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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上流部分および下流部分を有する少なくとも１つのマイクロ流体チャネルを有するマイ
クロ流体素子であって、少なくとも１のジュール加熱部または非ジュール加熱部が上流部
分に近接するかまたは熱接触しており、少なくとも１のジュール加熱部または非ジュール
加熱部が下流部分に近接するかまたは熱接触している流体素子を提供することと、
　核酸および増幅試薬を含む流体を、前記チャネルの前記上流部分から前記下流部分へ流
れるようにして、前記マイクロ流体チャネルに導入することと、
　前記核酸が増幅するように、前記上流部分内の温度を循環させることと、
　前記下流部分内において、前記下流部に均一な温度勾配をつくる一連の温度であって、
前記核酸の変性を引き起こすのに十分な高温を含む一連の温度に前記流体を晒すことと、
　前記下流部分内における前記核酸の変性の程度を示す、前記流体から発する検出可能な
性質を測定すること、
を含む、マイクロ流体素子内にて核酸の熱融解分析を行う方法。
【請求項２】
　前記核酸がＤＮＡである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　流体を前記マイクロ流体チャネルに導入する前記工程が、前記マイクロ流体素子から延
びるピペッターを介して流体を導入する工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　前記流体が、前記マイクロ流体チャネルに適用される圧力差によって、前記上流部分か
ら前記下流部分へ流れるように誘導される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記上流部分内の温度を循環させる前記工程が、前記上流部分の異なる領域を異なる温
度に制御し、それによって、前記流体が前記上流部分の前記異なる領域を貫流すると、前
記流体の温度が循環するようにする工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記上流部分の前記異なる領域を異なる温度に制御する前記工程が、前記異なる領域の
断面を変化させ、前記上流部分内の前記流体に電流を流すことによって前記上流部分をジ
ュール加熱し、それによって、前記電流が前記異なる領域を異なる温度に加熱するように
する工程を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記上流部分の前記異なる領域を異なる温度に制御する前記工程が、異なる温度の熱ブ
ロックを前記上流部分の前記異なる領域と熱接触させる工程を含む、請求項５に記載の方
法。
【請求項８】
　温度を循環させる前記工程が、前記上流部分全体の温度を循環させ、それによって、前
記流体が前記上流部分を貫流するに従って晒される温度サイクルの数が、前記流体が前記
上流部分を貫流するのにかかる時間の量によって決まるようにする工程を含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項９】
　前記上流部分全体の温度を循環させることが、前記上流部分をジュール加熱するのに使
用される電流を変化させることを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記上流部分全体の温度を循環させることが、非ジュール加熱法を使用して前記上流部
分の温度を変化させることを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記非ジュール加熱法が、前記上流部分を熱ブロックと熱接触させることを含み、前記
熱ブロックの温度を変化させることによって温度が循環する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記非ジュール加熱法が、前記上流部分と熱接触している抵抗加熱素子に電流を流すこ
とを含み、前記抵抗加熱素子を流れる前記電流を変化させることによって温度が循環する
、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記抵抗加熱素子が前記マイクロ流体素子の表面上に製作される、請求項１２に記載の
方法。
【請求項１４】
　前記非ジュール加熱法が、エネルギー・シンクを前記上流部分と熱接触させることをさ
らに含む、請求項１２の方法。
【請求項１５】
　前記増幅がＰＣＲの使用を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記増幅試薬が、プライマー、熱安定性ポリメラーゼ、およびヌクレオチドを含む、請
求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記増幅がＬＣＲの使用を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記下流部分内において一連の温度に前記流体を晒す前記工程が、前記下流部分内で流
体の流れを停止し、前記下流部分内に含まれる静止した前記流体の温度を変化させる工程
を含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項１９】
　前記流体の温度を変化させる前記工程が、前記流体の温度を継続的に上昇させる工程を
含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記流体の温度が０．１℃／秒から１℃／秒の範囲の速度で継続的に上昇させられる、
請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記流体の温度が０．０１℃／秒から０．１℃／秒の範囲の速度で継続的に上昇させら
れる、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記流体の温度が１℃／秒から１０℃／秒の範囲の速度で継続的に上昇させられる、請
求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　前記流体の温度がジュール加熱を使用して継続的に上昇させられる、請求項１９に記載
の方法。
【請求項２４】
　前記流体の温度が非ジュール加熱を使用して継続的に上昇させられる、請求項１９に記
載の方法。
【請求項２５】
　前記非ジュール加熱が、前記下流部分と熱接触している熱ブロックを使用して前記下流
部分を加熱することを含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記検出可能な性質が蛍光を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２７】
　前記蛍光がＦＲＥＴまたは分子ビーコンによって発生する、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記蛍光が蛍光色素によって発生し、前記蛍光色素によって発生する蛍光の量が前記核
酸の熱変性の程度を示す、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記蛍光色素が挿入色素である、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記蛍光色素が臭化エチジウムである、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記蛍光色素が副溝結合色素である、請求項２８に記載の方法。
【請求項３２】
　前記蛍光色素がサイバー・グリーン色素である、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記下流部分内において一連の温度に前記流体を晒す前記工程が、前記流体を前記下流
部分に継続的に貫流させ、その際前記下流部分内の温度がその長さに沿って継続的に変化
し、それによって、前記下流部分を貫流する前記流体の温度を前記下流部分の長さに沿っ
て継続的に変化させる工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３４】
　前記下流部分の長さに沿って温度を変化させる前記工程が、前記チャネルの長さに沿っ
て温度を継続的に上昇させる工程を含む、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記下流部分の長さに沿った温度の変化が線形である、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記下流部分の長さに沿った温度の線形の変化と前記流体の流量とが、前記下流部分の
長さに沿って流れる前記流体の温度が０．１℃／秒から１℃／秒の範囲の速度で継続的に
上昇するように調節される、請求項３５に記載の方法。
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【請求項３７】
　前記下流部分の長さに沿った温度の線形の変化と前記流体の流量とが、前記下流部分の
長さに沿って流れる前記流体の温度が０．０１℃／秒から０．１℃／秒の範囲の速度で継
続的に上昇するように調節される、請求項３５に記載の方法。
【請求項３８】
　前記下流部分の長さに沿った温度の線形の変化と前記流体の流量とが、前記下流部分の
長さに沿って流れる前記流体の温度が１℃／秒から１０℃／秒の範囲の速度で継続的に上
昇するように調節される、請求項３５に記載の方法。
【請求項３９】
　前記下流部分が、前記チャネルの前記下流部分の長さ方向に対応する方向で温度が継続
的に変化する熱ブロックと熱接触している、請求項３３に記載の方法。
【請求項４０】
　前記熱ブロックの温度変化が、前記熱ブロックの第１の位置および第２の位置をそれぞ
れ第１のペルチエ素子および第２のペルチエ素子と熱接触させることによって発生し、前
記第１のペルチエ素子が第１の温度に制御され、前記第２のペルチエ素子が第２の温度に
制御され、それによって、前記第１の位置と前記第２の位置の間の温度が第１の温度と第
２の温度の間で継続的に変化する、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記下流部分の長さに沿った温度変化が、前記下流部分の断面をその長さに沿って継続
的に変化させ、前記下流部分を貫流する前記流体に電流を流すことによって発生する、請
求項３３に記載の方法。
【請求項４２】
　前記検出可能な性質を測定する前記工程が、前記下流部分の長さに沿った複数の位置で
前記検出可能な性質を測定し、それによって、複数の温度において流体から発する前記検
出可能な性質を測定する工程を含む、請求項３３に記載の方法。
【請求項４３】
　前記検出可能な性質が蛍光偏光である、請求項１に記載の方法。
【請求項４４】
　前記検出可能な性質がＵＶ吸光度である、請求項１に記載の方法。
【請求項４５】
　前記検出可能な性質が、熱容量、電気抵抗、および誘電性の群から選択される、請求項
１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロ流体素子上の生体物質の特性決定に関する。より具体的には、本発
明の実施形態は、マイクロ流体素子上の生体物質の熱的性質を判定することを対象とする
。
【背景技術】
【０００２】
　化学的または生化学的な分析、検定、合成、または調製を実施する場合、検定される物
質または成分に対して、測定、分取、転写、希釈、混合、分離、検出、培養など、多数の
個別の操作が行われる。マイクロ流体技術は、これらの操作を微細化し、統合して、１つ
または少数のマイクロ流体素子内で実行することができるようにする。
【特許文献１】米国特許第５，９４２，４４３号
【特許文献２】ＷＯ９８／４５４８１号
【特許文献３】米国特許第６，６７０，１５３号
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【特許文献２０】ＷＯ９７／０２３４７号
【特許文献２１】ＷＯ９７／０２３５７号
【特許文献２２】米国特許出願第０９／２３８，４６７号
【特許文献２３】米国特許出願第０９／２４５，６２７号
【非特許文献３９】Parce et al.,の"PREVENTION OF SURFACE ADSORPTION IN MICROCHANN
ELS BY APPLICATION OF ELECTRIC CURRENT DURING PRESSUE-INDUCED FLOW"、（１９９９
年５月１１日出願、代理人整理番号０１－７８－０）
【非特許文献４０】H. Garrett Wada et al.の"FOCUSING OF MICROPARTICLES IN MICROFL
UIDIC SYSTEMS"、（代理人整理番号０１－５０５－０、１９９９年５月１７出願）
【特許文献２４】米国特許第５，９５５，０２８号
【特許文献２５】米国特許第６，０７１，４７８号
【特許文献２６】米国特許第６，３９９，０２３号
【特許文献２７】米国特許第６，３９９，０２５号
【非特許文献４１】The Photonics Design and Application Handbook, books 1, 2, 3 a
nd 4, Laurin Publishing Co.,の年刊、Berkshire Common, P.O. Box 1146, Pittsfield,
 Mass
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　例えば、Parce et al．の米国特許第５，９４２，４４３号（名称「High Throughput S
creening Assay Systems in Microscale Fluidic Devices」）、およびKnapp et al．の
ＷＯ９８／４５４８１号（名称「Closed Loop Biochemical Analyzers」）に記載されて
いるものなど、マイクロ流体システム内で生物学的検定を行う先駆的なマイクロ流体方法
が開発されてきた。それに加えて、温度を媒介とした反応を行うためのマイクロ流体素子
が、Sternの米国特許第６，６７０，１５３号において検討されている。
【０００４】
　多くの科学分野において特に重要な生物学的検定の１つのタイプは、様々な分子間での
結合の検出および定量化である。例えば、多数の化合物または分子のスクリーニングを行
って、それらがどのように互いに結合しているか、あるいはそれらが特定の標的分子にど
のように結合しているかを判定することは、多くの研究分野において特に重要である。例
えば、分子の大規模ライブラリのスクリーニングは、薬学研究において利用されることが
多い。生成化合物の蓄積から成る「組合せ」ライブラリのスクリーニングを特定の受容体
に対して行って、可能な配位子の存在を試験し、何らかの可能な配位子の結合を定量化す
ることができる。
【０００５】
　分子間の結合の特性を決定する様々な方法が存在する。それらの方法の多くは熱量分析
を伴う。等温熱量測定（ＩＴＣ）および示差走査熱量測定（ＤＳＣ）はそのような方法の
例である。結合反応の熱的パラメータを測定することにより、熱量測定を使用して、ある
分子に別の分子が結合するときに起こる分子の熱変性の変化を検出することによって、分
子間の結合の存在を試験することができる。分子の熱変性の変化（分子融解曲線において
表現されるようなものであり得る）は、分子の配座の状態を選択するためにのみ結合する
指標色素の蛍光を通して監視することができる。あるいは、場合によっては、分子間の結
合は、分子の１つにおける固有の蛍光の変化によって判定することができる。
【０００６】
　分子間の結合の特性決定は、核酸の特性決定においても重要なツールである。例えば、
Knapp et al．は、米国特許公開公報第２００２／０１９７６３０号（名称「Systems for
 High Throughput Genetic Analysis」）において、融解曲線分析を使用して一塩基多型
（ＳＮＰ）を検出することについて議論している。分子融解曲線（および分子融解曲線間
の差）も、核酸間のシーケンスの差を検出し分析するのに使用することができる。核酸の
熱変性曲線は、例えば、熱的パラメータ、指標色素／分子の蛍光、蛍光偏光、誘電性など
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を測定することによって監視することができる。
【０００７】
　当該技術にとって歓迎される追加は、最小限の化合物および試薬を使用して、マイクロ
流体素子に対する迅速な結合検定を行うことを可能にするプロセスであろう。本発明は、
分子融解曲線を使用して結合検定を行う方法およびマイクロ流体素子を提供することによ
って、これらおよび他の特徴を記載し提供する。本発明のこれらおよび他の特徴は、以下
を精査することによって明白になるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、マイクロ流体素子内における分子融解曲線を使用して結合検定を実施する方
法、システム、キット、および素子を提供する。検定される分子（１つまたは複数）は素
子内のマイクロチャネルを貫流させることができ、分子（１つまたは複数）は、任意に、
例えば、蛍光指標分子および／または検定される分子の結合相手を構成する追加の分子に
暴露される。次に、対象の分子は加熱（および／または冷却）され、一連の温度にわたっ
て分子の検出可能な性質が測定される。結果として得られるデータから、対象の分子の結
合親和性を判定し定量化することを可能にする熱的性質曲線（１つまたは複数）が構築さ
れる。
【０００９】
　１つの態様では、マイクロ流体素子内の少なくとも１つの分子の熱的性質曲線を生成す
る方法が提供される。この方法は、分子（１つまたは複数）をマイクロチャネル内に流す
工程と、マイクロチャネル内の分子（１つまたは複数）を加熱する工程と、加熱中に分子
（１つまたは複数）の少なくとも１つの検出可能な性質を検出する工程と、そのようなデ
ータから分子（１つまたは複数）の熱的性質曲線を生成する工程とを含む。提供される方
法は、例えば、分子の伸展（unfolding）もしくは変性によって、またはその１つもしく
は複数の追加の物理的性質を変更することによって、温度変化に応答して、ならびに結合
の結果として起こる、１つまたは複数の分子の少なくとも１つの物理的性質、例えば蛍光
の変化を観察することを伴う。
【００１０】
　この方法は、タンパク質、酵素、核酸（二本鎖もしくは一本鎖のどちらか）、配位子、
ペプチド核酸、補助因子、受容体、基質、抗体、抗原、ポリペプチドなどを含む多数のタ
イプの分子と、１つまたは複数の追加の分子もしくは部分との相互作用に適用可能である
。本発明の方法は、２つ以上の分子の複合体、例えば、別の酵素、配位子、ペプチド核酸
、補助因子、受容体、基質に複合された酵素、または他のそのような組合せを含む分子に
も適用可能である。
【００１１】
　本発明の方法では、流動は、一般的に、例えば、目的の分子（１つまたは複数）をマイ
クロ流体素子の少なくとも１つのマイクロチャネルを介して運搬することを含む。この流
動は、正圧もしくは負圧を使用することにより、動電学と正圧もしくは負圧の両方により
、重力により、毛管作用により、膜を拡張することによって流体を置換することで、また
は向心力により、動電学的に行うことができる。流動は、１つまたは複数のマイクロチャ
ネルを介して分子（１つまたは複数）を同時にまたは連続して運搬することを伴う場合が
ある。あるいは、本発明の方法は、第１の分子を１つのマイクロチャネルに貫流させ、１
つまたは複数の他の分子を第２のマイクロチャネルに貫流させることを必要とする場合が
あり、例えば、様々なマイクロチャネルは互いに交差する。
【００１２】
　本発明による方法では、加熱は、選択された時間の間、分子（１つまたは複数）の温度
を上げることを含む。この時間は、例えば、約０．１秒～約１．０分以上、約０．１秒～
約１０秒以上、または約０．１秒～約１．０秒以上（それらの間のすべての時間を含む）
に及ぶことができる。任意に、加熱は、第１の分子に第２の分子を接触させた後の選択さ
れた時点において、分子（１つまたは複数）の温度を上げることを伴う場合がある。この
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選択された時点は、例えば、第１の分子をマイクロチャネルに貫流させた後、約０．１秒
～約１．０分以上、約０．１秒～約１０秒以上、または約０．１秒～約１．０秒以上（そ
れらの間のすべての時間を含む）であることができる。さらに、この方法の温度制御は、
分子（１つまたは複数）の温度を、例えば、約１０℃～約１００℃以上、約１０℃～約９
０℃以上、または約１０℃～約６０℃以上（これらの間のすべての温度を含む）の選択さ
れた温度に設定することを必要とする場合がある。
【００１３】
　本発明による他の方法では、加熱は、分子（１つまたは複数）の温度を継続的に上昇さ
せることによって、分子（１つまたは複数）の温度を上げることを含む。例えば、分子（
１つまたは複数）の温度は、０．１℃／秒～１℃／秒の範囲の速度で継続的に上昇させる
ことができる。あるいは、分子（１つまたは複数）の温度は、０．０１℃／秒～０．１℃
／秒の範囲の速度などのより遅い速度で、あるいは１℃／秒～１０℃／秒の範囲の速度な
どのより速い速度で継続的に上昇させることができる。
【００１４】
　分子の加熱は、任意に、ジュール加熱、非ジュール加熱のどちらか、またはジュール加
熱と非ジュール加熱の両方によって、マイクロチャネル内の分子（１つまたは複数）の温
度を上げることを含む。一実施形態では、ジュール加熱は、選択可能な電流をマイクロチ
ャネルに流し、それによって温度を上げることによって行われる。ジュール加熱は、マイ
クロチャネルの全長にわたって、またはマイクロチャネルの選択された部分にわたって生
じることができる。ジュール加熱は、選択可能な電流を、マイクロチャネルの第１の断面
を含む第１の部分と第２の断面を含む第２の部分とに流すことによって、マイクロチャネ
ルの選択された部分に印加することができる。さらに、第１の断面は第２の断面よりも大
きなサイズのものであり、それによって、第２の断面は第１の断面よりも高い電気抵抗を
有し、したがって、選択可能な電流が印加されたとき、第１の断面よりも高温になる。ジ
ュール加熱のレベルは、選択可能な電流、電気抵抗、または電流と抵抗の両方を変えるこ
とによって制御することができる。ジュール加熱に使用される選択可能な電流は、直流、
交流、または直流と交流の組合せを含むことができる。例えば、米国特許第５，９６５，
４１０号を参照のこと。
【００１５】
　任意に、本発明の方法において使用される加熱は、例えば、内部もしくは外部の熱源を
適用することによる非ジュール加熱を含む。一実施形態では、内部もしくは外部の熱源は
加熱ブロックを含む。ジュール加熱と同様に、非ジュール加熱は、任意に、マイクロチャ
ネルの全長にわたって、またはマイクロチャネルの選択された部分にわたって生じる。例
えば、マイクロチャネルの１つまたは複数の領域は、１つまたは複数の加熱素子に近接す
ることができる。
【００１６】
　本発明による加熱方法は、マイクロチャネルの一部分の長さに沿って温度勾配を適用す
ることも包含する。マイクロチャネルの長さの一端における温度は第１の選択された温度
に制御され、その長さの他端における温度は第２の選択された温度に制御され、それによ
り、第１および第２の選択された温度間の温度範囲の両端に及ぶ継続的な温度勾配が作成
される。マイクロチャネルの部分を通る流体の定常状態の流れが確立されると、温度勾配
がその流体内に確立される。ジュール加熱が使用されるとき、その長さに沿って断面積が
継続的かつ単調に変わるようにしてチャネルを製作し、次にその長さを通じて単一の電流
を印加することによって、マイクロチャネルの長さに沿って温度勾配を確立することがで
きる。非ジュール加熱が採用されるとき、マイクロチャネルの長さに沿って温度勾配を確
立する１つの方法は、熱ブロックをマイクロチャネルと接触させ、加熱または冷却素子を
使用して、マイクロチャネルの長さ方向に対応する方向でそのブロックにわたる温度勾配
を確立するものである。
【００１７】
　本発明の別の態様では、対象の分子（１つまたは複数）の性質を検出する方法は、結合
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の相対量に応じて決まる分子（１つまたは複数）からの蛍光または放射光のレベルを検出
することを含む。１つの構成では、蛍光の検出は、第１の分子および第２の分子を伴い、
第１の分子は蛍光指標色素または蛍光指標分子であり、第２の分子は検定される標的分子
である。一実施形態では、蛍光指標色素または蛍光指標分子は、第２の分子上の疎水性も
しくは親水性の残基に結合することによって、第２の分子に結合または会合する。検出方
法は、任意に、蛍光指標色素または蛍光指標分子を励起して、励起蛍光指標色素または励
起蛍光指標分子を作成し、励起された蛍光指標色素または蛍光指標分子の発光もしくは消
光の事象を識別し測定することをさらに含む。
【００１８】
　蛍光の検出を伴う方法の具体的な一実施形態では、タンパク質またはポリペプチドを含
む分子を伴う。この実施形態では、検出方法は、タンパク質またはポリペプチド中のトリ
プトファンなどのアミノ酸残基を励起し、それによって励起されたトリプトファン残基を
作成することをさらに必要とする。励起されたトリプトファン残基の発光または消光の事
象の識別および測定は、検定される分子（１つまたは複数）の性質を検出するのに使用さ
れる。
【００１９】
　蛍光または放射光の検出に加えて、あるいはそれとは別に、検定される分子（１つまた
は複数）の性質の検出は、任意に、例えば、蛍光偏光、蛍光共鳴エネルギー移動（ＦＲＥ
Ｔ）、蛍光寿命画像顕微法、分子ビーコン、蛍光相関分光法（ＦＣＳ）、円二色性などを
伴う、例えば蛍光分光法を使用することを含んでもよい。同様に、マイクロチャネル内の
分子（１つまたは複数）を伴うシステムの熱的パラメータの変化を監視することができる
（例えば、熱容量の変化が検出され測定される）。それに加えて、誘電性の変化を追跡し
測定することができる。検定される分子（１つまたは複数）の性質を検出するさらに別の
方法は、分子（１つまたは複数）のＵＶ吸光度を監視することを含む。
【００２０】
　本発明の方法の別の態様は、熱的性質曲線を生成することを含む。熱的性質曲線を生成
する一実施形態は、蛍光指標色素もしくは蛍光指標分子を含む１つの分子と、酵素、配位
子、ペプチド核酸、補助因子、受容体、基質、タンパク質、ポリペプチド、核酸（二本鎖
もしくは一本鎖のどちらか）、抗体、抗原、または酵素複合体の１つあるいは複数を含む
少なくとも第２の分子とを提供することを含む。温度に応じて決まる、第２の分子の存在
下における第２の分子の蛍光が測定され、結果として得られるデータは熱的性質曲線を生
成するのに使用される。
【００２１】
　熱的性質曲線を生成する追加の実施形態は、温度の変化による別の分子（１つまたは複
数）の物理的性質の変化に相関または比例する、１つの分子の蛍光の変化を測定すること
を含む。さらなる実施形態は、温度に応じて決まる、第２の分子の存在下における第１の
分子の蛍光を測定することによって、熱的性質曲線の制御曲線を生成することを含み、第
１の分子は蛍光指標色素もしくは分子であり、第２の分子は、タンパク質、ポリペプチド
、酵素、酵素複合体、核酸（一本鎖もしくは二本鎖のどちらか）、配位子、ペプチド核酸
、補助因子、受容体、抗体、抗原、あるいは基質である。
【００２２】
　別の実施形態では、本発明の方法は、第１の分子が、酵素、配位子、ペプチド核酸、補
助因子、受容体、基質、タンパク質、ポリペプチド、核酸（二本鎖もしくは一本鎖のどち
らか）、抗体、抗原、あるいは酵素複合体を含む第２の分子の存在下にあるとき、タンパ
ク質、ポリペプチド、酵素、もしくは酵素複合体を含有するトリプトファンを含む第１の
分子上のトリプトファンの蛍光から熱的性質曲線を生成することを含む。温度に応じて決
まる、第２の分子の存在下で第１の分子中に存在するトリプトファン残基の蛍光が測定さ
れ、結果として得られるデータは熱的性質曲線を生成するのに使用される。本発明のこの
実施形態において熱的性質曲線を生成する追加の要素は、第２の分子融解温度を測定する
ことを含む。任意に、トリプトファン残基の蛍光の変化は、温度の変化による第２の分子
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の物理的性質の変化に相関または比例する。任意に、熱的性質曲線の制御曲線は、温度に
応じて決まる、第２の分子が存在しない状態での第１の分子のトリプトファン残基の蛍光
を測定することによって生成される。
【００２３】
　さらに別の実施形態では、本発明による方法は、第１の分子および少なくとも第２の分
子が、タンパク質、ポリペプチド、酵素、酵素複合体、核酸（二本鎖および一本鎖の両方
）、配位子、ペプチド核酸、補助因子、受容体、抗体、抗原、あるいは基質である場合に
熱的性質曲線を生成することを含む。これらの実施形態では、熱的性質曲線の生成は、第
１の分子が少なくとも第２の分子の存在下にあるとき、温度に応じて決まる、マイクロチ
ャネル内の分子（１つまたは複数）を含むシステムの熱的パラメータの変化を測定するこ
とを含む。追加の実施形態は、第２の分子が存在しない状態で、温度に応じて決まる、シ
ステムの総自由エネルギーの変化を測定することによって、制御曲線を生成することを必
要とする。
【００２４】
　任意の一実施形態では、本発明は、Ｔｍが既知である分子（１つまたは複数）、例えば
、ビオチン、ビオチン－４－フルオレセイン、フルオレセイン－ビオチン、アビジン、ス
トレプトアビジン、ニュートラアビジンの、あるいは、シーケンスおよび／またはＴｍが
既知である相補的二本鎖核酸（任意に、ＦＲＥＴドナー／受容体・消光剤の対の場合と同
様に、各鎖に異なるように標識付けされるか、別の方法として、一本鎖状態への移行を示
すように標識付けされる）の熱的性質曲線を生成することによって、マイクロ流体チャネ
ル内の基準温度を確立する方法を含む。
【００２５】
　別の態様では、本発明は、少なくとも１つの流体のマイクロチャネルを収容する本体構
造を有するマイクロ流体素子、試薬をマイクロチャネル内へ、またそこを通して制御可能
に移動させる流体方向システム、マイクロチャネル内の試薬を制御可能に加熱する少なく
とも１つのエネルギー源、マイクロチャネルに流体連結された、蛍光指標色素または蛍光
指標分子の供給源、マイクロチャネルに流体連結された、検定される１つまたは複数のサ
ンプル分子の供給源、蛍光指標色素または蛍光指標分子の励起源、１つまたは複数のサン
プル分子の物理的性質の変化を検出する、本体構造に近接した検出器、ならびに、検出器
からのデータを取得し、かつそのデータから熱融解曲線および制御曲線を構築するための
命令セットを含む、検出器に動作可能に連結されたコンピュータを含むマイクロ流体シス
テムを含む。
【００２６】
　別の実施形態では、本発明の統合システムまたはマイクロ流体素子は、動作中、マイク
ロチャネルに添加される１つまたは複数の試薬の選択、マイクロチャネルに添加される１
つまたは複数の試薬の量、１つまたは複数の試薬がマイクロチャネルに添加される時間、
ならびに、１つまたは複数の試薬がマイクロチャネルに添加される速度を制御可能に決定
する流体方向システムを含む。
【００２７】
　別の実施形態では、本発明の統合システムまたはマイクロ流体素子は、動作中、ジュー
ル加熱、非ジュール加熱、またはジュール加熱と非ジュール加熱の両方のいずれかによっ
て、マイクロチャネル内の分子（１つまたは複数）の温度を上げる少なくとも１つのエネ
ルギー源を含む。
【００２８】
　本発明の統合システムまたはマイクロ流体素子におけるジュール加熱は、選択可能な電
流を少なくとも１つのマイクロチャネルに流し、それによって温度を上げることを含む。
ジュール加熱は、マイクロチャネルの全長にわたって均一に、またはマイクロチャネルの
異なる部分において異なるレベルで適用することができる。マイクロチャネルの異なる部
分を加熱する１つの方法は、それとは異なって、選択可能な電流をマイクロチャネルの少
なくとも第１の部分とマイクロチャネルの少なくとも第２の部分とに流すことを含み、そ
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の際、マイクロチャネルの第１の部分は第１の断面積を含み、マイクロチャネルの第２の
部分は第２の断面積を含む。第１の断面積は、一般的に、第２の断面積よりも大きく、第
２の部分は第１の部分よりも高い電気抵抗を有することになり、したがって、選択可能な
電流が印加されたとき、第１の部分内におけるよりも多くの熱が発生する。あるいは、チ
ャネルの断面積を温度勾配は、チャネルの横断面積を継続的かつ単調に変えることによっ
て、チャネルの長さにわたって温度勾配を確立することができる。ジュール加熱のレベル
は、選択可能な電流、チャネル内の流体の電気抵抗、または電流と抵抗の両方を変えるこ
とによって制御される。選択可能な電流は、直流、交流、または直流と交流の組合せを含
んでもよい。
【００２９】
　任意に、本発明の統合システムまたはマイクロ流体素子は、内部または外部の熱源を介
した非ジュール加熱を含む。いくつかの実施形態では、内部または外部の熱源は、加熱ブ
ロック、ペルチエ素子、抵抗加熱素子、熱電冷却器、熱を伝導もしくは対流によって伝達
する気体もしくは液体の１つまたは複数を含んでもよい。ジュール加熱と同様に、非ジュ
ール加熱は、任意に、マイクロチャネルの全長にわたって均一な温度を、マイクロチャネ
ルの異なる部分内において異なる温度を、あるいはマイクロチャネルの長さに沿って継続
的に変化する温度を生じさせることができる。
【００３０】
　本発明の別の実施形態では、統合システムまたはマイクロ流体素子は、任意に、別の分
子の１つもしくは複数の疎水性アミノ酸残基、１つもしくは複数の親水性アミノ酸残基、
またはそれらの組合せに結合することができる、少なくとも１つの蛍光指標色素あるいは
蛍光指標分子を提供する。例えば、蛍光指標色素または蛍光指標分子は、例えば、１－ア
ナリノ－ナフタレン－８－スルホナートを含む。別の実施形態では、蛍光指標色素または
蛍光指標分子は、別のメカニズムによって、１つもしくは複数の核酸ポリマーに挿入また
は結合することができる。さらに別の実施形態では、蛍光指標分子は少なくとも１つのト
リプトファン残基を含む。
【００３１】
　様々な実施形態では、本発明による統合システムまたはマイクロ流体素子は、高スルー
プットのフォーマット、低スループットのフォーマット、または多重フォーマットを含ん
でもよい。本発明の多くの実施形態では、蛍光指標色素または蛍光指標分子を励起させる
励起源は光源を含む。例えば、光源は、タングステンハロゲン電球、キセノンアーク灯、
水銀灯、レーザー、ＬＥＤ、または光ファイバー・ケーブルの１つもしくは複数を含んで
もよい。統合システムのいくつかの実施形態は、マイクロ流体素子内のマイクロチャネル
の長さに沿った複数の位置で蛍光を励起する光源のアレイを含む。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、統合システムは、Ｔｍが既知である分子（１つまたは複数）
、例えば、ビオチン、ビオチン－４－フルオレセイン、フルオレセイン－ビオチン、アビ
ジン、ストレプトアビジン、ニュートラアビジンの、あるいは、シーケンスおよび／また
はＴｍが既知である相補的二本鎖核酸（任意に、ＦＲＥＴドナー／受容体・消光剤の対の
場合と同様に、各鎖に異なるように標識付けされるか、別の方法として、一本鎖状態への
移行を示すように標識付けされる）の熱的性質曲線を生成することによって、システム内
のマイクロ流体素子のマイクロ流体チャネル内における基準温度を決定する。
【００３３】
　本発明による統合システムは、光ファイバー・プローブ、電荷結合素子、蛍光イメージ
ング・カメラ、光電子増倍管、フォトダイオード、または蛍光偏光センサといったタイプ
の光検出器の１つもしくは複数を含んでもよい。システムはまた、マイクロ流体素子内の
マイクロチャネルの長さに沿った複数の位置から発する光信号を測定する光検出器のアレ
イを含んでもよい。それに加えて、本発明による統合システムは、熱電対、抵抗感温体、
もしくはサーミスターなどの接触感温体、または、ＩＲ温度計もしくは光高温計などの非
接触感温体といったタイプの感温体の１つもしくは複数を含んでもよい。システムはまた



(13) JP 5517456 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

、マイクロ流体素子内のマイクロチャネルの長さに沿った複数の位置で温度を測定するた
めに、感温体のアレイを含んでもよい。光検出器は、任意に、励起された蛍光指標色素も
しくは分子からの蛍光または発光を検出する能力を有するか、任意に、少なくとも１つの
マイクロチャネル内の分子（１つまたは複数）を含むシステムの熱的パラメータの変化を
検出する能力を有する。
【００３４】
　１つもしくは複数の標的非依存性および／または標的依存性の検定を行って、本発明の
予めスクリーニングされたライブラリを作成するキットも、本発明の１つの特徴である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　本発明による方法および素子は、分子融解曲線を生成することによって様々な生体物質
を迅速に特性決定することができる。例えば、二本鎖ＤＮＡ分子の分子融解曲線は、分子
中の塩基対の数、ＧＣ含量、および理想的なワトソン・クリック型塩基対からの変化の量
に関する情報を提供することができる。分子融解曲線は、１つもしくは複数の試験分子と
１つもしくは複数の標的分子との間の結合の度合いを示すために使用することもできる。
「結合」とは、例えば受容体と配位子の相互作用だけではなく、例えば核酸同士のハイブ
リダイゼーション相互作用も含み、特異的相互作用および非特異的相互作用の両方を含む
ことができる。試験分子が標的分子に結合する場合、それらの結合は本発明によって定量
化することができる。本明細書の方法および素子は順応性があり、異なるタイプの化合物
および分子に適用することができる。例えば、標的分子および試験分子は両方とも、例え
ば、タンパク質（酵素性であるか否かに関わらず）、酵素、核酸（例えば、一本鎖、二本
鎖、もしくは三本鎖の分子を含む、ＤＮＡおよび／またはＲＮＡ）、配位子、ペプチド核
酸、補助因子、受容体、基質、抗体、抗原、ポリペプチド、単量体もしくは多量体のタン
パク質（ホモマーもしくはヘテロマーのどちらか）、合成オリゴヌクレオチド、組換えＤ
ＮＡ分子もしくは染色体ＤＮＡの部分、二次構造、三次構造、もしくは四次構造を有する
ことができるタンパク質／ペプチド／受容体／などの部分もしくは一部などの任意の１つ
または複数であることができる。標的分子は、任意に、例えば、補酵素、補助因子、脂質
、リン酸基、オリゴ糖、または配合団とも相互作用する。
【００３６】
　簡潔には、本発明の方法および素子は、分子融解曲線の構築および比較を可能にする。
分子融解曲線は、代案として、「熱融解曲線（thermal melting curves）」、「熱融解曲
線（thermal melt curves）」、「熱的性質曲線」、「熱変性曲線」、または「熱的プロ
ファイル曲線」として記載される。したがって、分子融解曲線の生成を伴う分析は、分子
融解分析、熱融解分析（thermal melting analysis）、熱融解分析（thermal melt analy
sis）、熱的性質分析、熱変性分析、または熱的プロファイル分析として説明することも
できる。そのような分析では、試験される標的分子（１つまたは複数）のサンプルは、マ
イクロ流体素子内の１つまたは多数のマイクロチャネル内に流される。任意に、標的分子
は次に、標的分子との、および／または蛍光指標色素もしくは分子などの指標との可能な
結合能力に関してスクリーニングされた、１つまたは複数の試験分子と接触させられる。
本発明の任意の実施形態により、対象の多数の変形例すべての、例えば、熱の適用、流速
、試薬の組成、結合条件、およびタイミングの複数の構成が可能になる。
【００３７】
　試験分子が標的分子および／または標識化合物と相互作用すると、本発明は、制御可能
な形で反応条件を所望の温度に設定する（一連の温度にわたって継続的に、もしくは個別
の温度点まで非継続的にのどちらか）。分子の選択された物理的性質がマイクロ流体素子
内で測定され、熱的性質曲線が測定値から作成される。熱的性質曲線は、例えば、温度誘
発性の変性、または分子が熱に晒されたときに生じる伸展に基づく。変性は、例えば、核
酸鎖の巻戻り（uncoiling）、解撚（untwisting）、伸展、解離などによる、二次構造、
三次構造、または四次構造の損失を含むことができる。標的分子と試験分子が、例えば受
容体と配位子の相互作用と同様に互いに結合したとき、標的分子の配座は安定し、温度誘
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発性の変性のパターンは変更またはシフトされる。標的分子のみを加熱して得られた熱的
性質曲線と、標的分子および試験分子（１つまたは複数）を組み合わせて加熱して得られ
た熱的性質曲線との比較によって、標的分子と試験分子（１つまたは複数）との間の任意
の結合を判定し定量化することが可能になる。本発明の適応性により、任意に、両方の熱
的性質曲線をマイクロ流体素子内で同時に実行するとともに、任意に、結合検定の複数の
構成を同時に（例えば、ｐＨ、温度勾配（１つまたは複数）などの反応パラメータを異な
らせて）実行することが可能になる。
【００３８】
　多数のタイプの分子を、本発明の方法、素子、およびシステムによって検定することが
できる。例えば、受容体と配位子、抗体と抗原、および酵素と基質の相互作用などを含む
、タンパク質間結合反応を検査することができる。それに加えて、例えば、アミノ酸ベー
スの分子と核酸ベースの分子との間の相互作用を検査することができる。同様に、ペプチ
ド核酸（ＰＮＡ）などの人工分子を、例えば、ＰＮＡと核酸または他の分子との相互作用
において監視することができる。また、ハイブリダイゼーション・プローブと、例えば一
塩基多型（ＳＮＰ）を含む核酸との間の相互作用のスクリーニングを、本発明を使用する
ことによって達成することができる。本発明によって任意に検定される分子相互作用のタ
イプの例については、例えば、Weber, P. et al., (1994) "Structure-based design of 
Synthetic Azobenzene Ligands for Streptavidin" J Am Chem Soc 16:2717-2724、Brand
ts, J. et al., (1990) American Laboratory, 22:3041+、Gonzalez, M. et al., (1997)
 "Interaction of Biotin with Streptavidin", J Biol Chem, 272(17):11288-11294、Ch
avan, A. et al., (1994) "Interaction of nucleotides with acidic fibroblast growt
h factor (FGF-1) Biochem, 33(23):7193-7202、Morton, A. et al., (1995) "Energetic
 origins of specificity of ligand binding in an interior nonpolar cavity of T4 l
ysozyme." Biochem, 34(27):8564-8575、Kleanthous, C. et al., (1991) "Stabilizatio
n of the shikimate pathway enzyme dehydroquinase by covalently bound ligand" J B
iol Chem, 266(17):10893-10898、Pilch, D. et al., (1994) "Ligand-induced formatio
n of nucleic acid triple helices." Proc Natl Acad Sci USA, 91(20):9332-9336、な
らびに、Barcelo, F. et al. (1990) "A scanning calorimetric study of natural DNA 
and antitumoral anthracycline antibiotic-DNA complexes." Chem Biol Interact, 74(
3):315-324を参照のこと。
【００３９】
　分子の物理的性質の変化（１つまたは複数）の実際の検出は、対象となる特定の分子お
よび反応に応じて多数の方法で検出することができる。例えば、分子の変性は、検定中の
分子からの蛍光または発光を追うことによって追跡することができる。蛍光の度合いまた
は変化は、検定される分子の配座における変化の程度と相関または比例する。本発明の方
法および素子により、例えば、レーザー、光などを使用して、検定に関与する分子を励起
する様々な方法が可能になる。蛍光は、検定される分子に固有のものであり得、例えば、
分子中のトリプトファン残基から発するか、あるいは、検定される分子に固有ではないも
のであり得、例えば、マイクロ流体素子内の検定混合物に添加された蛍光体から発する。
蛍光または発光の変化（１つまたは複数）は、任意に、所望の検定に特異的な必要性に従
って多数のやり方で検出することができる。例えば、電荷結合素子が素子の任意部品とし
て利用される。
【００４０】
　蛍光または発光の変化は標的分子の配座の変化を示し、そこから熱的性質曲線が構築さ
れる。標的分子が試験分子の存在下にあるときの熱的性質曲線の変位またはシフトにより
、試験分子と標的分子（１つまたは複数）の間の結合の検出および定量化が可能になる。
【００４１】
　本発明において分子の配座の変化を検出する別の任意の方法は、誘電性の測定によるも
のである。分子が結合し、配座が変化すると、それらの誘電性も変わる。これらの変化は
、定量化し、分子相互作用のパラメータを決定するのに使用することができる。
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【００４２】
　本発明において検定されている標的分子の配座の変化を検出する任意のやり方は、熱量
測定によるものである。検定中の分子が温度誘発性の変性を起こすと、熱容量の変化が測
定される。蛍光法と同様に、分子間の結合は、標的分子のみを用いて行われた検定からの
熱的性質曲線と、標的分子および試験分子（１つまたは複数）の組合せを用いて行われた
検定からの熱的性質曲線とを比較することによって、検出され定量化される。
【００４３】
　熱的性質曲線
　温度変化に応答した標的分子（１つまたは複数）の伸展、解離、もしくは変性は、多く
の応用例において、例えば、指定の条件下で特定のタンパク質の安定性を判定する際、ま
たは、核酸を同定する際、核酸中のＳＮＰを検出する際などにおいて有用であり得る。標
的分子の分子変性、解離、または伸展の測定は、熱的性質曲線を構築するために使用され
る。他の応用例では、基礎的な熱的性質曲線の変化を使用して、例えば、特定の配位子も
しくは他の分子が標的分子に結合するかを試験することができる。例えば、特定の配位子
の特定の受容体への結合は、熱的性質曲線によって調査することができる。例えば、Gonz
alez, M. et al., (1997) "Interaction of Biotin with Streptavidin" J Biol Chem, 2
72(17): 11288-11294を参照のこと。それに加えて、熱的性質曲線を用いて、特定のオリ
ゴヌクレオチドの互いへのハイブリダイゼーションを実証することができる。例えば、Cl
egg, R. et al. (1994) "Observing the helical geometry of double-stranded DNA in 
solution by fluorescence resonance energy transfer." Proc Natl Acad Sci USA 90(7
):2994-2998を参照のこと。
【００４４】
　結合による安定化
　熱的性質曲線は、温度変化による分子の配座の変化に基づく。上述したように、分子、
例えばタンパク質および核酸は、一連の温度にわたって伸展、解離、または変性を示す。
温度に応じて決まる、所与の標的分子の伸展などの測定により、その分子の熱的性質曲線
が生成される。例えば配位子（例えば、核酸またはタンパク質など）の標的分子への結合
は、分子の安定化に、ひいてはその熱的性質曲線の変化に結び付き得る。例えば、Gonzal
ez, M. et al., (1997) "Interaction of Biotin with Streptavidin" J Biol Chem, 272
(17):11288-11294、Schellman, J. (1975) Biopolymers, 14:999-1018、Barcelo, F. et 
al., (1990) "A scanning calorimetric study of natural DNA and antitumoral anthra
cycline antibiotic-DNA complexes." Chem Biol Interactions, 74(3):315-324、Schell
man, J. (1976) Biopolymers, 15:999-1000、ならびに、Brandts, J. et al. (1990) "St
udy of strong to ultratight protein interactions using differential scanning cal
orimetry" Biochem 29:6927-2940を参照のこと。
【００４５】
　換言すれば、試験分子の標的分子への、例えば配位子への結合は、結合を伴わないであ
ろう異なる形での標的分子の変性（または解離、伸展など）を引き起こす。この性質は、
当然ながら、多くの応用例において、例えば、標的分子に対する複数の配位子の相対的な
結合親和性を判定する際、または、例えば本明細書に記載されるような、突然変異タンパ
ク質の結合親和性を判定する際に非常に有用であり得る。熱的性質曲線の生成において、
「Ｔｍ」は、「中間点温度」、すなわち変性または伸展の反応が半分だけ完了する温度を
示す。
【００４６】
　本発明のいくつかの態様では、上述のものに類似の熱的性質曲線の構築は、マイクロ流
体チャネル内の溶液が晒される基準温度を決定するのに使用することができる。より具体
的には、本発明の実施形態により、マイクロ流体チャネル内の流体の基準温度を、容易に
測定することができるチャネル外の物理的パラメータの値と相関させることが可能になる
。多くの応用例の場合、例えば配位子などの結合を試験するための、例えば、ＰＣＲおよ
び／または熱的性質曲線の構築の場合、マイクロ流体素子のチャネルもしくはチャンバな
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どのマイクロ流体エレメント内における正確な温度制御が必要である。既知の分子（例え
ば、ストレプトアビジン／ビオチン－フルオレセインなど）に対して生成された融解曲線
を使用して、マイクロ流体エレメント内の温度を監視し校正することは非常に有効である
が、それは、例えば、単純で安価な物質を使用して温度を決定することが可能になり、プ
ロセスが実質的に不可逆的であるか、もしくは任意に可逆的であり（下記参照）、異なる
融解温度を有する異なる分子を使用して微調整することが可能であり（下記参照）、かつ
、マイクロ流体素子内にセンサを置く必要がなくなるためである。基準温度が相関される
物理的パラメータは、チャネル内の温度に相関する物理的パラメータでなければならない
。例えば、物理的パラメータは、マイクロ流体エレメントに隣接するマイクロ流体素子の
外面における温度、エレメント内の流体に印加される、流体をジュール加熱する電流、あ
るいは、マイクロ流体エレメントと熱接触している熱ブロックの温度であることができる
。
【００４７】
　本発明のいくつかの任意の実施形態では、ストレプトアビジンおよびビオチン－フルオ
レセインなどの分子は、基準温度を決定することによってマイクロ流体素子内の温度を校
正するのに使用される。約７４℃の融解温度を有する遊離ストレプトアビジン（ＳＡ）は
、任意に、４つの分子（例えば、ビオチン－フルオレセインの）と結合し、それにより、
ＳＡの融解温度が急激に約１０８℃になる。ストレプトアビジンに結合されたとき、フル
オレセインは実質的に消光される（すなわち、蛍光を放射しない）。しかし、ストレプト
アビジン分子が変性されたとき（すなわち、マイクロチャネル内の熱によって）、ビオチ
ン－フルオレセイン接合体が放出され、したがって蛍光を検出することができる。ビオチ
ン－フルオレセインをＳＡに結合するため、ＳＡは、任意に、余分なビオチン－フルオレ
セイン接合体の存在下で培養される。飽和後、未結合のビオチン－フルオレセインは、例
えばサイズろ過によって除去される。このＳＡ－ビオチン－フルオレセイン複合体の融解
温度は、例えば、加熱された蛍光光度計または他の同等の検出器において判定される。次
に、ＳＡ－ビオチン－フルオレセイン複合体は、任意に、本発明の素子のマイクロチャネ
ル（すなわち、標的の基準温度を有する）に貫流される。ＳＡ－ビオチン－フルオレセイ
ン・システムからの適切な蛍光が、基準温度であるようにプログラムされたマイクロチャ
ネルの長さに沿った位置で（または別の便利な位置で）検出された場合、チャネル内で予
め定められた基準温度に到達したということである。適切なフルオレセイン蛍光が検出さ
れない場合、マイクロチャネル内で適切な基準温度に達しなかったということである。様
々な実施形態では、温度はまた、任意に、高温（例えば、１００℃）から低温（例えば、
４０℃）まで一定の比率で下降させられる一方、終点（または他の便利な位置）の蛍光が
監視される。それに加えて、融解温度が異なる一連のプローブ（下記参照）を一連のマイ
クロチャネルに装填することができる。このようにして、温度校正は、任意に一連の温度
にわたってマッピングされる。
【００４８】
　異なる性質を備えた市販のビオチン・フルオレセイン接合体は、任意に、上述の温度決
定／校正（例えば、ビオチン－４－フルオレセインおよびフルオレセイン－ビオチン）に
おいて利用される。そのような接合体は、主としてリンカーの長さによって異なる。それ
に加えて、ビオチン－４－フルオレセインは、非常に迅速にＳＡに（または、任意にアビ
ジン（ＡＶ）もしくはニュートラアビジン（ＮＡ）、（５－（Ｎ－（５－（Ｎ－（６－（
ビオチノイル）アミノ）ヘキサノイル）アミノ）ペンチル）チオウレジルに）結合する一
方、フルオレセイン（フルオレセイン－ビオチンとも呼ばれる）は、リンカーからの立体
障害に起因して、非常に緩慢に結合する（余分が存在する場合であっても、飽和に達する
のに１０時間以下の時間がかかる）。変性後（すなわち、上昇した温度による）、ＡＶ／
ＳＡ／ＮＡは任意に再生する。したがって、ビオチン－４－フルオレセインを使用するこ
とで、その迅速な結合時間を伴って、任意に、温度監視／校正検定が可逆的になる（すな
わち、ビオチン－４－フルオレセインは比較的短い時間でＳＡに再結合するので、検定は
（例えば、異なる温度範囲または増減速度において）任意に反復可能である）。しかし、
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結合時間が比較的長いため、フルオレセイン－ビオチンの使用により、少なくとも数時間
の期間にわたって検定は実質的に不可逆的になる。
【００４９】
　任意の実施形態では、監視／校正方法は、例えば、異なる融解温度をそれぞれ有する、
ＡＶ、ＳＡ、またはＮＡを使用することによって修正される。それに加えて、ビオチン－
４－フルオレセインまたはフルオレセイン－ビオチンの選択は、任意に、融解温度に影響
を及ぼす。天然のビオチンは、任意に、ＡＶなどに対して最大の安定性を与え、それにビ
オチン－４－フルオレセインおよびフルオレセイン－ビオチンが続く。さらに、他の任意
の実施形態では、尿素などの変性剤またはグアニジンＨＣｌが温度測定／校正に添加され
る。そのような変性剤濃度の滴定は、任意に、所望の融解温度への校正の微調整をもたら
す。変性剤による変性の温度のあらゆる減衰が、校正において任意に試験され、考慮され
る。
【００５０】
　熱的性質曲線の実施例
　図３は、単に例示として、配位子結合による熱的性質曲線のシフトを示す模擬図を提供
する。この図は、温度に応じて決まる検出可能な性質（例えば、余分な熱容量）をプロッ
トする。十分に説明されるように、変性を示すため、他の変化、例えば、指標色素または
分子の蛍光、固有の蛍光などが任意に追跡される。
【００５１】
　ピーク３０２は、追加分子、例えば配位子が分子Ｘと接触していない場合の分子Ｘの熱
的性質曲線を表す。ピーク３０２のＴｍは、９５℃付近に集中しており、分子Ｘの変性ま
たは伸展が半分だけ完了する融解温度を表す。
【００５２】
　ピーク３０４は、分子Ｘと、例えば分子Ｘに結合する配位子である、分子Ｙとを足した
ときの熱的性質曲線を表す。分子Ｙと結合したときの分子ＸのＴｍは「シフト」し、１１
５℃付近に集中している。
【００５３】
　ピーク３０６は、分子Ｘと、例えば分子Ｘに結合する代替の配位子である、分子Ｚとを
足したときの熱的性質曲線を表す。分子Ｚと結合したときの分子ＸのＴｍは「シフト」し
、１３３℃付近に集中している。
【００５４】
　本発明の方法／素子の使用の別の実施例が、図４Ａ、５、および６に示される。二本鎖
ＤＮＡオリゴヌクレオチドの鎖の間における解離の追跡は、図４Ａ、５、および６に示さ
れるように、一連の温度にわたって放射された蛍光を測定することによって行われる。当
該分野において良く知られているように、例えば組成が異なるため、異なる二本鎖核酸（
図４Ａ、５、および６に使用される二本鎖ＤＮＡなど）は異なる温度で解離する。例えば
１つの鎖がＳＮＰを含有することによって、２つの会合した鎖が完全に一致しない場合、
解離温度プロファイル（すなわち、熱的性質曲線）は、２つの完全に一致する鎖を融解す
ることによって生じる曲線／プロファイルとは異なる。
【００５５】
　図５および６に示されるグラフを作成するため、ＦＲＥＴ（以下のＦＲＥＴについての
考察を参照）を使用して一連の温度にわたる解離を追うことができるようにして、３５塩
基対のＤＮＡオリゴヌクレオチド（二本鎖）が設計された。オリゴヌクレオチドは、ミネ
ソタ州ベセル（Bethel）のOligos Etc. Inc.（www.oligosetc.com）によって合成され、
次のシーケンスを有していた。
　３’　ＧＴＡＧＧ　ＴＴＣＣＴ　ＣＡＴＣＧ　ＡＣＡＣＡ　ＧＴＡＧＴ　ＣＣＧＧＧ　
ＣＧＧＣＧ　５’（フルオレセイン）
　５’　ＣＡＴＣＣ　ＡＡＧＧＡ　ＧＴＡＧＣ　ＴＧＴＧＴ　ＣＡＴＣＡ　ＧＧＣＣＣ　
ＧＣＣＧＣ　３’（ＴＡＭＲＡ）
【００５６】
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　当然ながら、同様のオリゴヌクレオチドは、当業者には良く知られている多数の商用供
給源から容易に入手可能であり、当業者によって容易に合成することもできる。本発明の
方法および素子は、特定の核酸のシーケンスまたは長さを使用することに制約されないこ
とが理解されるであろう。換言すれば、考えられる核酸シーケンス／組合せはすべて本発
明において利用することができ、上述のオリゴヌクレオチド・シーケンスは限定的と見な
されるべきではない。したがって、本発明による方法および素子は、例えば、ＰＣＲによ
って精製され増幅された患者サンプルから得たＤＮＡを分析するため、診断用途に使用す
ることができる。
【００５７】
　この実施例では、オリゴヌクレオチド鎖の半分の上のフルオレセインはＦＲＥＴドナー
の働きをし、オリゴヌクレオチド鎖の他方の半分の上のＴＡＭＲＡ（６－カルボキシテト
ラメチルローダミン）はＦＲＥＴ受容体の働きをする（以下の、類似の測定に有用な他の
可能な発光体／受容体対を参照）。結果として、ＤＮＡが二本鎖の配座のとき（また、し
たがって、フルオレセインがＴＡＭＲＡの近傍にあるとき）、フルオレセインからの蛍光
はＴＡＭＲＡに転写される。温度が上昇するにつれて、２つの鎖は分離し（やはり、例え
ば、使用されるオリゴヌクレオチドの特定のシーケンスに応じた特定の温度）、したがっ
てフルオレセインとＴＡＭＲＡを分離させ、それによって、蛍光発光をフルオレセインか
ら検出することが可能になる。
【００５８】
　上記に列挙されたオリゴヌクレオチドの融解曲線を、図４ａに示されるようなマイクロ
流体チップ４００において監視した。オリゴヌクレオチドは、－４ｐｓｉでマイクロチャ
ネル４０２を貫流させた。チャネル４０２およびその内容物を、チャネル４０２に沿って
約２０ｍｍ延びる厚さ３０００Åの金属トレースである、抵抗加熱素子４０４に電流を流
すことによって加熱した。フルオレセイン部分を、波長４８５ｎｍのエネルギーで励起し
、結果として得られた放射蛍光を波長５２０ｎｍで測定した。そのような測定は、チャネ
ル４０２の中心に配置した対物レンズによって行った。チャネル４０２内の温度は、３０
秒間初期温度で保持し、次に、１℃／秒の速度で９５秒間上昇させて第２の温度にした（
温度範囲については、図５および６のグラフを参照）。次に、温度を、やはり１℃／秒の
速度で９５秒間下降させて、初期温度に戻した。そのような循環を合計３回繰り返した。
温度および蛍光のプロファイル（線５００および線５０２によってそれぞれ表される）が
図５に示される。結果として得られた融解曲線が図６に示される。一致しない核酸鎖を調
べることに加えて、既知の二本鎖核酸のＴｍは計算することができるため、図４Ａにおけ
る上述の実施例によって生成されるような熱融解曲線を利用して、マイクロチャネル内の
流体物質または他の類似のマイクロ素子の初期温度を測定／確認することができる。換言
すれば、例えば、類似のやり方で標識付けされた、Ｔｍが既知である二本鎖ＤＮＡオリゴ
ヌクレオチドが、マイクロ流体素子内でそれに対して生成された融解曲線を有する場合、
そのマイクロ流体素子において温度Ｔｍに達するのに必要な条件を決定することができる
。換言すれば、Ｔｍはそのマイクロ流体素子の基準温度として役立ち得る。
【００５９】
　既知の組成の標識付けされたオリゴヌクレオチドに対する熱的性質曲線の構築を実証す
る上述の実施例が、図４Ａに概略的に示されるようなマイクロ流体チップにおいて実施さ
れたとしても、そのような熱的性質曲線（および、実際には、本明細書に記載の熱的性質
曲線のいずれか）は、任意に、無数の異なる配置／構成のマイクロ流体チップにおいて実
施されることが理解されるであろう。例えば、同様の熱的性質曲線、または、やはり基本
的には本明細書に記載の任意の熱的性質曲線は、任意に、図４Ｂに示されるようなチップ
において行われる。図４Ｂに示されるように、分子は、任意に主要チャネル４１０を貫流
する。チャネル４１０は、交点４７０および４８０において２つの大きな電気アクセス・
チャネル４５０および４６０と流体連通している。例えば、特定の色素、マーカーなど（
例えば、タンパク質中の疎水性アミノ酸領域にのみ結合する色素など）を導入するための
横断チャネル４４０は、主要チャネル４１０と流体連通している。電気アクセス・チャネ
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ル４５０および４６０は充填されたレザーバ４９０と流体連通しており、交点４７０と４
８０の間の主要チャネルに電流を流す（以下の、マイクロチャネル内における電流の使用
による加熱、すなわちジュール加熱の説明を参照）。電気アクセス・チャネル４５０およ
び４６０の電気抵抗は、主要チャネル４１０の電気抵抗よりも低い。主要チャネルの加熱
領域は交点４７０および４８０によって規定され、任意に、問題の検定における特定の加
熱／流動の必要性に応じて、異なる実施形態では長さおよび深さが異なるものである。検
定される分子（例えば、タンパク質およびそのタンパク質に対する推定上の結合分子）は
、サンプル装填用の供給源を通して主要チャネルに導入される。主要チャネル内の加熱領
域（すなわち、４７０と４８０の間）に入る際、各分子および推定上の結合剤はその領域
を通る際に（段階的または継続的に）加熱される。さらに、この領域では、検定条件に適
した検出システム（例えば、蛍光を測定する光検出器、下記参照）は、熱的性質曲線（任
意に、推定上の結合分子が、例えば主要チャネル内で試験されるタンパク質分子に添加さ
れない場合、制御または校正曲線を含む）を構築するため、温度範囲にわたって分子の任
意の物理的性質（例えば、蛍光）を測定し、そのような読取値をコンピュータに伝達する
ように位置付けられる。本発明によるマイクロ流体素子および統合システムの他の実施例
は、以下の「統合システムの実施例」のセクションにおいて提供される。
【００６０】
　熱的性質曲線を構築するのに使用される検出可能な性質
　熱的性質曲線を構築する際、分子の変性／伸展を判定するため、問題の分子の物理的性
質が測定されなければならない。この物理的性質の変化は変化する温度に応じて決まるも
のとして測定され、分子の配座の変化に比例／相関する。例えば、熱量分析、すなわち熱
容量の変化を測定して、分子の温度誘発性の変性を示すことができる。例えば、Weber, P
. et al., (1994) "Structure-based design of Synthetic Azobenzene Ligands for Str
eptavidin" J Am Chem Soc 16:2717-2724を参照のこと。分子の折畳み／配座の変化を示
すために測定することができる追加の物理的性質としては、例えば、蛍光もしくは発光の
存在、蛍光もしくは発光の変化、または蛍光もしくは発光の偏光の変化など、様々なスペ
クトル現象が挙げられる。これらの性質は、一連の温度にわたって測定し、マイクロ流体
素子内の検査における標的分子（１つまたは複数）の伸展／変性の変化に相関させること
ができる。
【００６１】
　熱量測定
　本発明の一実施形態は、熱量測定を使用して、標的分子が温度の変化に晒されたときの
熱力学的パラメータの変化を測定する。例えば、示差走査熱量測定（ＤＳＣ）は、任意に
、分子の相対的安定性を測定するのに使用される。本発明においてＤＳＣを使用して、標
的分子を含有するサンプルはマイクロ流体素子内の一連の温度にわたって加熱される。加
熱プロセスの間のある時点において、標的分子は、熱を吸収あるいは放出する、物理的ま
たは化学的変化（例えば、変性）を起こす。次に、そのプロセスの間の熱変化（１つまた
は複数）が、プロセス全体についての総熱量またはエンタルピーの変化（ΔＨ）を表す曲
線の下の面積で、温度に応じて決まるものとしてプロットされる。当業者であれば、結果
として得られるプロットを使用して、例えば、熱容量変化（ΔＣｐ）、Ｔｍ（すなわち、
変性または伸展反応が半分だけ完了する中間点温度）などを決定することができる。例え
ば、Gonzalez, M. et al., (1997) "Interaction of Biotin with Streptavidin", J Bio
l Chem, 272(17): 11288-11294を参照のこと。
【００６２】
　上記の手順は、任意に、標的分子、例えば配位子に結合する可能性がある試験分子（ま
たは複数の試験分子）を付加して繰り返される。次に、標的分子およびその推定上の結合
剤分子（１つまたは複数）を加熱することによって生成される熱的性質曲線が、標的分子
を単独で加熱することによって生成される熱的性質曲線と比較される。２つの熱的性質曲
線の比較は、例えば、試験分子が実際に標的分子に結合しているかを明らかにすることが
できる。分子が互いに結合している場合、試験分子の存在下で検定された標的分子の熱的
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性質曲線は、標的分子単独の熱的性質曲線に比べて「シフト」される。熱的性質曲線のこ
のシフトは、標的分子の熱変性における結合依存性の変化によるものである。結合によっ
て標的分子が安定する。例えば、Gonzalez, M. et al., (1997) "Interaction of Biotin
 with Streptavidin", J Biol Chem, 272(17):11288-11294、ならびに、Barcelo, F. et 
al. (1990) "A scanning calorimetric study of natural DNA and antitumoral anthrac
ycline antibiotic-DNA complexes." Chem Biol Interact, 74(3):315-324を参照のこと
。 
【００６３】
　電流
　本発明の別の実施形態は、印加電流の測定を使用して、温度に応じて決まる標的分子の
変性／伸展を追跡する。ジュール加熱は「クランプ」モードで適用することができる。特
定の温度（１つまたは複数）を維持するのに必要な電流の量は、検査中の分子（すなわち
、個々にかつ組合せで）が素子内の温度を通して循環されるときに測定される。
【００６４】
　蛍光
　本発明の別の実施形態は、分光法を使用して、標的分子が温度の変化に晒されたときの
標的分子の変性／伸展を追跡するために、蛍光または光の変化を測定する。例えば蛍光に
よる分光測定法は、分子の熱誘発性の変性／伸展を検出する有用な方法である。分子の変
性（例えば、固有の蛍光、多数の蛍光指標色素もしくは分子、蛍光偏光、蛍光共鳴放射移
動など）を検出する、蛍光が関与する多くの異なる方法が利用可能であり、本発明の任意
の実施形態である。これらの方法は、標的分子の内部蛍光性、または外部蛍光、すなわち
分析に関与する追加の指標分子の蛍光のどちらかを利用することができる。
【００６５】
　固有蛍光
　標的分子の変性／伸展の度合い（標的分子がアミノ酸ベースの場合）を測定する任意の
方法は、例えば、トリプトファン残基の固有の蛍光を監視することによるものである。他
の芳香族アミノ酸残基は、トリプトファンに加えて、固有の蛍光を示し、本発明において
任意に利用される。標的分子が温度の上昇による伸展を起こすと、タンパク質構造の内部
に事前に埋めた様々なトリプトファンまたは他の分子を、分子（１つまたは複数）を取り
囲む溶媒に暴露させることができる。例えばトリプトファン残基の暴露のこの変化は、標
的分子の蛍光における対応する変化に結び付く。放射の量子収量は、標的分子のシーケン
スおよび配座に応じて減少あるいは増加する。標的分子が伸展する際、通常は分子の固有
の放射においてレッド・シフトがあり、それも、任意に配座の変化を検出するのに使用す
ることができる。例えば、Ropson, I. et al. (1997) "Fluorescence spectral changes 
during the folding of intestinal fatty acid binding protein" Biochem, 36(38):859
4-8601を参照のこと。この方法から観察される固有の蛍光の変化は、温度に応じて決まる
ものとして測定され、熱的性質曲線を構築するのに使用される。上述したように、試験分
子（１つまたは複数）の標的分子への結合は、熱的性質曲線をシフトさせ、結合の事象を
判定し定量化／定性化するのに使用される。
【００６６】
　蛍光指標色素および分子
　標的分子の変性／伸展の度合いを測定する別の方法は、標的分子および目的の任意の試
験分子とともにマイクロ流体素子に添加された、指標色素または分子の蛍光を監視するこ
とによるものである。「蛍光指標色素」または「蛍光指標分子」は、標的分子が伸展もし
くは変性したら、あるいは例えば変性によって標的分子の配座が変化する前に標的分子に
結合することができ、かつ、例えば指定の波長の光によって励起された後、蛍光エネルギ
ーまたは光を放射する、蛍光分子または化合物（すなわち、蛍光体）を指す。「蛍光指標
色素」および「蛍光指標分子」はすべての蛍光体を含む。
【００６７】
　例えば、分子上の特定の領域に特異的に結合する蛍光色素は、任意に、本発明のマイク
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ロ流体素子において、温度による標的分子の分子伸展／変性を監視するのに使用される。
そのような蛍光色素群の一例は、分子の疎水性領域に特異的に結合する色素から成る。そ
の群の色素の例示的な、ただし非限定的な一例は、１－アニリノ－８－ナフタレンスルホ
ナート（ＡＮＳ）である。ＡＮＳは、極性環境において低い蛍光を有するが、例えば、未
変性折畳みタンパク質の内部領域に見られるような無極領域に結合するとき、その蛍光収
量は大幅に増強される。例えば、マイクロ流体素子内の温度を上昇させるのに伴って発生
するように、標的分子は変性されるので、それらが変性され、それによって、例えば水な
どの溶媒がＡＮＳの蛍光に達し、それを消光することが可能になる。あるいは、ＡＮＳは
、他のやり方においても、本発明のマイクロ流体素子において調査される特定の分子／反
応／などに応じて、温度誘発性の配座の変化を監視するのに使用することができる（例え
ば、タンパク質の変性の経路は、ＡＮＳが結合し蛍光することができる疎水性領域を作成
することができ、あるいは、変性によって、ＡＮＳが結合することができる疎水性タンパ
ク質小滴を作成することが可能になり、ＡＮＳはタンパク質上の結合部位のための配位子
と競合するので、ＡＮＳ蛍光を監視することができる）。例えば、Schonbrunn, E. et al
. (2000) "Structural basis for the interaction of the fluorescence probe 8-anili
no-1-naphthalene sulfonate (ANS) with the antibiotic target MurA" Proc Natl Acad
 Sci USA 97(12):6345-6349、ならびに、Ory, J. et al. (1999) "Studies of the Ligan
d Binding Reaction of Adipocyte Lipid Binding Protein Using the Fluorescent Prob
e 1,8-Anilinonaphthalene-8-Sulfonate" Biophys 77:1107-1116を参照のこと。他の様々
な疎水性蛍光色素などが、マイクロ流体素子内で検定される標的分子上の他の特定の等級
の領域に結合する、かつ任意に本発明において具体化される蛍光色素として、当該分野に
おいて良く知られている。
【００６８】
　本発明のマイクロ流体素子に使用される別の任意の色素タイプは、核酸の鎖内に挿入す
るものである。そのようなタイプの色素の典型例は臭化エチジウムである。結合検定に臭
化エチジウムを使用する一例としては、例えば、試験分子が核酸標的分子に結合すること
による、臭化エチジウムからの蛍光放射の減少を監視することが挙げられる（臭化エチジ
ウム置換検定）。例えば、Lee, M. et al., (1993) "In vitro cytotoxicity of GC sequ
ence directed alkylating agents related to distamycin" J Med Chem 36(7):863-870
を参照のこと。変性の測定において核酸挿入剤を使用することは、当業者には良く知られ
ている。例えば、Haugland (1996) Handbook of Fluorescent Probes and Research Chem
icals Published by Molecular Probes, Inc., Eugene, ORを参照のこと。
【００６９】
　挿入以外のメカニズムによって核酸に結合する色素も、本発明の実施形態において使用
することができる。例えば、二本鎖ＤＮＡの副溝を結合する色素を使用して、温度による
標的分子の分子伸展／変性を監視することができる。適切な副溝結合色素の例は、オレゴ
ン州ユージーン（Eugene）のMolecular Probes, Inc.によって販売されている色素のサイ
バー・グリーン系である。例えば、Haugland (1996) Handbook of Fluorescent Probes a
nd Research Chemicals Published by Molecular Probes, Inc., Eugene, ORを参照のこ
と。サイバー・グリーン色素は、任意の二本鎖ＤＮＡ分子に結合する。サイバー・グリー
ン色素が二本鎖ＤＮＡに結合すると、蛍光発光の強度が増加する。温度の上昇によってよ
り多数の二本鎖ＤＮＡが変性されるにつれて、サイバー・グリーン色素信号は減少する。
【００７０】
　蛍光偏光
　本発明の他の実施形態は蛍光偏光を利用する。蛍光偏光（ＦＰ）は、目的の分子間のハ
イブリダイゼーション形成を検出する有用な方法を提供する。この方法は、特に、核酸間
のハイブリダイゼーション検出、例えば、一塩基多型（ＳＮＰ）の監視に適用可能である
。
【００７１】
　一般に、ＦＰは、例えば、試験分子および標的分子を含む分子間の結合の事象の前、そ
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の間、および／またはその後に、蛍光色素などの蛍光標識の回転速度を監視することによ
って動作する。要するに、試験分子の標的分子への結合は、通常、分子の１つの上にある
結合標識の回転速度の減少をもたらし、結果としてＦＰの変化につながる。
【００７２】
　例えば、蛍光分子が偏光光源を用いて励起されると、分子は固定面内で蛍光を放射し、
例えば、分子が間隙を介して固定されているという条件で放射光も偏光される。しかし、
分子は一般的に間隙を介して回転し混転しているので、蛍光がその中で放射される面は、
分子の回転とともに変化する（分子の回転拡散とも呼ばれる）。換言すれば、放射された
蛍光は一般に偏光が解消される。分子が溶液中でより高速で回転するほど、その偏光はさ
らに解消される。反対に、分子が溶液中でより低速で回転するほど、その偏光の解消はよ
り少なくなるか、またはさらに偏光される。所与の分子の偏光値（Ｐ）は、分子の「回転
相関時間」、すなわち、約６８．５°の角度で分子が回転するのにかかる時間の量に比例
する。回転相関時間がより少ないほど、分子はより高速で回転し、観察される偏光はより
少なくなる。回転相関時間がより多いほど、分子はより低速で回転し、観察される偏光は
より多くなる。回転緩和時間は、粘性（η）、絶対温度（Ｔ）、モル体積（Ｖ）、および
気体定数（Ｒ）に関連する。回転相関時間は、一般に、回転相関時間＝３ηＶ／ＲＴとい
う式に従って計算される。上記式から分かるように、温度および粘性が一定に維持された
場合、回転緩和時間、およびしたがって偏光値は、分子体積に直接関連する。したがって
、分子がより大きいほど、その蛍光偏光値はより高くなり、反対に、分子がより小さいほ
ど、その蛍光偏光値はより低くなる。
【００７３】
　本発明における蛍光結合検定を行う際、比較的高速の回転相関時間を有する一般的に小
さな蛍光標識分子、例えば、配位子、抗原などが使用されて、はるかに少ない回転相関時
間を有するはるかに大きな分子、例えば、受容体タンパク質、抗体などに結合する。小さ
な標識分子のより大きな分子への結合により、標識付けられた種、すなわち、遊離した未
結合の標識分子の複合体の上の標識付けられた複合体の、回転相関時間が著しく増加する
（回転の量が減少する）。これは、検出可能な偏光のレベルに対して対応する効果を有す
る。具体的には、標識付けられた複合体は、未結合の標識分子よりもはるかに高い蛍光偏
光を示す。
【００７４】
　Nikiforov and Jeong "Detection of Hybrid Formation between Peptide Nucleic Aci
ds and DNA by Fluorescence Polarization in the Presence of Polylysine" (1999) An
alytical Biochemistry 275:248-253に加えて、蛍光偏光および／または分子生物学にお
けるその使用を考察する他の参照文献としては、Perrin "Polarization de la lumiere d
e fluorescence. Vie moyenne de molecules dans l'etat excite" (1926) J Phys Radiu
m 7:390、Weber (1953) "Rotational Brownian motion and polarization of the fluore
scence of solutions" Adv Protein Chem 8:415、Weber (1956) J Opt Soc Am 46:962、D
andliker and Feigen (1961), "Quantification of the antigen-antibody reaction by 
the polarization of fluorescence" Biochem Biophys Res Commun 5:299、Dandliker an
d de Saussure (1970) (Review Article) "Fluorescence polarization in immunochemis
try" Immunochemistry 7:799、Dandliker W. B., et al. (1973), "Fluorescence polari
zation immunoassay. Theory and experimental method" Immunochemistry 10:219、Levi
son S. A., et al. (1976), "Fluorescence polarization measurement of the hormone-
binding site interaction" Endocrinology 99:1129、Jiskoot et al. (1991), "Prepara
tion and application of a fluorescein-labeled peptide for determining the affini
ty constant of a monoclonal antibody-hapten complex by fluorescence polarization
" Anal Biochem 196:421、Wei and Herron (1993), "Use of synthetic peptides as tra
cer antigens in fluorescence polarization immunoassays of high molecular weight 
analytes" Anal Chem 65:3372、Devlin et al. (1993), "Homogeneous detection of nuc
leic acids by transient-state polarized fluorescence" Clin Chem 39:1939、Murakam
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i et al. (1991) "Fluorescent-labeled oligonucleotide probes detection of hybrid 
formation in solution by fluorescence polarization spectroscopy" Nuc Acids Res 1
9:4097、Checovich et al. (1995), "Fluorescence polarization--a new tool for cell
 and molecular biology" (product review), Nature 375:354-256、Kumke et al. (1995
), "Hybridization of fluorescein-labeled DNA oligomers detected by fluorescence 
anisotropy with protein binding enhancement" Anal Chem 67(21):3945-3951、ならび
に、Walker, J. et al. (1996), "Strand displacement amplification (SDA) and trans
ient-state fluorescence polarization detection of mycobacterium tuberculosis DNA
" Clinical Chemistry 42(1):9-13が挙げられる。
【００７５】
　蛍光共鳴エネルギー移動
　本発明のさらに別の任意の実施形態は、蛍光共鳴エネルギー移動（ＦＲＥＴ）を使用し
て、温度に応じて決まる標的分子の配座の変化（および、標的分子と結合することができ
る試験分子との相互作用）を追跡する。ＦＲＥＴは、ドナー発光体から受容体発光体への
エネルギーの距離依存性の移動に依存する。受容体発光体が励起されたドナー発光体に近
接している場合、ドナー発光体の励起は受容体発光体に移動させることができる。これは
、ドナー発光体の強度のそれに付随する減少と、受容体発光体の発光強度の増加とを引き
起こす。励起移動の効率は、とりわけ２つの発光体間の距離に依存するので、この技術は
、配座の変化を検出するときに生じるような、非常に小さな距離を測定するのに使用する
ことができる。この技術は、結合反応、タンパク質間の相互作用、例えば、抗体に結合す
る目的のタンパク質、ならびに２つの標識付けられた分子の近接度を変更する他の生物学
的事象の測定に特に適している。多くの適切な相互作用的な標識が知られている。例えば
、蛍光性ラベル、色素、酵素性ラベル、および抗体ラベルはすべて適切である。相互作用
的な蛍光性標識の対の例としては、テルビウム・キレートとＴＲＩＴＣ（テトラローダミ
ン・イソチオシアネート）、ユーロピウム・クリプテートとアロフィコシアニン、ＤＡＢ
ＣＹＬとＥＤＡＮＳ、および当業者には知られている他の多くのもの（例えば、カルボキ
シフルオレセイン、ヨードアセトアミドフルオレセイン、およびフルオレセイン・イソチ
オシアネートなどのドナー蛍光体と、ヨードアセトアミドエオシン、およびテトラメチル
ローダミンなどの受容体蛍光体）が挙げられる。同様に、２つの熱量測定標識（calorime
tric labels）は、第３の色を生じる組合せをもたらし、例えば、青色発光が黄色発光に
近接していると緑色発光が観察される。蛍光性の対に関しては、互いを消光することが知
られている多数の発光体がある。蛍光消光は、一般的には蛍光発光スペクトルを変えるこ
となく、蛍光量子収率を低減する二分子から成るプロセスである。消光は、一時的な励起
状態相互作用（動的消光）によって、あるいは、例えば非蛍光性の基底状態の種を形成す
ることによって得ることができる。自己消光は、ある発光体が別の発光体によって消光さ
れることであり、高濃度、標識付けの密度、または標識の近接が生じたときに起こる傾向
がある。ＦＲＥＴは、ある発光体の発光がそれに近接している（発光の観察可能な変化が
起こるのに十分な近さで）別の発光体の励起に結合される、距離依存性の励起状態相互作
用である。いくつかの励起発光体は相互作用して、変更された発光スペクトルを示す励起
状態のダイマー（例えば、ピレンｓｎ－２アシル鎖を有するリン脂質類似体）であるエキ
シマーを形成する。例えば、Haugland (1996) Handbook of Fluorescent Probes and Res
earch Chemicals Published by Molecular Probes, Inc., Eugene, OR. e.g., at chapte
r 13、ならびに、Selvin, P. (2000) "The renaissance of fluorescence resonance ene
rgy transfer" Nat Struct Biol 7(9):730-734を参照のこと。
【００７６】
　分子ビーコン
　本発明の他の任意の実施形態は、温度に応じて決まる標的分子／試験分子の配座変化に
続いて、分子ビーコンを使用する。分子ビーコンは、特定の核酸の存在を報告するのに使
用することができるプローブ（すなわち、本発明における試験分子）である。それらは、
検定されている核酸ハイブリッドを隔離することが望ましくないか、あるいは不可能であ
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る状況において特に有用である。
【００７７】
　構造上、分子ビーコンは、特定の核酸シーケンスの中央「ループ」部分を有し、一方が
蛍光部分を有し他方が消光部分を有する２つの相補的な端部領域（互いにアニールされた
）がその側面に位置する、ヘアピン状の核酸分子である。ループ領域は、標的または特定
の核酸シーケンスに対して相補的である。分子ビーコンがその適当な標的分子の存在下に
なく、そのヘアピン状の配座であるとき、蛍光部分および消光部分は、蛍光が消光され、
エネルギーが熱として放射されるのに十分に近接している。しかし、分子ビーコンがその
適当な標的分子に接近しているときは、その内部ループ領域が標的の核酸シーケンスに結
合するように配座が変わる。これにより、蛍光部分が消光部分から離れる方向に動き、そ
の結果、蛍光が回復する。異なる発光体を使用することにより、分子ビーコンは様々な異
なる色で作ることができる。ＤＡＢＣＹＬ（非蛍光性の発色団）は、通常、分子ビーコン
内における万能の消光剤として役立つ。分子ビーコンは非常に特異的であることができ、
したがって、例えば、本発明において、分子間の単一ヌクレオチドの違いを検出するのに
使用することができる。例えば、Tyagi, S. et al. (1996) "Molecular beacons: probes
 that fluoresce upon hybridization" Nat Biotech 14:303-308、ならびに、Tyagi, S. 
et al. (1998) "Multicolor molecular beacons for allele discrimination" Nat Biote
ch 16:49-53を参照のこと。
【００７８】
　円二色性
　本発明の別の任意の実施形態は、円二色性（ＣＤ）を使用して、温度に応じて決まる標
的分子／試験分子の配座の変化を追う。ＣＤは、右円偏光光と左円偏光光との間の分子に
よって吸光度の差を測定する、一種の光吸収分光法である。ＣＤは、ポリペプチドおよび
タンパク質の構造に対する感度が非常に高い。ＣＤの適用および技術の概説については、
例えば、Woody, R. (1985) "Circular Dichroism of Peptides" in The Peptides 7:14-1
14, Academic Press、ならびに、Johnson, W. (1990) "Protein Secondary Structure an
d Circular Dichroism: A Practical Guide" Proteins 7:205-214を参照のこと。分子融
解曲線を構築するため、本発明は、任意に、ＣＤを使用して、温度の変化によって引き起
こされる標的分子と試験分子の配座の変化を追う。
【００７９】
　誘電性
　本発明の任意の実施形態は、誘電性の測定を使用して、分子の配座の変化（例えば配位
子・受容体の結合の場合のように、例えば、分子間の相互作用によって生じるもの）を検
出および／または追跡することを含む。
【００８０】
　誘電性の変化を測定するのに使用される１つの非限定的な任意の装置は、固体の基質に
結合された標的分子から成る。次に、結合された標的分子に信号が伝導され（例えば、電
磁エネルギーの特定の波長）、次に固有の信号応答が測定される。信号応答は、結合され
た標的分子の固有の誘電性によって変調される。試験分子が結合された標的分子と相互作
用する場合、固有の信号応答は変更される。信号応答のこの変更を使用して、標的分子に
対する試験分子の親和性および特異性を決定することができる。
【００８１】
　それに加えて、この方法は、例えば標的分子のアロステリック部位における試験分子の
結合と、標的分子の特性決定された相互作用部位における試験分子の結合とを区別するこ
とができる。換言すれば、非特異的結合は特異的結合とは明確に異なる「サイン」を生じ
る。この検出法の例およびさらなる詳細については、例えば、Smith et al.のＷＯ９９／
３９１９０号、Hefti et al.のＷＯ００／４５１７０号、ならびに、Hefti, J. et al. "
Sensitive detection method of dielectric dispersions in aqueous-based, surface-b
ound macromolecular structures using microwave spectroscopy" Applied Phys Letter
s, 75(12):1802-1804を参照のこと。
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【００８２】
　ＵＶ吸光度
　本発明の任意の実施形態は、ＵＶ吸光度の測定を使用して、核酸分子の変性を検出およ
び／または追跡し、かつ／または核酸の総量を定量化することを含む。一本鎖核酸分子の
ＵＶ吸光度の値は、二本鎖核酸分子の吸光度の値よりも大きいので、ＵＶは、変性の程度
を測定するのに使用することができる。
【００８３】
　本発明の統合システム、方法、およびマイクロ流体素子
　配座の変化の実際の検出および熱的性質曲線の構築に加えて、本発明のマイクロ流体素
子は、多数の任意の変形実施形態、例えば、流体運搬、温度制御、蛍光検出、および加熱
も含む。
【００８４】
　用語「マイクロ流体素子」は、一般にミクロンからサブミクロンの規模で製作される流
体チャネルまたはチャンバ、例えば、一般的に、約１ｍｍ未満の範囲の少なくとも１つの
断面寸法を有するチャネルまたはチャンバを有する素子を指す。マイクロ流体素子内のチ
ャネルは、「マイクロ流体チャネル」と呼ばれる場合もある。マイクロ流体チャネルは、
一般的に、マイクロ流体素子の内部にある閉チャネルである。多くのマイクロ流体素子で
は、チャネルは、第１の平面的な基質の表面上に溝を製作し、次に、その表面に第２の平
面的な基質を付着させることによってそれらの溝を閉じることによって形成される。総合
システム、すなわちマイクロ流体システムは、マイクロ流体素子と適合する。多くのマイ
クロ流体システムでは、マイクロ流体素子は、カートリッジなどの取外し可能な構成要素
である。本発明によるマイクロ流体素子は、検査中の特定の実験などにおいて存在する条
件と適合性をもつ材料から製作することができる。そのような条件としては、ｐＨ、温度
、イオン濃度、圧力、および電界の印加が挙げられるが、それらに限定されない。例えば
、十分に記載されるように、言及されたシステムは、温度制御を利用して、本明細書の方
法に従って熱融解曲線を提供することができる。したがって、材料は、あらゆる選択され
た温度において特定の性質をもたらすように選択することができる。素子の材料は、素子
内で実施される実験の成分に対して不活性であることによっても選択される。そのような
材料としては、意図される用途に応じて、ガラス、石英、シリコン、およびポリマー基材
、例えば、プラスチックが挙げられるが、それらに限定されない。
【００８５】
　本明細書に具体的に示される素子およびシステムは、一般に、少数もしくは１つの特定
の作業を行うことに関して記載されるが、これらのシステムの順応性によって、追加の作
業をこれらの素子に容易に統合することが可能になっていることが、本開示から容易に理
解されるであろう。例えば、記載の素子およびシステムは、任意に、本明細書に具体的に
記載される作業の上流および下流の両方で、事実上あらゆる多数の作業を行うための、構
造、試薬、およびシステムを含む。そのような上流の作業としては、サンプル処理および
調製作業、例えば、細胞分離、抽出、精製、増幅、細胞活性化、標識付け反応、希釈、分
取などが挙げられる。融解曲線を生成する、本発明による作業の上流の作業を行うマイク
ロ流体素子の概略図が、図７に示される。マイクロ流体素子７００はマイクロ流体チャネ
ル７１０を含む。チャネル７１０を貫流する一般的な方向は、素子の上面図にある矢印に
よって示される。上流の作業は素子の領域Ａにおいて行われ、融解曲線は下流領域Ｂにお
いて生成される。図７に示される概要における１つの特に有利な応用例は、サンプルの精
製および／または核酸の増幅を行って、領域Ａにおいて目的の核酸分子を隔離し増幅し、
下流の領域Ｂにおいて、隔離されかつ／または精製された目的の核酸分子を、領域Ｂの融
解曲線を使用して特性決定するものである。使用することができる増幅反応の例としては
、ＰＣＲおよびＬＣＲが挙げられる。上流領域Ａにおいて増幅を実施するため、その領域
内で、適切な増幅試薬が目的の核酸と混合されなければならない。例えば、核酸分子がＤ
ＮＡ分子であり、増幅反応がＰＣＲである場合、増幅試薬は、適切なプライマー、熱安定
性ポリメラーゼ、およびヌクレオチドを含む。下流の作業は、任意に、例えば、サンプル
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成分の分離、成分の標識付け、検定および検出作業、動電学もしくは圧力に基づく成分の
注入など、類似の作業を含む。
【００８６】
　本発明による統合マイクロ流体システムは、マイクロチャネル内の流体および場合によ
っては粒子の移動を方向付ける、流体運搬システムなどの他の特徴を含むことができる。
流体運搬システムは、恐らくは、当該分野において知られている任意の流体移動メカニズ
ム（例えば、マイクロチャネル内の流体圧力を調整する流体圧力源、マイクロチャネル内
の電圧もしくは電流を調整する動電コントローラ、重力流モジュレータ、マイクロチャネ
ル内の磁界を調整する磁気制御素子、またはそれらの組合せ）を使用することができる。
【００８７】
　本発明のマイクロ流体素子は、並行流動流体コンバータ（parallel stream fluidic co
nverter）、すなわち、試薬の少なくとも１つの直列流を、素子内の反応部位（１つまた
は複数）に試薬を並列に送達するための、試薬の並列流に変換することを容易にするコン
バータなどの流体操作素子も含むことができる。例えば、本明細書のシステムは、任意に
、チャネル間の流れの切替えを制御し、かつ／または、マイクロチャネル内の、例えば分
析もしくは培養チャネル内の圧力／真空レベルを制御するため、バルブ・マニホルドおよ
び複数のソレノイド・バルブを含む。流体操作素子の別の例としては、例えば、マイクロ
タイター・プレートからサンプル（１つまたは複数）を吸引するため、また、複数のチャ
ネル、例えば並列の反応もしくは検定チャネルの１つにそれを送達するために、任意に使
用される毛管が挙げられる。それに加えて、分子などは、任意に、１つもしくは複数のチ
ャネルそれぞれと、マイクロウェル・プレートなどのサンプルもしくは粒子の供給源とに
流体連結された１つのピペッター毛管を介して、マイクロ流体素子の１つもしくは複数の
チャネルに装填される。
【００８８】
　本発明では、細胞、タンパク質、抗体、酵素、基質、緩衝液などの材料は、任意に、例
えば、目的の成分の存在を検出することができるように、化合物の活性を判定することが
できるように、または、例えば酵素の活性に対する修飾物質の効果を測定することができ
るように、監視および／または検出される。検出された信号測定値に応じて、任意に、後
に続く流体の操作、例えば、特定の成分を詳細に検定して、例えば熱融解曲線の分析に基
づいて、例えば運動性の情報を判定するか否かに関する決定がなされる。
【００８９】
　本明細書に記載のシステムは、任意に、素子内の流体運搬、流量、および方向を制御す
る追加の器具類、システムによって行われる作業の結果を検出もしくは感知する検出器具
類、プログラムされた命令に従って制御器具類に命令し、検出器具類からデータを受け取
り、データを分析、格納、および解釈し、データおよび解釈を容易にアクセス可能な報告
形式で提供するプロセッサ、例えばコンピュータと併せて、上述したようなマイクロ流体
素子を含む。
【００９０】
　温度制御
　本発明の実施形態は、温度制御を使用して、融解曲線検定のため、分子の融解または変
性を実現する。本発明による総合システムは、温度を制御して、例えば熱循環反応（例え
ば、ＰＣＲ、ＬＣＲ）における反応パラメータを制御し、または試薬の性質を制御するこ
ともできる。一般に、かつ本発明の実施形態では、様々な加熱方法を使用して、小型化さ
れた流体システム内の温度制御をもたらすことができる。そのような加熱方法としては、
ジュール加熱および非ジュール加熱の両方が挙げられる。非ジュール加熱法は、マイクロ
流体素子の内部にあって、すなわちマイクロ流体素子の構造に統合するか、または外部に
あって、すなわち、マイクロ流体素子とは別個であるが、マイクロ流体システムの一部で
あることができる。非ジュール加熱は、光子線、流体を通しての伝導性または対流性の加
熱および冷却（例えば、液体を素子内のチャネルに流すか、または素子の１つもしくは複
数の外面を気体もしくは液体と接触させる）、レーザー、電磁界、電子線、熱電加熱器、
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炉、抵抗性薄膜、抵抗加熱コイル、ペルチエ加熱器、ならびに熱電加熱器または冷却器に
よって実施することができる。それらの非ジュール加熱法の多くは、伝導によってマイク
ロ流体素子と熱エネルギーをやり取りする、マイクロ流体素子の外面と熱接触している熱
伝導性材料のブロックである、熱ブロックと併せて使用することができる。熱伝導性材料
のブロックは、ブロック内の温度変化によってマイクロ流体チャネル内の温度変化が生じ
るという点で、マイクロ流体素子の内部にあるマイクロ流体チャネルと「熱接触」してい
る。熱ブロックの温度は、上記に列挙した非ジュール加熱法の１つまたは複数を使用して
操作することができる。例えば、熱ブロックの温度は、熱ブロックと熱接触している抵抗
性加熱器を流れる電流を制御することによって、またはペルチエ素子を流れる電流を制御
することによって操作することができる。マイクロ流体素子と相互作用するシステム内の
、またはマイクロ流体素子自体の中のコントローラを使用して、対象の温度を調節するこ
とができる。これらの実施例は非限定的であり、他の多数のエネルギー源を利用して、マ
イクロ流体素子内の流体温度を上げることができる。
【００９１】
　非ジュール加熱部は、マイクロ流体素子のチップの外部部分に直接付着させることがで
きる。あるいは、非ジュール加熱部は、マイクロ流体素子の構造に統合することができる
。いずれの場合も、非ジュール加熱は、マイクロ流体素子内のチップの選択された部分に
のみ任意に適用されるか、または、任意に、マイクロ流体素子のチップ全体を加熱し、チ
ップ全体にわたって均一な温度分布をもたらす。
【００９２】
　エネルギー・シンクを使用することにより、様々な方法を使用してマイクロ流体システ
ム内の流体温度を下げることができる。エネルギー・シンクは、ヒート・シンクまたは化
学シンクであることができ、フラッド、時間変動性、空間変動性、または連続的であるこ
とができる。ヒート・シンクは、特に、流体噴出口、液体噴出口、気体噴出口、極低温流
体、過冷却液体、熱電冷却手段、例えば、ペルチエ素子または電磁界を含むことができる
。エネルギー・シンクは、任意のジュールまたは非ジュール加熱法を使用して加熱もされ
ている、マイクロ流体素子の領域を冷却するのに使用することができる。例えば、液体冷
却の形態のエネルギー・シンクを図１０のマイクロ流体素子１００の裏面に適用して、加
熱領域１３０の温度を下げることができ、金属トレース１５０を使用して、加熱領域１３
０の温度を上げることができる。エネルギー・シンクをジュールまたは非ジュール加熱法
と併せて使用することで、熱循環の間に、マイクロ流体素子がより急速に温度を変えるこ
とができる。
【００９３】
　一般に使用されるほとんどの非ジュール加熱法は、熱エネルギーをマイクロ流体素子に
供給し、そのエネルギーを素子内のチャネルには直接供給しない。例えば、上記に列挙し
た非ジュール加熱法の多くは、マイクロ流体素子の外面に熱を送達するので、それらの方
法においては、熱は、チャネル内の流体に達する前に、マイクロ流体素子の本体を介して
伝導されなければならない。例えば、熱ブロックを使用する実施形態では、マイクロ流体
チャネル内に収容された流体の温度変化をもたらすには、ブロックとマイクロ流体素子の
間の界面を介して、マイクロ流体素子の本体を介して、かつチャネルの内面を介して、熱
がブロックとの間で交換されることを必要とする。様々な界面およびマイクロ流体素子の
本体を介して熱を伝導することが必要なため、熱慣性が作り出される場合があり、それに
よって、熱ブロックが加熱または冷却される時間と、加熱または冷却が素子のマイクロチ
ャネル内の温度に影響する時間との間に遅延が起こる。さらに、非ジュール加熱法のほと
んどは、マイクロ流体素子の本体全体を均一に加熱するものではなく、例えば、熱が素子
の１つの表面のみに加えられることがあり、または、素子の１つの表面が加熱され、素子
の別の表面が冷却されることがあるので、マイクロ流体素子の本体内に温度のばらつきが
あることは非常に一般的である。換言すれば、マイクロ流体素子のチャネル内の温度は、
素子の外面の１つまたは複数の温度と異なることがある。
【００９４】
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　熱慣性によるチャネル内の温度応答における遅延、ならびに表面温度とチャネル温度の
間のオフセットにより、素子のチャネル内にある流体の非常に正確な温度制御が厄介にな
る可能性があるが、それは、温度測定素子をマイクロチャネル内に置くことが一般的に非
常に困難なためである。マイクロ流体チャネル内の基準温度を決定する上述の方法を使用
して、温度オフセットを定量化することができる。応答時間の遅延は、定量化し、したが
って、多数のやり方で補償することができる。遅延を定量化する１つの方法は図８に示さ
れる。ほとんどの蛍光体によって生じる蛍光の量は温度によって変わるので、チャネル内
の蛍光の相対量はチャネル内の相対温度の指標であり得る。図８に示されるように、マイ
クロ流体素子の外面の温度８２０は、その表面を直接加熱し冷却することによって特徴的
なパターンで変化し得る。図８の特徴的なパターンは正弦波である。素子の表面に適用さ
れる温度変化のパターンにより、その表面と熱接触している素子内のチャネルの温度変化
において類似のパターンが生じる。それらのチャネル内の蛍光体によって生じる蛍光の量
は温度によって変わるので、パターンはやはり、チャネルから発する蛍光の量として再現
される。したがって、図８の実施形態では、マイクロ流体素子の外面の温度の正弦波的変
化により、チャネルから発する正弦波的な蛍光の変化８１０が生じる。図８に示される実
施形態では、チャネル内の物質の蛍光は、物質の温度が上昇するにつれて減少する。熱慣
性によって引き起こされる遅延は、表面上で温度が最高であるときとチャネル内で温度が
最高であるときとの間のオフセット８３０を作り出す（最小蛍光値によって示される）。
したがって、表面の温度を正弦波的に変化させ、チャネル内の正弦波的な蛍光応答を監視
することで、熱慣性によって生じる時間遅延を定量化することが可能になる。図８に示さ
れる方法は、蛍光が温度によって増加するか減少するかに関わらず、蛍光が温度によって
変わる任意の蛍光化合物で有効である。さらに、認識可能な特徴を有する温度変化の他の
任意のパターンを使用して、時間遅延を測定することができる。例えば、パターンは、正
弦波ではなく階段関数またはパルスであることができる。遅延を定量化する別のやり方は
、予め定められた温度で融解する融解点プローブが融解した時点で、マイクロ流体素子の
表面の温度を測定するものである。素子の表面上で測定された温度オフセットと、素子の
チャネル内の流体温度とを定量化する１つの方法は、上述の方法を使用して、Ｔｍが既知
である分子の融解曲線を生成し、チャネル内の温度がＴｍであるときのマイクロ流体素子
の表面における温度を判定することによって、基準温度を決定するものである。
【００９５】
　ジュール加熱法では、チャネル内の流体を流れる電流は、流体の電気抵抗によってエネ
ルギーを散逸することによって熱を生じる。電力は、電流が流体を流れるにつれて散逸し
、時間に応じて決まるエネルギーとして流体に入って、流体を加熱する。次の数式は、一
般に、電力、電流、および流体抵抗の間の関係を説明する。ＰＯＷＥＲが、流体中に散逸
する電力であり、Ｉが、流体を流れる電流であり、Ｒが、流体の電気抵抗であるとき、Ｐ
ＯＷＥＲ＝Ｉ２Ｒである。
【００９６】
　上述の式は、電流（「Ｉ」）に対する散逸した電力（「ＰＯＷＥＲ」）と抵抗（「Ｒ」
）との関係を規定する。流体を移動させることを対象とする本発明の実施形態のいくつか
では、電力の一部は流体をチャネルに流す運動エネルギーになる。ジュール加熱は、チャ
ネル内の流体を加熱する電力の選択された一部、またはマイクロ流体素子の選択されたチ
ャネル領域（１つまたは複数）を使用し、チャネル内電極を利用することができる。例え
ば、米国特許第５，９６５，４１０号を参照のこと。このチャネル領域は、チャネル構造
の他のチャネル領域よりも断面が狭いか、または小さい場合が多い。小さな断面によって
流体の抵抗がより大きくなり、そのため、電流が流れるにつれて流体の温度が上昇する。
あるいは、電流は、電圧を増加させることによってチャネルの長さに沿って増加させるこ
とができ、そのため流体中に散逸する電力量も増加して、それに対応して流体温度が増加
する。
【００９７】
　ジュール加熱により、例えば加熱することが望ましくない他の領域を加熱することなく
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、本発明の素子の別個のマイクロ流体エレメント内、例えば、１つもしくは複数の別個の
チャネル内の、温度および／または加熱を正確に局所制御することが可能になる。マイク
ロ流体エレメントは、それらが中に製作されるマイクロ流体素子全体の質量に比べて非常
に小さいので、そのような熱は実質的に局所的なままであり、例えば、他の流体エレメン
トに影響する前に素子内に、かつ素子から散逸する。換言すれば、比較的大規模な素子は
、中に収容された別個の流体エレメントのためのヒート・シンクとして機能する。
【００９８】
　マイクロチャネルの領域の流体または物質の温度を選択的に制御するため、本発明のジ
ュール加熱電源は、いくつかの任意のやり方で電圧および／または電流を印加することが
できる。例えば、電源は任意に直流（すなわち、ＤＣ）を印加し、それは、マイクロチャ
ネルの１つの領域を流れ、別の領域内の流体および物質を加熱するため、断面がより小さ
い同じマイクロチャネルのその第２の領域に入る。この直流は、領域間に印加された任意
の電圧または電界を補足して、物質が各領域を出入りするようにするため、大きさを選択
的に調節することができる。物質の移動に悪影響を及ぼさずに、領域内の物質を加熱する
ため、交流（すなわち、ＡＣ）を電源によって選択的に印加することができる。流体を加
熱するのに使用される交流は、流体が素子の様々な領域を出入りするようにするため、領
域間に印加される任意の電圧または電界を補足するように選択的に調節することができる
。ＡＣ電流、電圧、および／または周波数は、例えば、流体を実質的に移動させずに流体
を加熱するように調節することができる。あるいは、電源は、電流および／もしくは電圧
のパルスまたはインパルスを印加することができ、それは、１つのマイクロチャネルを流
れ、別のマイクロチャネル領域に入って、所与の時点で適時領域内の流体を加熱する。こ
のパルスは、物質、例えば流体または他の物質が様々な領域を出入りするようにするため
、領域間に印加される任意の電圧または電界を補足するように、選択的に調節することが
できる。パルスの幅、形状、および／または強度は、例えば、流体または物質を実質的に
移動させることなく流体を加熱するか、あるいは物質を加熱すると同時に流体または物質
を移動させるように調節することができる。さらにまた、電源は、任意に、用途に応じて
、ＤＣ、ＡＣ、およびパルスの任意の組合せを印加する。マイクロチャネル（１つまたは
複数）自体は、任意に、そこに流される電流の加熱効果と、電流から流体へのエネルギー
の熱移動とを向上させる、所望の断面（例えば、直径、幅、もしくは深さ）を有する。
【００９９】
　電気エネルギーは、任意に、マイクロ流体素子に収容された流体内の温度を直接制御す
るのに使用されるので、本発明は、任意に、本明細書に示されるような、動電物質搬送シ
ステムを使用するマイクロ流体システムに利用される。具体的には、同じ電気コントロー
ラ、電源、および電極を、材料運搬の制御と同時に温度を制御するのに容易に使用するこ
とができる。
【０１００】
　本発明のいくつかの実施形態では、素子は、帯域加熱を使用することにより、複数の温
度帯を規定する。そのような一例の装置が、Kopp, M. et al. (1998) "Chemical amplifi
cation: continuous-flow PCR on a chip" Science 280(5366): 1046-1048に記載されて
いる。そこに記載されている装置は、ＰＣＲの変性、アニーリング、およびプライマー延
長温度に対応する、３つの温度帯を有するチップから成る。温度帯は、３つの温度帯を３
つの異なる熱ブロックと熱接触させることによって作成することができ、３つの熱ブロッ
クはそれぞれ異なる温度で維持される。チップの形に製作されたチャネルは、２０サイク
ルのＰＣＲを達成するため、各帯域を複数回通過する。チップを通る流体の流量を変える
ことにより、Kopp et al.はＰＣＲのサイクル時間を変えることができた。本発明に使用
される素子はKoppによって記載されているものに類似し得るが、一般的に大幅な点で異な
る。例えば、Koppによって行われた反応は２０サイクルに限定されており、それが彼らの
実験に使用されるチップの固定の態様であった。本発明によれば、反応は、任意に、あら
ゆるサイクル数を含む（例えば、検定される特定の分子のパラメータに依存する）。また
、本発明は、例えば、ＰＣＲの代わりに標的／試験分子を変性および／または再生するた
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め熱循環を利用する。マイクロ流体素子内の温度制御のさらなる例については、例えば、
Kopf-Sillの米国特許第６，３０３，３４３号（名称「Inefficient Fast PCR」）、なら
びに、Knapp, M., et al.の米国特許第６，４０３，３３８号（名称「Microfluidic syst
ems and methods of genotyping」）を参照のこと。
【０１０１】
　上述の温度制御方法は、ストップト・フロー形式または連続フロー形式のどちらかで融
解曲線分析を実施するために使用することができる。ストップト・フロー形式では、流れ
がマイクロチャネル内で停止される一方、そのチャネル内の温度が、所望の融解曲線を生
成するのに必要な温度範囲を通して増減される。チャネル内の温度の増減の制御は、ジュ
ールまたは非ジュール加熱法のいずれかを、場合によってはエネルギー・シンクと併せて
使用して達成することができる。ストップト・フロー形式において融解曲線を生成するの
に必要な流れを停止することで、一般的に、マイクロ流体素子内のいかなる場所でも流れ
が停止される。したがって、ストップト・フロー形式の融解分析を、融解曲線分析の上流
または下流のどちらかで連続フロー・プロセスと統合することは困難である。したがって
、例えば、ストップト・フロー形式の融解曲線分析を、米国特許公開公報第２００２／０
１９７６３０号および同第２００５／００４２６３９号に記載されている連続フローＰＣ
Ｒプロセスと統合することは困難である。したがって、特に、融解曲線分析の上流または
下流のプロセスが連続フロー・プロセスであるとき、連続フロー形式で融解曲線分析を行
うことができることは有利である。
【０１０２】
　ストップト・フロー形式を使用する実施形態では、温度の制御された増減は、分子（１
つまたは複数）の温度を継続的に上昇させることによって、分子（１つまたは複数）の温
度を上げることを含む。例えば、分子（１つまたは複数）の温度は、０．１℃／秒～１℃
／秒の範囲の速度で継続的に上昇させることができる。あるいは、分子（１つまたは複数
）の温度は、０．０１℃／秒～０．１℃／秒などのより低速で、あるいは１℃／秒～１０
℃／秒などのより高速で継続的に上昇させることができる。
【０１０３】
　融解曲線分析は、マイクロチャネルの長さに沿って（すなわち、流れの方向に平行）温
度勾配を適用することによって、連続フロー形式で行うことができる。融解曲線分析が、
分析されている分子が第１の温度から第２の温度に及ぶ温度範囲に晒されることを必要と
する場合、マイクロチャネルの長さの一端における温度は第１の温度に制御され、長さの
他端における温度は第２の温度に制御され、したがって、第１および第２の選択された温
度の間の温度範囲にわたる連続的な温度勾配が作成される。マイクロチャネルの一部を通
る流体の定常状態の流れが確立されると、対応する温度勾配がその流体内に確立される。
ジュール加熱が使用されるとき、長さに沿って断面積が継続的かつ単調に変わるようにチ
ャネルを製作し、次にその長さに単一の電流を印加することによって、マイクロチャネル
の長さに沿って温度勾配を確立することができる。上述の非ジュール加熱法のほぼいずれ
か１つを、場合によってはエネルギー・シンクと併せて使用して、チャネルの長さ全体に
わたる温度勾配を確立することができる。例えば、熱ブロックを、温度勾配をその全体に
確立すべきマイクロチャネルの長さと接触させることができ、２つの別個のペルチエ素子
をブロックの２つの端部に置き、それによって、マイクロチャネルの長さ方向に対応する
方向で、ブロック全体にわたって温度勾配を確立することができる。
【０１０４】
　温度の所望の範囲に及ぶ温度勾配がマイクロチャネルの長さ全体にわたって確立される
とき、融解曲線を生成するために必要なのは、チャネルに沿った複数の地点において、結
合または変性を示す物理的性質、例えば蛍光を測定することのみである。蛍光の場合、こ
れは、光アレイが、チャネルの長さに沿った複数の地点で蛍光をサンプリングするように
、光検出器のアレイをチャネルと光学的に連通させることによって達成することができる
。正確な融解曲線、特に、Ｔｍの正確な判定を行うことができるように、温度軸に沿って
正確な曲線を生成するため、熱検出器のアレイも使用して、マイクロチャネルの長さに沿



(31) JP 5517456 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

った温度のばらつきを測定するべきである。連続フロー形式の融解曲線分析を行うことが
できる、２つのマイクロ流体システムの概略図が、図９Ａ、９Ｂ、および９Ｃに示される
。図９Ａに示されるシステムでは、光検出器アレイ９１０および熱検出器アレイ９２０は
両方とも、マイクロ流体素子９００の上に配置される。図９Ｂに示されるシステムでは、
光検出器アレイ９１０はマイクロ流体素子９００の上に配置され、熱検出器アレイ９２０
はマイクロ流体素子の下に配置される。図９Ｃは、光アレイおよび熱アレイが、熱勾配が
適用されているマイクロ流体チャネル９１５の長さ９０５をどのようにサンプリングする
かを概略的に示す。マイクロチャネル９１５のその長さ９０５の中では、ハッシュ・マー
ク９５０（部分集合のみが指示されている）のそれぞれがチャネル９１５を横切る位置で
温度および蛍光の測定がなされる。温度は、マイクロチャネルの長さ９０５に沿って、融
解曲線中の最低温度から融解曲線の最高温度まで単調に変化するので、また、蛍光読取値
はそれぞれ、温度読取値それぞれと同じ位置で取られるので、チャネルに沿った複数の地
点それぞれにおいて取られる組み合わされた蛍光／温度データは、融解曲線中のデータ点
となる。
【０１０５】
　図９Ａ～９Ｃに示される実施形態では、分析されている分子（１つまたは複数）の温度
は、分子（１つまたは複数）を含む流体が、熱勾配が適用されているマイクロ流体チャネ
ル９１５の長さに沿って流れる結果として、継続的に上昇されるか、または制御可能に増
減される。温度勾配が適用されるチャネルの長さに沿って流れる結果として、分子（１つ
または複数）の温度が継続的に上昇される実施形態では、分子（１つまたは複数）の温度
が継続的に上昇される速度は、温度勾配、チャネルの幾何学形状（例えば、チャネルの断
面積）、または分子（１つまたは複数）を含む流体の流量の１つまたは複数を変化させる
ことによって制御することができる。チャネルを通る流体の流量を変化させることにより
、分子（１つまたは複数）の温度を、０．１℃／秒～１℃／秒の範囲の速度、０．０１℃
／秒～０．１℃／秒の範囲の速度、または１℃／秒～１０℃／秒の範囲の速度を含む様々
な速度で、継続的に上昇させることができる。
【０１０６】
　光検出器アレイに使用することができるタイプの光検出器は、「検出器」セクションに
て後述される。様々な異なるタイプの感温体を熱検出器アレイに使用することができる。
例えば、アレイ内の検出器はそれぞれ、熱電対、抵抗感温体、もしくはサーミスターなど
の接触感温体、または、ＩＲ温度計もしくは光高温計などの非接触感温体であることがで
きる。検出器がマイクロチャネル内の流体を直接サンプリングする場合を除いて、測定さ
れた温度とチャネル内の温度との間の差を補償するため、上述の方法を使用することが必
要なことがある。
【０１０７】
　上述のことから分かるように、本発明は、考慮される分子の特定の必要性に応じて、多
くの異なる配置で構成することができる。例えば、温度サイクル・パターンは多数のやり
方で配置することができる。いくつかの非限定例としては、温度が複数帯域を通して循環
する（例えば、標的分子が主として未変性である温度から、標的分子が主として変性され
る温度まで上昇する）領域を、分子の様々な混合物が貫流するようにアレイを構成すると
ともに、信号（例えば、蛍光、誘電性など）を継続的に監視するもの、分子のＴｍを測定
し、温度をそこで保持することによって熱／流れのアレイを構成するとともに、信号中の
あらゆる配位子誘発性の変化（例えば、蛍光、誘電性などの変化）を監視するもの、なら
びに、Ｔｍから温度を循環させ、信号中のあらゆる配位子誘発性の変化（例えば、蛍光な
どの変化）を監視するもの（そのような方法は発泡の問題を回避するのに有用である）が
挙げられる。やはり、上述の非限定例は、本発明の様々な構成／実施形態の例に過ぎない
。
【０１０８】
　流体流れ
　様々な制御器具類は、任意に、例えば、圧力に基づく、もしくは動電学的制御によって
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、本発明の素子内の流動物質および／または物質の運搬および方向を制御するため、上述
のマイクロ流体素子と併せて利用される。
【０１０９】
　本発明のシステムでは、流体方向システムは、マイクロ流体素子を介して、サンプル（
例えば、試験分子および標的分子）、試薬（例えば、基質）などの運搬、流れ、および／
または移動を制御する。例えば、流体方向システムは、任意に、分子の１つまたは複数の
サンプルの移動を、分子が任意に培養される第１のマイクロチャネル内へと方向付ける。
また、任意に、１つまたは複数のサンプルの同時のまたは継続的な移動を、検出領域内へ
と、かつ任意に、例えば試薬レザーバを出入りするように方向付ける。
【０１１０】
　流体方向システムは、任意に、複数のサンプルの本発明の素子内への装填およびそこか
らの取出しも方向付ける。流体方向システムはさらに、任意に、それらの移動を反復して
繰り返して、例えば、数千のサンプルの高スループットのスクリーニングをもたらす。あ
るいは、流体方向システムは、より少ない反復の程度、または低スループットのスクリー
ニング（例えば、観察中の特定の分析が、例えば高スループットの形式が非生産的になる
長い培養時間を必要とするときに適用される）での移動を繰り返し、あるいは、流体方向
システムは、検定の特定の要件に応じて、高スループットの形式および低スループットの
スクリーニングを利用する。それに加えて、本発明の素子は、任意に、所与の時間内で分
析されるサンプルの量を増加させるため、例えば、スクリーニング用の単一のコントロー
ラに連結されたチャネルの一連の多重ピペッター素子または多重システムを使用すること
によって、多重形式を使用して高スループットのスクリーニングを達成する。
【０１１１】
　マイクロ流体チャネルを通る粒子の運搬または移動を達成する１つの方法は、動電学的
物質運搬によるものである。一般に、動電学的物質運搬および方向システムは、構造に印
加される電界内における荷電化学種の電気泳動移動度に依存するシステムを含む。そのよ
うなシステムは、より具体的には、電気泳動物質運搬システムと称される。
【０１１２】
　本明細書にて使用されるような動電学的物質運搬システムとしては、物質に電界を印加
することによって、マイクロチャネルを収容する構造内で物質を運搬し方向付け、それに
より、マイクロチャネルおよび／またはマイクロチャンバを通して、かつその中で物質を
移動させるシステムが挙げられ、例えば、カチオンは陰極に向かって動き、アニオンは陽
極に向かって動く。カソードまたはアノードに向かう、もしくはそこから離れる方向への
流体の移動により、流体中に懸濁された粒子（または、さらには流体がその上を流れる粒
子）の移動を生じさせることができる。同様に、粒子は荷電することができ、その場合、
粒子は、逆に荷電された電極に向かって動く（実際には、一方向の流体の流れを達成し、
一方で逆方向の粒子の流れを達成することが可能である）。本発明のいくつかの実施形態
では、流体は不動または流動的であることができる。
【０１１３】
　本発明の任意の電気泳動の応用例の場合、動電運搬システムの内部チャネルの壁は、任
意に、荷電または非荷電状態である。一般的な動電運搬システムは、ガラス、荷電ポリマ
ー、および非荷電ポリマーで作られる。内部チャネルは、任意に、チャネルの表面電荷を
変更する材料でコーティングされる。様々な動電コントローラは、例えば、RamseyのＷＯ
９６／０４５４７号、Parce et al.のＷＯ９８／４６４３８号、および、Dubrow et al.
のＷＯ９８／４９５４８号、ならびに本明細書にて言及される様々な他の参照文献に記載
されている。
【０１１４】
　適切な電界を提供するため、マイクロ流体素子のシステムは、任意に、様々なマイクロ
チャネルおよびマイクロチャンバそれぞれに同時に選択可能な電圧レベルを印加し、かつ
接地を含むことができる電圧コントローラを含む。そのような電圧コントローラは、任意
に、選択可能な電圧レベルを得るため、複数の分圧器および複数の継電器を使用して実施
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される。あるいは、複数の独立した電圧源が使用される。電圧コントローラは、複数の流
体導管（例えば、マイクロチャネルなど）それぞれの中に配置または製作された電極を通
して、素子の流体導管それぞれに電気的に接続される。一実施形態では、複数の電極は、
マイクロチャネル（１つまたは複数）内の電界の方向を切り替え、それによって被検体が
マイクロチャネルの物理的長さよりも長い距離を移動するように位置付けられる。動電運
搬を使用して、相互接続されたチャネル構造内の物質の移動を制御することは、例えば、
RamseyのＷＯ９６／９４５４７号に記載されている。代表的なコントローラは、米国特許
第５，８００，６９０号に記載されている。調整電圧は、素子の様々な流体領域に同時に
印加されて、所望の流体流れ特性、例えば、廃棄物レザーバへの標識付けされた成分の連
続的または不連続的な流れに影響を与える（例えば、規則的なパルス電界は、サンプルを
移動方向に振動させる）。特に、様々な領域において印加される電圧の調整により、素子
の相互接続されたチャネル構造を通して流体の流れを移動させ方向付けることができる。
【０１１５】
　上述の制御器具類は、任意に、目的の領域の下流にある物質の動電学的な注入または抜
取りをもたらして、上流の流量を制御するのにも使用される。上述のものと同じ器具類お
よび技術は、流体を下流のポートに注入して、流れ制御要素として機能させるのにも使用
される。
【０１１６】
　本発明は、任意に、例えば、動電方法が望ましくない状況で利用可能な、他の運搬方法
も含む。例えば、流体の運搬および方向付け、サンプルの導入および反応などは、任意に
、サンプル混合中の動電学的偏倚を避けるため、全体的にもしくは部分的に、圧力に基づ
くシステム内で実施される。高スループットのシステムは、一般的に、圧力誘発性のサン
プル導入を使用する。圧力に基づく流れは、動電運搬も使用されるシステムにおいても望
ましい。例えば、圧力に基づく流れは、任意に、生成物が電気泳動的に分離されるシステ
ム内に試薬を導入し、そこで反応させるために使用される。本発明では、分子は任意に装
填され、他の試薬は、例えば動電学的流体制御を使用して、かつ／または圧力下で、マイ
クロチャネルに貫流される。
【０１１７】
　圧力は、任意に、本発明のマイクロスケールの素子、例えば、マイクロチャネル、マイ
クロチャンバ、領域、またはレザーバに適用されて、様々な技術のいずれかを使用して流
体移動を達成する。流体の流れ、ならびに、細胞もしくは分子を含む、流体内に懸濁また
は溶解された物質の流れは、任意に、例えば、ピストン、圧力隔膜、真空ポンプ、プロー
ブなどを使用して、流体置換に基づくものなど、圧力に基づくメカニズムによって規制さ
れて、マイクロ流体システム内のある部位において液体を置換し、圧力を上下させる。圧
力は、任意に、空気圧式、例えば加圧気体であり、または、液圧式、例えば加圧液体を使
用し、あるいは、容積式メカニズム、例えば、物質レザーバに嵌入されたプランジャを使
用して、物質をチャネルもしくは他の導管に貫流させ、あるいは、それらの力の組合せで
ある。内部供給源としては、微細加工ポンプ、例えば、当該分野において説明されている
、隔膜ポンプ、熱ポンプ、ラム波ポンプなどが挙げられる。例えば、米国特許第５，２７
１，７２４号、同第５，２７７，５６６号、および同第５，３７５，９７９号、ならびに
、ＰＣＴ公開公報ＷＯ９４／０５４１４号、およびＷＯ９７／０２３４７号を参照のこと
。
【０１１８】
　いくつかの実施形態では、圧力源は、マイクロチャネルの一端においてレザーバまたは
ウェルに適用されて、流動物質をチャネルに貫流させる。任意に、圧力は、チャネル終端
の複数のポートに印加することができ、または、単一の圧力源を主要なチャネル終端に使
用することができる。任意に、圧力源は、主要チャネルの下流の終端に、または複数のチ
ャネルの終端に適用される真空源である。圧力または真空源は、任意に、素子またはシス
テムの外部に供給され、例えば、チャネルの入口もしくは出口に封止可能に適合された外
部真空もしくは圧力ポンプであり、あるいは、素子の内部にあり、例えば、素子に統合さ
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れ、チャネルに動作可能に連結された微細加工ポンプであり、あるいは、素子の外部およ
び内部の両方にある。微細加工ポンプの例は、当該分野において広く説明されている。例
えば、国際公開公報ＷＯ９７／０２３５７号を参照のこと。
【０１１９】
　これらの印加される圧力または真空は、チャネルの長さ全体にわたって圧力差を発生さ
せて、流体を駆動してそこに流す。本明細書に記載される相互接続されたチャネル・ネッ
トワークでは、容積単位の差圧流量は、任意に、複数のポートにおいて異なる圧力または
真空を印加することによって、あるいは、共通の廃棄物ポートにおいて単一の真空を印加
し、様々なチャネルを適切な抵抗で構成して、所望の流量をもたらすことによって達成さ
れる。システムの例は、１９９９年１月２８日出願の米国特許出願第０９／２３８，４６
７号に記載されている。本発明では、例えば、真空源は、任意に、様々なチャネルに異な
る圧力レベルを印加して、チャネル間で流れを切り替える。上述したように、これは、任
意に、複数の供給源を用いて、または単一の供給源を、複数の電子制御バルブ、例えばソ
レノイド・バルブを含むバルブ・マニホルドに接続することによって行われる。
【０１２０】
　ストップト・フロー形式を使用して融解曲線が生成される実施形態では、融解曲線がそ
の中で生成されているマイクロチャネル内の流れが完全に停止されて、分析されているサ
ンプルの完全性を維持することが重要である。光退色によって生じるサンプルの蛍光特性
の変化を使用して、マイクロチャネルを通る流れが完全に停止されているかを判定するこ
とができる。流れている液体における光退色の量は、停滞している流体における光退色の
量よりも少ないが、これは単に、流れている液体中の蛍光部分が、励起光に暴露される時
間が短く、それらの部分が検出帯域を移動しているためである。したがって、光退色のレ
ベルは、蛍光部分を含む流体がマイクロチャネル内で移動しているか静止しているかを示
す。例えば、マイクロ流体チャネル内で流れを完全に停止させる、すなわちゼロ流量を生
じさせるのに必要な正確な推進力が未知の場合、正確な推進力を包含する範囲の推進力を
チャネルに適用することができる。マイクロ流体チャネル内の流体が蛍光体を含有する場
合、かつ、蛍光体を励起するのに使用される光が、蛍光体を光退色させるのに十分な強度
のものである場合、チャネルを通る流体の流量がゼロのとき、最大量の蛍光体の光退色が
起こる。光退色の量を最大限にすることで、蛍光体によって生じる蛍光の量が最小限にな
る。したがって、ゼロ流量に相当する推進力は、蛍光の最小量を生じさせる推進力である
。
【０１２１】
　流体静力、ウィッキング力、および毛管力も、任意に、本発明の酵素、基質、修飾因子
、またはタンパク質混合物などの物質の継続的な流体流れのための、流体圧力を供給する
のに使用される。例えば、Alajoki et al.の米国特許出願第０９／２４５，６２７号（名
称「METHOD AND APPARTUS FOR CONTINUOUS LIQUID FLOW IN、MICROSCALE CHANNELS USING
 PRESSURE INJECTION、WICKING AND ELECTROKINETIC INJECTION」、代理人整理番号０１
７６４６-００７００１０、１９９９年２月５日出願）を参照のこと。ウィッキング／毛
管法を使用する際、吸着剤または分岐毛管構造が、圧力が印加される領域と流体接触され
、それによって、流体が、吸着剤または分岐毛管構造に向かって移動される。毛管力は、
任意に、本発明の動電学的な、または圧力に基づく流れと併せて使用される。毛管作用は
チャネルを通して物質を引張る。例えば、灯芯が任意に加えられて、マイクロスケールの
チャネルまたは毛管内に固定された多孔質マトリックスを通して流体が引張られる。
【０１２２】
　本発明は、任意に、例えば、Parce et al.,の"PREVENTION OF SURFACE ADSORPTION IN 
MICROCHANNELS BY APPLICATION OF ELECTRIC CURRENT DURING PRESSUE-INDUCED FLOW"、
（１９９９年５月１１日出願、代理人整理番号０１－７８－０）に記載されているような
、流体に基づく流れの間、材料の吸着を低減するメカニズムを含む。概して、圧力に基づ
く流れの間の、成分、タンパク質、酵素、マーカー、および他の物質の、チャネル壁また
は他のマイクロスケール構成要素への吸着は、流れの間、交流などの電界を物質に印加す
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ることによって低減することができる。あるいは、吸着による流量変化が検出され、圧力
または電圧を変えることによって流量が調節される。
【０１２３】
　本発明はまた、任意に、標識付け試薬、酵素、修飾因子、および他の成分を、マイクロ
スケール流路の中心に集中させるメカニズムを含み、これは、例えば、H. Garrett Wada 
et al.の"FOCUSING OF MICROPARTICLES IN MICROFLUIDIC SYSTEMS"、（代理人整理番号０
１－５０５－０、１９９９年５月１７出願）に記載されているように、例えば圧力に基づ
く流れにおいて、流れの速度を規制することによって検定のスループットを増加させるの
に有用である。概して、サンプル物質は、流体流れを反対側のチャネルから主要チャネル
に集中させることによって、または他の流体操作によって、チャネルの中心に集中する。
【０１２４】
　代替実施形態では、本発明のマイクロ流体システムは、遠心機内で回転する遠心ロータ
ー素子に組み込むことができる。流体および粒子は、重力および求心／遠心圧力によって
素子を通って移動する。
【０１２５】
　本発明の素子および方法における流体流れまたは粒子流れは、任意に、上述の技術のい
ずれか１つを単独で、または組合せで使用して達成される。一般的には、関与するコント
ローラ・システムは、本明細書に記載されるようなマイクロ流体素子またはシステム・エ
レメントを受け入れるように、またはそれらと適合するように適切に構成される。例えば
、コントローラは、任意に、本発明の素子が取り付けられて、コントローラと素子の間の
適切な適合を容易にするステージを含む。一般的には、ステージは、入れ子状のウェル、
整列ピンおよび／または穴、非対称の縁部構造（適切な素子の位置合せを容易にする）な
ど、適切な取付け／位置合せ構造要素を含む。多くのそのような構成が、本明細書にて言
及される参照文献に記載されている。
【０１２６】
　検出
　一般に、マイクロ流体素子内の検出システムは、例えば、光センサ、温度センサ、圧力
センサ、ｐＨセンサ、導電率センサなどを含む。これらのタイプのセンサはそれぞれ、本
明細書に記載のマイクロ流体システムに容易に組み込まれる。これらのシステムでは、そ
のような検出器は、マイクロ流体素子、または素子の１つもしくは複数のマイクロチャネ
ル、マイクロチャンバ、または導管の中に、あるいはそれらに隣接して置かれるので、検
出器は、素子、チャネル、またはチャンバと感覚的に連通している。特定の要素または領
域に「近接する」という語句は、本明細書で使用されるとき、一般に、検出器が対象とす
る、マイクロ流体素子、マイクロ流体素子の一部、またはマイクロ流体素子の一部の内容
物の性質を、検出器が検出することができるような検出器の位置を指す。例えば、マイク
ロスケールのチャネルと感覚的に連通しているｐＨセンサは、そのチャネル内に配置され
た流体のｐＨを判定することができる。同様に、マイクロ流体素子の本体と感覚的に連通
している温度センサは、素子自体の温度を判定することができる。
【０１２７】
　様々な分子／反応特性を、本発明のマイクロ流体素子において検出することができる。
例えば、一実施形態は蛍光または発光を検出する。別の実施形態は、検定に関与する熱的
パラメータ（例えば、熱容量など）の変化を検出する。
【０１２８】
　本発明における検出システムの例としては、例えば、本明細書に記載されるマイクロ流
体システムに組み込まれる、マイクロ流体素子のマイクロチャネルおよび／またはマイク
ロチャンバ内の物質の光学的性質を検出する光学検出系を挙げることができる。そのよう
な光学検出系は、一般的に、マイクロ流体素子のマイクロスケール・チャネルに隣接して
置かれ、任意に、素子のチャネルまたはチャンバ全体にわたって配置される光検出用の窓
または帯域を通してチャネルと感覚的に連通している。
【０１２９】
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　本発明の光学検出系は、例えば、チャネル内の物質から放射された光、物質の透過率ま
たは吸光度、ならびに物質のスペクトル特性、例えば蛍光、化学発光を測定することがで
きるシステムを含む。検出器は、任意に、蛍光造影（fluorographic）成分、比色成分、
および放射性成分などの標識化合物を検出する。検出器のタイプとしては、任意に、分光
光度計、フォトダイオード、アバランシェ・フォトダイオード、顕微鏡、シンチレーショ
ン計数器、カメラ、ダイオード・アレイ、撮像システム、光電子増倍管、ＣＣＤアレイ、
走査検出器、ガルボ・スキャナ（galvo-scanners）、フィルムなど、ならびにそれらの組
合せが挙げられる。検出可能な信号を放射するタンパク質、抗体、または他の成分は、検
出器を越えて流すことができ、あるいは、検出器をアレイに対して動かして、分子位置を
判定することができる（または、検出器は、ＣＣＤアレイの場合などは、チャネル領域に
対応する空間位置の数を同時に監視することができる）。適切な検出器の例は、当業者に
知られている様々な商用供給源から広く入手可能である。光学部品の一般的供給源につい
ては、The Photonics Design and Application Handbook, books 1, 2, 3 and 4, Laurin
 Publishing Co.,の年刊、Berkshire Common, P.O. Box 1146, Pittsfield, Massも参照
のこと。
【０１３０】
　上述したように、本発明の素子は、マイクロ流体素子が一般的にそうであるように、信
号、例えば蛍光をそこで監視する検出用の窓または帯域を含む。この検出用の窓または帯
域は、任意に、検定結果の視覚的または光学的な観察と検出、例えば、比色、蛍光分析、
もしくは放射性の応答、または、比色成分、蛍光分析成分、もしくは放射性成分の変化の
観察を可能にする、透明なカバーを含む。
【０１３１】
　本発明の別の任意の実施形態は、蛍光相関分光法および／または共焦点ナノ蛍光分析技
術（confocal nanofluorimetric techniques）を使用して、マイクロ流体素子内の分子か
らの蛍光を検出することを伴う。そのような技術は、容易に利用可能（例えば、Evotec, 
Hamburg, Germany）であり、共焦点レンズの照射焦点領域を通って拡散する分子からの蛍
光を検出することを伴う。観察された任意の光子バーストの長さは、分子によって共焦点
において費やされる時間に対応する。この領域を通過する分子の拡散係数を使用して、例
えば、結合の度合いを測定することができる。分析に使用される様々なアルゴリズムを使
用して、例えば、明るさ、蛍光寿命、スペクトル・シフト、ＦＲＥＴ、消光特性などの変
化に基づいて、個々の分子からの蛍光信号を評価することができる。
【０１３２】
　上述したように、本発明の素子および方法のセンサまたは検出部分は、任意に、多数の
異なる装置を含むことができる。例えば、蛍光は、例えば、光電子増倍管、電荷結合素子
（ＣＣＤ）（すなわち、ＣＣＤカメラ）、フォトダイオードなどによって検出することが
できる。
【０１３３】
　光電子増倍管は本発明の任意の態様である。光電子増倍管（ＰＭＴ）は、光（光子）を
電子信号に変換する素子である。ＰＭＴによる各光子の検出は、より大きくより測定が容
易な電子のパルスに増幅される。ＰＭＴは、多くの研究所用途および環境において一般に
使用されており、当業者には良く知られている。
【０１３４】
　本発明の別の任意の実施形態は電荷結合素子を含む。ＣＣＤカメラは、非常に少量の電
磁エネルギー（例えば、本発明の発光体によって放射されるようなもの）であっても検出
できるという点で非常に有用である。ＣＣＤカメラは、光子がウェハに衝突すると自由電
子を放出する、半導体シリコン・ウェハから作られる。電子の出力は、ウェハに衝突する
光子の量に直線的に正比例する。これにより、画像の明るさと観察された事象の実際の明
るさとの間の相関が可能になる。ＣＣＤカメラは、非常にかすかな事象であっても検出す
ることができ、広範囲のスペクトルにわたって動作することができ、かつ非常に明るい事
象と非常に弱い事象の両方を検出することができるので、蛍光発光のイメージングに非常
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に適している。ＣＣＤカメラは、当業者に良く知られており、いくつかの適切な例として
は、とりわけ、Stratagene (La Jolla, Calif.)、Alpha-Innotech (San Leandro, Calif.
)、およびApogee Instruments (Tucson, Ariz.)によって製造されたものが挙げられる。
【０１３５】
　本発明のさらに別の任意の実施形態は、フォトダイオードを使用して、マイクロ流体素
子の分子からの蛍光を検出するものを含む。フォトダイオードは入射光子を吸収し、それ
によってフォトダイオード中の電子がダイオード中の領域全体に拡散し、その結果、素子
全体にわたって測定可能な電位差が生じる。この電位は測定することができ、入射光の強
度と直接関連する。
【０１３６】
　いくつかの態様では、検出器は、蛍光物質または化学発光物質などの物質から放射され
る光の量を測定する。そのため、検出システムは、一般的に、検出用の窓または帯域を通
って伝送される、光に基づく信号を集め、その信号を適切な光検出器に伝送する収集光学
系を含む。倍率、フィールド径、および焦点距離が変わる顕微鏡の対物レンズは、この光
学縦列の少なくとも一部として容易に利用される。検出システムは、一般的に、検出した
光データを、分析、格納、およびデータ操作のためにコンピュータに伝送するため、アナ
ログ・デジタルまたはデジタル・アナログ変換器を通して、コンピュータ（より詳細に後
述される）に連結される。
【０１３７】
　標識が付けられた細胞、または蛍光指標色素もしくは分子などの蛍光物質の場合、検出
器は、任意に、蛍光物質を活性化させる適切な波長で光を生じる光源、ならびに、チャネ
ルまたはチャンバに収容された物質に光源を方向付ける光学系を含む。光源は、レーザー
、レーザー・ダイオード、およびＬＥＤを含む、適切な波長を供給する任意の数の光源で
あることができる。他の光源は、任意に、他の検出システムに利用される。例えば、光散
乱／透過率の検出スキームなどのための広帯域光源である。一般的には、光選択パラメー
タは当業者に良く知られている。
【０１３８】
　検出器は、個別のユニットとして存在することができるが、好ましくは、コントローラ
・システムとともに単一の機器に統合される。これらの機能を単一のユニットに統合する
ことで、コントローラ、検出器、およびコンピュータの間で情報を伝送する少数または単
一の通信ポートを使用できるようになることにより、これらの機器をコンピュータ（後述
）と接続することが容易になる。検出システムとコンピュータ・システムとの統合は、一
般的に、検出器信号情報を、検定結果情報、例えば、基質の濃度、生成物の濃度、目的の
化合物の存在などに変換するソフトウェアを含む。
【０１３９】
　本発明の別の態様では、本発明における分子の物理的変化の監視は、熱量検出システム
を使用して達成される。熱量検定では、分子が温度の変化によって伸展すると、熱容量の
変化が測定される。滴定熱量測定および／または示差走査熱量測定は、任意に、本発明に
おいて、標的分子に対する試験分子の熱的パラメータを決定するのに使用される。例えば
、Brandts, J. et al. (1990) "Study of strong to ultratight protein interactions 
using differential scanning calorimetry" Biochem 29(29):6927-6940を参照のこと。
熱量測定素子は、多数の供給源から入手可能であり、それらの校正および使用は当業者に
は良く知られている。
【０１４０】
　コンピュータ
　上述したように、流体方向システムおよび／または検出システムのどちらかもしくは両
方は、プログラムされたもしくはユーザ入力の命令に従ってそれらの機器の動作を命令し
、それらの機器からデータおよび情報を受け取り、かつ、この情報を解釈し、操作し、ユ
ーザに報告するように機能する、適切にプログラムされたプロセッサまたはコンピュータ
に連結される。そのため、コンピュータは、一般的に、これらの機器の一方または両方（
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例えば、必要に応じて、アナログ・デジタルもしくはデジタル・アナログ変換器を含む）
に適切に連結される。
【０１４１】
　コンピュータは、任意に、例えばＧＵＩ内の、セット・パラメータ・フィールドへのユ
ーザ入力の形態、あるいは、例えば、様々な異なる特定の動作に対して予めプログラムさ
れた、予めプログラムされた命令の形態の、ユーザ命令を受け取る適切なソフトウェアを
含む。次に、ソフトウェアは、流体方向および運搬コントローラの動作を命令して、所望
の動作を実施するため、これらの命令を適切な言語に変換する。
【０１４２】
　例えば、コンピュータは、任意に、例えば様々な相互接続されたチャネルを介して、流
体の流れを制御するように流体方向システムに指示するのに使用される。流体方向システ
ムは、任意に、複数の分子の少なくとも第１のメンバーを複数のチャネルの第１のメンバ
ー内へ移動するように方向付け、それと同時に、複数の分子の少なくとも第２のメンバー
を１つもしくは複数の検出チャネル領域内へ移動するように方向付ける。流体方向システ
ムはまた、複数の分子の少なくとも第１のメンバーを複数のチャネル内へ移動するように
方向付け、それと同時に、複数の分子の少なくとも第２のメンバーを培養する。さらに、
複数の分子の少なくとも第１のメンバーを１つもしくは複数の検出チャネル領域内へと移
動するように方向付け、それと同時に、複数の分子の少なくとも第２のメンバーを培養す
る。
【０１４３】
　チャネル切替えの協調により、システムは、所望の時間間隔で、例えば、１分超過、約
６０秒以下ごと、約３０秒以下ごと、約１０秒以下ごと、約１．０秒以下ごと、もしくは
約０．１秒以下ごとに、複数の分子の少なくとも１つのメンバーを複数のマイクロチャネ
ル内へ、かつ／または１つのメンバーを検出領域内へと移動するように方向付ける。各サ
ンプルは、上述したような適切なチャネル切替えにより、所望の時間、例えば、約０．１
分以下～約６０分以下の間、複数のチャネル内に残っている。例えば、サンプルは、任意
に、例えば２０分間の選択された培養時間の間、チャネル内に残っている。
【０１４４】
　次に、コンピュータは、例えば、流量、温度、印加電圧などを監視し制御する際のプロ
グラミングに従って、システム内に含まれる１つもしくは複数のセンサ／検出器からデー
タを受け取り、データを解釈し、それをユーザが理解できる形式で供給するか、またはそ
のデータを使用してさらなるコントローラ命令を開始する。
【０１４５】
　本発明では、コンピュータは、一般的に、チャネル内の物質を監視し制御するソフトウ
ェアを含む。例えば、ソフトウェアは、上述したように、チャネルの切替えを指示して、
流れを制御し方向付ける。それに加えて、ソフトウェアは、任意に、動電学的に、または
圧力によって調整される、物質の注入もしくは抜取りを制御するのに使用される。注入ま
たは抜取りは、上述したように流量を調整するのに使用される。コンピュータは、一般的
に、例えば、コントローラまたは流体方向システムがチャネル間で流れを切り替えて、高
スループット形式を達成するための命令も提供する。
【０１４６】
　それに加えて、コンピュータは、任意に、検出システムからの信号（１つまたは複数）
を逆重畳するソフトウェアを含む。例えば、逆重畳は、例えば、基質および生成物が検出
可能な異なる標識を含むとき、両方とも検出された２つの異なるスペクトル特性を区別す
る。
【０１４７】
　任意のコントローラまたはコンピュータは、任意に、ブラウン管（「ＣＲＴ」）ディス
プレイ、平面パネル・ディスプレイ（例えば、能動マトリックス液晶ディスプレイ、液晶
ディスプレイ）などである場合が多いモニタを含む。マイクロ流体素子から作成されたデ
ータ、例えば結合検定からの熱的性質曲線は、任意に、電子形態でモニタ上に表示される
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。それに加えて、マイクロ流体素子から集められたデータ、例えば熱的性質曲線、または
他のデータは、印刷形態で出力することができる。データは、印刷形態または電子形態（
例えば、モニタに表示されるような）のどちらであっても、様々なまたは複数の形式、例
えば、曲線、ヒストグラム、一連の数値、表、グラフなどであることができる。
【０１４８】
　コンピュータ回路群は、例えば、マイクロプロセッサ、メモリ、インターフェース回路
など、多数の集積回路チップを含むボックス内に置かれる場合が多い。ボックスは、任意
に、ハード・ディスク・ドライブ、フロッピー（登録商標）・ディスク・ドライブ、書込
み可能ＣＤ－ＲＯＭなどの高容量リムーバブル・ドライブ、および他の一般的な周辺要素
も含む。キーボードまたはマウスなどの入力装置は、任意に、ユーザからの入力、ならび
に、関連するコンピュータ・システムにおいて比較されるか、あるいは別の方法で操作さ
れる一連のユーザ選択を行う。
【０１４９】
　統合システムの実施例
　図１のパネルＡ、Ｂ、およびＣ、ならびに図２は、本明細書の方法を実行するのに任意
に使用される、統合システムの実施例に関する追加の詳細を提供する。本発明による統合
システムは、機器２００とインターフェース接続された、カートリッジまたはカセットな
どの交換可能な構成要素である、マイクロ流体素子１００を含む。図１および２に示され
るマイクロ流体素子は、主要チャネル１０４が中に配置された本体構造１０２を含む。サ
ンプルまたは成分の混合物は、任意に、例えば、レザーバ１１４（もしくはシステム内の
別の地点）において真空を印加することにより、または適切な圧力勾配を適用することに
より、ピペッター１２０からレザーバ１１４に向かって流される。したがって、ピペッタ
ーは流体流路における最も上流の地点を表し、レザーバ１１４は流体流路における最も下
流の地点を表す。あるいは、真空は、例えばレザーバ１０８および１１２において、また
はピペッター・チャネル１２０を介して印加される。本明細書に記載されるような、緩衝
液、基質溶液、酵素溶液、試験分子、蛍光指標色素もしくは分子などの添加物質は、任意
に、ウェル、例えば１０８または１１２から、主要チャネル１０４内へと流される。これ
らのウェルからの流れは、任意に、流体圧力を調整することにより、または記載されるよ
うな動電学的アプローチにより（あるいはそれらの両方により）行われる。流体が、例え
ばレザーバ１０８から、主要チャネル１０４に添加されると、流量が増加する。流量は、
任意に、流体の一部を主要チャネル１０４から流れ低減チャネル１０６または１１０内へ
と流すことによって低減される。図１に示されるチャネルの配置は、本発明にて使用する
のに適切かつ利用可能である多数のうち、１つの可能な配置に過ぎない。追加の代替例は
、例えば、本明細書に記載のマイクロ流体エレメント、例えば流れ低減チャネルを、本明
細書にて参照される特許および特許出願に記載されている他のマイクロ流体素子と組み合
わせることによって考案することができる。
【０１５０】
　サンプルおよび物質は、任意に、列挙したウェルから、または本体構造の外部の供給源
から流される。図示されるように、統合システムは、任意に、マイクロ流体システムの外
部の物質供給源にアクセスする、例えば本体１０２から突出するピペッター・チャネル１
２０を含む。一般的に、外部供給源は、マイクロリットル皿または他の便利な格納媒体で
ある。例えば、図２に示されるように、ピペッター・チャネル１２０は、プレートのウェ
ル内に、サンプル物質（例えば、試験分子および／もしくは標的分子）、緩衝液、基質溶
液、蛍光指標色素または分子、酵素溶液などを含む、マイクロウェル・プレート２０８に
アクセスすることができる。
【０１５１】
　マイクロ流体素子１００とインターフェース接続する機器２００は、チップ内のチャネ
ルに流体を貫流させる推進力の供給、マイクロ流体素子のチャネル内の条件（例えば、温
度）の監視および制御、チップから発する信号の検出、チップ内への流体の導入とチップ
からの流体の抽出、ならびに場合によっては他の多くのものといった、様々な異なる機能
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を行うことができる。本発明による機器２００は、一般的にコンピュータ制御されるので
、様々なタイプのマイクロ流体素子とインターフェース接続するように、かつ／または特
定のマイクロ流体素子内で所望のプロセスを実施するようにプログラムすることができる
。マイクロ流体素子は、一般的に、米国特許第５，９５５，０２８号、同第６，０７１，
４７８号、同第６，３９９，０２３号、および同第６，３９９，０２５号に記載されてい
る方法で機器とインターフェース接続する。
【０１５２】
　検出器２０６は、チャネル１０４と感覚的に連通していて、例えば、検出領域を貫流す
る標識が付けられた物質、熱容量または他の熱的パラメータの変化などから得られる信号
を検出する。検出器２０６は、任意に、検出することが望ましい素子のチャネルまたは領
域のいずれかに連結される。検出器２０６は、コンピュータ２０４に動作可能に連結され
、それは、例えば、上述の命令のいずれかを使用して、または、例えば、濃度、分子量、
もしくは同一性などを判定する、例えば任意の他の命令セットを使用して、検出器２０６
によって検出された信号情報をデジタル化し、格納し、操作する。
【０１５３】
　流体方向システム２０２は、例えば、システムのウェルにおいて、またはシステムのチ
ャネルを介して、あるいは、チャネル１０４もしくは上述の他のチャネルに流体連結され
た真空結合部において、電圧、圧力、もしくはそれら両方を制御する。任意に、図示され
るように、コンピュータ２０４は流体方向システム２０２を制御する。一連の実施形態で
は、コンピュータ２０４は、信号情報を使用して、マイクロ流体システムに関するさらな
るパラメータを選択する。例えば、マイクロウェル・プレート２０８からのサンプル中に
目的の成分が存在することを検出する際、コンピュータは、任意に、目的の成分の電位モ
ジュレータをシステムに追加することを指示する。
【０１５４】
　温度制御システム２１０は、システムのウェルにおいて、または本明細書に記載のシス
テムのチャネルを介して、ジュールおよび／または非ジュール加熱を制御する。任意に、
図示されるように、コンピュータ２０４は温度制御システム２１０を制御する。一連の実
施形態では、コンピュータ２０４は、信号情報を使用して、マイクロ流体システムに関す
るさらなるパラメータを選択する。例えば、チャネル１０４内のサンプルにおける所望の
温度を検出する際、コンピュータは、任意に、例えば、潜在的な結合分子（すなわち、試
験分子）または蛍光指標色素もしくは分子をシステムに追加することを指示する。
【０１５５】
　モニタ２１６は、マイクロ流体素子によって作成されたデータ、例えば、結合検定から
作成された熱的性質曲線を表示する。任意に、図示されるように、コンピュータ２０４は
モニタ２１６を制御する。それに加えて、コンピュータ２０４は、プリンタ、電子データ
記憶装置などの追加の構成要素に接続され、それらを指示する。
【０１５６】
　図２のシステムに使用することができる特定のマイクロ流体素子１００の一例が、図１
０に示される。このマイクロ流体素子は、連続フローＰＣＲおよび融解曲線分析の両方を
行うことができる。素子の連続フローＰＣＲ部分の動作は、米国特許公開公報第２００２
／０１９７６３０号および同第２００５／００４２６３９号に詳細に記載されている。要
するに、連続フローＰＣＲプロセスは、分布チャネル１０５内への圧力勾配を使用して、
ピペッターを介してＤＮＡサンプル（例えば、ゲノムＤＮＡ）をチップ１００上に載せる
ため、図１および２のチップ設計概略図に示されるようなマイクロ流体ピペッター・チッ
プを使用することを伴う。連続フローの下では、流れ作業で、サンプルを、最初に、共通
の試薬チャネル１０６を介してオンチップ試薬レザーバからの共通の試薬と混合し、次に
、８個の別個の分析チャネル１１０～１１８内への８個の均等な部分標本に分割した。各
部分標本は、チャネル特異性のチップ・レザーバから供給される遺伝子座特異性の試薬と
混合して反応混合物を形成し、次に、増幅マイクロチャネル１１０～１１８に近接した金
属トレースを含む加熱領域１３０に貫流させて、チップ１００の制御された加熱領域を提
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供した。チャネル１１０～１１８内へチャネル特異性の試薬を添加することで、試薬がす
べて増幅の直前に分析チャネルに添加される、オンチップ「ホット・スタート」を規定す
る洗練されたマイクロ流体方法がもたらされる。領域の温度は、加熱領域１３０のチャネ
ル内のＰＣＲ条件に対して適切に循環される（温度設定点および各滞留時間が制御される
）。加熱されたチャネルの長さおよび流体速度は、ＰＣＲサイクル全体が、通常は２５～
４０サイクルである所望の数を満たすように選択される（ただし、短いサイクル時間およ
び多いサイクル数を有する非効率的なＰＣＲアプローチも使用することができる）。
【０１５７】
　ＰＣＲ増幅の後、検出領域１３５内の８個のチャネルの長さの中で融解曲線分析を行う
ことによって、アンプリコンを特性決定することができる。いくつかの実施形態では、融
解曲線分析は、検出領域１３５を横切るチャネル内の流れを停止させ、次に、上述の温度
制御方法のいずれかを使用することにより、検出領域１３５内の温度を増減することによ
って行うことができる。変性の程度は、上述の検出可能な性質のいずれかを使用して監視
することができる。代替実施形態では、融解曲線分析は、検出領域１３５を横切る８個の
チャネルそれぞれの長さに沿って実施される、連続フロー形式の融解曲線分析を使用して
行うことができる。図９Ａ～９Ｃに示される実施形態において説明されるように、アンプ
リコンの融解曲線分析は、アンプリコンを含有する流体を、熱勾配がその長さに沿って与
えられたマイクロ流体チャネルに貫流させることによって、連続フロー・プロセスで行う
ことができる。したがって、連続フロー形式の融解曲線分析は、検出領域１３５を横切る
８個のチャネルの長さに沿って温度勾配を適用することによって、図１０に示される素子
において行うことができる。
【０１５８】
　実例となる一実施形態では、連続フロー形式の融解曲線分析は、図１１Ａ～Ｄに示され
るインターフェース・モジュール１１００を含む統合システム内に素子を置くことによっ
て、図１０に示されるマイクロ流体素子において行うことができる。インターフェース・
モジュール１１００は、基部１１０５および二つ折り型の蓋１１１０を含む。インターフ
ェース・モジュール１１００は、図１０のマイクロ流体素子を、全体として図１１Ａの円
形範囲１１２０内にある基部１１０５の受入れ領域内に受け入れるように構成される。マ
イクロ流体素子が、基部の受入れ領域１１２０の上に置かれると、蓋１１１０が閉じられ
るので、様々なチャネル（例えば、１１０～１１８）の終端にあるウェルの少なくともい
くつか（例えば、１６０、１７０、１８０）は、蓋上のインターフェース素子１１１５を
係合する。これらのインターフェース素子は、マイクロ流体素子のチャネルに流体を貫流
させる、電圧または圧力などの推進力を供給する。蓋１１１０上の他のインターフェース
素子１１１５は、マイクロ流体素子の加熱領域１３０内で抵抗加熱素子として使用される
、金属トレースの終端１５０と電気的に接触する。ベース・プレート１１０５の受入れ領
域１１２０は、マイクロ流体素子の異なる領域の温度を独立に操作する、複数の温度制御
システムを含むことができる。図１１Ａ～１１Ｄの実施形態における温度制御システムは
、図１１Ｂ～１１Ｄにさらに詳細に示される。１つの温度制御システムは、マイクロ流体
素子が受入れ領域１１２０上に置かれ、蓋１１１０を閉じることによって適所で保持され
ると、封止された流路を形成する流体通路１１３０を含む。流体通路１１３０が、マイク
ロ流体素子の加熱領域１３０の直下にあるように、インターフェース・モジュール１１０
０が形成される。ＰＣＲに必要な熱循環は、金属トレースに電流を流して、加熱領域１３
０を通過するチャネル１１０～１１８の部分を加熱し、それと交互に、マイクロ流体素子
の裏面に流体を接触させて、チャネルのその部分を迅速に冷却することによって達成され
る。第２の温度制御システムは、熱融解分析が行われるマイクロ流体素子の部分１３５と
、廃棄物ウェル１８０を収容するマイクロ流体素子の部分との温度を別個に制御するのに
使用される。第２の温度制御システムは、廃棄物ウェル１８０と反対側のマイクロ流体素
子の裏面の部分に接触する第１の熱ブロック１１４０と、マイクロ流体素子の分析部分１
３５の下にある、マイクロ流体素子の裏面の部分に接触する第２の熱ブロック１１４５と
を含む。図１１Ｄの分解組立図で最も良く分かるように、第１の熱ブロック１１４０は第
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１の熱電冷却素子１１４４（すなわち、ペルチエ素子）と熱接触しており、第２の熱ブロ
ック１１４５は第２の熱電冷却素子１１４２と熱接触している。２つの熱電冷却素子１１
４２および１１４４は独立に制御することができるので、マイクロ流体素子の分析部分１
３５と廃棄物ウェル１８０部分とを独立に温度制御する。
【０１５９】
　実例となる一実施形態では、第１の熱電冷却素子１１４４を使用して、マイクロ流体素
子の廃棄物ウェル１８０領域の温度が２５℃の一定温度に制御される。第２の熱電冷却素
子１１４２は、マイクロ流体素子の分析領域１３５の温度を、０．１℃／秒～１．０℃／
秒を包括する範囲内の速度で６０℃から９５℃まで上昇させるのに使用されるので、分析
領域１３５内のチャネルの中のアンプリコンに対して、ストップト・フロー式の熱融解分
析を行うことができる。
【０１６０】
　マイクロ流体素子の廃棄物ウェルおよび分析領域の独立した温度制御を容易にするイン
ターフェース・モジュール１１００の１つの特徴は、第１の熱ブロック１１４０および第
２の熱ブロック１１４５が空隙によって分離されており、それが、第１および第２の熱ブ
ロック間の伝熱を妨げることである。２つの熱ブロック１１４０および１１４５は空隙に
よって分離されるが、２つの熱電加熱器１１４２および１１４４は両方とも、共通のヒー
ト・シンク１１５０に付着される。共通のヒート・シンク１１５０を使用することで、分
析領域１３５の温度設定点が廃棄物ウェル１８０領域の温度設定点よりも高い実施形態に
おいて、別個のヒート・シンクを使用する場合よりも利益が得られる。廃棄物ウェル部分
を２５℃の一定温度で維持するため、一般的に、熱はマイクロ流体素子のその部分から除
去されるが、熱融解分析を行うのに必要な温度に達するように、マイクロ流体素子の分析
部分には熱が加えられなければならないため、これらの利益が発生する。ヒート・シンク
１１５０は、一方の熱電冷却器から熱を除去し、他方の熱電冷却器に熱を加えるので、温
度は３０℃程度で安定する傾向がある。加熱または冷却された物体とヒート・シンクとの
間で熱勾配が最小限になったとき、熱電冷却器は最も良好に作動するので、このことによ
ってシステム全体の効率が向上する。図１１Ａ～１１Ｄに示されるシステムが動作すると
き、マイクロ流体素子の２つの領域の温度は独立に制御することができる。共通のヒート
・シンクを使用することは特に有利なことがあるが、異なる熱電冷却器に対して別個のヒ
ート・シンクを使用することも、本発明の実施形態と適合性をもつ。
【０１６１】
　図１１Ａ～１１Ｄに示される機器および図１０に示されるマイクロ流体素子を、二本鎖
ＤＮＡに結合したときに蛍光を発するＤＮＡ結合部位色素サイバー・グリーンＩの存在下
で、ゲノムＤＮＡからの８５塩基対の標的を増幅するのに使用した。マイクロ流体素子に
おいて、増幅生成物を、約０．１℃／秒の速度で６０℃から９５℃への熱勾配に晒した。
図１２Ａは、時間に伴う熱傾斜（下）および蛍光信号の変化（上）を示す。図１２Ａの上
側部分の囲み領域は、ＤＮＡ熱融解の領域である。図１２Ｂは、図１２Ａの囲み領域につ
いて、温度に応じて決まる、蛍光の陰性変化（ｄＦ）を温度変化（ｄＴ）で割ったものを
プロットしている。このプロットの単一ピークにおける温度は、ＤＮＡ変性曲線の中間点
における温度、すなわち８５塩基対の標的に関するＴｍ値を表す。
【０１６２】
　検定キット
　本発明は、本発明の結合検定を実施するキットも提供する。具体的には、これらのキッ
トは、一般的に、本発明の検定を行うマイクロ流体素子、システム、モジュール、および
ワークステーションを含む。キットは、任意に、ロボット要素（例えば、追跡ロボット、
ロボット電機子など）、プレート処理素子、流体処理素子、およびコンピュータ（例えば
、入力装置、モニタ、ＣＰＵなどを含む）などを含むがそれらに限定されない、本発明の
多重モジュール・ワークステーションの組立ておよび／または作業用の追加の構成要素を
含有する。
【０１６３】
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　一般に、本明細書に記載されるマイクロ流体素子は、任意に、素子の機能を行うための
試薬を含むようにパッケージ化される。例えば、キットは、任意に、本発明の検定を行う
ため、記載したマイクロ流体素子のいずれかを、検定構成要素、緩衝液、試薬、酵素、血
清タンパク質、受容体、サンプル物質、抗体、基質、制御物質、スペーサー、不混和性流
体などとともに含むことができる。予めパッケージ化された試薬の場合、キットは、任意
に、測定せずに検定方法に組み込むことができる状態の、予め測定された、または予め適
量に分けられた試薬、例えば、キットのエンドユーザによって容易に再構成することがで
きる、予め測定された流体部分標本、または予め秤量もしくは予め測定された固体試薬を
含む。
【０１６４】
　そのようなキットはまた、一般的に、素子および試薬を使用するための適切な指示書と
、試薬が素子自体の中に予め配置されていない場合は、試薬を素子のチャネルおよび／ま
たはチャンバに導入するための適切な指示書とを含む。後者の場合、これらのキットは、
任意に、物質をマイクロ流体システムに導入するための特別な補助的素子、例えば、適切
に構成されたシリンジ／ポンプなどを含む（一実施形態では、素子自体が、物質を素子内
のチャネルおよびチャンバに導入するための電気ピペッターなどのピペッター要素を含む
）。前者の場合、そのようなキットは、一般的に、素子のチャネル／チャンバ内に必要な
試薬が予め配置されたマイクロ流体素子を含む。一般に、そのような試薬は、長期保管の
間の、例えば漏出による劣化または他の損失を防ぐように、安定化された形態で供給され
る。格納されるべき試薬に対して、化学的安定剤（すなわち、酵素阻害剤、殺菌剤／静菌
薬、抗凝血剤）の含有、例えば固体の支持体上で不動化させることによる、物質の物理的
安定化、マトリックス（すなわち、ビード、ゲルなど）内への閉込め、凍結乾燥など、多
数の安定化プロセスが広く使用される。
【０１６５】
　本発明のキットの要素は、一般的に、単一のパッケージまたは一連の関連するパッケー
ジ内にまとめてパッケージ化される。パッケージは、任意に、本明細書に記載の方法に従
って、１つまたは複数の標的依存性の検定を実施するための書面による指示書を含む。キ
ットは、任意に、マイクロ流体素子、システム、もしくは試薬要素を保持する包装材また
は容器も含む。
【０１６６】
　上述の考察は、一般に、本明細書に記載の発明の態様および実施形態に適用可能である
。さらに、請求される本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく、本明細書に記載の
方法および素子に対して任意に変形がなされ、また、本発明は、任意に、以下のものを含
む多数の異なる用途に利用される。
　１つもしくは複数の焦点を当てた細胞または粒子を含む生化学系に対する、複数の試験
化合物それぞれの効果を試験するため、少なくとも第１の基質を含み、第１のチャネルお
よび第１のチャネルと交差する第２のチャネルを有し、チャネルの少なくとも１つが、０
．１～５００μｍの範囲の少なくとも１つの断面積を有する、マイクロ流体システムを使
用すること。
　生化学系が前記チャネルの１つを実質的に継続的に貫流して、例えば、複数の試験化合
物の連続的な試験を行う、本明細書に記載されるようなマイクロ流体システムを使用する
こと。
　マイクロチャネル内の反応を調整するため、本明細書に記載されるようなマイクロ流体
素子を使用すること。
　チャネル内の流れを調整または達成するため、本明細書に記載されるようなマイクロ流
体素子内への動電学的注入を使用すること。
　例えば素子のチャネル内の物質の流れを調整、集束、または達成するため、本明細書に
記載されるようなマイクロ流体素子内の、灯芯、動電学的注入、および圧力に基づく流れ
エレメントの組合せを使用すること。
　本明細書に記載のマイクロ流体システムまたは気質のいずれか１つを利用する検定。
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　上述の発明を、明瞭にし理解する目的である程度詳細に記載してきたが、本開示を読む
ことにより、本発明の真の範囲から逸脱することなく形態および詳細を様々に変更できる
ことが、当業者には明白であろう。例えば、上述の技術および装置はすべて様々な組合せ
で使用することができる。本明細書に列挙されるすべての出版物、特許、特許出願、また
は他の文書は、個々の出版物、特許、特許出願、または他の文書がそれぞれ、あらゆる意
味で参照により個々に組み込まれたものと同じ程度において、それらの全体が参照により
組み込まれる。
【図面の簡単な説明】
【０１６８】
【図１】パネルＡ、Ｂ、およびＣは、本発明の要素を含むマイクロ流体システムの一例の
概略上面図、側面図、および斜視図である。
【図２】コンピュータ、検出器、および温度コントローラを含むシステムの概略図である
。
【図３】例えば配位子の結合によるシフトを示す熱的性質曲線の一例の模擬図である。
【図４】パネルＡおよびＢは、熱的性質曲線の構築の際に使用することができるマイクロ
流体チップの例の概略図である。
【図５】温度範囲全体にわたって発光された蛍光を示す、二本鎖オリゴヌクレオチドの熱
解離から生成された図である。
【図６】二本鎖オリゴヌクレオチドの熱解離から生成されたデータから構築された熱的性
質曲線の図である。
【図７】本発明によるマイクロ流体素子の概略図である。
【図８】測定された温度および蛍光信号の時間における変化を示す図である。
【図９Ａ】本発明のいくつかの実施形態において使用されてもよいマイクロ流体システム
の一部の概略図である。
【図９Ｂ】本発明のいくつかの実施形態において使用されてもよいマイクロ流体システム
の一部の概略図である。
【図９Ｃ】本発明のいくつかの実施形態において使用されてもよいマイクロ流体システム
の一部の概略図である。
【図１０】連続フローＰＣＲと、それに続いてアンプリコンの融解曲線分析を行うことが
できるマイクロ流体素子を示す図である。
【図１１Ａ】図１０のマイクロ流体素子とインターフェース接続する統合システムの一部
を示す図である。
【図１１Ｂ】図１０のマイクロ流体素子とインターフェース接続する統合システムの一部
を示す図である。
【図１１Ｃ】図１０のマイクロ流体素子とインターフェース接続する統合システムの一部
を示す図である。
【図１１Ｄ】図１０のマイクロ流体素子とインターフェース接続する統合システムの一部
を示す図である。
【図１２Ａ】図１０に示されるマイクロ流体素子を使用したＤＮＡ熱変性（熱融解）実験
からのデータ例を示す図である。
【図１２Ｂ】図１０に示されるマイクロ流体素子を使用したＤＮＡ熱変性（熱融解）実験
からのデータ例を示す図である。
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