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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エラストマーミクロ流体デバイスに圧力を適用するための構造物であって、該構造物は
、以下：
　第１ホルダー部分であって、該第１ホルダー部分が、該第１ホルダー部分の下側の表面
内へのリセスおよび該リセスを取り囲む該下側の表面上の連続した高くなったリムを備え
、該高くなったリムは、該ミクロ流体デバイスの上表面と接触して該上表面に位置づけら
れる複数の材料のウェルを取り囲むように構成され、該高くなったリムと該ミクロ流体デ
バイスの上表面との間の接触が、該複数の材料のウェルの上にチャンバを規定し、該第１
ホルダー部分の穴が該チャンバと連絡して、該ウェルの内容物を該ミクロ流体デバイスの
活性領域へと駆動するために、該チャンバへの正の圧力の適用を可能にする、第１ホルダ
ー部分、
を備える、構造物。
【請求項２】
　請求項１に記載の構造物であって、第２部分をさらに備え、該第２部分は、リーセスを
備え、該リーセスは、前記ミクロ流体デバイスを受容するように構成され、そして該リー
セスは、該ミクロ流体デバイスの上側表面および下側表面のうちの少なくとも１つの一部
を露出したままにするように構成される、構造物。
【請求項３】
　請求項２に記載の構造物であって、ここで、前記第１ホルダー部分および前記第２部分
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が、ネジを使用する該第１ホルダー部分および該第２部分の嵌合可能な係合を可能にする
ように整列されたネジ穴を備える、構造物。
【請求項４】
　請求項１の構造物であって、ここで、前記第１ホルダー部分が、第２の連続した高くな
ったリムを備え、前記リムが、該ミクロ流体デバイスの前記表面と接触して該ミクロ流体
デバイスの上表面に位置づけられる第２の複数の材料のウェルを取り囲むように構成され
、該第２の高くなったリムと該エラストマーの上表面との間の接触が、該第２の複数の材
料のウェルの上に第２のチャンバを規定し、該第２のチャンバと連絡する第２部分の第２
の穴が、該第２チャンバへの正の圧力の適用を可能にする、構造物。
【請求項５】
　請求項２に記載の構造物であって、第３部分をさらに備え、該第３部分が、前記第１ホ
ルダー部分と嵌合可能に係合するように構成され、該第３部分の上側表面が、連続した高
くなったリムを備え、該リムは、前記ミクロ流体デバイスの下表面に位置づけられる複数
のコントロールライン出口を取り囲む前記エラストマーの表面へと圧するように構成され
、該高くなったリムと該ミクロ流体デバイスの上表面との間の接触が、該コントロールラ
イン出口のうえに第２チャンバを規定し、該第２チャンバと連絡する第３チャンバ内の穴
が、該第２チャンバへの正の圧力の適用を可能にする、構造物。
【請求項６】
　請求項１に記載の構造物であって、付勢部材をさらに備え、該付勢部材が、前記第１ホ
ルダー部分と接触し、そして前記ミクロ流体デバイスの上側表面と接触するように該第１
ホルダー部分を圧するように構成される、構造物。
【請求項７】
　請求項１に記載の構造物であって、ここで、前記高くなったリムが剛性材料を備え、そ
して、前記ミクロ流体デバイスの表面が可撓性である、構造物。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２００１年４月６日出願の米国非仮特許出願第０９／８２６，５８３号およ
び２００１年６月２２日出願の米国非仮特許出願第０９／８８７，９９７号の一部継続出
願である。この特許出願はまた、２００１年９月１７日出願の米国仮特許出願第６０／３
２３，５２４号から優先権を主張する。これらの先の特許出願は、全ての目的のために、
本明細書中において参考として援用される。
【０００２】
　（連邦政府から資金供給された研究開発のもとで行われた研究に対する権利に関する声
明）
　本明細書中に記載された研究は、国立衛生研究所の助成金ＨＧ－０１６４２－０２によ
って、一部援助されている。それ故に、米国政府は、本発明において特定の権利を有し得
る。
【０００３】
　（発明の背景）
　結晶化は、生物学的分野および化学分野に対する重要な技術である。具体的には、標的
化合物の高質結晶は、標的の正確な三次元構造を製造するために、Ｘ線回折技術によって
分析され得る。次いで、この三次元構造情報は、標的の機能性および挙動を予測するため
に利用され得る。
【０００４】
　理論上、結晶化プロセスは単純である。純粋な形態の標的化合物は、溶媒に溶解される
。次いで、溶解した標的物質の化学環境が変更されて、その結果、この標的は不溶性とな
り、結晶形態にある固相に転じる。化学環境におけるこの変化は、代表的には、標的物質
を不溶性にする結晶化剤を導入することによって達成されるが、温度および圧力における
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変化はまた、標的物質の溶解度に影響を及ぼし得る。
【０００５】
　しかし、実際には、高質結晶の形成は、一般に困難で時折不可能であり、研究者の一部
に、多くの試行および誤りおよび忍耐を必要とする。具体的には、単純な生物学的化合物
ですら、その高度に複雑な構造は、それらが高度に秩序立った結晶構造を形成するのに敏
感ではない。それ故に、研究者は、実際に結晶が多少なりとも得られ得る場合、高質結晶
を得るために、結晶化のための多数の条件を用いて実験し、サンプル濃度、溶媒型、対溶
媒型、温度、および持続時間のようなパラメーターを変更するよう、忍耐強くかつ几帳面
でなければならない。
【０００６】
　従って、標的物質の結晶化の高スループットスクリーニングを実施するための方法およ
び構造が、当該分野で必要とされる。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（発明の要旨）
　本発明は、標的物質の結晶化の高スループットスクリーニングを実施するための方法よ
おび構造を記載する。再結晶化によって小サンプルを精製するための方法および構造もま
た、提供される。
【０００８】
　標的物質の結晶化の高スループットスクリーニングは、微細製作された流体デバイスの
複数のチャンバ内に既知濃度の標的物質の溶液を同時に導入することによって達成される
。次いで、この微細製作された流体デバイスは、チャンバの各々において溶媒濃度を変更
するように操作され、それによって、多くの結晶化環境を同時に提供する。荷電した溶媒
条件上の制御は、種々の技術から生じ得、この技術として、チャンバからの容積の排除を
通して結晶化剤を計測すること、ミクロ流体デバイスの寸法によって決定されるような正
確に制御された容積の結晶化剤の捕捉、または、直交フローチャネルを交差することによ
って規定される接合点のアレイへの交差チャネル注入が挙げられるが、これらに限定され
ない。
【０００９】
　本発明に従って結晶化を促進するために一定容積の結晶化剤を計測する方法の１実施形
態は、エラストマー膜によって制御リセスから分離されたエラストマーブロック内に一定
容積を有するチャンバを提供する工程、およびその膜がチャンバ内に変形しそしてその容
積が較正された量によって減少するように、制御リセスに圧力を供給し、それによって較
正された一定容積の結晶化サンプルをチャンバから除外する工程、を包含する。この方法
は、このチャンバの開口に第２の流体を提供する工程、および膜が元の位置に弛緩（ｒｅ
ｌａｘ）し、そして較正された容積の結晶化剤がチャンバ内に引き込まれるように圧力の
適用をなくす工程を、さらに包含する。この方法はまた、異なる較正された容積を有する
複数のチャンバの平行化をさらに包含する。
【００１０】
　本発明に従って標的物質を結晶化するためのシステムの１実施形態は、一定容積の標的
物質の溶液を含むように構成された微細製作チャンバを備えるエラストマーブロック、お
よびチャンバと流体連絡した微細製作フローチャネル、一定容積の結晶化剤をチャンバ内
に導入するフローチャネルを備える。この結晶化システムは、フローチャネルが一定容積
の結晶化剤を受容する際にフローチャネルからチャンバを選択的に単離し、次いで、チャ
ンバ内の溶液条件を変更するために、チャンバをフローチャネルと接触させて配置するよ
うに構成された単離構造をさらに備える。あるいは、この結晶化システムは、チャンバ上
に配置され、膜によってチャンバから分離された制御チャネルをさらに含み得、この膜は
、較正された容積のサンプル溶液をチャンバから排除するようにチャンバ内に変形可能で
あり、その結果、この膜の弛緩は、較正された容積の結晶化剤をチャンバ内に引き込む。
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さらにあるいは、この結晶化システムは、標的物質と流体連絡した複数の第１の平行フロ
ーチャネル、および複数の接合点を作製するために第１のフローチャネルに直交しそして
交差する複数の第２の平行フローチャネルを備え得、この第２のフローチャネルは、結晶
化剤と流体連絡し、その結果、溶液環境のアレイが接合点において作製され得る。溶液環
境のアレイが接合点で形成され得るように、結晶化剤と流体連絡した第２のフローチャネ
ルを含み得る。
【００１１】
　本発明に従って、標的物質を結晶化するためのシステムの別の実施形態は、一定容積の
標的物質の溶液を含むように構成された微細製作チャンバを備えるエラストマーブロック
、および透析膜を通して微細製作チャンバと流体連絡した結晶化剤リザバであって、この
透析膜が、結晶化剤リザバ内への標的物質のフローを妨げるように構成されている、結晶
化剤リザバを備える。この結晶化剤リザバは、第２のエラストマーブロック内に形成され
得、この透析膜は、エラストマーブロック内に存在し得、そしてこの透析膜は、チャンバ
とリザバとの間に導入され、次いで架橋に供されるポリマーを備え得る。
【００１２】
　本発明に従って標的物質を結晶化するための方法の１実施形態は、微細製作エラストマ
ーブロックのチャンバを一定容積の標的物質の溶液で充填する工程；およびこのチャンバ
の溶媒環境を変化させるために一定容積の結晶化剤をチャンバに導入する工程を包含する
。この容積の結晶化剤は、チャンバからその容積のサンプルを排除するためにチャンバ上
に配置されるエラストマー膜を変形させ、続いて、膜を弛緩させその容積の周囲の結晶化
剤をチャンバ内に流入させることによって、チャンバ内に導入され得る。あるいは、この
容積の結晶化剤は、一定容積の結晶化剤をチャンバ付近に捕捉し、次いで、チャンバと結
晶化剤との間に配置されたエラストマーバルブを開放して、チャンバへの結晶化剤の拡散
を可能にすることによって、チャンバ内に導入され得る。さらにあるいは、この容積の結
晶化剤は、透析膜を横たわる拡散によってチャンバ内に導入され得る。
【００１３】
　なおさらにあるいは、このチャンバは、第２のフローチャネルと直交した第１のフロー
チャネルと、第２のフローチャネルとの間の接合点によって規定され得、ここで、このサ
ンプルは第１のフローチャネルを通して流れ、そして結晶化剤は第２のフローチャネルを
通って流れる。このようなチャンバのアレイは、第２の組の平行フローチャネルと直交し
た第１の組の平行フローチャネルと、第２の組の平行フローチャネルとの間の接合点によ
って規定され得、サンプルは第１のフローチャネルを通って流れ、結晶化剤は第２のフロ
ーチャネルを通って流れ、溶液状態のアレイを作製する。
【００１４】
　標的物質を結晶化するための方法の１実施形態は、標的物質の結晶の形成のためのテン
プレートとして役立つように計算されたモルフォロジーを有する表面の存在下で、標的物
質溶液に結晶化剤を導入する工程を包含する。特定の実施形態において、このモルフォロ
ジーは、鉱物表面の規則正しいモルフォロジーの形態、またはリソグラフィーによってパ
ターン化された半導体基板の輪郭をとり得る。
【００１５】
　本発明に従って蒸気拡散によって標的物質を結晶化するための方法の１実施形態は、微
細製作チャンバ内に標的物質溶液を提供する工程、および微細製作チャンバと流体連絡し
た再結晶化剤を提供する工程、を包含する。空気ポケットは、チャンバと再結晶化剤との
間に設けられ、その結果、結晶化剤は、気相中で、空気ポケットを横切って、標的物質溶
液内に拡散する。特定の実施形態において、この空気ポケットは、ミクロ接触印刷技術を
利用する疎水性材料の形成を通して、適切な位置に固定され得る。
【００１６】
　本発明は、さらに以下を提供する。
（項目１）
　２つの溶液間の相互作用を促進するための方法であって、該方法は、以下：
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　第１ミクロ流体チャンバを規定する、工程；
　該第１ミクロ流体チャンバを第１溶液でプライミングする、工程；
　第２ミクロ流体チャンバを規定する、工程；
　該第２ミクロ流体チャンバを第２溶液でプライミングする、工程；
　該第１ミクロ流体チャンバを該第２ミクロ流体チャンバと流体連絡するように位置づけ
て、該第１溶液と該第２溶液との間のミクロ流体自由界面を規定する、工程；および
　該第１溶液と該第２溶液とを相互作用させるように、該第１溶液と該第２溶液との間で
拡散を生じさせる、工程、
を包含する、方法。
（項目２）
　項目１に記載の方法であって、ここで：
　前記第１溶液が、結晶化標的物質溶液を含有し；
　前記第２溶液が、結晶化剤溶液を含有し；そして
　前記相互作用が、該標的物質の結晶化を促進するために、該標的物質の溶媒環境の変更
を包含する、
方法。
（項目３）
　項目１に記載の方法であって、ここで：
　前記第１溶液が、サンプル溶液を含有し；
　前記第２溶液が、試薬溶液を含有し；そして
　前記相互作用が、該サンプルと該試薬との間の化学反応を包含する、
方法。
（項目４）
　項目１に記載の方法であって、ここで、前記第１チャンバおよび前記第２チャンバを規
定する工程が、第１パターン凹部を下側の表面上に有するエラストマーブロックを、実質
的に平面な基材と接触するように位置づける工程を包含する、方法。
（項目５）
　項目１に記載の方法であって、ここで、前記第１チャンバおよび前記第２チャンバが、
エラストマーブロックの実質的に平面な下側の表面を、第１パターン凹部を有する基材と
接触するように位置づける工程を包含する、方法。
（項目６）
　項目１に記載の方法であって、ここで、前記第１チャンバおよび前記第２チャンバが、
第１パターン凹部を下側の表面上に有するエラストマーブロックを、第２パターン凹部を
有する基材と接触するように位置づける工程を包含し、該第１パターン凹部は、該第２パ
ターン凹部と整列する、方法。
（項目７）
　項目１に記載の方法であって、ここで：
　前記エラストマー材料が、ガス透過性であり；
　前記第１ミクロ流体チャンバをプライミングする工程が、前記第１溶液を圧力下で該第
１ミクロ流体チャンバに導入して、該第１チャンバを以前に占めていたガスを周囲の該エ
ラストマー中に移し、それによって、該第１チャンバを実質的に完全に充填することを可
能にする工程を包含し；そして
　前記第２ミクロ流体チャンバをプライミングする工程が、前記第２溶液を圧力下で該第
２ミクロ流体チャンバに導入して、該第２チャンバを以前に占めていたガスを周囲の該エ
ラストマー中に移し、それによって、該第２チャンバを実質的に完全に充填することを可
能にする工程を包含する、
方法。
（項目８）
　項目１に記載の方法であって、ここで、前記第１チャンバおよび前記第２チャンバが、
前記エラストマーブロックと前記基材との間に規定されるミクロ流体フローチャネルを通
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って流体連絡するように位置づけられる、方法。
（項目９）
　項目８に記載の方法であって、ここで、前記チャンバが、前記ミクロ流体フローチャネ
ルに存在するバルブの作動を介して、流体連絡するように位置づけられる、方法。
（項目１０）
　項目９に記載の方法であって、ここで、前記チャンバが、通常開いているバルブ構造の
作動停止によって流体連絡するように位置づけられ、その結果、前記エラストマーブロッ
ク内の前記フローチャネルの上を横切るコントロール凹部への減圧の適用によって、該コ
ントロール凹部と該フローチャネルとの間に規定されるエラストマー膜が、該フローチャ
ネルから外へ弛緩して、前記ミクロ流体自由界面を規定する、方法。
（項目１１）
　項目９に記載の方法であって、ここで、前記チャンバが、通常閉じているバルブ構造の
作動によって流体連絡するように位置づけられ、その結果、前記エラストマーブロック内
の前記フローチャネルの上を横切るコントロール凹部への減圧の適用によって、該コント
ロール凹部と該フローチャネルとの間に規定されるエラストマー膜が、該フローチャネル
から外に反って、前記ミクロ流体自由界面を規定する、方法。
（項目１２）
　結晶成長および結晶分析を容易にするミクロ流体構造であって、該構造は、以下：
　エラストマーブロック；
　基材であって、該エラストマーブロックの下側の表面と接触して、第１ミクロ流体チャ
ンバ、第２ミクロ流体チャンバ、および第３ミクロ流体チャンバを規定し、該第１ミクロ
流体チャンバ、該第２ミクロ流体チャンバ、および該第３ミクロ流体チャンバは、該エラ
ストマーブロックと該基材との間に規定されるフローチャネルを通して流体連絡し、それ
によって、該第１チャンバは標的物質溶液でプライムされ得、該第２チャンバは結晶化剤
でプライミングされ得、そして該第３チャンバは寒剤でプライミングされ得、その結果、
該結晶化剤および該標的溶液の拡散によって該構造内に形成される結晶が、該寒剤の導入
によって与えられる温度の減少によって保存され得る、基材、
を備える、ミクロ流体構造。
（項目１３）
　項目１２に記載のミクロ流体構造であって、前記第１チャンバ、第２チャンバ、および
第３チャンバが、一列に位置づけられ、その結果、該第１チャンバが、前記フローチャネ
ルの第１部分を通して該第２チャンバと流体連絡し、そして該第２チャンバが、該フロー
チャネルの第２部分を通して該第３チャンバと流体連絡する、ミクロ流体構造。
（項目１４）
　項目１３に記載のミクロ流体構造であって、さらに、以下：
　前記第１フローチャネル部分を通る流体連絡を制御する第１バルブであって、該第１バ
ルブが、該第１フローチャネル部分の上を横切る第１コントロールラインによって規定さ
れ、該第１コントロールラインと該第１フローチャネル部分との間の第１エラストマー膜
が、該第１フローチャネル部分へと作動可能である、第１バルブ；および
　前記第２フローチャネル部分を通る流体連絡を制御する第２バルブであって、該第２バ
ルブが、該第２フローチャネル部分の上を横切る第２コントロールラインによって規定さ
れ、該第２コントロールラインと該第２フローチャネル部分との間の第２エラストマー膜
が、該第２フローチャネル部分へと作動可能であり、該第１バルブおよび該第２バルブが
、最初に、前記標的物質溶液と前記結晶化剤との間での拡散を可能にして結晶を形成し、
次いで、寒剤の拡散を可能にするように作動可能である、第２バルブ、
を備える、ミクロ流体構造。
（項目１５）
　項目１２に記載のミクロ流体構造であって、ここで、前記第１チャンバ、第２チャンバ
、および第３チャンバが、三角形に位置づけられて、その結果、該第１チャンバが、前記
フローチャネルの第１部分を通して該第２チャンバと流体連絡し、該第２チャンバが、該
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フローチャネルの第２部分を通して該第３チャンバと流体連絡し、そして第１チャンバが
、該フローチャネルの第３部分を通して該第３チャンバと流体連絡する、ミクロ流体構造
。
（項目１６）
　項目１２に記載のミクロ流体構造であって、さらに、以下：
　前記第１フローチャネル部分を通る流体連絡を制御する第１バルブであって、該第１バ
ルブが、該第１フローチャネル部分の上を横切る第１コントロールラインによって規定さ
れ、該第１コントロールラインと該第１フローチャネル部分との間の第１エラストマー膜
が、該第１フローチャネル部分へと作動可能である、第１バルブ；および
　前記第２フローチャネル部分を通る流体連絡を制御する第２バルブであって、該第２バ
ルブが、該第２フローチャネル部分の上を横切る第２コントロールラインによって規定さ
れ、該第２コントロールラインと該第２フローチャネル部分との間の第２エラストマー膜
が、該第２フローチャネル部分へと作動可能である、第２バルブ；および
　前記第３フローチャネル部分を通る流体連絡を制御する第３バルブであって、該第３バ
ルブが、該第３フローチャネル部分の上を横切る第３コントロールラインによって規定さ
れ、該第３コントロールラインと該第３フローチャネル部分との間の第３エラストマー膜
が、該第３フローチャネル部分へと作動可能であり、該第１バルブ、該第２バルブ、およ
び該第３バルブが、最初に、該標的物質溶液と該結晶化剤との間での拡散を可能にして結
晶を形成し、次いで、寒剤の拡散を可能にするように独立して作動可能である、第３バル
ブ、
を備える、ミクロ流体構造。
（項目１７）
　項目１２に記載のミクロ流体構造であって、ここで、前記エラストマー材料および前記
基材のうちの少なくとも１つの厚みが、前記チャンバ近くにまで減少されて、Ｘ線ビーム
による該チャンバの内容物の直接的検査を可能にする、ミクロ流体構造。
（項目１８）
　項目１２に記載のミクロ流体構造であって、前記基材が、前記エラストマーブロックと
は異なる材料から形成され、そして、前記エラストマー部分の第１凹部、第２凹部および
第３凹部それぞれと整列した、第１凹部、第２凹部、および第３凹部を備えて、前記チャ
ンバの容積を規定する、ミクロ流体構造。
（項目１９）
　エラストマーミクロ流体デバイスに圧力を適用するための構造物であって、該構造物は
、以下：
　第１ホルダー部分であって、該第１ホルダーが、該第１ホルダーの下側の表面上に連続
した高くなったリムを備え、該高くなったリムは、該ミクロ流体デバイスの上表面と接触
してそこに位置づけられる複数の材料を取り囲むように構成され、該高くなったリムと該
ミクロ流体デバイスの上表面との間の接触が、該材料のウェルの上にチャンバを規定し、
該チャンバと流体連絡するオリフィスが、該ウェルの内容物を該ミクロ流体デバイスの活
性領域へと駆動するために、該チャンバへの陽圧の適用を可能にする、第１ホルダー、
を備える、構造物。
（項目２０）
　項目１９に記載の構造物であって、第２部分をさらに備え、該第２部分は、凹部を備え
、この凹部は、前記ミクロ流体デバイスを受容し、そして該ミクロ流体デバイスの上側表
面および下側表面のうちの少なくとも１つの一部を露出したままにするように構成される
、構造物。
（項目２１）
　項目２０に記載の構造物であって、ここで、前記第１部分および前記第２部分が、ネジ
を使用する該第１部分および該第２部分の嵌合可能な係合を可能にするように整列された
ネジ穴を備える、構造物。
（項目２２）
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　項目１９の構造物であって、ここで、前記第１部分が、第２の連続した高くなったリム
を備え、前記リムが、該ミクロ流体デバイスの前記表面と接触して該ミクロ流体デバイス
の上表面に位置づけられる第２の複数の材料のウェルを取り囲むように構成され、該第２
の高くなったリムと該エラストマーの上表面との間の接触が、該第２の複数の材料のウェ
ルの上に第２のチャンバを規定し、該第２のチャンバと連絡する第２部分の第２オリフィ
スが、該第２チャンバへの陽圧の適用を可能にする、構造物。
（項目２３）
　項目２０に記載の構造物であって、第３部分をさらに備え、該第３部分が、前記第１部
分と嵌合可能に係合するように構成され、該第３部分の上側表面が、連続した高くなった
リムを備え、該リムは、前記ミクロ流体デバイスの下表面に位置づけられる複数の開口部
を取り囲む前記エラストマーの表面へと圧するように構成され、該高くなったリムと該ミ
クロ流体デバイスの上表面との間の接触が、該開口部のうえに第２チャンバを規定し、該
第２チャンバと連絡する前記第３チャンバ内のオリフィスが、該第２チャンバへの陽圧の
適用を可能にする、構造物。
（項目２４）
　項目１９に記載の構造物であって、付勢部材をさらに備え、該付勢部材が、前記第１部
分と接触し、そして前記ミクロ流体デバイスの上側表面と接触するように該第１部分を圧
するように構成される、構造物。
（項目２５）
　項目１９に記載の構造物であって、ここで、前記高くなったリムが可撓性エラストマー
材料を備え、そして前記ミクロ流体デバイスの表面が剛性である、構造物。
（項目２６）
　項目１９に記載の構造物であって、ここで、前記高くなったリムが剛性材料を備え、そ
して、前記ミクロ流体デバイスの表面が可撓性である、構造物。
（項目２７）
　ミクロ流体デバイスを液体材料でプライミングする方法であって、該方法は、以下：
　ミクロ流体デバイスの上側表面の上の複数のウェルに液体材料を装填する、工程；
　ホルダーピースを該上側表面に対して、該ホルダーピースの連続した高くなったリムが
該ウェルを取り囲む該上側表面を押すように付勢する工程であって、その結果、その結果
、チャンバが、該ウェルの上に作製される、工程；および
　陽圧を該チャンバに適用して、該材料を該ウェルからエラストマーミクロ流体構造物の
活性領域へと駆動する、工程、
を包含する、方法。
（項目２８）
　項目２７に記載の方法であって、ここで、前記高くなったリムが、前記上側表面と係合
するように変形する、方法。
（項目２９）
　項目２７に記載の方法であって、ここで、前記上側表面が、前記高くなったリムと係合
するように変形する、方法。
（項目３０）
　ミクロ流体エラストマーデバイス内のバルブを作動させる方法であって、該方法は、以
下：
　連続して高くなったリムを有するホルダーピースを、複数のコントロールライン出口を
有するミクロ流体デバイスの表面に対して適用して、該出口の上にチャンバを作製する工
程；および
　陽圧または負圧を該チャンバに適用して、該コントロールライン内の圧力を制御し、そ
れによって、該コントロールラインと連絡する該ミクロ流体デバイスのエラストマーバル
ブ膜を作動させる、工程、
を包含する、方法。
（項目３１）
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　項目３０に記載の方法であって、ここで、前記高くなったリムが、弾性であり、そして
前記表面と係合するように変形する、方法。
（項目３２）
　項目３０に記載の方法であって、ここで、前記表面が、弾性であり、そして前記高くな
ったリムと係合するように変形する、方法。
（項目３３）
　２つの流体間の拡散に対する時間的制御を実行する方法であって、該方法は、以下：
　ミクロ流体フローチャネルをエラストマー材料内に提供する工程であって、該エラスト
マー材料の膜部分が、該フローチャネル内に位置づけられて、バルブを規定する、工程；
　該膜の１つの側面上の該フローチャネルの第１部分を、第１流体でプライミングする工
程；
　該フローチャネルの反対側面上のフローチャネルの第２部分を第２流体でプライミング
する、工程；および
　該エラストマー膜を該フローチャネルの内へそして該フローチャネルの外へと、ある時
間にわたって繰り返し動かして、該バルブを通って該第１流体と該第２流体との間での拡
散を可能にする、工程、
を包含する、方法。
（項目３４）
　項目３３に記載の方法であって、ここで、前記エラストマー膜が、該膜に近接して前記
エラストマー材料内に位置づけられるコントロール凹部内での減圧に応答して、該フロー
チャネルの内へそして該フローチャネルの外へと移動する、方法。
（項目３５）
　項目３３に記載の方法であって、ここで、前記第１流体が結晶化剤であり、そして前記
第２流体が結晶化標的溶液であり、その結果、前記エラストマー膜が、前記フローチャネ
ルの溶液環境を変更して標的物質の結晶化を促進するように繰り返し移動する、方法。
（項目３６）
　項目３３に記載の方法であって、ここで、前記第１流体および前記第２流体の合わせた
容積が、５０ｎＬ以下である、方法。
（項目３７）
　２つの流体間の濃度勾配を捕獲する方法であって、該方法が、以下：
　ミクロ流体フローチャネル内に存在するエラストマー膜の第１側面上に第１流体を提供
する、工程；
　該エラストマー膜の第２側面上に第２流体を提供する、工程；
　該エラストマー膜を該流体フローチャネルから移動させて、該第１流体と該第２流体と
の間のミクロ流体自由界面を規定する、工程；
　該第１流体および該第２流体を、該ミクロ流体自由界面を通って拡散させる、工程；お
よび
　該ミクロ流体自由界面から増加する距離で該フローチャネルに沿って位置づけられる一
群のエラストマーバルブを作動させて、一連のチャンバを規定する工程であって、該チャ
ンバの該第１流体および該第２流体の相対濃度は、拡散の時間を反映する、工程、
を包含する、方法。
（項目３８）
　項目３７に記載の方法であって、ここで、前記第１流体が結晶化剤であり、そして前記
第２流体結晶化標的溶液であり、その結果、複数の結晶化条件が、前記一連のチャンバ内
で作り出される、方法。
（項目３９）
　ミクロ流体デバイスを製造する方法であって、該方法は、以下：
　基材の上表面に複数のウェルを形成する、工程；
　下表面が、パターン化した凹部を有するように、エラストマーブロックを成形する、工
程；および
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　該成形されたエラストマーブロックの下表面を、該基材の上表面と接触させるように位
置づけ、その結果、該パターン化した凹部が、該ウェルと整列して、該ウェルの間にミク
ロ流体フローチャネルを形成する、工程、
を包含する、方法。
（項目４０）
　項目３９に記載の方法であって、さらに以下：
　第２エラストマーブロックの下表面が第２パターン凹部を有するように、第２エラスト
マーブロックを成形する、工程；
　該第２エラストマーブロックの下表面を、前記第１エラストマーブロックの上表面と接
触させるように配置し、その結果、該第２パターン凹部が、前記第１パターン凹部を通っ
て、それによって、複数の介在するエラストマー膜バルブを規定する、工程、
を包含する、方法。
（項目４１）
　項目３９に記載の方法であって、ここで、前記凹部が、シリコン基材またはガラス基材
の等方性のエッチングまたは異方性のエッチングによって、前記基材中に形成される、方
法。
（項目４２）
　項目３９に記載の方法であって、ここで、前記凹部は、プラスチック基材の射出成形ま
たは熱エンボス加工によって、前記基材中に形成される、方法。
（項目４３）
　ミクロ流体デバイスを製造する方法であって、該方法は、以下：
　下表面がパターン凹部を有するように、エラストマーブロックを成形する、工程；およ
び
　該成形されたエラストマーブロックの下表面を、実質的に平面な基材と接触させて位置
づけ、その結果、該パターン化した凹部が、複数のフローチャネルを通って流体連絡する
複数のチャンバを規定する、工程、
を包含する、方法。
（項目４４）
　ミクロ流体デバイスを製造する方法であって、該方法は、以下：
　基材の上表面に陥凹状のチャネルによって連絡される複数のウェルを形成する、工程；
および
　エラストマーブロックの下表面を、該基材の上表面と接触させて位置づけて、フローチ
ャネルによって連絡された、複数の囲まれたミクロ流体チャンバを規定する、工程、
を包含する、方法。
（項目４５）
　項目４４に記載の方法であって、ここで、前記ウェルおよび凹部が、シリコン基材また
はガラス基材の等方性のエッチングまたは異方性のエッチングによって、前記基材中に形
成される、方法。
（項目４６）
　項目４４に記載の方法であって、ここで、前記ウェルおよび凹部が、プラスチック基材
の射出成形または熱エンボス加工によって、前記基材中に形成される、方法。
（項目４７）
　標的物質の結晶を形成するための方法であって、該方法は、以下：
　エラストマーミクロ流体デバイスの第１チャンバを、第１所定容積の標的物質溶液でプ
ライミングする、工程；
　エラストマーミクロ流体デバイスの第２チャンバを、第２所定容積の結晶化剤でプライ
ミングする、工程；および
　該第１チャンバを該第２チャンバと流体接触するように位置づけて、該標的物質と該結
晶化剤との間の拡散を可能にし、その結果、該標的物質の環境が、結晶の形成を引き起こ
すように変更される、工程、
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を包含する、方法。
（項目４８）
　項目４７に記載の方法であって、ここで、前記第１容積および前記第２容積が、前記第
１チャンバの寸法および前記第２チャンバの寸法によって予め決定されている、方法。
（項目４９）
　項目４７に記載の方法であって、さらなる結晶化スクリーニングのための種結晶として
使用するために、前記ミクロ流体デバイスから前記結晶を収集する工程をさらに包含する
、方法。
（項目５０）
　項目４７に記載の方法であって、前記結晶の三次元構造を決定するために、前記ミクロ
流体デバイス内の該結晶を、Ｘ線照射で照射する工程をさらに包含する、方法。
（項目５１）
　項目４７に記載の方法であって、前記結晶を照射する前に、前記ミクロ流体デバイスに
寒剤を送達する工程をさらに包含する、方法。
（項目５２）
　項目４７に記載の方法であって、ここで：
　前記第１チャンバおよび前記第２チャンバ内の物質の濃度および容積が、前記ミクロ流
体デバイス内の複数の結晶化条件のうちの１つを表し；そして
　該方法が、該複数の結晶化条件のうちの１つに関連する１セットの条件下で、第２ミク
ロ流体チップ上で第２結晶化スクリーニングを実行する工程をさらに包含する、
方法。
【００１７】
　本発明のこれらの実施形態および他の実施形態、ならびにその利点および特徴は、以下
の本文および添付の図面と組み合わせてより詳細に記載される。
【００１８】
　（発明の詳細な説明）
　（Ｉ．微細製作（ｍｉｃｒｏｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ）の概説）
　以下の考察は、米国特許出願０９／８２６，５８５号（２００１年４月６日出願）、同
第０９／７２４，７８４号（２０００年１１月２８日出願）、および同第０９／６０５，
５２０号（２０００年６月２７日出願）に一般的に記載される、エラストマー材料を利用
した、微細製作された流体デバイスの形成に関する。これらの特許出願は、本明細書中に
参考として援用される。
【００１９】
　（１．製造方法）
　本発明の例示的な製造方法を本明細書中に提供する。本発明は、これらの方法のうちの
１つまたは他のものによる製造に限定されないことが理解されるべきである。むしろ、本
発明の微細構造の他の適切な製造方法（本発明を改変することを含む）もまた意図される
。
【００２０】
　図１～図７Ｂは、本発明の微細構造（これは、ポンプまたはバルブとして用いられ得る
）の第一の好ましい製造方法の連続工程を図示する。図７Ｃ～図７Ｇは、本発明の微細構
造（これもまた、ポンプまたはバルブとして用いられ得る）の第二の好ましい製造方法の
連続工程を図示する。
【００２１】
　説明するように、図１～図７Ｂの好ましい方法は、集められて結合される事前硬化エラ
ストマー層を用いることを含む。代替方法では、エラストマーの各層は、「適所で」硬化
され得る。以下の説明では、「チャネル」とは、エラストマー構造中の、流体または気体
の流れを含み得る溝をいう。
【００２２】
　図１を参照して、第一の微細加工鋳型１０が提供される。微細加工鋳型１０は、多数の
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従来のシリコン加工方法（写真平板、イオンミリングおよび電子ビームリソグラフィーを
含むがこれらに限定されない）によって製造され得る。
【００２３】
　見られ得るように、微細加工鋳型１０は、それに沿って延びる、隆起線または突出部１
１を有する。第一エラストマー層２０は、示されるように、第一溝２１（溝２１は、突出
部１１に寸法が対応する）が、エラストマー層２０の下表面に形成されるように、鋳型１
０の上部に鋳造される。
【００２４】
　図２に見られ得るように、それに沿って延びる隆起した突出部１３を有する第二の微細
加工鋳型１２もまた提供される。第二エラストマー層２２は、溝２３が、突出部１３の寸
法に対応するその下表面に形成されるように、示されるように、鋳型１２の上部に鋳造さ
れる。
【００２５】
　図３および図４に図示した連続工程において見られ得るように、次いで、第二エラスト
マー層２２は鋳型１２から取り出され、そして第一エラストマー層２０の上部に配置され
る。見られ得るように、第二エラストマー層２２の下表面に沿って延びる溝２３は、フロ
ーチャネル３２を形成する。
【００２６】
　図５を参照して、次いで、別個の第一エラストマー層２０および第二エラストマー層２
２（図４）は、一緒に結合されて、一体型（すなわち、モノリシック）エラストマー構造
２４が形成される。
【００２７】
　図６および図７Ａの連続工程において見られ得るように、次いで、エラストマー構造２
４は、鋳型１０から取り出され、そして平面基板１４の上部に配置される。図７Ａおよび
図７Ｂにおいて見られ得るように、エラストマー構造２４がその下表面で平面基板１４に
対してシールされた場合、溝２１は、フローチャネル３０を形成する。
【００２８】
　本発明のエラストマー構造は、ほぼ任意の平滑平面基板と可逆的気密シールを形成する
。このようにしてシールを形成することに対する利点は、エラストマー構造が、はがされ
得、洗浄され得、そして再使用され得ることである。好ましい局面では、平面基板１４は
ガラスである。ガラスを使用することのさらなる利点は、ガラスは透明であって、エラス
トマーチャネルおよび容器の光学的な取り調べ（ｏｐｔｉｃａｌ　ｉｎｔｅｒｒｏｇａｔ
ｉｏｎ）を可能にすることである。あるいは、エラストマー構造は、上記と同じ方法によ
って平坦なエラストマー層へと結合されて、永続的かつ高強度の結合を形成し得る。これ
は、より高い背圧が用いられる場合の利点を証明し得る。
【００２９】
　図７Ａおよび図７Ｂにおいて見られ得るように、フローチャネル３０およびフローチャ
ネル３２は好ましくは、フローチャネル３０の上部をフローチャネル３２の下部と分離す
る、基板２４の小さな膜２５と、互いにある角度で配置される。
【００３０】
　好ましい局面では、平面基板１４はガラスである。ガラスを用いることの利点は、本発
明のエラストマー構造がはがされ得、洗浄され得、そして再使用され得ることである。ガ
ラスを用いることのさらなる利点は、光学検知が用いられ得ることである。あるいは、平
面基板１４は、より高い背圧が用いられる場合、有益であると判明し得る、エラストマー
自体であり得る。
【００３１】
　ここに記載した製造方法は、デバイスのチャネルの壁を形成する材料とは異なるエラス
トマー材料から構成される膜を有する構造を形成するように改変され得る。この異なる製
造方法を図７Ｃ～図７Ｇに図示する。
【００３２】
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　図７Ｃを参照して、第一微細加工鋳型１０が提供される。微細加工鋳型１０は、それに
沿って延びた、隆起線または突出部１１を有する。図７Ｄでは、第一エラストマー層２０
は、第一エラストマー層２０の上部が隆起線または突出部１１の上部で洗い流されるよう
に、第一の微細加工鋳型１０の上部に鋳造される。これは、鋳型１０上に吐出されるエラ
ストマー材料の容積を、隆起線１１の既知の高さに対して、注意深く制御することによっ
て達成され得る。あるいは、所望の形状が、射出成形によって形成され得る。
【００３３】
　図７Ｅでは、それに沿って延びた隆起した突出部１３を有する第二の微細加工鋳型１２
もまた提供される。第二エラストマー層２２は、溝２３が、突出部１３の寸法に対応する
その下表面に形成されるように、示されるように第二鋳型１２の上部に鋳造される。
【００３４】
　図７Ｆでは、第二エラストマー層２２は、鋳型１２から取り出され、そして第三エラス
トマー層２２２の上部に配置される。第二エラストマー層２２は、第三エラストマー層２
０に結合されて、以下に詳細に記載される技術を用いて、一体型エラストマーブロック２
２４が形成される。このプロセスのこの点では、隆起線１３によって以前は占められてい
た溝２３が、フローチャネル２３を形成する。
【００３５】
　図７Ｇでは、エラストマーブロック２２４は、第一微細加工鋳型１０および第一エラス
トマー層２０の上部に配置される。次いで、エラストマーブロックおよび第一エラストマ
ー層２０は一緒に結合されて、別のエラストマー層２２２から構成される膜を有する一体
型（すなわち、モノリシック）エラストマー構造２４を形成する。
【００３６】
　エラストマー構造２４が、その下表面で、図７Ａに関して上記で記載した様式で平面基
板にシールされている場合、隆起線１１によって以前占められていた溝は、フローチャネ
ル３０を形成する。
【００３７】
　図７Ｃ～図７Ｇに関連して上記で図示した別の製造方法は、膜部分が、その構造の残部
のエラストマー材料とは別の材料から構成されるのを可能にするという利点を提供する。
これは、重要である。なぜなら、膜の厚さおよび弾性特性は、デバイスの操作において重
要な役割を果たすからである。さらに、この方法は、別のエラストマー層が、エラストマ
ー構造に取り込まれる前にコンディショニングに容易に供されるのを可能にする。以下に
詳細に考察するように、潜在的に望ましい条件の例としては、膜の作動および／またはそ
の弾性を変更するための膜へのドーパントの導入を可能にする磁気伝導種または電気伝導
種の導入が挙げられる。
【００３８】
　上記の方法は、微細加工鋳型の上部での複製成形によって形成される種々の成形エラス
トマー層を形成することに関して例示されたが、本発明は、この技術に限定されない。他
の技術を用いて、一緒に結合されるべき成形エラストマー材料の個々の層を形成し得る。
例えば、エラストマー材料の成形層は、レーザー切断もしくは射出成形によって、または
第二の例示的な方法に関連して以下に考察されるとおりの化学エッチングおよび／もしく
は犠牲材料を利用する方法によって、形成され得る。
【００３９】
　代替的な方法は、エラストマー材料内にカプセル化されたフォトレジストの現像を利用
する、パターン形成エラストマー構造を製造する。しかし、本発明による方法は、フォト
レジストを利用することに限定されない。他の材料（例えば、金属）もまた、周囲のエラ
ストマー材料に対して選択的に除去されるべき犠牲材料として役立ち得、そしてこの方法
は、本発明の範囲内にある。例えば、金金属は、適切な化学混合物を利用してＲＴＶ　６
１５エラストマーに対して選択的にエッチングされ得る。
【００４０】
　（２．層およびチャネルの寸法）
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　微細製作されたとは、本発明の実施形態に従って製造されたエラストマー構造の特徴の
大きさをいう。一般に、微細製作された構造の少なくとも１つの寸法におけるバリエーシ
ョンは、ミクロンレベルまで制御され、少なくとも１つの寸法は、微視的（すなわち、１
０００μｍ未満）である。
【００４１】
　微細製作は代表的に、顕微鏡レベルの特徴寸法を生じるために設計された、半導体また
はＭＥＭＳ製造技術（例えば、写真平板および回転被覆（ｓｐｉｎｃｏａｔｉｎｇ））を
含み、微細製作された構造の寸法の少なくともいくつかは、この構造を合理的に解明／画
像化するために顕微鏡を必要とする。
【００４２】
　好ましい局面では、フローチャネル３０、および３２は好ましくは、約１０：１の幅：
深さ比を有する。本発明の実施形態に従った幅：深さ比の他の範囲の非限定的リストは、
０．１：１～１００：１、より好ましくは１：１～５０：１、より好ましくは２：１～２
０：１、そして最も好ましくは３：１～１５：１である。例示的な局面では、フローチャ
ネル３０、および３２は、約１～１０００ミクロンの幅を有する。本発明の実施形態に従
ったフローチャネルの幅の他の範囲の非限定的リストは、０．０１～１０００ミクロン、
より好ましくは０．０５～１０００ミクロン、より好ましくは０．２～５００ミクロン、
より好ましくは１～２５０ミクロン、そして最も好ましくは１０～２００ミクロンである
。例示的なチャネル幅としては、以下が挙げられる：０．１μｍ、１μｍ、２μｍ、５μ
ｍ、１０μｍ、２０μｍ、３０μｍ、４０μｍ、５０μｍ、６０μｍ、７０μｍ、８０μ
ｍ、９０μｍ、１００μｍ、１１０μｍ、１２０μｍ、１３０μｍ、１４０μｍ、１５０
μｍ、１６０μｍ、１７０μｍ、１８０μｍ、１９０μｍ、２００μｍ、２１０μｍ、２
２０μｍ、２３０μｍ、２４０μｍおよび２５０μｍ。
【００４３】
　フローチャネル３０、および３２は、は、約１～１００ミクロンの深さを有する。本発
明の実施形態に従ったフローチャネルの深さの他の範囲の非限定的リストは、０．０１～
１０００ミクロン、より好ましくは０．０５～５００ミクロン、より好ましくは０．２～
２５０ミクロン、そしてより好ましくは１～１００ミクロン、より好ましくは２～２０ミ
クロン、そして最も好ましくは５～１０ミクロンである。例示的なチャネル深さとしては
、以下が挙げられる：０．０１μｍ、０．０２μｍ、０．０５μｍ、０．１μｍ、０．２
μｍ、０．５μｍ、１μｍ、２μｍ、３μｍ、４μｍ、５μｍ、７．５μｍ、１０μｍ、
１２．５μｍ、１５μｍ、１７．５μｍ、２０μｍ、２２．５μｍ、２５μｍ、３０μｍ
、４０μｍ、５０μｍ、７５μｍ、１００μｍ、１５０μｍ、２００μｍ、および２５０
μｍ。
【００４４】
　フローチャネルは、上記で与えたこれらの特定の寸法範囲および例に限定されず、そし
て、図１および７Ｂに関連して以下に詳細に考察したとおりに膜を反らせるために必要な
大きさの力に影響を与えるために幅が変化し得る。例えば、０．０１μｍの桁の幅を有す
る極めて狭いフローチャネルは、以下に詳細に考察したとおり、光学的適用および他の適
用において有用であり得る。上記よりもさらに大きな幅のチャネルを有する部分を含むエ
ラストマー構造もまた、本発明によって意図され、そしてこのようなより幅の広いフロー
チャネルを利用する適用の例としては、流体容器およびチャネル構造の混合が挙げられる
。
【００４５】
　エラストマー層は、機械的安定性のために厚く鋳造され得る。例示的な実施形態では、
図１のエラストマー層２２は、５０ミクロン～数センチメートルの厚さであり、そしてよ
り好ましくは約４ｍｍの厚さである。本発明の他の実施形態に従ったエラストマー層の厚
さの範囲の非限定的リストは、約０．１ミクロン～１０ｃｍ、１ミクロン～５ｃｍ、１０
ミクロン～２ｃｍ、１００ミクロン～１０ｍｍの間である。
【００４６】
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　従って、図７Ｂの、フローチャネル３０とフローチャネル３２とを分離する膜２５は、
約０．０１ミクロンと約１０００ミクロンとの間、より好ましくは０．０５～５００ミク
ロン、より好ましくは０．２～２５０、より好ましくは１～１００ミクロン、より好まし
くは２～５０ミクロン、そして最も好ましくは５～４０ミクロンの間の代表的厚さを有す
る。その結果、エラストマー層２２の厚さは、エラストマー層２０の厚さの約１００倍で
ある。例示的な膜の厚さとしては、以下が挙げられる：０．０１μｍ、０．０２μｍ、０
．０３μｍ、０．０５μｍ、０．１μｍ、０．２μｍ、０．３μｍ、０．５μｍ、１μｍ
、２μｍ、３μｍ、５μｍ、７．５μｍ、１０μｍ、１２．５μｍ、１５μｍ、１７．５
μｍ、２０μｍ、２２．５μｍ、２５μｍ、３０μｍ、４０μｍ、５０μｍ、７５μｍ、
１００μｍ、１５０μｍ、２００μｍ、２５０μｍ、３００μｍ、４００μｍ、５００μ
ｍ、７５０μｍ、および１０００μｍ。
【００４７】
　（３．ソフトリソグラフィー結合）
　好ましくは、エラストマー層は、パターン形成エラストマー層を含むポリマーに固有で
ある化学を用いて化学的に一緒に結合される。最も好ましくは、結合は、二成分「添加硬
化（ａｄｄｉｔｉｏｎ　ｃｕｒｅ）」結合を含む。
【００４８】
　好ましい局面では、エラストマーの種々の層は、層が異なる化学的性質を有する不均一
結合で一緒に結合される。あるいは、全ての層が同じ化学的性質のものである均一結合が
用いられ得る。第三に、それぞれのエラストマー層は、必要に応じて、その代わりに、接
着剤によって一緒に貼り付けられ得る。第四の局面では、エラストマー層は、加熱によっ
て一緒に結合される熱硬化性エラストマーであり得る。
【００４９】
　均一結合の１つの局面では、エラストマー層は、同じエラストマー材料から構成され、
１つの層における同じ化学実体は、他の層における同じ化学実体と反応して、これらの層
を一緒に結合する。１つの実施形態では、同様のエラストマー層のポリマー鎖の間の結合
は、光、熱または別個の化学種との化学反応に起因した架橋剤の活性化から生じ得る。
【００５０】
　あるいは、不均質な局面では、エラストマー層は、異なるエラストマー材料から構成さ
れ、１つの層における第一の化学実体は、別の層における第二の化学実体と反応する。１
つの例示的な不均一局面では、それぞれのエラストマー層を一緒に結合するために用いら
れる結合プロセスは、ＲＴＶ　６１５シリコーンの２つの層を一緒に結合することを含み
得る。ＲＴＶ　６１５シリコーンは、二部添加硬化シリコーンゴムである。Ａ部は、ビニ
ル基および触媒を含む；Ｂ部は、水素化ケイ素（Ｓｉ－Ｈ）基を含む。ＲＴＶ　６１５に
ついての従来の比は、１０Ａ：１Ｂである。結合に関して、１つの層は、３０Ａ：１Ｂ（
すなわち、過剰なビニル基）で作製され得、そして他方は、３Ａ：１Ｂ（すなわち、過剰
なＳｉ－Ｈ基）で作製され得る。各層は、別々に硬化される。この２つの層を接触させて
、高温で加熱した場合、これらは、不可逆的に結合して、モノリシックエラストマー基板
を形成する。
【００５１】
　本発明の例示的な局面では、Ｓｙｌｇａｒｄ　１８２、１８４もしくは１８６、または
脂肪族ウレタンジアクリレート（例えば、ＵＣＢ　ＣｈｅｍｉｃａｌからのＥｂｅｃｒｙ
ｌ　２７０またはＩｒｒ　２４５（しかしこれらに限定されない））を利用して、エラス
トマー構造が形成される。
【００５２】
　本発明に従った１つの実施形態では、純粋なアクリレート化Ｕｒｅｔｈａｎｅ　Ｅｂｅ
　２７０から２層エラストマー構造を製造した。薄い下層を、８０００ｒｐｍで１５秒間
、１７０℃で回転被覆した。上層および下層を、Ｅｌｅｃｔｒｏｌｉｔｅ　ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎによって製造されるＭｏｄｅｌ　ＥＬＣ　５００デバイスを利用して、紫外光
下で窒素下にて１０分間、最初に硬化させた。次いで、組立てられた層を、さらに３０分
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間かけて硬化させた。反応は、Ｃｉｂａ－Ｇｅｉｇｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓによって製造
されたＩｒｇａｃｕｒｅ　５００の０．５％　ｖｏｌ／ｖｏｌ混合物によって触媒された
。得られたエラストマー材料は、中程度の弾性およびガラスへの接着を示した。
【００５３】
　本発明に従った別の実施形態では、２層エラストマー構造は、薄い下層については２５
％　Ｅｂｅ　２７０／５０％　Ｉｒｒ２４５／２５％イソプロピルアルコール、そして上
層としての純粋なアクリレート化Ｕｒｅｔｈａｎｅ　Ｅｂｅ　２７０の組合せから製造さ
れた。薄い下層を、紫外光下で窒素下にて、Ｅｌｅｃｔｒｏｌｉｔｅ　ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎによって製造されるＭｏｄｅｌ　ＥＬＣ　５００デバイスを利用して、最初に５分
間かけて硬化させ、そして上層を最初に１０分間かけて硬化させた。次いで、組立てられ
た層を、さらに３０分間かけて硬化させた。反応は、Ｃｉｂａ－Ｇｅｉｇｙ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌｓによって製造されたＩｒｇａｃｕｒｅ　５００の０．５％　ｖｏｌ／ｖｏｌ混合
物によって触媒された。得られたエラストマー材料は、中程度の弾性を示し、そしてガラ
スへ接着した。
【００５４】
　あるいは、例えば、接触して配置した場合にエラストマー層／基板が結合するように、
プラズマ曝露によってエラストマー表面を活性化することを含め、他の結合方法を用い得
る。例えば、同じ材料から構成されるエラストマー層を一緒に結合するための１つの可能
なアプローチは、本明細書中に参考として援用される、Ｄｕｆｆｙら，「Ｒａｐｉｄ　Ｐ
ｒｏｔｏｔｙｐｉｎｇ　ｏｆ　Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ｉｎ　Ｐｏ
ｌｙ（ｄｉｍｅｔｈｙｌｓｉｌｏｘａｎｅ）」、Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔ
ｒｙ（１９９８），７０，４９７４－４９８４によって示される。この論文は、ポリジメ
チルシロキサン（ＰＤＭＳ）層を酸素プラズマに曝露することが、表面の酸化を引き起こ
し、２つの酸化層が接触するように配置された場合、不可逆的結合が生じると考察する。
【００５５】
　エラストマーの連続層を一緒に結合するためのなお別のアプローチは、未硬化エラスト
マーの接着特性を利用することである。特に、未硬化のエラストマー（例えば、ＲＴＶ　
６１５）の薄層は、第一の硬化エラストマー層の上部に適用される。次に、第二の硬化エ
ラストマー層は、未硬化のエラストマー層の上部に配置される。次いで、未硬化のエラス
トマーの薄い中間層を硬化させて、モノリシックエラストマー構造が生成される。あるい
は、未硬化のエラストマーは、第一の硬化エラストマー層の下に適用され得、第一の硬化
エラストマー層は、第二の硬化エラストマー層の上に配置される。ここでも、中間の薄い
エラストマー層を硬化させることは、モノリシックエラストマー構造の形成をもたらす。
【００５６】
　犠牲層のカプセル化を用いて、エラストマー構造を製造する場合、連続エラストマー層
の結合は、予め硬化されたエラストマー層およびその上にパターン形成された任意の犠牲
材料上に未硬化のエラストマーを注ぐことによって達成され得る。エラストマー層間の結
合は、未硬化のエラストマー層のポリマー鎖と硬化エラストマー層のポリマー鎖との相互
浸透および反応に起因して生じる。エラストマー層のその後の硬化は、エラストマー層の
間に結合を作製し、そしてモノリシックエラストマー構造を作製する。
【００５７】
　図１～図７Ｂの第一方法を言及して、第一エラストマー層２０は、微細製作された鋳型
１２にＲＴＶ混合物を２０００ｒｐｍで３０秒間にわたって回転被覆して、約４０ミクロ
ンの厚みを生じることによって作製され得る。第二エラストマー層２２は、微細製作され
た鋳型１１上にＲＴＶ混合物を回転被覆することによって作製され得る。層２０および層
２２は両方とも、約８０℃で１．５時間かけて別々に焼かれ得るかまたは硬化され得る。
第二エラストマー層２２は、第一エラストマー層２０上に約８０℃で約１．５時間かけて
結合され得る。
【００５８】
　微細加工鋳型１０および１２は、シリコンウェーハ上のパターン形成フォトレジストで
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あり得る。例示的な局面では、Ｓｈｉｐｌｅｙ　ＳＪＲ　５７４０フォトレジストを、２
０００ｒｐｍで回転させ、マスクとして高解像度の透明フィルムを用いてパターン形成さ
れ、次いで現像されて、約１０ミクロンの高さの逆チャネルが得られた。約２００℃で約
３０分間かけて焼かされた場合、フォトレジストは再度流動し、そして逆チャネルが丸く
なる。好ましい局面では、鋳型は、シリコーンゴムの接着を防止するために、各使用の前
にトリメチルクロロシラン（ＴＭＣＳ）蒸気で約１分間かけて処理され得る。
【００５９】
　（４．適切なエラストマー材料）
　Ａｌｌｃｏｃｋら、Ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ
、第２版は、エラストマーを、それらのガラス転移温度と液化温度との間の温度で存在す
るポリマーとして一般的に記載する。エラストマー材料は、弾性特性を示す。なぜなら、
ポリマー鎖は、力に応答して骨格鎖のほぐれを可能にするねじれ運動を容易に受け、この
力の非存在下では骨格鎖は巻き戻されて以前の形状をとるからである。一般に、エラスト
マーは、力がかけられた場合に変形するが、次いで、その力が取り除かれたときはその元
の形状に戻る。エラストマー材料によって示される弾性は、ヤング率によって特徴付けら
れ得る。約１Ｐａ～１ＴＰａの間、より好ましくは約１０Ｐａ～１００ＧＰａの間、より
好ましくは約２０Ｐａ～１ＧＰａの間、より好ましくは約５０Ｐａ～１０ＭＰａの間、そ
してより好ましくは約１００Ｐａ～１ＭＰａの間のヤング率を有するエラストマー材料は
、本発明に従って有用であるが、これらの範囲外のヤング率を有するエラストマー材料も
また、特定の適用の必要性に依存して利用され得る。
【００６０】
　本発明のシステムは、広範な種々のエラストマーから製造され得る。例示的な局面では
、エラストマー層は、好ましくはシリコーンゴムから製造され得る。しかし、他の適切な
エラストマーもまた使用され得る。
【００６１】
　本発明の例示的な局面では、本発明のシステムは、エラストマーポリマー（例えば、Ｇ
Ｅ　ＲＴＶ　６１５（調合物）（ビニルシラン架橋（型）シリコーンエラストマー（ファ
ミリー））から製造される。しかし、本発明のシステムは、この１つの処方にも、型にも
、このファミリーのポリマーにさえ制限されない；むしろ、ほぼ任意のエラストマーポリ
マーが適切である。本発明のミクロバルブの製造の好ましい方法についての重要な必要条
件は、複数の層のエラストマーを一緒に結合する能力である。複数層ソフトリソグラフィ
ーの場合、エラストマーの層を別々に硬化させ、次いで一緒に結合させる。このスキーム
は、硬化された層が、一緒に結合するに充分な反応性を有することを必要とする。いずれ
かの層は、同じ型のものであり得、そしてそれら自体を結合し得るか、または２つの異な
る型のものであり得、そして互いに結合し得る。他の可能性としては、層の間での接着剤
の使用および熱硬化性エラストマーの使用が挙げられる。
【００６２】
　ポリマーの化学的性質、前駆体、合成方法、反応条件および潜在的添加剤の途方もなく
大きな多様性を考慮すると、モノリシックエラストマーミクロバルブおよびポンプを作製
するために用いられ得る、莫大な数の可能なエラストマーシステムが存在する。用いられ
る材料におけるバリエーションは、特定の材料の特性（すなわち、溶剤耐性、剛性、気体
透過性または温度安定性）についての必要性によって支配される可能性が最も高い。
【００６３】
　非常に多くの種類のエラストマーポリマーが存在する。比較的「標準的な」ポリマーを
用いてさえ、結合についての多くの可能性が存在することを示すことを意図して、最も一
般的なクラスのエラストマーの簡単な説明を本明細書中に提示する。一般的なエラストマ
ーポリマーとしては、ポリイソプレン、ポリブタジエン、ポリクロロプレン、ポリイソブ
チレン、ポリ（スチレン－ブタジエン－スチレン）、ポリウレタン、およびシリコーンが
挙げられる。
【００６４】
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　（ポリイソプレン、ポリブタジエン、ポリクロロプレン：）
　ポリイソプレン、ポリブタジエン、およびポリクロロプレンは全て、ジエンモノマーか
ら重合され、それゆえ、重合した場合に１つのモノマーあたり１つの二重結合を有する。
この二重結合は、このポリマーが、加硫（本質的に、硫黄を用いて、加熱によって二重結
合の間に架橋が形成される）によってエラストマーへと変換されるのを可能にする。これ
は、層の不完全な加硫によって均一な複数層ソフトリソグラフィーが結合されるのを容易
に可能にする；フォトレジストカプセル化は、類似の機構によって可能である。
【００６５】
　（ポリイソブチレン：）
　純粋なポリイソブチレンは、二重結合を有さないが、エラストマーとして使用するため
に、少量（約１％）のイソプレンを重合時に含めることによって架橋される。イソプレン
モノマーは、ポリイソブチレン骨格にペンダント二重結合を与え、次いで、これは、上記
のとおりに加硫され得る。
【００６６】
　（ポリ（スチレン－ブタジエン－スチレン）：）
　ポリ（スチレン－ブタジエン－スチレン）は、活発（ｌｉｖｉｎｇ）アニオン重合（す
なわち、反応中に天然の鎖終結工程は存在しない）によって生成され、それゆえ、「活発
な」ポリマー末端が、硬化したポリマー中に存在し得る。これにより、このポリマーは、
本発明のフォトレジストカプセル化システムについての天然の候補となり、ここで、硬化
した層の上に注がれた液体層中に多数の未反応モノマーが存在する。不完全硬化は、均一
な複数層ソフトリソグラフィー（ＡとＡとの結合）を可能にする。この化学的性質もまた
、（不均質な複数層ソフトリソグラフィーについては）過剰なブタジエンおよびカップリ
ング剤を有する１つの層（「Ａ」）およびブタジエン不足を有する他の層（「Ｂ」）が作
製されるのを容易にする。ＳＢＳは、「熱硬化性エラストマー」であり、特定の温度より
上では、これが溶けて（弾性とは対照的に）可塑性になり；温度を下げると、このエラス
トマーが再度得られることを意味する。従って、層は、加熱によって一緒に結合され得る
。
【００６７】
　（ポリウレタン）
　ポリウレタンは、ジ－イソシアネート（ｄｉ－ｉｓｏｃｙａｎａｔｅｓ）（Ａ－Ａ）お
よびジ－アルコール（ｄｉ－ａｌｃｏｈｏｌｓ）またはジ－アミン（ｄｉ－ａｍｉｎｅｓ
）（Ｂ－Ｂ）から生成される；非常に種々のジ－イソシアネートおよびジ－アルコール／
アミンが存在するため、異なるタイプのポリウレタンの数は膨大である。しかし、ポリマ
ーのＡ対Ｂの性質により、このポリウレタンは、ちょうどＲＴＶ　６１５のように、一方
の層において過剰のＡ－Ａを、そして他方の層において過剰のＢ－Ｂを使用することによ
り、不均一多層軟質リゾグラフィーについて有用になる。
【００６８】
　（シリコーン）
　シリコーンポリマーは、おそらく、最も多くの構造多様性を有し、そしてほとんどが必
ず、最多数の市販の処方物を有する。ビニル－（Ｓｉ－Ｈ）架橋のＲＴＶ　６１５（これ
は不均一多層軟質リゾグラフィーおよびフォトレジストカプセル化の両方を可能にする）
は、すでに議論されているが、これは、シリコーンポリマー化学において使用されるいく
つかの架橋方法のうちのわずか１つである。
【００６９】
　（５．デバイスの操作）
　図７Ｂおよび７Ｈは、共に、第２のフローチャネルを加圧することにより第１のフロー
チャネルを閉じることを示し、図７Ｂ（対応する図７Ａにおけるフローチャネル３２を通
して切られた前断面図）は、開いている第１のフローチャネル３０を示し、図７Ｈは、第
２のフローチャネル３２を加圧することにより閉じられた第１のフローチャネル３０を示
す。
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【００７０】
　図７Ｂを参照すると、第１のフローチャネル３０および第２のフローチャネル３２が示
される。膜２５は、フローチャネルを分離し、第１のフローチャネル３０の上部および第
２のフローチャネル３２の底部を形成する。見られ得るように、フローチャネル３０は、
「開いて」いる。
【００７１】
　図７Ｈにおいて見られ得るように、フローチャネル３２の加圧（その中に導入された気
体または液体のいずれかによって）は、膜２５を下向に反らせ、それによりフローチャネ
ル３０を通過する流れＦを締める。従って、チャネル３２内の圧力を変更することにより
、直線的に作動可能なバルブシステムが提供され、その結果、フローチャネル３０は、膜
２５を必要に応じて動かすことにより、開閉され得る。（例示目的のみのために、図７Ｇ
のチャネル３０は、「完全に閉じられた」位置ではなく「ほとんど閉じられた」位置で示
される。）
　このようなバルブは、チャネル自体のルーフを移動（すなわち、膜２５を移動）させる
ことにより作動されるので、この技術により製造されるバルブおよびポンプは、正確にゼ
ロの死容積を有し、そしてこの技術により作製される切り換えバルブは、バルブの有効容
積にほぼ等しい死容積（例えば、約１００×１００×１０μｍ＝１００ｐＬ）を有する。
膜を移動することにより消費されるこのような死容積および面積は、公知の従来のマイク
ロバルブよりも約２オーダー小さい。より小さいバルブおよび切り換えバルブならびによ
り大きいバルブおよび切り換えバルブが、本発明において意図され、そして死容積の範囲
の非限定的な列挙としては、１ａＬ～１μＬ、１００ａＬ～１００ｎＬ、１ｆＬ～１０ｎ
Ｌ、１００ｆＬ～１ｎＬ、および１ｐＬ～１００ｐＬが挙げられる。
【００７２】
　本発明に従うポンプおよびバルブにより送達され得る非常に小さい容積は、実質的な利
点を示す。詳細には、手動で測定可能な流体の最小の既知の容積は、約０．１μｌである
。自動化システムにより測定可能な最小の既知の容積は、約１０倍大きい（１μｌ）。本
発明に従うポンプおよびバルブを使用すると、１０ｎｌ以下の液体の容積が、慣用的に測
定され得、そして分配され得る。本発明により可能にされる非常に小さい容積の流体の正
確な測定は、多数の生物学的用途（診断試験およびアッセイを含む）において非常に価値
がある。
【００７３】
　式１は、均一な厚みを有する矩形で線形の弾性の等方性のプレートの、適用された圧力
による変形の非常に単純化された数学的モデルを表す：
　（１）ｗ＝（ＢＰｂ４）／（Ｅｈ３）
ここで、
　ｗ＝プレートの変形；
　Ｂ＝形状係数（長さ対幅、およびプレートの縁部の支持に依存する）；
　Ｐ＝適用される圧力；
　ｂ＝プレートの幅
　Ｅ＝ヤング率；および
　ｈ＝プレートの厚み。
【００７４】
　従って、この非常に単純化された式においてでさえ、圧力に応答するエラストマー膜の
変形は、以下の関数である：この膜の長さ、幅および厚み、この膜の可撓性（ヤング率）
、ならびに適用される作動力。これらのパラメーターの各々は、本発明に従う特定のエラ
ストマーデバイスの実施の寸法および物理的組成に依存して大きく異なるので、広範な膜
の厚みおよび弾性、チャネル幅、および作動力が、本発明によって意図される。
【００７５】
　一般的に、膜は均一な厚みを有さず、膜厚は長さおよび幅と比較して小さい必要はなく
、そして変形は、この膜の長さ、幅または厚みと比較して小さい必要はないので、すぐ上
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で示された式は近似に過ぎないことが理解されるべきである。それにもかかわらず、この
式は、変形　対　適用される力の所望の応答を達成するために有用なパラメーターを調整
するための有用なガイドとしてはたらく。
【００７６】
　図８Ａおよび８Ｂは、１００μｍ幅の第１のフローチャネル３０、および５０μｍ幅の
第２のフローチャネル３２についてのバルブ開口　対　適用される圧力を例示する。この
デバイスの膜を、約３０μｍの厚みおよび約７５０ｋＰａのヤング率を有するＧｅｎｅｒ
ａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ　ＲＴＶ　６１５の層により形成した。図
８Ａおよび８Ｂは、バルブの開口の程度が適用される圧力の範囲のほとんどにわたって実
質的に直線的であることを示す。
【００７７】
　空気圧を、外径０．０２５インチおよび内径０．０１３インチのステンレス鋼皮下チュ
ーブの２５ｍｍの部品に取り付けられた外径０．０２５インチを有するプラスチックチュ
ーブの１０ｃｍ長の部品を通して、このデバイスの膜に適用した。このチューブを、制御
チャネルに対して垂直な方向で、エラストマーブロックに挿入することによって、この制
御チャネルと接触させた。空気圧を、Ｌｅｅ　Ｃｏ．製の外部ＬＨＤＡ小型ソレノイドバ
ルブから皮下チューブに適用した。
【００７８】
　デバイスを通る材料の流れの制御は、従来、適用される気体圧を使用することが記載さ
れているが、他の流体は使用できなかった。
【００７９】
　例えば、空気は、圧縮可能であり、従って、外部ソレノイドバルブによる圧力の適用の
時間とこの圧力が膜により経験される時間との間にある程度の有限の遅れを被る。本発明
の代替の実施形態において、圧力は、外部供給源から非圧縮可能流体（例えば、水または
水硬性油）に適用され得、その結果、膜に適用された圧力のほぼ即時の伝達が生じる。し
かし、バルブの移動流体が大きいかまたは制御チャネルが狭い場合、より高い粘度の制御
流体が、作動の遅延に寄与し得る。従って、圧力を伝達するために最適な媒体は、特定の
用途およびデバイスの構成に依存し、そして気体媒体および液体媒体の両方が、本発明に
より意図される。
【００８０】
　上記のような外部適用圧力は、圧力調整器および外部小型バルブを介してポンプ／タン
クシステムにより適用されるが、外部圧力を適用する他の方法（ガスタンク、圧縮機、ピ
ストンシステムおよび液体のカラム）もまた本発明において意図される。例えば、生きた
生物内に見出されるような天然に存在する圧力供給源（例えば、血圧、胃圧、能脊髄液に
存在する圧力、眼内空間に存在する圧力、および通常の湾曲の間の筋肉により及ぼされる
圧力）の使用もまた、意図される。外部圧力を調節する他の方法（例えば、小型バルブ、
ポンプ、巨視的蠕動ポンプ、ピンチバルブおよび当該分野で公知の他のタイプの流体調節
機器）の使用もまた意図される。
【００８１】
　見られ得るように、本発明の実施形態に従うバルブの応答は、最小のヒステリシスで、
その移動範囲の大部分にわたってほとんど完全な線形であることが実験的に示されている
。従って、本発明のバルブは、ミクロ流体測定および流体制御のために理想的に適してい
る。バルブ応答の線形性は、個々のバルブが、フックの法則のバネとして十分にモデリン
グされていることを示す。さらに、フローチャネル内の高圧（すなわち、背圧）は、単に
作動圧力を増加することによって打ち勝たれ（ｃｏｕｎｔｅｒｅｄ）得る。実験的に、本
発明者らは、７０ｋＰａの背圧でバルブの閉鎖を達成したが、より高い圧力もまた意図さ
れる。以下は、本発明により包含される圧力範囲の非排他的な列挙である：１０Ｐａ～２
５ＭＰａ；１００Ｐａ～１０ＭＰａ、１ｋＰａ～１ＭＰａ、１ｋＰａ～３００ｋＰａ、５
ｋＰａ～２００ｋＰａ、および１５ｋＰａ～１００ｋＰａ。
【００８２】
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　バルブおよびポンプは、開閉するために線形作動を必要としないが、線形応答により、
バルブは、測定デバイスとしてより容易に使用され得る。本発明の一実施形態において、
バルブの開放は、公知の閉鎖の程度まで部分的に作動されることによって、流速を制御す
るために使用される。線形バルブ作動により、バルブを所望の閉鎖の程度まで閉じるのに
必要な作動力の量を決定することが容易になる。線形作動の別の利点は、バルブの作動に
必要な力が、フローチャネル内の圧力から容易に決定され得ることである。作動が線形で
ある場合、フローチャネル内の圧力の増加は、同じ圧力（単位面積あたりの力）をバルブ
の作動部分に加えることにより、打ち勝たれ得る。
【００８３】
　バルブの線形性は、構造、組成およびバルブ構造の作動方法に依存する。さらに、線形
性がバルブにおける所望の特徴であるか否かは、用途に依存する。従って、線形および非
線形の作動可能バルブが、本発明において意図され、そしてバルブが線形作動可能である
圧力範囲は、特定の実施形態に伴って変化する。
【００８４】
　図９は、上記のように、チップから空気圧式バルブに接続された１０ｃｍ長の空気チュ
ーブを有する１００μｍ×１００μｍ×１０μｍのＲＴＶマイクロバルブの時間応答（す
なわち、適用される圧力の変化に応答する時間の関数としてのバルブの閉鎖）を例示する
。
【００８５】
　デジタル制御シグナルの２つの期間、チューブの末端における実際の空気圧およびバル
ブの開口が、図９に示される。コントロールラインに適用される圧力は、１００ｋＰａで
あり、これは、バルブを閉鎖するのに必要な約４０ｋＰａよりも実質的に高い。従って、
閉鎖する場合、バルブは、必要な圧力よりも６０ｋＰａ高い圧力で、押し閉じられる。し
かし、開く場合、バルブは、そのバネ直（４０ｋＰａ以下）によりその静止位置まで戻さ
れる。従って、τｃｌｏｓｅは、τｏｐｅｎよりも小さいことが予想される。圧力を制御
するために使用される小型バルブの制限に起因して、制御シグナルと制御圧力応答との間
のずれもまた存在する。このようなずれをｔ、１／ｅ時間定数をτと呼ぶと、値は、ｔｏ

ｐｅｎ＝３．６３ｍｓ、τｏｐｅｎ＝１．８８ｍｓ、ｔｃｌｏｓｅ＝２．１５ｍｓ、τｃ

ｌｏｓｅ＝０．５１ｍｓである。３つのτの各々が、開閉を可能にする場合、このバルブ
は、水溶液で満たされた場合、７５Ｈｚにおいて最適に作動する。
【００８６】
　開口および閉鎖のずれを受けなかった別の作動方法を使用する場合、このバルブは、約
３７５Ｈｚで作動する。膜厚を変えることによってバネ定数が調節され得ることもまた注
意のこと。これは、速い開口および速い閉鎖の最適化を可能にする。バネ定数はまた、膜
にドーパントを導入することによってまたは膜として働く異なるエラストマー材料を使用
することによって（図７Ｃ～７Ｈと共に上で示される）とおそらく同様に、膜の弾性（ヤ
ング率）を変えることによって調節され得る。
【００８７】
　図９に例示されるように、バルブ特性を実験的に測定する場合、バルブの開口を蛍光に
よって測定した。この実験において、フローチャネルを、緩衝液（ｐＨ≧８）中のフルオ
レセインイソチオシアネート（ＦＩＴＣ）の溶液で満たし、そして、チャネルの中心の約
３分の１を占めるある平方面積の蛍光を、１０ｋＨｚのバンド幅を有する光電子増倍管を
備えるエピ蛍光顕微鏡でモニタリングする。この圧力を、ほとんど同じ空気圧式接続を介
するコントロールラインと同時に加圧される、Ｗｈｅａｔｓｔｏｎｅ－ｂｒｉｄｇｅ圧力
センサ（ＳｅｎＳｙｍＳＣＣ１５ＧＤ２）を用いてモニタリングした。
【００８８】
　（６．フローチャネルの断面）
　本発明のフローチャネルは、必要に応じて、異なる断面サイズおよび形状で設計され得
、それらの所望の用途に依存して、異なる利点を与える。例えば、下部フローチャネルの
断面形状は、その長さ全体に沿ってかまたは上部交差チャネルの下に配置される領域中に
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湾曲上部表面を有し得る。このような湾曲上部表面は、以下のように、バルブのシーリン
グを容易にする。
【００８９】
　図１０を参照すると、フローチャネル３０および３２を通る断面図（図７Ｂの断面図と
類似）が示される。見られ得るように、フローチャネル３０は、矩形の断面形状である。
本発明の代替の好ましい局面において、図１０に示されるように、フローチャネル３０の
断面は、上部湾曲表面を有する。
【００９０】
　最初に図１０を参照すると、フローチャネル３２が加圧される場合、フローチャネル３
０および３２を分離しているエラストマーブロック２４の膜部分２５は、破線２５Ａ、２
５Ｂ、２５Ｃ、２５Ｄおよび２５Ｅにより示される連続的な部分に向かって下向きに動く
。見られ得るように、おそらく、不完全なシーリングが、平面基材１４に隣接するフロー
チャネル３０の縁部において生じ得る。
【００９１】
　図１１の代替の好ましい実施形態において、フローチャネル３０ａは、湾曲上部壁２５
Ａを有する。フローチャネル３２が加圧される場合、膜部分２５は、破線２５Ａ２、２５
Ａ３、２５Ａ４および２５Ａ５により示される連続した位置まで下向きに動き、膜の縁部
分は、最初にフローチャネルに向かって動き、次いで、上部膜部分に向かって動く。この
ような湾曲上部表面を膜２５Ａにおいて有することの利点は、より完全なシールが、フロ
ーチャネル３２が加圧される場合に提供されることである。詳細には、フローチャネル３
０の上部壁は、平面基材１４に対して連続的に接触する縁部を提供し、それにより、壁２
５と図１０に示されるフローチャネル３０の底部との間に見られる接触の「島（ｉｓｌａ
ｎｄ）」を回避する。
【００９２】
　湾曲上部フローチャネル表面を膜２５Ａにおいて有することの別の利点は、この膜が、
作動に応答して、フローチャネルの形状および容積により容易に適合し得ることである。
詳細には、矩形のフローチャネルが用いられる場合、全周囲（２×フローチャネルの高さ
＋フローチャネルの幅）が、このフローチャネルに押しつけられなければならない。しか
し、アーチ形のフローチャネルが使用される場合、材料のより小さい周囲（半円のアーチ
形部分のみ）が、このチャネルに押しつけられなければならない。このように、膜は、作
動のために周囲の小さい変化しか必要とせず、従って、フローチャネルをブロックするた
めに適用される作動力により応答性である。
【００９３】
　代替の局面（図示せず）、フローチャネル３０の底部は丸く、その結果、この湾曲した
表面は、上記の図２０において見られるように、湾曲上部壁２５Ａと一致する。
【００９４】
　まとめると、作動時に膜により受ける実際の構造変化は、特定のエラストマー構造の構
成に依存する。詳細には、この構造変化は、膜の長さ、幅および厚みのプロフィール、そ
の残りの構造への付着、フローチャネルおよび制御チャネルの高さ、幅および形状、なら
びに使用されるエラストマーの材料特性に依存する。この構造変化はまた、適用される圧
力に応答する膜の作動が、磁力または静電力に応答する作動とは幾分か異なる場合に、作
動方法に依存する。
【００９５】
　さらに、膜における所望の構造変化はまた、エラストマー構造についての特定の用途に
依存して変わる。上記の最も単純な実施形態において、バルブは、バルブの閉鎖の程度を
制御するために、測定しながら開かれるかまたは閉じられるかのいずれかであり得る。し
かし、他の実施形態において、より複雑な流れの調節を達成するために、膜および／また
はフローチャネルの形状を変更することが望まれ得る。例えば、このフローチャネルに、
膜部分の下の隆起した突出部が設けられ得、その結果、作動時において、この膜は、フロ
ーチャネルを通る流れのある割合のみを遮断し、適用された作動力に非感受性の流れの割
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合がブロックされる。
【００９６】
　多くの膜圧プロフィールおよびフローチャネルの断面（矩形、台形、円形、楕円形、放
物線形、双曲線形および多角形、ならびに上記の形状の部分を含む）が、本発明によって
意図される。より複雑な断面形状（例えば、すぐ上で議論された突出物を有する実施形態
またはフローチャネル中に凹部を有する実施形態）もまた、本発明により意図される。
【００９７】
　さらに、本発明は、フローチャネルの壁部および天井部がエラストマーから形成され、
そしてこのチャネルの床部が下にある基材から形成されている実施形態と共に、主に上で
記載されているが、本発明は、この特定の配向に限定されない。チャネルの壁部および床
部はまた、下にある基材中に形成され得、フローチャネルの天井部のみがエラストマーか
ら構築される。このエラストマーフローチャネルの天井部は、適用される作動力に応答し
て、チャネルに向かって下向きに突出し、それにより、このフローチャネルを通る材料の
流れを制御する。一般に、本願の他の場所で記載されるようなモノリシックエラストマー
構造は、ミクロ流体用途に好ましい。しかし、このような配置が利点を提供する場合、基
材中に形成されたチャネルを用いることが有用であり得る。例えば、光導波管を備える基
材が構築され、その結果、この光導波管は、光を、特にミクロ流体チャネルの側面に方向
付ける。
【００９８】
　（７．代替のバルブ作動技術）
　上記の圧力ベースの作動システムに加えて、任意の静電的作動システムおよび磁気的作
動システムもまた、以下のように、意図される。
【００９９】
　静電的作動は、反対の電荷の電極（これは、電圧差がこれに適用された場合に、互いに
引きつけ合う傾向がある）を、モノリシックエラストマー構造に直接形成することによっ
て達成され得る。例えば、図７Ｂを参照すると、任意の第１の電極７０（想像線で示され
る）は、膜２５の上（または中）に配置され得、そして任意の第２の電極（これもまた想
像線で示される）は、平面基材１４の上（または中）に配置され得る。電極７０および７
２が、反対の極性で荷電される場合、この２つの電極の間の引力が、膜２５を下向きに反
らせ、それにより、「バルブ」を閉じる（すなわち、フローチャネル３０を閉じる）。
【０１００】
　静電的作動を支持するのに十分導電性であるが、バルブの動きを妨害するには機械的に
それほど堅くない膜電極について、十分に可撓性の電極が、膜２５の中または上に設けら
れるべきである。このような電極は、ポリマーを導電性材料でドープするか、または導電
性材料から表面層を作製する、金属化薄層により提供され得る。
【０１０１】
　例示的な局面において、変形膜に存在する電極は、例えば、２０ｎｍの金の様な金属の
薄層をスパッタリングすることにより提供され得る金属化薄層により提供され得る。スパ
ッタリングによる金属化膜の形成に加えて、他の金属化アプローチ（例えば、化学エピタ
クシー、蒸発、電気メッキおよび無電解めっき）もまた有用である。金属を、この金属が
付着しにくい平面基材に蒸発させ、次いでこのエラストマーをこの金属上にめっきし、そ
してこの基材からこの金属を剥離することによる、エラストマー表面への金属層の物理的
移動もまた、有用である。
【０１０２】
　導電性電極７０はまた、エラストマー表面にカーボンブラック（すなわち、Ｃａｂｏｔ
　Ｖｕｌｃａｎ　ＸＣ７２Ｒ）を蒸着することによって、乾燥粉末をふき取ることによっ
てまたはエラストマーの膨潤が生じる溶液（例えば、ＰＤＭＳの場合、塩素化溶媒）中の
カーボンブラックの懸濁液にエラストマーを曝露することによってのいずれかで、形成さ
れ得る。あるいは、電極７０は、導電性材料（すなわち、カーボンブラックまたは微細に
分割された金属粒子）をドープされたエラストマーから層２０全体を構成することによっ
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て、形成され得る。なおさらにあるいは、この電極は、静電蒸着、または炭素を生成する
化学反応によって、形成され得る。本発明により実施される実験において、導電性は、５
．６×１０－１６～約５×１０－３（Ω・ｃｍ）－１のカーボンブラック濃度で増加する
ことが示された。下部電極７２（これは、動く必要がない）は、上記のようなしなやかな
電極であり得るか、または従来の電極（例えば、蒸発させた金、金属プレート、またはド
ープした半導体電極）のいずれかであり得る。
【０１０３】
　フローチャネルの磁気的作動は、磁気的に分極可能な材料（例えば、イオン）または永
久的に磁化された材料（例えば、分極したＮｄＦｅＢ）を有するフローチャネルを分離す
る膜を製造することによって、達成され得る。本発明により実施される実験において、磁
気シリコーンを、鉄粉（約１μｍの粒径）を２０重量％鉄まで加えることによって、作製
した。
【０１０４】
　膜が磁気的に分極可能な材料で製造される場合、この膜は、適用される磁場に応答する
引力により作動され得る。この膜が、永久磁化を維持し得る材料で製造される場合、この
材料は、最初に、十分に高い磁場に曝露することによって磁化され得、次いで、適用され
た不均一な磁場の極性に応答する引力および斥力のいずれかにより作動され得る。
【０１０５】
　膜の磁場誘導性作動は、種々の方法により生じ得る。一実施形態において、磁場は、エ
ラストマー膜の中またはその近位に形成される非常に小さな誘導性コイルにより生じる。
このような磁気コイルの作動効果は、局在し、個々のポンプおよび／またはバルブ構造の
作動を可能にする。あるいは、磁場は、より大きくより強力な供給源により生じ得、この
場合、作動は、全体的であり、そして複数のポンプおよび／またはバルブ構造を同時に作
動する。
【０１０６】
　熱膨張または液体からの気体の生成によってのいずれかにより、熱エネルギーの適用に
基づいて制御チャネル中に流体の流れを生じることによって、デバイスを作動することも
また可能である。例えば、本発明に従う１つの代替の実施形態において、流体のポケット
（例えば、流体で満たされた制御チャネルの中）が、フローチャネルの上に配置される。
このポケット中の流体は、温度変動システム（例えば、ヒーター）と連絡し得る。流体の
熱膨張、または液相から気相への物質の変換は、圧力の増加を生じ、隣接するフローチャ
ネルを閉じる。続く流体の冷却は、圧力を解放し、そしてフローチャネルを開き得る。
【０１０７】
　（８．相互接続システム）
　図１２Ａおよび１２Ｂは、上記のシステム（例えば、図７Ａにおけるシステム）と同一
の、単一オン／オフバルブの図を示す。図１３Ａおよび１３Ｂは、図１２において見られ
るように、複数の単一アドレス可能オン／オフバルブから構成されるが、一緒に相互接続
された蠕動ポンプシステムを示す。図１４は、図１３の蠕動ポンプシステムについての実
験的に達成されるポンプ速度　対　振動数を示すグラフである。図１５Ａはおよび１５Ｂ
は、単一コントロールラインにより制御可能な複数のフローチャネルの概略図を示す。こ
のシステムはまた、一緒に多重化された図１２の複数の単一アドレス可能オン／オフバル
ブから構成されるが、図１２のシステムとは異なる配置である。図１６は、選択したチャ
ネルを通る流体の流れを可能にするよう適合された多重化システムの概略図であり、これ
は、一緒に連結または相互接続された、図１２の複数の単一オン／オフバルブから構成さ
れる。
【０１０８】
　図１２Ａおよび１２Ｂを初めに参照すると、フローチャネル３０および３２の概略が示
される。フローチャネル３０は、好ましくは、これを通る流体（または気体）の流れＦを
有する。フローチャネル３２（これは、本明細書中ですでに説明されたように、フローチ
ャネル３０の上を横切る）は、加圧され、その結果、このフローチャネルを分離する膜２
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５は、説明されたように、フローチャネル３０の通路に押し下げられ得、そこを通る流れ
Ｆの通路を遮断する。このように、「フローチャネル」３２はまた、「コントロールライ
ン」とも呼ばれ得、これは、フローチャネル３０中の単一バルブを作動する。図１２～１
５において、複数のこのようなアドレス可能バルブが、種々の配置で一緒に連結または相
互接続されて、蠕動ポンピング可能なポンプ、および他の流体理論的適用を生成する。
【０１０９】
　図１３Ａおよび１３Ｂを参照すると、蠕動ポンピングのためのシステムが、以下のよう
に提供される。フローチャネル３０は、その上を通過する複数のほぼ平行なフローチャネ
ル（すなわち、コントロールライン）３２Ａ、３２Ｂおよび３２Ｃを有する。コントロー
ルライン３２Ａを加圧することによって、フローチャネル３０を通る流れＦは、コントロ
ールライン３２Ａおよびフローチャネル３０の交差部において、膜２５Ａの下で遮断され
る。同様に、（図示しないが）コントロールライン３２Ｂを加圧することによって、フロ
ーチャネル３０を通る流れＦは、コントロールライン３２Ｂおよびフローチャネル３０の
交差部において膜２５Ｂの下で遮断される。以下同様である。
【０１１０】
　各コントロールライン３２Ａ、３２Ｂおよび３２Ｃは個別にアドレス可能である。従っ
て、蠕動は、３２Ａおよび３２Ｃを一緒に作動させる様式によって作動され得、３２Ａに
よって作動され、３２Ａおよび３２Ｂによって一緒に作動され、３２Ｂによって作動され
、３２ＢおよびＣによって一緒に作動される、などがある。このことは、継続的な「１０
１、１００、１１０、０１０、０１１、００１」の様式に一致し、この場合、「０」は「
バルブ開」を示し、そして「１」は「バルブ閉」を示す。この蠕動様式はまた、１２０°
様式として知られる（３つのバルブ間の作動のフェーズ角度に関連している）。他の蠕動
様式は等価的に可能であり、６０°および９０°の様式を含む。
【０１１１】
　本発明者らによって実施された実験において、２．３５ｎＬ／ｓのポンプ速度は、作動
圧力４０ｋＰａの下で１００×１００×１０μｍのバルブを有する細管（内径０．５ｍｍ
）中の１カラムの水が移動する距離を測定することによって、測定される。このポンプ速
度は、約７５Ｈｚまでの作動周波数に伴って増加し、それから約２００Ｈｚ以上までほぼ
一定であった。バルブおよびポンプはまた、かなり耐久性があり、そしてエラストマー膜
も制御チャンネルもボンドも、全く破損が観察されなかった。本発明者らによって実施さ
れた実験において、本明細書中に記載される蠕動ポンプの全てのバルブは、４００万回以
上の作動後に摩耗の徴候も消耗の徴候も全く示さない。これらの耐久性に加えて、これら
はまた軟質性でもある。チャンネルを通って汲み出され、そして生存率が試験されたＥ．
ｃｏｌｉ溶液は、９４％の生存率を示した。
【０１１２】
　図１４は、図１３の蠕動ポンプシステムについて、実験的に達成された蠕動速度　対　
蠕動周波数を示すグラフである。
【０１１３】
　図１５Ａおよび図１５Ｂは、図１２のアドレス可能な複数のバルブの、別の組み立て方
法を図示する。具体的には、複数の並行なフローチャンネル３０Ａ、３０Ｂおよび３０Ｃ
が提供される。フローチャンネル（すなわち、コントロールライン）３２は、フローチャ
ンネル３０Ａ、３０Ｂおよび３０Ｃを横断して通じる。コントロールライン３２の加圧は
、コントロールライン３２ならびにフローチャンネル３０Ａ、３０Ｂおよび３０Ｃの交差
部分に位置する膜２５Ａ、２５Ｂおよび２５Ｃを押し下げることによって、フローＦ１、
Ｆ２およびＦ３を同時に閉じる。
【０１１４】
　図１６は、以下のように、流体が選択されたチャンネルを通って選択的に流れ得るよう
に適合された、多重化システムの模式図である。膜（例えば、図１５Ａおよび図１５Ｂ中
の膜２５Ａ、２５Ｂおよび２５Ｃ）上を通過するコントロールラインからそれぞれのフロ
ーチャンネルを分ける膜の下向きの偏向は、膜の大きさに強く依存する。従って、図１５
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Ａおよび１５Ｂ中のフローチャンネルコントロールライン３２の幅を変化することによっ
て、コントロールラインを複数のフローチャンネルを越えて通過させ得、さらに所望のフ
ローチャンネルのみを作動（すなわち、遮断）させ得る。図１６は、以下の通り、このよ
うなシステムの概略図を示す。
【０１１５】
　複数の並行フローチャンネル３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃ、３０Ｄ、３０Ｅおよび３０Ｆは
、複数の並行コントロールライン３２Ａ、３２Ｂ、３２Ｃ、および３２Ｄの下に配置され
る。コントロールチャンネル３２Ａ、３２Ｂ、３２Ｃ、および３２Ｄは、上記の任意のバ
ルブシステムを使用して、以下の変形を備える、並行フローチャンネル３０Ａ、３０Ｂ、
３０Ｃ、３０Ｄ、３０Ｅおよび３０Ｆを通過する流体フローＦ１、Ｆ２、Ｆ３、Ｆ４、Ｆ
５およびＦ６を遮断するように適合される。
【０１１６】
　各コントロールライン３２Ａ、３２Ｂ、３２Ｃ、および３２Ｄは、幅広部分および狭部
分の両方を有する。例えば、コントロールライン３２Ａは、フローチャンネル３０Ａ、３
０Ｃおよび３０Ｅの上方に配置される位置で広がる。同様に、コントロールライン３２Ｂ
は、フローチャンネル３０Ｂ、３０Ｄおよび３０Ｆの上方に配置される位置で広がり、そ
してコントロールライン３２Ｃは、フローチャンネル３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｅおよび３０
Ｆの上方に配置される位置で広がる。
【０１１７】
　それぞれのコントロールラインが広がる位置において、そのコントロールラインの加圧
はフローチャンネルとコントロールラインとを分ける膜（２５）がフローチャンネル内へ
と有意に押し下げさせて、これによってその場所を通るフローの通過を妨げる。対照的に
、それぞれのコントロールラインが狭い位置において、膜（２５）もまた狭い。従って、
同程度の加圧では、膜（２５）がフローチャンネル（３０）内へ押し下がることを生じな
い。従って、流体のその場所の通過は、妨げられない。
【０１１８】
　例えば、コントロールライン３２Ａが加圧される場合、これはフローチャンネル３０Ａ
、３０Ｃおよび３０Ｅの中のフローＦ１、Ｆ３およびＦ５を妨げる。同様に、コントロー
ルライン３２Ｃが加圧される場合、これはフローチャンネル３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｅおよ
び３０Ｆの中のフローＦ１、Ｆ２、Ｆ５およびＦ６を妨げる。理解され得るように、１本
より多いコントロールラインは同時に作動され得る。例えば、コントロールライン３２Ａ
および３２Ｃは加圧されて、Ｆ４を除く全ての流体フローを同時に妨げる（３２ＡがＦ１
、Ｆ３およびＦ５を妨げ、そして３２ＣがＦ１、Ｆ２、Ｆ５およびＦ６を妨げる）。
【０１１９】
　異なるコントロールライン（３２）を、一緒に、そして様々な順序の両方で選択的に加
圧することによって、大規模（ｄｅｇｒｅｅ）な流体フローコントロールを達成し得る。
さらに、本システムを６より多い並行フローチャンネル（３０）および４より多い並行フ
ローチャンネル（３２）に拡張することによって、そしてコントロールラインの幅広領域
および狭領域の位置を変化させることによって、非常に複雑な流体フローコントロールシ
ステムを組み立て得る。このようなシステムの特徴は、２（ｌｏｇ２ｎ）本のみのコント
ロールラインを有するｎ本のフローチャンネルのうちの任意の１つのフローチャンネルを
作動させることが可能であることである。
【０１２０】
　（９．フローラインに沿った、選択的にアドレス可能な反応チャンバー）
　図１７Ａ、１７Ｂ、１７Ｃおよび１７Ｄにおいて図示される、本発明のさらなる実施形
態において、フローラインに沿って配置される、１つより多くの複数の反応チャンバーへ
と流体フローを選択的に導くためのシステムを提供する。
【０１２１】
　図１７Ａは、フローラインに沿って配置される複数の反応チャンバー８０Ａおよび８０
Ｂを有するフローチャンネル３０の上面図を示す。好ましくは、フローチャンネル３０な
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らびに反応チャンバー８０Ａおよび８０Ｂは一緒になって、エラストマーの第１層１００
の底部表面への凹部として形成される。
【０１２２】
　図１７Ｂは、別のエラストマー層１１０の底面図を示し、２本のコントロールライン３
２Ａおよび３２Ｂはそれぞれ全体的に細いが、エラストマー層１１０の凹部として形成さ
れる幅広拡大部分３３Ａおよび３３Ｂを有する。
【０１２３】
　図１７Ｃの分解図および図１７Ｄの組み立て図において見られるように、エラストマー
層１１０はエラストマー層１００の上側に配置される。次いで、層１００および１１０は
一緒に結合され、そして統合されたシステムは、以下の通りに、反応チャンバー８０Ａお
よび８０Ｂのどちらか一方または両方の中へと流体フローＦを（フローチャンネル３０を
通って）選択的に導くように操作する。コントロールライン３２Ａの加圧により膜２５（
すなわち、拡大部分３３Ａの下方かつ反応チャンバー８０Ａの領域８２Ａの上方に位置す
るエラストマー層１００の薄い部分）が押し下げられ、これによって領域８２Ａにおいて
流体フローの流通を遮断し、フローチャンネル３０からの反応チャンバー８０を効果的に
封鎖する。また示されるように、拡大部分３３Ａはコントロールライン３２Ａの残部より
も幅広い。このようにして、コントロールライン３２Ａの加圧は、コントロールライン３
２Ａがフローチャンネル３０を閉じることを生じない。
【０１２４】
　理解され得るように、コントロールライン３２Ａおよび３２Ｂのどちらか一方または両
方は、同時に作動され得る。コントロールライン３２Ａおよび３２Ｂの両方が一緒に加圧
される場合、フローチャンネル３０内のサンプルのフローは、反応チャンバー８０Ａにも
８０Ｂにも入らない。
【０１２５】
　フローラインに沿って配置される種々のアドレス可能な反応チャンバー（図１７Ａ～１
７Ｄ）の中への流体の導入を選択的に制御する概念は、１本以上の複数の並行フローライ
ンを通って流体フローを選択的に制御する概念（図１６）と結び付けられて、流体サンプ
ルが反応チャンバーのアレイの中の任意の特定の反応チャンバーへと送られ得るシステム
を形成し得る。このようなシステムの例は図１８中に提供され、この図において拡大部分
３４を有する並行コントロールチャンネル３２Ａ、３２Ｂおよび３２Ｃ（全て幻像で示さ
れる）は、上記に説明されるように、任意のアレイの反応ウェル８０Ａ、８０Ｂ、８０Ｃ
または８０Ｄの中へ流体フローＦ１およびＦ２を選択的に導くが、コントロールライン３
２Ｃおよび３２Ｄの加圧はそれぞれフローＦ２およびＦ１を選択的に遮断する。
【０１２６】
　なお別の新規の実施形態において、並行フローチャンネルの間の流体の通行が可能であ
る。図１９を参照して、コントロールライン３２Ａまたは３２Ｄのどちらか一方または両
方を減圧して、その結果、後方の通路３５（並行フローチャンネル３０Ａと３０Ｂとの間
）を通る流体フローを可能とする。本発明のこの局面において、コントロールライン３２
Ｃおよび３２Ｄの加圧は、後方通路３５Ａと３５Ｂとの間のフローチャンネル３０Ａを遮
断し、そしてまた後方通路３５Ｂを遮断する。このように、フローＦ１のようなフローの
流入は、３０Ａ、３５Ａを通って連続的に移動し、そしてフローＦ４として３０Ｂを残す
。
【０１２７】
　（１０．切り換え可能なフローアレイ）
　なお別の新規な実施形態において、流体の通行は２つの直交方向のどちらか一方に流れ
るように選択的に導かれ得る。このような「切り換え可能なフローアレイ」システムの例
を、図２０Ａ～２０Ｄに提供する。図２０Ａは、固体支柱９２のアレイ（各支柱はその周
りにフローチャンネルを通過させる）によって規定されるフローチャンネルグリッドを形
成する凹部の様式で底部表面を有する、エラストマー９０（または任意の他の適切な基材
）の第１層の底面図を示す。
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【０１２８】
　好ましい局面において、エラストマーのさらなる層を、層９０の表面上に結合して、そ
の結果、流体フローが方向Ｆ１または直行方向Ｆ２のどちらかに移動するよう選択的に導
かれ得る。図２０は、エラストマー９５の第２層の底部表面の底面図であり、交互性の「
垂直」コントロールライン９６および「水平」コントロールライン９４の形に形成された
凹部を示す。「垂直」コントロールライン９６は、エラストマー層に沿って同じ幅を有す
るが、一方で「水平」コントロールライン９４は、示されるように、交互性の幅広部分お
よび狭部分を有する。
【０１２９】
　エラストマー層９５は、エラストマー層９０の上方に位置し、その結果、「垂直」コン
トロールライン９６は図２０Ｃ中に示されるように支柱９２の上方に配置され、そして「
水平」コントロールライン９４は、図２０Ｄ中に示されるように、支柱９２の間に幅広部
分を用いて配置される。
【０１３０】
　図２０Ｃ中に示されるように、「垂直」コントロールライン９６が加圧される場合、領
域９８において層９０と９５との間に初期配置されるエラストマー層によって形成される
統合構造体の膜は、フローチャンネルのアレイの上方で、下方向に歪められ、その結果、
示されるように、流入フロー（ｆｌｏｗ　ｉｎ）はフロー方向Ｆ２（すなわち、垂直方向
）でのみ通過し得る。
【０１３１】
　図２０Ｄ中に見られ得るように、「水平」コントロールライン９４が加圧される場合、
領域９９において層９０と９５との間に初期配置されるエラストマー層によって形成され
る統合構造体の膜は、フローチャンネルのアレイの上方で（しかし、それらが最も幅広い
領域でのみ）、下方向に歪められ、その結果、示されるように、流入フローはフロー方向
Ｆ１（すなわち、水平方向）でのみ通過し得る。
【０１３２】
　図２０中に示される設計によって、切り換え可能なフローアレイが、異なるエラストマ
ー層においてコントロールライン間に通じる垂直の偏向（ｖｉａｓ）を全く必要とせずに
、２つのみのエラストマー層から構築され得る。全ての垂直フローコントロールライン９
４が接続される場合、これらのラインは１つの入力から加圧され得る。すべての水平フロ
ーコントロールライン９６についても、同じことが成立する。
【０１３３】
　（１１．通常は閉じたバルブ構造体）
　上記の図７Ｂおよび７Ｈは、エラストマー膜が第１の弛緩位置から第２の作動位置（こ
の位置でフローチャンネルがブロックされる）に移動可能であるバルブ構造を図示する。
しかし、本発明はこの特定のバルブ構成に限定されない。
【０１３４】
　図２１Ａ～２１Ｊは、エラストマー膜が、フローチャンネルを妨げる第１の弛緩位置か
ら、負の制御圧を利用してフローチャンネルを開放する第２の作動位置に移動可能である
、通常は閉じたバルブ構造の種々の図面を示す。
【０１３５】
　非作動状態の通常は閉じたバルブ４２００について、図２１Ａは平面図を示し、そして
図２１Ｂは線４２Ｂ～４２Ｂ’に沿った断面図を示す。フローチャンネル４２０２および
コントロールチャンネル４２０４は、基材４２０５の上を覆うエラストマーブロック４２
０６において形成される。フローチャンネル４２０２は、仕切り部分４２０８によって分
けられる第１部分４２０２ａおよび第２部分４２０２ｂを備える。コントロールチャンネ
ル４２０４は、仕切り部分４２０８の上を覆う。図２１Ｂ中に示されるように、弛緩した
非作動位置において、仕切り部分４２０８は、フローチャンネル部分４２０２ａと４２０
２ｂとの間に依然として配置され、フローチャンネル４２０２を妨げる。
【０１３６】
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　図２１Ｃは、バルブ４２００の断面図を示し、ここで、仕切り部分４２０８は作動位置
にある。コントロールチャンネル４２０４内の圧力が低減されて（例えば、減圧ポンプに
よって）フローチャンネル中の圧力を下回る場合、仕切り部分４２０８は作動力を受けて
仕切り部分４２０８をコントロールチャンネル４２０４の中へと引き出す。この作動力の
結果、膜４２０８はコントロールチャンネル４２０４の中に突出して、これによってフロ
ーチャンネル４２０２を通る材料の流れに対する妨げを除去し、そして通路４２０３を形
成する。コントロールチャンネル４２０４内での圧力上昇の際に、仕切り部分４２０８は
本来の位置に配置され、フローチャンネル４２０２の中への戻りを緩和し、そしてフロー
チャンネル４２０２を遮断する。
【０１３７】
　作動力に応じた膜の挙動は、上に位置するコントロールチャンネルの幅を変化させるこ
とによって変更され得る。従って、図２１Ｄ～２１Ｅは、コントロールチャンネル４２０
７が仕切り部分４２０８よりも実質的に幅広い場合の、通常は閉じたバルブ４２０１の代
替的な実施形態の、平面図および断面図を示す。図２１Ｄの線４２Ｅ－４２Ｅ’の線に沿
った図２１Ｅ～Ｆの断面図中に示されるように、エラストマー材料のより大きな範囲が作
動中に移動されることが必要とされるので、適用に必要な作動力は低減される。
【０１３８】
　図２１ＧおよびＨは、図２１Ｄの線４０Ｇ－４０Ｇ’に沿った断面図を示す。図２１Ｇ
中に示される非作動のバルブ構成と比較して、図２１Ｈは、より幅広なコントロールチャ
ンネル４２０７内で低減された圧力が、特定の状況下で、上に位置するエラストマー材料
４２０６を牽引して基材４２０５から離すという所望されない効果を有し得、これによっ
て所望されない気泡４２１２を生成し得る。
【０１３９】
　従って、仕切り部分４２０８に重なるセグメント４２０４ａ中を除いて最小限の幅を有
するコントロールライン４２０４を特徴として有することによってこの問題を回避する、
バルブ構造体４２２０について、図２１Ｉは平面図を示し、そして図２１Ｊは図２１Ｉの
線２１Ｊ－２１Ｊ’に沿った断面図を示す。図２１Ｊ中に示されるように、作動条件下で
すら、コントロールチャンネル４２０４のより狭い断面は、上に位置するエラストマー材
料４２０６上の引力を低減させて、これによって、このエラストマー材料が基材４２０５
から引き剥がされること、および所望されない気泡を生成することを妨げる。
【０１４０】
　圧力に応じて作動される、通常は閉じられるバルブ構造体は、図２１Ａ～２１Ｊ中に示
されるが、本発明に従う通常は閉じられるバルブは、この構成に限定されない。例えば、
フローチャンネルを遮断する仕切り部分は、代替的に、上記で頻繁に記載されるように、
電場または磁場によって操作され得る。
【０１４１】
　（１２．側方作動（ｓｉｄｅ－ａｃｔｉｖａｔｅｄ）バルブ）
　上記の説明は、コントロールチャンネルが下に位置するフローチャンネルから、介在エ
ラストマー膜の上方に配置され、そして介在エラストマー膜によって分けられる、微細製
作されたエラストマーバルブ構造体に着目したが、本発明はこの構造に限定されない。図
２２Ａおよび２２Ｂは、本発明の１つの実施形態に従う、側方作動バルブ構造体の１つの
実施形態の平面図を示す。
【０１４２】
　図２２Ａは、非作動位置における側方作動バルブ構造体４８００を示す。フローチャン
ネル４８０２は、エラストマー層４８０４中に形成される。フローチャンネル４８０２に
接しているコントロールチャンネル４８０６もまた、エラストマー層４８０４中に形成さ
れる。コントロールチャンネル４８０６は、エラストマー膜部分４８０８によってフロー
チャンネル４８０２から分けられる。第２のエラストマー層（示さず）は底面のエラスト
マー層４８０４の上に結合されて、フローチャンネル４８０２およびコントロールチャン
ネル４８０６を閉塞する。
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【０１４３】
　図２２Ｂは、作動位置における側方作動バルブ４８００を示す。コントロールチャンネ
ル４８０６内の圧力の増進に応じて、膜４８０８はフローチャンネル４８０２の中へと変
形して、フローチャンネル４８０２を遮断する。コントロールチャンネル４８０６内の圧
力の開放に際して、膜４８０８は弛緩してコントロールチャンネル４８０６内へと戻り、
そしてフローチャンネル４８０２を開く。
【０１４４】
　圧力に応じて作動される側方作動バルブ構造体は図２２Ａおよび図２２Ｂ中に示される
が、本発明に従う側方作動バルブはこの構造に限定されない。例えば、隣接するフローチ
ャンネルとコントロールチャンネルとの間に位置するエラストマー膜部分は、代替的に、
上記で頻繁に記載されるように、電場または磁場によって操作され得る。
【０１４５】
　（１３．複合構造体）
　本発明の微細製作されたエラストマー構造体は、非エラストマー材料と組み合わされて
複合構造体を形成し得る。図２３は、本発明に従う複合構造体の１つの実施形態の断面図
を示す。図２３は、内部に形成されるチャンネル５７０６を有する半導体型の基材５７０
４に重なる第１の薄いエラストマー層５７０２を備える、複合バルブ構造体５７００を示
す。第２のより薄いエラストマー層５７０８は、第１エラストマー層５７０２に重なる。
チャンネル５７０６内へと駆動するための第１エラストマー層５７０２の作動は、複合構
造体５７００をバルブとして機能させる。
【０１４６】
　図２４は、この主題に対する多様性の断面図を示し、ここで、薄いエラストマー層５８
０２は、２つの硬い半導体基材５８０４と５８０６との間に挟まれ、チャンネル５８０８
を特徴付けるより下方の基材５８０４を備える。さらに、チャンネル５８０８内へと駆動
するための薄いエラストマー層５８０２の作動は、複合構造体５８１０をバルブとして機
能させる。
【０１４７】
　図２３または２４中に示される構造体は、上記の多層柔軟リソグラフィー技術またはカ
プセル化技術のどちらか一方を利用して組み立てられ得る。多層柔軟リソグラフィー方法
において、エラストマー層を形成して、次いでチャンネルを有する半導体基材上に配置さ
れる。カプセル化方法において、そのチャンネルは最初に半導体基材中に形成され、次い
でそのチャンネルは感光性耐食膜（ｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔ）のような犠牲材料で満たさ
れる。次いでこのエラストマーを基材上に適切に形成し、犠牲材料の除去でエラストマー
膜によって重ねられるチャンネルを形成する。エラストマーの他の型の材料への接着と組
み合わせについて以下に詳細に考察されるように、カプセル化アプローチは、エラストマ
ー膜成分と上に重なる非エラストマー基材成分との間のより強固な接着を生じ得る。
【０１４８】
　図２３および２４中に示されるように、本発明の実施形態に従う複合構造体は、チャン
ネルのような透過性特徴を有する硬い基材を含み得る。しかし、本発明はこのアプローチ
に限定されず、そして上に重ねられる硬い基材は、凹部を有するエラストマー成分と相互
作用する活性の特徴を有し得る。このことは、図２５中に示され、ここで、複合構造体５
９００は、壁５９０６および天井５９０８を有する凹部５９０４を備えるエラストマー成
分５９０２を備える。天井５９０８は、可撓性膜部分５９０９を形成する。エラストマー
成分５９０２は、活性化デバイス５９１２を備える、実質的に平面な非エラストマー成分
５９１０に対してシールされる。活性デバイス５９１２は、凹部５９０４および／または
可撓性膜部分５９０９に存在する材料と相互作用し得る。
【０１４９】
　多くの型の活性構造体が、非エラストマー基材に存在する．重なっている硬い基材にお
いて存在し得る活性構造体としては、レジスタ、キャパシタ、フォトダイオード、トラン
ジスタ、化学電界効果トランジスター（ｃｈｅｍ　ＦＥＴ）、電流的／電量的電気化学セ
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ンサー、光ファイバー、光ファイバー相互接続、光励起ダイオード、レーザーダイオード
、鉛直空洞表面励起レーザー（ＶＣＳＥＬ）、微細鏡（ｍｉｃｒｏｍｉｒｒｏｒ）、加速
度計、圧力型、流量計、ＣＭＯＳ画像化アレイ、ＣＣＤカメラ、電子論理回路、マイクロ
プロセッサ、サーミスタ、ペルチェクーラー、導波管、抵抗型ヒーター、化学センサー、
歪みゲージ、インダクター、アクチュエーター（静電気的、磁性、電磁的、異種金属性、
圧電的、形状記憶合金ベース、およびその他を含む）、コイル、磁石、電磁石、磁場セン
サ（ハードドライブ、超伝導量子干渉デバイス（ＳＱＵＩＤ）および他の型において使用
されるセンサ）、無線周波数ソースおよびレシーバー、マイクロ波周波数ソースおよびレ
シーバー、電磁スペクトルの他の領域についてのソースおよびレシーバー、放射活性粒子
カウンター、ならびに電位計が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１５０】
　当該分野で周知の通り、多くの種々の技術を使用して、半導体および他の型の硬い基材
において能動的特徴を組み込み得、プリント回路基板（ＰＣＢ）技術、ＣＭＯＳ、表面微
細加工、バルク微細加工、プリント可能なポリマーエレクトロニクス、ならびにＴＦＴお
よびその他アモルファス／多結晶技術（ラップトップディスプレイおよび平面スクリーン
ディスプレイに組み込むために使用される）が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１５１】
　種々のアプローチが非エラストマー基材に対してエラストマー構造体を封着するために
使用され得、これらのアプローチは、複合構造体について、エラストマー成分と非エラス
トマー成分との間のファンデルワールス結合の形成から、エラストマー成分と非エラスト
マー成分との間の共有結合またはイオン結合の形成までの範囲に渡る。これら成分を一緒
にシールするための例示的なアプローチは、以下に考察され、大抵は強度を向上させるこ
とを目的とする。
【０１５２】
　第１アプローチは、実質的に平坦なエラストマー層を配置して、より硬い非エラストマ
ー材料の実質的に平坦な層と接触する場合に形成されるファンデルワールス力から生じる
、簡単なハーメチックシールに依存することである。１つの実施形態において、ＲＴＶエ
ラストマーのガラス基材への接着は、約３～４ｐｓｉの圧力まで耐え得る複合構造体を形
成した。このことは、多くの潜在的な適用について十分であり得る。
【０１５３】
　第２のアプローチは、液体層を利用して結合を補助することである。このことの１つの
例は、エラストマーを硬質ガラス基材に結合させることに関し、ここで、弱酸溶液（Ｈ２

Ｏ中に５μｌのＨＣｌ、ｐＨ２）をガラス基材に適用する。次いでエラストマー成分を配
置してガラス基材と接触させ、そしてその複合構造体を３７℃でベーキングして水分を除
去する。これより、約２０ｐｓｉの圧力に耐え得るエラストマーと非エラストマーとの間
の結合が生じる。この場合、酸はガラス表面上に存在するシラノール基を中和し得、この
ことはエラストマーおよび非エラストマーを、互いに良好なファンデルワールス接触を可
能にし得る。
【０１５４】
　エタノールへの曝露もまた、デバイス成分を一緒に接着させ得る。１つの実施形態にお
いて、ＲＴＶエラストマー材料およびガラス基材をエタノールで洗浄し、次いで窒素雰囲
気下で乾燥させる。ついで、このＲＴＶエラストマーを配置してガラスと接触させ、そし
てこの組み合わせを８０℃で３時間ベーキングする。必要に応じて、このＲＴＶをまた真
空に曝して、スライドとＲＴＶとの間に閉じ込められた全ての気泡を取り除き得る。この
方法を使用したエラストマーとガラスとの間の結合強度は、過剰の３５ｐｓｉの圧力に耐
えた。この方法を使用して形成された接着は、永続的ではなく、そしてエラストマーはガ
ラスから剥離され得、洗浄してそしてガラスに再シールされ得る。このエタノール洗浄ア
プローチをまた使用して、エラストマーの良好な層を互いに十分な強度で結合させて、３
０ｐｓｉの圧力に耐え得た。代替の実施形態において、他のアルコールまたはジオールの
ような化学物質を使用して、層の間の接着を増進し得る。
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【０１５５】
　本発明に従う、微細製作される構造体の層の間の接着を増進させる方法の実施形態は、
第１成分層の表面を化学物質に曝す工程、第２成分層の表面を化学物質に曝す工程、およ
び第１成分層の表面を配置して第２のエラストマー層の表面と接触させる工程を包含する
。
【０１５６】
　第３のアプローチは、エラストマー成分と非エラストマー成分の表面上に導入された官
能基との間の共有化学結合を形成することである。このような官能基を生成するための、
非エラストマー基材表面の誘導体化の例は、ガラス基材をビニルシランまたはアミノプロ
ピルトリエトキシシラン（ＡＰＴＥＳ）のような薬剤に曝露する工程を含み、このことは
、シリコーンエラストマー材料およびポリウレタンエラストマー材料それぞれに対するこ
のガラス基材の結合を可能とするために、有用であり得る。
【０１５７】
　第４のアプローチは、エラストマー成分と、非エラストマー成分の表面に元から在る官
能基との間の共有化学結合を形成することである。例えば、ＲＴＶエラストマーは、その
表面に過剰のビニル基を有して形成され得る。これらのビニル基は、硬基材材料の外面上
に存在する、対応する官能基と反応させられ得、例えば、エッチングによって元から在る
酸素の除去後に単一シリコン結晶基材の表面上に一般的に在るＳｉ－Ｈ結合が挙げられる
。この例において、エラストマー成分と非エラストマー成分との間に形成される結合の強
度は、エラストマー成分の材料強度を越えることが観察された。
【０１５８】
　（１４．セルペン／セルケージ）
　本発明のなおさらなる適用において、エラストマー構造体を利用して、生物体または他
の生物学的な材料を操作し得る。図２６Ａ～２６Ｄは、本発明に従うセルペン構造体の１
つの実施形態の平面図を示す。
【０１５９】
　セルペンアレイ（ｃｅｌｌ　ｐｅｎ　ａｒｒａｙ）４４００は、直交に配向されたフロ
ーチャネル４４０２のアレイを特徴とし、交互したフローチャネルの交差点にて、細長「
ペン」構造４４０４を有する。バルブ４４０６が、各ペン構造４４０４の入口および出口
に配置される。蠕動ポンプ構造４４０８が、各水平フローチャネルおよびセルペン構造を
欠く垂直フローチャネル上に配置される。
【０１６０】
　図２６Ａのセルペンアレイ４４００は、先に区別したセルＡ～Ｈを装填している。図２
６Ｂ～２６Ｃは、個々に貯蔵されたセルＣの、以下の１）～３）によるアクセスおよび除
去を示す：１）隣接したペン４４０４ａおよび４４０４ｂのいずれかの側へバルブ４４０
６を操作する、２）水平フローチャネル４４０２ａをポンピングして、セルＣとＧとを置
換する、次いで、３）垂直フローチャネル４４０２ｂをポンピングして、セルＣを除去す
る。図２６Ｄは、水平フローチャネル４４０２ａを通る液体の流れの方向を反転させるこ
とによって、第二セルＧがセルペンアレイ４４００の以前の位置に戻ることを示している
。
【０１６１】
　上記のセルペンアレイ４４０４は、アクセスできるような、選択されたアドレス可能な
位置内で材料を貯蔵し得る。しかしながら、細胞のような生存生体は、生存可能なままで
いるために、食物の連続的な取り込みおよび廃棄物の排出を必要とし得る。従って、図２
７Ａおよび２７Ｂは、本発明に従うセルケージ構造の１つの実施形態の、それぞれ平面図
および（線４５Ｂ－４５Ｂ’に沿った）断面図を示す。
【０１６２】
　セルケージ４５００は、基材４５０５と接触して、エラストマーブロック４５０３内で
フローチャネル４５０１の細長部分４５００ａとして形成される。セルケージ４５００は
、セルケージ４５００の端部４５００ｂおよび４５００ｃが内部領域４５００ａを完全に
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は閉鎖していないことを除いては、図２６Ａ～２６Ｄにおいて上記のような個々のセルペ
ンと類似している。むしろ、ケージ４５００の端部４５００ａおよび４５００ｂは、格納
可能な複数のピラー４５０２により形成されている。ピラー４５０２は、図２１Ａ～２１
Ｊとともに広範に上記したように、通常は閉鎖されたバルブ構造の膜構造体の一部であり
得る。
【０１６３】
　詳細には、コントロールチャネル４５０４が、ピラー４５０２を覆っている。コントロ
ールチャネル４５０４の圧力が減少された場合、エラストマーピラー４５０２は、コント
ロールチャネル４５０４内に上向きに引き込まれ、それによって、セルケージ４５００の
端４５００ｂが開き、細胞が侵入するのを可能にする。コントロールチャネル４５０４の
圧力が上昇した場合、ピラー４５０２は、基材４５０５に対して下向きに緩み、細胞がケ
ージ４５００から出るのを防止する。
【０１６４】
　エラストマーピラー４５０２は、ケージ４５００から細胞が移動するのを防止するのに
十分な大きさおよび数のものであるが、貯蔵される細胞を維持するためにケージ内部４５
００ａ内への栄養素の流動を可能にするギャップ４５０８もまた備える。対向する端部４
５００ｃ上のピラー４５０２は、第二のコーティングチャネル４５０６の下に同様に配置
され、ケージの開口および所望の細胞の取り出しを可能にする。
【０１６５】
　図２６Ａ～２６Ｄに示される、例示される直交流チャネルアーキテクチャを使用して、
まさに記載されるセルペン以外の機能を達成し得る。例えば、この直交硫チャネルアーキ
テクチャは、混合適用の際に利用される。
【０１６６】
　これは、図２８Ａ～Ｂに示されており、この図は、本発明の別の実施形態に従う微細製
作（ｍｉｃｒｏｆａｂｒｉｃａｔｅｄ）構造によって達成される混合工程の平面図を示す
。詳細には、微細製作混合構造の一部７４００は、第二フローチャネル７４０４と直交し
かつこのチャネルと交差した、第一フローチャネル７４０２を備える。コントロールチャ
ネル７４０６が、フローチャネル７４０２および７４０４を覆い、そして各交差点７４１
２を取り囲むバルブ対７４０８ａ～ｂおよび７４０８ｃ～ｄを形成する。
【０１６７】
　図２８Ａに示されるように、バルブ対７４０８ｃ～ｄを閉めたままバルブ対７４０８ａ
～ｂを最初に開くと、流体サンプル７４１０は、フローチャネル７４０２を通って交差点
７４１２に流れる。次いで、バルブ対７４０８ｃ～ｄを作動させ、交差点７４１２にて流
体サンプル７４１０を捕捉する。
【０１６８】
　次に、図２８Ｂに示されるように、バルブ対７４０８ａ～ｂおよび７４０８ｃ～ｄを開
くと、その結果、流体サンプル７４１０は、交差点７４１２から、流体の直交流を運搬す
る流体チャネル７４０４内に注入される。図２８Ａ～Ｂに示されるプロセスは、任意の数
の流体サンプルを直交流チャネル７４０４に正確に分配するように繰り返され得る。図４
４は、本発明に従う直交流注入システムの１つの実施形態についての、Ｌｏｇ（Ｒ／Ｂ）
　対　注入されたスラグ数のプロットである。粘性のようなプロセスパラメータから、直
交流注入によって測定される再現性および相対的な独立性は、図８２によってさらに証明
され、これは、種々の流動条件下での交差チャネル流動注入についての、注入容積　対　
注入サイクル数のプロットである。図８２は、直交流注入技術によって測定された容積が
、一連の注入サイクルにわたって線形基準で増加することを示す。用量と注入サイクル数
との間のこの線形関係は、上昇した流体粘度のような粘性パラメータ（２５％グリセロー
ルを加えることによって与えられる）、およびフローチャネルの長さ（１．０～２．５ｃ
ｍ）から相対的に独立している。
【０１６９】
　図２８Ａ～２８Ｂとともに上で示され記載された実施形態は、フローチャネル交差点の
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対向する側に連結バルブ対を使用しているが、これは、本発明に必要ではない。他の配置
（交差点の隣接したバルブの連結を含む）、または交差点周辺の各バルブの独立した作動
は、所望の流動特性を提供するのを可能にする。しかしながら、この独立したバルブの作
動アプローチを用いると、各バルブのために別個のコントロール構造が使用され、デバイ
スの設計を複雑にすることが認識されるべきである。
【０１７０】
　（１５．容積排除による測定）
　多くの高スループットスクリーニングおよび診断適用は、反応チャンバ内での異なる試
薬の正確な組み合わせを必要とする。流体の流れを確実にするためにマイクロ流体デバイ
スのチャネルをプライム（ｐｒｉｍｅ）することがしばしば必要とされる場合、混合溶液
が、サンプルを導入する前に反応チャンバの含有量によって希釈も汚染もされないことを
確実にすることは、困難であり得る。
【０１７１】
　容積排除は、反応チャンバ内への流体の導入の正確な測定を可能にする、１つの技術で
ある。このアプローチにおいて、反応チャンバは、サンプルを注入する前に、完全に空で
あっても部分的に空であってもよい。この方法は、チャンバ含有量の残りの含有量からの
汚染を減少させ、そして、反応チャンバ内への溶液の導入を正確に測定するために使用さ
れ得る。
【０１７２】
　詳細には、図２９Ａ～２９Ｄは、反応チャンバの断面図を示し、ここにおいて、容積排
除は、反応物を測定するために用いられる。図２９Ａは、マイクロ流体デバイスの一部６
３００の断面図を示し、このデバイスは、第一のエラストマー層６３０２を備え、この層
は、第二のエラストマー層６３０４を覆っている。第一のエラストマー層６３０２は、コ
ントロールチャネル（図示せず）と流体連絡したコントロールチャンバ６３０６を含む。
コントロールチャンバ６３０６は、膜６３１０と重なり合い、そしてこの膜６３１０によ
って第二のエラストマー層６３０４の終端反応チャンバ６３０８から分離されている。第
二のエラストマー層６３０４は、終端反応チャンバ６３０８まで導くフローチャネル６３
１２をさらに含む。
【０１７３】
　図２９Ｂは、コントロールチャンバ６３０６内の圧力増加の結果を示す。詳細には、コ
ントロールチャンバ圧の増加により、膜６３１０が反応チャンバ６３０８内に下向きに曲
げられ、容積Ｖによって、反応チャンバ６３０８の有効容積が減少される。次いで、これ
は、反応チャンバ６３０８からの等容積Ｖの反応物を排除し、その結果、容積Ｖの第一反
応物Ｘが、フローチャネル６３１２から出力される。コントロールチャンバ６３０６の圧
力増加とフローチャネル６３１２からの材料出力容積との間の正確な相関が、正確に較正
され得る。
【０１７４】
　図２９Ｃに示されるように、上昇圧は、コントロールチャンバ６３０６内で維持される
が、容積Ｖ’の第二反応物Ｙは、フローチャネル６３１２および反応チャンバ６３０８と
接触して配置される。
【０１７５】
　図２９Ｄに示される次の工程において、コントロールチャンバ６３０６内の圧力は、元
のレベルまで減少される。結果として、膜６３１０は緩み、そして反応チャンバ６３０８
の有効容積が増加する。容積Ｖの第二反応物Ｙが、このデバイス内に吸い込まれる。反応
チャンバおよびコントロールチャンバの相対サイズを変更することによって、特定の相対
濃度での溶液の正確な混合が可能である。デバイス内に吸い込まれた第二反応物Ｙの量が
、排除された容積Ｖにのみ依存し、フローチャネルの開口状態にて入手可能になったＹの
容積Ｖ’とは無関係であることに注目する価値がある。
【０１７６】
　図２９Ａ～２９Ｄは、単一反応チャンバを含む本発明の単純な実施形態を示しているが
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、より複雑な実施形態において、数百または数千の反応チャンバの並列構造は、単一コン
トロールラインにおける圧力増加によって作動され得る。
【０１７７】
　さらに、上の記載は、コントロールチャンバおよび反応チャンバのサイズによって決定
される相対濃度にて組み合わされた２種の反応物を記載しているが、容積排除技術は、単
一反応チャンバにおいて種々の濃度にて、数種の試薬を組み合わせて用いられ得る。１つ
の可能なアプローチは、各反応チャンバについて、別個にアドレス可能な数種のコントロ
ールチャンバを使用することである。このアーキテクチャの例は、単一コントロールチャ
ンバの代わりに、１０個の別個のコントロールラインを有することであり、これにより、
１０個の等容積が押し出されるかまたは吸い込まれる。
【０１７８】
　別の可能なアプローチは、反応チャンバ全体を覆う単一コントロールチャンバを使用し
、この反応チャンバの有効容積は、コントロールチャンバの圧力を変化させることによっ
て調節される。この様式において、反応チャンバの有効容積を越えるアナログコントロー
ルが可能である。次いで、アナログ容積コントロールは、不定な相対濃度にて、多数の溶
液反応物の組み合わせを可能にする。
【０１７９】
　本発明に従って流体の容積を測定する方法の実施形態は、エラストマー膜によってコン
トロール溝から分離されたエラストマーブロックの容積を有するチャンバを提供する工程
、およびこの膜がチャンバ内に曲げられそしてこの容積が較正量だけ減少されるように、
このコントロール溝に圧力を与え、それにより、このチャンバから流体の較正容積を排除
する工程、を包含する。
【０１８０】
　（ＩＩ．結晶化構造および結晶化方法）
　標的物質の結晶化の高スループットスクリーニング、または結晶化による標的物質の少
量のサンプルの精製は、既知の濃度で、標的物質の溶液を、微細製作流体デバイスの複数
のチャンバに同時に導入することによって達成される。次いで、この微細製作流体デバイ
スは、チャンバ内の溶液条件を変化するように操作され、それによって、多数の結晶化環
境が同時に提供される。溶媒条件の変化したコントロールは、種々の技術から生じ得、こ
れらとしては、以下が挙げられるがこれらに限定されない：容積排除によってか、微細製
作構造の寸法によって決定される液体容積の捕捉によってか、または直交したフローチャ
ネルが交差することによって規定される交差点のマトリクス内への交差チャネル注入によ
って、チャンバ内での結晶化因子の容積を測定する技術。
【０１８１】
　本発明の実施形態によって結晶化を生じる結晶は、Ｘ線結晶学に用いられ、三次元分子
構造が決定され得る。あるいは、本発明の実施形態に従う高スループットスクリーニング
が直接Ｘ線結晶学に十分なサイズの結晶を生成しない場合、結晶は、さらなる結晶化実験
用の核結晶として用いられ得る。見込みのあるスクリーニング結果もまた、標準化された
低密度マトリクス技術を使用するのと類似の様式で、狭いスペクトルの結晶化条件に焦点
を当てたさらなるスクリーニングのための基準として使用され得る。
【０１８２】
　本発明の実施形態に従うシステムおよび方法は、より大きい生物学的高分子またはその
凝集体（例えば、タンパク質、核酸、ウイルス、およびタンパク質／リガンドの複合体）
を結晶化するのに特に適している。しかしながら、本発明に従う結晶化は、任意の特定の
型の標的物質に制限されない。
【０１８３】
　以下の考察において用いられるように、用語「結晶化剤」は、標的物質の溶液に導入さ
れ、この標的物質の溶解度を低下させ、それによって結晶形成を誘導する、物質を記載す
る。結晶化剤としては、代表的に、標的が溶解度の減少を示す対溶媒（ｃｏｕｎｔｅｒｓ
ｏｌｖｅｎｔ)が挙げられるが、溶液のｐＨに影響を及ぼす材料、またはポリエチレング
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リコールのような、標的物質に利用可能な溶媒の容積を効果的に減少させる材料もまた記
載し得る。用語「対溶媒」は、「結晶化剤」と相互交換可能に使用される。
【０１８４】
　（１．容積排除による結晶化）
　図３０は、先の図２９Ａ～Ｄとともに記載された容積排除技術を用いて、質量結晶化の
試行を可能にする結晶化システムの１つの実施形態の平面図を示す。
【０１８５】
　結晶化システム７２００は、コントロールチャネル７２０２、ならびにフローチャネル
７２０４ａ、７２０４ｂ、７２０４ｃおよび７２０４ｄを備える。各フローチャネル７２
０４ａ、７２０４ｂ、７２０４ｃおよび７２０４ｄは、終端チャンバ７２０６を特徴とし
、これは、結晶化のための部位として働く。コントロールチャネル７２０２は、膜７２０
８に重なり合い、そしてコントロールチャンバ７２０５と同じ幅を有する膜７２０８によ
ってチャンバ７２０６から分離されている、幅が変化したコントロールチャンバ７２０５
のネットワークを特徴とする。図面には明確に示されていないが、膜の二次ネットワーク
を特徴とする第二のコントロールは、終端チャンバ７２０６の開口部を選択的に開閉する
ための停止バルブを作製するために用いられる。このような停止バルブの機能および役割
の十分な記載は、図３１とともに以下に提供される。
【０１８６】
　結晶化システム７２００の操作は、以下の通りである。最初に、標的タンパク質を含有
する水溶液を、各フローチャネル７２０４ａ、７２０４ｂ、７２０４ｃおよび７２０４ｄ
を通して流し、各終端チャンバ７２０６を満たす。次に、コントロールチャンバ７２０２
に高圧を付与して、膜７２０８を下にあるチャンバ７２０６内に曲げ、このチャンバ７２
０６から所定容積を排除し、そしてチャンバ７２０６から、最初のタンパク質溶液のこの
排除容積を流す。
【０１８７】
　次に、圧力をコントロールチャネル７２０２内で維持しながら、異なる対溶媒を、各フ
ローチャネル７２０４ａ、７２０４ｂ、７２０４ｃおよび７２０４ｄ内に流す。次いで、
圧力を、コントロールライン７２０２内に解放し、膜７２０８が緩まってそれらの元の位
置に戻り、以前に排除された容積の対溶媒がチャンバ７２０６に入り、元のタンパク質溶
液と混合するのを可能にする。コントロールチャンバ７２０５と下にある膜７２０８の幅
は異なっているので、種々の容積の対溶媒が、このプロセスの間にチャンバ７２０６に入
る。
【０１８８】
　例えば、システム７２００の最初の２列のチャンバ７２０６ａは、対溶媒を全く受け入
れない。なぜなら、重なり合った膜によって容積が排除されないからである。システム７
２００の第二の２列のチャンバ７２０６ｂは、元のタンパク質溶液と１：５である対溶媒
の容積を受容する。システム７２００の第三の２列のチャンバ７２０６ｃは、元のタンパ
ク質溶液と１：３である対溶媒の容積を受容する。システム７２００の第四の２列のチャ
ンバ７２０６ｄは、元のタンパク質溶液と１：２である対溶媒の容積を受容し、そしてシ
ステム７２００の第五の２列のチャンバ７２０６ｅは、元のタンパク質溶液と４：５であ
る対溶媒の容積を受容する。
【０１８９】
　一旦、対溶媒がチャンバ７２０６内に導入されると、対溶媒は、コントロールライン７
２０２に高圧を再度付与して、このチャンバ内へ膜を曲げることによって、その環境に対
して再閉塞され得る。再閉塞は、結晶化が起こるのに数日または数週間のオーダーを必要
とする場合に、必要であり得る。チャンバの可視検査により、高品質の結晶の存在が明ら
かになり、この結晶は、使い捨て可能なエラストマーシステムのチャンバから物理的に取
り出され得る。
【０１９０】
　（２．容積エントラップメントによる結晶化）
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　上の記述は、対溶媒の変化量を測定するために、容積排除に頼る結晶化システムを記載
しているが、本発明は、この特定の実施形態に限定されない。従って、図３１は、代替の
結晶化システムの平面図を示し、ここで、異なる容積の対溶媒の測定は、フローチャネル
の形成の間の光リソグラフィー（ｐｈｏｔｏｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ）によって決定され
る。
【０１９１】
　結晶化システム７５００は、フローチャネル７５０４ａ、７５０４ｂ、７５０４ｃおよ
び７５０４ｄを備える。各フローチャネル７５０４ａ、７５０４ｂ、７５０４ｃおよび７
５０４ｄは、終端チャンバ７５０６を特徴とし、これは、再結晶化のための部位として働
く。
【０１９２】
　システム７５００は、２つのセットのコントロールチャネルをさらに備える。コントロ
ールチャネルの第一のセット７５０２は、チャンバ７５０６の開口部に重なり、そして作
動された場合、チャンバ７５０６への接近をブロックする停止バルブ７５０３を規定する
。第二のコントロールチャネル７５０５は、フローチャネル７５０４ａ～ｄに重なり、そ
して作動された場合、フローチャネル７４０４の異なるセグメント７５１４間の流れをブ
ロックするセグメントバルブ７５０７を規定する。
【０１９３】
　結晶化システム７５００の操作は、以下の通りである。最初に、標的タンパク質を含有
する水溶液を、各フローチャネル７５０４ａ、７５０４ｂ、７５０４ｃおよび７５０４ｄ
を通して流し、終端チャンバ７５０６を満たす。次に、コントロールチャネル７５０２に
高圧を付与して、停止バルブ７５０３を作動させ、それによって、流体のチャンバ７５０
６への出入りを防止する。
【０１９４】
　停止バルブ７５０３の閉鎖を維持しながら、次いで、各フローチャネル７５０４ａ～ｄ
を、異なる対溶媒で満たす。次に、第二のコントロールライン７５０５を加圧して、セグ
メント７５１４へとフローチャネル７５０４ａ～ｄを分離し、そして異なる容積の対溶媒
を捕捉する。詳細には、図３１に示されるように、セグメント７５１４は、不等な容積の
セグメントである。ソフトリソグラフィーによってタンパク質結晶化構造７５００を形成
する間、異なる幅７５１４ａおよび長さ７５１４ｂのセグメント７５１４を有するフロー
チャネル７５０４ａ～ｄを規定する技術が用いられ得る。
【０１９５】
　従って、圧力が第一コントロールライン７５０２から解放されて、停止バルブ７５０３
が開く場合、種々のセグメント７５１４からの異なる容積の対溶媒が、チャンバ７５０６
内に拡散され得る。この様式において、光リソグラフィーによって規定される正確な寸法
を使用して、フローチャネルセグメント内に捕捉される対溶媒の容積を決定し、次いでタ
ンパク質溶液に導入し得る。次いで、対溶媒のこの容積が、タンパク質の結晶化のための
環境を設定する。
【０１９６】
　図３１とともに記載される結晶化システムは、結晶化チャンバ内に導入される対溶媒の
容積を決定するために、そのフローチャネルの寸法を用いるが、本発明は、このアプロー
チに限定されない。
【０１９７】
　図３２は、微細製作結晶化システムを示しており、ここで、再結晶化チャンバについて
測定された対溶媒の容積は、下にあるフローチャネルに対するコントロールチャネルの配
向角度によって決定される。詳細には、微細製作結晶化システム８０００は、隣接した蛇
行フローチャネル８００２ａおよび８００２ｂを備え、これらチャネルは、一連の架橋チ
ャネル８００４を介して接続される。第一のコントロールライン８００６は、架橋チャネ
ル８００４の上にあり、それによって、蛇行チャネル８００２ａおよび８００２ｂを互い
から分離するバルブ８００８を形成する。第二のコントロールライン８０１０は、バルブ
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８０２０を規定する、第一の蛇行チャネル８００２ａの一部にわたる突起を備える。
【０１９８】
　最初に、第二のコントロールライン８０１０および第三のコントロールライン８０１２
は開いたままで、第一のコントロールライン８００６を閉じる。第一の蛇行チャネル８０
０２ａは、入口８０１４を通る標的物質溶液で満たされる。図３１の第一の蛇行チャネル
８００２ａは、出口８０１５を有するように示されているが、チャネル８００２ａはまた
、終端であり得る。第二の蛇行チャネル８００２ｂは、標的物質溶液と混合されるべき対
溶媒で満たされる。第一の蛇行チャネル８００２ａを用いる場合、第二の蛇行チャネル８
００２ｂはまた、出口かまたは終端にて終結し得る。
【０１９９】
　次に、第二のコントロールチャネル８０１０は、バルブ８０２０を閉じるように作動し
、それによって、領域８０２２内に捕捉された、等容積の標的溶液が分離される。第三の
コントロールチャネル８０１２もまた、バルブ８０２４を閉じるように作動し、それによ
って、領域８０２６ｂ内に捕捉された対溶媒が分離される。しかしながら、第三のチャネ
ル８０１２は、第二の蛇行チャネル８００２ｂを斜めに横切って延びているので、バルブ
８００８と８０２４との間で捕捉される対溶媒の容積は、等しくなくそして次第に小さく
なる。
【０２００】
　次に、第一のコントロールチャネル８００６が作動され、バルブ８００８が開く。ここ
で、領域８０２６内に捕捉された対溶媒容積は、領域８０２２内に捕捉されたサンプル容
積中には拡散せず、それぞれの混合比は、第三のコントロールチャネル８０１２の相対的
な角配向によって決定される。
【０２０１】
　図３２の結晶化システムは、単一の蛇行チャネルを通ってサンプルに導入されるべき対
溶媒の１つの型を可能にする。しかしながら、高スループット結晶化状態を容易にするた
めに、通常のサンプル供給源を共有する、図３２に示されるような一連の結晶化システム
が基材上に作製され得、異なる対溶媒が各システムに提供される。
【０２０２】
　さらに、捕捉による対溶媒容積の測定を用いる結晶化システムの実施形態の他のバリエ
ーションもまた、可能である。例えば、１つの代替の実施形態において、相対的なサンプ
ル容積は、そのサンプルと重なり合う第二のコントロールチャネルの配向角度によって決
定され得る。さらに、架橋チャネルのいずれかの側のフローチャネルの形状は、連続バル
ブ間にさらなる容積を提供するように改変され得る。リソグラフィーによって決定される
他の寸法（例えば、フローチャネルの深さおよび幅）もまた、対溶媒およびサンプルの相
対容積に影響を及ぼすように制御され得る。
【０２０３】
　図４３は、容積エントラップメントを用いる本発明に従う再結晶化システムの代替の実
施形態の平面図である。図４３のシステムは、より多数のフローチャネルを備えること以
外は、図３１のシステムと類似しており、これらのチャネルの下で材料の流れにわたる制
御を増強させる、いくつかの特徴を有する。
【０２０４】
　結晶化システム９０００は、フローチャネル９００４ａ、９００４ｂ、９００４ｃ、９
００４ｄ、９００４ｅ、９００４ｆ、９００４ｇおよび９００４ｈを備える。各フローチ
ャネル９００４ａ～ｈは、終端チャンバ９００６を特徴とし、これは、再結晶のための部
位として働く。本発明のこの実施形態において例示されるタンパク質結晶化構造は、１μ
Ｌ未満のサンプルを使用し得ると同時に、６４の１ｎＬの再結晶化環境を作製する。
【０２０５】
　各フローチャネル９００４ａ～ｈの下での材料の流れは、数個のバルブおよびポンプ構
造によって制御される。ゲートバルブ９０２４の最初のセットは、それぞれのフローチャ
ネル９００４ａ～ｈの上流部分より上方のゲートコントロールチャネル９０２６の重ね合
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わせによって形成される。
【０２０６】
　コントロールチャネルの第一のセット９００２は、チャンバ９００６の開口部に重なり
、そして作動された場合、チャンバ９００６への近接をブロックする停止バルブ９００３
を規定する。第二のコントロールチャネル９００５は、フローチャネル９００４ａ～ｈに
重なり、そして作動された場合、フローチャネル９００４の異なるセグメント９０１４間
の流れをブロックするセグメントバルブ９００７を規定する。
【０２０７】
　システム９０００の操作は、図３１のシステムについて上記された操作と類似しており
、サンプル容積とともにチャンバおよびセグメントが荷電され、続いて対溶媒の容積が導
入される。しかしながら、全てのフローチャネル８６０４を通るサンプルまたは対溶媒の
同時流れを使用するのではなく、システム９０００は、そのフローチャネルの出力側にマ
ルチプレクサ構造９０２０を備える。詳細には、幅が変化した、蠕動のポンピングコント
ロールチャネル９０２０ａ～ｆは、各フローチャネル９００４ａ～ｈの下流端上にある。
ポンピングコントロールチャネル９０２０ａ～ｆ内の圧力の選択操作によって、サンプル
または対溶媒は、各フローチャネル９００４ａ～ｈの下で、独立して流され得る。
【０２０８】
　このシステムのフローチャネルの下での、材料の流れにわたる制御における精度の向上
は、多くの利点を提供する。１つの利点は、相互汚染の危険性を低減させる。フローチャ
ネルは独立して制御され、かつマルチプレクサ構造９０２０の下流のみで互いに接触する
ので、フローチャネル間に生じる偶発的な圧力差は、フローチャネル間の材料の望ましく
ない逆流を生じない。
【０２０９】
　（３．交差チャネル注入による結晶化）
　先の図２６Ａ～２６Ｄに例示される直交流チャネルアーキテクチャを使用して、標的物
質の高スループットの結晶化を行い得る。このアプローチは、図３３に示され、これは、
本発明に従う結晶化構造の代替の実施形態を例示する。
【０２１０】
　図３３の微細製作交差チャネルの高スループット結晶化構造は、交差注入交差点８１０
２の５×５のアレイ８１００を備え、この交差注入交差点は、平行な水平フローチャネル
８１０４および平行な垂直フローチャネル８１０６の交差によって形成される。アレイ８
１００は、全体で５×５＝２５の同時結晶化状態に関して、各サンプルＳ１～Ｓ５の、各
対溶媒Ｃ１～Ｃ５との混合およびこれらのサンプルの貯蔵を可能にする。水平フローチャ
ネル８１０４に沿った流体の移動は、コントロールチャネル８１１０を重ねることによっ
て形成される蠕動ポンプ８１０８によって、平行に制御される。垂直フローチャネル８１
０６に沿った流体の移動は、コントロールチャネル８１１４を重ねることによって形成さ
れる蠕動ポンプ８１１２によって、平行に制御される。先の図２８Ａ～Ｂに示されるよう
に、カラムバルブ８１１６およびロウバルブ８１１８は、水平流動ライン８１０４および
垂直流動ライン８１０６の交差によって形成される各交差注入交差点８１０２を取り囲む
。
【０２１１】
　垂直方向の流れを遮断するカラムバルブ（ｃｏｌｕｍｎ　ｖａｌｖｅ）８１１６は、単
一のコントロールライン８１２０により制御される。水平方向の流れを遮断するロウバル
ブ（ｒｏｗ　ｖａｌｖｅ）８１１８は、単一のコントロールライン８１２２により制御さ
れる。例示の目的のために、コントロールライン８１２０および８１２２の第１の部分の
みを図３３に示すが、全てのロウバルブおよびカラムバルブが、これらのコントロールラ
インにより制御されることが理解されるべきである。
【０２１２】
　結晶化の間に、水平フローチャネル８１０４は、５つの異なる濃度の標的物質のサンプ
ルを、交差注入交差点８１０２に導入し、一方垂直フローチャネル８１０６は、交差注入
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交差点８１０２に、５つの異なる濃度および／または組成の対溶媒（ｃｏｕｎｔｅｒｓｏ
ｌｖｅｎｔ）を導入する。図３４Ａ～３４Ｃと関連して以下に記載される計量技術により
、可能な５×５＝２５個すべての、サンプルと対溶媒との組合せが、アレイ８１００の５
×５＝２５個の交差注入交差点８１０２にて記録される。
【０２１３】
　図３４Ａ～３４Ｃは、図３３のアレイ８１００の隣接する合流点の拡大平面図を示す。
例示の目的のために、コントロールラインを、図３４Ａ～３４Ｃでは省略する。また、合
流点間の横方向の距離は、かなり短くされており、そして実際には、これらの合流点は、
交差汚染を防ぐために、相当な距離で分離されている。
【０２１４】
　図３４Ａに示される第１の工程において、カラムバルブ８１１６は、閉じており、そし
て所定の濃度の標的物質のサンプルは、最初に水平フローチャネル８１０４の各々に流れ
る。図３４Ａに拡大して示されるアレイの部分において、横行間バルブ領域８１２６は、
それによりサンプル物質Ｓ１で充填される。
【０２１５】
　次に、図３４Ｂに示されるように、ロウバルブ８１１８は、閉じており、そしてカラム
バルブ８１１６は、開いている。異なる濃度および／または組成の対溶媒は、垂直フロー
チャネル８１０６の各々に流れる。図３４Ｂに拡大して示されるアレイの部分において、
合流点８１０２は、これにより対溶媒Ｃ１およびＣ２で充填される。
【０２１６】
　図３４Ｃに示されるように、カラムバルブ８１１６は、閉じており、そしてロウバルブ
８１１８は、開いている。アレイの周辺蠕動ポンプで汲み出すことにより、バルブ間領域
８１２６中のサンプルおよび合流点８１０２の対溶媒の両方が合流点８１０２およびバル
ブ間領域８１２６に流入するにつれて、バルブ間領域８１２６中のサンプルは、合流点８
１０２の対溶媒と混ざる。次いで、ロウバルブ８１１８が閉じられ、カラムバルブ８１１
６は、結晶化部位間の交差汚染を防ぐために、閉じたままにされている。次いで、図３４
Ｃに拡大して示されるアレイの部分において、溶媒環境Ｓ１Ｃ１およびＳ１Ｃ２において
結晶化が起こり得る。
【０２１７】
　本発明の代替の実施形態において、別々のコントロールラインを使用して。交互のロウ
バルブの作動を制御し得る。このような実施形態において、図３４Ａおよび３４Ｂに上記
されるように、一旦、横行間領域および合流点がサンプルおよび対溶媒で充填されると、
第３の工程において、交互ロウバルブが開かれ、その結果、ロウバルブ間領域中のサンプ
ルが、拡散により合流点における対溶媒と混合する。この代替の実施形態は、ポンプによ
るくみ出し（ｐｕｍｐｉｎｇ）を必要とせず、そして交互のロウバルブの他方の組が閉鎖
した状態であることにより、交差汚染が防止される。
【０２１８】
　本発明に従う高スループット結晶化スクリーニングを実行するための構造のなお別の代
替の実施形態において、単一のコントロールラインを利用して、複数の結晶化スクリーニ
ングチャンバを規定するために交互のロウバルブを制御し得る。この実施形態は、図８１
Ａ～８１Ｂに示される。
【０２１９】
　図８１Ａは、本発明の代替の実施形態に従う１つのフローチャネルの一部の拡大図を示
す。図８１Ｂは、図８１Ａの拡大したフローチャネルの部分の線Ｂ－Ｂ’に沿った断面図
を示し、これは、交互のロウバルブを使用停止（ｄｅａｃｔｕａｔｉｏｎ）にして、隣接
するチャンバ中の結晶化剤と標的物質との間の拡散を可能にする前である。図８１Ｃは、
図８１Ａの拡大したフローチャネル部分の線Ｂ－Ｂ’に沿った断面図を示し、これは、交
互のロウバルブを使用停止にして隣接するチャンバ中の結晶化剤と標的物質との間の拡散
を可能にした後である。
【０２２０】
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　コントロールライン８１５０は、フローチャネル８１０４のいずれかの側に位置付けら
れた平行な分岐８１５０ａおよび８１５０ｂを備える。分岐８１５０ａ～ｂは、交互に配
置される幅広の交差部分８１５２および狭い交差部分８１５４により接続されており、そ
れにより大バルブ８１５６および小バルブ８１５８をそれぞれ規定する。異なる幅の交差
部分８１５２および８１５４に起因して、バルブ８１５６および８１５８のエラストマー
膜８１６０ａおよび８１６０ｂは、異なる圧力がコントロールライン８１５０に加えられ
た場合に、それぞれ使用停止にされかつ作動される。
【０２２１】
　詳細には、コントロールライン８１５０に最も高い圧力を加えることにより、エラスト
マー膜８１６０ａおよび８１６０ｂの両方が下にあるフローチャネル８１０４中に撓み、
大バルブ８１５６および小バルブ８１５８の両方を閉じる。コントロールライン８１５０
に最も低い圧力を加えることにより、エラストマー膜８１６０ａおよび８１６０ｂの両方
は、下にあるフローチャネル８１０４から緩和して、大バルブ８１５６および小バルブ８
１５８の両方を開く。
【０２２２】
　それらの増大した面積に起因して、幅広の膜８１６０ａは、幅の狭い膜８１６０ｂより
も作動させるのが容易である。従って、中間の圧力をコントロールライン８１５０に加え
ることにより小バルブ構造８１５８の幅の狭い膜８１６０ｂが、使用停止にされてバルブ
を開きながら、大バルブ構造８１５６の幅広の膜８１６０ａのみを作動したままにさせる
。加えられた圧力に対するこの異なる応答は、複数の結晶化スクリーニングチャンバを規
定するためにコントロールラインを１つだけ使用することを可能にし、次いで、水平フロ
ーチャネルに沿った交互のバルブを緩和させて、標的物質および結晶化剤の拡散を可能に
する。
【０２２３】
　図８１Ａ～Ｃに示されるミクロ流体構造の操作の間、図３４Ａ～Ｂに関連して上記した
ように、図８１Ａ～Ｂにおいて、高圧および低圧をコントロールライン８１５０に適用す
ることにより、フローチャネル合流点８１０２は、結晶化剤で満たされ、そしてバルブ間
領域８１２６は、標的サンプルで満たされる。
【０２２４】
　図８１Ｃに示されるように、中間の圧力がコントロールライン８１５０に加えられる場
合、隣接する結晶化部位間の交差汚染を防ぐために、大バルブ構造８１５６の幅広膜８１
６０ａがフローチャネル８１０４内に残ったまま、小バルブ構造８１５８の幅の狭い膜８
１６０ａは、フローチャネル８１０４から緩和する。
【０２２５】
　（４．拡散／透析を利用する結晶化）
　結晶化への１つの従来のアプローチは、遅い拡散により結晶化剤を導入すること、また
は透析と関連した遅い拡散により、標的溶液状態における逐次的変化をもたらすことであ
る。例えば、タンパク質の結晶化において、サンプルと結晶化剤との間に透析膜を介在さ
せることにより、タンパク質サンプルの濃度が減少することのない、タンパク質溶液への
結晶化剤の拡散を生じる。
【０２２６】
　遅い拡散および／または透析を利用する、本発明の実施形態に従う結晶化の方法および
構造は、種々の技術を使用し得る。いくつかの可能なアプローチを、以下に記載する。
【０２２７】
　図３５に示される第１の実施形態において、微細製作（ｍｉｃｒｏｆａｂｒｉｃａｔｅ
）されたエラストマー構造８２００は、種々の容積のチャンバ８２０２を特徴とし、これ
らのチャンバは、ポンプ／バルブネットワークにより最初にサンプルで充填され得る。チ
ャンバ８２０２はまた、構造８２００の表面８２００ａと流体連絡している。透析膜８２
０４は、面８２００ａに固定され、次いで、微細製作された構造８２００全体が、示され
るようにバルク対溶媒容器８２０６に浸漬される。時間が経過するにつれて、容器８２０



(42) JP 4565026 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

６からの対溶媒は、膜８２０４を横切って、チャンバ８２０２中へと拡散し、そしてサン
プルからの溶媒は、膜８２０４を横切って容器８２０６中に拡散する。膜８２０４により
、このサンプルのタンパク質が拡散するのを防ぐ。所望の溶液状態が達成された場合、結
晶がチャンバ８２０２内で形成され得る。
【０２２８】
　結晶化へのこのアプローチの利点は、一旦サンプルで充填されると、この微細製作され
たエラストマー構造が単に対溶媒中につけられるという点において単純である。このアプ
ローチはまた、溶液の状態を直接モニタリングすることを可能にする。なぜなら、バルク
対溶媒容器のｐＨ、温度および他の局面は、従来の検出方法を使用して、変化をモニタリ
ングされ得るからである。さらに、本発明の代替の実施形態において、溶解した標的物質
の連続的な供給は、透析膜を通過して流れて、大きな結晶の成長のために適切な供給を確
実にし得る。
【０２２９】
　本発明に従う実施形態はまた、二重透析と関連して実施され得、ここで標的溶液の状態
における変化の速度は、第２の透析膜および中間溶液を、結晶化剤と第１の透析膜との間
に介在させることにより遅くなる。このようなアプローチにおいて、この中間溶液は、結
晶化剤の拡散から生じる標的溶液における変化を緩衝するように作用する。直前に記載し
た技術において、二重透析は、ミクロ流体構造および付随した透析膜を、第２の透析膜を
通して結晶化剤容器と流体連絡した中間溶液に浸漬することにより達成され得る。
【０２３０】
　透析技術を使用する本発明の第２の実施形態は、図３６に例示される。このアプローチ
は、対向する、微細製作されたエラストマー構造８３０２および８３０４の間に挟まれた
透析膜８３００を利用する。この構造の組み立てならびに対向する構造８３０２および８
３０４のそれぞれのチャンバ／チャネル８３０６の適切な配置の際に、構造８３０２の容
器８３０８からの対溶媒は、膜８３００を横切って、構造８３０４の対応する結晶化チャ
ンバ８３１０中に拡散する。結晶化チャンバ８３１０からの溶媒は、同様に、膜８３００
を横切って、第１の構造８３０２の容器８３０８中に拡散する。しかし、膜８３００は、
結晶化チャンバ８３１０中のタンパク質が同様に拡散するのを防ぎ、従って、このタンパ
ク質は、溶液環境が変化する場合にチャンバ８３１０中に保持される。
【０２３１】
　図３６の構造と同様の構造を使用する二重透析は、結晶化チャンバと第１の透析膜との
間に中間チャンバを設け、次いで、この中間チャンバを緩衝溶液で満たすことにより達成
され得る。第２の透析膜は、以下で図３７において記載されるように、架橋ポリマーのプ
ラグの形態で中間チャンバと結晶化チャンバとの間の微細製作された構造に導入され得る
。
【０２３２】
　図３５および３６に直前に記載される実施形態は、微細製作された構造の表面全体への
、透析膜の大規模な結合を使用する。しかし、他の実施形態は、微細製作された構造の局
所的領域内の透析膜の挿入または配置を利用し得る。これは、図３６に示され、ここで透
析膜は、ポリアクリルアミドゲルの形態で微細製作された構造内に作製される。
【０２３３】
　詳細には、図３７の再結晶化構造８４００は、水平フローチャネル８４０６を通して閉
鎖末端チャンバ８４０４と流体連絡している第１のチャンバ８４０２を備える。水平フロ
ーチャネル８４０６および垂直フローチャネル８４０８の挿入は、合流点８４１０を生じ
る。第１のバルブセット８４１２は、合流点８４１０の反対の側における、第１の制御チ
ャネルおよび水平フローチャネル８４０６の部分の重なりにより規定される。第２のバル
ブセット８４１６は、合流点８４１０の反対側における第２の制御チャネルおよび垂直フ
ローチャネル８４０８の部分の重なりにより規定される。
【０２３４】
　この実施形態の操作は以下の通りである。第２のバルブセット８４１６は、第１のバル
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ブセット８４１２が開いている間は閉じている。閉鎖末端チャンバ８４０４は、水平フロ
ーチャネル８４０６を通してサンプルで充填される。
【０２３５】
　次に、第２のバルブセット８４１６が開かれ、そして第１のバルブセット８４１２が閉
じられる。垂直フローチャネル８４０８は、ポリアクリルアミドゲルのような架橋可能な
ポリマー８４２０で充填される。次いで、垂直フローチャネル内でのこのポリマーの架橋
が、例えば、フローチャネルの照射により、または遅延作用性架橋化学物質とこのポリマ
ーとを垂直フローチャネルにゲルで充填する前もしくは充填する間に混合することにより
、誘導される。一旦、ポリマーの所望の量の架橋が起これば、拡散に対する選択的バリア
（すなわち、透析膜）として作用する。
【０２３６】
　最後に、第２のバルブセット８４１６は、閉じられ、そして第１のバルブセット８４１
２は、再び開けられ、そして第１のチャンバ８４０２は、対溶媒で充填される。この対溶
媒は、架橋されたポリマー膜８４２０を横切って拡散し、閉鎖末端チャンバ８４０４中の
溶液状態を変更する。
【０２３７】
　標的物質溶液の状態における経時的な変化をさらに媒介するための二重透析は、微細製
作されたチャンバおよび第２のポリアクリルアミドプラグ中間体を、結晶化チャンバおよ
び結晶化剤を含有するチャンバに導入することによりもたらされ得る。
【０２３８】
　上記の二重透析の実施形態のいずれかにおいて、第２の透析膜は、除外され得、そして
中間溶液を横切る結晶化剤の拡散は、標的物質溶液の状態における遅い変化に依存する。
中間溶液を横切る結晶化剤の拡散速度は、介在する構造の物理的寸法（すなわち、長さ、
断面）（例えば、微細製作されたチャンバ／チャネルまたは微細製作された構造が浸漬さ
れた容器を接続するキャピラリもしくはより大きな直径の管）により制御され得る。
【０２３９】
　他の実施形態において、微細製作されたエラストマー構造は、垂直に（しばしば、好ま
しくは、チャネルの断面に沿って）分割され得る。本発明の実施形態に従って、非エラス
トマー成分は、このような切断により開かれたエラストマー構造中に挿入され得、次いで
このエラストマー構造は、再密閉される。このようなアプローチの一例は、図３８Ａ～３
８Ｃに示され、これらは、内部に位置付けられた膜を有するフローチャネルを形成するた
めのプロセスの断面図を例示する。詳細には、図３８Ａは、フローチャネル６２０４に重
なるエラストマー膜６２０２、およびエラストマー基板６２０６を備えるデバイス６２０
０の一部の断面を示す。
【０２４０】
　図３８Ｂは、フローチャネル６２０４の長さにそって延びる垂直線６２０８に沿ってデ
バイス６２００をカットした結果を示し、その結果、半分６２００ａおよび６２００ｂが
形成される。図３８Ｃは、半分６２００ａと半分６２００ｂとの間の浸透膜要素６２１０
の挿入、次いで、半分６２００ａおよび６２００ｂの浸透膜６２１０への装着を示す。こ
の構成の結果として、このデバイスのフローチャネルは、実際には、浸透膜６２１０で分
離されたチャネル部分６２０４ａおよび６２０４ｂを備える。
【０２４１】
　図３８Ｃの構造は、種々の適用において利用され得る。例えば、この膜は、透析を実行
するために使用され得、フローチャネル内のサンプルの塩濃度を変更する。これは、結晶
化された標的物質の溶液環境の変化を生じる。
【０２４２】
　これまでに考察した本発明の実施形態は、液相における結晶化剤の拡散を利用するが、
蒸気拡散は、結晶形成を誘導するために使用されている別の技術である。従って、図３９
～４１は、本発明の実施形態に従う蒸気拡散構造のいくつかの実施形態の平面図を示す。
【０２４３】
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　図３９は、蒸気拡散構造８６００の単純な実施形態を示し、ここで、入り口８６０２ａ
および出口８６０２ｂを有する第１の微細製作されたチャンバ８６０２、ならびに入口８
６０４ａおよび出口８６０４ｂを有する第２の微細製作されたチャンバ８６０４は、交差
フローチャネル８６０６により接続される。最初に、全体構造８６００は、空気で満たさ
れる。次いで、交差バルブ８６０８は、交差フローチャネル８６０６内に空気を捕捉する
ように作動される。次いで、標的溶液は、入口８６０２ａを通して第１のチャンバ８６０
２に導入され、置換された空気は、出口８６０２ｂを通って抜ける。結晶化剤は、入り口
８６０４ａを通して第２のチャンバ８６０４に導入され、置換された空気は、出口８６０
４ｂを通って抜ける。
【０２４４】
　次いで、交差バルブ８６０８が開かれ、その結果、空気は、サンプルと結晶化剤との間
で交差フローチャネル８６０６内に捕捉されたままになる。次いで、溶媒および結晶化剤
の蒸気拡散が、交差フローチャネル８６０６のエアポケットを横切ってゆっくりと起こり
、溶液の状態を変化させ、それにより、第１のチャンバ８６０２における結晶の形成を誘
導する。構造８６００は、このプロセスの間にバルブ８６１０により外側の環境に対して
密閉され得る。
【０２４５】
　上記の実施形態は、機能的であるが、液体が満たされるチャンバの間に捕捉されたエア
ポケットは、環境の状態に応じて移動または変形し得、標的物質溶液と結晶化剤との間の
望ましくない直接の流体接触を可能にする。従って、このエアポケットを、微細製作され
た構造内の特定の場所に係留することが望ましい。
【０２４６】
　従って、図４０は、蒸気拡散により結晶化を実行するための構造の代替の実施形態を示
す。詳細には、構造８７００は、第１の末端８７０２ａにおいて第１の入口８７０４を有
し、第２の末端８７０２ｂにおいて第２の入口８７０６を有し、そして中間部分８７０２
ｃにおいてベント８７０７を有するチャンバ８７０２を備える。チャンバ８７０２の中間
部分８７０２ｃは、疎水性領域８７１２含み、これは、微小接触印刷（ｍｉｃｒｏｃｏｎ
ｔａｃｔ　ｐｒｉｎｔｉｎｇ）により形成され得る。微小接触印刷技術は、Ａｎｄｅｒｓ
ｓｏｎらにより、「Ｃｏｎｓｅｃｕｔｉｖｅ　Ｍｉｃｒｏｃｏｎｔａｃｔ　Ｐｒｉｎｔｉ
ｎｇ－Ｌｉｇａｎｄｓ　ｆｏｒ　Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｃａｔａｌｙｓｉｓ　ｉｎ　Ｓ
ｉｌｉｃｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ」、Ｓｅｎｓｏｒｓ　ａｎｄ　Ａｃｔｕａｔｏｒｓ　Ｂ
，３９９７１～７頁（２００１）（あらゆる目的のために参考として援用される）に詳細
に記載される。
【０２４７】
　詳細には、構造８７００の製造の間に、下にある基板は、オクタデシルトリクロロシラ
ン（ＯＴＳ）のパターン８７１０をスタンプされ得る。パターン８７１０上への微細製作
されたエラストマーチャンバ８７０２の続く配置は、中央疎水性領域８７１２を形成する
。
【０２４８】
　最初に構造８７００は、空気で満たされる。次いで、水性標的溶液は、第１の入口８７
０６を通して注意深く導入され、空気はチャンバ８７０２からベント８７０７を通して置
換される。疎水性チャンバ領域８７１２の存在に起因して、チャンバ８７０２の標的溶液
での充填は、この溶液が領域８７１２に当たる場合に停止する。同様に、疎水性結晶化剤
は、第２の入口８７０６を通してチャンバ８７０２に注意深く導入され、疎水性領域８７
１２において停止する。結晶化剤でチャンバ８７０２を満たすことにより置換される空気
は、ベント８７０７を通ってチャンバ８７０２を出る。このようにして、下にあるパター
ン付けされた疎水性領域８７１２により適所に固定されて、中央領域８７１２におけるエ
アポケットは、標的サンプル中への結晶化剤の遅い蒸気拡散を可能にして、チャンバ８７
０２の右側における結晶形成を誘導する。周囲のバルブ８７１４は、このプロセスの間に
この構造を単離するように作動され得る。
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【０２４９】
　有用であるが、図４０に関連して直前に記載される蒸気拡散構造の実施形態は、下にあ
る基板上のパターン付けされた疎水性領域に対する、微細製作されたエラストマーチャネ
ルの配置を必要とする。この配置プロセスは、本発明の実施形態に従う構造の小さな特徴
サイズを考慮すると、困難であり得る。さらに、製造プロセスの間、この疎水性物質は、
下にある基板上のみに形成されて、チャネルの壁には形成されないようである。
【０２５０】
　従って、図４１は、蒸気拡散により標的物質の結晶化を実行するための構造のさらに別
の実施形態を示し、これは、配置工程を必要としない。詳細には、再結晶構造８８００は
、交差フローチャネル８８０６により第２のチャンバ８８０４に接続された第１のチャン
バ８８０２を備える。第２のフローチャネル８８０８は、交差フローチャネル８８０６と
交差し、合流点８８１０を形成する。交差フローチャネル８８０６に沿って合流点８８１
０を横切る流れは、第１のバルブ対８８１２により制御される。第２のフローチャネル８
８０８に沿って合流点８８１０を横切る流れは、第２のバルブ対８８１４により制御され
る。
【０２５１】
　最初に、第１のチャンバ８８０２は、標的物質溶液で充填され、そして第２のチャンバ
８８０４は、結晶化剤で充填される。次に、第１のバルブ対８８１２は閉じられ、そして
第２のバルブ対８８１４は開かれ、そして疎水性物質（例えば、ＯＴＳ）は、第２のフロ
ーチャネル８８０８から合流点８８１０に流れる。この物質の流れの結果として、疎水性
残部８８１６は、基板上、そしておそらく合流点８８１０にけるフローチャネル壁上に残
る。
【０２５２】
　次に、空気が、第２のフローチャネル８８０８中に導入され、そして第２のバルブ対８
８１４が閉じられる。次いで、第１のバルブ対８８１２は開けられて、空気を満たされた
合流点８８１０を横切る、チャンバ８８０２中の標的物質溶液中への、チャンバ８８０４
中の結晶化剤の蒸気拡散を可能にする。この蒸気拡散プロセスの間、エアポケットは、閉
じられたバルブ対８８１４および疎水性残部８８１６の存在により合流点８８１０に固定
される。バルブ８８１８は、外側の環境に対して構造８８００を完全に密閉するように閉
じられ得る。
【０２５３】
　上記の実施形態は、蒸気拡散の間エアポケットを適所に固定するための疎水性部分の微
小接触印刷に焦点を合わせたが、本発明は、このアプローチに限定されない。本発明に従
う微細製作された結晶化構造の部分に選択的に導入される疎水性領域は、疎水性油の形態
で拡散に対するバリアまたは障害物を適所に固定するために代替的に利用され得る。
【０２５４】
　疎水性油物質はまた、本発明の実施形態に従う微細製作されたエラストマー構造の外表
面をコーティングするために利用され得る。このようなコーティングは、エラストマーか
らの蒸気の外拡散（ｏｕｔｄｉｆｆｕｓｉｏｎ）に対して不浸透性であり得、それにより
、長くなる可能性のある結晶化期間の間この構造の脱水を防止する。あるいは、このコー
ティング油は、水または他の気体にある程度浸透性であり得、それにより、水または気体
の遅い制御された外拡散を、結晶化に有利な構造状態内に生じさせることを可能にする。
【０２５５】
　（５．結晶化に影響を及ぼす他の要因に対する制御）
　上記の結晶化構造は、多量の適切な結晶化剤の導入により標的物質の環境を変更するこ
とを記載するが、多くの他の要因が、結晶化に関連する。このようなさらなる要因として
は、温度、圧力、溶液中の標的物質の濃度、平衡力学、および種物質の存在が挙げられる
が、これらに限定されない。
【０２５６】
　本発明の特定の実施形態において、結晶化の間の温度制御は、以前に記載した複合エラ
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ストマー／ケイ素構造を利用して達成され得る。詳細には、Ｐｅｌｔｉｅｒ温度制御構造
は、下にあるケイ素基板に作製され得、エラストマーは、結晶化チャンバがＰｅｌｔｉｅ
ｒデバイスの付近にあるようにケイ素に対して配置される。Ｐｅｌｔｉｅｒデバイスに適
切な極性および大きさの電圧を印加することにより、チャンバ内の溶媒および対溶媒の温
度が制御され得る。
【０２５７】
　あるいは、Ｗｕらにより「ＭＥＭＳ　Ｆｌｏｗ　Ｓｅｎｓｏｒｓ　ｆｏｒ　Ｎａｎｏ－
ｆｌｕｉｄｉｃ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ」、Ｓｅｎｓｏｒｓ　ａｎｄ　Ａｃｔｕａｔ
ｏｒｓ　Ａ８９　１５２－１５８（２００１）に記載されるように、結晶化チャンバは、
オーム加熱を生じる、微細機械加工された抵抗構造に対して電流を選択的に印加すること
により、加熱および冷却され得る。さらに、結晶化の温度は、経時的に加熱器の抵抗をモ
ニタリングすることにより検出され得る。Ｗｕらの文献は、あらゆる目的のために本明細
書中に参考として援用される。
【０２５８】
　本発明に従う微細製作されたエラストマー結晶化構造を横切る温度勾配を確立すること
もまた有用であり得る。このような温度勾配は、結晶化の間の広範な温度スペクトルに標
的物質を供し、結晶化に最適な温度の非常に正確な決定を可能にする。
【０２５９】
　結晶化の間の圧力の制御に関して、容積排除による対溶媒の計量を使用する本発明の実
施形態は、特に有利である。詳細には、一旦チャンバが適切な容積の溶媒および対溶媒で
充填されると、チャンバ入口バルブは、このチャンバの上にある膜が作動されている間閉
鎖して維持され得、それにより、チャンバ内の圧力を増加させる。容積排除以外の技術を
使用する本発明に従う構造は、結晶化チャンバに隣接してフローチャネルおよび付随する
膜を備えることにより圧力制御を及ぼし得、そして詳細にはチャネル内の圧力を制御する
。
【０２６０】
　結晶化に影響を及ぼす別の要因は、溶液中で利用可能な標的物質の量である。結晶が形
成する場合、この結晶は、溶液中に残っている標的物質の量が、連続した結晶成長を持続
するのに不適切になり得る時点まで、溶液中で利用可能な標的物質に対してシンクとして
作用する。従って、十分に大きな結晶を成長させるために、結晶化プロセスの間にさらな
る標的物質を提供することが必要であり得る。
【０２６１】
　従って、図２７Ａ～２７Ｂに関連して以前に記載したセルペン構造は、成長した結晶を
チャンバ内に制限するために、本発明の実施形態に従う結晶化構造において有利に使用さ
れ得る。このことは、成長している結晶を、さらなる標的物質を提供しているフローチャ
ネルに洗い流して、成長している結晶を廃液に損失する危険性を未然に防ぐ。
【０２６２】
　さらに、図２７Ａ～２７Ｂのセルケージ構造はまた、結晶同定のプロセスの間有用であ
り得る。詳細には、塩がしばしばサンプルまたは対溶媒中に存在し、そしてこれらの塩は
、結晶化の試みの間に結晶を形成し得る。塩の結晶の成長と目的の標的結晶とを区別する
１つの一般的な方法は、Ｈａｍｐｔｏｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｏｆ　Ｌａｇｕｎａ　Ｎｉ
ｇｕｅｌ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ製のＩＺＩＴＴＭのような染色色素への曝露による。こ
のＩＺＩＴＴＭ色素は、タンパク質結晶を青色に染色するが、塩結晶は染色しない。
【０２６３】
　しかし、このＩＺＩＴＴＭ色素を、結晶を保持している結晶化チャンバに流すプロセス
において、この結晶は、取り除かれ得、洗い流され得、そして失われ得る。従って、セル
ペン構造は、染色プロセスの間結晶を適所に固定するために、本発明に従う結晶化構造お
よび方法においてさらに使用され得る。
【０２６４】
　図４２は、セルケージ概念（ｃｅｌｌ　ｃａｇｅ　ｃｏｎｃｅｐｔ）に基づく結晶の分
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類デバイスの実施形態を示す。詳細には、種々のサイズの結晶８５０１が、分類デバイス
８５００の上流のフローチャネル８５０２に形成され得る。分類デバイス８５００は、異
なる距離で間隔を空けたピラーの連続したロウを備える。ブランチチャネル８５１０の入
口は、ロウに前面に位置付けられる。結晶８５０１がチャネル８５０２を下流に流れる場
合、ピラーのロウに遭遇する。最も大きな結晶は、第１のロウのピラーの間のギャップＹ
の間を通過することが出来ず、そしてロウの前面に蓄積する。より小さなサイズの結晶は
、ピラーの間により小さな連続する間隔を有する連続したロウの前面に集められる。一旦
、上記の様式で分類されると、種々のサイズの結晶が、以前に記載したように、蠕動ポン
プ８５１４を利用して、流体をブランチチャネル８５１０にポンプで通すことにより、チ
ャンバ８５１２中に収集され得る。分類構造により収集されたより大きな結晶は、Ｘ－線
による結晶学的な分析に供され得る。分類構造により収集されたより小さな結晶は、さら
なる結晶化の試みにおける種（ｓｅｅｄ）結晶として利用され得る。
【０２６５】
　結晶成長に影響する別の因子は、シーディング（ｓｅｅｄｉｎｇ）である。標的溶液へ
のシード結晶の導入は、溶液中の分子が整列し得るテンプレートを提供することにより、
結晶形成を非常に増大させ得る。シード結晶が利用可能はでない場合、本発明に従うミク
ロ流体結晶化法およびミクロ流体結晶化システムの実施形態は、他の構造を利用して、類
似の機能を実行し得る。
【０２６６】
　例えば、上で議論されるように、本発明に従う構造のフローチャネルおよびチャンバは
、代表的には、微細製作した特徴を含むエラストマー層を下にある基材（例えば、ガラス
）と接触して配置することにより規定される。この基材は、平面である必要はなく、むし
ろ、結晶形成を誘導するように計算されたサイズおよび／または形状の突起または窪みを
含み得る。本発明の１つの実施形態に従って、下にある基材は、規則正しい所望の形態を
示す無機物マトリクスであり得る。あるいは、下にある基材は、結晶形成を誘導するよう
に計算された所望の形態または形態のスペクトルを示すようにパターン化され得る（すな
わち、従来の半導体リソグラフィー技術によりパターン化され得る）。このような基材表
面の形態の最適な形状は、標的結晶の既知の知見により決定され得る。
【０２６７】
　本発明に従う結晶化構造および方法の実施形態は、従来のアプローチを越える多数の利
点を提供する。１つの利点は、極めて小さな容積（ナノリットル／ナノリットル以下）の
サンプルおよび結晶化剤によって、広範な種々の再結晶条件が比較的少量のサンプルを利
用して用いられ得ることである。
【０２６８】
　本発明の実施形態に従う結晶化構造および方法の別の利点は、小さなサイズの結晶化チ
ャンバによって、結晶化の試みが、数百、さらには、数千の異なるセットの条件下で、同
時に行われ得ることである。再結晶化に用いられる少ない容積のサンプルおよび結晶化剤
はまた、貴重な精製された標的物質の最小限の浪費を生じる。
【０２６９】
　本発明の実施形態に従う結晶化のさらなる利点は、操作の比較的簡単さである。詳細に
は、並行作動（ｐａｒａｌｌｅｌ　ａｃｔｕａｔｉｏｎ）を利用する流れの制御は、数本
のコントロールラインのみの存在を必要とし、そして微細製作デバイスの操作により自動
的に実施される結晶化剤およびサンプルの導入は、多数のサンプルについて非常に迅速な
調製時間を可能にする。
【０２７０】
　本発明の実施形態に従う結晶化システムのなおさらなる利点は、溶液平衡化速度の制御
を制御する能力である。結晶成長は、しばしば、非常に遅く、そして結晶は、溶液が、最
適な濃度で、平衡状態への道のりを迅速に通過する場合に、形成される。従って、平衡化
の速度を制御して、それにより、中間の濃度で結晶成長を促進させることは有利であり得
る。結晶化に対する従来のアプローチでは、ペースの遅い平衡が、蒸気拡散、低速透析、
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および非常に小さい物理的界面（ｖｅｒｙ　ｓｍａｌｌ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｉｎｔｅｒ
ｆａｃｅ）のような技術を用いて達成される。
【０２７１】
　しかし、本発明に従う結晶化は、溶液平衡化の速度に対する先例のない制御を可能にす
る。容積排除により結晶化剤を計測するシステムにおいて、重なった膜は、繰返し変形さ
れ得、各々の変形は、さらなる結晶化剤の導入を生じる。容積エントラップメント（ｖｏ
ｌｕｍｅ　ｅｎｔｒａｐｍｅｎｔ）により結晶化剤を計測するシステムにおいて、サンプ
ルを結晶化剤から分離するバルブは、短時間解放され得、部分的に拡散性の混合を可能に
し、次いで、閉鎖されてチャンバを中間の濃度で平衡化させる。このプロセスは、最終濃
度に達するまで繰り返される。容積排除または容積エントラップメントのアプローチのい
ずれかは、中間の濃度の全範囲を、単一の反応チャンバ利用して、一回の実験でスクリー
ニングすることを可能にする。
【０２７２】
　経時的な溶液平衡状態の操作はまた、高分子（例えば、タンパク質）　対　ずっとより
小さい結晶化剤（例えば、塩）の様々な拡散速度を開発する。大きなタンパク質分子は、
塩よりもずっとより遅く拡散するので、迅速な解放界面バルブおよび閉鎖界面バルブは、
結晶化剤の濃度を、著しく変更することを可能にする一方、同時に、非常に小さなサンプ
ルを、大容積の結晶化剤への拡散により失わせる。さらに、上記のように、記載される多
くの結晶化構造は、異なる結晶化剤を、異なる時間で、同じ反応チャンバへと導入するこ
とを容易に可能にする。このことは、経時的に変化した溶媒条件を規定する結晶化プロト
コルを可能にする。
【０２７３】
　（６．実験結果）
　現在のタンパク質結晶化チップを利用する結晶化の結果と、タンパク質結晶化の２つの
現在普及している肉眼的な方法（懸滴蒸気拡散およびマイクロバッチ）から得られた結果
を比較するために、多数の実験を行った。結果を以下で議論する。
【０２７４】
　モデルタンパク質を、これらの入手可能性および結晶化に対する困難性に基づいて選択
した。タンパク質結晶化の困難性を、蒸気拡散技術またはマイクロバッチ技術を用いて、
タンパク質を結晶化するために、販売業者Ｈａｍｐｔｏｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ（Ｌａｇｕ
ｎａ　Ｎｉｇｅｌ，ＣＡ）により主張される条件の数として規定した。容易、中間、およ
び困難の困難性のレベルは、４８個の内１０個よりも多い条件が結晶化を生じるタンパク
質、５個と１０個の間の条件が結晶化を生じるタンパク質、および５個未満の条件が結晶
化を生じるタンパク質に割り当てられる。容易なタンパク質および困難なタンパク質の両
方を選択した。
【０２７５】
　結晶化が困難なタンパク質を選択して、チップに対してストリンジェントな試験を適用
し、このチップが非常に特異的な結晶化条件を必要とするタンパク質を結晶化し得るか、
さらに、標準的な結晶化技術を使用して検出可能ではない結晶化条件を検出し得るかを示
した。容易タンパク質を選択して、チップと従来の技術との間の挙動の差異をより良く理
解し、そしてどの条件がチップと不適合性であるのかを発見する。この研究に用いられる
モデルタンパク質は、グルコースイソメラーゼ（中間）プロテイナーゼＫ（容易）、ウシ
肝臓カタラーゼ（困難）、ウシ膵臓トリプシン（中間）、リゾチーム（容易）、およびキ
シラナーゼ（中間）、およびトポイソメラーゼＶＩのＢサブユニット（中間、これまで結
晶化されていない）であった。
【０２７６】
　本発明の実施形態は、従来の結晶化法に対して実行可能な代替を提供する。ミクロ流体
デバイスは、従来の方法と比較して、タンパク質の使用の節減、より簡単かつより迅速な
実験の組み立て、および貯蔵空間の所要量の減少を提供する。下で議論するように、ほぼ
全てのタンパク質モデルにおいて、チップは、従来の方法よりもより多くのヒットを生じ
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る。大きく高品質の結晶が、チップ中で成長され得、そしてこれらの結晶をチップから直
接回収することが可能であることがさらに示されている。
【０２７７】
　収集のための、チップからＸ線までのいくつかの経路が、提案されており、これは、チ
ップからの結晶の直接的収集を含む。チップと従来の方法との間での約５０～８０％の一
致が決定される（一致のレベルは、従来の方法の間でほぼ同じである）。チップ平衡の分
析は、マクロ自由界面拡散（ｍａｃｒｏ　ｆｒｅｅ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｄｉｆｆｕｓ
ｉｏｎ）は、チップを良好にエミュレートすることを示唆する。この分析は、さらに、チ
ップが相空間の大きな領域をサンプリングし、従って、都合の良い結晶化条件に遭遇する
傾向が高いことを示す。
【０２７８】
　チップのＰＤＭＳ材料の透過性は、結晶化において有意な因子であるが、結晶を生じた
Ｈａｍｐｔｏｎスクリーンにおけるほぼ全ての条件は、標的スクリーニングの過程にわた
りヒットする。チップ条件に対応する肉眼的方法の開発における透過性材料の使用は、マ
イクロバッチの場合に示されているように、有益であり得る。
【０２７９】
　（ａ．試薬およびタンパク質）
　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｋｉｔ　１、Ｉｚｉｔ色素、グリースを塗ったＬｉｎ
ｂｒｏプレート、およびシリコーン処理したカバーガラスを、Ｈａｍｐｔｏｎ　Ｒｅｓｅ
ａｒｃｈから購入した。Ｃｏｓｔｅｒ９６ウェル丸底プレートを、ＶＷＲ（Ｗｅｓｔ　Ｃ
ｈｅｓｔｅｒ，ＰＡ）から購入した。ＨＥＰＥＳを、Ｆｌｕｋａ（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，Ｍ
Ｏ）から購入した。塩化カルシウム、ＰＭＳＦ、ベンズアミジン塩酸塩、および鉱油を、
Ｓｉｇｍａ　Ａｌｄｒｉｃｈ（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）から得た。
【０２８０】
　グルコースイソメラーゼを、Ｈａｍｐｔｏｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈから得、そして蒸留し
た脱イオン水中で、４℃にて一晩透析した。タンパク質濃度は、約３０ｍｇ／ｍＬであっ
た。タンパク質を１ｍＬのサンプルにアリコート化し、液体窒素中でスナップ凍結し、そ
して－２０℃で保存した。
【０２８１】
　プロテイナーゼＫを、Ｗｏｒｔｈｉｎｇｔｏｎ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌｓ（Ｌａｋｅ
ｗｏｏｄ，ＮＪ）から得、１ｍＭ塩化カルシウム、２５ｍＭ　ＨＥＰＥＳ緩衝液（ｐＨ７
．０）中で、４℃で、５～６時間透析し、０．２２　ｍシリンジフィルターを通してろ過
し、１００　Ｌのサンプルにアリコート化し、そして－２０℃で凍結保存した。プロテイ
ナーゼＫは、約２０ｍｇ／ｍＬであり、そしてインヒビターＰＭＳＦを、いくつかの実験
に使用する前に、最終濃度１ｍＭで添加した。
【０２８２】
　ウシ肝臓カタラーゼを、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈから購入し、２５ｍＭ　ＨＥＰＥ
Ｓ（ｐＨ７．０）中で４℃にて一晩透析し、１ｍＬのサンプルにアリコート化し、液体窒
素中でスナップ凍結し、そして－２０℃で保存した。ウシ肝臓カタラーゼは、約３０ｍｇ
／ｍＬであり、そして使用の前に１２，０００ｒｐｍにて５分間遠心分離して、溶液を濃
褐色からわずかに色が付いた溶液へと変化させた。
【０２８３】
　リゾチームを、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈから購入し、５０ｍｇ／ｍＬの最終濃度ま
で、０．２Ｍの酢酸ナトリウム（ｐＨ４．７）に溶解した。次いで、この溶液を４℃にて
１０分間エッペンドルフ遠心管中で遠心分離した（１６０００ｇ）。
【０２８４】
　キシラナーゼを、Ｈａｍｐｔｏｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈから購入した。結晶化実験の前に
、３６ｍｇ／ｍＬのタンパク質、４３％のグリセロール、および０．１８ＭのＭａ／Ｋホ
スフェートを含むストック溶液を、脱イオン水の半分で希釈した。
【０２８５】
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　ウシ膵臓トリプシンを、１０ｍＭ塩化カルシウム、２５ｍＭ　ＨＥＰＥＳ緩衝液（ｐＨ
７．０）中で、４℃にて５～６時間透析し、０．２２μｍシリンジフィルターを通してろ
過し、１００μＬのサンプルにアリコート化し、そして－２０℃で凍結保存した。ウシ膵
臓トリプシンは、約６０ｍｇ／ｍＬであり、そして１０ｍｇ／ｍＬのインヒビターである
ベンズアミジン塩酸塩を含んでいた。未公開の構造を有する、１つのさらなるタンパク質
をまた、チップで評価した。トポイソメラーゼＶＩのＢサブユニットは、５０ＫＤａ、Ａ
ＴＰに結合する、強制的に生成させた、古細菌のＩＩＢ型トポイソメラーゼ複合体のサブ
ユニットである。このタンパク質を、１２ｍｇ／ｍＬの濃度で、２０ｍＭ　ＴＲＩＳを用
いてｐＨ７．０で緩衝化した、ＮａＣｌの１００ｍＭ溶液中で調製した。
【０２８６】
　タンパク質を含まないネガティブコントロールの緩衝液を、塩結晶とタンパク質結晶と
の間の差異を決定するのを補助するために、チップ上に配置した。チップ上で、タンパク
質なしのコントロールは、２０ｍＭ塩化カルシウム、２５ｍＭ　ＨＥＰＥＳ（ｐＨ７．０
に緩衝化）を含む１つのチップおよび２０ｍＭ塩化カルシウム、１ｍＭ　ＨＥＰＥＳ（ｐ
Ｈ７．０に緩衝化）を含む１つのチップを含んだ。キシラナーゼ、リゾチーム、グルコー
スイソメラーゼ、およびトポイソメラーゼＶＩのＢサブユニットについて個々のタンパク
質なしのコントロールを、上記の特定の緩衝液を用いて行った。コントロールをまた、１
ｍＭ塩化カルシウム、２５ｍＭ　ＨＥＰＥＳ（ｐＨ７．０）、および蒸留した脱イオン水
と共にマイクロバッチ中に配置した。
【０２８７】
　（ｃ．懸滴を利用する結晶化）
　従来の懸滴技術は、液滴（ドロップ）（代表的には、より高い濃度の結晶化剤混合物）
よりも、より高い浸透ポテンシャルを有するいくつかの型の流体のウェルを覆って、標的
分子／結晶化剤混合物（「液滴と呼ばれる」）を密閉シールして、この液滴中の標的分子
および結晶化剤の両方の濃度の同時増加と共に、液滴のゆっくりとした脱水を誘導するこ
とを伴う。この濃縮プロセスが生じる場合、標的は、液相から固相（望ましくは、結晶形
態）へとゆっくりと進む。
【０２８８】
　懸滴実験を、グリースを塗ったＬｉｎｂｒｏ２４ウェルプレート中で行った。５００μ
ＬのＨａｍｐｔｏｎ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｓｃｒｅｅｎ　１－４８をウェルの底に置いた。
１μＬのタンパク質および１μＬの結晶スクリーンを、シリコーン処理したカバーガラス
の中央へ合わせた。カバーガラスを、０．５ｍＬのスクリーン溶液を含むウェルを覆って
シールし、そしてプレートを２週間にわたり周囲温度で維持した。プレートを、１～２週
間の期間にわたり結晶成長についてモニターした。二連にするため、両方の液滴を、同じ
試薬ウェルを覆う単一のカバーガラス上に置いた。
【０２８９】
　（ｄ．マイクロバッチを利用する結晶化）
　マイクロバッチは、別の従来の結晶化アプローチである。マイクロバッチは、上記の懸
滴技術に類似するが、「液滴」をいくつかの型の非浸透性または半浸透性蒸気バリア（例
えば、油）の下に配置することを伴う。経時的に、懸滴において生じる蒸気拡散に類似す
る様式で、結晶化試薬は、標的の凝集を、再び、好ましくは、結晶段階で促進する。
【０２９０】
　マイクロバッチ実験を、９６ウェルプレート中で行った。１００μＬの鉱油を、各ウェ
ルへとピペットで移した。１μＬのＨａｍｐｔｏｎ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｓｃｒｅｅｎ　１
－４８、次いで、１μＬのタンパク質を、各ウェルに添加し、そしてこのプレートを１０
００ｒｐｍにて５分間遠心分離して、油層の下の２つの液滴を混合した。このプレートを
周囲温度で２週間まで維持し、そして結晶成長についてモニターした。
【０２９１】
　（ｅ．チップ上での結晶化）
　実験で利用される結晶化チップについての特定の設計を、図４５Ａ～Ｃに示す。図４５
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Ａは、チップの代替の実施形態の単純化した平面図を示す。図４５Ｂは、１組の３化合物
ウェルの単純化した拡大平面図を示す。図４５Ｃは、線Ｃ－Ｃ’に沿った図４５Ｂのウェ
ルの単純化した断面図を示す。このチップ設計は、ボリュームエントラップメント技術を
利用する標的溶液および結晶化剤の計測を用いた。
【０２９２】
　具体的には、各チップ９１００は、１チップあたり合計１４４のアッセイに関して、４
８の異なるスクリーン条件の各々について、３化合物ウェル９１０２を備える。化合物ウ
ェル９１０２は、ガラス基材９１０４中にエッチングされ、そしてマイクロチャネル９１
０６を介して流体接触する、２つの隣接するウェル９１０２ａおよび９１０２ｂからなる
。化合物ウェル９１０２の各々において、タンパク質溶液を、隣接するウェル９１０２ａ
－ｂの相対的サイズにより規定される割合で、スクリーン溶液と合わされる。図４５Ａ～
Ｃに示される特定の実施形態において、３つの比率（タンパク質：溶液）は、４：１、１
：１、および１：４である。スクリーン溶液を含む各アッセイの総容積は、約２５ｎＬで
ある。しかし、本発明は、任意の特定の容積または容積の範囲に制限されない。本発明に
従う代替の実施形態は、１０ｎＬ未満、５ｎＬ未満、２．５ｎＬ未満、１．０ｎＬ未満、
および０．５ｎＬ未満の総アッセイ容積を利用し得る。
【０２９３】
　マイクロチャネル９１０６は、界面コントロールライン９１０８、封じ込めコントロー
ルライン９１１０および２つの安全コントロールラインを備える。コントロールライン９
１０８、９１１０、および安全コントロールラインを、チップ内の湿潤環境を維持し、そ
して結晶化が行われるフローチャネルおよびチャンバの脱水を防ぐため、空気よりむしろ
水で満たす。
【０２９４】
　界面バルブ９１１４は、化合物ウェル９１０２を二等分し、ローディングの完了まで、
タンパク質をスクリーンから分離する。封じ込めバルブ９１１６は、各化合物ウェル９１
０２のポートをブロックし、実験の間、各条件を隔離する。２つの安全バルブ９１１８は
、タンパク質ローディングの間、作動され、そして界面バルブが故障した場合、タンパク
質溶液の流出を防ぐ。
【０２９５】
　実験で利用されるミクロ流体デバイスの組み立てを、標準的な多層ソフトリソグラフィ
ー技術により調製し、そしてエッチングしたスライドガラスに、８０℃にて５時間以上ベ
ーキングすることによりシールした。ガラス基材を、５７４０フォトレジストの１６μｍ
の層でマスクし、そして標準的な光リソグラフィーを用いてパターン形成した。次いで、
ガラス基材を、１：１：１（ＢＯＥ：Ｈ２Ｏ：２Ｎ　ＨＣｌ）の溶液中で、６０分間、エ
ッチングして、約８０μｍの最大深さを有するマイクロウェルを作製した。
【０２９６】
　直前に記載したチップ組み立てのプロトコルは、本発明の可能な実施形態の単に１つの
例である。代替の実施形態に従って、結晶化チャンバおよびフローチャネルは、平面基材
とエラストマー部分のより低い表面の全体に形成された凹のパターンとの間に規定され得
る。なおさらなる代替として、結晶化チャンバおよびフローチャネルは、平面（エラスト
マー部分の特徴のないより低い表面）と、基材の全体に形成された凹のパターンとの間に
規定され得る。
【０２９７】
　チップ上の結晶化を、以下のように準備した。チップ制御層９１０６中の全てのコント
ロールラインは、１５～１７ｐｓｉの圧力で水を用いてローディングされる。一旦、この
コントロールラインが満たされ、そしてバルブ９１１４および９１１６が、完全に作動さ
れると、封じ込めバルブ９１１６が解放され、そしてタンパク質が、約５～７ｐｓｉを用
いて９１２０を介して中央を通ってロードされる。タンパク質溶液は、各化合物ウェル９
１０２のタンパク質側を充填する。存在する場合、故障したバルブが識別され、そして真
空グリースが、引き続いての加圧および残りの条件の可能な汚染を防ぐため、対応するス
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クリーンバイアを覆って配置される。次いで、２．５～４μＬの低密度マトリクススクリ
ーン（代表的には、Ｈａｍｐｔｏｎ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｉ，１－４８）が
、スクリーンバイア９１２２へとピペットで入れられる。安全バルブ９１１８は解放され
、そして特別に設計されたチップホルダー（以下に記載される）を用いて、４８個全ての
スクリーンバイア９１２２を覆う加圧（５～７ｐｓｉ）シールを作製する。このスクリー
ン溶液を、デットエンドロードし、各化合物ウェルのスクリーン面を充填する。タンパク
質および結晶スクリーン試薬は、全てのウェルがロードされるまで、界面バルブとの分離
を維持し、ロードされた時点で、封じ込めバルブが閉鎖され、そして界面バルブが解放さ
れて、化合物ウェル９１０２の２つの半分に存在する流体容積の間での拡散を可能にする
。
【０２９８】
　（ｆ．チップ性能）
　チップ性能は、実験の間で変化した。最初に、チップは、約３０％のバルブ故障率を示
した。しかし、後の実験は、代表的に、４８の条件のうち、約３～１０の故障を有した。
合計９個のチップが、１００％の成功率を有した。
【０２９９】
　タンパク質メニスカスをトラッキングすることにより測定された、１つのチップあたり
に用いられる平均タンパク質溶液容積は、約３μＬであった。
【０３００】
　これらの実験について、実験を準備する（コントロールラインを充填することを含む）
のに費やした平均時間は、約３５分であり、最も早い実験では、準備するまでにわずか２
０分しかかからなかった。この準備時間は、図８０と組合わせて以下で議論されるように
、チップに対する溶液のロボット化ピペッティングの使用を通してか、または送達される
溶液のロードおよびプライムのための圧力の使用を通して、なおさらに、潜在的に減少さ
れ得る。
【０３０１】
　（ｇ．一般的結晶成長観察およびデータ分析）
　懸滴、マイクロバッチ、およびチップ実験を、２週間までヒットについて観察した。他
で指摘しない限り、ヒットとは、単一の結晶、針状結晶、板状結晶、棒状結晶、球晶、ま
たは沈殿として定義される。相分離または油滴は、ヒットとして計数されない。いくつか
の場合において、結晶を、塩結晶を染色しないＩｚｉｔ色素を用いる染色によりタンパク
質結晶であることを確認した。Ｉｚｉｔ色素を、対応する結晶スクリーンにおいて１／２
０に希釈し、そして１μＬを結晶滴に添加する。タンパク質結晶をまた、結晶を結晶プロ
ーブでプロービングすることにより確認した。
【０３０２】
　技術の間での結晶の成長パターンに対する比較は、ヒットを生じる条件における類似性
に基づく。二連および三連の試験について、比較をして、その結果、二連の一方または両
方が両方の技術においてヒットを生じた場合、２つの技術は、同じ成長パターンを有する
と考えられる（例えば、チップ１またはチップ２がヒットを生じ、そしてマイクロバッチ
１またはマイクロバッチ２がヒットを生じる場合、チップおよびマイクロバッチは、類似
の成長パターンを有すると考えられる）。
【０３０３】
　（ｈ．グルコースイソメラーゼの結晶化）
　グルコースイソメラーゼの結晶化を、１つの懸滴実験、２つのマイクロバッチ実験、お
よび６つの別個のチップにおいて準備した。懸滴実験を、１週間の間毎日、次いで、第２
の１週間の間一日おきにモニタリングし、マイクロバッチプレートを、２週間観察し、そ
してチップを９日までモニタリングした。結果は、他の因子（バルブ故障、タンパク質の
ロードの失敗または結晶スクリーンの失敗）を考慮にいれた場合、チップの間で一致した
。
【０３０４】



(53) JP 4565026 B2 2010.10.20

10

　これらの実験の結果を、図４６に示されるヴェン図形に要約する。１つの結晶スクリー
ン（試薬番号３３）は、いずれかの実験において結晶または沈殿の生成に失敗した。４８
のスクリーンのうち３３が、懸滴実験においてヒットを生じ；４８のうち２８が、マイク
ロバッチ法においてヒットを生じ、そして４８のうち４７は、チップにおいてヒットを生
じた。マイクロバッチと懸滴実験との間に有意な一致が存在した：マイクロバッチ結果の
８１％は、懸滴結果と一致し、ここで１３の条件が、いずれの技術においてもヒットを生
じず、そして２６の条件が、両方の技術において結晶または沈殿を生じた。
【０３０５】
　チップ結果とマイクロバッチ結果との間（６０％の一致）でも、チップ法と懸滴法との
間（７１％）でもあまり一致がなかった。１２の条件が、チップにおいてヒットを生じる
が、他の方法ではヒットを生じなかった。表１は、３つの技術におけるグルコースイソメ
ラーゼ結晶化の結果を示す。
【０３０６】
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　結晶の成長が、マイクロバッチおよび懸滴法において観察された場合、これらの結晶を
結晶プローブで突くことによって、これらの結晶がタンパク質であることを確認した。図
４７Ａ～Ｂに示されるように、圧力下で崩れる結晶（図４７Ｂ）は、タンパク質であるは
ずである。崩れも砕けもしない結晶（図４７Ａ）は、塩結晶である。図４８Ａ～Ｂに示さ
れるように、大きな高品質の結晶が、チップを利用して生成された。
【０３０７】
　マイクロバッチに対する、チップ上でのグルコースイソメラーゼの結晶化もまた、別の
セットの実験において評価した。グルコースイソメラーゼを、３１ｍｇ／ｍＬの最終濃度
まで、脱イオン水に対して透析した。これらの実験におけるヒットを、結晶、微結晶、針
状晶、板状晶、柱状晶（ｒｏｄ）、または球晶として規定し、一方で沈澱物はヒットとし
て計数しなかった。マイクロバッチ実験を２週間行い、一方でチップ実験を３日間行った
。これらの日の最後に、封じ込めコントロール管内の不十分な水に起因して、チップは脱
水された。これらの実験の結果を、図４９に示されるベン図に要約する。
【０３０８】
　結晶の同定、およびその結果の再現性を、以下の実験において調べた。最初のスクリー
ンからのヒット（Ｈａｍｐｔｏｎ条件３、４、６、９、１０、１４、１５（三連）、１７
、１８、２０、２２、２８、３０、３２、３８、３９、４２、４３、および４６（二連）
）を、単一のチップ上に再度設定した。同じチップ上に、タンパク質対水の２つのコント
ロール、および水対スクリーンの完全なセットのコントロールを設定した。２２の条件の
全てが、再度ヒットを得た。タンパク質対水と、２４個全ての水対スクリーンのコントロ
ールの両方が、透明であった（いくらかの相分離を除く）。二連の条件の４６のウェルが
、ｍｐｍｓ（中くらいのタンパク質：中くらいの溶液）およびｓｐｌｓ（少量のタンパク
質：多量の溶液）のウェルにおいて、類似の結晶を示し、形態は、タンパク質対溶液の比
に依存した。ｌｐｓｓ（多量のタンパク質：少量の溶液）のウェルは、両方の場合におい
て透明であった。三連の条件１５は、すべてのｍｐｍｓ条件およびｓｐｌｓ条件において
結晶を示し、そしてｌｐｓｓ条件において透明であった。全てのｓｐｌｓ条件の形態は同
一であったが、ｍｐｍｓ条件のうちの１つは、異なる形態を示した。
【０３０９】
　条件１５の３つの比較の結果を、図５０に示す。結晶の多くは大きく、そしてＸ線回折
の品質であり、１５０μｍより大きな最大寸法および約３０μｍの最小寸法を示した。最
初の結晶は、インキュベーションの４時間後に現れ、そして結晶の約８０％が、１日後に
現れた。これらの写真のより抜きの集合を、図５１に示す。全ての結晶を、インキュベー
ションの１日後で示す。
【０３１０】
　（ｉ．プロテイナーゼＫ）
　プロテイナーゼＫを、２つのマイクロバッチ実験、２つの懸滴実験、および３つのミク
ロ流体チップ実験において、結晶化した。２つのマイクロバッチ実験および２つの懸滴実
験を、７日間モニタリングした。３つのチップ実験を、１つについて５日間、別のものに
ついて６日間、そして第三のものについて７日間モニタリングした。プロテインキナーゼ
Ｋを結晶化させることの困難性に起因して、２つの条件（インヒビターＰＭＳＦを含むプ
ロテイナーゼＫおよびインヒビターＰＭＳＦを含まないプロテイナーゼＫ）を使用した。
【０３１１】
　図５２は、観察の最後の日の結晶化の結果を要約するベン図である。これらの結果は、
プロテイナーゼＫのタンパク質結晶化が、技術ごとに比較的不一致であることを示す。４
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８の条件のうちの１５の条件（すなわち、３１％）のみが、３つ全ての技術にわたって類
似の結果を与えた。３つ全ての技術においてヒットを生じた５つの条件、および結晶化も
沈澱も見出されない１０の条件が存在した。８つの条件が、チップのみにおいてヒットを
生じ、１０の条件が、マイクロバッチにおいてのみヒットを生じ、そして４つの条件が、
懸滴のみにおいてヒットを生じた。３８のヒットまたは非ヒット（チップおよび懸滴にお
ける合計２８のヒットならびに両方の方法における１０の非ヒット）のうちの１８のみは
、チップおよび懸滴において共通であった（４７％）。４４のヒットおよび非ヒットのう
ちの２０は、チップおよびマイクロバッチにおいて共通であった（４５％）。４０のヒッ
トまたは非ヒットのうちの１８は、懸滴およびマイクロバッチにおいて共通であった（４
５％）。表２は、これら３つの技術におけるプロテイナーゼＫの結晶化の、実際の結果を
示す。
【０３１２】
【表２】
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　これらの結果は、結晶化が確率的事象であり、技術、核生成、および他の変数に依存す
ることを示す。ヒットは、いくつかの技術において見られたが、他の技術においては見ら
れなかった。ヒットはまた、１つの二連において見られたが、他のものでは見られなかっ
た。懸滴における二連が同じカバーガラス上の同じウェル中に設定される場合、ヒットは
、１つの液滴において見られたとしても隣の液滴においては見られず、これは、特定のタ
ンパク質の結晶化に対する変則的な結果ではない。また、技術の間のヒットの多くの重な
りが存在するが、ヒットの型は変化する。マイクロバッチによって生じる多くのヒットは
、単結晶であり、懸滴によって生じるヒットのいくつかは、結晶および大部分が沈澱物で
あり、そしてチップにおいて生じるヒットは、針状晶または沈澱物のいずれかである傾向
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【０３１３】
　図５３Ａは、マイクロバッチにおいて観察されたプロテイナーゼＫの結晶を示す。図５
３Ａは、チップ上で観察された針状晶を示す。試薬３０は、ヒットの型の変動の良い例で
ある。マイクロバッチにおいて、結晶が１つの二連において形成し、そして針状晶が他方
において生成され、沈澱が懸滴において見出され、そして１つのチップは沈澱を生じ、一
方で他のものは針状晶を生じた。
【０３１４】
　チップは、酸性緩衝剤（ｐＨ５．６またはｐＨ４．６）、塩基性緩衝剤（ｐＨ８．５）
、およびイソプロピルアルコールをさえ含む条件において、ヒットを生じ得た。さらに、
懸滴またはマイクロバッチにおいてヒットを生じたがチップにおいては生じなかった１７
の条件において、試薬は、有機物またはポリマーの沈澱剤から塩の沈澱剤まで、高塩から
無塩まで、そして酸性緩衝剤から塩基性緩衝剤までの範囲であった。これらの結果は、チ
ップが、Ｈａｍｐｔｏｎ結晶化スクリーンにおいて使用される酸性物質、塩基性物質、お
よび有機性物質に耐え得ることを示す。
【０３１５】
　本発明の特定の実施形態において利用されるＰＤＭＳエラストマー材料は、一般に、タ
ンパク質の結晶化において使用されるほとんどの溶媒と適合性である。ＰＤＭＳと適合性
ではない溶媒の非排他的な列挙は、濃厚な酸（例えば、フッ化水素酸、硝酸、硫酸、およ
び王水）、ならびにベンズアルデヒド、ベンゼン、四塩化炭素、クロロベンゼン、クロロ
ホルム、クロロヘキサン、エーテル、ジエチルエーテル、イソプロピルエーテル（ｉｓｏ
ｐｏｐｙｌ　ｅｔｈｅｒ）、メチルケトン、エチルケトン、塩化メチレン、石油エーテル
、テトラヒドロフラン、トルエン、トリクロロエチレン、アセテート、およびキシレンを
含む。このような物質が、本発明の実施形態に従うＰＤＭＳに基づくミクロ流体デバイス
と組み合わせて利用される場合、ＰＤＭＳの表面コーティングまたは改変が必要とされ得
る。あるいは、ＰＤＭＳは、適切な溶媒適合性を有する異なるエラストマー材料で置換さ
れ得る。代替の可能な多数のエラストマー材料が、以前に議論されている。
【０３１６】
　（ｊ．ウシ肝臓カタラーゼの結晶化）
　ウシ肝臓カタラーゼを、２つのチップ、２つの懸滴、および１つのマイクロバッチの実
験において、結晶化させた。結晶スクリーン１～４８（６を除く）を、懸滴において二連
で試験し、そして７日間実施した。結晶スクリーン２５～３６を、チップにおいて二連で
３日間試験し、そして結晶スクリーン１～４８を、別のチップに設定し、そして７日間モ
ニタリングした。マイクロバッチにおける結晶スクリーン１～４８を、７日間観察した。
図５４に示されるように、いくつかの場合において、結晶は、十分な脱水を受けたウェル
中で成長した。表３は、ウシ肝臓カタラーゼの結晶化の結果を示す。
【０３１７】
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　ウシ肝臓カタラーゼは、従来の懸滴技術においてより、チップにおいて、より確実な条
件を示す。図５５のベン図に示されるように、条件は、懸滴における３６およびマイクロ
バッチにおける２８に対して、チップにおいて、ヒットを生じた。２つのみの条件が、３
つの技術のいずれにおいてもヒットを生じなかった。このことは、Ｈａｍｐｔｏｎの研究
が４８のスクリーンのうちの２つのみにおいて結晶を報告したような、ウシ肝臓カタラー
ゼが結晶化が困難なタンパク質であるという予測に反する。
【０３１８】
　最初に、チップは、懸滴よりもマイクロバッチの条件を模倣することを仮定した。しか
し、チップは、マイクロバッチよりも懸滴により類似した結果を生じた。４８のヒットま
たは非ヒットのうちの３６が、チップおよび懸滴において共通であった（７５％）。４７
のうちの２９（６２％）、および４１のうちの２７（６６％）が、それぞれチップとマイ
クロバッチとの間、およびマイクロバッチと懸滴との間で共通であった。
【０３１９】
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　図５６Ａは、従来のマイクロバッチ技術により得られたウシ肝臓カタラーゼ結晶（図５
６Ｂ）が、チップにおいて形成した結晶に類似の形態を生じたことを示す。チップにおい
て針状晶であった１７のヒットのうちの８つもまた、マイクロバッチにおいて針状晶であ
った。
【０３２０】
　（ｋ．ウシ膵臓トリプシンの結晶化）
　ウシ膵臓トリプシンを、一旦、懸滴、マイクロバッチ、およびチップにそれぞれ設定し
た。条件１～２４を１つのチップに設定し、そして条件２５～４８を、第二のチップに設
定した。条件２５～４８を含むチップは、４日目に内容物を失ったが、４日後に、これら
の条件において、変化がほとんどまたは全く予測されない。マイクロバッチおよび懸滴の
実験を７日間観察し、そしてマイクロバッチの結晶（グルコースイソメラーゼに類似）を
、結晶プローブを用いて確認した。表４は、この実験からのデータを要約する。
【０３２１】
【表４】
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　表４に見られるように、２８の条件は、３つの方法のいずれにおいてもヒットを与えず
、そして３つのみの条件が、３つ全ての技術においてヒットを与えた。７つの条件が、チ
ップのみにおいてヒットを生じ、そして７つの別の条件は、懸滴のみにおいてヒットを生
じた。いずれの条件も、マイクロバッチに独特ではなかった。チップおよび懸滴における
独特のヒットにもかかわらず、これら３つの方法の間に良好な一致が存在する。４８の条
件のうちの３２が、チップと懸滴との両方においてヒットを生じ（６７％）、そして４１
の条件のうちの３２が、チップおよびマイクロバッチにおいてヒットを生じ（７８％）、
そして４１の条件のうちの３１が、マイクロバッチおよび懸滴においてヒットを生じた（
７６％）。
【０３２２】
　図５８Ａは、マイクロバッチにおいて観察されたウシ膵臓トリプシン結晶を示す。図５
８Ｂは、チップから観察されたウシ膵臓トリプシン結晶を示す。
【０３２３】
　（ｌ．リゾチームの結晶化）
　リゾチームの結晶化を、チップ、マイクロバッチ、および懸滴において評価した。これ
らの実験におけるヒットを、結晶、微結晶、針状晶、板状晶、柱状晶、または球晶として
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規定し、一方で沈澱物は、ヒットとして計数しなかった。マイクロバッチ実験を２週間実
施し、一方でチップ実験を７日間実施した。プレートが直射日光中に放置されることから
生じる温度の変動に起因して、懸滴実験を、３日後に終えた。懸滴実験を続けたならば、
さらなる結晶化条件がおそらく明らかになった。これらの実験の結果を、図５９に示すベ
ン図に要約する。
【０３２４】
　図５９を調べると、チップがほとんどの結晶化条件を明らかにしたこと、およびこれら
の結晶化条件のうちの約４０％が、従来の技術を使用してもまた観察されたことが示され
る。この一致は、懸滴実験を早期に終えなければ、改善されたかもしれない。リゾチーム
は代表的に、非常に結晶化しやすいタンパク質であると考えられ、そしてチップと懸滴と
の両方において多くのヒットを与えたが、マイクロバッチの実験においては４つのヒット
のみを示したこともまた、注目される。
【０３２５】
　グルコースイソメラーゼの結果（ここでは、結晶化がチップにおいて加速された）とは
対照的に、リゾチームの結晶化は、チップにおいて、より遅かった。１日で懸滴において
６３％のヒットおよびマイクロバッチにおいて７５％のヒットを明らかにしたが、２３の
チップのうちの１のみのヒットが、インキュベーションの最初の２４時間以内に起こった
。
【０３２６】
　３つ全ての方法が、Ｘ線回折品質の大きな単結晶を生成した。図６０Ａ～Ｂは、それぞ
れチップおよびマイクロバッチにおいて形成した結晶の比較を示す。
【０３２７】
　（ｍ．キシラナーゼの結晶化）
　キシラナーゼの結晶化を、チップ、マイクロバッチ、および懸滴において評価した。こ
れらの実験におけるヒットを、結晶、微結晶、針状晶、板状晶、柱状晶、および球晶とし
て規定し、一方で沈澱物は、ヒットとして計数しなかった。マイクロバッチの実験を２週
間実施し、一方でチップの実験を１０日間実施した。プレートが直射日光中に放置される
ことから生じる温度の変動に起因して、懸滴実験を、３日後に終えた。懸滴実験を続けた
ならば、さらなる結晶化条件がおそらく明らかになった。これらの実験の結果を、図６１
に示すベン図に要約する。
【０３２８】
　図６１を調べると、チップにおけるヒットの７５％が、懸滴またはマイクロバッチにお
いて再生されたことが示される。チップとマイクロバッチとの両方における最高品質の結
晶は、条件１４を使用して形成された。図６２Ａ～Ｂは、それぞれマイクロバッチおよび
チップにおいて成長したこれらの結晶の比較を示す。７つのマイクロバッチのうちの６つ
のヒットが、インキュベーションの初日のうちに起こったが、８つのチップのうちの７の
ヒットが、４８時間を超えたインキュベーション時間で起こった。条件１４は、引き続く
実験において、６倍の冗長性で再生され、そして７日間のインキュベーションの間に２つ
のみのヒット（７２時間目で起こる）を示した。これらの結晶は、一晩で、完全な大きさ
（約１００μｍ）に成長した。結晶の形成のための長い時間、一致しない結果、および急
速に続く結晶の成長は、核生成が、チップにおけるキシラナーゼの結晶化の律速段階であ
ることを示唆する。
【０３２９】
　Ｈａｍｐｔｏｎの研究によって提供される情報は、キシラナーゼが、７～８．２のｐＨ
範囲、および０．６Ｍｏｌと１．４Ｍｏｌとの間の濃度のＮａ／Ｋリン酸塩溶液を使用し
て結晶化され得ることを示す。２つの別個の実験において、キシラナーゼの系統的スクリ
ーン対Ｎａ／Ｋリン酸塩を、チップにおいて実施した。
【０３３０】
　１つの実験は、５０％のストックキシラナーゼを、Ｎａ／Ｋリン酸塩条件の格子（６．
４～７．８のｐＨ値を０．２の目盛で、そして１．０モル濃度～３．０モル濃度の濃度を
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０．４の目盛で網羅する）に対して試験した。他の実験は、２５％のストックキシラナー
ゼを、同じ格子に対して試験した。１日後、微結晶（最大寸法が１０μｍ未満）が、１．
４モル濃度より高濃度で、全てのｐＨ値に対して、両方の実験において見られた。これら
のウェルは、次の６日間、さらなる変化を示さなかった。
【０３３１】
　７日目に、大きな板状構造／星状構造が、両方のチップ上で、同じ条件（ｐＨ６．４、
１Ｍ）において観察された。５０％キシラナーゼのチップは、このヒットをｍｐｍｓ（中
くらいのタンパク質：中くらいの溶媒）の条件で示し、一方で２５％のキシラナーゼのチ
ップは、このヒットをｌｐｓｓ（多量のタンパク質：少量の溶媒）の条件において示した
；これは、タンパク質の濃度が類似であることに一致する。これらのヒットを、図６３Ａ
～Ｂに示す。この結果は、キシラナーゼの結晶化が、ｐＨの変化およびＮａ／Ｋリン酸塩
濃度の変化に感受性であることを示す。チップ／チップの対応もまた、長いインキュベー
ション時間においてさえ、反復可能に良好であることを示す。格子の角部においてはヒッ
トが起こらなかったが、この結果はさらに、７日後でさえも、近くのウェルに結晶化を示
させるほどには、チップ上の条件が（ｐＨおよび塩濃度において）十分にはブレンドされ
なかったことを示唆する。
【０３３２】
　（ｎ．トポイソメラーゼＶＩのＢサブユニット）
　トポイソメラーゼＶＩのＢサブユニットを、以下の３つの市販の低密度マトリックスス
クリーンに対して、チップにおいて試験した：Ｈａｍｐｔｏｎ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｓｃｒ
ｅｅｎ　Ｉ（ＨＣＳ１）、Ｈａｍｐｔｏｎ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｓｃｒｅｅｎ　ＩＩ（ＨＣ
Ｓ２）およびＥｍｅｒａｌｄ　Ｗｉｚａｒｄ　Ｓｃｒｅｅｎ　ＩＩ（ＷＩＺ２）。少量の
タンパク質溶液（５０μＬ）のみが利用可能であったので、バルクコントロールは行わな
かった。３つ全ての実験を、８日間インキュベートした。これらの実験の結果を、表５に
作表する。
【０３３３】
　（表５）
　（トポイソメラーゼＶＩのＢサブユニットの結果）
【０３３４】
【表５】

　このチップは、多数の大きいプレート結晶を示し、そのうちいくつかは、Ｘ線回折に十
分な大きさである。これらのプレートの２つの実験を、図６４Ａ～Ｂに示す。従来の実験
は、トポイソメラーゼＶＩのＢサブユニットが、ＰＥＧ条件において十分に結晶化し、そ
して代表的にはプレート形態を示すことを明らかにした。このチップの結果は、この挙動
の優れた再現性を実証し、１４個全てのプレートヒットがＰＥＧ条件においてである。さ
らに、このチップは、懸滴実験およびマイクロバッチ実験において好成績を示し、より高
頻度のヒットを示した。このチップの結果をマイクロバッチの結果と比較すると、チップ
が、プレート結晶を生じる２３の条件をカバーせず、一方で１０の条件のみがマイクロバ
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ッチにおいて発見されたことを示す。さらに、マイクロバッチにおいて結晶を生じた１０
の条件のうち６はまた、チップにおいても結晶を生じ、一方で３つの条件は顆粒状の沈殿
物を生じ、そして１つだけがチップにおいてヒットを生じなかった。最後に、マイクロバ
ッチにおいて形成された結晶は、数日間存在しなかったが、チップ結晶は６時間未満で形
成され始めた。
【０３３５】
　（ｏ．ネガティブコントロール）
　タンパク質結晶　対　塩結晶の同定を補助するために、タンパク質コントロールをチッ
プ上に設けなかった。チップを、タンパク質結晶化実験において記載したように設けた。
１ｍＭ　塩化カルシウム、２５ｍＭ　ＨＥＰＥＳ（ｐＨ７．０）をプロテイナーゼＫにつ
いてのネガティブコントロールとして使用し、そして２０ｍＭ　塩化カルシウム、２５ｍ
Ｍ　ＨＥＰＥＳ（ｐＨ７．０）をウシ膵臓トリプシンについてのネガティブコントロール
として使用した（塩化カルシウム濃度は１０ｍＭであるはずであり、そしてベンズアミジ
ン塩酸塩は添加しなかった）。コントロールをまた、マイクロバッチならびに１ｍＭ　塩
化カルシウム、２５ｍＭ　ＨＥＰＥＳ（ｐＨ７．０）および濾過した蒸留脱イオン水での
懸滴において設けた。特異的非タンパク質コントロール（非タンパク質を含むそれぞれの
緩衝液）を、リゾチーム、グルコースイソメラーゼ、キシラナーゼおよびトポイソメラー
ゼＶＩのＢサブユニットについて行った。結晶が報告された場合、非タンパク質コントロ
ールは透明であった。
【０３３６】
　（７．チップ上のタンパク質由来の結晶構造の分析）
　チップの有用性は、減少したコストで高品質の回折パターンを迅速に生じるその能力に
最終的に依存する。従って、チップからタンパク質への明確な経路は、非常に有益である
。チップ中の（ｉｎ－ｃｈｉｐ）結晶から回折データへのいくつかの経路を、以下に考察
する。
【０３３７】
　（ａ．従来技術を使用して結晶を再現するためのスクリーニングとしてのチップ上（ｏ
ｎ－ｃｈｉｐ）結晶化）
　チップについての１つの可能な適用は、従来技術を使用して実質的に再現され得る好ま
しい結晶化条件の決定である。チップと２つの従来技術（マイクロバッチおよび懸滴）と
の間の対応は、可変的であることが示されている（４５％と８０％との間）。しかし、こ
の変動は、チップ独自の特徴ではない。これらの広く使用される結晶化技術は、僅かな対
応しか示さず（例えば、１６の懸滴のうち１４は、リソソームについてはヒットするが、
マイクロバッチにおいてはヒットしない）、そしてしばしば、それら自体の中で変動を示
す（例えば、表２（プロテイナーゼＫ））。開始結晶化条件をスクリーニングするための
ツールとして、このチップは、多数の有望な条件として同定することが可能であり得る。
【０３３８】
　図６５は、３つの異なる技術を使用して各タンパク質について生じたヒットの数の比較
を示す。図６５において、結晶、微小結晶、ロッドおよび針状物のみが、ヒットとして計
数されるが、スフェルライトおよび沈殿物は計数されない。プロテイナーゼＫについての
データは、ＰＭＳＦを用いた実験および用いない実験の合計であり、そしてトポイソメラ
ーゼＶＩのＢサブユニットについてのデータは、懸滴データの欠如のために含めていない
（この場合、チップは、マイクロバッチよりもかなり性能が良かったが）。図６５の検討
は、６つの場合のうち４つにおいて、チップが、従来のいずれの方法よりもより多いヒッ
トを生じたことを示す。プロテイナーゼＫについてのみ、従来技術は、有意により好まし
い結果を提供した。
【０３３９】
　チップの生産性についての可能な理由を同定するための結晶化方法間の差異を理解する
ために、本発明者らは、３つの方法が、短い時間規模および長い時間規模の両方について
、異なる熱力学的条件を生じることを理解する必要がある。タンパク質結晶化を誘導する
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ために、結晶化をエネルギー的に好ましくし（過飽和条件）、そして結晶成長が生じるの
に十分長期にわたってこれらの条件を維持する必要がある。
【０３４０】
　程度の異なる過飽和もまた存在する。低い過飽和では、結晶成長は支持される傾向があ
るが、新たな結晶の核形成は比較的起こりにくい。高い過飽和では、各形成が迅速であり
、そして多数の小さい低品質の結晶がしばしば形成され得る。本明細書で考慮される３つ
の方法において、過飽和の条件は、タンパク質および対応溶媒の相対濃度および絶対濃度
の操作によって達成される。
【０３４１】
　３つの方法の相空間進化／平衡化の比較を、図６６に示す。マイクロバッチ技術につい
て、２つの溶液の混合は迅速であり、そして不透過性油層下に維持される場合、時間がた
っても有意な濃縮はほとんど起こらない。従って、マイクロバッチは、相空間の一点での
みサンプリングする傾向があり、時間がたってもほぼ同じ条件を維持する。
【０３４２】
　懸滴は、マイクロバッチと同様に開始し、２つの溶液の混合は迅速であるが、次いでよ
り濃縮された塩／沈殿物容器での蒸気平衡化に起因して、より長い時間規模（数時間～数
日間）の濃縮を受ける。液滴の蒸発脱水の間、沈殿物に対するタンパク質の比は、一定の
ままである。
【０３４３】
　以下のミクロ流体自由界面の説明において詳細に記載されるように、短い時間規模では
、チップ力学は、自由界面拡散実験に最も密に類似する。混合はゆっくりであり、そして
種の平衡化速度（タンパク質／沈殿物／プロトン／塩）は、種の拡散定数に依存する。塩
のような低分子は、大きい拡散定数を有し、従って、迅速に平衡化する。大きい分子（例
えば、タンパク質）は、小さい拡散定数を有し、そしてよりゆっくりと平衡化する。
【０３４４】
　図６７Ａ～Ｄは、３つの化合物ウェルにおける２日間の時間分解平衡化の写真を示す。
使用した色素は、約７００Ｄａの分子量を有する。これらの写真から、色素の平衡化時間
は、約１．５時間と概算される。次元アインシュタイン等式が、拡散時間の大まかな概算
を得るために使用され得る。
【０３４５】
【数１】

ここで：
ｔ＝拡散時間；
ｘ＝最長の拡散距離；および
Ｄ＝拡散係数。
【０３４６】
　一般に、拡散係数は、回転半径と反比例して変化し、従って、分子量の三乗根分の１と
して変化する。
【０３４７】
【数２】

ここで：
Ｄ＝拡散係数；
ｒ＝回転半径；および
ｍ＝分子量。
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【０３４８】
　この色素についての約１．５時間の平衡化時間と比較すると、同じ距離にわたる２０Ｋ
Ｄａのタンパク質についての近似平衡化時間は、約４５時間であると概算される。同じ距
離にわたる１００Ｄａの分子量の小さい塩についての平衡化時間は、約４５分間である。
【０３４９】
　チップ界面バルブが開いた直後、タンパク質側のタンパク質濃度は、ほとんど変化しな
かったが、塩濃度は、タンパク質および溶媒ウェルの相対的な大きさによって決定される
３つの最終値の１つにまで増加した。次に、約４５時間にわたって、タンパク質濃度を平
衡化し、溶媒側については増加し、タンパク質側については減少する。最終タンパク質濃
度を再び、相対的なチャンバの大きさによって決定する。類似のプロセスがチップの溶媒
側に生じ、溶媒濃度はその最も高い値で始まり、そしてタンパク質濃度は０で始まった。
従って、このチップは、より多くの相－空間をサンプリングし、そして結果として結晶化
に有利な条件を検出するよりよい機会を有する。図６６に示される時間規模よりも大きい
時間規模では、いくつかの溶質および溶媒に対するＰＤＭＳの透過性に起因する、チップ
条件における引き続く変化が存在し得る。
【０３５０】
　平衡化プロセスを遅延または中断することが所望の場合、バルブ起動衝撃係数を変化さ
せることによって平衡速度を調節して、界面バルブは閉じられ得る。このことは、本発明
に従う実施形態の重要な利点である、平衡化プロセスの一時的制御を得る機会を提供する
。平衡化プロセスについての一時的制御のさらなる考察は、図７６Ａ～Ｃと組み合わせて
以下に記載される。
【０３５１】
　キャピラリーにおける自由界面拡散の結晶化技術は、チップ結果をより密に模倣し得る
。伝統的に、この方法は、十分に規定された界面を確実に設ける困難性に起因して、頻繁
には使用されない。しかし、ミクロ流体環境において、確実な自由界面拡散実験を確立す
ることは、比較的容易である。ミクロ流体自由界面の形成のさらなる考察については、図
７１～７５と組み合わせて、以下に示される。
【０３５２】
　自由界面拡散に基づいて、結晶の容易な回収を提供しながらチップ条件を模倣する、巨
視的結晶化技術を開発することもまた、可能であり得る。
【０３５３】
　（ｂ．従来技術を使用して、結晶化のための種結晶を得るための、チップ上結晶化）
　結晶化チップの別の適用において、結晶は、従来の方法を使用して回収するために、成
長され得る。図６６の検討は、好ましい条件をチップから別の方法に移すことが、おそら
く、この条件の周囲についてスクリーニングすることを必要とすることを示唆する。予備
実験において、チップにおいてグルコースイソメラーゼ結晶を生じたが、マイクロバッチ
においては結晶を生じなかった１０の条件を、マイクロバッチにおけるさらなるスクリー
ニングの基礎として使用した。各条件は、パラフィン油およびシリコーン油の両方の下で
の、ストックタンパク質溶液との１：４、１：１および４：１の比での混合であった。シ
リコーン油は、ＰＤＭＳの透過性と類似の透過性を有するので、これを使用した。６日間
の最後に、マイクロバッチにおいては以前に結晶化しなかった１０種のタンパク質のうち
６種が、結晶を示した。ＨＣＳＩ－６の結晶が、特に目的の結晶であり、これは、シリコ
ーン油の下で、溶液に対するタンパク質の４：１の比において、高品質の結晶を形成した
。この条件は、他の条件（パラフィン油の下での同一の条件を含む）のいずれにおいても
、結晶を示さなかった。図６８Ａは、シリコーン油の下で形成された結晶を示し、そして
図６８Ｂは、パラフィン油の下でのネガティブな結果を示す。この結果は、封じ込め物質
の透過性が、タンパク質結晶化に対して有意な影響を有し得ることを示す。
【０３５４】
　このことはまた、ＰＤＭＳの透過性と類似の透過性を有する物質が、チップとより密に
類似するマクロ結晶化技術の確立において有用であり得ることを示唆する。
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【０３５５】
　（ｃ．チップ上の結晶成長の直接的分析）
　高品質の結晶がチップ中で成長し、そしてチップから抽出される場合、結晶化条件は、
移される必要がない。図５０～５１（グルコースイソメラーゼ）、６０Ａ（リゾチーム）
、６２Ｂ（キシラナーゼ）および６４Ａ～Ｂ（トポイソメラーゼＶＩのＢサブユニット）
に示すように、Ｘ線結晶学のために十分な大きさの高品質の結晶が、チップ上で成長し得
る。チップは、ガラス基材から除去され得るので、タンパク質結晶を抽出することもまた
可能である。６つの結晶（１つはキシラナーゼ、５つはトポイソメラーゼＶＩのＢサブユ
ニット）を、チップから除去し、低温ループ（ｃｒｙｏ－ｌｏｏｐ）中に取り付け、そし
て液体窒素中で瞬間冷凍する。ＨＣＳ１－１４において成長したキシラナーゼ結晶の場合
、チップを剥離し、そして３０％グリセロール、７０％溶媒の５μＬを、ウェル上にピペ
ッティングした。次いでこの結晶を、３００μｍの低温ループを用いて抽出し、液体窒素
中で瞬間冷凍した。図６９は、低温ループに取りつけられた、このキシラナーゼ（図６２
Ａ～Ｂに示される結晶と同じ）を示す。
【０３５６】
　（ｄ．成長／回収チップ）
　以前に記載されたように、一旦タンパク質結晶が形成されると、その三次元構造につい
ての情報が、結晶によるＸ線の回折から獲得され得る。しかし、タンパク質に対するエネ
ルギーの高い照射の適用は、熱を発生させる傾向がある。Ｘ線はまた、イオン化し、そし
てフリーラジカルの発生および共有結合の分解を生じ得る。熱またはイオン化のいずれか
が、結晶が入射Ｘ線を回折する能力を破壊または低減し得る。
【０３５７】
　従って、結晶形成の際に、低温物質が、代表的に、その変更された状態での結晶性物質
を保存するために添加される。しかし、クライオジェンの突然の添加もまた、結晶に損傷
を与え得る。従って、本発明に従う結晶化チップの実施形態について、一旦結晶性物質が
チップ中に形成されると、結晶化チャンバへクライオジェンを直接的に添加できることが
有利である。
【０３５８】
　さらに、タンパク質結晶は非常にデリケートであり、物理的外傷に応答して迅速に崩れ
るかまたは崩壊し得る。従って、チップの小さいチャンバから無傷の結晶を回収すること
は、結晶性物質についての価値ある情報を獲得するためには、潜在的な障害を示す。
【０３５９】
　従って、本発明に従う結晶化チップの代替の実施形態について、チップ中に形成された
結晶性物質のＸ線照射による直接的問い合わせを可能にし、それによって別個の結晶回収
手順の必要性を完全に排除することもまた、有利である。
【０３６０】
　従って、図７０Ａは、本発明に従う結晶成長チップの単純化した実施形態の平面図を示
す。図７０Ｂは、図７０Ａの線Ｂ－Ｂ’に沿って示される結晶成長チップの実施形態の単
純化した断面図を示す。
【０３６１】
　回収／成長チップ９２００は、ガラス基材９２０４に被さるエラストマー部分９２０２
を備える。ガラス基材９２０４は、３つのエッチングされたウェル、９２０６ａ、９２０
６ｂおよび９２０６ｃを計算する。従って、ガラス基材９２０４上のエラストマー部分９
２０２の配置は、フローチャネル９２０８を介して互いに流体連絡した３つの対応するチ
ャンバを規定する。フローチャネル９２０８を通る物質の流れは、フローチャネル９２０
８上へのコントロールライン９２１２の重複によって規定される、バルブ９２１０によっ
て制御される。
【０３６２】
　成長／回収チップ９２００の作動中に、バルブ９２１０は最初に起動して、チャンバ９
２０６ａ、９２０６ｂおよび９２０６ｃの内容物間の接触を防止する。次いで、チャンバ
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９２０６ａ、９２０６ｂおよび９２０６ｃは、ウェル９２１４を介して、結晶化をもたら
すための異なる物質によって別々に充填される。例えば、チャンバ９２０６ａは、タンパ
ク質溶液で充填され得、チャンバ９２０６ｂは、結晶化剤で充填され得、そしてチャンバ
９２０６ｃは、クライオジェンで充填され得る。
【０３６３】
　次いで、第一コントロールライン９２１２は作動停止されて、バルブ９２１０ａを開き
得、そしてそれによってタンパク質溶液および結晶化剤の拡散を可能にする。結晶９２１
６の形成の際に、残りのコントロールライン９２１２は作動停止されて、チャンバ９２０
６ｃからのクライオジェンの拡散が、結晶９２１６を保存することを可能にし得る。
【０３６４】
　次に、全チップ９２００が、Ｘ線回折装置中に取り付けられ得、光源９２２０から結晶
９２１６に対して適用される、回折を有するＸ線ビーム９２１８は、検出器９２２２によ
って感知される。図７０Ｂに示されるように、ウェル９２０６の一般的な位置は、エラス
トマー部分９２０２およびその下にあるガラス部分９２０４の両方の厚さの減少した領域
対応する。この様式において、照射ビーム９２１８は、結晶９２１６に遭遇する前および
その後に、最少量のエラストマーおよびガラス材料を横切り、それによって、受容される
回折された信号に対するノイズの有害効果を減少させる必要がある。
【０３６５】
　タンパク質成長／回収チップの１例を、図７０Ａ～７０Ｂと組み合わせて上記してきた
が、本発明に従う実施形態は、この特定の構造に限定されない。例えば、記載された本実
施形態の実施は、ミクロチャンバがエッチングされたガラス基材を利用するが、本発明に
従うミクロ流体構造の製造は、ガラス基材の使用に限定されない。基材中に特徴を製造す
るための可能な代替としては、プラスチックの射出成形、ＰＭＭＡのようなプラスチック
のホットエンボス加工、またはＳＵ８フォトレジストのような光硬化性のポリマーを利用
してウェルを製造することが挙げられる。さらに、特徴は、レーザーアブレーションを利
用して、ガラスのような基材上に形成され得るか、または特徴は、ガラス以外の基材（例
えば、シリコーン）の等方性または非等方性のエッチングによって形成され得る。
【０３６６】
　代替的製造方法によって付与される潜在的な利点としては、より高密度の統合を可能に
する特徴のより正確な規定、および生成の容易さ（例えば、ホットエンボス加工）が挙げ
られるが、これらに限定されない。さらに、炭素ベースのプラスチックのような特定の物
質は、Ｘ線をあまり散乱させず、それにより、チップからの直接的な回折データの収集を
容易にする。
【０３６７】
　結晶の成長および分析を容易にするミクロ流体構造の実施形態は、下部表面上に溝を有
するエラストマー部分を含む。基材は、このエラストマー部分の下部表面と接触して、第
一のミクロ流体チャンバ、第二のミクロ流体チャンバおよび第三のミクロ流体チャンバを
規定し、この第一、第二および第三のミクロ流体チャンバは、エラストマー部分と基材と
の間を規定するフローチャネルを介して流体連絡している。第一のチャンバは、標的物質
溶液で開始され得、第二のチャンバは、結晶化剤で開始され得、そして第三のチャンバは
、クライオジェンで開始され得、その結果、結晶化剤および標的溶液の拡散によってこの
構造中で形成される結晶は、クライオジェンの導入によって生じる温度の低下によって保
存され得る。
【０３６８】
　（ｅ．結晶オフロード（ｏｆｆ－ｌｏａｄｉｎｇ）法）
　結晶の回収のためのさらなる可能性は、チップからオフロードする方法を有することで
ある。オフロードは、一旦結晶が形成されると、あるいはインキュベーション前に、実行
され得る。次いで、これらのオフロードされた結晶は、巨視的反応を播種するために使用
され得るか、または低温ループにおいて抽出および取り付けられ得る。クライオジェン添
加のための方法がまた開発される場合、結晶は、瞬間凍結され得るか、またはＸ線ビーム
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中に直接取り付けられ得る。
【０３６９】
　（８．ミクロ自由界面拡散）
　熱力学的条件が結晶化を誘導するかどうかを先験的に決定することは困難であり得るの
で、スクリーニング方法は、可能な限り多数の相－空間（可能な限り多数の条件）をサン
プリングするべきである。このことは、複数のアッセイを行うことによって達成され得、
そしてまた、時間内の各アッセイの進化の間にサンプリングされた相空間を介して達成さ
れ得る。広範な条件のサンプリングの際に特に有効な１つの従来方法は、巨視的自由界面
拡散である。この技術は、２つ以上の溶液、代表的にはタンパク質溶液と沈殿剤との間の
十分規定された流体界面の創出、および拡散プロセスによる２つの溶液の引き続く平衡化
を必要とする。溶液が互いに拡散するにつれて、拡散経路にそって勾配が確立され、そし
て一連の条件が同時にサンプリングされる。条件には、空間および時間の両方において変
動が存在するので、結晶形成の位置および時間に関する情報は、さらなる最適化において
使用され得る。図７１Ａ～７１Ｄは、自由界面に沿って接触した溶液Ａおよび溶液Ｂにつ
いて、濃度　対　距離をプロットする、単純化した模式図である。図７１Ａ～Ｄは、時間
がたつと、連続的かつ広い範囲の２つの溶液の濃度プロフィールが最終的に創出されるこ
とを示す。
【０３７０】
　巨視的自由界面拡散技術の有効性にもかかわらず、技術的困難が、この技術を高スルー
プットのスクリーニング適用のためには不適切にし、そしていくつかの理由に起因して、
結晶学者の間で広く使用されていない。第一に、流体界面は、代表的に、溶液を狭い容器
（例えば、キャピラリーチューブまたは培養プレート中の深型ウェル）に拡散させること
によって確立される。図７２Ａ～Ｂは、キャプラリーチューブ９３００中の巨視的自由界
面形成の試みの、単純化した断面図である。第二の溶液９３０２を第一の溶液９３０４中
に拡散させる作用は、対流混合を創出し、そして乏しく規定された流体界面９３０６を生
じる。
【０３７１】
　さらに、これらの溶液は、この問題を排除するために、キャピラリー中に連続的に吸収
されないかもしれない。図７３Ａ～Ｂは、キャピラリーチューブ９４０４における第一の
溶液９４００と第二の溶液９４０２との間の混合を示し、この混合は、圧力駆動性のポア
ズイユの流れの放物線状の速度分布に起因して生じ、乏しく規定された流体界面９４０６
を生じる。さらに、マクロ自由界面結晶化方式のための容器は、ピペットチップまたは分
配ツールを受容できるようにする寸法を有するべきであり、そして大きい容量（１０～１
００μｌ）のタンパク質溶液および沈殿物溶液を使用する必要がある。
【０３７２】
　所望でない対流混合を回避するために、分配および結晶インキュベーションの両方の間
に、注意を払わなければならない。この理由に起因して、厄介なプロトコルが、マクロ自
由界面を規定するためにしばしば使用される。例えば、第二の溶液を添加する前に、１つ
の溶液を凍結させる。さらに、異なる密度の２つの溶液は、適切な配向で保存されない場
合、重力誘導された対流によって混合し、反応の保存をさらに複雑にする。このことは、
図７４Ａ～Ｃにおいて示される。ここで、時間がたつと、第二の溶液９５０２の密度より
も高い密度を有する第一の溶液９５００は、単に沈降して、キャピラリーチューブの長さ
に沿った拡散勾配の形成を導かない静的な下部層９５０４を形成する。
【０３７３】
　本発明の実施形態に従って、伝統的なマクロ自由界面拡散（ゲート型ミクロ自由界面拡
散（ゲート型μ－ＦＩＤ）と称される）に類似する結晶化技術が開発されている。ゲート
型μ－ＦＩＤは、巨視的自由界面拡散技術によって達成される相空間の効率的なサンプリ
ングを保持し、サンプル溶液を倹約して使用すること、設定の容易さ、十分規定された流
体界面の創出、平衡化力学についての制御および高スループットの並行実験を実施する能
力という利点を付け加える。これらの利点は、本発明の多数の特徴によって可能とされる
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。
【０３７４】
　ミクロ流体工学は、ナノリットル下の規模で流体を取り扱うことが可能である。結果と
して、大きい封じ込めチャンバを使用する必要がなく、従って、アッセイは、ナノリット
ル規模またはナノリットル下の規模で実行され得る。非常に小さい容量の利用により、実
行されるべき膨大なアッセイが、１回の巨視的自由界面拡散実験に必要なサンプル容量と
同じサンプル容量を消費することを可能とする。これは、費用および時間がかかる増幅工
程および精製工程を減少し、そして容易に発現されない、従って、バルクサンプルから精
製される必要があるタンパク質のスクリーニングを可能にする。
【０３７５】
　ミクロ流体工学は、さらに、調製時間の節約を提供し、数百または数千ものアッセイが
同時に実行され得る。以前に記載されたような、拡張可能な測定技術の使用は、制御機構
の複雑性を増大させることなく、並行実験が行われることを可能にする。
【０３７６】
　ミクロ流体構造が本発明の実施形態に従って形成され得るエラストマー材料は、特定の
気体に対して比較的透過性である。この気体透過特性は、十分規定された再現性のある流
体界面を形成するために、加圧化ガスプライミング（ｐｒｅｓｓｕｒｉｚｅｄ　ｏｕｔ－
ｇａｓ　ｐｒｉｍｉｎｇ）（ＰＯＰ）の技術を利用して調査され得る。
【０３７７】
　図７５Ａは、本発明の実施形態に従うミクロ流体デバイスのフローチャネル９６００の
断面図を示す。フローチャネル９６００は、起動されたバルブ９６０２によって２つの半
体に分離される。材料の導入前に、フローチャネル９６００は、気体９６０４を含む。
【０３７８】
　図７５Ｂは、加圧下での、第一のフローチャネル部分９６００ａへの第一の溶液９６０
６の導入、および加圧下での、第二のフローチャネル部分９６００ｂへの第二の溶液９６
０８の導入を示す。取り囲むエラストマー物質６９０７の気体透過性に起因して、気体９
６０４は、入ってくる溶液９６０８および９６１０によって置換され、そしてエラストマ
ー６９０７を介して気体を出す。
【０３７９】
　図７５Ｃに示されるように、フローチャネルの９６００ａ位置および９６００ｂ位置の
加圧された、出てきたガスのプライミングは、気泡を伴わずに、これらのデッドエンドフ
ローチャネル部分を均質に満たすことを可能にする。図７５Ｄに示すように、バルブ９６
０２の作動していない場合、十分に規定された流体界面９６１２を作製し、拡散勾配の構
成を可能にする。
【０３８０】
　要約すると、従来のマクロ自由界面技術は、ｍｍ程度の寸法を有する毛細管または他の
容器を使用する。それに比べて、本発明の実施形態に従う流体界面は、μｍ程度の寸法を
有するミクロチャネルにおいて作製される。このような小さい寸法においては、粘度の効
果によって、所望ではない対流が抑制され、そして拡散によって、混合が優勢になる。従
って、十分に規定された流体界面は、所望ではない有意な対流混合を伴わずに確立され得
る。
【０３８１】
　標的物質を結晶化するための方法の実施形態は、以下の工程を包含する：第一ミクロ流
体チャンバを規定する工程、標的物質を含む溶液で第一ミクロ流体チャンバをプライムす
る工程、第二ミクロチャンバを規定する工程、および結晶化剤を含む第二溶液で第二ミク
ロ流体チャンバをプライムする工程。第一ミクロ流体チャンバは、標的物質と結晶化剤と
の間にミクロ流体自由界面を規定するために、第二ミクロ流体チャンバと流体連絡内して
位置される。拡散は、標的物質と結晶化剤との間に生じることが可能であり、その結果、
標的物質の溶解環境における変化は、標的物質に結晶を形成させる。
【０３８２】
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　（９．平衡についての一時的制御）
　結晶の成長および質は、平衡の間に調査された熱力学的状態によってだけでなく、平衡
が生じる速度によって決定される。従って、平衡の動態を制御することは、潜在的に価値
がある。
【０３８３】
　従来の結晶化方法において、平衡の動態に関する粗い（ｃｏｕｒｓｅ）制御だけが、初
期条件の操作を介して利用可能であり得る。巨視的な自由界面拡散については、一旦拡散
が始まると、実験者は結果として生じた平衡速度に関して制御しない。懸滴実験について
、平衡速度は、出発液滴の大きさ、容器の総量、またはインキュベーション温度を改変す
ることによって変更され得る。マイクロバッチ実験において、サンプルが濃縮される速度
が、液滴の大きさ、ならびに周囲の油の同一性および量を操作することによって変更され
得る。平衡速度はこれらのパラメーターに複雑な様式で依存するので、平衡の動態は大ま
かな様式で変更され得るのみである。さらに、一旦実験が始まると、平衡動態に関するさ
らなる制御が利用可能ではない。
【０３８４】
　対照的に、門のついたμ－ＦＩＤ実験における流体界面は、界面バルブの開閉によって
制御され得、平衡動態の正確な調節を可能にする。例えば、図７６Ａは、２つのミクロ流
体チャンバ９７００および９７０２の単純な平面図を示し、フローチャネル９７０４を通
るこれらのチャンバの連絡は、バルブ９７０６によって制御される。図７６Ｂは、このバ
ルブが１００％のデューティーサイクルで作動される場合の、第一チャンバにおける第一
溶液の濃度を経時的にプロットする。図７６Ｃは、このバルブが図７６Ｂの５０％のデュ
ーティーサイクルで作動される場合の、第一チャンバにおける第一溶液の濃度を経時的に
プロットする。図７６Ｃの調査は、チャンバＡにおける第一溶液の濃度がそのオリジナル
値の半分に減少するために、２倍長い時間がかかることを示す（ｔ５０％

１／２＝２ｔ１

００％
１／２）。

【０３８５】
　本発明の代替の実施形態に従って、デューティーサイクルによって規則的な基礎に基づ
いて開閉しているのではなく、接続バルブは、不規則に連続する作動の中間時間またはそ
れを越える時間で閉じられ得、それによって、一旦好都合な条件が達成されると、平衡が
維持される。
【０３８６】
　２つの流体間の拡散に対し一時的制御を及ぼす方法の実施形態は、エラストマー材料に
おいてミクロ流体フローチャネルを提供する工程を包含し、フローチャネル内に配置され
たエラストマー材料の膜部分をバルブに規定する。膜の片側のフローチャネルの第一部分
を、第一流体でプライムする。フローチャネルの反対側のフローチャネルの第二部分を、
第二流体でプライムする。エラストマー膜は、バルブを横切って、第一流体および第二流
体との間に拡散することを可能にする時間にわたって、フローチャネル内に入り、そして
フローチャネル外に出ることを繰り返す。
【０３８７】
　平衡速度はまた、反応チャンバおよび接続チャネルの寸法を操作することによって制御
され得る。良好な概算のために、平衡のために必要とされる時間は、必要とされる拡散の
長さの二乗として変化する。平衡速度はまた、接続チャネルの断面積に依存する。従って
、平衡に必要とされる時間は、接続チャネルの長さおよび断面積の両方の変化によって制
御され得る。
【０３８８】
　図７７Ａは、対の配合チャネルチャンバ９８００、９８０２および９８０４の３つのセ
ットを示し、各対は、異なった長さΔｘのミクロチャネル９８０６によって接続される。
図７７Ｂは、平衡時間が平衡距離をプロットする。図７７Ｂは、図７７Ａのチャンバの平
衡のために必要とされる時間　対　接続チャネルの長さの二乗とともに変化することを示
す。
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【０３８９】
　図７８は、４つの配合チャンバ９９００、９９０２、９９０４および９９０６を示し、
各々は接続ミクロチャネル９９０８の異なる配置を有する。ミクロチャネル９９０８は、
同じ長さであるが、断面積および／または接続チャネルの数が異なる。従って、平衡速度
は、断面積の減少／増加（例えば、接続チャネル数もしくはこれらのチャンネルの寸法の
減少／増加によって）によって、増加／減少され得る。
【０３９０】
　接続チャネルの幾何学的変化による平衡速度の変化は、結晶成長に関する平衡動態の影
響を調査するために単一デバイスにおいて使用され得る。図７９Ａ～Ｄは、濃度勾配（ミ
クロ流体自由界面からの２つの溶液の部分的拡散の平衡によって最初に確立される）が封
じ込めバルブの作動によって維持される実施形態を示す。
【０３９１】
　図７９Ａは、分岐した制御チャネル１０００２によってある間隔で重複したフローチャ
ネル１００００を示し、これは、別々に作動する界面バルブ１０００４のいずれかの側に
配置された複数のチャンバ（Ａ～Ｇ）を規定する。図７９Ｂは、界面バルブ１０００４が
作動し、そしてフローチャネルの第一半体の１００００ａを第一溶液と混合し、そしてフ
ローチャネルの第二半体１００００ｂを第二溶液でプライムした場合の、開始時での溶媒
濃度をプロットする。図７９Ｃは、制御チャネル１０００２を、７つのチャンバ（Ａ～Ｇ
）を規定するために作動させた場合、その後の時間Ｔ１における溶媒の濃度をプロットし
、これは、特定時点での濃度勾配を記録する。図７９Ｄは、時間Ｔ１におけるチャンバ（
Ａ～Ｇ）の相対濃度をプロットする。
【０３９２】
　図７９Ａに示す１つの実施形態において、分岐した制御チャネルの作動は、複数のチャ
ネルＡ～Ｇを同時に作製する。しかし、このことは必要ではなく、そして本発明の代替の
実施形態において、複数の制御チャネルは、種々の時間間隔でチャンバＡ～Ｇの独立した
作製を可能にするために使用され得、それによって、チャンバの出発セットが、自由界面
にすぐ隣接して作製される後に、さらなる拡散を生じさせることを可能にする。
【０３９３】
　２つの流体間の濃度勾配を記録する方法の実施形態は、ミクロ流体フローチャネル内に
存在するエラストマー膜の第一側に第一流体を提供する工程、およびエラストマー膜の第
二側に第二流体を提供する工程を包含する。このエラストマー膜は、第一流体と第二流体
との間に、ミクロ自由界面を規定するために、ミクロ流体フローチャネルから置換される
。第一流体および第二流体は、ミクロ流体自由界面を横切って拡散することを可能にする
。ミクロ流体自由界面からの次第に増大する距離でのフローチャネルに沿って配置される
エラストマーバルブの群は、チャンバの連続を規定するために作動し、第一流体および第
二流体の相対濃度は、ミクロ流体自由界面を横切って拡散する時間を反映する。
【０３９４】
　（１０．チップホルダ）
　先に示したように、本発明に従うミクロ流体デバイスの実施形態は、オンチップ容器ま
たはウェルを利用し得る。しかし、多量の溶液のローディングを必要とするミクロ流体デ
バイスにおいて、各ウェルに作用を及ぼすための分離ピンを用いる、対応する多くの投入
チューブの使用は、流体デバイスの比較的小さな寸法にとって実用的とはなり得ない。さ
らに、少ない容積の液体を分注するためのピペットの自動化された使用は公知であり、従
って、チップの表面に存在するウェルに直接、溶液をピペッティングするために、このよ
うな技術を利用することは最も容易であることが証明され得る。
【０３９５】
　毛管現象は、特に、デッドエンドチャンバが材料でプライムされるべき場合、オンチッ
プウェルからチップの作動領域へ溶液を吸い込むために十分ではないかもしれない。この
ような実施形態において、チップ内へ材料をローディングする１つの方法は、外部圧力の
使用を介する。しかし、さらに、可能性のある多量の材料供給源と接続した、小さな寸法
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のデバイスは、ピンまたはチューブを介する個々のウェルへの圧力付与を実現不可能にし
得る。
【０３９６】
　従って、図８０は、本発明の１つの実施形態に従うチップホルダ１１０００の分解図を
示す。チップホルダ１１０００の底部１１００２は、チップ１１００８の寸法に対応する
大きさのリーセス領域１１００６の周りの高くした周辺部分１１００４を備え、これは、
ミクロ流体チップ１１００８をその中に配置することを可能にする。周辺領域１１００４
はさらに、ネジ穴１１０１０を規定する。
【０３９７】
　ミクロ流体デバイス１１００８は、チップホルダ１１０００の底部１１００２のリーセ
ス領域１１００６内に配置される。ミクロ流体デバイス１１００８は、第一ロウおよび第
二ロウ（それぞれ、１１０１２ａおよび１１０１２ｂ）に構成される周囲ウェル１１０１
２と流体連絡する作動領域１１０１１を備える。ウェル１１０１２は、デバイス１１００
８を機能させることを可能にする十分な容積の材料を保持する。例えば、ウェル１１０１
２は、結晶化剤の溶液、標的物質の溶液または染色剤のような他の化学的試薬を含み得る
。底部１１００２は、チップ１１００８の作動領域１１０１１が観察されることを可能に
するのためのウインドウ１１００３を備える。
【０３９８】
　チップホルダ１１０００の上端部分１１０１４は、下側のチップホルダ部分１１００２
およびその中に配置されたミクロ流体チップ１１００８を覆って適合させる。図解の容易
さのために、図８０において、上端チップホルダ部分１１００４は、アセンブリにおける
実際の位置に対して逆転して示されている。上端チップホルダ部分１１０１４は、より低
いホルダ部分１１００２のネジ穴１１０１０と一列に並ぶネジ穴１１０１０を備え、その
結果、ネジ１１０１６は、ホルダ１１０００の部分１１００２と１１０１４との間のチッ
プを固定する穴１１０１０を介して挿入され得る。チップホルダの上方部分１１０１４は
、チップ１１００８の作動領域１１０１１が観察されることを可能にするのためのウイン
ドウ１１００５を備える。
【０３９９】
　上端ホルダ部分１１０１４の下表面１１０１４ａは、リセス１１０２４および１１０２
６の周囲に、それぞれ一段高い環状リング１１０２０および１１０２２を備える。チップ
ホルダ１１０００の上端部分１１０１４が、ネジ１１０１６を利用して、チップ１１００
８と接触してプレスされた場合、リング１１０２０および１１０２２は、チップ１１００
８の表面の上の柔らかいエラストマー材料に圧入し、その結果、リセス１１０２４は、ウ
ェル１１０１２の上端ロウ１１０１２ａを覆う第一チャンバを規定し、そしてリセス１１
０２６は、ウェル１１０１２の下端ロウ１１０１２ｂを覆う第二チャンバを規定する。上
端ホルダ部分１１０１４の側部の穴１１０３０および１１０３２は、それぞれリセス１１
０２４および１１０２６と連絡し、穴１１０３０および１１０３２、それぞれに挿入され
たピン１１０３４によって、チャンバに正の圧力をかけることを可能にする。従って、正
の圧力は、ロウ内の全てのウェルに同時にかけられ得、各ウェルに別々に接続したデバイ
スを利用する必要性を取り除く。
【０４００】
　操作において、溶液はウェル１１０１２内にピペッティングされ、次いで、チップ１１
００８は、ホルダ１１０００の底部１１００２内に配置される。上部ホルダ部分１１０１
４はチップ１１００８の上に配置され、そしてネジによって下方向にプレスされる。上端
部分１１０１４の下表面上の一段高い環状リング１１０２０および１１０２２を、チップ
の上表面と密着させ、ウェルを配置する。ウェル内の溶液を、チャンバ内の正の圧力に曝
露させ、それによりミクロ流体デバイスの作動領域に押される。
【０４０１】
　チップホルダによって与えられる下向きの圧力はまた、ローディングの間、基質からチ
ップの層割れを防ぐという利点を提示する。この層割れの防止は、より高いプライム圧力
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の使用を可能にし得る。
【０４０２】
　図８０において示されるチップホルダは、本発明に従う構造の１つの可能性のある実施
形態を示すのみである。例えば、チップホルダはまた、チップの前部または後部のコント
ロールラインを出口ポート超えて適合させる第三部分を備え得、それによって、チップ内
のバブル作動を制御するためにコントロールラインに圧力をかけることを可能にする。さ
らに、記載されたホルダの実施形態は、チップを見るためのウインドウを備えるが、一旦
、チップ充填プロセスが完了すると、チップがホルダから取り外される場合は、（このウ
インドウは）必要ではないかもしれない。
【０４０３】
　なお他の代替的な実施形態において、本発明に従うチップホルダは、チップがその中に
配置されるための、空間的および一時的温度のプロフィールを提供するための加温エレメ
ントを備え得る。このような代替的な実施形態は、加温エレメント（使い捨てであっても
よい）を基板に直接組み込むことに関連する複雑性および費用を取り除く。
【０４０４】
　図８０に図示されるチップホルダの特定の実施形態において、上端の部品は、ネジを回
転させることによってチップにプレスされる。しかし、本発明に従う代替の実施形態にお
いて、下向きの力は、プレスまたはロボットアームを介して加えられ得、それによって、
底部ホルダ部品の必要性を潜在的に排除する。
【０４０５】
　さらに、図８０に図示されるチップホルダの特定の実施形態において、正の圧力を加え
ることが可能なウェルを覆うシールは、エラストマーチップの準拠している上端表面内に
、一段高いリングをプレスすることによって作製される。しかし、本発明の代替的な実施
形態に従って、シールは、チップホルダへの可撓性ｏ－リングを加えることによって作製
され得る。このようなｏ－リングは、硬い上端表面を特徴とするミクロ流体デバイスの実
施形態を伴うチップホルダの使用を可能にする。
【０４０６】
　最後に、本発明の実施形態に従うチップホルダ構造の使用は、タンパク質の結晶化に限
定されず、多様な用途を実行するために、ミクロ流体チップ上への多量の溶液のローディ
ングを可能にすることを認識することは重要である。
【０４０７】
　本発明に従うエラストマーミクロ流体デバイスに圧力をかけるための構造の実施形態は
、ミクロ流体デバイスの上端表面に接触し、そしてその中に配置される材料のウェルを取
り囲むために構成される、その下方表面の、連続した一段高い縁を備えるホルダ部分を包
含する。ミクロ流体デバイスの一段高い縁と上端表面との間の接触は、材料ウェルを覆う
気密チャンバ、ミクロ流体デバイスの作動領域に材料ウェルの内容物を導くために、気密
チャンバへ正の圧力をかけることを可能にする、チャンバとの連絡の開口部を規定する。
【０４０８】
　本発明に従って、液体材料でミクロ流体デバイスをプライムする方法の実施形態は、液
体材料を有するミクロデバイスの上方表面の複数のウェルにローディングする工程を包含
する。ホルダ部品は、上方表面に対して偏り、その結果、ホルダ部品の連続した一段高い
縁は、ウェルの周囲の上方表面に対してプレスされ、チャンバはウェルの上に作製される
。ミクロ流体構造の作動領域内にウェルから材料を導くために、正の圧力を気密チャンバ
にかける。
【０４０９】
　ミクロ流体エラストマーデバイス内のバルブを作動する方法の実施形態は、出口の上に
チャンバを作製するために、連続する一段高い縁を有するホルダ部品を、複数のコントロ
ールライン出口を有するミクロ流体デバイスの表面に適応させる工程を包含する。正また
は負の圧力を、コントロールライン内で圧力を制御するために気密チャンバにかけ、それ
によって、コントロールラインと連絡するミクロ流体デバイスのエラストマーバルブ膜を
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作動させる。
【０４１０】
　（１１．標的物質）
　結晶化のための標的は多様である。結晶化のための標的は、以下が挙げられるが、これ
らに限定されない：１）成体高分子（サイトゾルタンパク質、細胞外タンパク質、膜タン
パク質、ＤＮＡ、ＲＮＡおよびそれらの複雑な組み合わせ）、２）翻訳前に修飾された生
体分子および翻訳後に修飾された生体分子（リン酸化、スルホン化、グルコシル化、ユビ
キチン化などのタンパク質、およびハロゲン化、脱塩基化（ａｂａｓｉｃ）、アルキル化
などの核酸、が挙げられるが、これらに限定されない）；３）意図的に誘導した高分子（
例えば、重原子で標識したＤＮＡ、ＲＮＡおよびタンパク質（およびそれらの複合体）、
セレノメチオニンで標識したタンパク質および核酸（およびそれらの複合体）、ハロゲン
化したＤＮＡ、ＲＮＡおよびタンパク質（およびそれらの複合体）、４）ウイルス全体ま
たは巨大な細胞粒子（例えば、リボソーム、レプリソーム、スプライセオソーム、チュー
ブリンフィラメント、アクチンフィラメント、染色体など）、５）低分子化合物（例えば
、薬物、リード化合物、リガンド、塩および有機化合物または金属有機化合物、ならびに
６）低分子／生体高分子複合体（例えば、薬物／タンパク質複合体、酵素／基質複合体、
酵素／産物複合体、酵素／レギュレーター複合体、酵素／インヒビター複合体およびそれ
らの組み合わせ）。このような標的は、生物学、生化学、物質科学、薬学、化学および物
理学を含む広範な科学分野について研究の目標である。
【０４１１】
　可能なタンパク質修飾の非排他的な列挙は、以下の通りである：５’脱リン酸；デスモ
シン（リジンから）；分解されたカルボキシメチル化メチオニン；オルニチン（アルギニ
ンから）；リシノアラニン（システインから）；ランチオニン（システインから）；デヒ
ドロアラニン（システインから）；ＣＮＢｒ処理によってＭｅｔから形成されたホモセリ
ン；脱水（－Ｈ２Ｏ）；Ｓ－γ－グルタミル（システインに架橋）；Ｏ－γ－グルタミル
－（セリンに架橋）；セリンからデヒドロアラニン；アラニノヒスチジン（ヒスチジンの
θ炭素またはπ炭素に架橋したセリン）；Ｇｌｎから形成されたピログルタミン酸；Ｎ－
ピロリドンカルボニル（Ｎ末端）；Ｎα－（γ－グルタミル）－リジン；Ｎ－（β－アス
パルチル）－リジン（架橋）；３，３’，５，５’－ＴｅｒＴｙｒ（架橋）；ジスルフィ
ド結合形成（シスチン）；Ｓ－（２－ヒスチジル）－（システインに架橋）；Ｓ－（３－
Ｔｙｒ）（システインに架橋）；３，３’－ＢｉＴｙｒ（架橋）；イソジＴｙｒ（架橋）
；アリシン（リジンから）；アミド形成（Ｃ末端）；アスパラギンおよびグルタミンの、
アスパラギン酸およびグルタミン酸への脱アミド化；シトルリン（ｃｉｔｒｕｌｌｉｎｅ
）（アルギニンから）；シンデシン（ｓｙｎｄｅｓｉｎｅ）（リジンから）；メチル化（
Ｎ末端、リジンのＮε、セリンのＯ、スレオニンまたはＣ末端、アスパラギンのＮ）；δ
－ヒドロキシ－アリシン（リジンから）；ヒドロキシル化（リジンのδＣ、トリプトファ
ンのβＣ、プロリンのＣ３またはＣ４、アスパラギン酸のβＣ）；メチオニンの酸化（ス
ルホキシドに）；スルフェン酸（システインから）；ピルボイル－（セリン）；３，４－
ジヒドロキシ－フェニルアラニン（チロシンから）（ＤＯＰＡ）；ナトリウム；エチル；
Ｎ，Ｎジメチル化（アルギニンまたはリジン）；２，４－ビスＴｒｐ－６，７－ジオン（
トリプトファンから）；ホルミル化（ＣＨＯ）；６，７ジオン（トリプトファンから）；
３，４，６－トリヒドロキシ－フェニルアラニン（チロシンから）（ＴＯＰＡ）；３，４
－ジヒドロキシル化（プロリン）；メチオニンの酸化（スルホンに）；３－塩素化（３５
Ｃｌを用いてチロシン）；３－塩素化（３７Ｃｌを用いてチロシン）；カリウム；カルバ
ミル化；アセチル化（Ｎ末端、リジンのＮε、セリンのＯ）（Ａｃ）；Ｎ－トリメチル化
（リジン）；グルタミン酸のγカルボキシル化またはアスパラギン酸のβカルボキシル化
；二ナトリウム；ニトロ（ＮＯ２）；ｔ－ブチルエステル（ＯｔＢｕ）およびｔ－ブチル
（ｔＢｕ）；グリシル（－Ｇ－、－Ｇｌｙ－）；カルボキシメチル（システイン上）；ナ
トリウム＋カリウム；セレノシステイン（セリンから）；３，５－ジクロロ化（３５Ｃｌ
を用いてチロシン）；デヒドロアラニン（Ｄｈａ）；３，５－ジクロロ化（３５Ｃｌと３
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７Ｃｌとの混合物を用いてチロシン）；ピルビン酸；アクリルアミジルまたはアクリルア
ミド付加体；サルコシル；アラニル（－Ａ－、－Ａｌａ－）；アセトアミドメチル（Ａｃ
ｍ）；３，５－ジクロロ化（３７Ｃｌを用いてチロシン）；Ｓ－ｓｎ－１－グリセリル）
（システイン上）；グリセロールエステル（グルタミン酸側鎖上）；グリシン（Ｇ、Ｇｌ
ｙ）；βメルカプトエタノール付加体；フェニルエステル（ＯＰｈ）（酸性）；３－ブロ
モ化（７９Ｂｒを用いてチロシン）；リン酸化（セリン、スレオニン、チロシンおよびア
スパラギン酸のＯ、リジンのＮε）；３－ブロモ化（８１Ｂｒを用いてチロシン）；スル
ホン化（ＳＯ３Ｈ）（ＰＭＣ基）；硫酸化（チロシンのＯ）；シクロヘキシルエステル（
ＯｃＨｅｘ）；ホモセリルラクトン；デヒドロアミノ酪酸（Ｄｈｂ）；γアミノブチリル
；２－アミノ酪酸（Ａｂｕ）；２－アミノイソ酪酸（Ａｉｂ）；ジアミノプロピオニル；
ｔ－ブチルオキシメチル（Ｂｕｍ）；Ｎ－（４－ＮＨ２－２－ＯＨ－ブチル）－（リジン
）（ハイプシン）；セリル（－Ｓ－、－Ｓｅｒ－）；ｔ－ブチルスルフェニル（ＳｔＢｕ
）；アラニン（Ａ、Ａｌａ）；サルコシン（Ｓａｒ）；アニシル；ベンジル（Ｂｚｌ）お
よびベンジルエステル（ＯＢｚｌ）；１，２－エタンジチオール（ＥＤＴ）；デヒドロプ
ロリル；トリフルオロアセチル（ＴＦＡ）；Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド（ＯＮＳｕ、
ＯＳｕ）；プロリル（－Ｐ－、－Ｐｒｏ－）；バリル（－Ｖ－、－Ｖａｌ－）；イソバリ
ル（－Ｉ－、－Ｉｖａ－）；ｔ－ブチルオキシカルボニル（ｔＢｏｃ）；スレオイル（－
Ｔ－、－Ｔｈｒ－）；ホモセリル（－Ｈｓｅ－）；シスチル（－Ｃ－、－Ｃｙｓ－）；ベ
ンゾイル（Ｂｚ）；４－メチルベンジル（Ｍｅｂ）；セリン（Ｓ、Ｓｅｒ）；ＨＭＰ（ヒ
ドロキシメチルフェニル）リンカー；チオアニシル；チオクレシル；ジフタミド（ｄｉｐ
ｈｔｈａｍｉｄｅ）（ヒスチジンから）；ピログルタミル；２－ピペリジンカルボン酸（
Ｐｉｐ）；ヒドロキシプロリル（－Ｈｙｐ－）；ノルロイシル（－Ｎｌｅ－）；イソロイ
シル（－Ｉ－、－Ｉｌｅ－）；ロイシル（－Ｌ－、－Ｌｅｕ－）；オルニチル（－Ｏｒｎ
－）；アスパラギル（－Ｎ－、－Ａｓｎ－）；ｔ－アミルオキシカルボニル（Ａｏｃ）；
プロリン（Ｐ、Ｐｒｏ）；アスパルチル（－Ｄ－、－Ａｓｐ－）；スクシニル；バリン（
Ｖ、Ｖａｌ）；ヒドロキシベンゾトリアゾールエステル（ＨＯＢｔ）；ジメチルベンジル
（ｄｉＭｅＢｚｌ）；トレオニン（Ｔ、Ｔｈｒ）；システイニル化；ベンジルオキシメチ
ル（Ｂｏｍ）；ｐ－メトキシベンジル（Ｍｏｂ、Ｍｂｚｌ）；４－ニトロフェニル、ｐ－
ニトロフェニル（ＯＮｐ）；システイン（Ｃ、Ｃｙｓ）；クロロベンジル（ＣｌＢｚｌ）
；ヨウ素化（ヒスチジン［Ｃ４］またはチロシン［Ｃ３］）；グルタミル（－Ｑ－、－Ｇ
ｌｎ－）；Ｎ－メチルリジル；リジル（－Ｋ－、－Ｌｙｓ－）；Ｏ－メチルアスパルタミ
ル；グルタミル（－Ｅ－、－Ｇｌｕ－）；Ｎα－（γ－グルタミル）－Ｇｌｕ；ノルロイ
シン（Ｎｌｅ）；ヒドロキシアスパルタミル；ヒドロキシプロリン（Ｈｙｐ）；ｂｂ－ジ
メチルシステニル；イソロイシン（Ｉ、Ｉｌｅ）；ロイシン（Ｌ、Ｌｅｕ）；メチオニル
（－Ｍ－、－Ｍｅｔ－）；アスパラギン（Ｎ、Ａｓｎ）；ペントース（Ａｒａ、Ｒｉｂ、
Ｘｙｌ）；アスパラギン酸（Ｄ、Ａｓｐ）；Ｄｍｏｂ（ジメトキシベンジル）；ベンジル
オキシカルボニル（Ｚ）；アダマンチル（Ａｄａ）；ｐ－ニトロベンジルエステル（ＯＮ
ｂ）；ヒスチジル（－Ｈ－、－Ｈｉｓ－）；Ｎ－メチルグルタミル；Ｏ－メチルグルタミ
ル；ヒドロキシリジル（－Ｈｙｌ－）；メチルメチオニル；グルタミン（Ｑ、Ｇｌｎ）；
アミノエチルシステニル；ペントシル；デオキシヘキソース（Ｆｕｃ、Ｒｈａ）；リジン
（Ｋ、Ｌｙｓ）；アミノエチルシステニル（－ＡＥＣｙｓ－）；４－グリコシルオキシ－
（ペントシル、Ｃ５）（プロリン）；メチオニルスルホキシド；グルタミン酸（Ｅ、Ｇｌ
ｕ）；フェニルアラニル－（－Ｆ－、－Ｐｈｅ－）；ピリジルアラニル；フルオロフェニ
ルアラニル；２－ニトロベンゾイル（ＮＢｚ）；メチオニン（Ｍ、Ｍｅｔ）；３－メチル
ヒスチジル；２－ニトロフェニルスルフェニル（Ｎｐｓ）；４－トルエンスルホニル（ト
シル、Ｔｏｓ）；３－ニトロ－２－ピリジンスルフェニル（Ｎｐｙｓ）；ヒスチジン（Ｈ
、Ｈｉｓ）；３，５－ジブロモ化（７９Ｂｒを用いてチロシン）；アルギニル（－Ｒ－、
－Ａｒｇ－）；シトルリン；３，５－ジブロモ化（７９Ｂｒおよび８１Ｂｒの混合物を用
いてチロシン）；ジクロロベンジル（Ｄｃｂ）；３，５－ジブロモ化（８１Ｂｒを用いて
チロシン）；カルボキシアミドメチルシステニル；カルボキシメチルシステニル；メチル
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フェニルアラニル；ヘキソースアミン（ＧａｌＮ、ＧｌｃＮ）；カルボキシメチルシステ
イン（Ｃｍｃ）；Ｎ－グルコシル（リジンのＮ末端またはＮε）（アミノケトース）；Ｏ
－グリコシル－（セリンまたはスレオニン）；ヘキソース（Ｆｒｕ、Ｇａｌ、Ｇｌｃ、Ｍ
ａｎ）；イノシトール；メチオニルスルホン；チロシニル（－Ｙ－、－Ｔｙｒ－）；フェ
ニルアラニン（Ｆ、Ｐｈｅ）；２，４－ジニトロフェニル（Ｄｎｐ）；ペンタフルオロフ
ェニル（Ｐｆｐ）；ジフェニルメチル（Ｄｐｍ）；ホスホセリル；２－クロロベンジルオ
キシカルボニル（ＣＩＺ）；ナフチルアセチル（ｎａｐｔｈｙｌ　ａｃｅｔｙｌ）；イソ
プロピルリジル；Ｎ－メチルアルギニル、エタンジチオール（ｅｔｈａｎｅｄｉｔｏｈｉ
ｏｌ）／ＴＦＡ環式付加体；カルボキシグルタミル（Ｇｌａ）；アセトアミドメチルシス
テニル；アクリルアミジルシステニル；アルギニン（Ｒ、Ａｒｇ）；Ｎ－グルクロニル（
Ｎ末端）；デルタ－グリコシルオキシ－（リジン）またはβ－グリコシルオキシ－（フェ
ニルアラニンおよびチロシン）；４－グリコシルオキシ－（ヘキソシル、Ｃ６）（プロリ
ン）；ベンジルセリル；Ｎ－メチルチロシニル；ｐ－ニトロベンジルオキシカルボニル（
４Ｎｚ）；２，４，５－トリクロロフェニル；２，４，６－トリメチルオキシベンジル（
Ｔｍｏｂ）；キサンチル（Ｘａｎ）；ホスホスレオニル；チロシン（Ｙ、Ｔｙｒ）；クロ
ロフェニルアラニル；メシチレン－２－スルホニル（Ｍｔｓ）；カルボキシメチルリジル
；トリプトファニル（－Ｗ－、－Ｔｒｐ－）；Ｎ－リポイル－（リジン上）；マトリック
スαシアノＭＨ＋；ベンジルスレオニル；ベンジルシステニル；ナフチルアラニル；スク
シニルアスパルタミル；スクシンイミドフェニルカルボ・・・；ＨＭＰ（ヒドロキシメチ
ルフェニル）／ＴＦＡ付加体；Ｎ－アセチルヘキソースアミン（ＧａｌＮＡｃ、ＧｌｃＮ
Ａｃ）；トリプトファン（Ｗ、Ｔｒｐ）；シスチン（（Ｃｙｓ）２）；ファルネシル化；
Ｓ－ファルネシル－；ミリストレイル化（１つの二重結合を有するミリストイル）；ピリ
ジルエチルシステニル；ミリストイル化；４－メトキシ－２，３，６－トリメチルベンゼ
ンスルホニル（Ｍｔｒ）；２－ブロモベンジルオキシカルボニル（ＢｒＺ）；ホルミルト
リプトファニル；ベンジルグルタミル；アニソール付加グルタミル；Ｓ－システニルシス
テニル；９－フルオレニルメチルオキシカルボニル（Ｆｍｏｃ）；リポ酸（リジンへのア
ミド結合）；ビオチニル化（リジンへのアミド結合）；ジメトキシベンズヒドリル（Ｍｂ
ｈ）；Ｎ－ピリドキシル（リジン上）；ピリドキサルリン酸（リジンから形成されるシッ
フ塩基）；ニコチニルリジル；ダンシル（Ｄｎｓ）；２－（ｐ－ビフェニル）イソプロピ
ル－オキシカルボニル（Ｂｐｏｃ）；パルミトイル化；「トリフェニルメチル（トリチル
、Ｔｒｔ）」；チロシニルスルフェート；ホスホチロシニル；Ｐｂｆ（ペンタメチルジヒ
ドロベンゾフランスルホニル）；３，５－ジヨード化（チロシン）；「３，５－ジ－Ｉ」
；Ｎα－（γ－グルタミル）－Ｇｌｕ２；Ｏ－ＧｌｃＮＡｃ－１－ホスホリル化（セリン
）；「２，２，５，７，８－ペンタメチルクロマン－６－スルホニル（Ｐｍｃ）」；ステ
アロイル化；ゲラニルゲラニル化；Ｓ－ゲラニルゲラニル；５’ｐｈｏｓ　ｄシチジニル
；ヨードチロシニル；アルドヘキソシルリジル；シアリル；Ｎ－アセチルノイラミン酸（
シアル酸、ＮｅｕＡｃ、ＮＡＮＡ、ＳＡ）；５’ｐｈｏｓ　ｄチミジニル；５’ｐｈｏｓ
シチジニル；グルタチオン化；Ｏ－ウリジニル化（チロシン）；５’ｐｈｏｓウリジニル
；Ｓ－ファルネシルシステニル；Ｎ－グリコールノイラミン酸（ＮｅｕＧｃ）；５’ｐｈ
ｏｓ　ｄアデノシル；Ｏ－パンテテインリン酸化（セリン）；ＳｕｃＰｈｅｎｃａｒｂリ
ジル；５’ｐｈｏｓ　ｄグアノシル；５’ｐｈｏｓアデノシニル；Ｏ－５’－アデノシル
化（チロシン）；４’－ホスホパンテテイン；ＧＬ２；Ｓ－パルミチルシステニル；５’
ｐｈｏｓグアノシル；ビオチニルリジル；Ｈｅｘ－ＨｅｘＮＡｃ；Ｎα－（γ－グルタミ
ル）－Ｇｌｕ３；ジオクチルフタレート；ＰＭＣリジル；アエダンス（Ａｅｄａｎｓ）シ
ステニル；ジオクチルフタレートナトリウム付加体；ジヨードチロシニル；ＰＭＣアルギ
ニル；Ｓ－補酵素Ａ；ＡＭＰリジル；３，５，３’－トリヨードサイロニン；（チロシン
から）；Ｓ－（ｓｎ－１－ジパルミトイル－グリセリル）－（システイン上）；Ｓ－（Ａ
ＤＰ－リボシル）－（システイン上）；Ｎ－（ＡＤＰ－リボシル）－（アルギニン上）；
Ｏ
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－ＡＤＰ－リボシル化（グルタミン酸またはＣ末端上）；ＡＤＰ－リボシル化（ＮＡＤか
ら）；Ｓ－フィコシアノビリン（システイン上）；Ｓ－ヘム（システイン上）；Ｎθ－（
ＡＤＰ－リボシル）ジフタミド（ヒスチジン）；ＮｅｕＡｃ－Ｈｅｘ－ＨｅｘＮＡｃ；Ｍ
ＧＤＧ；Ｏ－８α－フラビン（［ＦＡＤ］）－（チロシン）；Ｓ－（６－フラビン［ＦＡ
Ｄ］）－（システイン上）；ＮθおよびＮπ－（８α－フラビン）（ヒスチジン上）；（
Ｈｅｘ）３－ＨｅｘＮＡｃ－ＨｅｘＮＡｃ；（Ｈｅｘ）３－ＨｅｘＮＡｃ－（ｄＨｅｘ）
ＨｅｘＮＡｃ。
【０４１２】
　可能な核酸改変（例えば、塩基特異的改変、糖特異的改変、またはリン特異的改変）の
非排他的な一覧は、以下の通りである：ハロゲン化（Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ）：無塩基部位
；アルキル化；架橋可能な付加物（例えば、チオールまたはアジド）；チオール化；脱ア
ミド；蛍光基標識、およびグリコシル化。
【０４１３】
　可能な重原子誘導体化剤の非排他的な一覧は、以下の通りである：ヘキサクロロイリジ
ウム酸（ＩＩＩ）カリウム；ヘキサクロロイリジウム酸（ＩＶ）カリウム；ヘキサクロロ
イリジウム酸（ＩＶ）ナトリウム；ヘキサクロロイリジウム酸（ＩＩＩ）ナトリウム；ヘ
キサニトリトイリジウム酸（ＩＩＩ）カリウム；ヘキサクロロイリジウム酸（ＩＩＩ）ア
ンモニウム；塩化イリジウム（ＩＩＩ）；ヘキサニトラトイリジウム酸（ＩＩＩ）カリウ
ム；臭化イリジウム（ＩＩＩ）；塩化バリウム（ＩＩ）；酢酸バリウム（ＩＩ）；硝酸カ
ドミウム（ＩＩ）；ヨウ化カドミウム（ＩＩ）；硝酸鉛（ＩＩ）；酢酸鉛（ＩＩ）；塩化
トリメチル鉛（ＩＶ）；酢酸トリメチル鉛（ＩＶ）；ヘキサクロロ鉛酸（ＩＶ）アンモニ
ウム；塩化鉛（ＩＩ）；ヘキサクロロロジウム酸（ＩＩＩ）ナトリウム；酢酸ストロンチ
ウム（ＩＩ）；チオマロナト金酸（Ｉ）二ナトリウム；ジシアノ金酸（Ｉ）カリウム；ジ
シアノ金酸（Ｉ）ナトリウム；チオスルファト金酸（ＩＩＩ）ナトリウム；テトラシアノ
金酸（ＩＩＩ）カリウム；テトラクロロ金酸（ＩＩＩ）カリウム；テトラクロロ金酸（Ｉ
ＩＩ）水素；テトラクロロ金酸（ＩＩＩ）ナトリウム；テトラヨード金酸（ＩＩＩ）カリ
ウム；テトラブロモ金酸（ＩＩＩ）カリウム；（アセタト－ｏ）メチル水銀；メチル（ニ
トラト－ｏ）水銀；クロロメチル水銀；ヨードメチル水銀；クロロエチル水銀；メチル水
銀カチオン；トリエチル（ｍ３－ホスファト（３－）－Ｏ，Ｏ’，Ｏ’’）トリ水銀ｅｔ
ｈ；［３［（アミノカルボニル）アミノ］－２－メトキシプロピル］クロム；１，４ジア
セトキシ水銀２－３ジメトキシブタン；メトキシル（ｍｅｒｏｘｙｌ）マーキュヒドリン
；テトラキス（アセトキシ水銀）－メタン；１，４ビス（クロロ水銀）－２，３－ブタン
ジオール；ジアセトキシ水銀クロロ酢酸エチル（ｄａｍｅ）；酸化水銀（ＩＩ）；メチル
水銀－２－メルカプトエタノール；３，６ビス（水銀メチルジオキサン酢酸）；エチル水
銀カチオン；Ｂｉｌｌｍａｎ’ｓ　ｄｉｍｅｒｃｕｒｉａｌ；パラクロロ水銀フェニルア
セテート（ｐｃｍａ）；水銀フェニルグリオキサル（ｍｐｇ）；Ｔｈｉｏｍｅｒｓａｌ、
チオサリチル酸エチル水銀［ｅｍｔｓ］；４－クロロマーキュリベンゼンスルホン酸（４
－ｃｈｌｏｒｏｍｅｒｃｕｒｉｂｅｎｅｓｕｌｐｈｏｎｉｃ　ａｃｉｄ）；２，６ジクロ
ロ水銀－４－ニトロフェノール（ｄｃｍｎｐ）；［３－［［２（カルボキシメトキシ）ベ
ンゾイル］アミノ（ｍｉｎｏ）－２メトキシｐｒｏｐ；パラクロロ水銀ベンゾエート（ｐ
ｃｍｂ），４－クロロ水銀；（アセタト－ｏ）フェニル水銀；安息香酸フェニル水銀（ｐ
ｍｂ）；パラヒドロキシ水銀ベンゾエート（ｐｈｍｂ）；イミドコハク酸水銀／水銀スク
シンイミド；３－ヒドロキシ水銀ベンズアルデヒド；２－アセトキシ水銀スルファニルア
ミド（ｓｕｌｈｐａｎｉｌａｍｉｄｅ）；３－アセトキシ水銀－４アミノベンゼンスルホ
ンアミド；メチル水銀チオグリコール酸（ｔｈｉｏｃｌｙｃｏｌｉｃ　ａｃｉｄ）（ｍｍ
ｔｇａ）；２－ヒドロキシ水銀－トルエン－４－スルホン酸（ｈｍｔｓ）；アセトアミノ
フェニル水銀アセテート（ａｐｍａ）；［３－［（アミノカルボニル）アミノ］－３－メ
トキシプロピル２－クロロ；パラ－ヒドロキシ水銀ベンゼンスルホネート（ｐｈｍｂｓ）
；オルト－クロロ水銀フェノール（ｏｃｍｐ）；ジアセトキシ水銀ジプロピレンジオキシ
ド（ｄｍｄｘ）；パラ－アセトキシ水銀アニリン（ｐａｍａ）；（４－アミノフェニル）
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クロロ水銀；アニリン水銀カチオン；３－ヒドロキシ－水銀－ｓスルホサリチル酸（ｍｓ
ｓｓ）；３または５ヒドロキシ水銀サリチル酸（ｈｍｓａ）；ジフェニル水銀；２，６ジ
アセトキシ水銀メチル１－４チオキサン（ｄｍｍｔ）；２，５－ビス（ｂｌｓ）（クロロ
水銀）フラン；オルトクロロ水銀ニトロフェノール（ｏｃｍｎｐ）；５－水銀デオキシウ
リジンモノ硫酸；サリチル酸水銀；［３－［［２－（カルボキシメトキシ）ベンゾイル］
アミノ－２－メトキシｐｒｏ；３，３ビス（ヒドロキシ水銀）－３－ニトラト水銀ピルビ
ン酸（ｐｙｒｕｖｉｃ）；３－クロロ水銀ピリジン；３，５ビスアセトキシ水銀メチルモ
ルホリン；オルト－水銀フェノールカチオン；パラ－カルボキシメチルメルカプト水銀ベ
ンゼンスルホニル；パラ－水銀ベンゾイルグルコサミン；３アセトオシ水銀（ａｃｅｔｅ
ｔｏｘｙｍｅｒｃｕｒｉ）－５－ニトロサリチルアルデヒド（ｍｓａ）；テトラクロロ水
銀（ＩＩ）アンモニウム；テトラチオシアナト水銀（ＩＩ）カリウム；テトラチオシアナ
ト水銀（ＩＩ）ナトリウム；テトライソチオシアナト水銀（ＩＩ）カリウム；テトラヨー
ド（ｔｅｔｒａｉｄｏ）水銀（ＩＩ）カリウム；テトラチオシアナト水銀（ＩＩ）アンモ
ニウム；テトラブロモ水銀（ＩＩ）カリウム；テトラシアノ水銀（ＩＩ）カリウム；臭化
水銀（ＩＩ）；チオシアン酸水銀（ＩＩ）；シアン化水銀（ＩＩ）；ヨウ化水銀（ＩＩ）
；塩化水銀（ＩＩ）；酢酸水銀（ＩＩ）；酢酸水銀（Ｉ）；ジクロロジアミノ水銀（ＩＩ
）；β水銀－メルカプトエチルアミン塩酸；硫酸水銀（ＩＩ）；水銀（ＩＩ）クロロａｎ
ｉｌａｔｅ；酢酸二水銀；クロロ（２－オキソエチル）水銀；硝酸フェノール水銀；メル
カプトエタノール水銀；塩化水銀メルカプトエチルアミン；チオグリコール酸水銀（ナト
リウム塩）；ｏ－ヒドロキシ水銀－ｐ－ニトロフェノール／２－ヒドロキシ水銀－４－；
パラクロロ水銀フェノール（ｐｃｍｐ）；チオサリチル酸アセチル水銀（ａｍｔｓ）；ヨ
ウ素；ヨウ化カリウム（ヨウ素）；４－ヨードピラゾール；Ｏ－ヨードベンゾイルグルコ
サミン（Ｏ－ｉｏｄｏｂｅｎｚｏｙｌｇｌｕｃａｓａｍｉｎｅ）；Ｐ－ヨードベンゾイル
グルコサミン（Ｐ－ｉｏｄｏｂｅｎｚｏｙｌｇｌｕｃａｓａｍｉｎｅ）；ヨウ化カリウム
／クロラミンｔ；ヨウ化アンモニウム；３－イソチオシアナト－４－ヨードベンゼンスル
ホンネート；ヨウ化カリウム；３’－ヨードフェニルトリアジン（３’－ｉｏｄｏ　ｐｈ
ｅｎｙｌｔｒａｚｉｎｅ）；４’－ヨードフェニルトリアジン（４’－ｉｏｄｏ　ｐｈｅ
ｎｙｌｔｒａｚｉｎｅ）；ヨウ化ナトリウム／ヨウ素；硝酸銀；トリニトリドスルホキシ
ル酸銀（）；Ｔｏｂｅｎａｍｅｄ；塩化サマリウム（ＩＩＩ）；塩化ツリウム（ＩＩＩ）
；塩化ルテチウム（ＩＩＩ）；塩化ユーロピウム（ＩＩＩ）；塩化テルビウム（ＩＩＩ）
；塩化ガドリニウム（ＩＩＩ）；塩化エルビウム（ＩＩＩ）；塩化ランタン（ＩＩＩ）；
硝酸サマリウム（ＩＩＩ）；酢酸サマリウム（ＩＩＩ）；サマリウム（ＩＩＩ）カチオン
；塩化プラセオジミウム（ＩＩＩ）；塩化ネオジミウム（ＩＩＩ）；塩化イッテルビウム
（ＩＩＩ）；硫酸ツリウム（ＩＩＩ）；硫酸イッテルビウム（ＩＩＩ）；硫酸ガドリニウ
ム（ＩＩＩ）；酢酸ガドリニウム（ＩＩＩ）；塩化ジスプロシウム（ＩＩＩ）；硝酸エル
ビウム（ＩＩＩ）；塩化ホルミウム（ＩＩＩ）；塩化ペンタアミノルテニウム（ＩＩＩ）
；セシウムニトリドトリオキソ（ｎｉｔｒｉｄｏｔｉｒｏｘｏ）オスミウム（ｖｉｉｉ）
；テトラオキソオスミウム酸カリウム；ヨウ化ヘキサアミノオスミウム（ＩＩＩ）；ヘキ
サクロロオスミウム酸（ＩＶ）アンモニウム；塩化オスミウム（ＩＩＩ）；ヘキサクロロ
オスミウム酸（ＩＶ）カリウム；トリクロロトリスカルボニルオスミウム酸（？）セシウ
ム；ジニトリドジアミン白金（ＩＩ）；シスジクロロジメチルアミン（ｄｉｃｈｌｏｒｏ
ｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｍｉｄｏ）白金（ＩＩ）；ジクロロジアンミン白金（ＩＩ）；ジブ
ロモジアンミン白金（ＩＩ）；ジクロロエチレンジアミン白金（ＩＩ）；ジクロロジニト
リト白金酸（ＩＩ）カリウム；ジエチレンジアミン（Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉａｍｅｎ
ｅ）白金（ＩＩ）；ジオキシラト白金酸（ＩＩ）カリウム；ジクロロビス（ピリジン）白
金（ＩＩ）；カリウム（トリメチル　ジベンジルアミン）白金（？）；テトラブロモ白金
酸（ＩＩ）カリウム；テトラクロロ白金酸（ＩＩ）カリウム；テトラニトリト白金（ＩＩ
）カリウム；テトラシアノ白金酸（ＩＩ）カリウム；テトラシアノ白金酸（ＩＩ）ナトリ
ウム；テトラチオシアナト白金酸（ＩＩ）カリウム；テトラニトリト白金酸（ＩＩ）アン
モニウム；テトライソシアナト白金酸（ＩＩ）カリウム；テトラシアノ白金（ＩＩ）アン
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モニウム；テトラクロロ白金酸（ＩＩ）アンモニウム；ジニトリトジオキサラト白金酸（
ＩＶ）カリウム；ジクロロテトラアミノ（Ｄｉｃｈｌｏｒｏｔｅｔｒａａｍｍｉｎｏ）白
金（ＩＶ）；ジブロモジニトリトジアンミン白金（ＩＶ）；ヘキサニトリト白金酸（ＩＶ
）カリウム；ヘキサクロロ白金酸（ＩＶ）カリウム；ヘキサブロモ白金酸（ＩＶ）カリウ
ム；ヘキサクロロ白金酸（ＩＶ）ナトリウム；ヘキサヨード白金酸（ＩＶ）カリウム；ヘ
キサチオシアナト白金酸（ＩＶ）カリウム；テトラクロロビス（ピリジン）白金（ＩＶ）
；ヘキサクロロ白金酸（ＩＶ）アンモニウム；ジ－μ－ヨードビス（エチレンジアミン）
二白金（ＩＩ）ｎ；ヘキサイソチオシアナト白金酸（ＩＶ）カリウム；テトラヨード白金
酸（ＩＩ）カリウム；２，２’，２’’ターピリジル白金（ＩＩ）；２ヒドロキシエタン
チオレート（２，２’，２’’ターピリジン（ｔｅｒｐｙｅｉｄｉｎｅ））ｐｌａ；テト
ラニトロ白金酸（ＩＩ）カリウム；硝酸トリメチル白金（ＩＩ）；テトラオキソレニウム
酸（ＶＩＩ）ナトリウム；テトラオキソレニウム酸（ＶＩ）カリウム；テトラオキソレニ
ウム酸（ＶＩＩ）カリウム；ヘキサクロロレニウム（ＩＶ）カリウム；塩化レニウム（Ｉ
ＩＩ）；ヘキサクロロレニウム酸（ＩＶ）アンモニウム；二塩化ジメチルすず（ＩＩ）；
硝酸トリウム（ＩＶ）；オキシ塩化ウラン（ＶＩ）；オキシ硝酸ウラン（ＶＩ）；オキシ
酢酸ウラン（ＶＩ）；オキシピロリン酸ウラン（ＶＩ）；ペンタフルオロオキシウラン酸
（ＶＩ）カリウム；ペンタフルオロオキシウラン酸（ＶＩ）ナトリウム；ナノフルオロジ
オキシウラン酸（ＶＩ）カリウム；トリ酢酸オキシウラン酸（ＶＩ）ナトリウム；オキシ
シュウ酸ウラン（ＶＩ）；セレノシアン酸アニオン；タングステン酸ナトリウム；１２－
タングストリン酸ナトリウム；酢酸タリウム（Ｉ）；フッ化タリウム（Ｉ）；硝酸タリウ
ム（Ｉ）；テトラクロロパラジウム酸（ＩＩ）カリウム；テトラブロモパラジウム酸（Ｉ
Ｉ）カリウム；テトラシアノパラジウム酸（ＩＩ）カリウム；テトラヨードパラジウム酸
（ＩＩ）カリウム；塩化コバルト（ＩＩ）。
【０４１４】
　チップを形成し得るＰＤＭＳ材料は、これらの標的の多く（特に、生物学的サンプル）
に十分に適している。ＰＤＭＳは、そのような分子が可溶化状態でそれらの適切な形状、
折り畳み、および活性を維持することを可能にする、非反応性で生物学的に不活性な化合
物である。このマトリクスおよび系は、数百ダルトンからメガダルトンのレジーム（ｒｅ
ｇｉｍｅ）の範囲の標的サイズおよび分子量に適応し得る。小タンパク質およびペプチド
からウイルスおよび高分子複合体にわたる生物学的標的がこの範囲に含まれ、そして、一
般的に、３～１０ｋＤａから＞１～２ＭＤａのいずれかの大きさである。
【０４１５】
　（１２．溶質／試薬の型）
　結晶化スクリーニングの間に、多くの化学化合物が使用され得る。これらの化合物とし
ては、塩、低分子量有機化合物および高分子量有機化合物、緩衝液、リガンド、低分子薬
剤、界面活性剤、ペプチド、架橋剤、ならびに誘導体化剤が挙げられる。合わせて、これ
らの化学物質は、液滴中のイオン強度、ｐＨ、溶質濃度、および標的濃度を変化させるた
めに使用され得、そして標的を改変するためにさえも使用され得る。結晶化を達成するた
めのこれらの化学物質の所望の濃度は変化し得、そしてナノモル濃度からモル濃度の範囲
であり得る。代表的な結晶化混合物は、固定されているが、経験的に決定された型および
濃度の「沈殿剤」、緩衝液、塩、および他の化学添加物（例えば、金属イオン、塩、低分
子化学添加物、凍結防止剤、など）のセットを含む。水は、多くの生物学的標的の結晶化
試験において重要な溶媒である。なぜならば、これらの分子の多くは、活性および折り畳
みを維持するために水和する必要があり得るからである。
【０４１６】
　加圧化ガスプライミング（ＰＯＰ）技術と結び付けて上述したように、気体に対するＰ
ＤＭＳの浸透性、およびＰＤＭＳと溶媒との適合性は、使用する沈殿剤を決定する上で重
要な因子であり得る。
【０４１７】
　「沈殿」剤は、標的を可溶状態から不溶状態への押し進めるよう作用し、そして容積の
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排除、溶媒の誘電率の変更、電荷遮蔽、および分子の集中化をもって作用し得る。このチ
ップの特定の実施形態のＰＤＭＳ材料と適合性の沈殿剤としては、不揮発性塩、高分子量
ポリマー、極性溶媒、水溶液、高分子量アルコール、二価金属が挙げられるがこれらに限
定されない。
【０４１８】
　沈殿化合物（高分子量有機物質および低分子量有機物質、ならびに特定の塩が挙げられ
る）は、１％未満～４０％より高い濃度、または＜０．５Ｍ～４Ｍより高い濃度で使用さ
れ得る。水自体は、可溶性を維持するために特定レベルのイオン強度を必要とするサンプ
ルに対して、沈殿様式で作用し得る。多くの沈殿剤はまた、結晶化スクリーニングの化学
的多様性を増加させるために、互いに混合され得る。本明細書に記載されるミクロ流体デ
バイスは、広範囲のこのような化合物に容易に適合され得る。さらに、多くの沈殿剤（例
えば、長鎖有機物質および短鎖有機物質）は、高濃度で非常に粘稠性であり、ほとんどの
流体操作デバイス（例えば、ピペットまたはロボットシステム）に対して問題を引き起こ
す。本発明の実施形態に従うミクロ流体デバイスのポンプおよびバルブの作用により、粘
稠性因子の操作が可能となる。
【０４１９】
　特定のエラストマー材料と適合性の溶媒／沈殿剤の調査は、最適な結晶化剤を同定する
ために実施され得、最適な結晶化剤は、標準的なスクリーニングよりも効率的な、チップ
用に仕立てられた結晶化スクリーニング反応を開発するのに使用され得る。
【０４２０】
　沈殿剤として使用され得る塩の非排他的な一覧は、以下の通りである：酒石酸塩（Ｌｉ
、Ｎａ、Ｋ、Ｎａ／Ｋ、ＮＨ４）；リン酸塩（Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｎａ／Ｋ、ＮＨ４）；酢
酸塩（Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｎａ／Ｋ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｚｎ、ＮＨ４）；蟻酸塩（Ｌｉ、Ｎａ、
Ｋ、Ｎａ／Ｋ、Ｍｇ、ＮＨ４）；クエン酸塩（Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｎａ／Ｋ、ＮＨ４）；塩
化物塩（Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｎａ／Ｋ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｚｎ、Ｍｎ、Ｃｓ、Ｒｂ、ＮＨ４）；
硫酸塩（Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｎａ／Ｋ、ＮＨ４）；リンゴ酸塩（Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｎａ／Ｋ
、ＮＨ４）；グルタミン酸塩（Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｎａ／Ｋ、ＮＨ４）。
【０４２１】
　沈殿剤として使用され得る有機性材料の非排他的な一覧は、以下の通りである：ＰＥＧ
４００；ＰＥＧ１０００；ＰＥＧ１５００；ＰＥＧ２ｋ；ＰＥＧ３３５０；ＰＥＧ４ｋ；
ＰＥＧ６ｋ；ＰＥＧ８ｋ；ＰＥＧ１０ｋ；ＰＥＧ２０ｋ；ＰＥＧ－ＭＭＥ５５０；ＰＥＧ
－ＭＭＥ７５０；ＰＥＧ－ＭＭＥ２ｋ；ＰＥＧ－ＭＭＥ５ｋ；ＰＥＧ－ＤＭＥ２ｋ；ジオ
キサン；メタノール；エタノール；２－ブタノール；ｎ－ブタノール；ｔ－ブタノール；
Ｊｅｆｆａｍｉｎｅ　Ｍ－６００；イソプロパノール；２－メチル－２，４－ペンタンジ
オール；１，６ヘキサンジオール。
【０４２２】
　溶液のｐＨは、緩衝化剤の含有により変更され得る；生物学的材料の代表的なｐＨ範囲
は、３．５～１０．５の値の間のいずれかであり、そして緩衝液の濃度は、一般的に、０
．０１Ｍと０．２５Ｍとの間である。本明細書中に記載されるミクロ流体デバイスは、広
範囲のｐＨ値（特に、生物学的標的に適したｐＨ値）に容易に適合され得る。
【０４２３】
　可能な緩衝剤の非排他的な一覧は、以下の通りである：酢酸ナトリウム；ＨＥＰＥＳ；
カコジル酸ナトリウム；クエン酸ナトリウム；コハク酸ナトリウム；リン酸ナトリウムカ
リウム；ＴＲＩＳ；マレイン酸ＴＲＩＳ；マレイン酸イミダゾール；ビストリスプロパン
；ＣＡＰＳＯ、ＣＨＡＰＳ、ＭＥＳ、およびイミジゾール（ｉｍｉｄｉｚｏｌｅ）。
【０４２４】
　添加物は、標的の溶解度および／または活性の挙動に影響を及ぼす低分子である。この
ような化合物は、結晶化スクリーニングを迅速化し得るか、または標的の代替の結晶形態
を生成し得る。添加物は、化学物質のほぼ全ての考えられ得る形態を取り得るが、代表的
には、一価塩または多価塩（無機または有機）、酵素リガンド（基質、生成物、アロステ
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リックエフェクター）、化学架橋剤、界面活性剤および／または脂質、重金属、有機金属
化合物、微量の沈殿剤、ならびに低分子量有機物質である。
【０４２５】
　以下は、可能な添加物の非排他的な一覧である：２－ブタノール；ＤＭＳＯ；ヘキサン
ジオール；エタノール；メタノール；イソプロパノール；フッ化ナトリウム；フッ化カリ
ウム；フッ化アンモニウム；無水塩化リチウム；塩化マグネシウム六水和物；塩化ナトリ
ウム；塩化カルシウム二水和物；塩化カリウム；塩化アンモニウム；ヨウ化ナトリウム；
ヨウ化カリウム；ヨウ化アンモニウム；チオシアン酸ナトリウム；チオシアン酸カリウム
；硝酸リチウム；硝酸マグネシウム六水和物；硝酸ナトリウム；硝酸カリウム；硝酸アン
モニウム；蟻酸マグネシウム；蟻酸ナトリウム；蟻酸カリウム；蟻酸アンモニウム；酢酸
リチウム二水和物；酢酸マグネシウム四水和物；酢酸亜鉛二水和物；酢酸ナトリウム三水
和物；酢酸カルシウム水和物；酢酸カリウム；酢酸アンモニウム；硫酸リチウム一水和物
；硫酸マグネシウム七水和物；硫酸ナトリウム十水和物；硫酸カリウム；硫酸アンモニウ
ム；酒石酸二ナトリウム二水和物；酒石酸カリウムナトリウム四水和物；酒石酸二アンモ
ニウム；リン酸二水素ナトリウム一水和物；リン酸水素二ナトリウム二水和物；リン酸二
水素カリウム；リン酸水素二カリウム；リン酸二水素アンモニウム；リン酸水素二アンモ
ニウム；クエン酸三リチウム四水和物；クエン酸三ナトリウム二水和物；クエン酸三カリ
ウム一水和物；クエン酸水素二アンモニウム；塩化バリウム；塩化カドミウム二水和物；
塩化コバルト二水和物；塩化銅二水和物；塩化ストロンチウム六水和物；塩化イットリウ
ム六水和物；エチレングリコール；グリセロール無水物；１，６ヘキサンジオール；ＭＰ
Ｄ；ポリエチレングリコール４００；トリメチルアミンＨＣｌ；グアニジンＨＣｌ；尿素
；１，２，３－ヘプタントリオール；ベンズアミジンＨＣｌ；ジオキサン；エタノール；
イソ－プロパノール；メタノール；ヨウ化ナトリウム；Ｌ－システイン；ＥＤＴＡナトリ
ウム塩；ＮＡＤ；ＡＴＰ二ナトリウム塩；Ｄ（＋）－グルコース一水和物；Ｄ（＋）－ス
クロース；キシリトール；スペルミジン；スペルミンテトラ－ＨＣｌ；６－アミノカプロ
ン酸；１，５－ジアミノペンタンジＨＣｌ；１，６－ジアミノヘキサン；１，８－ジアミ
ノオクタン；グリシン；グリシル－グリシル－グリシン；三塩化ヘキサミンコバルト；タ
ウリン；ベタイン一水和物；ポリビニルピロリドンＫ１５；非界面活性剤スルホ－ベタイ
ン１９５；非界面活性剤スルホ－ベタイン２０１；フェノール；ＤＭＳＯ；硫酸デキスト
ランナトリウム塩；ｊｅｆｆａｍｉｎｅ　Ｍ－６００；２，５ヘキサンジオール；（＋／
－）－１，３ブタンジオール；ポリプロピレングリコールＰ４００；１，４ブタンジオー
ル；ｔｅｒｔ－ブタノール；１，３プロパンジオール；アセトニトリル；γブチロラクト
ン；プロパノール；酢酸エチル；アセトン；ジクロロメタン；ｎ－ブタノール；２，２，
２トリフルオロエタノール；ＤＴＴ；ＴＣＥＰ；ノナエチレングリコールモノドデシルエ
ーテル、ノナエチレングリコールモノラウリルエーテル；ポリオキシエチレン（９）エー
テル；オクタエチレングリコールモノドデシルエーテル、オクタエチレングリコールモノ
ラウリルエーテル；ポリオキシエチレン（８）ラウリルエーテル；ドデシルβ－Ｄ－マル
トピラノシド；ラウリル酸スクロースエステル；シクロヘキシル－ペンチル－β－Ｄ－マ
ルトシド；ノナエチレングリコールオクチルフェノールエーテル；臭化セチルトリメチル
アンモニウム；Ｎ，Ｎ－ビス（３－Ｄ－グルコンアミドプロピル）－デオキシコールアミ
ン；デシル－β－Ｄ－マルトピラノシド；ラウリルジメチルアミンオキシド；シクロヘキ
シル－ペンチル－β－Ｄ－マルトシド；ｎ－ドデシルスルホベタイン、３－（ドデシルジ
メチルアンモニオ）プロパン－１－スルホネート；ノニル－β－Ｄ－グルコピラノシド；
オクチル－β－Ｄ－チオグルコピラノシド，ＯＳＧ；Ｎ，Ｎ－ジメチルデシルアミン－β
－オキシド；メチル－６－Ｏ－（Ｎ－ヘプチルカルバモイル）－ａ－Ｄ－グルコピラノシ
ド；スクロースモノカプロイル酸；ｎ－オクタノイル－β－Ｄフルクトフラノシル－ａ－
Ｄ－グルコピラノシド；ヘプチル－β－Ｄ－チオグルコピラノシド；オクチル－β－Ｄ－
グルコピラノシド、ＯＧ；シクロヘキシル－プロピル－β－Ｄ－マルトシド；シクロヘキ
シルブタノイル－Ｎ－ヒドロキシエチルグルカミド；ｎ－デシルスルホベタイン、３－（
デシルジメチルアンモニオ）プロパン－１－スルホネート；オクタノイル－Ｎ－メチルグ
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ルカミド、ＯＭＥＧＡ；ヘキシル－β－Ｄ－グルコピラノシド；Ｂｒｉｊ３５；Ｂｒｉｊ
５８；ＴｒｉｔｏｎＸ－１１４；ＴｒｉｔｏｎＸ－３０５；ＴｒｉｔｏｎＸ－４０５；Ｔ
ｗｅｅｎ２０；Ｔｗｅｅｎ８０；ポリオキシエチレン（６）デシルエーテル；ポリオキシ
エチレン（９）デシルエーテル；ポリオキシエチレン（１０）ドデシルエーテル；ポリオ
キシエチレン（８）トリデシルエーテル；イソプロピル－β－Ｄ－チオガラクトシド；デ
カノイル－Ｎ－ヒドロキシエチルグルカミド；ペンタエチレングリコールモノオクチルエ
ーテル；３－［（３－コラミドプロピル）－ジメチルアンモニオ］－ｌ－プロパンスルホ
ネート；３－［（３－コラミドプロピル）－ジメチルアンモニオ］－２－ヒドロキシ－１
－プロパンスルホネート；シクロヘキシルペンタノイル－Ｎ－ヒドロキシエチルグルカミ
ド；ノナノイル－Ｎ－ヒドロキシエチルグルカミド；シクロヘキシルプロパノール－Ｎ－
ヒドロキシエチルグルカミド；オクタノイル－Ｎ－ヒドロキシエチルグルカミド；シクロ
ヘキシルエタノイル－Ｎ－ヒドロキシエチルグルカミド；臭化ベンジルジメチルドデシル
アンモニウム；ｎ－ヘキサデシル－β－Ｄ－マルトピラノシド；ｎ－テトラデシル－β－
Ｄ－マルトピラノシド；ｎ－トリデシル－β－Ｄ－マルトピラノシド；ドデシルポリ（エ
チレングリコエーテル）ｎ；ｎ－テトラデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチル－３－アンモニオ－１
－プロパンスルホネート；ｎ－ウンデシル－β－Ｄ－マルトピラノシド；ｎ－デシル－β
－Ｄ－チオマルトピラノシド；ｎ－ドデシルホスホコリン；ａ－Ｄ－グルコピラノシド、
β－Ｄ－フルクトフラノシルモノデカン酸、スクロースモノカプリン酸；１－ｓ－ノニル
－β－Ｄ－チオグルコピラノシド；ｎ－ノニル－β－Ｄ－チオマルトピラノシド（ｔｈｉ
ｏｍａｌｔｏｙｒａｎｏｓｉｄｅ）；Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－（ジメチルアンモニオ（ｄ
ｉｍｅｔｈｌａｍｍｏｎｉｏ））酪酸；ｎ－ノニル－β－Ｄ－マルトピラノシド；シクロ
ヘキシル－ブチル－β－Ｄ－マルトシド；ｎ－オクチル－β－Ｄ－チオマルトピラノシド
；ｎ－デシルホスホコリン；ｎ－ノニルホスホコリン；ノナノイル－Ｎ－メチルグルカミ
ド；１－ｓ－ヘプチル－β－Ｄ－チオグルコピラノシド；ｎ－オクチルホスホコリン；シ
クロヘキシル－エチル－β－Ｄ－マルトシド；ｎ－オクチル－Ｎ，Ｎ－ジメチル－３－ア
ンモニオ－１－プロパンスルホネート；シクロヘキシル－メチル－β－Ｄ－マルトシド。
【０４２６】
　凍結溶媒は、寒剤（例えば、液体窒素、液体プロパン、液体エタン、または窒素ガスも
しくはヘリウムガス）中での急速冷却（全て、約１００～１２０°Ｋ）に対して標的結晶
を安定化し、結晶が氷ではなくガラス質のガラス中に包埋されるようにする薬剤である。
任意の数の塩または低分子量有機化合物が、凍結防止剤として使用され得、代表的な凍結
防止剤としては、以下が挙げられるがこれらに限定されない：ＭＰＤ、ＰＥＧ－４００（
ならびにＰＥＧ誘導体および高分子量ＰＥＧ化合物の両方）、グリセロール、糖（キシリ
トール、ソルビトール、エリスリトール、スクロース、グルコースなど）、エチレングリ
コール、アルコール（短鎖および長鎖の両方、揮発性および不揮発性の両方）、ＬｉＯＡ
ｃ、ＬｉＣｌ、ＬｉＣＨＯ２、ＬｉＮＯ３、Ｌｉ２ＳＯ４、Ｍｇ（ＯＡｃ）２、ＮａＣｌ
、ＮａＣＨＯ２、ＮａＮＯ３など。繰り返すが、本発明に従うミクロ流体デバイスを構築
する材料は、一定範囲のこのような化合物と適合性であり得る。
【０４２７】
　これらの化学物質の多くは、研究者が「疎行列（ｓｐａｒｓｅ　ｍａｔｒｉｘ）」スク
リーニング実験および「グリッド」スクリーニング実験の両方を実施するのを可能にする
、種々の販売元（Ｈａｍｐｔｏｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｏｆ　Ｌａｇｕｎａ　Ｎｉｇｕｅ
ｌ、ＣＡ、Ｅｍｅｒａｌｄ　Ｂｉｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ　ｏｆ　Ｂａｉｎｂｒｉｄｇｅ
　Ｉｓｌａｎｄ、ＷＡ、およびＪｅｎａ　ＢｉｏＳｃｉｅｎｃｅ　ｏｆ　Ｊｅｎａ、Ｇｅ
ｒｍａｎｙが挙げられるがこれらに限定されない）からの予め規定されたスクリーニング
キットにおいて獲得され得る。疎行列スクリーニングは、可能な限り少ない条件で可能な
限り多くの沈殿剤、緩衝液、および添加剤化学物質の空間（ａｄｄｉｔｉｖｅ　ｃｈｅｍ
ｉｃａｌ　ｓｐａｃｅ）を無作為にサンプリングすることを試みる。グリッドスクリーニ
ングは、代表的に、互いに対する２つまたは３つのパラメータ（例えば、沈殿剤濃度　対
　ｐＨ）の体系的な変動で構成される。両方の型のスクリーニングの使用が、結晶化試験
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において成功しており、そしてこれらのスクリーニングにおいて使用される化学物質およ
び化学的物質の組み合わせの大部分が、本発明の実施形態に従うチップ設計およびマトリ
クスと適合性である。
【０４２８】
　さらに、ミクロ流体デバイスの現在および将来の設計は、特定の標的または標的のセッ
トに対する異なる化学物質のアレイの柔軟なコンビナトリアルスクリーニングを可能にし
得る。これは、ロボットスクリーニングまたは手作業のスクリーニングのいずれによって
も困難なプロセスである。この後者の局面は、初回スクリーニングによりなされる最初の
成功を最適化するために特に重要である。
【０４２９】
　（１３．結晶化のためのさらなるスクリーニングの変数）
　化学的可変性に加えて、多数の他のパラメータは、結晶化スクリーニングの間に変更さ
れ得る。このようなパラメータとしては、以下が挙げられるがこれらに限定されない：１
）結晶化試験の容量、２）結晶化溶液に対する標的溶液の比率、３）標的濃度、４）二次
的な低分子または高分子との標的の共結晶化、５）水和、６）インキュベーション時間、
７）温度、８）圧力、９）接触表面、１０）標的分子に対する改変、および１１）重力。
【０４３０】
　結晶化試験の容量は、ピコリットルからミリリットルの範囲の全ての考えられ得る値の
容量であり得る。代表的な値としては、以下が挙げられるがこれらに限定されない：０．
１、０．２、０．２５、０．４、０．５、０．７５、１、２、４、５、１０、１５、２０
、２５、３０、３５、４０、４５、５０、６０、７０、７５、８０、９０、１００、１２
５、１５０、１７５、２００、２２５、２５０、２７５、３００、４００、４５０、５０
０、５５０、６００、７００、７５０、８００、９００、１０００、１１００、１２００
、１２５０、１３００、１４００、１５００、１６００、１７００、１８００、１９００
、２０００、２２５０、２５００、３０００、４０００、５０００、６０００、７０００
、７５００、８０００、９０００、および１００００ｎＬ。先に記載されたミクロ流体デ
バイスは、これらの値を使用し得る。
【０４３１】
　特に、結晶化試験についての低容量範囲（＜１００ｎＬ）の使用は、本発明の実施形態
に従うミクロ流体チップの実施形態の明確な利点である。なぜならば、このような低容量
の結晶化チャンバが容易に設計および構築され得、多量の貴重な標的分子に対する必要性
を最小限に抑えるからである。本発明に従う実施形態の標的物質の低消費は、十分でない
生物学的サンプル（例えば、膜タンパク質、タンパク質／タンパク質複合体、およびタン
パク質／核酸複合体）を結晶化する試み、および目的の標的に対する結合についてのリー
ドライブラリーの低分子薬物スクリーニングにおいて特に有用である。
【０４３２】
　結晶化混合物に対する標的溶液の比率はまた、結晶化スクリーニングおよび最適化にお
ける重要な変数を構成し得る。これらの比率は、全ての考えられ得る値の比率であり得る
が、代表的には、１：１００～１００：１の範囲の標的：結晶化溶液である。代表的な標
的：結晶化溶液または結晶化溶液：標的の比率としては、以下が挙げられるがこれらに限
定されない：１：１００、１：９０、１：８０、１：７０、１：６０、１：５０、１：４
０、１：３０、１：２５、１：２０、１：１５、１：１０、１：９、１：８、１：７．５
、１：７、１：６、１：５、１：４、１：３、１：２．５、１：２、１：１、２：３、３
：４、３：５、４：５、５：６、５：７、５：９、６：７、７：８、８：９、および９：
１０。先に記載されたように、本発明の実施形態に従うミクロ流体デバイスは、単一のチ
ップにおいて複数の比率を同時に使用するよう設計され得る。
【０４３３】
　結晶化化学物質濃度と同様に、標的濃度は、一定範囲の値であり得、そして結晶化スク
リーニングにおいて重要な変数である。代表的な濃度範囲は、＜０．５ｍｇ／ｍｌ～＞１
００ｍｇ／ｍｌのいずれかであり得、５～３０ｍｇ／ｍｌの間の値が最も一般的に使用さ
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れ得る。本発明の実施形態に従うミクロ流体デバイスは、この範囲の値と容易に適合され
得る。
【０４３４】
　共結晶化は、一般的に、天然または非天然の結合パートナーである二次的因子との標的
の結晶化を示す。このような二次的因子は、小さくあり得る（約１０～１０００Ｄａのオ
ーダー）か、または大きな高分子であり得る。共結晶化分子としては、低分子酵素リガン
ド（基質、生成物、アロステリックエフェクターなど）、低分子薬物リード物質、一本鎖
または二本鎖ＤＮＡまたはＲＮＡ、補体タンパク質（例えば、パートナーまたは標的タン
パク質またはサブユニット）、モノクローナル抗体、および融合タンパク質（例えば、マ
ルトース結合タンパク質、グルタチオンＳ－トランスフェラーゼ、プロテイン－Ｇ、また
は発現、溶解度、および標的の挙動を補助し得る他のタグ）が挙げられ得るがこれらに限
定されない。これらの化合物の多くは、生物学的化合物または合理的な分子量の化合物の
いずれかであるので、共結晶化分子は、ミクロ流体チップにおけるスクリーニングに慣用
的に含まれ得る。実際、これらの試薬の多くが高価であり、そして／または限られた量な
ので、本発明の実施形態に従うミクロ流体チップによりもたらされる低容量さは、これら
を共結晶化スクリーニングに理想的に適するようにする。
【０４３５】
　標的の水和は、重要な問題であり得る。特に、水は、生物学的標的およびサンプルに極
めて有力な溶媒であり得る。本明細書中に記載されるミクロ流体デバイスは、比較的疎水
性であり、そして水ベースの溶液と適合性である。
【０４３６】
　結晶化実験の時間の長さは、分または時間から週または月の範囲であり得る。生物学的
系におけるほとんどの実験は、代表的に、２４時間～２週間で結果を示す。このインキュ
ベーション時間のレジームは、本発明の実施形態に従うミクロ流体デバイスにより適応さ
れ得る。
【０４３７】
　結晶化実験の温度は、成功または失敗の割合に大きな影響を有し得る。このことは特に
、結晶化実験の温度が０～４２℃の範囲であり得る生物学的サンプルに当てはまる。最も
一般的な結晶化温度のうちのいくつかは、以下の通りである：０、１、２、４、５、８、
１０、１２、１５、１８、２０、２２、２５、３０、３５、３７、および４２。本発明の
実施形態に従うミクロ流体デバイスは、列挙される温度で保存され得るか、または代替的
に、小さな温度制御構造（例えば、抵抗加熱器またはＰｅｌｔｉｅｒ冷却構造）との熱接
触下に置かれ得る。
【０４３８】
　さらに、本発明に従う実施形態の小さなフットプリントおよび迅速な準備時間は、所望
の標的温度へのより迅速な平衡化および一定範囲の温度のより小さいインキュベーターに
おける保存を可能にする。さらに、本発明の実施形態に従うミクロ流体系は、蒸気相との
接触下で結晶化実験を行わないので、従来の巨視的な蒸気拡散技術に伴う問題である温度
変化に伴う蒸気相から液滴への水の凝縮が回避される。この特徴は、多くの従来の手動ま
たはロボット操作の系（この系は、所望の温度で維持されなければならいか、またはこの
実験は、新しい温度に移される前に一定期間室温で維持されなければならないかのいずれ
かである）を上回る利点を示す。
【０４３９】
　圧力の変動は、今なお研究中である結晶化パラメーターである。これは、部分的には、
従来の拡散蒸着プロトコルおよびマイクロバッチプロトコルが、代表的には大気圧以外の
すべて圧力におけるスクリーニングを容易には可能にしないからである。ＰＤＭＳマトリ
ックスの剛性により、チップ上での標的結晶化に対する圧力の効果を探索する実験が可能
である。
【０４４０】
　結晶化「滴下物」が存在する表面は、実験の成功および結晶の品質に影響し得る。拡散
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蒸着プロトコルおよびマイクロバッチプロトコルにおいて使用される固体支持体接触表面
の例としては、ポリスチレンまたはシラン化ガラスのいずれかが挙げられる。両方の型の
支持体が、標的に依存して、結晶成長を促進または阻害する異なる性向を示し得る。さら
に、その結晶化「滴下物」は、空気または何らかの型のポリ炭素油のいずれかと接触して
おり、このことは、この実験が、それぞれ、拡散蒸着の設定またはマイクロバッチの設定
であるか否かに依存する。空気の接触は、遊離酸素が生物学的標的と容易に反応し、これ
によりタンパク質変性をもたらし得そして結晶化の成功を阻害または低下し得るという点
で、不利を有する。油は、微量炭化水素が結晶化実験中に浸出するのを可能にし、そして
同様に、結晶化の成功を阻害または低下し得る。
【０４４１】
　本発明の実施形態に従うミクロ流体デバイスの設計は、結晶化反応を完全に取り囲む非
反応性の生体適合性環境を提供することによって、これらの制限を克服し得る。さらに、
ミクロ流体チップにおける結晶化チャンバの組成は、結晶化反応と接触するための新しい
表面を提供するように多分変化され得る。このことは、結晶化を促進する異なる表面およ
び表面特性の慣用的スクリーニングを可能にする。
【０４４２】
　結晶化標的（特に、生物学的起源の標的）は、しばしば、結晶化を可能にするように改
変され得る。そのような改変としては、短縮、限定的タンパク質分解性消化物、部位特異
的変異体、阻害状態または活性化状態、化学的改変または誘導体化などが挙げられるが、
これらに限定されない。標的改変は、時間およびコストがかかり得る。改変標的は、非改
変標的が必要とするのと同じ徹底的スクリーニングを必要とする。本発明のミクロ流体デ
バイスは、もとの標的を用いるのと同じ程度容易に、そのような改変標的を用いて作動し
、そして同じ利益を提供する。
【０４４３】
　結晶化についてのパラメーターとしての重力の効果は、なお研究中である別の結晶化パ
ラメーターである。これは、そのような物理的特性を変化させることが困難であることが
原因である。それにもかかわらず、無重力環境における生物学的サンプルの結晶化実験は
、重力の影響下にて地球上で得られる結晶よりも優れた品質の結晶の成長を生じた。
【０４４４】
　重力が無いことは、従来の拡散蒸着設定およびマイクロバッチ設定に関して問題を提示
する。なぜなら、すべての流体は、表面張力によって適所に保持されなければならないか
らである。しばしばそのような実験を手で設定する必要性もまた、困難を引き起こす。こ
の困難は、空間に作業者を維持する費用が原因である。しかし、本発明の実施形態に従う
ミクロ流体デバイスは、結晶化条件としての微小重力のさらなる調査を可能にする。小型
の自動計測および結晶成長系は、以下の１）～４）を可能にする：１）冷却されているが
液体の状態で標的分子を含む衛星工場の打ち上げ、２）標的の分配および結晶の成長、３
）生じた結晶の収集および低温凍結、および４）低温貯蔵された結晶を分析のために陸上
ステーションに戻すこと。
【０４４５】
　（１４．インサイチュ結晶化スクリーニング）
　顕微鏡を用いて結晶の成長を観察する能力は、結晶化試験の成功または失敗を決定する
段階である。従来の結晶化プロトコルは、可視化を可能にする透明物質（例えば、ポリス
チレンまたはシラン化ガラス）を使用し得る。本発明に従う実験のＰＤＭＳマトリックス
の透明性は、結晶化試験が伝統的に得られる以下の２つの主要な方法に特に適する：１）
光学顕微鏡により可視光体制での直接観察、および２）偏光の複屈折。
【０４４６】
　複屈折は、従来の実験において判断するのが困難であり得る。なぜなら、多くのプラス
チックは、それ自体が複屈折性であり、サンプルの評価を妨害するからである。しかし、
本明細書中に記載されるミクロ流体デバイスは、そのような光学的干渉特性を伴うことな
く作製され得、偏光特徴および非偏光特徴の両方を用いて直接の可視化を慣用的に可能に
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する自動スキャニングシステムの設計を可能にする。
【０４４７】
　さらに、ロボットを利用する（特に手動で設定する）結晶化実験は、表面上の結晶化滴
下物の配置を数１０～数１００ミクロン変動させ得る。この変動性は、自動スキャニング
システムについての問題を提示する。なぜなら、安定な基準を伴わずにそのような柔軟な
位置決めの必要性をプログラムすることは困難であるからである。しかし、本発明の実施
形態のミクロ流体チップにおける結晶化チャンバの固定配置は、そのような問題を克服す
る。なぜなら、どのウェルも、ミクロン未満の精度で特定の位置に位置決めされ得るから
である。さらに、そのようなシステムは、異なるサイズおよび位置の結晶化チャンバの設
計のために容易に拡張可能である。なぜなら、本発明の実施形態に従うミクロ流体デバイ
スを設計するために使用されるマスクおよび他のテンプレートは、簡単にデジタル化され
得、そして可視化のためのスキャニングソフトウェア中に移植され得るからである。
【０４４８】
　一旦結晶が視覚的観察により得られると、チップ自体を直接通る回折についてスクリー
ニングすることが可能であり得る。例えば、チップ内の結晶化チャンバは、ガラス、石英
、または弾性材料自体の薄化部分を含む透明な「窓」が、そのチャンバの対向する壁に装
備され得る。その後、結晶は、回折キャピラリーについてアッセイするためにチップを通
るＸ線に直接曝され得、結晶サンプルを除去することにより結晶サンプルを多分損傷させ
る必要性が排除される。そのようなアプローチは、追跡調査のための最良の開始条件候補
を決定するために最初の結晶化試験から成功をスクリーニングするために使用され得る。
同様に、特定の条件の組の下で成長した結晶が、新しい溶液（例えば、低温安定化剤、低
分子薬物リード化合物またはリガンドなど）で「再平衡化」され得、そしてそのような環
境変化に対するその結晶の安定性が、Ｘ線回折により直接モニターされ得る。
【０４４９】
　（１５．精製／結晶化のためのミクロ流体デバイスの利用）
　標的生物学的サンプル（例えば、タンパク質）の結晶化は、実際には、事前の多数の複
雑かつ困難な工程の頂点であり、そのような工程としては、タンパク質の発現、精製、誘
導体化、および標識が挙げられるが、これらに限定されない。結晶化の前のそのような工
程は、１組の溶液特性を備えるチャンバから異なる組の特性を備える別の領域へ液体を往
復させる工程を包含する。ミクロ流体技術は、そのような作業を実施するために適切であ
り、それにより、単一チップの範囲内において必要なすべての工程の組み合わせが可能に
なる。
【０４５０】
　プレ結晶化工程の実施を可能にするミクロ流体取扱い構造の例が、上記の第Ｉ節に記載
されている。例えば、ミクロ流体チップは、調節されたバイオリアクターとして作用し得
、それにより、セルペン（ｃｅｌｌ　ｐｅｎ）構造中に含まれる増殖中の細胞中へと栄養
素を流すことを可能にすると同時に、老廃物を除去し、そして組換え改変生物が細胞増殖
の所望の段階で標的分子（例えば、タンパク質）を生成するのを誘導する。誘導後に、こ
れらの細胞は、セルペン（ｃｅｌｌ　ｐｅｎ）からチップの異なる領域へと、酵素的手段
または機械的手段による溶解のために押しやられ得る。その後、可溶化した標的分子は、
チップ上に直接組み込まれた分子濾過ユニットによって細胞破片から分離され得る。
【０４５１】
　その後、標的分子と混入する細胞タンパク質および細胞核酸との粗混合物は、種々の化
学特性の多孔性マトリックス（例えば、カチオン交換、アニオン交換、アフィニティ、サ
イズ排除）を通して分離を達成するために流され得る。標的分子が、可溶性を促進する特
定の型の融合タンパク質でタグ化された場合、その標的分子はアフィニティ精製され得、
同様にタグ化された部位特異的プロテアーゼを用いてその融合産物を分離するように短時
間処理され得、その後、清浄化工程としてアフィニティマトリックスに再び通される。
【０４５２】
　一旦純粋になると、その標的は、異なる安定化剤と混合され得、活性についてアッセイ
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され得、その後、結晶化実施領域へと輸送される。チップまたはチップホルダー上の種々
の点に位置する局所的加熱ユニット（例えば、電極）および冷蔵ユニット（例えば、Ｐｅ
ｌｔｉｅｒ冷却器）は、処理および結晶化全体にわたるすべての段階で差次的な温度調節
を可能にする。従って、タンパク質の産生、精製、および結晶化は、本発明に従う単一ミ
クロ流体デバイスの実施形態にて達成され得る。
【０４５３】
　（１６．結晶化スクリーニング以外の適用）
　これまで、本願は、本発明の実施形態に従うミクロ流体デバイスが、標的物質の結晶化
を実施することに関して小容量の物質を計測する能力に焦点を当ててきた。しかし、本発
明に従うミクロ流体構造の実施形態は、他の適用に使用され得る。そのような適用の例が
、下記に要約される。可能な適用のより完全な記載は、２００１年１１月６日に出願され
た「Ｃｅｌｌ　Ａｓｓｓａｙｓ　ａｎｄ　Ｈｉｇｈ　Ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ　Ｓｃｒｅｅ
ｎｉｎｇ」という発明の名称のＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＵＳ０１／４４８６９（本明細書によ
りすべての目的のために参考として援用される）に見出され得る。そのような適用を実施
するために適切なミクロ流体構造の例としては、本明細書中に記載されるもの、ならびに
２００２年４月５日に出願された「Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎ　Ｕｔｉｌｉｚｉｎｇ　Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」という発明の
名称の米国特許出願番号＿／＿＿（代理人事件番号２０１７４Ｃ－００４４３０）（本明
細書によりすべての目的のために参考として援用される）に記載される他のものが挙げら
れる。
【０４５４】
　広範な種類の結合アッセイが、本明細書中に開示されるミクロ流体デバイスを使用して
実施され得る。本質的にすべてのリガンドとアンチリガンドとの間の相互作用が、検出さ
れ得る。調査され得るリガンド／アンチリガンド結合相互作用の例としては、酵素／リガ
ンド相互作用（例えば、基質、補因子、インヒビター）；レセプター／リガンド；抗原／
抗体；タンパク質／タンパク質（同種親和性／異種親和性相互作用）；タンパク質／核酸
；ＤＮＡ／ＤＮＡ；およびＤＮＡ／ＲＮＡが挙げられるが、これらに限定されない。従っ
て、それらのアッセイは、例えば、目的のレセプターに対するアゴニストおよびアンタゴ
ニストを同定するため、レセプターと結合して細胞内シグナルカスケードを誘発可能なリ
ガンドを同定するため、および相補的核酸を同定するために、使用され得る。リガンドと
推定アンチリガンドとが互いに接触される直接結合形式でか、または当業者に周知の競合
的結合形式で、アッセイは実施され得る。
【０４５５】
　異種結合アッセイは、複合体が未反応因子から分離されて、標識複合体が非複合体化標
識反応物のいずれかから区別され得る工程を包含する。しばしば、これは、そのリガンド
またはアンチリガンドを支持体に付着することによって達成される。リガンドとアンチリ
ガンドとが接触された後で、非複合体化反応物が洗い流され、その後、残りの複合体が検
出される。
【０４５６】
　本明細書中で提供されるミクロ流体デバイスを用いて実施される結合アッセイはまた、
同種形式でも実施され得る。この同種形式では、リガンドとアンチリガンドとが、溶液中
で互いに接触され、そして結合している複合体が、非複合体化リガンドおよび非複合体化
アンチリガンドを除去する必要なく検出される。同種アッセイを実施するために頻繁に利
用される２つのアプローチは、蛍光偏光（ＦＰ）アッセイおよびＦＲＥＴアッセイである
。
【０４５７】
　本ミクロ流体デバイスはまた、既知の結合パートナー間の相互作用を阻害する因子を同
定するために競合形式で利用され得る。そのような方法は、一般的に、結合パートナーが
相互作用し複合体を形成するのを可能にするに十分な条件下かつそれに十分な時間、それ
らの結合パートナーを含む反応混合物を調製する工程を包含する。化合物を阻害活性につ
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いて試験するために、その反応混合物が、その試験化合物の存在下（試験反応混合物）お
よび非存在下（コントロール反応混合物）で調製される。その後、結合パートナー間の複
合体の形成が検出され、この検出は、代表的には、それらの結合パートナーのうちの一方
または両方により生じる標識を検出することによる。その後、統計学的に有意な差異を構
成するレベルで、試験反応混合物中のコントロール反応においてより多くの複合体を形成
することは、その試験化合物が、それらの結合パートナー間の相互作用を妨害することを
示す。
【０４５８】
　免疫学的アッセイは、本発明の実施形態に従うミクロ流体デバイスを用いて実施され得
るアッセイの１つの一般的なカテゴリーである。特定のアッセイが、目的の特定の抗原に
特異的に結合し得る抗体について抗体集団をスクリーニングするために実施される。その
ようなアッセイにおいて、試験抗体または抗体集団が、その抗原と接触される。代表的に
は、その抗原は、固体支持体に付着されている。免疫学的アッセイの例としては、酵素結
合イムノソルベント検定法（ＥＬＩＳＡ）および当該分野で公知である競合アッセイが挙
げられる。
【０４５９】
　本明細書中で提供されるミクロ流体デバイスを使用して、種々の酵素的アッセイが実施
され得る。そのような酵素的アッセイは、一般に、アッセイを実施するための必要成分を
含むアッセイ混合物を種々の枝フローチャネル中へと導入する工程を包含する。そのアッ
セイ混合物は、代表的には、例えば、その酵素の基質、必要な補因子（例えば、金属イオ
ン、ＮＡＤＨ、ＮＡＰＤＨ）、および緩衝液を含む。共役アッセイが実施されるべき場合
、そのアッセイ溶液はまた、一般的に、酵素、基質、およびその酵素的共役に必要な補因
子を含む。
【０４６０】
　本発明の実施形態に従うミクロ流体デバイスは、生成される酵素産物に選択的に結合す
る物質を含むように手配され得る。いくつかの場合、その物質は、反応産物自体について
特異的結合親和性を有する。いくらかより複雑な系が、転移反応を触媒する酵素のために
開発され得る。例えば、この型の特定のアッセイは、ドナー基質から親和性標識を有する
アクセプター基質へと検出可能な部分が転移して、検出可能な部分と親和性標識との両方
を有する産物を生成するのを触媒する酵素をインキュベートする工程を包含する。この産
物は、その親和性標識に特異的に結合する相補的因子を含む物質によって捕捉され得る。
この物質は、代表的には、捕捉された産物が容易に検出され得るように、検出領域中に位
置する。特定のアッセイにおいて、その物質は、その検出区域のチャネル内壁にコーティ
ングされる；あるいは、その物質は、その因子でコーティングされている検出領域中に位
置する支持体であり得る。
【０４６１】
　本デバイスを使用する特定のアッセイは、細胞ではなく小胞を用いて実施される。その
ようなアッセイの１例は、蛍光相関分光法（ＦＣＳ）を使用するＧタンパク質共役レセプ
ターアッセイである。目的のレセプターを過剰発現する細胞から構築された膜小胞が、主
フローチャネルに導入される。小胞は、これもまた主フローチャネルにより導入される蛍
光天然リガンドと混合される前に、インヒビターと予め混合され、そして枝フローチャネ
ルまたは主フローチャネルのうちの１つのいずれかを介して導入され得る。成分は、所望
の時間インキュベートされ、そして蛍光シグナルが、ＦＣＳ読み取り機（例えば、Ｅｖｏ
ｔｅｃ／Ｚｅｉｓｓ　Ｃｏｎｆｏｃｏｒ（単一光子計数デバイスまたは二重光子計数デバ
イス））を使用してフローチャンバ中で直接分析され得る。
【０４６２】
　ＦＲＥＴアッセイは、本明細書中に開示されるデバイスを使用して、多数のリガンド－
レセプター相互作用を実行するために利用され得る。例えば、ＦＲＥＴペプチドレポータ
ーは、リンカー配列（リン酸化部位のようなタンパク質の誘導性ドメインに対応する）を
、青にシフトしたＧＦＰ改変体からおよび赤にシフトしたＧＦＰ改変体から構成される蛍
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光タンパク質をコードするベクター中に導入することによって構築され得る。このベクタ
ーは、細菌発現ベクター（生化学的研究のために）または哺乳動物発現ベクター（インビ
ボでの研究のために）であり得る。
【０４６３】
　核レセプターのアッセイはまた、本発明のミクロ流体デバイスを用いて実行され得る。
例えば、コアクチベーター／核レセプター相互作用についてのＦＲＥＴベースのアッセイ
が実行され得る。特定の例として、このようなアッセイは、以下：（ａ）ＣＦＰ（ＧＦＰ
誘導体であるシアン蛍光タンパク質）でタグ化されたレセプターのリガンド結合ドメイン
と（ｂ）黄色蛍光タンパク質（ＹＦＰ）でタグ化されたレセプター結合タンパク質（コア
クチベーター）との間のＦＲＥＴ相互作用を検出するために実行され得る。
【０４６４】
　蛍光偏光（ＦＰ）は、核レセプター－リガンド置換およびキナーゼ阻害についての高ス
ループットスクリーニング（ＨＴＳ）アッセイを開発するために利用され得る。ＦＰは、
溶液ベースの均質な技術なので、反応成分の固定化も分離も必要としない。一般に、この
方法は、このレセプターについての蛍光標識されたリガンドと関連の試験化合物との間の
競合を用いることを含む。
【０４６５】
　多数の異なる細胞レポーターアッセイが、提供されたミクロ流体デバイスで実行され得
る。実行され得る１つの一般的な型のレポーターアッセイとしては、細胞レセプターに結
合し、そしてレポーター構築物の転写を活性化する細胞内のシグナルもしくはシグナルカ
スケードの活性化の引き金を引き得る薬剤を同定するために設計されたアッセイが挙げら
れる。このようなアッセイは、目的の遺伝子の発現を活性化し得る化合物を同定するため
に有用である。以下に議論されるツーハイブリッドアッセイは、このデバイスを用いて実
行され得る、別の主要な群の細胞レポーターアッセイである。このツーハイブリッドアッ
セイは、タンパク質間の結合相互作用を調査するために有用である。
【０４６６】
　しばしば、細胞レポーターアッセイは、化合物のライブラリーをスクリーニングするた
めに利用される。一般に、このような方法は、メインフローチャネル中に細胞を導入する
工程を包含し、その結果、細胞は、メインフローチャネルと分枝チャネルとの間の交差点
に位置するチャンバ中に保持される。次いで、（例えば、ライブラリー由来の）異なる試
験薬剤が、異なる分枝チャネルに導入され得、ここで、この試験薬剤は、チャンバにおい
て細胞と混合される。あるいは、細胞は、メインフローチャネルを介して導入され得、次
いで分枝チャネルへと移され、ここで細胞は、保持領域中で保存される。一方、異なる試
験化合物は、異なる分枝フローチャネルに導入され、メインフローチャネルと分枝フロー
チャネルとの交差点に位置するチャンバを、通常少なくとも部分的に満たす。保持領域に
保持される細胞は、適切なバルブを開くことによって放出され得、そして細胞は、異なる
試験化合物との相互作用のためにチャンバに移る。一旦細胞と試験化合物とが混合される
と、得られた溶液は、保持空間に戻されるか、またはレポーター発現の検出のために検出
区画に輸送される。細胞および試験化合物は、必要に応じて、上記の設計のミキサーを使
用してさらに混合およびインキュベートされ得る。
【０４６７】
　遺伝子発現を誘発し得る化合物を同定するために化合物のスクリーニングにおいて利用
される細胞は、代表的に、目的のレセプターを発現し、そして異種レポーター構築物を保
有する。このレセプターは、レセプターへのリガンドの結合の際に遺伝子の転写を活性化
するレセプターである。レポーター構築物は、通常、転写制御エレメントおよびこの転写
制御エレメントに作動可能に連結したレポーター遺伝子を含むベクターである。この転写
制御エレメントは、調査中のレセプターへのリガンドの結合の際に生じる細胞内シグナル
に対して応答性の遺伝的エレメント（例えば、転写因子）である。レポーター遺伝子は、
検出可能な転写産物または翻訳産物をコードする。しばしば、レポーター（例えば、酵素
）は、ミクロ流体デバイスに関連する検出器によって検出され得る光学的シグナルを生じ
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得る。
【０４６８】
　広範な種々のレセプター型がスクリーニングされ得る。これらのレポーターは、しばし
ば、細胞表面レセプターであるが、但し、スクリーニングされている試験化合物が、細胞
に侵入し得る場合は、細胞内レポーターもまた調査され得る。調査され得るレポーターの
例としては、以下が挙げられるが、これらに限定されない：イオンチャネル（例えば、カ
ルシウムチャネル、ナトリウムチャネル、カリウムチャネル）、電位依存性イオンチャネ
ル、リガンド依存性イオンチャネル（例えば、アセチルコリンレセプターおよびＧＡＢＡ
（γ－アミノ酪酸）レセプター）、増殖因子レセプター、ムスカリン性レセプター、グル
タミン酸レセプター、アドレナリン作用性レセプター、ドパミンレセプター。
【０４６９】
　実行され得る別の一般的分類の細胞アッセイは、ツーハイブリッドアッセイである。一
般に、ツーハイブリッドアッセイは、多くの真核生物転写因子が、別個のＤＮＡ結合ドメ
インおよび別個の転写活性化ドメインを含むという事実を利用して、２つの異なるハイブ
リッドタンパク質または融合タンパク質の間の相互作用を検出する。従って、ツーハイブ
リッドアッセイにおいて使用される細胞は、２つの融合タンパク質をコードする構築物を
含む。これら２つのドメインは、特定の条件下で潜在的に互いに相互作用し得る別個の結
合タンパク質と融合される。ツーハイブリッドアッセイの実行において利用される細胞は
、その発現が２つの融合タンパク質間の相互作用または相互作用の欠如のいずれかに依存
するレポーター遺伝子を含む。
【０４７０】
　上記のアッセイに加えて、細胞膜電位についてアッセイするための種々の方法が、本明
細書中に開示されるミクロ流体デバイスを用いて実行され得る。一般に、膜電位およびイ
オンチャネル活性をモニタリングするための方法は、２つの代替的方法を使用して測定さ
れ得る。１つの一般的アプローチは、細胞内のイオン濃度のバルク変化を測定するために
、蛍光イオンシェルターを使用することである。第二の一般的アプローチは、膜電位に感
受性のＦＲＥＴ色素を使用することである。
【０４７１】
　本明細書中に開示されるミクロ流体デバイスは、細胞増殖をモニタリングするための種
々の異なるアッセイを実行するために利用され得る。このようなアッセイは、種々の異な
る研究において利用され得る。例えば、細胞増殖アッセイは、例えば、毒物学的分析にお
いて利用され得る。細胞増殖アッセイはまた、腫瘍を含む種々の細胞増殖障害の処置のた
めの化合物をスクリーニングする際に、価値を有する。
【０４７２】
　本明細書中に開示されるミクロ流体デバイスは、毒性条件を同定するため、潜在的な毒
性について薬剤をスクリーニングするため、毒性傷害に対する細胞応答を調査するため、
そして細胞死についてアッセイするために設計された種々の異なるアッセイを実行するた
めに利用され得る。種々の異なるパラメータが、毒性を評価するためにモニタリングされ
得る。このようなパラメータの例としては、以下が挙げられるが、これらに限定されない
：細胞増殖、遺伝子またはタンパク質の発現分析によって毒物学的応答のための細胞経路
の活性化をモニタリングすること、ＤＮＡ断片化；細胞膜の組成の変化、膜透過性、死レ
セプターの成分または下流のシグナル伝達経路（例えば、カスケード）の活性化、一般的
ストレス応答、ＮＦ－κＢ活性化およびマイトジェンに対する応答。関連のアッセイを、
アポトーシス（プログラムされた細胞死プロセス）および壊死についてアッセイするため
に使用する。
【０４７３】
　種々の微生物細胞を異なる試験化合物に接触させることによって、抗菌アッセイを実施
するために、本明細書中に提供されるデバイスをまた利用し、それによって、潜在的抗菌
化合物を同定し得る。用語「微生物」は、本明細書中で使用する場合、任意の顕微鏡的お
よび／または単細胞の真菌、任意の細菌または任意の原生動物をいう。いくつかの抗菌ア
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ッセイは、細胞ケージ中に細胞を保持する工程、およびこの細胞を少なくとも１つの潜在
的抗菌化合物と接触させる工程を包含する。化合物の効果は、細胞の健康および／または
代謝における何らかの検出可能な変化として検出され得る。このような変化の例としては
、以下が挙げられるがこれらに限定されない：成長、細胞増殖、細胞分化、遺伝子発現、
細胞分裂などにおける変化。
【０４７４】
　本明細書中で提供される特定のミクロ流体デバイスは、標的核酸中の多型部位に存在す
るヌクレオチドを同定するために、ミニ配列決定反応またはプライマー伸長反応を実行す
るために利用され得る。一般に、これらの方法において、標的核酸のセグメントと相補的
なプライマーは、この反応が多型部位のヌクレオチドと相補的なヌクレオチドの存在下で
実行される場合、伸長する。しばしば、このような方法は、単一塩基対伸長（ＳＢＰＥ）
反応である。このような方法は、代表的に、プライマーの３’末端が、多型部位に直接隣
接するか、または多型部位の数塩基上流であるように、相補的標的核酸にプライマーをハ
イブリダイズさせる工程を包含する。この伸長反応は、１以上の標識された伸長不能なヌ
クレオチド（例えば、ジデオキシヌクレオチド）およびポリメラーゼの存在下で実行され
る。プライマーの３’末端への伸長不能なヌクレオチドの組込みは、一旦その伸長不能な
ヌクレオチドがプライマーの３’末端に組み込まれると、ポリメラーゼによるプライマー
のさらなる伸長を防止する。
【０４７５】
　上記の方法に関して、本発明のデバイスはまた、当該分野において十分確立されている
増幅技術を使用して、複数のサンプル中の標的核酸を増幅し、引き続いて同定するために
利用され得る。一般に、このような方法は、標的核酸を潜在的に含むサンプルを、この標
的核酸に特異的にハイブリダイズする順方向プライマーおよび逆方向プライマーと接触さ
せる工程を包含する。この反応は、プライマー配列を伸長させるために、４種全てのｄＮ
ＴＰおよびポリメラーゼを含む。
【０４７６】
　本発明に従うミクロ流体デバイスを製造する方法の実施形態は、ガラス基材の上表面を
エッチングして複数のウェルを作製する工程、下表面が、パターン凹部を有するようにエ
ラストマーブロックを成形する工程、パターン凹部がウェルと共に配置されて、それらの
ウェル間にフローチャネルを形成するように、成形されたエラストマーブロックの下表面
を、ガラス基材の上表面と接触して配置する工程、を包含する。
【０４７７】
　標的物質の結晶を形成するための方法の実施形態は、弾性ミクロ流体デバイスの第一チ
ャンバを第一の所定の容量の標的物質溶液で満たす工程を包含する。弾性ミクロ流体デバ
イスの第二チャンバは、第二の所定の容量の結晶化剤で満たされる。第一チャンバは、第
二チャンバと流体接触するように配置されて、標的物質と結晶化剤との間の拡散を可能に
し、その結果、標的物質の環境は、結晶の形成を引き起こすように変化する。
【０４７８】
　本発明を、その特定の実施形態を参照して、本明細書中で記載してきたが、許容範囲内
の改変、種々の変化および置換が、上記の開示において意図され、そしていくつかの例に
おいて、本発明のいくつかの特徴は、示されたような本発明の範囲から逸脱することなく
、他の特徴の対応する使用なしに使用されることが理解される。従って、本発明の本質的
な範囲および精神から逸脱することなく、本発明の教示に対して、特定の状況または材料
を適応するために多くの改変がなされ得る。本発明は、本発明を実行するために意図され
た最良の様式として開示された特定の実施形態に限定されないが、本発明は、特許請求の
範囲内に入る全ての実施形態および等価物を含むことが意図される。
【図面の簡単な説明】
【０４７９】
【図１】図１は、微細機械加工鋳型の上部に形成された第１のエラストマー層の概略図で
ある。
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【図２】図２は、微細機械加工鋳型の上部に形成された第２のエラストマー層の概略図で
ある。
【図３】図３は、微細機械加工鋳型から取り外され、図１のエラストマー層の上部の上に
配置された、図２のエラストマー層の概略図である。
【図４】図４は、図３に対応する概略図であるが、第１のエラストマー層の上部の上に配
置された第２のエラストマー層を示す。
【図５】図５は、図４に対応する概略図であるが、一緒に結合した第１および第２のエラ
ストマー層を示す。
【図６】図６は、図５に対応する概略図であるが、取り外された第１の微細機械加工した
鋳型および適切な位置に配置された平面基板を示す。
【図７Ａ】図７Ａは、図６に対応する概略図であるが、平面基板上に密封されたエラスト
マー構造体を示す。
【図７Ｂ】図７Ｂは、図７Ａに対応する正面断面図であり、開口フローチャネルを示す。
【図７Ｃ】図７Ｃは、分離したエラストマー層から形成される膜を有するエラストマー構
造体を形成するための方法の工程を示す概略図である。
【図７Ｄ】図７Ｄは、分離したエラストマー層から形成される膜を有するエラストマー構
造体を形成するための方法の工程を示す概略図である。
【図７Ｅ】図７Ｅは、分離したエラストマー層から形成される膜を有するエラストマー構
造体を形成するための方法の工程を示す概略図である。
【図７Ｆ】図７Ｆは、分離したエラストマー層から形成される膜を有するエラストマー構
造体を形成するための方法の工程を示す概略図である。
【図７Ｇ】図７Ｇは、分離したエラストマー層から形成される膜を有するエラストマー構
造体を形成するための方法の工程を示す概略図である。
【図７Ｈ】図７Ｈは、作動した状態の図７Ｂのバルブを示す正面断面図である。
【図８Ａ】図８Ａは、種々のフローチャネルについての、バルブ開口　対　加えられた圧
力を示す。
【図８Ｂ】図８Ｂは、種々のフローチャネルについての、バルブ開口　対　加えられた圧
力を示す。
【図９】図９は、１００μｍ×１００μｍ×１０μｍ　ＲＴＶミクロバルブの時間応答を
示す。
【図１０】図１０は、膜の作動を示す図７Ｂのバルブの正面断面図である。
【図１１】図１１は、湾曲した上面を有するフローチャネルを有するバルブの代替の実施
形態の正面図である。
【図１２Ａ】図１２Ａは、オン／オフバルブの上部概略図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、図１２Ａにおける線２３Ｂ－２３Ｂに沿った断面立面図である
。
【図１３Ａ】図１３Ａは、蠕動ポンピングシステムの上部概略図である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、図１３Ａにおける線２４Ｂ－２４Ｂに沿った断面立面図である
。
【図１４】図１４は、図１３の蠕動ポンピングシステムの１実施形態についての、実験的
に達成されたポンピング速度　対　周波数を示すグラフである。
【図１５Ａ】図１５Ａは、複数のフローラインを同時に作動する１つのコントロールライ
ンの上部概略図である。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、図１５Ａの線２６Ｂ－２６Ｂに沿った断面立面図である。
【図１６】図１６は、種々のチャネルを通って流れ得るように適合された多重システムの
概略図である。
【図１７Ａ】図１７Ａは、アドレス可能な反応チャンバ構造体のフロー層の平面図である
。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、アドレス可能な反応チャンバ構造体の制御チャネル層の底面図
である。
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【図１７Ｃ】図１７Ｃは、図１７Ａのフロー層の上部に図１７Ｂの制御チャネル層を結合
することによって形成されたアドレス可能な反応チャンバ構造体の分解斜視図である。
【図１７Ｄ】図１７Ｃの線２８Ｄ－２８Ｄに沿って得られる、図１７Ｃに対応する断面立
面図である。
【図１８】図１８は、反応ウェルのアレイのいずれかに選択的に流体フローを指向するよ
うに適合されたシステムの概略図である。
【図１９】図１９は、平行フローチャネル間の選択可能な側方フローについて適合された
システムの概略図である。
【図２０Ａ】図２０Ａは、切替可能なフローアレイのエラストマーの第１の層（すなわち
、フローチャネル層）の底面図である。
【図２０Ｂ】図２０Ｂは、切替可能なフローアレイの制御チャネル層の底面図である。
【図２０Ｃ】図２０Ｃは、図２０Ｂの第２の層のエラストマー内に一組の制御チャネルを
有する、図２０Ａの第１の層のエラストマーの整列を示す。
【図２０Ｄ】図２０Ｄは、図２０Ｂの第２の層のエラストマー内に他の組の制御チャネル
を有する、図２０Ａの第１の層のエラストマーの整列を示す。
【図２１Ａ】図２１Ａは、本発明に従う正常に閉鎖されたバルブ構造体の１実施形態の図
を示す。
【図２１Ｂ】図２１Ｂは、本発明に従う正常に閉鎖されたバルブ構造体の１実施形態の図
を示す。
【図２１Ｃ】図２１Ｃは、本発明に従う正常に閉鎖されたバルブ構造体の１実施形態の図
を示す。
【図２１Ｄ】図２１Ｄは、本発明に従う正常に閉鎖されたバルブ構造体の１実施形態の図
を示す。
【図２１Ｅ】図２１Ｅは、本発明に従う正常に閉鎖されたバルブ構造体の１実施形態の図
を示す。
【図２１Ｆ】図２１Ｆは、本発明に従う正常に閉鎖されたバルブ構造体の１実施形態の図
を示す。
【図２１Ｇ】図２１Ｇは、本発明に従う正常に閉鎖されたバルブ構造体の１実施形態の図
を示す。
【図２１Ｈ】図２１Ｈは、本発明に従う正常に閉鎖されたバルブ構造体の１実施形態の図
を示す。
【図２１Ｉ】図２１Ｉは、本発明に従う正常に閉鎖されたバルブ構造体の１実施形態の図
を示す。
【図２１Ｊ】図２１Ｊは、本発明に従う正常に閉鎖されたバルブ構造体の１実施形態の図
を示す。
【図２２Ａ】図２２Ａは、本発明に従う側面作動したバルブ構造体の１実施形態の操作を
示す平面図を示す。
【図２２Ｂ】図２２Ｂは、本発明に従う側面作動したバルブ構造体の１実施形態の操作を
示す平面図を示す。
【図２３】図２３は、本発明に従う複合構造体の１実施形態の断面図を示す。
【図２４】図２４は、本発明に従う複合構造体の別の実施形態の断面図を示す。
【図２５】図２５は、本発明に従う複合構造体の別の実施形態の断面図を示す。
【図２６Ａ】図２６Ａは、本発明に従うセルペン構造体の１実施形態の操作を示す平面図
を示す。
【図２６Ｂ】図２６Ｂは、本発明に従うセルペン構造体の１実施形態の操作を示す平面図
を示す。
【図２６Ｃ】図２６Ｃは、本発明に従うセルペン構造体の１実施形態の操作を示す平面図
を示す。
【図２６Ｄ】図２６Ｄは、本発明に従うセルペン構造体の１実施形態の操作を示す平面図
を示す。
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【図２７Ａ】図２７Ａは、本発明に従うセルケージ構造体の１実施形態の操作を示す平面
図を示す。
【図２７Ｂ】図２７Ｂは、本発明に従うセルケージ構造体の１実施形態の操作を示す断面
図を示す。
【図２８Ａ】図２８Ａは、本発明の実施形態に従う交差チャネル注入を利用する配線構造
体の操作の平面図を示す。
【図２８Ｂ】図２８Ｂは、本発明の実施形態に従う交差チャネル注入を利用する配線構造
体の操作の平面図を示す。
【図２９Ａ】図２９Ａは、本発明の１実施形態に従う容積排除による計測の断面図を示す
。
【図２９Ｂ】図２９Ｂは、本発明の１実施形態に従う容積排除による計測の断面図を示す
。
【図２９Ｃ】図２９Ｃは、本発明の１実施形態に従う容積排除による計測の断面図を示す
。
【図２９Ｄ】図２９Ｄは、本発明の１実施形態に従う容積排除による計測の断面図を示す
。
【図３０】図３０は、容積排除を利用する本発明の１実施形態に従う再結晶化システムの
１実施形態の平面図である。
【図３１】図３１は、容積エントラップメントを利用する本発明に従う再結晶化システム
の１実施形態の平面図である。
【図３２】図３２は、容積エントラップメントを利用する本発明に従う再結晶化システム
の代替の実施形態の平面図である。
【図３３】図３３は、交差チャネル注入を利用する本発明に従う１実施形態に許容される
タンパク質結晶化システムの平面図である。
【図３４Ａ】図３４Ａは、再結晶化システムの操作を示す図３２の再結晶化システムの一
部の拡大図である。
【図３４Ｂ】図３４Ｂは、再結晶化システムの操作を示す図３２の再結晶化システムの一
部の拡大図である。
【図３４Ｃ】図３４Ｃは、再結晶化システムの操作を示す図３２の再結晶化システムの一
部の拡大図である。
【図３５】図３５は、透析膜を利用する本発明に従う再結晶化システムの１実施形態の断
面図である。
【図３６】図３６は、透析膜を利用する本発明に従う再結晶化システムの別の実施形態の
断面図である。
【図３７】図３７は、透析膜を利用する本発明に従う再結晶化システムのなお別の実施形
態の平面図である。
【図３８】図３８Ａは、垂直線に沿って結合することによってエラストマー構造体を形成
するためのプロセスの断面図を示す。図３８Ｂは、垂直線に沿って結合することによって
エラストマー構造体を形成するためのプロセスの断面図を示す。図３８Ｃは、垂直線に沿
って結合することによってエラストマー構造体を形成するためのプロセスの断面図を示す
。
【図３９】図３９は、気相拡散によって結晶化を行うための本発明に従う構造体の１実施
形態の平面図を示す。
【図４０】図４０は、気相拡散によって結晶化を行うための本発明に従う構造体の別の実
施形態の平面図を示す。
【図４１】図４１は、気相拡散によって結晶化を行うための本発明に従う構造体のなお別
の実施形態の平面図を示す。
【図４２】図４２は、種々のサイズの結晶を分別するための本発明に従う構造体の１実施
形態の平面図を示す。
【図４３】図４３は、容積エントラップメントを利用する本発明に従う再結晶化システム
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の代替の実施形態の平面図である。
【図４４】図４４は、本発明に従う交差フロー注入システムの１実施形態についての、Ｌ
ｏｇ（Ｒ／Ｂ）対注入されたスラッグの数をプロットする。
【図４５Ａ】図４５Ａは、実験結果を得るために利用したチップの代替の実施形態の簡略
化した平面図を示す。
【図４５Ｂ】図４５Ｂは、図４５Ａに示したチップの一組の３つの複合ウェルの簡略化し
た拡大平面図を示す。
【図４５Ｃ】図４５Ａ～Ｂの複合ウェルの簡略化した断面図を示す。
【図４６】図４６は、グルコースイソメラーゼの結晶化のための一組の実験の結果を要約
するヴェン図形を示す。
【図４７Ａ】図４７Ａは、塩結晶の写真を示す。
【図４７Ｂ】図４７Ｂは、崩壊したタンパク質結晶の写真を示す。
【図４８Ａ】図４８Ａは、チップを形成した大きな高質グルコースイソメラーゼ結晶の写
真を示す。
【図４８Ｂ】図４８Ｂは、チップを形成した大きな高質グルコースイソメラーゼ結晶の写
真を示す。
【図４９】図４９は、グルコースイソメラーゼの結晶化のための第２の組の実験を要約す
るヴェン図形を示す。
【図５０】図５０は、Ｈａｍｐｔｏｎ条件ＩＳを使用して形成された多くのグルコースイ
ソメラーゼ結晶の写真を示す。
【図５１】図５１は、グルコースイソメラーゼ結晶の追加の写真を示す。
【図５２】図５２は、プロテイナーゼＫの結晶化のための実験を要約するヴェン図形であ
る。
【図５３Ａ】図５３Ａは、従来のマイクロバッチによって形成されるプロテイナーゼＫ結
晶を示す。
【図５３Ｂ】図５３Ｂは、チップ上に観察されたプロテイナーゼＫ結晶を示す。
【図５４】図５４は、追加のプロテイナーゼＫ結晶の写真を示す。
【図５５】図５５は、牛肝臓カタラーゼタンパク質の結晶化のための実験を要約するヴェ
ン図形である。
【図５６Ａ】図５６Ａは、従来のマイクロバッチ技術によって形成される牛肝臓カタラー
ゼタンパク質結晶の写真を示す。
【図５６Ｂ】図５６Ｂは、本発明の１実施形態に従ってチップ上に形成された牛肝臓カタ
ラーゼタンパク質結晶の写真を示す。
【図５７】図５７は、ウシ膵臓トリプシンタンパク質の結晶化のための実験を要約するヴ
ェン図形である。
【図５８Ａ】図５８Ａは、マイクロバッチによって製造されたウシ膵臓トリプシン結晶の
写真を示す。
【図５８Ｂ】図５８Ｂは、本発明の１実施形態に従ってチップ上に形成されたウシ膵臓ト
リプシン結晶を示す。
【図５９】図５９は、リソチームの結晶化のための実験を要約するヴェン図形である。
【図６０Ａ】図６０Ａは、本発明の１実施形態に従ってチップ上に形成されたリソチーム
結晶の写真を示す。
【図６０Ｂ】図６０Ｂは、従来のマイクロバッチ法を使用して形成されたリソチーム結晶
の写真を示す。
【図６１】図６１は、キシラナーゼの結晶化のための実験を要約するヴェン図形である。
【図６２Ａ】図６２Ａは、従来のマイクロバッチ技術を使用して形成されたキシラナーゼ
結晶の写真を示す。
【図６２Ｂ】図６２Ｂは、本発明の１実施形態に従ってチップ上に形成されたキシラナー
ゼ結晶の写真を示す。
【図６３Ａ】図６３Ａは、本発明の１実施形態に従ってチップを使用して形成されたキシ
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ラナーゼ結晶の写真を示す。
【図６３Ｂ】図６３Ｂは、本発明の１実施形態に従ってチップを使用して形成されたキシ
ラナーゼ結晶の写真を示す。
【図６４Ａ】図６４Ａは、本発明の１実施形態に従ってチップ（ｓｈｉｐ）を使用して形
成されたトポイソメラーゼＶＩタンパク質のＢサブユニットの大きな高質結晶の写真を示
す。
【図６４Ｂ】図６４Ｂは、本発明の１実施形態に従ってチップを使用して形成されたトポ
イソメラーゼＶＩタンパク質のＢサブユニットの大きな高質結晶の写真を示す。
【図６５】図６５は、従来のマイクロバッチ技術および懸滴技術、ならびに本発明の１実
施形態に従うチップについて、種々のタンパク質上に発生した結晶化ヒットの棒グラフを
プロットする。
【図６６】図６６は、従来のマイクロバッチ技術および懸滴方法、ならびに本発明の１実
施形態に従うミクロ流体デバイスについての相間隔発達および平衡を比較する。
【図６７Ａ】図６７Ａは、０秒、経過した拡散時間における、図４５に示したチップの３
つの比較したウェルに存在する色素の平衡の写真を示す。
【図６７Ｂ】図６７Ｂは、１０分、経過した拡散時間における、図４５に示したチップの
３つの比較したウェルに存在する色素の平衡の写真を示す。
【図６７Ｃ】図６７Ｃは、４５分、経過した拡散時間における、図４５に示したチップの
３つの比較したウェルに存在する色素の平衡の写真を示す。
【図６８Ａ】図６８Ａは、シリコーンオイルにおける結晶形成の写真を示す。
【図６８Ｂ】図６８Ｂは、パラフィンオイルにおける結晶形成の不在を証明する写真を示
す。
【図６９】図６９は、クリオループ内に取り付けられるような、チップ上に成長した図６
２Ｂのキシラナーゼ結晶の写真を示す。
【図７０Ａ】図７０Ａは、本発明の実施形態に従う結晶成長チップの１実施形態の平面図
を示す。
【図７０Ｂ】図７０Ｂは、線Ｂ－Ｂに沿って図７０Ａに示された結晶成長チップの実施形
態の簡略化した断面図を示す。
【図７１Ａ】図７１Ａは、濃度対自由界面からの距離をプロットする簡略化した概略図で
ある。
【図７１Ｂ】図７１Ｂは、濃度対自由界面からの距離をプロットする簡略化した概略図で
ある。
【図７１Ｃ】図７１Ｃは、濃度対自由界面からの距離をプロットする簡略化した概略図で
ある。
【図７１Ｄ】図７１Ｄは、濃度対自由界面からの距離をプロットする簡略化した概略図で
ある。
【図７２Ａ】図７２Ａは、毛細管における微視的自由界面の試みられた形成の簡略化した
断面図を示す。
【図７２Ｂ】図７２Ｂは、毛細管における微視的自由界面の試みられた形成の簡略化した
断面図を示す。
【図７３Ａ】図７３Ａは、圧力駆動したポアゾイユフローの放物線速度分布の結果としの
毛細管内における溶液の混合を示す。
【図７３Ｂ】図７３Ｂは、圧力駆動したポアゾイユフローの放物線速度分布の結果としの
毛細管内における溶液の混合を示す。
【図７４Ａ】図７４Ａは、異なる密度を有する溶液によって形成される微視的自由界面を
示す。
【図７４Ｂ】図７４Ｂは、異なる密度を有する溶液によって形成される微視的自由界面を
示す。
【図７４Ｃ】図７４Ｃは、異なる密度を有する溶液によって形成される微視的自由界面を
示す。
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【図７５Ａ】図７５Ａは、本発明の１実施形態に従うミクロ流体構造の加圧化ガスプライ
ミング（ＰＯＰ）から生じる高質のミクロ流体自由界面の形成の簡略化した概略図を示す
。
【図７５Ｂ】図７５Ｂは、本発明の１実施形態に従うミクロ流体構造の加圧化ガスプライ
ミング（ｐｒｅｓｓｕｒｉｚｅｄ　ｏｕｔ－ｇａｓ　ｐｒｉｍｉｎｇ）（ＰＯＰ）から生
じる高質のミクロ流体自由界面の形成の簡略化した概略図を示す。
【図７５Ｃ】図７５Ｃは、本発明の１実施形態に従うミクロ流体構造の加圧化ガスプライ
ミング（ＰＯＰ）から生じる高質のミクロ流体自由界面の形成の簡略化した概略図を示す
。
【図７５Ｄ】図７５Ｄは、本発明の１実施形態に従うミクロ流体構造の加圧化ガスプライ
ミング（ＰＯＰ）から生じる高質のミクロ流体自由界面の形成の簡略化した概略図を示す
。
【図７６Ａ】図７６Ａは、フローチャネルを介する連絡がバルブによって制御される２つ
のミクロ流体チャンバの簡略化した平面図を示す。
【図７６Ｂ】図７６Ｂは、第１のチャンバにおける第１の溶液の濃度　対　界面バルブの
作動後の時間をプロットする。
【図７６Ｃ】図７６Ｃは、第１のチャンバにおける第１の溶液の濃度　対　図７６Ｂの５
０％のデューティサイクル（ｄｕｔｙ　ｃｙｃｌｅ）における界面バルブの作動後の時間
をプロットする。
【図７７Ａ】図７７Ａは、異なる長さのミクロチャネルによって接続された三組の複合チ
ャンバ対を示す。
【図７７Ｂ】図７７Ｂは、平衡時間　対　平衡距離をプロットする。
【図７８】図７８は、異なる接続するミクロチャネルを有する４つの複合チャンバを示す
。
【図７９Ａ】図７９Ａは、距離にわたる濃度勾配を捕らえるように設計されたミクロ流体
構築物を示す。
【図７９Ｂ】図７９Ｂは、初期時間における、濃度　対　自由界面からの距離をプロット
する。
【図７９Ｃ】図７９Ｃは、後の時間における、濃度　対　自由界面からの距離をプロット
する。
【図７９Ｄ】図７９Ｄは、後の時間における、相対チャンバ濃度　対　距離をプロットす
る。
【図８０】図８０は、本発明に従うチップホルダーデバイスの１実施形態の分解図を示す
。
【図８１Ａ】図８１Ａは、本発明の代替の実施形態に従う１フローチャネルの一部の拡大
図を示す。
【図８１Ｂ】図８１Ｂは、隣接したチャンバにおける結晶化剤と標的物質との間の拡散を
可能にするための、代替のロウバルブ（ｒｏｗ　ｖａｌｖｅ）の非活性化の前の、図８１
Ａの拡大フローチャネル部分の線Ｂ－Ｂ’に沿った断面図を示す。
【図８１Ｃ】図８１Ｃは、隣接したチャンバにおける結晶化剤と標的物質との間の拡散を
可能にするための、代替のロウバルブの非活性化の後の、図８１Ａの拡大フローチャネル
部分の線Ｂ－Ｂ’に沿った断面図を示す。
【図８２】図８２は、種々のフロー条件にわたる交差チャネルフロー注入についての、注
入容積　対　注入サイクルの数をプロットする。
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