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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　略平行に対向した上面及び下面とこれらの面に連続する側面とからなる柱体形状に成形
され、上面及び下面の少なくとも一方に識別パターンが形成されたマイクロビーズの検査
に用いられ、
　支持基板と、
　前記支持基板と対向配置されたカバーと、
　前記支持基板と前記カバーのいずれか一方又は両方に形成されたピラーと、を有し、
　前記支持基板と前記カバーとの間の空間で、前記マイクロビーズが配置される収容空間
が形成され、
　前記ピラーの高さは、前記マイクロビーズの厚みよりも高く、かつ、前記マイクロビー
ズの厚みの２倍よりも低く、
　前記支持基板と前記カバーとの間の距離は、前記ピラーの高さ分とされた、マイクロビ
ーズ検査用のセル。
【請求項２】
　前記マイクロビーズは円柱形状であり、
　前記ピラーには、前記マイクロビーズの前記上面の直径と前記下面の直径のうち、少な
くとも一方の直径よりも小さい切り欠きが１以上形成された請求項１記載のマイクロビー
ズ検査用のセル。
【請求項３】
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　前記ピラーは前記収容空間を取り囲むように形成され、
　前記カバーには、前記収容空間を外部空間に接続する貫通孔が形成された請求項２記載
のマイクロビーズ検査用のセル。
【請求項４】
　前記切り欠きと対面して配置される吸収部材を有する請求項３記載のマイクロビーズ検
査用のセル。
【請求項５】
　前記支持基板には、前記収容空間と対面する部分が他の部分よりも高く突き出された載
置部が形成され、
　前記支持基板の、前記載置部よりも低い縁部分に、前記吸収部材が配置される請求項４
記載のマイクロビーズ検査用のセル。
【請求項６】
　前記収容空間を外部空間に接続する供給口と、排出口と、を有し、
　前記ピラーは、前記供給口と前記排出口の間に位置し、
　前記ピラーにより、前記収容空間が、前記供給口側の供給空間と、前記排出口側の排出
空間とに分けられる請求項２記載のマイクロビーズ検査用のセル。
【請求項７】
　前記供給空間は、前記排出口に向かって膨出された膨出部分を有する請求項６記載のマ
イクロビーズ検査用のセル。
【請求項８】
　前記支持基板の前記収容空間と対面する部分の少なくとも一部には反射鏡が配置された
請求項１乃至請求項７のいずれか１項記載のマイクロビーズ検査用のセル。
【請求項９】
　略平行に対向した上面及び下面とこれらの面に連続する側面とからなる柱体形状に成形
され、上面及び下面の少なくとも一方に識別パターンが形成されたマイクロビーズの解析
方法であって、
　支持基板とカバーとを、前記支持基板と前記カバーのいずれか一方又は両方に形成され
た、前記マイクロビーズの厚みよりも高く、かつ、前記マイクロビーズの厚みの２倍より
も低い高さを有するピラーにより、該ピラーの高さ分離間して対向配置させ、
　前記支持基板と前記カバーとの間の収容空間に、前記マイクロビーズを配置する収容工
程と、
　前記収容空間の前記マイクロビーズを撮像する撮像工程と、を含むマイクロビーズの解
析方法。
【請求項１０】
　前記収容工程は、前記収容空間を供給部と排出部に接続し、前記供給部と前記排出部の
間に圧力差を発生させ、前記マイクロビーズが分散された分散液を、前記収容空間に引き
込む請求項９記載のマイクロビーズの解析方法。
【請求項１１】
　前記収容工程は、前記供給部と前記排出部の間の流路に振動力を伝達させ、前記分散液
を攪拌させる請求項１０記載のマイクロビーズの解析方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は検査用セルに関する。より詳しくは、マイクロビーズの解析に用いる検査用セ
ルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、核酸やタンパク等を対象とした生化学分析において、「マイクロビーズ」と
称される粒子状担体が用いられている。例えば、核酸分析においては、ターゲット核酸鎖
に対して相補的な塩基配列を有するプローブ核酸鎖を表面に固相化したマイクロビーズを
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用い、ターゲット核酸鎖をプローブ核酸鎖との相互作用に基づいて分離することが行われ
ている。また、タンパク分析では、ターゲットタンパクに対する抗体を表面に固相化した
マイクロビーズを用いて、同様にターゲットタンパクを分離することが行われている。
【０００３】
　マイクロビーズ表面に捕捉、分離されたターゲット核酸鎖あるいはターゲットタンパク
は、これらを予め蛍光物質で標識しておくことによって光学的に検出することができる。
また、ビーズ表面の蛍光強度を測定すれば、分離されたターゲット物質を定量することも
できる。ターゲット物質が核酸鎖である場合には、ターゲット核酸鎖とプローブ核酸鎖の
相互作用によって形成されるハイブリッド鎖間に取り込まれて蛍光を発するインターカレ
ータを用いて、分離されたターゲット核酸鎖を光学的に検出することも行われている。
【０００４】
　マイクロビーズの光学的検出法の一例について説明すると、先ず、マイクロビーズを分
散させた分散液を測定基板上に配置し、測定基板の分散液が配置された面上にカバーガラ
スを配置して測定用のセルとする。そのセル上の光源から光を照射し、セル上に配置した
ＣＣＤやＣＭＯＳ等の撮像手段により、マイクロビーズの透過像や蛍光像を撮影する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２７０９４６号公報
【特許文献２】特表２００５－５０４２７５号公報
【特許文献３】特表２００８－５０５３２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　マイクロビーズは直径及び厚みがミクロンオーダー（数～数百μｍ）と微細な物が多く
、検出効率を高めるため、分散液中のマイクロビーズの濃度を高くすると、マイクロビー
ズが測定基板上で重なり合い、重なり合ったマイクロビーズが正常に撮像できないという
問題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、マイクロビーズの重なりを防止し、解析精度の高い検査用セルを提
供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題解決のため、本発明は、略平行に対向した上面及び下面とこれらの面に連続す
る側面とからなる柱体形状に成形され、上面及び下面の少なくとも一方に識別パターンが
形成されたマイクロビーズの検査に用いられるマイクロビーズ検査用セルであり、当該セ
ルは、支持基板と、支持基板と対向配置されたカバーと、支持基板とカバーのいずれか一
方又は両方に形成されたピラーと、を有する。その支持基板とカバーとの間の空間で、マ
イクロビーズが配置される収容空間が形成され、ピラーの高さは、マイクロビーズの厚み
よりも高く、かつ、マイクロビーズの厚みの２倍よりも低く、支持基板とカバーとの間の
距離は、ピラーの高さ分とされている。更に、ピラーに、マイクロビーズの上面の直径と
下面の直径のうち、少なくとも一方の直径よりも小さい切り欠きを１以上形成することが
望ましい。
　ピラーを収容空間を取り囲むように形成し、カバーに、収容空間を外部空間に接続する
貫通孔を形成することもできる。この場合、切り欠きと対面して配置される吸収部材を設
けることが望ましく、更に、支持基板に、収容空間と対面する部分が他の部分よりも高く
突き出された載置部を形成し、支持基板の、載置部よりも低い縁部分に、吸収部材を配置
することが望ましい。
　また、収容空間を外部空間に接続する供給口と排出口とを設けることができる。この場
合、ピラーを、供給口と排出口の間に配置し、収容空間を、供給口側の供給空間と排出口
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側の排出空間とに分ける。その供給空間に、排出口に向かって膨出された膨出部分を設け
ることが望ましい。
　支持基板の収容空間と対面する部分の少なくとも一部に反射鏡を配置することもできる
。
　また、本発明は、略平行に対向した上面及び下面とこれらの面に連続する側面とからな
る柱体形状に成形され、上面及び下面の少なくとも一方に識別パターンが形成されたマイ
クロビーズの解析方法であって、支持基板とカバーとを、支持基板とカバーのいずれか一
方又は両方に形成された、マイクロビーズの厚みよりも高く、かつ、マイクロビーズの厚
みの２倍よりも低い高さを有するピラーにより、該ピラーの高さ分離間して対向配置させ
、支持基板とカバーとの間の収容空間に、マイクロビーズを配置する収容工程と、収容空
間のマイクロビーズを撮像する撮像工程とを含むマイクロビーズの解析方法を提供する。
　収容工程においては、収容空間を供給部と排出部に接続し、供給部と排出部の間に圧力
差を発生させ、マイクロビーズが分散された分散液を、収容空間に引き込むことが望まし
い。また、収容工程においては、供給部と排出部の間の流路に振動力を伝達させ、分散液
を攪拌させることがより望ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、マイクロビーズが重なり合うことなく、各マイクロビーズを正常に撮像
できるから、ターゲット物質の分析を高精度に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】（ａ）、（ｂ）：本発明に用いる支持基板とカバーを説明する断面図。
【図２】（ａ）、（ｂ）：本発明第１例の検査用セルを組み立てた状態の平面図と断面図
。
【図３】本発明のピラーの第一例を説明する平面図。
【図４】本発明のピラーの第二例を説明する平面図。
【図５】本発明のピラーの第三例を説明する平面図。
【図６】本発明のピラーの第四例を説明する平面図。
【図７】マイクロビーズの一例を説明する斜視図。
【図８】本発明のピラーと貫通孔の位置関係の他の例を説明する平面図。
【図９】（ａ）、（ｂ）：反射鏡を設けなかった場合の撮影画像、（ｃ）、（ｄ）：反射
鏡を設けた場合の撮影画像。
【図１０】本発明第２例の検査用セルの模式的な平面図。
【図１１】仕切ピラーを説明するための模式的な平面図（その１）。
【図１２】仕切ピラーを説明するための模式的な平面図（その２）。
【図１３】仕切ピラーを説明するための模式的な平面図（その３）。
【図１４】検査装置の一例を説明する模式図。
【図１５】供給口の一例を説明する拡大断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための好適な形態について図面を参照しながら説明する。なお
、以下に説明する実施形態は、本発明の代表的な実施形態の第１例、第２例を示したもの
であり、これにより本発明の範囲が狭く解釈されることはない。なお、説明は以下の順序
で行う。
【００１２】
Ａ．第１例
　１．検査用セル
　　１ａ．支持基板
　　１ｂ．カバー
　　１ｃ．ピラー
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　　１ｄ．組立状態
　２．検査方法
　　２ａ．検査対象物（マイクロビーズ）
　　２ｂ．検査工程の具体的手順
Ｂ．第２例
　１．検査用セル
　　１ａ．支持基板
　　１ｂ．カバー
　　１ｃ．ピラー
　　１ｄ．組立状態
　２．検査方法
　　２ａ．検査対象物（マイクロビーズ）
　　２ｂ．検査工程の具体的手順
【００１３】
Ａ．第１例
１．検査用セル
　図１（ａ）、（ｂ）の符号１は本発明のマイクロビーズ検査用セルの一例を示しており
、以下「検査用セル」と称する。検査用セル１は、支持基板１１と、カバー２１と、ピラ
ー３１とを有する。支持基板１１とカバー２１は分離可能であり、図１（ａ）は分離状態
の支持基板１１の断面図、図１（ｂ）は分離状態のカバー２１の断面図である。
【００１４】
１ａ．支持基板
　支持基板１１の平面形状は特に限定されず、長方形、正方形、円形、楕円径等があるが
、ここでは長方形の板である。支持基板１１の中央部分（ここでは長手方向の中央部分）
は、縁部分１９よりも高く突き出され、後述するカバー２１が載せられる載置部１８とな
っている。
【００１５】
　載置部１８には反射鏡１５が配置されている。反射鏡１５は特に限定されず、例えば、
アルミニウム、銀、ステンレス鋼等の反射性金属材料を、めっき、蒸着、スパッタリング
等で成膜した反射性金属膜で構成される。反射鏡１５の配置場所も特に限定されず、支持
基板１１が透明であれば、反射鏡１５を載置部１８に埋め込んでもよいし、載置部１８の
カバー２１が載置される面（表面）とは反対側の裏面に配置してもよいが、反射鏡１５は
載置部１８の表面に配置することが望ましい。
【００１６】
　反射鏡１５を載置部１８の表面に配置する場合、後述する分散液に対する濡れ性を高め
るために、分散液と親和性（例えば親水性）の高い透明な樹脂膜を、反射鏡１５表面に形
成してもよい。この場合、樹脂膜表面及び反射鏡１５表面での反射光による干渉縞等が発
生しないよう、樹脂膜の材料及び膜厚を設計することが望ましい。反射鏡１５は載置部１
８全体を覆うように配置してもよいし、後述するように、マイクロビーズを撮影する撮像
領域だけに配置してもよい。
【００１７】
１ｂ．カバー２１
　カバー２１は透明な板であって、その中央部分に、カバー２１を表面から裏面まで貫通
する貫通孔２５が供給口として形成されている。カバー２１の平面形状は、矩形（正方形
、長方形を含む）、円形（正円、楕円を含む）等、特に限定されないが、ここでは矩形に
なっている。
【００１８】
１ｃ．ピラー
　支持基板１１とカバー２１のいずれか一方又は両方には、表面から突出するピラー３１
が固定されている。ここでは、ピラー３１はカバー２１の表面に突設されている。ピラー
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３１の平面形状は特に限定されないが、図３～６に示すようにリング状であって、１又は
複数の切り欠き３５が形成されている。ピラー３１のリング形状は図３、４のように円（
正円、楕円を含む）であってもよいし、図５、６のように矩形（正方形、長方形を含む）
であってもよいし、三角形や５角形以上の多角形であってもよい。
【００１９】
　また、ピラー３１は、図４、６のように、リング状のピラー３１に１以上の切り欠き３
５を形成したものでもよいし、図３、５のように、複数のピラー部材３３を並べて形成し
てもよい。複数のピラー部材３３でピラー３１を形成する場合、ピラー部材３３の間隔を
空けて配置し、ピラー部材３３間の隙間で切り欠き３５を構成する。この場合、一部のピ
ラー部材３３を支持基板１１に固定し、他のピラー部材３３をカバー２１に固定してもよ
く、後述する組立状態でピラー３１の全体形状がリング状になるようにしてもよい。
【００２０】
　支持基板１１、カバー２１及びピラー３１の材質は特に限定されないが、例えば、ガラ
ス、石英、各種プラスチック（ＰＰ，ＰＣ，ＣＯＰ、ＰＤＭＳなど）により形成できる。
その材質は、検出手段から照射されるレーザー光に対して透過性を有し、自家蛍光が少な
く、波長分散が小さいために光学誤差が少ない材質とすることが望ましい。
【００２１】
　特に、その材質として、ガラス、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ＣＯＣ（シク
ロオレフィンコポリマー樹脂）がより望ましく、これらの材質は安価なため、検査用セル
１全体の製造コストを抑え、検査用セル１を使い捨て（ディスポーザブル）にできる。
【００２２】
　支持基板１１、カバー２１、及びピラー３１の少なくとも表面に露出する部分は、後述
する分散液との濡性が高い材質で構成することが望ましい。載置部１８、貫通孔２５、ピ
ラー３１等の成形は、ガラス製基板のウェットエッチングやドライエッチングによって、
またプラスチック製基板のナノインプリントや射出成型、機械加工によって行うことがで
きる。
【００２３】
１ｄ．組立状態
　カバー２１を支持基板１１に載置する時の向きは予め決められており、カバー２１を決
められた向きで支持基板１１の載置部１８上に配置し、組立状態とする。ピラー３１の平
面形状は、そのリング内周が、カバー２１及び載置部１８の平面形状外周と同一かそれよ
りも小さく、組立状態では、ピラー３１が、載置部１８とカバー２１とで挟まれ、そのリ
ング内側の空間が、カバー２１と載置部１８とで塞がれ、後述するマイクロビーズが収容
される収容空間３９となる。
【００２４】
　また、ピラー３１のリング内周は、カバー２１の貫通孔２５よりも大きく、貫通孔２５
はカバー２１の中央部分に位置するから、組立状態では、ピラー３１はカバー２１の貫通
孔２５よりも外側の縁部分と接触し、貫通孔２５は収容空間３９の上部に位置する。すな
わち、組立状態では、収容空間３９は貫通孔２５及びピラー３１の切り欠き３５によって
、外部空間に接続されている。
【００２５】
　図２（ａ）は組立状態の平面図であり、図２（ｂ）は図２（ａ）のＡ－Ａ切断線断面図
である。組立状態では、必要であれば、位置ずれ防止の目的で、固定部材４５等でカバー
２１を支持基板１１に固定してもよい。支持基板１１の平面形状はカバー２１よりも大き
くされ、載置部１８よりも外側の縁部分１９の一部又は全部がカバー２１の縁よりも外側
にはみ出すようになっている。
【００２６】
　カバー２１から露出した縁部分１９にはシート状の吸収部材４１を配置することが望ま
しい。縁部分１９の吸収部材４１が配置される場所は予め決められており、その場所では
、縁部分１９がカバー２１だけではなく固定部材４５等他の部材からも露出し、吸収部材
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４１の配置が妨げられない。なお、吸収部材４１の配置場所は特に限定されず、カバー２
１の下面の縁に段差、または面取りを入れることで、吸収部材４１を挟みこんでも良い。
【００２７】
　後述するように、液相を毛細管力で吸収させる場合は、吸収部材４１を載置部１８と縁
部分１９の境界の段差に可能な限り近接、すなわち吸収部材４１を段差に接触させること
が望ましい。吸収部材４１が配置される縁部分１９と、載置部１８との境界が、カバー２
１の縁よりも内側に位置する場合、吸収部材４１の厚さを、縁部分１９表面からカバー２
１表面までの高さよりも薄くすれば、吸収部材４１がカバー２１と縁部分１９の間の隙間
に入りこみ、その境界部分の段差と接触する。
【００２８】
　その境界がカバー２１の縁と面一の場合は、縁部分１９表面からカバー２１表面までの
高さよりも吸収部材４１が厚くても、吸収部材４１が段差に接触する。しかし、吸収部材
４１をカバー２１と縁部分１９の間の隙間に入れた方が、吸収部材４１が安定配置される
のでより好ましい。いずれの場合も、吸収部材４１の厚みを、縁部分１９表面から載置部
１８表面までの高さよりも厚くし、載置部１８とカバー２１との間の隙間に、吸収部材４
１を対面させることが望ましい。
【００２９】
２．検査方法
　２ａ．検査対象物（マイクロビーズ）
　本発明の検査用セル１の検査対象物としては、表面に、識別パターンが形成され、検出
対象物質に親和性を有する物質が固相化されたマイクロビーズを用いる。図７にマイクロ
ビーズの一例を示す。
【００３０】
　マイクロビーズ７は、略平行に対向した上面７１及び下面７２とこれらの面に連続する
側面７３とからなる柱体形状に成形されている。ここでは、上面７１及び下面７２を上方
視円形として、マイクロビーズ７全体を円柱形状とした場合を例に説明するが、本発明で
用いられるマイクロビーズは、三角柱形状や四角柱形状あるいはその他の多角柱形状であ
ってよい。ただし、後述する方法に従って識別パターンを含む透過像を取得するため、上
面７１及び下面７２が略平行に対向する柱体形状に成形されていることが必要である。
【００３１】
　マイクロビーズ７の厚みＨ及び上面７１（あるいは下面７２）の径Ｄ（直径）は、適宜
設定され得るが、厚みＨを径Ｄより小さく設定してマイクロビーズ７全体を盤形状とする
ことが好ましい。
【００３２】
　マイクロビーズ７の上面７１及び下面７２の少なくとも一方（図７では上面７１）には
、個々のビーズを画像識別するためのパターンが形成されるコード領域１１１が設けられ
ている。上面７１のコード領域１１１以外の領域は、識別パターンが形成されていない非
コード領域１１２とされている。コード領域１１１は、下面７２あるいは上面７１と下面
７２の両方に設けてもよい。
【００３３】
　識別パターンは特に限定されないが、例えば、コード領域１１１に、マイクロビーズ７
の上面７１から下面７２まで貫通する貫通孔が形成され、その貫通孔で識別パターンが構
成される。貫通孔の形成された数及び／又は場所の違いにより、マイクロビーズ７を識別
することが可能である。
【００３４】
　コード領域１１１内に形成する貫通孔は、０以上２５以下の任意数であってよく、２５
箇所から選択される任意の位置に形成される。このように、マイクロビーズ７では、貫通
孔の形成数及び形成位置を任意に設定することで、各ビーズのコード領域１１１に異なる
パターンを形成することができる。そして、このパターンを画像識別手段により検出する
ことによって、最大で２の２５乗の種類のマイクロビーズ７を識別することが可能とされ
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ている。
【００３５】
　なお、ここで説明した識別パターンは一例に過ぎない。本発明に用いられるマイクロビ
ーズ７に形成される識別パターンは、従来公知の画像識別手段によって識別可能な形状で
あれば、具体的な形や大きさ等は限定されない。
【００３６】
　マイクロビーズ７の表面には、検出対象物質に親和性を有する物質が固相化されている
。以下、検出対象物質を「ターゲット物質」と、検出対象物質に親和性を有する物質を「
プローブ物質」というものとする。
【００３７】
　マイクロビーズ７の表面には、プローブ物質が固相化されている。プローブ物質は、タ
ーゲット物質に応じて、所定の塩基配列の核酸や所定のアミノ酸配列のタンパク又はペプ
チド、あるいは糖鎖等の化合物とされる。プローブ物質は、マイクロビーズ７表面のうち
、コード領域１１１及び非コード領域１１２の双方を含む上面７１と側面７３に少なくと
も固相化されており、これらに加えて下面７２に固相化されていてもよい。なお、識別パ
ターンを下面７２にも形成する場合には、下面７２についてもコード領域及び非コード領
域の両方にプローブ物質が固相化されていてよい。
【００３８】
　プローブ物質は、ターゲット物質を核酸とする場合には、ターゲット核酸鎖に対して相
補的な塩基配列を有する核酸鎖とされる。これにより、サンプル中のターゲット核酸鎖を
、プローブ物質とのハイブリダイズ（二本鎖）形成によってマイクロビーズ７上に捕捉し
、分離することができる。なお、この場合のプローブ物質の塩基数（長さ）は任意であり
、ターゲット核酸鎖の塩基配列の少なくとも一部に相補的な塩基配列を有し、所定のハイ
ブリダイゼーション反応条件下で二本鎖形成が可能な限りにおいて、塩基数は特に限定さ
れない。通常、プローブ物質の塩基数は、数塩基～数十塩基であり、好ましくは１０塩基
～３０塩基程度である。
【００３９】
　また、プローブ物質は、ターゲット物質をタンパクとする場合には、ターゲットタンパ
ク（例えば、レセプタータンパク）と相互作用し得るペプチド（例えば、リガンドタンパ
クの一部アミノ酸配列）や抗体等とされる。これにより、サンプル中のターゲットタンパ
クを、プローブ物質との相互作用によってマイクロビーズ７上に捕捉し、分離することが
できる。
【００４０】
　ターゲット物質を捕捉したマイクロビーズ７は、プローブ物質とターゲット物質との相
互作用に基づいて蛍光を発するようになる。この蛍光は、例えば、ターゲット物質に標識
された蛍光物質や、プローブ物質とターゲット物質との間に取り込まれたインターカレー
タから発せられるものとできる。本発明に係るマイクロビーズ解析方法は、これらの蛍光
を検出すると同時に、各マイクロビーズ７に形成された識別パターンを画像識別手段によ
って識別することで、複数種類のターゲット物質を同時に分析する。
　２ｂ．検査工程の具体的手順
（i）反応手順
　まず、マイクロビーズ７を、ターゲット物質を含むサンプルと混合し、ビーズ表面に固
相化されたプローブ物質とターゲット物質とを相互作用させ、ビーズ表面にターゲット物
質を捕捉する。
【００４１】
　マイクロビーズ７とサンプルの混合は、ターゲット物質を蛍光物質で標識した後に行う
か、ターゲット物質とプローブ物質の相互作用によって形成される複合体に取り込まれて
蛍光を発するインターカレータの存在下で行う。
【００４２】
（ii）保持手順
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　次に、マイクロビーズ７を回収し、必要に応じて洗浄を行ってマイクロビーズ７に吸着
したターゲット物質以外の物質（夾雑物）を取り除いた後、マイクロビーズ７を液相に分
散させ、分散液を作成する。なお、ここで使用される液相は、マイクロビーズ７と同じ屈
折率の液体であることが好ましいが、上記反応手順で用いられる緩衝液や純水を使用して
もよい。より好ましくは、上記反応手順で用いられる緩衝液や、それよりも塩濃度が高い
緩衝液であり、そのような緩衝液を用いれば、マイクロビーズ７に捕捉されたターゲット
物質が変性又は解離しにくい。
【００４３】
　カバー２１の貫通孔２５は、直径が前記マイクロビーズ７の上面７１及び下面７２の径
Ｄよりも大きくなっている。しかも、カバー２１は分散液の液相に対して濡れ性が高くな
るような材質で構成されており、組立状態の検査用セル１の貫通孔２５に分散液を注入す
ると、マイクビーズ７は液相と一緒に、貫通孔２５を通って収容空間３９に注入される。
【００４４】
　収容空間３９が密閉されている場合、分散液は注入されにくく、収容空間３９に気泡（
空気）が残ることがある。また、入りきらない分散液は、貫通孔２５上に凸レンズのよう
に盛り上がって残る場合がある。図３～６で示したように、本発明では、ピラー３１に切
り欠き３５が形成されているので、空気は切り欠き３５から押し出される。従って、分散
液は収容空間３９に注入され易く、収容空間３９が分散液で満たされ、分散液が貫通孔２
５上に残ることもない。
【００４５】
　この検査用セル１上でのマイクロビーズ７の方向付けは、マイクロビーズ７の厚みＨを
、上面７１（あるいは下面７２）の径Ｄより小さく設定してマイクロビーズ７全体を盤形
状とすることで行われる。すなわち、マイクロビーズ７は上面７１及び下面７２がカバー
２１及び載置部１８の表面と平行配置されるよう方向付けされている。
【００４６】
　ピラー３１（ピラー部材３３）の高さは、マイクロビーズ７の厚みＤよりは大きく、か
つ、その厚みＤの２倍よりは小さくされている。すなわち、収容空間３９では、支持基板
１１（載置部１８）からカバー２１までの高さは、マイクロビーズ７の厚みＤよりは大き
く、かつ、その厚みＤの２倍よりは小さくなるから、マイクロビーズ７は重なり合うこと
なく、収容空間３９に配置される。
【００４７】
　ピラー３１の切り欠き３５（ピラー部材３３間の間隔）は、マイクロビーズ７の上面７
１又は下面７２のうち、少なくとも一方の面の径Ｄよりも小さくなっている。従って、分
散液の液相は空気と一緒に切り欠き３５を通って押し出されても、マイクロビーズ７は切
り欠き３５を通過せずに、収容空間３９に残る。
【００４８】
　なお、大きさ及び/又は形状の異なるマイクロビーズを、同一の検査用セル１で検査す
る場合、カバー２１の貫通孔２５は、最も大きいマイクロビーズの径Ｄよりも大きくし、
切り欠き３５は最も小さいマイクロビーズの径Ｄよりも小さくし、ピラー３１の高さは最
も大きいマイクロビーズの厚みＨよりも大きくし、かつ、最も小さいマイクロビーズの厚
みＨの２倍よりも小さくすることが望ましい。
【００４９】
　また、支持基板１１とカバー２１のうち、ピラー３１が固定されている側を交換すれば
、大きさ及び/又は形状の異なる検査対象物の検査用セルを組み立てることができる。
【００５０】
　分散液の注入時には、上述した吸収部材４１を、載置部１８とカバー２１との間の隙間
と対面し、かつ、載置部１８と縁部分１９との段差と接触又は隣接するように配置してお
くことが望ましい。吸収部材４１は、紙、不織布、スポンジ等の材料がシート状に成形さ
れてなり、毛細管構造を有する。
【００５１】
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　一般に、マイクロビーズ７は径Ｄが４０μｍ、高さＨが１０μｍ程度と小さい。載置部
１８とカバー２１との間の距離は、高さＨの２倍未満、即ち２０μｍ未満程度であるから
、その隙間は液相に毛細管力が働く程に狭い。従って、分散液の液相は、毛細管力により
、切り欠き３５と、載置部１８とカバー２１との間の隙間を通って、吸収部材４１側へ移
動し、吸収される。
【００５２】
　カバー２１と載置部１８との隙間は狭いため、収容空間３９の容積は数μｌ程しかない
が、吸収部材４１により多量の分散液が注入され、しかも、マイクロビーズ７は切り欠き
３５から流出しないから、収容空間３９に配置されるマイクロビーズ７の量が多くなる。
しかも、注入効率が高くなることで、収容空間３９に気泡も残りにくくなる。吸収部材４
１への吸収効率をより高めるためには、ピラー３１の切り欠き３５が形成された部分が、
吸収部材４１と対面するよう、吸収部材４１の配置場所を設定することが望ましい。
【００５３】
　上述したように、マイクロビーズ７は、略平行に対向する２つの面（上面７１及び下面
７２）のいずれかが載置部１８表面に接触するように方向付けされ、保持される。この方
向にマイクロビーズ７を保持することで、検査用セル１のカバー２１側の面に対向して配
設された画像取得手段（不図示）により、上面７１及び／又は下面７２のコード領域に形
成された識別パターンを撮像することが可能となる。
【００５４】
（iii）検出手順
（a）識別パターンの検出
　検査用セル１にマイクロビーズ７を液相に懸濁された状態で収容されたものを用いる。
液相が乾燥により失われるおそれがある場合には、適宜液相を追加滴下し、ビーズが常時
液相中に含まれた状態になるようにする。検査用セル１のカバー２１側の面上に光源を配
置し、カバー２１を通して収容空間３９のマイクロビーズ７に光源からの光を照射する。
不図示の画像取得手段を、カバー２１を透過した光が入射する位置に配置しておき、当該
画像取得手段によって、マイクロビーズ７の透過像及び蛍光像を撮像する。本発明の検査
用セル１では、マイクロビーズ７の重なりが防止されるため、撮像領域にあるマイクロビ
ーズ７を全て正常に撮像できる。
【００５５】
　このとき、収容空間３９に空気（気泡）が残っていると、空気層による光の干渉で干渉
縞が発生し、貫通孔２５上に凸レンズのように分散液が盛り上がっていると、その分散液
により集光され、いずれの場合も撮像が不鮮明となる。上述したように、ピラー３１に切
り欠き３５が形成しておけば、収容空間３９の空気残留も、貫通孔２５上の分散液の残留
のいずれも防止されるから、鮮明な透過像及び蛍光像を得ることができる。
【００５６】
　マイクロビーズ７は上面７１又は下面７２のいずれかが載置部１８表面に接触するよう
に方向付けされているから、画像取得手段により撮像される透過像に確実に識別パターン
が含まれるようにできる。載置部１８に反射鏡１５を配置しておけば、マイクロビーズ７
から載置部１８側へ向う光が画像取得手段側へ反射されるから、画像取得手段に入射する
検出光量が増加する。その結果、透過像及び蛍光像が鮮明になり、Ｓ／Ｎ比を大きくして
解析手段への信号出力を高めることが可能となる。
【００５７】
　図９（ａ）、（ｂ）は反射鏡を設けないガラス製の支持基板１１を用いた場合の蛍光像
、図（ｃ）、（ｄ）はアルミニウム製の反射鏡１５を設けた場合の蛍光像であり、図９（
ａ）、（ｃ）はマイクロビーズ７のプローブ物質と非相補的なターゲット物質を作用させ
たもの（ミスマッチ）、図９（ｂ）、（ｄ）はマイクロビーズ７のプローブ物質と相補的
なターゲット物質を作用させたもの（フルマッチ）である。反射鏡１５によりミスマッチ
、フルマッチの差が顕著になっており、Ｓ/Ｎ比が向上することがわかる。
【００５８】
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（b）蛍光の検出
　画像取得手段で撮像された蛍光像は、蛍光検出手段に出力される。蛍光検出手段は、こ
の蛍光像の所定領域からの蛍光を検出して、蛍光強度を電気的信号に変換して解析手段に
出力する。
【００５９】
　他方、画像取得手段で撮像された透過像は、画像識別手段に出力される。画像識別手段
は、透過像から識別パターンを検出し、電気的信号として解析手段に出力する。識別パタ
ーンの検出は、汎用の画像解析プログラム又はこれを適宜改良したものを用いて行うこと
ができる。
【００６０】
　上述したように、本発明の検査用セル１は、マイクロビーズ７が重なり合わないため、
撮像領域にある全てのマイクロビーズ７の撮像が可能であり、ターゲット物質の分析を高
精度に行うことが可能である。
【００６１】
　なお、マイクロビーズ７を撮像する領域（撮像領域）と、検査用セル１の部材（ピラー
３１、貫通孔２５等）の位置関係は特に限定されない。例えば、図８に示すように、貫通
孔２５を撮像領域５の外側に設けることもできる。この場合、貫通孔２５上に分散液が残
ったとしても、撮像に影響を与えない。貫通孔２５を撮像領域５の外に設ける場合、撮像
領域５を貫通孔２５と切り欠き３５との間に配置すれば、分散液が注入される際に、撮像
領域５の気泡が押し流され、余分な液相と一緒に切り欠き３５から排出される。
【００６２】
　撮像領域５が載置部１８の一部分である場合、反射鏡１５は載置部１８全部に設ける必
要はなく、少なくとも撮像領域５と対面する部分に設ければよい。載置部１８は縁部分１
９と面一にしてもよいが、反射鏡１５を設ける場合、反射鏡１５の厚み分だけ載置部１８
が厚くなるので、載置部１８を縁部分１９よりも厚くした方が、反射鏡１５の設置が容易
である。
【００６３】
　以上は、収容空間３９を取り囲むピラー３１に切り欠き３５を形成したが、本発明はこ
れに限定されるものではない。以下に、本発明の第２例の検査用セルと、その検査用セル
を用いた検査方法について説明する。
【００６４】
Ｂ．第２例
　１．検査用セル
　図１０の符号の２は本発明第２例のマイクロビーズ検査用セルを示しており、第１例の
検査用セル１と同じ構造の部材には同じ符号を付して説明する。
【００６５】
　１ａ．支持基板
　支持基板１１は特に限定されず、図１（ａ）に示したものと同じ構造、同じ形状、同じ
材質のものを用いることができるが、第２例においては、支持基板１１の一部を載置部１
８として縁部分１９よりも高くしなくてもよい。
【００６６】
　第２例においても、支持基板１１に反射鏡１５を設けることができる。この反射鏡１５
の設置場所は特に限定されないが、少なくともマイクロビーズ７が集まる領域（撮影領域
）に設置することが望ましい。
【００６７】
　１ｂ．カバー
　カバー２１も特に限定されず、図１（ｂ）に示したものと同じ構造、同じ形状、同じ材
質のものを用いることができる。しかし、第２例においては、カバー２１に貫通孔を形成
する場合、その数は２個以上が望ましく、１以上の貫通孔をマイクロビーズ７の供給口６
５ａ、他の１以上の貫通孔を液相の排出口６５ｂとすることができる。
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【００６８】
　１ｃ．ピラー
　ピラーも特に限定されず、図１～６、８に示したものと同じ構造、同じ形状、同じ材質
、同じ製造方法、同じ配置のものを用いることができるが、第２例においては、切り欠き
を有するピラー６１を、収容空間３９を横断するように形成し、該ピラー６１により、収
容空間３９を供給口６５ａに接続された供給空間３９ａと、排出口６５ｂに接続された排
出空間３９ｂに分割する。なお、このピラー６１の他に、収容空間３９を封止するリング
状のピラー６４を形成することが望ましい。以下、収容空間３９を取り囲むピラー６４を
封止ピラーと称し、収容空間３９を分けるピラー６１を仕切ピラーと称して区別する。
【００６９】
　ピラー６１、６４の設置場所も特に限定されない。ピラー６１、６４は支持基板１１と
カバー２１のいずれか一方又は両方に形成され、後述するように、検査用セル２を組み立
てた状態で、封止ピラー６４の内側の空間（収容空間３９）が、仕切ピラー６１で二分さ
れればよい。
【００７０】
　封止ピラー６４と仕切ピラー６１の高さは同じであっても、異なってもよいが、高い方
のピラー６１、６４の高さを、マイクロビーズ７の厚みＨよりよりも大きくし、かつ、そ
の厚みＨの２倍よりも小さくすることが望ましい。
【００７１】
　１ｄ．組立状態
　組立状態では、第１例と同様に、ピラー６１、６４がカバー２１と支持基板１１に挟ま
れ、封止ピラー６４のリング内側の空間が、支持基板１１とカバー２１と封止ピラー６４
で封止される。カバー２１と支持基板１１はピラー６１、６４の高さ分離間する。すなわ
ち、カバー２１と支持基板１１は、マイクロビーズ７の厚みＨよりも大きく、かつ、その
厚みＨの２倍よりも小さい距離だけ離間し、封止ピラー６４のリング内側の空間は、マイ
クロビーズ７が収容可能な収容空間３９となる。
【００７２】
　上述した供給口６５ａと排出口６５ｂは、互いに離間し、同じ収容空間３９に接続され
ている。なお、供給口６５ａと排出口６５ｂはカバー２１の貫通孔に限定されず、供給口
６５ａと排出口６５ｂのいずれか一方又は両方を、封止ピラー６４及び/又は支持基板１
１に形成した貫通孔で構成してもよい。更に、配管等を収容空間３９に引き込み、その配
管の一端で供給口６５ａ及び/又は排出口６５ｂを構成することもできる。
【００７３】
　仕切ピラー６１は、封止ピラー６４のリング内側であって、供給口６５ａと排出口６５
ｂの間に位置し、収容空間３９を、供給口６５ａ側の供給空間３９ａと、排出口６５ｂ側
の排出空間３９ｂとに二分する。
【００７４】
　図１１～１３は供給口６５ａ、排出口６５ｂ、仕切ピラー６１の位置関係を模式的に示
す平面図である。仕切ピラー６１は、封止ピラー６４のリングに亘って形成されたピラー
部材６２の列からなる。１つの列を構成するピラー部材６２同士は互いに離間し、ピラー
部材６２の間の空間で切り欠き６３が構成される。従って、切り欠き６３により供給空間
３９ａと排出空間３９ｂとが接続される。
【００７５】
　なお、細長のピラー部材６２に１乃至複数の切り欠き６３を形成して、仕切ピラー６１
としてもよい。また、仕切ピラー６１の形状も特に限定されず、ピラー部材６２の列は、
直線状（図１１）、折線状（図１２）、曲線状（図１３）等でもよい。また、仕切ピラー
６１を構成するピラー部材６２の列は１列であってもよいし、２列以上でもよい。
【００７６】
２．検査方法
　２ａ．検査対象物
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　第２例の検査用セル２の検査対象物は特に限定されず、第１例の検査用セル１と同様の
マイクロビーズ７を用いることができる。
【００７７】
　２ｂ．検査工程の具体的手順
（i）反応手順
　反応手順も特に限定されず、第１例の検査用セル１の場合と同様の手順で、マイクロビ
ーズ７にターゲット物質を捕捉させることができる。
【００７８】
（ii）保持手順
　供給口６５ａと排出口６５ｂを、直接、又はシリコーンチューブやテフロン（登録商標
）チューブのような配管５１、５２を介して供給部５６と排出部５８にそれぞれ接続する
。供給部５６は、例えばエッペンチューブのような容器を有し、その容器にマイクロビー
ズ７の分散液５５を収容しておく。
【００７９】
　供給部５６と排出部５８のいずれか一方又は両方は、圧力制御手段を有している。排出
部５８の圧力制御手段は、シリンジ、吸引ポンプのような減圧手段である。供給部５６の
圧力制御手段は、シリンジ、加圧ポンプのような加圧手段である。
【００８０】
　収容空間３９は仕切ピラー６１で供給空間３９ａと排出空間３９ｂに分けられるが、仕
切ピラー６１には切り欠き６３が形成されているから、供給空間３９ａと排出空間３９ｂ
は切り欠き６３により互いに接続されている。加圧手段による供給部５６の加圧、及び／
又は、減圧手段による排出部５８の減圧を行い、供給部５６と排出部５８の間に圧力差を
形成すると、圧力差により分散液５５が供給部５６から排出部５８へ向かい、供給空間３
９ａに分散液５５が供給される。
【００８１】
　仕切ピラー６１の列を構成するピラー部材６２同士の距離と、列末端のピラー部材６２
から封止ピラー６４までの距離は、マイクロビーズ７の径Ｄよりも小さい。すなわち、ピ
ラー６１、６４の切り欠き６３はマイクロビーズ７の径Ｄよりも小さいから、分散液５５
の液相は切り欠き６３を通過しても、マイクロビーズ７は切り欠き６３を通過せずに供給
空間３９ａに留まり、供給空間３９ａのマイクロビーズ７密度が高くなる。
【００８２】
　ここで、マイクロビーズ７の径Ｄとは、上面７１又は下面７２の少なくとも一方の径Ｄ
である。上面７１と下面７２の径が異なる場合、大径の方の面よりも切り欠き６３が小さ
ければ、マイクロビーズ７を供給空間３９ａに留めることができる。
【００８３】
　第２例の検査用セル２においても、収容空間３９の高さはマイクロビーズ７の厚みＨよ
りも大きく、かつ、その厚みＨの２倍よりも小さいので、マイクロビーズ７の密度が高く
なっても、マイクロビーズ７同士が重ならない。
【００８４】
　ピラー部材６２の列は１列であってもよいが、２列以上を設けることが望ましい。ピラ
ー部材６２の列が複数列の場合、１列においてピラー部材６２が破損、欠落しても、他の
列によりマイクロビーズ７の流出が防止される。
【００８５】
　ピラー部材６２の列の形状は特に限定されないが、図１２、１３のように、ピラー部材
６２の列を排出口６５ｂに向かって突き出るようにし、供給空間３９ａを排出口６５ｂに
向かって膨出させれば、その膨出部分にマイクロビーズ７が集中的に溜まり、密度が高く
なる。
【００８６】
　供給空間３９ａの膨出部分を、供給口６５ａと排出口６５ｂの間に設け、供給口６５ａ
と膨出部分と排出口６５ｂを直線上に並べれば、マイクロビーズ７をより効率的に膨出部
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分に溜めることができる。このような膨出部分を撮像領域とすれば、マイクロビーズ７の
撮像をより効率良く行うことが可能である。
【００８７】
　マイクロビーズ７を供給空間３９ａに収容後、撮像前に、洗浄液を供給空間３９ａへ供
給し、マイクロビーズ７を洗浄してもよい。洗浄液は分散液５５と同じ供給部５６から供
給してもよいし、分散液５５とは異なる供給部から供給してもよい。分散液５５から洗浄
液へ供給を切り替える際に、エアートラップ等の気体混入防止手段を設け、空気等の気体
の供給空間３９ａへの進入を防止することが望ましい。
【００８８】
　洗浄液及び/又は分散液５５の供給を停止した後、第１例の検査用セル１と同様の「検
査手順」で、識別パターンの検出と、蛍光の検出を行うことができる。第２例の検査用セ
ル２においても、マイクロビーズ７が重なり合わないため、撮像領域にある全てのマイク
ロビーズ７の撮像が可能であり、ターゲット物質の分析を高精度に行うことが可能である
。
【００８９】
　分散液５５や洗浄液の供給中又は供給後であって、マイクロビーズ７の撮像開始前に、
分散液５５に、振動、攪拌、乱流等を連続又は断続的に発生させ、マイクロビーズ７の目
詰まりを防止することが望ましい。以下に、目詰まり防止手段と、検査用セル２を組み合
わせた検査装置について説明する。
【００９０】
　図１４は検査装置６の一例の模式図である。検査装置６は、制御装置７１と、振動手段
７５とを有しており、検査用セル２を検査装置６に組み込んだ状態では、振動手段７５が
検査用セル２に接触し、制御装置７１が供給部５６と排出部５８にそれぞれ接続されてい
る。
【００９１】
　制御装置７１は、供給部５６と排出部５８の圧力制御手段（加圧手段、減圧手段）に制
御信号を送り、分散液５５の供給を開始、又は停止させる。供給部５６から排出部５８ま
での途中の流路（配管５１、５２等）に送液圧の検出器を設置してもよい。その場合、制
御装置７１は、検出器からの検出信号に基づき圧力制御手段への制御信号を決定し、分散
液５５の送液量、送液速度を決められた値に維持することができる。
【００９２】
　検査装置６に洗浄液の供給部７６を設けてもよい。この場合、洗浄液の供給部７６と検
査用セル２の間と、分散液５５の供給部５６と検査用セル２との間に、切替バルブのよう
な切替手段７８を設ける。制御装置７１は予め設定されたタイミングで、切替手段７８を
切り替え、検査用セル２へ送る液体の種類を変更する。
【００９３】
　振動手段７５は、偏芯モーター、圧電素子、ボイスコイルモーター、超音波振動子等の
振動素子を有している。制御装置７１は、分散液５５及び/又は洗浄液の供給中、又は、
供給停止後に振動素子を振動させる。振動手段７５は検査用セル２の一部又は全部に直接
又は間接的に接触している。
【００９４】
　振動力は検査用セル２に伝達され、収容空間３９内の分散液５５及び/又は収容空間３
９に向かう分散液５５に攪拌・乱流がおこる。攪拌・乱流により、マイクロビーズ７の沈
殿や目詰まりが防止されるので、マイクロビーズ７が撮像領域に到達する確率が高くなる
。
【００９５】
　なお、分散液５５の攪拌・乱流は、振動手段７５以外の手段により発生させてもよい。
例えば、制御装置７１により、供給部５６の加圧手段、及び/又は排出部５８の減圧手段
のいずれか一方又は両方の圧力制御手段（加圧手段、減圧手段）を制御し、分散液５５の
送液を制御することで、攪拌・乱流を発生させてもよい。具体的には、圧力制御手段によ
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せることができる。
【００９６】
　この検査装置６に蛍光検出手段と画像取得手段とを組合せれば、マイクロビーズ７の収
容、マイクロビーズ７の洗浄、識別パターンの判定、蛍光の検出まで全て自動に行うこと
ができる。また、検出用セル２を取り替えれば、検査装置６を繰り返し、異なるセルに対
しても使用することができる。
【００９７】
　なお、第１例、第２例の検査用セル１、２において、供給口６５ａ（貫通孔２５）が、
カバー２１の表面から裏面まで同径、又は、収容空間３９に近い程小径（逆テーパ）であ
ると、マイクロビーズ７が供給口６５ａ下端の角部分に引っかかり、詰まりやすくなる。
従って、図１５に示すように、供給口６５ａ（貫通孔２５）は、収容空間３９に近い側程
大径のテーパ形状とすることが望ましい。
【００９８】
　支持基板１１とカバー２１のいずれか一方又は両方に、表面処理を施してもよい。表面
処理としては、例えば、マイクロビーズ７の非特異的な吸着を抑制させるための表面処理
や、分散液導入をスムーズにするための親水処理もしくは疎水処理等がある。特に、分散
液５５の液相が水又は親水性溶媒の場合は、分散液の通路の内壁を構成する表面（配管５
１、５２の内壁面、カバー２１の表面、支持基板１１の表面）を、親水処理しておけば、
分散液５５の導入が容易になる。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
　本発明に係る検査用セル１は、マクロビーズ７の重なりを防止し、ターゲット物質に標
識された蛍光物質等からの蛍光を高精度に検出できるため、マイクロビーズを用いた各種
生化学分析の一層のハイスループット化・高速化に寄与し得る。
【符号の説明】
【０１００】
１、２　　マイクロビーズ検査用セル
７　　マイクロビーズ
１１　支持基板
１５　反射鏡
２１　カバー
２５　貫通孔
３１、６１　ピラー
３５、６３　切り欠き
５６　供給部
５８　排出部
６１　仕切ピラー
６４　封止ピラー
６５ａ　供給口
６５ｂ　排出口
７５　振動手段
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