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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一連の電磁線パルスを生じるように適合された線源と、
　物質により生じたエネルギーを電気シグナルへ変換可能な焦電または圧電素子および電
極を有した変換器であって、該変換器の近くに少なくとも１種の試薬が存在し、被検体ま
たは被検体の複合体もしくは誘導体と結合可能な結合部位を該試薬が有している変換器と
、
　被検体が溶解または懸濁された液体を変換器と接触させて入れるためのウェルと、
　変換器により生じた電気シグナルを検出可能な検出器とを備えてなり、
　該検出器が、線源からの電磁線の各パルスと電気シグナルの発生との時間遅れを測定す
るように適合されており、時間遅れが１５０ミリ秒以下である、電磁線の照射で被検体ま
たは被検体の複合体もしくは誘導体の非放射性崩壊により生じたエネルギーを検出するた
めの装置。
【請求項２】
　試薬が抗体であり、被検体が抗原である、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　被検体の複合体または誘導体が、標識抗体との複合体である、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　被検体が標識抗原であり、検出器で検出される電気シグナルがサンプル中未標識抗原の
存在に反比例する、請求項２に記載の装置。
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【請求項５】
　標識抗体または抗原が、色素分子、金粒子、着色ポリマー粒子、蛍光分子、酵素、赤血
球、ヘモグロビン分子、磁気粒子および炭素粒子から選択される標識で標識されている、
請求項３または４に記載の装置。
【請求項６】
　試薬が第一核酸であり、被検体が第二核酸であり、第一および第二核酸が相補的である
、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　試薬がアビジンまたはその誘導体を含有し、被検体がビオチンまたはその誘導体を含有
しているか、またはその逆である、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　時間遅れが少なくとも５ミリ秒、好ましくは少なくとも１０ミリ秒である、請求項１～
７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　電磁線が光、好ましくは可視光である、請求項１～８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　試薬が変換器に吸着されている、請求項１～９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１１】
　１種以上の追加試薬を貯蔵するためのチャンバーを更に含んでなる、請求項１～１０の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　追加試薬が、後で形成される被検体の複合体または誘導体を産生するための標識抗体で
ある、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　電磁線の各パルスの周波数が少なくとも２Ｈｚである、請求項１～１２のいずれか一項
に記載の装置。
【請求項１４】
　エネルギーの変化を電気シグナルへ変換可能な焦電または圧電素子および電極を有した
変換器へサンプルを曝し、変換器がその近くに少なくとも１種の試薬を有し、被検体また
は被検体の複合体もしくは誘導体と結合可能な結合部位を試薬が有し、被検体または被検
体の複合体もしくは誘導体が線源で生じた電磁線を吸収して、非放射性崩壊によるエネル
ギーを発生可能なものであって、
　一連の電磁線パルスで試薬を照射し、
　生じたエネルギーを電気シグナルへ変換し、
　電気シグナルおよび線源からの電磁線の各パルスと電気シグナルの発生との時間遅れを
検出する工程を含んでなり、
　電磁線の各パルスと電気シグナルの発生との時間遅れが、変換器の表面から異なる距離
で１箇所以上に存在する被検体の位置に対応しており、時間遅れが１５０ミリ秒以下であ
る、液体サンプル中に溶解または懸濁された被検体を検出するための方法。
【請求項１５】
　試薬が抗体であり、被検体が抗原である、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　被検体の複合体または誘導体が、標識抗体との複合体である、請求項１５に記載の方法
。
【請求項１７】
　被検体が標識抗原であり、検出器で検出される電気シグナルがサンプル中の未標識抗原
の存在に反比例する、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　標識抗体または抗原が、色素分子、金粒子、着色ポリマー粒子、蛍光分子、酵素、赤血
球、ヘモグロビン分子、磁気粒子および炭素粒子から選択される標識で標識されている、
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請求項１６または１７に記載の方法。
【請求項１９】
　試薬が第一核酸であり、被検体が第二核酸であり、第一および第二核酸が相補的である
、請求項１４に記載の方法。
【請求項２０】
　試薬がアビジンまたはその誘導体を含有し、被検体がビオチンまたはその誘導体を含有
しているか、またはその逆である、請求項１４に記載の方法。
【請求項２１】
　サンプルを変換器へ曝す工程と試薬を照射する工程との間、前記方法が、変換器からサ
ンプルを除去することなく行われる、請求項１４～２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　電磁線の各パルスの周波数が少なくとも２Ｈｚである、請求項１４～２１のいずれか一
項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　本発明は、化学感知装置、特に変換器を用いた化学感知装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　溶液中における被検体、例えばバイオアッセイで生物学的に重要な化合物のモニタリン
グは、広い用途を有している。したがって、様々な分析および診断装置が利用されている
。多くの装置は、検出すべき種の存在下で、目に見える変色を生じる試薬を用いている。
試薬は多くの場合で試験片に付着され、変色の測定に役立つ光学機器が用意されることも
ある。
【０００３】
　ＷＯ９０／１３０１７は、細片形をした焦電または他の熱電気変換素子について開示し
ている。薄膜電極が用意され、１種以上の試薬が変換器の表面上に付着されている。検出
すべき種と試薬が接触するようになると、それは選択的比色変化を生じる。次いで、装置
が典型的には検出器へ挿入され、そこで変換器がＬＥＤ光源で通常下から照射され、試薬
による光吸収が変換器表面で微小発熱として検出される。変換器からの電気シグナル出力
が、検出すべき種の濃度を算出するように処理される。
【０００４】
　ＷＯ９０／１３０１７の系は、試薬との反応または結合で、試薬に変色を生じさせる種
の分析を行う。例えば、試薬には、ｐＨおよび重金属指示色素、パラセタモールアッセイ
でアミノフェノールを検出するための試薬（例えば、銅アンモニア溶液中ｏ‐クレゾール
）、および酵素結合イムノソルベントアッセイ（ＥＬＩＳＡ）でオキシドレダクターゼ酵
素を検出するためのテトラゾリウム色素がある。しかしながら、この系はある用途には有
用であるが、変換器の表面に置かれているのは試薬であるため、これは分析すべき種が試
薬で変色を生じる分析のみに適していると考えられてきた。したがって、この系は、試薬
で変色を生じない種の分析、または変色が変換器の表面上で生じない場合には適用しえな
いのである。バイオアッセイの分野では、このことが該系の用途を限定している。
【発明の具体的説明】
【０００５】
　したがって、本発明は、一連の電磁線パルスを生じるように適合された線源と、物質に
より生じたエネルギーを電気シグナルへ変換可能な焦電または圧電素子および電極を有し
た変換器と、変換器により生じた電気シグナルを検出可能な検出器とを備えてなり、該検
出器が線源からの電磁線の各パルスと電気シグナルの発生との時間遅れを測定するように
適合されている、電磁線の照射で物質の非放射性崩壊により生じたエネルギーを検出する
ための装置を提供する。
【０００６】
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　本発明は、ここでは“光”と称されている電磁線の照射で物質の非放射性崩壊により生
じるエネルギー、典型的には熱が、該物質が変換器と接触していない場合でも、変換器に
より検出されうること、更には、電磁線の照射と変換器により生じる電気シグナルとの時
間遅れが、膜の表面からの該物質の距離の関数であること、という本発明者による発見に
基づいている。この発見は、アッセイおよびモニタリングの分野で広い用途を有している
。
【０００７】
　本発明は、一連の電磁線パルスで物質を照射してエネルギーを生じさせ、エネルギーの
変化を電気シグナルへ変換可能な焦電または圧電素子および電極を有した変換器を用いて
、エネルギーの変化を電気シグナルへ変換させ、変換器により生じた電気シグナルを検出
し、線源からの電磁線の各パルスと電気シグナルの発生との時間遅れを測定する工程を含
んでなる、電磁線の照射で物質の非放射性崩壊により生じたエネルギーを検出するための
方法も提供する。
【０００８】
　図１は、電磁線での物質２の照射に際する物質２の発熱に依存した、本発明による化学
感知装置１を示している。図１は、物質２の存在下で化学感知装置１を示している。装置
１は、電極コーティング４、５を有した焦電または圧電変換器３を含んでなる。変換器３
は、好ましくは分極ポリフッ化ビニリデン膜である。電極コーティング４、５は、好まし
くは、約３５ｎｍの厚さを有した酸化インジウムスズから形成されるが、導電率が低くな
りすぎる１ｎｍの下限から、光透過性が低くなりすぎる１００ｎｍの上限まで（それは９
５％Ｔ未満にはすべきでない）、ほぼいかなる厚さでも可能である。物質２はいずれか適
切な技術を用いて圧電変換器３の近くに置かれ、ここでは上部電極コーティング４に付着
して示されている。物質はいかなる適切な形でもよく、複数の物質が置ける。好ましくは
、物質２は上部電極に吸着され、例えばイオン結合、水素結合またはファンデルワールス
力のような分子間力でカップリングまたは結合されている。本発明の重要な特質は、光、
好ましくは可視光のような電磁線源６で照射されたときに、物質２が発熱することである
。光源は、例えばＬＥＤである。光源６は適切な波長の光（例えば、補色）で物質２を照
射する。理論に拘束されるつもりはないが、物質２が光を吸収して励起状態となり、次い
で非放射性崩壊を生じて、図１の曲線で示されたエネルギーを発生する、と考えられてい
る。このエネルギーは主に熱（即ち、環境中で熱運動）の形をとるが、他の形のエネルギ
ー、例えば衝撃波も発生させてよい。しかしながら、エネルギーは変換器で検出され、電
気シグナルへ変換される。本発明の装置は測定すべき具体的物質に合わせて変更されるた
め、非放射性崩壊で生じたエネルギーの正確な形は定める必要がないのである。別記され
ない限り、“熱”という用語は非放射性崩壊で生じたエネルギーを意味するためにここで
は用いられている。光源６は、物質２を照射するように設置される。好ましくは、光源６
は変換器３および電極４、５の下に置かれ、物質２は変換器３および電極４、５を通して
照射される。光源は変換器内の内部光源でもよく、その場合に光源は誘導波系である。導
波管が変換器自体でもよく、または導波管は変換器へ付着された別の層でもよい。
【０００９】
　物質２で生じたエネルギーは変換器３で検出され、電気シグナルに変換される。電気シ
グナルは検出器７で検出される。光源６および検出器７は双方とも制御器８の制御下に置
かれている。光源６は、“断続光”と称される一連の光パルス（特定波長に言及されてい
ない限り、ここで用いられている“光”という用語は、あらゆる形の電磁線を意味する）
を発生する。原則上、変換器３からシグナルを発生させるには、１フラッシュの光、即ち
１パルスの電磁線で十分である。しかしながら、再現性あるシグナルを得るためには、複
数回の光フラッシュが用いられ、実際上それには断続光を要する。電磁線のパルスが適用
される周波数は様々である。下限として、各パルス間の時間遅れは、各パルスと測定すべ
き電気シグナルの発生との時間遅れにとり十分でなければならない。上限として、各パル
ス間の時間遅れは、データの記録に要する時間が過度に延びるほど大きくてはならない。
好ましくは、パルスの周波数は２～５０Ｈｚ、更に好ましくは５～１５Ｈｚ、最も好まし
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くは１０Ｈｚである。これは、パルス間で各々２０～５００ｍｓ、６６～２００ｍｓおよ
び１００ｍｓの時間遅れに相当する。加えて、いわゆる“マーク‐スペース”(mark-spac
e)比、即ちオン・シグナル対オフ・シグナルの比率は好ましくは１であるが、他の比率で
も有害作用なしに用いうる。異なる断続周波数または異なるマーク‐スペース比で断続光
を発生する電磁線源は、当業界で公知である。検出器７は、光源６からの各光パルス間の
時間遅れ（または“相関遅れ”）と、変換器３から出て検出器７で検出された対応電気シ
グナルとを測定する。本発明者は、この時間遅れが距離ｄの関数であることを発見した。
【００１０】
　各光パルス間の時間遅れと、再現性ある結果をもたらす対応電気シグナルとを測定する
上で、いかなる方法も用いうる。好ましくは、各光パルスの開始から、熱の吸収に対応し
た電気シグナルの最大が検出器７により検出される時点まで、時間遅れが測定される。
【００１１】
　熱が周辺の媒体へ分散され、そのため変換器３で検出されないか、または少なくとも有
意のシグナルが変換器で受け取られない、と専門家は予想していたため、物質２が変換器
表面から離されていても、シグナルがなお検出されうる、という発見は意外である。変換
器３へエネルギーを伝えうる中間媒体を介してシグナルが検出されるのみならず、異なる
距離ｄが区別され（これは“デプスプロファイリング”(depth profiling)と称されてい
る）、受け取るシグナルの強度が変換器３の表面から一定の距離ｄのとき物質２の濃度と
比例していることを、本発明者は意外にも発見したのである。更に、媒体自体の性質が時
間遅れと所定時間遅れのときのシグナルの大きさとに影響を与えることを、本発明者は発
見した。これらの発見は、変換器を用いた化学感知装置に、様々な新用途をもたらすこと
になる。
【００１２】
　一態様において、本発明は、物質が被検体または被検体の複合体もしくは誘導体であり
、装置がサンプル中の被検体を検出するために用いられ、更に装置が変換器の近くに少な
くとも１種の試薬を含んでなり、被検体または被検体の複合体もしくは誘導体と結合可能
な結合部位を試薬が有し、被検体または被検体の複合体もしくは誘導体が線源で生じた電
磁線を吸収して熱を発生でき、使用時に、発生した熱が変換器で電気シグナルへ変換され
て、検出器で検出され、電磁線の各パルスと電気シグナルの発生との時間遅れが、変換器
の表面から異なる距離で１箇所以上に存在する被検体の位置に対応している、上記のよう
な装置を提供する。本発明は、熱の変化を電気シグナルへ変換可能な焦電または圧電素子
および電極を有した変換器へサンプルを曝し、変換器がその近くに少なくとも１種の試薬
を有し、被検体または被検体の複合体もしくは誘導体と結合可能な結合部位を試薬が有し
、被検体または被検体の複合体もしくは誘導体が線源で生じた電磁線を吸収して熱を発生
可能なものであって；一連の電磁線パルスで試薬を照射し、生じた熱を電気シグナルへ変
換し；電気シグナルおよび線源からの電磁線の各パルスと電気シグナルの発生との時間遅
れを検出する工程を含んでなり、電磁線の各パルスと電気シグナルの発生との時間遅れが
、変換器の表面から異なる距離で１箇所以上に存在する被検体の位置に対応している、サ
ンプル中の被検体を検出するための方法も提供する。このような装置および方法は、例え
ば、イムノアッセイおよび核酸ベースアッセイで用途を有している。イムノアッセイの好
ましい例では、試薬が抗体、被検体が抗原である。
【００１３】
　典型的イムノアッセイでは、対象の抗原に特異的な抗体がポリ塩化ビニルまたはポリス
チレンのシートのようなポリマー担体へ付着される。１滴の細胞抽出物または血清もしく
は尿のサンプルが該シートへ置かれ、それが抗体‐抗原複合体の形成後に洗浄される。次
いで、抗原上の異なる部位に特異的な抗体が加えられ、シートが再び洗浄される。この第
二抗体は、高感度で検出されるように、標識を有している。シートと結合している第二抗
体の量は、サンプル中における抗原の量と比例している。このアッセイおよびこのタイプ
のアッセイで他の別法は周知である；例えば、”The Immunoassay Handbook,2nd Ed.”,D
avid Wild,Ed.,Nature Publishing Group,2001参照。本発明の装置はこれらアッセイのい
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ずれでも用いうる。
【００１４】
　例として、図２は本発明の装置を用いた典型的な捕捉抗体アッセイを示している。装置
は、変換器３と、被検体１１を溶解または懸濁させた液体１０を入れるためのウェル９と
を含んでいる。変換器３は、相当数の試薬、即ち抗体１２をそこに付着させている。抗体
１２は図２で膜に付着して示されており、この付着は該表面への共有結合によるか、また
は非共有結合吸着、例えば水素結合による。抗体は変換器へ付着して示されているが、変
換器３の近くに抗体１２を保持させるいかなる技術も適用可能な。例えば、シリコーンポ
リマー層のような追加層が抗体１２と変換器３とを分離したり、または抗体が不活性粒子
へ付着されてから、該不活性粒子が変換器３へ付着される。一方、抗体１２は、変換器３
の表面に被覆されたゲル層内に捕捉させてもよい。
【００１５】
　使用時、抗原１１を含有した液体１０（または何らかの流体）でウェルが満たされる。
次いで、抗原１１が抗体１２と結合する。追加標識抗体１３が液体に加えられ、いわゆる
“サンドイッチ”複合体が結合抗体１２、抗原１１および標識抗体１３間で形成される。
結合抗原１１のすべてがサンドイッチ複合体を形成するように、過剰の標識抗体１３が加
えられる。そのため、サンプルは結合標識抗原１３ａおよび溶液中遊離状態の未結合標識
抗原１３ｂを含有している。
【００１６】
　サンドイッチ複合体の形成に際してまたはその後で、一連の電磁線パルス、例えば光を
用いてサンプルが照射される。各パルスと変換器３による電気シグナルの発生との時間遅
れが、検出器により検出される。結合標識抗原１３ａで発生した熱のみを測定するために
適した時間遅れが選択される。時間遅れは変換器３からの標識の距離の関数であるため、
結合標識抗体１３ａは未結合標識抗原１３ｂと区別される。これは、洗浄ステップの必要
性を解消しているという点で、従来のサンドイッチイムノアッセイにはない大きな利点を
呈している。従来のサンドイッチイムノアッセイでは、未結合標識抗原は結合標識抗原で
生じたシグナルを妨げることから、測定が行われる前に、未結合標識抗体が結合標識抗体
から分離されねばならない。しかしながら、本発明の“デプスプロファイリング”によれ
ば、結合および未結合標識抗原は区別されうるのである。実際に、変換器近くの物質とバ
ルク溶液中の物質とを区別可能な能力が本発明の特別な利点である。
【００１７】
　標識抗体は、好ましくは色素分子、金粒子、着色ポリマー粒子（例えば、着色ラテック
ス粒子）、蛍光分子、酵素、赤血球、ヘモグロビン分子、磁気粒子および炭素粒子から選
択される標識で標識される。しかしながら、電磁線と相互作用して熱を発生可能ないかな
る標識も、許容可能な。磁気粒子の場合、電磁線は高周波線である。上記すべての他の標
識では光を用いる。金粒子の場合、銀イオンおよび還元剤の溶液を用いて標識が増強され
る。金は銀金属への銀イオンの還元を触媒／促進し、光を吸収するのは銀金属である。こ
れらすべての標識が慣用的なものである。
【００１８】
　標識抗体、または実際には１種以上の追加試薬は、好ましくは本発明の装置へ組み込ま
れたチャンバー内で貯蔵される。
【００１９】
　抗体は典型的にはタンパク質、例えばタンパク質ベースホルモンであるが、それより小
さな分子、例えば薬物も検出されうる。抗原は大きな粒子、例えばウイルス、細菌、細胞
（例えば、赤血球）またはプリオンの一部でもよい。
【００２０】
　既知イムノアッセイの別な例として、本発明は、検出器で検出される電気シグナルがサ
ンプル中未標識抗原の存在に反比例する、競合アッセイにも適用しうる。この場合、対象
となるのはサンプル中未標識抗原の量である。
【００２１】
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　競合イムノアッセイでは、抗体が図２で示されたように変換器へ付着される。次いで、
抗原を含有したサンプルが加えられる。しかしながら、標識抗体を加えるのではなく、既
知量の標識抗原が溶液へ加えられる。その際に、標識および未標識抗原は変換器３へ付着
された抗体と結合する上で競合する。結合標識抗原の濃度は結合未標識抗原の濃度と反比
例し、標識抗原の量は既知であるため、初期溶液中における未標識抗原の量が計算される
。抗体に関して示されたものと同一の標識が、抗原でも用いうる。
【００２２】
　本発明の一態様において、検出される被検体は全血のサンプル中に存在してもよい。従
来の多くのアッセイでは、溶液または懸濁液中で血液の他成分、例えば赤血球の存在は、
対象となる特定被検体の検出を妨げている。しかしながら、本発明の装置では、変換器３
から既知の距離にあるシグナルのみが測定されることから、溶液または懸濁液中で遊離し
ている血液の他成分は検出を妨げない。別の分離ステップが不要であるため、これは血液
サンプルの分析を簡素化する。血液サンプル中の被検体レベルを測定する装置は、好まし
くは、手持ち式ポータブルリーダーと、圧電膜を含有した使い捨て装置を含んでなる。血
液の少量サンプル（約１０μＬ）が採取され、使い捨て装置内のチャンバーへ入れられる
。チャンバーの片側は、対象の被検体と結合可能な抗体で被覆された圧電膜から作製され
ている。例えば上記のような標識抗体または既知濃度の標識抗原を含有した、追加の溶液
も追加してよい。反応が進行すると、測定プロセスを始動させる使い捨て装置がリーダー
へ挿入される。次いで、アッセイの結果がリーダーのディスプレーに示される。次いで、
圧電膜を含有した使い捨て装置が取り外されて、廃棄される。
【００２３】
　可能性のあるバックグラウンド障害源は、焦電または圧電変換器の表面上における懸濁
粒子の沈降である。例えば、銀粒子の生成により、一部装置でこれが生じうる。この障害
源は、バルク溶液の上、例えば反応室の上側表面に変換器を置くことで避けられる。その
ため、何らかの沈降が生じても、それが変換器を妨害することはない。一方、粒子は媒体
より低密度にしてもよく、こうすると変換器の表面上での沈降よりもむしろバルク溶液の
表面に浮き上がる。これと他の変更も、本発明の範囲内に含まれる。
【００２４】
　他の態様において、本発明の装置はラテラルフロー分析に付される。これは、妊娠試験
でヒト絨毛性ゴナドトロピン（ＨＣＧ）の検出に特別な用途を有している。
【００２５】
　図３は、本発明による簡素化ラテラルフロー装置１４を示している。該装置は、ＨＣＧ
と結合可能な未結合および結合抗体（即ち、濾紙または他の吸収体１５と未結合および結
合）を各々含有した第一および第二ゾーン１８および１９と一緒に、サンプルレシーバー
１６および芯１７を含む濾紙または他の吸収体１５を有している。該装置は、第二ゾーン
１９の近くに圧電膜も含有している。尿または血清のサンプルがサンプルレシーバー１６
に加えられ、次いで吸収体１５に沿い芯１７へ移動する。第一ゾーン１８はＨＣＧに対す
る標識抗体を含有しており、サンプルが第一ゾーン１８を通過するとき、ＨＣＧがサンプ
ルに存在しているならば、ＨＣＧに対する標識抗体がサンプルにより拾い上げられる。サ
ンプルが第一ゾーン１８から第二ゾーン１９へ移動すると、抗原と抗体が複合体を形成す
る。第二ゾーン１９では、抗原‐抗体複合体と結合可能な第二抗体が吸収体１５または圧
電膜２０に付着されている。妊娠テスターのような従来のラテラルフロー分析では、陽性
結果は第二ゾーン１９で変色を呈する。しかしながら、従来のラテラルフロー分析は透明
サンプルに限定され、本質的に陽性または陰性、即ちイエス／ノー結果のみに適している
。しかしながら、本発明の装置では圧電膜２０を用いている。膜から既定距離にあるサン
プルのみが測定されるため、バルクサンプル中の汚染物は読取りに影響を与えない。更に
、圧電膜の感度は結果を定量的に表わす。結果の定量化はラテラルフロー分析により広い
用途をもたらし、抗原量の違いも区別可能なことから誤結果の回数を減らせる。
【００２６】
　本発明の装置は、溶液中で１種の被検体のみを検出することに限定されない。装置は“
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デプスプロファイリング”を行えることから、検出すべき各被検体と選択的に結合する試
薬を用いることにより、各種被検体が検出され、その場合に試薬は変換器３の表面から異
なる距離にある。例えば、２種の試薬を用いると２種の被検体が検出され、第一の試薬は
膜から第一の距離に位置し、第二の試薬は膜から第二の距離に位置している。電磁線の各
パルスと電気シグナルの発生との間の時間遅れは、第一および第二試薬と結合する２種の
被検体で異なる。
【００２７】
　異なる深さにするのみならず、変換器の異なる部分で、異なるタイプの試薬、例えば異
なる抗体を用いることにより、多数の試験が行える。一方、または加えて、異なる波長の
電磁線に応答する試薬／被検体を用いても、多数の試験が行える。
【００２８】
　熱を発生する物質は膜の表面上でもよいが、しかしながら、好ましくは、物質は膜の表
面から少なくとも５ｎｍ離れ、好ましくは、物質は膜の表面から５００μｍ以下で離れて
いる。しかしながら、適切な時間遅れを選択することにより、バルク溶液中の物質も測定
しうる。
【００２９】
　抗体‐抗原反応の代わりに、試薬および被検体は第一および第二核酸でもよく、第一お
よび第二核酸は相補的であるか、あるいは試薬がアビジンまたはその誘導体を含有し、被
検体がビオチンまたはその誘導体を含有しているか、またはその逆でもよい。系は生物学
的アッセイに限定されず、例えば水中で重金属の検出に適用してもよい。系は液体に限定
する必要もなく、あらゆる流体系、例えば空気中で酵素、細胞およびウイルスなどの検出
に用いてもよい。
【００３０】
　前記のように、変換器で電気シグナルの発生に際する電磁線の各パルス間の時間遅れが
、膜からの物質の距離に比例することを、本発明者は発見した。更に、時間遅れが媒体自
体の性質に依存することも本発明者は発見した。当初、液体媒体がシグナルを全く鈍化さ
せないことは意外であった。しかしながら、媒体の性質における変化が、時間遅れ（即ち
、最大シグナルに達するまで）、シグナルの大きさおよびシグナルの波形（即ち、経時的
な応答の違い）を変えうることを、本発明者は発見したのである。
【００３１】
　媒体の性質におけるこれら変化は、中でも、媒体の厚さ、媒体の弾性、媒体の硬度、媒
体の密度、媒体の変形性、媒体の熱容量または音／衝撃波が媒体を伝わる速度の違いのせ
いである。
【００３２】
　媒体の性質に応じた時間遅れの違い自体が、有用な用途をもたらしうる。例えば、本発
明の装置は、重合または解重合反応のような化学反応の進行を調べるために用いられる。
本発明の装置は、上記のように、更に変換器の近くに少なくとも１種の物質を含んでなり
、該物質は線源で生じた電磁線を吸収して熱を発生できるものであり、使用時に、発生し
た熱は変換器で電気シグナルへ変換されて、検出器で検出され、電磁線の各パルスと電気
シグナルの発生との時間遅れ、および／または一定時間遅れ、好ましくは非ゼロ時間遅れ
におけるシグナルの大きさは、反応の進行につれて変化する。
【００３３】
　本発明は、熱の変化を電気シグナルへ変換可能な焦電または圧電素子および電極を有し
た変換器へ反応媒体中の反応体を曝し、変換器が該変換器の近くに少なくとも１種の物質
を有し、該物質が線源で生じた電磁線を吸収して熱を発生可能なものであって、一連の電
磁線パルスで該物質を照射し、生じた熱を電気シグナルへ変換し、電気シグナルおよび線
源からの電磁線の各パルスと電気シグナルの発生との時間遅れを検出する工程を含んでな
り、電磁線の各パルスと電気シグナルの発生との時間遅れ、および／または一定時間遅れ
におけるシグナルの大きさが、反応の進行につれて変化することからなる、反応の進行を
モニターするための方法も提供する。
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【実施例】
【００３４】
　酸化インジウムスズで被覆された分極ポリフッ化ビニリデンバイモルフを、下記例で感
知装置として用いた。
【００３５】
　例１～４および比較例１～３では、感知装置をポリスチレン溶液で浸漬被覆し、酸化イ
ンジウムスズの上にポリスチレン層を形成した。内径５ｍｍおよび高さ５ｍｍの円形ポリ
スチレン“ワッシャー”を（感圧接着剤を用いて）ポリスチレン表面へ付着させ、感知装
置の表面上に液体を有効に留められる反応ウェルを形成した。該ウェルは総容量１００μ
Ｌ以内の液体を入れられる。反応ウェルの壁でタンパク質分子の非特異的結合を妨げるた
めに、ポリスチレンワッシャーを牛血清アルブミン（ＢＳＡ）およびＴｗｅｅｎ（ＲＴＭ
）２０（ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート）の溶液で処理した。
【００３６】
例１
　図４は（ａ）圧電膜に付着した標識抗体および（ｂ）溶液中の標識抗体の存在を検出す
る、２回の原理検証実験の結果を示している。２回の実験をポリスチレン被覆圧電膜の表
面上に存在する反応ウェルで行った。第一実験（ａ）では、リン酸緩衝液（ｐＨ７．２、
１００ｍＭ）中金標識抗西洋ワサビペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）溶液（５μｇ／ｍＬ、全
２５０ｎｇ）５０μＬを反応ウェルへ加えて、１時間インキュベートし、次いですすぎ、
乾燥させた。第二実験（ｂ）では、ポリスチレン膜の表面を牛血清アルブミン（１％）お
よびＴｗｅｅｎ（ＲＴＭ）２０（０．５％）の溶液でインキュベートにより遮蔽し、次い
ですすぎ、乾燥させた。
【００３７】
　前混合銀エンハンサー溶液（Sigma SE-100）５０μＬを第一反応ウェルへ加えて、増強
反応を開始させた。金標識抗ＨＲＰ２５０ｎｇを含有した前混合銀エンハンサー溶液５０
μＬを第二ウェルへ加えて、増強反応を開始させた。
【００３８】
　次いで、ウェルを１０Ｈｚの断続周波数で波長６５４ｎｍの断続光により照射した。約
１０～１５ｍｓの相関遅れで圧電膜により検出される最大シグナルの大きさを測定した。
シグナルをアナログ‐デジタルコンバーターに表示させた。図４はこれら増強反応の結果
を示している。ｙ軸は、“読取値（ＡＤＣカウント）”と称される、検出器で受け取られ
たシグナルを示し、ｘ軸は秒で時間を示している。
【００３９】
　第一実験（ａ）では、表面に結合した金標識抗ＨＲＰが膜の表面で銀イオンと還元剤と
の反応を仲介し、変換器表面で金属銀の堆積を導く。第二実験（ｂ）では、溶液中の金標
識抗ＨＲＰが溶液中で銀イオンと還元剤との反応を仲介し、銀粒子の沈殿を導く。これら
反応の動的プロファイルは経時的にモニターでき、測定が１０秒毎に行われる。バルク溶
液は結合標識よりも圧電膜から離れた距離にあるため、約１０～１５ｍｓの相関遅れでは
ほとんどまたは全くシグナルが検出されない。第一実験（ａ）における表面上の抗ＨＲＰ
量が、第二実験（ｂ）における溶液中の抗ＨＲＰ量と等しいかまたはそれより少なくなる
ように、用いられた抗ＨＲＰの量は調整している。
【００４０】
　ちなみに、シグナルが約５０～６０ｍｓの相関遅れで検出されたならば、バルク溶液中
に存在する抗体のシグナルは変換器の表面に存在する結合抗体よりも測定されやすくなる
が、媒体によるシグナルの鈍化のせいで、シグナルの強度は低下することがある。
【００４１】
例２
　ウサギ抗西洋ワサビペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）免疫グロブリンＧ（Sigma cat.Ｎｏ．
Ｐ７８９９）（ＩｇＧ）のｐＨ７．２　１００ｍＭリン酸緩衝液中１：３０希釈液３０μ
Ｌを反応ウェル中室温で１時間インキュベートし、ポリスチレンの表面に抗体を吸着させ
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た。次いで溶液をすすぎ、リン酸緩衝液（３０μＬ）中牛血清アルブミン（１％）および
Ｔｗｅｅｎ（ＲＴＭ）２０（０．０５％）で処理して、ポリスチレン表面上の残留吸着部
位を遮蔽した。ウェルを脱イオン水ですすぎ、乾燥させた。次いで、西洋ワサビペルオキ
シダーゼ溶液（１００ｍＭリン酸緩衝液中１２５μｇ／ｍＬ）３０μＬを反応ウェルへ加
え、１時間インキュベートし、次いですすいだ。金標識ヤギ（Ｆａｂ′）２抗西洋ワサビ
ペルオキシダーゼ（British Biocell）（１００ｍＭリン酸緩衝液中１：１０希釈）３０
μＬを室温で１時間かけて加えた。次いで、ウェルを脱イオン水ですすいだ。次いで、銀
エンハンサー溶液（使用直前に前混合された溶液Ａ２０μＬおよび溶液Ｂ２０μＬからな
るSigma SE-100）を反応ウェルへ加え、センサーの表面上における金属銀染色の展開を、
高エネルギー青色ＬＥＤ（４７０ｎｍで発光する）からの断続光（１０Ｈｚ）を用いたセ
ンサー膜の照射によりモニターした。センサーに生じた電圧をロックイン増幅器を用いて
測定し、次いで任意のデジタルシグナルへ変換し、ＰＣに保管する。
【００４２】
比較例１
　上記例２で記載されたとおりに反応を行ったが、但しセンサーの表面にウサギ抗ＨＲＰ
を吸着させる初期ステップは省略した。
【００４３】
比較例２
　上記例２で記載されたとおりに反応を行ったが、但し西洋ワサビペルオキシダーゼとの
インキュベートステップは省略した。
【００４４】
比較例３
　上記例２で記載されたとおりに反応を行ったが、但し金標識ヤギ（Ｆａｂ′）２抗西洋
ワサビペルオキシダーゼ抗体とのインキュベートステップは省略した。
【００４５】
　図５は、例２および比較例１～３（各々４回）の結果を示している。迅速なシグナルを
生じる４つの連続データは、センサーの表面上におけるウサギ抗ＨＲＰ／ＨＲＰ／金標識
ヤギ抗ＨＲＰサンドイッチによるものである（例２）。他のすべての連続データは、コン
トロール反応によるものである（比較例１～３）。
【００４６】
例３
　ウサギ抗西洋ワサビペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）免疫グロブリンＧ（Sigma cat.Ｎｏ．
Ｐ７８９９）（ＩｇＧ）（ｐＨ７．２　１００ｍＭリン酸緩衝液中１：３０希釈液３０μ
Ｌ）を２個の反応ウェル中室温で１時間インキュベートし、ポリスチレンの表面に抗体を
吸着させた。次いで溶液をすすぎ、リン酸緩衝液（３０μＬ）中牛血清アルブミン（１％
）およびＴｗｅｅｎ（ＲＴＭ）２０（０．０５％）で処理して、ポリスチレン表面上の残
留吸着部位を遮蔽した。ウェルを脱イオン水ですすぎ、乾燥させた。次いで、西洋ワサビ
ペルオキシダーゼ溶液（１００ｍＭリン酸緩衝液中１２５μｇ／ｍＬ）１０μＬを反応ウ
ェル１へ加え、一方リン酸緩衝液単独１０μＬを反応ウェル２へ加えた。これらを１５分
間インキュベートし、次いで金標識ヤギ（Ｆａｂ′）２抗西洋ワサビペルオキシダーゼ（
British Biocell）（１００ｍＭリン酸緩衝液中１：１０希釈）３０μＬを室温で１５分
間かけてウェル１および２の双方へ加えた。次いで、銀エンハンサー溶液（使用直前に前
混合された溶液Ａ２０μＬおよび溶液Ｂ２０μＬからなるSigma SE-100）を双方の反応ウ
ェルへ加え、センサーの表面上における金属銀染色の展開を、前記技術を用いてモニター
した。
【００４７】
　モデル被検体としてウェル１でＨＲＰの存在は、変換器の表面にサンドイッチ複合体（
ウサギ抗ＨＲＰ／ＨＲＰ／金標識ヤギ抗ＨＲＰ）を形成させ、そのためウェル１の表面に
一部の金標識を付着させる。ウェル２でＨＲＰの不在は、金標識ヤギ抗体がウェル２で溶
液中に留まっていることを意味している。
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　ウェル１および２で経時的なシグナルの展開は図４で掲載された場合と類似しており、
被検体の検出が洗浄ステップなしで行いうることを実証している。
【００４９】
例４
　捕捉抗体として変換器の表面に吸着されたウサギ抗ＨＲＰ　ＩｇＧ、標的被検体として
ＨＲＰおよびリポーター抗体として金標識ヤギ抗ＨＲＰ　ＩｇＧを用いて、一連の実験を
例２で記載されたとおりに行った。５つの異なるＨＲＰ濃度（１００ｎｇ／ｍＬ、１０ｎ
ｇ／ｍＬ、１ｎｇ／ｍＬ、１００ｐｇ／ｍＬおよび１ｐｇ／ｍＬ）を用いた。これは、３
ｎｇ、３００ｐｇ、３０ｐｇ、３ｐｇおよび３０ｆｇに当たるＨＲＰの総量に相当する。
銀増強ステップを上記のように行った。図６は、反応に用いられた被検体の量にシグナル
が依存していることを示している。
【００５０】
例５
　この例では、変換器をシリコーン層で被覆する。変換器で検出されたシグナルは、シリ
コーン層の厚さおよび弾性の双方に依存している。シリコーン層を様々な厚さで調製し、
Sudan Black Ｂ色素のスポットをピペットで（エタノール中）色素溶液の添加によりシリ
コーン層上に置いた。３つの異なる層厚（２００、１３３および７９μｍ）および３つの
異なる全色素量（１０ｍｍｏｌ　ｄｍ－３色素溶液０．１、１．０または２．５μＬの添
加による）を用いて、全部で９回の測定を行った。図７は、相関遅れが１０ｍｓのとき（
全部で３つの色素量について）層厚が薄くなると、シグナルが有意に上昇することを示し
ている。
【００５１】
　加えて、中間シリコーン層の厚さは、シグナルが最大に到達するのに要する時間（即ち
、相関遅れ）に影響を与える。これは図８で示されており、色素スポットと変換器との中
間に位置するシリコーン層の厚さは１００～５００μｍであった。ｙ軸はカウント（×１
０３）を示し、一方ｘ軸は相関遅れ（相関遅れ１＝５ｍｓ、２＝１０ｍｓ、３＝１５ｍｓ
など）を示している。最大シグナルは１００μｍのシリコーン層で観察され、１５ｍｓの
相関遅れのとき最大に達している。シリコーン層の厚さが増すと、シグナルが低下し、同
時に、最大に到達するのに要する時間も５００μｍのシリコーン層厚で５０ｍｓに延びる
ことが観察される。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
　本発明はここでは図面を参照しながら記載される。
【図１】本発明の化学感知装置の概略図を示す。
【図２】本発明の装置を用いたサンドイッチイムノアッセイを示す。
【図３】本発明によるラテラルフロー(lateral-flow)アッセイ装置を示す。
【図４】（ａ）圧電膜上の標識抗体および（ｂ）溶液中の標識抗体についての、時間に対
する読取値のグラフを示し、双方とも金属銀の触媒堆積により高められる。
【図５】圧電膜の表面上で金属銀の触媒堆積により高められる、コロイド金標識抗体を用
いたサンドイッチアッセイの結果を示す。
【図６】５種の異なる被検体濃度を用いた、圧電膜の表面上で金属銀の触媒堆積により高
められる、金標識抗体を用いたサンドイッチアッセイの結果を示す。
【図７】未着色層上の着色層を通りエネルギーを圧電膜へ伝えるエネルギー伝達を立証し
た、膜厚に対するカウントのグラフを示す。
【図８】着色層および未着色層を通りエネルギーを圧電膜へ伝えるエネルギー伝達を立証
した、相関遅れに対するカウントのグラフを示す。
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