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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検査溶液を展開する展開層を備え、前記展開層の一部に固定化された試薬部分と、前
記被検査溶液展開により溶出可能な乾燥状態で保持された標識試薬部分とを含み、前記試
薬固定化部分における前記標識試薬の結合量を測定することにより、被検査溶液中の測定
成分を定性もしくは定量するバイオセンサにおいて、
　前記試薬固定化部分が複数存在し、前記複数の試薬固定化部分における試薬自体が、前
記被検査溶液中の測定対象物に対する、親和力が各々異なる、
　ことを特徴とするバイオセンサ。
【請求項２】
　被検査溶液を展開する展開層を備え、前記展開層の一部に固定化された試薬部分と、前
記被検査溶液展開により溶出可能な乾燥状態で保持された標識試薬部分とを含み、前記被
検査溶液を添加する添加部、標識試薬部分、試薬固定化部の順に備えるデバイスであって
、前記試薬固定化部分における前記標識試薬の結合量を測定することにより、被検査溶液
中の測定成分を定性もしくは定量するバイオセンサにおいて、
　前記試薬固定化部分が複数存在し、前記複数の試薬固定化部分における試薬自体が、前
記被検査溶液中の測定対象物に対する、親和力が各々異なる、
　ことを特徴とするバイオセンサ。
【請求項３】
　請求項１または請求項２記載のバイオセンサにおいて、
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　前記複数の試薬固定化部分における固定化された試薬が抗体であり、被検査溶液中の測
定対象物が抗原であり、前記被検査溶液を添加する部分に対して、上流側ほど前記被検査
溶液中の測定対象物に対する、親和力の高い抗体を固定化している、
　ことを特徴とするバイオセンサ。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、
　前記複数の試薬固定化部における試薬がモノクローナル抗体である、
　ことを特徴とするバイオセンサ。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、
　前記複数の試薬固定化部における前記標識試薬結合量を測定することにより、前記被検
査溶液中の測定対象物を定量する、
　ことを特徴とするバイオセンサ。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項５のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、
　前記複数の試薬固定化部における前記標識試薬結合量を測定することにより、プロゾー
ン現象を検出する、
　ことを特徴とするバイオセンサ。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、
　前記複数の試薬固定化部のうち、前記被検査溶液を添加する部分に対して最も上流側に
位置する前記試薬固定化部の標識試薬の結合量を測定することにより、被検査溶液中の測
定対象物を測定するものであり、
　他の試薬固定化部の標識試薬の結合量の測定をも行い、そのそれぞれの測定結果により
、前記最上流側の試薬固定化部における標識試薬結合量測定値のプロゾーン判定をする、
　ことを特徴とするバイオセンサ。
【請求項８】
　請求項１ないし請求項７のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、
　前記複数の試薬固定化部における試薬自体が、前記被検査溶液中の測定対象物に対する
、親和力が各々異なることにより、各々の試薬固定化部における前記被検査溶液中の測定
対象物濃度測定ダイナミックレンジが異なる、
　ことを特徴とするバイオセンサ。
【請求項９】
　請求項８記載のバイオセンサにおいて、
　前記複数の試薬固定化部における試薬自体が、前記被検査溶液中の測定対象物に対する
、親和力が各々異なることにより、前記被検査溶液中の測定対象物濃度測定ダイナミック
レンジを広くする、
　ことを特徴とするバイオセンサ。
【請求項１０】
　請求項１ないし請求項９のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、
　前記複数の試薬固定化部の試薬が各々同一のエピトープを認識する、
　ことを特徴とするバイオセンサ。
【請求項１１】
　請求項１ないし請求項１０のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、
　前記試薬固定化部が２カ所である、
　ことを特徴とするバイオセンサ。
【請求項１２】
　請求項１ないし請求項１１のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、
　前記複数の試薬固定化部がそれぞれ接触している、
　ことを特徴とするバイオセンサ。
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【請求項１３】
　請求項１ないし請求項１１のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、
　前記展開層はラテラルフロー方式であり、前記複数の試薬固定化部が、前記被検査溶液
の展開方向に対して垂直方向にライン状で固定化されており、そのライン幅が、０．５ｍ
ｍ～２．０ｍｍであり、さらに、複数の試薬固定化部のライン間距離が、１．０ｍｍ以上
である、
　ことを特徴とするバイオセンサ。
【請求項１４】
　請求項１ないし請求項１３のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、
　前記標識試薬成分、固定化試薬成分を含め、すべての試薬が乾燥状態である、
　ことを特徴とするバイオセンサ。
【請求項１５】
　請求項１ないし請求項１４のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、
　前記被検査溶液が、尿、唾液、血液である、
　ことを特徴とするバイオセンサ。
【請求項１６】
　請求項１ないし請求項１５のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、
　バイオセンサが免疫クロマトグラフィである、
　ことを特徴とするバイオセンサ。
【請求項１７】
　請求項１ないし請求項１６のいずれかに記載のバイオセンサを用いた測定方法であって
、
　前記複数の試薬固定化部分における前記標識試薬の結合量を測定することにより被検査
溶液中の測定成分を定性、もしくは定量する、
　ことを特徴とする測定方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の測定方法において、
　前記複数の試薬固定化部分における標識試薬の結合量を測定する方法が電磁放射線を用
いる、
　ことを特徴とする測定方法。
【請求項１９】
　請求項１７または請求項１８に記載の測定方法において、
　前記複数の試薬固定化部分における標識試薬の結合量を測定する方法が、電磁放射線の
反射された拡散電磁放射線を測定する、
　ことを特徴とする測定方法。
【請求項２０】
　請求項１７ないし請求項１９のいずれかに記載の測定方法において、
　前記測定に使用する電磁放射線源を、前記バイオセンサに対して走査するか、
もしくは、前記電磁放射線源に対して前記バイオセンサを走査することにより、
前記試薬固定化部の前記標識試薬結合量を測定する、
　ことを特徴とする測定方法。
【請求項２１】
　請求項１７ないし請求項２０のいずれかに記載のバイオセンサを用いた測定方法であっ
て、
　該測定方法が、反射吸光度測定であり、光源は、前記複数の試薬固定化部がライン状に
されているのとともに、ライン状にされており、光源のライン状幅が１．０ｍｍ以下であ
る、
　ことを特徴とする、測定方法。
【請求項２２】
　請求項１７ないし請求項２１のいずれかに記載の測定方法において、
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　前記複数の試薬固定化部分における結合量を各々測定し、プロゾーン判定を行う、
　ことを特徴とする、測定方法。
【請求項２３】
　請求項１７ないし請求項２２のいずれかに記載の測定方法において、
　前記複数の試薬固定化部において、前記被検査溶液を添加する部分に対して最も上流側
に位置する前記試薬固定化部の標識試薬の結合量を測定するとともに、
　他の試薬固定化部の標識試薬の結合量の測定をも行い、
　そのそれぞれの測定結果より、前記最上流側の試薬固定化部における標識試薬結合量測
定値のプロゾーン判定をする、
　ことを特徴とする測定方法。
【請求項２４】
　請求項１７ないし請求項２３のいずれかに記載の測定方法において、
　前記複数の試薬固定化部において、前記被検査溶液を添加する部分に対して最も上流側
に位置する前記試薬固定化部の標識試薬の結合量を測定するとともに、
　他の試薬固定化部の標識試薬の結合量の測定をも行い、
　そのそれぞれの測定結果が、前記最上流側の試薬固定化部における標識試薬結合量測定
範囲か、他の試薬固定化部における標識試薬結合量測定範囲かを、演算処理することによ
り判定し、
　何れか一つの標識試薬結合量を測定結果に用いる、
　ことを特徴とする測定方法。
【請求項２５】
　請求項１７ないし請求項２４のいずれかに記載の測定方法において、
　前記測定は、前記被検査溶液の添加操作により開始される、ワンステップ免疫クロマト
グラフィである、
　ことを特徴とする、測定方法。
【請求項２６】
　請求項１ないし請求項１０、請求項１２ないし請求項１６のいずれかに記載のバイオセ
ンサにおいて、
　前記試薬固定化部が３カ所である、
　ことを特徴とするバイオセンサ。
【請求項２７】
　請求項２６記載のバイオセンサにおいて、
　前記被検査溶液を添加する部分に対して最も上流側に位置する前記試薬固定化部の試薬
が、前記被検査溶液中の測定対象物に対する親和力が最も高く、かつ、２番目及び３番目
に位置する試薬固定化部の試薬の親和力が同一である、
　ことを特徴とするバイオセンサ。
【請求項２８】
　請求項１７ないし請求項２５のいずれかに記載の測定方法において、
　前記試薬固定化部が３カ所である、
　ことを特徴とする測定方法。
【請求項２９】
　請求項２７記載のバイオセンサを用いた測定方法において、
　前記複数の試薬固定化部分における前記標識試薬の結合量を測定することにより、被検
査溶液中の測定成分を定性、もしくは定量する、ことを特徴とする測定方法。
【請求項３０】
　請求項２９記載の測定方法において、
　前記３カ所の試薬固定化部のうち、前記被検査溶液を添加する部分に対して下流側２カ
所の固定化部における前記標識試薬の結合量により、プロゾーン領域を検出する、
　ことを特徴とする測定方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
技術分野
本発明は、バイオセンサ、及び測定方法に関するものであり、特にクロマトグラフィを利
用したバイオセンサ、及びこれを用いた測定方法に関するものである。
【０００２】
背景技術
従来、被検査溶液を展開する展開層を備え、前記展開層の一部に固定化された試薬部分と
、標識された乾燥状態で前記展開層の一部に保持され、被検査溶液展開により溶出可能な
試薬部分とを含み、前記試薬固定化部分における前記標識試薬の結合量を測定することに
より、被検査溶液中の測定成分を定性もしくは定量するバイオセンサにおいて、その代表
例として、免疫クロマトセンサがある。
【０００３】
免疫クロマトセンサの一般例としては、被検査溶液を添加する添加部分を備え、複数の展
開層で構成され、前記展開層の一部に抗体を固定化してある。さらに、前記抗体固定化部
分よりも上流側に標識された抗体が、被検査溶液により溶出可能な乾燥状態で保持されて
ある。被検査溶液を添加部分に必要量添加すると、前記展開層を浸透し測定が開始される
。測定結果は前記抗体固定化部分に結合した標識抗体により検出される。標識物の一般例
として金コロイド粒子があり、前記固定化部分の結合が金コロイド粒子により目視可能と
なり、目視により測定結果が得られる。これは、抗原抗体反応のサンドイッチ反応を測定
原理とした場合を述べたが、その他、競合反応を測定原理としても同様に、固定化部分に
おける標識試薬の結合状態で測定結果が得られる。尚、本明細書中の免疫クロマトグラフ
ィ、及びイムノクロマトグラフィは同じものを指し、湿潤可能な多孔質材料による反応層
を用いて、固定化試薬と標識試薬の複合体を形成させることにより測定される免疫測定法
のことで、抗原抗体反応を利用した測定系であり、通常免疫測定法においては、Ｂ／Ｆ分
離など洗浄操作が必要なことに対して、反応層であるクロマトグラフィ担体を被検査溶液
が浸透していく過程でＢ／Ｆ分離が実施される測定系である。通常すべての試薬は乾燥状
態にあり、測定時に被検査溶液により湿潤される。標識物としては、金コロイド、ラテッ
クスが一般的であるが、磁性粒子、酵素、金コロイド以外の金属コロイド等も使用されて
いる。標識物が酵素の場合等は、使用者が測定操作として酵素基質や反応停止試薬を加え
る操作が含まれる。また、ワンステップ免疫クロマトグラフィとは、上記免疫クロマトグ
ラフィの中でも、使用者が被検査溶液を添加する操作のみにより測定がなされる測定法を
指し、使用者の基本的な測定操作が被検査溶液を添加する操作のみであることからワンス
テップ免疫クロマトグラフィと呼ぶ。また、前記例は、目視による定性判定を必要とする
場合を述べたが、必要とされる測定結果が半定量もしくはそれよりも精度の高い判定が必
要とされる場合には、特開平１０－２７４６２４号公報に示される、光学的な読みとり装
置を用いて透過方式により読みとる方法や、特開平１０－２７４６５３号公報に示される
、カメラ等で画像として取り込み、演算処理する方法があった。
【０００４】
また、一方で、センサのシグナルを目視で直接検出する測定器を必要としないセンサデバ
イス自身により定量可能な機能を持たせる例として、特許第３００５３０３号における発
明や、特開平７－１５９３９８号公開特許、特開平８－２７８３０５号公開特許などがあ
った。これらの発明は、固定化試薬を複数用いることで複数の試薬固定化部における標識
試薬が結合した部位の数で定量性の機能を持たせたものや、試薬固定化部における濃度を
変化させることで、半定量の機能を持たせたものや、複数の固定化領域において他の測定
項目を同時に測定可能としたものがあった。
【０００５】
近年、医療診断現場では、ＰＯＣＴ（ポイント・オブ・ケア・テスティング）が次第に普
及している。ＰＯＣＴにおいては、特に、迅速、簡便、正確に測定できる装置が望まれて
いる。これらで用いられる基本原理は、測定対象物を広範囲に対応できる利便性があり、
臨床分野のみならず、食品衛生関連分野、環境計測分野など様々な分野において発展しつ
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つある。一方、一部の限られた測定項目においては、定量性を有するものもあるが、ほと
んどは定性もしくは半定量程度の精度しかなく、より迅速に、簡便に、また高精度に測定
でき、さらには、広い分野において応用できる技術が課題とされていた。しかしながら、
前記記載の方法では、センサ部における試薬固定化部分における標識試薬成分結合量を検
出することにより、目的とする測定対象物の測定がなされるが、試薬固定化部における標
識試薬の結合には限界がある。先ず、サンドイッチ反応を用いた場合においては、結果的
に測定抗原濃度領域が制限される。特に抗原抗体反応であれば、通常直線的に結合量が増
加する領域は１桁～２桁程度になる。それ以上測定対象抗原が存在した場合でも、一定の
結合量で飽和し、それ以上の抗原は結合できない。さらに、測定対象抗原がさらに増加し
た場合、プロゾーン現象が生じる。その為、測定対象抗原の濃度が高い場合、事前に希釈
をする必要があった。希釈を行い、尚かつ高精度な定量を実施する為には、当然のことな
がら希釈精度も要求され、希釈に使用する機器が必要であり、尚かつ、希釈操作が必要と
なる。希釈操作は通常化学的実験経験の乏しい不慣れな人々にとっては極めて煩雑であり
、その為、使用者を選択せざるを得ない状況にあった。また、それら操作精度が要求され
ない場合、一般的なスポイト等を用いることで比較的簡易に希釈操作は可能となるが、精
度が出ないという問題があった。また、さらには測定操作に加えて希釈操作が必要となる
ことで時間が経過するという問題があり、ＰＯＣＴにおけるより迅速な測定が必要とされ
る場合には、より精度の低い定性もしくは半定量にしか用いることができなかった。また
、プロゾーン現象の大きな問題は、実際の被測定溶液中の測定対象物が高濃度であるにも
関わらず、見かけ上低濃度に値する結果が得られることにある。例えば、臨床検査におけ
る測定の場合、検査結果に応じて患者に対する処方が選択されるため、極端な場合、生命
の存続に関わる場合もあり、プロゾーン現象により偽陰性が見られることは、その測定に
とって最も致命的課題となり得る。
【０００６】
次に、競合反応を用いた場合では、測定対象抗原濃度の増加と共に、前記試薬固定化部に
おける、前記標識試薬結合量は減少し、前記測定対象抗原濃度が一定濃度以上では、結合
しない。この様な競合反応においても、前記固定化試薬成分に抗体及び抗原を使用した場
合、結合の性質上、結果的に、測定対象抗原濃度領域が制約され、前記サンドイッチ反応
同様に、測定対象抗原濃度が高い場合には希釈操作が必要となり、希釈を行い、尚かつ高
精度な定量を実施する為には、当然のことながら希釈精度も要求され、希釈に使用する機
器が必要であり、尚かつ、希釈操作が必要となる。希釈操作は通常化学的実験経験の乏し
い不慣れな人々にとっては極めて煩雑であり、その為、使用者を選択せざるを得ない状況
にあった。また、それら操作精度が要求されない場合、一般的なスポイト等を用いること
で比較的簡易に希釈操作は可能となるが、精度が出ないという問題があった。また、さら
には測定操作に増して希釈操作が必要となることで時間が経過するという問題があり、Ｐ
ＯＣＴにおけるより迅速な測定が必要とされる場合には、より精度の低い定性もしくは半
定量にしか用いることができなかった。さらには、測定対象抗原濃度変化の少ない対象物
しか選択できない等の問題があった。また、広範囲な濃度領域を有する測定対象物を希釈
操作を行うことなく測定する場合には、センサデバイスを複数用いるしかなく、複数用い
た場合には、測定者も測定対象物未知濃度の被検査溶液を使用するため、２度測定する必
要が有り、作業性も煩雑であり、且つコストも大きいという問題があった。
【０００７】
発明の開示
　前記課題を解決するために、本発明にかかるバイオセンサは、被検査溶液を展開する展
開層を備え、前記展開層の一部に固定化された試薬部分と、前記被検査溶液展開により溶
出可能な乾燥状態で保持された標識試薬部分とを含み、前記試薬固定化部分における前記
標識試薬の結合量を測定することにより、被検査溶液中の測定成分を定性もしくは定量す
るバイオセンサにおいて、前記試薬固定化部分が複数存在し、前記複数の試薬固定化部分
の試薬が、前記被検査溶液中の測定対象物、もしくは前記標識試薬に対する親和力が各々
異なることを特徴とするバイオセンサ、としたものであり、前記試薬固定化部を複数設け
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、また、各々の試薬固定化部の、前記被検査溶液中の前記測定対象物、もしくは前記標識
試薬に対する親和力が異なることで、プロゾーン現象を検知することができ、また、前記
被検査溶液中の前記測定対象物濃度ダイナミックレンジをより大きくすることを可能とし
たものである。この明細書で述べる、プロゾーン現象とは、抗原抗体反応における、例え
ば、抗原を測定する場合においては、抗原過剰領域及び後地帯領域を指し、前記免疫クロ
マトセンサにおけるサンドイッチ反応系を例に述べると、被検査溶液中の測定対象物濃度
に応じて、前記固定化試薬部において、固定化試薬－測定対象物－標識試薬複合体を生じ
るが、その複合体形成量は、被検査溶液中の測定対象物濃度が高いほど増加する。しかし
、一定の状態に到達したとき、前記複合体形成量は飽和する。さらに、それよりも測定対
象物濃度が高い場合、複合体形成量は減少する。最終的には複合体を全く形成しない領域
に至る。前記複合体形成量が減少する領域、もしくは測定対象物が高濃度に存在するにも
関わらず、全く複合体を形成できない領域を含めて、これらの領域における現象をプロゾ
ーン現象と呼ぶ。これは、あくまでも、抗原を測定対象物とした免疫クロマトセンサにお
けるサンドイッチ反応を例に示したが、同様な形式で複合体を形成させるいわゆるサンド
イッチ反応の系においても、測定対象物が抗体である場合や、その他同様に、結合反応を
応用した反応系において発生する現象であることは言うまでもない。また、前記測定対象
物ダイナミックレンジとは、測定可能な、被検査溶液中の測定対象物濃度の幅を示し、例
えば、測定手法によっては、被検査溶液の原液の濃度をそのまま測定した場合や、さらに
希釈等によって測定可能なレンジより広く表現する場合もあるが、ここで述べるダイナミ
ックレンジは、希釈等を加えない、被検査溶液をそのまま用いた場合の純粋な測定可能レ
ンジを言う。これについても、完全ドライシステムである免疫クロマトセンサを例に述べ
ると、現在、一般的に臨床現場で、もしくは家庭で使用されている、尿を検体とした妊娠
診断薬がある。この場合、ユーザーは尿をセンサデバイスに滴下することで測定に関する
操作は終了し、後は測定結果を確認するのみとなる。つまり、この場合であれば、尿をそ
のまま滴下した場合に実際に測定可能な濃度範囲を、測定対象物ダイナミックレンジとこ
こでは呼ぶ。これは、一例であり、他の測定対象物、測定検体、反応形態についても同様
である。
【０００８】
以上述べたように、本発明は、前記問題を解決するためになされたものであり、被検査溶
液中の測定対象物濃度が高濃度な場合においても、前記試薬固定化部の、前記測定対象物
、もしくは前記標識試薬に対する親和力が異なることで、プロゾーン現象を検出すること
を目的とし、またさらには、それら複数の試薬固定化部が各々異なる親和力を有すること
で、より広範囲な測定対象物濃度を測定できると共に、それにより、測定対象物を広範囲
に選択することのできるバイオセンサを提供することを目的とする。
【０００９】
　本発明の請求項１記載の発明は、被検査溶液を展開する展開層を備え、前記展開層の一
部に固定化された試薬部分と、前記被検査溶液展開により溶出可能な乾燥状態で保持され
た標識試薬部分とを含み、前記試薬固定化部分における前記標識試薬の結合量を測定する
ことにより、被検査溶液中の測定成分を定性もしくは定量するバイオセンサにおいて、前
記試薬固定化部分が複数存在し、前記複数の試薬固定化部分における試薬自体が、前記被
検査溶液中の測定対象物に対する、親和力が各々異なることを特徴とするバイオセンサと
したものであり、前記試薬固定化部を複数配設し、尚かつ各々の試薬が、前記被検査溶液
中前記測定対象物に対する親和力が異なることを特徴とするものである。
【００１０】
　本発明の請求項２記載の発明は、被検査溶液を展開する展開層を備え、前記展開層の一
部に固定化された試薬部分と、前記被検査溶液展開により溶出可能な乾燥状態で保持され
た標識試薬部分とを含み、前記被検査溶液を添加する添加部、標識試薬部分、試薬固定化
部の順に備えるデバイスであって、前記試薬固定化部分における前記標識試薬の結合量を
測定することにより、被検査溶液中の測定成分を定性もしくは定量するバイオセンサにお
いて、前記試薬固定化部分が複数存在し、前記複数の試薬固定化部分における試薬自体が
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、前記被検査溶液中の測定対象物に対する、親和力が各々異なることを特徴とするバイオ
センサとしたものであり、前記添加部、標識試薬部分、試薬固定化部の順に備えるデバイ
スであって、さらに、前記試薬固定化部分が複数存在し、尚かつ各々の試薬固定化部の、
前記被検査溶液中の前記測定対象物に対する親和力が異なることを特徴とするものである
。
【００１１】
　本発明の請求項３記載の発明は、請求項１記載または請求項２記載のバイオセンサにお
いて、前記複数の試薬固定化部分における固定化された試薬が抗体であり、被検査溶液中
の測定対象物が抗原であり、前記被検査溶液を添加する部分に対して、上流側ほど前記被
検査溶液中の測定対象物に対する、親和力の高い抗体を固定化していることを特徴とした
ものであり、請求項１または請求項２記載のバイオセンサにおいて、前記試薬固定化部が
抗体であり、被検査溶液中の前記測定対象物が抗原であり、さらに、被検査溶液を添加す
る部分に対して、検体の浸透展開方向が上流側、つまり、被検査溶液が添加され展開が開
始された後、前記標識物を溶出させながら展開するが、その展開混合液の先に接触する部
分ほど、前記抗原に対する親和力が高いことを特徴とするものである。言い換えれば、前
記被検査溶液を添加した後、後に接触する前記試薬固定化部ほど、前記抗原に対する親和
力が低いことを特徴とするものである。
【００１２】
本発明の請求項４記載の発明は、請求項１ないし請求項３のいずれかに記載のバイオセン
サにおいて、前記複数の試薬固定化部における試薬がモノクローナル抗体であることを特
徴としたものであり、請求項１ないし請求項３のいずれかに記載のバイオセンサにおいて
、前記複数の試薬固定化部の試薬が、各々モノクローナル抗体であることを特徴とするも
のである。
【００１３】
本発明の請求項５記載の発明は、請求項１ないし請求項４のいずれかに記載のバイオセン
サにおいて、前記複数の試薬固定化部における前記標識試薬結合量を測定することにより
、前記被検査溶液中の測定対象物を定量することを特徴としたものであり、請求項１ない
し請求項４のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、前記試薬固定化部分における前記
標識試薬結合量を測定することにより、前記被検査溶液中の前記測定対象物を測定するこ
とを特徴とするものである。
【００１４】
本発明の請求項６記載の発明は、請求項１ないし請求項５のいずれかに記載のバイオセン
サにおいて、前記複数の試薬固定化部における前記標識試薬結合量を測定することにより
、プロゾーン現象を検出することを特徴としたものであり、請求項１ないし請求項５のい
ずれかに記載のバイオセンサにおいて、前記複数の試薬固定化部における、前記標識試薬
結合状態を測定することで、その測定におけるプロゾーン領域であるかどうかを検出する
ことを特徴とするものである。プロゾーン領域については前述したが、この明細書でのプ
ロゾーン領域とは、抗原抗体反応における、例えば、抗原を測定する場合においては、抗
原過剰領域及び後地帯領域を指し、前記免疫クロマトセンサにおけるサンドイッチ反応系
を例に述べると、被検査溶液中の測定対象物濃度に応じて、前記固定化試薬部において、
固定化試薬－測定対象物－標識試薬複合体を生じるが、その複合体形成量は、被検査溶液
中の測定対象物濃度が高いほど増加する。しかし、一定の状態に到達したとき、前記複合
体形成量は飽和する。さらに、それよりも測定対象物濃度が高い場合、複合体形成量は減
少する。さらに過剰な場合、複合体を全く形成しない領域に至る。前記複合体形成量が減
少する領域もしくは、測定対象物が高濃度に存在するにも関わらず、全く複合体を形成で
きない領域を含めて、いわゆる一般的に地帯領域もしくは地帯現象と呼ばれている部分を
プロゾーン領域と呼ぶ。これは、あくまでも、免疫クロマトセンサにおけるサンドイッチ
反応を例に示したが、同様な形式で複合体を形成させるいわゆるサンドイッチ反応の系に
おいても、測定対象物が抗体である場合や、その他同様に、結合反応を応用した反応系に
おいて発生する現象であることは言うまでもない。
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【００１５】
本発明の請求項７記載の発明は、請求項１ないし請求項６のいずれかに記載のバイオセン
サにおいて、前記複数の試薬固定化部のうち、前記被検査溶液を添加する部分に対して最
も上流側に位置する前記試薬固定化部の標識試薬の結合量を測定することにより、被検査
溶液中の測定対象物を測定するバイオセンサにおいて、他の試薬固定化部の標識試薬の結
合量の測定をも行い、そのそれぞれの測定結果により、前記最上流側の試薬固定化部にお
ける標識試薬結合量測定値のプロゾーン判定をすることを特徴としたものであり、請求項
１ないし請求項６のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、前記複数の試薬固定化部に
おいて、前記標識試薬結合量を測定することにより、被検査溶液中の前記測定対象物を測
定するが、その際、被検査溶液の測定を行うのに、前記複数の試薬固定化部における、前
記被検査溶液添加部分から見て、最も上流側に位置する部分を用いて、測定を行い、他の
試薬固定化部における前記標識試薬結合をプロゾーン判定することで、前記最上流の試薬
固定化部における、前記標識試薬の結合が、プロゾーン領域か否かを判別することを特徴
とするものである。
【００１６】
　本発明の請求項８記載の発明は、請求項１ないし請求項７のいずれかに記載のバイオセ
ンサにおいて、前記複数の試薬固定化部における試薬自体が、前記被検査溶液中の測定対
象物に対する、親和力が各々異なることにより、各々の固定化部における前記被検査溶液
中の測定対象物濃度測定ダイナミックレンジが異なることを特徴としたものであり、請求
項１ないし請求項７のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、前記複数の試薬固定化部
における試薬自体の、前記被検査溶液の測定対象物に対する親和力が異なることにより、
前記被検査溶液中の、前記測定対象物に対するダイナミックレンジが異なることを特徴と
するものである。ここでのダイナミックレンジとは、前述した通り、希釈等を加えない、
被検査溶液をそのまま用いた場合の純粋な測定可能測定対象物濃度レンジを言う。これに
ついても、完全ドライシステムであるイムノクロマトセンサを例に述べると、現在、一般
的に臨床現場で、もしくは家庭で使用されている、尿を検体とした妊娠診断薬がある。こ
の場合、ユーザーは尿をセンサデバイスに滴下することで測定に関する操作は終了し、後
は測定結果を確認するのみとなる、つまり、この場合であれば、尿をそのまま滴下した場
合に実際に測定可能な範囲を、測定対象物ダイナミックレンジとここでは呼ぶ。これは、
一例であり、他の測定対象物、測定検体、反応形態についても同様である。また、測定系
に希釈等の操作が必要な場合であっても、その同一被検査溶液及び同一被測定対象物に対
する検出感度領域をダイナミックレンジと定義する。
【００１７】
　本発明の請求項９記載の発明は、請求項８記載のバイオセンサにおいて、前記複数の試
薬固定化部における試薬自体が、前記被検査溶液中の測定対象物に対する、親和力が各々
異なることにより、前記被検査溶液中の測定対象物濃度測定ダイナミックレンジを広くす
ることを特徴としたものであり、請求項８記載のバイオセンサにおいて、前記複数の試薬
固定化部における、前記標識試薬結合量を測定することにより、前記被検査溶液中の前記
測定対象物を測定するが、前記複数の試薬固定化部における試薬自体の、前記被検査溶液
中の前記測定対象物に対する親和力が異なることで、各々、異なる前記被検査溶液中の前
記測定対象物濃度に対するレスポンスを示すことで、センサデバイスの前記測定対象物ダ
イナミックレンジが広いことを特徴とするものである。
【００１８】
　本発明の請求項１０記載の発明は、請求項１ないし請求項９のいずれかに記載のバイオ
センサにおいて、前記複数の試薬固定化部の試薬が各々同一のエピトープを認識すること
を特徴としたものであり、請求項１ないし請求項９のいずれかに記載のバイオセンサにお
いて、前記複数の試薬固定化部における試薬が、各々、前記被検査溶液中の測定対象物に
対する親和力は異なるが、同一のエピトープを認識することを特徴とするものである。同
一のエピトープを認識するとは、ここでは、前記複数の試薬固定化部の試薬が各々親和力
は異なるが、同一の結合部位に対して結合することを言う。
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【００１９】
本発明の請求項１１記載の発明は、請求項１ないし請求項１０のいずれかに記載のバイオ
センサにおいて、前記試薬固定化部が２カ所であることを特徴としたものであり、請求項
１ないし請求項１０のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、前記複数の試薬固定化部
が２カ所であることを特徴とするものである。
【００２０】
本発明の請求項１２記載の発明は、請求項１ないし請求項１１のいずれかに記載のバイオ
センサにおいて、前記複数の試薬固定化部がそれぞれ接触していることを特徴としたもの
であり、請求項１ないし請求項１１のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、前記複数
の試薬固定化部同士が、接触していることを特徴とするものである。
【００２１】
　本発明の請求項１３記載の発明は、請求項１ないし請求項１１のいずれかに記載のバイ
オセンサにおいて、前記展開層はラテラルフロー方式であり、前記複数の試薬固定化部が
、前記被検査溶液の展開方向に対して垂直方向にライン状で固定化されており、そのライ
ン幅が、０．５ｍｍ～２．０ｍｍであり、さらに、複数の試薬固定化部のライン間距離が
、１．０ｍｍ以上であることを特徴としたものであり、請求項１ないし請求項１２のいず
れかに記載のバイオセンサにおいて、前記展開層がラテラルフロー方式であり、前記複数
の試薬固定化部が、前記被検査溶液の展開方向に対して垂直方向にライン状で固定化され
ており、その線幅が０．５ｍｍ～２．０ｍｍであり、さらに、各前記試薬固定化部の前記
線間隔が１．０ｍｍ以上であることを特徴とするものである。
【００２２】
本発明の請求項１４記載の発明は、請求項１ないし請求項１３のいずれかに記載のバイオ
センサにおいて、前記標識試薬成分、固定化試薬成分を含め、すべての試薬が乾燥状態で
存在することを特徴としたものであり、請求項１ないし請求項１３のいずれかに記載のバ
イオセンサにおいて、前記標識試薬及び前記固定化試薬を含むすべての試薬が乾燥状態で
存在することを特徴とするものである。ここでの乾燥状態とは、測定を行うまでの状態を
述べており、被検査溶液により湿潤される前の状態である。
【００２３】
本発明の請求項１５記載の発明は、請求項１ないし請求項１４のいずれかに記載のバイオ
センサにおいて、前記被検査溶液が、尿、唾液、血液であることを特徴としたものであり
、請求項１ないし請求項１４のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、前記被検査溶液
が、尿、唾液、血液であることを特徴とするものである。ここでの血液とは、血球等の有
形成分を含む全血、及び、有形成分を除いた血清、血漿を含む。
【００２４】
本発明の請求項１６記載の発明は、請求項１ないし請求項１５のいずれかに記載のバイオ
センサにおいて、バイオセンサが、免疫クロマトグラフィであることを特徴としたもので
あり、請求項１ないし請求項１５のいずれかに記載のバイオセンサが免疫クロマトグラフ
ィであることを特徴とするものである。
【００２５】
本発明の請求項１７記載の発明は、請求項１ないし請求項１６のいずれかに記載のバイオ
センサを用いた測定方法であって、前記複数の試薬固定化部分における前記標識試薬の結
合量を測定することにより被検査溶液中の測定成分を定性、もしくは定量する、測定方法
としたものであり、前記請求項１ないし請求項１６のいずれかに記載のバイオセンサを用
いた測定方法であって、その測定は前記複数の試薬固定化部における、前記標識試薬の結
合により行う方法であることを特徴とするものである。
【００２７】
　本発明の請求項１８記載の発明は、請求項１７に記載の測定方法において、前記複数の
試薬固定化部分における標識試薬の結合量を測定する方法が電磁放射線を用いることを特
徴としたものであり、請求項１７に記載の測定方法において、前記複数の試薬固定化部に
おける前記標識試薬の結合量の測定方法に、電磁放射線を用いることを特徴としたもので
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ある。
【００２８】
　本発明の請求項１９記載の発明は、請求項１７または請求項１８に記載の測定方法にお
いて、前記複数の試薬固定化部分における標識試薬の結合量を測定する方法が、電磁放射
線の反射された拡散電磁放射線を測定する、ことを特徴としたものであり、請求項１７ま
たは請求項１８に記載の測定方法において、前記複数の試薬固定化部における、前記標識
試薬の結合量の測定方法が、電磁放射線を照射したときの、反射された拡散電磁放射線を
測定するものであることを特徴とするものである。
【００２９】
　本発明の請求項２０記載の発明は、請求項１７ないし請求項１９のいずれかに記載の測
定方法において、前記測定に使用する電磁放射線源を、前記バイオセンサに対して走査す
るか、もしくは、前記電磁放射線源に対して前記バイオセンサを走査することにより、前
記試薬固定化部の前記標識試薬結合量を測定することを特徴としたものであり、請求項１
７ないし請求項１９のいずれかに記載の測定方法において、前記複数の試薬固定化部にお
ける前記標識試薬結合量の検出をする際に、前記電磁放射線源を走査するか、あるいは、
前記バイオセンサを走査することを特徴とするものである。
【００３０】
　本発明の請求項２１記載の発明は、請求項１７ないし請求項２０のいずれかに記載のバ
イオセンサを用いた測定方法であって、該測定方法が反射吸光度測定であり、光源は、前
記複数の試薬固定化部がライン状にされているとともに、ライン状にされており、光源の
ライン状幅が１．０ｍｍ以下であることを特徴とする、測定方法としたものであり、請求
項１７ないし請求項２０のいずれかに記載の測定方法において、前記複数の試薬部におけ
る、前記標識試薬の結合量を検出する方法が、反射吸光度を測定することを特徴とするも
のである。この場合、電磁放射線は光であり、好ましくは可視光であり、また、前記試薬
固定化部における、前記標識試薬の結合量を検出する方法が、前記可視光を照射したとき
に反射された拡散光である。
【００３１】
　本発明の請求項２２記載の発明は、請求項１７ないし請求項２１のいずれかに記載の測
定方法において、前記複数の試薬固定化部分における結合量を各々測定し、プロゾーン判
定を行うことを特徴としたものであり、請求項１７ないし請求項２１のいずれかに記載の
測定方法において、前記複数の試薬固定化部における、前記標識試薬の結合量をそれぞれ
検出した後に、何れかの一つもしくは複数の検出結果からプロゾーン領域であることを判
定することを特徴とするものである。
【００３２】
　本発明の請求項２３記載の発明は、請求項１７ないし請求項２２のいずれかに記載の測
定方法において、前記複数の試薬固定化部において、前記被検査溶液を添加する部分に対
して最も上流側に位置する前記試薬固定化部の標識試薬の結合量を測定するとともに、他
の試薬固定化部の測定をも行い、そのそれぞれの測定結果より、前記最上流側の試薬固定
化部における標識試薬結合量測定値のプロゾーン判定をすることを特徴としたものであり
、請求項１７ないし請求項２２のいずれかに記載の測定方法において、前記複数の試薬固
定化部の、前記被検査溶液添加する部分から見て、最も上流に位置する前記試薬固定化部
における前記標識試薬の結合量を、前記被検査溶液中の前記測定対象物として測定すると
ともに、その他の前記複数の試薬固定化部における、前記標識試薬結合量から、前記最上
流部分における測定が、プロゾーン領域であったか否かを判定することを特徴とするもの
である。
【００３３】
　本発明の請求項２４記載の発明は、請求項１７ないし請求項２３のいずれかに記載の測
定方法において、前記複数の試薬固定化部において、前記被検査溶液を添加する部分に対
して最も上流側に位置する前記試薬固定化部の標識試薬の結合量を測定するとともに、他
の試薬固定化部の標識試薬の結合量の測定をも行い、そのそれぞれの測定結果が、前記最
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上流側の試薬固定化部における標識試薬結合量測定範囲か、他の試薬固定化部における標
識試薬結合量測定範囲かを、演算処理することにより判定し、何れか一つの標識試薬結合
量を測定結果に用いることを特徴としたものであり、請求項１７ないし請求項２３のいず
れかに記載の測定方法において、前記複数の試薬固定化部における、前記標識試薬結合量
を検出することにより、前記被検査溶液中の前記測定対象物を測定する方法であるととも
に、また、被検査溶液を添加する部分から見て最上流側における前記固定化部の、前記標
識物の結合量により、被検査溶液中の測定対象物を測定するが、その場合に、その他の試
薬固定化部における前記標識試薬結合量をも検出し、前記最上流を含めて、それぞれの試
薬固定化部における、前記標識試薬結合量から、前記複数の試薬固定化部の、最上流にあ
る前記試薬固定化部をも含めて、どの試薬固定化部で、結合した前記標識試薬量を、前記
被検査溶液中の、前記測定対象物濃度測定に用いるべきかを、演算処理することにより判
定し、何れか一カ所の前記試薬固定化部における結合量により、前記被検査溶液中の測定
対象物を測定する方法であることを特徴としたものである。
【００３４】
　本発明の請求項２５記載の発明は、請求項１７ないし請求項２４のいずれかに記載の測
定方法において、前記測定は、前記被検査溶液の添加操作により開始される、ワンステッ
プ免疫クロマトグラフィであることを特徴としたものであり、請求項１７ないし請求項２
４のいずれかに記載の測定方法が、被検査溶液を添加する操作により測定が開始されるワ
ンステップ免疫クロマトグラフィであるバイオセンサによることを特徴とするものである
。
【００３５】
　本発明の請求項２６記載の発明は、請求項１ないし請求項１０、請求項１２ないし請求
項１６のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、前記試薬固定化部が３カ所である、こ
とを特徴としたものであり、請求項１ないし請求項１０、請求項１２ないし請求項１６の
いずれか記載のバイオセンサにおいて、前記試薬固定化部が３カ所であることを特徴とす
るものである。
【００３６】
　本発明の請求項２７記載の発明は、請求項２６記載のバイオセンサにおいて、前記被検
査溶液を添加する部分に対して最も上流側に位置する前記試薬固定化部の試薬が、前記被
検査溶液中の測定対象物に対する親和力が最も高く、かつ、２番目及び３番目に位置する
試薬固定化部の試薬の親和力が同一であることを特徴としたものであり、請求項２６記載
のバイオセンサにおいて、前記被検査溶液を添加する部分に対して最も上流側に位置する
前記試薬固定化部が、前記被検査溶液中の測定対象物に対する親和力が最も高く、かつ、
２番目及び３番目に位置する試薬固定化部の試薬の親和力が同一であることを特徴とする
ものである。
【００３７】
　本発明の請求項２８記載の発明は、請求項１７ないし請求項２５のいずれかに記載の測
定方法において、前記試薬固定化部が３カ所であることを特徴としたものであり、請求項
１７ないし請求項２５のいずれかに記載の測定方法において、前記試薬固定化部が３カ所
であることを特徴とするものである。
【００３８】
　本発明の請求項２９記載の発明は、請求項２７記載のバイオセンサを用いた測定方法に
おいて、前記複数の試薬固定化部分における前記標識試薬の結合量を測定することにより
、被検査溶液中の測定成分を定性、もしくは定量する、ことを特徴とする測定方法とした
ものであり、前記請求項２７記載のバイオセンサを用いて、前記試薬固定化部における前
記標識試薬の結合量を測定することにより、被検査溶液中の測定成分を定性、もしくは定
量することを特徴とするものである。
【００３９】
　本発明の請求項３０記載の発明は、請求項２９記載の測定方法において、前記３カ所の
試薬固定化部のうち、前記被検査溶液を添加する部分に対して下流側２カ所の固定化部に
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おける前記標識試薬の結合量により、プロゾーン領域を検出することを特徴としたもので
あり、請求項２９記載の測定方法において、前記３カ所の試薬固定化部のうち、前記被検
査溶液を添加する部分に対して下流側２カ所の固定化部における前記標識試薬の結合量に
より、プロゾーン領域を検出することを特徴とするものである。
【００４０】
　請求項１記載のバイオセンサによれば、被検査溶液を展開する展開層を備え、前記展開
層の一部に固定化された試薬部分と、前記被検査溶液展開により溶出可能な乾燥状態で保
持された標識試薬部分とを含み、前記試薬固定化部分における前記標識試薬の結合量を測
定することにより、被検査溶液中の測定成分を定性もしくは定量するバイオセンサにおい
て、前記試薬固定化部分の試薬が複数存在し、前記複数の試薬固定化部分における試薬自
体が、前記被検査溶液中の測定対象物に対する、親和力が各々異なることにより、被検査
溶液の測定に、測定対象物が高濃度であっても、希釈操作などを必要とせず、簡易であり
且つ迅速なバイオセンサを提供できる効果が得られ、さらには、プロゾーン領域の検出が
可能であり、簡易且つ迅速でありながら、正確性の高いバイオセンサが得られる効果があ
る。
【００４１】
　請求項２記載のバイオセンサによれば、被検査溶液を展開する展開層を備え、前記展開
層の一部に固定化された試薬部分と、前記被検査溶液展開により溶出可能な乾燥状態で保
持された試薬部分とを含み、前記被検査溶液を添加する添加部、標識試薬部分、試薬固定
化部の順に備えるデバイスであって、前記試薬固定化部分における前記標識試薬の結合量
を測定することにより、被検査溶液中の測定成分を定性もしくは定量するバイオセンサに
おいて、前記試薬固定化部分が複数存在し、前記複数の試薬固定化部分における試薬自体
が、前記被検査溶液中の測定対象物に対する、親和力が各々異なることにより、前記被検
査溶液中の前記測定対象物濃度に対して、広範囲なダイナミックレンジを持つバイオセン
サの提供が可能になり、さらに、プロゾーン検出をも可能になり、簡易、迅速であり、尚
かつ正確性、汎用性の高いバイオセンサが得られる効果がある。
【００４２】
　請求項３記載のバイオセンサによれば、請求項１または請求項２記載のバイオセンサに
おいて、前記複数の試薬固定化部分における固定化された試薬が抗体であり、被検査溶液
中の測定対象物が抗原であり、前記被検査溶液を添加する部分に対して、上流側ほど前記
被検査溶液中の測定対象物に対する、親和力の高い抗体を固定化していることで、抗原を
測定する場合において、前記複数の試薬固定化部に、測定対象物に対する複数の異なる親
和力を有する抗体を固定化していることにより、前記抗原濃度ダイナミックレンジを十分
に広く持つことができ、また、前記被検査溶液を添加する部分を最上流として、上流側ほ
ど親和力を高くすることで、最も上流の前記試薬固定化部において、より高精度なバイオ
センサの提供を可能にし、その他の前記試薬固定化部において、プロゾーンの検出が可能
である、より高精度且つ正確性が高いバイオセンサを提供できる効果が得られる。
【００４３】
請求項４記載のバイオセンサによれば、請求項１ないし請求項３のいずれかに記載のバイ
オセンサにおいて、前記複数の試薬固定化部における試薬がモノクローナル抗体であるこ
とにより、大量生産を行う場合においても、同一性能を有するバイオセンサが複数必要な
場合においても、モノクローナル抗体の持つ均一な性質により、バイオセンサの高生産性
及び製造安定性を兼ね備えた、迅速且つ正確性の高い、尚かつ均一な性能を示すバイオセ
ンサを複数もしくは大量に製造できる効果がある。
【００４４】
　請求項５記載のバイオセンサによれば、請求項１ないし請求項４のいずれかに記載のバ
イオセンサにおいて、前記複数の試薬固定化部における前記標識試薬結合量を測定するこ
とにより、前記被検査溶液中の測定対象物を定量することで、前記複数の試薬固定化部各
々の試薬は、前記測定対象物に対する親和力が異なり、その前記標識試薬結合量を、目視
判定のあいまいな判定でなく、測定結果を数値化したので、簡便且つ迅速であり、さらに
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正確性をもち、尚かつ高精度なバイオセンサが得られる効果がある。
【００４５】
請求項６記載のバイオセンサによれば、請求項１ないし請求項５のいずれかに記載のバイ
オセンサにおいて、前記複数の試薬固定化部における前記標識試薬結合量を測定すること
により、プロゾーン現象を検出することで、その測定における、試薬固定化部の前記標識
試薬の結合量が、プロゾーン領域であることを判定可能とした、より正確性の高いバイオ
センサが得られる効果がある。
【００４６】
請求項７記載のバイオセンサによれば、請求項１ないし請求項６のいずれかに記載のバイ
オセンサにおいて、前記複数の試薬固定化部のうち、前記被検査溶液を添加する部分に対
して最も上流側に位置する前記試薬固定化部の標識試薬の結合量を測定することにより、
被検査溶液中の測定対象物を測定するバイオセンサにおいて、他の試薬固定化部の標識試
薬の結合量の測定をも行い、そのそれぞれの測定結果により、前記最上流側の試薬固定化
部における標識試薬結合量測定値のプロゾーン判定をすることにより、被検査溶液添加部
を最上流とした場合に、前記複数の試薬固定化部の中で最も上流に位置する試薬固定化部
における標識試薬の結合量を測定することで、定量精度の高い測定を可能にし、前記試薬
固定化部以外の部分における試薬固定化部に対する前記標識試薬結合量の測定で、プロゾ
ーン判定をすることで、より正確性が高く、さらには、簡易、迅速、高精度なバイオセン
サが得られる効果がある。
【００４７】
　請求項８記載のバイオセンサによれば、請求項１ないし請求項７のいずれかに記載のバ
イオセンサにおいて、前記複数の試薬固定化部における試薬自体が、前記被検査溶液中の
測定対象物に対する、親和力が各々異なることにより、各々の固定化部における前記被検
査溶液中の測定対象物濃度測定ダイナミックレンジが異なることで、前記複数の試薬固定
化部において、各々が異なる被検査溶液濃度ダイナミックレンジを有し、複数の測定対象
物ダイナミックレンジの測定が可能となるバイオセンサが得られる効果がある。
【００４８】
　請求項９記載のバイオセンサによれば、請求項８記載のバイオセンサにおいて、前記複
数の試薬固定化部における試薬自体が、前記被検査溶液中の測定対象物に対する、親和力
が各々異なることにより、前記被検査溶液中の測定対象物濃度測定ダイナミックレンジを
広くすることにより、前記複数の試薬固定化部における、前記標識試薬結合量の測定によ
り測定がなされるが、複数の試薬固定化部の前記測定対象物濃度ダイナミックレンジを、
それぞれ併せることで、より広範囲な測定を可能にする。これにより、希釈等の煩雑な操
作を必要とせず、尚かつ一度の測定において広範囲な測定対象物濃度の測定が可能になる
バイオセンサが得られる効果がある。
【００４９】
請求項１０記載のバイオセンサによれば、請求項１ないし請求項９のいずれかに記載のバ
イオセンサにおいて、前記複数の試薬固定化部の試薬が各々同一のエピトープを認識する
ことで、前記複数の試薬固定化部における、反応形態が、標識試薬－固定化試薬、標識試
薬、測定対象物－固定化試薬、のどちらにおいても、分子レベルでの反応に関する立体的
な障害の小さい、より安定した、尚かつ、簡易、正確、迅速なバイオセンサが得られる効
果がある。
【００５０】
請求項１１記載のバイオセンサによれば、請求項１ないし請求項１０のいずれかに記載の
バイオセンサにおいて、前記試薬固定化部が２カ所であることで、前記測定対象物濃度ダ
イナミックレンジが広く、且つプロゾーン検出が可能となる最小限試薬組成が可能となり
、より、安価な、迅速、簡易、正確性の高いバイオセンサが得られる効果がある。
【００５１】
請求項１２記載のバイオセンサによれば、請求項１ないし請求項１１のいずれかに記載の
バイオセンサにおいて、前記複数の試薬固定化部がそれぞれ接触していることで、一般的
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に、試薬固定化部における前記展開溶液の展開は不均一になるが、前記複数の試薬固定化
部が見かけ上一カ所になり、前記展開層を展開する展開溶液の浸透をより均一な状態に保
持した、高精度な、且つ幅広い測定対象物ダイナミックレンジを持つ、且つ、プロゾーン
検知可能なバイオセンサが得られる効果がある。
【００５２】
　請求項１３記載のバイオセンサによれば、請求項１ないし請求項１１のいずれかに記載
のバイオセンサにおいて、前記展開層はラテラルフロー方式であり、前記複数の試薬固定
化部が、前記被検査溶液の展開方向に対して垂直方向にライン状で固定化されており、そ
のライン幅が、０．５ｍｍ～２．０ｍｍであり、さらに、複数の試薬固定化部のライン間
距離が、１．０ｍｍ以上であることにより、前記展開上の前記複数の試薬固定化部に前記
被検査溶液が展開する際、展開が不均一になりやすいが、０．５ｍｍ～２．０ｍｍとする
ことで、その悪影響を抑えながら、目視可能であり、また、各々の試薬固定化部間が１．
０ｍｍ以上あることで、目視により識別可能とした、より簡易迅速であり、高精度且つ正
確性に優れ、さらには視認性に優れるバイオセンサが得られる。これは、また、光学的な
測定機を使用する前記バイオセンサにも有効である。
【００５３】
請求項１４のバイオセンサによれば、請求項１ないし請求項１３のいずれかに記載のバイ
オセンサにおいて、前記標識試薬成分、固定化試薬成分を含め、すべての試薬が乾燥状態
で存在することで、前記複数の試薬固定化部が、前記測定対象物、もしくは前記標識試薬
との親和力が異なることにより、前記測定対象物濃度ダイナミックレンジが十分広く、ま
た、プロゾーン領域を検出する機能を有する、尚かつ、完全乾燥体であるため、保存安定
性能に優れ、また、持ち運び自在となるバイオセンサが得られる。
【００５４】
請求項１５記載のバイオセンサによれば、請求項１ないし請求項１４のいずれかに記載の
バイオセンサにおいて、前記被検査溶液が、尿、唾液、血液であることで、迅速な対応が
必要である、臨床検査分野において、正確性が高く、尚かつ簡便、迅速であるバイオセン
サを提供できる効果が得られる。
【００５５】
請求項１６記載のバイオセンサによれば、請求項１ないし請求項１５のいずれかに記載の
バイオセンサにおいて、免疫クロマトグラフィであり、簡易免疫測定法として市場に普及
しつつある免疫クロマトグラフィにおいて、使用者が誤判定することのない、正確性が高
く、尚かつ従来の免疫クロマトグラフィのもつ簡易操作を実現できる効果が得られる。
【００５６】
請求項１７記載の測定方法によれば、請求項１ないし請求項１６のいずれかに記載のバイ
オセンサを用いた測定方法であって、前記複数の試薬固定化部分における前記標識試薬の
結合量を測定することにより被検査溶液中の測定成分を定性、もしくは定量することによ
り、被検査溶液の測定に、測定対象物が高濃度であっても、希釈操作などを必要とせず、
簡易であり且つ迅速な測定を可能にする測定方法が得られるとともに、プロゾーン領域の
検出が可能であり、簡易且つ迅速でありながら正確性の高い測定が可能となる効果が得ら
れる。
【００５８】
　請求項１８記載の測定方法によれば、請求項１７に記載の測定方法において、前記複数
の試薬固定化部分における標識試薬の結合量を測定する方法が電磁放射線を用いることで
、前記測定対象物濃度ダイナミックレンジが広く、且つプロゾーン検出可能であり、また
、目視による判断ではなく、数値化した、より正確な判断が可能な測定が可能となる効果
が得られる。
【００５９】
　請求項１９記載の測定方法によれば、請求項１７ないし請求項１８のいずれかに記載の
測定方法において、前記複数の試薬固定化部分における標識試薬の結合量を測定する方法
が、電磁放射線の反射された拡散電磁放射線を測定することにより、同一方向に光源、受
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光部を備えた、より小型化可能な手法を用いて、尚かつ、前記測定対象物濃度ダイナミッ
クレンジが広く、プロゾーン検出可能であり、また、目視による判断ではなく、数値化し
たより正確な判断が可能な測定が可能となる効果が得られる。
【００６０】
　請求項２０に記載の測定方法によれば、請求項１７ないし請求項１９のいずれかに記載
の測定方法において、前記測定に使用する電磁放射線源を、前記バイオセンサに対して走
査するか、もしくは前記電磁放射線源に対して前記バイオセンサを走査することにより、
前記試薬固定化部の前記標識試薬結合量を測定することにより、前記複数の試薬固定化部
における、前記標識試薬の検出を、前記複数の試薬固定化部以外の展開層に対する信号と
して検出することで、前記測定対象物濃度に起因しない要因の影響を排除し、また、正確
に、前記複数の試薬固定化部における前記標識試薬結合量を検出できる、より正確且つ精
度の高い測定方法を提供できる効果がある。
【００６１】
　請求項２１に記載の測定方法によれば、請求項１７ないし請求項２０のいずれかに記載
のバイオセンサにおける測定方法が、反射吸光度測定であり、光源は、前記複数の試薬固
定化固定化部がライン状にされているのとともに、ライン状にされており、光源のライン
状幅が１．０ｍｍ以下であることにより、前記測定対象物濃度ダイナミックレンジが広く
、且つプロゾーン検出可能であり、また、光源を１．０ｍｍ以下とすることで、消費エネ
ルギーを小さくすると共に、前記複数の試薬固定化部の前記標識試薬結合量において、ノ
イズの影響を小さくした、正確且つ高精度な測定を可能とするものであり、好ましくは、
前記記載のバイオセンサにおいて、前記複数の試薬固定化部と同等の幅であり、且つ、前
記複数の試薬固定化部間の距離よりも小さい値である。
【００６２】
　請求項２２の測定方法によれば、請求項１７ないし請求項２１のいずれかに記載の測定
方法において、前記複数の試薬固定化部分における結合量を各々測定し、プロゾーン判定
を行うものであり、よって、前記複数の試薬固定化部における前記標識試薬の結合量測定
において、各々の試薬固定固定化部における前記結合量を測定することにより、前記測定
がプロゾーン領域内であるかどうかを判別する測定を可能とする効果が得られる。
【００６３】
　請求項２３記載の測定方法によれば、請求項１７ないし請求項２２のいずれかに記載の
測定方法において、前記複数の試薬固定化部において、前記被検査溶液を添加する部分に
対して最も上流側に位置する前記試薬固定化部の標識試薬の結合量を測定するとともに、
他の試薬固定化部の測定も行い、そのそれぞれの測定結果より、前記最上流側の試薬固定
化部における標識試薬結合量測定値のプロゾーン判定をすることで、被検査溶液添加部を
最上流とした場合に、前記複数の試薬固定化部の中で最も上流に位置する試薬固定化部に
おける標識試薬の結合量を測定することで、定量精度の高い測定を可能にし、前記試薬固
定化部以外の部分における試薬固定化部に対する前記標識試薬結合量の測定で、プロゾー
ン判定することで、より正確性が高く、さらには、簡易、迅速、高精度な測定が可能とな
る効果が得られる。
【００６４】
　請求項２４記載の測定方法によれば、請求項１７ないし請求項２３のいずれかに記載の
測定方法において、前記複数の試薬固定化部において、前記被検査溶液を添加する部分に
対して最も上流側に位置する前記試薬固定化部の標識試薬の結合量を測定するとともに、
他の試薬固定化部の測定も行い、そのそれぞれの測定結果により、前記最上流側の試薬固
定化部における標識試薬結合量測定範囲か、他の試薬固定化部における標識試薬結合量測
定範囲かを、演算処理することにより判定し、何れか一つの標識試薬結合量を測定結果に
用いることで、前記複数の試薬固定化部において、各々が被検査溶液の異なる被検査溶液
濃度ダイナミックレンジを有し、複数の測定対象物ダイナミックレンジの測定が可能とな
る効果がある。
【００６５】
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　請求項２５記載の測定方法によれば、請求項１７ないし請求項２４のいずれかに記載の
測定方法において、前記測定方法は、前記被検査溶液の添加操作により開始される、ワン
ステップ免疫クロマトグラフィであることにより、免疫測定法でありながら、洗浄操作を
必要としない、簡易迅速なワンステップ免疫クロマトグラフィの長所を保持する上に、尚
かつ、プロゾーン検出を可能にし、より正確性の高い測定方法を提供できるとともに、同
様の測定操作のみで、より広範囲な測定測定対象物濃度レンジ測定が可能な測定方法を提
供できる効果が得られる。
【００６６】
　請求項２６記載のバイオセンサによれば、請求項１ないし請求項１０、請求項１２ない
し請求項１６のいずれかに記載のバイオセンサにおいて、前記試薬固定化部を３カ所とす
ることで、正確性、信頼性の高い測定対象物濃度ダイナミックレンジを有し、且つプロゾ
ーン検出が可能となる試薬組成が可能となり、より、迅速、簡易、かつ正確性、信頼性の
高いバイオセンサが得られる効果がある。
【００６７】
　請求項２７記載のバイオセンサによれば、前記請求項２６記載のバイオセンサにおいて
、前記被検査溶液を添加する部分に対して最も上流側に位置する前記試薬固定化部の試薬
が、前記被検査溶液中の測定対象物に対する親和力が最も高く、かつ、２番目及び３番目
に位置する試薬固定化部の試薬の親和力が同一であることで、正確性、信頼性の高い測定
対象物濃度ダイナミックレンジを有し、且つプロゾーン検出が可能となる試薬組成が可能
となり、試薬固定化部は３カ所でありながら２種類の固定化試薬で構成することで、より
少ない試薬構成により、安価な、かつ、３カ所の試薬固定化部により、正確性、信頼性の
高いバイオセンサが得られる効果がある。
【００６８】
　請求項２８記載の測定方法によれば、前記請求項１７ないし請求項２５のいずれかに記
載の測定方法において、前記試薬固定化部が３カ所からのシグナルが得られることで、正
確性、信頼性かつ、迅速、簡易性の高い測定が可能となる効果がある。
【００６９】
　請求項２９記載の測定方法によれば、前記請求項２７記載のバイオセンサを用いた測定
方法において、試薬固定化部は３カ所でありながら２種類の固定化試薬で構成されたこと
で、より少ない試薬構成であり、安価な、かつ、３カ所の試薬固定化部により、正確性、
信頼性の測定が可能となる効果がある。
【００７０】
　請求項３０記載の測定方法によれば、前記請求項２９記載の測定方法において、前記３
カ所の試薬固定化部のうち、前記被検査溶液を添加する部分に対して下流側２カ所の固定
化部における前記標識試薬の結合量により、プロゾーン領域を検出し、正確性、信頼性か
つ、迅速、簡易性の高い測定が可能となる効果がある。
【００７１】
発明を実施するための最良の形態
（実施の形態１）
　以下に、本発明の実施の形態１について図１を参照して説明する。図１（ａ）は、本発
明の一実施の形態を示すバイオセンサ分解図であり、図１（ｂ）は、本発明の一実施の形
態におけるバイオセンサを示す斜視図である。図１における、２は展開層を示し、ニトロ
セルロースで構成される。これら、展開層に使用する材料は、被検査溶液により湿潤可能
な材料であれば、濾紙、不織布、メンブレン、布、ガラス繊維等多孔質な任意の材料で構
成できる。また、４は標識試薬を示し、乾燥状態で、被検査溶液により溶出可能な状態で
、被検査溶液中の測定対象物に対する金コロイド標識抗体が保持してある。５，９は試薬
固定化部Ｉ、及び試薬固定化部IIを示し、被検査溶液中の測定対象物に対する抗体であり
、尚かつ、どちらの抗体も前記標識試薬とは異なるエピトープで測定対象物と結合し、被
検査溶液中の測定対象物と、前記標識試薬との複合体が形成できるよう、乾燥状態で固定
化されている。さらに、試薬固定化部Ｉ（５）に用いる抗体と、試薬固定化部II（９）で
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用いる抗体とは、被検査溶液中の測定対象物に対する親和力が異なる抗体により構成され
ている。また、被検査溶液を添加する部分からみて、上流側ほど早く被検査溶液及び被測
定対象物に接触することから、前記測定対象物に対する親和力が高い抗体を用いることが
好ましい。また、試薬固定化部Ｉ及び試薬固定化部IIに使用する抗体は、前記、標識試薬
、測定対象物との３元複合体を形成できれば良く、従って、測定対象物に対するエピトー
プも、同じであっても、異なっていてもどちらでも良い。また、図は、前記複数の試薬固
定化部が２カ所の例で示すが、必ずしも２カ所である必要はなく、２カ所以上であれば、
その目的に応じて自在に選択でき、展開層上の形状においても、ライン状である必要はな
く、スポット形状、もしくは、文字形状、鍵型形状など自在に選択できる。図１における
前記試薬固定化部５，９は空間的に離れているが、これについても、必ずしも離れている
必要はなく、見かけ上一本のライン状に見える様に接触させることも可能である。さらに
は、ここで述べる標識方法は、前記試薬固定化部における結合を検出する手段として選択
されるものであり、金コロイドはほんの一例に過ぎず、酵素、タンパク質、色素、蛍光色
素、ラテックスなどの着色粒子など、使用者の必要に応じて任意に選択可能である。６は
液体不透過性シート材を示し、ここでは、透明ＰＥＴテープで構成される。微細空間１に
接続する部分、及び、前記被検査溶液の到達する終端を除き、展開層を密着被覆する構造
を持つものである。被覆させることで、被検査溶液の添加部分以外への点着を遮断保護す
ると共に、外部からの汚染、を防止する作用を持たせたものである。ここでの外部からの
汚染とは、不用意な被検査溶液の接触や、被験者が手などで直接展開層を接触することな
どを指す。被覆する場合、透明な材料を用いることが好ましく、試薬固定化部５を覆う部
分は測定結果を確認する部分であるから、少なくとも、透過可能な状態を持たせることが
好ましい。また、より高精度な測定を必要とする場合、展開層の上部であり、特に前記標
識試薬部、及び前記試薬固定化部を含み密着密閉し、尚かつ、被検査溶液の浸透方向に対
して平行側面を同様に密着密閉させる構造をとることもできる。３は展開層における開放
部を示し、７は展開層を保持する基板を示し、ここでは白色ＰＥＴフィルムで構成される
。基板７は展開層を補強する役割を持つとともに、血液、唾液、尿など感染の危険性のあ
る溶液を被検査溶液に用いる場合には、それを遮断する作用も有する。さらには、展開層
が湿潤した場合に光透過性を帯びる場合などに、光を遮断する効果を持たせることも可能
である。８は微細空間形成材を示し、被検査溶液が毛細管現象により流入する空間を形成
する働きを持ち、透明ＰＥＴフィルムを積層させたもので構成される。また、微細空間形
成材８は、被検査溶液添加後の、バイオセンサを取り扱う際に、被検査溶液の外部への汚
染を保護する役割も有する。ここでの保護とは、不用意な被検査溶液の付着や飛散を示す
。微細空間形成材８は、ＡＢＳ、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル等、合成樹脂材料の他、
金属、ガラス等、溶液不透過性の材料を用いることが可能であり、また、透明もしくは半
透明が好ましいが、透明でなくとも有色、不透明の材料でも任意の材料で構成できる。１
は微細空間を示し、微細空間１は、前記微細空間形成材８により形成され、毛細管現象に
より、検体を流入する。また、微細空間１は、前記展開層２と接続しており、前記微細空
間への被検査溶液の流入により、展開層２への浸透を開始する。
【００７２】
次に、その測定について図１（ｂ）を用いて説明する。被検査溶液を、微細空間１に接触
させると、毛細管現象により機械的操作を必要とせず、自然に被検査溶液が前記微細空間
中に流入される。被検査溶液の流入量が十分であるかどうかは、微細空間形成材を透して
確認できる。また、被検査溶液の添加量に制限がある場合にも、一定量必要であれば、前
記微細空間の体積を前記一定体積とすることで精度良く添加量を制限でき、さらに、前記
被検査溶液を一定量以上必要とする場合には、その一定量以上の体積を保持させることで
必要に応じて調整可能である。前記微細空間内に、細胞収縮試薬１０を保持してあり、こ
こでは塩化カリウムを用いる。細胞収縮試薬１０は、前記被検査溶液中に細胞成分を含む
場合に設置すべき試薬であり、細胞成分を含まない被検査溶液を用いる場合には特に必要
ではない。また細胞収縮試薬（細胞成分収縮剤）１０は、細胞を収縮する効果があれば、
前記塩化カリウム以外の無機塩、塩化ナトリウム、リン酸ナトリウム塩等を含む無機化合
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物や、グリシン、グルタミン酸、等のアミノ酸、プロリン等のイミノ酸、グルコース、ス
クロース、トレハロースなどの糖類、グルシトール等の糖アルコールでも同様に実施可能
である。この様な細胞収縮試薬（細胞成分収縮剤）１０を含む系は、特に全血を被検査溶
液として用いる場合に特に有効である。前記微細空間に流入された被検査溶液は、前記微
細空間と展開層との接触部分から、展開層へと浸透する。標識試薬部４に被検査溶液が到
達したとき、標識試薬４の溶出が開始される。その後、被検査溶液中に測定対象物が存在
する場合、前記金コロイド標識抗体が反応しながら浸透が進み、試薬固定化部Ｉ（５）に
被検査溶液が到達し、前記測定対象物が存在する場合には、その量に応じて、固定化抗体
Ｉ－測定対象物－標識抗体の複合体が形成される。次に、試薬固定化部II（９）に被検査
溶液が到達し、前記測定対象物が存在する場合にはその量に応じて、前記試薬固定化部５
で結合されなかった標識試薬部４は、固定化抗体II－測定対象物－標識抗体の複合体が形
成される。前記試薬固定化部における、標識抗体の結合は、測定対象物が存在しないか、
検出感度以下の量である場合には、標識抗体はその大半が結合することなく通過する。こ
れは、さらに、被検査用液は展開層における開放部３に到達する。開放部３は、前記不透
過シートがなく開放されているため、前記被検査溶液が到達した後あるいは到達しながら
揮発もしくは蒸発される、さらには、開放部に前記被検査溶液が滲み出て、開放部におけ
る展開層の上部にのみ、前記被検査溶液が、前記微細空間内の展開層上部にある被検査溶
液と同じ高さ、もしくは準じた高さまで至る。これらの効果により、前記展開層の被検査
溶液の浸透及び浸透方向は、吸水用の材料を必要とせず、測定中一定方向に制御される。
一般的には、開放部の代わりに吸水部を設けることは多い。それは、展開層の反応部に使
用する材料に対して、より保水効果、吸水効果の高い多孔質材料を用いることで、被検査
溶液を吸水及び吸引して、さらに展開層上の、前記被検査溶液を通過させる働きや、測定
時間を短縮できる働きがある。前記開放部３はそれらと同様の効果を持たせたものであり
、特に前記微細空間もしくは前記開放部を用いる手法は、被検査溶液が微量の場合に特に
適している、つまり、指先からの穿刺による血液や、被検査溶液が極微量の場合、特に適
している。次に測定結果は、前記試薬固定化部Ｉ（５）における、標識試薬の結合状態、
及び試薬固定化部II（９）を確認することで得られる。定性判定が必要な場合は目視によ
る測定も可能である。さらに精度の高い測定が必要な場合は、前記展開層の被検査溶液浸
透方向に対して平行側面及び展開層上面を液体不透過性材料で密着密閉させることで、前
記被検査溶液の浸透を整流し、より、被検査溶液中の前記測定対象物の量に応じた均一な
量の複合体が形成され、反射吸光度を含む、拡散電磁放射線の反射光、または、透過光等
を用いて、標識物の結合量を測定することで、定量的な結果が得られる。ここでの電磁放
射線は、可視領域もしくは近可視領域であることが好ましく、電磁放射線源としては、Ｌ
ＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ；発光ダイオード）、ＬＤ（Ｌａｓｅ
ｒ　Ｄｉｏｄｅ；レーザーダイオード）など使用者の必要に応じて選択可能である。また
、前記試薬固定化部Ｉ部を被検査溶液中の測定対象物濃度検出に用いて、試薬固定化部II
（９）における前記標識試薬結合量を、親和力の低い抗体を用いることで、プロゾーンの
検出に用いることも可能である。また、前記反応例は、抗原抗体反応におけるサンドイッ
チ反応について述べたが、試薬の選択により、被検査溶液中の測定対象物と競合的に反応
する試薬を用いた場合、競合反応とすることもできる。また抗原抗体反応以外にも、特異
的な結合を利用したい場合、任意の結合反応を形成する系の試薬成分で構成することが可
能である。
【００７３】
（実施の形態２）
　以下に、本発明の実施の形態２について図６を参照して説明する。図６（ａ）は、本発
明の実施の形態２を示すバイオセンサ分解図であり、図６（ｂ）は、本発明の実施の形態
２におけるバイオセンサを示す斜視図である。図６における、２は展開層を示し、ニトロ
セルロースで構成される。これら、展開層に使用する材料は、被検査溶液により湿潤可能
な材料であれば、濾紙、不織布、メンブレン、布、ガラス繊維等多孔質な任意の材料で構
成できる。また、４は標識試薬を示し、乾燥状態で、被検査溶液により溶出可能な状態で
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、被検査溶液中の測定対象物に対する金コロイド標識抗体が保持してある。５，９，１４
は試薬固定化部Ｉ、及び試薬固定化部II、試薬固定化部IIIを示し、被検査溶液中の測定
対象物に対する抗体であり、尚かつ、被検査溶液中の測定対象物と、前記標識試薬との複
合体が形成できるよう、乾燥状態で固定化されている。さらに、試薬固定化部Ｉ（５）に
用いる抗体と、試薬固定化部II（９）、及び試薬固定化部III（１４）で用いる抗体とは
、被検査溶液中の測定対象物に対する親和力が異なる抗体により構成されている。また、
被検査溶液を添加する部分からみて、上流側ほど早く被検査溶液及び被測定対象物に接触
することから、前記測定対象物に対する親和力が高い抗体を用いることが好ましい。また
、試薬固定化部Ｉ及び試薬固定化部II、試薬固定化部IIIに使用する抗体は、前記、標識
試薬、測定対象物との３元複合体を形成できれば良く、従って、測定対象物に対するエピ
トープも、同じであっても、異なっていてもどちらでも良い。また、図は、前記複数の試
薬固定化部が３カ所の例で示すが、これは、前記実施の形態１で示した２カ所の場合の、
測定ダイナミックレンジを拡大した場合に特に有効であり、拡大後のプロゾーン検出を可
能とし、また、さらに測定ダイナミックレンジを拡大することも可能である。前記２カ所
の場合にも述べたが、より広い測定ダイナミックレンジを求める場合や、各々の試薬固定
化部では狭い測定ダイナミックレンジを必要とし、尚かつ前記試薬固定化部の親和力を変
化させることで測定ダイナミックレンジを保持したい場合など、必ずしも３カ所である必
要はなく、３カ所以上であれば、その目的に応じて自在に選択できる。また、３カ所以上
用いる場合には、３カ所以上の各々の試薬固定化部全てが異なる親和力である場合や、２
種類の親和力の異なる固定化試薬により組み合わせることも可能である。また、その場合
の、試薬固定化部の組み合わせが自在に可能であり、使用者の目的に応じて選択可能であ
ることは言うまでもない。展開層上の形状においても、ライン状である必要はなく、スポ
ット形状、もしくは、文字形状、鍵型形状など自在に選択できる。図６における前記試薬
固定化部は空間的に離れているが、これについても、必ずしも離れている必要はなく、見
かけ上一本のライン状に見える様に接触させることも可能である。さらには、ここで述べ
る標識方法は、前記試薬固定化部における結合を検出する手段として選択されるものであ
り、金コロイドはほんの一例に過ぎず、酵素、タンパク質、色素、蛍光色素、ラテックス
などの着色粒子など、使用者の必要に応じて任意に選択可能である。６は液体不透過性シ
ート材を示し、ここでは、透明ＰＥＴテープで構成される。微細空間１に接続する部分及
び、前記被検査溶液の到達する終端を除き、展開層を密着被覆する構造を持つものである
、被覆させることで、被検査溶液の添加部分以外への点着を遮断保護すると共に、外部か
らの汚染、を防止する作用を持たせたものである。ここでの外部からの汚染とは、不用意
な被検査溶液の接触や、被験者が手などで直接展開層を接触することなどを指す。被覆す
る場合、透明な材料を用いることが好ましく、試薬固定化部Ｉ（５）、試薬固定化部II（
９）、試薬固定化部III（１４）を覆う部分は測定結果を確認する部分であるから、少な
くとも、透過可能な状態を持たせることが好ましい。また、より高精度な測定を必要とす
る場合、展開層の上部であり、特に前記標識試薬部及び前記試薬固定化部を含み密着密閉
し、尚かつ、被検査溶液の浸透方向に対して平行側面を同様に密着密閉させる構造をとる
こともできる。３は展開層における開放部を示し、７は展開層を保持する基板を示し、こ
こでは白色ＰＥＴフィルムで構成される。基板７は展開層を補強する役割を持つとともに
、血液、唾液、尿など感染の危険性のある溶液を被検査溶液に用いる場合には、それを遮
断する作用も有する。さらには、展開層が湿潤した場合に光透過性を帯びる場合などに、
光を遮断する効果を持たせることも可能である。８は微細空間形成材を示し、被検査溶液
が毛細管現象により流入する空間を形成する働きを持ち、透明ＰＥＴフィルムを積層させ
たもので構成される。また、微細空間形成材８は、被検査溶液添加後の、バイオセンサを
取り扱う際に、被検査溶液の外部への汚染を保護する役割も有する。ここでの保護とは、
不用意な被検査溶液の付着や飛散を示す。微細空間形成材８は、ＡＢＳ、ポリスチレン、
ポリ塩化ビニル等、合成樹脂材料の他、金属、ガラス等、溶液不透過性の材料を用いるこ
とが可能であり、また、透明もしくは半透明が好ましいが、透明でなくとも有色、不透明
の材料でも任意の材料で構成できる。１は微細空間を示し、微細空間１は、前記微細空間
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形成材８により形成され、毛細管現象により、検体を流入する。また、微細空間は、前記
展開層２と接続しており、前記微細空間への被検査溶液の流入により、展開層２への浸透
を開始する。
【００７４】
次に、その測定について図６（ｂ）を用いて説明する。被検査溶液を、微細空間１に接触
させると、毛細管現象により機械的操作を必要とせず、自然に被検査溶液が前記微細空間
中に流入される。被検査溶液の流入量が十分であるかどうかは、微細空間形成材を透して
確認できる。また、被検査溶液の添加量に制限がある場合にも、一定量必要であれば、前
記微細空間の体積を前記一定体積とすることで、精度良く添加量を制限でき、さらに、前
記被検査溶液を一定量以上必要とする場合には、その一定量以上の体積を保持させること
で、必要に応じて調整可能である。前記微細空間内に、細胞収縮試薬１０を保持してあり
、ここでは塩化カリウムを用いる。細胞収縮試薬１０は、前記被検査溶液中に細胞成分を
含む場合に設置すべき試薬であり、細胞成分を含まない被検査溶液を用いる場合には特に
必要ではない。また細胞収縮試薬（細胞成分収縮剤）１０は、細胞を収縮する効果があれ
ば、前記塩化カリウム以外の無機塩、塩化ナトリウム、リン酸ナトリウム等塩を含む無機
化合物や、グリシン、グルタミン酸、等のアミノ酸、プロリン等のイミノ酸、グルコース
、スクロース、トレハロースなどの糖類、グルシトール等の糖アルコールでも同様に実施
可能である。この様な細胞収縮試薬（細胞成分収縮剤）１０を含む系は、特に全血を被検
査溶液として用いる場合に特に有効である。前記微細空間に流入された被検査溶液は、前
記微細空間と展開層との接触部分から、展開層へと浸透する。標識試薬部（４）に被検査
溶液が到達したとき、標識試薬４の溶出が開始される。その後、被検査溶液中に測定対象
物が存在する場合、前記金コロイド標識抗体が反応しながら浸透が進み、試薬固定化部Ｉ
（５）に被検査溶液が到達し、前記測定対象物が存在する場合には、その量に応じて、固
定化抗体Ｉ－測定対象物－標識抗体の複合体が形成される。次に、試薬固定化部II（９）
に被検査溶液が到達し、前記測定対象物が存在する場合にはその量に応じて、前記試薬固
定化部（５）で結合されなかった標識試薬部（４）につき、固定化抗体II－測定対象物－
標識抗体の複合体が形成される。さらに、試薬固定化部III（１４）に被検査溶液が到達
し、前記測定対象物が存在する場合には、その量に応じて、前記試薬固定化部Ｉ（５）及
び試薬固定化部II（９）で結合されなかった標識試薬部（４）につき、固定化抗体III－
測定対象物－標識抗体の複合体が形成される。前記試薬固定化部における、標識抗体の結
合は、測定対象物が存在しないか、検出感度以下の量である場合には、標識抗体はその大
半が結合することなく通過する。これは、さらに、被検査用液は展開層における開放部３
に到達する。開放部３は、前記不透過シートがなく開放されているため、前記被検査溶液
が到達した後あるいは到達しながら揮発もしくは蒸発される。さらには、開放部に前記被
検査溶液が滲み出て、開放部における展開層の上部にのみ、前記被検査溶液が、前記微細
空間内の展開層上部にある被検査溶液と同じ高さ、もしくは準じた高さまで至る。これら
の効果により、前記展開層の被検査溶液の浸透及び浸透方向は、吸水用の材料を必要とせ
ず、測定中一定方向に制御される。一般的には、開放部の代わりに吸水部を設けることは
多い。それは、展開層の反応部に使用する材料に対して、より保水効果、吸水効果の高い
多孔質材料を用いることで、被検査溶液を吸水及び吸引して、さらに被検査溶液を展開層
上の、前記被検査溶液を通過させる働きや、測定時間を短縮できる働きがある。前記、開
放部３はそれらと同様の効果を持たせたものであり、特に前記微細空間もしくは前記開放
部を用いる手法は、被検査溶液が微量の場合に特に適している。つまり、指先からの穿刺
による血液や、被検査溶液が極微量の場合特に適している。次に測定結果は、前記試薬固
定化部Ｉ（５）における、標識試薬の結合状態、及び試薬固定化部II（９）、試薬固定化
部III（１４）を確認することで得られる。定性判定が必要な場合は目視による測定も可
能である。さらに精度の高い測定が必要な場合は、前記展開層の被検査溶液浸透方向に対
して平行側面及び展開層上面を液体不透過性材料で密着密閉させることで前記被検査溶液
の浸透を整流し、より、被検査溶液中の前記測定対象物の量に応じた均一な量の複合体が
形成され、反射吸光度を含む、拡散電磁放射線の反射光、または、透過光等を用いて、標
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識物の結合量を測定することで、定量的な結果が得られる。ここでの電磁放射線は、可視
領域もしくは近可視領域であることが好ましく、電磁放射線源としては、ＬＥＤ（Ｌｉｇ
ｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ；発光ダイオード）、ＬＤ（Ｌａｓｅｒ　Ｄｉｏｄ
ｅ；レーザーダイオード）など使用者の必要に応じて選択可能である。また、前記試薬固
定化部Ｉ（５）を被検査溶液中の測定対象物濃度検出に用いて、試薬固定化部II（９）、
試薬固定化部III（１４）における前記標識試薬結合量を、親和力の低い抗体を用いるこ
とで、プロゾーンの検出に用いることも可能である。また、前記反応例は、抗原抗体反応
におけるサンドイッチ反応について述べたが、試薬の選択により、被検査溶液中の測定対
象物と競合的に反応する試薬を用いた場合、競合反応とすることもできる。また抗原抗体
反応以外にも、特異的な結合を利用したい場合、任意の結合反応を形成する系の試薬成分
で構成することが可能である。
【００７５】
実施例
以下の実施例により、本発明を実施する方法をさらに詳細に説明する。なお、本発明は、
以下の実施例になんら制約されるものではない。
【００７６】
（全血ＣＲＰの定量１）
ニトロセルロース膜中に抗ＣＲＰ抗体Ａを固定化した試薬固定化部Ｉ、及び抗ＣＲＰ抗体
Ｂを固定化した試薬固定化部II、さらに抗ＣＲＰ抗体Ｃと金コロイドとの複合体を保持し
た標識試薬を含む免疫クロマトグラフィ試験片を製造した。この免疫クロマトグラフィ試
験片を図１に示す。図中、免疫クロマトグラフィ試験片は、抗体が固定化された試薬固定
化部Ｉ（５）、試薬固定化部II（９）と、それよりも被検査溶液を添加する展開開始点に
近い部分にある、抗ＣＲＰ抗体Ｃと金コロイドとの複合体が含有された領域である標識試
薬４と、被検査溶液導入部１とを含む。この免疫クロマトグラフィ試験片は、次のように
して製造した。
【００７７】
ａ）免疫クロマトグラフィ試験片の調製
リン酸緩衝溶液にて希釈して濃度調整をした抗ＣＲＰ抗体Ａ溶液を準備した。この抗体溶
液は溶液吐出装置を用いて、ニトロセルロース膜上に塗布した。これにより、ニトロセル
ロース膜上に試薬固定化部である抗体固定化ラインＩが得られた。次に同様に被検査溶液
導入部より下流側に２ｍｍ離れた部分に、前記抗体固定化ラインＩに使用した抗体よりも
親和力が低い抗ＣＲＰ抗体Ｂを塗布した。このニトロセルロース膜を乾燥後、１％スキム
ミルクを含有するＴｒｉｓ－ＨＣｌ緩衝溶液中に浸漬して３０分間緩やかに振った。３０
分後、Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ緩衝溶液槽に膜を移動し、１０分間緩やかに振った後に、別のＴ
ｒｉｓ－ＨＣｌ緩衝溶液槽にて更に１０分間緩やかに振り、膜の洗浄を行なった。２度洗
浄を行った後に、膜を液槽から取り出して、室温で乾燥させた。
【００７８】
金コロイドは、０．０１％塩化金酸の還流中の１００℃溶液に１％クエン酸溶液を加える
ことによって調製した。還流を３０分間続けた後に、室温放置にて冷却した。０．２Ｍの
炭酸カリウム溶液によって、ｐＨ９に調製した前記金コロイド溶液に、抗ＣＲＰ抗体Ｃを
加えて数分間攪拌した後に、ｐＨ９の１０％ＢＳＡ（牛血清アルブミン）溶液を最終１％
になる量だけ加えて攪拌することで、検出物質である抗体－金コロイド複合体（標識抗体
）を調製した。前記標識抗体溶液を４℃、２００００Ｇで５０分間遠心分離することによ
って、標識抗体を単離して、それを洗浄緩衝液（１％ＢＳＡ・リン酸緩衝液）中に懸濁し
た後に、前記遠心分離を行って、標識抗体を洗浄単離した。この標識抗体を洗浄緩衝液で
懸濁して、０．８μｍのフィルタにて濾過した後に、当初の金コロイド溶液量の、１０分
の１量に調製して、４℃で貯蔵した。前記金コロイド標識抗体溶液を溶液吐出装置にセッ
トして、抗ＣＲＰ抗体固定化Ａ及び抗ＣＲＰ抗体固定化Ｂ乾燥膜上の固定化ラインＩ、及
び固定化ラインIIから離れた、被検査溶液添加開始方向から順番に、標識抗体、固定化ラ
インＩ、固定化ラインIIの位置関係になる様塗布した後に、膜を真空凍結乾燥させた。こ
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れによって、固定化膜上に標識試薬を持つ反応層担体が得られた。
【００７９】
次に、調製された標識試薬を含む反応層担体を、厚さ０．５ｍｍの白色ＰＥＴからなる基
板上に貼り付け、５．０ｍｍの幅で裁断した。裁断後、各片を、標識抗体保持部分から終
端部分にかけて、厚さ１００μｍの透明テープを巻き付けた。透明テープを巻き付けない
始端部分上の中央に、厚さ１００μｍの透明ＰＥＴを積層させて作製した空間形成材を貼
り付け、間隙部（幅５．０ｍｍ×長さ１２．０ｍｍ×高さ０．５ｍｍ）を形成した。前記
空間形成材はあらかじめ１．５Ｍに調製された塩化カリウム水溶液を点着した後に、液体
窒素にて直ちに凍結し、凍結乾燥を行い、これによって、塩化カリウムが乾燥状態で保持
された収縮剤保持部を持つ空間形成材を作製したものである。こうして免疫クロマトグラ
フィ試験片を製造した。
【００８０】
ｂ）試料の調製
抗凝固剤としてＥＤＴＡ・２Ｋを加えた人の血液を、ヘマトクリット値４５％になるよう
に調製した。この血液に既知濃度のＣＲＰ溶液を加えることにより、さまざまな既知濃度
のＣＲＰ含有血液を調製した。
【００８１】
ｃ）試験片上の呈色度合の測定
バイオセンサにおいて、試料導入部にＣＲＰを含む全血を５０μｌ程度添加して、吸水部
方向へと展開処理して、抗原抗体反応をさせて抗体固定化部における呈色反応を行った。
このバイオセンサへの試料添加から５分後の呈色状況を反射吸光度測定機により計測した
、それを図２に示す。図２は本発明の一実施の形態における測定図を示し、図２における
１１は光源を示し、６３５ｎｍの半導体レーザーである、また、検出側１２受光素子はフ
ォトダイオードで構成される。さらに、バイオセンサ１０側を走査し、試薬固定化部Ｉ（
５）、及び試薬固定化II（９）における前記標識試薬結合量を前記展開層からの反射散乱
光を演算処理して、吸光度として結果が得られる。その一測定結果を図３に示す。図３は
本発明の一実施の形態における測定波形図を示し、前記複数の試薬固定化部が２カ所であ
り、前記被検査溶液を添加する展開部に対して上流側に親和力の高い抗体を使用した場合
であって、抗原濃度がある一定の濃度である時、図３の様な波形が得られる。これは、光
源及び受光素子を固定し、センサ側を走査した。この様にして、得られた波形から、ピー
ク値（反射吸光度）を読み取る。この様な波形を得るためには、光源側を操作することも
可能である。
【００８２】
　次に、血清濃度として、０．１ｍｇ／ｄｌ、０．３ｍｇ／ｄｌ、１．０ｍｇ／ｄｌ、３
．０ｍｇ／ｄｌ、７．０ｍｇ／ｄｌ、１７．０ｍｇ／ｄｌ、３７．０ｍｇ／ｄｌ、８０．
０ｍｇ／ｄｌのＣＲＰを含有する全血をバイオセンサに添加して展開処理した。各ＣＲＰ
濃度の血液に対するバイオセンサ上の試薬固定化部の呈色状況を反射吸光度測定機で測定
した。６３５ｎｍにおける吸光度を計測して、各ＣＲＰ濃度に応じてプロットした。その
図を、図４に示す。図４は本発明の一実施の形態における多濃度測定結果図を示し、図４
における横軸は、測定に使用した被検査溶液をあらかじめ分注しておき、市販測定装置を
用いて測定したＣＲＰ濃度を示す。ここでは、市販装置として、ラテックス免疫凝集法に
よる試薬及び装置を用いた。図４の縦軸は、得られた吸光度を示す。白プロットが、前記
試薬固定化部Ｉ（５）から得られた吸光度、黒プロットが前記試薬固定化部II（９）から
得られた吸光度である。図から両者は、明らかに、ＣＲＰに対するレスポンスが異なるこ
とがわかる。次に、図５（ａ）及び図５（ｂ）を用いて、説明する。図５（ａ）は本発明
の一実施の形態における測定ダイナミックレンジ概略図を示し、図５（ｂ）は本発明の一
実施の形態におけるプロゾーン判定概略図を示す。図５（ａ）は、前記図４に示した結果
の概略図である。図５（ａ）をみれば、試薬固定化部Ｉと試薬固定化部IIで異なるＣＲＰ
レスポンスを示すため、前記被検査溶液中のＣＲＰ測定レンジが異なることがわかる。つ
まり、この図のＣＲＰに応じて吸光度が増加する領域ダイナミックレンジ１が、試薬固定
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化部Ｉにおける測定領域であり、また、ダイナミックレンジ２が試薬固定化部２における
ＣＲＰ測定可能領域となる。これら試薬固定化部１、及び試薬固定化部２のそれぞれの結
果を用いることで、ダイナミックレンジ３の測定ダイナミックレンジが実現できる。例え
ば、試薬固定化部にてＡ１もしくは、Ａ４の吸光度が得られたとき、試薬固定化部IIの吸
光度が、Ｂ１を示した場合であればそれは、Ａ１のＣＲＰ濃度であり、Ｂ４を示した場合
であれば、Ａ４におけるＣＲＰ濃度である。この様に一つの試験片において、尚かつ一度
の測定において広範囲な測定ダイナミックレンジの測定が可能になる。次に図５（ｂ）を
用いて、プロゾーン現象検出について説明する。図５（ｂ）も先ほど説明した図５（ａ）
同様に、図４における測定結果を模式的に示したものである。図５（ｂ）をみれば、試薬
固定化部Ｉと試薬固定化部IIで異なるＣＲＰレスポンスを示すため、前記被検査溶液中の
ＣＲＰ測定レンジが異なることがわかる。この性質により、プロゾーン現象を検出する。
この図における黒三角プロットで示すＢ－ｐｏｉｎｔは、この免疫クロマトグラフィ試験
片における、プロゾーン判定しきい値を示す。プロゾーン判定しきい値とは、例えば試薬
固定化部Ｉにおける吸光度がＡ１及びＡ４であった時に、試薬固定化部IIにおける吸光度
は、Ａ１に対してはＢ１であり、先ほどのプロゾーン判定しきい値以下の値である。この
場合は、試薬固定化部Ｉにおける検量線に代入することで、その被検査溶液のＣＲＰ濃度
はＡ１であることがわかる。しかし、試薬固定化部における吸光度がＢ４であった場合、
これは、先ほどのＣＲＰ濃度はＢ－ｐｏｉｎｔ地点以上の値である。その為、前記試薬固
定化部Ｉの検量線外と判断できる。この様にして、ある一定のしきい値以上なのか、以下
なのか、を基準にして、プロゾーン領域か否かの判定が可能となる。ここで述べる検量線
とは、ＣＲＰ濃度上昇に対して吸光度が上昇する領域のことで、通常あらかじめ、濃度既
知の被検査溶液により計算しておき、その後、未知の被検査溶液を測定したとき、得られ
た吸光度から、その未知被検査溶液中のＣＲＰ濃度を算出するための数式を言う。
【００８３】
（全血ＣＲＰの定量２）
ニトロセルロース膜中に抗ＣＲＰ抗体Ｄを固定化した試薬固定化部Ｉ、及び抗ＣＲＰ抗体
Ｅを固定化した試薬固定化部II、及び試薬固定化部III、さらに抗ＣＲＰ抗体Ｆと金コロ
イドとの複合体を保持した標識試薬、を含む免疫クロマトグラフィ試験片を製造した。こ
の免疫クロマトグラフィ試験片を図６に示す。図中、免疫クロマトグラフィ試験片は、抗
体が固定化された試薬固定化部Ｉ（５）、試薬固定化部II（９）、試薬固定化部III（１
４）と、それよりも被検査溶液を添加する展開開始点に近い部分にある、抗ＣＲＰ抗体Ｆ
と金コロイドとの複合体が含有された領域である標識試薬４と、被検査溶液導入部１とを
含む。この免疫クロマトグラフィ試験片は、次のようにして製造した。
【００８４】
ａ）免疫クロマトグラフィ試験片の調製
リン酸緩衝溶液にて希釈して濃度調整をした抗ＣＲＰ抗体Ｄ溶液を準備した。この抗体溶
液は溶液吐出装置を用いて、ニトロセルロース膜上に塗布した。これにより、ニトロセル
ロース膜上に試薬固定化部である抗体固定化ラインＩが得られた。次に同様に被検査溶液
導入部より下流側に２ｍｍ離れた部分及び、さらに２ｍｍ離れた部分に、前記抗体固定化
ラインＩに使用した抗体よりも親和力が低い抗ＣＲＰ抗体Ｅを塗布した。これにより、試
薬固定化ラインII、及び試薬固定化ラインIIIが得られた。このニトロセルロース膜を乾
燥後、１％スキムミルクを含有するＴｒｉｓ－ＨＣｌ緩衝溶液中に浸漬して３０分間緩や
かに振った。３０分後、Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ緩衝溶液槽に膜を移動し、１０分間緩やかに振
った後に、別のＴｒｉｓ－ＨＣｌ緩衝溶液槽にて更に１０分間緩やかに振り、膜の洗浄を
行なった。２度洗浄を行った後に、膜を液槽から取り出して、室温で乾燥させた。
【００８５】
金コロイドは、０．０１％塩化金酸の還流中の１００℃溶液に１％クエン酸溶液を加える
ことによって調製した。還流を３０分間続けた後に、室温放置にて冷却した。０．２Ｍの
炭酸カリウム溶液によって、ｐＨ９に調製した前記金コロイド溶液に、抗ＣＲＰ抗体Ｆを
加えて数分間攪拌した後に、ｐＨ９の１０％ＢＳＡ（牛血清アルブミン）溶液を最終１％
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になる量だけ加えて攪拌することで、検出物質である抗体－金コロイド複合体（標識抗体
）を調製した。前記標識抗体溶液を４℃、２００００Ｇで５０分間遠心分離することによ
って、標識抗体を単離して、それを洗浄緩衝液（１％ＢＳＡ・リン酸緩衝液）中に懸濁し
た後に、前記遠心分離を行って、標識抗体を洗浄単離した。この標識抗体を洗浄緩衝液で
懸濁して、０．８μｍのフィルタにて濾過した後に、当初の金コロイド溶液量の、１０分
の１量に調製して、４℃で貯蔵した。前記金コロイド標識抗体溶液を溶液吐出装置にセッ
トして、抗ＣＲＰ抗体固定化Ｄ及び抗ＣＲＰ抗体固定化Ｅ乾燥膜上の固定化ラインＩ及び
固定化ラインII、固定化ラインIIIから離れた、被検査溶液添加開始方向から順番に、標
識抗体、固定化ラインＩ、固定化ラインII、固定化ラインIIIの位置関係になる様塗布し
た後に、膜を真空凍結乾燥させた。これによって、固定化膜上に標識試薬を持つ反応層担
体が得られた。
【００８６】
次に、調製された標識試薬を含む反応層担体を、厚さ０．５ｍｍの白色ＰＥＴからなる基
板上に貼り付け、５．０ｍｍの幅で裁断した。裁断後、各片を、標識抗体保持部分から終
端部分にかけて、厚さ１００μｍの透明テープを巻き付けた。透明テープを巻き付けない
始端部分上の中央に、厚さ１００μｍの透明ＰＥＴを積層させて作製した空間形成材を貼
り付け、間隙部（幅５．０ｍｍ×長さ１２．０ｍｍ×高さ０．５ｍｍ）を形成した。前記
空間形成材はあらかじめ１．５Ｍに調製された塩化カリウム水溶液を点着した後に、液体
窒素にて直ちに凍結し、凍結乾燥を行い、これによって、塩化カリウムが乾燥状態で保持
された収縮剤保持部を持つ空間形成材を作製したものである。こうして免疫クロマトグラ
フィ試験片を製造した。
【００８７】
ｂ）試料の調製
抗凝固剤としてＥＤＴＡ・２Ｋを加えた人の血液を、ヘマトクリット値４５％になるよう
に調製した。この血液に既知濃度のＣＲＰ溶液を加えることにより、さまざまな既知濃度
のＣＲＰ含有血液を調製した。
【００８８】
ｃ）試験片上の呈色度合の測定
バイオセンサにおいて、試料導入部にＣＲＰを含む全血を５０μｌ程度添加して、吸水部
方向へと展開処理して、抗原抗体反応をさせて抗体固定化部における呈色反応を行った。
このバイオセンサへの試料添加から５分後の呈色状況を実施例（全血ＣＲＰの定量１）で
説明した図２と同様に測定した。その一測定結果を図７に示す。
【００８９】
図７は本発明の一実施の形態における測定波形図を示し、前記複数の試薬固定化部が３カ
所であり、前記被検査溶液を添加する展開部に対して上流側に親和力の高い抗体を使用し
、前記試薬固定化部II及び試薬固定化部IIIに同一の抗体を用いた場合であって、抗原濃
度がある一定の濃度である時、図７の様な波形が得られる。これは、光源及び受光素子を
固定し、センサ側を走査した。この様にして、得られた波形から、ピーク値（反射吸光度
）を読み取る。この様な波形を得るためには、光源側を操作することも可能である。
【００９０】
次に、血清濃度として、０．１ｍｇ／ｄｌ、０．３ｍｇ／ｄｌ、０．６ｍｇ／ｄｌ、１．
０ｍｇ／ｄｌ、３．０ｍｇ／ｄｌ、６．０ｍｇ／ｄｌ、１０．０ｍｇ／ｄｌ、１５．０ｍ
ｇ／ｄｌ、２０．０ｍｇ／ｄｌ、３０．０ｍｇ／ｄｌのＣＲＰを含有する全血をバイオセ
ンサに添加して展開処理した。各ＣＲＰ濃度の血液に対するバイオセンサ上の試薬固定化
部の呈色状況を反射吸光度測定機で測定した。６３５ｎｍにおける吸光度を計測して、各
ＣＲＰ濃度に応じてプロットした。その図を、図８に示す。
【００９１】
図８は本発明の一実施の形態における多濃度測定結果図を示し、図８における横軸は、測
定に使用した被検査溶液をあらかじめ分注しておき、市販測定装置を用いて測定したＣＲ
Ｐ濃度を示す。ここでは、市販装置として、ラテックス免疫凝集法による試薬及び装置を
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用いた。図８の縦軸は、得られた吸光度を示す。丸白プロットが、前記試薬固定化部Ｉ（
５）から得られた吸光度、丸黒プロットが前記試薬固定化部II（９）、三角白プロットが
試薬固定化部III（１４）から得られた吸光度である。図から各試薬固定化部は、明らか
に、ＣＲＰに対するレスポンスが異なることがわかる。次に、図９を用いて、説明する。
【００９２】
図９は本発明の一実施の形態における測定結果概略図を示し、図９は、前記図８に示した
結果の概略図である。図９をみれば、試薬固定化部Ｉと試薬固定化部II、試薬固定化部II
Iで異なるＣＲＰレスポンスを示すため、前記被検査溶液中のＣＲＰ測定レンジが異なる
ことがわかる。また、親和力が等しい試薬固定化部IIと試薬固定化部IIIにおいてもＣＲ
Ｐに対するレスポンスが異なることがわかる。図中ＣＲＰ濃度Ａの場合は、シグナルが得
られるのは試薬固定化部Ｉ（Ａ１）のみであり、濃度Ａの場合、試薬固定化部Ｉを用いて
ＣＲＰ測定が実施可能なことがわかる。図中Ｂの場合、シグナルは試薬固定化部Ｉ（Ｂ１
）及び試薬固定化部III（Ｂ３）から得られる、しかし、この濃度領域において、試薬固
定化部IIからのシグナルはない。これらの関係から、この場合、試薬固定化部Ｉから得ら
れるシグナルは、試薬固定化部Ｉにおけるプロゾーン領域ではなく、直線回帰可能な領域
であることがわかる。次に、図中ＣＲＰ濃度Ｃ及びＣＲＰ濃度Ｄ、ＣＲＰ濃度Ｅの場合、
Ｃ１～Ｃ３、Ｄ１～Ｄ３、Ｅ１～Ｅ３、３カ所全ての試薬固定化部からシグナルが得られ
る。この場合、試薬固定化部Ｉ（Ｃ１、Ｄ１、Ｅ１）は、既にプロゾーン領域にあること
が、試薬固定化部II（Ｃ２、Ｄ２、Ｅ２）、試薬固定化部III（Ｃ３、Ｄ３、Ｅ３）から
シグナルがあることでわかる。次に、ＣＲＰ濃度Ｃ、ＣＲＰ濃度Ｄ、ＣＲＰ濃度Ｅについ
て述べる。ＣＲＰ濃度Ｃでは、３カ所全てからシグナルがあり、かつ試薬固定化部II（Ｃ
２）と試薬固定化部III（Ｃ３）では、そのシグナルに十分な差がある。この場合、試薬
固定化部IIIを用いてＣＲＰ濃度を算出可能である。ＣＲＰ濃度Ｄ、ＣＲＰ濃度Ｅにおけ
る、試薬固定化部II（Ｄ２、Ｅ２）及び試薬固定化部III（Ｄ３、Ｅ３）のシグナルは、
ＣＲＰ濃度ＤからＣＲＰ濃度Ｅに向かって接近している。この接近部分の関係から、測定
ダイナミックレンジを広く使用したい場合は、ＣＲＰ濃度Ｃまでなら、試薬固定化部III
を、ＣＲＰ濃度Ｃを越えた場合、試薬固定化部IIを用いてＣＲＰ濃度を求めることが可能
である。これは、試薬固定化部IIのシグナルからのみで可能な様に見受けられるが、本図
にない非常に高濃度な抗原ＣＲＰの場合、同様のシグナルに低下する場合がある。測定可
能領域（本図においてＣＲＰ濃度に応じて直線的に変化する部分）なのか、抗原過剰領域
なのかを正確に、またＣＲＰ濃度Ｅ以上の場合は、全てのシグナルがかなり近接しており
、本測定系のプロゾーン領域であることが判定可能である。これにより、測定対象物が未
知濃度の被検査溶液の測定を、前記試薬固定化部が３カ所であり、また使用する固定化用
試薬は２種類であることで、驚くべきことに、一つのバイオセンサでより広い測定ダイナ
ミックレンジでの測定が可能となるばかりか、プロゾーン領域検出等より正確な測定が可
能となる。これは、３カ所の固定化における実施例で示したが、使用者によりさらなる固
定化部の複数化、また使用する抗体の親和力により各試薬固定化部の関係を変更するなど
必要に応じて実施可能であることは言うまでもない。ここで述べたシグナルとは、前記試
薬固定化部における、結合した前記標識試薬からの信号であり、その必要性により、目視
で判定することも可能であるが、より正確に測定するためには、本例で示したとおり検出
器を用いることが好ましい。
【００９３】
なお、本発明の実施の形態におけるバイオデバイスとして、ニトロセルロースやガラス繊
維濾紙のような、任意の多孔質性担体で構成されたクロマトグラフィー材料からなるバイ
オセンサが用いられている。このような材料からなるバイオセンサは、例えば、抗原抗体
反応のような任意の測定原理を用いて、ある特定物質を分析検出し、定性または定量する
機能をもっている。
【００９４】
また、本実施例においては、同一ニトロセルロース膜上に標識試薬と試薬固定化部を設け
たバイオセンサを用いたが、ニトロセルロースとは異なる材質の例えば不織布のような多
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ない。標識試薬を構成する標識物としては、金コロイドを用いた例を示したが、着色物質
、蛍光物質、燐光物質、発光物質、酸化還元物質、酵素、核酸、小胞体でもよく、反応の
前後において何らかの変化が生じるものであれば何を用いても良い。
【００９５】
さらに、本実施例においては、標識試薬が一カ所であり、試薬固定化部が複数の例で示し
たが、標識試薬も必ずしも一カ所である必要はなく、複数の試薬固定化部と複数の試薬の
組合せにより構成することもできる。例えば複数の試薬固定化部での各試薬固定化部の上
流側に各々標識試薬を備える構成を取ることも可能であり、製造上の工法は複雑になるが
、任意の位置に任意の数で設置できることは言うまでもない。
【００９６】
測定される被検査溶液としては、例えば、水や水溶液、尿、血液、血漿、血清、唾液など
の体液、固体及び粉体や気体を溶かした溶液などがあり、その用途としては、例えば、尿
検査や妊娠検査、水質検査、便検査、土壌分析、食品分析などがある。また、被検物質と
してＣ反応性タンパク質（ＣＲＰ）を例として実施例を述べたが、抗体、免疫グロブリン
、ホルモン、酵素及びペプチドなどのタンパク質及びタンパク質誘導体や、細菌、ウイル
ス、真菌類、マイコプラズマ、寄生虫ならびにそれらの産物及び成分などの感染性物質、
治療薬及び乱用薬物などの薬物及び腫瘍マーカーが挙げられる。具体的には、例えば、絨
毛性性腺刺激ホルモン（ｈＣＧ）、黄体ホルモン（ＬＨ）、甲状腺刺激ホルモン、濾胞形
成ホルモン、副甲状腺刺激ホルモン、副腎脂質刺激ホルモン、エストラジオール、前立腺
特異抗原、Ｂ型肝炎表面抗原、ミオグロビン、ＣＲＰ、心筋トロポニン、ＨｂＡ１ｃ、ア
ルブミン等でも何ら問題はない。また、水質検査、土壌分析、などの環境分析や、食品分
析などにも実施可能である。上記の形態により、簡便かつ迅速で、高感度・高性能、であ
りながら、プロゾーン領域を検出できる正確性の高い測定が実現できる。また、簡便かつ
迅速で、高感度・高性能、でありながら、一度の測定において、測定対象物濃度ダイナミ
ックレンジが十分大きい測定が実現できる。
【００９７】
産業上の利用可能性
本発明にかかる免疫クロマトグラフィーを用いたバイオセンサ、及びこれを用いた測定方
法は、臨床分野等の医療診断現場に限らず、食品衛生関連分野、環境計測分野など様々な
分野において、簡易、正確、かつ迅速な測定を行うものとして、利用されるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１を示すバイオセンサ分解図（図１（ａ））、本発明の実
施の形態１におけるバイオセンサを示す斜視図（図１（ｂ））。
【図２】　本発明の実施の形態１における測定図。
【図３】　本発明の実施の形態１における測定波形図。
【図４】　本発明の実施の形態１における多濃度測定結果図。
【図５】　本発明の実施の形態１における測定ダイナミックレンジ概略図（図５（ａ））
、本発明の実施の形態１におけるプロゾーン判定概略図（図５（ｂ））。
【図６】　本発明の試薬固定化部が３カ所の形態である実施の形態２を示すバイオセンサ
分解図（図６（ａ））、本発明の実施の形態２におけるバイオセンサを示す斜視図（図６
（ｂ））。
【図７】　本発明の実施の形態２における測定波形図。
【図８】　本発明の実施の形態２における多濃度測定結果図。
【図９】　本発明の実施の形態２における測定結果概略図。
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