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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サンプル又は試薬を滴下する分注素子を複数個備えた分注機構と、
　下方の画像を読み取る画像読取り装置と、
　サンプル又は試薬が分注される対象物を上面に支持し、水平面内で移動して前記対象物
を少なくとも前記分注素子の下方の分注位置及び前記画像読取り装置の下方の画像読取り
位置に位置決めする可動テーブルと、
　前記画像読取り装置が読み取った画像を表示するモニター部と、
　前記モニター部に表示された前記対象物の画像に基づいて対象物上の分注位置を指定す
る分注位置指定部と、
　前記分注位置指定部が指定した対象物上の分注位置が前記分注機構の分注素子のうちの
分注動作を行なう分注素子の下方にくるように前記対象物と分注素子との相対的位置決め
を行ない前記分注機構による分注動作を制御する分注制御部と、
　前記分注素子の先端部を撮像する撮像装置と、
　分注動作を行なう分注素子の変更に伴って分注動作を行なう分注素子の先端部を撮像す
るように前記撮像装置を移動させる移動機構と、
　を備えたことを特徴とする液体分注装置。
【請求項２】
　前記分注位置指定部が指定し分注動作がなされた対象物上の分注位置に関する分注位置
情報を作成する分注位置情報作成部をさらに備えた請求項１に記載の液体分注装置。
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【請求項３】
　前記分注位置情報作成部は作成した分注位置情報を外部に出力できるものである請求項
２に記載の液体分注装置。
【請求項４】
　前記分注位置指定部は前記モニター部に表示された前記対象物の画像上で分注位置を指
定するものである請求項１から３のいずれかに記載の液体分注装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、化学、工業、臨床、バイオ技術などの分野で使用される分析装置において、サ
ンプルや試薬を分注する液体分注装置に関するものである。この液体分注装置は、例えば
、メンブレン上に展開して固相化された物質を質量分析などの試料とするためにメンブレ
ン上に試薬などを分注するための装置などとして利用することができる。
【０００２】
【従来の技術】
対象分子の質量を分析する目的で、質量分析装置に装着されたサンプルプレート上に配置
された試料にレーザー光を照射することにより試料をイオン化して分析するレーザー脱離
イオン化質量分析方法が行なわれている。試料をサンプルプレート上に配置して作成する
際、マトリックスを使用する方法と、使用しない方法がある。
【０００３】
マトリックスを使用する方法を飛行時間型質量分析装置と組み合わせた方法は、ＭＡＬＤ
Ｉ－ＴＯＦ（マトリックス支援型レーザー脱離イオン化－飛行時間）質量分析方法と呼ば
れている。ＭＡＬＤＩ－ＴＯＦでは、測定試料はマトリックス溶液とともにサンプルプレ
ートに滴下し、乾燥後測定を行なっている。
【０００４】
一方、対象試料としては、生体分子を電気泳動等により分離した後、メンブレンに転写し
て固相化し、そのメンブレンに固相化された試料に対しピエゾ素子による微量分注技術を
利用してメンブレン上で各種反応を行ない生成する反応産物を利用して質量分析する方法
が提唱されている（特許文献１参照。）。
【０００５】
メンブレン上に展開して固相化された物質を検出する方法として、免疫ブロット法がある
。免疫ブロット法は一般にはウェスタンブロット法とも呼ばれ、タンパク質試料等を電気
泳動により展開し、その後メンブレンに固相化した後に、対象物質に対する特異抗体をプ
ローブとして反応させてその存在を検出する方法である。
【０００６】
【特許文献１】
国際公開第ＷＯ９８／４７００６号パンフレット
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
サンプルプレート、又はサンプルプレート上にメンブレンを固定した対象物にピエゾ素子
などによる分注機構により試薬やサンプルを分注した後、そのサンプルプレートなどを別
の装置、例えば質量分析系やその他の分析装置、又は前処理装置に移し変えて分析や次の
処理を行なう。
サンプルプレートやメンブレンに展開したスポットのみに正確に試薬やサンプルを分注す
ることがまず必要になる。
そこで、本発明は、分注すべき位置を指定することができ、指定した位置に自動的に分注
できるようにすることを目的とするものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明の分注装置は、サンプル又は試薬を滴下する分注素子を備えた分注機構と、下方の
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画像を読み取る画像読取り装置と、サンプル又は試薬が分注される対象物を上面に支持し
、水平面内で移動して前記対象物を少なくとも前記分注素子の下方の分注位置及び前記画
像読取り装置の下方の画像読取り位置に位置決めする可動テーブルと、前記画像読取り装
置が読み取った画像を表示するモニター部と、前記モニター部に表示された前記対象物の
画像に基づいて対象物上の分注位置を指定する分注位置指定部と、前記分注位置指定部が
指定した対象物上の分注位置が前記分注機構の分注素子の下方にくるように前記対象物と
分注素子との相対的位置決めを行ない前記分注機構による分注動作を制御する分注制御部
とを備えている。
この分注装置によれば、モニター部に表示された画像上で分注位置を指定することにより
、その指定された位置に試薬やサンプルが自動的に分注される。
分注機構は分注素子を複数個備え、共通の分注位置又は異なる分注位置に複数種類の試薬
やサンプルを注入できるようにしてもよい。
【０００９】
分注位置情報作成部をさらに備え、分注位置指定部が指定し分注動作がなされた対象物上
の分注位置に関する分注位置情報を作成するようにしてもよい。これにより、対象物のど
の位置に分注がなされたかを情報として残すことができる。
【００１０】
さらに、分注位置情報作成部は作成した分注位置情報を外部に出力できるものとしてもよ
い。試薬やサンプルが分注された対象物は、質量分析装置などの分析装置に移送されたり
、必要に応じて前処理装置に移送される。その際、移送先の分析装置や前処理装置では、
分注位置情報作成部が作成し出力した分注位置情報を取りこみ、その対象物の分注された
位置を知ることにより分注位置の分析を行なったり、分注位置に前処理を施したりする作
業を容易に行なうことができるようになる。
分注位置指定部はモニター部に表示された対象物の画像上で、例えばカーソルにより分注
位置を指定するようにするものとすることができる。
分注動作をモニターして分注素子からの吐出量を調整するために、分注素子の先端部を撮
像する撮像装置をさらに備えることができる。その場合、分注機構が複数の分注素子を備
えている場合には、撮像装置は分注素子のうち分注動作を行なう分注素子の先端部を撮像
するように、分注動作を行なう分注素子の変更に伴って移動できるように移動機構に支持
されている。
【００１１】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の液体分注装置の一実施例を概略的に表したものである。
４は分注機構であるプリントヘッドであり、試薬などを分注するピエゾ素子を備えた４個
の分注素子１０－１～１０－４が一列に並べられて装着されている。分注素子１０－１～
１０－４の位置は固定されている。分注素子１０－１～１０－４からの分注量を制御する
ために、分注素子１０－１～１０－４にかかる圧力を調整するための圧力制御部７が装置
本体の前面に取り付けられており、分注素子１０－１～１０－４内の圧力を調整する摘み
８が各分注素子１０－１～１０－４に対応して４個配列されている。
【００１２】
分注しようとするサンプルプレートをテーブルとともに画像として取り込むために画像読
取り装置としてスキャナー６が配置されている。スキャナー６の位置も固定されている。
【００１３】
テーブル２は水平面内で移動できる可動テーブルであり、そのテーブル２上には、後で図
２を参照して示すように、サンプルプレート５０が所定の位置に載置されている。テーブ
ル２は平面内で移動し、分注時にはサンプルプレート５０の指定された位置を分注素子１
０－１～１０－４の下方に位置決めし、画像を取込み時にはテーブル２上の撮像すべき部
分をスキャナー６の下方に位置決めする。
【００１４】
分注素子１０－１～１０－４から分注をするときに、先端部の画像を取り込み、分注の様
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子をモニタするために撮像装置としてＣＣＤカメラ５が配置されている。ＣＣＤカメラ５
は、設置スペースを抑えるために、斜め上方から分注素子１０－１～１０－４の先端部の
画像を取り込むように取りつけられている。分注素子１０－１～１０－４は互いに異なる
液を分注するものであり、サンプルプレート５０などの所定の分注位置が下方に位置決め
された分注素子１０－１～１０－４が分注動作を行なう。分注動作を行なう分注素子１０
－１～１０－４が変わったときに、その動作を行なう分注素子１０－１～１０－４の画像
を取り込むように、カメラ５は分注素子１０－１～１０－４の配列に平行に移動できるよ
うに取り付けられている。
【００１５】
テーブル２、プリントヘッド４、カメラ５及びスキャナー６は本体９ａと蓋９ｂとからな
るケース内に収納され、ケースの蓋９ｂはサンプルプレート５０の交換の際など、随時に
開けることができるようになっている。
【００１６】
図２はテーブル２上に配置されたサンプルプレートなどを表したものである。
２枚のサンプルプレート５０がそれぞれ所定の位置に固定して載置できるようになってい
る。５２はメンブレンで、サンプルプレート５０上に貼り付けられ、この分注装置で試薬
やサンプルが分注されるものである。メンブレン５２に固相化された試料は、例えば、Ｓ
ＤＳ（ドデシル硫酸ナトリウム）ポリアクリルアミドゲル電気泳動やその他のクロマトグ
ラフィーによって一次元方向に分離されて展開したタンパク質、ペプチド、糖、脂質、核
酸等の分子又はそれらの混合物である。
【００１７】
メンブレン５２への試料の固相化は、ゲルその他の泳動媒体に試料を展開させた後、メン
ブレン５２に転写することにより行なうことができる。
このような固相化に使用されるメンブレンの材質としては、ＰＶＤＦ（polyvinylidene d
ifluoride）、ニトロセルロース、ナイロン（登録商標）又はその派生物等を挙げること
ができる。
【００１８】
メンブレン５２上に展開して固相化されたスポット内の物質を検出するために、メンブレ
ン５２に固相化された試料成分に分注素子１０－１～１０－４から消化液や抽出液を分注
することができる。
また、対象分子に結合するプローブとなる物質を分注することもできる。そのようなプロ
ーブとしては、対象分子が抗原である場合には抗体を使用する。一般的には、対象分子と
特異的に反応する生体物質を使用することができる。また、幾つかの抗体や生体物質を組
み合わせて使用することもできる。
試薬の分注は、メンブレン５２上のスポットの存在する領域のみに行なうようにするのが
好ましい。それにより、試薬の無駄を省くことができる。
【００１９】
対象物質を光学的に検出できるようにするためには、分注する試薬として対象物質と特異
的に反応するプローブを含む一次試薬と、プローブと反応した後の対象物質を発色させる
二次試薬を用いることができる。その場合、分注素子１０－１～１０－４のいずれかから
まず一次試薬を分注し、その後一次試薬を分注した領域上に分注素子１０－１～１０－４
の他のものから二次試薬を分注する。そのような二次試薬としては、発色試薬や蛍光試薬
を用いることができる。
【００２０】
また、対象分子にプローブを反応させた後、それを適当な手段により検出する方法として
、発色試薬や蛍光試薬を分注することのほかに、金属イオンを反応させたり、又はこれら
の方法を組み合わせることができる。そのような方法としては、金コロイド標識抗体を用
いる方法や、金属イオンに親和性をもつタンパク質等をＮｉ2+キレート酵素などを用いて
蛍光反応に導入する方法がある。
【００２１】
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複数の分注素子１０－１～１０－４が設けられているので、テーブル２によりサンプルプ
レート５０上の分注位置を移動させることにより、分注素子１０－１～１０－４を替えて
複数の試薬を分注することができる。
【００２２】
各サンプルプレート５０には複数のマークｂが設けられている。それらのマークｂはサン
プルプレート５０上に貼り付けられたメンブレン５２上の分注位置を情報として作成する
ときの基準となるリファレンスポイントである。この例ではほぼ矩形の４つの隅にリファ
レンスポイントｂが設けられており、メンブレン５２の画像とともにそれらのリファレン
スポイントｂもスキャナー６によって取り込まれる。サンプルプレート５０の１つの角は
、サンプルプレート５０の方位を示すために切り落とされている。
【００２３】
テーブル２上に設けられた領域５４は、分注素子１０－１～１０－４による分注テストを
行なうためのテストプリント部として設けられた領域である。そこにもろ紙が取りつけら
れており、テストプリント時の分注状態をＣＣＤカメラ５で確認できるようになっている
。
【００２４】
テーブル２上に設けられた領域５６は、分注素子１０－１～１０－４のメンテナンス部で
あり、スポンジ５７が設けられている。分注素子１０－１～１０－４の先端に液や汚れが
付着した場合に、このメンテナンス部が分注素子１０－１～１０－４の下に移動させられ
、そのスポンジ５７によって分注素子１０－１～１０－４の先端についた液や汚れが拭き
取られるようになっている。
【００２５】
また、テーブル２の表面にはテーブル２上に配置されるサンプルプレート５０の位置の基
準となるベースポイントとしてマークａが設けられている。マークａは、分注位置を情報
として取り出す場合の基準となるものであり、またスキャナー６で取得した画像上の位置
とテーブル２の動きとを合わせる基準となるものである。ヘッド４におけるそれぞれの分
注素子１０－１～１０－４は同じ構造である。
【００２６】
微量分注方式に用いる液体分注装置の一例は、上に述べたピエゾ素子による分注方式のも
のである。そのような液体分注装置では、先端の吐出部につながる空間に充填された試薬
を、ピエゾ素子を備えた駆動部により押圧することによりその吐出部から液滴を吐出する
。その場合、制御信号のパラメータは、ピエゾ素子への印加電圧の大きさ、印加電圧の立
上がり時間、印加時間、印加電圧の立下がり時間のうちの少なくとも１つを含んだものと
することができる。
【００２７】
これに類似の液体分注装置として、インクジェット方式の液体吐出装置で用いられている
液体吐出素子を備えたものも用いることができる。
【００２８】
微量分注方式に用いる液体分注装置の他の例として、シリンジポンプによる分注方式の装
置も用いることができる。その場合、制御信号のパラメータは、シリンジポンプのプラン
ジャのストローク、速さ、加速のうちの少なくとも１つを含んだものとすることができる
。
【００２９】
分注素子として、ピエゾ素子を内蔵したピエゾチップ１０を備えた分注機構の一例を図３
を用いて詳細に説明する。
下端に吐出口をもち上端に中空針１６をもった液体吐出部としてのピエゾチップ１０が、
ネジ２９により、液体分注装置のチップ保持部３１に着脱可能に取りつけられている。ピ
エゾチップ１０はネジ２９を緩めることにより取り外すことができ、ネジ２９を締付ける
ことにより固定することができる。ピエゾチップ１０を着脱すると、分注位置のずれが生
じる。そのために、後述するように、この実施例ではテーブル２上のベースポイントａを
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基準として分注位置を校正する。
【００３０】
分注液容器２０は使い捨て可能なものであり、下端と上端に開口をもち、下端開口が蓋１
５により閉じられて内部に分注液を収容する容器である。下端開口の蓋１５は弾性体セプ
タムであり、ピエゾチップ１０の中空針１６により貫通でき、かつその貫通した中空針１
６を引き抜くとその貫通穴を弾性によって閉じることのできる弾性部材により構成されて
いる。蓋１５を構成する弾性部材は、例えばゴムである。
【００３１】
容器２０をチップ１０上に装着し、中空針１６により下端開口の蓋１５を貫通して装着し
た状態で、容器２０の上部からエアー導入ヘッド３０を取り付けることができるようにな
っている。エアー導入ヘッド３０は、容器２０内の圧力を調整し、チップ１０からの液の
吐出量を調整するものである。
【００３２】
エアー導入ヘッド３０の先端部にはシール部材３２が設けられている。シール部材３２は
例えばＯリングである。エアー導入ヘッド３０を容器２０に対して押し付けることにより
、シール部材３２は容器２０の開口部の内側面と接触して容器２０の開口部を気密を保っ
て封止し、エアー導入ヘッド３０に圧力制御機構から送られるエアーにより容器２０内の
圧力を制御できるようになる。
【００３３】
エアー導入ヘッド３０を着脱可能に装着するためにアーム機構を備えている。アーム機構
はアーム３３とロック３６を備え、エアー導入ヘッド３０はアーム３３の一端部で保持さ
れている。アーム３３はその基端部がピン３４によって液体分注装置本体に回動可能に支
持されている。ロック３６はピン３８によってアーム３３に回動可能に支持されており、
基端部には鉤４０が設けられている。鉤４０は液体分注装置本体に固定された凸部３５と
係合して、容器２０をチップ１０上に装着した状態でロックできるようになっている。
【００３４】
エアー導入ヘッド３０はアーム３３に開けられた穴にスライド可能に挿入され、バネ４１
によってエアー導入ヘッド３０を容器２０の方向に押し出すように付勢される。エアー導
入ヘッド３０の基端部はアーム３３から突出し、その部分に鍔４５が設けられていること
によってエアー導入ヘッド３０がアーム３３から抜け出るのが防止されている。エアー導
入ヘッド３０の基端部は配管４４を介して圧力制御機構に接続されている。
【００３５】
ロック３６を、ピン３８を中心に鉤４０が凸部３５と係合する方向に付勢するためにアー
ム３３とロック３６の間には圧縮状態のコイルバネ４２が挿入されている。
アーム３３と液体分注装置本体の間にはバネ４３がかけられており、バネ４３はアーム３
３を開く方向（図では時計周りの方向）に引っ張るように付勢している。
【００３６】
図３の機構において、容器２０を装着する場合は、容器２０をチップ１０上に置き、下方
向に押して中空針１６でセプタム１５を貫通し、容器２０内の溶液に中空針１６を浸す。
エアー導入ヘッド３０はアーム３３に保持されているため、アーム３３を図で反時計方向
に回動させることにより、エアー導入ヘッド３０が容器２０の開口部に装着され、容器２
０とエアー導入ヘッド３０がシール部材３２によって気密を保って接続される。またこの
とき、鉤４０は凸部３５と係合してアーム３３がロックされ、アーム３３が開くように時
計方向に回動するのが防止される。エアー導入ヘッド３０はバネ４１によって容器２０の
方向に押し付けるように付勢されているので、アーム３３をロックした状態で容器２０と
ヘッド３０の気密接続が維持される。
この状態でチップ１０から液の吐出を行なうことができるようになる。
【００３７】
容器２０を取り外す場合は、ロック３６をアーム３３の方向に押す。ロック３６はピン３
８を中心に図で時計方向に回動し、鉤４０と凸部３５の係合が解除され、アーム３３はバ
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ネ４３の力によって図で時計方向に回動し、エアー導入ヘッド３０が容器２０から離れる
。
【００３８】
この状態ではエアー導入ヘッド３０はアーム機構とともにピン３４を中心に回動するため
、エアー導入ヘッド３０と容器２０の間が大きく開き、エアー導入ヘッド３０のシール材
３２や、容器２０の周辺の掃除などのメンテナンスがしやすくなる。
【００３９】
また、このようにアーム機構を用いてエアー導入ヘッド３０を容器２０に対して着脱でき
るようにすれば、容器２０の着脱、及び容器２０へのエアー導入ヘッド３０の着脱を容易
に行なうことができるようになる。
【００４０】
図１に戻ってＣＣＤカメラ５について説明する。
サンプル、試薬にかかわらず、液相を用いることの多い分析装置の分野では、分析の際に
使用する溶液の量を減らす試みが行なわれている。これは、貴重なサンプルの無駄を省く
ためや高価な試薬の使用量を減らすためのみならず、溶液間の生化学的な反応においては
、溶液の量が少ないほど反応にかかる時間が短くてすむため、実験の処理効率をあげるた
めに有効な方法だからである。
【００４１】
微量溶液で反応を実行するためには、サンプル又は試薬を微量に分注する分注装置が必要
である。微量の液を分注するための方法として、実施例のピエゾ素子などの圧電素子を用
いた方法のほか、バルブの開閉による方法、溶液を局所的に加熱してできる気泡を用いる
方法など、様々なものが実用化されている。
【００４２】
微量な液体を目的の位置に分注する際には、圧電素子であれば素子への電圧の与え方、バ
ルブを用いるのであれば開閉時間など、種々のパラメータの微妙な制御が要求される。こ
れらのパラメータを最適化するため、また、数多くの位置に分注する際には分注時間も長
くなるため、分注する液滴の形状をモニタして分注機のおかれている環境の変化や圧電素
子の経時変化に対応するために、分注素子先端部に形成される液滴の画像を撮像装置で取
り込んでモニタすることが好ましい。ＣＣＤカメラ５はそのような撮像装置の一例である
。
【００４３】
分注状態をモニタするためのＣＣＤカメラ５を水平方向から角度をもたせて斜め上方に配
置するようにしたことにより、可動テーブル２と干渉することなく可動テーブル２の移動
範囲内に設置することができ、分注装置が小型になる。
分注素子先端部を挟んでＣＣＤカメラ５とは反対側の位置に光源を配置してもよく、その
場合、その光源はその発する光が対象物であるサンプルプレート５０の表面で反射し分注
素子先端部を経由してＣＣＤカメラ５に入射する方向に向けられる。このような光源を設
けることにより、分注素子先端部に形成されるサンプル又は試薬の滴をモニタする場合に
は、その滴の画像を透過光で撮像することができるようになり、より鮮明な画像を得て正
確なモニタを行なうことができるようになる。さらに、この光源を分注のタイミングと同
期させて点灯することにより、液滴を静止画像のように取り込むことができる。
【００４４】
ＣＣＤカメラ５は分注素子先端部の画像とともに分注素子の下方にあるサンプルプレート
表面の画像も撮像するように設定しておくこともできる。その場合には、分注素子先端部
のモニタとともに、サンプルプレート表面の状態もモニタできるようになり、より多くの
情報を得ることができる。例えば、目的とする位置に的確にサンプルや試薬が分注できて
いるかどうかを確認できるようになったり、また例えば、サンプルや試薬が分注される対
象物が膜の場合、分注前後の膜の状態を観察したり、反応中の膜状態の経時変化の観察を
したりすることも可能になる。
【００４５】



(8) JP 4385655 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

この分注装置の用途として、例えばＰＶＤＦ（polyvinylidene difluoride）膜のような
固相に試薬を分注するものがあげられる。ＰＶＤＦ膜には、クロマトグラフィーにより展
開したスポットが転写させられており、そのスポットを発色させるために、試薬が分注さ
れる。そのような固相として使用できるものとしては、ＰＶＤＦ膜の他に、ニトロセルロ
ースやナイロン（登録商標）なども用いることができる。
【００４６】
図４は図１の装置の機能をブロック図として示したものである。
６０はスキャナーなどの画像読取り装置６が読み取った画像を表示するモニター部である
。分注位置指定部６２はモニター部６０に表示されたメンブレンなどの対象物５０の画像
に基づいて対象物５０上の分注位置を指定するためのものである。分注制御部６４は分注
位置指定部６２が指定した対象物上の分注位置が分注素子１０の分注素子の下方にくるよ
うに対象物と分注素子との相対的位置決めを行ない、分注素子１０による分注動作を制御
するものである。分注素子１０がピエゾ素子を備えたものである場合には、分注制御部６
４は圧力制御部７により分注素子１０内の圧力を調整し、分注制御ユニット６６によりピ
エゾ素子への電圧印加を制御してピエゾ素子から液を吐出する。
【００４７】
分注位置情報作成部６８は、分注位置指定部６２が指定し分注動作がなされた対象物５０
上の分注位置に関する分注位置情報を作成するものである。分注位置情報作成部６８は作
成した分注位置情報を外部に出力することができる。
【００４８】
対象物５０には図２に示されるように対象物内の位置の基準となるリファレンスポイント
ｂを複数個設けておき、画像読取り装置６が対象物５０の画像とともにリファレンスポイ
ントｂの画像も読み取るようにする。これにより、分析位置情報作成部６８は分析位置指
定部６２が指定した対象物５０上の位置を複数のリファレンスポイントｂを基にして作成
するものとすることができ、対象物をいったん取り外し、再びテーブル２に取りつけた場
合にもスキャナー６で画像を取得すれば、リファレンスポイントｂを基に正確に位置決め
することができるようになる。また、対象物５０を分析装置などに移動させた場合にも、
そのリファレンスポイントｂを基にしてその分注位置情報から対象物５０内での分注位置
に正確に位置決めすることができるようになる。
【００４９】
対象物を支持するテーブル２はテーブル駆動機構６５により駆動されて平面内で移動し、
分注制御部６４により指示された所定の位置に位置決めされる。テーブル２上には、基準
となるベースポイントａを複数個設けておき、画像読取り装置６が対象物５０の画像とと
もにベースポイントａの画像も読み取るようにし、分析位置情報作成部６８は対象物５０
上の位置を複数のベースポイントａを基にして作成することもできるものとすることがで
きる。これにより、対象物５０内での分注位置情報をベースポイントａを基にして正確に
定めることができるようになる。
【００５０】
サンプル又は試薬を滴下する分注素子１０は着脱可能になっており、分注素子１０の分注
位置を校正するための校正部７２を備えている。校正部７２は、分注素子１０によりテー
ブル２上の所定の位置に分注を行なったときの画像読取り装置６による読取り画像に基づ
いて分注位置を検出し、同時に読み取ったテーブル上の基準となるベースポイントを基に
して分注位置の校正を行なう。校正のための分注は、例えば図２に示すテーブル２上の試
薬などを分注すると発色するようなメンブレン５３による３つの点で示すような、予め定
められた複数の位置で行なう。この校正は、分注素子を装着するたびに行なう。
【００５１】
【発明の効果】
本発明の分注装置は、画像読取り装置が読み取った画像をモニター部に表示し、そのモニ
ター部に表示された対象物の画像に基づいて対象物上の分注位置を指定することにより、
分注制御部が対象物と分注素子との相対的位置決めを行ない分注機構による分注動作を制
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、その指定された位置に試薬やサンプルが自動的に分注される。
【図面の簡単な説明】
【図１】一実施例を概略的に表わす斜視図である。
【図２】同実施例においてサンプルプレートなどが配置されたテーブルの上面を示す平面
図である。
【図３】同実施例における分注機構を示す断面図である。
【図４】同実施例を機能として示すブロック図である。
【符号の説明】
２　　　テーブル
４　　　プリントヘッド
５　　　ＣＣＤカメラ
６　　　画像読取り装置（スキャナー）
７　　　圧力制御部
１０，１０－１～１０－４　　　分注素子（ピエゾチップ）
１６　　　中空針
２０　　　分注液容器
２９　　　ネジ
３０　　　エアー導入ヘッド
３１　　　チップ保持部
３２　　　シール部材
３３　　　アーム
３６　　　ロック
５０　　　対象物（サンプルプレート）
５２　　　メンブレン
５４　　　テストプリント部
５６　　　メンテナンス部
６０　　　モニター部
６２　　　分注位置指定部
６４　　　分注制御部
６５　　　テーブル駆動機構
６６　　　分注制御ユニット
６８　　　分注位置情報作成部
ａ　　　ベースポイント
ｂ　　　リファレンスポイント
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