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(57)【要約】
　本発明の実施形態は潜在的治療（診断）薬と知られて
いない標的分子との結合相互作用をスクリーニングし、
特性化するためにエネルギー論を基本にしたアプローチ
の方法および装置を特徴とする。方法および装置は、こ
れらの反応の発生、結合相互作用の強さ、場合によりこ
れらのプロセスが発生する速度を検出する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）１つ以上の走査制御モジュールと、
　ｂ）走査制御モジュールを熱連通した走査ブロックと、
　ｃ）１つ以上の温度制御モジュールと、
　ｄ）温度制御モジュールと熱連通した熱量計ブロックと、
　ｅ）熱量計ブロックと接続された１つ以上の熱流量センサと、
　ｆ）熱流量センサと熱連通した１つ以上のセンサピンと、
　ｇ）断熱シールドと、
　ｈ）断熱シールドと熱連通した１つ以上のシールド制御モジュールとを備える、熱量計
アレイ。
【請求項２】
　熱量計ブロックの温度勾配が、２段の熱量計ブロックの構造体の中の不動態の低熱伝導
性減衰層を使用して最小限に抑えられる、請求項１に記載の熱量計アレイ。
【請求項３】
　９６のセンサ信号の各々が、アレイ内の任意の他のセンサからの信号またはアレイ内の
複数の他の特異的に配置されたセンサの平均と組み合わされると、シングルエンドモード
か差動モードかのいずれかで使用され得る、請求項１に記載の熱量計アレイ。
【請求項４】
　断熱シールドが、９６ウェル試料プレートを受承することができる、請求項１に記載の
熱量計アレイ。
【請求項５】
　９６ウェル試料プレート内の９６のウェルの各々が、１２０°までの温度の水を封じ込
めるのに十分な圧力まで封止される、請求項１に記載の熱量計アレイ。
【請求項６】
　１２０°までの温度の蒸発または沸騰による水の減少を防ぐのに適した封止ガスケット
に加えられる封止力を生成することができるリフトアセンブリをさらに備える、請求項１
に記載の熱量計アレイ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００７年５月１６日出願の米国特許仮出願番号第６０／９３０，４６３号
（代理人整理番号１２２５０．０００４）の優先権を主張するものであり、上記明細書の
内容は参照により本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　現在、ゲノミクスやプロテオミクスの分野では、多大な労力と資金が投入されており、
労力のほとんどは治療薬や診断薬の開発に集中している。これらの治療薬や診断薬は、Ｄ
ＮＡ（またはＲＮＡ）レベルでゲノミクスの分野で作用し、またはタンパク質レベルでは
プロテオミクスの分野で作用し得る。いずれの場合も、治療薬および／または診断薬の活
性は、特定の標的分子に強く結合して、この複雑な構造によって標的分子の機能を変える
薬物分子の能力にある。
【０００３】
　現在では、特定の薬剤が標的分子、例えば、核酸またはタンパク質といかに効果的に結
合するかを評価するのに２つの一般的なアプローチ、つまり構造的アプローチと機能的ア
プローチとがある。構造的アプローチは、相互作用分子が３Ｄ構造であるとの認識から結
合相互作用の可能性を予測することに基づくものである。標的分子と薬物分子とがいかに
十分に組み合わされるかを評価するこの幾何学的アプローチは、詳細に試験しなければな
らない潜在的薬物分子の数を最小限に抑えるのに使用される。機能的アプローチは、治療
薬の存在下で核酸またはタンパク質の生物学的機能における変化の測定に基づくものであ
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る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の実施形態は、潜在的治療（診断）薬と知られていない標的分子との結合相互作
用をスクリーニングし、特性化するためにエネルギー論を基本にしたアプローチの方法お
よび装置を特徴とする。方法および装置は、これらの反応の発生、結合相互作用の強さ、
場合によりこれらのプロセスが起こる速度を検出する。
【０００５】
　方法および装置は複数の試料細胞のアレイとそれに対応するセンサとを利用するので、
ハイスループットのエネルギー検出が可能であることが望ましい。
【０００６】
　本発明のシステムはまた、トレイの充填、システムへのトレイの装着および取り外し、
試料へのセンサの挿入のために知られているロボット技術を使用することができる。
【０００７】
　本発明のシステムはさらに、センサピンを利用する。センサピンを使用するということ
は、センサピン周囲の液体試料はセンサまでの熱経路がより短いということであり、すな
わち、液体試料への、また液体試料からの熱伝導がより早くなるということである。
【０００８】
　本発明のシステムはまた、（例えば、温度が上昇した時に試料または溶媒が全く蒸発ま
たは煮沸されないように）個々の細胞を十分な密閉状態にすることができる。具体的には
、本発明のシステムは、９６ウェルトレイ（上述したように、突出リムを有する場合が多
い）を使用するので、封止ガスケットを組み込むことが可能である。封止ガスケットは、
試験される試料の完全性の維持を助けるものである。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態によるＤＳＣ測定装置の概略図である。
【図２】本発明の一実施形態による使い捨ての試料ウェルプレートを示す図である。
【図３】本発明の一実施形態による（センサ配置の前の）温度制御ブロックアセンブリを
示す図である。
【図４】本発明の一実施形態による（センサ配置の後の）温度制御ブロックアセンブリを
示す図である。
【図５】本発明の一実施形態によるセンサアレイおよび結線を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態によるＡ／Ｄ変換器および増幅器のデータ収集ボードを示す
図である。
【図７】本発明の一実施形態によるセンサピンアレイを示す図である。
【図８】本発明の一実施形態による試料ウェルおよびそれに対応するセンサピンの横断面
図である。
【図９】本発明の一実施形態によるリフトアセンブリを示す図である。
【図１０】本発明の一実施形態による下位のシールドアセンブリを示す図である。
【図１１】本発明の一実施形態によるアセンブリのブロック図の内部を示す図である。
【図１２】本発明の一実施形態によるウェルアレイの外側を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１では、本発明の一実施形態によるＤＣＳ測定装置１００の概略図が示されている。
測定装置１００は、複数のセンサピン１０２を含む。本実施形態のセンサピン１０２は、
高純度銅を機械加工されたものである。センサピンは、ニッケルめっきで被覆され、次に
外側を不透水性の金めっきで被覆される。理解されるように、センサピンは高熱伝導性を
有し、それでも化学的に不活性であることが望ましい。したがって、本実施形態では、銅
コアは適切な銅合金の約７５％から９９．９９％純度とすることができ、ニッケルめっき
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は９９．９９９％純度、金は９９．９９９％純度とすることができる。それでも、当業者
には理解されるように、状況によっては異なる純度水準が適する場合があるので、それら
の純度水準は単に例にすぎない。
【００１１】
　ニッケルは、金が反応性を示す銅センサピン本体と融合するのを防ぐことに留意された
い。しかしながら、この同じ機能を果たすことができるその他の材料には銀や白金が含ま
れるが、これらに限定されない。さらに、一部の実施形態では、センサピン１０２のコア
が銅ではなく、アルミニウム、銀、金、白金、または高熱伝導性を有するその他の合金も
しくは材料製とすることもできる。同様に、最外面として金を使用しないで、センサピン
は任意の不活性の導電性金属（例えば、銀もしくは白金）でめっきされてもよいし、また
はＨａｓｔｅｌｌｏｙ－Ｃもしくはタンタル（これらに限定されない）を含む不活性材料
もしくは合金で作られてもよい。
【００１２】
　センサピン１０２は、一般に分析技術で使用される９６ウェルプレートに合うように設
計される。ピン１０２の正確な直径および長さは、充填された時のウェル内の望ましい液
体のアニュラスによって決まる。例えば、ある分析では、液体のアニュラスはより小さい
のが望ましいので、より長いピン１０２か、より直径の大きいピン１０２か、またはより
長く、より直径の大きいピン１０２がふさわしいということになる。ある分析では、液体
のアニュラスはより大きいのが望ましいので、より短いピン１０２か、より直径の小さい
ピン１０２か、またはより短く、より直径の小さいピン１０２が必要になる。行われる分
析のタイプを表す正確なピン１０２のサイズに合わせることは、試料ウェルの量および形
状に依存する。
【００１３】
　センサピン１０２は、熱流量センサ１０４に接続される。本実施形態では、熱流量セン
サ１０４はＰｅｌｔｉｅｒセンサまたはＳｅｅｂｅｃｋ装置である。半導体熱電センサ（
Ｐｅｌｔｉｅｒ装置）は、Ｍｅｌｃｏｒ、Ｆｅｒｒｏｔｅｃｈ、Ｍｉｃｒｏｐｅｌｔなど
、これらの会社に限定されないが、多数の会社で製造されている。これらの製造業者は、
本発明の熱流量センサとして使用するのに適したＰｅｌｔｉｅｒ装置を製造している。し
かしながら、当業者には明らかであるように、センサも使用される。例えば、本発明で使
用できる他の熱流量または温度差センサには、熱電対、熱電対列、サーミスタ、およびＲ
ＴＤ（抵抗温度装置）が含まれるが、これらに限定されない。
【００１４】
　一実施形態では、熱電対列センサの使用が検討される。これらのタイプのセンサは、典
型的には感度（ボルト／ワット）がより低いため、（当業者には明らかであるように）感
度差の原因となる増幅成分に修正が加えられる必要がある場合がある。本発明の中に組み
込まれてもよい他のタイプのセンサは、ＲＴＤセンサ（通常は白金巻線もしくは銅巻線セ
ンサ）または半導電サーミスタセンサ（対で使用）である。つまり、当業者には明らかで
あるような任意の数のセンサがセンサピン１０２と熱量計ブロックとの間の温度差を測定
可能であれば、これらは本発明に組み込まれてもよい。
【００１５】
　Ｐｅｌｔｉｅｒセンサを含む本実施形態に戻ると、センサピン１０２は種々の方法でセ
ンサ１０４に接続することができる。例えば、センサピン１０２はセンサ１０４にはんだ
付けまたは接着されてもよい。
【００１６】
　本実施形態の熱流量センサ１０４は、熱量計ブロック１０６に接続される。図３から図
５でより詳細に示されるように、本実施形態では、熱量計ブロック１０６は凹部１０５を
有するアルミニウム片であり、その凹部１０５内にセンサ１０４がセンサピン１０２に対
応するように配置され、同様にセンサピン１０２は９６ウェルプレート１２０内のウェル
に対応する。しかしながら、熱量計ブロック１０６は、例えば、当業者には明らかな銅、
金、銀などの他の多数の熱伝導性材料で製造することもできるが、これらの材料に限定さ
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れない。
【００１７】
　熱量計ブロック１０６は、第I段１０８および第II段１０７の２つの段を有する。第I段
と第II段との間には、熱減衰材１０９がある。熱量計ブロック１０６は、１つ以上の温度
制御モジュール１１６によって走査ブロック１１０と熱連通している。
【００１８】
　このように、本実施形態では、第I段の温度制御は能動的であり、第II段の温度制御は
受動的である。熱減衰材１０９は、比較的低い熱導電性を有する物質である。例えば、減
衰材１０９は、シリコーンゴムの薄層間に挟まれたアルミニウムの薄層とすることができ
る。熱勾配または熱変動の減衰材は、低熱伝導性材料（例えば、薄板シリコーンゴム）の
単一の層、または複数の代替の絶縁（または低熱伝導性）材料（例えば、薄板シリコーン
ゴム）間に挟まれた熱導電性材料（例えば、薄板アルミニウム）の複数の薄層とすること
もできる。比較的低い熱伝導性を有することで温度変動または温度勾配を減衰または緩衝
することができる材料であれば、減衰材１０９用の他の多数の材料が当業者には明らかで
ある。例えば、他の減衰材１０９には、プラスチック、ガラス、断熱発泡体、ガラス繊維
もしくはセラミック製の断熱材、および封入空間が含まれるが、これらに限定されない。
【００１９】
　温度制御モジュール１１６は、加熱速度または熱量計の温度の走査を二次（または微）
調整するための手段である。温度制御モジュール１１６は、高出力半導電性熱電センサ（
例えば、Ｐｅｌｔｉｅｒ装置）である。Ｐｅｌｔｉｅｒ装置は、Ｍｅｌｃｏｒ、Ｆｅｒｒ
ｏｔｅｃｈ、Ｍｉｃｒｏｐｅｌｔなど、これらの会社に限定されないが、多数の会社で製
造されている。これらの製造業者は、本発明の温度制御モジュールとして使用するのに適
したＰｅｌｔｉｅｒ装置を製造する。温度制御モジュール１１６は、一部の熱を走査ブロ
ック１１０から熱量計ブロック１０６の第I段１０８に伝達する。温度制御モジュール１
１６はまた、熱量計ブロック１０６の第I段１０８と走査ブロック１１０とが同じ温度に
なるように（△Ｔ＝Ｔ（１０８）－Ｔ（１０６）＝０）、多少の追加の加熱力を供給する
。温度制御モジュール１１６は、抵抗加熱素子（例えば、コイルヒータもしくはフィルム
ヒータ）を含む他の適切な加熱装置と交換もしくは置き換えることができるが、これら素
子に限定されない。
【００２０】
　走査ブロック１１０は、熱量計ブロックの基準温度成分であり、熱容量が大きい高熱伝
導性材料の有効質量から作られる。本実施形態では、走査ブロック１１０は厚いアルミニ
ウム板である。走査ブロックは、ステンレス鋼、銅、銀、または金を含む他の多数の材料
製とすることもできるが、これらに限定されない。走査ブロック１１０は、１つ以上の走
査制御モジュール１１４と熱連通している。走査制御モジュール１１４は、加熱速度また
は熱量計の温度の走査を調整するための一次（または粗）手段である。走査制御モジュー
ル１１４は、高出力半導電性熱電センサ（例えば、Ｐｅｌｔｉｅｒ装置）である。Ｐｅｌ
ｔｉｅｒ装置は、Ｍｅｌｃｏｒ、Ｆｅｒｒｏｔｅｃｈ、Ｍｉｃｒｏｐｅｌｔなど、これら
の会社に限定されないが、多数の会社で製造されている。これらの製造業者は、本発明の
走査制御モジュールとして使用するのに適したＰｅｌｔｉｅｒ装置を製造する。走査制御
モジュール１１４は、一定の割合（例えば、１分ごとに１°上昇）で、走査ブロック１１
０を加熱することができる。走査制御モジュール１１４は、抵抗加熱素子（例えば、コイ
ルヒータもしくはフィルムヒータ）を含む他の適切な加熱装置と交換もしくは置き換える
ことができるが、これら素子に限定されない。
【００２１】
　ヒートシンク１１２は、走査制御モジュール１１４のほぼ上に配置され、本システム１
００が動作可能な熱的に安定した環境を提供する。本実施形態では、ヒートシンク１１２
は大きな銅ブロックであり、機器の冷却または停止サイクル時に、冷却液がここを通って
流れる。ヒートシンクは、ステンレス鋼、銅、銀または金を含む高熱伝導性および高熱容
量の他の多数の材料製とすることができるが、これらの材料に限定されない。冷却液の接
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続は、ヒートシンク１１２を貫通し冷却液ライン１１３を接続する銅熱交換コイルによっ
て行われる。
【００２２】
　ヒートシンク１１２は、一定の温度（例えば、室温または室温に近い温度）で保たれる
、または温度を浮かせた（ｆｌｏａｔｅｄ）状態にできる。ヒートシンクの大きな熱容量
と冷却液を流すことで制御される時のヒートシンクの開始温度とにより、熱量計の温度や
熱量計が温度を走査する速度を調整する時にヒートシンクが基準点として働くことができ
る。本実施形態では、ヒートシンク１１２を貫通する冷却液ライン１１３によりほぼ一定
の温度が維持される（図１１も参照）。冷却液は、水または熱を伝達できる多数の他の流
体とすることができる。例えば、不凍液やオイルなどの他の熱交換流体が挙げられるが、
これらに限定されない。ヒートシンク１１２は、（冷却液ライン１１３以外の）他の手段
により所望の温度に維持できることは留意されたい。例えば、フィン付きヒートシンクか
ら周囲に熱を消散させるファンを備える高表面積またはフィン付きの構造体が挙げられる
が、これに限定されない。
【００２３】
　ウェルプレート１２０上に、ウェル封止ガスケット１１８が配置される。ウェル封止ガ
スケット１１８は、デュロメータの低硬さのシリコーン板材料である。ウェル封止マット
もしくはガスケットは、バイトン、テフロン（登録商標）、ネオプレン、または他の不活
性の無孔軟質ガスケット材料を含む多数の材料製とすることができるが、これらに限定さ
れない。ウェル封止ガスケット１１８は、９６ウェルプレート１２６内の個々のウェル１
２８に対応する１つ以上のチャネル１２６を含む。１つ以上の保護膜１３０がチャネル１
２６上に位置決めされる。個々のウェル１２８が上昇すると、センサピン１０２が膜１３
０を貫通して、ピン１０２が感知する環境が最大限に熱的に保護される。膜１３０はまた
、試料が飛び散ることよる試料の相互汚染を防ぐのを助ける。
【００２４】
　ウェル封止ガスケット１１８はまた、９６ウェルプレート１２０が上昇してセンサピン
１０２を挿入する時に、９６ウェルプレート１２０の衝撃を緩衝する二次機能を果たす。
この緩衝作用が、９６ウェルプレート１２０の破砕を防ぐのを助ける。さらに、９６ウェ
ルプレート１２０の衝撃を緩衝することで、個々のセンサガスケット１３２もセンサピン
１０２の周囲に挿入できる。
【００２５】
　本実施形態では、９６ウェルプレート１２０は上昇してセンサピン１０２と接触するこ
とに留意されたい。しかしながら、一部の実施形態では、ウェルプレート１２０は固定で
、ピンが下げられることができる。ウェルプレート１２０の下に位置するのが、断熱シー
ルド１２２である。断熱シールドは、試料ウェルの周囲の温度制御された環境を提供する
。断熱シールドは、熱量計ブロック１０６および１０８と同じ温度になるように制御され
、本実施形態では、アルミニウムブロックで作られており、そこにプラスチック試料トレ
イまたは９６ウェルプレート１２０の試料ウェルを取り囲むように孔パターンが設けられ
る。断熱シールドは、ステンレス鋼、銅、銀または金を含む高熱伝導性および高熱容量の
他の多数の材料製とすることができるが、これらの材料に限定されない。断熱シールド１
２２は、さらに図９、図１０に示されている。断熱シールド１２２は、９６ウェルプレー
ト１２０のウェル１２８に対応する１つ以上の開口部１３４を含む。具体的には、図９に
示されるように、９６ウェルプレート１２０は断熱シールド１２２上に配置される。ウェ
ル１２８は開口部１３４に挿入され、９６ウェルプレート１２０の上面１３６（図２）は
断熱シールド１２２の上面１３８（図１０）にほぼ平坦に接して位置する。
【００２６】
　断熱シールド１２２は、走査ブロック１１０とほぼ同じ温度に維持される。断熱シール
ド１２２の温度は、１つ以上のシールド制御モジュール１２４によって制御される。シー
ルド制御モジュール１２４は、高出力半導電性熱電センサ（例えば、Ｐｅｌｔｉｅｒ装置
）である。Ｐｅｌｔｉｅｒ装置は、Ｍｅｌｃｏｒ、Ｆｅｒｒｏｔｅｃｈ、Ｍｉｃｒｏｐｅ
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ｌｔなど、これらの会社に限定されないが、多数の会社で製造されている。これらの製造
業者は、本発明のシールド制御モジュールとして使用するのに適したＰｅｌｔｉｅｒ装置
を製造する。シールド制御モジュール１２４は、一定の割合（例えば、１分ごとに１°上
昇）で、かつ熱量計ブロック１０６および１０８の温度を追跡しながら断熱シールド１２
２を加熱することができる。シールド制御モジュール１２４は、抵抗加熱素子（例えば、
コイルヒータもしくはフィルムヒータ）を含む他の適切な加熱装置と交換されることがで
きるが、これら素子に限定されない。
【００２７】
　センサ接続線１１５（図５）は、熱流量センサ１０４を増幅器１１７（図６）に接続す
る。増幅器１１７は、当業者には明らかであるように、接続線１１５を介して９６の熱流
量センサ１０４により生じる９６の電圧信号を増幅する。（９６の熱流量センサの各々か
ら）増幅された信号は、その後、収集され／測定され、処理される。これらの目的に適用
できる利用可能な市販の汎用ＤＡＱ（データ収集）カードやソフトウェアプログラムが多
数ある。データ収集および制御は、適切なバス型（Ｂｕｓ　Ｔｙｐｅ）（例えば、ＵＳＢ
／ＰＣＩ／ＩＳＡ）のＤＡＱカード、ＯＳサポート（例えば、ＷＩＮ）、サンプリングレ
ート（＞１ｋＳ／ｓｅｃ）、必要なアナログ入力（マルチチャンネル、最低解像度１６ビ
ット）、アナログ出力、デジタルＩ／Ｏ、カウンタタイマ、トリガ機能を使用して行われ
る。熱量計設計、低レベル信号の収集、およびＰＩＤフィードバックアルゴリズムを使用
する温度制御の当業者であれば、多数の製造業者から入手できる適切な市販のＤＡＱカー
ドを選択することができる。これらの製造業者には、Ｄａｔａ　Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ
、ＩＯＴｅｃｈ、Ｍｉｉｃｒｏｓｔａｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ、Ｎａｔｉｏｎａｌ
　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ、Ｓｅｎｓｏｒａｙ、またはＳｉｇｎａｔｅｃが挙げられるが
、これらに限定されない。この処理された情報は、次に、パーソナルコンピュータ１４０
（図１２）に送信され、その後、パーソナルコンピュータ１４０が処理された信号を可読
データに変換する。適切なＤＡＱソフトウェアは、ＤＡＱカードの製造業者の各々から入
手可能である（カード固有のソフトウェアもある）。適切なＤＡＱプログラムは、ＤＡＳ
ＹＬａｂ、ＤＡＰＴｏｏｌｓ、ＤＡＳ　Ｗｉｚａｒｄ、ＤａｑＶｉｅｗＸＬを含むが、こ
れらに限定されない。ＤＡＱ機能は、明らかな機器制御機能の全てを含む（例えば、タイ
ミング、スタート、ストップ、シール圧力監視、リフト駆動および位置決め、ガス浄化、
クリーニングサイクル、温度制限、温度平衡、温度制御、増幅されたセンサ電圧信号を温
度に応じてロギング）。増幅された電圧は、温度に応じて、各々の試料の見掛けの過剰熱
容量に変換される。機器または試料のベースライン信号減算におけるデータ分析、９６の
データチャネルの各々からの生データまたはベースラインデータのプロット、種々の機器
の制御もしくはチェック機能のプロットまたは監視、熱変性および／またはタンパク質と
核酸とのリガンド結合の種々のモデルに一致する物理的化学的データの報告のためにデー
タを適切な熱安定性モデルもしくは熱変性モデルに適合させることは、市販のソフトウェ
アパッケージ、Ｃｐ－Ｃａｌｃ（Ｃａｌｏｒｉｍｅｔｒｙ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ製）を使用して行われる。ＤＳＣ熱力学分析を実行可能な別の市販のソフ
トウェアパッケージは、Ｏｒｉｇｉｎ（Ｏｒｉｇｉｎ　７．０）から入手できる。チャネ
ル１１１（図３、図４）はまた、接続線１１５が通される通路として含まれる。
【００２８】
　図９から図１１を参照すると、本システムとともに含まれ得る他のいくつかの特徴は、
下位制御プレート１４２である。下位制御プレート１４２は、シールド制御モジュール１
２４の下部にある。図９に示された実施形態では、下位制御プレート１４２は、シートリ
フトアセンブリ１４４上で支持されている。図９の密閉式リフトアセンブリ１４４は、空
気圧リフト１５０に接続されたプラットフォーム１４８を含む。プラットフォーム１４８
と下位制御プレート１４２との間に、１つ以上のスペーサ１４６がある。本実施形態では
、下位制御プレート１４２は厚いアルミニウム板であり、プラットフォーム１４８は別個
の厚いアルミニウム板であり、スペーサ１４６はアルミニウム製のスタンドオフロッドで
ある。当業者には明らかであるように、本システムに関連して他のタイプのリフトも利用
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可能であることに留意されたい。例えば、リフティングは油圧ジャッギング機構、シザー
ズジャッキ、ねじジャッキ、チェーンもしくはベルト駆動により行うことができる。当業
者には理解されているように、ウェル１２８内に入れられた液体試料がセンサピン１０２
と接触した状態になるように、またウェル封止ガスケット１１８が押し付けられて試料ウ
ェルを完全に封止するように、断熱シールド１２２を持ち上げるのに採用できる多数の機
構がある。例えば、一実施形態では、スペーサ１４６およびプラットフォーム１４８は取
り除かれて、空気圧リフト１５０が直接下位制御プレート１４２を上昇させることができ
る。しかしながら、（上述したヒートシンク１１２の機能と同じように）熱的に安定した
環境を提供することのみを考えれば、追加の構成要素とそれに伴う空間を保つことが有利
となる場合がある。
【００２９】
　一部の実施形態では、２つ以上のヒートシンク１１２を有するのがさらに望ましい場合
もある。例えば、ヒートシンクはシステム１００の底部および上端に配置することができ
る。図９、図１０で見られるように、システム１００はさらに、エンクロージャ１５２内
に入れられる。エンクロージャ１５２は薄板アルミニウムから作られる。エンクロージャ
は、スチール、ステンレス鋼、プラスチック、または繊維ガラスを含む他の薄板、プレス
物または成型物から作ることもできる。本実施形態では、エンクロージャは台座フレーム
１５４にねじ留めされ、支持される。当業者には明らかであるように、フレーム１５４は
取り除かれるか、または必要な構造支持材となるような多数の材料から作ることができる
。これらの材料には、スチール、ステンレス鋼、またはアルミニウムの管、アングルもし
くは平坦な金属素材もしくは押出成形品が挙げられるが、これらに限定されない。
【００３０】
　図１１に見られるように、エンクロージャ１５２はまた、電力供給装置１５６および信
号処理電子機器（図示せず）のＥＭＦ（電磁界）遮蔽のためのシールド１５８を収容する
こともできる。本実施形態のＥＭＦシールドとなるのは接地された銅エンクロージャであ
るが、ミューメタルを含む他の材料製とすることもできるが、この材料に限定されない。
シールド１５８は、電力線、電話線、ラジオおよびＴＶ放送、電子レンジ、および携帯電
話などの無線装置などからの浮遊干渉信号を防ぐのを助ける。
【００３１】
　一実施形態による本システムの動作は以下の通りである。使用者が９６ウェルプレート
１２０の１つ以上のウェル１２８内に試料１６０を配置する。本システムの利点は、試料
トレイおよび９６ウェルの構造のロボット技術を使用する機能である。これらは、他の分
析用途では使用されているが、熱量測定技術には使用されていない。ウェルプレート１２
０は、その後、断熱シールド１２２内の対応する開口部１３４内に入れられる。一実施形
態では、ウェルプレート１２０は、試料トレイ入口１６２（図１２）を通って導入される
。ウェルプレート１２０が配置されると、入口１６２は閉じられ、使用者は空気圧リフト
１５０を上昇させると、次に空気圧リフト１５０がプラットフォーム１４８を上昇させ、
プラットフォーム１４８が断熱シールド１２２を上昇させる。
【００３２】
　断熱シールド１２２内にある試料１６０が上昇すると、センサピン１０２がウェル封止
ガスケット１１８の膜１３０を押して貫通し、試料ウェル１２８内に含まれる液体試料お
よび対応する試料１６０の中に入る。次に、試料１６０の周囲の熱環境はコントロールさ
れる。例えば、上述したように、ヒートシンク１１２が冷却液ライン１１３を使用いて一
定の温度に維持される。同じ温度が、下位制御プレート１４２の下に位置する空間によっ
て維持される。
【００３３】
　次に、走査ブロック１１０が走査制御モジュール１１４によって所望の温度まで加熱さ
れる。この熱は、完全にではないが、温度制御モジュール１１６（△Ｔ制御モジュールと
も呼ばれる）を使用して熱量計ブロック１０６まで伝達される。温度制御モジュール１１
６はまた、直接熱量計ブロック１０６を加熱する。熱量計ブロック１０６の２つの段、す
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なわち、第I段１０８、第II段１０７を含む実施形態では、温度制御モジュール１１６は
、第I段と連通する（その結果、熱を第I段に伝達する）。第I段と第II段との間で、減衰
材１０９は種々の要因から生じる可能性のある熱流量の不一致による熱雑音を低減するの
を助ける。温度制御モジュール１１６を使用することはまた、分析結果に影響する可能性
のある雑音がほとんどない、安定した熱環境が作られる手段ともなる。試料ウェルのレベ
ルおよびセンサピン付近の温度の制御は、能動的および受動的機構の両方を使用して、複
数のレベルの段階式微調整によって維持される。第１のレベルの調整は、熱量計アセンブ
リのための調整温度および温度変化率を得るために（走査制御モジュール１１４からの）
加熱による走査ブロック１１０の温度調整である。第２のレベルの調整では、熱量計ブロ
ックの第I段の温度が△Ｔ制御モジュール１１６から少量の追加の加熱によって走査ブロ
ックと同じ温度に維持される。これらの最初の２つの調整ステップはともに、走査ブロッ
クの所望の走査温度変化率を得るために、また熱量計ブロックの第I段を走査ブロックの
温度と同じ温度に維持するために知られている比例－積分－微分（ＰＩＤ）制御方式を使
用して行われる。これらのフィードバック制御プロセスは両方とも、調整の設定ポイント
が両方向に外れると信号雑音を取り込む。次のレベルの調整は、第II段の熱量計ブロック
が第I段のブロックの平均温度に合わせるという意味で受動的である。この平均化は、２
つの熱量計ブロック１０６と１０８を分離する減衰材１０９を通して２つの熱量計ブロッ
クの減衰された結合による受動的（および低速の）反応により行われる。能動的かつ受動
的制御素子にする目的は、環境または機器の人為的な原因による温度（および熱流量）の
変動を発生させる干渉なしに、試料１６０で発生する温度誘発の化学反応のエネルギー特
性が検出できるように、試料の温度を走査することにある。したがって、熱センサ１０４
は、ほぼ熱的に安定した環境にある。システム１００の反対側からは、断熱シールド１２
２が同時に走査ブロック１１０とほぼ同じ温度まで加熱される。このようにして、断熱シ
ールド１２２、試料プレート１２０、その中の試料１６０、センサピン１０２、および熱
センサ１０４が全て、同時にほぼ同じ温度になる。
【００３４】
　このような条件下で、使用者は種々のデータを生成することができる。例えば、使用者
は、希釈溶液１２８内にあるバイオターゲット（例えば、受容体、タンパク質および核酸
）と一緒に試料ウェルに入れられた潜在的薬剤化合物（またはリガンド）の存在下または
非存在下で薬剤バイオターゲットの熱的安定性の変化を判断することができる。同時にか
つ均一に断熱シールド１２２、および熱量計ブロック１０６に熱を加えることにより、試
料１６０およびセンサ１０４の両方が同じ熱環境に置かれる。このことにより、使用者は
、バイオターゲット分子の熱性アンフォールディング（変性）さらに受容体／リガンドの
相互作用（薬剤結合または放出）による熱エネルギーの結果として得られる試料溶液内の
熱容量の変化を検出することができる。さらに有用なのは、本システムにより上記の検出
が９６の試料において同時に行うことが可能であると考えられる。
【００３５】
　当然、これは本システムの１つの可能性のある用途にすぎない。他の多数の用途には、
診断用途が挙げられ得るが、これに限定されない。この診断用途は、適切な体液（例えば
、血液、尿、腹水、髄液、羊水、唾液）内のプロテオミクス（またはタンパク質分布）が
、特徴的熱変性プロフィールによって、また病気を診断するのに使用される確立されたデ
ータベースを参照して、アレイＤＳＣで感知されるというものである。
【００３６】
　本発明の変形形態
　一部の実施形態では、走査ブロック１１０は、制御モジュール１１６および主要な熱量
計ブロック１０６と直接連通することができる。一部の実施形態では、センサアレイは、
９６が個々にセンサ１０４を配置するのではなく、一体型設計とすることができる。一部
の実施形態では、センサアレイは異なる形状にすることもでき、他の９６ウェル式生物工
学的応用で使用される明らかなハイスループットのスクリーニング構造体内に３８４、１
５３６またはそれ以上センサを有することができる。一部の実施形態では、測定アセンブ
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リは真空に配置されてもよい。一部の実施形態では、部品配置、フレーム、外装アセンブ
リは大きく変えられて、全体設計をより小型にすることができる。

【図１】 【図２】
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