、液滴を製造するために用い
られる物品の実質的に同一の複製物をさらに加えることによって、液滴または粒子のより
多い生産を達成することができる。例えば、噴霧乾燥機は、少なくとも２個の物品、少な
くとも３個の物品、少なくとも５個の物品、少なくとも１０個の物品、少なくとも２５個
の物品、少なくとも５０個の物品、少なくとも１００個の物品、少なくとも２５０個の物
品、少なくとも５００個の物品、少なくとも１０００個の物品などを備えていてもよく、
これらを使用し、複数の液滴が、乾燥領域へと、または２個以上の乾燥領域へと排出され
てもよい。物品は、ある実施形態では、共通の流体源または２個以上の共通の流体源から
流体を引き出してもよい。特定の実施形態では、例えば、それぞれの物品が、それぞれ自
体の流体源を備えていてもよい。
【００９２】
　当業者は、本明細書に記載されるようなデバイスまたは物品のスケールアップのため、
または数を増やすために有用な他の技術に気づくだろう。例えば、ある実施形態では、流
体分配器を用い、１つ以上の入力に由来する流体を（例えば、１つ以上のデバイスにおけ
る）複数の出力に分配することができる。例えば、複数の物品を三次元で接続してもよい
。ある場合には、チャネルの寸法は、平行なデバイス内の圧力変動を実質的に減らすこと
ができるように選択される。適切な技術の他の例としては、限定されないが、Ｒｏｍａｎ
ｏｗｓｋｙらによって２０１０年３月１２日に出願された国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２０
１０／０００７５３号、表題「Ｓｃａｌｅ－ｕｐ　ｏｆ　Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃ　Ｄ
ｅｖｉｃｅｓ」、２０１０年１１月１６日に公開されたＷＯ　２０１０／１０４５９７号
（本明細書にその全体が参考として援用される）に開示されているものが挙げられる。
【００９３】
　本発明のさらなる局面は、一般的に、例えば、液滴を乾燥領域へと排出する前に、物品
内に含まれるチャネルの中の液滴を操作するためのシステムおよび方法に関する。液滴操
作の非限定例としては、液滴を作ること、液滴を分けること、液滴を融合すること、液滴
内で混合すること、液滴をスクリーニングすること、液滴を選別することなどが挙げられ
、これらのいくつかは本明細書に記載されている。液滴を操作する技術のさらなる非限定
例は、本明細書に参考として援用される種々の文献中に見られるだろう。
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【００９４】
　例えば、ある実施形態では、液体に囲まれた流体に電荷を発生させることによって、１
つ以上の液滴がチャネル内に作られ、液体内で流体を個々の液滴に分離してもよい。ある
実施形態では、流体に電場を印加し、液滴を形成してもよい。流体は、液体内に一連の個
々の荷電した液滴および／または電気的に誘導可能な液滴として存在してもよい。任意の
適切な技術を用い、例えば、流体を電場（ＡＣ、ＤＣなどであってもよい）の中に置くこ
とによって、および／または反応を行い、流体に電荷を与えることによって、液体内の流
体に電荷を発生させてもよい。
【００９５】
　電場は、ある実施形態では、電場発生器（すなわち、流体に印加することができる電場
を発生させることが可能なデバイスまたはシステム）から作られる。電場発生器は、ＡＣ
場（すなわち、時間に対して周期的に変動する電場（例えば、正弦状、のこぎり刃状、方
形状など））、ＤＣ場（すなわち、時間に対してで一定の電場）、パルス場などを発生さ
せてもよい。適切な電場（ＡＣ、ＤＣなどであってもよい）を発生させる技術は、当業者
には既知である。例えば、一実施形態では、チャネルに近接する位置にあってもよい電極
対を横切って電圧を印加することによって電場を作り、電場の少なくとも一部がチャネル
と相互作用するようになされる。電極は、任意の適切な電極材料または当業者に既知の材
料から作り出されてもよく、これらの材料として、限定されないが、銀、金、銅、炭素、
白金、銅、タングステン、スズ、カドミウム、ニッケル、インジウムスズ酸化物（「ＩＴ
Ｏ」）など、およびこれらの組み合わせが挙げられる。
【００９６】
　実施形態の別の組では、個々の液滴を形成するための流体を誘導することが可能な様式
で、チャネルの寸法を変えることによって、チャネル内の液体によって囲まれる流体から
、流体の液滴を作ることができる。チャネルは、例えば、流体がチャネルの壁に付着せず
、個々の液滴を生成するように、例えば、流れる方向に対して広がるチャネルであっても
よく、または例えば、流体が個々の液滴へと合体するように強いられるように、流れの方
向に対して狭くなるチャネルであってもよい。ある場合には、チャネルは、時間に対して
、個々の液滴を形成するような様式で、（例えば、機械的または電気機械的に、空気圧に
よって）寸法が変わってもよい。例えば、チャネルを機械的に収縮し（「絞り」）、液滴
を形成させてもよく、または例えば、移動するバッフル、回転するブレードなどの使用に
よって、流体の流れを機械的に妨げて液滴を形成してもよい。
【００９７】
　特定の実施形態は、一般的に、液滴を２つ以上の液滴に分けるシステムおよび方法を対
象とする。例えば、印加した電場を用い、液滴を分けることができる。液滴は、これを囲
む液体よりも大きな導電性を有していてもよく、ある場合には、液滴は、電荷が中性であ
ってもよい。特定の実施形態では、印加された電場の中で、電荷を液滴の内側から表面へ
と移動させ、表面に分布させてもよく、それによって、液滴の内側にある電場を打ち消し
てもよい。ある実施形態では、液滴表面の電荷は、印加された電場によっても力を受け、
これにより、反対の極性を有する電荷を反対の方向へ移動させる。電荷の移動によって、
ある場合には、液滴が２個の別個の液滴になるように引き離される場合がある。
【００９８】
　本発明のある実施形態は、一般的に、例えば、２個以上の液滴が、例えば、組成、表面
張力、液滴の大きさ、界面活性剤の有無などによって、通常は融合または合体することが
できない場合に、その２つ以上の液滴を１個の液滴へと融合または合体するシステムおよ
び方法に関する。特定の場合には、液滴の大きさと比較して、液滴の表面張力はまた、液
滴の融合または合体が妨げ得る。
【００９９】
　非限定例として、２つの液滴に反対の電荷が与えられ（すなわち、正電荷と負電荷、必
ずしも同じ大きさでなくてもよい）、これは、反対の電荷によって液滴の融合または合体
が生じるように、２つの液滴の電気的相互作用を増大させ得る。例えば、液滴に電場を印
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加してもよく、液滴がコンデンサを通ってもよく、化学反応によって、液滴を荷電させて
もよい、など。液滴は、ある場合には、界面活性剤を適用して液滴の表面張力を下げた場
合であっても、融合することができない場合がある。しかし、液滴が、反対の電荷で荷電
している場合（必須ではないが、同じ大きさであってもよい）、液滴は、融合または合体
することができるだろう。別の例として、液滴は、必ずしも反対の電荷を与えられなくて
もよく（ある場合には、なんら電荷を与えられなくてもよく）、液滴を合体させるような
液滴内に誘導される双極子を使用することによって融合する。また、２つ以上の液滴を合
体させるのに、必ずしも「正面から」接触させる必要はない。液滴の少なくとも一部の融
合が最初に始まるのであれば、任意の接触角で十分である。例えば、Ａｈｎらによって２
００７年１月２４日に出願された米国特許出願第１１／６９８，２９８号、表題「Ｆｌｕ
ｉｄｉｃ　Ｄｒｏｐｌｅｔ　Ｃｏａｌｅｓｃｅｎｃｅ」、２００７年８月２３日に公開さ
れた米国特許出願公開第２００７／０１９５１２７号（本明細書にその全体が組み込まれ
る）も参照されたい。
【０１００】
　本発明の特定の実施形態は、さらに、液滴内で２個以上の流体を混合させるシステムお
よび方法に関する。例えば、種々の実施形態では、２個以上の液滴を融合または合体させ
てもよく、２個以上の元の液滴に由来する２個以上の流体を混合させてもよい。２個の液
滴が融合または合体する場合、液滴内での完全な混合が即座に起こるわけではないことを
注記すべきである。混合は、例えば、拡散によって（例えば、領域間の界面を通る）、流
体同士の反応によって、液滴内の流体の流れによって（すなわち、対流）などの自然に起
こる手段によって行われてもよい。ある場合には、液滴の外側にある特定のシステムによ
って混合を促進することができる。例えば、液滴を１つ以上のチャネル、チャネル要素、
屈曲部、ジグザグ部、弁などを通過してもよく、これにより液滴の速度および／または移
動方向を変化させることができる。方向の変化によって、液滴内の対流パターンが変わる
ことがあり、流体が少なくとも部分的に混合する。
【０１０１】
　実施形態のある組では、流体を液滴の中に注入してもよく、これによって、注入された
流体と、他の流体とを液滴内で混合してもよい。流体を、ある場合には、例えば、マイク
ロ針または他のこのようなデバイスを用い、液滴へと微量注入してもよい。他の場合には
、液滴が流体チャネルと接触する際に、流体チャネルを用いて流体を液滴に直接注入して
もよい。流体注入の他の技術は、例えば、Ｗｅｉｔｚらによって２００９年１２月１８日
に出願された国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２００９／００６６４９号、表題「Ｐａｒｔｉｃ
ｌｅ－Ａｓｓｉｓｔｅｄ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｓｅｑｕｅｎｃｉｎｇ」、２０１
０年７月１５日に公開されたＷＯ　２０１０／０８０１３４号（本明細書にその全体が参
考として援用される）に開示されている。
【０１０２】
　本発明のさらに他の実施形態は、一般的に、ある場合には比較的速い速度で、液滴をス
クリーニングまたは選別するためのシステムおよび方法を対象とする。例えば、液滴の特
性は、ある様式で（例えば、以下にさらに記載するように）感知および／または決定され
てもよく、次いで、例えば、乾燥領域へと排出されるように、またはさらなる処理または
操作から排除されるように、または廃棄へと送られるように、液滴をデバイスの特定の領
域に向かわせてもよい。例えば、液滴の特性は、ある様式で、例えば、本明細書に記載す
るように感知および／または決定されてもよく（例えば液滴の蛍光を決定してもよい）、
これに応答して、電場を印加するか、または液滴から電場を除去し、液滴を特定の領域（
例えば、乾燥領域へと排出するためのチャネル）へと向かわせてもよい。ある場合には、
本発明の特定のシステムおよび方法を用い、高い選別速度を達成することができる。
【０１０３】
　実施形態のある組では、液滴上に電荷を作り（例えば、上に記載したように）、印加さ
れた電場（ＡＣ場、ＤＣ場などであってもよい）を用いて液滴を導くすることによって、
液滴を方向付けてもよい。一例として、必要な場合、液滴を特定の領域（例えば、物品内
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）に液滴を向かわせるために、電場を選択的に印加するか、または除去してもよい（また
は、異なる電場、例えば、逆の電場を印加してもよい）。ある実施形態では、液滴を含む
チャネルにおける液体の流れを実質的に変えずに、電場は、必要な場合、選択的に印加さ
れ、除去されてもよい。例えば、液体は、実質的に安定な状態の基準で、または他の所定
の基準でチャネルを流れてもよく、液体内に含まれる液滴は、流体システムの中の液体の
流れを実質的に変えることなく、例えば、電場を用い、種々の領域に向かわせてもよい。
【０１０４】
　実施形態の別の組では、液滴中に双極子を誘導し（初期は、荷電していてもよく、荷電
していなくてもよい）、印加された電場を用い、液滴を選別または導くことによって、液
滴を選別または導いてもよい。電場は、ＡＣ場、ＤＣ場などであってもよい。しかし、他
の実施形態では、液滴を含む液体の流れを変えることによって、本発明の流体システム内
で液滴をスクリーニングまたは選別してもよい。例えば、実施形態のある組では、液滴を
囲む液体を第１のチャネル、第２のチャネルなどに向かわせることによって、液滴を導く
、または選別する。
【０１０５】
　実施形態のなお別の組では、液滴の流れを向かわせるために、流体システム内の圧力、
例えば、異なるチャネル内の圧力、または１つのチャネルの異なる部分の中の圧力を制御
することができる。例えば、液滴を、流れのさらなる方向のための複数の選択肢を含む、
チャネルの合流点に向かわせることができる（例えば、任意の下流のフローチャネルを画
定するチャネルにおいて、枝分かれ部分または分岐部分に向かわせる）。液滴を複数のチ
ャネルのうちの１つへと選択的に向かわせるために、任意の下流のフローチャネルの１つ
以上の内部の圧力を制御することができ、また、それぞれの連続する液滴の下流の流路（
ｆｌｏｗ　ｐａｔｈ）を独立して制御できるように、液滴を合流点に連続して到達させる
のに必要な時間におおよそ従って、圧力の変化を生み出すことが可能である。ある配置に
おいて、液体レザーバの膨張および／または収縮を用い、例えば、液滴を含む液体の移動
を方向付けることによって、液滴をチャネルへと導くか、または選別してもよい。液体レ
ザーバを膨張および／または収縮させることができるデバイスの非限定例としては、ピス
トンおよび圧電素子が挙げられる。
【０１０６】
　本発明の特定の実施形態では、液滴の１つ以上の特性、および／または、液滴の１つ以
上の特性を決定することができるように、液滴を含むチャネルの一部分（例えば、液滴を
囲む液体、チャネルを含む物品など）の特性を感知および／または決定することができる
センサが提供される。液滴に対して決定可能であり、本発明で使用可能な特性は、当業者
によって特定することができる。このような特性の非限定例としては、蛍光、分光学（例
えば、可視光線、赤外線、紫外線など）、放射能、質量、体積、密度、温度、粘度、ｐＨ
、物質（例えば、生物学的物質（例えば、タンパク質、核酸など））の濃度などが挙げら
れる。ある場合には、センサをプロセッサに接続してもよく、ここで、そのプロセッサは
、例えば、本明細書に記載されるような液滴に対する作業または操作を行ってもよい。
【０１０７】
　別の例として、センサは、液滴および／または液滴を含むチャネルの一部に対して、流
動的に、光学的または視覚的に、熱的に、空気圧によって、電気的になど、感知できる連
通状態であってもよい。センサは、物品の中に、例えば、チャネルに近接して、または物
品から離れているが、チャネルとは物理的、電気的および／または光学的に連通するよう
に位置づけられてもよい。例えば、センサは、液滴を含むチャネルとの物理的な接続をな
んら有していなくてもよいが、液滴またはチャネルから生じる電磁波（例えば、赤外線、
紫外線または可視光）を検出するように位置づけられてもよい。電磁波は、液滴によって
作られてもよく、および／またはチャネルの他の部分（またはチャネルまたは物品の外側
）から生じ、例えば、吸収、反射、回折、屈折、蛍光、リン光、極性の変化、相変化、時
間に対する変化などを通じて流体の液滴の１つ以上の特性を示すような様式で、流体の液
滴および／または流体の液滴を含むチャネルの一部と相互作用してもよい。本発明に有用
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なセンサの非限定例としては、光学系または電磁気系のシステムが挙げられる。例えば、
センサは、蛍光センサ（例えば、レーザーによって刺激される）、顕微鏡システム（カメ
ラまたは他の記録デバイスを含んでいてもよい）などであってもよい。別の例として、セ
ンサは、電気センサであってもよく、例えば、電場または他の電気的な特性を決定するこ
とができるセンサであってもよい。例えば、センサは、流体の液滴および／または流体の
液滴を含むチャネルの一部のキャパシタンス、インダクタンスなどを検出してもよい。
【０１０８】
　本発明の他の局面は、以下のものを含む。本発明の特定の実施形態は、例えば、新規処
方物を開発するための多機能なツールを提示する。ある場合には、例えば、少量の薬物、
医薬薬剤または他の種を試験することができる。特定の実施形態では、例えば、噴霧乾燥
の特性について、薬物、医薬薬剤、または他の種を比較的迅速に、および／または試験の
ために大量の初期量のサンプルを必要とすることなく試験してもよい。噴霧乾燥のための
条件は、例えば、種々の処方物を実験または最適化するために、ある場合には、比較的大
量の薬物、医薬薬剤または他の種を必要とすることなく、噴霧乾燥実験の前および／また
は実験中に比較的迅速に変更されてもよい。特定の実施形態では、例えば、粒子を製造す
るために、例えば、約１００ｇ以下、約５０ｇ以下、約３０ｇ以下、約１０ｇ以下、約５
ｇ以下、約３ｇ以下、約１ｇ以下、約５００ｍｇ以下、約３００ｍｇ以下、または約１０
０ｍｇ以下の薬物、医薬薬剤または他の種を噴霧乾燥機に使用してもよい。ある場合には
、所与の噴霧乾燥実験において、例えば、上述のように、例えば条件を迅速に変更して、
比較的少数または少ない質量の粒子を製造してもよい。例えば、噴霧乾燥機を用い、約１
００ｇ以下、約５０ｇ以下、約３０ｇ以下、約１０ｇ以下、約５ｇ以下、約３ｇ以下、約
１ｇ以下、約５００ｍｇ以下、約３００ｍｇ以下または約１００ｍｇ以下の粒子または固
体を形成してもよい。ある実施形態では、例えば、本明細書に記載するように、調整可能
な組成を有する粒子を調製してもよい。ある場合には、粒子の組成は、例えば、噴霧乾燥
機内に入る流体の流れを制御することによって簡単に制御されるだろう。
【０１０９】
　それに加えて、ある実施形態では、噴霧乾燥機は、比較的低い死容積を有し得、したが
って、サンプルの浪費を減らし、および／または本明細書に記載されるように、薬物、医
薬薬剤または他の種を最小限の量を使用する実験を促進し得る。噴霧乾燥機の死容積は、
通常の噴霧乾燥機の操作中に、噴霧乾燥機によって乾燥領域へと排出することができない
流体の体積を含む、噴霧乾燥機内の容積を含む。
【０１１０】
　ある場合には、本明細書に記載される噴霧乾燥機を用い、懸濁物を製造してもよい。例
えば、疎水性薬物の溶解速度およびバイオアベイラビリティを高めるために、このような
懸濁物を使用してもよい。例えば、流体をキャリア液体へと噴霧することによって、懸濁
物を調製することができる。ある実施形態では、キャリア液体は、安定剤または界面活性
剤を、例えば溶液と同様に含んでいてもよい。しかし、他の実施形態では、キャリア液体
中に安定剤も界面活性剤も存在していなくてもよい。ある場合には、排出される流体を十
分に乾燥し、キャリア液体と接触する前に粒子を製造してもよい。しかし、他の場合には
、流体は例えば、完全に乾燥していない溶液に入り、キャリア液体中に液体懸濁物を形成
してもよい。
【０１１１】
　それに加えて、ある実施形態では、無駄が生じたり、物理的性質または化学的性質が変
わってしまったりする可能性がある中間処理および／または貯蔵、例えば、流体の輸送ま
たは収集チャンバーからのバイアルへの充填を必ずしも必要とせず、噴霧乾燥機は、バイ
アル、サンプルホルダー、アンプルなどに直接接続してもよい。例えば、１つ以上の比較
的小さなバイアル（または他の収集チャンバー）を使用し、噴霧乾燥機によって製造され
る材料を直接集めてもよい。バイアルまたは他の収集チャンバーは、比較的小さな容積を
有し、例えば約１００ｍｌ未満、約５０ｍｌ未満、約３０ｍｌ未満、約２０ｍｌ未満、約
１５ｍｌ未満、約１０ｍｌ未満、約５ｍｌ未満などであってもよい。ある場合には、１個
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の収集チャンバーを使用するが、他の場合には、２個以上を使用して、例えば、特定の時
間経過後および／または特定量を集めた後、次の収集チャンバーに（手動または自動的に
）置き換えられるようにしてもよい。
【０１１２】
　本発明の特定の局面によれば、種々の材料および方法を使用し、本明細書に記載するよ
うな物品または要素（例えば、微少流体チャネルなどのチャネル、チャンバー）を形成し
てもよい。例えば、種々の物品または要素を固体材料から形成してもよく、チャネルは、
湿式化学処理またはプラズマ処理などを含め、マイクロマシニング、スピンコーティング
および化学蒸着のような膜堆積プロセス、レーザー加工、フォトリソグラフィー技術、エ
ッチング法によって形成することができる。例えば、Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ａｍｅｒｉ
ｃａｎ、２４８：４４－５５、１９８３（Ａｎｇｅｌｌら）を参照されたい。
【０１１３】
　実施形態のある組では、本明細書に記載の物品の種々の構造または要素は、ポリマー、
例えば、エラストマー性ポリマー、例えば、ポリジメチルシロキサン（「ＰＤＭＳ」）、
ポリテトラフルオロエチレン（「ＰＴＦＥ」またはＴｅｆｌｏｎ（登録商標））などから
形成されてもよい。例えば、一実施形態によれば、微少流体チャネルは、ＰＤＭＳまたは
他のソフトリソグラフィー技術を用い、流体システムを別個に製造することによって実行
されてもよい（この実施形態に適したソフトリソグラフィー技術の詳細は、Ｙｏｕｎａｎ
　ＸｉａおよびＧｅｏｒｇｅ　Ｍ．Ｗｈｉｔｅｓｉｄｅｓによる表題「Ｓｏｆｔ　Ｌｉｔ
ｈｏｇｒａｐｈｙ」、Ａｎｎｕａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｓｃｉｅ
ｎｃｅに公開、１９９８、Ｖｏｌ．２８、ページ１５３－１８４、ならびにＧｅｏｒｇｅ
　Ｍ．Ｗｈｉｔｅｓｉｄｅｓ、Ｅｍａｎｕｅｌｅ　Ｏｓｔｕｎｉ、Ｓｈｕｉｃｈｉ　Ｔａ
ｋａｙａｍａ、Ｘｉｎｇｙｕ　ＪｉａｎｇおよびＤｏｎａｌｄ　Ｅ．Ｉｎｇｂｅｒによる
「Ｓｏｆｔ　Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ　ｉｎ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｃｈｅｍ
ｉｓｔｒｙ」、Ａｎｎｕａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎ
ｅｅｒｉｎｇに公開、２００１、Ｖｏｌ．３、ページ３３５－３７３という文献に記載さ
れており、これらの参考文献は、それぞれその全体が本明細書に組み込まれる）。
【０１１４】
　潜在的に適切なポリマーの他の例としては、限定されないが、ポリエチレンテレフタレ
ート（ＰＥＴ）、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポリカーボネート、ポリスチ
レン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリビニルクロリド、環状オレフィンコポリマー
（ＣＯＣ）、ポリテトラフルオロエチレン、フッ化ポリマー、シリコーン、例えば、ポリ
ジメチルシロキサン、ポリ塩化ビニリデン、ビス－ベンゾシクロブテン（「ＢＣＢ」）、
ポリイミド、ポリイミドのフッ化誘導体などが挙げられる。上述のものを含む、ポリマー
が関与する組み合わせ、コポリマーまたはブレンドも想定される。また、デバイスは、複
合材料、例えば、ポリマーと半導体材料の複合材から形成されてもよい。
【０１１５】
　ある実施形態では、物品の種々の構造または要素は、ポリマー材料および／または可撓
性材料および／またはエラストマー材料から作られ、簡便には、硬化可能な流体から形成
されてもよく、成形によって製造を容易にする（例えば、レプリカ成形、射出成形、キャ
スト成形など）。硬化可能な流体は、流体の網目構造において、または網目構造とともに
使用することが想定された流体を含むことができる固体、および／または流体を輸送する
ことができる固体へと、誘導によって凝固させることができる、または自発的に凝固する
ことができる本質的に任意の流体であってもよい。一実施形態では、硬化可能な流体は、
ポリマー液体または液体ポリマー前駆体（すなわち、「プレポリマー」）を含む。適切な
ポリマー液体としては、例えば、その融点より上の温度まで加熱された熱可塑性ポリマー
、熱硬化性ポリマー、ワックス、金属、またはこれらの混合物または複合材を挙げること
ができる。別の例として、適切なポリマー液体は、適切な溶媒中の１つ以上のポリマーの
溶液を含んでいてもよく、この溶液は、例えば、蒸発によって溶媒を除去すると、固体の
ポリマー材料を形成する。このようなポリマー材料は、例えば、溶融状態から、または溶
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媒の蒸発によって凝固させることができ、当業者にはよく知られている。種々のポリマー
材料（その多くはエラストマーである）が適しており、また、型マスター（ｍｏｌｄ　ｍ
ａｓｔｅｒ）の片方または両方がエラストマー材料で構成される実施形態について、型ま
たは型マスターを形成するのにも適している。このようなポリマーの例の非限定的なリス
トとしては、シリコーンポリマー、エポキシポリマー、アクリレートポリマーという一般
的な分類のポリマーが挙げられる。エポキシポリマーは、通常は、エポキシ基、１，２－
エポキシドまたはオキシランと呼ばれる３員環状エーテル基の存在によって特徴づけられ
る。例えば、芳香族アミン、トリアジン、脂環式骨格に基づく化合物に加え、ビスフェノ
ールＡのジグリシジルエーテルを使用してもよい。別の例としては、よく知られているノ
ボラックポリマーが挙げられる。本発明で使用するのに適したシリコーンエラストマーの
非限定例としては、クロロシランを含む前駆体、例えば、メチルクロロシラン、エチルク
ロロシラン、フェニルクロロシランなどから形成されるものが挙げられる。
【０１１６】
　シリコーンポリマー、例えば、シリコーンエラストマーポリジメチルシロキサンを特定
の実施形態で使用する。ＰＤＭＳポリマーの非限定例としては、Ｓｙｌｇａｒｄという商
標でＤｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．、ミッドランド、ＭＩによって販売されるもの、
具体的には、Ｓｙｌｇａｒｄ　１８２、Ｓｙｌｇａｒｄ　１８４、およびＳｙｌｇａｒｄ
　１８６が挙げられる。本発明の種々の構造の製造を簡単にするため、ＰＤＭＳを含むシ
リコーンポリマーにいくつかの有益な特性がある。例えば、このような材料は、高価では
なく、容易に入手可能であり、熱で硬化させることによって、プレポリマー液体から凝固
させることができる。例えば、ＰＤＭＳは、典型的には、プレポリマー液体を、例えば、
約６５℃～約７５℃の温度まで、例えば約１時間さらすことによって、硬化させることが
できる。また、シリコーンポリマー（例えば、ＰＤＭＳ）は、エラストマーであってもよ
く、したがって、本発明の特定の実施形態で必要な、比較的大きなアスペクト比を有する
非常に小さな特徴を形成するのに有用であろう。可撓性（例えばエラストマー）の型また
はマスターは、この観点で有利であろう。
【０１１７】
　シリコーンポリマー（例えば、ＰＤＭＳ）からマイクロフルイディクス構造またはチャ
ネルのような構造を形成する利点のひとつは、例えば、酸素を含有するプラズマ（例えば
、空気プラズマ）にさらすことによって、このようなポリマーを酸化する能力であり、そ
の結果、酸化された構造は、その表面に、他の酸化されたシリコーンポリマー表面または
種々の他のポリマー材料および非ポリマー材料の酸化された表面と架橋することが可能な
化学基を含む。したがって、別個の接着剤または他の封止手段を必要とすることなく、構
造を製造することができ、次いで、酸化し、他のシリコーンポリマー表面または酸化され
たシリコーンポリマー表面と反応性の他の基材表面に対し、本質的に不可逆的に封止する
ことができる。ほとんどの場合、補助的な圧力を加えて封止を形成する必要なく、酸化さ
れたシリコーン表面に別の表面を接触させることによって、封止を簡単に完了することが
できる。すなわち、前酸化したシリコーン表面は、適切な係合表面に対して接触接着剤と
して作用する。具体的には、それ自体に対して不可逆的に封止可能なことに加え、酸化さ
れたシリコーン（例えば、酸化されたＰＤＭＳ）を、それ自体以外のある範囲の酸化材料
（例えば、ガラス、ケイ素、酸化ケイ素、石英、窒化ケイ素、ポリエチレン、ポリスチレ
ン、ガラス状炭素、エポキシポリマーを含む）に対しても、不可逆的に封止可能であり、
これらの酸化材料はＰＤＭＳ表面に対し、同様の様式で（例えば、酸素を含有するプラズ
マにさらすことによって）酸化されている。本発明の文脈において有用な酸化および封止
の方法、および全体的な成形技術は、当該技術分野で記載されており、例えば、「Ｒａｐ
ｉｄ　Ｐｒｏｔｏｔｙｐｉｎｇ　ｏｆ　Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａ
ｎｄ　Ｐｏｌｙｄｉｍｅｔｈｙｌｓｉｌｏｘａｎｅ」、Ａｎａｌ．Ｃｈｅｍ．、７０：４
７４－４８０、１９９８（Ｄｕｆｆｙら）の文献に記載されており、本明細書にその全体
が参考として援用される。
【０１１８】
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　したがって、特定の実施形態では、噴霧乾燥機の設計および／または製造は、例えば、
比較的よく知られたソフトリソグラフィーおよび本明細書に記載するものを含む他の技術
を使用することによって、比較的単純となり得る。それに加えて、ある実施形態では、噴
霧乾燥機の迅速および／または特注の設計は、例えば、幾何形状の観点で可能である。実
施形態のある組では、例えば、放射性、毒性、有毒、反応性、バイオハザードなどである
物質とともに噴霧乾燥機を用いる場合、および／または物質のプロフィール（例えば、毒
性プロフィール、放射性プロフィールなど）が未知である場合に、使い捨てであるように
噴霧乾燥機が製造されてもよい。
【０１１９】
　酸化されたシリコーンポリマーからチャネルまたは他の構造（または内部の流体接触面
）を形成する別の利点は、これらの表面を、典型的なエラストマー性ポリマーの表面より
もはるかに親水性にすることができることである（親水性内側表面が望ましい）。このよ
うな親水性チャネル表面は、典型的な酸化されていないエラストマー性ポリマーまたは他
の疎水性材料で構成される構造において可能な程度よりも、より簡単に水溶液で満たされ
、濡らすことができる。
【０１２０】
　ある実施形態では、チャネルの１つ以上の壁または部分を、例えば、コーティング材料
（光活性コーティング材料を含む）でコーティングしてもよい。特定の場合に、コーティ
ング材料を使用し、チャネルの壁の疎水性を制御および／または変えることができる。あ
る実施形態では、基材（例えば、微少流体チャネルのようなチャネルの壁）へのコーティ
ングとして形成することができるゾルゲルが提供される。ある場合には、ゾルゲルの１つ
以上の部分を反応させ、疎水性を変えてもよい。例えば、ゾルゲルの一部を光（例えば、
紫外線）にさらし、これを使用し、ゾルゲル中で化学反応を誘発させ、疎水性を変えるこ
とができる。ゾルゲルは、光にさらされるとラジカルを発生する光開始剤を含んでいても
よい。場合により、ゾルゲル内で、光開始剤をシランまたは他の材料と結合体化する。こ
のようにして作られるラジカルを用い、ゾルゲル表面で縮合反応または重合反応を行わせ
、それによって表面の疎水性を変えてもよい。ある場合には、例えば、露光を制御するこ
とによって（例えば、マスクを用いて）種々の部分を反応させるか、または未反応のまま
残しておいてもよい。
【０１２１】
　したがって、本発明の一局面では、チャネルの壁へのコーティングは、ゾルゲルであっ
てもよい。当業者なら知っているように、ゾルゲルは、ゾル状態またはゲル状態であり得
る材料である。ある場合には、ゾルゲル材料は、ポリマーを含んでいてもよい。ゾル状態
を化学反応によってゲル状態に変換してもよい。ある場合には、例えば、乾燥技術または
加熱技術によってゾルから溶媒を除去することによって、反応を促進してもよい。したが
って、ある場合には、例えば以下に記載するように、使用する前に、例えば、ゾル内であ
る程度縮合を起こすことによって、ゾルを前処理してもよい。ゾルゲル化学反応は、一般
的に、重合に類似しているが、シランの一連の加水分解でシラノールを得て、続いてこれ
らのシラノールの縮合によってシリカまたはシロキサンを形成するものである。
【０１２２】
　ある実施形態では、ゾルゲルコーティングは、特定の性質を有する（例えば、特定の疎
水性を有する）ように選択されてもよい。コーティングの性質は、ゾルゲルの組成を制御
することによって（例えば、ゾルゲル内の特定の材料またはポリマーを使用することによ
って）、および／または例えば、本明細書に記載するように、コーティングに対し縮合反
応または重合反応を行い、ポリマーをゾルゲルコーティングに反応させることによってコ
ーティングを改変することによって制御されてもよい。
【０１２３】
　例えば、疎水性ポリマーをゾルゲルに組み込むことによって、ゾルゲルコーティングを
より疎水性にしてもよい。例えば、ゾルゲルは、１つ以上のシラン、例えば、フルオロシ
ラン（すなわち、少なくとも１つのフッ素原子を含むシラン）、例えば、ヘプタデカフル
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オロシランまたはヘプタデカフルオロオクチルシラン、または他のシラン、例えば、メチ
ルトリエトキシシラン（ＭＴＥＳ）または１つ以上の脂質鎖を含むシラン、例えば、オク
タデシルシランまたは他のＣＨ３（ＣＨ２）ｎ－シラン（ｎは、任意の適切な整数であっ
てもよい）を含んでいてもよい。例えば、ｎは、１、５または１０より大きくてもよく、
ある場合には、約２０、２５または３０未満であってもよい。シランはまた、場合により
、他の基（例えば、アルコキシド基、例えば、オクタデシルトリメトキシシラン）を含ん
でいてもよい。適切なシランの他の例としては、アルコキシシラン、例えば、エトキシシ
ランまたはメトキシシラン、ハロシラン、例えば、クロロシラン、またはケイ素原子に加
水分解可能な部分（例えば、水酸化物部分）を含む他のケイ素含有化合物が挙げられる。
一般的に、ほとんどのシランをゾルゲルに使用してもよく、特定のシランは、疎水性のよ
うな望ましい性質を基準として選択される。さらに、他のシラン（例えば、短い鎖長また
は長い鎖長を有する）もまた、本発明の他の実施形態では、相対的な疎水性または親水性
のような望ましい因子に依存して選択されてもよい。ある場合には、シランは、ゾルゲル
を親水性にするであろう他の基（例えば、アミンのような基）を含んでいてもよい。非限
定例としては、ジアミンシラン、トリアミンシランまたはＮ－［３－（トリメトキシシリ
ル）プロピル］エチレンジアミンシランが挙げられる。シランを反応させ、ゾルゲル内に
網目構造を形成してもよく、縮合の程度は、例えば、温度、存在する酸または塩基の量な
どを制御することによって、反応条件を制御することによって制御されてもよい。
【０１２４】
　ある場合には、２種以上のシランがゾルゲル中に存在していてもよい。例えば、ゾルゲ
ルは、得られるゾルゲルがより高い疎水性を示すためのフルオロシランと、ポリマーの製
造を促進する他のシラン（または他の化合物）を含んでいてもよい。ある場合には、Ｓｉ
Ｏ２化合物を製造し、縮合または重合を促進することができる、ＴＥＯＳ（オルトケイ酸
テトラエチル）などの材料が存在してもよい。ある実施形態では、シランは、シランに結
合する４個までの化学部分を有していてもよく、ある場合には、この部分の１つがＲＯ－
部分にあってもよく、Ｒは、例えば、アルコキシドまたは他の化学部分であり、その結果
、シランを金属酸化物系の網目構造に組み込むことができる。それに加えて、ある場合に
は、１つ以上のシランを加水分解し、対応するシラノールを形成することができる。
【０１２５】
　それに加えて、ゾルゲルは、シランのみを含むものに限定されず、シランに加え、また
はシランに代えて、他の材料が存在していてもよいことを理解すべきである。例えば、コ
ーティングは、１つ以上の金属酸化物、例えば、ＳｉＯ２、バナジア（Ｖ２Ｏ５）、チタ
ニア（ＴｉＯ２）、および／またはアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）を含んでいてもよい。他の例
として、ゾルゲルは、二重結合を含む部分を有していてよく、有さない場合は、例えば、
ラジカル重合に関与するチオールのように、任意の重合反応の中で反応性である。
【０１２６】
　ゾルゲルは、基材へのコーティングとして存在していてもよく、コーティングは、任意
の適切な厚みを有していてもよい。例えば、コーティングは、厚みが約１００マイクロメ
ートル以下、約３０マイクロメートル以下、約１０マイクロメートル以下、約３マイクロ
メートル以下、または約１マイクロメートル以下であってもよい。ある場合には、例えば
、より高い耐薬品性が望ましい用途では、より厚いコーティングが望ましい場合がある。
しかし、例えば、比較的小さい微少流体チャネルにおける他の用途では、より薄いコーテ
ィングが望ましい場合がある。
【０１２７】
　実施形態のある組では、ゾルゲルコーティングの疎水性を制御することができ、例えば
、その結果、ゾルゲルコーティングの第１の部分は比較的疎水性とし、ゾルゲルコーティ
ングの第２の部分は、第１の部分よりも相対的に疎水性が大きく、または小さくすること
ができる。当業者に既知の技術を用い、例えば、本明細書に開示されるような接触角測定
を用いてコーティングの疎水性を決定することができる。例えば、ある場合には、基材（
例えば、微少流体チャネル内）の第１の部分は、水よりも有機溶媒を好む疎水性を有して
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いてもよく、一方、第２の部分は、有機溶媒よりも水を好む疎水性を有していてもよい。
【０１２８】
　例えば、ゾルゲルコーティングの少なくとも一部に対し、縮合反応または重合反応を行
い、ポリマーをゾルゲルコーティングと反応させることによって、ゾルゲルコーティング
の疎水性を改変することができる。ゾルゲルコーティングと反応するポリマーは、任意の
適切なポリマーであってもよく、特定の疎水性の特性を有するように選択されてもよい。
例えば、ポリマーは、基材および／またはゾルゲルコーティングよりも高い疎水性または
高い親水性であるように選択されてもよい。一例として、使用可能な親水性ポリマーはポ
リ（アクリル酸）である。
【０１２９】
　モノマー（またはオリゴマー）形態のポリマーをゾルゲルコーティングに（例えば、溶
液中で）供給し、ポリマーとゾルゲルとの間で縮合反応または重合反応を行うことによっ
て、ポリマーをゾルゲルコーティングに加えてもよい。例えば、遊離ラジカル重合を用い
、ポリマーをゾルゲルコーティングに結合させてもよい。ある実施形態では、場合により
、光にさらされると（例えば、分子開裂を介して）遊離ラジカルを発生することができる
光開始剤存在下、反応物を熱および／または光（例えば、紫外線（ＵＶ）光）にさらすこ
とによって、反応（例えば、遊離ラジカル重合）を開始してもよい。当業者は、多くのこ
のような光開始剤を認識しているだろう。光開始剤の多くは市販されており、例えば、Ｉ
ｒｇａｃｕｒ　２９５９（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）、アミ
ノベンゾフェノン、ベンゾフェノン、または２－ヒドロキシ－４－（３－トリエトキシシ
リルプロポキシ）－ジフェニルケトン（ＳＩＨ６２００．０、ＡＢＣＲ　ＧｍｂＨ　＆　
Ｃｏ．ＫＧ）が挙げられる。
【０１３０】
　ゾルゲルコーティングに加えられるポリマーとともに、光開始剤が含まれていてもよく
、またはある場合には、ゾルゲルコーティングの中に光開始剤が存在していてもよい。さ
らに、ある実施形態では、コーティング工程の後に、ゾルゲルコーティング内に光開始剤
を導入してもよい。一例として、ゾルゲルコーティング内に光開始剤が含まれていてもよ
く、光にさらされると活性化してもよい。さらに、ゾルゲルコーティングの成分（例えば
、シラン）に光開始剤を結合体化または結合してもよい。一例として、光開始剤（例えば
、Ｉｒｇａｃｕｒ　２９５９）を、ウレタン結合を介してシラン－イソシアネートに結合
体化してもよい（光開始剤の上の一級アルコールは、イソシアネート基との求核付加に関
与してもよく、これによりウレタン結合を生成することができる）。
【０１３１】
　したがって、本発明のある局面は、一般的に、基材の少なくとも一部にこのようなゾル
ゲルをコーティングするシステムおよび方法を対象とする。実施形態のある組では、基材
（例えば、微少流体チャネル）をゾルにさらし、次いで、処理してゾルゲルコーティング
を形成する。ある場合には、ゾルを前処理し、部分的に縮合または重合を生じさせてもよ
い。過剰なゾルゲルコーティングは、場合により基材から除去されてもよい。ある場合に
は、例えば、上述のように、モノマーおよび／またはオリゴマーを含む溶液にコーティン
グをさらし、モノマーおよび／またはオリゴマーをコーティングとともに縮合または重合
させることによって、コーティングの一部を処理してその疎水性（または他の性質）を変
えてもよい。
【０１３２】
　ゾルは、溶媒に含まれていてもよく、上述のものを含む光開始剤のような他の化合物も
含んでいてもよい。ある場合には、ゾルは、１つ以上のシラン化合物も含む。例えば、化
学的または物理的技術（例えば、熱）を用いて溶媒を除去することによって、任意の適切
な技術を用い、ゾルを処理してゲルを形成してもよい。例えば、ゾルを少なくとも約５０
℃、少なくとも約１００℃、少なくとも約１５０℃、少なくとも約２００℃、または少な
くとも約２５０℃の温度にさらしてもよく、これを用いて溶媒の少なくとも一部を取り去
るか、または蒸発させてもよい。具体的な例として、ゾルを、少なくとも約２００℃また
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は少なくとも約２５０℃の温度に達するように設定したホットプレートにさらしてもよく
、ゾルをホットプレートにさらすと、溶媒の少なくとも一部が取り去られるか、または蒸
発する。しかし、ある場合には、熱が存在しない状態、例えば、室温であってもゾルゲル
反応が進行する場合もある。したがって、例えば、ゾルをしばらく放置してもよく（例え
ば、約１時間、約１日など）、および／または空気または他の気体または液体をゾル上を
通過させ、ゾルゲル反応を進めることができるだろう。
【０１３３】
　他の実施形態では、光開始剤の代わりに、または光開始剤に加えて他の開始技術を用い
てもよい。例としては、限定されないが、レドックス開始、および、例えばデバイスの一
部を加熱することで引き起こされる熱分解が挙げられる（例えば、特定の温度を有するか
、または酸化性化学薬品または還元性化学薬品を含む液体流によって行うことができる）
。別の実施形態では、表面の官能基化（ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｉｚａｔｉｏｎ）は、例え
ば、表面が、その反応に関与し得る反応性基を含んでいる場合、重付加反応および重縮合
反応によって達成されてもよい。ある場合には、望ましい官能基を含むシラン、例えば、
ＣＯＯＨ部分、ＮＨ２部分、ＳＯ３Ｈ部分、ＳＯ４Ｈ部分、ＯＨ部分、ＰＥＧ鎖などを含
むシランを加えてもよい。
【０１３４】
　ある場合には、依然として存在している、ゲル化していないあらゆるゾルを基材から除
去してもよい。ゲル化していないゾルを、例えば、圧力を加えることによって、または化
合物を基材に加えることによって、能動的に（例えば、物理的に）除去してもよく、また
はある場合には、ゲル化していないゾルを受動的に除去してもよい。例えば、ある実施形
態では、微少流体チャネル内に存在するゾルを加熱して溶媒を蒸発させ、微少流体チャネ
ル内で気体状態で蓄積され、それによって、微少流体チャネル内の圧力が高まる。この圧
力は、ある場合には、ゲル化していないゾルの少なくとも一部を除去するか、または微少
流体チャネルから「吹き飛ばす」のに十分であり得る。
【０１３５】
　特定の実施形態では、コーティングの一部を処理し、コーティングを基材に導入した後
にその疎水性（または他の性質）を変えてもよい。ある場合には、上述のように、コーテ
ィングを、モノマーおよび／またはオリゴマーを含む溶液にさらし、次いで、凝縮または
重合してコーティングに結合する。例えば、コーティングの一部を熱または光（例えば、
紫外線）にさらしてもよく、これを使用して遊離ラジカル重合反応を開始し、重合が起こ
してもよい。場合により、例えば、ゾルゲルコーティング内に光開始剤が存在し、この反
応を促進する。ある実施形態では、光開始剤は、二重結合、チオール、および／またはモ
ノマーおよび／またはオリゴマーがゾルゲルコーティングに共有結合することができるよ
うな他の反応性基も含んでいてもよい。
【０１３６】
　以下の文献は、その全体が本明細書に参考として援用される。Ｌｉｎｋらによって２０
０５年１０月７日に出願された米国特許出願第１１／２４６，９１１号、表題「Ｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｏｆ　Ｆｌｕｉｄｉｃ　Ｓｐｅｃｉｅｓ」、２０
０６年７月２７日に公開された米国特許出願公開第２００６／０１６３３８５号；Ｓｔｏ
ｎｅらによって２００４年１２月２８日に出願された米国特許出願第１１／０２４，２２
８号、表題「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｆｌｕｉｄ　Ｄｉｓ
ｐｅｒｓｉｏｎ」、現在は２０１０年５月４日に発行された米国特許第７，７０８，９４
９号；Ｗｅｉｔｚらによって２００７年８月２９日に出願された米国特許出願第１１／８
８５，３０６号、表題「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｆｏｒｍ
ｉｎｇ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｅｍｕｌｓｉｏｎｓ」、２００９年５月２１日に公開された
米国特許出願公開第２００９／０１３１５４３号；Ｌｉｎｋらによって２００６年２月２
３日に出願された米国特許出願第１１／３６０，８４５号、表題「Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｏｆ　Ｆｌｕｉｄｉｃ　Ｓｐｅｃｉｅｓ」、２００７年１月４日に公
開された米国特許出願公開第２００７／０００３４４２号。また、Ａｂａｔｅらによって
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２０１０年１２月２１日に出願された米国仮特許出願番号第６１／４２５，４１５号、表
題「Ｓｐｒａｙ　Ｄｒｙｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ］、Ａｂａｔｅらによって２０１
１年５月１１日に出願された米国仮特許出願第６１／４８５，０２６号、表題「Ｓｐｒａ
ｙ　Ｄｒｙｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ」も、本明細書にも参考として全体が組み込ま
れる。
【０１３７】
　以下の実施例は、本発明の特定の実施形態を説明することを意図しており、本発明の発
明全体の範囲を例示するものではない。
【実施例】
【０１３８】
　（実施例１）
　噴霧乾燥は、溶液、エマルションまたは懸濁液を１つの工程で乾燥させることができる
重要な技術である。最終生成物は、大きな表面を有する微粉末であってもよい。噴霧乾燥
技術の医薬用途としては、熱感受性成分が分解するのを避ける乾燥植物抽出物の製造から
、結合特性を改良して圧縮するための賦形剤の製造まで広範囲の分野が挙げられる。しか
し、従来の噴霧乾燥機技術は、製造プロセスが、高圧または複雑な実験設定を含むため、
高い製造費用をもたらすことが多い。それに加えて、目標とする薬物の送達にしばしば必
要とされる、１００ｎｍ未満の粒径は、通常は、市販の噴霧乾燥機では達成されない。
【０１３９】
　この実施例において記載されるように、これらの制限は、マイクロフルイディクスを用
いて克服することができる。かなり洗練された微少流体デバイスを製造するための従来技
術のひとつは、ポリジメチルシロキサン（「ＰＤＭＳ」）を用いるソフトリソグラフィー
である。しかし、疎水性化合物は、ＰＤＭＳマイクロチャネルに吸着し、デバイスを汚す
可能性がある。疎水性薬物からナノ粒子を製造するための改良されたシステムは、疎水性
薬物を噴霧乾燥によって加工する能力と、マイクロフルイディクスの多用途性とを組み合
わせる。
【０１４０】
　したがって、この実施例は、一般的に、微少流体噴霧乾燥機を用いた、疎水性薬物ナノ
粒子の製造を対象とする。この特定の実施例を用いたデバイス幾何形状は、高いアスペク
ト比を有し、酸素プラズマ処理によって親水性になる。これにより、チャネルの壁への疎
水性沈殿の吸着が妨げられ、このＰＤＭＳ系微少流体デバイスにおいて疎水性薬物を使用
することができる。噴霧を集める距離を制御することによって、生成物の結晶化度を制御
してもよい。したがって、この微少流体デバイスは、例えば、直径が１００ｎｍ未満の薬
物ナノ粒子を製造することができる。さらに、このデバイスは、ある場合には、例えば、
疎水性薬物のバイオアベイラビリティを高めるために、結晶化阻害剤とともに薬剤を一緒
に噴霧乾燥することによって、アモルファスの共沈物を形成することができる。それに加
えて、本明細書に記載するように、独立した２種類の溶媒流の注入を用い、薬物の共沈物
を調製することができる。
【０１４１】
　従来の噴霧乾燥機において、単一の液体の流れを典型的には噴霧ノズルの圧縮気体によ
って霧状にし、次いで、この噴霧を乾燥チャンバー内で加熱した気体の流れと混合し、溶
媒を蒸発させ、乾燥した生成物を得る。しかし、この設定では、単一の溶媒系またはあら
かじめ混合しておいた溶媒混合物を処理することしかできない。溶媒／貧溶媒による沈殿
または溶媒流を迅速に反応させるために必要とされる、複数の別個の溶媒流を処理するた
めに、噴霧乾燥機にさらなる別個の注入用チャネルを用意してもよい。この実施例におい
て、図１に示すように、流れが集束する２つの交差合流点の配列を有する微少流体デバイ
スを使用し、図１では、噴霧乾燥によって疎水性薬物からナノ粒子を形成するための微少
流体デバイスの模式図を示す。
【０１４２】
　このデバイス幾何形状によって、２種類の溶媒流を別個に注入することができ、圧縮空
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気のための第３の入口を提供する。疎水性薬物ナノ粒子を形成するために、疎水性薬物を
有機溶媒に溶解してもよく、これを第１の入口へと注入し（「溶媒１」）、第２の流体を
第２の入口へと注入してもよい（「溶媒２」）。２種類の溶媒を、第１の交差合流点でジ
ェットを形成するような様式で注入してもよく、このジェットは第２の交差合流点まで伸
長し、この場所で圧縮空気が注入される（「空気」）。圧縮空気の注入によって、流体か
ら別個の液滴、例えば噴霧または霧を形成することができる。
【０１４３】
　疎水性薬物を処理するために、ＰＤＭＳデバイスは、薬物結晶または他の沈殿剤がマイ
クロチャネルの壁に吸着することによる汚れに耐性があるべきである。本実施例では、こ
のことを、プラズマが、噴霧乾燥機のチャネルをより親水性にするため、本質的に疎水性
のＰＤＭＳデバイスを酸素プラズマを用いて処理することによって達成した。プラズマ処
理されたデバイスの親水性は、時間経過にともなって低下していくが、チャネル表面を、
例えば複数回にわたって同じ様式で再生することができる。汚れへの耐性をさらに改良す
るために、薬物を負荷した溶媒流とチャネルの壁との表面接触を最小限にした。このこと
は、高いアスペクト比を有するデバイス幾何形状を設計することによって達成された。ア
スペクト比（チャネルの幅に対する高さ）は、デバイスの上半分では１０：１、噴霧ノズ
ルでは４：１とされた。アスペクト比が高いチャネルは、正方形のチャネルよりも耐圧性
が低いため、噴霧乾燥機のチャネルは、ある場合には、図２に示されるようにいくらか膨
張する場合がある。
【０１４４】
　流れのプロフィールに対するチャネル変形の影響を決定するために、典型的な溶媒／貧
溶媒系を本発明の噴霧乾燥機で処理し、低圧および高圧で、デバイス内のデバイス変形を
比較した。これらの観察結果は、ＣＯＭＳＯＬ　４．０ａを用いた計算流体力学（ＣＦＤ
）シミュレーションの結果によって裏付けられた。ＰＤＭＳチャネルの構造力学、ナビエ
・ストークス方程式によって示される流体の流れ、溶媒流の拡散を考慮した３Ｄシミュレ
ーションモデルを設計した。
【０１４５】
　低圧での噴霧実験のために、溶媒（イソプロピルアルコール、ＩＰＡ）、貧溶媒（水）
、圧縮空気を、ＩＰＡについて流量１ｍｌ　ｈ－１、水について流量１０ｍｌ　ｈ－１で
それぞれ第１の入口、第２の入口、第３の入口に注入した。図２Ａに示すように、空気の
圧力を０．３４ｂａｒに設定した。高圧での実験のために、ＩＰＡおよび水の流量をそれ
ぞれ５ｍｌ　ｈ－１および５０ｍｌ　ｈ－１まで高め、図２Ｂに示されるように、空気の
圧力を２．０９ｂａｒに設定した。低圧（０．３４ｂａｒ）では、ＰＤＭＳデバイスは、
最小限の変形を示し、第１の交差合流点と第２の交差合流点の間で二次元の集束した流れ
のパターンがみられた。しかし、圧力を高めていくと、ＰＤＭＳデバイスは、内部応力に
応答し、チャネルはわずかに膨張した。アスペクト比が高いため、マイクロチャネルにつ
いて、流体の流れに対して横方向の水平方向に最も大きな膨張がみられた。チャネルの壁
は疑似円形になった（ａｄａｐｔｅｄ）。
【０１４６】
　この変形は、図２Ｃに示すように、噴霧乾燥機の内側の流れプロフィールに影響を与え
た。ＣＦＤシミュレーションを用い、流れプロフィールに対する変形の影響を調べた。こ
のデバイスのシミュレーションによって示されるように、第１の交差合流点と第２の交差
合流点の間の流れプロフィールは、三次元の同軸流れパターンをとった。図２Ｃで示され
るように、初期の長方形のマイクロチャネルは、膨張し、疑似円形になった。このデバイ
スのシミュレーションによって示されるように、第１の交差合流点と第２の交差合流点の
間の流れプロフィールは、三次元の同軸流れパターンをとり、したがって、薬物を負荷し
た溶媒流とチャネルの壁との間の接触面が小さくなる。スケールバーは、１００マイクロ
メートルを示している。したがって、内側相が、中央相の保護性のシースによって囲まれ
た。これにより、疎水性薬物が溶解した溶媒とチャネルの壁との表面接触が最小限になり
、噴霧乾燥機が汚れるのを防ぐ。
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【０１４７】
　噴霧を形成するとき、噴霧の形状および滴の大きさは、処理した薬物の乾燥、粒径、形
態に影響を及ぼす重要な因子である。滴の大きさおよび噴霧の形状を決定するために、噴
霧乾燥機中の噴霧形成は、高速カメラを用いた記録動画によって視覚化された。ＩＰＡを
合計流量５０～５５ｍｌ　ｈ－１で第１の入口および第２の入口に注入した。低い空気圧
で、図３Ａ～３Ｃに示されているように、流体のジェットがノズルから吐出され、下流で
それぞれ単一の液滴へと破壊され、溶媒流は噴霧に分散せず、その代わりに、液体のジェ
ットを噴霧ノズルから吐出し、図３Ａ～３Ｃに示すように、レイリー・プラトー不安定性
（ｒａｙｌｅｉｇｈ　ｐｌａｔｅａｕ　ｉｎｓｔａｂｉｌｉｔｙ）に起因して、大きな液
滴へと破壊された。全パネルのスケールバーは、１００マイクロメートルを示している。
空気圧を０．５ｂａｒを超えて上昇させると、噴霧ノズルで細かく分散した滴の形成が観
察され、丸い完全な円錐形の噴霧パターンになった。短い出口チャネルでのオリフィスの
前に、液体に乱流が付与されるため、このパターンが形成された。
【０１４８】
　噴霧形成プロセスを定量化するために、図３Ｄに示されるように、滴の大きさ（直径）
ｄを空気圧ｐの関数として測定した。圧力を高めていくにつれて、液滴の平均サイズは直
線的に小さくなる。この線は、目に対するガイドである。一滴の大きさは、直径約４マイ
クロメートルで圧力を２．１ｂａｒまで上げていくと、直線的に小さくなり、この圧力は
、この特定の噴霧乾燥機が、プラズマによって結合したＰＤＭＳが剥離することなく耐え
得る最大圧力である。しかし、他の実施形態では、例えば、マイクロチャネルの間の間隔
を大きくすることによって、ＰＤＭＳデバイスの耐圧性を高めることによって、より高い
空気圧が達成されてもよい。
【０１４９】
　（実施例２）
　この実施例は、本発明の一実施形態にかかる微少流体噴霧乾燥機を用いた疎水性薬物ナ
ノ粒子の形成を示す。この例において、ダナゾールをモデル薬物として使用した。ダナゾ
ールは、テストステロンのイソオキサゾール誘導体であり、子宮内膜症および遺伝性血管
浮腫の処置に適用される。以下の構造
【０１５０】
【化１】

を有する。
【０１５１】
　疎水性薬物を処理するための方法のひとつは、液体貧溶媒沈殿（「ＬＡＳＰ」）であり
、アルコールに溶解した薬物を、貧溶媒としての水と薬物溶液とを混合することによって
沈殿させる。この例において、ダナゾールをイソプロピルアルコールに溶解し、次いで、
水とともに第１の交差合流点に注入した。微少流体デバイスが層流レジメンで操作される
場合、界面では、溶媒流の拡散に基づく混合のみがみとめられ、薬物の沈殿は生じなかっ
た。
【０１５２】
　疎水性薬物の粒径および形態に対する微少流体処理の影響を評価するために、粒子の成
長に影響を及ぼす安定化剤も界面活性剤も加えなかった。流量は、最初はダナゾールにつ
いて５ｍｌ　ｈ－１、水について５０ｍｌ　ｈ－１に設定し、この流量は、体積比で１：
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１０に対応し、従来のＬＡＳＰプロセスにおいて、ダナゾールのマイクロ粒子が得られる
ことが示されている。この実施例での噴霧は、完全に空気中に懸濁し、したがって、収集
するときに生成物が乾燥することを確実にしていた。処理した薬物の形態および粒径を走
査電子顕微鏡法（「ＳＥＭ」）分析によって調べた。未処理（未加工）のダナゾールは、
約２マイクロメートル～１００マイクロメートルの不規則な形状の粒子で構成されており
、この実施例では、微少流体噴霧乾燥機を用いて薬物を処理することによって、粒径は顕
著に小さくなった。図４Ａおよび４Ｃに示されるように、２０ｎｍ～６０ｎｍの狭い粒径
分布（「ＰＳＤ」）を有するダナゾールナノ粒子が得られ、この粒径は、すでに報告され
ているものより小さい。スケールバーは３００ｎｍを示している。
【０１５３】
　ＬＡＳＰを用いた薬物ナノ粒子の形成は、薬物溶液と貧溶媒とを混合することによって
駆動された。薬物溶液の過飽和度は、核形成および薬物ナノ粒子の成長を支配しているよ
うであった。しかし、本発明者らの微少流体デバイスの噴霧ノズルのオリフィスの前に、
短い出口チャネルでは十分な混合のみが起こった。安定な噴霧を形成するために高い流量
を使用したため、出口チャネルにおける流体の遅延時間は短すぎて、混合によって核を成
長させることができなかったはずである。したがって、この形成プロセスをさらに試験す
るために、特定の実験において、貧溶媒（水）を溶媒（ＩＰＡ）に置き換え、ダナゾール
のＩＰＡ溶液と純粋なＩＰＡをそれぞれ微少流体デバイスの第１の入口および第２の入口
へと注入した。
【０１５４】
　図４Ｂおよび４Ｄからわかるように、同じ大きさおよび形態のダナゾールナノ粒子が得
られた。スケールバーは３００ｎｍを示している。貧溶媒が存在しない状態での同じ大き
さおよび形態のダナゾールナノ粒子の形成は、粒子の形成が、主に噴霧の蒸発によって駆
動されており、過飽和による核の形成によっては駆動されないことを示唆していた。未処
理（「未加工」）のダナゾールおよび処理したダナゾール（「噴霧」）のエネルギー分散
型のＸ線（ｅｎｅｒｇｙ　ｄｉｓｐｅｒｓｉｖｅ　Ｘ　ｒａｙ）（「ＥＤＸ」）分析（図
４Ｅ）から、どちらの溶媒系を用いても、噴霧乾燥プロセス中に薬物の化学組成は変化し
ないままであることも示された。
【０１５５】
　（実施例３）
　噴霧乾燥プロセスの別の重要なパラメーターは、ノズルから乾燥領域への最終的な粒子
の収集距離である。疎水性薬物の形態および大きさが、反応物の初期濃度、添加剤の選択
、溶媒と貧溶媒の比率などに依存することが知られているが、本明細書に記載するように
噴霧の空間サンプリングを行うことによって、収集距離に顕著に依存することも見いださ
れた。
【０１５６】
　このことを示すために、この実施例において、ダナゾールをＩＰＡとともに前述と同じ
ように注入するが、今回は、噴霧ノズルから５ｃｍの段階で噴霧を集めた。ＳＥＭ分析を
行い、２つの別個の生成物形態があることがわかった。収集距離が５ｃｍの場合、ダナゾ
ールの層ごとの集合体が観察され、それぞれの層の厚みは、図５Ａに示されるように６０
ｎｍ～８０ｎｍであった。これらの値は、図３に示されるように、単一のダナゾールナノ
粒子の大きさとよく近似していた。
【０１５７】
　しかし、飛行時間が短すぎて噴霧を完全に蒸発させることができないため、残った溶媒
がすでに形成された粒子の移動度を増大させ、それらが融合し、そしてエネルギー的によ
り有利な状態に到達した。したがって、噴霧が完全に蒸発するように、収集距離を３０ｃ
ｍに延長すると、図５Ｂに示されるような単一のナノ粒子が形成された。図５Ｂは、ナノ
粒子の直径が約２０ｎｍ～６０ｎｍであり、密度の濃い網目構造に集まったことを示して
いる。
【０１５８】
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　Ｘ線粉末回折分析（「ＸＲＰＤ」）を使用し、ダナゾールの結晶化度に対する空間サン
プリングの効果を決定した。未処理ダナゾールのＸＲＤパターンについて、１５．８、１
７．１、１９．０の２θ（２シータ）での特性ピークを参照として使用した。処理したダ
ナゾールにおいて、噴霧の収集距離が長くなるにつれて、特性ピークの強度が小さくなっ
た。このことは、図５Ｃ～５Ｅに示されるように、薬物の初期の結晶化度は回復しないこ
とを示唆していた。これらの図は、直径が２０ｎｍ～６０ｎｍのナノ粒子が密度の濃い網
目構造に集まったことを示している。アモルファス形態の物理化学的性質の違いが、いく
つかの実施形態ではダナゾールのバイオアベイラビリティを顕著に高めることがあるため
、アモルファスダナゾールの生成は重要である。
【０１５９】
　（実施例４）
　アモルファス疎水性薬物を製造するための別の方法は、薬物と結晶化阻害剤の同時噴霧
乾燥である。この実施例は、微少流体噴霧乾燥機を用いて、この噴霧乾燥を示す。
【０１６０】
　ある実験において、図６Ａに示されるように、ＩＰＡ中の乾燥ダナゾールを水と一緒に
同時噴霧し、この噴霧を短い距離で集めた。特に、ＩＰＡ中のダナゾールを微少流体デバ
イス内で水と混合し、ノズルから５ｃｍの距離で噴霧を集めると、ＸＲＰＤパターンによ
って示されるように、ダナゾールは結晶性凝集物へと成長した。この噴霧は、飛行時間が
短いため、完全に蒸発していないようであった。これにより、図６Ｃおよび６Ｅに示され
るように、ダナゾールが星形の結晶性凝集物へと成長することができた。しかし、他の実
験では、結晶化阻害剤を用いることによって、アモルファスダナゾールを形成してもよい
。ポリ（ビニルピロリドン）（ＰＶＰ）は、医薬処方物において結晶の成長を阻害するこ
とが十分に知られており、これらの実験で使用した。図６Ｂに示されるように、２５　ｍ
ｌ　ｈ－１の同じ流量でＩＰＡ中のダナゾールを１．５重量％のＰＶＰ水溶液と一緒に処
理した。ここでもまた、噴霧を短い距離で集めた。しかし、噴霧が乾燥するにつれて、図
６Ｄに示されるように、ダナゾールは結晶化することなくＰＶＰマトリックスの中で噴霧
から析出した。したがって、図６Ｆに示されるように、ＸＲＰＤパターンでは特性ピーク
はなんらみられなかった（図６Ｅと比較）。図６Ｃ、６Ｄのスケールバーは５マイクロメ
ートルを示している。
【０１６１】
　（実施例５）
　この実施例は、本明細書に記載するような噴霧乾燥機を用いて行った実験と、従来の実
験室用噴霧乾燥機で同じ処方物を用いた実験とを比較する。ＸＲＰＤ（Ｘ線粉末回折分析
）およびＳＥＭを用いて結果を比較する。
【０１６２】
　これらの実験では、噴霧速度が１０ｍｇ　ｍｉｎ－１のＭｉｎｉ噴霧乾燥機Ｂ　１９１
（Ｂｕｅｃｈｉ、ドイツ）を使用し、ダナゾールのＩＰＡ溶液、ＰＶＰを含むダナゾール
のＩＰＡ溶液について試験した。前者の場合、約１マイクロメートル～５マイクロメート
ルの範囲の粒子が作られ（図７Ａ）、これらは、上に記載した微少流体噴霧乾燥機を用い
て形成されたダナゾール粒子よりもかなり大きかった。それに加えて、ダナゾールの結晶
化度は、図７Ｃに示されるように保持されていた。図７Ｂおよび７Ｄに示されるように、
ダナゾールとＰＶＰの共沈物の形成についても同様の結果が観察された。ダナゾールの初
期の結晶化度はＰＶＰによって抑えられているものの、粒子は、上述の微少流体デバイス
を用いた匹敵する実験よりも２桁大きかった。
【０１６３】
　（実施例６）
　この実施例は、これまでの実施例で使用した種々の技術を示す。
【０１６４】
　ソフトリソグラフィーを用い、ＰＤＭＳ微少流体デバイスを製造した。すべてのチャネ
ルは、高さを１００マイクロメートルに固定した。ＰＤＭＳの複製物を、酸素プラズマ処
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理を用いて硬化したＰＤＭＳの平坦なシートに結合させた。プラズマ処理によってマイク
ロチャネルを一時的に親水性にした。疎水性薬物の取り扱いに適した親水性の表面改変を
保持するために、デバイスに脱イオン水を流した。スタンプしたデバイスの出口チャネル
をカミソリ刃で薄く切断することによって、噴霧乾燥機のノズルを調製した。薄く切断す
るときに再現可能な精度を得るために、初期のＡｕｔｏＣＡＤデザインでの目に対するガ
イドを、噴霧乾燥機で使用した。
【０１６５】
　噴霧乾燥実験。ＰＶＰ（重量平均分子量ＭＷ　１０，０００ｇ　ｍｏｌ－１）と、他の
すべての化学物質は、特段の記載がない限り、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｏ．から
得た。ダナゾール（９９．９％）はＳｅｌｅｃｔｃｈｅｍｉｅ　ＡＧから得た。固有抵抗
が１６．８ＭΩ　ｃｍ－１（メガオーム／ｃｍ）の水をＭｉｌｌｉｐｏｒｅ　Ｍｉｌｌｉ
－Ｑシステムを用いて調製する。すべての溶液は、０．２マイクロメートルＰＴＦＥフィ
ルター（Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ）によって濾過した。微少流体噴霧乾燥機でダナゾールナノ
粒子を形成するプロセスの長期安定性を示すために、それぞれの実験を２時間かけて行っ
た。ダナゾールのＩＰＡ飽和溶液を第１の入口に５ｍｌ　ｈ－１で注入し、水またはＩＰ
Ａを第２の入口に５０ｍｌ　ｈ－１で注入した。共沈物を形成するために、水中のＰＶＰ
（１．５％　ｗ／ｗ）を５０ｍｌ　ｈ－１で第２の入口に注入した。噴霧を形成するため
に、空気を第３の入口に２．１ｂａｒで注入した。噴霧を空気中に吐出し、室温で乾燥し
、収率は、実験および実験条件に依存して、約７０％～約９５％の範囲であった。この噴
霧をＰｈａｎｔｏｍ　ｖ９．１カメラ（Ｖｉｓｉｏｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ）を用い、６４
，０００ｆｐｓで画像化した。高速カメラ画像によって、少なくとも２００滴の大きさを
測定することによって、液滴の大きさを得た。
【０１６６】
　処理したダナゾールを、噴霧ノズルから５ｃｍおよび３０ｃｍの距離で集めた。ＳＥＭ
分析の場合、噴霧をガラススライドに集め、Ｐｄ／Ｐｔでコーティングした。ＥＤＸ検出
器を取り付けたＵｌｔｒａ５５　Ｆｉｅｌｄ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ＳＥＭ（Ｚｅｉｓｓ）
を使用した。ＩｍａｇｅＪを用いたＳＥＭ写真の画像分析によってナノ粒子のサイズ分布
を決定した。ＸＲＰＤ分析の場合、サンプルを、噴霧乾燥機を上に取り付けたアルミニウ
ム製の箱に集めた。４０ｋＶ、３０ｍＡでＣｕ　Ｋα（Ｋ－アルファ）放射線によりＳｃ
ｉｎｔａｇ　ＸＤＳ２０００粉末回折計（Ｓｃｉｎｔａｇ、Ｃｕｐｅｒｔｉｎｏ、カリフ
ォルニア、ＵＳＡ）を使用してＸＰＲＤ分析を行った。ＸＲＤパターンを、１０ｏ＜２θ
＜５０ｏ（２シータ）の範囲で走査速度１°　ｍｉｎ－１、１段階の大きさ０．０２°を
使用して室温で撮影した。
【０１６７】
　本発明のいくつかの実施形態を本明細書に記載し、図示してきたが、当業者は、その機
能を実施し、および／または結果および／または本明細書に記載する１つ以上の利点を得
るための種々の他の手段および／または構成を簡単に思いつくだろう。このような変形例
および／または改変例はそれぞれ、本発明の範囲内であると考える。さらに一般的には、
当業者は、本明細書に記載するあらゆるパラメーター、寸法、材料、構成が、例示的な意
味であり、実際のパラメーター、寸法、材料、および／または構成は、本発明の教示を使
用する具体的な用途に基づいて変わるであろうことを簡単に理解するだろう。当業者は、
単なる通常の実験によって、本明細書に記載した本発明の具体的な実施例に対する多くの
等価な例を認識するか、または解明することができるだろう。したがって、上述の実施形
態は、単なる一例として提示されており、添付の特許請求の範囲およびその等価物の範囲
内において、具体的に記載した方法および特許請求の範囲に記載した方法以外の方法で本
発明を実施してもよいことを理解すべきである。本発明は、本明細書に記載するそれぞれ
の個々の特徴、システム、物品、材料、キットおよび／または方法を対象とする。それに
加えて、２つ以上のこのような特徴、システム、物品、材料、キットおよび／または方法
の任意の組み合わせは、このような特徴、システム、物品、材料、キットおよび／または
方法が相互に矛盾していない場合には、本発明の範囲に含まれる。
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【０１６８】
　本明細書で定義され、使用されたあらゆる定義は、辞書の定義、参考として組み込まれ
た文書の定義、および／または定義される用語の通常の意味より優先すると理解すべきで
ある。
【０１６９】
　不定冠詞の「１つの（ａ）」および「１つの（ａｎ）」は、本明細書および特許請求の
範囲で使用される場合、反対の意味であると明確に示されていない限り、「少なくとも１
つの」を意味すると理解すべきである。
【０１７０】
　「および／または」という句は、本明細書および特許請求の範囲で使用される場合、こ
の句で結合している要素の「いずれかまたは両方」、すなわち、ある場合には接続的に存
在し、他の場合には離接的に存在する要素を意味すると理解すべきである。「および／ま
たは」を用いて列挙された複数の要素も、同じ様式であると解釈すべきである。すなわち
、このように接続している要素の「１つ以上」である。具体的に特定されている要素と関
係があるかないかに関わらず、「および／または」の節で具体的に特定されている要素以
外の他の要素が、場合により存在してもよい。したがって、非限定例として、「Ａおよび
／またはＢ」という言及は、「～を含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」のような非限定の用
語と組み合わせて使用される場合、ある実施形態では、Ａのみ（場合により、Ｂ以外の要
素を含む）を指してもよく、別の実施形態では、Ｂのみ（場合により、Ａ以外の要素を含
む）を指してもよく、さらに別の実施形態では、ＡとＢの両方を指してもよい（場合によ
り、他の要素を含む）、などを挙げることができる。
【０１７１】
　本明細書および特許請求の範囲で使用される場合、「または」は、上に定義したような
「および／または」と同じ意味を有すると理解すべきである。例えば、リストの中の項目
を分けるとき、「または」または「および／または」は、包括的であると解釈すべきであ
り、すなわち、多くの要素または要素のリストのうち、少なくとも１つを含むだけではな
く、２つ以上も含み、場合により、リストにのっていないさらなる項目も含むと解釈すべ
きである。明らかにそれとは異なる意味を有する用語、例えば、「～のうち１つだけ」ま
たは「～のうち厳密に１つ」、または特許請求の範囲で使用される場合の「～からなる（
ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）」は、多くの要素または要素のリストのうち、厳密に１つ
の要素だけを含むことを指すだろう。一般的に、「または」という用語は、本明細書で使
用される場合、排他的な用語（例えば、「いずれか」、「～のうち１つ」、「～のうち１
つだけ」または「～のうち厳密に１つ」）が前にある場合には、排他的な選択肢（すなわ
ち、「一方または他方であり、両方ではない」）のみを示すと解釈される。「～から本質
的になる」は、特許請求の範囲で使用される場合、特許法の分野で使用される通常の意味
を有する。
【０１７２】
　本明細書および特許請求の範囲で使用される場合、１つ以上の要素のリストに関連する
「少なくとも１つの」という句は、要素のリストにある任意の１つ以上の要素から選択さ
れる少なくとも１つの要素を意味するが、要素のリストの中に具体的に列挙されたそれぞ
れの要素およびすべての要素のうち、必ずしも少なくとも１つを含むわけではなく、要素
のリストにある要素の任意の組み合わせを除外するわけではないと理解されるべきである
。また、この定義は、具体的に特定されている要素と関係があるかないかに関わらず、「
少なくとも１つの」という句が言及している要素のリストに具体的に特定されているもの
以外の要素が場合により存在することを許している。したがって、非限定例として、「Ａ
およびＢのうち、少なくとも１つ」（または、等価な表現で「ＡまたはＢのうち、少なく
とも１つ」または等価な表現で「Ａおよび／またはＢのうち、少なくとも１つ」）は、あ
る実施形態では、少なくとも１つ（場合により２個以上）のＡを含み、Ｂが存在しないこ
とを指してもよく（場合により、Ｂ以外の要素を含む）、別の実施形態では、少なくとも
１つ（場合により２個以上）のＢを含み、Ａが存在しないことを指してもよく（場合によ
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り、Ａ以外の要素を含む）、さらに別の実施形態では、少なくとも１つの（場合により２
個以上）のＡと、少なくとも１つ（場合により２個以上）のＢを含むことを指してもよい
（場合により、他の要素を含む）、などを挙げることができる。
【０１７３】
　明確に矛盾する内容が示されていない限り、特許請求の範囲で請求された２つ以上の工
程または作業を含む任意の方法において、方法の工程または作業の順序は、必ずしも、そ
の方法の工程または作業が列挙されている順序に限定されないことも理解すべきである。
【０１７４】
　特許請求の範囲および上の明細書において、あらゆる移行句、例えば、「～を含む（ｃ
ｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「～を含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、「～を有する（ｃａｒ
ｒｙｉｎｇ）」、「～を有する（ｈａｖｉｎｇ）」、「～を含有する（ｃｏｎｔａｉｎｉ
ｎｇ）」、「～を含む（ｉｎｖｏｌｖｉｎｇ）」、「～を保有する（ｈｏｌｄｉｎｇ）」
、「～で構成される（ｃｏｍｐｏｓｅｄ　ｏｆ）」などは、非限定であると理解すべきで
ある。すなわち、列挙しているものを含むがこれらに限定されないという意味だと理解す
べきである。「～からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）」および「～から本質的にな
る（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）」という移行句だけは、Ｕ
ｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｍａｎｕａｌ　ｏｆ　Ｐａｔ
ｅｎｔ　Ｅｘａｍｉｎｉｎｇ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ、Ｓｅｃｔｉｏｎ　２１１１．０３
に記載されているとおり、それぞれ限定的または半限定的な移行句である。

【図３Ａ】 【図３Ｂ】
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【図４－３】
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【図５－２】
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【図６－１】
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【図６－２】
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【図７－２】
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