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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 生体高分子を固定させた反応場と、この反応場に連結され、反応場へ試料を供給する供
給流路と、前記反応場と連結し、反応場の少なくとも一部を通過した試料を回収する回収
流路と、を有する反応系を形成したブロックと、
　前記供給流路を介して前記反応場へ試料を供給し、前記反応場の少なくとも一部を通過
した試料を 前記回収流路から回収しながら、前記の固定された生体高分子の流動電位を
測定する手段と、
　アレイ状に配列し固定させた生体高分子の複数のフィルムまたはスポットと、
　前記の各フィルムまたはスポットごとに、これらのフィルムやスポットの供給流路側及
び回収流路側に配置した複数の一対の電極と、
　前記一対の電極の間に発生する流動電位を、前記の各フィルムまたはスポットごとに測
定する手段と、
を具えることを特徴とする生体高分子とリガンドとの相互作用を検出する装置。
【請求項２】
 請求項１に記載の 生体高分子とリガンドとの相互作用を検出する装置において、前記ブ
ロックを、平坦な表面を互いに接合させた第１及び第２の基板を以って構成し、前記反応
場、供給流路及び回収流路をこれらの基板の接合面に形成し、前記供給流路および回収流
路を外部へ連通させる供給用開口及び回収用開口を形成したことを特徴とする装置。
【請求項３】
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請求項２に記載の生体高分子とリガンドとの相互作用を検出する装置において、前記の供
給用開口及び回収用開口に配置された一対の圧力検出手段と、前記の測定された流動電位
及び圧力に基づき、ゼータ電位を求める演算手段と、を具える、ことを特徴とする装置。
【請求項４】
 請求項１～３のいずれか一項に記載の 生体高分子とリガンドとの相互作用を検出する装
置において、前記生体高分子が、エレクトロスプレイ・デポジション法により固定される
ことを特徴とする装置。
【請求項５】
請求項４に記載の生体高分子とリガンドとの相互作用を検出する装置において、前記電極
が、ＩＳＦＥＴである、ことを特徴とする装置。
【請求項６】
 生体高分子を固定させた反応場と、この反応場に連結され、反応場へ試料を供給する供
給流路と、前記反応場と連結し、反応場の少なくとも一部を通過した試料を回収する回収
流路と、を有する反応系を形成したブロックを用いて、前記反応場へ供給流路を介して試
料を供給し、反応場の少なくとも一部を通過した試料を前記回収流路から回収しながら、
前記の固定された生体高分子の流動電位を測定する流動電位測定ステップと、
　アレイ状に配列し固定させた生体高分子の複数のフィルムまたはスポットと、前記の各
フィルムまたはスポットごとに、これらのフィルムやスポットの供給流路側及び回収流路
側に配置した複数の一対の電極とを用いて、前記一対の電極の間に発生する流動電位を、
前記の各フィルムまたはスポットごとに測定するステップと、
を含むことを特徴とする生体高分子とリガンドとの相互作用を検出する方法。
【請求項７】
 請求項６に記載の生体高分子とリガンドとの相互作用を検出する方法において、前記ブ
ロックとして、平坦な表面を互いに接合させた第１及び第２の基板を以って構成され、前
記反応場、供給流路及び回収流路をこれらの基板の接合面に有し、前記供給流路および回
収流路を外部へ連通させる供給用開口及び回収用開口を有するものを用いて、前記の供給
用開口及び回収用開口においてそれぞれ圧力を検出するステップと、前記の測定された流
動電位及び圧力に基づき、ゼータ電位を求めるゼータ電位演算ステップと、を含むことを
特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、 生体高分子とリガンドとの相互作用を検出する装置、及びその方法に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】
生体内の反応の多くは、生体高分子特に蛋白質とその蛋白質と特異的に結合する化合物（
リガンドという）との結合により開始される。
ヒトの遺伝子配列が決定され、個々の遺伝子の機能つまりはその遺伝子の生産する蛋白質
の機能を解明することが求められている昨今、生体高分子とリガンドの結合を検出する技
術は益々重要となる。また、蛋白質とリガンドの結合は極めて特異性が高いため、臨床診
断分析や環境分析など多くの分野で分析技術としても活用されている。そのため従来から
、蛋白質とリガンドの結合を検出するための多くの技術が開発されてきた。
【０００３】
例えば、既知のリガンドを放射性同位元素・酵素や蛍光化合物で標識するラジオイムノア
ッセイ、酵素イムノアッセイ（ＥＩＡ／ＥＬＩＳＡ）や蛍光イムノアッセイ（ＦＩＡ）等
の標識イムノアッセイ法がよく知られている（例えば、ぶんせき,1999年, ページ839～84
3）。この技術は抗体と抗原の分離方法などによっていくつかのグループに分けられるが
、基本は種々の既知の抗原または抗体を放射性同位元素・酵素や蛍光化合物で標識し、目
的の抗原や抗体との結合を検出することである。最近では、特に酵素イムノアッセイ（Ｅ
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ＩＡ／ＥＬＩＳＡ）や蛍光イムノアッセイ（ＦＩＡ）は最もよく使われている。
【０００４】
近年表面プラズモン共鳴現象に基づく方法（ＳＰＲセンサ）が開発されている（ぶんせき
、1997年, ページ362～368 ）。この方法は、ガラス基板上に設けた金属薄膜の近傍での
濃度変化があれば、それが屈折率に反映し、反射光強度を減少させる入射角が変化する、
という現象に基づいている。実際には、結合を見ようとする化合物の一方をデキストラン
などを介して金薄膜に固定し、他の化合物を含む試料溶液を流し、入射角の変化を検出す
る。
また、生体高分子を弾性体としてとらえ、微小なフィルムを用いリガンドとの結合による
高次構造の変化に基づく張力の変化から結合を検出する、メカノケミカル法も開発されて
いる（Anal.Biochem. 201, ページ68～79, 1992年）。
【０００５】
一方、固相と溶相が直接接している界面において、溶液中の電解質の固体表面への吸着等
により界面において正負の電荷の分離つまり界面分極がおこり、界面電気二重層が生じる
。この界面電気二重層により生じる流動電位またはゼータ電位は、固体表面の状態を示す
ため、高分子膜・繊維・各種粒子など多くの分野で種々の目的に応用されている。この流
動電位またはゼータ電位は、生体高分子とリガンドとの結合によっても変化することが知
られている（Biosensors 2, ページ89～100, 1986年）。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
蛋白質とリガンドとの相互作用を検出するために、前述のように多くの方法が開発されて
いる。しかし、現在機能が不明な蛋白質を解明しそれらの結果を実際の種々の目的に応用
していくためには、一度に多数の蛋白質とそれらへのリガンドの結合を検出できる技術が
求められている。
この場合、機能未知の蛋白質は勿論、リガンドが分かっている蛋白質でも、その既知のリ
ガンドを酵素や蛍光化合物により標識する事を必要としない方法が望ましい。リガンドの
入手が容易でなかったり、標識化合物を結合させること自体が困難であったり、その標識
により活性が阻害される場合も多いからである。このような視点から上述の技術を見ると
種々の問題点がある。
【０００７】
酵素イムノアッセイ（ＥＩＡ／ＥＬＩＳＡ）や蛍光イムノアッセイ（ＦＩＡ）等の標識イ
ムノアッセイ法は、既知のリガンドや標識化合物が必要であるため、機能未知の蛋白質に
は適用できない。
ＳＰＲセンサは既知のリガンドや標識化合物を必要としないが、現時点では比較的大きな
分子間の結合検出が中心であり、低分子量は最適の条件でも数百ダルトンが限界といわれ
ている。これは、機能未知の蛋白質に適用する時には大きな限界となる。
メカノケミカル法は、ＳＰＲセンサと同様に既知のリガンドや標識化合物を必要とせず、
かつ低分子量化合物にも適用できる（蛋白質とＣａやＭｇとの結合の検出が可能という報
告がされて いる）という大きな利点を持つが、同時に多数の蛋白質とリガンドの結合を
検出するのに適用するためには、装置が非常に大規模かつ複雑になる可能性が大きい。
【０００８】
流動電位やゼータ電位を生体高分子とそれに結合する化合物の検出に応用する試みは１９
７０年代から行われてきた。Gladらは、IgGとProtein Aの結合が流動電位によって測定出
来る事を示している（Biosensors 2, ページ89～100, 1986年） 。西崎は、ヒト血清アル
ブミン（ＨＳＡ）と抗ＨＳＡ抗体の結合をゼータ電位の変化によって定量している（特開
平6-265551号公報） 。又、Kochらは、リゾチームを用いて、蛋白質の結合と流動電位と
の関係についての実験的・理論的考察を行っている（Biosensors & Bioelectronics 14, 
ページ413～421, 1999年） 。
【０００９】
このように、流動電位やゼータ電位は、既知のリガンドや標識化合物を必要とせず、かつ
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分子量に関係なく、生体高分子とリガンドの結合検出に適用できる方法として研究 され
てきた。しかし、この方法で問題になるのは、生体高分子の固定法である。Gladらは、生
体高分子を、多孔性物質を詰めたチューブに固定し、西崎はラテックス粒子に固定し、Ko
chらは溶融シリカを詰めたキャピラリーに固定している。従って、従来の固定方法では、
一度に多くの生体高分子とリガンドとの相互作用を検出する事はできない。
【００１０】
一方、生体高分子から微小なフィルムやスポットをエレクトロスプレイデポジション法に
より形成する技術が開示されている（Anal.Chem.,71, ページ1415～1420, 1999年及び An
al. Chem., 71, ページ3110～3117, 1999年） 。この方法により、例えば、多数の蛋白質
スポットからなる蛋白質マイクロチップを作製し、試料を流す時、流動電位（又は、ゼー
タ電位）を測定すれば、各スポット中の蛋白質と試料中の化合物の結合を検出する事がで
きる。
従って、本発明の目的は、既知のリガンドや標識化合物を必要としないで、高分子とそれ
に特異的に結合する化合物との結合を検出する装置及びその方法を提供する事である。ま
た本発明の別の目的は、既知のリガンドや標識化合物を必要としないで、一度に多数の生
体高分子とそれに特異的に結合する化合物との結合を検出する装置及びその方法を提供す
る事である。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明による生体高分子とリガンドとの相互作用を検出する装置は、
生体高分子を固定させた反応場と、この反応場に連結され、反応場へ試料を供給する供給
流路と、前記反応場と連結し、反応場の少なくとも一部を通過した試料を回収する回収流
路と、を有する反応系を形成したブロックと、
前記供給流路を介して前記反応場へ試料を供給し、前記反応場の少なくとも一部を通過し
た試料を 前記回収流路から回収しながら、前記の固定された生体高分子の流動電位を測
定する手段と、
を具えることを特徴とするものである。
【００１２】
また、本発明による 生体高分子とリガンドとの相互作用を検出する装置は、
前記ブロックを、平坦な表面を互いに接合させた第１及び第２の基板を以って構成し、前
記反応場、供給流路及び回収流路をこれらの基板の接合面に形成し、前記供給流路および
回収流路を外部へ連通させる供給用開口及び回収用開口を形成したことを特徴とするもの
である。
【００１３】
また、本発明による 生体高分子とリガンドとの相互作用を検出する装置は、
前記生体高分子が、エレクトロスプレイ・デポジション法により固定されることを特徴と
するものである。
【００１４】
また、本発明による 生体高分子とリガンドとの相互作用を検出する装置は、
前記の固定された生体高分子の供給流路側及び回収流路側に配置された微小な一対の電極
と、
この一対の電極間に発生する流動電位を測定する手段と、
を具えることを特徴とするものである。
【００１５】
また、本発明による 生体高分子とリガンドとの相互作用を検出する装置は、
前記電極が、ＩＳＦＥＴである、
ことを特徴とするものである。
【００１６】
また、本発明による 生体高分子とリガンドとの相互作用を検出する装置は、
アレイ状に配列し固定させた生体高分子の複数のフィルムまたはスポットと、
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前記の各フィルムまたはスポットごとに、こられのフィルムやスポットの供給流路側及び
回収流路側に配置した複数の一対の電極と、
前記一対の電極の間に発生する流動電位を、前記の各フィルムまたはスポットごとに測定
する手段と、
を具えることを特徴とするものである。
【００１７】
また、本発明による 生体高分子とリガンドとの相互作用を検出する装置は、
前記の供給用開口及び回収用開口に配置された一対の圧力検出手段と、
前記の測定された流動電位及び圧力に基づき、ゼータ電位を求める演算手段と、
を具える、
ことを特徴とするものである。
【００１８】
また、本発明による 生体高分子とリガンドとの相互作用を検出する方法は、
生体高分子を固定させた反応場と、この反応場に連結され、反応場へ試料を供給する供給
流路と、前記反応場と連結し、反応場の少なくとも一部を通過した試料を回収する回収流
路と、を有する反応系を形成したブロックを用いて、
前記反応場へ供給流路を介して試料を供給し、反応場の少なくとも一部を通過した試料を
前記回収流路から回収しながら、 前記の固定された生体高分子の流動電位を測定する流
動電位測定ステップ、
を含むことを特徴とするものである。
【００１９】
また、本発明による 生体高分子とリガンドとの相互作用を検出する方法は、
前記の供給用開口及び回収用開口においてそれぞれ圧力を検出するステップと、
前記の測定された流動電位及び圧力に基づき、ゼータ電位を求めるゼータ電位演算ステッ
プと、
を含むことを特徴とするものである。
【００２０】
なお、上述したように本発明は主に装置の形態として説明したが、本発明にはこれら装置
に対応するそれぞれの方法が含まれるのはもちろんである。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による 生体高分子とリガンドとの相互作用を検出する装置、及びその方法
の原理を詳細に説明する。
固相と溶相が直接接している界面において、溶液中の電解質の固体表面への吸着等により
界面において正負の電荷の分離つまり界面分極がおこり、界面電気二重層が生じる。界面
に電気二重層が存在するとき、各相を相対的に移動させると電場を誘起する。この現象は
界面動電現象と呼ばれるが内部に多くの毛細管を持つ多孔性膜や、毛細管や、二枚の平板
に若干の間隙を持たせたものと溶液の系において顕著である。固体と液体の接触面では、
両相が相対的に移動するときに固体面の薄い液相は固相面に固着して固相と共に動く。こ
の固定された液相と、運動する液相との境界面をすべり面という。すべり面と溶液内部と
の間の電位差をゼータ（ζ）電位または界面動電位という。多孔性膜、毛細管、二枚の平
板の間隙を通して任意の圧力差（ΔＰ）を加えて電解質溶液を流すと、膜の両界面間、毛
細管や二枚の平板の両端に電位差が現れ、この電位を流動電位という。
【００２２】
流動電位（ΔＥ）とゼータ電位（ζ）との間には次の関係がある。
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ここでΔＰは溶液を流す時の、膜の両界面間、毛細管や二枚の平板の両端間の圧力差、ε
は溶液の誘電率、ηは溶液の粘度、λは溶液の伝導度である。（１）式から明らかなよう
に、ε、η、λは溶液固有の値であり文献や別途測定により知ることができる。従ってΔ
Ｐを変えながらΔＥを測定するとζを求めることができる。ζは膜や毛細管や平板の表面
の特徴を表すパラメータと考えることができる。
【００２３】
一般的にΔＥの測定は、上述したように膜の両界面間、毛細管や二枚の平板の両端で行わ
れる。しかし膜内細孔や毛細管や二枚の平板において局所圧力差ΔＰｉとなる中間の二点
間で行うと、二点間における局所電位差ΔＥｉを得る事ができ、その間における見かけ上
の局所ゼータ電位ζｉを求めることができる。ここではε、η、λ等の条件を一定に保っ
ておけば求められた流動電位をゼータ電位の代わりに表面評価の尺度として用いることが
できる。従って膜内細孔や毛細管や二枚の平板の表面上にｎ個の異なった性質を持つ部分
（局所表面と呼ぶ）が存在する時、それぞれの局所表面の両端にｎ組の電極を配置しｎ組
の流動電位を求めることができる。この時ｎ組の局所表面における電極間に生じる局所圧
力差は全体の圧力差ΔＰと電極の位置の計測から得る事ができ、したがって見かけの局所
ゼータ電位を最終的に計算できる。
【００２４】
生体高分子とリガンドとの結合により、この流動電位及びゼータ電位は変化するため、こ
の変化を測定する事により、既知のリガンドや標識化合物を用いることなく生体高分子と
リガンドとの相互作用を検出することができる。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、添付する図面に基づき本発明をさらに詳細に説明する。
図１は、本発明による検出装置１０の基本構造を示す断面図である。この検出装置１０は
、第１の基板１１と第２の基板１４の平坦な表面を接合してその接合面に流路及び反応場
を形成させた反応系を有するブロックから構成される。第１の基板１１の表面上には、生
体高分子のスポット１２（フィルム）を固定化し、このスポット１２の上流側と下流側に
一対の電極１３を配置する。第２の基板１４には、接合することにより供給流路１５、回
収流路１６及び反応場１７を形成する凹部１８を設けてある。この凹部１８の両端部には
、流路と外部とを連通する供給用開口１９及び回収用開口２０が設けてあり、それぞれ流
入管及び排出管に連結してある。また、試料の液漏れを防止するため、接合面にはOリン
グを、基板の双方或いは片方にはＯリングを収納するリング状の溝を設けてある。
【００２６】
第１の基板１１の大きさは、約７５ｘ２５ｍｍ厚さ１ｍｍのアクリル製であり、流路構造
体として機能する第２の基板１４は同じく７５ｘ２５ｍｍ厚さ５ｍｍでアクリル製である
。図のように、第１の基板１１の高分子フィルムの前後（上流側と下流側）には、棒状の
プラチナ電極１３が２個固定されておりその直径は約０．２ｍｍであり基板面からおよそ
０．５ｍｍ突出している。流路は、長円形のＯ－リングにより密閉されており、その厚さ
は１ｍｍ幅は５ｍｍ長さが約３５ｍｍとなっている。液体は、流入管からペリスタティッ
クポンプなどによって注入される。生体高分子スポット１２はエレクトロスプレー法によ
り形成されており、グルタルアルデヒドによって架橋処理されている。
【００２７】
測定に際しては、流入管に加圧しながらリガンドを含有する試料溶液を注入して測定部位
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となる反応場へ試料を流した状態で、一対の電極１３間に発生する局所流動電位を測定す
る。このようにして測定した流動電位の値の変化、或いは生体高分子なしの基板を用いて
測定した基準電位との差に基づき、局所表面に存在する物質とリガンドとの間の結合を判
断する。
【００２８】
図１では、例示として１個の生体高分子フィルムと一対の電極を設けた単一の測定部を持
つ装置を挙げたが、この測定部をアレイ状にn 個設け（n 個のスポットと、一対の電極を
各スポットの前後にn 個設け）、一度に複数の種類の生体高分子とリガンドとの結合によ
る流動電位を測定するような装置を構成することも可能である。例えば、ｎの範囲は１≦
ｎ≦１００００とするのが好適である。例えば、変形例として 、以下のような条件で装
置を構成することもできる。
（１）第１の基板と第２の基板の接合面に形成する流路及び反応場の間隔を５０ｎｍ以上
１ｃｍ以下とする。
（２）各基板の面積は１ｍｍ２ 以上９００ｃｍ２ 以下とする。
（３）基板の材料は金属、無機、有機材料であるが導電性を有するものとする。
（４）電極としては白金、白金黒、銀／塩化銀を使用し線状の場合は直径０．０５ｍｍ以
上２ｍｍ以下、平板の場合は厚みが０．０５ｍｍ以上２ｍｍ以下、横幅が０．１ｍｍ以上
１ｃｍ以下とする。
（５）使用する電解質溶液は、ＮａＣｌ等の一価の電解質からなる水溶液、ＣａＣｌ２ 
等の二価の電解質からなる水溶液、その他多価の電解質からなる水溶液で、濃度は１０－

５ ｍｏｌ／Ｌから５ｍｏｌ／Ｌの間で使用する。
（６）流路の両端間に加わる圧力差ΔＰ は０．０１気圧から１気圧とする。
（７）微小フィルム又はスポットの大きさは１μｍ２ 以上１ｃｍ２ 以下とする。
（８）電極間距離は１μｍ以上１ｃｍ以下とする。
（９）電極間の電位差は１μＶから１０００ｍＶのオーダーで測定できる測定手段を用い
る。
（１０）個々の電位差測定部は、蛋白質やＤＮＡをエレクトロスプレイ法によりデポジッ
トした生体高分子の微小フィルムまたはスポットの前方または後方（供給流路側と回収流
路側）であって、生体高分子を固定していない部位にフィルムやスポットを挟んで前後す
るように配置した一対の電極からなり、試料を流しながらこれらの電極間の電位差を測定
する。このようにして測定された電位差と、生体高分子が固定されていない状態での電位
差や試料を流し始めたときからの電位差などとの差を用いて、生体高分子とリガンドとの
結合の検出する。
【００２９】
図２は、本発明による検出装置を構成する第１の基板２１の模式図である。第１の基板２
１の平坦な表面上には、生体高分子のスポット２２（フィルム）を固定化し、このスポッ
ト２２の上流側と下流側に一対の電極２３を配置する。
【００３０】
図３は、本発明による検出装置を構成する第２の基板３４の模式図である。第２の基板３
４には、接合することにより供給流路３５、回収流路３６及び反応場３７を形成する凹部
３８を設けてある。この凹部３８の両端部には、流路と外部とを連通する供給用開口３９
及び回収用開口４０が設けてある。また、試料の液漏れを防止するため、Oリング取付け
用溝４１を設けてある。
【００３１】
図４は、本発明による両面型検出装置５０の断面図である。この両面型検出装置５０は、
第１の基板５１と第２の基板５４の平坦な表面を接合してその接合面に流路及び反応場を
形成させた反応系を有するブロックから構成される。第１の基板５１の表面上には、生体
高分子のスポット５２A（フィルム）を固定化し、このスポット５２Aの上流側と下流側に
一対の電極５３Aを配置する。更に、第２の基板５４の表面上には、生体高分子のスポッ
ト５２B（フィルム）を固定化し、このスポット５２Bの上流側と下流側に一対の電極５３
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Bを配置する。このように、両面型では上述した片面型に加えて上側の基板にも生体高分
子スポット５２Bおよび一対の電極５３Bを設けてあり、より高感度に流動電位を検出する
ことが可能である。
【００３２】
図５は、ピン型電極を用いた基板の断面図である。この例では、基板６１の表面上に生体
高分子のスポット６２を固定化し、その上流側と下流側に基板６１を貫通して反応場に露
出するように一対のピン型電極６３を設けてある。
【００３３】
図６は、ランド型電極を用いた基板の断面図である。この例では、基板７１の表面上に生
体高分子のスポット７２を固定化し、その上流側と下流側に一対のランド型電極７３を設
けてある。このランド型電極７３には基板７１の下側から上面に貫通させて配線を結合す
る。
【００３４】
図７は、IS-FET（Ion Sensitive Field Effect Transistor）を用いた電極の模式図であ
る。この例では、基板８１の表面上に生体高分子のスポット８２を固定化し、その上流側
と下流側に一対のIS-FET型電極８３を設けてある。
【００３５】
図８は、IS-FET型電極を用いた基板の断面図である。図において、９１は基板、９２は酸
化膜、９３Aはドレイン、９３Bはソース、９４はゲート酸化膜、９５は保護膜、９６は電
極配線である。図のようにISFET型電極を用いれば、ゲート酸化膜上面の電位変化に非常
に敏感に反応するために流動電位をより高感度に検出することが可能となる。
【００３６】
図９は、多数の生体高分子スポットおよび電極を配置したアレイ型検出器の模式図である
。図９の上図において、１０１は流入口、１０２は分配回路、１０３は反応場即ち測定部
位、１０４は電極配線取り出しコネクター、１０５は回収回路、１０６は流出口である。
図９の下図は、反応場１０３の一部を拡大した図であり、図において１１１は微細流路、
１１２は生体高分子のスポット、１１３は電極、１１４は配線である。図のように、各々
のスポット１１２は、基本形とほぼ同等であるが、これらの電極配線は基盤裏面のパター
ンにより一カ所に引き出され、電気的に高速に検出が可能となっている。それぞれのスポ
ット１１２には微細流路１１１により試料（反応液）が均一かつ連続的に供給されるよう
になっている。本構成によれば、多数の異なる生体高分子スポットを基板状に形成するこ
とで異なる多種類の物質の検出が同時に可能となるシステムの構築も可能となる。
【００３７】
上述したようにプリント基板の形成技術等を応用することにより、ランド型などの異なる
構造にすることも可能である。また、アレイ状にする場合は裏面あるいは表面を用いて配
線を基盤外部に導くことも可能であるし、また電極直下部に増幅回路を設けることも可能
である。
【００３８】
次に、本発明による測定装置を用いて実際に生体高分子とリガンドとの結合を測定した。
５ｍｍ×５ｍｍの基板上にαラクトアルブミンをエレクトロスプレー法によりデポジット
し、これを用いてブロックを形成し装置を構成させた。この装置にＣａＣｌ２水溶液（Ｈ
ＥＰＥＳ　バッファー　ｐＨ７．５）を１ｍL/分で流した時に得られた電位差と水溶液濃
度との関係を図１０に示す。装置は、図１で示した基本形の装置を使用している。またラ
クトアルブミンをデポジットしていない基板上にも同様の条件でしＣａＣｌ２水溶液を流
しブランクテストを行ｔった。基板は、アクリルで、αラクトアルブミンをデポジットす
るエリアにはＰｔ－Ｐｄ合金をスパッタ蒸着によりコーティングしている。図のように、
明らかにスポットを形成した基板とスポットなしの基板との間に差が見られこの方法で流
動電位が測定でき、各種蛋白質やＤＮＡのキャラクタリゼーションができることを示して
いる。
【００３９】
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図１１は、生体高分子のスポットを固定化した基板における流動電位と、スポットなしの
基板のみの状態での流動電位との差を取ったグラフである。
【００４０】
実施態様で挙げた実施例は例示に過ぎず、本発明の範囲には、幾多の変形、変更例が含ま
れることに留意されたい。例えば、実施例では挙げていないが、流動電位測定用の電極の
他に、圧力計を上流側と下流側に設け、圧力差を求めることにより、さらにCPUなどの演
算装置を用いて、測定した流動電位からゼータ電位を演算し、これに基づき生体高分子と
リガンドとの結合を測定することは、当業者には容易である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　 本発明による検出装置１０の基本構造を示す断面図である。
【図２】　 本発明による検出装置を構成する第１の基板２１の模式図である。
【図３】　 本発明による検出装置を構成する第２の基板３４の模式図である。
【図４】　本発明による両面型検出装置５０の断面図である。
【図５】　ピン型電極を用いた基板の断面図である。
【図６】　ランド型電極を用いた基板の断面図である。
【図７】　IS-FET（Ion Sensitive Field Effect Transistor）を用いた電極の模式図で
ある。
【図８】　IS-FET型電極を用いた基板の断面図である。
【図９】　多数の生体高分子スポットおよび電極を配置したアレイ型検出器の模式図であ
る。
【図１０】　ＣａＣｌ２水溶液（ＨＥＰＥＳ　バッファー　ｐＨ７．５）を１ｍL/分で流
した時に得られた電位差と水溶液濃度との関係を示すグラフである。
【図１１】　生体高分子のスポットを固定化した基板における流動電位と、スポットなし
の基板のみの状態での流動電位との差を取ったグラフである。
【符号の説明】
１０　検出装置
１１　第１の基板
１２　スポット（フィルム）
１３　電極
１４　第２の基板
１５　供給流路
１６　回収流路
１７　反応場
１８　凹部
１９　供給用開口
２０　回収用開口
２１　第１の基板
２２　スポット（フィルム）
２３　電極
３４　第２の基板
３５　供給流路
３６　回収流路
３７　反応場
３８　凹部
３９　供給用開口
４０　回収用開口
４１　Oリング取付け用溝
５０　両面型検出装置
５１　第１の基板５１
５２Ａ、５２Ｂ　スポット（フィルム）
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５３Ａ、５３Ｂ　電極
５４　第２の基板
６１　基板
６２　スポット
６３　ピン型電極
７１　基板
７２　スポット
７３　ランド型電極
８１　基板
８２　スポット
８３　IS-FET型電極
９１　基板
９２　酸化膜
９３A　ドレイン
９３B　ソース
９４ゲート酸化膜
９５　保護膜
９６　電極配線
１０１　流入口
１０２　分配回路
１０３　反応場（測定部位）
１０４　電極配線取り出しコネクター
１０５　回収回路
１０６　流出口
１１１　微細流路
１１２　スポット
１１３　電極
１１４　配線
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