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(57)【要約】
【課題】液体試料の被検体をＭＳ被検体として質量分析
計に提示する方法を開示する。
【解決手段】この方法は、(ａ)(ｉ)液体試料を、マイク
ロ流体デバイスのマイクロチャンネル構造(Ｉ)であって
、ＭＳ−ポートをも含む構造の試料引入れポート（Ｉ）
に適用し、(ii)マイクロチャンネル構造（Ｉ）において
液流により被検体を輸送することによって、被検体をＭ
Ｓ被検体に変換させ、そして(iii)ＭＳポートを介して
質量分析計にＭＳ被検体を提示する工程を含み、そして
(ｂ)慣性力を用いてマイクロチャンネル構造（Ｉ）の少
なくとも一部内で液流を作り出すことを特徴とする。(
ａ）ディスクの面に垂直な対称軸、（ｂ）引出しポート
よりも短い半径距離のところに内部適用領域を含み、Ｍ
Ｓポートおよび試料引入れポート（Ｉ）を含むマイクロ
チャンネル構造（Ｉ）を含むマイクロ流体ディスクを開
示する。
【選択図】図８ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも一つのマイクロチャネル構造を有する平面基板を含むマイクロ流体デバイス
であって、
上記マイクロチャネル構造は、ＭＡＬＤＩ質量分析器とインタフェースを取ることが可
能である試料引入れポートと引出しポート（ＭＳポート）を含み、上記マイクロチャネル
構造の少なくとも一部の内部での液体移動のために遠心力が利用され、引出しポート（Ｍ
Ｓポート）が導電層を含む底を有するマイクロ流体デバイス。
【請求項２】
上記マイクロチャネル構造の少なくとも一部の内部での液体移動が、毛細管現象、動圧
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、若しくは動電的作用による、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
ＭＳポートが外側位置に配置され上記試料引入れポートが内側位置に配置されて、上記
マイクロチャネル構造が上記平面基板内で放射状に広がる、請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
上記マイクロチャネル構造が、プラスチック部材で作成されている、請求項１に記載の
デバイス。
【請求項５】
上記平面基板が円形である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項６】
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更に、上記マイクロチャネル構造を２つ若しくはそれ以上含む、請求項２に記載のデバ
イス。
【請求項７】
更に、上記マイクロチャネル構造を２つ若しくはそれ以上含み、
上記マイクロチャネル構造が、中心軸周りに環状に配置されている、請求項３に記載のデ
バイス。
【請求項８】
上記平面基板が、片側の表面に上記マイクロチャネル構造の少なくとも一部を含み、更
に平面基板のもう片側に上記マイクロ構造の残余部分を含む適合蓋を含み、
上記マイクロチャネル構造は上記二つの側が相互に対に成るときに完成し、

30

ＥＤＩ領域を含むＭＳポートの部分は、上記平面基板若しくは上記適合蓋に存在する、
請求項１に記載のデバイス。
【請求項９】
上記平面基板及び上記適合蓋が、相互に分離可能である、請求項８に記載のデバイス。
【請求項１０】
ＭＳポートが、質量分析器の中へのＭＳ被検体の放出を可能にする開口部を含む、請求
項１に記載のデバイス。
【請求項１１】
上記マイクロチャネル構造が更に、上記試料引入れポートの下流にあり且つ上記ＭＳポ
ートの上流にある、分離媒体を有するゾーンを含む、請求項１に記載のデバイス。
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【請求項１２】
上記マイクロチャネル構造が更に、ＭＳポートと並存する、分離媒体を有するゾーンを
含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１３】
上記試料引入れポートと上記ＭＳポートが並存して分離媒体を含み、上記マイクロチャ
ネル構造が上記ＭＳポートから延在する廃棄チャンネルも含む、請求項１に記載のデバイ
ス。
【請求項１４】
上記分離媒体が、粒子、上記ゾーンの内側表面、及び流れによって可能になるプラグで
構成されるグループから選択される、請求項１、１１、１２若しくは１３のうちのいずれ
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か一に記載のデバイス。
【請求項１５】
上記分離媒体が、上記マイクロチャネル構造内で生成される被検体若しくは被検体導出
エンティティを親和結合できる、請求項１１、１２若しくは１３のうちのいずれか一に記
載のデバイス。
【請求項１６】
上記分離媒体が群特異的である、請求項１４に記載のデバイス。
【請求項１７】
上記分離媒体が、逆相吸着剤である、請求項１４に記載のデバイス。
【請求項１８】
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非試料引入れポート、反応ゾーン、圧力生成ゾーン、混合ゾーン、分離ゾーン、凝縮ゾ
ーン、精製ゾーン、体積規定ゾーン、及び廃棄チャンバで構成されるグループから選択さ
れた機能ユニットを、上記マイクロチャネル構造が更に含む、請求項１に記載のデバイス
。
【請求項１９】
上記マイクロチャネル構造が更に、上記液体を駆動する力を増加することにより克服さ
れるバルブを含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２０】
上記バルブが疎水性遮断器である、請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２１】
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上記マイクロチャネル構造の表面の少なくとも一部が、水接触角が４０°以下であるよ
うな親水性である、請求項１に記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、質量分析計(ＭＳ)にインターフェースで連結され得るマイクロ流体デバイス
(装置)に関するものである。このデバイスは、第一ポート(引入れポート)および第二ポー
ト(引出しポート)を有するマイクロチャンネル構造を含む。分析すべき試料を第一ポート
に適用し、第二ポートで質量分析計に提示する。この第二ポートはＭＳポートと呼ばれる
。追加的な引入れおよび引出しポートも存在し得る。マイクロチャンネル構造を通過する
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間に、試料は質量分析計による分析に適したものに調製される。
【背景技術】
【０００２】
ＭＳポートに提示された試料はＭＳ試料と呼ばれる。ＭＳ試料中の被検体はＭＳ被検体
である。接頭辞無しの「試料」および「被検体」は、主として引入れポートに適用される
試料をいう。
【０００３】
伝導および非伝導特性は、電気の伝導に関するものである。
【０００４】
本発明は、ＭＳ試料を、エネルギーの投入により表面からのエネルギー脱離／イオン化
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にかける質量分析法（ＥＤＩ ＭＳ）に関するものである。包括的に本願明細書では、こ
の種の方法をＥＤＩと呼び、表面をＥＤＩ表面と呼ぶ。典型的には、ＥＤＩは、熱脱離／
イオン化（ＴＤＩ）、プラズマ脱離／イオン化（ＰＤＩ）および様々な種類の照射脱離／
イオン化（ＩＤＩ）であり、例えば高速原子衝撃（ＦＡＢ）、電子衝撃などによるものが
ある。レーザーを使用する場合、この原理はレーザー脱離／イオン化（ＬＤＩ）と呼ばれ
る。脱離は、表面における様々なヘルパー物質または官能基と一緒にＭＳ被検体を提示す
ることにより支援され得る。共通の名称は、表面増強レーザー脱離／イオン化（ＳＥＬＤ
Ｉ）を含むマトリックス支援レーザー脱離／イオン化（ＭＡＬＤＩ）である。ＭＡＬＤＩ
については、下記の「背景となった刊行物」で検討されている刊行物を参照。ＳＥＬＤＩ
については、国際公開第ＷＯ００６７２９３号（サイファージェン・バイオシステムズ）
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参照。
【０００５】
本発明はまた、エレクトロスプレーイオン化質量分析法（ＥＳＩＭＳ）に関するもので
ある。
【０００６】
「ＥＤＩ領域」の語は、ＥＤＩ表面それ自体およびこの表面により被覆されるサブスト
レートの一部、例えばＥＤＩ表面下にあるサブストレートの一部を包含する。図５の描写
を比較されたい。
【０００７】
「マイクロフォーマット」の語は、マイクロチャンネル構造の少なくとも一部において
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深度および／または幅がマイクロフォーマット範囲にある、すなわち＜１０３μｍ、好ま
しくは＜１０２μｍに含まれることを意味する。深度および／または幅は、引入れポート
および引出しポート間、例えば試料引入れポートおよびＭＳポート間の本質的にいかなる
場所においてもこれらの範囲内にある。「マイクロチャンネル構造」の語は、チャンネル
がサブストレートにおいて囲まれていることを包含する。
【０００８】
「マイクロ流体デバイス」の語は、被検体を含む液体および様々な試薬の輸送が、液流
によりマイクロチャンネル構造内の異なる部分間で輸送されることを意味する。
【０００９】
背景となった刊行物
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かなり長い間にわたって、ＭＳポートを組込んだマイクロ流体試料処理および調製デバ
イスが要求されている。この種のデバイスは、自動化および並行実験を簡易化し、被検体
の喪失を減らし、再生能および速度などを増加させる。
【００１０】
・特許文献１（国際公開第ＷＯ９７０４２９７号（Karger et al））は、エレクトロス
プレーイオン化質量分析法（ＥＳＩ ＭＳ）、大気圧化学イオン化質量分析法（ＡＰＣＩ
ＭＳ）、マトリックス支援レーザー脱離／イオン化質量分析法（ＭＡＬＤＩ ＭＳ）およ
び若干の他の分析原理を実施するときに有用であると主張されている引出しポートを有す
るマイクロ流体デバイスについて報告している。
【００１１】
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・特許文献２（米国特許第６１１０３４３号（Ramsey et al））は、マイクロ流体デバ
イスおよび質量分析計間におけるエレクトロスプレーインターフェースについて報告して
いる。
【００１２】
・特許文献３（米国特許第５９６９３５３号（Hsieh））は、エレクトロスプレーイオ
ン化質量分析法についてのインターフェースの改良を報告している。インターフェースは
、チップのマイクロチャンネル構造に連結されたエレクトロスプレーチップの形態をして
いる。
【００１３】
・特許文献４（米国特許第５１９７１８５号（Yeung et al））は、質量分析計へ微小
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規模の液体に基く分離プロセスを直接連結するためのレーザー誘導蒸発作用およびイオン
化インターフェースについて報告している。光吸着成分を溶離液に含ませることにより、
蒸発作用が促進され得る。
【００１４】
・特許文献５（米国特許第５７０５８１３号（Apffel et al））および特許文献６（米
国特許第５７１６８２５号（Hancock et al））は、ＭＳポートを含むマイクロ流体チッ
プについて報告している。チップ内の試料を処理後、試料はＭＳポートに現れる。次いで
、チップ全体をＭＡＬＤＩ−ＴＯＦ ＭＤ装置に置く。マイクロ流体デバイスは、
（ａ）ＭＡＬＤＩ−ＴＯＦ ＭＳ装置の真空ゲートにおけるプローブ表面として使用され
得る開口イオン化表面（特許文献５（米国特許第５７０５８１３号）の６欄、５３〜５８
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行）または
（ｂ）ＭＳ被検体がＭＡＬＤＩ−ＴＯＦ ＭＳにとって適当なプローブ表面へ移され得る
純粋な捕獲／反応表面（特許文献６（米国特許第５７１６８２５号）の１２欄、１３〜３
４行）
を含む。
【００１５】
これらの刊行物は、デバイスのマイクロチャンネル構造内の液体輸送手段がデバイスに
組込まれているか連結されていることを示唆している。与えられた手段は電気結線、ポン
プなどである。これらの種類の輸送手段は、設計および用途についての余分な複雑さを余
儀なくされるため、これらのデバイスの生産コスト、処理の容易さなどにマイナスの影響

10

を及ぼし得る。
【００１６】
特許文献５（米国特許第５７０５８１３号（Apffel et al））および特許文献６（米国
特許第５７１６８２５号（Hancock et al））は両方とも明らかにマイクロ流体デバイス
に関するものであるが、それらは、
・ＭＡＬＤＩイオン化表面周囲の適当な流体、
・ＭＡＬＤＩイオン化表面における適当な結晶化、
・結晶化、蒸発作用に関するポートの適当なジオメトリー、入射レーザービームなど、
・ＭＡＬＤＩ ＭＳ分析用のＭＡＬＤＩイオン化表面への導電性接合部
についてはあまり触れていない。
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【００１７】
これらの特徴は、有効にＭＡＬＤＩ質量分析計へマイクロ流体デバイスをインターフェ
ースで連結するために重要である。
【００１８】
特許文献７（国際公開第９７０４２９７号（Karger et al））および特許文献８（ＰＣ
Ｔ／ＳＥ０１／０２７５３（ジャイロス AB））は、マイクロ流体デバイスのマイクロチ
ャンネル構造の放射状または輻射状配列を示唆している。
【００１９】
特許文献９（国際公開９７２１０９０号（Mian et al））(３０頁、３〜４行、および
５１頁、１０行)および特許文献１０（国際公開第００５０１７２号（Burd Mehta））(５
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５頁、１４行)は、概略的にはそれらのマイクロ流体が、質量分析法により分析されるは
ずの試料の調製に使用され得ることを示唆している。特許文献９（国際公開第９７２１０
９０号）は、明らかに遠心力を用いて液流を押し流すシステムに関するものである。
【００２０】
遠心力を用いてマイクロ流体システム内の液体を動かすことに触れた若干の刊行物が過
去何年間かの間に出ている。例えば、特許文献９（国際公開第９７２１０９０号）（ガメ
ラ・バイオサイエンス）、特許文献１１（国際公開第９８０７０１９号）（ガメラ・バイ
オサイエンス）、特許文献１２（国際公開第９８５３３１１号）（ガメラ・バイオサイエ
ンス）、特許文献１３（国際公開第９９５５８２７号）（ジャイロス AB）、特許文献１
４（国際公開第９９５８２４５号）（ジャイロス AB）、特許文献１５（国際公開第００
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２５９２１号）（ジャイロス AB）、特許文献１６（国際公開第００４０７５０号）（ジ
ャイロス AB）、特許文献１７（国際公開第００５６８０８号）（ジャイロス AB）、特許
文献１８（国際公開第００６２０４２号）（ジャイロス AB）、特許文献１９（国際公開
第０１０２７３７号）（ジャイロス AB）、特許文献２０（国際公開第０１４６４６５号
）（ジャイロス AB）、特許文献２１（国際公開第０１４７６３７号）（ジャイロス AB）
、特許文献２２（国際公開第０１５４８１０号（ジャイロス AB））、特許文献２３（国
際公開第０１４７６３８号（ジャイロス AB））参照。
【００２１】
特許文献２４（米国特許出願第６０／３１５４７１号）および対応する国際特許出願は
、マイクロ流体機能の様々な設計について検討しており、それらの中には本発明に適用さ
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れ得るものもある。
【００２２】
また、非特許文献１（Zahang et al.、

Microfabricated devices for capillary ele

ctrophoresis‑electrospray mass spectrometry

、Anal.Chem.７１（１９９９）３２５

８〜３２６４）およびそこに引用された参考文献も参照。
【００２３】
非特許文献２（Kido et al.（

Disc‑based immunoassay microarrays

、Anal.Chim.A

cta ４１１(２０００)１〜１１））は、コンパクトディスク（ＣＤ）でのマイクロスポッ
トイムノアッセイについて報告している。著者らは、ＣＤが、マイクロボアＨＰＬＣおよ
び後続の例えばＭＡＬＤＩ ＭＳによる検出のための連続試料収集装置として使用され得
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ることを示唆している。予備実験では、ポリカーボネートで製造した１枚のＣＤを金で被
覆し、ペプチドおよびＭＡＬＤＩマトリックスの混合物によりスポットした。
【００２４】
優先権主張出願について編集された国際類型調査報告において、特許文献２５（米国特
許第６１９１４１８号（Hinsgaul et al））、特許文献２６（米国特許第４２７９８６２
号（Bretaudiere et al））、および特許文献２７（米国特許第５８６９８３０号（Franz
en et al））は、Ｘ／Ｙと分類された。これらの刊行物の中に、マイクロ流体デバイスお
よび質量分析計とのそれらのインターフェースに付随する問題に関するものは無い。特許
文献２５（米国特許第６１９１４１８号（Hinsgaul et al））は、配列を回転させること
によりＭＳ装置へ一つずつインターフェース連結され得るエレクトロスプレーチップの環
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状配列について記載している。液流が外部手段により適用されるクロマトグラフィーカラ
ムにチップを連結する。特許文献２６（米国特許第４２７９８６２号（Bretaudiere et a
l））は、（ａ）遠心力により押出される流れに乱流を生じさせることにより混合を誘発
するユニットおよび（ｂ）終結測定用チャンバーを含む外に向かうフローシステムを含む
環状ディスクについて記載している。特許文献２７（米国特許第５８６９８３０号（Fran
zen et al））は、レファレンス化合物と一緒にＭＡＬＤＩ ＭＳ装置において慣用的方法
で提示されるＭＳ被検体の正確な質量測定法について記載している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２５】
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【特許文献１】国際公開第ＷＯ９７０４２９７号
【特許文献２】米国特許第６１１０３４３号
【特許文献３】米国特許第５９６９３５３号
【特許文献４】米国特許第５１９７１８５号
【特許文献５】米国特許第５７０５８１３号
【特許文献６】米国特許第５７１６８２５号
【特許文献７】国際公開第９７０４２９７号
【特許文献８】ＰＣＴ／ＳＥ０１／０２７５３
【特許文献９】国際公開９７２１０９０号
【特許文献１０】国際公開第００５０１７２号
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【特許文献１１】国際公開第９８０７０１９号
【特許文献１２】国際公開第９８５３３１１号
【特許文献１３】国際公開第９９５５８２７号
【特許文献１４】国際公開第９９５８２４５号
【特許文献１５】国際公開第００２５９２１号
【特許文献１６】国際公開第００４０７５０号
【特許文献１７】国際公開第００５６８０８号
【特許文献１８】国際公開第００６２０４２号
【特許文献１９】国際公開第０１０２７３７号
【特許文献２０】国際公開第０１４６４６５号
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【特許文献２１】国際公開第０１４７６３７号
【特許文献２２】国際公開第０１５４８１０号
【特許文献２３】国際公開第０１４７６３８号
【特許文献２４】米国特許出願第６０／３１５４７１号
【特許文献２５】米国特許第６１９１４１８号
【特許文献２６】米国特許第４２７９８６２号
【特許文献２７】米国特許第５８６９８３０号
【非特許文献】
【００２６】
【非特許文献１】Zahang et al.、

Microfabricated devices for capillary electroph

oresis‑electrospray mass spectrometry

10

、Anal.Chem.７１（１９９９）３２５８〜３

２６４
【非特許文献２】Kido et al.（

Disc‑based immunoassay microarrays

、Anal.Chim.A

cta ４１１(２０００)１〜１１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
発明の目的
・第一の目的は、質量分析計とインターフェース連結され得るマイクロ流体デバイスに
おける試料、フラグメントおよび誘導体を含む被検体、試薬等の輸送についての改良され
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た手段および方法の提供である。
【００２８】
第二の目的は、試料被検体をＭＳ被検体として提示する前の試料処理について改良され
たマイクロ流体方法および手段の提供である。副目的は、再生可能な収率／回収、および
／または貴金属喪失を最小に維持しながらマイクロ流体装置内における試料の有効な濃縮
、精製および／または変換を可能にすることである。
【００２９】
第三の目的は、ＭＳ試料／ＭＳ被検体の有効で改善された提示を可能にする改良された
マイクロ流体方法および手段の提供である。特にこの目的は、ＥＤＩ表面で、またはエレ
クトロスプレーイオン化（ＥＳＩチップ）により提示されたＭＳ試料に適用される。
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【００３０】
第四の目的は、液流が慣性力により誘発されるマイクロ流体デバイスに存するＥＤＩ表
面で提示されたＭＳ試料からの再生可能な質量値を可能にすることである。
【００３１】
第五の目的は、ＭＳ被検体を質量分析計に提示する前の並行試料処理について改良され
たマイクロ流体手段および方法の提供である。この目的の改良点は、例えば濃縮、化学的
変換、個々の工程および処理プロトコル全体についての所用時間等における正確さといっ
た特徴をいう。並行試料処理とは、２個またはそれ以上の試料処理が、同じマイクロ流体
デバイス内の異なるマイクロチャンネル構造で並行して進められることを意味する。並行
実行数は、５より大、例えば１０、５０、８０、１００、２００、３００または４００実
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行数より大であり得る。並行試料の特定重要数は、マイクロタイタープレートにおけるウ
ェルの標準数未満またはそれと同等、例えば９６またはそれ未満、３８４またはそれ未満
、１５３６またはそれ未満等である。
【００３２】
第六の目的は、並行試料処理を可能にし、質量分析計に適合化された１個またはそれ以
上のＭＳポートを有する安価で使い捨て可能なマイクロ流体デバイスユニットの提供であ
る。
【課題を解決するための手段】
【００３３】
発明の要約
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本発明者らは、この明細書で特定されたマイクロ流体デバイス内における液体の輸送に
慣性力が用いられる場合には、上述の目的の幾つかが満たされ得ることを認識した。これ
は、液体、例えば洗浄液および(ａ)その誘導体およびフラグメントを含む被検体、（ｂ）
試料／被検体の変換で使用される試薬等の少なくとも一つを含む液体に適用可能である。
【００３４】
本発明者らはまた、マイクロ流体デバイスにおけるＥＤＩ領域の最適化が、
(ａ)ＥＤＩ領域における導電層の設計および／または位置設定、および／または
(ｂ)ＥＤＩ ＭＳポートに付随するキャリブレーター領域の必要性、および／または
(ｃ)ＭＳ分析についてのＥＤＩ領域への適当な導電性接合部の必要性
と関連していることを認めた。
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【００３５】
適当な導電性接合部は、例えば、ＥＤＩ領域での適当な電圧および／または電荷輸送を
維持する。不適当な導電特性は、質量の正確さ、感度、分離等にマイナスの影響を及ぼし
得る。マイクロ流体デバイスに複数のマイクロチャンネル構造が存在する場合、(ａ)〜(
ｃ)の重要性は高まる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】ＭＳポートを有する様々なマイクロチャンネル構造を示す。
【図２】ＭＳポートを有する様々なマイクロチャンネル構造を示す。
【図３】ＭＳポートを有する様々なマイクロチャンネル構造を示す。
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【図４】エレクトロスプレー形態のＭＳポートを示す（側面図）。
【図５】ＥＤＩ表面を含むＭＳポートにおける導電層（Ｉ）の様々な設計および配置を示
す（ＭＳポートの断面側面図）。
【図６】層（Ｉ）および導電性接合部を伴うＥＤＩ ＭＳポート周囲の配置を示す（透明
のふた、上から見たもの）。
【図７ａ】透明のふたを伴うＥＤＩポートの変形モデルを示す（それぞれ上から見たもの
および断面側面図）。
【図７ｂ】透明のふたを伴うＥＤＩポートの変形モデルを示す（それぞれ上から見たもの
および断面側面図）。
【図８ａ】ＭＡＬＤＩ ＭＳとインターフェースで連結されるのに適切なマイクロチャン
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ネル構造の変形モデルおよび完全環状マイクロ流体ディスク（ＣＤ）における最適配列を
示す。
【図８ｂ】ＭＡＬＤＩ ＭＳとインターフェースで連結されるのに適切なマイクロチャン
ネル構造の変形モデルおよび完全環状マイクロ流体ディスク（ＣＤ）における最適配列を
示す。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
発明の詳細な記載
本発明の第一態様は、液体試料の被検体をＭＳ被検体として質量分析計へ提示する方法
である。この方法は、
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(ａ)
(ｉ)液体試料を、マイクロ流体デバイスのマイクロチャンネル構造(Ｉ)であって、Ｍ
Ｓ−ポートをも含む構造の試料引入れポート（Ｉ）に適用し、
(ii)マイクロチャンネル構造（Ｉ）において液流により被検体を輸送することによっ
て、被検体をＭＳ被検体に変換させ、そして
(iii)ＭＳポートを介して質量分析計にＭＳ被検体を提示する
工程を含み、そして
(ｂ)慣性力を用いてマイクロチャンネル構造（Ｉ）の少なくとも一部内で液流を押出す
ことを特徴とする。
【００３８】
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本発明の第二の態様は、
(ａ)ディスクの面に垂直な対称軸、
(ｂ)内部引入れポートからディスクの周縁部に向かう液流方向により放射状に指向され、
ＭＳポートおよび試料引入れポートを含むマイクロチャンネル構造（Ｉ）
を含むことを特徴とするマイクロ流体ディスクである。
【００３９】
この態様は、ＭＳポートがＥＳＩ ＭＳポートまたはＥＤＩ‐ＭＳ‐ポートであり得る
ことを包含する。ＥＤＩ ＭＳポートの場合。
【００４０】
本方法態様はまた適用される質量分析方法を包含するもので、すなわち革新的方法はま

10

た、例えば被検体に関する分子量および構造情報を得るために、マススペクトルおよびそ
の分析値の実際の収集を包含し得る。
【００４１】
本発明の態様の様々な革新的実施例について下記で検討している通りさらに定義する。
【００４２】
液流
マイクロチャンネル構造内での被検体、被検体由来の物質、試薬等の輸送に使用される
液流は、動電学的力および／または非動電学的力により引き起こされ得る。典型的な非動
電力は慣性力、例えば遠心力、毛管力、圧力差により生じる力などである。この明細書で
検討されている環状形態を有するマイクロ流体デバイスの場合、例えばＭＳポートへ輸送
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するためには、各マイクロチャンネル構造の少なくとも一部において、デバイスを回転さ
せることにより、すなわち遠心力により液流を引き起こすのが好ましい。「圧力差により
生じる力」の語は、一連の液体アリコートの回転および適用の組み合わせ作用によりある
種のマイクロチャンネル構造内で生じる静水圧を包含する（下記および国際公開第０１４
６４６５号(ジャイロス AB)参照）。
【００４３】
優先権主張日時点で、この革新的デバイスおよび方法で使用される最も重要な慣性力は
遠心力、すなわちデバイスを回転させることによるディスク周縁部に向かう液体の外向的
輸送の達成である。回転軸はディスクの対称軸と一致する。
【００４４】
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慣性力、例えば遠心力は、１種またはそれ以上の他の駆動力と組み合わされ得る。この
組合わせは、マイクロチャンネル構造の同じ部分にあり得る。この組合わせはまた、遠心
力形態の慣性力が、流れが環状ディスク周縁部に向かって外向きに指向される部分での輸
送に用いられ、他の部分では他の力がディスク周縁部に対し内向きまたは多少平行である
流れを生じさせることを意味し得る。
【００４５】
毛管力は、典型的には引入れポートから引入れポートに伴うマイクロチャンネルへの液
体アリコートの輸送に使用され得る。この種のマイクロチャンネルは、ディスクの中心に
向かって内向きまたはほぼそれと垂直に指向され得る。
【００４６】
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特に流動開始時および／または液体が分岐および湾曲部を通過するとき、流動抵抗にお
けるチャンネル間変動を克服するために流れを増加させるパルスを含むのが有益であり得
る。
【００４７】
試料およびその処理
引入れポートに適用される試料は、１種またはそれ以上の被検体を含有し得、それには
脂質、炭水化物、核酸および／またはペプチド構造または他の有機構造が含まれ得る。被
検体はまた、無機構造を含み得る。マイクロチャンネル構造内で行なわれる試料処理プロ
トコルは、典型的には、試料が１種またはそれ以上のＭＳ試料に変換されることを意味し
、その場合、
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(ａ)ＭＳ被検体は、出発被検体の誘導体であり、および／または
(ｂ)非被検体種の量(複数も可)は、出発試料と比べて変化を被っており、および／または
(ｃ)試料中における異なるＭＳ被検体の相対出現度は、出発試料と比べて変化を被ってお
り、および／または
(ｄ)ＭＳ被検体の濃度は、出発試料中における対応する出発被検体と比べて変化を被って
おり、および／または
(ｅ)試料構成成分、例えば溶媒は変化を被っており、および／または被検体は溶解形態か
ら固体形態、例えば共結晶化形態へ変化している。
【００４８】
（ａ）項は、被検体の様々なサイズのフラグメントへの消化および／または化学的誘導

10

体化を包含する。消化は、純粋に化学的または酵素的であり得る。誘導体化は、出発被検
体または試料処理プロトコル中に形成されたフラグメントまたは他の誘導体のいわゆるマ
ス標識を包含するもので、これはマイクロチャンネル構造で行なわれる。(ｂ)および／ま
たは(ｃ)項は、試料被検体が精製および／または濃縮されたことを含む。（ａ）〜（ｄ）
項は、特に炭水化物、核酸および／またはペプチド構造を含むバイオポリマーである被検
体に適用される。
【００４９】
試料は、典型的には液体形態であり、水性であり得る。
試料はまた、変化を被らずにマイクロチャンネル構造を通過し得る。この場合、マイク
ロチャンネル構造内での処理は、質量分析計へ被検体を投与するための形態を提供するの
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みである。
【００５０】
図面。
図１〜３は、ＭＳポートを有する様々なマイクロチャンネル構造を示す。
図４は、エレクトロスプレー形態のＭＳポートを示す（側面図）。
図５ａ〜ｆは、ＥＤＩ表面を含むＭＳポートにおける導電層（Ｉ）の様々な設計および
配置を示す（ＭＳポートの断面側面図）。
図６は、層（Ｉ）および導電性接合部を伴うＥＤＩ ＭＳポート周囲の配置を示す（透
明のふた、上から見たもの）。
図７ａ〜ｂは、透明のふたを伴うＥＤＩポートの変形モデルを示す（それぞれ上から見
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たものおよび断面側面図）。
図８ａ〜ｂは、ＭＡＬＤＩ ＭＳとインターフェースで連結されるのに適切なマイクロ
チャンネル構造の変形モデルおよび完全環状マイクロ流体ディスク（ＣＤ）における最適
配列を示す。
【００５１】
図１〜８に示されたマイクロチャンネル構造は、平面マイクロ流体デバイスに存在する
。
【００５２】
マイクロ流体デバイス。
マイクロ流体デバイスは、液体試料を適用するための引入れポートおよびＭＳ被検体を
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質量分析計へ放出および提示するためのＭＳポートを有する１個またはそれ以上のマイク
ロチャンネル構造を含む。これらの種類のポートは、マイクロチャンネル構造で同時に存
在し得る。また、溶媒および試薬を適用するための別々の引入れポートおよび構造におい
て添加および／または生成される他の成分を回収するための別々の引出しポートまたは廃
棄チャンバー／空洞が存在し得る。２個またはそれ以上のマイクロチャンネル構造は、共
通の引入れポートを有し得る。デバイスの特定設計によっては、例えばＭＳ被検体の適当
な放出および提示を可能にするために、試料処理中は閉じられるが、後で開かれるポート
もあり得る。
【００５３】
マイクロチャンネルにおいて向かい合った２壁間の距離は、典型的には≦１０００μｍ
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、例えば≦１００μｍ、更には≦１０μｍ、例えば≦１μｍである。機能的チャンネルパ
ーツ（チャンバー、空洞など）は、典型的には≦５００μｌ、例えば≦１００μｌ、更に
は≦１０μｌ、例えば≦１μｌの容積を有する。重要な変形モデルでは、これらの容積は
、≦５００ｎｌ、例えば≦１００ｎｌまたは≦５０ｎｌであり得る。これらのパーツの深
度は、≦１０００μｍ、例えば≦１００μｍ、例えば≦１０μｍ、更には≦１μｍの間隔
であり得る。下限(幅および深度)は、常に、マイクロチャンネル構造内で輸送される試薬
および被検体(フラグメントおよび誘導体を含む)の最大のものより顕著に大きい。異なる
チャンネルパーツの下限は、典型的には０.１〜０.０１μｍの範囲である。縦横比(深度
対幅)は、マイクロチャンネル構造の全パーツまたは一部のみにおいて≧１または≦１で
あり得る。

10

【００５４】
好ましいマイクロ流体デバイスは、典型的には１個、２個またはそれ以上、好ましくは
５個を越えるマイクロチャンネル構造を含む。好ましい変形モデルでは、デバイスは、マ
イクロチャンネル構造のサブストレート表面露出パーツをマイクロチャンネル構造の残り
のパーツがあるとすればそれを包含するふたで覆うことにより形成される。ふたは、液体
の望ましくない蒸発を阻止または最小限に抑え、そして液体の輸送を促進する。
【００５５】
マイクロチャンネル構造は、好ましくは幾つかのマイクロチャンネル構造に共通した平
面で拡張する。さらに、他の方向、主として共通面に垂直に伸びる他のマイクロチャンネ
ルが存在し得る。上記の他のマイクロチャンネルは、例えば、共通面に位置していないマ
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イクロチャンネル構造への試料または液体適用領域または接合部として機能し得る。
【００５６】
マイクロ流体デバイスはディスク形状であり、様々な幾何図形的配列を有し得、環状形
態が好ましい変形モデルである(ＣＤ形態)。環状形態のようなディスクの他の変形モデル
は、少なくとも３または少なくとも６−総数である対称軸を有し得る。環状形態は、典型
的には、慣用的ＣＤの半径の≧１０％または≦３００％である半径(ｒ)を有するが、慣用
的ＣＤフォーマットが好ましい。
【００５７】
対称軸を有する環状形態または他の形態を有するデバイスでは、ＭＳポートは、典型的
には、マイクロチャンネル構造の引入れポート、共通分配系／チャンネル等よりも対称軸

30

からの半径距離が大きいところに位置する。複数の引入れポートが存在する場合、それら
は対称軸から異なる半径距離のところに位置し得る。各マイクロチャンネル構造について
の流動方向は、内側適用領域(引入れポート、共通分配系またはチャンネル等)からディス
ク周縁部にある引出しポート、典型的にはＭＳポートへ向かう。マイクロチャンネル構造
は、ディスクの対称軸周囲において１個またはそれ以上の同心円形態(輪状／環状配列)で
配列され得る。各円におけるＭＳポートは、対称軸から同じ半径距離のところにある。
【００５８】
「放射状指向マイクロチャンネル構造」の語は、マイクロチャンネル構造が、引出しポ
ート、典型的にはＭＳポートよりも回転軸(対称軸)に近いところに引入れポートまたは共
通分配ユニットを有することを意味する。この語は、部分構造の設計または方向を考慮し
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たものではない。
【００５９】
各マイクロチャンネル構造は、機能の点で異なるパーツを含み得る。引入れポート、Ｍ
Ｓポート、輸送導管／チャンネルに加えて、
(ａ)試料液体以外の試薬および液体用適用ゾーン／ポート(第二引入れポート)、
(ｂ)追加的ＭＳポート、
(ｃ)例えば上記で検討した被検体の誘導体化(消化、標識等)についての反応ゾーン、
(ｄ)圧力を生じさせるゾーン(例えば静水圧)、
(ｅ)容積規定ゾーン、
(ｆ)混合ゾーン、
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(ｇ)例えば毛管電気泳動、クロマトグラフィーなどにより、被検体またはその誘導体また
はフラグメントを分離および／または濃縮および／または精製するためのゾーン、
(ｈ)廃棄導管／チャンバー／空洞(例えば引出しポート形態で)、
(ｉ)液流スプリットゾーンなど
として機能する１個またはそれ以上のパーツが存在し得る。これらのパーツは各々、マイ
クロチャンネル構造の先行および／または後続部分と同一または異なる断面寸法を有し得
る。
【００６０】
様々なパーツ(ａ)〜(ｉ)のサイズは、若干の因子、例えば試料、使用試薬、洗浄、処理
プロトコル、所望の感度、質量分析計のタイプなどにより異なる。典型的サイズは、１ｎ

10

ｌ〜１０００μｌの範囲にあり、主として１μｌ未満、例えば５００ｎｌ未満、更には１
００ｎｌ未満、例えば２５または１０ｎｌ未満(容積規定ユニット、リアクター部分、分
離部分等)である。同じ引入れポートへの液体、例えば試料、洗浄液、脱着液等の反復適
用により、大きな容積規定ユニットの必要性は無くなり得る。
【００６１】
液流のスプリットが、上流部分に位置し、引入れに付随し得ることにより、出発試料は
幾つかのアリコートに分割され、次いでそれらの各々は、本発明デバイス内で並行処理さ
れる。
【００６２】
ＭＳポートの存在を除き、有用なマイクロチャンネル構造については、若干の先行特許
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公開で報告されている。上記で検討されている背景となった刊行物参照。
【００６３】
異なる機能を有するパーツ間には、液流を駆立てる力を増すことにより克服され得るバ
ルブが存在し得る。回転を利用する変形モデルの場合、これは例えば、スピニングの増加
および／または回転と合わせた新たな分量の液体の追加故に構造内で強められた圧力の利
用により実施され得る。例えば、国際公開第００４０７５０号(ジャイロス AB)および国
際公開第０１４６４６５号(ジャイロス AB)参照。バルブは、毛管接合(国際公開第９８０
７０１９号(ガメラ・バイオサイエンス))または疎水性ブレーク(国際公開第９９５８２４
５号(ジャイロス AB)、国際公開第０１８５６０２号(ジャイロス ABおよびエーミック AB
))またはバルブ材料の熱特性に基き得る。後者の種類のバルブは、例えばワックス様材料

30

のプラグを含むいわゆる犠牲バルブ(国際公開第９８５３３１１号(ガメラ・バイオサイエ
ンス))、または可逆性バルブ、例えばプラグ形態の熱可逆性ポリマーを含むもの(国際公
開第０１０２７３７号(ジャイロス AB))により説明され得る。
【００６４】
本発明にしたがって使用されるマイクロチャンネル構造の一種は、被検体または被検体
由来の物質の分離および／または濃縮および／または精製が行われ得るゾーンを含む。こ
のゾーンは、ＭＳポートまたはその前部に位置する。被検体由来の物質の例は、被検体の
フラグメントおよび誘導体である。この種の機能性は、低濃度の被検体を含む試料、被検
体の複雑な混合物またはＭＳ被検体の分離および／または感度にマイナスの影響を及ぼし
得る高濃度の干渉物質にとって特に重要であり得る。本発明において分離、濃縮、精製、
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誘導体化、フラグメント化等に利用される原理は、生命科学領域で使用されるものと同様
であり、例えばサイズ排除および／またはリガンド構造への結合差異に基く分離が適用可
能である。したがって、分離ゾーンは、被検体または被検体由来の物質とは結合し得るが
汚染物質とは結合し得ない（または逆もまた同様）分離媒質を含み得る。分離媒質は、典
型的には粒子／ビーズ形態、分離ゾーンの表面、またはスルーフローを可能にするモノリ
シックプラグ(多孔質)である。被検体または被検体由来の物質が結合した場合、それに続
いて結合物質に適切な脱離特性を有する液体にゾーンを通過させると、結合物質は解離さ
れ、下流へ輸送される。この輸送は、ＭＳポートまたは更なる分離工程が実施されるゾー
ンに向けて直接行われ得る。洗浄工程は、試料液および脱離液間に挿入され得る。分離媒
質は、結合工程中には可溶性または非可溶性であり得る。可溶性分離媒質は、所望の物質
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結合後には概して不可溶化されている。これらの原理は、肉眼的分離分野では熟知されて
いる。
【００６５】
先行段落で検討されている結合は、概して分離媒質へのアフィニティー(親和性)結合ま
たは共有結合を意味する。共有結合は、典型的には例えばチオールジスルフィド交換によ
り可逆性である。アフィニティー結合(＝アフィニティー吸着)は、
(ａ)典型的にはリガンドおよび結合される物質が反対の電荷を有することを必要とする静
電的相互作用、
(ｂ)典型的にはリガンドおよび結合される物質が疎水性基を含むことを必要とする疎水性
相互作用、

10

(ｃ)典型的にはリガンドおよび結合される物質が電子受容体および電子供与体基をそれぞ
れ有する(逆もまた同様)ことを必要とする電子供与体受容体相互作用、および
(ｄ)相互作用が複雑な性質を有する、典型的には異なる種類の相互作用および／または基
の混合物を含むバイオアフィニティー(生物学的親和性)結合
により説明され得る。
【００６６】
イオン交換リガンドはカチオン性(＝アニオン交換リガンド)またはアニオン性(＝カチ
オン交換リガンド)であり得る。典型的アニオン交換リガンドは、正に荷電した窒素を有
し、最も一般的なものは第１級、第２級、第３級または第４級アンモニウムリガンド、お
よびある種のアミジニウム基である。典型的カチオン交換リガンドは、負に荷電したカル
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ボン酸基、燐酸基、ホスホン酸基、硫酸基およびスルホン酸基を有する。
【００６７】
バイオアフィニティー結合は、被検体または被検体由来の物質がいわゆるバイオアフィ
ニティー対の一員であり、リガンドが対の他の一員であることを含む。典型的なバイオア
フィニティー対は、抗原／ハプテンおよび抗体／抗体の抗原結合フラグメント、相補的核
酸、免疫グロブリン結合タンパク質および免疫グロブリン(例えばＩｇＧまたはそのＦｃ
部分およびプロテインＡまたはＧ)、レクチンおよび対応する炭水化物等である。「バイ
オアフィニティー対」の語は、構成員の一方または両方が合成的、例えばバイオアフィニ
ティー対の天然構成員を模倣するものであるアフィニティー対を包含する。
【００６８】
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試料中の被検体がペプチド構造または核酸構造を有するかまたは他の形で著しい疎水性
を有する場合、分離媒質は、有機性である脱着液(溶離液)、例えばアセトニトリル、イソ
プロパノール、メタノール等の使用と組み合わされた逆相型(疎水性)に属し得る。特定試
料、および共通結合構造を有する被検体または被検体由来の物質の存在によって、基特異
的分離媒質が使用され得る。すなわち分離媒質は、逆相吸着剤と同様、低い塩濃度を有す
る、すなわち脱塩されたＭＳ試料をもたらし得る。
【００６９】
各マイクロチャンネル構造では、同一または異なる原理、例えばサイズおよび電荷を利
用する２つまたはそれ以上の分離ゾーンが存在し得る。両性物質、例えばタンパク質およ
びペプチドの場合、後者の原理は等電点電気泳動により説明され得る。
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【００７０】
分離媒質への結合を含む分離工程後、分離媒質通過後の脱離液中における被検体または
被検体由来の物質の濃度は、一般的に出発試料中の場合よりも高い。増加は係数＞１００
、例えば１０１‐１０６、例えば１０１‐１０４の間隔によるものであり得る。
【００７１】
既に述べた通り、分離ゾーンは、フラグメント化を含む誘導体化のためのゾーンと組み
合わされ得る。また、分離ゾーンではなく誘導体化ゾーンを有するマイクロチャンネル構
造も存在し得る。
【００７２】
米国特許出願第６０／３２２６２１号および対応する国際出願は、検定法における上述
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のアフィニティー原理の使用について報告しているが、はっきりと質量分析法に言及して
いるわけではない。
【００７３】
図１は、(ａ)試料液を含む液体用の引入れポート(１)、(ｂ)例えばＥＤＩ表面を含むＭ
Ｓポート(２)、(ｃ)引入れポート(１)およびＭＳポート(２)間のフロー導管(３)を含むマ
イクロチャンネル構造を示す。ＭＳポートは開いているかまたは蓋され得る。フロー導管
(３)は、分離／濃縮用吸着剤を含むゾーン(４)を有し得る。デバイスに幾つかのマイクロ
チャンネル構造がある場合、引入れポート用の開口部(図示せず)と共に共通の適用領域／
チャンネルが存在し得る。ＭＳポートは、ＥＤＩ ＭＳポート、エレクトロスプレーＭＳ
ポートであり得る。
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【００７４】
図１の構造は、ＭＳポート(２)よりも中心に近いところに引入れポート(１)を伴う環状
ディスク上に存在し得る。ＭＳポートがＥＤＩ−ＭＳポートであり、ディスクを回転させ
ることにより液体が導管(３)を通って輸送される場合、液体は、液体の蒸気圧および／ま
たは回転速度しだいで滴として、または蒸発によりＭＳポートを離れる。蒸気圧が低く、
回転速度が増加すると、滴の形成が促進され、蒸気圧が高く、回転速度が減少すると、液
体の蒸発およびｍＳポートにおけるＭＳ被検体の結晶化が促進される。回転速度が低すぎ
、蒸気圧が低すぎると、導管(３)における物質の沈着についての危険性が増加する。
【００７５】
図２は、マイクロチャンネル構造の別の変形モデルを示す。それは、試料、洗浄液およ
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び脱離液の適用に使用され得る２個の引入れポート(５,６)を有する。引入れポートの一
方(５)を、同デバイスにおける幾つかのマイクロチャンネル構造に共通したものであり得
る適用領域／チャンネル(７)に連結する。この第一引入れポート(５)を、適用領域／チャ
ンネル(７)を介してＵ形状チャンネルのシャンク(８)の一つに連結する。他方の引入れポ
ート(６)を、Ｕの他方のシャンクに連結する。Ｕの下方部分には、ＭＳポート(１０)に至
る出口導管(９)が存在する。出口導管(９)は、分離媒質を含有するゾーン(１２)を含み得
る。ＭＳポート(１０)からは、同デバイスにおける幾つかのマイクロチャンネル構造に共
通したものであり得る廃棄チャンネル(１４)に至る廃棄チャンネル(１３)が形成され得る
。導管(９)は、可能な分離ゾーン(１２)の上流に、例えば疎水性ブレーク形態をしたバル
ブ機能を含み得る。
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【００７６】
また、図２のマイクロチャンネル構造は、環状ディスクおよびディスクの回転により生
じた液流に適合化されている。適用チャンネル(７)は、廃棄チャンネル(１４)よりもディ
スクの中心から短い半径距離のところにある。
【００７７】
図３は、別々の試料引入れポート(１４)、ＭＳポート(１５)およびその間に試料調製に
使用され得る構造を含むマイクロチャンネル構造を示す。この変形モデルでは、試料引入
れポート(１４)およびＭＳポート(１５)間に計量用微小空洞(１６)を含む容積規定ユニッ
トが存在し、末端が、幾つかのマイクロチャンネル構造に共通したものであり得る廃棄チ
ャンバー(２５ａ)に至るオーバーフロー導管(１７)が付随する。計量用微小空洞(１６)の
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下方部分には、Ｕ形状チャンネルのシャンク(１９)の一つに至る第一出口導管(１８)が存
在する。このＵの他方のシャンク(２０)は、洗浄および／または脱離液用の引入れポート
(２１)に連結され得る。Ｕ形状チャンネルの下方部分では、第二Ｕ形状チャンネルのシャ
ンク(２３)の一つに入る第二出口導管(２２)が存在し得る。他方のシャンク(２４)は、湾
曲部(２６)の後に末端が廃棄チャンバー(２５ａ)に至り得る廃棄チャンネル(２５ｂ)に連
結され得る。第二Ｕ形状チャンネルの下方部分には、ＥＤＩ表面またはエレクトロスプレ
ーユニットを含み得るＭＳポート(１５)に入る第三出口導管(２７)が存在し得る。マイク
ロチャンネル構造における流れを制御するために、バルブ機能は、
(ａ)第一出口導管(１８)、例えば容積規定ユニット(１６)の下流付近、
(ｂ)同じく可能ならば第二出口導管(２２)、例えば第一Ｕの直後、
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(ｃ)第三出口導管(２７)、例えば第二Ｕの直後、および
(ｄ)オーバーフローチャンネル(１７)および廃棄チャンネル(２５ｂ)間の接合部と共に
配置され得る。
【００７８】
バルブは、疎水性ブレークについて優先的に上記で検討されたタイプに属し得る。上記
で検討された適切な吸着剤(２８)は、第二出口導管(２３)に設置され得、またバルブとし
て機能し得る。吸着剤が粒子形態である場合、それらは、好ましくは導管内壁の収縮によ
り定位置に保持される。
【００７９】
図３に示された構造は、遠心力で液体を輸送するのに適合化され、すなわちディスクに

10

存在し、ディスクの中心から外向きに放射状に向けられた構造を伴う。実験開始時、計量
用空洞(１６)を、例えば毛管作用により、少なくともオーバーフローチャンネル(１７)お
よび計量用空洞(１６)間の接合部まで試料液で満たす。液体はオーバーフローチャンネル
(１７)に入る。まずオーバーフローチャンネル(１７)および廃棄チャンネル(２５ａ)間の
バルブ機能を克服することにより、過剰の液体を廃棄チャンネル(２５ａ)中へ通す。次い
で、第一出口導管(１８)においてバルブ機能を克服することにより、計量用微小空洞(１
６)中の液体を第一Ｕ中へ通し、そして下方へと吸着剤(２８)を通過させ、そこで被検体
を捕獲させる。次いで、現時点で本質的に被検体を欠く液体は、第二Ｕの底部で停止する
。次の段階では、洗浄液の一つまたはそれ以上のアリコートは、引入れポート(１４、２
１)のどちらかを通して、すなわち第一Ｕの第二シャンク(２０)を通してまたは試料と同

20

じ引入れポート(１４)を介して適用され得る。洗浄液は吸着剤(２８)を通過し、第二Ｕの
底部に集まり、既に存在する液体を廃棄チャンバー／チャンネル(２５ａ,ｂ)へ押出す。
それに続いて、脱離液を２つの引入れポート(１４、２１)のどちらかに通して適用し、吸
着剤(１８)を通過させると、そこで被検体が第二Ｕの底部へと放出され、そこで洗浄液は
廃棄チャンバー／チャンネル(２５ａ,ｂ)中へ押出される。次いで、放出された被検体を
含有する脱離液を、第三出口導管(２７)のバルブ機能を克服することにより第二Ｕの底部
からＭＳポート(１５)へ通す。
【００８０】
好ましくはディスクを回転させながら操作を実施する。バルブが疎水性ブレーク形態で
ある場合、それらはｇ力を適度に適合させることにより、すなわち回転させることにより

30

通過され得る。液体の親水性／疎水性の均衡を適度にとることにより、バルブを通過する
か非通過かは回転速度を変えなくても制御され得る。これは、試料としての水‐溶液およ
び洗浄液および脱離液としての有機溶媒含有液の使用と組み合わせて第三出口導管(２７)
におけるバルブとして疎水性ブレークを利用することにより説明される。別法では、外部
手段により開かれるバルブが使用され得る。計量用微小空洞(１６)の最下部よりも対称軸
からの半径距離が短いところに第一出口導管(１８)の引出し口を設けることにより、計量
用微小空洞(１６)が第一出口導管(１８)を通じて空になったとき、粒状物質が試料中に存
在する場合、それらは沈降し、容積規定ユニットに保持される。
【００８１】
キャリブレーター領域(２９)は、図１〜３の各々に示されている。各キャリブレーター

40

領域は、キャリブレーター物質を適用するための共通領域に連結され得る。
【００８２】
これらの種類のフローシステムは、国際公開第００４０７５０号(ジャイロス AB)およ
び国際公開第０１４６４６５号(ジャイロス AB)に報告されており、これらを出典明示で
援用する。
【００８３】
ある種の変形モデルでは、試料用引入れポートおよびＭＳポートは一致し得る。この場
合、ＭＳポートは、好ましくは被検体が集められ(吸着され)得る表面を含む。残存液およ
び洗浄液(使用された場合)がマイクロチャンネル構造中へ通されると、次いでそれが廃棄
チャンネルとして機能し、恐らくは廃棄物などに特に適合化させた独立した引出しポート
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、または廃棄チャンバーを含むと思われる。濃縮および／または分離効果を達成するため
、表面は、分離ゾーンについて上記で検討された通り被検体を選択的に結合／捕獲する構
造を露出し得る。この変形モデルはまた、洗浄および脱離液用の独立した引入れポートお
よび合わせた試料およびＭＳポートと通じるマイクロチャンネル部分が存在し得る場合を
包含する。
【００８４】
ＭＳポート
ＭＳポートは、典型的には導電性部分を有する。導電性部分は、例えばＥＤＩ領域また
はエレクトロスプレーイオン化に適切なノズル、例えばナノスプレー、または試料を質量
分析計に提示するのに使用される他の形態のデバイスに存在し得る。エレクトロスプレー

10

ノズルは、例えば貫通している穴を備えたチップ形態の開口部を提供する。様々な種類の
試料提示装置が上記で検討された刊行物において報告されている。
【００８５】
マイクロチャンネルにはＭＳポートへのその引入れ口の前にバルブが存在し得る。
【００８６】
導電性材料の語は半導体材料を包含するが、珪素より大きいかまたはゲルマニウムより
も大きい導電性を有する材料が好ましい。典型的な導電性材料には、
(ａ)金属、例えば銅、金、白金等、金属混合物(合金)、例えばステンレス鋼等、
(ｂ)導電性金属酸化物およびその混合物、例えば酸化インジウム、酸化錫、酸化インジウ
ム錫等、
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(ｃ)それ自体導電性であるポリマーを包含する導電性ポリマーおよび非導電性ポリマーお
よび例えば(ａ)−(ｃ)による導電性金属を含む導電性合成物および他の導電性合成物等
がある。
【００８７】
ＥＳＩ ＭＳポート
図４は、質量分析計におけるエレクトロスプレーイオン化に適したＭＳポートを示す。
この種類のポートは、ＭＳポートが図１〜３で描かれた構造のいずれかに示されている場
所に配置され得る。すなわちＭＳ被検体は、収集ゾーン(３０)を含むＭＳポートに集めら
れ得、そのゾーンは、引出し開口部(３２)を備えたエレクトロスプレー導管(３１)を介し
て流動的に連絡されている。エレクトロスプレー導管は、チップ形態であり得る。ＭＳ被
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検体は、導管(３３)を介してＭＳポートに入っている。エレクトロスプレー配列の開口部
(３２)は、好ましくは一マイクロチャンネル構造につき１個、２個またはそれ以上の開口
部を備えたディスクの縁に位置する。典型的ディスク形態は上記で検討されている。使用
時、エレクトロスプレー開口部は、質量分析計の試料開口部に適合化され、収集ゾーン(
３０)中の液体は質量分析計中に噴霧される。好ましい変形モデルでは、ディスクは環状
である。エレクトロスプレーチップの配列は、好ましくはディスク中心の周囲で環状にな
っている。開口部は、好ましくは放射状スプレー方向をもつディスクの縁に位置する。別
法として、エレクトロスプレー開口部は、側面に垂直である成分を有するスプレー方向を
もつマイクロ流体デバイスの一平面側にあり得る。好ましくは環状ディスクの縁における
環状配列は、質量分析計の試料適用開口部に対するエレクトロスプレー開口部の正確な配
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置を簡単にする。
【００８８】
エレクトロスプレーイオン化質量分析法(ＥＳＩ ＭＳ)に適したエレクトロスプレーユ
ニットは、例えばナノスプレーフォーマットに適合化されており、主としてガラスまたは
融解石英、または珪素のようなポリマー材料でできた毛細管で形成される。管系は、典型
的には５〜２０μｍ範囲のチップ内径をもつ円筒状の幾何図形的外形を有する。ナノスプ
レーの語は、管系から移された液体が１分につきナノリットル範囲であることを意味する
。質量分析計への液体の移動に適した速度は、１〜１０００ｎｌ／分の間、例えば１０〜
５００ｎｌ／分の間に含まれ得る。注入により(外部の力は無い)、１分当たり僅か数ナノ
リットル(５〜２５ｎｌ／分)が管系から輸送され、外圧が適用されると５０〜５００ｎｌ
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／分がより一般的となる。
【００８９】
ＥＳＩ ＭＳ分析に適した液体の溶液は、有機溶媒：水混合物を含み、低濃度の酸また
は塩基を含む。組成は特に表面張力および導電性に関して重要である。有効な脱溶媒和お
よびイオン化プロセスおよび安定した噴霧を達成するためには、低い表面張力および低い
導電性が望ましい。試料を水のみに溶かす場合、好ましくはいわゆる補給(make‑up)溶媒
を加える(外部送達)。補給溶媒は、典型的にはナノスプレーチップ周囲で同軸状(シート
フロー)の配置をとる。補給ガス(一般的にはＮ２)を(例、同軸状に)加えることにより、
脱溶媒和プロセスが補助され得る。ＭＳ試料の適切な液体組成物の生成は、マイクロ流体
デバイスの他の部分におけるＭＳポート上流で行なわれる試料調製プロセスの一部であり

10

得る。
【００９０】
チップの幾何図形的外形は、安定した噴霧にとって重要である。好ましくは、チップを
円筒状管系から引張ることにより、円錐形状をもつ細長いチップを形成させる。そのとき
、開口部付近の管系の外径は、内径と同様の寸法になる。
【００９１】
エレクトロスプレーチップから噴霧を(質量分析計の引入れ口へ向かって)誘導するため
には、チップに電圧をかけなければならない。したがって、チップは導電性にされなけれ
ばならない。金属の種類によって異なる技術により、チップ(または管系の一部)へ金属を
沈積させ得る。適用電圧および異なる溶媒はチップの安定性に影響を及ぼすため、ここで
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重要な局面は金属被覆チップの安定性(寿命)に関するものである。他の可能性も存在し、
例えば電極がチップへ挿入され得、そこで電圧が適用されてエレクトロスプレーを誘導し
得る。別の方法としては、上述の導電性材料のいずれかを含む材料においてチップを製造
する。ナノスプレーで使用される一般的な電圧は、５００〜２０００ボルト間の範囲に含
まれる。
【００９２】
典型的エレクトロスプレーノズルは、若干の製造会社、例えばニュー・オブジェクティ
ブ(マサチューセッツ、米国)から入手され得る。マイクロ流体デバイスにとっての利点を
有すると考えられる変形モデルは、ＰＣＴ／ＳＥ０１／０２７５３(ジャイロス AB)で示
されている。上記で検討した国際公開第９７０４２９７号(Karder et al)、米国特許第５

30

９６９３５３号(Hsieh)および米国特許第６１１０３４３号(Ramsey et al)も参照。
【００９３】
ＥＤＩ ＭＳポート
ＭＳポートはまた、ＥＤＩ−ＭＳに使用され得、その場合ＥＤＩ領域を含む。上向きお
よび下向き方向がＥＤＩ領域の関係で使用されるとき、それらはその領域が質量分析計で
どのように位置するかとは関係無く図面で規定された方向をいう。
【００９４】
ＥＤＩ ＭＳポートは、種々のＥＤＩ質量分析計変形モデル、例えば飛行時間質量分析
計(ＴＯＦ)、四重極質量分析計、フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴(ＦＴ−ＩＣＲ)
、イオントラップ等に適合化され得る。
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【００９５】
ＥＤＩ ＭＳポートは、脱離／イオン化中に生成されたイオンを放出させるために自由
な通過を必要とするため、ＥＤＩ−表面の真上に開口部を有する。この開口部は、当然Ｅ
ＤＩ表面と同軸状であり、それを覆っている。言い換えれば、ＥＤＩ ＭＳポートは、一
般的には底部にＥＤＩ表面を伴い、対応するマイクロチャンネル構造の少なくとも上流部
分と流動的に連絡した状態のウェルまたは窪みの形態をとる。これは、開口部が、マイク
ロ流体デバイス内での試料処理中には蓋されるが、その後には開かれ得、脱離／イオン化
および恐らくは溶媒蒸発をも可能にすることを含む。ＩＤＩ原理を使用する場合、開口部
はまた、当然付随する照射用の空間を提供する。
【００９６】
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ＥＤＩ表面は、主としていかなる幾何図形的外形でも有し得るが、好ましい形態は可能
な限りコンパクトなもの、例えば等辺等角形態、例えば四角および四角様形態、および丸
い形態、例えば円状および円様形態をとるべきである。ＥＤＩ表面のサイズは、好ましく
は２５〜２０００μｍの間の直径をもつ円と同じである。照射に使用される入射ビームの
断面積が完全なＥＤＩ表面または可能な限り多く、例えば２５％より大または５０％より
大を包含し得るならば有利であり得る。
【００９７】
ＥＤＩ領域は、導電層(層Ｉ)、例えば銅、金、白金、ステンレス鋼などの金属層または
上記で検討した種類に属する他の導電性材料の層を含む。層(Ｉ)は、ＥＤＩ表面と一致す
るかまたはそれと平行であり得る。層(Ｉ)は、ＥＤＩ表面での適度の電圧および電荷輸送

10

を支持するための導電性接合部を有する。最低部分からＥＤＩ表面への完全ＥＤＩ領域は
、導電性材料で製造されており、すなわち層(Ｉ)に相当し得る。マイクロ流体デバイスが
ＥＤＩ ＭＳポートを伴う複数のマイクロチャンネル構造を含む場合、一ＥＤＩ ＭＳポー
トの層(Ｉ)は、他のＥＤＩ ＭＳポートの２個またはそれ以上の層(Ｉ)へ伸びており、そ
れを包含する共通連続伝導性層の一部であり得る。好ましい変形モデルでは、共通導電層
は、マイクロ流体デバイスの全ＥＤＩ‐ＭＳポートの層(Ｉ)を含む。共通導電層は、本質
的に平面であり得る。共通導電層は、革新的デバイスのマイクロチャンネル構造のＥＤＩ
表面および／または他の部分に対応する窪みを有し得る。典型的な変形モデルは、共通導
電層が、
(ａ)マイクロ流体デバイスの上部または

20

(ｂ)一緒に連結されてマイクロ流体デバイスの閉じ込められたマイクロチャンネル構造を
形成する２つのサブストレート間
に位置するものである。
【００９８】
両変形モデルとも、共通導電層は、ＭＳポートの内壁および層(Ｉ)へ及んでいる。ＭＳ
ポートは、窪みに相当する。
【００９９】
ＭＳポート外側の層(Ｉ)の正確な幾何図形的形状は、特定デバイスおよび実際的なその
製造方法により異なる。例えば、ＭＳポートが環状に配置されている場合、共通の導電層
は、環状または円弧様形態を有し得る。
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【０１００】
一つの革新的変形モデルでは、ＥＤＩ領域は非導電層(層(II))を含み、それは導電層(
Ｉ)を蓋する。一ＥＤＩ領域における層(II)は、層(Ｉ)について記載された他のＥＤＩ領
域の２つまたはそれ以上における層(II)へ及びそれを包含し得る。
【０１０１】
別の革新的変形モデルでは、デバイスは、デバイスの各ＥＤＩ領域の表面により画定さ
れた共通面の上部に位置し、異なるＥＤＩ ＭＳポートにおける層(Ｉ)には連結されてい
ない独立した導電層(III)を有する。層(III)は、ＥＤＩ表面に適合し、これらの表面の照
射および開口部からのイオンの脱出を可能にする開口部を有する。
【０１０２】

40

ＥＤＩ領域のこれらの革新的変形モデルは、図５ａ〜ｆで概略的に説明されており、そ
れらは各々本発明マイクロ流体デバイスにおける２つのＭＳポートのＥＤＩ領域の断面図
を示す。ＥＤＩ表面は(５１)としておよびＥＤＩ領域は(５２)として(点線の垂線内、図
５ｆのａおよびｂ)参照しやすく示されている。各ＭＳポートは、ＥＤＩ領域および対応
する窪みを含む。導電層(５４)には細かい平行線が引かれている。各ＥＤＩ領域が導電層
(Ｉ)(５３)を含むことは明らかである。
【０１０３】
図５ａは、層が各ＥＤＩ領域(５２)の層(Ｉ)(５３)を包含するデバイスの底部にある共
通連続導電層(５４)を示す。非導電層(II)(５５)は、層(Ｉ)(５３)およびＥＤＩ表面(５
１)間に配置されている。図５ｂは変形モデルを示しており、図５ａにおける変形モデル
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に類似しているが、共通連続導電層はデバイス内に埋封されている。非導電層(II)(５５)
が存在する。図５ｃには、ＥＤＩ表面および層(Ｉ)を含む共通連続導電層(５４)がある。
図５dには、共通連続導電層は存在しない。異なるＭＳポートについての層(Ｉ)(５３)は
、互いに分離されており、ＥＤＩ表面に対応する。図５ｅは、ＥＤＩ領域の層(Ｉ)(５３)
上部に独立した連続導電層(５４)が存在する変形モデルを示す。この導電層(５４)は、各
ＭＳポートの開口部に対応する開口部(５６)を有しており、マイクロチャンネル構造を覆
う蓋の上側または下側における表面層であり得る。図５ｆは、層(Ｉ)を含む共通連続導電
層が存在する変形モデルを示す。ＥＤＩ表面はＭＳポートにおける層(Ｉ)と一致している
。また連続層は、ＭＳポートの内壁を包含する。ＭＳポートは、共通導電層における窪み
として現れる。

10

【０１０４】
開放的マイクロチャンネル構造がベースサブストレートで製作され、蓋により覆われて
いる変形モデルの場合、ベースサブストレートは導電性材料から成り、層(Ｉ)に対応し得
る。これらの変形モデルでは、蓋は非導電性または導電性材料を含み得る。
【０１０５】
図６は、環状ディスク(透明の蓋を伴う)におけるＭＳポートの配列を示すもので、各Ｍ
Ｓポートの層(Ｉ)(３４)は、ＭＳポートよりもディスクの縁に近い周縁導電層(３６)を伴
う導電性接合部(３５)を有する。この変形モデルでは、各マイクロチャンネル構造(３７)
は、ＭＳポートを含み、引入れポート(３８)へと上流に伸びている。層(Ｉ)(３４)、接合
部(３５)および層(３６)は、連続導電層として解釈され得る。

20

【０１０６】
図７ａ〜ｂは、ＥＤＩ表面上部の開口部が、この場合は透明である蓋(４０)の穴(３９)
により画定されているＭＳポートを示す。入ってくるマイクロチャンネル(４１)は、穴(
３９)の直径よりも小さい直径を有する環状領域(４２)へ通じる。層(Ｉ)(４３)、ＥＤＩ
領域(４４)、ＥＤＩ表面(４５)は、２本の点線間にある。層(Ｉ)は、共通導電層(４６)へ
伸びている。ＭＳポートがＥＤＩ領域よりも大きい開口部を提供するこの設計は、入射ビ
ームをＥＤＩ表面のあらゆるスポットに浴びせるのを容易にする。好ましい変形モデルで
は、マイクロチャンネル(４１)は、深度が一定の開放的マイクロチャンネルとしてＭＳポ
ートの底部へ伸びている。上から見ると、マイクロチャンネルは、膨張する水滴のように
広がり得る。

30

【０１０７】
導電層自体は、導電性接合部として機能し得るかまたは層(Ｉ)への別個の接合部(３５)
が存在し得る。図６参照。
【０１０８】
ある種の変形モデルでは、マイクロチャンネル構造を覆う蓋はＥＤＩ表面をも覆う。こ
れらの変形モデルの場合、蓋は少なくともＭＳポートで取り外せる。マイクロチャンネル
構造の上流部分で試料を処理し、覆われたＭＳポートへ処理試料を輸送した後、蓋を取り
外すことによって、ＭＳポートから溶媒が蒸発し、照射が行なわれることによりＭＳ被検
体分子の脱離／イオン化が達成され得る。
【０１０９】

40

ＭＳポートへ入る液体。
マイクロチャンネル構造を通って輸送中、溶媒組成物は、使用される特定種類の質量分
析計に適合するよう変更され得る。ＥＤＩ ＭＳポートおよび分離媒質含有分離ゾーンを
含むマイクロチャンネル構造の場合、被検体または被検体由来の物質との共結晶化後に脱
離／イオン化を補助する化合物(＝ＥＤＩマトリックス)は、(ａ)脱離液に含まれるか、(
ｂ)同じくＭＳポートに導かれる別の液体に含まれるか、または(ｃ)ＥＤＩ表面に予め分
配または被検体または被検体由来の物質がＥＤＩ表面に沈積された後この表面に分配され
得る。また、ＥＤＩ表面での結晶化を容易にする化合物も含まれ得る。分離ゾーンが存在
しない場合でも、両種類のヘルパー化合物は含まれ得る。
【０１１０】
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質量尺度の目盛定め
正確な質量測定を確実にするため、既知分子量の化合物(標準、キャリブレーター物質)
を含むキャリブレーター領域(スポット)がＭＳポートの近位に存在し得る。キャリブレー
ター領域(２９)は図１〜３に示されている。別法として、標準物質を試料に含ませるかま
たは脱離／イオン化前にＥＤＩ領域に加え得る(内部キャリブレーター)。キャリブレータ
ー物質の選択、その量などは、外部または内部キャリブレーターとしてのその使用、ＭＳ
被検体およびその濃度等により異なる。
【０１１１】
マイクロ流体デバイスを製造する材料
マイクロチャンネル構造は、典型的には無機および／または有機材料、好ましくはプラ

10

スチックまたは他の有機ポリマーで製作される。材料は既に検討した通り導電性または非
導電性であり得る。マイクロチャンネル構造のある種の部分は金属被覆され得る。
【０１１２】
適切な有機ポリマーは、不飽和、例えば炭素‐炭素二重結合および／または炭素‐炭素
三重結合を含むモノマーの重合から誘導され得る。モノマーは、例えばモノ−、ジおよび
ポリ／オリゴ不飽和化合物、例えばビニル化合物および不飽和を含む他の化合物から選択
され得る。
【０１１３】
使用され得る別のタイプの有機ポリマーは、モノマーが、アミノ、ヒドロキシ、カルボ
キシ等の基から選択される２個またはそれ以上の基を呈する化合物から選択される縮合ポ

20

リマーに基くものである。予測されるプラスチックは、典型的にはポリカーボネート、ポ
リアミド、ポリアミン、ポリエーテル等である。ポリエーテルには、対応する珪素類似体
、例えばシリコーンゴムが含まれる。
【０１１４】
ポリマーは、好ましくは架橋形態である。
プラスチックは、２種またはそれ以上の異なるポリマー(複数も可)／コポリマー(複数
も可)の混合物であり得る。
【０１１５】
マイクロチャンネル構造の少なくとも一部は、例えば国際公開第０１４７６３７号(ジ
ャイロス AB)で概説された原理にしたがって非イオン系親水性ポリマーで被覆されること

30

により、またはガスプラズマでの処理により、誘導体化および／または親水性化された表
面を有し得る。典型的なガスプラズマ処理は、例えば国際公開第００５６８０８号(ジャ
イロス AB)で概説されているように、非重合性気体を用いる。また親水性化表面を官能化
することにより、試料被検体、被検体由来の化合物または加えられた１種またはそれ以上
の試薬と相互作用し得る１個またはそれ以上の官能基が導入され得る。表面は、例えば金
属化による銅、金、白金、ステンレス鋼等でできたものであり得、それによって所望の誘
導体化が可能となり、例えばＭＳポートにおいて導電性表面が提供され得る。例えば金表
面は、所望の官能性、例えば親水性を有するチオール含有化合物との反応により誘導体化
され得る。
【０１１６】

40

構造内の表面についての最適な水接触角度は、実施されるプロトコル、マイクロチャン
ネルおよびチャンバーの寸法、液体の組成および表面張力等により異なる。経験則として
、マイクロ流体デバイスにおけるマイクロチャンネルの内壁(側壁、底部または上部)の１
、２、３または４つの表面は、使用液体、好ましくは水性液、例えば水で湿潤可能なもの
でなくてはならない。好ましい水接触角度は≦４０゜または≦３０゜、例えば≦２５゜ま
たは≦２０゜である。これらの数字は、使用温度、主として室温で得られた値をいう。
【０１１７】
本発明マイクロ流体デバイスの好ましい変形モデルは、乾燥状態で顧客に送達されると
考えられる。したがって、デバイスのマイクロチャンネル構造の表面は、使用される水性
液が毛管力(自己吸引)により構造のチャンネルの異なる部分へ浸透するのに充分な程度の
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親水性を有するべきである。勿論、特定部分の入口でバルブ機能が克服された場合に、こ
れは当てはまるだけである。
【０１１８】
最善のモード
優先権主張日で得られる最善の質量分析結果が、下記実施例４に記載された変形モデル
について得られた。
【０１１９】
出願日での最善モードは実施例５により説明されている。
さらに本発明は、添付の請求の範囲で規定されており、非限定的実験部分により説明さ
10

れる。
【０１２０】
以下の特許および特許出願は、この明細書で引用されたものであり、出典明示で援用す
る。国際公開第９１１６９６６号(ファルマシア・バイオテックＡＢ)、国際公開第９７０
４２９７号(Karger et al)、国際公開第９７２１０９０号(ガメラ・バイオサイエンス)、
国際公開第９８０７０１９号(ガメラ・バイオサイエンス)、国際公開第９８５３３１１号
(ガメラ・バイオサイエンス)、国際公開第９９５５８２７号(ジャイロス AB)、国際公開
第９９５８２４５号(ジャイロス AB)、国際公開第００２５９２１号(ジャイロス AB)、国
際公開第００４０７５０号(ジャイロス AB)、国際公開第００５６８０８号(ジャイロス A
B)、国際公開第００６２０４２号(ジャイロス AB)、国際公開第０１０２７３７号(ジャイ
ロス AB)、国際公開第０１４６４６５号(ジャイロス AB)、国際公開第０１４７６３７号(
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ジャイロス AB)、国際公開第０１５４８１０号(ジャイロス AB)、国際公開第０１４７６
３８号(ジャイロス AB)、国際公開第０１８５６０２号(エーミック ABおよびジャイロス
AB)、ＰＣＴ／ＳＥ０１／０２２７５３(ジャイロス ABおよびエーミック)、米国特許第５
９６９３５３号(Hsie)、および米国特許第６１１０３４３号(Ramsey et al)、および米国
特許出願第６０／３１５４７１号、米国特許出願第６０／３２２６２１号および対応する
国際出願。
【０１２１】
実験部分
実施例１．ＣＤの異なる位置における金
金のパターン

感度＊

サブストレートの荷電＊＊

金無し

不良

有り

全側面に金

良好

無し

上側に金

良好

無し

底側に金

良好

有り

上側に点在する金スポット

良好

有り

上側に金スポット

良好

無し

30

いずれのスポットも全て、個々の金ストリン
グまたは共通金領域を通してアダプタープレー
トと導電的に連続して接触している。
40
＊

良好＝慣用的ステンレス鋼標的で得られた感度に匹敵するＢＳＡの溶液中トリプシン

消化物についての感度
＊＊

荷電は、反復レーザー脱離／イオン化および／またはシグナル喪失時における顕著

な質量シフト(≧１Ｄａ)として観察される。
【０１２２】
この表は、これらの結果が、ＣＤ−ＭＡＬＤＩインターフェースの設計を最適化するた
めに優先権主張日前に遂行された実験の要約を形成することを示す。ＣＤの様々な位置で
金をスパッターし(付着させ)、牛血清アルブミン(ＢＳＡ)のトリプシン消化物についてＭ
ＡＬＤＩ特性を試験した。ＣＤをイオン供給源へ挿入された金属アダプター上に置いた。
このため、金を様々な方法でパターン化することにより、ＭＡＬＤＩポートおよびアダプ
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タープレート間の電気的接触の重要性を測定した。
【０１２３】
実施例２．平面ＣＤおよび構造化された除去可能な蓋
この実施例は、蓋と組合わせた平面ＣＤを示し、そこにはマイクロ流体構造が存在する
。ニッケルコーティングした母型に対してメモジル(ヘレアウス、ドイツ国)を型にとるこ
とにより、構造化された蓋を完成した。この実施例で使用したマイクロ流体構造は、図２
に示されている。
【０１２４】
構造化された蓋を粘着力によりＣＤに結合させる。本発明は毛管作用を用いてマイクロ
流体構造を満たすため、蓋に面する表面は当然親水性であるべきである。シリコーンゴム

10

タイプであることは疎水性であるため、これは成形された蓋として特に重要である。
【０１２５】
ＣＤの上側を、ＤＣバイアスマグネトロン付着方法(１＊ １０〜５トル、接着層として
Ａｒプラズマおよびチタン)を用いて金で被覆し、以下の手順にしたがって親水性にした
。金を付着させた側をエタノールですすぐことによりクリーニングし、次いで酸素プラズ
マ処理(プラズマ・サイエンス ＰＳＯ５００)を行った。プラズマクリーニング後、ヒド
ロキシルチオールの自己集合単層(ＳＡＭ)を金表面で形成させた。ヒドロキシルチオール
は、１１−メルカプト−１−ウンデカノール(アルドリッチ、ミルウォーキー、ウィスコ
ンシン)であり、脱気エタノール中２ｍＭの濃度で使用された。完全に整ったＳＡＭを得
るため、金付着ディスクをチオール溶液に一晩浸漬した。チオール吸着後、ＣＤをエタノ

20

ール中で約２分間音波処理した。
【０１２６】
マイクロ流体チャンネルを含む蓋を、粘着力によりＣＤに結合させた。第２片のポリマ
ー材料を、釣合いをとるものとして構造化された蓋から１８０゜の位置に載せた。共通分
配チャンネルに存在する充填ポートを用いて、直径１５μｍの逆相ビーズ(ソース１５ Ｒ
ＰＣ、アマーシャム・ファルマシア・バイオテック、スウェーデン)を個々の構造に詰め
た。ビーズを含むスラリーを毛管作用により個々のチャンネルへ引入れた。１８本の平行
逆相カラムを形成させ、ディスクを１分間３０００ｒｐｍで回転させた。０.１％ＴＦＡ(
トリフルオロ酢酸、アルドリッチ)含有水により２回カラムをすすいだ。約１分間２５０
０ｒｐｍですすぎを行った。ＢＳＡの溶液中トリプシン消化物２００ｎＬを、試料引入れ
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口から個々のチャンネルに加えた。以下の手順を用いて消化を行った。ＢＳＡ(シグマ)を
、０.１重炭酸アンモニウム緩衝液(ｐＨ８)に４.７５ｐｍｏｌ／μｌの最終濃度になるま
で溶かした。酵素修飾トリプシン(プロメガ・コーポレーション、マディソン、ウィスコ
ンシン)を加え、ＢＳＡ／トリプシン２０：１の割合で溶かした。試料を３７℃で４時間
インキュベーションし、次いで使用時まで−２０℃で貯蔵した。
【０１２７】
試料を１５００ｒｐｍでの逆相カラムに通した。第２のすすぎ／洗浄工程を、０.１％
ＴＦＡ含有水を用いて上記と同様に行った。最後に、不飽和の５０％イソプロパノール、
５０％水およびα−シアノ−４−ヒドロキシ桂皮酸(アルドリッチ)から成る溶離液２００
ｎＬを用いてペプチドを溶離した。α−シアノ−４−ヒドロキシ桂皮酸で水：イソプロパ
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ノール(５０％)混合物を飽和させることにより、溶離液を製造した。この混合物１００μ
Ｌに、２００μＬの５０％水：５０％イソプロパノールを加えると、α−シアノ−４−ヒ
ドロキシ桂皮酸により約２／３に飽和した溶離液が得られた。
【０１２８】
ＭＡＬＤＩポートでの試料の提示を２つの異なる方法で実施した。
ａ）第一例では、完全構造を使用した(図２)。カラムからの溶離液を、逆相カラムに対
し外側放射状位置に置いた容器に集めた。蓋を除去すると、液体は急速に蒸発し、金スパ
ッター表面には共結晶化マトリックスおよびペプチドが残された。ディスクを半分に切断
して、ＭＡＬＤＩイオン化インターフェースにおいて適合させた。
【０１２９】
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ｂ）充填カラムが開放型微小構造を残した後、成形された構造を直接切断した。溶離液
を予め定められた速度(１５００ｒｐｍ)でカラムに通すことにより、ＭＡＬＤＩポートで
の溶媒蒸発制御、およびこれによってＭＡＬＤＩ分析に適切な共結晶化したマトリックス
およびペプチドの形成をもたらした。ディスクを半分に切断することにより、ＭＡＬＤＩ
イオン化インターフェースにおいて適合させた。
【０１３０】
実施例３．構造化ＣＤおよび部位特異的溶離
この実施例は、マイクロ流体構造が組込まれたＣＤ、ＣＤにおけるＭＡＬＤＩポートに
適合する位置に穴をもつ薄い(≦７０μｍ)蓋を使用する。この実施例で使用されたマイク
ロ流体構造は図１に示されている。

10

【０１３１】
ポリカーボネートＣＤを上記と同様にして金で被覆した。上記チオール手順を用いて、
側面を親水性にした。予め穿孔した穴を有する蓋(スクルツナフレキシブル、スクルツナ
、スウェーデン)を、１３５℃での熱プレスによりＣＤに結合させた。
【０１３２】
直径１５μｍの逆相ビーズ(ソース１５ ＲＰＣ)を、遠心力と組合わせた毛管力を用い
て個々の構造に詰めた。カラムをエタノールですすぎ、回転乾固した後、２３ｆｍｏｌの
トリプシン消化ＢＳＡを加え、７００ｒｐｍを用いてスピンダウンさせた。ＢＳＡのトリ
プシン消化物を上記手順にしたがって生成させた。試料添加後、カラムを水で２回すすい
だ。α−シアノ−４−ヒドロキシ桂皮酸を、０.１％ＴＦＡ含有アセトニトリル／水３：

20

７の有機溶媒中で２／３の飽和度まで混合し、２５０ｎｌを用いて３ｎｌ充填カラムから
試料を溶離した。
【０１３３】
有機／水混合物の蒸発後に得られた結晶は、共結晶化したペプチドを含有していた。８
個の単一荷電ペプチドピークが、得られた質量スペクトルに存在した。
【０１３４】
実施例４．ＣＤ製品における平行試料調製。
マイクロ流体ディスク(ＣＤ)の記載
図８ａは、環状ディスク(１０００)の回転軸(対称軸)(１００３)の周囲において環状に
配置された１０セット(１００１)の同一マイクロチャンネル構造(１００２)を含むマイク

30

ロ流体デバイス(ＣＤ)(１０００)製品を示す。各セットは、１０個のマイクロチャンネル
構造を含む。各マイクロチャンネル構造は、引出しポート(ＭＳポート)(１００６)よりも
短い半径距離のところに位置する引入れポート(１００４、１００５)を伴い放射状に向け
られている。ＭＳポートは、ディスクの縁から〜０.９ｃｍである(図示せず)。ディスク
は慣用的ＣＤと同じサイズを有していた。ＣＤは、液体分配時にディスクの位置決定をす
るため縁(１０３６)にホームマーク(１０３５)を有する。
【０１３５】
最終デバイスは、図８ａで与えられたマイクロチャンネル構造の非被覆形態を含むプラ
スチック材料の底部を含む。マイクロチャンネル構造は、最終マイクロ流体デバイスにお
いて引入れ口(１００７、１００８)または引出し口(１００９、１０１０)としてまたは独

40

立したキャリブレーター領域(１０１１、１０１２)として機能する環状の穴(図７ｂにお
ける１００７、１００８、１００９、１０１０、１０１１、１０１２)が存在する蓋で覆
われている。底部はその微小構造と共にプラスチックでできており、成形複製方法により
製造された。マイクロチャンネル構造の非被覆形態をもつ表面は、国際公開第００５６８
０８号(ジャイロスＡＢ)にしたがって親水性にされている。蓋は、国際公開第０１５４８
１０号(ジャイロスＡＢ)にしたがって底部に加熱接着(ラミネーション)した。
【０１３６】
図８ｂは、１０個のマイクロチャンネル構造(１００２)のセット(１００１)を拡大した
形で示す。各マイクロチャンネル構造は、試料引入れポート(１００５)および他の液体用
の１つの共通引入れポート(１００４)を有する。これら２つの引入れポート(１００４、
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１００５)の各々の底部には、マイクロチャンネル構造中へ向けられた隆起線／溝(１０１
３)が存在する。試料引入れポート(１００５)は、Ｙ形状試料レザーバー(１０１６)の２
つの内向き／上向きシャンク(１０１４、１０１５)の一方(１０１４)に連結されている。
他の液体用引入れポート(１００４)は、１セット中の全マイクロチャンネル構造に共通し
ており、各試料レザーバー(１０１６)の他方の上向きシャンク(１０１５)に連結された試
料以外の液体用の一レザーバー／容積規定ユニット(１０１８)を伴う共通分配多岐管(１
０１７)に連結されている。分配多岐管(１０１７)は、セットの各側面に１つの廃棄引出
しポート(１００９)を有する。Ｙ様試料レザーバー(１０１６)の下向きシャンク(１０１
９)は、引出しポート(ＭＳポート)(１００６)に至り、下向きシャンク／マイクロチャン
ネル(１０１９)の外側部分の、２重の深度(１０２１)(流動方向で１００μｍ〜１０μｍ

10

〜２０μｍ)に対して収められたクロマトグラフィー粒子(ＲＰＣ、逆相クロマトグラフィ
ー)のベッド(１０２０)を含む。下向きシャンク(１０２１)に対応するマイクロチャンネ
ルは、末端が引出しポート(ＭＳポート)(１００６)の底部(１０２２)で広がった溝(上か
らは滴様に見える)(１０２３)として終結し、そこが結晶化領域として機能する。
【０１３７】
他の液体用の各容積規定ユニット(１０１８)は、容積規定ユニット(１０１８)間で液体
が毛管作用により排出するのを阻止する抗排出手段(１０２４、１０２５)により囲まれて
いる。抗排出手段は、(ａ)容積規定ユニット(１０１８)間または容積規定ユニット(１０
１８)から廃棄引出しポート(１００９)へと進む縁の幾何図形的変形(１０２４)および疎
水性表面ブレーク(１０２５、矩形)を両方とも含む。

20

【０１３８】
局在的疎水性表面ブレーク形態をしたバルブ機能(矩形、１０２６、１０２７)は、側面
にある引出し開口部(１００９)前の分配多岐管(１９１７)の廃棄チャンネル(１０２８)、
および他の液体用容積規定ユニット(１０１８)および試料レザーバー(１０１６)の上向き
シャンク(１０１５)間の各微小導管(１０２９)に存在する。バルブ機能(疎水性表面ブレ
ーク)(１０２７)は、微小導管(１０２９)および試料レザーバー(１０１６)の上向きシャ
ンク(１０１５)間の接点の前、全域または直後に位置し得る。微小導管(１０２９)および
上向きシャンク(１０１５)間の接点における外側寸法の鋭い変化にもかかわらず、疎水性
表面ブレーク(１０２７)はバルブ機能にとって避けられないものであった。
【０１３９】

30

液体を構造中へ向けるための局在的疎水性表面ブレーク(１０３０、１０３１、矩形)は
、引入れ開口部(１００７、１００８)に存在する。
【０１４０】
さらに、Ｕ(蹄鉄)形状局在的疎水性表面ブレーク(１０３２)は、ポートへ出る液体がデ
ィスク上部に拡散するのを阻止するために引出し開口部(各引出しポート(１００６、ＭＳ
ポート)の１０１０)に位置する。
【０１４１】
上部サブストレート(蓋)を、開放型のマイクロチャンネル構造を含む底部サブストレー
トの表面にラミネート化する前に、疎水性表面ブレーク(１０２６、１０２７、１０３０
、１０３１)を適用した。ラミネート化および金スパッター後に疎水性表面ブレーク(１０

40

３２)を適用した。
【０１４２】
蓋の開口部(１００１１、１０１２)は、検量物質用の検量領域である。環内表面は底部
分の上部である。それらの一つ(１０１２)は、ＭＳポート(１００６)の広がっている溝(
１０２２)を模倣する窪み(１０３３)を含む。
【０１４３】
開口部(１０１０)周囲における局在的疎水性表面領域(１０３２)の適用前、蓋の上部を
、少なくともキャリブレーター領域を含む開口部(１０１０)中、その周囲およびその間に
おける連続層として金でスパッターした。すなわち、連続金薄膜は、ＭＳポート(１００
６)の底および壁およびキャリブレーター領域を繋いでいた。ＭＳポートおよびキャリブ
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レーター中およびその周囲領域を除く、蓋の他の部分(ただし、蓋全体ではない)について
も金で被覆した。この目的は、金層がマイクロ流体および器具機能に干渉しない限り、可
能な限り蓋を金で被覆することであり、例えば金は疎水性増強により毛管作用に影響を及
ぼす(次いで、液体はチャンネルを満たすのがより困難になる)ことから、ＣＤまたはマイ
クロ流体構造の引入れ口(１００７、１００８)の定位置配置を混乱させるため、蓋(ＣＤ)
の端を金で被覆しないようにした。金以外の材料もこの出願には有益であり得、例えば出
願日時点では酸化インジウム錫を蓋にスパッターすることにより、この出願について有望
であることが示された。酸化インジウム錫は、金よりかなり透明で比較的親水性であるた
め、マイクロ流体および器具面について懸念せずとも蓋全体を被覆することができた(す
なわち、導電層をスパッターするのにマスクは必要ではない)。したがって、製作および

10

製造方法はさらに単純で安価になる。
【０１４４】
マイクロチャンネル構造の深度は、引入れ開口部(１００７、１００８)から２重の深度
(１０２１)まで同じ(１００μｍ)で一定している。
【０１４５】
ＲＰＣ粒子のローディング。分配多岐管(１０１７)を、共通引入れポート(１００４)に
よりＲＰＣ粒子の懸濁液で充填する。充填後、懸濁液は、引入れポート(１００４)および
側面に位置する廃棄開口部(１００９)にあるバルブ(１０２６)間に存在する。初速で回転
させると、過剰の廃棄懸濁液は側面に位置する開口部(１００９)より分配多岐管(１０１
７)から排出され、共通引入れ口(１００４)より多岐管に空気が入る。懸濁液の規定アリ

20

コート(約０.２μｌ)は、容積規定ユニット(１０１８)で保持される。容積規定ユニット(
１０１８)を囲む抗排出手段(１０２４、１０２５)は、各容積規定ユニットにおいて規定
容積を保持するのを助ける。回転速度を増すと、容積規定ユニット(１０１８)中のアリコ
ートはバルブ(１０２７)を突破し、上向きシャンク(１０１５)およびＹ形状試料レザーバ
ー(１０１６)を通過し、下向きシャンク(１０１９)を通り抜ける。粒子は２重深度(１０
２１)に対する充填ベッド(１０２０)として集められ、液体は引出し開口部(１０１２)を
通り抜けこのシステムから出て行く。
【０１４６】
共通引入れポート(１００４)を通る容積規定ユニット(１０１８)を含む分配多岐管(１
０１７)の充填は、単に毛管力によるものである。

30

【０１４７】
実験
５０ｍＭ重炭酸アンモニウム緩衝液、ｐＨ８中の牛血清アルブミン(ＢＳＡ)から成るモ
デル蛋白質を、標準プロトコルにしたがって還元およびアルキル化し、トリプシンで液中
消化した。トリフルオロ酢酸(ＴＦＡ)を０.１％の最終濃度になるまで加えることにより
、反応をクエンチングし、上記と同様、ＣＤにおける後続試料処理のためにマイクロプレ
ートに移した。
【０１４８】
試料および試薬を、ロボットアームによりマイクロプレート(５〜１００μｌの典型的
容量を含む)からＣＤへ移した。ロボットアームは１０本の毛細管を保有しており、試料

40

および試薬は移動中その内側に内包される。毛細管へ吸引され、その後ＣＤへ分配される
試料／試薬の容量は、注射器ポンプにより押し流され、ソフトウェアにより制御される(
ロボットアームと同様)。吸引および分配速度は一般的には秒速０.５〜１０μｌである。
一旦液体が各引入れポートでＣＤへ分配されると、それは毛管力により各共通／マイクロ
構造へ引入れられる。
【０１４９】
実験を実施するための器械は、ＣＤマイクロラボラトリー(ジャイロラボ・ワークステ
ーション、ジャイロスＡＢ、ウプサラ、スウェーデン)であった。この器械は、アプリケ
ーション特異的ソフトウェアにより制御される完全自動化ロボットシステムである。試料
または試薬を含むマイクロプレートをシステム内の回転ラックに貯蔵する。高精度ロボッ
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トは、試料をマイクロプレートまたは容器からＣＤのマイクロワールドへ移す。ＣＤをス
ピニングステーションへ動かすことにより、試料および試薬を添加する。ソフトウェア内
のアプリケーション特異的方法により、正確に制御された速度にスピニングが制御され、
アプリケーションの進行にしたがって微小構造を通る液体の動きが制御される。分析およ
び同定を行うためＭＡＬＤＩ質量分析計へＣＤを移す。
【０１５０】
個々のマイクロチャンネル構造間における最終的な持越しを低減化するため、すなわち
ＣＤへの分配後に試料の一部が毛細管の内側に残存している場合、後に試料が汚染され得
るため、適切に洗浄しなければならないことから、以下の洗浄手順を適用した：
１．２０μｌの水で全毛細管を洗い流した。

10

２．次いで、水中５０％のエタノール４μｌを毛細管中に吸引させ、廃棄処理し、最後の
２サイクルでは４.５μｌを用いてこれを４回反復した。
３．最後に、４μｌの０.１％ＴＦＡを吸引させ、廃棄処理し、最後の２サイクルでは４.
５μｌを用いてこれを４回反復した。
【０１５１】
操作方法：
以下のスキームは、上述のＭＡＬＤＩアプリケーション用ＣＤで多重試料に対して行う
典型的スピンプログラムの外観を示すものである。ＣＤは上記のものである。ランプ(下
記参照)は、加速段階、減速段階、または一定のｒｐｍ値を示す。
ＣＤは、ジャイロスＡＢ製の器械で適用された。

20

【０１５２】
１．第一スピン。ここでの目的は、クロマトグラフィーカラムをもとに戻す(「再充填
する」)ことである。
【表１】

【０１５３】

30

２．共通／個々の微小構造および逆相カラムの条件づけ。水中５０％のアセトニトリル
３.８μｌ(１０構造当たり)を各共通引入れポート(１００４)中へ分配する。第一ランプ(
スピン無し)は、液体が共通チャンネルを完全に満たすための遅滞期間である。
【表２】

40

【０１５４】
３．個々の微小構造の条件づけ。この項目は、項目２で述べた手順により接近できない
マイクロチャンネル構造の他の部分を扱うことにより、上記のもの(２.)とは異なる。目
的は、いかなる微小構造にせよより完全に再湿潤させることである。水中５０％のアセト
ニトリル４００ｎｌを、各引入れポート(１００５)を通して一マイクロチャンネル構造に
つき分配する。
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【表３】

【０１５５】
４．共通／個々の微小構造および逆相カラムの条件づけ。水中０.１％のトリフルオロ
酢酸(ＴＦＡ)３.８μｌ(１０構造当たり)を各共通引入れポート(１００４)中へ分配する

10

。第一ランプ(スピン無し)は、液体が共通チャンネルを完全に満たすための遅滞期間であ
る。
【表４】

20
【０１５６】
５．試料移動。１〜１０μｌの試料を各引入れポート(１００５)中へ適用する(全部で
１００の同一微小構造、したがって一ＣＤにつき１００試料)。第一ランプ(スピン無し)
は、液体が共通チャンネルを完全に満たすための遅滞期間である。
【表５】
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【０１５７】
６．試料の脱塩／洗浄。水中５〜１０％の有機溶媒／０.１％のトリフルオロ酢酸(ＴＦ
Ａ)３.８μｌ(１０構造につき)を各共通引入れポート(１００４)中へ分配する。第一ラン
プ(スピン無し)は、液体が共通チャンネルを完全に満たすための遅滞期間である。
【表６】
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【０１５８】
７．試料溶離およびＣＤにおけるＭＡＬＤＩ標的領域でのペプチドマトリックス共結晶
化。
溶離液は、水中５０％のアセトニトリル／０.１％のＴＦＡから成り、ＭＡＬＤＩマト
リックス(１.５ｍｇ／ｍｌのα−シアノヒドロキシ桂皮酸)が溶かされている。４.１μｌ
の溶離液(１０構造につき)を各共通引入れポート(１００４)中へ適用する。
【表７】
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【０１５９】
それに続いて、ＣＤ(またはより正確にはその半分)をスチール製標的ホルダーに固定し
、質量分析を実施するためＭＡＬＤＩ ＴＯＦ器械(ブルーカー・バイフレックス)へ挿入
した。
【０１６０】
結果：
ピークの分子質量は、データベース検索(ＮＣＢＩ)によりＢＳＡペプチドとして同定さ
れた。マススペクトルは、典型的にはＢＳＡペプチドとして同定される１０個のピークを

30

示した。試料濃縮および調製用にＣＤを用いることにより高感度が達成可能であった。高
い質量分離度および正確さもまた立証された。
【０１６１】
ＭＳポート設計に関する解説
ペプチドを、ＭＡＬＤＩマトリックス含有有機水性溶媒を用いてクロマトグラフィーカ
ラムから溶離させる間、液体は遠心力によりＭＳポート(すなわち、ＭＡＬＤＩ標的領域)
へ流入する。一旦液体成分(滴)がこの開放領域(蓋の壁および底部サブストレートの上表
面により制限されている)に入ると、溶媒は急速に蒸発し、ペプチドおよびマトリックス
は表面で共結晶化する。このプロセスをさらに強固にするため、すなわち回転(スピニン
グ)が行なわれる間液体成分をより強固に保持するため、ＭＳポート周囲(その時点ではよ

40

り親水性領域であると考えられる)に疎水性パターンを形成させた。この疎水性パターン
化プロセスおよびその流動制限効果は、疎水性ブレークを造るプロセスおよび効果と類似
しているが、ここで異なるのは、蓋をＣＤへラミネート化した後および導電層の適用後に
ＭＳポートを囲む疎水性パターンが形成されることである。この疎水性領域はＵ形状(蹄
鉄形)形態を有し、ＭＳポートの部分および蓋表面およびその壁の部分を覆う。液体成分
はこの疎水性領域からはじかれるため、小滴は、好ましくは結晶化の間より親水性の高い
領域に留まる。これに加えて、結晶は、蓋の壁からある程度離れたところにある狭い表面
領域で形成される。これは、試料が広く拡散している広い表面に結晶が沈積された場合と
比べて被検体濃度がさらに高められる(したがって、潜在的に後続の質量分析においてよ
り高い感度が達成され得る)ことを意味する。また、自動化ＭＡＬＤＩ分析の場合、レー
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ザーにとって、(異種結晶形成を想定、すなわち「スイートスポット」が無いことを想定
すると)より短時間でその特定領域をより効果的にカバーするには結晶が見出される表面
領域は小さい方が好ましい。さらに、蓋の壁からある程度離れたところに結晶を生じさせ
ることにより、低い電界強度妨害が、壁に近い不均一場故にＭＡＬＤＩ分析中に予測され
る。そうであれば、質量精度および分離度低下が予測される。同じことは、蓋の壁に結合
した異なる高度レベルで見出される結晶についても当てはまり、すなわち結晶が壁に沿っ
て異なる高度でレーザーにより照射される場合には、質量精度および分離度低下が予測さ
れる。最後に、壁による「レーザーシャドー」の影響は縮小される。
【０１６２】
本発明のある種の革新的態様は、添付された請求の範囲でより詳細に規定されている。
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本発明およびその利点について詳細に記載したが、添付された請求の範囲により規定され
た本発明の精神および範囲から逸脱することなく、様々な変化、置換および改変がここで
は為され得るものと理解すべきである。さらに、本出願の範囲を、明細書に記載されたプ
ロセス、機械、製造、複合物、手段、方法および工程の実施態様に限定するつもりはない
。一般的な当業者であれば、現存するかまたは後で開発される予定のプロセス、機械、製
造、複合物、手段、方法または工程について、本明細書に記載された対応する実施態様が
本発明にしたがって使用され得る場合と実質的に同じ機能を果たすかまたは実質的に同じ
結果を達成することを本発明の開示から容易に認めるはずである。したがって、添付され
た請求の範囲は、上記プロセス、機械、製造、複合物、手段、方法または工程を包含する
20

ものとする。
【符号の説明】
【０１６３】
１００３・・・回転軸（対称軸）、１００４、１００５・・・引入れポート、１００６・
・・引出しポート（ＭＳポート）、１００７、１００８・・・引入れ開口部、１０１７・
・・分配多岐管。
【図１】

【図２】
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