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(57)【要約】
　高速の多重ＰＣＲシステムについて記載されている。このシステムは、ターゲット核酸
から、増幅された核酸生成物（例えば、完全なＳＴＲプロファイル）を急速に生成するこ
とが可能である。このようなシステムは、例えば、マイクロ流体バイオチップ、および、
特別製のサーマルサイクラーを備えており、これらについても記載されている。得られた
ＳＴＲプロファイルは、信号強度、内部遺伝子座におけるピーク高さのバランス、ヘテロ
接合体におけるピーク高さの比率、テンプレートを用いない不完全なヌクレオチドの添加
、およびスタッターに関する、法医学的なガイドラインを満たすことが可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーマルサイクラーにおいて、
　温度制御素子（ＴＣＥ）を備えており、
　前記ＴＣＥにおける第１の表面が、溶液を保持しているサンプルチャンバー、および、
サーモセンサーを保持している検知チャンバーを受容するように構成されており、
　前記サーモセンサーが、所望される温度に溶液を設定あるいは維持するために、前記Ｔ
ＣＥにフィードバックを与えている、サーマルサイクラー。
【請求項２】
　サーマルサイクラーにおいて、
　温度制御素子（ＴＣＥ）を備えており、
　前記ＴＣＥにおける第１の表面が、溶液を保持しているサンプルチャンバー、および、
第１のサーモセンサーを保持している検知チャンバーを受容するように構成されており、
　前記サーモセンサーが、所望される温度に溶液を設定あるいは維持するために、前記Ｔ
ＣＥにフィードバックを与えており、
　第１の表面が、さらに、前記ＴＣＥにおける前記第１の表面の温度をモニターするため
に配置された、第２のサーモセンサーを備えている、サーマルサイクラー。
【請求項３】
　サーマルサイクラーにおいて、
　温度制御素子（ＴＣＥ）を備えており、前記ＴＣＥにおける第１の表面が、サンプルチ
ャンバーを受容するように構成されており、前記チャンバーが、溶液およびサーモセンサ
ーを保持しており、前記サーモセンサーが、所望される温度に溶液を設定あるいは維持す
るために、前記ＴＣＥにフィードバックを与えている、サーマルサイクラー。
【請求項４】
　前記ＴＣＥにおける第１の表面上に配置されたチップ圧縮素子（ＣＣＥ）をさらに備え
ており、これにより、ＣＣＥとＴＣＥとの間における基板の挿入を可能とし、このＣＣＥ
が、ＴＣＥと基板との間の熱伝導を与えている、請求項１、２あるいは３に記載のサーマ
ルサイクラー。
【請求項５】
　前記ＣＣＥが、低熱質量の絶縁性物質を含んでいる、請求項４に記載のサーマルサイク
ラー。
【請求項６】
　前記ＣＣＥがフォームパッドを含んでいる、請求項４に記載のサーマルサイクラー。
【請求項７】
　前記ＣＣＥが、１つあるいは複数のクリップを含んでいる、請求項４に記載のサーマル
サイクラー。
【請求項８】
　前記ＣＣＥが気胞を含んでいる、請求項４に記載のサーマルサイクラー。
【請求項９】
　前記ＴＣＥにおける第１の表面が、薄肉チューブを受容するように構成されている、請
求項１あるいは２あるいは３に記載のサーマルサイクラー。
【請求項１０】
　１秒ごとに約４～１５０℃の、前記ＴＣＥにおける第１の表面での加熱および冷却速度
を有している、請求項１あるいは２あるいは３に記載のサーマルサイクラー。
【請求項１１】
　ヒートシンクをさらに備えており、このヒートシンクが、このヒートシンクの温度を制
御するための可変速度冷却ファンを有している、請求項１あるいは２あるいは３に記載の
サーマルサイクラー。
【請求項１２】
　前記ヒートシンクが、このヒートシンクの温度を制御するための第２のサーモサイクラ
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ーをさらに備えている、請求項１１に記載のサーマルサイクラー。
【請求項１３】
　前記ＴＣＥにおける第１の表面と熱伝導している基板内のサンプルの場所で、＋／－１
.０℃の温度安定性を有している、請求項１あるいは２あるいは３に記載のサーマルサイ
クラー。
【請求項１４】
　前記ＴＣＥが、高い加熱および冷却容量を有するヒートポンプ、あるいは、高い出力の
ペルチェデバイスを備えている、請求項１あるいは２あるいは３に記載のサーマルサイク
ラー。
【請求項１５】
　前記ヒートシンクが、冷却ファンを有する銅ベースのファン冷却式ヒートシンクである
、請求項１１に記載のサーマルサイクラー。
【請求項１６】
　前記ヒートシンクが、およそ０.４℃／Ｗ以下の熱抵抗を有している、請求項１５に記
載のサーマルサイクラー。
【請求項１７】
　システムにおいて、
　１つあるいは複数の反応チャンバーを有するバイオチップを備えており、
　各反応チャンバーが、マイクロ流体の流入チャネルおよびマイクロ流体の流出チャネル
を有しており、各反応チャンバーが、バイオチップ基板の接触表面から２００μｍ未満と
なっており、
　さらに、温度制御素子（ＴＣＥ）を有するサーマルサイクラーを備えており、
　前記ＴＣＥにおける第１の表面が、溶液を保持しているサンプルチャンバー、および、
サーモセンサーを保持している検知チャンバーを受容するように構成されており、前記サ
ーモセンサーが、所望される温度に溶液を設定あるいは維持するために、前記ＴＣＥにフ
ィードバックを与えており、
　前記バイオチップ基板の接触表面と熱伝導しているシステム。
【請求項１８】
　システムにおいて、
　１つあるいは複数の反応チャンバーを有するバイオチップを備えており、
　各反応チャンバーが、マイクロ流体の流入チャネルおよびマイクロ流体の流出チャネル
を有しており、各反応チャンバーが、バイオチップ基板の接触表面から１００μｍ未満と
なっており、
　さらに、温度制御素子（ＴＣＥ）を有するサーマルサイクラーを備えており、
　前記ＴＣＥにおける第１の表面が、溶液を保持しているサンプルチャンバー、および、
サーモセンサーを保持している検知チャンバーを受容するように構成されており、前記サ
ーモセンサーが、所望される温度に溶液を設定あるいは維持するために、前記ＴＣＥにフ
ィードバックを与えており、
　さらに、前記サーマルサイクラーが、前記ＴＣＥにおける第１の表面の温度をモニター
するために配置された、第２のサーモセンサーを有しており、
　前記バイオチップ基板の接触表面と熱伝導しているシステム。
【請求項１９】
　前記マイクロ流体の流入チャネル、前記マイクロ流体の流出チャネル、あるいはこれら
の双方が、ビアを有している、請求項１７あるいは１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記サーマルサイクラーが、前記ＴＣＥにおける第１の表面上に配置されたチップ圧縮
素子（ＣＣＥ）をさらに備えており、これにより、ＣＣＥとＴＣＥとの間における基板の
挿入を可能とし、このＣＣＥが、ＴＣＥと基板との間の熱伝導を与えている、請求項１７
あるいは１８に記載のシステム。
【請求項２１】
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　前記チップ圧縮素子が、低熱質量の絶縁性物質を含んでいる、請求項２０に記載のシス
テム。
【請求項２２】
　前記ＣＣＥがフォームパッドを含んでいる、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記ＣＣＥが、１つあるいは複数のクリップを含んでいる、請求項２０に記載のシステ
ム。
【請求項２４】
　前記ＣＣＥが気胞を含んでいる、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記バイオチップ基板の接触表面を、前記ＴＣＥにおける第１の表面と熱的に接触する
ように保持するために、前記ＣＣＥが、約５から約５０ｐｓｉの圧力を与えている、請求
項２０に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記反応チャンバーが、ポリマー、シランコーティングあるいはＢＳＡによって被覆さ
れていない、請求項１７あるいは１８に記載のシステム。
【請求項２７】
　熱的結合溶液のないときでも、前記バイオチップ基板の接触表面と前記ＴＣＥにおける
第１の表面との間の熱伝導が与えられている、請求項１７あるいは１８に記載のシステム
。
【請求項２８】
　１秒ごとに約４～１５０℃の、前記ＴＣＥにおける第１の表面での加熱および冷却速度
を有している、請求項１７あるいは１８に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記サーマルサイクラーが、前記反応チャンバー内での加熱および冷却速度を１秒ごと
に約４～１５０℃とする能力を有している、請求項１７あるいは１８に記載のシステム。
【請求項３０】
　冷却ファンを有する銅ベースのファン冷却式ヒートシンクをさらに備えている、請求項
１７あるいは１８に記載のシステム。
【請求項３１】
　およそ０.４℃／Ｗ以下の熱抵抗を有するヒートシンクをさらに備えている、請求項１
７あるいは１８に記載のシステム。
【請求項３２】
　ヒートシンクをさらに備えており、このヒートシンクが、このヒートシンクの温度を制
御するための可変速度冷却ファンを有している、請求項１７あるいは１８に記載のシステ
ム。
【請求項３３】
　ヒートシンクをさらに備えており、このヒートシンクが、このヒートシンクの温度を制
御するための第２の加熱素子をさらに有している、請求項１７あるいは１８に記載のシス
テム。
【請求項３４】
　前記サーマルサイクラーが、バイオチップ内のサンプルの場所における温度安定性を、
＋／－１.０℃とする能力を有している、請求項１７あるいは１８に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記ＴＣＥが、高い加熱および冷却容量を有するヒートポンプ、あるいは、高い出力の
ペルチェデバイスを備えている、請求項１７あるいは１８に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記バイオチップ基板が、有機物質、無機物質、結晶物質、あるいはアモルファス物質
から構成されている、請求項１７あるいは１８に記載のシステム。
【請求項３７】
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　前記バイオチップ基板がプラスチック物質を含んでいる、請求項３６に記載のシステム
。
【請求項３８】
　前記バイオチップ基板が、環状オレフィン・コポリマー（ＣＯＣ）を含んでいる、請求
項３７に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記バイオチップ基板が、８～１２８個のマイクロ流体システムを備えている、請求項
１７あるいは１８に記載のシステム。
【請求項４０】
　各反応チャンバーが、約１００μＬ未満の容積を有している、請求項１７あるいは１８
に記載のシステム。
【請求項４１】
　核酸溶液における複数の遺伝子座を同時に増幅するための方法において、
　１つあるいは複数の反応チャンバーを設けるステップを含んでおり、
　各反応チャンバーが、
（ｉ）増幅されるべき少なくとも１つのターゲット核酸における少なくとも１つのコピー
を含んだ核酸溶液、
（ｉｉ）１つあるいは複数のバッファ、
（ｉｉｉ）１つあるいは複数の塩、
（ｉｖ）増幅されるべき複数の遺伝子座のそれぞれに対応するプライマーのセット、
（ｖ）核酸　ポリメラーゼ、および、
（ｖｉ）ヌクレオチド、を有している方法であって、
　各反応チャンバー内の核酸溶液の温度を、変性状態、アニーリング状態および伸長状態
の間で、所定のサイクル数にわたって、約４～１５０℃／秒の加熱および冷却速度で、連
続的に熱的に循環させ、これにより、約９７分間以内に、各反応チャンバーに複数の増幅
された遺伝子座を生成するステップを含んでいる方法。
【請求項４２】
　１つあるいは複数の増幅された核酸生成物を与えるために、１つあるいは複数の反応溶
液を最終状態に維持するステップを含んでいる、請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　核酸溶液における複数の遺伝子座を同時に増幅するための方法において、
　１つあるいは複数の反応チャンバーを設けるステップを含んでおり、
　各反応チャンバーが、
（ｉ）増幅されるべき少なくとも１つのターゲット核酸における少なくとも１つのコピー
を含んだ核酸溶液、
（ｉｉ）１つあるいは複数のバッファ、
（ｉｉｉ）１つあるいは複数の塩、
（ｉｖ）増幅されるべき複数の遺伝子座のそれぞれに対応するプライマーのセット、
（ｖ）核酸　ポリメラーゼ、および、
（ｖｉ）ヌクレオチド、を有している方法であって、
　各反応チャンバー内の核酸溶液の温度を、所定のサイクル数にわたって、約４～１５０
℃／秒の加熱および冷却速度で、連続的に熱的に循環させ、これにより、約９７分間以内
に、各反応チャンバーに複数の増幅された遺伝子座を生成するステップを含んでいる方法
。
【請求項４４】
　核酸溶液における５つ以上の遺伝子座を同時に増幅するための方法において、
　１つあるいは複数の反応チャンバーを設けるステップを含んでおり、
　各反応チャンバーが、
（ｉ）増幅されるべき少なくとも１つのターゲット核酸における少なくとも１つのコピー
を含んだ核酸溶液、
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（ｉｉ）１つあるいは複数のバッファ、
（ｉｉｉ）１つあるいは複数の塩、
（ｉｖ）増幅されるべき５つ以上の遺伝子座に対応するプライマーのセット、
（ｖ）核酸　ポリメラーゼ、および、
（ｖｉ）ヌクレオチド、を有している方法であって、
　各反応チャンバー内の核酸溶液の温度を、変性状態、アニーリング状態および伸長状態
の間で、所定のサイクル数にわたって、約４～１５０℃／秒の加熱および冷却速度で、連
続的に熱的に循環させ、これにより、各反応チャンバーに５つ以上の増幅された遺伝子座
を生成するステップを含んでいる方法。
【請求項４５】
　前記核酸溶液がバイオチップ内にある、請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記核酸溶液が薄肉チューブ内にある、請求項４４に記載の方法。
【請求項４７】
　前記５つ以上の増幅された遺伝子座が、約９７分間未満で生成される、請求項４４に記
載の方法。
【請求項４８】
　前記増幅された遺伝子座が、約４５分間未満で生成される、請求項４３～４７のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項４９】
　前記連続的な熱サイクルに先行して、
　１つあるいは複数の反応溶液を、核酸ポリメラーゼのホットスタート活性化に適した第
１の温度にまで加熱するステップと、
　前記１つあるいは複数の反応溶液を、核酸ポリメラーゼのホットスタート活性化に適し
た第１の期間、前記第１の温度に維持するステップと、
をさらに含んでいる、請求項４３～４７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５０】
　前記第１の期間が約９０秒未満である、請求項４９に記載の方法。
【請求項５１】
　前記第１の温度が約９０℃から約９９℃である、請求項４９に記載の方法。
【請求項５２】
　前記熱サイクルが、請求項１に記載のサーマルサイクラーによって与えられる、請求項
４３～４７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５３】
　前記核酸ポリメラーゼが、少なくとも１００ｂｐ／ｓｅｃの伸長速度を有している、請
求項４３～４７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５４】
　各反応チャンバーが、約１００μＬ未満の容積を有している、請求項４３～４７のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項５５】
　各反応チャンバーが、約２００μｍ未満の距離だけサーマルサイクラーから離れている
、請求項４３～４７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５６】
　各核酸溶液が、ターゲット核酸における約１から約１０００個のコピーを含んでいる、
請求項４３～４７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５７】
　前記核酸ポリメラーゼが、SpeedSTAR、PHUSION、Hot MasterTaq（商標）、PHUSION Mpx
、PyroStart、KOD、Z-Taq、あるいはCS3AC/LAである、請求項４３～４７のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項５８】
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　増幅された各核酸生成物の分析が、法医学的な解釈のガイドラインを満たしている、請
求項４３～４７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５９】
　前記変性状態が、約４秒間で約９５℃である、請求項４３～４７のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項６０】
　前記アニーリング状態が、約１５秒間で約５９℃である、請求項４３～４７のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項６１】
　前記伸長状態が、約７秒間で約７２℃である、請求項４３～４７のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項６２】
　前記最終状態が、約９０秒間で約７０℃である、請求項４３～４７のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項６３】
　１つあるいは複数の反応溶液が、約１０から約５０℃／秒までの第１の冷却速度で、変
性状態からアニーリング状態に冷却される、請求項４３～４７のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項６４】
　１つあるいは複数の反応溶液が、約１０から約５０℃／秒までの第１の加熱速度で、ア
ニーリング状態から伸長状態に加熱される、請求項４３～４７のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項６５】
　１つあるいは複数の反応溶液が、約１０から約５０℃／秒までの第２の加熱速度で、伸
長状態から変性状態に加熱される、請求項４３～４７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６６】
　１つあるいは複数の増幅された核酸生成物が、約１０から約９０分間のうちに得られる
、請求項４３～４７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６７】
　各反応溶液が、約０.００５から約１０ｎｇのターゲット核酸を含んでいる、請求項４
３～４７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６８】
　前記ターゲット核酸が、ヒトの核酸、微生物の核酸、あるいはウイルスの核酸を含んで
いる、請求項４３～４７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６９】
　１０から２５０個の遺伝子座が同時に増幅される、請求項４３～４７のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項７０】
　前記遺伝子座が、アメロゲニン、Ｄ８Ｓ１１７９、Ｄ２１Ｓ１１、Ｄ７Ｓ８２０、ＣＦ
Ｓ１ＰＯ、Ｄ３Ｓ１３５８、ＴＨ０１、Ｄ１３Ｓ３１７、Ｄ１６Ｓ５３９、Ｄ２Ｓ１３３
８、Ｄ１９Ｓ４３３、ｖＷＡ、ＴＰＯＸ、Ｄ１８Ｓ５１、Ｄ５Ｓ８１８、ＦＧＡ、あるい
はこれらのうちの複数を含んでいる、請求項６９に記載の方法。
【請求項７１】
　前記所定のサイクル数が、約１０から約５０サイクルの間である、請求項４３～４７の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項７２】
　１つあるいは複数の薄肉反応チューブが、１つあるいは複数の反応チャンバーを有して
いる、請求項４３～４７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７３】
　一体化されたバイオチップシステムにおいて、
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　マイクロ流体連通している少なくとも２つの反応チャンバーを備えたバイオチップを有
しており、第１の反応チャンバーが、サーマルサイクラーと熱伝導しており、
　このサーマルサイクラーが、温度制御素子（ＴＣＥ）を備えており、前記ＴＣＥにおけ
る第１の表面が、溶液を保持しているサンプルチャンバー、および、サーモセンサーを保
持している検知チャンバーを受容するように構成されており、前記サーモセンサーが、所
望される温度に溶液を設定あるいは維持するために、前記ＴＣＥにフィードバックを与え
ており、
　バイオチップの接触表面が、サーマルサイクラーにおける第１の表面と熱伝導しており
、
　さらに、前記サーマルサイクラーが、第１の反応チャンバーと流体接続している第２の
反応チャンバーであって、
（ｉ）核酸抽出、
（ｉｉ）核酸精製、
（ｉｉｉ）ＰＣＲの前の核酸浄化、
（ｉｖ）ＰＣＲの後の浄化、
（ｖ）シークエンシングの前の浄化、
（ｖｉ）シークエンシング、
（ｖｉｉ）シークエンシングの後の浄化、
（ｖｉｉｉ）核酸分離、
（ｉｘ）核酸検出、
（ｘ）逆転写、
（ｘｉ）逆転写の前の浄化、
（ｘｉｉ）逆転写の後の浄化、
（ｘｉｉｉ）核酸ライゲーション、
（ｘｉｖ）核酸混成、
（ｘｖ）定量化、に適した第２の反応チャンバーを有しており、
　第１の反応チャンバーが、バイオチップの接触表面から２００μｍ未満となっている、
一体化されたバイオチップシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　〔関連出願の相互参照〕
　この出願は、米国特許法第119条(e)に基づいて、米国仮出願第60/921,802（出願日；２
００７年４月４日）、米国仮出願第60/964,502（出願日；２００７年８月１３日）、およ
び、米国仮出願第61/028,073（出願日；２００８年２月１２日）における出願日の利益を
主張する。これらのそれぞれは、本明細書によって参照されることにより、その全体がこ
こに組み込まれている。この出願は、さらに、この出願と同じ日付で申請された２つの米
国特許出願を参照することにより、その全体を組み込んでいる。これらの１つは、「INTE
GRATED NUCLEIC ACID ANALYSIS（一体化された核酸の分析）」と題された出願（代理人整
理番号第０７－８０１－ＵＳ）であり、もう１つは、「PLASTIC MICROFLUIDIC SEPARATIO
N AND DETECTION PLATFORMS（プラスチックのマイクロ流体に関するプラットフォームの
分離および検出）」と題された出願（代理人整理番号第０７－８６５－ＵＳ）である。
【０００２】
　本発明は、概略的には、核酸サンプルにおける１つあるいは複数の遺伝子座を急速に増
幅するための方法、サーマルサイクラー、および、この方法を実行するために有用なシス
テムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）は、体外（in vitro）における幾何学級数的に急速な
核酸配列の増幅を促進する酵素反応である。法医学においては、縦列型反復配列（ＳＴＲ
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）として知られている繰り返しＤＮＡのクラスを有しているヒトゲノムの小さな領域の増
幅に基づいて、個人を識別するために、ＰＣＲを利用することが可能である。特定のＳＴ
Ｒにおける単位長さは、２～１０個の塩基対の間の範囲において繰り返されている。また
、ＳＴＲは、一般的に、非コードのフランキング配列内に含まれているが、コーディング
領域に含まれていることもある（Edwardsら, Am. J. Hum. Genet. 1991, 49, 746-756）
。ヒトゲノム内には、数１０万のＳＴＲ遺伝子座があり、これらは、平均して６～１０ｋ
ｂごとに発生しており（BeckmanおよびWeber, Genomics 1992,12,627-631）、さらに、よ
り多様な形態となっているようにも見える（Edwardsら, Trans. Assoc. Am. Physicians 
1989, 102, 185-194）。ＳＴＲ分析は、法医学的な装備における主要なツールになってお
り、その一連の用途（父親であることの検査、集団災害における人物特定、および、子供
のルーチンタイピングを含む）は増大しつつある。
【０００４】
　所望される高い特異性を有するＰＣＲ産物を合成するための、複数の市販のＳＴＲキッ
トが開発されている。しかしながら、現在のＳＴＲ技術には、改善することの可能な非常
に大きなエリアがある。最も重要なことに、市販のＳＴＲタイピングキットを利用して多
重ＰＣＲを完了するための平均時間は、およそ２.１４時間である。これらの分析におけ
る時間消費および労働集中は、法医学研究所におけるバックログの一因となっている。多
数のサンプルを同時に処理するための自動化された器具類の誕生は、タイピングのスルー
プットにおける重大なボトルネックを軽減するために役立っている一方、分析するべきサ
ンプルの数が増えることは、プロセスのさらなる加速を要求するはずである。さらに、Ｓ
ＴＲ分析の感度を増大する必要性とともに、増幅された産物の検出を改善する必要性もあ
る（Gill, Croat. Med. J. 2001, 42, 229-32）。現時点において有用なＳＴＲキットは
、９～１６個の遺伝子座を含んでおり、検出することの可能な遺伝子座の数を増大するた
めに当該技術分野において作業が進行中である。この分野におけるＳＴＲ分析の特定の用
途を、４つ以上の遺伝子座を利用して実施することが可能である。
【０００５】
　また、ＰＣＲを、臨床状況における広い範囲で応用することも可能である。例えば、Ｐ
ＣＲを、グループＡの連鎖球菌、メチシリン耐性の黄色ブドウ球菌、バンコマイシン耐性
腸球菌などの細菌感染の診断に利用することも可能である。また、ＰＣＲは、一般的に、
培養物ベースの診断技術に比べて、より高い感度を有している。同様に、真菌感染症を診
断することも可能である。ＰＣＲを、呼吸器系ウイルス（例えば、呼吸器合胞体ウイルス
、アデノウイルス、および、インフルエンザおよびパラインフルエンザウイルス）、尿生
殖器のウイルス（例えば、ヘルペスウイルスおよびタイピング・ヒト・パピローマウイル
ス）、骨髄炎（例えば、ヘルペスウイルス、エプスタイン・バー・ウイルス、水痘帯状疱
疹ウイルス、および、エンテロ・ウイルス）、および、肝炎（例えば、Ｂ型およびＣ型肝
炎）の診断に利用することも可能である。ＰＣＲは、さらに、着床前遺伝子診断（異数性
の評価および遺伝的な疾患の診断を含む）にも有用である。腫瘍学からリウマチ学まで、
および、血液学から消化器病学まで、ＰＣＲによって影響を受けていない医学のエリアを
見つけることは困難である。
【０００６】
　また、ＰＣＲは、さまざまな非臨床的状況（獣医学的な識別（ヒトのＳＴＲタイピング
に類似している）、獣医学的な診断、食品安全の評価、農業における病原体の検出、およ
び、ファーマコジェノミックスを含む）においても応用されている。重要性の増大しつつ
ある用途は、臨床サンプルおよび環境サンプルにおける生物兵器薬剤の特定に関連してい
るものである。各増幅サイクルの後に続く反応において現れる生成物の量の定量を可能と
するリアルタイムＰＣＲ（ＰＣＲに関連が深いもの）は、ＰＣＲ自体と本質的に同じ用途
において利用されている（Espyら, Clinical Microbiology Reviews 2006, 19, 1656-256
を参照されたい）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　最も商業的に有用な温度サイクル器具は、これらが、ＰＣＲ溶液温度と対照的なものと
してのブロック温度から、温度フィードバックを直接的に受けるという点、および、これ
らが、このブロック温度を制御するという点において、制限されている。その結果として
、溶液の温度プロファイル（ＰＣＲの成功にとっては絶対不可欠なもの）が、望ましいプ
ロファイルとは大幅に異なってしまう可能性がある。
【０００８】
　さらに、ＰＣＲの速度および感度の増加に関する文献の大部分は、１度に１つの特定の
遺伝子座の増幅（「１重分析」）に焦点をあてており、さらに、法医学的なＳＴＲタイピ
ング、臨床的な診断および非臨床的な用途に関して必要とされているような、多数の遺伝
子座における同時増幅（「多重分析」）に関しては、限定された成功だけが報告されてい
る。例えば、一体化されたヒーターと結合している１６０ｎＬのチャンバーは、８０分間
のＹ－ＳＴＲ分析に含まれている４つのＳＴＲ（検出限界は、テンプレートＤＮＡにおけ
る２０個のコピー）を、増幅および分離することが可能であることが示されている（Liu
ら, Anal. Chem.2007, 79, 1881-1889）。また、ＰＣＲの反応容積を減少することによっ
て増大されたＰＣＲの感度が、PowerPlex（登録商標）１６システムに関して報告されて
いる。けれども、反応速度を増大する試みはなされていない（Schmidtら, Int. J. Legal
 Med. 2006, 120, 42-48）。しかしながら、当該技術において必要とされている、大幅に
短縮された増幅時間を与える報告はない。Hopwoodら, International Congress Series 1
288 (2006) 639-641）は、１１個のＳＴＲプライマーのセットを利用した１００分間の増
幅を報告している。臨床的な診断に関しては、７つの一般的な呼吸器系ウイルスからなる
パネルが、９７.５分間を必要とするＰＣＲ分析において、ナノチップシステムを利用し
て増幅されている（Takahashiら, J. lin. Microbiol 2008, doi:10. 1128/JCM. 01947-0
7）。
【０００９】
　ＳＴＲタイピングによる法医学的な人物特定、臨床的な診断、および生物兵器薬剤の検
出などの、ＰＣＲ（およびリアルタイムＰＣＲ）の用途の多くは、極度に時間的な制約が
ある。そして、多くの用途は、多重状況において最も良好に実行される。さらに、これら
の用途の多くは、限定されたサンプル（例えば、臨床サンプルまたは環境サンプルからの
少数の病原体、あるいは、法医学的なサンプルからの少数のヒト細胞）しか得られないよ
うな状況であって、反応の感度が重要な意味をもつような状況において利用される。
【００１０】
　顕著には、Horsmanら，（J. Forensic Sci., 2007, 52, 784-799）の７９２のＩｄは、
「このトピックに関する大量の文献によって立証されているように、ＰＣＲは、分析的な
マイクロチップ研究者の間で、一般的な研究となった。しかしながら、法医学的なＤＮＡ
分析に関しては、発達のための多数の手段が残されている。市販されている法医学的ＳＴ
Ｒキット、あるいは、さらに、単一のデバイスにおける多重ＳＴＲ増幅を利用した、広範
囲にわたる仕事はみられない。しかしながら、完全に発達したときには、マイクロチップ
ＰＣＲは、疑いようもなく、法医学的なコミュニティにおける多量の時間およびコストを
節約することになると述べている。したがって、広範囲の用途に関して、核酸サンプルに
おける複数の遺伝子座の同時増幅を首尾よく提供するための、急速かつ高感度な方法に関
する、この分野における必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の機器、バイオチップ、方法およびシステムは、少なくとも部分的に溶液におけ
る実際の温度に基づいて、サーマルサイクラーをモニターおよび制御することによって、
急速に、制御可能に、かつ再現可能に、ＰＣＲ溶液を加熱および冷却する機能を提供する
。ここに開示されている本発明の機器、バイオチップ、方法およびシステムは、市販のサ
ーマルサイクラーにはないサーモセンサーを特別に組み込むことによって、過剰な加熱（
あるいは加熱不足）を回避するために、バイオチップ内の溶液の反応温度を、モニターお
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よび／または制御する能力を提供する。このような温度に反応溶液を急速に加熱および冷
却する能力によって、立ち上がり時間および立ち下がり時間を最小化することが可能とな
るとともに、トータルのステップ時間の大半を、所望される温度での培養時間とすること
が可能となる。さらに、ここに提供されている本発明の機器、バイオチップ、方法および
システムは、反応溶液の温度を急速に変化させるとともに、この温度の平衡を保つ能力を
開示している。これにより、増幅反応が進行することの可能な速度が、大幅に増大される
。
【００１２】
　本発明の機器、バイオチップ、方法およびシステムを用いることによって、高速の多重
ＰＣＲの増幅時間（１７分間ほどの短さ）が得られている。この発明の教示するところに
基づいて、さらなる時間短縮が可能である。さらに、本発明の高速ＰＣＲ方法は、広いダ
イナミックレンジにわたって効果的であり、極めて敏感であり、さらに、市販の酵素およ
び試薬における広い範囲に対応している。法医学的な用途に関して、本発明の機器、バイ
オチップ、方法およびシステムは、ＳＴＲ分析に関する解釈のガイドラインを満足する完
全なプロファイルを生成するために必要な時間を、大幅に短縮することが可能である。
【００１３】
　第１の態様では、本発明は、サーマルサイクラーにおいて、温度制御素子（ＴＣＥ）を
備えており、前記ＴＣＥにおける第１の表面が、溶液を保持しているサンプルチャンバー
およびサーモセンサーを保持している検知チャンバーを受容するように構成されており、
サーモセンサーが、所望される温度にサンプルを設定あるいは維持するために、前記ＴＣ
Ｅにフィードバックを与えている、サーマルサイクラーを提供する。第２の態様では、本
発明は、ＴＣＥにおける第１の表面の温度をモニターするために配置された、第２のサー
モセンサーをさらに備えているサーマルサイクラーを提供する。
【００１４】
　第２の態様では、本発明は、バイオチップを備えたシステムにおいて、このバイオチッ
プが、容積（volume）を有するバイオチップの一部を備えている１つあるいは複数の反応
チャンバーを備えており、各反応チャンバーが、さらに、マイクロ流体の流入チャネルお
よびマイクロ流体の流出チャネルを有しており、各反応チャンバーが、バイオチップ基板
の接触表面から２００μｍ未満となっているシステムであって、さらに、サーマルサイク
ラーを備えており、このサーマルサイクラーが、温度制御素子（ＴＣＥ）を備えており、
このＴＣＥにおける第１の表面が、サンプルを保持している基板およびサーモセンサーを
受容するように構成されており、このサーモセンサーが、基板内のサンプルの温度を測定
するとともに、所望される温度にサンプルを設定あるいは維持するためにＴＣＥにフィー
ドバックを与えるように配置されており、前記サーマルサイクラーが、バイオチップ基板
の接触表面と熱伝導しているシステム、を提供する。
【００１５】
　第３の態様では、本発明は、バイオチップおよびサーマルサイクラーを備えたシステム
において、このバイオチップが１つあるいは複数の反応チャンバーを備えており、各反応
チャンバーが、容積を有するバイオチップの一部を備えており、さらに、マイクロ流体の
流入チャネルおよびマイクロ流体の流出チャネルを有しており、各反応チャンバーが、バ
イオチップ基板の接触表面から１００μｍ未満となっており、さらに、サーマルサイクラ
ーが、温度制御素子（ＴＣＥ）を備えており、このＴＣＥにおける第１の表面が、サンプ
ルを保持している基板およびサーモセンサーを受容するように構成されており、このサー
モセンサーが、基板内のサンプルの温度を測定するとともに、所望される温度にサンプル
を設定あるいは維持するためにＴＣＥにフィードバックを与えるように配置されており、
前記サーマルサイクラーが、バイオチップ基板の接触表面と熱伝導しているシステム、を
提供する。
【００１６】
　第４の態様では、本発明は、核酸溶液における複数の遺伝子座を同時に増幅するための
方法において、１つあるいは複数の反応チャンバーを設けるステップを含んでおり、各反
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応チャンバーが、（ｉ）増幅されるべき少なくとも１つのターゲット核酸における少なく
とも１つのコピーを含んだ核酸溶液、（ｉｉ）１つあるいは複数のバッファ、（ｉｉｉ）
１つあるいは複数の塩、（ｉｖ）増幅されるべき複数の遺伝子座のそれぞれに対応するプ
ライマーのセット、（ｖ）核酸ポリメラーゼ、および、（ｖｉ）ヌクレオチド、を有して
いる方法であって、各反応チャンバー内の核酸溶液の温度を、変性状態、アニーリング状
態および伸長状態の間で、所定のサイクル数にわたって、約４～１５０℃／秒の加熱およ
び冷却速度で、連続的に熱的に循環させ、これにより、約９７分間以内に、各反応チャン
バーに複数の増幅された遺伝子座を生成するステップ、を含んでいる方法、を提供する。
【００１７】
　第５の態様では、本発明は、核酸溶液における複数の遺伝子座を同時に増幅するための
方法において、１つあるいは複数の反応チャンバーを設けるステップを含んでおり、各反
応チャンバーが、（ｉ）増幅されるべき少なくとも１つのターゲット核酸における少なく
とも１つのコピーを含んだ核酸溶液、（ｉｉ）１つあるいは複数のバッファ、（ｉｉｉ）
１つあるいは複数の塩、（ｉｖ）増幅されるべき複数の遺伝子座のそれぞれに対応するプ
ライマーのセット、（ｖ）核酸ポリメラーゼ、および、（ｖｉ）ヌクレオチド、を有して
いる方法であって、各反応チャンバー内の核酸溶液の温度を、所定のサイクル数にわたっ
て、約４～１５０℃／秒の加熱および冷却速度で、連続的に熱的に循環させ、これにより
、約９７分間以内に、各反応チャンバーに複数の増幅された遺伝子座を生成するステップ
、を含んでいる方法、を提供する。
【００１８】
　第６の態様では、本発明は、核酸溶液における５つ以上の遺伝子座を同時に増幅するた
めの方法において、１つあるいは複数の反応チャンバーを設けるステップを含んでおり、
各反応チャンバーが、（ｉ）増幅されるべき少なくとも１つのターゲット核酸における少
なくとも１つのコピーを含んだ核酸溶液、（ｉｉ）１つあるいは複数のバッファ、（ｉｉ
ｉ）１つあるいは複数の塩、（ｉｖ）増幅されるべき５つ以上の遺伝子座に対応するプラ
イマーのセット、（ｖ）核酸ポリメラーゼ、および、（ｖｉ）ヌクレオチド、を有してい
る方法であって、各反応チャンバー内の核酸溶液の温度を、変性状態、アニーリング状態
および伸長状態の間で、所定のサイクル数にわたって、約４～１５０℃／秒の加熱および
冷却速度で、連続的に熱的に循環させ、これにより、各反応チャンバーに５つ以上の増幅
された遺伝子座を生成するステップ、を含んでいる方法、を提供する。
【００１９】
　第７の態様では、本発明は、一体化されたバイオチップシステムにおいて、マイクロ流
体連通している少なくとも２つの反応チャンバーを備えたバイオチップを有しており、第
１の反応チャンバーが、サーマルサイクラーと熱伝導しており、このサーマルサイクラー
が、温度制御素子（ＴＣＥ）を備えており、このＴＣＥにおける第１の表面が、サンプル
を保持している基板およびサーモセンサーを受容するように構成されており、このサーモ
センサーが、基板内のサンプルの温度を測定するとともに、所望される温度にサンプルを
設定あるいは維持するためにＴＣＥにフィードバックを与えるように配置されており、バ
イオチップの接触表面が、サーマルサイクラーにおける第１の表面と熱伝導しており、さ
らに、サーマルサイクラーが、第１の反応チャンバーと流体接続している第２の反応チャ
ンバーであって、核酸抽出、核酸精製、ＰＣＲの前の核酸浄化、ＰＣＲの後の浄化、シー
クエンシングの前の浄化、シークエンシング、シークエンシングの後の浄化、核酸分離、
核酸検出、逆転写、逆転写の前の浄化、逆転写の後の浄化、核酸ライゲーション、核酸混
成、あるいは定量化に適している第２の反応チャンバーを有しており、第１の反応チャン
バーが、バイオチップの接触表面から２００μｍ未満となっている、一体化されたバイオ
チップシステムを提供する。
【００２０】
　本発明における特定の好ましい実施形態が、特定の好ましい実施形態における後述する
より詳細な説明および特許請求の範囲から、明らかになるはずである。
【図面の簡単な説明】
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【００２１】
【図１Ａ】本発明のサーマルサイクラーにおける実施形態の写真である。
【図１Ｂ】図１Ａに示したサーマルサイクラーとともに使用するための、１６レーンのマ
イクロ流体バイオチップの実施形態を示す写真である。
【図２Ａ】ここに示した標準的なＳＴＲサイクルプロトコル（トータルのサイクル時間：
１４５.１分間）における１回の熱サイクルに関する、ブロックおよび反応溶液の温度プ
ロファイルを示すグラフである。
【図２Ｂ】ここに示した高速サイクルプロトコル（トータルのサイクル時間：１９.５６
分間）における１回の熱サイクルに関する、ブロックおよび反応溶液の温度プロファイル
を示すグラフである。
【図３】高速サイクル条件（トータルのサイクル時間：１７.３分間）を利用している本
発明のサーマルサイクラーのための１回の熱サイクルに関する、ヒートポンプおよび反応
溶液の温度プロファイルを示すグラフである。
【図４Ａ】０.５ｎｇのテンプレートＤＮＡを利用して本発明にしたがうバイオチップ反
応において生成された、ＳＴＲプロファイルを示すグラフである。
【図４Ｂ】０.５ｎｇのテンプレートＤＮＡを利用して本発明にしたがうチューブ反応に
おいて生成された、ＳＴＲプロファイルを示すグラフである。
【図５Ａ】バイオチップ反応における信号強度に対する、ＤＮＡテンプレートレベルの影
響を示すグラフである。
【図５Ｂ】チューブ反応における信号強度に対する、ＤＮＡテンプレートレベルの影響を
示すグラフである。
【図６Ａ】バイオチップ反応におけるヘテロ接合体のピーク高さの比率（ＰＨＲ）に対す
る、ＤＮＡテンプレートレベルの影響を示すグラフである。
【図６Ｂ】チューブ反応におけるＰＨＲに対する、ＤＮＡテンプレートレベルの影響を示
すグラフである。
【図７Ａ】バイオチップ反応におけるテンプレートを用いないヌクレオチドの添加（ＮＴ
Ａ）に対する、ＤＮＡテンプレートレベルの影響を示すグラフである。
【図７Ｂ】チューブ反応におけるＮＴＡに対する、ＤＮＡテンプレートレベルの影響を示
すグラフである。
【図８Ａ】バイオチップ反応におけるスタッターに対する、ＤＮＡテンプレートレベルの
影響を示すグラフである。
【図８Ｂ】チューブ反応におけるスタッターに対する、ＤＮＡテンプレートレベルの影響
を示すグラフである。
【図９Ａ】IngテンプレートＤＮＡを利用してCOfiler（商標）プライマーのセットによっ
て生成された、バイオチップ反応（最上部）およびチューブ反応（底部）に関するプロフ
ァイルを示すグラフである。
【図９Ｂ】IngテンプレートＤＮＡを利用してIdentifiler（商標）プライマーのセットに
よって生成された、バイオチップ反応（最上部）およびチューブ反応（底部）に関するプ
ロファイルを示すグラフである。
【図１０】実施例５に記載されているような、シークエンシング反応の実施形態に関する
プロファイルを示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　ＰＣＲのような高速の多重核酸増幅を得るために、本発明は、ターゲットの核酸サンプ
ルにおける複数の遺伝子座を増幅するために使用することの可能な反応条件、温度サイク
ル器具類、および、反応容器を提供する。ここに示した実施例によって示されているよう
に、本発明における高速の温度サイクル方法を、本発明のサーマルサイクラーおよびここ
に記載されている方法を利用して、マイクロ流体バイオチップにおいて実行することが可
能である。
【００２３】
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　本発明によって与えられる方法は、ここに記載されているバイオチップおよびサーマル
サイクラーを利用した用途に加えて、複数の用途において急速な多重増幅を可能とするも
のである。例えば、従来のサーマルサイクラー（例えば、ブロックベースのサーマルサイ
クラー、および、Roche LightCycler（商標））における薄肉チューブの使用、および、
温度サイクルＰＣＲ以外の増幅方法（例えば、イソサーマルＰＣＲあるいはローリングサ
イクル増幅）の使用が、特に想定されている。
【００２４】
　本発明によって提供される方法、バイオチップ、およびサーマルサイクラーは、少なく
とも０.００６ｎｇの量のヒトゲノミックＤＮＡ（単一の有核ヒト細胞内におけるＤＮＡ
の近似量）に存在する特定の核酸溶液内において、１００分間足らずのうちに、複数の遺
伝子座を増幅することが可能である。他の実施形態では、この増幅は、９０分間未満、８
０分間未満、７０分間未満、６０分間未満、５０分間未満、４０分間未満、３０分間未満
、２０分間未満、１７.７分間未満、１５分間未満、１０分間未満、あるいは５分間未満
のうちに生じる
【００２５】
　他の実施形態では、細菌由来、ウイルス由来、菌類由来、動物由来あるいは植物由来の
ゲノム内において、ターゲットの核酸における単数の遺伝子座あるいは複数の遺伝子座に
おける少なくとも１つのコピーを発端として、複数の遺伝子座を増幅することが可能であ
る。例えば、分析すべきサンプルは、多重増幅反応の前に、ターゲット核酸における１０
００個未満のコピー、４００個未満のコピー、２００個未満のコピー、１００個未満のコ
ピー、５０個未満のコピー、３０個未満のコピー、１０個未満のコピー、あるいは少なく
とも１つのコピーを含んでいればよい。さらに、ターゲットの核酸の遺伝子座が、ゲノム
内における１つより多くのコピー内に含まれている場合には、増幅のために、ＤＮＡに相
当する単一のゲノムを使用することも可能である。一般的に、ここに記載されている方法
にしたがうと、サンプル内におけるターゲットの核酸のそれぞれにおいて、少なくとも２
つの遺伝子座、および、およそ２５０までの遺伝子座を、同時に増幅することが可能であ
る。さらに、ここに記載されている方法にしたがうと、複数のターゲットの核酸において
、少なくとも２つの遺伝子座、および、およそ２５０までの遺伝子座を、同時に増幅する
ことが可能である。
【００２６】
　ここで利用されるターゲットの核酸については、任意の核酸とすることが可能である（
例えば、ヒト核酸、細菌の核酸、あるいはウイルスの核酸など）。ターゲットの核酸のサ
ンプルについては、例えば、１つあるいは複数の細胞、組織、あるいは、体液（例えば、
血液、尿、精液、リンパ液、脳脊髄液、あるいは羊水など）、あるいは、他の生体サンプ
ル（例えば、組織培養細胞、口腔スワブ、マウスウォッシュ、排泄物、組織の薄片、吸引
生検など）、および、考古学的なサンプル（例えば、骨あるいはミイラ化した組織）から
の核酸サンプルとすることが可能である。例えば、ターゲットの核酸を、ＤＮＡ、ＲＮＡ
、あるいは、逆転写にさらされたＲＮＡのＤＮＡ生成物とすることが可能である。ターゲ
ットのサンプルについては、任意のソースから取得することが可能である。そのソースと
しては、例えば、真核生物、植物、動物、脊椎動物、魚類、哺乳類、ヒト、ヒト以外のも
の、細菌、微生物、ウイルス、生物学的ソース、血清、血漿、血液、尿、精液、リンパ液
、脳脊髄液、羊水、生検、針吸引生検、ガン細胞、腫瘍、組織、細胞、細胞溶解物、未処
理の細胞溶解物、組織溶解物、組織培養細胞、口腔スワブ、マウスウォッシュ、排泄物、
ミイラ化した組織、法医学的なソース、遺体解剖、考古学的なソース、感染、院内感染、
生成物ソース、薬物製剤、生体分子生成物、プロテイン製剤、脂質製剤、炭水化物製剤、
無生物、空気、土、樹液、金属、化石、根きり土、および／または、他の地球上のあるい
は地球外の物質およびソースが挙げられる（ただし、これらに限定されるわけではない）
。同様に、サンプルは、１つのソースあるいは異なる複数のソースからの物質の混合物を
含むことが可能である。例えば、感染細菌あるいは感染ウイルスの核酸を、ヒトの核酸と
ともに増幅することも可能である（このような感染細胞あるいは感染組織からの核酸が、
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開示されている方法を利用して増幅される場合）。実用的なターゲットのサンプルのタイ
プは、真核性のサンプル、植物のサンプル、動物のサンプル、脊椎動物のサンプル、魚類
のサンプル、哺乳類のサンプル、ヒトのサンプル、ヒト以外サンプル、細菌のサンプル、
微生物のサンプル、ウイルスのサンプル、生体のサンプル、血清のサンプル、血漿のサン
プル、血液のサンプル、尿のサンプル、精液のサンプル、リンパ液のサンプル、脳脊髄液
のサンプル、羊水のサンプル、生検のサンプル、針吸引生検のサンプル、ガン細胞のサン
プル、腫瘍のサンプル、組織のサンプル、細胞のサンプル、細胞溶解物のサンプル、未処
理の細胞溶解物のサンプル、組織溶解物のサンプル、組織培養細胞のサンプル、口腔スワ
ブのサンプル、マウスウォッシュのサンプル、排泄物のサンプル、ミイラ化した組織のサ
ンプル、遺体のサンプル、考古学的なサンプル、感染のサンプル、院内感染のサンプル、
生成物のサンプル、薬物製剤のサンプル、生体分子生成物のサンプル、プロテイン製剤の
サンプル、脂質製剤のサンプル、炭水化物製剤のサンプル、無生物サンプル、空気のサン
プル、土のサンプル、樹液のサンプル、金属のサンプル、化石のサンプル、根きり土のサ
ンプル、および／または、他の地球上のあるいは地球外のサンプルである。科学捜査サン
プルのタイプは、血液、乾いた血液、血液の染み、口腔スワブ、指紋、タッチサンプル（
例えば、飲用グラスの縁、野球帽の内側の周縁、あるいは、たばこの吸殻に残った上皮細
胞など）、チューインガム、胃の内容物、唾液、爪垢、土、性的暴行のサンプル、髪の毛
、骨、皮膚および固形組織などである。環境サンプルのタイプは、フィルタリングされて
いない（あるいはフィルタリングされている）空気および水、土、表面からのスワブサン
プル、エンベロープ、および粉末などである。
【００２７】
　例えば、ここに示した方法は、その分析が法医学的な解釈にとって適切なデータ（特に
法医学的な解釈のガイドラインを満たすデータ）を生み出すような、増幅された核酸サン
プルを提供することが可能である。このようなガイドラインには、信号強度、内部遺伝子
座におけるピーク高さのバランス、ヘテロ接合体におけるピーク高さの比率（ＰＨＲ）、
テンプレートを用いない不完全なヌクレオチドの添加（ＮＴＡ）、および、スタッター（
Scientific Working Group on DNA Analysis Methods, Short Tandem Repeat (STR) Inte
rpretation Guidelines. Forensic Science Communications, 2000, 2(3)）が含まれてい
る。
【００２８】
　ここで使用されている「流体連通（fluid communication）」というフレーズは、「２
つのチャンバー、あるいは、流体を含んでいる他の部材あるいは領域が互いに接続されて
おり、これにより、これらの２つのチャンバー、部材あるいは領域の間で流体を流すこと
が可能となっている」ことを示している。したがって、「流体連通」している２つのチャ
ンバーを、例えば、これら２つのチャンバー間におけるマイクロ流体チャネルによって互
いに接続することが可能であり、これにより、２つのチャンバー間において流体を自由に
流すことが可能となる。このようなマイクロ流体チャネルは、選択的に、１つあるいは複
数のバルブをその内部に備えることが可能である。そして、チャンバー間の流体連通をブ
ロックする（および／または制御する）ために、これらのバルブを閉じるすなわち塞ぐこ
とが可能である。
【００２９】
　ここで使用されている「ポリ（メチルメタクリレート）」あるいは「ＰＭＭＡ」という
用語は、メチルメタクリレートの合成ポリマーを意味する。これは、Plexiglas（商標）
、Limacryl（商標）、R-Cast（商標）、Perspex（商標）、Plazcryl（商標）、Acrylex（
商標）、ACrylite（商標）、ACrylplast（商標）、Altuglas（商標）、Polycast（商標）
およびLucite（商標）のトレードネームの下で販売されているもの、および、米国特許第
5,561,208号、第5,462,995号および第5,334,424号（これらのそれぞれは、参照すること
によりここに組み込まれている）に記載されているポリマーを含んでいる（ただし、これ
らに限定されるわけではない）。
【００３０】
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　ここで使用されている「ポリカーボネート」という用語は、炭酸およびグリコールのポ
リエステル、あるいは、二価のフェノールを意味する。このようなグリコールあるいは二
価のフェノールの例としては、ｐ－キシリレングリコール、２，２－ビス（４－ヒドロキ
シフェニル）プロパン、ビス（４－オキシフェニル）メタン、１，１－ビス（４－オキシ
フェニル）エタン１，１－ビス（オキシフェニル）ブタン、１，１－ビス（オキシフェニ
ル）シクロヘキサン、２，２－ビス（オキシフェニル）ブタン、およびこれらの混合物が
挙げられる。また、Calibre（商標）、Makrolon（商標）、Panlite（商標）、Makroclear
（商標）、Cyrolon（商標）、Lexan（商標）およびTuffak（商標）のトレードネームの下
で販売されているものが含まれる（ただし、これらに限定されるわけではない）。
【００３１】
　ここで使用されている「核酸」という用語は、一本鎖あるいは二本鎖のＤＮＡおよびＲ
ＮＡ、および、改良された塩基、糖類およびバックボーンを含む代替的な核酸における、
任意のあるいは全ての形状を包含するように意図されている。したがって、「核酸」とい
う用語は、一本鎖あるいは二本鎖のＤＮＡおよびＲＮＡ（および、部分的に一本鎖あるい
は部分的に二本鎖となることの可能なＤＮＡおよびＲＮＡの形状）、ｃＤＮＡ、アプタマ
ー、ペプチド核酸（「ＰＮＡ」）、２'－５'ＤＮＡ（ＤＮＡのＡ構造に適合する塩基間隔
を有する短縮されたバックボーンを有する合成物質；２'－５'ＤＮＡは、通常、Ｂ形状の
ＤＮＡとは交雑することはないが、ＲＮＡとは容易に交雑する）、および、ロックされた
核酸（「ＬＮＡ」）を含むように理解されるはずである（ただし、これらに限定されるわ
けではない）。核酸誘導体は、塩基のペアリング特性における同様のあるいは改善された
結合、交雑を有する、天然ヌクレオチドの既知の誘導体を含んでいる。プリン類およびピ
リミジンにおける「類似の」形状は、この技術分野において周知であり、アジリジニルシ
トシン、４－アセチルシトシン、５－フルオロウラシル、５－ブロモウラシル、５－カル
ボキシメチルアミノメチル－２－チオウラシル、５－カルボキシメチルアミノメチルウラ
シル、イノシン、Ｎ６－イソペンテニルアデニン、１－メチルアデニン、１－メチルシュ
ードウラシル、１－メチルグアニン、１－メチルイノシン、２，２－ジメチルグアニン、
２－メチルアデニン、２－メチルグアニン、３－メチルシトシン、５－メチルシトシン、
Ｎ６－メチルアデニン、７－メチルグアニン、５－メチルアミノメチルウラシル、５－メ
トキシアミノメチル－２－チオウラシル、ベータ－Ｄ－マンノシルキューオシン、５－メ
トキシウラシル、２－メチルチオ－Ｎ－６－イソペンテニルアデニン、ウラシル－５－オ
キシ酢酸メチルエステル、シュードウラシル、クエオシン、２－チオシトシン、５－メチ
ル－２－チオウラシル、２－チオウラシル、４－チオウラシル、５－メチルウラシル、ウ
ラシル－５－オキシ酢酸、および、２，６－ジアミノプリンを含んでいる（ただし、これ
らに限定されるわけではない）。本発明によって提供されるＤＮＡバックボーンの誘導体
は、リン酸エステル、ホスホロチオエート、ジチオリン酸、メチルホスホン酸、ホスホロ
アミダート、アクリルリン酸トリエステル、スルファミン酸塩、３'－チオアセタール、
メチレン基（メチルイミノ基）、３'－Ｎ－カルバミン酸塩、モルホリノカルバミン酸塩
、および、ペプチド核酸（ＰＮＡ）、メチルホスホン酸連鎖、あるいは、代替的なメチル
ホスホン酸、および、リン酸エステル連鎖（Strauss-Soukup, 1997, Biochemistry 36:86
92-8698）、および、米国特許第6,664,057号において説明されているベンジルホスホン酸
連鎖を含んでいる。なお、「OLIGONUCLEOTIDES AND ANALOGUES, A PRACTICAL APPROACH, 
F.Eckstein編集, IRL Press at Oxford University Press (1991)」、「Antisense Strat
egies, Annals of the New York Academy of Sciences, Volume 600, BasergaおよびDenh
ardt編(NYAS 1992)」、「Milligan, 1993, J. Med. Chem. 36:1923-1937;Antisense Rese
arch and Applications (1993, CRC Press)」、についても参照されたい。これらの核酸
については、細胞から抽出することも可能であり、当業者に知られている任意の手段に従
って合成的に調合することも可能である。例えば、これらの核酸を、化学的に、他のソー
スに混じっているｃＤＮＡあるいはｍＲＮＡから、合成あるいは転写あるいは逆転写する
ことも可能である。
【００３２】
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　ここで使用されている「ビア（via）」という用語は、固体物質内に形成されたスルー
ホールを意味する。これにより、この物質における上面と底面との間の流体連通が可能と
なる。
【００３３】
　ここで使用されている「遺伝子座（locus）」あるいは「複数の遺伝子座（loci）」と
いう用語は、ここで規定されているような１つあるいは複数の核酸（例えば、１つあるい
は複数の染色体）における１つあるいは複数の特定の位置を意味している。
【００３４】
　ここで使用されている「ＳＴＲ遺伝子座」および「複数のＳＴＲ遺伝子座」という用語
は、ターゲット核酸の特定の遺伝子座における、２つ以上のヌクレオチドの繰り返しパタ
ーンからなる、ヌクレオチド配列を意味している。この繰り返しパターンは、２から１０
までの塩基対（ｂｐ）の長さの範囲にあることが可能であり、一般的には、非コーディン
グイントロン領域内にある。
【００３５】
　本発明における一態様にしたがうと、急速に、制御可能に、かつ、再生可能な方法で、
反応溶液を加熱および冷却する能力を有するサーマルサイクラーが提供される。本発明の
サーマルサイクラーにおける実施形態の例が、図１Ａに示されている。反応溶液の温度を
急速に加熱および冷却するための機能は、立ち上がり時間および立ち下がり時間が最小化
されることを可能とするとともに、トータルのステップ時間において、望ましい温度での
培養時間が支配的となることを可能とする。これにより、多重サイクル時間を最小化する
ことが可能となる。
【００３６】
　単独の、あるいはヒートシンクと流体連通している温度制御素子（ＴＣＥ）を利用する
ことによって、高い加熱および冷却速度を得ることが可能である。ＴＣＥは、加熱および
冷却のための手段、サーモセンサー、このサーモセンサーからの信号を受信するコントロ
ーラ、および電源を有している。好ましい実施形態では、ＴＣＥにおける第１の表面を、
サンプルチャンバーを受容するように構成することが可能である。このサンプルチャンバ
ーは、溶液および検知チャンバーを備えており、この検知チャンバーは、追加的なサーモ
センサーを有している。このセッティングでは、サーモセンサーがＴＣＥに取り付けられ
ている検知チャンバー内に配置されている。これにより、それが、サンプルチャンバー内
の状況をシミュレートする。この検知チャンバーは、サンプルチャンバーと同一の積層物
質を有するように製造されている。温度センサー内に取り付けられているサーモカップル
は、この構造におけるサンプルチャンバー内のサンプルの位置に類似する位置に、埋め込
まれている。このセンサーは、サンプルチャンバー内における溶液の有効温度を知らせる
。市販されているタイプ－ＴあるいはタイプＫのサーモカップル（Omega Engineering（S
tamford, CT）製）が、最も適切である。しかし、他のタイプ（サーミスタ、半導体およ
び赤外線を含む）のサーモカップルおよびサーモセンサーを使用することも可能である。
検知チャンバー内のサーモセンサーは、ＴＣＥに対してフィードバックを与える。これに
より、望ましい温度にサンプルが設定あるいは維持される。このようにして、反応チャン
バー自体の内部にサーモセンサーを挿入することなく、サンプルの温度を間接的に測定お
よび制御することが可能となる。あるいは、サーモセンサーを、反応チャンバー内に直接
的に配置して、サンプルの温度を設定あるいは維持することも可能である。これにより、
検知チャンバーの必要性を排除することが可能となる。当業者にとっては当然のことであ
るが、この発明の教示するところに従って、他のタイプのセンサー（例えば圧力センサー
）を利用することも可能である。
【００３７】
　ＴＣＥにおける第１の表面を、ほぼ平面の基板を受容するように構成することも可能で
ある。これは、例えば、基板（例えばバイオチップ（後述する））を受容するために、第
１の表面に凹所を形成することによる。あるいは、ＴＣＥを、１つあるいは複数の薄肉チ
ューブを受容するように構成することも可能である。この薄肉チューブは、２００μｍよ
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りも小さい範囲の厚さの壁直径を有するチューブとして規定されている。ヒートシンクに
ついては、高性能のヒートシンクとすることが好ましい。このようなヒートシンクとして
は、例えば、ファン冷却式のヒートシンク（冷却ファンを有する銅ベースのもの）が挙げ
られる（ただし、これに限定されるわけではない）。より好ましくは、ヒートシンクを、
約０.４℃／Ｗ以下の熱抵抗を有する、ファン冷却式の銅製のベースおよびフィンとする
ことも可能である。高性能のヒートシンクにおける特定の非限定的な例は、E1U-N7BCC-03
-GP（Coolermaster, Taiwan ROC）である。
【００３８】
　本発明のサーマルサイクラーは、さらに、ＴＣＥにおける第１の表面の温度をモニター
するために配された、サーモセンサーを備えることが可能である。要望に応じて、サンプ
ルの温度制御をさらに改善するために、追加的なサーモセンサーを追加することも可能で
ある。モニター可能な補助的な温度は、基板上（あるいはその内部）における複数の領域
の温度、ヒートシンク上（あるいはその内部）における複数の領域の温度、出入りする冷
却空気の温度、出入りするサンプルの温度、および、環境温度などである。
【００３９】
　ＴＣＥとヒートシンクとの間の良好な熱伝導が望まれている。２つのあわせ面が適切に
設けられている場合、密接な物理的接触は、これら２つの部材の間における適切な熱伝達
を与えるために十分なものとなる。熱的結合を強化するために、ＴＣＥとヒートシンクと
の間の熱インターフェイス物質（ＴＩＭ）を使用することが可能である。このようなＴＩ
Ｍは、接着剤、グリース、相変化物質（ＰＣＭ）、金属熱インターフェイス物質、セラッ
ミック熱インターフェイス物質、軟質金属合金、インジウム、アルミナ・ナノレイヤー・
コーティング、サブミクロンフィルム、グリコール、水、オイル、不凍液、エポキシ化合
物、および他のものを含んでいる（ただし、これらに限定されるわけではない）。特定の
例は、Arctic SilverすなわちCeramique（Arctic Silver, Visalia, CA；０.００７℃－
ｉｎ２／Ｗより小さい熱抵抗を有する化合物）、圧縮可能なヒートスプリングＨＳＤ４（
Indium Corp, Utica, NY）、ＨＩＴＨＥＲＭ（GrafTech International Holdings Inc., 
Lakewood, OH）、あるいは、ヒートシンクの表面に対するＴＣＥの直接的な結合などであ
る。２ｐｓｉより大きな、あるいは５ｐｓｉより大きな、あるいは１０ｐｓｉより大きな
、あるいは３０ｐｓｉより大きな、あるいは６０ｐｓｉより大きな、あるいは１００ｐｓ
ｉより大きな、あるいは２００ｐｓｉより大きな平均力で、部材どうしを物理的にクラン
プすることによって、あるいは、表面どうしを直接的に結合することによって、熱的な接
触をさらに強化することも可能である。
【００４０】
　Eppendorf Mastercycler（商標）ep gradient Sというサーマルサイクラー（高い熱伝
導率および低い比熱容量を有する銀のブロックを介して、熱エネルギーを与える）などの
、ブロック・サーマルサイクラーに関して、基板を直接的にＴＣＥ上に配置することによ
って、ＴＣＥと、それに接触している基板との間の熱伝達を増加することも可能である。
好適なＴＣＥは、高い加熱容量および冷却容量を有するヒートポンプ、および、高い出力
のペルチェデバイス、を含んでいる（ただし、これらに限定されるわけではない）。ペル
チェデバイスの例としては、9500/131/150B（Ferrotec, Bedford NH）、XLT2393（Marlow
, Dallas TX）が挙げられる。本発明のサーマルサイクラーに関するＴＣＥの一部として
利用される場合、ペルチェデバイスは、Ｈブリッジによって有利に動力供給を受ける。Ｈ
ブリッジデバイスの例としては、5R7-001（Oven Industries）が挙げられる。
【００４１】
　本発明のサーマルサイクラーに関するＴＣＥの一部として、ペルチェデバイスを使用す
る場合、加熱および冷却に関するパルス幅変調を用いて、Ｈブリッジによってペルチェデ
バイスに動力を与えることが有利である。サンプルの温度を測定するサーモセンサーから
の温度フィードバックは、ＴＣＥを駆動して、所望されるサンプル温度を設定および維持
させる。ＴＣＥの制御に関する閉ループ温度制御アルゴリズムは、ＰＩＤ制御およびファ
ジー論理制御を含んでいる（ただし、これらに限定されるわけではない）。
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【００４２】
　前記熱コントローラは、１つのターゲット温度状態から他のターゲット温度状態への急
速な遷移のためのキャパシティを与える、コントロールアルゴリズムを備えている。この
遷移を、３つの異なるフェーズに分割することも可能である。フェーズ１では、実際の温
度とターゲット温度との間に大きな相違（例えば、１～２０℃、あるいは、より大きな相
違）がある。このフェーズでは、ＴＣＥデバイスの最大レート（あるいはその近傍）にお
いて、ランピングが生じる。フェーズ２（遷移フェーズ）では、実際の温度とターゲット
温度とがより近づく（およそ１～２０℃より小さくなる）。この場合、コントローラは、
溶液温度のオーバーシュートを防止するために、ＴＣＥへのパワーを小さくする必要があ
るとともに、最小の逸脱および振動をもって、ターゲット温度の急速な獲得を可能とする
必要がある。フェーズ３では、ターゲット温度が獲得され、そして、コントローラが、タ
ーゲット温度の近傍の狭い範囲内に溶液を維持するために、サーマルサイクラーに対する
パワーを抑えている。センサーを用いた温度測定は、実際の温度におけるより正確なフィ
ードバックを与えるとともに、ＴＣＥの表面温度の温度をオーバードライブすることを可
能とする。上述した３つのフェーズのそれぞれを、さらに、多数のサブフェーズに細分割
することも可能である。これにより、より速い反応時間、より正確な温度制御、増大した
安定性、および、外部変動に対する増大した耐性が与えられる。
【００４３】
　一実施例では、基板表面のチャネル内に薄いサーモカップルを配置することによって、
基板の温度を測定することが可能である。他の実施例では、利用されている基板とほぼ同
一の材料からなる第２のサーモセンサーを、「この第２のサーモセンサーにおけるＴＣＥ
からの距離が、ＴＣＥに接触している基板上の反応チャンバーにおけるＴＣＥからの距離
とほぼ同一となるように、第２のサーモセンサーを保持する範囲」内に収容することも可
能である。一般的に、このような第２のサーモセンサーを、基板から分離すること（すな
わち、孤立型のセンサーとすること）も可能である。また、この第２のサーモセンサーを
、ＴＣＥにおける第１の表面上の基板の隣に配置することも可能である。
【００４４】
　ヒートシンクは、選択的に、ヒートシンクの温度を制御するために、可変速度冷却ファ
ン、および／または、第２の加熱素子を備えることも可能である。この場合、ヒートシン
クにおける追加的な素子のそれぞれは、第２の制御素子と連通している。これにより、ヒ
ートシンクの冷却効率を調整することが可能となる。特に、ヒートシンクの温度を、環境
温度の変化とは無関係に、ほぼ一定に維持することが可能となる。また、ヒーターは、あ
らかじめ、ヒートシンクの温度をほぼ動作温度に調整しておくことも可能である。
【００４５】
　基板およびＴＣＥにおける反応溶液の熱的結合を促進するために、サーマルサイクラー
が動作しているときに、基板を固定するための力を基板に印加することによって、ＴＣＥ
における第１の表面と接触している基板の接触表面の熱伝導を一定に保つことが可能であ
る。このような力は、好ましくは、ＴＣＥにおける第１の表面に対して一時的にだけ基板
を保持する手段であって、熱サイクルの完了時に容易に除去することの可能な手段によっ
て、印加される。例えば、ＴＣＥにおける第１の表面の上部に、チップ圧縮素子（ＣＣＥ
）を配置することも可能である。これにより、間に基板を配置することが可能となる。そ
して、このチップ圧縮素子を、サーマルサイクラーの動作中に基板を適切な位置に保持す
るために使用すること、および、基板の除去を可能とするために解放することが可能であ
る。ＣＣＥ、ＴＣＥおよびヒートシンクを適切に一体化することにより、ＣＣＥによって
、これら３つの部材間における熱的結合を改善することが可能となる。
【００４６】
　基板に接触しているＣＣＥの一部を、低熱質量の絶縁性物質から形成することも可能で
ある。このような物質は、例えばWF71 Rohcell foam（Inspec foams, Magnolia, AR）の
ようなフォーム（泡）を含む（ただし、これに限定されるわけではない）。ここに示され
ている実施形態に関しては、このRohcellは好ましい。これは、１.４～１.６（Ｊ／ｇＫ
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）の比熱容量（あるいは、より少ない熱質量）、および、０.０３４５Ｗ／ｍＫ以下の熱
伝導率を有している。
【００４７】
　バイオチップ圧縮素子は、１つあるいは複数のクランプ、スプリング、圧縮可能なフォ
ーム、あるいは、ＴＣＥにおける第１の表面上に基板を保持するための力を与えるように
膨張させることの可能な、加圧された気胞を含んでいる（ただし、これらに限定されるわ
けではない）。好ましくは、チップ圧縮素子は、基板の表面に対して、約５～約２５０ｐ
ｓｉａの、ほぼ均一の力を与える。また、より好ましくは、ＴＣＥにおける第１の表面に
基板を保持するために、約２０～約５０ｐｓｉａの、ほぼ均一の力を与える。とりわけ、
熱的結合溶液（例えば、熱グリースあるいはグリコールなど）のない場合にも、バイオチ
ップ基板の接触表面とＴＣＥとの間の熱伝導を与えることが可能である。なお、必要に応
じて、上記の熱的結合溶液を利用することは可能である。
【００４８】
　バイオチップ圧縮素子は、バイオチップ－熱電冷却器－ヒートシンクに力を与える。こ
の力は、良好な熱的接触、および、これによるバイオチップとＴＣＥにおける最上部の表
面との間の熱伝達を確保するように機能する。
【００４９】
　一実施形態では、低い熱質量の絶縁体が、気胞であり、低い熱質量および絶縁特性を与
えるために利用されている。他の実施形態では、低い熱質量の絶縁体が、フォームパッド
である。クランプ力については、空気圧シリンダーによってフォームパッドに与えること
が可能であり、あるいは、気胞からの空気圧あるいは圧縮によって、クローズドセル・フ
ォームパッドに与えることが可能である。後者の場合には、気胞が、絶縁性および圧縮力
の双方を与える。
【００５０】
　上述したように、サーマルサイクラーは、ＴＣＥ表面における第１の表面において、１
秒ごとに約４～１５０℃（好ましくは、約８～１５０℃／秒、より好ましくは、約１０～
１５０℃／秒）の加熱および／または冷却速度を有することが可能である。サーマルサイ
クラーは、また、ＴＣＥ（例えばバイオチップ）における第１の表面との間で均一な熱伝
導状態にある基板における反応チャンバー内の溶液において、１秒ごとに約４～１５０℃
（好ましくは、約８～１５０℃／秒、より好ましくは、約１０～１５０℃／秒）の加熱あ
るいは冷却速度を有することが可能である。さらに、本発明のサーマルサイクラーは、＋
／－１.０℃（好ましくは、＋／－０.５０℃、より好ましくは、＋／－０.２５℃）の温
度安定性を有することが可能である。
【００５１】
　バイオチップ
　本発明における他の態様にしたがうバイオチップ（すなわち、本発明のサーマルサイク
ラーとともに使用するための基板）の実施形態は、例示の目的で、図１Ｂに示されている
。このバイオチップは、１６個のマイクロ流体システムを有しており、これらのそれぞれ
が、バイオチップ内に形成されている反応チャンバーのそれぞれとの流体連通における流
入口および流出口を有している。しかしながら、このような開示は、限定する目的のもの
ではない。むしろ、当業者であれば容易に認識することではあるが、バイオチップは、他
の数量のマイクロ流体システム（後述する）を備えることが可能であり、１つのシステム
を有するバイオチップ、および、２つ以上のシステムを有するバイオチップもある。ここ
で使用されている「複数の」という用語は、２つ以上、４つ以上、８つ以上、１６個以上
、３２個以上、４８個以上、６４個以上、９６個以上、１２８個以上、あるいは、２～１
６個、２～３２個、２～４８個、２～６４個、２～９６個、２～１２８個、８～１２８個
、８～６４個、あるいは８～３２個のマイクロ流体チャネルを意味している。
【００５２】
　バイオチップは、基板層およびカバー層を有することが可能である。ここでは、グルー
ブおよび／またはくぼみを備えている１つあるいは複数のマイクロ流体システムは、基板
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層内にパターン化されている。マイクロ流体チャネルおよび反応チャンバーに対する流体
アクセスを与えるために、カバー層内に、一連のビア（すなわち、スルーホールおよび／
または流入口あるいは流出口）を形成することが可能である。また、これら一連のビアを
、バイオチップに関して任意の位置に配置することが可能である。また、同じ機能性を得
るために、ビアを、カバー層ではなく基板層に形成することも可能である。マイクロ流体
システムを完成させるために、基板層の最上面を、カバー層の底面と結合することが可能
である。ポリマーベースのマイクロ流体システムを製造するための技術は、Beckerおよび
Gartner（Becker, 2000, Electrophoresis 21, 12-26およびBecker, 2008, Electrophore
sis 390, 89）によって、大規模に見直されている。これらについては、参照することに
より、その全体がここに組み込まれている。バイオチップについては、不飽和の、部分的
に不飽和の、あるいは飽和した環状オレフィン・コポリマー「ＣＯＣ」、不飽和の、部分
的に不飽和の、あるいは飽和した環状オレフィン・ポリマー「ＣＯＰ」、ポリ（メチル）
メタクリレート「ＰＭＭＡ」、ポリカーボネート「ＰＣ」、ポリプロピレン「ＰＰ」、ポ
リエチレン「ＰＥ」、ポリエーテルエーテルケトン「ＰＥＥＫ」、ポリ（ジメチルシロキ
サン）「ＰＤＭＡ」、ポリイミド「ＰＩ」などの材料を用いて製造することが可能である
。増幅反応において利用される最大温度よりも高いガラス転移温度を有するプラスチック
を選択することは重要である。ここに記載したバイオチップを製造するために、これらの
プロセスおよび材料における任意の数を利用することが可能である。特に、バイオチップ
を、プラスチック基板（例えば、ＣＯＣあるいはＣＯＰベースのポリマー（現在、Topas
（商標）、Zeonex（商標）、Zeonor（商標）、およびApel（商標）のトレードネームで販
売されている））の射出成形によって、製造することが可能である。この製造手順では、
形成されるべき構造のネガティブからなる金型インサートおよび射出成形金型が、機械加
工およびその後の表面研磨によって製造される。金型およびインサートは、ともに、基板
層を製造することを可能とするとともに、形成された基板が、チャネル、反応チャンバー
構造およびビアを備えることを可能とする。基板およびカバー層については、熱および圧
力を印加することによって、拡散接合することが可能である。
【００５３】
　あるいは、製造されるべき構造のネガティブにおけるマスター金型を用いて、薄い熱可
塑性フィルムを熱エンボス加工することによって、バイオチップを製造することも可能で
ある。このマスター金型については、固体の基板内に形成されているデバイスを再現する
ための電鋳法を用いることによって、製造することが可能である。固体の基板については
、ガラスシートとすることが可能である。このシートは、当業者に知られている標準的な
フォトリソグラフィー法およびケミカルエッチング法によって、パターン化される。基板
およびカバー層は、熱および圧力を印加されることによって、拡散接合される。
【００５４】
　バイオチップの基板およびカバー層については、さまざまなプラスチック基板から構成
することが可能である。このプラスチック基板は、ポリエチレン、ポリ（アクリレート）
（例えば、ポリ（メチルメタクリレート））、ポリ（カーボネート）、および、不飽和の
、部分的に不飽和の、あるいは飽和した環状オレフィン・ポリマー（ＣＯＰ）、あるいは
、不飽和の、部分的に不飽和の、あるいは飽和した環状オレフィン・コポリマー（ＣＯＣ
）を含む（ただし、これらに限定されるわけではない）。このプロセスにおいて利用され
るプラスチック基板およびカバー層の厚さは、その質量を最小化するために、薄く維持さ
れる。これにより、サーマルサイクラーと各反応チャンバーに保持されている反応溶液と
の間の使用時の熱伝達が、最大化される。プラスチック基板およびカバー層は、それぞれ
、独立に、２ｍｍ未満、１ｍｍ未満、７５０μｍ未満、６５０μｍ未満、５００μｍ未満
、４００μｍ未満、３００μｍ未満、２００μｍ未満、あるいは１００μｍ未満の厚さを
有することが可能である。あるいは、プラスチック基板およびカバー層は、それぞれ、独
立に、２５～２０００μｍ、２５～１０００、２５～７５０μｍ、２５～６５０ｍｍ、２
５～５００μｍ、２５～４００μｍ、２５～３００μｍ、２５～２００μｍ、２５～１０
０μｍの厚さ範囲を有するプラスチックを備えることが可能である。好ましくは、基板お
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よびカバー層の少なくとも１つが、約２００μｍ未満の厚さを有している。これにより、
バイオチップの反応チャンバー内に保持されている反応溶液に対する熱伝達が、最大化さ
れる。より好ましくはバイオチップの接触表面（ＴＣＥにおける第１の表面と接触する面
）が、約２００μｍ未満の厚さを有している。
【００５５】
　各反応チャンバーについては、例えば１００μＬ未満の容積を有するように形成するこ
とが可能である。好ましくは、各反応チャンバーは、約５０μＬ未満、あるいは、約４０
μＬ未満、あるいは、約３０μＬ未満、あるいは、約２５μＬ未満、あるいは、約２０μ
Ｌ未満、あるいは、約１５μＬ未満、あるいは、約１０μＬ未満、あるいは、約５μＬ未
満、あるいは、約１μＬ未満、あるいは、約０.１μＬ未満の容積を有する。あるいは、
各反応チャンバーを、約０.１μＬから約１００μＬまでの範囲の容積を有するように、
形成することも可能である。好ましくは、各反応チャンバーは、約０.１μＬから約１０
μＬまで、あるいは、約１０μＬから約５０μＬまでの範囲の容積を有している。反応チ
ャンバーは、一般的に、ポリマーあるいはシランコーティングによっては被覆されていな
い。反応チャンバーについては、流入口チャネルおよび流出口チャネルを有するように設
計することも可能である。あるいは、流入口および流出口のために、単一のチャネルを利
用することも可能である。
【００５６】
　本発明のバイオチップ設計は、マイクロ流体の利点を利用している。この利点には、熱
伝達を最大化するための高い表面積対体積率および短縮された拡散時間を有している点、
および、均一な加熱および冷却を有している点、が含まれる。マイクロ流体技術の利用は
、さらに、完全に一体化された法医学的な分析機器に関する利点を提供する。さらに、さ
まざまな層（例えば、ＣＯＣ層）を結合するために、接着剤を用いることなく、拡散接合
によって製造されたバイオチップがテストされ、このバイオチップが、所望される用途に
おける要求に応えられなくなるまでに、１００から１５００ｐｓｉまでの圧力に耐えられ
ることが立証されている。例えば、本発明のバイオチップは、４５０ｐｓｉに耐える。こ
れは、所望される熱サイクル用途にとって十分である。
【００５７】
　注意すべきことであるが、上述した本発明のバイオチップにおける特定の実施形態は、
実質的に、反応チャンバーを加熱および／または冷却するための、バイオチップに一体化
された何らの加熱素子も有していない。バイオチップにおける反応チャンバーの熱サイク
ルは、外部的に、例えば、本発明のサーマルサイクラーによって、与えられる。しかしな
がら、本発明のバイオチップに対して、加熱素子を一体化することも可能である。
【００５８】
　動作中においては、バイオチップの一部分が、１つあるいは複数の反応溶液を受容する
ことが可能である。各反応溶液は、独立に、バイオチップ内に形成されている１つあるい
は複数の反応チャンバーとの流体連通における１つあるいは複数の流入口を介した、１つ
あるいは複数の試薬（例えば、ＰＣＲ用の試薬）および／または拡散サンプルを有してい
る。個別の分離反応チャンバーに核酸サンプルのそれぞれを注入することによって、複数
のサンプルにおける同時増幅を実行することが可能である。同時の多重サンプル増幅を可
能とするために、複数のサンプルウェルあるいはバッファウェルに対して複数のサンプル
を同時に注入するための注入器を、バイオチップに設けることも可能である。このような
注入器は、例えば、複数のサンプルにおける１つのサンプルを、複数の反応チャンバーに
おける１つの反応チャンバーに供給する。当業者に知られている任意の方法に従って、例
えば、反応チャンバーに対してサンプルを接続する針あるいはチューブあるいはチャネル
を介した、電気泳動輸送、空気圧駆動、あるいは液体駆動によって、注入器が、サンプル
をチャネルに導入することが可能である。
【００５９】
　増幅（および、選択的に、核酸の抽出および定量化）に続いて、フラグメントの分離お
よびＳＴＲプロファイルの生成のために、反応チャンバーとの流体連通における１つある



(23) JP 2010-523116 A 2010.7.15

10

20

30

40

50

いは複数の流出口を介して、増幅された核酸生成物を（例えばGenebench-FX（商標）100
に対して）通過させることが可能である。
【００６０】
　比較的に低コストのプラスチック成形は、本発明のバイオチップを使い捨てのものとす
ることを可能とする。これにより、バイオチップの再利用のために必要とされる作業がな
くなるとともに、汚染の可能性もほぼなくなる。１回限りで使い捨てることは、少ないコ
ピー数の分析にとって、汚染（最初のサンプル収集以外の汚染）の可能性が存在しないと
いう点において、特に有利になるはずである。汚染および作業の双方が主な配慮事項にな
っていない状況では、再利用可能なプラスチックおよびガラスのバイオチップを利用する
ことも可能である。
【００６１】
　一体化の方法
　マイクロ流体を利用することによって、単一のバイオチップにおいて１つより多くの機
能を実行するための構成を製造することが可能となる。これらの機能は、核酸抽出、核酸
精製、ＰＣＲの前の核酸浄化、ＰＣＲの後の浄化、シークエンシングの前の浄化、シーク
エンシング、シークエンシングの後の浄化、核酸分離、核酸検出、逆転写、逆転写の前の
浄化、逆転写の後の浄化、核酸ライゲーション、核酸の混成および定量化を含むことが可
能である。サンプルの逐次的なプロセスを可能とするために、これらの機能の２つ以上を
、マイクロ流体的に接続することが可能である。この結合は、一体化（integration）と
呼ばれる。
【００６２】
　入力チャネルと出力チャネルとの間に精製媒体を挿入することによって、マイクロ流体
ＤＮＡ抽出における１つの形態を得ることが可能である。この精製媒体は、シリカファイ
バー・ベースのものとすることが可能であるとともに、生体サンプルを溶解させるため、
ＤＮＡを露出させるため、および、ＤＮＡを精製媒体に結合させるために、カオトロピッ
ク塩の試薬を用いることが可能である。そして、溶解物は、ＤＮＡと結合するために、入
力チャネルを介して、精製媒体を通って搬送される。結合されたＤＮＡは、汚染物質を除
去するために、エタノールベースのバッファによって洗浄される。これについては、入力
チャネルを介して、精製膜を通して洗浄試薬を流すことによって、達成することが可能で
ある。そして、適切な低塩バッファ（例えば、米国特許第5,234,809号（Boom）を参照さ
れたい）を流すことによって、結合されたＤＮＡが、この膜から溶出し、入力チャネルを
介して、精製膜を通って、出力チャネルから外に出る。
【００６３】
　マイクロ流体フォーマットにおけるＤＮＡ定量化に対する１つのアプローチは、リアル
タイムＰＣＲに基づいている。この定量化方法では、反応チャンバーは、入力チャネルと
出力チャネルとの間に形成されている。この反応チャンバーは、サーマルサイクラーに結
合しており、光学的励起および検出システムが、反応チャンバーに結合している。これに
より、反応溶液からの蛍光発光を測定することが可能となる。サンプル内におけるＤＮＡ
の量は、サイクルごとの反応チャンバーからの蛍光発光の強度と相関関係がある（例えば
、Heidら, Genome Research 1996, 6, 986-994を参照されたい）。
【００６４】
　マイクロ流体フォーマットにおける一体化についてのさらなる情報に関しては、この出
願と同じ日付で申請された「INTEGRATED NUCLEIC ACID ANALYSIS（一体化された核酸の分
析）」と題された米国特許出願（代理人整理番号０７－８０１－ＵＳ）を参照されたい。
なお、参照することにより、この出願の全てがここに組み込まれている。マイクロ流体フ
ォーマットにおける分離および検出についてのさらなる情報に関しては、この出願と同じ
日付で申請された、「Plastic Microfluidic Separation and Detection Platforms（プ
ラスチックのマイクロ流体に関するプラットフォームの分離および検出）」と題された米
国特許出願（代理人整理番号０７－８６５－ＵＳ）を参照されたい。なお、参照すること
により、この出願の全てがここに組み込まれている。
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【００６５】
　本発明のマイクロ流体ドライブは、一体化されたバイオチップにおける反応チャンバー
内の流体を搬送するための手段である。マイクロ流体ドライブにおける１つのタイプは、
組み込まれている膜ポンプによって達成される。この膜ポンプは、膜に対して陽圧および
陰圧を順次的に印加することによって、流体を搬送する。あるいは、マイクロ流体チャン
バーの入力部に容積型ポンプを接続することも可能である。ポンプの変位が、マイクロ流
体チャネルを介して流体を押し進める。
【００６６】
　一体化は、バイオチップにおける流体の流れをゲート制御するために、マイクロ流体バ
ルブを利用することが可能である。バルブ調整については、受動的な構造あるいは能動的
な構造を利用して、実現することが可能である。受動的なバルブ調整構造は、毛管圧力を
利用することによって流体の流れを停止する、毛管バルブを備えている。流体は、毛管力
に打ち勝つために十分な大きさの圧力を受けることによって、毛管バルブ構造内を流れる
ことが可能である。能動的なバルブ構造は膜バルブを備えており、これは、２つのチャネ
ル間の位置において、柔らかい（あるいは半剛体の）構造を使用している。膜に対して圧
力を印加することによって、膜がチャネルを閉鎖する。膜に真空を作用させると、膜がチ
ャネルから持ち上がる。これにより、流体の通過が可能となる。
【００６７】
　増幅方法
　さらに他の態様では、本発明は、１つあるいは複数のターゲット核酸における複数の核
酸遺伝子座を、急速ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）によって同時に増幅するための方法
を提供する。このような方法は、１つあるいは複数の反応溶液を、１つあるいは複数の反
応チャンバーに供給するステップを含んでいる。そして、各反応溶液は、（ｉ）少なくと
も１つのターゲット核酸における少なくとも１つのコピー（各ターゲット核酸は、同一で
あるかあるいは異なっており、さらに、各ターゲット核酸は、独立して、増幅されるべき
複数の遺伝子座を備えている）、（ｉｉ）１つあるいは複数のバッファ、（ｉｉｉ）１つ
あるいは複数の塩、（ｉｖ）増幅されるべき複数の遺伝子座に対応するプライマーのセッ
ト、（ｖ）核酸ポリメラーゼ、および、（ｖｉ）ヌクレオチドを備えている。
【００６８】
　反応溶液のそれぞれ、例えば、ターゲット核酸のぞれぞれは、必要に応じて、同一であ
っても異なっていてもよい。これにより、例えば、同一の核酸サンプルにおける多重同時
分析が実行される、あるいは、多数の核酸サンプルが同時に処理される。
【００６９】
　各反応チャンバーを、上述したように本発明のバイオチップ内に保持することも可能で
あり、あるいは、薄肉の反応チューブ内に保持することも可能である。薄肉の反応チュー
ブは、約２００μｍ未満の壁厚を有していることが好ましい。できれは、薄肉の反応チュ
ーブは、約１００μｍ未満の壁厚を有していることが好ましい。
【００７０】
　ＰＣＲ増幅に関するプライマーは、ターゲットＤＮＡの遺伝子座を交雑するように特別
に設計された、オリゴヌクレオチド配列である。これらのプライマーは、ポリメラーゼ伸
長に関する出発点として機能する。増幅されたフラグメントの分析を容易にするために、
ＰＣＲ反応において、ラベル付けされたプライマーを使用することも可能である。ラベル
付けされたプライマーは、オリゴヌクレオチド配列である。これらの配列は、検出可能な
部分と結合している。その非限定的な例は、蛍光染料である。蛍光によってラベル付けさ
れたプライマーを用いてＰＣＲが実行された場合、蛍光ラベルを有する単位複製配列が生
成される。高速のＰＣＲを実行するための方法は、ラベル付けされたプライマーおよびラ
ベル付けされていないプライマーの双方に対応することが可能である。また、高速の多重
ＰＣＲが実証されている。
【００７１】
　プライマーのセットは、上述したようなターゲットの核酸を有する複数の遺伝子座の増
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幅に関して、当業者に知られている任意のものとすることが可能である。例えば、ヒトの
核酸サンプルにおける１つあるいは複数の遺伝子座の増幅において有用なプライマーは、
米国特許第5,582,989号、米国特許第5,843,660号、米国特許第6,221,598号、米国特許第6
,479,235号、米国特許第6,531,282号、および、米国特許第7,008,771号、および、米国特
許出願公開第2003/0180724号、第2003/0186272号、および、第2004/0137504号に記載され
ている。これらのそれぞれは、参照することにより、ここに組み込まれている。
【００７２】
　さらに、ウイルスの核酸サンプルにおける１つあるいは複数の遺伝子座の増幅において
有用なプライマーは、例えば、米国特許第7,312,036号、米国特許第6,958,210号、米国特
許第6,849,407号、米国特許第6,790,952号、および、米国特許第6,472,155号に記載され
ている。これらのそれぞれは、参照することにより、ここに組み込まれている。
【００７３】
　細菌の核酸サンプルにおける１つあるいは複数の遺伝子座の増幅において有用なプライ
マーの例は、米国特許第7,326,779号、米国特許第7,205,111号、米国特許第7,074,599号
、米国特許第7,074,598号、米国特許第6,664,080号、および、米国特許第5,994,066号に
記載されている。これらのそれぞれは、参照することにより、ここに組み込まれている。
【００７４】
　塩およびバッファは、当業者に周知のものを含んでおり、敬意を表して、ＭｇＣｌ２、
およびＴｒｉｓ－ＨＣｌおよびＫＣｌを備えるものを含んでいる。バッファは、例えば、
界面活性剤（例えばTweens）、ジメチル・スルホキシド（ＤＭＳＯ）、グリセロール、ウ
シの血清アルブミン（ＢＳＡ）およびポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、および、当業
者に周知の他のもの、のような添加物を含むことも可能である。ヌクレオチドは、一般的
に、例えば、デオキシアデノシン三リン酸（ｄＡＴＰ）、デオキシシチジン三リン酸（ｄ
ＣＴＰ）、デオキシグアノシン三リン酸（ｄＧＴＰ）、およびデオキシチミジン三リン酸
（ｄＴＴＰ）のような、デオキシリボヌクレオシド三リン酸であり、合成物質に対しても
、ターゲットの核酸の増幅のために適切な量が添加される。
【００７５】
　核酸ポリメラーゼのホットスタート活性化に適した第１の期間に、溶液を、選択的に、
第１の温度に加熱および保持することも可能である。一般的に、この第１の期間は、約９
０秒よりも短い。第１の温度については、約９５℃から約９９℃とすることも可能である
。６０秒以内に活性化することの可能なホットスタート機構を有するポリメラーゼには、
抗体を介したホットスタートを利用するもの、および、アプタマーを介したホットスター
ト機構を利用するものも含む。あるいは、本発明においては、ホットスタート・ポリメラ
ーゼを利用しなくてもよい。
【００７６】
　その後、反応溶液の温度は、変性状態、アニーリング状態および伸長状態の間において
、所定の循環数にわたって、連続的に循環する。一般的に、１つあるいは複数の反応溶液
は、第１の冷却速度で、変性状態からアニーリング状態に冷却される。この第１の冷却速
度は、約１から約１５０℃／秒、あるいは、約１から約１００℃／秒、あるいは、約１か
ら約８０℃／秒、あるいは、約１から約６０℃／秒、あるいは、約１から約４０℃／秒、
あるいは、約１から約３０℃／秒、あるいは、約１から約２０℃／秒、約４から約１５０
℃／秒、あるいは、約４から約１００℃／秒、あるいは、約４から約８０℃／秒、あるい
は、約４から約６０℃／秒、あるいは、約４から約４０℃／秒、あるいは、約４から約３
０℃／秒、あるいは、約４から約２０℃／秒、あるいは、約１０から約１５０℃／秒、あ
るいは、約１０から約１００℃／秒、あるいは、約１０から約８０℃／秒、あるいは、約
１０から約６０℃／秒、あるいは、約１０から約４０℃／秒、あるいは、約１０から約３
０℃／秒、あるいは、約１０から約２０℃／秒である。１つあるいは複数の反応溶液を、
第１の加熱速度で、アニーリング状態から伸長状態に加熱することが可能である。第１の
加熱速度は、約１から約１５０℃／秒、あるいは、約１から約１００℃／秒、あるいは、
約１から約８０℃／秒、あるいは、約１から約６０℃／秒、あるいは、約１から約４０℃
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／秒、約１から約３０℃／秒、約１から約２０℃／秒、４から約１５０℃／秒、あるいは
、約４から約１００℃／秒、あるいは、約４から約８０℃／秒、あるいは、約４から約６
０℃／秒、あるいは、約４から約４０℃／秒、約４から約３０℃／秒、約４から約２０℃
／秒、あるいは、約１０から約１５０℃／秒、あるいは、約１０から約１００℃／秒、あ
るいは、約１０から約８０℃／秒、あるいは、約１０から約６０℃／秒、あるいは、約１
０から約４０℃／秒、あるいは、約１０から約３０℃／秒、あるいは、約１０から約２０
℃／秒である。および／または、１つあるいは複数の反応溶液は、第２の加熱速度で、伸
長状態から変性状態に加熱される。この第２の加熱レートとは、約１から約１５０℃／秒
、あるいは、約１から約１００℃／秒、あるいは、約１から約８０℃／秒、あるいは、約
１から約６０℃／秒、あるいは、約１から約４０℃／秒、約１から約３０℃／秒、約１か
ら約２０℃／秒、約４から約１５０℃／秒、あるいは、約４から約１００℃／秒、あるい
は、約４から約８０℃／秒、あるいは、約４から約６０℃／秒、あるいは、約４から約４
０℃／秒、約４から約３０℃／秒、約４から約２０℃／秒、あるいは、約１０から約１５
０℃／秒、あるいは、約１０から約１００℃／秒、あるいは、約１０から約８０℃／秒、
あるいは、約１０から約６０℃／秒、あるいは、約１０から約４０℃／秒、あるいは、約
１０から約３０℃／秒、あるいは、約１０から約２０℃／秒である。最終的に、反応溶液
は、１つあるいは複数の増幅された拡散生成物を提供するための、最終状態に保持される
。
【００７７】
　変性状態は、一般的に、約１から３０秒までの時間範囲において、約９０から９９℃ま
での範囲にわたっている可能性がある。実際の時間および温度は、酵素、プライマーおよ
びターゲットに依存する。ヒトゲノミックＤＮＡを増幅するための、Applied Biosystems
（AB）多重ＳＴＲキットに関しては、約５秒間で約９５℃であることが好ましい。
【００７８】
　アニーリングの温度および時間は、ターゲット核酸における複数の遺伝子座と結合して
いるプライマーの特異性および能力に影響し、多重ＰＣＲ反応にとっては特に重要である
。アニーリングステップにおいて、プライマー対の完全なセットを正しく結合することに
よって、複数の遺伝子座における多重増幅（例えば、容認できるＰＨＲおよび内部遺伝子
座強度信号バランスを有する、１つあるいは複数の完全なＳＴＲプロファイル）を生成す
ることが可能となる。特定のプライマー対に関して、アニーリング状態は、約５０℃から
７０℃までの範囲、および、約１秒から３０秒までの時間範囲にわたる可能性がある。実
際の時間および温度は、酵素、プライマーおよびターゲットに依存する。ヒトゲノミック
ＤＮＡを増幅するためのＡＢ多重ＳＴＲキットに関しては、１５秒間で約５９℃であるこ
とが好ましい。
【００７９】
　伸長の温度および時間は、主として対立遺伝子生成物収量に影響を与えるものであり、
研究対象の酵素における固有の特性である。なお、製造者によって報告されている伸長速
度は、多くの場合、一重反応に関して与えられていることに注意されたい。多重反応に関
する伸長速度は、はるかに遅くなる可能性がある。特定の酵素に関しては、伸長状態は、
約６０℃から７５℃までの範囲、および、約１秒から３０秒までの時間範囲にわたる可能
性がある。実際の時間および温度は、酵素、プライマー、およびターゲットに依存する。
ヒトゲノミックＤＮＡを増幅するためのＡＢ多重ＳＴＲキットに関しては、約５秒間で約
７２℃であることが好ましい。好ましくは、所定数のサイクルを継続することに関して、
反応溶液は、第３の速度で、伸長状態から変性状態に加熱される。この第３の速度は、約
１から約１５０℃／秒、あるいは、約１から約１００℃／秒、あるいは、約１から約８０
℃／秒、あるいは、約１から約６０℃／秒、あるいは、約１から約４０℃／秒、あるいは
、約１から約３０℃／秒、あるいは、約１から約２０℃／秒、４から約１５０℃／秒、あ
るいは、約４から約１００℃／秒、あるいは、約４から約８０℃／秒、あるいは、約４か
ら約６０℃／秒、あるいは、約４から約４０℃／秒、あるいは、約４から約３０℃／秒、
あるいは、約４から約２０℃／秒、あるいは、約１０から約１５０℃／秒、あるいは、約
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１０から約１００℃／秒、あるいは、約１０から約８０℃／秒、あるいは、約１０から約
６０℃／秒、あるいは、約１０から約４０℃／秒、あるいは、約１０から約３０℃／秒、
あるいは、約１０から約２０℃／秒である。一般的に、所定数のサイクルは、約１０から
５０回までのサイクルとなるように選択される。しかしながら、必要に応じて、より少な
い（あるいはより多くの）サイクルを使用することも可能である。
【００８０】
　最終的な伸長時間については、不完全なＮＴＡが増加し始めるまで、大幅に減少するこ
とが可能である。特定の酵素に関しては、最終的な伸長温度は、約６０℃から７５℃まで
の範囲にわたる可能性があり、その時間範囲は、約０秒から３００秒にわたる可能性があ
る。実際の時間および温度は、酵素、プライマーおよびターゲットに依存する。ヒトゲノ
ミックＤＮＡを増幅するためのＡＢ多重ＳＴＲキットに関しては、約９０秒間で約７２℃
であることが好ましい。
【００８１】
　上述した３ステップ熱サイクルアプローチに加えて、このプロセスは、さらに、２ステ
ップ熱サイクルアプローチにも適している。このアプローチでは、反応溶液は、変性状態
とアニーリング／伸長状態との間において、所定数のサイクルの間、連続的に循環される
。このアプローチは、伸長温度でアニールするように設計されているプライマーを利用す
る。これにより、アニーリングおよび伸長ステップが、同一の温度を共有することが可能
となっている。温度遷移数の減少により、サイクル時間がさらに短縮される。
【００８２】
　特定の実施形態では、約５から約２０分間で、複数の増幅された核酸生成物を得ること
が可能である。他の特定の実施形態では、約５から１０分間、約１から５分間、あるいは
、５分間未満で、複数の増幅された核酸生成物を得ることが可能である。約１０ｎｇ未満
のターゲット核酸から、増幅された核酸生成物のそれぞれを生成することが可能である。
好ましくは、約５ｎｇ未満の核酸、あるいは、約２ｎｇ未満の核酸、あるいは、約１ｎｇ
未満の核酸、あるいは、約０.５ｎｇ未満の核酸、あるいは、約０.２ｎｇ未満の核酸、あ
るいは、約０.１ｎｇ未満の核酸、あるいは、約０.０５ｎｇ未満の核酸、あるいは、約０
.００６ｎｇ未満の核酸から、増幅された核酸生成物を生成することが可能である。
【００８３】
　例えば、臨床サンプルあるいは環境サンプルにおける生物兵器薬剤の特定、あるいは、
ヒト、植物および動物における細菌性、ウイルス性あるいは真菌性の感染症の特定などの
、他の実施形態では、増幅された核酸生成物を、ターゲット核酸における少なくとも１つ
のコピーから生成することが可能である。例えば、分析すべきサンプルは、多重増幅反応
の前に、ターゲット核酸における１０００個未満のコピー（例えば、１～１０００個のコ
ピー）、４００個未満のコピー、２００個未満のコピー、１００個未満のコピー、５０個
未満のコピー、３０個未満のコピー、１０個未満のコピー、１個未満のコピーを含んでい
ればよい。
【００８４】
　さらに、ターゲット核酸の遺伝子座が、ゲノムにおける１つ以上のコピー内に存在して
いる場合には、ＤＮＡに相当する単一のゲノムに満たないものを、増幅のために利用する
ことが可能である。
【００８５】
　上述した全ての方法では、ターゲット核酸における遺伝子座の十分な増幅を得るために
、所定数のサイクルの間、熱サイクルを実行することが可能である（このことは、当業者
によって容易に判断することが可能である）。例えば、所定数のサイクルを、約１０から
約５０サイクルの範囲、好ましくは約２０から５０サイクルの範囲とすることが可能であ
る。さらに、上述した全ての方法では、１つあるいは複数の核酸における少なくとも２つ
の遺伝子座を、同時に増幅することが可能である。所望される用途に応じて、４個より多
くの、５から１０個の、１０から２０個の、２０から３０個の、あるいは１０から２５０
個の遺伝子座が、同時に増幅される。例えば、ＳＴＲ遺伝子座の増幅に関しては、１０か



(28) JP 2010-523116 A 2010.7.15

10

20

30

40

50

ら２０個の遺伝子座が好ましい可能性がある。
【００８６】
　好ましくは、反応溶液の温度は、本発明のサーマルサイクラー（前述）によって循環さ
れる。ＰＣＲ溶液の遅延反応を補償することによって、急速熱サイクルのための市販のブ
ロック・サーマルサイクラーを利用することも可能である。この補償は、加熱ステップに
おいて所望される溶液温度よりも高いブロック温度を設定すること、および、冷却ステッ
プにおいて所望される溶液温度よりも低いブロック温度を設定すること、によってなされ
る。しかしながら、この動作モードは、遅いランピング反応を補償するために必要とされ
る温度設定点を経験的に決定する必要があるために、実施しにくい。さらに、ブロックに
よって、フィードバックおよび制御が引き続き実行されているため、および、溶解温度の
モニタリングが実施されていないために、プロファイルの反復性（repeatability）およ
び再現性（reproducibility）が、外部的な要因（室温の変化を含む）によって影響され
てしまう可能性がある。したがって、溶液の温度プロファイルを再現することはできない
。
　ここに記載したアプローチを用いて、市販されている多くのポリメラーゼを、急速ＰＣ
Ｒ用途に適用することも可能である。一般的に、核酸ポリメラーゼは、少なくとも１００
塩基／秒の伸長速度を有している。サーマス・アクアチクス（Taq）、パイロコッカス・
フリオサス（Pfu）、パイロコッカス・ウォーセイ（Pwo）、サーマス・フラバス（TfI）
、サーマス・サーモフィルス（Tth）、サーマス・リトリス（TIi）およびサーモトーガ・
マリティム（Tma）を含む多数のポリメラーゼが、ＰＣＲ増幅に関して有用である。これ
らの酵素、これらの酵素の改良バージョン、および、これらの酵素を組み合わせたものは
、Roche、Invitrogen、Qiagen、Strategene、およびApplied Biosystemsを含むベンダー
から市販されている。代表的な酵素は、PHUSION（New England Biolabs, Ipswich, MA）
、Hot MasterTaq（商標）（Eppendorf）、PHUSION Mpx（Finnzymes）、PyroStart（Ferme
ntas）、KOD（EMD Biosciences）、Z-Taq（TAKARA）、および、CS3AC/LA (KlenTaq, Univ
ersity City, MO）を含んでいる。ＳＴＲタイピングのためのＰＣＲ増幅に関して広く使
用されている酵素は、Ｔａｑポリメラーゼである。また、TaqGoldの改良型が、Identifil
er（商標）、Profiler（商標）、およびCOfiler（商標）キットに同梱されている。
【００８７】
　完全なプロファイルの生成は必要とされていないけれども、特定の実施形態では、ここ
に提示されているＰＣＲ条件は、ヒトのターゲット核酸から、高い効率で、完全なＳＴＲ
プロファイルを生成することが可能である。常染色体のＳＴＲに関する完全なプロファイ
ルは、例えば、アメロゲニン、Ｄ８Ｓ１１７９、Ｄ２１Ｓ１１、Ｄ７Ｓ８２０、ＣＦＳ１
ＰＯ、Ｄ３Ｓ１３５８、ＴＨ０１、Ｄ１３Ｓ３１７、Ｄ１６Ｓ５３９、Ｄ２Ｓ１３３８、
Ｄ１９Ｓ４３３、ｖＷＡ、ＴＰＯＸ、Ｄ１８Ｓ５１、Ｄ５Ｓ８１８、ＦＧＡ、あるいはこ
れらのうちの複数、などの遺伝子座、ミニＳＴＲおよびＹ－ＳＴＲ分析を含む他のＳＴＲ
遺伝子座を有することが可能である。プロトコルにおける最適化の基準は、完全なプロフ
ァイルの生成、信号強度、ダイナミックレンジ、内部遺伝子座信号強度バランス、ＰＨＲ
、不完全なＮＴＡ、スタッター、およびトータルのサイクル時間を含んでいる。
【００８８】
　一実施形態にしたがうと、SpeedSTAR酵素および本発明のサーマルサイクラーを利用す
るプロトコルは、完全なＳＴＲプロファイルを生成するために、バイオチップ反応および
チューブ反応に関するトータルのサイクル時間を、それぞれ、１７.３分間および１９.１
分間に短縮することが可能である。このプロトコルでは、変性状態が約４秒間で約９８℃
であり、アニーリング状態が約１５秒間で約５９℃であり、伸長状態が約７秒間で約７２
℃であり、そして、最終状態が約９０秒間で約７０℃である。
【００８９】
　特定の実施形態では、少なくとも１０回、２０回あるいは３０回の多重ＰＣＲサイクル
に関するトータルのサイクル時間を、約１分間から約９０分間までの範囲とすることが可
能である。好ましくは、少なくとも１０回、２０回あるいは３０回の多重ＰＣＲサイクル
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に関するトータルのサイクル時間は、約１分間から約９０分間、あるいは、約１分間から
約８５分間、あるいは、約１分間から約８０分間、あるいは、約１分間から約７５分間、
あるいは、約１分間から約７０分間、あるいは、約１分間から約６５分間、あるいは、約
１分間から約６０分間、あるいは、約１分間から約５５分間、あるいは、約１分間から約
５０分間、あるいは、約１分間から約４５分間、あるいは、約１分間から約４０分間、あ
るいは、約１分間から約３５分間、あるいは、約１分間から約３０分間、あるいは、約１
分間から約２５分間、あるいは、約１分間から約２０分間、あるいは、約１分間から約１
５分間、あるいは、約１分間から約１０分間、あるいは、約１分間から約５分間の範囲に
ある。他の実施形態では、少なくとも１０回、２０回あるいは３０回の多重ＰＣＲサイク
ルに関するトータルのサイクル時間は、約９０分間未満である。好ましくは、少なくとも
１０回、２０回あるいは３０回の多重ＰＣＲサイクルに関するトータルのサイクル時間は
、約８９分間未満、約８５分間未満、約８０分間未満、約７５分間未満、約７０分間未満
、約６５分間未満、約６０分間未満、約５５分間未満、約５０分間未満、約４５分間未満
、約４０分間未満、約３５分間未満、約３０分間未満、約２５分間未満、約２０分間未満
、約１５分間未満、約１０分間未満、約５分間未満、約４分間未満、約３分間未満、約２
分間未満、あるいは約１分間未満である。
【００９０】
　本発明は、核酸サンプルにおける複数の遺伝子座の多重ＰＣＲ増幅を実行するための、
および、同一のバイオチップ・プラットフォームにおいて、少なくとも１つの他のサンプ
ルの製造および／または分析方法を実行するための、１つあるいは複数のマイクロ流体シ
ステムを備えた、一体化されたバイオチップを意図している。例えば、バイオチップにお
ける各マイクロ流体システム内では、それぞれが、流入ポートから流出ポートに向かう流
れ方向を有しており、システムが、複数の反応チャンバーを備えることが可能であり、こ
れら複数の反応チャンバーにおける第１の反応チャンバーが、流入ポートと流体連通して
いる一方、複数の反応チャンバーにおける最終的な反応チャンバーが、流出ポートと流体
連通しており、さらに、システムが、反応チャンバーにおける連続的な対のそれぞれに対
して前記流れ方向に沿って流体的に接続している、少なくとも１つのマイクロチャネルを
備えることが可能である。各マイクロ流体システムにおける少なくとも１つの反応チャン
バーを、バイオチップ基板の接触表面から２００μｍ未満とすることが可能である。これ
により、前記反応チャンバー内において多重ＰＣＲを実行するための、本発明のサーマル
サイクラーとの熱伝導が促進される。
【００９１】
　バイオチップの各マイクロ流体システムにおける、残りの反応チャンバーのそれぞれに
ついては、核酸抽出、核酸精製、核酸混成、核酸ライゲーション、ＰＣＲの前の核酸浄化
、ＰＣＲの後の浄化、シークエンシングの前の浄化、シークエンシング、シークエンシン
グの後の浄化、分離および検出、逆転写、逆転写の前の浄化、および／または、逆転写の
後の浄化、電気泳動分離、核酸検出に適応させることが可能である。ここで使用されてい
る「浄化」という用語は、上に列挙したいずれかの反応チャンバー・プロセスを妨害する
可能性のある、反応成分の除去を意味する。この反応成分には、アニオン、カチオン、オ
リゴヌクレオチド、ヌクレオチド、防腐剤、酵素、あるいは阻害剤を含んでいる。
【００９２】
　以下に示す実施例は、本発明における特定の実施形態、および、そのさまざまな使用を
例示している。これらは、説明目的のために記載されているに過ぎないのであって、本発
明を限定するように理解されるべきものではない。
【００９３】
実施例
実施例１
カスタムサーマルサイクラーおよびマイクロ流体バイオチップ
　ＰＣＲ反応溶液温度を急速に、制御可能に、かつ再現的に加熱冷却することができるこ
とによって高速サイクリングを行うために、図１Ａに示すような本発明のサーマルサイク
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ラーを使用した。この器具は、１６－チャンバーのマイクロ流体バイオチップを受容し、
高性能ヒートシンクに取り付けられている高出力熱電冷却器／加熱器からなる。１６のＰ
ＣＲ反応溶液のそれぞれを、クランプ機構を用いて圧縮圧力０.２ＭＰａを印加すること
によってヒートポンプに結合するマイクロ流体バイオチップの個々のチャンバーに入れた
。図１Ｂは、１６－サンプルの使い捨て可能なプラスチック製マイクロ流体バイオチップ
の写真を示している。各ＰＣＲチャンバーは、深さが５００μｍ、幅が約１ｍｍであり、
７μｌのＰＣＲ反応溶液が入っている。
【００９４】
　計測および温度プロファイル
　以下の実施例では、Eppendorf Mastercyler（商標）ep gradient S（Eppendorf North 
America,Westbury,NY）を用いて、管内のあらゆる増幅反応を行った。ブロックに直接取
り付けられている直径１２７μｍの型式Ｋの熱電対センサーを使用して、上記の器具のブ
ロック温度プロファイルを得た。反応溶液プロファイルのために、直径１２７μｍの型式
Ｋの熱電対センサーを、薄肉のＰＣＲチューブ内の２０μＬの反応溶液に載置した。１０
０Ｈｚの速度でデータを取得するように、Omega HH506RA Multiloggerサーモメーターセ
ットでデータ収集を行った。
【００９５】
　反応器として１６－サンプルのプラスチック製のバイオチップを備えた実施例１のサー
マルサイクラーを使用して、バイオチップでの増幅反応を行った。バイオチップ内の検出
チャンバーに熱電対を挿入することによって、マイクロ流体バイオチップ内の溶液温度を
モニターした。
【００９６】
　ＰＣＲ－反応混合物成分およびサイクリング条件
　９９４７ＡゲノムＤＮＡ（Promega,Madison,WI）をテンプレートとしてthe AmpFlSTR（
登録商標）　Profiler Plus（登録商標）IDPCR Amplification Kit(Profiler Plus IDキ
ット)(Applied Biosystems, Foster City, CA)で多重ＰＣＲ反応を行った。増幅に使用し
たポリメラーゼは、Profiler Plus IDキットに供給されているAmpliTaq Gold（登録商標
）　ＤＮＡポリメラーゼ（TaqGold（商標））か、または他のポリメラーゼ、すなわち、S
peedSTAR HS DNA Polymerase（SpeedSTAR）（Takara BIO USA Inc., Madison, WI）、KOD
 Hot Start ＤＮＡポリメラーゼ（KOD）（EMD Biosciences Inc., Gibbstown, NJ）、ま
たはPyroStart（商標）Fast PCR Master Mix（PyroStart）（Fermentas Inc., Glen Burn
ie, MD）のいずれかであった。ポリメラーゼ特定のバッファとデオキシヌクレオチド三リ
ン酸とを組み合わせて、Profiler Plus IDキットからのラベル付き多重プライマーを使用
して、他のポリメラーゼを用いた多重ＰＣＲを行った。Eppendorf Mastercyler（商標）e
p gradient Sを使用して、０.２ｍＬの薄肉のＰＣＲチューブ（Eppendorf North America
, Westbury, NY）であらゆるチューブＰＣＲを行った。１６－サンプルのバイオチップを
使用して、あらゆるバイオチップ反応が図１Ａのサーマルサイクラーで増幅した。
【００９７】
　以下のＰＣＲ反応混合物を調製して、サーマルサイクルに使用した。
　Standard TaqGold（商標）の反応物：
　Standard TaqGold（商標）多重反応物は、２５μＬの反応容積に、９.５５μＬのProfi
ler Plus ID反応混合物と、１ｎｇの９９４７ＡゲノムＤＮＡと、５μＬのProfiler Plus
 IDプライマーセットと、２.２５ＵのTaqGold（商標）からなるものであった。製造業者
の推奨に従ってサイクリング条件（ブロック温度および時間）を選択し、最初が９５℃で
１１分間（ホットスタート）、続いて２８サイクルを９４℃で１分（変性）、５９℃で１
分（アニーリング）、７２℃で１分（伸長）、最後の伸長を６０℃で４５分に設定した。
【００９８】
　最適化されたTaqGold（商標）反応物：
　高速サイクルに最適化されたTaqGold（商標）反応物について、３.８２μＬのProfiler
 Plus ID反応混合物と、１ｎｇの９９４７ＡゲノムＤＮＡと、２μＬのProfiler Plus ID
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プライマーセットと、０.９ＵのTaqGold（商標）とを含有する、１０μＬ反応容積で行っ
た。９５℃で１１分間、２８サイクルを９８℃で１０秒、５９℃で４５秒、７２℃で３０
秒、最後の伸長を７２℃で１５分、で反応が循環した。
【００９９】
　SpeedSTARチューブ反応物：
　チューブＰＣＲ用のSpeedSTAR　ＰＣＲ混合物成分は、以下の通りであった。２μＬのP
rofiler Plus IDプライマーセットと、９９４７ＡゲノムＤＮＡと、１ｘFast Buffer I（
Takara BIO USA Inc., Madison, WI）と、２００μＭのデオキシヌクレオチド三リン酸と
、０.３１５ＵのSpeedSTARとが、１０μＬの反応容積に入っていた。急速に実行するため
のサイクリング条件は、以下に設定された。９５℃で１分（酵素活性化）に続いて、２８
サイクルを９８℃で４秒、５９℃で１５秒、７２℃で５秒、最後の伸長を７２℃で１分で
あった。
【０１００】
　SpeedSTARバイオチップ反応物：
　バイオチップＰＣＲ用に、７μＬの反応混合物が、１.４μＬのProfiler Plus IDプラ
イマーセットと、９９４７ＡゲノムＤＮＡと、１ｘFast Buffer Iと、２００μＭのデオ
キシヌクレオチド三リン酸と、０.４２ＵのSpeedSTARを含有していた。サイクリングパラ
メーターを、９５℃で７０秒、２８サイクルが９８℃で４秒、５９℃で１５秒、７２℃で
７秒、最後の伸長を７０℃で１：３０分に設定した。
【０１０１】
　KOD反応物：
　１０μＬの反応容積に入っている、２μＬのProfiler Plus IDプライマーセットと、１
ｘKODバッファ（EMD Biosciences Inc., Gibbstown, NJ）と、２００μＭのデオキシヌク
レオチド三リン酸と、１ｎｇの９９４７ＡゲノムＤＮＡと、１.５ｍＭの硫酸マグネシウ
ム（ＭｇＳＯ４）と、０.２ＵのKODとで、KODでの増幅を行った。サイクリング条件は、
以下の通りであった。９５℃で２分に続いて、２８サイクルを９８℃で４秒、５９℃で３
０秒、７２℃で１０秒、最後の伸長に７２℃で１分であった。
【０１０２】
　PyroStart反応物：
　１つの終濃度におけるPyroStartでの反応混合物はまた、１０μＬの反応物に２μＬのP
rofiler Plus IDプライマーセットと、１ｎｇの９９４７ＡゲノムＤＮＡとを含有したも
のであり、以下で循環した。９５℃で１分、２８サイクルを９８℃で４秒、５９℃で２０
秒、７２℃で３０秒に続いて、最後の伸長を７２℃で１分行った。
【０１０３】
　他のＳＴＲタイピングキットでの多重ＰＣＲ：
　他のＳＴＲタイピングキット（AmpFlSTR（登録商標）Identifiler（登録商標）（Ident
ifiler）（AmpFlSTR（登録商標）Cofiler（登録商標）PCR Amplification Kit（COfiler
）（Applied Biosystems））を用いた、完全なＳＴＲプロファイルを生成するためのSpee
dSTARの適合性を、上述のようなProfiler Plus IDキットでのSpeedSTAR用の反応条件で、
チューブおよびバイオチップ内で検査した。これらの反応物では、Profiler Plus IDプラ
イマーセットを、それぞれのキットからプライマーセットに置き換えた。
【０１０４】
　再現性
　チューブおよびバイオチップの再現性の研究を、テンプレートとして１ｎｇの９９４７
ＡゲノムＤＮＡを使用して、TaqGold（商標）およびSpeedSTARを用いて行った。チューブ
の再現性として、５つの個々の反応物を調製した。それぞれ８つの反応物を備えた３つの
バイオチップＰＣＲを行い、バイオチップ再現性を測定した。
【０１０５】
　感応性
　チューブおよびバイオチップにおけるSpeedSTAR増幅の感応性の研究を、以下の量の９
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９４７ＡテンプレートＤＮＡを使用して行った。チューブ内：４ｎｇ、２ｎｇ、１.５ｎ
ｇ、１ｎｇ、０.５ｎｇ、０.２５ｎｇ、０.１２５ｎｇ、０.１ｎｇ、０.０５ｎｇ、０.０
３ｎｇ、０.０２ｎｇ、０.０１ｎｇ、０.００６ｎｇ；バイオチップ内：４ｎｇ、２ｎｇ
、１.５ｎｇ、１ｎｇ、０.５ｎｇ、０.２５ｎｇ、０.１ｎｇ、０.０５ｎｇ、０.０２５ｎ
ｇ、０.０２ｎｇ、０.０１５ｎｇ、０.０１ｎｇ、０.００６ｎｇ。各テンプレートレベル
での反応を、２回行った。
【０１０６】
　ＳＴＲの分離検出の計測
　Network Biosystem Genebench-FX（商標）Series100を使用して、増幅産物を分離し、
検出した（PyzowskiおよびTan, Advances in Biochip-Based Analysis：A Rapid Field-B
ased Approach 59th Annual Meeting of the American Academy of Forensic Sciences S
an Antonio, TX, February 19-24, 2007）。この器具は、特にＳＴＲ分析法のために開発
し、最適化された。各増幅産物が２.７μＬになるまで、１０.２μＬのHi-Di（商標）ホ
ルムアミドおよび０.１μＬのGenescan 500 LIZ internal lane standard（両方ともAppl
ied Biosystems, Foster City, CA）を添加した。３分間９５℃で変性させ、氷上でスナ
ップ冷却（snap cooling）した後、サンプルを分離チップに装填し、９０秒間３５０Ｖ／
ｃｍの電界を印加することによって、分離チャネルに電気泳動的に移動させた。これに続
いて、分離チャネルに沿って１５０Ｖ／ｃｍの電界を加え、ＤＮＡ断片を分離した。すべ
ての分離を、５０℃で行った。
【０１０７】
　データ分析
　GeneMarker（登録商標）HID STR Human Identification Software, Version 1.51（Sof
tGenetics LLC, State College, PA）を用いて、データを分析した。信号強度をinternal
 lane standardに標準化して、スタッターと不完全なＮＴＡならびにＰＨＲとの百分率を
測定した。遺伝子座の小さな信号強度の対立遺伝子をより大きな信号強度の対立遺伝子で
割ることによって、ＰＨＲを算出する。テンプレート断片の信号強度（－Ａ）をアデニル
化された断片の信号強度（＋Ａ）で割ることによって、不完全なＮＴＡのレベルを算出す
る。
【０１０８】
実施例２
サーマルサイクル器具と従来のＰＣＲチューブおよびマイクロ流体バイオチップの反応溶
液との温度プロファイル
　商業的なサーマルサイクラーを使用して薄肉のＰＣＲチューブで、かつ実施例１のサー
マルサイクラーを使用してマイクロ流体バイオチップで、増幅反応を行った。チューブ反
応に、Eppendorf Mastercyler（商標）を利用した。図２Ａは、従来のＳＴＲサイクリン
グプロトコルを使用した、チューブ内での２８サーマルサイクルのうちの１つのブロック
および反応溶液の温度を示している。The Mastercycler（商標）加熱冷却システムは、チ
ューブを挿入するための一体化したブロックを備えたヒートポンプに基づいている。時間
および温度の設定値は、変性に９８℃で１分、アニーリングに５９℃で１分、および伸長
に７２℃で１分である。熱ブロックと反応溶液との温度プロファイルを比較すると、ブロ
ック温度に対して溶液温度の反応の遅延が示されている。ブロックの測定加熱冷却速度は
、５.６℃／秒および４.９℃／秒であり、溶液の測定加熱冷却速度は、４.８℃／秒およ
び３.３℃／秒である。ブロックは伸長（７２℃）から変性（９８℃）まで１４秒で温度
が遷移するが、溶液は、３９秒間設定値の温度に到達しない。ブロックおよび溶液ではそ
れぞれ、変性とアニーリング（５９℃）のステップ間の遷移に、１０秒および２７秒かか
り、アニーリングと伸長のステップ間では７秒および２４秒かかる。
【０１０９】
　高速サイクリング条件下での２８のサーマルサイクルのうちの１つのためのEppendorf 
Mastercyler（商標）のブロックおよび反応溶液の温度プロファイルを、図２Ｂに示す。
時間および温度の設定値は、変性に９８℃で５秒、アニーリングに５９℃で１５秒、およ
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所望の設定値の温度に到達しない。
【０１１０】
　また、高速サイクル条件を使用した本発明のサーマルサイクラーの２８のサーマルサイ
クルのうちの１つに対するヒートポンプおよび反応溶液の温度プロファイルも測定した（
図３）。反応溶液温度の測定に、バイオチップ内の検出チャンバーを使用した。時間およ
び温度の設定値は、変性に９５℃で４秒、アニーリングに５９℃で１５秒、および伸長に
７２℃で７秒である。ヒートポンプの測定加熱冷却速度は、２１.５℃／秒および２１.７
℃／秒であり、反応溶液の測定加熱冷却速度は、１４.８℃／秒および１５.４℃／秒であ
る。
【０１１１】
　したがって、本発明のサーマルサイクラーは、商業的なブロックベースのサイクラーよ
りも３から５倍の速度で反応溶液を急速に加熱冷却することができる。ヒートポンプでの
伸長、変性、およびアニーリングのステップ間の遷移時間は、１.７秒、２.１秒、および
０.７秒であり、溶液では２.７秒、４.５秒および２.２秒である。本発明のサーマルサイ
クラーによって、反応溶液がブロックベースのサイクラーよりも約７倍急速に必要な温度
に到達することができ、結果として、高速サイクリング条件下で所定の制御された培養温
度および時間になる。
【０１１２】
実施例３
チューブのＰＣＲ酵素の測定
　多数のポリメラーゼを、高速多重ＳＴＲ分析法を潜在的に使用して測定し、部分的にホ
ットスタート活性化時間および伸長速度に基づいて、候補物質を選択した。TaqGold（商
標）の推奨条件と比較して実験的評価として選択した４つのポリメラーゼの報告された特
性を、表１（Ａ）に示す。
【０１１３】
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【表１】

【０１１４】
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　測定した酵素は、約１５～２００ヌクレオチド／秒に変化すると報告された伸長速度を
有する。一般に、報告された伸長速度は、１重増幅に基づいており、多重の用途としては
いくぶん小さくてもよい。
【０１１５】
　最少の時間量で完全なＳＴＲプロファイルを得ることを目的として、チューブのＰＣＲ
条件をこれらの４つの酵素のために最初に調査した。すべての反応で、Profiler Plus ID
キットからのプライマー対と供給業者が推奨するバッファおよび酵素濃度を使用すること
によって、１ｎｇのヒトゲノムＤＮＡが増幅し、結果として生じるプロファイルを、Gene
bench-FX（商標）Series 100を使用して分離し、検出し、大きさを決定し、数量化した。
変性、アニーリング、および伸長のステップのさまざまな時間および温度を測定して、Sp
eedSTARで１９.１３分からTaqGold（商標）で７１.７分まで変化するＳＴＲ翻訳に適した
信号強度とともに、ＰＣＲ増幅のための総使用時間を示した［表１（Ｂ）］。本発明の方
法の条件によって、TaqGold（商標）で推奨された条件よりも２～１０倍増幅を急速に行
うことが可能となる。
【０１１６】
　法医学に関連した性能のための酵素のさらなる測定には、信号強度と、スタッターおよ
び不完全なＮＴＡおよびＰＨＲのレベルが含まれている［表１（Ｂ）］。すべての酵素は
、Profiler Plus IDプライマーを使用して、高度な多重増幅を行うことができる。SpeedS
TAR、Pyrostart、KODおよび最適化されたTaqGold（商標）反応のための信号強度はすべて
、標準TaqGold（商標）のＰＣＲ条件を使用して生成されるものとほぼ同じであるか、あ
るいは高くなっている。
　不完全なＮＴＡに関して、SpeedSTARおよびPyroStartの両方、ならびに最適化されたTa
qGold（商標）反応が、標準TaqGold（商標）反応よりも最大で３倍高いレベルを示した。
ほとんどの対立遺伝子で、レベルが１５％の翻訳許容限界以下になった。後述するように
、高レベルの不完全なＮＴＡを有するこれらの対立遺伝子を、１５％の翻訳許容限界以下
に減少させることができる。KODポリメラーゼは、３’－５’エキソヌクレアーゼ活性を
備えており、A-overhangを備えた断片を生成しない。したがって、すべての対立遺伝子は
これらの対立遺伝子ラダー対応物（allelic ladder counterpart）よりも１ヌクレオチド
だけ短かった。
【０１１７】
　最適化されたTaqGold（商標）、SpeedSTARおよびPyroStart反応で観察されるスタッタ
ーの相対レベルは、標準のTaqGold（商標）反応によって生成されるスタッターの範囲と
類似している。すなわち、KODによって生成されるスタッターの範囲は、標準TaqGold（商
標）のスタッターよりもわずかに高い。
【０１１８】
実施例４ａ
チューブおよびバイオチップのSpeedSTARポリメラーゼを使用した高速ＰＣＲプロトコル
　上記の結果に基づいて、全サイクル時間を最小限に抑えて、信号強度、ＰＨＲ、不完全
なＮＴＡ、およびスタッターの翻訳要件を満たす全ＳＴＲプロファイルを達成することを
目的として、SpeedSTARポリメラーゼをさらにバイオチップの測定のために選択した。
【０１１９】
　本発明のサーマルサイクラーのマイクロ流体の１６－サンプルのバイオチップでSpeedS
TARを使用した、増幅のための時間および温度の設定値は、ホットスタート活性化に９５
℃で７０秒、続いて２８サイクルでは、変性に９５℃で４秒、アニーリングに５９℃で１
５秒、伸長に７２℃で７秒である。１７.３分の全プロトコル時間の間に、７２℃で９０
秒の最後の伸長を行う。Eppendorf Mastercyclerのチューブ反応を、１９.１３分行い、
これは、９５℃で１分、２８サイクルに９８℃で４秒、５９℃で１５秒、および７２℃で
５秒に続いて、最後の伸長を７２℃で１分の初期活性化時間に設定されたブロック時間お
よび温度を含むものであった。
【０１２０】
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　図４Ａおよび図４Ｂは、０.５ｎｇのＤＮＡを使用して、７μＬのバイオチップ（図４
Ａ）および１０μＬのチューブ反応（図４Ｂ）で、上記のSpeedSTARサイクリング条件に
よって生成されるＳＴＲプロファイルを示し、表２は、標準プロトコルを使用して、Spee
dSTARバイオチップおよびチューブの反応ならびにチューブのTaqGold（商標）からのすべ
てのProfiler Plus ID対立遺伝子の信号強度を示している。０.５ｎｇのSpeedSTARバイオ
チップの反応の信号強度は、１ｎｇの標準TaqGold（商標）の反応の場合よりも平均して
約２倍高いのに対して、０.５ｎｇのSpeedSTARチューブの反応の信号強度は、TaqGold（
商標）の反応の場合と平均するとほぼ同じである。
【０１２１】
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【表２】

【０１２２】
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実施例４ｂ
チューブおよびバイオチップのSpeedSTARポリメラーゼを使用した、高速ＰＣＲの対立遺
伝子性質決定
　実施例４ａから高速ＰＣＲ反応の生成物を性質決定するために、ＰＨＲ、不完全なＮＴ
Ａおよびスタッターの数量化を行った。SpeedSTARポリメラーゼを使用したバイオチップ
およびチューブ反応は、TaqGold（商標）の反応と比較して、遺伝子座間のピーク高さの
不均衡が大きい。バイオチップ反応で生成される対立遺伝子のＰＨＲは、０.７０～０.９
５であり、チューブでもほぼ同じである。すなわち、すべて許容の翻訳ガイドライン内に
ある。SpeedSTARを使用した反応は、標準TaqGold（商標）反応で測定されたものよりもＰ
ＨＲが約１０％小さい。同様に、SpeedSTARを使用したバイオチップおよびチューブの両
方の反応におけるほとんどの対立遺伝子の不完全なＮＴＡのレベルは、ほぼ同じ（２.０
および１０.６％）である。すなわち、両方とも、TaqGold（商標）制御反応よりもほぼ２
倍大きい。例外は、Ｄ３Ｓ１３５８対立遺伝子の不完全なＮＴＡであり、これは、TaqGol
d（商標）を用いるよりもSpeedSTARを用いると４.８から７倍大きい。すなわち、この場
合でさえも、不完全なＮＴＡのレベルは、SpeedSTAR酵素で１２％以下である。最後に、S
peedSTARを使用したバイオチップおよびチューブの両方に基づく反応のスタッターのレベ
ルは、約６.０～１４.１％であり、標準TaqGold（商標）のチューブ反応のレベルよりも
平均して約１.６倍大きい。
【０１２３】
　０.５ｎｇのテンプレートＤＮＡを使用したマイクロ流体バイオチップ反応は、１ｎｇ
のテンプレートを使用した標準TaqGold（商標）反応のものよりも約２倍大きな信号強度
を生成する。この結果が示唆するのは、バイオチップのSpeedSTAR酵素および従来の反応
のTaqGold（商標）酵素が、同じ効率で作用するということである。すなわち、バイオチ
ップのＤＮＡ濃度は、チューブの約１.８倍であり、このことは信号強度が２倍大きいこ
とに対応している。対照的に、チューブベースの高速反応は、制御TaqGold（商標）反応
よりも効率的でない。すなわち、生成物収量が約４０％減少したことは、おそらく不十分
なサイクリングプロファイルの結果であり、このことは、商業的なサーマルサイクラーが
高速サーマルサイクルで使用された場合に生じる。この環境にあっても、信号強度は、翻
訳に必要なレベルを十分に超えており、１サイクルあたり数秒だけ伸長時間を延長させる
ことによって有意に増加することができる（データは示さず）。バイオチップおよびチュ
ーブの高速ＰＣＲ反応の信号強度の反復性および再現性は、従来の反応のものと類似して
いる。
【０１２４】
　高速バイオチップおよびチューブの反応のための遺伝子座間の対立遺伝子の信号強度は
、TaqGold（商標）反応と比較して、高い不均衡レベルを示している。遺伝子座間の信号
強度のバランスは、プライマー濃度、アニール温度および時間、ならびに遺伝子座の分子
量を含む多数の因子によって影響される。これらの実験に使用するＳＴＲ増幅キットは、
TaqGold（商標）酵素および推奨されたサイクルプロトコルのために最適化された１組の
プライマー濃度を有する。増幅反応で利用するプライマー濃度を調整することによって、
遺伝子座の信号強度を変更することができる（Henegariuら, Biotechniques 1997, 23, 5
04-11）。
【０１２５】
　バイオチップおよびチューブの高速反応の信号強度とテンプレートレベルとの関係は、
予期した通り、信号強度が一般にテンプレートで増加する。良好なピークモフォロジは、
すべての対立遺伝子で４ｎｇの高テンプレートレベルで観察される（これは、１２０００
ＲＦＵを超える信号強度を備えた対立遺伝子を生成する）。０.０３ｎｇ以下のテンプレ
ートレベルで、一部の対立遺伝子の欠落が生じる。増幅反応が溶液中の限定数のテンプレ
ートＤＮＡ鎖で行われ、確率的増幅につながる場合に、この効果が観察される（Walshら,
 PCR Methods Appl. 1992, 1, 241-250）。０.００６ｎｇのテンプレートレベルで大きな
信号強度の対立遺伝子および小さな信号強度の対立遺伝子の両方を直ちに検出可能な信号
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があると、Genebench-FX（商標）Series 100の分離および検出で結合されるバイオチップ
およびチューブの高速反応の高感度を示し、低コピー数の分析法へのこのシステムの有用
性を示す。まとめると、このデータはまた、高速ＰＣＲ方法および本発明のサーマルサイ
クラー、ならびにGenebench計測が、高いテンプレートのダイナミックレンジを有するこ
とを示唆している。
【０１２６】
実施例４ｃ
高速ＰＣＲ反応におけるＤＮＡテンプレートレベルおよび対立遺伝子の特徴
　バイオチップ（図５Ａ）およびチューブ（図５Ｂ）の反応でSpeedSTARポリメラーゼを
使用した高速ＰＣＲ反応の信号強度に関するテンプレートＤＮＡの効果を、図５Ａおよび
図５Ｂに示す。分析法のために選択した対立遺伝子は、アメロゲニンであり、対立遺伝子
は、ＳＴＲプロファイルおよびＦＧＡ２３および２４、ならびＤ７Ｓ８２０　１０および
１１の最大の信号レベルを備えており、対立遺伝子はそのプロファイルの最小の信号レベ
ルを備えていた。SpeedSTARバイオチップおよびチューブの両方の反応において、ＤＮＡ
テンプレートレベルが０.００６ｎｇから４ｎｇまで増加するにつれて、すべての対立遺
伝子の信号強度が増加している。テンプレートレベル０.００６ｎｇでは、バイオチップ
の１１１ＲＦＵおよびチューブ反応の５８ＲＦＵのアメロゲニンピークでの信号強度を観
察した。テンプレートレベル４ｎｇでは、信号強度１２６８０ＲＦＵがバイオチップで、
５５７０ＲＦＵがチューブの反応で見られた。両方の反応型で観察されたすべての対立遺
伝子は、良好なピークモフォロジを示していた。
【０１２７】
　高速バイオチップ反応（図６Ａ）では、ＰＨＲは、０.６～１.０であり、テンプレート
レベルとしては０.０５ｎｇから４.０ｎｇまで変化している。０.０５ｎｇ以下のテンプ
レートレベルでは、対立遺伝子の欠落の例が生じ、０のＰＨＲが観察される場合に、ＰＨ
Ｒは０.０２５ｎｇまで減少している。同様の結果は、これらが概してバイオチップ反応
（図６Ｂ）よりもいくぶん小さいＰＨＲを呈しているが、高速チューブの反応に観察され
る。バイオチップ反応では、不完全なＮＴＡのレベルは、２.０ｎｇ以下のテンプレート
レベルとして１５％以下である。チューブ反応では、不完全なＮＴＡのレベルは、テンプ
レートレベル１ｎｇで１５％を上回り、劇的に４ｎｇ増加している。
【０１２８】
　バイオチップとチューブとの反応間の２つの主要な差異は、反応溶液の温度プロファイ
ルとテンプレートおよびポリメラーゼの相対濃度である。不完全なＮＴＡのレベルは、よ
り多くのポリメラーゼが利用可能となるにつれて減少する。バイオチップ反応で、実験デ
ータが示すのは、０.５ｎｇから４.０ｎｇのＤＮＡテンプレートの範囲を超えると、Spee
dSTARポリメラーゼ量が０.３Ｕから１.２Ｕまで増加するにつれて、不完全なＮＴＡのレ
ベルが約５０％減少する（図７Ａおよび図７Ｂ）ことである。バイオチップおよびチュー
ブの高速反応のスタッターのレベルは、比較的一定で、０.２５ｎｇから４.０ｎｇのテン
プレートレベルの範囲を超えると、概してすべての対立遺伝子で１５％少なかった（図８
Ａおよび図８Ｂ）。
【０１２９】
　反応そのものが法医学の翻訳ガイドラインを満たす訴訟対象となるデータを生成する場
合、ＳＴＲ増幅反応速度は関連するだけである。ＦＢＩは、ＳＴＲ翻訳用に使用する一般
的なガイドラインを有し、個々の研究所は、プロファイルが確認作業に基づいて許容でき
るとみなされ得る前に満たすべき限界値を設定している（Holtら, J. Forensic Sci. 200
2, 47(1), p.66-96;LaFountainら, J. Forensic Sci., 2001, 46(5), 1191-8）。
【０１３０】
　本願明細書において示されている条件は、これらのガイドラインを満たす高速ＳＴＲプ
ロファイルを生成することができる。バイオチップおよびチューブの反応における０.５
ｎｇのテンプレートのＰＨＲは、０.６以上のレベルが必要であると述べており、前に報
告された結果と合致した翻訳ガイドラインを満たしている（Leclairら, J. Forensic Sci
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るが、１ｎｇのTaqGold（商標）反応のものよりも少ない。低コピー数では、このＰＨＲ
は、増幅によって確率的変動に起因して支配される。
【０１３１】
　不完全なＮＴＡのレベルは、すべてのＳＴＲ増幅産物を完全にアデニル化するポリメラ
ーゼの能力に基づく。従来の増幅では、「ピグテール」をプライマーに取り付けて、最後
の伸長時間を延長させることによって、これを達成する。本願明細書において記載されて
いる０.５ｎｇのバイオチップおよびチューブの反応の不完全なＮＴＡのレベルは、翻訳
ガイドライン内にある。
【０１３２】
　不完全なＮＴＡのレベルは、ＤＮＡテンプレートの増加と共に増加し（ポリメラーゼに
対するＤＮＡの比率が増加した結果）、ポリメラーゼ量、１サイクルあたりの伸長時間、
および最後の伸長時間を増加させることによって、減少させることができる。後者の２つ
の方法は、これらが反応時間を増加させるために、高速多重増幅に十分に適していない。
ポリメラーゼ濃度を増加させることは効果的であり、高速ＰＣＲと互換性を持つ。スタッ
ターは、伸長中のＤＮＡ鎖のずれの結果である（Walshら， Nucleic Acids Res. 1996, 2
4(14), 2807-12）。本明細書において記載されている０.５ｎｇのバイオチップおよびチ
ューブの反応のスタッターのレベルは、翻訳ガイドライン内にあり、前に挙げた報告とも
合致している。予想通り、スタッターのレベルは、ＤＮＡテンプレートレベルとは関係な
いようである。
【０１３３】
実施例４ｄ
反復性および再現性の研究
　SpeedSTARポリメラーゼを使用した高速のバイオチップ（表３Ａ）およびチューブ（表
３Ｂ）の反応の反復性および再現性を、３つのＰＣＲバイオチップで２４の同じＰＣＲ反
応を行い、５つの同じチューブ反応を行うことによって算出した。バイオチップ反応では
、信号強度の信頼値（ＣＶ）が１７から２４％まで変化し、チューブ反応では１５から３
４％まで変化する。標準TaqGold（商標）反応でのＣＶは、６％～２１％である。
【０１３４】



(41) JP 2010-523116 A 2010.7.15

10

20

30

40

50

【表３】

【０１３５】
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　標準TaqGold（商標）反応で観察される５％から１０％の範囲と比較して、ＰＨＲのＣ
Ｖは、バイオチップで最大で１４％であり、チューブ反応では２１％である。バイオチッ
プ反応における不完全なＮＴＡのＣＶは６％～２８％であり、チューブ反応では２～１３
％である。やはり、これらの変化は、標準TaqGold（商標）の反応で観察される４から２
８％の範囲と類似している。バイオチップでのスタッターのＣＶは、４から９％であり、
チューブでは２から６％であり、標準TaqGold（商標）反応で観察される４～１３％の範
囲とも類似している。
【０１３６】
実施例４ｅ
他の市販のＳＴＲキットとの適合性
　上述と同一の高速バイオチップおよびチューブの条件を使用して、プライマーセットを
使用した一連のサンプルをCOfiler（商標）およびIdentifiler（商標）キットから算出し
た。図９Ａおよび図９Ｂは、本願明細書において記載されている本発明のサーマルサイク
ラー、SpeedSTAR酵素、およびプロトコルを使用したこれらのプライマーセットを使用し
た、全プロファイルの達成を示している。それぞれは、これらの市販のキットに同様に適
している。全プロファイルが達成されたにもかかわらず、遺伝子座にわたる信号強度の不
均衡を観察した。
【０１３７】
実施例５
サーマルサイクラーを用いた高速シークエンシング
　サーマルサイクル器具および方法論は、高速ＤＮＡシークエンシング反応に適用可能で
ある。高速サーマルサイクラーをこのように実現するには、計測およびバイオチップは、
ＰＣＲに使用したものと同一である。シークエンシングに、異なる反応溶液、ポリメラー
ゼ、およびサイクリング温度を適用する。現在市販のシークエンシング反応には、４９分
（GE Amersham DYEnamic（商標）ET Terminato Cycle Sequencingキットで）、および２.
２５時間（AB Big Dye V3.1で）かかる。従来の試薬とともにNetBioサーマルサイクラー
を利用することによって、シークエンシング反応時間を２１分まで短縮することができた
。
【０１３８】
　本願明細書において開示されるサーモサイクラーおよび１６レーンを含むバイオチップ
を使用して、高速シークエンシングを達成している。チップ内の最終反応容積は、７μＬ
であった。半分の強度のシークエンシング反応を、製造業者のプロトコルに従って、GE H
ealthcareのDYEnamic（商標）ET Terminator Cycle Sequencingキットによって設定した
。したがって、７μＬの最終容積を収容するために、すべての容積を縮小した。反応用テ
ンプレートは、３４３ｂｐの断片サイズを有する０.１ｐｍｏｌの枯草菌（B. subtilus）
であった。
【０１３９】
　（９５℃で２０秒、５０℃で１５秒、および６０℃で６０秒）の３０サイクル（全サイ
クル時間が５１.７分となる）からなる第１のプロトコルと、９５℃で５秒、５０℃で１
５秒、および６０℃で３０秒の３０サイクル（全サイクル時間は２９分となる）からなる
第２のプロトコルと、９５℃で５秒、５０℃で１０秒、および６０℃で２０秒の３０サイ
クル（全サイクル時間は２１.６分となる）からなる第３のプロトコルとによって、３つ
のサイクリングプロトコルを証明した。各シークエンシング反応を、析出したエタノール
で浄化し、Genebench FX Series 100に分離した。３つのサイクリングプロトコルのため
の３４３ｂｐのＰＣＲ生成物を配列決定する平均的ＰＨＲＥＤスコアは、それぞれ、２８
２、２８７、および２７９であった。すなわち、チップにおいて２２分未満で、３４３ｂ
ｐの生成物の配列決定を証明することができる。図１０は、高速ＤＮＡシークエンシング
プロトコルのＤＮＡ配列を示している。
【０１４０】
　総じて、本願明細書において記載されているシステム及び方法を利用した、バイオチッ
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プベースの１つ以上の核酸の多重増幅には、薄肉チューブでの反応実行に関して非常に短
い全反応時間で増幅された核酸生成物を提供し、現在商業化されているサーマルサイクル
ユニットを利用するという利点がある。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】 【図８Ａ】
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【図８Ｂ】 【図９ａ－１】

【図９ａ－２】 【図９ｂ－１】
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【図９ｂ－２】 【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成22年1月14日(2010.1.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーマルサイクラーにおいて、
　温度制御素子（ＴＣＥ）を備えており、
　前記ＴＣＥにおける第１の表面が、溶液を保持しているサンプルチャンバー、および、
サーモセンサーを保持している検知チャンバーを受容するように構成されており、
　前記サーモセンサーが、所望される温度に溶液を設定あるいは維持するために、前記Ｔ
ＣＥにフィードバックを与えている、サーマルサイクラー。
【請求項２】
　前記ＴＣＥにおける第１の表面上に配置されたチップ圧縮素子（ＣＣＥ）をさらに備え
ており、これにより、ＣＣＥとＴＣＥとの間における基板の挿入を可能とし、このＣＣＥ
が、ＴＣＥと基板との間の熱伝導を与えている、請求項１記載のサーマルサイクラー。
【請求項３】
　前記ＴＣＥにおける第１の表面が、薄肉チューブを受容するように構成されている、請
求項１記載のサーマルサイクラー。
【請求項４】
　システムにおいて、
　（ｉ）１つあるいは複数の反応チャンバーを有するバイオチップを備えており、
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　各反応チャンバーが、マイクロ流体の流入チャネルおよびマイクロ流体の流出チャネル
を有しており、各反応チャンバーが、バイオチップ基板の接触表面から２００μｍ未満と
なっており、および
　（ｉｉ）さらに、温度制御素子（ＴＣＥ）を有するサーマルサイクラーを備えており、
　前記ＴＣＥにおける第１の表面が、溶液を保持しているサンプルチャンバー、および、
サーモセンサーを保持している検知チャンバーを受容するように構成されており、前記サ
ーモセンサーが、所望される温度に溶液を設定あるいは維持するために、前記ＴＣＥにフ
ィードバックを与えており、
　前記バイオチップ基板の接触表面と熱伝導しているシステム。
【請求項５】
　システムにおいて、
　（ｉ）１つあるいは複数の反応チャンバーを有するバイオチップを備えており、
　各反応チャンバーが、マイクロ流体の流入チャネルおよびマイクロ流体の流出チャネル
を有しており、各反応チャンバーが、バイオチップ基板の接触表面から１００μｍ未満と
なっており、
　（ｉｉ）さらに、温度制御素子（ＴＣＥ）を有するサーマルサイクラーを備えており、
　前記ＴＣＥにおける第１の表面が、溶液を保持しているサンプルチャンバー、および、
サーモセンサーを保持している検知チャンバーを受容するように構成されており、前記サ
ーモセンサーが、所望される温度に溶液を設定あるいは維持するために、前記ＴＣＥにフ
ィードバックを与えており、
　さらに、前記サーマルサイクラーが、前記ＴＣＥにおける第１の表面の温度をモニター
するために配置された、第２のサーモセンサーを有しており、
　前記バイオチップ基板の接触表面と熱伝導しているシステム。
【請求項６】
　前記マイクロ流体の流入チャネル、前記マイクロ流体の流出チャネル、あるいはこれら
の双方が、ビアを有している、請求項４または５記載のシステム。
【請求項７】
　前記サーマルサイクラーが、前記ＴＣＥにおける第１の表面上に配置されたチップ圧縮
素子（ＣＣＥ）をさらに備えており、これにより、ＣＣＥとＴＣＥとの間における基板の
挿入を可能とし、このＣＣＥが、ＴＣＥと基板との間の熱伝導を与えている、請求項４ま
たは５記載のシステム。
【請求項８】
　前記チップ圧縮素子が、低熱質量の絶縁性物質、フォームパッド、１または複数のクリ
ップおよび気泡よりなる群から選択される１またはそれを超えるものを含んでいる、請求
項７記載のシステム。
【請求項９】
　前記ＴＣＥにおける第１の表面と熱的に接触した前記バイオチップ基板の接触表面を保
持するために、前記ＣＣＥが、５から５０ｐｓｉの圧力を与えている、請求項７記載のシ
ステム。
【請求項１０】
　前記反応チャンバーが、ポリマー、シランコーティングまたはＢＳＡによって被覆され
ていない、請求項４または５記載のシステム。
【請求項１１】
　熱的結合溶液のないときでも、前記バイオチップ基板の接触表面と前記ＴＣＥにおける
第１の表面との間の熱伝導が与えられている、請求項４または５記載のシステム。
【請求項１２】
　４～１５０℃／秒の、前記ＴＣＥにおける第１の表面での加熱および冷却速度を有して
いる、請求項４または５記載のシステム。
【請求項１３】
　前記サーマルサイクラーが、前記反応チャンバー内での加熱および冷却速度を４～１５
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０℃／秒とする能力を有している、請求項４または５記載のシステム。
【請求項１４】
　ヒートシンクをさらに備えており、このヒートシンクが、このヒートシンクの温度を制
御するための可変速度冷却ファンを有している、請求項４または５記載のシステム。
【請求項１５】
　ヒートシンクが銅ベースの冷却フィンを有するファン冷却式ヒートシンクである、請求
項１４記載のシステムまたはサーマルサイクラー。
【請求項１６】
　０.４℃／Ｗ以下の熱抵抗を有するヒートシンクをさらに備えている、請求項４または
５記載のシステムまたは請求項１記載のサーマルサイクラー。
【請求項１７】
　ヒートシンクが、このヒートシンクの温度を制御するための第２のサーモサイクラーを
さらに備えている、請求項１４記載のシステムまたはサーマルサイクラー。
【請求項１８】
　ヒートシンクをさらに備えており、このヒートシンクが、このヒートシンクの温度を制
御するための第２の加熱素子をさらに有している、請求項４または５記載のシステム。
【請求項１９】
　前記ＴＣＥの第１の表面と熱伝導する基板中でサンプルの＋／－１.０℃の温度安定性
を有する請求項１記載のサーマルサイクラー。
【請求項２０】
　前記サーマルサイクラーが、バイオチップ内のサンプルを＋／－１.０℃の温度安定性
とする能力を有している、請求項４または５記載のシステム。
【請求項２１】
　前記ＴＣＥが、高い加熱および冷却容量を有するヒートポンプ、あるいは、高い出力の
ペルチェデバイスを備えている、請求項４または５記載のシステムまたは請求項１記載の
サーマルサイクラー。
【請求項２２】
　前記バイオチップ基板が、有機物質、無機物質、結晶物質、あるいはアモルファス物質
から構成されており、好ましくは前記バイオチップ基板が環状オレフィン・コポリマー（
ＣＯＣ）のようなプラスチック物質を含んでいる、請求項４または５記載のシステム。
【請求項２３】
　前記バイオチップ基板が、８～１２８個のマイクロ流体システムを備えている、請求項
４または５記載のシステム。
【請求項２４】
　各反応チャンバーが、１００μＬ未満の容積を有している、請求項４または５記載のシ
ステム。
【請求項２５】
　核酸溶液における複数の遺伝子座を同時に増幅するための方法において、
　１つあるいは複数の反応チャンバーを設けるステップを含んでおり、
　各反応チャンバーが、
（ｉ）増幅されるべき少なくとも１つのターゲット核酸における少なくとも１つのコピー
を含んだ核酸溶液、
（ｉｉ）１つあるいは複数のバッファ、
（ｉｉｉ）１つあるいは複数の塩、
（ｉｖ）増幅されるべき複数の遺伝子座のそれぞれに対応するプライマーのセット、
（ｖ）核酸　ポリメラーゼ、および、
（ｖｉ）ヌクレオチド、を有し、
　各反応チャンバー内の核酸溶液の温度を、４～１５０℃／秒の加熱および冷却速度で所
定のサイクル数にわたって連続的に熱的に循環させ、これにより、９７分間以内に、各反
応チャンバーに複数の増幅された遺伝子座を生成するステップを含んでいる方法。
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【請求項２６】
　核酸溶液における５つ以上の遺伝子座を同時に増幅するための方法において、
　１つあるいは複数の反応チャンバーを設けるステップを含んでおり、
　各反応チャンバーが、
（ｉ）増幅されるべき少なくとも１つのターゲット核酸における少なくとも１つのコピー
を含んだ核酸溶液、
（ｉｉ）１つあるいは複数のバッファ、
（ｉｉｉ）１つあるいは複数の塩、
（ｉｖ）増幅されるべき５つ以上の遺伝子座に対応するプライマーのセット、
（ｖ）核酸　ポリメラーゼ、および、
（ｖｉ）ヌクレオチド、を有している方法であって、
　各反応チャンバー内の核酸溶液の温度を、変性状態、アニーリング状態および伸長状態
の間で、所定のサイクル数にわたって、４～１５０℃／秒の加熱および冷却速度で、連続
的に熱的に循環させ、これにより、各反応チャンバーに５つ以上の増幅された遺伝子座を
生成するステップを含んでいる方法。
【請求項２７】
　前記核酸溶液が薄肉チューブ内にあるバイオチップ内にある、請求項２６記載の方法。
【請求項２８】
　前記５つ以上の増幅された遺伝子座が、９７分間未満で生成される、請求項２６記載の
方法。
【請求項２９】
　各反応チャンバー内の核酸溶液の温度を連続的に熱的に循環させることが、変性状態、
アニーリング状態および伸長状態の間にある請求項２５記載の方法。
【請求項３０】
　さらに、最終の状態に１または複数の反応溶液を維持して、１または複数の増幅した核
酸生成物を得ることを含む請求項２９記載の方法。
【請求項３１】
　前記増幅された遺伝子座が、４５分間未満で生成される、請求項２５～３０のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項３２】
　前記連続的な熱サイクルに先行して、
　１つあるいは複数の反応溶液を、核酸ポリメラーゼのホットスタート活性化に適した第
１の温度にまで加熱するステップと、
　前記１つあるいは複数の反応溶液を、核酸ポリメラーゼのホットスタート活性化に適し
た第１の期間、前記第１の温度に維持するステップと、
をさらに含んでいる、請求項２５～３０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３３】
　前記第１の期間が９０秒未満であり、および／または、前記第１の温度が９０℃～９９
℃である、請求項３２記載の方法。
【請求項３４】
　前記熱サイクルが、請求項１に記載のサーマルサイクラーによって与えられる、請求項
２５～３０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３５】
　前記核酸ポリメラーゼが、少なくとも１００ｂｐ／秒の伸長速度を有し、および／また
は、前記核酸ポリメラーゼが、SpeedSTAR、PHUSION、Hot MasterTaq（商標）、PHUSION M
px、PyroStart、KOD、Z-TaqまたはCS3AC/LAである、請求項２５～３０のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項３６】
　各反応チャンバーが、１００μＬ未満の容積を有し、および／または、各反応チャンバ
ーが、２００μｍ未満の距離だけサーマルサイクラーから離れている、請求項２５～３０
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のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３７】
　各核酸溶液が、ターゲット核酸における１から１０００個のコピーを含んでいる、請求
項２５～３０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３８】
　増幅された各核酸生成物の分析が、法医学的な解釈のガイドラインを満たしている、請
求項２５～３０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３９】
　１以上の以下の条件：
　（ｉ）前記変性状態が、４秒間で９５℃である、
　（ｉｉ）前記アニーリング状態が、１５秒間で５９℃である、
　（ｉｉｉ）前記伸長状態が、７秒間で７２℃である、
　（ｉｖ）前記最終状態が、９０秒間で７０℃である、
を適用する請求項２５～３０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４０】
　（ａ）１つまたは複数の反応溶液が、１０から５０℃／秒の第１の冷却速度で、変性状
態からアニーリング状態に冷却され、および／または
　（ｂ）１つまたは複数の反応溶液が、１０から５０℃／秒の第１の加熱速度で、アニー
リング状態から伸長状態に加熱され、および／または
　（ｃ）１つまたは複数の反応溶液が、１０から５０℃／秒の第２の加熱速度で、伸長状
態から変性状態に加熱される、
請求項２５～３０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４１】
　１つあるいは複数の増幅された核酸生成物が、１０から９０分間のうちに得られる、請
求項２５～３０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４２】
　各反応溶液が、０.００５～１０ｎｇのターゲット核酸を含んでいる、請求項２５～３
０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４３】
　前記ターゲット核酸が、ヒトの核酸、微生物の核酸、あるいはウイルスの核酸を含んで
いる、請求項２５～３０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４４】
　１０から２５０個の遺伝子座が同時に増幅され、好ましくは前記遺伝子座が、アメロゲ
ニン、Ｄ８Ｓ１１７９、Ｄ２１Ｓ１１、Ｄ７Ｓ８２０、ＣＦＳ１ＰＯ、Ｄ３Ｓ１３５８、
ＴＨ０１、Ｄ１３Ｓ３１７、Ｄ１６Ｓ５３９、Ｄ２Ｓ１３３８、Ｄ１９Ｓ４３３、ｖＷＡ
、ＴＰＯＸ、Ｄ１８Ｓ５１、Ｄ５Ｓ８１８、ＦＧＡまたはこれらのうちの複数を含んでい
る、請求項２５～３０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４５】
　前記所定のサイクル数が、１０～５０サイクルの間である、請求項２５～３０のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項４６】
　１つまたは複数の薄肉反応チューブが、１つまたは複数の反応チャンバーを有している
、請求項２５～３０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４７】
　一体化されたバイオチップシステムにおいて、
　マイクロ流体連通している少なくとも２つの反応チャンバーを備えたバイオチップを有
しており、第１の反応チャンバーが、サーマルサイクラーと熱伝導しており、
　温度制御素子（ＴＣＥ）を備えており、前記ＴＣＥにおける第１の表面が、溶液を保持
しているサンプルチャンバー、および、サーモセンサーを保持している検知チャンバーを
受容するように構成されており、前記サーモセンサーが、所望される温度に溶液を設定あ
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るいは維持するために、前記ＴＣＥにフィードバックを与えており、
　バイオチップの接触表面が、サーマルサイクラーにおける第１の表面と熱伝導しており
、
　さらに、第１の反応チャンバーと流体接続している第２の反応チャンバーであって、
（ｉ）核酸抽出、
（ｉｉ）核酸精製、
（ｉｉｉ）ＰＣＲの前の核酸浄化、
（ｉｖ）ＰＣＲの後の浄化、
（ｖ）シークエンシングの前の浄化、
（ｖｉ）シークエンシング、
（ｖｉｉ）シークエンシングの後の浄化、
（ｖｉｉｉ）核酸分離、
（ｉｘ）核酸検出、
（ｘ）逆転写、
（ｘｉ）逆転写の前の浄化、
（ｘｉｉ）逆転写の後の浄化、
（ｘｉｉｉ）核酸ライゲーション、
（ｘｉｖ）核酸ハイブリダイゼーション、
（ｘｖ）定量化、に適した第２の反応チャンバーを有しており、
　第１の反応チャンバーが、バイオチップの接触表面から２００μｍ未満となっている、
一体化されたバイオチップシステム。
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