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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バイオチップ上の分析物を解析する方法であって、
　複数の所定位置に複数の基質を有するバイオチップを受け取る第１のセクションおよび
第２のセクションを単一のハウジング内に備える解析装置を提供する工程と、
　基質の少なくとも１つに分析物を結合させることのできる条件下で、第１のセクション
内で、非分析物および分析物を含んだ試料にバイオチップを接触させる工程であって、試
料を試料ステーションからバイオチップ内にユーザの手動介入なしに移送することを含む
、前記接触させる工程と、
　バイオチップが、第１のセクションから第２のセクションに水平な経路に沿って自動的
に移動されるように、第２のセクションに第１のセクションを作用結合させる工程と、
　第２のセクション内で、バイオチップ上の基質の少なくとも１つへの分析物の結合を、
光学装置を用いて光学的に検出する工程とを含み、バイオチップの平らでない表面に配設
された分析物の正確な焦点合わせを、新しい分析物毎に再び焦点合わせする必要なく可能
とするように、バイオチップ上に設けられた、分析物の位置に対する空間的関係が知られ
た複数の基準標識からの基準信号を用いて、光学装置の焦点面の位置が決定され、
基準標識が、第１の光源によって第１の角度で照射され、複数の基質が、第２の光源によ
って第２の角度で順次に照射され、かつ第１の角度および第２の角度が同じでないように
ハウジングが構成された、方法。
【請求項２】
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　バイオチップが、自動アクチュエータを用いてマガジンから第１のセクションに提供さ
れ、マガジンが、解析装置内に配設された、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　第１のセクションが、少なくとも１つの第２のバイオチップを受け取るように構成され
た、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　第１のセクションがエネルギ源をさらに備えた、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　エネルギ源が、超音波源、マイクロ波源、ヒータ、およびクーラから成る群から選択さ
れる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　試料が、生物学的流体を含み、分析物が、組織、核酸、ペプチド、および酵素抑制因子
から成る群から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　複数の基質が、核酸、ペプチド、および酵素抑制因子のうち少なくとも１つを含み、複
数の基質の少なくとも１つが、架橋剤を介してバイオチップに非共有結合される、請求項
１に記載の方法。
【請求項８】
　接触させる工程が、解析装置内に配設された自動ピペットを用いて、試料をピペットで
移す工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　接触させる工程が、解析装置内でバイオチップを加熱する工程を含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項１０】
　作用結合させる工程が、第１のセクションの第１のプラットフォームから第２のセクシ
ョンの第２のプラットフォームにバイオチップを移動させる自動アクチュエータを提供す
る工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　光学的に検出する工程が、共焦点顕微鏡または暗視野顕微鏡を含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項１２】
　光学的に検出する工程が、蛍光信号、化学発光信号、およびリン光信号から成る群から
選択された信号を検出する工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　複数の所定位置に複数の第２の基質を有する第２のバイオチップを提供する工程と、
　第２のバイオチップの第２の基質の少なくとも１つに第２の分析物を結合させることの
できる条件下で、第１のセクション内で、第２の非分析物および第２の分析物を含んだ試
料に第２のバイオチップを接触させる工程とをさらに含み、複数の基質が核酸を含み、複
数の第２の基質がペプチドを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　解析装置を用いてバイオチップ上の分析物を解析する方法であって、
　複数の基準標識および複数の基質を有するハウジングを備えるバイオチップを、解析装
置のハウジング内に提供する工程を含み、少なくとも１つの基質が分析物を結合し、前記
方法がさらに、
　基準標識をハウジング内で照射して基準信号を生成し、かつ分析物を照射して分析物信
号を生成する工程と、
　バイオチップの平らでない表面に配設された分析物の正確な焦点合わせを、新しい分析
物毎に再び焦点合わせする必要なく可能とするように、分析物の位置に対する空間的関係
が知られた複数の基準標識からの基準信号を用いて光学検出器に関する焦点面を決定し、
かつ焦点面に対して光学検出器を調整する工程とを含み、
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　基準標識が、第１の光源によって第１の角度で照射され、複数の基質のうち少なくとも
１つが、第２の光源によって第２の角度で照射され、かつ第１の角度および第２の角度が
同じでないようにハウジングが構成され、前記方法がさらに、
　ハウジング内で光学検出器を用いて分析物信号を取得する工程を含む方法。
【請求項１５】
　基準標識が、蛍光物質、発光遺伝子基質、またはリン光化合物から選択された化合物を
含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　基質の少なくとも１つが、核酸、ペプチド、および酵素抑制因子から成る群から選択さ
れ、かつ基質の少なくとも１つが、架橋剤を介してバイオチップに非共有結合される、請
求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　基質の少なくとも１つへの分析物の結合が非共有結合である、請求項１４に記載の方法
。
【請求項１８】
　バイオチップを提供する工程が、自動アクチュエータを用いて試料処理プラットフォー
ムから検出器にバイオチップを移動する工程を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　基準標識を照射する工程が、暗視野で基準標識を照射する工程を含む、請求項１４に記
載の方法。
【請求項２０】
　分析物を照射する工程が、レーザを用いて照射する工程を含む、請求項１４に記載の方
法。
【請求項２１】
　基準標識を照射する工程および分析物を照射する工程が、独立した光源を用いて実行さ
れる、請求項１４に記載の方法。
【請求項２２】
　光学検出器が共焦点顕微鏡を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２３】
　分析物信号が、蛍光信号、化学発光信号、およびリン光信号から成る群から選択される
信号である、請求項１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロアレイシステム、特に自動マイクロアレイシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゲノミクスおよびプロテオミクス研究の近年の進歩によって、多くのヌクレオチド配列
およびペプチド配列が利用可能になったが、遺伝子および／または遺伝子発現の存在およ
び／または量に関して、高スループットの試料スクリーニングを必要とする。個々の工程
（例えば、ＤＮＡ分離、タンパク分画等）の高スループットのスクリーニングの自動化は
、比較的単純な機器構成を使用して行なわれるが、自動化された高スループットスクリー
ニングにおける複数の異なる工程を統合するには、依然として問題がある。
【０００３】
　例えば、１つまたは複数の分析物の検出および定量化のための試料解析は、シングルチ
ップ（例えば、Ａｇｉｌｅｎｔ社あるいはＣａｌｉｐｅｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社
の「Ｌａｂ－ｏｎ－ａ－ｃｈｉｐ」を参照すること）を用いてナノボリュームで実行され
得る。このような複数の分析物検出が、有利には、最小量の試料を用いて比較的短時間で
実行され得る。さらには、試料塗布後の試料の取扱いから検出および解析までの全工程が
、同じ装置内で実行される。しかし、超微細電気泳動を用いて検出された分析物の同定お
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よび定量化は、一般にその分析物の大きさに制限される。さらに、個々の分析物の分解能
は、分析物間の大きさまたは電荷の差が小さくなるにしたがって、一層困難になる。この
ため、そのような超微細電気泳動システムは、一般に、分析物をその分子量で特徴付けす
ることに制限される。
【０００４】
　分析物の分子量の高い分解能が特に重要である場合、複合的な試料解析は、レーザ脱離
型のタイムオブフライト質量分光解析（例えば、Ｃｉｐｈｅｒｇｅｎ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅ
ｍｓ社のＬＤ－ＴＯＦマルチ分析物脱離チップ、あるいはＳｅｑｕｅｎｏｍｅ社のチップ
を参照すること）と組み合わせられ得る。ここでは、複合的な試料の成分は、担体チップ
（例えば、アニオン交換樹脂または疎水的相互作用樹脂を備えたチップ）上で固定され、
解析システムにおいて、その分子特性に従って脱離後、粒径解析に供される。ＬＤ－ＴＯ
Ｆを組み合わせた解析は、典型的には高感度であり、最小限の試料調製だけを必要とする
ことが多い。さらに、ＬＤ－ＴＯＦを組み合わせた解析は、特定の分析物において比較的
高い分解能を提供する。しかし、特定の分析物の同定は、依然として寸法決定に大きく制
限される。
【０００５】
　また、特には、分析物がＤＮＡあるいはＲＮＡの場合、種々の形式の自動モジュラのＰ
ＣＲをベースにした解析が、当該技術において知られている。例えば、単一の試料を、特
定の配列の有無について解析する場合、試薬および試料の全部またはほぼ全部が、シング
ルカートリッジ（例えば、Ｃｅｐｈｅｉｄ社のｉ－ＣＯＲＥシステム）から自動システム
に導入され得る。他方では特に、比較的多数の試料を同時に解析する場合、完全ロボット
型ＰＣＲステーション（例えば、Ｏｒｃｈｉｄ　Ｂｉｏｃｏｍｐｕｔｅｒ社のＳＮＰ　Ａ
ｎａｌｙｓｉｓシステム）が、採用され得る。このようなシステムは、典型的には、試料
操作を核酸増幅および生成物解析と統合する解析手順を提供する。しかし、自動モジュラ
のＰＣＲをベースにした解析は、典型的には感知可能な信号を生成するために標的ＤＮＡ
の増幅によるので、非常に複雑で、多数の間違いが生じ易い手順になる。さらに、ＰＣＲ
に基づくシステムは、試料以外の固有の信号を防ぐために、専用の機器を用いて専用の環
境内で操作されることが多いが、試料のキャリーオーバーによる汚染に関連する問題が、
依然として残るかもしれない。このため、自動モジュラのＰＣＲをベースにした解析は、
非常に高価なものになり易く、一般に核酸の解析専用に限定される。
【０００６】
　さらなる例においては、核酸を含んだ試料は、少なくとも部分的に相補的で、かつ固定
された核酸を有するそのハイブリダイゼーション特性によって解析され、これによって特
定の試料上の定量的および定性的情報が提供され得る。核酸のハイブリッド環境の温度お
よび／またはイオン強度を変化させることによって、核酸と対応する固相の固定化された
核酸とのハイブリダイゼーションを制御することができ、また当該技術では数多くのシス
テムが知られている。　例えば、シリコンチップ上に固定されたオリゴヌクレオチドの高
密度アレイは、該固定されたオリゴヌクレオチドの少なくとも一部と相補的である核酸を
含有する試料に曝露され得る（例えば、Ａｆｆｙｍｅｔｒｉｘ社のＧｅｎｅＣｈｉｐシス
テムを参照すること）。このようなシステムでは、処理された試料（典型的には、予め調
製済みのｃＤＮＡの標識が付けられ、かつビオチニル化されたｉｎ－ｖｉｔｒｏ転写産物
）は、試薬の流れおよびハイブリダイゼーション温度をさらに制御するフルイディクスス
テーション内のチップに提供される。相補的標識が付けられた核酸が、チップ上の対応す
る核酸とハイブリダイゼーションされた後、該チップは、フルイディクスステーションか
ら除去され、試料が蛍光標識の検出によって解析されるスキャナステーションまで手を使
って移動される。このような解析装置は、典型的には、試料内の膨大な数のＤＮＡ／ＲＮ
Ａ分析物の同一性、存在、および／または量をユーザが測定することを可能にするが、多
大な試料調製時間（典型的には数時間から２日以上）およびハイブリダイゼーション時間
（例えば、４０℃、約１６時間）が必要となることが多い。さらには、そのようなシステ
ムを用いて検出かつ定量化される分析物は、核酸に限定される傾向がある。
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【０００７】
　また、試料のキャプチャおよびハイブリダイゼーションは、静電力を用いて制御され得
る（例えば、Ｎａｎｏｇｅｎ社のＮａｎｏＣｈｉｐシステムを参照すること）。このよう
なシステムでは、キャプチャプローブおよびハイブリダイゼーション条件が、個々に制御
され得るので、個々の分析物画素をカスタムにアドレッシングすることが可能となる。し
かし、ローディングおよび読込み手順が複雑なために、解析工程が、少なくとも２つの独
立した装置に分割される。つまり、分析物は、典型的にはローダー部分に結合され、一方
、読取装置（すなわち、アレイプロセッサおよびスキャナ）は、試料の読出しを実行する
であろう。
【０００８】
　別のシステムでは、検出は、チップ（例えば、Ｍｏｔｏｒｏｌａ社のｉＳｅｎｓｏｒシ
ステムを参照すること）上に固定された対応するオリゴヌクレオチドに結合された分析物
オリゴヌクレオチドに、シグナリングオリゴヌクレオチドを結合させるときに、信号を提
供する電子チップを用いて実行され得る。電子的な検出および定量化は、少なくともいく
つかの利点を提供するかもしれないが、そのようなシステムの大半は、汚染に起因して非
特異的な偽陽性および／または偽陰性の信号を生じ易い。さらには、そのようなシステム
を用いて検出かつ定量化される分析物は、核酸に限定される傾向がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　このため、マイクロアレイシステム用の種々のシステムが、当該技術において知られて
いるが、依然として数多くの問題が残っている。とりわけ、種々のシステムは、少なくと
もいくつかの自動化を提供するかもしれないが、流体の取扱いおよび結合する分析物の試
料検出／定量化は、典型的には別個の装置で操作されるので、システムに試料を適用した
後に、ユーザによる少なくともなんらかの介入が必要となる。さらには、知られているマ
イクロアレイシステムの全部またはほとんどは、核酸あるいはペプチドの解析に限定され
る。このため、自動解析装置用の方法およびシステムの改善が、依然として必要とされて
いる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、解析装置を操作する方法、特に、試料処理および種々の分析物（例えば、核
酸、タンパク試料、低分子量化合物等）の検出／定量化を、単一の解析装置で完全に自動
化することを可能にする、自動マイクロアレイシステムを操作する方法に向けられたもの
である。
【００１１】
　本発明の主題の一態様では、バイオチップ上の分析物を解析する方法は、複数の所定位
置に複数の基質を有するバイオチップを受け取る第１のセクションおよび第２のセクショ
ンを備えた解析装置が提供される一工程を含む。別の工程では、基質の少なくとも１つに
分析物を結合できる条件下で、第１のセクション内で、非分析物および分析物を含んだ試
料とバイオチップを接触させ、さらに別の工程では、バイオチップが、第１のセクション
から第２のセクションに自動的に移動されるように、第１のセクションは第２のセクショ
ンに作用結合される。さらなる工程では、バイオチップ上の基質の少なくとも１つへの分
析物の結合が、第２のセクションにおいて光学的に検出される。
【００１２】
　想定されるバイオチップは、自動アクチュエータを用いてマガジンから第１のセクショ
ンに提供され得、該マガジンは、解析装置内に配設され、また第１のセクションが、少な
くとも第２のバイオチップを受け取るように構成され得ることがさらに好ましい。第１の
セクションは、エネルギ源（例えば、超音波、マイクロ波、および／または加熱／冷却源
）をさらに含んでよい。想定される試料は、組織を含んだ生物学的流体、核酸、ペプチド
、および／または酵素抑制因子を分析物として含んでよい。したがって、適切な基質は、
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架橋剤を介してバイオチップに非共有結合されてよいか、あるいは非共有結合されなくて
よい、核酸、ペプチド、および／または酵素を含む。
【００１３】
　接触させる好適な工程は、解析装置内に配設された自動ピペットを用いて試料をピペッ
トで移す一工程を含んでよく、バイオチップは、加熱されてよいか、あるいは加熱されな
くてもよい。作用結合させる特に想定される工程は、第１のセクションの第１のプラット
フォームから第２のセクションの第２のプラットフォームに、バイオチップを移動させる
自動アクチュエータを提供する工程を含み、光学検出の好適な工程は、バイオチップ上に
設けられた基準標識からの基準信号を用いて焦点が合わせられ得る共焦点顕微鏡または暗
視野顕微鏡を使用した、蛍光信号、化学発光信号、および／またはリン光信号の検出を含
む。
【００１４】
　本発明の主題の別の態様では、バイオチップ上で分析物を解析する方法は、基準標識お
よび複数の基質を付けたバイオチップが提供される一工程を含んでよく、少なくとも１つ
の基質が、分析物を結合する。別の工程では、この基準標識（例えば、蛍光物質、発光遺
伝子基質、および／またはリン光化合物から成る）は、基準信号を発生させるために照射
され、分析物は、分析物信号を発生させるために照射される。さらに別の工程では、焦点
面が、基準信号を用いて光学検出器に対して決定され、光学検出器は、焦点面に対して調
整され、さらなる工程では、分析物信号は、光学検出器を用いて取得される。
【００１５】
　基準標識および／または分析物の好ましい照射には、暗視野照明法を含み、レーザを用
いた分析物の照射が、特に好ましい。さらに特に想定される基準標識および分析物の照射
は、独立した光源を用いて実行されてよい。
【００１６】
　本発明の主題のさらなる態様では、解析装置を操作する方法は、検出器に結合されたデ
ータ転送インタフェース、マルチ試薬パック、自動ピペット、および／または試料処理プ
ラットフォームから成る解析装置が提供される一工程を含む。別の工程では、データ転送
インタフェースは、解析装置のユーザ以外の人に電子的に結合され、さらに別の工程では
、検出器、マルチ試薬パック、自動ピペット、および／または試料処理プラットフォーム
から、データ転送インタフェースを介してデータが解析装置のユーザ以外の人に提供され
る。さらなる工程では、データを利用して解析装置の動作状態が解析される。
【００１７】
　操作の特に好適な方法は、ユーザ以外の人が解析装置に対して離れた場所にいて、デー
タを提供する工程が、インターネットを介して、あるいはモデム接続を介して実行される
方法を含む。データは、解析装置のユーザの動作に応じて、あるいはユーザ以外の人の要
求に応じて提供されてよい。想定されるデータは、マルチ試薬パック内の試薬のバッチ番
号、製造日、有効期限、または種類と、マルチ試薬パック内の試薬の容量と、自動ピペッ
トを用いて移送された液体の容量と、試料処理プラットフォームの温度と、解析装置を用
いて実行された試験の種類とに関連してよい。したがって、解析装置の動作状態は、１つ
または複数の構成要素の不具合、および／または１つまたは複数の試薬が無くなったこと
を含んでよい。
【００１８】
　本発明の主題のさらに別の態様では、マーケティング（ｍａｒｋｅｔｉｎｇ）方法は、
解析装置内の構成要素の状態データを受け取るデータ転送インタフェースを備えた解析装
置が提供される一工程を含む。別の工程では、このデータ転送インタフェースは、解析装
置に対して離れた場所にあるシステムに電子的に結合され、さらに別の工程では、状態デ
ータは、データ転送インタフェースを用いて該遠隔システムに提供される。さらに別の工
程では、構成要素の交換品の供給を開始するために、状態データが遠隔システムで使用さ
れる。
【００１９】
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　特に想定される解析装置は、バイオチップ上の基質への分析物の結合を解析し、特に想
定される構成要素は、試薬を含み、構成要素の状態データは、解析装置内の試薬の容量で
ある。電子的結合は、インターネットへのモデムまたは他のデータ転送接続を介して実行
されてよく、状態データの送信は、解析装置のプロセッサで実行される所定のスケジュー
ルによって、あるいは離れた場所にあるシステムのプロセッサで実行される所定のスケジ
ュールによって制御されてよい。送信の特に好適な供給の開始は、発注あるいは在庫管理
（例えば、構成要素のパッケージングおよび／またはラベリング、あるいは構成要素供給
の状態／不足を表示する顧客への警報）の自動作成工程を含む。
【００２０】
　本発明の種々の目的、特徴、態様、および利点は、同様の符号が同様の構成要素を表す
添付図面とともに、本発明の好適な実施形態の以下の詳細な説明からより明白となろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明者らは、バイオチップを採用した統合解析装置を用いて、１つまたは複数の分析
物を検出かつ／または定量化できることを見出し、（ａ）分析物および／またはバイオチ
ップの処理、分析物の検出、および／または定量化が、ユーザの介入を必要としない工程
に統合されており、（ｂ）該統合された解析装置は、核酸、ペプチド、および小分子（例
えば、酵素基質あるいは阻害遺伝子等）を含む、種々の生化学的に異なる分析物を同時に
あるいは後から解析することを可能にするように構成されている。
【００２２】
　本願明細書において用いられるように、「解析装置」という用語は、１つまたは複数の
分析物を検出かつ／または定量化するために用いられる、任意の装置または装置の組み合
わせを意味する。特に好適な解析装置は、マイクロアレイシステムを含み、ここで「マイ
クロアレイシステム」という用語は、複数の分析物が、バイオチップ上の複数の基質に所
定位置で結合され、かつ分析物の少なくとも１つの存在および／または量が測定される、
統合システムを意味する。
【００２３】
　また本願明細書で用いられているように、「バイオチップ」という用語は、一般に、複
数の基質が、その上で所定位置に固定された担体を意味し、かつ基質の少なくとも１つが
試料から分析物を結合する。あるクラスの特に好適なバイオチップは、基質に結合された
多機能マトリクス層に結合された担体を含み、該多機能マトリクス層は、担体の自己蛍光
、担体の入射光吸収、担体の荷電効果、および担体の表面凹凸のうち少なくとも１つの低
減を提供し、かつ基質は、試料流体がバイオチップに接触する際に、試料流体内に配設さ
れた分析物に結合する。
【００２４】
　代替的には、別のクラスの特に想定されるバイオチップは、複数の第１の所定位置内に
複数の第１の基質を含み、該複数の第１の基質の各々は、ポリペプチド、ポリヌクレオチ
ド、糖質、および薬理的活性のある分子から成る群から選択されたクラスに属する。複数
の第２の所定位置内の複数の第２の基質が、そのようなバイオチップにさらに含まれてよ
く、該複数の第２の基質の各々は、ポリペプチド、ポリヌクレオチド、糖質、および薬理
的活性のある分子から成る群から選択されたクラスに属し、第１の基質の各々のクラスお
よび第２の基質の各々のクラスは同じではない。特に想定されるバイオチップが、同時係
属米国特許出願第０９／７３５４０２号（２０００年１２月１２日出願）、および同時係
属国際出願ＰＣＴ／ＵＳ０１／４７９９１号（２００１年１２月１１日出願）に開示され
ており、これらはともに参照によって本願明細書に組み入れられている。
【００２５】
　想定されるバイオチップは、（閉じられてもよいし、閉じられなくてもよい）ハウジン
グ内にさらに配設けられてよく、特に好適なバイオチップは、基準標識および複数の基質
を所定位置に含むマルチ基質チップを、少なくとも部分的に封入するハウジングを備え、
該基準標識は、第１の光源によって第１の角度で照射され、該複数の基質の少なくとも１
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つは、第２の光源によって第２の角度で照射され、かつ該ハウジングは、第１の角度およ
び第２の角度が同じではないように構成されている。さらに特に想定されるバイオチップ
が、同時係属国際出願ＰＣＴ／ＵＳ０２／０３９１７号（２００２年１月２４日出願）に
開示されており、これは参照によって本願明細書に組み入れられている。
【００２６】
　さらに本願明細書で用いられているように、「分析物」という用語は、存在、量、また
は活性が、試料から測定される分子または分子集合を意味する。特に想定される分析物に
は、天然核酸および合成核酸、天然ペプチドおよび合成ペプチド、薬理的活性のある分子
、生物学的作用因子、ウイルスおよびそれらの一部分、細菌細胞およびそれらの一部分、
ならびに真核細胞およびそれらの一部分を含む。
【００２７】
　例えば、分析物が、天然核酸または合成核酸を含む場合、適切な分析物は、オリゴヌク
レオチドおよびポリヌクレオチド、ＤＮＡおよびＲＮＡ（例えば、ｃＤＮＡ、増幅ＤＮＡ
、ｉｎ－ｖｉｔｒｏ転写産物、ｔＲＮＡ、ｒＲＮＡ等）、核酸類似体（例えば、ペプチド
核酸、ホスホロチオネート核酸等）、および官能基あるいは非官能基（例えば、放射性同
位元素、ビオチン、蛍光物質等）と共有結合あるいは非共有結合した核酸錯体を含む。同
様に、分析物が、天然ペプチドまたは合成ペプチドを含む場合、適切なペプチドは、オリ
ゴペプチド（例えば、２～２０のアミノ酸）、ポリペプチド（例えば、２１～２００００
以上のアミノ酸）、天然および／または非天然の（例えば、Ｄ配置またはＬ配置）アミノ
酸を含み得る線形、環状、および／または分岐ペプチド、および官能基あるいは非官能基
（例えば、糖タンパク、リポタンパク、ビオチン、放射性同位元素標識体等）と共有結合
あるいは非共有結合したペプチド錯体を含む。
【００２８】
　想定される薬理的活性のある分子は、細胞の増殖、構造保全、および／または代謝と相
互作用する分子を含む。したがって、適切な分子は、アポトーシス、細胞分裂または減数
分裂、チューブリンの会合および分解、酵素抑制剤または酵素活性化剤、およびＤＮＡ／
ＲＮＡ発現のためのシス活性およびトランス活性調節要素を含む、種々の生物学的過程と
相互作用する分子を含む。生物学的作用因子は、種々の器官および組織の機能のために分
泌された作用因子を特に含み、またホルモン、サイトカイン、ケモカイン、および抗体を
含む。ウイルス、細菌細胞、および真核細胞に関しては、知られているすべてのウイルス
、１つまたは複数の細菌細胞および真核細胞、ならびにそのフラグメント（例えば、膜お
よびそれらの成分、リボソームおよびそれらの成分、細胞小器官およびそれらの成分等）
が、本願明細書で用いられるのに適していると想定されることを理解すべきである。さら
に想定される分析物は、組織、および特に動物組織を含んでもよい。
【００２９】
　さらに特に想定される態様では、分析物の特徴は、その１つまたは複数の基質に（特異
的に）結合する能力であってもよく、ここで「分析物の結合」という用語は、生理的ｐＨ
、２０℃において、解離定数ＫＤ１０－４Ｍ以下および１５０ｍＭより小さい全塩濃度を
有する錯体を形成する、分析物と基質との間の非共有結合性相互作用を意味する。「分析
物の結合」という用語は、基質を酵素の活性部位に結合させることを特に含むこともさら
に理解されるべきである。したがって、本願明細書で用いられる「基質」という用語は、
分析物を結合して、生理的ｐＨ、２０℃において、解離定数ＫＤ１０－４Ｍ以下および１
５０ｍＭより小さい全塩濃度を有する錯体を形成することのできる、任意の組成、分子、
または分子集合を意味する。特に好適な基質には、天然核酸および合成核酸（例えば、オ
リゴヌクレオチド）、天然ペプチドおよび合成ペプチドならびに特に抗体（およびそれら
のフラグメント）、酵素、小分子、ウイルスおよびそれらのフラグメント、および１つま
たは複数の細菌細胞および真核細胞およびそれらのフラグメント（例えば、膜およびそれ
らの成分、リボソームおよびそれらの成分、細胞小器官およびそれらの成分等）が、本願
明細書で用いるのに適していると想定される。さらに想定される基質には、組織、および
特に動物組織を含んでもよい。
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【００３０】
　したがって、「非分析物」という用語は、特異的結合がないことに基づくか、かつ／ま
たはその化学組成の点で、分析物ではない、任意の組成、分子、または分子の集合体を意
味する。例えば、試料が、サイトカインおよびリボソームタンパクを含み、基質が、サイ
トカインに対して向けられた抗体を含む場合、サイトカインは分析物として働き、リボソ
ームタンパクは非分析物として働く。しかし、試料は、比較的高い親和性で基質に結合す
る分子を含んでもよく、分子の１つだけが分析物であり、その他の分子は分析物ではない
（例えば、基質に対して相補的な単一の塩基対ミスマッチを有する一本鎖核酸、および基
質に対して完全相補性を有する一本鎖核酸）ことが認識されるべきである。ここでは、試
験条件に応じて、分析物の一方のみあるいは両方の分析物であってよい。
【００３１】
　図１Ａは、ハウジング１１０を備えた例示的な統合マイクロアレイシステム１００を概
略的に示しており、該ハウジングにおいて、ロボットアセンブリ１２０が、自動ピペット
１２４および自動アクチュエータ１２３の動作を制御する二次アクチュエータ１２２の動
作を制御する。フルイディックスステーション１３０が、複数のマルチ試薬パック１３２
を含む。試料ステーション１４０は、好適には複数の試料容器１４２（例えば、マイクロ
ウェルを有するマイクロプレート）から構成される。ピペット先端部格納領域１５０は、
自動ピペット１２４用の使い捨て可能なピペット先端部を含み、マガジンホルダ１６０は
、複数のマガジン１６２を含み、該マガジン１６２は、少なくとも２枚の、およびより典
型的には少なくとも８枚のバイオチップを格納する。このバイオチップは、マガジン１６
２から（超音波源、マイクロ波源、ヒータ、および／またはクーラなどのエネルギ源をさ
らに含んでよい）試料処理プラットフォーム１７０に移動され、そこでバイオチップが、
試料容器１４２からピペットで移された試料を受け取ってよい。代替的には、より高いハ
イブリダイゼーションの特異性を達成するために、ストリンジェンシーステーション１８
１（例えば、ストリンジェンシーステーション上に置かれたときに、バイオチップに熱お
よび／または冷却を提供する熱的要素）が含まれてよい。基質への分析物の結合を促進し
、かつプラットフォームから非分析物を除去するために、バイオチップが試料処理プラッ
トフォーム上にある間に、インキュベーション、加熱、冷却、ストリンジェンシーの調整
、および／または洗浄から成る次工程が、バイオチップ上で実行される。このような試料
操作工程に必要とされる試薬（結合された分析物用の染色試薬を含む）は、有利にはマル
チ試薬パック１３２から取り出される。一旦分析物がバイオチップ上で適切に処理される
と、分析物の検出および／または定量化のために、バイオチップは、プラットフォームか
ら自動アクチュエータ１２３を介して光学検出器１８０まで移動される。データ転送装置
１９０は、解析装置の種々の構成要素に電子的に結合され、かつ遠隔システムまたは操作
者以外の人（図示せず）にデータを提供する。図１Ｂに、例示的な解析装置の斜視図が示
されている。
【００３２】
　したがって、本発明の主題の特に好適な一態様では、バイオチップ上の分析物を解析す
る方法は、第１のセクションおよび第２のセクションを有する解析装置が提供される工程
を含み、両セクションは、複数の所定位置に複数の基質を有するバイオチップを受け取る
。別の工程では、バイオチップは、基質の少なくとも１つに分析物を結合できる条件下で
、第１のセクション内で非分析物および分析物を含んだ試料と接触される。さらに別の工
程では、バイオチップが、第１のセクションから第２のセクションに自動的に移動される
ように、第１のセクションは第２のセクションに作用結合され、さらにまた別の工程では
、バイオチップ上の基質の少なくとも１つへの分析物の結合が、第２のセクションにおい
て光学的に検出される。
【００３３】
　特に想定される解析装置は、検出および（ａ）バイオチップへの試料塗布、（ｂ）バイ
オチップ上での基質への分析物の結合、（ｃ）ハイブリダイゼーションストリンジェンシ
ーの調整（例えば、分析物基質複合体の温度を変化させること、分析物基質複合体環境内
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でイオン強度を変化させること、あるいは溶媒を変化させることによる）、および（ｄ）
分析物が結合を保ち、非分析物の少なくとも７５％（より典型的には少なくとも９５％、
および最も典型的には少なくとも９９％）が、バイオチップから洗い出されるようにバイ
オチップを洗浄することのうち少なくとも１つが、好適にはユーザが介入することなく（
すなわち、ユーザが手でバイオチップを操作することなく）同一の装置内で実行される装
置を含む。さらに特に想定される解析装置は、試料処理プラットフォーム、１つまたは複
数のマルチ試薬パック、ロボットアセンブリ、および光学検出器または他の検出器をさら
に含み得る、統合マイクロアレイシステムを含む。
【００３４】
　第１のセクションに関し、第１のセクションがバイオチップを受け取るように構成され
る限り、そのようなセクションは、種々の構成を有してよいことが想定され、バイオチッ
プは、バイオチップ上の基質の少なくとも１つに分析物を結合できる条件下で、非分析物
および分析物を含んだ試料と接触され得る。したがって、特に適した第１のセクションは
、バイオチップと係合する概ね平坦な表面を含み、あるいはバイオチップを所定位置にお
いて受け取り、かつ保持するために、バイオチップと係合する少なくとも１つのガイド要
素（例えば、レール、突起部、あるいは他の要素）を含んでよい。例えば、適切な第１の
セクションは、バイオチップを受け取る概ね平坦なプラットフォーム形またはＵ字トレイ
形に形成されてよい。さらには、想定される第１のセクションは、少なくとも第２のバイ
オチップを受け取るように構成されてよいことが理解されるべきであり、特に好適な態様
では、適切な第１のセクションは、典型的には１～１０枚のバイオチップを受け取るよう
に構成されるであろう。
【００３５】
　特に好適な第１のセクションは、基質の少なくとも１つへの分析物の結合を可能にする
予め選択された条件を提供するように構成されてよい。例えば、適切な第１のセクション
は、直接的または間接的にバイオチップ（および故に基質分析物複合体に）にエネルギを
供給するエネルギ源に結合されてよい。直接的なエネルギ伝達が望まれる場合、エネルギ
源は、バイオチップ上の基質分析物複合体にエネルギを届けるために、熱放射／熱対流お
よび／または電磁放射（例えば、マイクロ波源）を含んでよい。代替的には、直接的エネ
ルギ源は、バイオチップ内の流体に接触する超音波プローブを含んでもよく、流体は、基
質分析物複合体を含んでいる。
【００３６】
　他方、間接的なエネルギ伝達が望まれる場合、適切なエネルギ源は、前記第１のセクシ
ョンを介してバイオチップ上の基質分析物複合体に熱または冷却を供給する、熱素子（例
えば、ペルチェ素子、ヒータ、またはクーラ）または他のヒータおよび／またはクーラ要
素を含む。例えば、適切な第１のセクションは、アルミニウムから製造されてよく、ペル
チェ素子が一方の側に結合されてよいが、この場合バイオチップはその反対側に配設され
るであろう。
【００３７】
　さらに別の特に好適な態様では、バイオチップを少なくとも１つの座標に沿ってマガジ
ンから第１のセクションに移動させる自動アクチュエータを用いて、バイオチップは、マ
ガジンから第１のセクションに提供される（当該マガジンは、解析装置内に配設されるの
が好ましい）。例えば、マガジンは、第１のセクションに近接して位置決めされ、２つの
開口部を含んでよく、アクチュエータは、第１の開口部に導かれ、バイオチップは、第２
の開口部を介して第１のセクション（例えば、試料処理プラットフォーム）に進む。しか
し、別の態様では、バイオチップは、ユーザが手によって、あるいは任意の適切な送り機
構を用いて自動的に、第１のセクションに提供されてもよい。例えば、想定される送り機
構は、シュート、コンベヤベルト等を含む。さらには、第１のセクションは、第２のセク
ション（または解析装置内の他の構成要素）に対して移動されてよいことが認識されるべ
きであり、第１のセクションは、（例えば、ステッピングモータによって動かされるレー
ル上で）少なくとも１つの座標に沿って解析装置内で移動可能であることが特に好ましい
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。
【００３８】
　第２のセクションに関し、該第２のセクションは、バイオチップを受け取り（好適には
第１のセクションから直接）、バイオチップ上の基質への分析物の結合を検出する光学検
出器をさらに備えることが一般的に好ましい。したがって、適切な第２のセクションは、
解析装置内において第１のセクションに近接して位置することになり、好適には、バイオ
チップが、直接的かつ自動的に第１のセクションから第２のセクション（例えば、バイオ
チップを受け取りかつ保持するためにバイオチップと係合する、略水平な表面、ガイドレ
ール、あるいは他の要素を含む）に移動されるように構成される。
【００３９】
　例えば、バイオチップの直接的かつ自動的な移動（すなわち、ユーザがバイオチップを
手で動かすことのない移動）には、自動アクチュエータまたはコンベヤベルト式の機構を
用いて、近接する第１のプラットフォームから第２のプラットフォームにバイオチップを
水平に移動させることを含んでよい。他方では、バイオチップの直接的かつ自動的な移動
には、第２のセクションよりも高い位置から第２のセクションに（例えば、第１のセクシ
ョンを傾けることによって）バイオチップを滑動させることを含んでもよい。代替的には
、バイオチップの移動には、２つ、およびより典型的には３つの座標に沿ってバイオチッ
プの移動を制御するロボットアセンブリを用いて、第１のセクションから第２のセクショ
ンにバイオチップを直接的かつ自動的に移動させることを含んでもよい。
【００４０】
　さらに、適した第２のセクションは、解析装置内の固定位置か、あるいは可動位置にあ
ってよいことが想定され、第２のセクションが可動である場合、第２のセクションの移動
は、１、２、または３つの座標に沿ってよいことが想定される。さらには、統合マイクロ
アレイシステムの好適な態様においては、第２のセクションの少なくとも１つの環境変数
が制御されてよいことが想定される。例えば、第２のセクションの特に想定される構成で
は、温度および湿度が、（例えば、ペルチェ素子および／または加湿器を用いて）制御さ
れてよい。
【００４１】
　想定される光学検出器は、一般にバイオチップ上の所定位置で光信号を検出できるあら
ゆる光学装置を含み、特に想定される検出器は、共焦点顕微鏡および／または暗視野顕微
鏡に光学的に結合されてよい、光電子増倍管、電荷結合素子（ＣＣＤ）を含む。このよう
な光学検出器によって検出される想定される光信号は、蛍光信号、化学発光信号、および
／またはリン光信号を含む。当該技術において知られているバイオチップからの光信号を
検出するために光学検出器は数多くあり、知られている装置のすべてが、ここで用いられ
るのに適していると考えられる。さらに好適な構成では、バイオチップは、照射されると
基準信号を発生する基準標識を含み、光学検出器は、基準信号を用いて焦点が合わされる
（以下に記載）。
【００４２】
　したがって、第１および第２のセクションの特定の構成によれば、第１のセクションを
第２のセクションに作用結合させる多数の構成があることを理解すべきである。しかし、
あらゆる形式の作用結合によって、第１から第２のセクションへのバイオチップの自動移
動が可能になるであろうことが一般に想定される。本願明細書で用いられるバイオチップ
の「自動移動」という用語は、ユーザが手を使ってバイオチップを接触かつ／または移動
させることなく、バイオチップが第１から第２のセクションに移動されることを意味する
。したがって、作用結合は、バイオチップが、第１から第２のセクションに自動的に移動
されるように（例えば、１つまたは複数の方向に動く、ロボットアセンブリ、コンベヤベ
ルト、またはアクチュエータを介して）、第１および第２のセクションを相互に対して位
置決めすることによって達成されてよく、想定される位置決めには、一方のセクションを
他方のセクションに対して固定して位置決めすること（例えば、第１および第２のセクシ
ョンは固定かつ当接した位置になる）、あるいは一方のセクションが他方のセクションに
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対して移動するように可動的に位置決めすること（例えば、第１のセクションは、モータ
によって作動されるガイドレールに沿って、第２のセクションに当接する位置に動く）を
含んでよい。
【００４３】
　適した解析装置は、（解析装置に電子的に結合され、かつ機能（例えば、解析装置の、
インキュベーション工程の期間および温度、実行される分析の種類、データ解析等）の少
なくとも一部を制御する）コンピュータに、環境情報を提供する種々のセンサをさらに含
んでよく、特に好適なセンサは、湿度センサおよび／または温度センサを含む。またさら
に想定されるセンサは、バーコード読取装置を含んでよく、試薬パック、バイオチップ、
および試料容器のうち少なくとも１つにあるバーコードを読み取るであろうことが特に好
ましい。
【００４４】
　想定されるバイオチップに関し、適切なバイオチップは、所定位置内の複数の基質が結
合される担体を含むであろうことが一般に想定され、該基質の少なくとも１つは、分析物
を選択的に結合することができる。あるクラスの特に好適なバイオチップは、基質に結合
された多機能マトリクス層に結合された担体を含み、該多機能マトリクス層は、担体の自
己蛍光、担体の入射光吸収、担体の荷電効果、および担体の表面凹凸のうち少なくとも１
つの低減を提供し、かつ基質は、試料流体がバイオチップに接触する際に、試料流体内に
配設された分析物に結合する。
【００４５】
　代替的には、別のクラスの特に想定されるバイオチップは、複数の第１の所定位置内に
複数の第１の基質を含み、ここでは複数の第１の基質の各々は、ポリペプチド、ポリヌク
レオチド、糖質、および薬理的活性のある分子から成る群から選択されたクラスに属する
。複数の第２の所定位置内の複数の第２の基質が、そのようなバイオチップにさらに含ま
れてよく、複数の第２の基質の各々は、ポリペプチド、ポリヌクレオチド、糖質、および
薬理的活性のある分子から成る群から選択されたクラスに属し、第１の基質の各々のクラ
スおよび第２の基質の各々のクラスは、同じではない。特に想定される態様では、複数の
基質の少なくとも１つは、架橋剤を介してバイオチップに非共有結合している。特に想定
されるバイオチップは、米国特許同時係属出願第号０９／７３５４０２号、および国際特
許出願ＰＣＴ／ＵＳ０１／４７９９１号（上記）に開示されている。
【００４６】
　想定されるバイオチップは、（閉じられてもよいし、閉じられなくてもよい）ハウジン
グ内にさらに配設されてよく、特に好適なバイオチップは、基準標識および複数の基質を
所定位置に含むマルチ基質チップを少なくとも部分的に封入するハウジングを備え、該基
準標識は、第１の光源によって第１の角度で照射され、該複数の基質の少なくとも１つは
、第２の光源によって第２の角度で照射され、かつ該ハウジングは、第１の角度および第
２の角度が同じではないように構成されている。さらに特に想定されるバイオチップが、
同時係属国際出願ＰＣＴ／ＵＳ０２／０３９１７号（上記）に開示されている。
【００４７】
　想定される方法の特に好適な態様では、複数の所定位置に複数の第２の基質を有する第
２のバイオチップが、第１および第２のセクションの少なくとも１つにおいて提供されて
よく、該第２のバイオチップは、第２のバイオチップの第２の基質の少なくとも１つに第
２の分析物を結合できる条件下で、第１のセクション内で第２の非分析物および第２の分
析物を含んだ試料と接触される。本発明の主題に限定しない限り、第１および第２のバイ
オチップの基質は、異なるクラスに属することが想定される。例えば、一方では第１のバ
イオチップが、基質として核酸を含んでよく、他方では第２のバイオチップは、基質とし
てペプチドを含んでよい。当然、想定されるバイオチップが、少なくとも２つの異なるタ
イプの基質を含んでもよいことも認識されるべきであり、想定されるタイプの基質は、核
酸、ペプチド、小分子、薬理的活性のある分子、ウイルス、細菌または真核細胞あるいは
それらの一部分、および組織を含む。したがって、特に好適な試料は、生物学的流体（例
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えば、全血または処理血、血漿、血清、生検試料、尿、脊髄液、唾液等）を含み、特に好
適な分析物は、組織、核酸、ペプチド、および酵素抑制因子を含む。
【００４８】
　バイオチップ上の試料および／または基質の特定のタイプに応じて、バイオチップを試
料に接触させる工程には、自動塗布が含まれることが一般に想定されるが、試料をバイオ
チップに手で塗布することも、適切であると考えられる。特に好適な態様においては、試
料は、液体であり、分析装置内に配設された自動ピペットを用いてピペットから移される
（例えば、流体の吸引は、モータまたは電動真空ポンプを用いて行われる）。当該分野で
は多数の自動ピペットが知られており、知られている自動ピペットのすべてが、ここで用
いられるのに適していると考えられる。特に好適な自動ピペットは、Ｇｉｌｓｏｎ社、Ｅ
ｐｐｅｎｄｏｒｆ社、およびＲａｉｎｉｎ社の自動ピペットであり、これらはさらに変形
されてもよいし、さらには変更されなくてもよい。
【００４９】
　想定される自動ピペットの特に好適な変形例は、容量センサおよび先端部高センサのう
ち少なくとも１つを含むであろう。例えば、特に好適な容量センサは、ピペット先端部内
にレーザビームを使用してよく、先端部内の吸引された液体の高さ（およびこれを用いて
容積）を測定するために、該レーザビームが用いられる。別の特に好適な態様は、ピペッ
ト先端部の流体分与端部と流体が分与される表面との間の距離を測定するのに用いられる
、超音波（または第２のレーザ）ビームを含む。
【００５０】
　分析物の結合を光学的に検出する工程に関し、知られているすべての検出方法が、ここ
で用いられるのに適していることが一般に想定されよう。しかし、特に好適な検出工程に
おいては、非分析物は、非分析物の解離または非結合を促進する条件を提供することによ
って、検出に先だってバイオチップから除去される。例えば、適切な条件には、洗浄液（
例えば、マルチ試薬パックから提供される）を用いた洗浄、温度変更（例えば、加熱）、
超音波処理、等が含まれてよい。結合の光学検出は、放射、発光、または色素の光吸収、
あるいは分析物に結合された他の標識の検出を用いて実行されてよい（ここでは、色素ま
たは他の標識を結合させる工程は、個別の工程で行われてよい）。
【００５１】
　特に好適な検出は、化学発光、蛍光発光、および／またはリン光の検出を含み、（別の
セクションあるいは当該セクション内に設けられてよい）暗視野顕微鏡または共焦点顕微
鏡とともに、光電子増倍管を用いて実行されてよい。特に好適な光学検出は、焦点面が、
基質に結合された分析物の照明（および故に光退色）を回避する工程において決定される
工程を含む。
【００５２】
　このため、本発明の主題の別の特に好適な態様では、バイオチップ上の分析物を解析す
る方法は、基準標識および基質の少なくとも１つが分析物を結合する複数の基質を有する
バイオチップを提供する工程、基準標識を照射して基準信号を発生させる工程、分析物を
照射して分析物信号を発生させる工程、基準信号を用いて光学検出器に関する焦点面を決
定する工程、焦点面に対して光学検出器を調整する工程、および光学検出器を用いて分析
物信号を取得する工程を含む。
【００５３】
　バイオチップに関して、上記考察と同じ考察が適用される。特に想定されるバイオチッ
プは、（バイオチップの角部分に位置決めされてよい）少なくとも１つ、より好適には２
つ、最も好適には４つの基準標識を含み、適した基準標識は、光学的に検出可能な多数の
素子を含む。他の素子のうち、適した基準標識は、蛍光物質、発光遺伝子基質、およびリ
ン光化合物を含む。代替的には、色素混合物の色素も適している。
【００５４】
　さらに、適切なバイオチップは、１つまたは複数のクラスの（化学的に異なってよいか
、あるいは異なっていなくてもよい）基質を有してよく、想定される基質は、核酸、ペプ
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チド、および酵素抑制因子を含み、基質の少なくとも１つが、架橋剤を介してバイオチッ
プと非共有結合している。特に好適な架橋剤は、知られている類縁対を含み、これはペプ
チドまたは小分子を含み得る。例えば、想定される架橋剤は、ビオチン／ストレプトアビ
ジン、抗体（フラグメント）／ハプテン、キレートされたニッケル／ポリヒスチジル部分
等を含み、類縁対のいずれかは、バイオチップに（共有あるいは非共有）結合してよい。
したがって、基質への分析物の結合は、非共有結合であることが好ましいが、共有結合が
除外されるわけではない。
【００５５】
　さらに好適な態様では、バイオチップは、解析装置内で自動アクチュエータを用い、試
料処理プラットフォーム（例えば、上記の第１のセクション）から検出器（例えば、上記
の第２のセクション内）まで移動される。想定される自動アクチュエータは、ステッピン
グモータを用いて少なくとも２次元で、特に好適には３次元で制御されるロボットアクチ
ュエータを含む。しかし、他の移動手段も適切に想定され、コンベヤベルト、滑動部等を
含む。
【００５６】
　基準標識を照射する想定される工程は、基準標識が、光学検出および焦点合わせを可能
にするのに十分な光を受ける限り、多数の方法で実行されてよい。したがって、基準標識
の適した照射は、（例えば、バイオチップのハウジングを介した）暗視野照明法を含み、
これは分析物が、光に反応し易い標識を含んでいる場合には特に好ましい。しかし、基準
標識の直接照明法も、ここで用いるのに適していると想定される。したがって、照射用光
源は、かなり幅広い種類のものであってよく、分析物の照射に用いられる光源以外の光源
を用いた基準標識の照射を含んでよい。例示的な光源は、種々のレーザおよびレーザダイ
オード、ＬＥＤダイオード、白熱光源および蛍光光源等を含む。
【００５７】
　したがって、分析物の位置に対する空間的関係が知られている基準標識を照射すること
によって、検出装置（好適には共焦点顕微鏡）の焦点面を決定するために基準標識が用い
られてよい。したがって、および特に２つ以上の基準標識が用いられる場合、バイオチッ
プの凹凸のある表面に配設された分析物の正確な焦点合わせが、新しい分析物毎に再び焦
点を合わせる別の工程を必要とせずに可能となる。さらに、独立した基準標識を使用すれ
ば、有利には、分析物への光損傷が著しく低減されるか、あるいは全く光損傷のない波長
を有する光を用いて、焦点合わせ用にバイオチップを照射することが可能となる。光学検
出器の調整は、種々の方法で行われてよく、典型的には光学検出器とバイオチップとの間
の少なくとも一次元の相対移動を含むであろう。しかし、バイオチップは、少なくとも一
次元で移動され得るプラットフォーム上、およびより典型的には三次元すべてに移動され
得るプラットフォーム上において、検出ユニット内で移動されることが一般に好ましい。
【００５８】
　したがって、（分析物によって直接生成され得るか、あるいは分析物に結合された標識
によって間接的に生成され得る）分析物信号は、蛍光信号、化学発光信号、およびリン光
信号から成る群から選択された信号から選択された信号を含む。この信号の特定の性質は
、典型的には、少なくとも一部は特定の分析物によって決定され、当業者であれば適切な
信号源を容易に決定するであろう。
【００５９】
　本発明の主題のまたさらに特に想定される態様において、また特に解析装置がデータ転
送インタフェースを含んでいる場合、本発明者らは、検出器、マルチ試薬パック、自動ピ
ペット、および試料処理プラットフォームのうち少なくとも１つに結合されたデータ転送
インタフェースを含む解析装置を提供する工程と、解析装置のユーザ以外の人にデータ転
送インタフェースを電子的に結合させる工程と、検出器、マルチ試薬パック、自動ピペッ
ト、および試料処理プラットフォームのうち少なくとも１つからデータ転送ユニットを介
して該解析装置のユーザ以外の人にデータを提供する工程と、データを用いて解析装置の
動作状態を解析する工程とを含む、解析装置を操作する方法を想定している。
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【００６０】
　特に適したデータ転送インタフェースは、電話またはケーブルモデムなどの、パーソナ
ルコンピュータで用いられる電子的データ転送インタフェースを含む。したがって、適し
たデータ転送インタフェースは、解析装置内でマイクロプロセッサ（特に好適には、解析
装置の動作を制御するマイクロプロセッサ）によって制御されるのが好ましい。特に想定
される動作モードにおいては、データ転送インタフェースは、電話モデムを介して、リモ
ートコンピュータに一時的に電子的に接続され、解析装置またはリモートコンピュータの
いずれかが、電子的通信を開始する。
【００６１】
　特に想定される態様では、データ転送インタフェースは、検出器、マルチ試薬パック、
自動ピペット、および／または試料処理プラットフォームに電子的に結合され、データ転
送インタフェースは、検出器、マルチ試薬パック、自動ピペット、および／または試料処
理プラットフォームからのデータを受け取るか、あるいはデータを提供する。例えば、検
出器は、信号強度、波長、較正信号、または分析の種類に関連するデータをインタフェー
スに提供してよく、マルチ試薬パックは、パック内の試薬の（残りの）含有量、実行され
た試験の種類、パック購入されたおよび／または最初に使用された日付等に関するデータ
を提供してよい。同様に、自動ピペットは、ピペット機能の数、使用された先端部の寸法
等に関するデータを提供してよい。したがって、データ転送インタフェースは、解析装置
の動作状態に関連するデータを収集しかつ／または広めてよい。したがって、データ転送
インタフェースは、双方向データ転送インタフェースであり、すなわち、データは解析装
置に提供され、かつ解析装置から提供されることを認識すべきである。
【００６２】
　したがって、本発明の主題の一態様では、検出器、マルチ試薬パック、自動ピペット、
試料処理プラットフォーム、または他の構成要素（ハードディスクドライブ、ＣＰＵ、ピ
ペットラック等）からのデータを提供するために、データ転送インタフェースは、解析装
置のユーザ以外の人に電子的に結合されてよい。このような構成は、解析装置が動作不能
なった場合、あるいはユーザにエラー通知を提供する場合には、特に有利であり得る。こ
の場合、ユーザは、データ転送インタフェースと離れた場所にあるコンピュータとの間で
電子的通信を（手動あるいはデフォルト設定で）開始してよく、ユーザ以外の人（例えば
、保守技術者）が、状態データを要求するか、あるいは受け取って、離れた場所から解析
装置の診断を直ちに行う。ここで用いられるように「ユーザ以外の人」という用語は、典
型的には解析装置の近くにいながら、解析装置を用いた試験（試験結果の解析を含む）を
開始、継続、あるいは終了しない者を意味する。ここで用いられるように「解析装置の近
く」という用語は、同じ部屋内、すなわち解析装置によって生成されたデータに関与する
場所（例えば、医師の事務所）にいることを意味する。したがって、特に想定されるユー
ザ以外の人は、解析装置の構成要素または試薬の販売員、解析装置の保守技術者等を含む
。
【００６３】
　データを提供する工程に関し、特に、離れた場所でデータを要求するユーザ以外の人、
および解析装置とユーザ以外の人との間で電子的通信を開始するユーザを含む、データ転
送の知られているすべての方法が、想定されることを理解すべきである。したがって、デ
ータを提供する工程は、好適にはインターネットを介してあるいはモデム接続を介して実
行されてよく、解析装置のユーザの動作に応答して行われてよい。
【００６４】
　特に想定されるデータは、マルチ試薬パック内の試薬の種類、マルチ試薬パック内の少
なくとも１つの試薬の容量、自動ピペットを用いて移された液体の容量、試料処理プラッ
トフォームの温度、解析装置を用いて実行される試験の種類、マルチ試薬パック内の試薬
のバッチナンバー、マルチ試薬パック内の試薬の製造日、およびマルチ試薬パック内の試
薬の有効期限を含む。したがって、動作状態は、解析装置の動作不能性（例えば、試薬の
不足に起因する動作不能、自動ピペットの故障に起因する動作不能、選択された試験との
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試薬の不適合に起因する動作不能、および／または検出器の故障に起因する動作不能）、
解析装置の現在の動作状態（例えば、分与、焦点合わせ、検出等）、および供給状態（例
えば、試薬の残量）を含む。
【００６５】
　したがって、本発明の主題のさらに特に想定される態様は、解析装置が提供されるマー
ケチィング方法を含み、解析装置は、解析装置内の構成要素の状態データを受け取るデー
タ転送インタフェースを備える。データ転送装置は、解析装置に対して離れた場所にある
システムに電子的に結合され、データ転送装置は、データ転送インタフェースを用いて離
れたシステムに状態データを提供し、構成要素の交換品の提供を開始するために、状態デ
ータが離れたシステム（または解析システム）で使用される。
【００６６】
　解析装置、データ転送インタフェース、状態データ、構成要素に関しては、上記と同じ
考察が適用される。特に好適な解析装置は、バイオチップ上の基質への分析物の結合を解
析する解析装置を含む。しかし、多数の他の解析装置も適していると考えられ、解析的な
および／または準備的なシステム（例えば、ＨＰＬＣ、ＧＣ等）を含む。さらに特に好適
な構成要素は、試薬（固体、液体、あるいは気体）を含み、該構成要素の状態データは、
解析装置内の試薬の（残りの）容量である。しかし、試薬以外の構成要素、および特に使
い捨て可能な試薬以外の構成要素も想定される。したがって、適した構成要素は、ピペッ
ト先端部を含み、該構成要素の状態データは、解析装置内の残りのピペット先端部の数量
である。
【００６７】
　電子的に結合させる手段は、（例えば、ユーザあるいは装置により開始される）永久的
結合あるいは一時的結合を含んでよいことが、さらに認識されるべきである。しかし、特
に適した結合は、解析装置をインターネットと結合させることを含む。さらに想定される
態様では、状態データを提供する工程は、解析装置のプロセッサで実行される所定のスケ
ジュールによって制御される。代替的には、状態データを提供する工程は、離れた場所に
あるシステムのプロセッサで実行される所定のスケジュールによって制御されてよい。
【００６８】
　構成要素の交換の提供を開始するために、離れたシステム内で（あるいは解析装置内で
）状態データが使用されてよいことが一般に想定される。ここで用いられているような「
提供を開始する」という用語は、顧客に製品を提供するか否かの決定につながる事象を意
味する。このため、提供の開始は、発注書の自動生成、離れたシステムから解析装置まで
購入するための自動申込み等を含んでよい。したがって、想定される方法および構成が、
解析装置のオペレータ側の在庫制御および管理のために用いられてよい。
【００６９】
　したがって、想定されるシステムは、手を使った介入を最も少なくして、定量的かつ定
性的に、１つまたは複数の試料内の１つまたは複数の分析物を解析する能力をオペレータ
に提供するであろう。例えば、知られている多数のシステムは、試料および／または分析
物の取扱い（例えば、取付け、洗浄、ハイブリダイゼーション）を分析物検出から分離し
ているが、想定されるシステムは、ある好適な態様では、試料および／または分析物の取
扱いおよび分析物検出を、自動的および典型的には連続した形態で実行するであろう。
【００７０】
　したがって、想定されるシステムは、次のサブセクション、つまり、試料および試薬の
取扱い、使い捨て可能な取扱い、マイクロアレイの処理、ストリンジェンシーステーショ
ン、光学検出システム、廃棄物の取扱い、およびデータ／結果の解析を含むであろう。こ
れらのセクションは、ＳＮＰおよびＳＴＲ解析、マイクロサテライト解析、遺伝子および
タンパク発現解析、およびタンパク定量および同定を含むが、これらに限定されない解析
のために、ＤＮＡおよびプロテオミック解析に必要なすべての処理を取り扱う。
【００７１】
　したがって、以下の処理工程、すなわち、試料および試薬の分与操作、試料および試薬
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合のために超音波エネルギを用いたハイブリダイゼーションおよび結合の向上、試薬追跡
および試料同定用のバーコード、チップ表面検出用の音響照射、容量および表面検出用の
レーザ照射、および製造、アッセイ開発の技術者、ユーザ、およびオペレータからの介入
のないテクニカルサポートのうちの少なくとも２つの間での通信回線としての試薬モジュ
ールの使用のうちの１つまたは複数が、想定される解析システムに含まれてよい。さらに
想定される態様では、熱によって決定されるストリンジェンシー（例えば、特異性を高め
るための熱的ストリンジェンシー）が、少なくとも部分的に制御されるのが好ましく、光
学検出は、共焦点顕微鏡技術を用いた励起および検出のために２つの波長システムを使用
する。新たな試験の自動化を支援するために、アッセイ開発ソフトウェアが想定される。
【００７２】
　またさらに想定される態様では、ソフトウェア／オペレータインタフェースが、システ
ムに特定の試料用の特定の試験要件を提供し、これはホストコンピュータからダウンロー
ドされ得る。さらには、ウェブまたはモデムを介して結果を送信するために、インタフェ
ースが用いられてもよいことが想定される。このため、想定されるオペレーション通信リ
ンクは、統合されたカラーモニタ、マウスおよびキーボード、リード／ライトコンパクト
ディスク、４０ＧＢのハードディスクドライブ、およびデータ／結果解析用のバイオイン
フォマティックスソフトウェアを含んでよい。
【００７３】
　上記のように、統合マイクロアレイシステムの特定の実施形態および適用を開示してき
た。しかしながら、上記のものに加えさらに多くの変形が、本願明細書の発明の概念から
逸脱しない範囲で可能であることは当業者には明白である。したがって、本発明の主題は
、添付の特許請求の範囲を除いて限定されない。さらに、本願明細書および特許請求の範
囲の両方を解釈する場合、すべての用語は、文脈に一致しかつ考えられる広範な様式で解
釈されるべきである。特に、「備える」および「備えている」という用語は、要素、構成
要素、または工程を意味するものであることが非排他的に解釈されるべきであるとともに
、参照された要素、構成要素、または工程が、存在してよいか、利用されてよいか、ある
いは明示的に参照していない他の要素、構成要素、または工程と組み合わされてよいこと
を示す。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１Ａ】本発明の主題の例示的解析装置を示す略図である。
【図１Ｂ】本発明の主題の例示的解析装置を示す斜視図である。
【図２】本発明の主題のバイオチップ上の分析物を解析する方法を示すフローチャートで
ある。
【図３】本発明の主題のバイオチップ上の分析物を解析する別の方法を示すフローチャー
トである。
【図４】本発明の主題の解析装置の操作方法を示すフローチャートである。
【図５】本発明の主題のマーケティング方法を示すフローチャートである。
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