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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
バイオメモリディスクを回転させるためのスピンドルモータと、
分析サイトを判読するための光学測定装置、イメージセンサー装置、電気化学測定装置
、インピーダンス測定装置、バイオピット探知装置、蛍光探知装置、放射能探知装置、Ｓ
ＰＲ（Ｓｕｒｆａｃｅ
ｕａｒｔｚ

Ｐｌａｓｍｏｎ

Ｃｒｙｓｔａｌ

Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ）探知装置及びＱＣＭ（Ｑ

Ｍｉｃｒｏｂａｌａｎｃｅ）探知装置のうちから選択され

た１つ以上の探知装置と前記移動可能な永久磁石を搭載したスライダと、
前記スライダの移動制御のためのスライドモータと、
中央制御装置であって、
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（ｉ）前記バイオメモリディスクの回転または停止のためにスピンドルモータを制御し、
（ｉｉ）前記スライドモータによりスライダ上に設計配置された探知装置の移動を制御し
、
（ｉｉｉ）バイオメモリディスクの弁の開閉を制御するために移動可能な永久磁石の位置
を移動させ、
（ｉｖ）現在バイオメモリディスクドライブ装置にローディングされたディスクが通常の
光学ディスクであるか、あるいはバイオメモリディスクかを判断し、
（ｖ）光学ディスクである場合は、ディスクから読取った内容を光ピックアップ装置から
記憶装置または入出力装置に伝送するか、書込み内容を光ピックアップ装置に送り、再生
／記録に必要な各種制御信号を前記各部に提供することを含む光学ディスクの動作を行い
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、
（ｖｉ）バイオメモリディスクドライブ装置にローディングされたディスクがバイオディ
スクである場合、ラボオンチップ工程制御のための動作を進める、中央制御装置と、
バイオメモリディスクドライブ装置を支持する本体とを備える、
バイオメモリディスクを含むバイオメモリディスクドライブ装置であって、
前記バイオメモリディスクは、サンプル注入口、バッファ溶液または反応溶液を貯蔵す
るチャンバ、基質上にバイオ物質が固定化されている分析サイト、前記チャンバと分析サ
イト間に流体が流れる流路、前記流路を連結させる流孔及び前記流孔を開閉させるための
弁を含むラボオンチップシステムを含み、前記ラボオンチップは、前記ディスク上に集積
され、前記弁は前記流孔に位置した薄膜型円柱状磁石、前記薄膜型円柱状磁石の上端に位
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置した薄膜型永久磁石及び前記薄膜型円柱状磁石の下端に位置した移動可能な永久磁石で
構成されたことを特徴とするバイオメモリディスクドライブ装置。
【請求項２】
メモリＩＣカードをバイオメモリディスクドライブ装置に挿入するためのメモリＩＣカ
ードスロットをさらに備えることを特徴とする請求項１に記載のバイオメモリディスクド
ライブ装置。
【請求項３】
前記チャンバ内で起こるＤＮＡ増幅または酵素の機作を調節するために加熱手段、レー
ザ発生装置、または白熱灯を含む光源をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の
バイオメモリディスクドライブ装置。
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【請求項４】
前記ＤＮＡ増幅または酵素の機作を調節するために前記バイオメモリディスクのチャン
バを冷却させるために前記バイオメモリディスクを高速回転させる回転冷却動作を行うス
ピンドルモータをさらに備えることを特徴とする請求項１に記載のバイオメモリディスク
ドライブ装置。
【請求項５】
請求項１に記載のバイオメモリディスクドライブ装置を利用した分析方法であって、
バイオメモリディスクドライブ装置にバイオメモリディスクをローディングする段階、
バイオメモリディスクの製品ＩＤを判読する段階、前記判読された製品ＩＤに該当した制
御プロトコルによって前記バイオメモリディスクを駆動する段階、前記判読された製品Ｉ
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Ｄがバイオディスクである場合、製品ＩＤによる分析サイトに対する位置情報及びアレイ
情報を利用して前記分析サイトを分析する段階、及び前記分析サイトの診断及び分析結果
を示す段階を含む分析方法。
【請求項６】
捕獲プローブとサンプルとの反応後に得られる分析サイトのイメージを分析し、反応強
度による陰性または陽性判別、危険群如何または数値を計算して分析結果を算出する段階
をさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の分析方法。
【請求項７】
前記バイオメモリディスクドライブ装置にＣＤまたはＤＶＤディスクを含む光学ディス
クがローディングされた場合、光ピックアップ装置によるディスクを再生または読出する
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段階をさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の分析方法。
【請求項８】
追跡管理を容易にするために周期的に前記バイオメモリディスクのユーザに定期検診ま
たは診断時期を、電子メール、電話、ＰＣモニタ上にウィンドウ、または携帯電話を通じ
てメッセージを伝達するメッセンジャー段階をさらに含むことを特徴とする請求項５に記
載の分析方法。
【請求項９】
追跡管理を容易にするために周期的に前記バイオメモリディスクのユーザをバイオメモ
リディスク関連販売者が定期訪問して検診ないしは診断時期を通知するか、諸般検診及び
医療諮問をする訪問サービス段階をさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の分析方
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法。
【請求項１０】
前記訪問サービス段階は、使用済みのバイオメモリディスクを回収または収集するバイ
オメモリディスク回収サービス段階をさらに含むことを特徴とする請求項９に記載の分析
方法。
【請求項１１】
請求項３に記載のバイオメモリディスクドライブ装置を利用した分析方法であって、
血、細胞またはＲＮＡからＤＮＡサンプルを準備するための準備工程段階と、準備され
たＤＮＡサンプルを増幅するためのＤＮＡ増幅段階と、前記ＤＮＡ増幅により得られたＤ
ＮＡを分析サイトにアレイ化された捕獲プローブと混成化反応を行うための混成化工程段

10

階と、光学測定装置、電気化学測定装置、インピーダンス測定装置、イメージセンサー装
置、バイオピット探知装置、蛍光探知装置、放射能探知装置、ＱＣＭ探知装置またはＳＰ
Ｒ探知装置による分析サイトを判読する段階を含む分析方法。
【請求項１２】
請求項３に記載のバイオメモリディスクドライブ装置を利用した分析方法であって、
血または細胞からＤＮＡまたはＲＮＡを分離する段階と、ＤＮＡを増幅するＤＮＡ増幅
段階と、前記ＤＮＡを混成化チャンバ内に移動させて混成化反応させる段階と、前記混成
化チャンバに洗浄液を移動させて洗浄する段階と、を含む分析方法。
【請求項１３】
前記ＤＮＡまたはＲＮＡを分離する段階で溶解バッファによる化学工程後、バイオメモ
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リディスクを高速回転させて遠心分離によりサンプルから分離することを特徴とする請求
項１２に記載の分析方法。
【請求項１４】
前記ＤＮＡに標識子を付けてくれるラベルリング（ｌａｂｅｌｉｎｇ）段階をさらに含
むことを特徴とする請求項１１または１２に記載のバイオメモリディスクドライブ装置を
利用した分析方法。
【請求項１５】
前記ＤＮＡ増幅段階は、高速回転による前記バイオメモリディスクの加熱及び冷却によ
り、そして前記加熱手段により、または反復的な加熱及び冷却によりＤＮＡを増幅させる
ことを特徴とする請求項１１または１２に記載のバイオメモリディスクドライブ装置を利
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用した分析方法。
【請求項１６】
請求項１に記載のバイオディスクメモリドライブ装置を利用した分析方法であって、
バイオメモリディスクの高速回転により血から血清ないし抗原を分離する遠心分離段階
と、前記抗原を分析サイト内に移動させる段階と、前記抗原と捕獲プローブとの間に抗原
−抗体反応が起こるように培養する段階と、洗浄液を前記分析サイトに移動させて前記洗
浄液で前記分析サイトを洗浄する段階と、前記分析サイトを光学測定装置、電気化学測定
装置、インピーダンス測定装置、イメージセンサー装置、バイオピット探知装置、蛍光探
知装置、放射能探知装置、ＱＣＭ探知装置またはＳＰＲ探知装置により判読する段階と、
を含む分析方法。
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【請求項１７】
請求項１に記載のバイオディスクメモリドライブ装置を利用した分析方法であって、
バイオメモリディスクの高速回転により血から血清ないし抗原を分離する遠心分離段階
と、前記抗原を標識子と反応させ、標識子−抗原結合体を形成するように培養する段階と
、前記標識子−抗原結合体を分析サイト内に移動させる段階と、前記標識子−抗原結合体
と捕獲抗体との間に抗原−抗体反応が起こるように培養する段階と、洗浄液を添加して分
析サイトを洗浄する段階と、を含む分析方法。
【請求項１８】
バイオメモリディスクを高速回転させて遠心力により分析サイトを乾燥させる段階をさ
らに含むことを特徴とする請求項１１、１２、１６及び１７のうちいずれか１項に記載の
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バイオメモリディスクドライブ装置を利用した分析方法。
【請求項１９】
請求項１に記載のバイオメモリディスクドライブ装置を利用した分析方法であって、
バイオメモリディスクユーザが採血器具を使用して採血した血をサンプル注入口を通じ
て注入して前記準備チャンバに血を貯蔵する段階と、前記バイオメモリディスクをバイオ
メモリディスクドライブ装置にローディングしてバイオメモリディスクを高速回転させて
遠心分離を通じて準備チャンバ内の血を血清と血餅とに分離させる段階と、弁を開いて分
離された血清をバッファチャンバに移動させた後、希釈溶液と混合して血清を希釈させる
段階と、バイオメモリディスクの停止状態で、弁を開放して親水性コーティングされたＶ
字状のチャンネルを通じてバッファチャンバに貯蔵されている希釈された血清を親水性移
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動させる段階と、Ｖ字状のチャンネルの端部であるストリップのサンプルパッド部分まで
血清が移動すれば、弁によるポンピング流体移動により前記ストリップ上のサンプルパッ
ドに血清を滴下させる段階と、滴下された血清はストリップの多孔性特性のために、毛細
管現象により拡散し、拡散過中にストリップ上の捕獲プローブと特異的結合反応を行う段
階と、バイオメモリディスクを高速回転させてストリップを乾燥させる段階と、弁を開放
して、前記親水性コーティングされたＶ字状のチャンネルを通じて洗浄チャンバに貯蔵さ
れている洗浄液を親水性移動させる段階と、Ｖ字状のチャンネルの端部である前記ストリ
ップのサンプルパッドまで洗浄液が移動すれば、前記弁によるポンピング流体移動により
前記ストリップ上のサンプルパッド部分に洗浄液を滴下させる段階と、滴下された洗浄液
は、ストリップの多孔性特性のために毛細管現象により拡散し、拡散過中にストリップ上
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の非特異的反応をしている成分を除去する洗浄段階と、バイオメモリディスクを高速回転
させてストリップを乾燥させる段階と、ストリップ上の反応結果を前記光学測定装置、電
気化学測定装置、インピーダンス測定装置、イメージセンサー装置、バイオピット探知装
置、蛍光探知装置、放射能探知装置、ＱＣＭ探知装置またはＳＰＲ探知装置により判読す
る段階と、を含む分析方法。
【請求項２０】
前記判読結果による診断結果と処方とがコンピュータモニタ上に表示される段階と、自
動または手動で該当専門医とインターネット網を通じて遠隔接続され、前記診断結果及び
問診表が必要であれば、専門医に遠隔伝送される段階と、以後、患者は専門医の処方を待
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つ段階と、をさらに含むことを特徴とする請求項１９に記載の分析方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、各種診断分析装置、核酸混成分析装置あるいは免疫学的分析装置などを含む
ラボオンチップ（Ｌａｂ

ｏｎ

ａ

ｃｈｉｐ）工程システム及び／または半導体メモリ

がディスク上に設計・配置されたバイオメモリディスクと、通常の光学ディスク（ＣＤ及
びＤＶＤ）とバイオメモリディスクを制御して駆動するための制御部を備えたバイオメモ
リディスクドライブ装置と、これらを用いた分析方法に関する。
【０００２】
以下、本発明では、バイオメモリディスクとバイオメモリディスクドライブ装置を、各
々ＢＭＤ（Ｂｉｏ

Ｍｅｍｏｒｙ

Ｄｉｓｃ）とＢＭＤ（Ｂｉｏ

Ｍｅｍｏｒｙ
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Ｄｉｓ

ｃ）ドライブ装置と称する。
【０００３】
また、本発明では、ディスク上にラボオンチップ工程システムのみ配置されたディスク
をバイオディスクと称し、半導体メモリのみ設計・配置されたディスクを、メモリディス
クと称し、これら２個のディスク（バイオディスク及びメモリディスク）をＢＭＤと総称
する。
【背景技術】
【０００４】
本特許出願は、先に出願された韓国特許出願第１０−２００１−０００３９５６

核酸
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及びオールリーガーヌクレオチドの相補的二重結合の特定配列に特異的に反応する切断技
法を用いた核酸混成分析方法及び装置
ＰＣＴ／ＫＲ０２／００１２６号

（２００１年１月２７日出願）及びＰＣＴ出願第

核酸及びオールリーガーヌクレオチドの相補的二重鎖

または単一鎖に特異的に反応する切断技法を用いた核酸混成分析方法及び装置
２年１月２７日出願）と韓国特許出願第１０−２００１−００３１２８４号
ードを用いた薄膜弁装置及び制御方法
ＰＣＴ／ＫＲ０２／０１０３５号

（２００
マイクロビ

（２００１年５月３１日出願）及びＰＣＴ出願第

マイクロビードを用いた薄膜弁装置及び制御方法

２００２年５月３１日出願）と、韓国特許出願第１０−２００２−１７５５８号

（

バイオ

ディスク及びバイオドライブ装置及びこれらを用いた分析方法

（２００２年３月２７日

出願）と、韓国特許出願第１０−２００５−００３８７６５号

デジタルバイオディスク

及びデジタルバイオディスクドライブ装置及び方法
国特許出願第１０−２００５−００５７５１３号
用いた分析方法
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（２００５年５月６日出願）と、韓
バイオＤＶＤドライブ装置及びこれを

（２００５年６月２８日出願）に続く出願である。

【０００５】
先の出願の発明は、定量及び定性分析装置に利用できる核酸の相補的二重鎖、単一鎖あ
るいは特定配列の二重鎖にのみ特異的に反応する切断技法を用いた核酸混成分析方法及び
装置を提供し、かつラボオンチップ工程システムに必須な流体の流れを制御するための超
小型弁と、これら分析方法及び装置がディスク上に集積されたバイオディスク及びこれを
駆動制御するためのバイオドライブ装置を提供することを目的とする。
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【０００６】
また先の出願の発明は、分析装置（分析サイト）上の拘束信号要素または離脱信号要素
を光学、電気化学、インピーダンス測定装置あるいはイメージセンサー装置を含む変換器
と結合された探知機により判読され、判読された情報がコンピュータソフトウェア形態で
デジタル情報化されてインターネットなど既存の通信網により送受信されることによって
、医者及び患者両方に便利さを与えうる遠隔診断装置を提供することを目的とする。また
こ先の出願の発明では、電気化学測定装置、インピーダンス測定装置を含む変換器と結合
された探知機の一実施例として離脱信号及び拘束信号を使用した組み合わせアレイが例示
された。またこれら先の出願の発明では、蛍光標識を探知する蛍光探知方法も例示された
。
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【０００７】
また、先の出願の発明では、基質表面に流体が流れる流路、バッファ溶液を貯蔵するチ
ャンバ、流路を連結させる流孔及びバイオ物質がアレイされた分析サイト（ａｓｓａｙ
ｓｉｔｅ）を含む固体基質（あるいは固体基板あるいは固体担体）と、流孔を開閉させる
ための弁と血から血清またはＤＮＡサンプルを準備するための少なくとも１つの準備チャ
ンバ（Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ

ｃｈａｍｂｅｒ）と、準備されたＤＮＡサンプルを増幅

するためのＰＣＲチャンバ及び関連した各種酵素の作用が例示された。また先の出願の発
明では
探索過程

方位角方向（ａｚｉｍｕｔｈａｌ）弁探索過程

が例示された。

方位角方向弁

は、スライダを中止した状態で、スピンドルモータを徐行回転させるか、スピ

ンドルモータの短い回転と中止の反復動作を行うことによってなる。
【０００８】

40

また、先の出願の発明では、バイオディスク上にバイオディスクのモデルないしバイオ
ディスクのバージョンを表す製品ＩＤをバーコードパターンにより表す方法が例示された
。
【０００９】
本発明は、これら先の出願の発明に続くものであって、各種診断分析装置、核酸混成分
析装置及び免疫学的分析装置に用いられるラボオンチップ工程システム及び／または半導
体メモリが設計・配置されたバイオメモリディスク（ＢＭＤ）と、通常の光学ディスク（
ＣＤ及びＤＶＤ）とＢＭＤを駆動制御するためのＢＭＤドライブ装置及びこれを用いた分
析方法に関する。
【００１０】
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流体内の少量の分析種を探知するための最近のほとんどの臨床診断分析装置では、多重
サンプル準備及び自動化された試薬添加用装置を設計して並列または直列に数多くのテス
トサンプルを分析するための装置を設計することによって、効率性及び経済性が改善され
ている。このような自動化された試薬準備装置及び自動化された多重分析器が単一装置に
集積されることもある。このような形態の臨床実験分析器は、１時間以内に少量のサンプ
ルと試薬で数百種の分析を自動または半自動で正確に行える。
【００１１】
しかし、このような分析器は、高価であり、中央研究所と病院だけが、これらを購買で
きる。この場合、研究所と病院へのサンプル運送を必要として、緊急なサンプルの迅速な
10

分析ができないという問題がある。
【００１２】
したがって、このような問題を克服するために安価で誰でも容易に利用しうる臨床分析
装置が切実に必要とされている。すなわち、専用探知機なしにも、患者のそばや、患者の
家で使用しやすいラボオンチップ機能が集積化された自動化された臨床テスト装置が切実
に必要とされている。
【００１３】
また、超高速インターネットの普及と大容量の情報を記憶する半導体メモリの登場で、
ＣＤ及びＤＶＤのような光ディスクは、単純な記録媒体としてのみでは、商品的価値が落
ちていく趨勢であり、かつ光ディスク及び半導体メモリの記録媒体としての融合（ｍｅｄ
ｉａ

20

ｆｕｓｉｏｎ）が切実に要求されている。

【００１４】
したがって、ラボオンチップ工程システム及び／または半導体メモリがディスク上に設
計・配置されたＢＭＤと、通常の光学ディスク（ＣＤ及びＤＶＤ）とＢＭＤを駆動制御す
るためのＢＭＤドライブ装置が必要である。
【００１５】
また、本発明では、ディスク上にラボオンチップ工程システムのみが配置されたディス
クをバイオディスクと称し、半導体メモリのみが設計・配置されたディスクをメモリディ
スクと称し、これら２個のディスク（バイオディスク及びメモリディスク）をＢＭＤと総
称する。
30

【００１６】
メモリディスクの場合、既存のＤＶＤ

ＲＡＭを代替することができる。現在ＤＶＤ

ＲＡＭは、９．４ＧＢが最大記憶容量であるが、半導体メモリの場合、３２ＧＢが既に実
用化されて、半導体メモリが搭載されたメモリディスクの記憶能力はさらに優れている。
また、メモリディスクの場合、一枚のディスク上に複数個の半導体メモリを集積化して記
憶容量を極大化することによって、既存のコンピュータハードディスクを代替することが
できる。
【００１７】
通常の光ディスクは、１２ｃｍのポリカーボネート基板、反射金属層及び保護ラッカー
コーティングから標準コンパクトディスクが形成される。また、ポリカーボネート基板は
、その上に入射レーザのための基準整列ガイドとして連続的な螺旋形の溝を有している。

40

ＣＤ及びＣＤ−ＲＯＭのフォーマットは、ＩＳＯ９６６０工業標準による。
【００１８】
通常の光ディスク（例えば、音楽ＣＤ、ＣＤ−Ｒ、ゲームＣＤ、ＤＶＤなど）の判読は
、光ピックアップ装置により行われ、物理的ピットによる差別的反射率または染料層の屈
折率特性によりピットの有無を判読っするが、これは当業者には公知技術である。
【００１９】
一般的に、ＣＤ使用した分析装置に対する公知技術として非特許文献１、非特許文献２
及び非特許文献３が論文に発表されている。
【００２０】
また、公知のＣＤを使用した分析装置に対する特許技術として、特許文献１

Ｃｅｎｔ
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Ｐｈｏｔｏｍｅｔｒｉｃ

発行）と特許文献２
ｏｍａｔｉｃ

Ａｎａｌｙｚｅｒ

Ｒｅａｃｔｉｏｎ

Ａｎａｌｙｚｅｒ
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Ｔｕｂｅ

（１９８１年７月２１日

Ａｓｓｅｍｂｌｙ

ｆｏｒ

Ａｕｔ

（１９７９年２月２７日発行）が公開されている。

【００２１】
また、ディスク上のサンプル注入口に注入されたサンプルに対して遠心力を用いてディ
スクの表面に流体膜を形成させるための装置が、特許文献３
ｔｒｉｆｕｇｅ

Ｄｉｓｃ

ｆｏｒ

ｃｅｎ

（１９６７年７月１２日発行）に公開されていて、ディスク上のサンプ

ル注入口に注入された流体サンプルを遠心力を用いてチャンネルとチャンバとに移動させ
つつサンプルを分離する装置が、特許文献４
ｒ

ｃｅｎｔｒｉｆｕｇｅ

Ｓｅｐａｒａｔｉｎｇ

Ｄｉｓｋｓ

ｆｏ
10

（１９６５年４月１２日発行）に公開されている。

【００２２】
また、ディスク上で遠心力と光学的測定方法により化学分析する装置が、特許文献５
ｄｉｓｃ

ｃｅｎｔｒｉｆｕｇｅ

ｐｈｏｔｏｓｅｄｉｍｅｎｔｏｍｅｔｅｒ

（１９８

２年１月１９日発行）に公開されている。
【００２３】
しかし、これらは機械的あるいは物理的弁を有しておらず、血からの血清あるいはＤＮ
Ａの分離時に必要な高速回転中に流体の流れを制御できない問題によって、診断と分析と
を完全に自動化できないという短所があって、ラボオンチップ構成には不適合である。ま
た半導体メモリを使用したＭＰ３プレーヤーは、通常のＣＤ及びＤＶＤを再生できない短
所がある。一方、通常のＣＤあるいはＤＶＤプレーヤーは、半導体メモリの再生が不可能

20

であり、通常の光学ディスクのみを再生する。
【００２４】
しかし、本発明のＢＭＤドライブ装置は、通常の光学ディスク（ＣＤ、ＤＶＤ）はもと
より、半導体メモリも再生が可能である。
【００２５】
本発明のＢＭＤの場合、既存のＤＶＤ

ＲＡＭを代替することができる。現在、ＤＶＤ

ＲＡＭは、９．４ＧＢが最大記憶容量であるが、半導体メモリの場合、３２ＧＢが既に
実用化されて、半導体メモリの搭載されたＢＭＤの記憶能力がＤＶＤ

ＲＡＭよりさらに

優れている。したがって、ＢＭＤは、既存のコンピュータハードディスクを代替すること
30

ができる。
【００２６】
【非特許文献１】
ｎｇ

Ｏｐｔｉｃａｌ

ｏｐｔｉｃａｌ

ｉｓｃ

ｃｏｎｆｏｃａｌ

ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ

ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

ｃｏｍｐａｃｔ

ｂａｓｅｄ

、Ａｐｐｌｉｅｄ

ｏｎ

ｓｃａｎｎｉ

ｃｏｍｐａｃｔ

ｄ

Ｏｐｔｉｃｓ、１９９１年、第３０

巻、第１０号
【非特許文献２】
Ｄ

Ｇｒａｄｉｅｎｔ−ｉｎｄｅｘ

ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ

、Ａｐｐｌｉｅｄ

ｏｂｊｅｃｔｉｖｅｓ

ｆｏｒ

Ｃ

Ｏｐｔｉｃｓ、１９８７年、第２６

巻、第７号
【非特許文献３】
ｏｓｃｏｐｅ

Ｍｉｎｉａｔｕｒｅ

ｂａｓｅｄ

ｏｎ

ｓｃａｎｎｉｎｇ

ｃｏｍｐａｃｔ

ｄｉｓｃ

ｏｐｔｉｃａｌ

ｍｉｃｒ

ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

、Ｐｒｏｃ．Ｓｏｃ．Ｐｈｏｔｏ−ｏｐｔ．ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ

40

Ｅｎｇ．、１９８９

年、ｐｐ．１１３９−１１６９
【特許文献１】米国特許第４２７９８６２号明細書
【特許文献２】米国特許第４１４１９５４号明細書
【特許文献３】英国特許第１０７５８００号明細書
【特許文献４】欧州特許第３３３５９４６号明細書
【特許文献５】米国特許第４３１１０３９号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
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本発明の目的は、このような問題を解決するために、ラボオンチップ工程システム及び
／または半導体メモリがディスク上に設計され配置されたＢＭＤと、通常の光ディスク（
ＣＤ及びＤＶＤ）とＢＭＤとを駆動制御するためのＢＭＤドライブ装置及びこれを用いた
分析方法を提供することを目的とする。半導体メモリには、オーディオ及びビデオのデジ
タル情報が記憶（記録）され、かつこれらデジタル情報は、ＢＭＤドライブにより再生（
読出）される。また半導体メモリは、ＤＶＤ
ＶＤ

ＲＡＭを代替することができる。現在、Ｄ

ＲＡＭは、９．４ＧＢが最大記憶容量であるが、半導体メモリの場合、３２ＧＢが

既に実用化されて、半導体メモリが搭載されたＢＭＤの記憶能力は既存のＤＶＤ

ＲＡＭ

よりさらに優秀である。また、ディスク上に複数個の半導体メモリを集積化して記憶容量
を極大化することによって、既存のコンピュータハードディスクを代替することができる

10

。
【００２８】
本発明では、ディスク上をラボオンチップ工程システムのみ配置されたディスクをバイ
オディスクと称し、半導体メモリのみ設計・配置されたディスクは、メモリディスクと称
し、これら２個のディスク（バイオディスク及びメモリディスク）をＢＭＤと総称する。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
本発明の一様態によれば、本発明は、ディスク上に半導体メモリが設計され配置されて
いるＢＭＤを提供する。
20

【００３０】
本発明のＢＭＤにおいて、サンプル注入口、バッファまたは反応溶液を貯蔵するチャン
バ、基質上にバイオ物質が固定化されている分析サイト、チャンバ及び分析サイト間に流
体が流れる流路、流路を連結させる流孔及び流孔を開閉させるための弁を含むラボオンチ
ップシステムがディスク上にさらに配置されたことを特徴とする。
【００３１】
本発明のＢＭＤの材料は、ポリカーボネートを含む薄膜のプラスチック基板あるいはシ
リコンウェーハが望ましい。
【００３２】
本発明のＢＭＤにおいて、半導体メモリは、フラッシュメモリであることを特徴とする
。半導体メモリは、コンピュータのハードディスクの情報記憶機能を代替あるいは補助し

30

うる。
【００３３】
本発明のＢＭＤは、上ディスク、中間ディスク、及び下ディスクで構成され、中間ディ
スクのみ流体が流れる流路及びバッファ溶液を貯蔵するチャンバと流路を連結させる流孔
を複数個形成させ、上ディスク及び下ディスクを互いに付着させて１つの本体をなすこと
が望ましい。
【００３４】
上ディスク及び下ディスクは、シート状であることが望ましい。
【００３５】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、上ディスク、中間ディスク、及び下ディスク３

40

枚で構成され、３枚のディスクに対して流体が流れる流路及びバッファ溶液を貯蔵するチ
ャンバと流路を連結させる流孔を形成させて互いに密着組立てて１つの本体をなすことが
望ましい。
【００３６】
本発明のＢＭＤは、バイオ物質がアレイされた分析サイトと、流孔を開閉させるための
弁を含み、分析サイトは光学測定装置、イメージセンサー装置、電気化学測定装置、イン
ピーダンス測定装置、バイオピット探知装置、蛍光探知装置、放射能探知装置、ＳＰＲ（
Ｓｕｒｆａｃｅ

Ｐｌａｓｍｏｎ

あるいはＱＣＭ（Ｑｕａｒｔｚ

Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ，表面プラズモン共鳴）探知装置
Ｃｒｙｓｔａｌ

Ｍｉｃｒｏｂａｌａｎｃｅ，水晶発振

子マイクロバランス）探知装置により判読されることが望ましい。
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【００３７】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、弁の出口には、ＢＭＤの高速回転間液体の漏れ
を防止するための液体弁をさらに備えることを特徴とする。
【００３８】
本願明細書において、分析サイトは、バイオ物質がアレイ状に固定されているという意
味でアレイチャンバと、または二つのバイオ物質間の特異的結合反応またはリガンド−レ
セプター反応または抗原−抗体反応が起こるという意味で抗原−抗体反応チャンバと、ま
たは混成化反応が起こるという意味で混成化チャンバと混用されて称される。
【００３９】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、バイオ物質は、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ＰＮＡ、抗原

10

、抗体、リガンド、レセプター、蛋白質または生体物質のうちから選択される１つ以上で
あることを特徴とする。
【００４０】
バイオ物質は、分析サイトに固定され、検体と特異的結合を行う捕獲プローブ役割を行
う。
【００４１】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、上ディスクと下ディスクの厚さは、各々０．１
ｍｍ〜０．６ｍｍで、中間ディスクの厚さは０．６ｍｍ〜１．２ｍｍであることが望まし
い。
20

【００４２】
本発明のＢＭＤは、カートリッジに保管されて使われることが望ましい。
【００４３】
本発明のＢＭＤの直径は、８ｃｍ、１２ｃｍあるいは３２ｍｍであることが望ましい。
【００４４】
ポリカーボネートを含むプラスチック基板ないしシリコンウェーハは、流体内少量の物
質を診断及び探知する薄膜ディスク形態の分析装置に変形改造が可能であり、この場合、
射出成形ないしフォトリソグラフィ工程中にディスク表面に流体が流れる流路及びバッフ
ァ溶液を貯蔵するチャンバを形成させ、ディスク上をラボオンチップ工程を集積化しうる
。このような薄膜ディスク内に形成された流路の流体の流れ及び流量を円滑に制御できる
超小型弁が必要である。また本発明は、シリコンウェーハディスク上に半導体工程により

30

ラボオンチップ工程以外に高容量の半導体メモリを集積化してオーディオ及び映像データ
を含むデジタル情報の記憶機能を有させることができ、デジタル情報はＢＭＤドライブ装
置により再生（読出）されうる。
【００４５】
本発明は、このような点を勘案して案出したものであって、情報記憶及び再生機能、遠
隔診断とサンプル診断、核酸分析及び免疫学的検証が可能なＢＭＤ及びＢＭＤドライブ装
置と、これを用いた分析方法を提供するところにその目的がある。
【００４６】
このような目的を達成するために本発明のＢＭＤは、ＢＭＤドライブ装置内に設けられ
た中央制御装置により制御される。中央制御装置は、ＢＭＤだけでなく通常の光学ディス

40

ク（ＣＤあるいはＤＶＤ）も駆動制御する。
【００４７】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、半導体メモリはフラッシュメモリであることを
特徴とする。
【００４８】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、半導体メモリはＤＶＤ

ＲＡＭあるいはコンピ

ュータのハードディスクの役割を行うことを特徴とする。
【００４９】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、半導体メモリの再生情報をＢＭＤドライブ装置
に提供するか、記録する情報をＢＭＤドライブ装置から半導体メモリに提供するためのメ
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モリ・光変換モジュールをさらに備えることを特徴とする。ＢＭＤ上の半導体メモリは、
メモリ・光変換モジュールを通じてＢＭＤドライブ装置内の光通信装置と光学的にインタ
ーフェースされる。
【００５０】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、メモリ・光変換モジュールは、ＢＭＤ内の分析
サイトについての判読情報をＢＭＤドライブ装置の光通信装置に提供することを特徴とす
る。
【００５１】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、分析サイトは薄膜型蛍光探知装置が集積化され
たことを特徴とする。

10

【００５２】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、薄膜型蛍光探知装置は基質層、導波管層、金属
フィルム層及び蛍光センサー層が積層化されて一体化したことを特徴とする。
【００５３】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、薄膜型蛍光探知装置の基質層は捕獲プローブが
固定されていることを特徴とする。
【００５４】
薄膜型蛍光探知装置の基質層に固定されている捕獲プローブは、蛍光標識されたバイオ
物質と特異的結合する。
【００５５】

20

本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、薄膜型蛍光探知装置の基質層は、多種の捕獲プ
ローブがｎ×ｍアレイ状に固定されていることを特徴とする。
【００５６】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、基質層のｎ×ｍアレイの各エレメントは、個別
的に（空間）アドレッシングされることを特徴とする。
【００５７】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、基質層のｎ×ｍアレイの各エレメントの個別的
アドレッシングは、励起レーザ装置により発生したレーザビームのスキャンによってなる
ことを特徴とする。
【００５８】

30

本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、基質層のｎ×ｍアレイの各エレメントは、レー
ザのスキャン動作により順に励起され、該励起された蛍光標識から発生する蛍光量を蛍光
センサー層により判読することを特徴とする。
【００５９】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、薄膜型蛍光探知装置の蛍光センサー層は光量あ
るいは光度を感知する光センサーであることを特徴とする。
【００６０】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、薄膜型蛍光探知装置はバッファ層をさらに備え
ることを特徴とする。
【００６１】

40

本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、薄膜型蛍光探知装置の基質層、導波管層、金属
フィルム層、バッファ層、蛍光センサー層のうち、選択された１つ以上の層が波状（ｃｏ
ｒｒｕｇａｔｉｏｎ）を有することを特徴とする。このような波状の層は蛍光物質から発
散される蛍光光を一方向に集合（ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ）させる役割をし、これにより少
量の蛍光も探知可能にする。これは米国特許第５００６７１６号明細書に詳しく開示され
ている。
【００６２】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、分析サイトはの薄膜型蛍光探知装置がｎ×ｍの
アレイ状に配列されたことを特徴とする。
【００６３】
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本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、アレイ状に配列された薄膜型蛍光探知装置の各
エレメントは、個別的に（空間）アドレッシングされることを特徴とする。
【００６４】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、アレイ状に配列された薄膜型蛍光探知装置の各
エレメントの個別的アドレッシングは励起レーザ装置により発生したレーザビームのスキ
ャンによってなることを特徴とする。
【００６５】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、アレイ化された薄膜型蛍光探知装置の各エレメ
ントは、レーザのスキャン動作により順に励起され、該励起された蛍光標識から発生する
蛍光量を蛍光センサー層により判読することを特徴とする。

10

【００６６】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、薄膜型蛍光探知装置の基質層は、多孔性膜であ
ることを特徴とする。
【００６７】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、電力を外部から供給されるための電源供給手段
をさらに備えることを特徴とする。
【００６８】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、電源供給手段は、ＢＭＤの中心に設けられた外
部との電気的接触手段からなることを特徴とする。
【００６９】

20

本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、電源供給手段は、無線電源供給装置によってな
ることを特徴とする。
【００７０】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、無線電源供給装置は、外部の交流電流及び磁界
発生コイルとＢＭＤ上の誘導コイル間に起こる電磁気誘導により誘導コイルに電流が誘導
されて発生することを特徴とする。
【００７１】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、無線電源供給装置は、外部に少なくとも１つの
永久磁石を備えてＢＭＤの高速回転時にＢＭＤ上の誘導コイルに起こる磁気変化により電
流が誘導されて発生することを特徴とする。

30

【００７２】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、無線電源供給装置は、ＢＭＤ上に配置された太
陽電池によってなることを特徴とする。
【００７３】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、ディスクの外郭円周周辺にスロットをさらに備
えることを特徴とする。
【００７４】
スロットは、スロット有無を判断するためのスロット有無判別手段により判別され、Ｂ
ＭＤドライブ装置の中央制御装置がＢＭＤの回転角度及びＢＭＤの回転の有無を把握でき
る。

40

【００７５】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、スロットは、開口部あるいは光反射板により具
現化されたことを特徴とする。
【００７６】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、光通信装置は、光ピックアップ装置の受信部及
び光ピックアップ装置の送信部よりなることを特徴とする。
【００７７】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、スロット有無判別手段は、光反射板と光ピック
アップ装置の送信部及び受信部よりなることを特徴とする。
【００７８】
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すなわち、光ピックアップ装置の送信部により送信され、光反射板により反射された光
を、光ピックアップ装置の受信部が認識することによって、スロット有無を判別する。
【００７９】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、ＢＭＤはチャンバ内の液体物質を互いによく混
合可能にするミキサーチャンバをさらに備えることを特徴とする。
【００８０】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、ミキサーチャンバは、ミキサーチャンバ内の挿
入（貯蔵）された磁性体小型ビードと、ミキサーチャンバの上側あるいは下側に設けられ
て磁性体小型ビードに引力を作用させるための磁石を備えて磁石の速い動きによってミキ
サーチャンバ内の小型ビードを共に動かすことによって液体の混合動作を誘導することを

10

特徴とする。
【００８１】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、ミキサーチャンバは、ミキサーチャンバ内の挿
入（貯蔵）された磁性体小型ビードと、ミキサーチャンバの上側あるいは下側に設けられ
てこれら小型ビードに引力を作用させるための磁石を備えて磁石を停止した状態で、ＢＭ
Ｄの回転あるいはＢＭＤの正逆転の反復によってミキサーチャンバ内の小型ビードが磁石
の引力によって動いて、混合動作を誘導することを特徴とする。
【００８２】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、ミキサーチャンバは、ミキサーチャンバ内の液
体物質を互いによくミキシングさせるためにＢＭＤを時計回り方向及び逆時計回り方向の

20

回転を交互に反復進行させることによって、液体混合動作を誘導することを特徴とする。
【００８３】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、ミキサーチャンバは、ミキサーチャンバ内の液
体物質を互いによくミキシングさせるためにＢＭＤを速い回転と瞬間停止を交互に反復す
ることによって、液体混合動作を誘導することを特徴とする。
【００８４】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、ＢＭＤの外郭円周にドーナッツ状のチャンバを
構成し、そのチャンバ内の液体物質及び／または鋼鉄ボールを注入貯蔵することによって
、ＢＭＤの回転時にＢＭＤの偏心により発生する揺れ（ｗａｒｂｌｉｎｇ）を補償するた
めの液体ＡＢＳ（Ａｕｔｏ

Ｂａｌａｎｃｉｎｇ

Ｓｙｓｔｅｍ）チャンバをさらに備え

30

ることを特徴とする。本発明で鋼鉄ボールは、非磁性体であることが望ましい。
【００８５】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、液体ＡＢＳチャンバは、トラッシュチャンバと
共用することを特徴とする。
【００８６】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、チャンバは、血または細胞から血清あるいは血
しょうサンプルあるいは抗原サンプルを準備するための少なくとも１つの準備チャンバ及
び／または血清あるいは血しょうサンプルあるいは抗原サンプルを一時貯蔵するか希釈溶
液により希釈させるための１つ以上のバッファチャンバ及び／または準備された抗原サン
プルと抗原−抗体反応を行うための免疫プローブがアレイ状に基質に付着されている少な
くとも１つの抗原−抗体反応チャンバ（Ａｇ−Ａｂｒｅａｃｔｉｏｎ

40

ｃｈａｍｂｅｒ）

及び／または洗浄工程により生成されたスラッジを集めるための少なくとも１つのトラッ
シュチャンバで構成されたことを特徴とする。
【００８７】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、チャンバは、血または細胞またはＲＮＡからＤ
ＮＡサンプルを準備するための少なくとも１つの準備チャンバ及び／または準備されたＤ
ＮＡサンプルを増幅するか、ＰＣＲ（Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｃｈａｉｎ

Ｒｅａｃｔｉｏｎ）

増幅するための少なくとも１つのＤＮＡ増幅チャンバ及び／またはＤＮＡを一時貯蔵する
か、希釈溶液により希釈させるための１つ以上のバッファチャンバ及び／またはＤＮＡと
混成化反応を行うための分析及び診断用捕獲プローブがアレイ状に基質に付着されている
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少なくとも１つの混成化チャンバ及び／または洗浄工程により生成されたスラッジを集め
るためのトラッシュチャンバで構成されたことを特徴とする。
【００８８】
ＤＮＡ増幅チャンバは、ディスク回転時にディスク表面に発生する風をＤＮＡ増幅チャ
ンバに供給するための冷却風孔をさらに備えることを特徴とする。冷却風孔なしにディス
ク回転によってのみＤＮＡ増幅チャンバを冷却させる場合、回転冷却の効率性が落ちて冷
却時間がそれほど長くかかり、ＰＣＲ増幅のための全体の熱サイクル（ｔｈｅｒｍｏｃｙ
ｃｌｅ）の長さも長くなるしかない。
【００８９】
10

本発明で希釈溶液は、洗浄工程で使われる洗浄液を使用することが望ましい。
【００９０】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、チャンバは洗浄工程で使われる洗浄液を保管す
るための洗浄チャンバをさらに備えることを特徴とする。
【００９１】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、チャンバは、チャンバ内で起こるＤＮＡサンプ
ル増幅あるいは酵素の機作のオン／オフ調節のためにチャンバに熱を加えるための加熱手
段あるいはレーザ発生装置をチャンバ内に集積化させることを特徴とする。
【００９２】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、混成化チャンバあるいは抗原−抗体反応チャン

20

バはＱＣＭ探知装置が集積化されたことを特徴とする。
【００９３】
ＱＣＭ探知装置を使用して共振周波数の変化を測定することによって、異種物質間の結
合（抗原−抗体反応あるいはＤＮＡの混成化反応）を測定する技術は、米国特許第４７３
５９０６号明細書

Ｓｅｎｓｏｒ

ｓｔａｌ

ｍｉｃｒｏｇｒａｖｉｍｅｔｒｉｃ

ｆｏｒ

ｈａｖｉｎｇ

ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ

ｃｒｙ

ｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙｓ

（

１９８８年４月１５日発行）に詳しく開示されており、当業者に公知の技術である。
【００９４】
またＱＣＭ探知装置に対する論文資料は、

Ｑｕａｒｔｚ

ｍｉｃｒ

ｃｈｅｍｉｃａｌ

ｒｅａｃ

ｏｂａｌａｎｃｅ

ａｐｐｌｉｃａｂｌｅ

ｔｏ

ｔｉｏｎｓ

ｏｆ

ｔｈｉｎ

ｆｉｌｍｓ

ｍ

Ｊａｐａｎ、１９７０年、第１３巻、第９号、ｐｐ．２９６−３０２と、

Ｓｏｃ

Ｒｅｓｐｏｎｓｅ
ｅ

ｔｏ

ａ

ｏｆ

ａ

ｌｉｑｕｉｄ

ｍｅｔａｌ
ｑｕａｒｔｚ

ｔｈｅ

ｃｒｙｓｔａｌ

、Ｊｏｕｒｎａｌ

ｄｅｐｏｓｉｔ

ｃｒｙｓｔａｌ

Ｖａｃｕｕ

ｍｉｃｒｏｂａｌａｎｃ

、Ｖａｃｕｕｍ

Ｓｃｉｅｎｃｅ

Ｔｅ

ｃｈｎｏｌｏｇｙ、１９７８年、第１５巻、第６号、ｐｐ．１８３６−１８４３と、
ｈｅ

ｑｕａｒｔｚ

ｃｒｙｓｔａｌ
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ｍｉｃｒｏｂａｌａｎｃｅ

Ｔ

、ＭａｒｃｏｎｉＩ

ｎｓｔｒｕｍｅｎｔ、１９６６年、第１０巻、ｐｐ．８１−８４に詳しく開示されている
。
【００９５】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、混成化チャンバあるいは抗原−抗体反応チャン
バはＳＰＲ探知装置が集積化されたことを特徴とする。

40

【００９６】
ＳＰＲ探知装置は、分析サイト上の厚さあるいは屈折率の変化を測定することによって
、捕獲プローブの特異的結合の有無を探知する装置としてよく知られている。
【００９７】
ＳＰＲがバイオセンサーとして適した理由は、ＳＰＲ現象が金属薄膜の表面近くで起こ
る物理、化学的変化に共鳴角や共鳴波長に非常に敏感に影響を受けるために、金属薄膜の
表面上で起こる蛋白質など生体物質間の結合親和度を高い敏感度で測定する必要がある技
術分野に応用が可能なためである。しかも、ＳＰＲは他の方法に比べて計測時にサンプル
に損傷や変形を与えず、放射性物質や蛍光物質を用いた別途の標識子なしに光学的原理だ
けで分子間の相互計測ができ、リアルタイムで結合親和度を測定できて、分子認識検出に
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高い感度を有する。このような長所によってＳＰＲは、生体分子測定のためのバイオセン
サー分野の有用な技術と評価されている。
【００９８】
ＳＰＲは、光の全反射現象に基づいて誘電体の屈折率の変化を識別する光学的分析機器
の一種である。
【００９９】
全反射とは、光の屈折率の大きい媒質から低い媒質に進行する時、臨界角以上になれば
光が他の媒質に屈折されず、境界面でいずれも反射されることを意味する。この際、一部
エネルギーが屈折率の低い媒質に進行するが、これをエバネッセント波（Ｅｖａｎｅｓｃ
ｅｎｔ

Ｗａｖｅ）という。エバネッセント波の侵入深さは入射光の波長と同一であり（

10

ＳＰＲで検知できる誘電体の厚さ）、その強度は境界面で最も強く、指数関数的に減少す
る。プリズムに金属薄膜を蒸着する場合、エバネッセント波は、さらに強く現れるために
ＳＰＲの感度が向上する。
【０１００】
表面プラズモン（Ｓｕｒｆａｃｅ
集団的振動（Ｃｈａｒｇｅ

Ｐｌａｓｍｏｎ）は、金属薄膜表面で起こる電子の

Ｄｅｎｓｉｔｙ

プラズモン波（Ｓｕｒｆａｃｅ

Ｏｓｃｉｌｌａｔｉｏｎ）を意味し、表面

Ｐｌａｓｍｏｎ

Ｗａｖｅ）は、これにより発生する金

属と誘電体の境界面に沿って進行する表面電磁気波の一種である。
【０１０１】
表面プラズモン波は、互いに異なる誘電関数を有する二媒質境界面、すなわち、金属と

20

誘電体の境界面に電場を印加すれば、二媒質の境界面で電場垂直成分の不連続性のために
表面電荷が誘導され、このような表面電荷の振動により現れる。このような現象を表す金
属は、金、銀、銅、アルミニウムのような外部刺激により電子の放出が容易で、負の誘電
定数を有する金属が主に使われ、自由空間での電磁気波とは異なって入射面に平行に振動
する波としてＰ偏光成分を有する。
【０１０２】
Ｐ偏光された（Ｐ−ｐｏｌａｒｉｚｅｄ）入射波が金属薄膜の境界面で全反射され、エ
バネッセント波は、境界面で金属薄膜内に指数関数的に減少するが、特定の入射角と薄膜
の厚さ（〜５０ｎｍ）では、境界面に平行した方向の入射波と金属薄膜と空気の境界面に
沿って進行する表面プラズモン波の位相が一致する場合、共鳴が起こる。この際、入射波

30

のエネルギーは、いずれも金属薄膜に吸収されて反射波はなくなり、境界面に垂直方向の
電場の分布は、指数関数的に境界面で最も大きく、金属薄膜内に行くほど急に減少する現
象が発生するが、これを表面プラズモン共鳴という。そして、入射した光の反射度が急減
する角度を表面プラズモン共鳴角（ＳＰＲ角）あるいは共鳴角と称する。
【０１０３】
また、センサーチップの金属薄膜表面に固定化されたバイオ−レセプターと標的分子間
の結合により質量の変化が生じ、これによって屈折率が変わる。金属表面に固定化された
層、すなわち、誘電体の屈折率が変われば、ＳＰＲ角の変化が生じ、これを経時的に示し
たものをセンサーグラムと称する。
40

【０１０４】
ＳＰＲ（Ｓｕｒｆａｃｅ

Ｐｌａｓｍｏｎ

米国特許第４８４４６１３号明細書
ｓｅｎｓｏｒ

ｄｅｖｉｃｅ

Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ）探知装置については

Ｏｐｔｉｃａｌ

ｓｕｒｆａｃｅ

（１９８９年７月４日発行）に詳しく開示されており、

当業者にとって公知技術である。またＳＰＲについての論文資料は、
Ｐｌａｓｍｏｎ
ｎｇ

ｒｅｓｏｎａｎｃｅ

、Ｓｅｎｓｏｒｓ

ａｎｄ

１号、ｐｐ．１１−１８、
ｐｔｉｃａｌ

ｏ）ｃｈｅｍｉｃａｌ

ａｐｐｌｉｅｄ

ｔｏ

Ｓｕｒｆａｃｅ

ｉｍｍｕｎｏｓｅｎｓｉ

Ａｃｔｕａｔｏｒｓ、１９８８年９月、第１５巻、第

Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ

ｇｒａｔｉｎｇ

Ｐｌａｓｍｏｎ

ａｎｄ

ｓｅｎｓｏｒｓ

ｐｒｉｓｍ

ｏｆ

ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ

ｃｏｕｐｌｅｒｓ

、Ｓｅｎｓｏｒｓ

ａｎｄ

ｓ１９８８年１１月、第１５巻、第３号、ｐｐ．２７３−２８４、

ａｓ

ｏ

（ｂｉ

Ａｃｔｕａｔｏｒ
Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ
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ｆｏｒｍａｔｉｏｎ
ｏｎ

ｖｉａ

ｇｏｌｄ−ｃｏａｔｅｄ

ｓｕｒｆａｃｅ
ｄｉｆｆｒａ

、Ｂｉｏｓｅｎｓｏｒｓ、１９８７−１９８８年、第３

巻、第４号、ｐｐ．２１１−２２５に詳しく開示されている。
【０１０５】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、チャンバは、液体（ｌｉｑｕｉｄ）状態のコン
ジュゲート溶液を貯蔵するためのコンジュゲートチャンバをさらに備えることを特徴とす
る。
【０１０６】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、コンジュゲートチャンバは、多種分析のために

10

多種のサンプルと特異的に結合する多種のコンジュゲートが共に液状に混合されて貯蔵さ
れていることを特徴とする。
【０１０７】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、チャンバは、相異なるセクターに並列に配列さ
れて単一サンプルに対する多種分析がなされることを特徴とする。
【０１０８】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、チャンバは、相異なるセクターに並列に配列さ
れて多種サンプルに対する単一分析がなされることを特徴とする。
【０１０９】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、バッファチャンバは、標識子粒子を貯蔵して血

20

清、血しょうサンプル、抗原サンプルあるいはＤＮＡサンプルと結合して複合体を形成す
ることを特徴とする。
【０１１０】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、標識子は、金またはラテックス粒子、発色粒子
、蛍光粒子あるいは放射能同位元素粒子であることを特徴とする。
【０１１１】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、コンジュゲートは、発色粒子、蛍光粒子あるい
は放射能同位元素粒子と結合された形態であることを特徴とする。
【０１１２】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、発色粒子は、金またはラテックス粒子であるこ

30

とを特徴とする。
【０１１３】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、バッファチャンバは、液状のコンジュゲート溶
液を貯蔵することを特徴とする。
【０１１４】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、バッファチャンバは、液状のコンジュゲート溶
液と血清、血しょうサンプル、抗原サンプルあるいはＤＮＡサンプルと結合して複合体を
形成することを特徴とする。
【０１１５】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、抗原−抗体反応チャンバ（Ａｇ−Ａｂｒｅａｃ
ｔｉｏｎ

40

ｃｈａｍｂｅｒ）あるいは混成化チャンバの基質は、ストリップあるいは多孔

性メンブレインで構成されたことを特徴とする。
【０１１６】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、ストリップは、ストリップの両側末端に吸収パ
ッドをさらに備えることを特徴とする。
【０１１７】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、ストリップはストリップの両側末端各々にコン
ジュゲートパッドと吸収パッドとをさらに備えることを特徴とする。
【０１１８】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、コンジュゲートパッドは、コンジュゲートが固
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体化されてパッドに付着されたことを特徴とする。
【０１１９】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、コンジュゲートパッドのコンジュゲートは、準
備チャンバから準備された血清、血しょうサンプル、抗原サンプルあるいはＤＮＡサンプ
ルと結合して複合体を形成することを特徴とする。
【０１２０】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、抗原−抗体反応チャンバあるいは混成化チャン
バの基質は、複合体と特異的結合を許容する複数個の捕獲プローブが点滴化されたスポッ
トアレイあるいは複数個のライン状に固定されていることを特徴とする。
【０１２１】

10

本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、抗原−抗体反応チャンバあるいは混成化チャン
バの基質は、多孔性表面を有することを特徴とする。
【０１２２】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、抗原−抗体反応チャンバあるいは混成化チャン
バの基質は、表面積を広げるための表面処理手段による多面積表面を有することを特徴と
する。
【０１２３】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、表面処理手段は、表面コーティングであること
を特徴とする。
【０１２４】

20

本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、多面積表面は、微細凹凸表面であることを特徴
とする。
【０１２５】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、ストリップは、ストリップの両側末端各々にコ
ンジュゲートパッドと吸収パッドを備えると同時にサンプルパッド（あるいはプレ濾過パ
ッド）をさらに備えることを特徴とする。
【０１２６】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、抗原−抗体反応チャンバあるいは混成化チャン
バの基質は、少なくとも１つのテストライン、少なくとも１つの基準ラインと対照ライン
で構成したことを特徴とする。

30

【０１２７】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、抗原−抗体反応チャンバあるいは混成化チャン
バの基質は、少なくとも１つのテストスポット、少なくとも１つの基準スポットと対照ス
ポットで構成したことを特徴とする。
【０１２８】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、抗原−抗体反応チャンバあるいは混成化チャン
バの基質は、少なくとも１つのテストスポット、少なくとも１つの基準ラインと対照ライ
ンで構成したことを特徴とする。
【０１２９】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、基準ラインあるいは基準スポットは、陰性ある

40

いは陽性反応の判別を容易にするために基準値と定めることを特徴とする。
【０１３０】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、捕獲プローブと複合体と特異的結合の反応強度
は、蛍光粒子の蛍光の強度、発色粒子の発色強度、放射能強度、電気化学反応による電気
信号変化、ＳＰＲ角度変化、ＳＰＲイメージの強度差あるいはＱＣＭ探知装置による共振
周波数変化によってなることを特徴とする。
【０１３１】
表面プラズモン共鳴が起こるＳＰＲ角度、すなわち、反射光が最小となる角度は、金属
薄膜表面の層誘電体質量が増加するか構造が変形されば、結果的に有効屈折率が変化して
ＳＰＲ角度が変わる。したがって、このような物質の変化を光学的の方法で計測できるＳ
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ＰＲ原理を利用すれば、金属薄膜表面層の適切な化学的変形を通じて多様な生化学物質間
の選択的結合や分離のような生化学的反応をＳＰＲ角度の変化で感知できて、ＳＰＲセン
サーは高感度生化学センサーとして活用しうる。
【０１３２】
ＳＰＲ角度変化は、反応前後において、ＳＰＲを起こす角度変化を意味する。
【０１３３】
ＳＰＲイメージ強度差は、ＳＰＲ角度を固定させた後、反応後に測定された反応ＳＰＲ
イメージと反応前に測定された基準ＳＰＲイメージとの強度差により得られる。またＱＣ
Ｍ探知装置による共振周波数変化Δｆは、反応後測定された反応共振周波数と反応前に測
10

定された共振周波数との差により得られる。
【０１３４】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、陰性あるいは陽性反応の判別をテストラインと
基準ラインとの間の相対的な反応強度の差により分析することを特徴とする。
【０１３５】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、陰性あるいは陽性反応の判別をテストスポット
と基準スポットとの間の相対的な反応強度の差により分析することを特徴とする。
【０１３６】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、陰性あるいは陽性反応の判別をテストスポット
と基準ラインとの間の相対的な反応強度の差により分析することを特徴とする。

20

【０１３７】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、抗原−抗体反応チャンバあるいは混成化チャン
バの反応結果を肉眼（ｕｎａｉｄｅｄ

ｅｙｅ）あるいは道具（ａｉｄｅｄ

ｅｙｅ）あ

るいは電気的信号により測定することを特徴とする。
【０１３８】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、抗原−抗体反応チャンバあるいは混成化チャン
バの反応結果をＢＭＤの上面（前面）あるいは下面（背面）の開口部を通じて肉眼あるい
は道具（ａｉｄｅｄ

ｅｙｅ）により測定することを特徴とする。

【０１３９】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、抗原−抗体反応結果は、抗原−抗体反応チャン
バでの抗原−抗体反応導入後、抗原−抗体反応チャンバに対する洗浄過程あるいは乾燥過

30

程の導入時間調節により定性あるいは定量分析を行うことを特徴とする。
【０１４０】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、混成化反応結果は、混成化チャンバでの混成化
反応導入後、混成化チャンバに対する洗浄過程あるいは乾燥過程の導入時間調節により定
性あるいは定量分析を行うことを特徴とする。
【０１４１】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、抗原−抗体反応チャンバあるいは混成化チャン
バのサンプル（検体）移動は、毛細管流路による移動方法あるいは親水性コーティングさ
れた流路による移動方法あるいは流体に加えられるポンピング動作による移動方法あるい
はポンプヒーターをさらに備えて熱による空気膨脹による移動方法のうちの選択された１

40

つ以上の移動方法であることを特徴とする。
【０１４２】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、ポンプヒーターはレーザビームをサンプル後方
に照射することによって、熱を発生させてサンプル後方の空気膨脹によりサンプルが今後
前進移動することを特徴とする。
【０１４３】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、流体に加えられるポンピング動作による移動方
法は、

ポンピング流体移動

あるいはピエゾ素子の振動による流体移動であることを特

徴とする。
【０１４４】
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は、移動可能な永久磁石の流孔を中心にした速い接近と離脱の

反復動作により引き起こされた薄膜型円柱の磁石の速い上下運動（開閉動作）と、薄膜型
円柱の磁石の速い上下運動（開閉動作）による流体に作用するポンピング力により流体が
移動することを言う。
【０１４５】
ピエゾ素子を用いたポンプ装置については、米国特許第４５５５７１８号明細書
ｅｚｏ
ｌｙ

ａｃｔｉｖａｔｅｄ
ｓｙｓｔｅｍ

明細書

ｐｕｍｐ

ｉｎ

ａｎ

ｉｎｋ

ｓｕｐｐ

（１９８５年１１月２６日発行）と、米国特許第４９３９４０５号

Ｐｉｅｚｏ−ｅｌｅｃｔｒｉｃ

ｖｉｂｒａｔｏｒ

月３日発行）と、米国特許第４３８００１８号明細書
ｊｅｃｔｉｎｇ

ｌｉｑｕｉｄ

Ｐｉ

ｄｅｖｉｃｅ

ａｎｄ

ａｎ

ｐｕｍｐ

（１９９０年７

Ｉｎｋ

ｄｒｏｐｌｅｔ

ｐｒｏ

ｉｎｋｊｅｔ

ｐｒｉｎｔｅｒ

（１９

10

８３年４月１２日発行）に詳しく開示されており、当業者にとって公知技術である。
【０１４６】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、準備チャンバは、血あるいは検体を注入するた
めのサンプル注入口をさらに備えることを特徴とする。
【０１４７】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、サンプル注入口は、薄い注入口カバーで覆われ
ており、注射針が注入口カバーを貫通して注射針の先を通じて準備チャンバ内に血あるい
は検体を注入することを特徴とする。
20

【０１４８】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、注入口カバーは、ビニール類であることが望ま
しい。
【０１４９】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、サンプル注入口は、少なくとも１つの毛細管チ
ューブが束状で構成されたことを特徴とする。
【０１５０】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、サンプル注入口の毛細管チューブに流入された
血あるいは検体はＢＭＤの回転による遠心力により準備チャンバ内に移動することによっ
て、毛細管チューブを空にすることを特徴とする。
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【０１５１】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、準備チャンバは、定量の血あるいは定量の検体
のみを貯蔵するために、定量を超える過剰の血あるいは検体が準備チャンバに注入された
場合、過剰の血あるいは検体を貯蔵するための剰余チャンバをさらに備えることを特徴と
する。
【０１５２】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、準備チャンバは、抗凝固剤（ａｎｔｉ−ｃｏｇ
ｅｎｔ）が事前に貯蔵されていることを特徴とする。
【０１５３】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、抗凝固剤は、液体あるいは粉末形態であること

40

を特徴とする。
【０１５４】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、過剰の血あるいは検体は、ＢＭＤの回転間遠心
力により剰余チャンバに移動することを特徴とする。
【０１５５】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、準備チャンバは

Ｚ

字状を有することを特徴

とする。
【０１５６】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、弁は、流孔に位置したマイクロビード及びマイ
クロビード上に位置した薄膜型永久磁石とマイクロビードの下に位置した移動可能な永久
磁石で構成されたことを特徴とする。

50

(19)

JP 5030110 B2 2012.9.19

【０１５７】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、弁は、流孔の円周周辺に弁ヒーターをさらに備
えてマイクロビードと流孔との間に存在する表面張力を熱あるいは熱による空気膨脹によ
り除去することを特徴とする。
【０１５８】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、弁ヒーターは流孔の円周周辺にコイルあるいは
抵抗素子を埋没し、そこに電流を流すことによって熱を発生させることを特徴とする。
【０１５９】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、弁ヒーターは、流孔の円周周辺にレーザビーム
10

を照射して熱を発生させることを特徴とする。
【０１６０】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、弁ヒーターは流孔の円周周辺にレーザアレイを
埋没し、これをオンにして、熱を発生させることを特徴とする。
【０１６１】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、移動可能な永久磁石の位置は、スライドモータ
により可変することを特徴とする。
【０１６２】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、弁はマイクロビード上に位置した薄膜型永久磁
石とマイクロビードとの間の吸引力により流孔が閉められ、マイクロビードの下に位置し
た移動可能な永久磁石とマイクロビードとの間のさらに強い吸引力により流孔が開放され

20

ることを特徴とする。
【０１６３】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、マイクロビードは、薄膜の円柱状であることが
望ましい。
【０１６４】
本発明のさらに他の目的は、通常の光学ディスク（ＣＤ及びＤＶＤ）と本発明によるＢ
ＭＤを駆動制御するためのＢＭＤドライブ装置を提供することである。
【０１６５】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、スロット有無判別手段をさらに備
30

えることを特徴とする。
【０１６６】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、スロット有無判別手段は、光反射
板による光反射あるいは開口部による光透過によってなることを特徴とする。
【０１６７】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、製品ＩＤを表示するバーコードパ
ターンを一連の光反射板あるいは一連の開口部により表示することを特徴とする。
【０１６８】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、スロット有無判別手段は光反射に
よりの製品ＩＤを表示するバーコードパターンを読出すことを特徴とする。

40

【０１６９】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、スロット有無判別手段あるいはＦ
Ｇ信号判別手段によりＢＭＤの回転角度及び回転数あるいは回転の有無を把握することに
よって、

方位角方向弁探索過程

を進めることを特徴とする。

【０１７０】
ＦＧ信号は、Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ
（Ｓｐｉｎｄｌｅ

ｍｏｔｏｒ

データシート（ｄａｔａ

ａｎｄ

ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ
５ｃｈ

ａｃｔｕａｔｏｒ

Ｍ６３０２２ＦＰ
ｄｒｉｖｅｒ）の

ｓｈｅｅｔ）に詳しく説明されている。ＦＧ信号は、スピンド

ルモータのホールセンサーに同期化されたパルス信号でスピンドルモータの回転角度及び
回転数あるいは回転の有無を把握することによって、ＢＭＤの回転角度及び回転数あるい
は回転の有無を把握しうる。ＦＧ信号判別手段は、ＦＧ信号を中央制御装置が分析するこ
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とによってなる。ＦＧ信号のパルスの個数をカウントして回転角度及び回転数あるいは回
転の有無を把握する。
【０１７１】
スロット有無判別手段あるいはＦＧ信号判別手段によりＢＭＤの回転角度及び回転数あ
るいは回転の有無が分かるので、上述の先の出願の発明（韓国出願出願１０−２００５−
００３８７６５号
び方法
、

）での

デジタルバイオディスク及びデジタルバイオディスクドライブ装置及
方位角方向弁探索過程

方位角方向弁探索過程

の正確度及び迅速性を増大させうる。すなわち

は、スライダを中止した状態で、スピンドルモータを徐行さ

せるか、スピンドルモータの短い回転と中止の反復動作を通じてなるが、実際にスピンド
ルモータの回転数を正確に把握出できなくては、の短い回転制御はむずかしい。したがっ

10

て、スロット有無判別手段あるいはＦＧ信号判別手段によりスピンドルモータの回転数を
把握できるので、スピンドルモータの短い回転に対する精密制御が可能で、
弁探索過程

方位角方向

を効率的に進行させうる。

【０１７２】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、の相対的な反応強度の差は、イメ
ージセンサー装置により得られた映像情報を分析して得られることを特徴とする。
【０１７３】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、中央制御装置は、イメージセンサ
ー装置から得た基準ライン（あるいは基準スポット）とテストライン（あるいはテストス
ポット）についての映像情報を強化させて相対的な反応強度の差を数字で計算し、その数

20

値を表示装置に表示するか、強化された映像情報自体を表示装置に表示することを特徴と
する。
【０１７４】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、中央制御装置は、イメージセンサ
ー装置から得た基準ライン（あるいは基準スポット）とテストライン（あるいはテストス
ポット）についての映像情報を強化をさせて相対的な反応強度の差を数字で計算し、その
数値を遠隔で送信するか、強化された映像情報を遠隔で送信することを特徴とする。
【０１７５】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、基準ライン（あるいは基準スポッ
ト）とテストライン（あるいはテストスポット）についての映像情報の強化は、暗さ、明

30

るさあるいはコントラストの調節であることを特徴とする。
【０１７６】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、ＢＭＤ上の太陽電池に光を供給す
るための白熱灯を含む光源をさらに備えることを特徴とする。
【０１７７】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、ＢＭＤ上の誘導コイルを感応させて十分な量の
電気を生産し、ＢＭＤ上のコンデンサーに貯蔵するための無線電波発生部をさらに備える
ことを特徴とする。
【０１７８】
無線電波発生部による電波は、フレミングの法則によってＢＭＤ中に内蔵された誘導コ
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イルを感応させて十分な量の電気を生産してコンデンサーに貯蔵させる。
【０１７９】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、チャンバ内で起こるＤＮＡ増幅あ
るいは酵素の機作のオン／オフ調節のためにチャンバに熱を加えるための加熱手段あるい
はレーザ発生装置あるいは白熱灯を含む光源をさらに備えることを特徴とする。
【０１８０】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、ＤＮＡ増幅あるいは酵素の機作調
節のためにＢＭＤのチャンバを冷却させるためにＢＭＤを高速回転させる回転冷却を行う
ことを特徴とする。
【０１８１】
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すなわち、ＢＭＤの高速回転によりＢＭＤ表面に発生した風によりチャンバの熱を奪う
。
【０１８２】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、分析サイトの電気化学探知装置、
インピーダンス測定装置、蛍光探知装置、放射能探知装置、ＳＰＲ探知装置あるいはＱＣ
Ｍ探知装置による判読結果や半導体メモリの内容をＢＭＤドライブ装置が受信するための
非接触式インターフェースをさらに備えることを特徴とする。
【０１８３】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、非接触式インターフェースは、光
通信装置によりなされることを特徴とする。

10

【０１８４】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、光通信装置は、ＢＭＤドライブ装
置の光ピックアップ装置により具現化されることを特徴とする。
【０１８５】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、非接触インターフェースは、ＢＭ
Ｄドライブ装置上の光通信装置とＢＭＤ上のメモリ・光変換モジュール間の光インターフ
ェースであることを特徴とする。
【０１８６】
メモリ・光変換モジュールは、光発生装置を備えての分析サイトの判読結果に該当する
電気信号を光信号に変換して光通信装置に送出するか、半導体メモリに記憶されているデ

20

ジタル情報信号を光信号に変換して光通信装置に送出する。
【０１８７】
またメモリ・光変換モジュールは、光通信装置から送出された光信号を受信するための
光センサーを備える。
【０１８８】
光通信装置は、メモリ・光変換モジュールの光発生装置からの光信号を受信するための
光センサーを備える。
【０１８９】
また光通信装置は、半導体メモリに記録するデジタル情報をメモリ・光変換モジュール
に光信号として伝送するための光発生装置を備える。

30

【０１９０】
すなわち、メモリ・光変換モジュールは、半導体メモリに記録するデジタル情報を光通
信装置の光発生装置から送信された光信号を光センサーを通じて伝達されて電気信号に変
換して半導体メモリに記憶する。
【０１９１】
本発明において、光発生装置は、レーザあるいはＬＥＤが選好され、光センサーはフォ
トディテクターが望ましい。
【０１９２】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、通常の光ディスク（例えば、音楽
ＣＤ、ＣＤ−Ｒ、ゲームＣＤ、ＤＶＤなど）を判読するための光ピックアップ装置（ＣＤ

40

あるいはＤＶＤリーダ）をさらに備えることを特徴とする。
【０１９３】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、光ピックアップ装置と光通信装置
を共にモジュール化したバイオ−光ピックアップモジュール（ＢＯＰＭ：Ｂｉｏ−Ｏｐｔ
ｉｃａｌ

Ｐｉｃｋｕｐ

Ｍｏｄｕｌｅ）装置を備えたことを特徴とする。

【０１９４】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、ＢＯＰＭ装置は、レーザ発生装置
と共にさらにモジュール化させたことを特徴とする。
【０１９５】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、ＢＯＰＭ装置は、励起レーザ装置
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をさらに備えることを特徴とする。
【０１９６】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、ＢＯＰＭ装置は、スロット有無判
別手段と共にさらにモジュール化したことを特徴とする。
【０１９７】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、ＢＯＰＭ装置は、イメージセンサ
ー装置をさらに備えることを特徴とする。
【０１９８】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、イメージセンサー装置はの製品Ｉ
Ｄを表示するバーコードパターンを読出することを特徴とする。

10

【０１９９】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、ＢＯＰＭ装置と移動可能な永久磁
石がスライダ上に共に配置され、スライドモータの制御により移動可能な永久磁石の位置
が制御されることを特徴とする。
【０２００】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、分析サイトに対する判読結果を外
部のコンピュータに遠隔通信網を通じて提供するか、コンピュータからの制御命令を受け
るための入出力装置をさらに備えることを特徴とする。
【０２０１】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、中央制御装置、記憶装置及び出力

20

装置が設計・配置されている回路基板がＢＭＤドライブ本体に締結されており、中央制御
装置は、ＢＭＤの回転あるいは停止のためにスピンドルモータを制御し、かつ、スライド
モータの制御により移動可能な永久磁石を所望の位置に移動させて該当弁の開閉を制御す
ることを特徴とする。
【０２０２】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、入出力装置はＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅ
ｒｓａｌ

Ｓｅｒｉａｌ

Ｂｕｓ）あるいはＩＥＥＥ１３９４あるいはＡＴＡＰＩあるい

はＳＣＳＩあるいはインターネット通信網の通信規格を有することを特徴とする。
【０２０３】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、ＢＭＤドライブ装置は、ＳＣＳＩ

30

入出力装置によりコンピュータ本体とのインターフェースされることを特徴とする。
【０２０４】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、ＢＭＤドライブ装置がＢＭＤ上の
半導体メモリに記憶されているデータを読出してコンピュータ本体にそのデータを伝送す
るか、コンピュータ本体からデータを伝送されてＢＭＤの半導体メモリに記憶するＨＤＤ
役割を行うことを特徴とする。
【０２０５】
本発明のさらに他の目的は、ＢＭＤドライブ装置にＢＭＤをローディングする段階と、
ＢＭＤ上の製品ＩＤを判読する段階と、判読された製品ＩＤに該当された制御プロトコル
によってＢＭＤを駆動する段階と、判読された製品ＩＤがバイオディスクの場合、製品Ｉ

40

Ｄによる分析サイトについての位置情報とアレイ情報を用いて分析サイトを分析する段階
と、分析サイト上の診断及び分析結果を表示装置に示す段階を含む、本発明によるＢＭＤ
ドライブ装置を用いた分析方法を提供する。
【０２０６】
本発明のＢＭＤドライブ装置を用いた分析方法において、望ましくは、判読された製品
ＩＤがメモリディスクである場合、判読された製品ＩＤに該当する制御プロトコルによっ
てＢＭＤ上の半導体メモリを読出して再生する段階と、再生されたデジタルデータをメモ
リ・光変換モジュール及び光通信装置間の光インターフェースを通じてＢＭＤドライブ装
置に伝送する段階と、伝送されたデジタルデータをオーディオ装置あるいは表示装置（Ｌ
ＣＤ

ＴＶ、ＰＤＰ

ＴＶ、ＣＲＴ

ＴＶ）あるいは他の記録媒体に出力する段階をさら
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に含むことを特徴とする。
【０２０７】
本発明のＢＭＤドライブ装置を用いた分析方法において、望ましくは、判読された製品
ＩＤがメモリディスクである場合と、判読された製品ＩＤに該当する制御プロトコルによ
ってＢＭＤ上の半導体メモリを読出すか半導体メモリに書込む段階と、読出したデジタル
データをメモリ・光変換モジュール及び光通信装置間の光インターフェースを通じてＢＭ
Ｄドライブに伝送する段階と、書込むデジタルデータを光通信装置及びメモリ・光変換モ
ジュール間の光インターフェースを通じて半導体メモリに伝送する段階と、をさらに含む
ことを特徴とする。
【０２０８】

10

本発明のＢＭＤドライブ装置を用いた分析方法において、望ましくは、ＢＭＤドライブ
装置に通常のＣＤあるいはＤＶＤディスクがローディングされた場合、ディスク内容を光
ピックアップ装置により再生（読出）する段階をさらに含むことを特徴とする。
【０２０９】
本発明のＢＭＤドライブ装置を用いた分析方法は、望ましくは、追跡管理を容易にする
ために一定時間ごとにユーザに定期検診ないし診断時期を、電子メール、電話通知、郵便
通知あるいはＰＣのモニタ上に、ウィンドウあるいは携帯電話を通じてメッセージを伝達
するメッセンジャー段階をさらに含むことを特徴とする。
【０２１０】
本発明のＢＭＤドライブ装置を用いた分析方法は、望ましくは、メッセンジャー段階は
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、通信サーバーによってなされることを特徴とする。
【０２１１】
本発明のＢＭＤドライブ装置を用いた分析方法は、望ましくは、追跡管理を容易にする
ために一定期間ごとにユーザ（ＢＭＤユーザ）をＢＭＤ関連販売業者職員が定期訪問して
検診ないし診断時期を、通知するか諸般検診及び医療諮問を行う訪問サービス段階をさら
に含むことを特徴とする。
【０２１２】
本発明のＢＭＤドライブ装置を用いた分析方法は、望ましくは、訪問サービス段階は、
使用済みのＢＭＤを回収するためのＢＭＤ回収サービス段階をさらに含むことを特徴とす
る。
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【０２１３】
本発明の他の目的を達成するために、本発明は、血または細胞またはＲＮＡからＤＮＡ
サンプルを準備するための準備工程段階と、準備されたＤＮＡサンプルを増幅するための
ＤＮＡ増幅工程段階と、ＤＮＡ増幅工程により得られたＤＮＡを分析サイト（混成化チャ
ンバ）にアレイされた分析及び診断用捕獲プローブと混成化するための混成化工程段階と
、光学測定装置、電気化学測定装置、インピーダンス測定装置、イメージセンサー装置、
バイオピット探知装置、蛍光探知装置、放射能探知装置、ＱＣＭ探知装置あるいはＳＰＲ
探知装置による分析サイトを判読する段階と、を含む、本発明によるＢＭＤを用いた分析
方法を提供する。
【０２１４】
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本発明のＢＭＤを用いた分析方法において、望ましくは、ＤＮＡ増幅工程段階は、加熱
手段とＢＭＤの高速回転による回転冷却あるいはこれらの反復サイクルによりＤＮＡを増
幅させることを特徴とする。
【０２１５】
本発明のさらに他の目的は、ＤＮＡあるいはＲＮＡを分離する段階と、ＤＮＡを増幅す
るＤＮＡ増幅段階と、ＤＮＡを混成化チャンバ内に移動させて混成化反応を行わせる段階
と、混成化チャンバに洗浄液を移動させて洗浄する段階と、を含む本発明によるＢＭＤを
用いた分析方法を提供する。
【０２１６】
本発明のＢＭＤを用いた分析方法は、望ましくは、ＤＮＡあるいはＲＮＡを分離する段
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階は、溶解バッファによる化学工程後、ＢＭＤを高速回転させて遠心分離によりサンプル
（検体）から分離することを特徴とする。
【０２１７】
本発明のＢＭＤを用いた分析方法は、望ましくは、ＤＮＡ増幅段階で熱を冷却させるた
めにＢＭＤの高速回転による回転冷却段階をさらに含むことを特徴とする。
【０２１８】
本発明のＢＭＤを用いた分析方法は、望ましくは、ＤＮＡに標識子を付けるラベリング
する段階をさらに含むことを特徴とする。
【０２１９】
本発明のＢＭＤを用いた分析方法は、望ましくは、混成化チャンバに対する反応結果を
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判読してメモリ・光変換モジュールにより光信号に変換する段階をさらに含むことを特徴
とする。
【０２２０】
本発明のＢＭＤを用いた分析方法において、望ましくは、チャンバ間の移動は、親水性
コーティングされた流路を介した親水性移動方法であることを特徴とする。
【０２２１】
流路は、狭いので流体が親水性である場合、毛細管現象による親水性コーティングされ
た流路をよく移動する。
【０２２２】
本発明のＢＭＤを用いた分析方法は、望ましくは、ＢＭＤを高速回転させて遠心力によ
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り分析サイトを乾燥させる段階をさらに含むことを特徴とする。
【０２２３】
本発明の他の目的を達成するために、ＢＭＤの高速回転により血から血清（血しょう）
ないし抗原を分離する遠心分離段階と、抗原を分析サイト内に移動させる段階と、ＢＭＤ
を停滞状態で培養して抗原とキャプチャプローブ（免疫プローブ）間に抗原−抗体反応が
起こるように培養する段階と、洗浄液を添加して分析サイトを洗浄する段階を含む、本発
明によるＢＭＤを用いた分析方法を提供する。
【０２２４】
本発明の他の目的を達成するために、ＢＭＤの高速回転により血から血清（血しょう）
ないし抗原を分離する遠心分離段階と、血清（血しょう）ないし抗原を標識子と反応させ
、

標識子−抗原結合体

を形成するように培養する段階と、

分析サイト内に移動させる段階と、ＢＭＤを停滞状態で培養して

標識子−抗原結合体
標識子−抗原
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を

と捕獲

プローブ（免疫プローブ）間に抗原−抗体反応が起こるように培養する段階と、洗浄液を
添加して分析サイトを洗浄する段階を含む、本発明によるＢＭＤを用いた分析方法を提供
する。
【０２２５】
本発明のＢＭＤを用いた分析方法は、望ましくは、分析サイト内の抗原−抗体反応結果
を光学測定装置、電気化学測定装置、インピーダンス測定装置、イメージセンサー装置、
バイオピット探知装置、蛍光探知装置、放射能探知装置、ＱＣＭ探知装置あるいはＳＰＲ
探知装置により判読する段階をさらに含むことを特徴とする。

40

【０２２６】
本発明のさらに他の目的は、血清あるいは血しょうを抗原−抗体反応チャンバ内に移動
させて抗原−抗体反応を行う段階と、抗原−抗体反応チャンバに洗浄液を移動させて洗浄
する段階と、を含む本発明によるＢＭＤを用いた分析方法を提供する。
【０２２７】
本発明のＢＭＤを用いた分析方法は、望ましくは、血清あるいは血しょうは、ＢＭＤを
高速回転させて遠心分離によりサンプル（検体）から得ることを特徴とする。
【０２２８】
本発明のＢＭＤを用いた分析方法は、望ましくは、コンジュゲート溶液を抗原−抗体反
応チャンバに移動させる段階をさらに含むことを特徴とする。
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【０２２９】
本発明のＢＭＤを用いた分析方法において、望ましくは、チャンバ間の移動は、親水性
コーティングされた流路を介した親水性移動方法であることを特徴とする。
【０２３０】
本発明のＢＭＤを用いた分析方法は、望ましくは、ＢＭＤを高速回転させて遠心力によ
り分析サイトを乾燥させる段階をさらに含むことを特徴とする。
【０２３１】
本発明のＢＭＤを用いた分析方法は、望ましくは、抗原−抗体反応チャンバに対する反
応結果を判読してメモリ・光変換モジュールにより光信号に変換する段階をさらに含むこ
とを特徴とする。
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【０２３２】
本発明のＢＭＤを用いた分析方法は、望ましくは、抗原−抗体反応チャンバに対する反
応結果を肉眼で確認する段階をさらに含むことを特徴とする。
【０２３３】
本発明のＢＭＤを用いた分析方法は、望ましくは、ＢＭＤを高速回転させて遠心力によ
り分析サイトを乾燥させる段階をさらに含むことを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【０２３４】
以下、添付図面を参照して本発明の構成をさらに詳細に説明すれば、次の通りである。
【０２３５】
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本発明では、ディスク上にラボオンチップ工程システムのみ配置されたディスクをバイ
オディスクと称し、ディスク上に半導体メモリのみ配置されたディスクをメモリディスク
と称し、これら２個のディスク（バイオディスク及びメモリディスク）をＢＭＤと総称す
る。
【０２３６】
本発明のバイオディスク上の流体の流れまたは流量を制御するための弁は、ＢＭＤの上
側に設けられた永久磁石と下側に設けられた移動可能な永久磁石により形成された磁力で
動くマイクロビードをＢＭＤ内部の流孔に位置させて流路を開閉する。これは、上述の先
の出願された特許出願に詳しく開示されている。
【０２３７】
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図１Ａ及び図１Ｂは、流孔１０内に設けられた薄膜型円柱磁石７０ａを用いた薄膜弁装
置を示すバイオディスク１００ａ断面の一例である。
【０２３８】
バイオディスク１００ａは、上ディスク１と中間ディスク２と下ディスク３で構成され
、これら各々は射出成形工程中にディスク表面に流体が流れる流路及びバッファ溶液を貯
蔵するチャンバと流路を連結させる流孔を複数個形成する。これらは互いに付着されて１
つのバイオディスク１００ａ本体をなす。
【０２３９】
図１Ａは、薄膜型円柱磁石７０ａにより流孔１０が閉塞されて流路１６ａが遮断された
場合を示し、図１Ｂは、流孔１０が開放されて流路１６ａが連結されたことを示す。図１
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Ａのように、流孔１０を閉じて流路１６ａを遮断させるためには、移動可能な永久磁石５
ａを流孔の中心から離れると、上側永久磁石４ａの引力により薄膜型円柱磁石７０ａを上
方に引き付けて流孔１０を閉じる。すなわち、上側永久磁石４ａと薄膜型円柱磁石７０ａ
との間の引力により弁が閉じる。逆に、図１Ｂのように、流孔１０を開放して、流路１６
ａを連結させるためには、移動可能な永久磁石５ａを流孔の中心に移動させて、引力によ
り薄膜型円柱磁石７０ａを下方に引き付ける。すなわち、移動可能な永久磁石５ａと薄膜
型円柱磁石７０ａとの間の引力が、上側永久磁石４ａと薄膜型円柱磁石７０ａとの間の引
力より強いので、弁が開放される。これは移動可能な永久磁石５ａを上側永久磁石４ａよ
り強く設計することによって可能となる。
【０２４０】
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本発明の上側永久磁石４ａは、上ディスク１に固定されている一方、下側の永久磁石５
ａは移動可能な永久磁石が望ましい。また、本発明は弁開放時に流体が圧力を受けずに、
円滑に流路１６ａを流れるように排気口１２が上ディスク１に形成されている。また弁を
開放した状態で、バイオディスク１００ａが回転すれば、遠心力により流体が流孔１０を
通じて隣接したチャンバに移動するようにチャンネルとチャンバとが螺旋状に配置されて
連結される。
【０２４１】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、上側永久磁石４ａは上ディスク１の上側に固定
付着されていることを特徴とする。これにより、バイオディスク１００ａ上のあらゆる弁
は（薄膜型円柱磁石７０ａと上側永久磁石４ａとの間の引力（磁力）により）長期間流通
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及び保管する間に常に閉状態となる。
【０２４２】
図１Ｃ及び図１Ｄは、流孔１０内に設けられたマイクロビード７０ａを用いた薄膜弁装
置を内蔵したバイオディスク１００ａのさらに他の一実施例である。
【０２４３】
バイオディスク１００ａは、上ディスク１と中間ディスク２と下ディスク３とで構成さ
れ、中間ディスク２にのみ流体が流れる流路及びバッファ溶液を貯蔵するチャンバと流路
を連結させる流孔を複数個形成する。中間ディスク２の上下側各々に上ディスク１と下デ
ィスク３を互いに付着させて１つのバイオディスク１００ａ本体をなす。この場合、中間
ディスク２のみ流孔、流路及びチャンバのための成形工程作業が必要なので、図１Ａ及び
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図１Ｂ構造のバイオディスクに比べて生産コストを低減しうる。また、上ディスク１と下
ディスク３は、いかなる成形作業も不要なので、薄いシート型ディスクを使用してもよく
、バイオディスク１００ａの本体の全体厚さをさらに薄くすることができる長所を提供す
る。
【０２４４】
図１Ｃは、マイクロビード７０ａにより流孔１０が閉塞されて流路１６ａが遮断された
場合を示し、図１Ｄは流孔が開放されて流路１６ａが連結されたことを示す。部材符号５
ａは、マイクロビード７０ａの開閉を制御するための移動可能な永久磁石であり、部材符
号４ａは上側永久磁石である。
【０２４５】
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図１Ｅは、マイクロビード７０ａを用いた薄膜弁装置の流孔１０部分についての詳細な
断面図であって、部材符号１０は、マイクロビード７０ａと接触する中間ディスク２の流
孔部位を示す。この部分は、流孔閉鎖時、流体の漏れを防止するためにマイクロビード７
０ａに該当する曲率（ｒｏｕｎｄ）が反映されている。
【０２４６】
部材符号１０ａは、流孔１０部位の外側流孔を表示し、１０ｂは内側流孔を示す。外側
流孔１０ａと内側流孔１０ｂとの間は、マイクロビード７０ａに該当する曲率が反映され
ている。しかし、この場合、流孔１０を開放するために、マイクロビード７０ａを流孔か
ら取り出すためには、マイクロビード７０ａと流孔１０との間の表面張力を克服せねばな
らないために、相当の力が必要である。すなわち、表面張力は、流孔１０についている流
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体とマイクロビード７０ａとの間に作用する力であり、流孔１０の開放を難しくする。さ
らに、流体が粘度（ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ）を有している場合、流孔の開放はさらに難しい
。
【０２４７】
図１Ｆ及び図１Ｇは、流孔１０の開放を円滑にするために、マイクロビード７０ａと流
体との間の表面張力をなくすための弁ヒーターが中間ディスク２の流孔周囲に埋没された
一実施例を示す。
【０２４８】
図１Ｆは、コイル７１ａを巻線にして中間ディスク２の流孔１０の円周周囲に埋没した
場合を示す。コイル７１ａに電流を流し、コイルから発生した熱により表面張力を除去す
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ることによって、流孔１０の開放を容易にした。流孔１０周囲に発生した熱により空気膨
脹あるいは流体膨脹により表面張力が除去されて流孔１０の開放が容易になる。
【０２４９】
また図１Ｇは、レーザアレイ７１ｂを流孔１０の円周周囲に埋没した場合を示す。レー
ザアレイ７１ｂをオンにして発生する熱により表面張力を除去することによって、流孔の
開放を容易にした。レーザアレイとは、複数個のレーザビーム発生装置が並列に連結され
たものを称す。
【０２５０】
本発明の所望の実施例において、マイクロビードは、薄膜型円柱磁石あるいは磁石球が
選好され、その上にシリコンゴムのようなゴムクッション材料コーティングがなされうる
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。
【０２５１】
本発明の所望の実施例で、上側に設けられた永久磁石の代わりに、磁性体材料を使用し
うる。
【０２５２】
本発明で、ゴムクッション材料コーティングの代りに薄膜ゴムを薄膜型円柱磁石と流孔
との間に挿着することが望ましい。
【０２５３】
ゴムクッション材料コーティング及び薄膜ゴムは、弁閉鎖時に液体の漏れを防止するた
めのものである。
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【０２５４】
図２Ａ及び図２Ｂは、分析に必要な各種バッファ溶液を貯蔵し、多様な化学工程を行う
ためのチャンバと処理された流体及びバッファ溶液を移動させるための流路、これら流路
の開閉を制御するための薄膜弁装置が含まれたラボオンチップ工程システムが集積化され
て配置されたバイオディスク１００ａとこれを制御するためのＢＭＤドライブ装置の一実
施例である。
【０２５５】
部材符号１２ａ、１２ｂ及び１２ｃは、排気口である。
【０２５６】
本発明のバイオディスク１００ａの本体は、プラスチック、ＰＭＭＡ、ガラス、雲母、
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シリカ、シリコンウェーハなどの多様な材料から選択されることができる。しかし、プラ
スチックとシリコンウェーハとが経済的理由、加工の容易性のために選好される。
【０２５７】
マイクロビード７０ａ、７０ｂ、７０ｃは、各々上側永久磁石４ａ、４ｂ、４ｃと移動
可能な永久磁石５ａとの間に形成された磁力により独立的に開閉が制御される。１２０は
、サンプルを注入するためのピペットまたは注射器またはランセットまたはサンプル注入
手段を示し、１２１はサンプル注入口であり、１７０はディスク中心孔隙を表し、１３０
は血または細胞からのＤＮＡサンプル、または、ＲＮＡからのＲ−Ｔ（Ｒｅｖｅｒｓｅ
Ｔｒａｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎ：逆転写）によるＤＮＡサンプルを準備するための準備工程
を含む準備チャンバであり、１３１はＤＮＡ増幅工程のためのＤＮＡ増幅チャンバであり
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、１３２は混成化工程のための混成化チャンバであり、ＤＮＡ増幅工程により増幅された
ＤＮＡを分析及び診断するための捕獲プローブがアレイ状に基質に付着されている分析サ
イトである。１３３は、洗浄工程により生成されたスラッジを集めるためのトラッシュチ
ャンバである。２１１は、移動可能な永久磁石５ａとＢＯＰＭ１０３を搭載したスライダ
であって、スライドモータ１０９と機械的に連結されて駆動制御される。
【０２５８】
１４０は、ＤＮＡ増幅工程に必要なポリメラーゼ、プライマーをはじめとする各種酵素
を含むバッファ溶液を含むチャンバであり、１４１、１４２及び１４３は、混成化工程に
必要な各種酵素を含むチャンバである。１４４は、蛍光探知装置である。
【０２５９】
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それぞれの工程（準備工程、ＤＮＡ増幅工程、混成化工程、洗浄工程）の開始時点と終
了時点での弁の開放は、スライダ２１１上に設けられた移動可能な永久磁石５ａを該当弁
の流孔中心に移動接近させることでなされ、流体移動は、ディスクの回転力による遠心力
及び親水性コーティング流路による。流体は、親水性であるために、親水性コーティング
された狭い流路を毛細管現象によりよく移動する。
【０２６０】
１０３ａは、通常の光学ディスク（ＣＤあるいはＤＶＤ）の再生のための光ピックアッ
プ装置であり、１０３ｂは光通信装置である。１０３ｃは、励起レーザ装置である。１０
３ａ、１０３ｂと１０３ｃは、一体化または集積化されてバイオ−光ピックアップモジュ
10

ール（ＢＯＰＭ）装置１０３を構成する。
【０２６１】
励起レーザ装置１０３ｃは、蛍光標識された拘束信号要素の励起に使われ、この際、蛍
光探知装置１４４により分析サイト１３２についての判読情報を得る。
【０２６２】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、励起レーザ装置１０３ｃを備えたＢＯＰＭ１０
３は、分析サイト１３２の２次元アレイについての判読情報を得るために、スライダ２１
１の放射方向の移動とバイオディスク１００ａの回転動作とを反復することによって、分
析サイト１３３を２次元レーザスキャン動作させ、この際、蛍光探知装置１４４により分
析サイト１３２のアレイに対する２次元判読情報を得ることを特徴とする。
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【０２６３】
すなわち、まずスライダ２１１の移動により励起レーザ装置１０３ｃを分析サイトの最
内側に位置させた後、励起レーザ装置１０３ｃをオンにした状態で、バイオディスク１０
０ａを徐行回転させて分析サイトの内側を先に判読する。以後、励起レーザ装置１０３ｃ
をΔＲほど外側移動させながら、全体分析サイトを判読して行く。かような一連の過程を
本発明では、

分析サイト判読過程

と称する。ΔＲは、少量の放射方向の距離を表示す

る。
【０２６４】
１８８は、メモリ・光変換モジュールであり、蛍光探知装置１４４により探知された分
析サイト１３３についての判読情報を光信号に変換し、光通信装置１０３ｂに光インター
30

フェース方式で伝達する。
【０２６５】
１１０ｂは、スライダ２１１上のＢＯＰＭ１０３に必要な各種制御信号を連結するため
のフレキシブルケーブルであり、ウェーハあるいはハーネス１１０ａ連結を通じて中央制
御装置１０１とＢＯＰＭ１０３とが電気的に連結される。
【０２６６】
１８１は、ＢＭＤ１００を乗せるためのターンテーブルであり、ディスクの中心孔隙１
７０を通じてターンテーブルにフロント、トップ、サイドあるいはバックローディングさ
れる。
【０２６７】
蛍光探知装置１４４以外にも、光学測定装置、電気化学探知装置、インピーダンス測定
装置、ＱＣＭ（Ｑｕａｒｔｚ

Ｃｒｙｓｔａｌ
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Ｍｉｃｒｏｂａｌａｎｃｅ，水晶発振子

マイクロバランス）装置、ＳＰＲ（Ｓｕｒｆａｃｅ

Ｐｌａｓｍｏｎ

Ｒｅｓｏｎａｎｃ

ｅ，表面プラズモン共鳴）装置、放射能探知装置による分析サイトの判読が可能である。
【０２６８】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、メモリ・光変換モジュール１８８は、の光学測
定装置、電気化学探知装置、インピーダンス測定装置、ＱＣＭ装置、ＳＰＲ装置、蛍光探
知装置、放射能探知装置による分析サイトの判読結果に該当する電気信号を光信号に変換
して光通信装置１０３ｂに無線送信することを特徴とする。１０２は、ターンテーブル１
８１を回転させるためのスピンドルモータである。
【０２６９】
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図２Ｃは、ＢＯＰＭ１０３と移動可能な永久磁石５ａとが共に設置されたスライダ２１
１の上図面についての一実施例を示す。
【０２７０】
スライダ２１１は、スライドモータ１０９が回転する間に、スライドモータ１０９軸に
連結されたウォームギア連結部１０９ａ、１０９ｂにより移動制御される。
【０２７１】
スライダはスライドアーム１０８ａ、１０８ｂをガイドとして滑るように移動する。ス
ライドアーム１０８ａ、１０８ｂは、ネジ１１１ａ、１１１ｂ、１１１ｃ、１１１ｄを通
じてＢＭＤドライブ装置の本体に締結される。１１０ｂは、フレキシブルケーブルであり
、ウェーハあるいはハーネス１１０ａを通じて連結される。１８１は、スピンドルモータ
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１０２により回転するターンテーブルである。
【０２７２】
図２Ｄ及び図２Ｅは、分析サイト１３２を探知するためのイメージセンサー装置３９の
断面とこれをスライダ２１１上に装着した一実施例を示す。
【０２７３】
分析サイト１３２を照らす反射ミラー４０ａにより反射されたイメージをイメージセン
サー４１ａによりキャプチャする。４１ｂは、キャプチャされたイメージ情報をデジタル
信号に変換し、これをイメージプロセシングするイメージプロセッサーである。イメージ
プロセシングされたイメージ情報は、フレキシブルケーブル４１ｃを通じて中央制御装置
１０１に伝送される。４２は、イメージセンサー装置３９を支持する本体である。４０ｂ
は、イメージセンサーの照明のための少なくとも一個のＬＥＤ（ｌｉｇｈｔ
ｉｎｇ
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Ｅｍｉｔｔ

Ｄｉｏｄｅ）である。

【０２７４】
移動可能な永久磁石５ａが共にスライダ２１１上に配置される。
【０２７５】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、スライダ２１１は、ＢＯＰＭ１０３、移動可能
な永久磁石５ａとイメージセンサー装置３９が共に設置されたことを特徴とする。
【０２７６】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、イメージセンサー装置３９が分析
サイト１３２に対するイメージをキャプチャする前に

分析サイト１３２探索過程

を進
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めることを特徴とする。
【０２７７】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、イメージセンサー装置３９と分析
サイト１３２との間の光学的整列を容易にするためにＢＭＤ上に永久磁石７５を備えたこ
とを特徴とする。
【０２７８】
永久磁石７５と移動可能な磁石５ａとが合えば、二磁石間の引力によりバイオディスク
１００ａは、これ以上回転せず、イメージセンサー装置３９と分析サイト１３２との間の
光学的整列がなされて、

分析サイト探索過程

が完了する。
40

【０２７９】
分析サイト１３２探索過程
８８との間の光学的整列による

は、光通信装置１０３ｂとメモリ・光変換モジュール１
メモリ・光変換モジュール１８８探索過程

と非常に類

似した過程であるので、詳細な説明は省略する。
【０２８０】
図３Ａ、図３Ｂ及び図３Ｃは、複数個の半導体メモリ７６がディスク上に集積されたメ
モリディスク１００ｂの一実施例を示す。
【０２８１】
本発明で、メモリディスク１００ｂの本体は、半導体メモリの集積化の容易性のために
シリコンウェーハが望ましい。
【０２８２】
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７６は、半導体メモリであって、デジタルデータ、オーディオ情報あるいは映像情報を
含むデジタル情報が記憶されており、デジタル情報はメモリ・光変換モジュール（Ｍｅｍ
ｏｒｙ−Ｏｐｔｉｃａｌ

Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ

ｍｏｄｕｌｅ）１８８により光信号に

変換されて光通信装置１０３ｂに伝達される。
【０２８３】
またメモリ・光変換モジュール１８８は、半導体メモリ７６に記録するデジタル情報を
光通信装置１０３ｂから伝達されて電気信号に変換し、半導体メモリ７６に記憶する。
【０２８４】
７７は、メモリディスク１００ｂの各部に必要な電源を供給するための太陽電池である
10

。
【０２８５】
図３Ａは、メモリディスク１００ｂの一部領域に太陽電池７７を集積化させた一方、図
３Ｂは、メモリディスク１００ｂの底面、上面あるいは両面全体を太陽電池７７として使
用した一実施例である。この場合、太陽電池７７の面積が広いので、多くの電力を生産し
て供給しうる。
【０２８６】
７８は、ディスク入出力装置であって、外部デジタル情報記憶機器あるいは表示装置（
ＴＶ、ＬＣＤモニタ）にメモリディスク１００ｂの内容を伝送するか、外部デジタル情報
記憶機器あるいは表示装置（ＴＶ、ＬＣＤモニタ）からデジタル情報を伝送されるための
インターフェースを提供する。
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【０２８７】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、ディスク入出力装置７８は、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖ
ｅｒｓａｌ

Ｓｅｒｉａｌ

Ｂｕｓ）あるいはＩＥＥＥ１３９４あるいはインターネット

の通信規格を有することを特徴とする。
【０２８８】
図３Ｃは、メモリディスク１００ｂにマルチメディアの再生、マルチメディアの記憶及
びマルチメディアの連結機能をさらに追加した一実施例である。
【０２８９】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、メモリディスク１００ｂは、スピーカー７１ｂ
及びマイク７１ａをさらに備えて半導体メモリ７６のオーディオ情報の内容をアナログ信
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号に変換し、オーディオ再生するか、音をデジタルオーディオ情報に変換して半導体メモ
リ７６に記憶することを特徴とする。
【０２９０】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、メモリディスク１００ｂは、イメージセンサー
７３をさらに備えて映像情報を半導体メモリ７６に記憶することを特徴とする。
本発明でイメージセンサー７３は、ＣＣＤセンサーあるいはＣＭＯＳセンサーが望ましい
。
【０２９１】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、メモリディスク１００ｂは、ＬＣＤ表示部７４
をさらに備えて半導体メモリ７６から再生された映像情報を表示することを特徴とする。
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【０２９２】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、メモリディスク１００ｂは、ＤＭＢ（デジタル
マルチメディア放送）あるいはＴＶ／ラジオ受信機能あるいは電子計算機機能をさらに備
えることを特徴とする。
【０２９３】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、メモリディスク１００ｂは、携帯電話無線送受
信機能をさらに備えることを特徴とする。
【０２９４】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、メモリディスク１００ｂはミラー手段をさらに
備えることを特徴とする。
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【０２９５】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、メモリディスク１００ｂは、赤外線リモコン受
信部７９ｂをさらに備えることを特徴とする。
【０２９６】
７９ａは、メモリディスク１００ｂに命令を送るためのリモコン送信機である。
【０２９７】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、メモリディスク１００ｂは機能関連キーパッド
７２をさらに備えることを特徴とする。
【０２９８】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、キーパッド７２は、再生（ｐｌａｙ）ボタン、
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録画（ｒｅｃｏｒｄ）ボタン、探索（ｓｅａｒｃｈ）ボタン、早送り（ｆｏｒｗａｒｄ）
ボタン、巻き戻し（ｒｅｖｅｒｓｅ）ボタン、停止ボタン、一時停止（ｐａｕｓｅ）ボタ
ン、電源（ｐｏｗｅｒ）ボタン、通話ボタン、通話停止ボタン、メニューボタン、テンキ
ー（ｔｅｎｋｅｙ）ボタン、カメラオンボタン、ＴＶオン／オフボタン、ＴＶ受信チャン
ネルアップ／ダウンボタン、ボリュームアップ／ダウンボタン、録音ボタンのうち、選択
された１つ以上を含むことを特徴とする。
【０２９９】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、キーパッド７２は、ジョグシャトルボタンと４
方向矢印ボタンとを共に含む多機能ボタン７２ａをさらに含むことを特徴とする。７５は
、永久磁石である。７９ｃは、直流（ＤＣ）電源を供給するためのＤＣジャッキと連結さ
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れる部位である。７９ｄは、イヤホン挿入用の連結孔である。
【０３００】
７５ａ、７５ｂ、７５ｃは、各々のＤＭＢ（デジタルマルチメディア放送）、ＴＶ／ラ
ジオ受信部、携帯電話送受信部である。７５ｄは、各部を制御するためのマイクロプログ
ラムされたコントローラのメモリディスク制御部である。
【０３０１】
図３Ｄ及び図３Ｅは、ディスク入出力装置７８によりメモリディスク１００ｂとＰＣ８
３ａあるいは多様な外部デジタル情報記憶機器８３ｂが連結された一実施例である。
【０３０２】
８２は、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ

Ｓｅｒｉａｌ

Ｂｕｓ）あるいはＩＥＥＥ１３
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９４ソケットであり、８１はこれらのためのケーブル線である。ディスク入出力装置７８
を通じて、ＰＣ８３ａあるいは多様な外部デジタル情報記憶機器８３ｂからデジタル情報
を読出して、メモリディスク１００ｂにダウンロードするか、アップロードしうる。
【０３０３】
図３Ｆは、メモリディスク１００ｂのシステムブロック図の一実施例である。７５は、
メモリディスク上に集積された半導体メモリ７６、メモリ・光変換モジュール１８８、デ
ィスク入出力装置７８及びメモリディスク上の各部分を制御するためのメモリディスク制
御部である。
【０３０４】
メモリディスク制御部７５は、半導体メモリ７６、メモリ・光変換モジュール１８８及

40

びディスク入出力装置７８にアドレスバス、データバスを含む各種制御信号をメモリディ
スク上の各部分に出力する。
【０３０５】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、メモリディスク１００ｂは、半導体メモリ７６
の内容を再生するか、半導体メモリ７６にデジタル情報を記憶あるいは録画する時、光通
信装置１０３ｂとメモリ・光変換モジュール１８８との間の光インターフェースのために
光学的整列が必要であり、このために事前（再生前あるいは録画前）に
モジュール１８８探索過程

メモリ・光変換

を進めることを特徴とする。

【０３０６】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、メモリディスク１００ｂは、光通信装置１０３

50

(32)

JP 5030110 B2 2012.9.19

ｂとメモリ・光変換モジュール１８８との間の光学的整列を容易にするために永久磁石７
５をさらに備えることを特徴とする。
【０３０７】
図３Ｇは、光通信装置１０３ｂとメモリ・光変換モジュール１８８との間の光学的整列
がなされた状態を示す一例である。
【０３０８】
光学的整列は、

メモリ・光変換モジュール探索過程

によりなされ、その過程は次の

通りである。
【０３０９】
すなわち、永久磁石７５は、ディスク中心から距離

Ｒ

ほど離れているので、移動可

10

能な永久磁石５ａをスライダ２１１により中心からＲほど移動させた状態で、メモリディ
スク１００ｂの短い回転と中止の反復動作により永久磁石７５を探す。永久磁石７５を探
す間に、永久磁石７５と移動可能な磁石５ａが互いに合えば、二磁石間の引力によりメモ
リディスク１００ｂはこれ以上回転せず、光通信装置１０３ｂとメモリ・光変換モジュー
ル１８８間の光学的整列がなされ、これにより、
索過程

メモリ・光変換モジュール１８８の探

が完了する。

【０３１０】
半導体メモリ７６の再生時、光通信装置１０３ｂは、光受信部として動作し、メモリ・
光変換モジュール１８８は、光送信部として動作する。
【０３１１】

20

一方、半導体メモリ７６にデジタル情報記憶あるいは録画時、光通信装置１０３ｂは光
送信部として動作し、メモリ・光変換モジュール（１８８）は光受信部として動作する。
【０３１２】
図３Ｈは、バイオディスク１００ａ、メモリディスク１００ｂ及び通常の光学ディスク
（ＣＤあるいはＤＶＤ）を制御駆動するための図２Ｃによるスライダ２１１を内蔵したＢ
ＭＤドライブ装置の一実施例である。
【０３１３】
図面において、３００は、ＢＭＤドライブ装置を支持している本体である。ＢＭＤドラ
イブ装置の底面には、回路基板１４０がＢＭＤドライブ装置の本体３００に締結されてお
り、回路基板上にＢＭＤドライブ装置を制御するための中央制御装置１０１及び記憶装置

30

１１２あるいは入出力装置１１１が回路基板１４０上に配置されてある。中央制御装置１
０１は、
（ｉ）ＢＭＤ１００の回転あるいは停止のためにスピンドルモータ１０２を制御し、か
つ、スライドモータ１０９の制御によりスライダ２１１上に設計・配置されたバイオ−光
ピックアップモジュール（ＢＯＰＭ）１０３の移動を制御し、かつ、ＢＭＤの弁の開閉を
制御するために永久磁石５ａの位置を移動させる。弁の開放時、永久磁石５ａは、バイオ
ディスク１００ａの該当流孔の中心に非常に近接していて、バイオディスク１００ａに内
蔵されたマイクロビード７０ａに引力を効果的に発揮しうる。
（ｉｉ）また、中央制御装置１０１は、現在ＢＭＤドライブ装置にローディングされた
ディスクが通常の光ディスク（例えば、音楽ＣＤ、ＣＤ−Ｒ、ゲームＣＤ、ＤＶＤなど）

40

であるか、ＢＭＤ１００であるかを判断し、通常の光ディスクの場合、ディスクから読出
した内容を、光ピックアップ装置１０３ａから記憶装置１１２あるいは入出力装置１１１
に伝送するか、書き込む内容を光ピックアップ装置１０３ａに送り、再生／記録（Ｒｅａ
ｄ／Ｗｒｉｔｅ）に必要な各種制御信号を各部に提供する等の光ディスクのための通常の
動作を行い、バイオディスク１００ａの場合、ラボオンチップ工程制御のための動作を進
める。
（ｉｉｉ）また、中央制御装置１０１は、現在ＢＭＤドライブ装置にローディングされ
たディスクがメモリディスク１００ｂである場合、半導体メモリ７６の内容を再生（読出
）するか、半導体メモリ７６に情報を記憶するための制御を行う。
【０３１４】
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スライダ２１１は、スライドモータ１０９の軸に連結されたウォームギア連結部１０９
ａ、１０９ｂにより移動制御される。
【０３１５】
１１０ｂは、スライダ２１１上のＢＯＰＭ１０３に必要な各種制御信号を供給するため
のフレキシブルケーブルであって、ウェーハあるいはハーネス１１０ａを通じて中央制御
装置１０１と電気的に連結される。
【０３１６】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、光ピックアップ装置１０３ａある
いはＢＯＰＭ１０３がＢＭＤ１００上の特定位置のグルーブパターン、データパターンあ
るいはバーコードパターンを判読し、現在ＢＭＤドライブ装置にローディングされたディ

10

スクがバイオディスクかメモリディスクか通常のディスクであるか否かを中央制御装置１
０１が認識するようにすることを特徴とする。
【０３１７】
バイオディスク１００ａ上の光学測定装置、電気化学測定装置、インピーダンス装置、
イメージセンサー装置、バイオピット探知装置、蛍光探知装置、放射能探知装置、ＳＰＲ
探知装置あるいはＱＣＭ探知装置により得られた分析サイト１３２に対する判読結果をメ
モリ・光変換モジュール１８８により光信号に変換して光通信装置１０３ｂに伝達してス
ライダ２１１に連結されたフレキシブルケーブル１１０ｂを通じて中央制御装置１０１、
記憶装置１１２あるいは入出力装置１１１に送る。
【０３１８】

20

３４ａは、スロット有無判別手段である。また、本発明のＢＭＤドライブ装置は、望ま
しくは、メモリＩＣカード１４５ａをＢＭＤドライブ装置に挿入するためのメモリＩＣカ
ード挿入口１０６をさらに備えることを特徴とする。挿入されたメモリＩＣカード１４５
ａは、メモリカードリーダ１４５ｂにより読出される。また、メモリＩＣカードの代わり
にＵＳＢメモリスティックが使われうる。
【０３１９】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、メモリＩＣカード１４５ａには、
個人暗号化情報が記憶されているか、あるいは分析サイトに対する反応結果及びそれに対
する履歴事項が記憶されることを特徴とする。
【０３２０】

30

本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、メモリＩＣカード１４５ａをメモ
リＩＣカード挿入口１０６に挿入することにより、個人暗号化認証が完了してＢＭＤドラ
イブ装置の動作が活性化されることを特徴とする。
【０３２１】
１８１は、ターンテーブルである。１０４は、ディスク回転時のスリップ現象を防止す
るための補助ターンテーブルである。１０７は、ＢＭＤ上の太陽電池７７に光を供給する
ための光源である。
【０３２２】
図３Ｉ及び図３Ｊは、メモリディスク１００ｂがネックレス型ないし腕輪型に改造され
うることを示す一実施例である。７９ｃは、ネックレスあるいは腕輪である。図３Ｊは、

40

ネックレス型ないし腕輪型カートリッジ８０ａ内にメモリディスク１００ｂを保管した一
実施例である。８０ｂは、カートリッジ上の中心突出部であって、メモリディスク１００
ｂの孔隙１７０部位と結合及び固定される着脱手段を提供する。
【０３２３】
また本発明において、ネックレス型ないし腕輪型カートリッジにメモリディスクの電源
供給のための太陽電池あるいはバッテリー収納部をさらに備えることが望ましい。
【０３２４】
図３Ｋないし図３Ｍは、図３Ａあるいは図３Ｂによるメモリディスク１００ｂあるいは
バイオディスク１００ａをデジタルブック１００ｃ上の着脱手段８０ｂ及び載置手段８０
ｃを通じて装着した一実施例を示す。
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【０３２５】
これらは一般の本（ｂｏｏｋ）のように開いたり閉じたりできる。
【０３２６】
デジタルブックは、メモリディスク１００ｂのコンテンツを再生、編集あるいは記憶す
る機能を有し、学生ががばんに多くの本を入れなくても、その代わりにデジタルブック１
００ｃのみあれば、勉強、宿題、通信及びインターネットが可能な総合マルチメディア機
能を提供する。
【０３２７】
デジタルブック１００ｃは、スピーカー７１ｂ及びマイク７１ａをさらに備えて半導体
メモリ７６のオーディオ情報内容をアナログ信号に変換してオーディオ再生するか、音を

10

デジタルオーディオ情報に変換して半導体メモリ７６に記憶することを特徴とする。
【０３２８】
デジタルブック１００ｃは、イメージセンサー７３をさらに備えて映像情報を半導体メ
モリ７６に記憶することを特徴とする。
【０３２９】
本発明でイメージセンサー７３は、ＣＣＤセンサーあるいはＣＭＯＳセンサーが望まし
い。
【０３３０】
デジタルブック１００ｃは、ＬＣＤ表示部７４をさらに備えて半導体メモリ７６から再
生された映像情報を表示することを特徴とする。

20

【０３３１】
デジタルブック１００ｃは、ＤＭＢ（デジタルマルチメディア放送）、ＴＶ／ラジオ受
信機能あるいは電子計算機機能をさらに備えることを特徴とする。
【０３３２】
デジタルブック１００ｃは、携帯電話無線送受信機能をさらに備えることを特徴とする
。
【０３３３】
デジタルブック１００ｃは、ミラー手段をさらに備えることを特徴とする。
【０３３４】
デジタルブック１００ｃは、赤外線リモコン受信部７９ｂをさらに備えることを特徴と

30

する。
【０３３５】
デジタルブック１００ｃは、デジタルブックの機能関連キーパッド７２をさらに備える
ことを特徴とする。
【０３３６】
デジタルブック１００ｃのキーパッド７２は、再生ボタン、録画ボタン、探索ボタン、
早送りボタン、巻き戻しボタン、停止ボタン、一時停止ボタン、電源ボタン、通話ボタン
、通話停止ボタン、メニューボタン、テンキーボタン、カメラオンボタン、ＴＶオン／オ
フボタン、ＴＶ受信チャンネルアップ／ダウンボタン、ボリュームアップ／ダウンボタン
、録音ボタンのうち、選択された１つ以上を含むことを特徴とする。

40

【０３３７】
デジタルブック１００ｃは、デジタルブック１００ｃ内に複数個の半導体メモリ７６を
さらに内蔵したことを特徴とする。
【０３３８】
また、デジタルブック１００ｃのキーパッド７２は、ジョグシャトルボタンと４方向矢
印ボタンを共に含む多機能ボタン７２ａをさらに含むことを特徴とする。
【０３３９】
７８は、ディスク入出力装置で外部デジタル情報記憶機器あるいは表示装置（ＴＶ、Ｌ
ＣＤモニタ）にメモリディスク１００ｂの内容を伝送するか、外部デジタル情報記憶機器
あるいは表示装置（ＴＶ、ＬＣＤモニタ）からデジタル情報を伝送されるためのインター
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フェースを提供する。
【０３４０】
７９ｃは、直流（ＤＣ）電源を供給するためのＤＣジャックと連結される部位である。
７９ｄは、イヤホン挿入用の連結孔である。
【０３４１】
図３Ｋに表示されていないＤＭＢ（デジタルマルチメディア放送）、ＴＶ／ラジオ受信
部、携帯電話送受信部及び各部を制御するためのメモリディスク制御部は、デジタルブッ
ク１００ｃの本体内に内蔵されている。
【０３４２】
また、デジタルブック１００ｃの本体内に内蔵された光通信装置１０３ｂとメモリディ

10

スク１００ｂ上のメモリ・光変換モジュール１８８により光インターフェースされる。
【０３４３】
２９０ｂは、着脱手段８０ｂと載置手段８０ｃに、メモリディスク１００ｂの定着結合
時に光通信装置１０３ｂとメモリ・光変換モジュール１８８との間の光学的整列のための
下記ＢＭＤ上の基準孔２９０ａと結合される基準突出部であって、着脱手段及び載置手段
と共にデジタルブック１００ｃの本体に設けられている。載置手段８０ｃは、メモリディ
スクの定着のためにデジタルブック１００ｃの本体表面で陰刻されていることが望ましい
。着脱手段８０ｂは、メモリディスクの中心孔隙に結合される機構構造を有する。
【０３４４】
デジタルブック１００ｃは、図３ＨによるＢＭＤドライブ装置をデジタルブック１００

20

ｃ内にさらに内蔵してバイオディスク１００ａを着脱手段８０ｂにトップローディングし
て核酸混成分析、免疫学的分析あるいは遠隔診断機能をさらに提供することを特徴とする
。この場合、着脱手段８０ｂは、ターンテーブル１８１の役割を行う。すなわち、着脱手
段８０ｂは、スピンドルモータ１０２の軸と連結され、デジタルブック１００ｃの本体と
分離されて回転可能に機構的に設計されたことが望ましい。
【０３４５】
図３Ｉ及び図３Ｍは、デジタルブック１００ｃの外形を携帯電話形態に改造した一実施
例である。
【０３４６】
図４Ａは、バイオディスク１００ａ上の外郭円周にドーナッツ状に設計された液体ＡＢ
Ｓ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ

Ｂａｌａｎｃｉｎｇ

30

Ｓｙｓｔｅｍ）チャンバ５５ａの一実施

例を示す。本発明では、液体ＡＢＳチャンバ５５ａ内に液体物質を貯蔵することによって
、バイオディスク１００ａの回転時にバイオディスク１００ａの偏心により発生する揺れ
（ｗａｒｂｌｉｎｇ）を液体の流動性により補償する。液体ＡＢＳチャンバ５５ａは、バ
イオディスク１００ａを水平に維持させてバイオディスク１００ａに安定的回転環境を提
供しかつバイオディスク１００ａの回転ノイズを最小化させる。５５ｂは、液体ＡＢＳチ
ャンバ５５ａに液体を注入するためのＡＢＳ注入口である。
【０３４７】
図４Ｂないし図４Ｆは、準備チャンバ１３０と剰余チャンバ９０との一実施例を示す。
40

７０Ａは、弁であり、９１は剰余チャンバ９０の排気口である。
【０３４８】
図４Ｂは、ＢＭＤ１００ａ上に配された準備チャンバ１３０の一実施例を示す。準備チ
ャンバ１３０は、サンプル注入のためのサンプル注入口１２１を有している。準備チャン
バ１３０に過剰に注入されたサンプルを剰余チャンバ９０に移動させることによって、準
備チャンバ１３０には常に定量のサンプルが貯蔵される。図４Ｃは、遠心分離以前にサン
プル注入口１２１を通じて準備チャンバ１３０内に血を注入した場合を示す。血は、弁７
０ａが閉状態で注入する。サンプル注入口１２１を通じて注入された血は、遠心分離すれ
ば、血清（血しょう）、血餅に分離される。通常、人の血液の１／３が血清（血しょう）
である。図４Ｄは、ＢＭＤの高速回転により血を血清と血餅に遠心分離した状態を示す。
準備チャンバ１３０の上層部に血しょう（血清）が見られる。本実施例のように

Ｚ

字
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状の準備チャンバ１３０を使用する場合、遠心分離後に準備チャンバ１３０内において血
清（血しょう）ができるだけ高い高さを占有するので、弁７０ａを開放した状態で、ＢＭ
Ｄを回転させつつ、次のチャンバに血清（血しょう）のみを移動させることがはるかに容
易になる。もし、血清（血しょう）が高い高さを占有していなければ、血清（血しょう）
のみを次のチャンバに分離移動させることは、非常に難しいことになる。
【０３４９】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、準備チャンバ１３０は、最小のサンプル（ある
いは血）注入量を操作者に知らせるためのゲージあるいはレベル表示手段をさらに備える
ことを特徴とする。
【０３５０】

10

本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、ゲージあるいはレベル表示手段は、準備チャン
バ１３０上に描かれた定量表示線９４によってなることを特徴とする。
【０３５１】
図４Ｅは、準備チャンバの定量表示線９４を黒線で使用した一実施例である。
【０３５２】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、定量表示線９４は、準備チャンバ１３０上に描
かれた黒線９４によってなることを特徴とする。
【０３５３】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、準備チャンバ１３０は定量のサンプルのみを貯
蔵するために、定量を超える過剰サンプルが準備チャンバ１３０に注入された場合、過剰

20

のサンプルを貯蔵するための剰余チャンバ９０をさらに備えることを特徴とする。９１は
、剰余チャンバ９０の排気口である。
【０３５４】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、剰余チャンバ９０は、定量チャンネル９３の高
さを定量表示線９４と一致させることによって、定量表示線９４を超える過剰のサンプル
を定量チャンネル９３を通じて剰余チャンバ９０に移動させることを特徴とする。
【０３５５】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、過剰のサンプル（あるいは血）はＢＭＤの回転
中に遠心力により定量チャンネル９３を通じて剰余チャンバ９０に移動することを特徴と
する。
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【０３５６】
図４Ｆは、準備チャンバ１３０において、サンプル注入過程から遠心分離により血清（
血しょう）を分離する過程を示す。過程２は、定量表示線９４以上に準備チャンバ１３０
に血が注入された一実施例を示す。過程３は、遠心分離後、定量表示線９４以上に注入さ
れた過剰な血は剰余チャンバ９０に移動し、定量の血が遠心分離されて血清と血餅とに分
離された。過程４は、弁７０ａの開放により血清（血しょう）のみ次のチャンバに移動さ
せた例を示す。
【０３５７】
図４Ｇ及び図４Ｈは、サンプル注入口１２１の多様な一実施例を示す。
【０３５８】

40

図４Ｇは、注入口カバー１２３を貫通して注射針の先を通じて準備チャンバ１３０内に
血あるいはサンプルを注入する一実施例を示す。
【０３５９】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、サンプル注入口１２１は、薄い注入口カバー１
２３で覆われており、注射針が注入口カバー１２３を貫通して注射針の先を通じて準備チ
ャンバ１３０内に血あるいはサンプルを注入することを特徴とする。
【０３６０】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、注入口カバー１２３はビニール類であることが
望ましい。
【０３６１】
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本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、サンプル注入口１２１は少なくとも１つの毛細
管チューブ１２４が束状で構成されてサンプル注入口１２１に接触した血（あるいはサン
プル）が毛細管現象により準備チャンバ１３０内に自動吸入されることを特徴とする。
【０３６２】
図４Ｉ及び図４Ｊは、ＢＭＤ１００の回転角度及び回転数あるいは回転の有無を把握す
るための複数個のスロット３４ｂ、３４ｃがＢＭＤ上の外郭円周上に配された一実施例を
示す。図４Ｉは、光反射方式によるスロット有無判別手段であり、図４Ｊは、光透過方式
によるスロット有無判別手段である。３４ｂは、光反射板であり、３４ｃは開口部である
。
10

【０３６３】
３４ａは、スロットの有無を判別するためのスロット有無判別手段である。
【０３６４】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、スロット３４ｂ、３４ｃは、スロット間の大き
さあるいはスロット間の間隔が多様に変化されるか、組み合わせられてＢＭＤの外郭円周
に配されることによって、ＢＭＤの回転の有無だけでなく、回転角度及び回転数が分かる
ことが望ましい。
【０３６５】
スロットの大きさを方位角によって異ならせて配した場合、スロット有無判別手段によ
りスロットの大きさを計測することによって、ＢＭＤの回転角度（方位角）が分かる。ま
た、スロット間の間隔を方位角によって異ならせた場合、スロット有無判別手段によりス
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ロット間の間隔を計測することによって、ＢＭＤの回転角度（方位角）が分かる。
【０３６６】
スロット有無判別手段３４ａは、一例として、スロットがある時、ロジック
気信号を出力し、そしてスロットがない時、ロジック

０

１

の電

の電気信号を出力する。した

がって、ＢＭＤ１００の回転時にスロット有無判別手段３４ａは、一連のパルス信号を出
力する。これらパルス信号を中央制御装置１０１が計測してＢＭＤの回転角度及び回転数
あるいは回転の有無を把握する。
【０３６７】
スロット有無判別手段３４ａあるいはＦＧ信号判別手段によりディスク回転角度及び回
転数あるいは回転の有無が分かるので、上述の先の出願の発明（韓国出願第１０−２００
５−００３８７６５号
置及び方法
わち、

）での
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デジタルバイオディスク及びデジタルバイオディスクドライブ装
方位角方向弁探索過程

方位角方向弁探索過程

の正確度及び迅速性を増大させうる。すな

は、スライダ２１１を中止した状態で、スピンドルモー

タ１０２を徐行させるか、スピンドルモータの短い回転と中止の反復動作を通じてなされ
るが、この際、スロット有無判別手段３４ａにより回転量と回転角度とを計測できるので
、スピンドルモータの短い回転に対する精密制御が可能である。
【０３６８】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、スロット有無判別手段３４ａあるいはＦＧ信号
判別手段により

方位角方向弁探索過程

を進めることを特徴とする。
40

【０３６９】
またスロット有無判別手段３４ａあるいはＦＧ信号判別手段によりスピンドルモータの
短い回転に対する精密制御が可能なので、光通信装置１０３ｂとメモリ・光変換モジュー
ル１８８との間の光学的整列を容易にする。すなわち、
８探索過程

メモリ・光変換モジュール１８

を容易にする。

【０３７０】
図４Ｋ、図４Ｌ及び図４Ｍは、ＢＭＤの高速回転間液体の漏れを防止するための液体弁
の一実施例を示す。
【０３７１】
液体弁は、バイオディスク１００ａの高速回転時に、チャンバ１３１に入っている液体
が弁７０ｂの誤動作により液体漏れが発生した場合、弁７０ｂの出口側に設けられた

Ｖ
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字状のチャンネル７により次のチャンバ１３２で漏れた液体が移動することを防止する
。
【０３７２】
図４Ｌ及び図４Ｍは、
る。

Ｖ

Ｖ

字状のチャンネル７により具現された液体弁の詳細図であ

字状のチャンネル７は、液体弁７ａ部分とチャンネル７ｂ部分とに分れる。

液体弁の動作は、次の通りである。バイオディスク１００ａの高速回転時、弁７０ｂが誤
動作した場合、チャンバ１３１から漏れた液体は、液体弁７ａを先に充填する。一旦、液
体弁７０ａを充填してから、液体弁７ａ内に入っている液体自体に対して放射方向の遠心
力が作用して、これ以上の弁７０ｂからの漏液を防止する。むしろ漏液が遠心力により再
10

びチャンバ１３１内に戻る。
【０３７３】
すなわち、バイオディスク１００ａの高速回転時、チャンバ１３１から液体が一部抜け
出た場合、その液体自体に作用する遠心力により、チャンバ１３１からさらに漏れようと
する力と既に漏れた液体自体に作用する遠心力との間の力の均衡によりこれ以上の漏液が
防止される。このような既に漏れた液体に作用する遠心力により漏液を防止することを、
本発明では

液体弁動作

と称する。

【０３７４】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、弁の出口には、ＢＭＤの高速回転中に漏液を防
止するための液体弁をさらに備えることを特徴とする。
20

【０３７５】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、弁の出口には、ＢＭＤの高速回転中に漏液を防
止するための

Ｖ

字状のチャンネル７をさらに備えることを特徴とする。

【０３７６】
図５Ａは、分析サイトの判読を薄膜構造の蛍光探知装置１４４により具現化した一実施
例である。
【０３７７】
蛍光センサーは、蛍光物質からの発光を探知する装置である。蛍光物質を励起させるた
めの励起レーザにより励起させた後、蛍光物質からの発光を探知して蛍光物質の有無を判
別する。これは当業者に公知技術である。
30

【０３７８】
米国特許第４６４９２８０号（１９８７年３月１０日発行）と米国特許第５００６７１
６号（１９９１年４月１９日発行）では、薄膜構造で蛍光物質下に導波管層を一体化させ
て蛍光物質で発散する光の探知能力を改善させた。しかし、この場合、蛍光センサーは、
一体化していない。米国特許第５８４１１４３号（１９９８年１１月２４日発行）では、
薄膜構造に蛍光センサー及びノイズ除去用フィルターまでＶＬＳＩ（Ｖｅｒｙ
ｅ

Ｓｃａｌｅ

Ｌａｒｇ

Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）技術により一体化させて蛍光探知装置の小型

化及び蛍光探知能力をさらに増大させた。しかし、これら米国特許第４６４９２８０号、
米国特許第５００６７１６号及び米国特許第５８４１１４３号には、次の２つの問題があ
る。第一に、蛍光探知装置のアレイに対する技術をサポートしておらず、アレイ化された
分析サイトが構成できない。
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【０３７９】
最近では、相異なる生体物質の空間アドレッシング可能なアレイが固体担体上に製造す
ることができる。捕獲プローブ配列は、多数の分析種を同時に分析することができる。
【０３８０】
その例として、固体担体上に固定されて相補的な分析種を捕獲するアレイがある。この
ようなシステムの１つが、Ｆｏｄｏｒにより発表された（Ｎａｔｕｒｅ、１９９３年８月
５日、第３６４巻）。固体担体上に付着された短いオリゴヌクレオチドプローブには、液
体サンプル内のさらに長いＤＮＡ鎖に含まれた相補的な配列に結合し、以後にサンプルの
核酸配列が収集された混成化データに基づいてコンピュータにより計算される。
【０３８１】
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したがって、単一段階または最小限の段階で流体テストサンプル内の多数のテスト物質
（分析種）分析や多数の流体テストサンプル内の単一テスト物質（分析種）の分析が可能
な能力と容易な探知を提供する単純化されたフォーマットであり、空間アドレッシング可
能なアレイが付着された分析サイトを備えた分析システムが必要である。
【０３８２】
第２に、例示された薄膜構造の蛍光探知装置に関する特許には、捕獲プローブを固定さ
せうる基質層がない。それら特許の薄膜構造において、最上層は導波管層であり、その導
波管層上に液体あるいはガス状の蛍光物質がある場合、蛍光を探知する。しかし、一般的
に分析サイトは、基質上に捕獲プローブとして抗体あるいはオリゴヌクレオチドプローブ
が固定されねばならず、以後、蛍光標識されたサンプル（検体）との抗原−抗体反応ある

10

いは混成化過程により検体内の物質と特異的結合を行う。したがって、基質層のない薄膜
構造の蛍光探知装置は、ＢＭＤの分析サイトとして使用できない。
【０３８３】
本発明の蛍光探知装置１４４は、基質層を含んで複数層の薄膜が積層されて構成される
。検体は、蛍光標識された物質２００であって、液体、ガスあるいは固体状態であり得る
。
【０３８４】
部材番号１３、１６、２０、２２、３２は、各々基質層、導波管層、金属フィルム層、
バッファ層及び蛍光センサー層を示す。
【０３８５】
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導波管層、金属フィルム層、バッファ層及び蛍光センサー層については、上述の米国特
許第４６４９２８０号、米国特許第５００６７１６号及び米国特許第５８４１１４３号に
詳しく開示されている。
【０３８６】
また、これらの特許には、層の波形についても詳しく開示されている。
【０３８７】
１８は、基質層に固定されている捕獲プローブである。
【０３８８】
２００は、蛍光標識された抗原あるいは蛍光標識されたＤＮＡサンプルであり、これら
は捕獲プローブ１８と特異的結合をなす。これら特異的結合を成したサンプルの量は、蛍
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光物質の量に比例し、これを蛍光センサー層３２により定性分析及び定量分析する。蛍光
センサー層３２により感知される蛍光の強度は、電気信号に変換されて電気信号ライン３
４、３６を通じて出力される。
【０３８９】
電気信号ライン３４、３６の電気信号は、メモリ・光変換モジュール１８８に伝達され
、メモリ・光変換モジュールはこれを再び光信号に変換して分析サイトの蛍光判読結果を
光通信装置１０３ｂに伝達する。
【０３９０】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、分析サイト１３２は、基質層、導波管層、金属
フィルム層、バッファ層及び蛍光センサー層が積層化されて一体化するか、集積化された
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蛍光探知装置１４４を備えたことを特徴とする。
【０３９１】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、分析サイト１３２は、基質膜層、導波管層、金
属フィルム層、バッファ層及び蛍光センサー層がシリコンウェーハ上に化学工程により積
層化されて一体化するか、集積化された蛍光探知装置１４４を備えたことを特徴とする。
【０３９２】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、分析サイトの基質層、導波管層、金属フィルム
層、バッファ層、センサー層のうち、選択された１つ以上の層が波状に積層化されたこと
を特徴とする。
【０３９３】
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本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、蛍光センサー層３２は、光センサーであること
を特徴とする。
【０３９４】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、蛍光探知装置１４４の基質層１３は、多種の捕
獲プローブのアレイを含むことを特徴とする。
【０３９５】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、分析サイト１３２は、の蛍光探知装置１４４の
アレイを含むことを特徴とする。
【０３９６】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、蛍光探知装置１４４のアレイの各エレメントは

10

、個別的に（空間）アドレッシングされることを特徴とする。
【０３９７】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、蛍光探知装置１４４のアレイの各エレメントの
個別的アドレッシングは、励起レーザビームのスキャンによってなることを特徴とする。
【０３９８】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、アレイ化された蛍光探知装置１４４の各エレメ
ントは、レーザのスキャン動作により順に励起され、該励起された蛍光標識から発生する
蛍光量を蛍光センサー層３２により判読することを特徴とする。
【０３９９】
図５Ｂは、分析サイト１３２の判読方法を蛍光探知装置１４４により具現化した一実施
例であり、捕獲プローブとして６種の腫よう標識子（ｔｕｍｏｒ
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ｍａｒｋｅｒ）をアレ

イ状に基質層１３に固定させた例である。この実施例では、６種の腫よう標識子ＡＦＰ、
ＰＳＡ、ＣＥＡ、ＣＡ１９−９、ＣＡ１２５、ＣＡ１５−３が基質層１３に固定された。
【０４００】
２００は、蛍光標識された抗原あるいは蛍光標識されたＤＮＡサンプルである。基質層
１３の捕獲プローブと特異的結合をなしたサンプルの量は、蛍光物質の量に比例して励起
レーザ装置１０３ｃにより発生した蛍光量を蛍光センサー層３２が探知して電気信号に変
換する。この電気信号は、励起レーザビームにより空間アドレッシングされた地域の蛍光
量を示す。これをメモリ・光変換モジュール１８８により光信号に変換して光通信装置１
０３ｂに伝達する。

30

【０４０１】
本発明で、分析サイト１３２は、基準ライン３３ａと対照ライン３３ｂとをさらに備え
ることを特徴とする。
【０４０２】
また、本発明で、基準ライン３３ａと対照ライン３３ｂとをスポットで構成できる。
【０４０３】
本発明では、基準ラインの蛍光の強度は、陰性あるいは陽性反応の判別を容易にするた
めに基準値の蛍光量の強度を有するように設定するのが望ましい。
【０４０４】
図５Ｃから図５Ｅは、複数個の蛍光探知装置１４４をアレイ状に分析サイト１３２に集

40

積化させた一実施例である。励起レーザ装置１０３ｃにより各蛍光探知装置１４４の基質
層１３を空間アドレッシングして順次に各蛍光探知装置１４４の基質層１３上の蛍光量を
判読する。判読結果は、メモリ・光変換モジュール１８８により光信号に変換されて光通
信装置１０３ｂに伝達される。２００は、蛍光標識された抗原あるいは蛍光標識されたＤ
ＮＡサンプルである。の空間アドレッシングは、ＢＭＤの回転及びスライダ２１１の移動
によりなされる。
【０４０５】
図５Ｄは、蛍光探知装置１４４が円周に沿ってアレイ状に分析サイト１３２に配列内蔵
されたＢＭＤ１００ａの一実施例を示す。ＢＭＤの回転によって、励起レーザ装置１０３
ｃにより各蛍光探知装置１４４が順次に空間アドレッシングされて判読される。判読結果
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は、メモリ・光変換モジュール１８８により光信号に変換されて光通信装置１０３ｂに伝
達される。
【０４０６】
図５Ｅは、アレイの各エレメント毎に半導体レーザ１０５が一対一対応してＢＭＤ上に
内蔵された一実施例を示す。
【０４０７】
各アレイエレメントに対して内蔵された半導体レーザ１０４により一対一対応して励起
され、蛍光量に比例した該当電気信号を電気ライン３４、３６を通じてメモリ・光変換モ
ジュール１８８に伝達され、メモリ・光変換モジュールは、これを再び光信号に変換して
分析サイトに対する蛍光判読結果を光通信装置１０３ｂに伝達する。図５Ｅの実施例の場

10

合、分析サイトを判読する間、空間アドレッシングのためのＢＭＤの回転とスライダ２１
１の移動が不要な長所がある。また、アレイエレメントに近接して直接レーザビームを照
射することによって、蛍光探知能力をさらに増大させた。
【０４０８】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、分析サイトは、多孔性膜上に抗体あるいはＤＮ
Ａが捕獲プローブとしてアレイ状に固定されることを特徴とする。
【０４０９】
多孔性膜は、多孔性膜上にインターデジット電極が表面コーティングされたものが望ま
しい。多孔性膜としては、ＮＣ（Ｎｉｔｒｏ

Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ）あるいはナイロンメ

ンブレインが望ましい。アレイは、心筋梗塞標識子のミオグロビン（Ｍｙｏｇｌｏｂｉｎ

20

）、ＣＫ−ＭＢ、トロポニンＩ（ＴｒｏｐｏｎｉｎＩ（ＴｎＩ））を固定させることが望
ましい。
【０４１０】
アレイは、アルツハイマー疾患の特異標識子であるＧＳ（Ｇｌｕｔａｍｉｎｅ

Ｓｙｎ

ｔｈｅｔａｓｅ）を固定させることが望ましい。
【０４１１】
図６Ａないし図６Ｃは、ＱＣＭ探知装置の一実施例である。
【０４１２】
ＱＣＭ探知装置は、異種物質間の結合により増加された重さ変化を共振周波数変化Δｆ
として測定することによって、異種物質間の特異的結合の有無を判読する。
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【０４１３】
ＱＣＭ探知装置は、水晶３２１の対向面に重畳電極３２２ａ、３２２ｂと交流信号発生
部３２０とで構成される。
【０４１４】
１８は、捕獲プローブであり、抗原あるいはＤＮＡサンプル２００との特異的結合をな
した場合、重さがそれ分だけ増加するので、ＱＣＭ探知装置の共振周波数が変わる。
【０４１５】
本発明において、水晶は、シリコン結晶であり、半導体工程によりシリコン結晶上に重
畳電極３２２ａ、３２２ｂが蒸着されて配されることが望ましい。
【０４１６】

40

重畳電極３２２ａ、３２２ｂは、半導体工程によるＱＣＭ探知装置の製作を容易にする
。
【０４１７】
本発明のＢＭＤにおいて、ＱＣＭ探知装置は、ＢＭＤの分析サイト１３２をＢＭＤの高
速回転により脱水ないし乾燥した後、探知することを特徴とする。
【０４１８】
実質的に、ＱＣＭ探知装置は、湿気や液状では多くの測定エラーが誘発されるので、本
発明では、ＢＭＤの回転による脱水ないし乾燥後に分析サイトを探知することにより、こ
の問題を解決した。
【０４１９】
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図６Ｂは、ＱＣＭ探知装置の重畳電極３２２ａ、３２２ｂをインターデジット形態に設
計した一実施例である。この場合、二電極間３２２ａ、３２２ｂの対抗する面積をデジッ
ト数によって増加させうるので、感度が増大する。
【０４２０】
反応前後の共振周波数変化をインピーダンス測定機３２６により測定することによって
、特異的結合程度を定量的に分析することができる。
【０４２１】
３は、下ディスクである。
【０４２２】
また本発明では、交流信号発生部３２０は、交流信号発生部３２０の周波数を可変する

10

ために、インピーダンス測定機３２６からのデジタル信号をアナログ電圧信号に変換する
ためのＤ／Ａ変換器をさらに備え、アナログ電圧信号に制御されるＶＣＯ（Ｖｏｌｔａｇ
ｅ

Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ

Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ，電圧制御発振器）を使用することが

望ましい。
【０４２３】
図６Ｃは、図６ＢによるＱＣＭ探知装置をアレイ状に配列した一実施例を示す。３２５
は、アレイの各エレメントを順次に選択するためのマルチプレクサである。マルチプレク
サ３２５により選択された各エレメントの共振周波数変化を、インピーダンス測定機３２
６が独立的に測定することによって、分析サイトに対する特異的結合程度を定量的に判読
20

する。
【０４２４】
図７Ａ及び図７Ｂは、ＳＰＲ（Ｓｕｒｆａｃｅ

Ｐｌａｓｍｏｎ

Ｒｅｓｏｎａｃｅ，

表面プラズモン共鳴）探知装置の様々な実施例である。
【０４２５】
単色Ｐ偏光（Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍａｔｉｃ

Ｐ−ｐｏｌａｒｉｚｅｄ

ｗａｖｅ）が全

反射角度以上で入射角θｉｎの変化により、入射波の波数と表面プラズモン波の波数（ｗ
ａｖｅ

ｖｅｃｔｏｒ）が一致すれば、共鳴され、この際、入射波エネルギーの共振時に

いずれも吸収されて金属表面に着いた光は反射されずに、表面プラズモンにいずれも変換
されて反射度（ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｉｔｙ）は急激に落ちる。金属薄膜の表面で化学反応
ないし捕獲プローブにより特異的結合反応が発生した場合、共鳴条件が変わり、結果的に
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共鳴角あるいは共鳴波長が化学反応ないし特異的結合反応の程度に比例して移動する。
【０４２６】
表面プラズモン現象が生化学物質の相互作用、すなわち、結合親和度の測定に有用に利
用されうる根拠として、試料表面で相互作用する物質の組成変化によって共鳴波長移動が
起こるということがあるが、特異的結合が増加するほど共鳴波長移動が増加し、その結果
、定量的結果が得られる。また共鳴波長の移動の代わりに共鳴角の移動を測定して異種物
質間の結合親和度を定量分析することができる。
【０４２７】
これを免疫学的分析に活用する場合、金属表面に特定抗原に対する抗体をコーティング
して抗原を導入した後、光を照射して発生する表面プラズモン共鳴による共鳴波長（ある

40

いは共鳴角）移動と表面に結合された抗原の量が比例関係を有することを用いて結合され
た抗原の濃度測定が可能となる。
【０４２８】
また、これを核酸混成分析に活用する場合、金属表面に特定ＤＮＡ（あるいはＲＮＡ）
配列に対する相補的二重結合をなす捕獲プローブをコーティングしてＤＮＡ（あるいはＲ
ＮＡ）サンプルを導入した後、光を照射して発生する表面プラズモン共鳴による共鳴波長
（あるいは共鳴角）移動と表面に特異的結合をなしたサンプルの量が比例関係を有するこ
とを用いて結合されたＤＮＡ（あるいはＲＮＡ）サンプルの濃度測定が可能となる。
【０４２９】
ＳＰＲ原理を用いたＳＰＲ探知装置は、（ｉ）回折格子を利用するか、（ｉｉ）光度波
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路を利用するか、（ｉｉｉ）プリズムを用いたＳＰＲセンサーなどが公知されている。
【０４３０】
公知のＫｒｅｓｃｈｍａｎｎ
ｎ

ｏｆ

ｔｈｅ

ＳＰＲセンサー（

ｏｐｔｉｃａｌ

ｅｘｃｉｔａｔｉｏｎ

ｏｆ

Ｔｈｅ

ｃｏｎｓｔａｎｔｓ

ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏ

ｓｕｒｆａｃｅ

ｏｆ

ｍｅｔａｌｓ

ｐｌａｓｍｏｎｓ

ｂｙ

、Ｚ．Ｐｈｙｓｉｃ

ｓ、１９７１年、第２１４巻、ｐｐ．３１３−３２４）の場合、測定変数が多様で、感度
に優れる。しかし、小型化、集積化が不可能である。このような点を保安するためにプリ
ズムの代わりに金属回折格子を使用した金属回折格子結合型ＳＰＲセンサーがＨ．Ｒａｅ
ｔｈｅｒにより論文（
ｎｄ

ｔｈｅｉｒ

Ｓｕｒｆａｃｅ

Ｐｌａｓｍａ

ｏｓｃｉｌｌａｔｉｏｎｓ

ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ、Ｐｈｙｓ．Ｔｈｉｎ

ａ

Ｆｉｌｍｓ、１９

10

７７年、第９巻、ｐｐ．１４５−２６０）に発表された。
【０４３１】
またＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ
ｇ

ｂａｓｅｄ

ｏｒ

Ｄｉｓｃ）上の溝を用いた回折格子結合型（ｇｒａｔｉｎ

ｇｒａｔｉｎｇ

ｈａｌｌｅｎｅｒにより論文（
ｃｅ

Ａ

Ｓｕｒｆａｃｅ

Ｐｌａｓｍｏｎ

ｓｅｎｓｏｒｉｎａ

ｃｏｍｐａｃｔ

ｄｉｓｃ

ｇａｓ

ｎｓｏｒｓ

ｃｏｕｐｌｅｄ）ＳＰＲセンサーがＷ．Ａ．Ｃ

ａｎｄ

Ａｃｔｕａｔｏｒｓ

ｒｅｓｏｎａｎ

ｆｏｒｍａｔ

、Ｓｅ

Ｂ、１９９９年、第５６巻、ｐｐ．２５４−

２５８）に発表されて公知である。
【０４３２】
しかし、回折格子結合型ＳＰＲセンサーを本発明のＢＭＤに適用するには、次のような
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問題点がある。
【０４３３】
＜回折格子結合型ＳＰＲセンサーのＢＭＤ適用時の問題点＞
回折格子を使用するＳＰＲセンサーは、プリズムを使用するＳＰＲセンサーに比べて測
定変数が強度（Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ）に制限される問題がある。したがって、回折格子を
使用するＳＰＲセンサーは、２次元ＣＣＤカメラを通じて２−Ｄアレイ化された分析サイ
トを判読した場合、光の強度に基づいたＳＰＲイメージが得られる。
【０４３４】
２−Ｄアレイ分析サイト上に固定化された捕獲プローブの相互作用は、結果的に反射光
が最小となる共鳴角（ＳＰＲ角）の移動として現れる。結果的に、２−Ｄアレイ上の各エ
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レメントはサンプルとの特異的結合程度によって反射率が変化する。特異的結合が起きた
エレメントと相互作用が起きないエレメント間の光度の差が生じ、この差は分析サイトの
定量分析を可能にする。したがって、最適化されたＳＰＲイメージを得るには、反応前後
において、光度のコントラストが極大化される最適の入射角θｏｐｔで光学系が固定され
るように設計されねばならない問題点がある。
【０４３５】
本発明のＢＭＤドライブ装置では、多様なＢＭＤは反復的にローディング及び抽出され
る。従って、最適入射角θｏｐｔで光学系を固定させることは、ＢＭＤとＢＭＤドライブ
装置間の機構的偏差のために、実際には不可能である。また長時間使用時、ＢＭＤドライ
ブ装置の使用環境（温度及び湿度など）変化によって、最適入射角θｏｐｔで固定された
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光学系を安定的に維持するには多くの難点がある。
【０４３６】
すなわち、最適入射角θｏｐｔは、ＢＭＤとＢＭＤドライブ装置ごとに、そして使用時
点ごとに可変的である。
【０４３７】
したがって、本発明では、ＢＭＤの分析サイト１３２の判読開始毎に、一定範囲の入射
角θｉｎをスキャンして基準スポット間の光度のコントラストが極大化される角度である
最適入射角θｏｐｔを決定し、以後分析サイト１３２にサンプル２００を導入して２−Ｄ
アレイ化された分析サイトの光度変化をＣＣＤ（あるいはＣＭＯＳ）カメラ８３２を使用
し、リアルタイム処理されたＳＰＲイメージを得る。
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【０４３８】
本発明のＢＭＤにおいて望ましくは、ＳＰＲ探知装置は、最適入射角θｏｐｔで入射角
θｉｎを固定させた後、分析サイトにサンプル２００の導入後に測定された
Ｒイメージ

と反応前に測定された

反応前ＳＰＲイメージ

反応後ＳＰ

との強度差によりＳＰＲイ

メージ強度差を得ることを特徴とする。
【０４３９】
本発明のＢＭＤにおいて望ましくは、ＳＰＲ探知装置は、最適入射角θｏｐｔで入射角
θｉｎを固定させた後、分析サイトへのサンプル導入後に一定時間間隔で測定された
応後ＳＰＲイメージ

と反応前に測定された

反応前ＳＰＲイメージ

反

との強度差により

時間帯別ＳＰＲイメージ強度差を得ることを特徴とする。
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【０４４０】
本発明のＢＭＤにおいて望ましくは、ＳＰＲ探知装置は、最適入射角θｏｐｔで入射角
θｉｎを固定させた後、分析サイトにサンプルを導入した後、各エレメントに対するセン
サーグラムを測定することを特徴とする。
【０４４１】
本発明のＢＭＤにおいて望ましくは、ＳＰＲ探知装置は、分析サイトへのサンプル導入
後に一定時間間隔ごとに一定範囲の入射角範囲でスキャン動作を反復して各エレメント毎
に時間帯別にＳＰＲ角あるいはＳＰＲ角移動を測定することを特徴とする。
【０４４２】
一定時間間隔ごとに測定されたデータは、曲線の当てはめあるいは内挿により再構成さ
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れうる。
【０４４３】
入射角θｉｎスキャン動作は、ＢＭＤの精密回転あるいはＢＭＤを停止した状態でスラ
イダ２１１の放射方向移動、スライダ２１１の方位角移動、光源の前後左右移動手段ある
いは光源の傾度調節手段による。スライダ２１１の移動は、スライドモータ１０９による
。
【０４４４】
入射角θｉｎスキャン動作のためのＢＭＤの精密回転は、スロット有無判別手段あるい
はＦＧ信号判別手段によりなされることが望ましい。
【０４４５】
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ＢＭＤの精密回転は、光源８３０を固定させた状態で、スピンドルモータ１０２を回転
させることによってなされ、これにより、入射角θｉｎに変化を与えうる。
【０４４６】
入射角θｉｎスキャン動作のためのスライダの放射方向移動あるいはスライダの方位角
移動は、スライダ２１１上に光源８３０を搭載してスライダ２１１を移動させることによ
って、入射角θｉｎスキャン動作が行われることを特徴とする。
【０４４７】
入射角θｉｎスキャン動作のための光源の前後左右移動制御手段あるいは傾度制御手段
は、電磁石が結合された光源８３０をスライダ２１１上に搭載して電磁石を制御すること
を特徴とする。
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【０４４８】
電磁石に電流を流すことで発生した電磁石の反撥力と引力とを光源の移動制御手段に連
結適用することである。
【０４４９】
入射角θｉｎスキャン動作のための光源の前後左右移動制御手段あるいは傾度制御手段
は、形状記憶合金が結合された光源をスライダ２１１上に搭載して形状記憶合金を制御す
ることを特徴とする。
【０４５０】
形状記憶合金は、熱（あるいは電流）を加えれば、原形通りに物理的形状が変形される
。この変形エネルギーを光源の移動制御手段に適用する。
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【０４５１】
入射角θｉｎスキャン動作のための光源の前後左右移動制御手段あるいは傾度制御手段
は、ピエゾ素子が結合された光源をスライダ２１１上に搭載してピエゾ素子を制御するこ
とを特徴とする。
【０４５２】
ピエゾ素子では、電圧が印加される時、大きさの変形が起こり、この変形エネルギーを
光源の移動制御手段に適用する。
【０４５３】
光源８３０は少なくとも１つのＬＥＤあるいはレーザダイオードが望ましい。
10

【０４５４】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、光学系１１４をスライダ２１１上
に搭載することを特徴とする。
【０４５５】
また、分析サイト１３２の判読は、反応後ＢＭＤの高速回転により分析サイトが脱水な
いし乾燥された後、測定されたＳＰＲ探知信号と反応前に測定されたＳＰＲ探知信号との
差により探知されることを特徴とする。
【０４５６】
図７Ａは、分析サイト１３２を回折格子８４０ａあるいはマイクロプリズム８４１ａを
用いたＳＰＲイメージにより判読する一実施例を示す。
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【０４５７】
回折格子８４０ａあるいはマイクロプリズムアレイ８４１ａの表面上に金薄膜８４０ｂ
をコーティングし、バイオ物質リンカー３５１ａに捕獲プローブ１８を固定させる。
【０４５８】
単色でコリメートさせた偏光光源（Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍａｔｉｃ、ｃｏｌｉｍａｔｅｄ
、ｐｏｌａｒｉｚｅｄｌｉｇｈｔ

Ｓｏｕｒｃｅ）８３０で発生した光は、回折格子８４

０ａあるいはマイクロプリズムアレイ８４１ａにより屈折された後、分析サイト１３２内
の金薄膜８４０ｂに入射されて金薄膜８４０ｂの表面に表面プラズモンを形成する。
【０４５９】
この際、金薄膜８４０ｂの表面での捕獲プローブ１８とサンプル２００との間の特異的
結合程度によってＳＰＲイメージの強度が変わる。

30

【０４６０】
８３１は、の前後左右移動手段あるいは傾度制御手段を示す。これらを制御することに
よって入射角θｉｎを可変しうる。
【０４６１】
１７０は、ＢＭＤの中心孔隙である。
【０４６２】
図７Ｂは、プラスチック材質の上ディスク１上に金コーティングされたグルーブパター
ン８４２が形成され、これらは回折格子機能を有する。金コーティングされたグルーブパ
ターン８４２の表面上に捕獲プローブ１８が固定付着される。ＳＰＲ角ｆＳＰＲで金コー
ティングされたグルーブパターン８４２の表面上に表面プラズモンが形成される。この際

40

、反射率は最小となる。したがって、ＳＰＲ角ｆＳＰＲで反射される光度は最小となる。
ＳＰＲ条件は、金コーティングされたグルーブパターン８４２の屈折率（あるいは厚さ）
と、金８４２の表面の誘電体上の物質の屈折率（あるいは厚さ）とに依存するので、金表
面上での特異的結合反応を定量的に分析することができる。
【０４６３】
図７Ｃ及び図７Ｄは、ＳＰＲ探知装置のための光学系の多様な実施例である。
【０４６４】
光源８３０で発生した光は、分析サイト１３２に入射されて捕獲プローブ１８とサンプ
ル２００との間の特異的結合程度によってＳＰＲイメージの強度が変わる。光学系１４４
は、スライダ２１１に搭載されて移動され、光源の前後左右移動手段あるいは光源の傾度
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調節手段８３１が光源８３０の入射角θｉｎを可変する。１０２は、ＢＭＤ１００ａを回
転させるためのスピンドルモータである。
【０４６５】
図７Ｃは、光源８３０からの基準光度を検出するための基準光センサー８３２ａと分析
サイトから反射された光の光度を検出するためのＳＰＲ光センサー８３２ｂ、そしてこれ
ら２個のセンサー８３２ａ、８３２ｂからの信号成分比を求めて最終ＳＰＲ探知信号とし
て出力するためのドライブ回路８３３を備えた光学系１１４により具現化されたＳＰＲ探
知装置を示す。
【０４６６】
３４０ａは、偏光子であり、３４１ａはビームスプリッタである。

10

【０４６７】
図７Ｄは、光源８３０の光を平行光にするコリメート３４０ｂ、分析サイト１３２から
反射された光を検出するためのレンズ３４０ｃ、偏光ビームスプリッタ３４１ｂ、２個の
ＳＰＲ光センサー８３２ａ、８３２ｂと、これら２個のセンサー８３２ａ、８３２ｂから
の信号成分比を求めて最終ＳＰＲ探知信号を出力するためのドライブ回路８３３を備えた
光学系１１４により具現化されたＳＰＲ探知装置を示す。分析サイト１３２から反射され
た光は偏光ビームスプリッタ３４１ｂによりＳ偏光成分とＰ偏光成分とに分離され、これ
を各々２個のＳＰＲ光センサー８３２ａ、８３２ｂにより検出する。
【０４６８】
検出されたｓ偏光成分とｐ偏光成分は、光源８３０の強度揺動（ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ

20

ｆｌｕｃｔｕａｔｉｏｎ）とノイズとを除去するためにドライブ回路８３３により２つの
偏光成分の比に変換されて最終ＳＰＲ探知信号として出力される。
【０４６９】
図８Ａないし図８Ｄは、多孔性膜４１ｃ上に多種の腫よう標識子を固定させたストリッ
プ４１の多様な実施例を示す。４１ａは、コンジュゲートパッドあるいはサンプルパッド
あるいはサンプルパッドとコンジュゲートパッドで、４１ｂは吸収パッドである。４１ｃ
は、多孔性膜である。
【０４７０】
腫よう標識子は、ＡＦＰ、ＰＳＡ、ＣＥＡ、ＣＡ１９−９、ＣＡ１２５、ＣＡ１５−３
から選択された１つ以上であることが望ましい。
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【０４７１】
図８Ａは、多孔性メンブレイン４１ｃ上に点滴化によりこれら腫よう標識子が固定され
た一実施例を示し、図８Ｃはライニングによりこれら腫よう標識子が固定された一実施例
を示す。また図８Ｂは、点滴化により腫よう標識子を固定させてライニングにより基準ラ
インと対照ラインとを固定させた一例を示す。
【０４７２】
図８Ｄは、多種サンプルに対する単一分析を行うか、単一サンプルに対する多種分析を
行うか、あるいは多種サンプルに対する多種分析を行うためのＢＭＤの一実施例を示す。
【０４７３】
血清、血しょうサンプル、抗原あるいはＤＮＡサンプルを貯蔵するための少なくとも１
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つのサンプルチャンバ１３１ａがある。これら複数個のサンプルチャンバ１３１ａには、
単一サンプル構成のために同じサンプルが貯蔵されうる。また、複数個のサンプルチャン
バには、多種サンプル構成のために各サンプルチャンバ１３１ａごとに他種のサンプルが
貯蔵されうる。サンプルチャンバ１３１ａは、単一分析種サンプル注入時には１つのみあ
り得る。
【０４７４】
図８ＤによるＢＭＤの実施例の場合、８個の分析セクター４９が並列に配されている。
各分析セクター４９ごとに分析サイト１３２内にストリップ４１と弁４７ａ及び親水性流
路４７ｂが設けられている。弁４７ａ開放時にサンプルチャンバ１３１ａ内のサンプルが
分析サイト１３２に親水性移動してストリップ４１上の多種の捕獲プローブと特異的反応
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を行う。したがって、単一分析セクター内で多種分析が可能である。
【０４７５】
また、図８Ｄは、分析セクターＩＤについての情報をスロットパターンあるいはバーコ
ードパターン３４ｄにより各分析セクター４９の外郭円周上に表示した一実施例を示す。
分析セクターＩＤは、スロット有無判別手段３４ａあるいはイメージセンサー装置３９に
より認知されて中央制御装置１０１に伝送される。
【０４７６】
また各分析セクター４９ごとに永久磁石７５が配されており、

分析サイト探索過程

が行えるだけでなく、該当分析サイトＩＤを中央制御装置１０１が認知することによって
、イメージセンサー装置３９によりキャプチャされた分析サイト１３２の反応結果に対す

10

るイメージ情報が分析セクター別に区分されて保管処理及び管理されうる。
【０４７７】
図９Ａは、チャンバにバッファ溶液を含む各種液体を注入するためのチャンバ注入口３
５０とチャンバ排気口３５１の一実施例である。チャンバ排気口３５１は、液体注入時に
チャンバの空気圧を除去して液体注入を円滑にする。
【０４７８】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、チャンバ注入口３５０及びチャンバ排気口３５
１はチャンバの中央に位置することを特徴とする。
【０４７９】
定量吐出部、ディスペンサーあるいは注射器の端部をチャンバ注入口３５０に挿入して
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必要な液体（バッファ溶液など）をチャンバに注入せねばならない。この際、もし、チャ
ンバ排気口３５１がなければ、チャンバ自体が密閉されているので、空気圧により液体注
入が難しい。
【０４８０】
また、液体注入時に液体がチャンバの外郭から充填されるので、チャンバ排気口３５１
及びチャンバ注入口３５０は、チャンバの中央に位置することが合理的である。
【０４８１】
図９Ｂは、チャンバ注入口３５０とチャンバ排気口３５１とを一体化させたチャンバ孔
３５２の一実施例を示す。
30

【０４８２】
この場合、チャンバ孔３５２の直径を、定量吐出部、ディスペンサーあるいは注射器よ
り大径にすることによって、チャンバ孔３５２自体がチャンバ注入口兼排気口の役割を行
うようにした。すなわち、チャンバ孔３５２がさらに大径であるので、液体注入の間にチ
ャンバが密閉されない。
【０４８３】
また液体注入時に液体がチャンバの外郭から充填されるので、チャンバ孔３５２がチャ
ンバの中央に位置することが合理的である。またできるだけチャンバ孔３５２を介した漏
液を防止するために、チャンバの高さに変化を与えた。すなわち、液体は、毛細管現象に
よりチャンバ高の低い所を選好するので、チャンバ孔３５２周囲のチャンバ高をさらに高

40

くして、液体をチャンバ孔３５２からできるだけ遠く離れるようにした。
【０４８４】
チャンバ排気口３５１、チャンバ注入口３５０あるいはチャンバ孔３５２は、液体注入
完了後、閉鎖されねばならない。そうでなければ、流通販売時にこれら孔３５０、３５１
、３５２を通じた漏液の危険がある。
【０４８５】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、チャンバ注入口３５０、チャンバ排気口３５１
あるいはチャンバ孔３５２は、ステッカー、ＣＤラベル紙あるいはＵＶ（Ｕｌｔｒａ

Ｖ

ｉｏｌｅｔ）接着剤により閉鎖されることを特徴とする。
【０４８６】
チャンバ排気口３５１あるいはチャンバ孔３５２は、チャンバ内に貯蔵された漏液の危
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険性のために流通販売中には閉鎖されねばならないが、使用時には、再び開放して流体移
動動作を円滑にしうる。
【０４８７】
図９Ｃ及び図９Ｄは、チャンバ排気口３５１をスチールボール５２０を使用して閉鎖さ
せた後、使用時に自動開放するようにした一実施例を示す。
【０４８８】
ＢＭＤ使用前、スチールボール５２０と接着手段５２１ａ、５２１ｂによりチャンバ排
気口３５１及びチャンバ孔３５２が閉鎖される。スチールボール５２０は、チャンバ排気
口３５１の周辺に設けられた接着手段５２１ａ、５２１ｂにより固定されてチャンバ排気
10

口３５１が閉鎖される（図９Ｃ）。
【０４８９】
ＢＭＤ使用時、ＢＭＤ１００ａをＢＭＤドライブ装置にローディングすれば、ＢＭＤは
高速回転し、この際、スチールボールに作用する強い遠心力によりスチールボール５２０
が接着手段５２１ａ、５２１ｂの接着力に勝って離れて、チャンバ排気口３５１が開放さ
れる（図６Ｄ）。
【０４９０】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、チャンバ排気口３５１は、スチールボール５２
０と接着手段５２１ａ、５２１ｂとの接着力（あるいは圧着力）により閉鎖され、遠心力
によりスチールボール５２０が接着手段５２１ａ、５２１ｂとの接着力に勝って離脱しつ
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つ、開放されることを特徴とする。
【０４９１】
本発明で接着手段５２１ａ、５２１ｂは、クッションのある両面テープあるいはゴムコ
ーティング材料が望ましい。
【０４９２】
図９Ｅは、接着手段５２１ａ、５２１ｂの一実施例を示す。
【０４９３】
５２１ａは、スチールボール５２０の上面をチャンバ排気口３５１に密着させるための
両面テープであり、スチールボール５２０の円周全体に対して接着力を有するようにした
。
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【０４９４】
５２１ｂは、スチールボール５２０の底面をチャンバ本体３４９に密着させて、同時に
遠心力発生時にスチールボール５２０の離脱を容易にするための両面テープであり、スチ
ールボール５２０の全体円周のうち、半分面に対してのみ接着力を有するように設計した
。
【０４９５】
図９Ｆは、スチールボール５２０の多様な形状（三角円柱状、キャップ状）の実施例を
示す。本発明では、チャンバ排気口３５１を閉鎖させるために使用したスチールボール５
２０が遠心力によりよく離脱されるように、スチールボールの頭部分５２０ａを大きくし
た三角円柱状、キャップ状のスチールボール５２０が望ましい。この場合、スチールボー
ル５２０の上面のみを両面テープ５２１ａでチャンバ排気口３５１に密着させた。

40

【０４９６】
さらに他の実施例として、チャンバ排気口３５１の閉鎖性を増大させるためにチャンバ
排気口３５１をクッションのあるゴム材料でコーティングするか、スチールボール５２０
をクッションのあるゴム材料でコーティングすることが望ましい。
【０４９７】
図９Ｇは、ＢＭＤの上面をオフセット印刷、シルク印刷、ステッカー印刷あるいはＣＤ
ラベル紙印刷した一実施例を示す。
【０４９８】
ここには、ＤＢＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ
されている。

Ｂｉｏ

Ｄｉｓｃ）２６０という商標ロゴが表示
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【０４９９】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、サンプル注入口１２１は、注入口カバー１２３
の上面にサンプル注入口の標識をオフセット印刷、シルク印刷、ステッカー印刷あるいは
ＣＤラベル紙印刷してユーザにサンプル注入口１２１に対する正確な位置情報を知らせる
ことを特徴とする。
【０５００】
１２１ａ及び１２１ｂは、サンプル注入口１２１の標識であって、各々サンプル注入口
１２１の円形外郭線及びサンプル注入口の中心点を表示する。ユーザは、サンプル注入口
の中心点１２１ｂに注射器針またはランセットまたはサンプル注入手段の先端を一致させ
て注入口カバー１２３を貫通させた後、準備チャンバ１３０内にサンプルを注入する。

10

【０５０１】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、サンプル注入口の標識はサンプル注入口円形外
郭線及びサンプル注入口中心点で構成されたことを特徴とする。
【０５０２】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、サンプル注入口の円形外郭線１２１ａ及びサン
プル注入口の中心点１２１ｂは、黒色あるいは赤色印刷であることを特徴とする。
【０５０３】
９４は、最小の血注入量を操作者に知らせるための準備チャンバ１３０上に描かれた定
量表示線である。
20

【０５０４】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、オフセット印刷、シルク印刷、ステッカー印刷
あるいはＣＤラベル紙印刷は、準備チャンバ１３０あるいは分析サイト１３２部分を透明
に印刷するか、開放することを特徴とする。
【０５０５】
図９Ｈは、ＢＭＤ上に設けられた除湿チャンバ６７０と湿気感知チャンバ６８０の一実
施例を示す。除湿チャンバ６７０には、除湿のための除湿剤が貯蔵される。通常の除湿剤
ないし乾燥剤としては、ゼオライト、硅藻土、シリカゲル、ゼオライトゲルが多く使われ
ている。６７１は、除湿チャンバ６７０の気孔である。
【０５０６】
湿気感知チャンバ６８０には、ＢＭＤの湿気露出如何あるいは液体に濡れたことがある

30

かどうかを感知するための湿気指示カード６８１が内蔵される。ユーザのＢＭＤの取扱不
注意による問題をアフターサービス（Ａｆｔｅｒ

Ｓｅｒｖｉｃｅ）施行時に販売者及び

生産者が認知するためである。湿気指示カード６８１としては、時販中のＭｕｌｔｉｓｏ
ｒｂ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社のＨｕｍｏｎｉｔｏｒカードという製品が知られてい

る。
【０５０７】
湿気指示カード６８１は、閉空間または密封された製品容器内で湿気が許容値範囲にあ
るかどうかについて直ちに知らせる。一実施例として青色からピンク色に色が変わる場合
、ＢＭＤが湿気露出されたことがあるか、液体に濡れたことがあることを示す。
【０５０８】

40

本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、イメージセンサー装置３９は、中
央制御装置１０１が湿気感知チャンバ６８０を認識して湿気が許容値以上であるかを分析
するか、湿気感知チャンバ６８０のイメージを記憶装置１１２に記憶するように湿気感知
チャンバ６８０のイメージをキャプチャして中央制御装置１０１に伝送することを特徴と
する。
【０５０９】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、中央制御装置１０１は、湿気感知
チャンバ６８０のイメージを分析してＢＭＤが過去に許容値以上の湿気に露出されたこと
があったと判断された場合、ＢＭＤユーザに、このような事実を知らせる警告メッセージ
を通知するか、記憶装置１１２にこの事実を履歴管理項目として時間情報及び該当ＢＭＤ
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の製品ＩＤと共に記録して置くか、入出力装置１１１を通じてＢＭＤのアフターサービス
関連部署に遠隔伝送することを特徴とする。
【０５１０】
図９Ｉ及び図９Ｊは、トラッシュチャンバ１３３の一実施例である。本実施例の場合、
トラッシュチャンバ１３３に流入される流量の開閉制御のための専用弁がなく、かつ、逆
流を防止するためにトラッシュチャンバ内のチャンバ間隙に変化を与えたことが特徴であ
る。
【０５１１】
すなわち、弁を使用する代わり、常時開放されているトラッシュチャンバの入口２９２
があって、遠心力により前段（ｐｒｅｖｉｏｕｓ

ｓｔａｇｅ）のチャンバ１３２からト

10

ラッシュチャンバ１３３内に液体が流入貯蔵される。しかし、トラッシュチャンバ入口２
９２が常時開放されているので、トラッシュチャンバ１３３内に流入された液体物質が逆
流して前段のチャンバ１３２に再び移動する危険性に露出される問題がある。
【０５１２】
このような問題を解決するために本発明では、２つの方法が使われた。第１に、トラッ
シュチャンバ入口２９２の大きさと位置を調整した。トラッシュチャンバ入口２９２をト
ラッシュチャンバ幅よりさらに小さく構成し、かつトラッシュチャンバ入口２９２の位置
は、できるだけディスク中心側（内側）に配置した。もし、トラッシュチャンバ入口２９
２の位置をディスク外側にした場合、トラッシュチャンバ内の貯蔵された液体は、ＢＭＤ
回転による遠心力の影響でディスク外側に存在するので、トラッシュチャンバ入口２９２

20

を通じて逆流する可能性がそれ分だけ高まる。
【０５１３】
第２に、トラッシュチャンバ１３３内の液体逆流を防止するためにトラッシュチャンバ
内でチャンバ間隙に変化を与えた。図９Ｉ及び図９Ｊには、このような一実施例を示す。
図９Ｊは、トラッシュチャンバ１３３の主要部位に対する断面を示す。本実施例の場合、
トラッシュチャンバ１３３は、チャンバ間隙の大きい部分１３３ａ、１３３ｃと小さな部
分１３３ｂとに分けられて構成される。チャンバ間隙の小さな部分１３３ｂはトラッシュ
チャンバ１３３に流入された液体に対して毛細管引力ないし大きい表面張力が起こるので
、遠心力により強制的にトラッシュチャンバの１３３ｃに一度流入された液体は、トラッ
シュチャンバ入口２９２側１３３ａに再び逆流することが非常に難しい。すなわち、トラ
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ッシュチャンバの１３３ｃに流入された液体が逆流しようとすれば、１３３ｂにより形成
されている毛細管引力ないし表面張力を克服せねばならない。
【０５１４】
２９０ａは、ディスクの生産及び組立時に必要なＢＭＤの整列のための基準孔である。
この基準孔２９０ａは、ジグに設けられた固定軸に挿入される。
【０５１５】
図９Ｋは、ストリップ４１をバイオディスク１００ａの分析サイト１３２内に設置した
一実施例である。
【０５１６】
図９Ｋに示されたバイオディスク１００ａは、血または細胞から血清、血しょうサンプ

40

ル、抗原あるいはＤＮＡサンプルを準備するための準備チャンバ１３０と、血清、血しょ
うサンプル、抗体あるいはＤＮＡサンプルを希釈溶液により希釈させるためのバッファチ
ャンバ１３１と、準備された抗原と抗原−抗体反応を行うための捕獲プローブがアレイ状
に基質に付着されているか、準備されたＤＮＡサンプルと混成化反応を行うための捕獲プ
ローブがアレイ状に基質に付着されているストリップ４１を内蔵した分析サイト１３２と
、洗浄工程に必要な洗浄液を保管する洗浄チャンバ１４１と、洗浄工程により生成された
スラッジを集めるためのトラッシュチャンバ１３３で構成されたことを特徴とする。
【０５１７】
７０ａ、７０ｂ及び７０ｄは、流体流れを制御するための弁である。
【０５１８】
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Ｖ

字状のチャンネルであって、７

は、バッファチャンバ１３１の出口に設けられたものであり、８は、洗浄チャンバ１４１
の出口に設けられた

Ｖ

字状のチャンネルである。また１３１ａ及び１４１ａは、該当

チャンバのチャンバ注入口であり、１３１ｂと１４１ｂは、該当チャンバのチャンバ排気
口である。本発明で、

Ｖ

字状のチャンネルは、親水性コーティングされることを特徴

とする。バッファチャンバ１３１と洗浄チャンバ１４１には、工場で出荷される前に各々
希釈溶液と洗浄溶液とをチャンバ注入口１４１ａ、１３１ａを通じて注入完了した状態で
ある。図９ＫのＢＭＤを使用した動作実施例は次の通りである。
【０５１９】
10

＜実施例＞
１）ＢＭＤ１００ａの使用前、ＢＭＤユーザが、採血器具を使用して採血した血をサン
プル注入口１２１を通じて血を注入すると、準備チャンバ１３０に血が貯蔵される。
２）以後、ＢＭＤをＢＭＤドライブ装置にローディングすれば、ＢＭＤドライブ装置は
ＢＭＤを高速回転させて遠心分離を通じて準備チャンバ１３０内の血を血清（あるいは血
しょう）と血餅とに分離させる。
３）弁７０ａを開いて分離された血清（あるいは血しょう）をバッファチャンバ１３１
に移動させた後、ＢＭＤを回転と停止とを反復して希釈溶液と混合して血清（あるいは血
しょう）を希釈させる。
４）ＢＭＤの停止状態で、弁７０ｂを開放して親水性コーティングされた

Ｖ

字状の

チャンネル７を通じてバッファチャンバ１３１に貯蔵されている血清（あるいは血しょう

20

）を親水性移動させる。
５）以後、

Ｖ

字状のチャンネル７の端部（ストリップ４１のサンプルパッド４１ａ

部分）まで血清（あるいは血しょう）が移動すれば、弁７０ｂによる
動

ポンピング流体移

によりストリップ４１上のサンプルパッド４１ａに血清（あるいは血しょう）を滴下

させる。
６）滴下された血清（血しょう）は、ストリップ４１の多孔性特性のために毛細管現象
により拡散し、拡散過程中にストリップ４１上の捕獲プローブと特異的結合反応を行う。
７）以後、ＢＭＤを高速回転させてストリップ４１を乾燥させる。
８）以後、弁７０ｄを開放し、親水性コーティングされた

Ｖ

字状のチャンネル８を

通じて洗浄チャンバ１３１に貯蔵されている洗浄液を親水性移動させる。
９）以後、

Ｖ

30

字状のチャンネル８の端部（ストリップ４１のサンプルパッド４１ａ

）まで洗浄液が移動すれば、弁７０ｄによる

ポンピング流体移動

によりストリップ４

１上のサンプルパッド４１ａ部分に洗浄液を滴下させる。
１０）滴下された洗浄液は、ストリップ４１の多孔性特性のために毛細管現象により拡
散し、拡散過程中にストリップ４１上の非特異的反応をしている成分を洗浄除去する。
１１）以後、ＢＭＤを高速回転させてストリップ４１を乾燥させる。
１２）以後ストリップ４１上の反応結果を光学測定装置、電気化学測定装置、インピー
ダンス測定装置、イメージセンサー装置、バイオピット探知装置、蛍光探知装置、放射能
探知装置、ＱＣＭ探知装置あるいはＳＰＲ探知装置により判読する。
１３）以後、判読結果による診断結果と処方とがコンピュータモニタ上に表示され、自

40

動あるいは手動で該当専門医とインターネット網を通じて遠隔接続され、診断データと結
果及び問診表が必要時に専門医に遠隔伝送される。以後、患者は専門医の処方を待つ。
【０５２０】
４７ａと４７ｂは、空気孔でＢＭＤの高速回転時にストリップ４１の乾燥を迅速にする
。細工工程前にストリップ４１を乾燥させて洗浄工程間洗浄液がストリップ上をよく拡散
するようにしてバックグラウンド成分を洗浄する。
【０５２１】
図９Ｋにおいて、分析サイト１３２には、ストリップ４１の代わりにバイオ物質がリン
クされうる金薄膜あるいはＳＡＭ（ｓｅｌｆ

Ａｓｓｅｍｂｌｙ

あるいは多様な基質上に捕獲プローブが固定されたａｓｓａｙ

Ｍｏｎｏｌａｙｅｒ）
ｓｉｔｅが適用され、こ
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れについての多様な実施例は上述の先の出願である韓国特許出願第１０−２００１−００
０３９５６号

核酸及びオリゴヌクレオチドの相補的二重結合の特定配列に特異的に反応

する切断技法を用いた核酸混成分析方法及び装置
ＣＴ出願第ＰＣＴ／ＫＲ０２／００１２６号

（２００１年１月２７日出願）及びＰ

核酸及びオリゴヌクレオチドの相補的二重

鎖または単一鎖に特異的に反応する切断技法を用いた核酸混成分析方法及び装置

（２０

０２年１月２７日）に詳しく開示されている。
【０５２２】
図１０Ａは、フロントあるいはサイドローディング方式のＢＭＤドライブ装置の外観に
ついての一実施例であり、７５１はＢＭＤドライブ装置のケースであり、７５０は、ＢＭ
Ｄ１００をローディングするためのトレイである。また、本発明のＢＭＤドライブ装置は

10

、通常の光ディスク再生のための再生及び探索ボタン７４５、停止及び抽出ボタン７４６
を有する。
【０５２３】
本発明では、ＢＭＤドライブ装置は、ＰＣ本体に搭載されることが望ましい。
【０５２４】
図１０Ａは、発光ダイオードを使用し、ＢＭＤドライブ装置の進行状態及びローディン
グされたディスク種類（通常のディスク（ＣＤ、ＤＶＤ）、バイオディスク、メモリディ
スク）を表示する一実施例を示す。
【０５２５】
現在ローディングされたディスクがバイオディスクであることを表示する発光ダイオー

20

ド７４１、現在の分析経過を表示する経過表示発光ダイオード７４２を備える。７４３は
、通常の光ディスクがローディングされたことを表示するための発光ダイオードであり、
７４４はメモリディスクがローディングされたことを表示するための発光ダイオードであ
る。
【０５２６】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、経過表示発光ダイオード７４２は
、ＢＭＤドライブ装置にディスクがローディングされて動作する間に点滅することを特徴
とする。
【０５２７】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、ＢＭＤドライブ装置の進行状態及

30

びローディングされたディスク種類（通常のディスク（ＣＤ、ＤＶＤ）、バイオディスク
、メモリディスク）を表示する表示装置をさらに備えることを特徴とする。
【０５２８】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、表示装置は、液晶表示装置を使用
してＢＭＤドライブ装置の進行状態及びローディングされたディスク種類（通常のディス
ク（ＣＤ、ＤＶＤ）、バイオディスク、メモリディスク）を表示することを特徴とする。
【０５２９】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、ＰＣ本体にはローディングされた
ディスク種類（通常のディスク（ＣＤ、ＤＶＤ）、バイオディスク、メモリディスク）に
よるＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）をユーザに提供すること

40

を特徴とする。
【０５３０】
１０６は、メモリＩＣカードあるいはＵＳＢメモリカードを挿入するためのメモリＩＣ
カード挿入口である。
【０５３１】
図１０Ｂは、複数個のＢＭＤを一回にローディングできる複数個のＢＭＤドライブ装置
が一体化したＢＭＤドライブ装置の一実施例である。この場合、それぞれのＢＭＤを順次
に１つずつ自動分析するか、複数個のＢＭＤを一回にローディングして同時に分析するこ
とが可能である。
【０５３２】
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本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、複数個のＢＭＤドライブ装置が一
体化したＢＭＤドライブ装置は、これを制御するためのコンピュータあるいは外部機器と
のインターフェースを提供する入出力ポート７７２をさらに備えることを特徴とする。
【０５３３】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、入出力ポート７７２は、ＵＳＢ（
Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ

Ｓｅｒｉａｌ

Ｂｕｓ）あるいはＩＥＥＥ

１３９４あるいはＡＴ

ＡＰＩあるいはインターネット通信網の通信規格を有することを特徴とする。
【０５３４】
７７３は、電源プラグであり、７７１は、複数個のＢＭＤドライブ装置が一体化したＢ
10

ＭＤドライブ装置のメイン電源スイッチである。
【０５３５】
図１０Ｃは、ダブルデッキ型ＢＭＤドライブ装置の前面を表示する一実施例である。本
発明で、望ましくは、一側デッキにはＢＭＤドライブ装置を設置し、他側デッキにはＤＶ
Ｄドライブを設置するか、両デッキにいずれもＢＭＤドライブ装置を設けることを特徴と
する。
【０５３６】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、

一方のデッキにはＢＭＤドライ

ブ装置、他方にはＶＣＲ（Ｖｉｄｅｏｃａｓｓｅｔｔｅ

Ｒｅｃｏｒｄｅｒ，ビデオデッ

キ）を設け、一側デッキでＶＣＲを再生しつつ、他側ではメモリディスク１００ｂをロー
ディングしてメモリディスクに映像情報の録画（あるいは記憶）を同時に行えるコンボ型

20

ドライブ装置であることを特徴とする。
【０５３７】
７５０ａと７５０ｂは、ＢＭＤ１００、通常のディスクあるいはビデオテープをフロン
トローディングするためのトレイである。また本発明のＢＭＤドライブ装置は、通常の光
ディスクあるいはＶＣＲテープ再生のための再生及び探索ボタン７４５ａ、７４５ｂ、停
止ボタン及び抽出ボタン７４６ａ、７４６ｂを有する。
【０５３８】
液晶表示装置７６０ａ、７６０ｂを使用してＢＭＤドライブ装置の進行状態を表示する
。
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【０５３９】
図１０Ｄは、ＴＶ（ＬＣＤ

ＴＶ、ＰＤＰ

ＴＶ、ＣＲＴ

ＴＶ）８００ａと一体化し

たＢＭＤドライブ装置８００ｂの一実施例を示す。ＴＶ８００ａは、インターネット入出
力ポート８０１を備えてＢＭＤドライブ装置８００ｂによるバイオディスク１００ａの診
断結果を医者に送信することによって、遠隔診断が可能である。
【０５４０】
１０６は、メモリＩＣカードあるいはＵＳＢメモリカードを挿入するためのメモリＩＣ
カード挿入口である。８００ｃ及び８０２は、各々リモコン及びリモコン受信部である。
８００ｄは、マウスである。
【０５４１】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、ＴＶは、ＢＭＤドライブ装置８０
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０ｂの進行状態及びローディングされたディスク種類（通常のディスク（ＣＤ、ＤＶＤ）
、バイオディスク、メモリディスク）を表示することを特徴とする。
【０５４２】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、ＴＶは、ＢＭＤドライブ装置８０
０ｂにローディングされたディスク種類（通常のディスク（ＣＤ、ＤＶＤ）、バイオディ
スク、メモリディスク）によるＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

）をユーザに提供することを特徴とする。
【０５４３】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、ＴＶは、ＢＭＤドライブ装置８０
０ｂにローディングされたディスク種類（通常のディスク（ＣＤ、ＤＶＤ）、バイオディ
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Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

）をユーザに提供するためのリモコン８００ｃをさらに備えることを特徴とする。
【０５４４】
本発明のＢＭＤドライブ装置において、望ましくは、ＴＶは、追跡管理を容易にするた
めに一定時間ごとにユーザに定期検診ないし診断時期を、電子メールあるいはＴＶ画面上
にウィンドウを通じてメッセージを伝達するメッセンジャーをさらに含むことを特徴とす
る。
【０５４５】
図１１Ａ及び図１１Ｂは、カートリッジにＢＭＤ１００を保管するためのＢＭＤ外観の
実施例を示す。１７０ａは、ディスク孔隙１７０部位に固定付着された中心キャップであ

10

る。図１１Ａは、ＢＭＤドライブ装置のターンテーブル１８１にＢＭＤ１００を乗せた状
態を示す。１７０ａは、中心キャップ１７０ａであって、ターンテーブル１８１内に内蔵
された磁石による引力でＢＭＤ１００の固定定着を安定化させるように磁性体材料を使用
することが望ましい。１０２は、スピンドルモータである。
【０５４６】
図１１Ｂは、中心キャップ１７０ａを有するＢＭＤ１００の詳細図面である。１７０は
、ディスク中心孔隙を示し、１２１ａ及び１２１ｂは、サンプル注入口の標識である。
【０５４７】
図１１Ｃないし図１１Ｅは、カートリッジによりＢＭＤ１００を保護するカートリッジ
型ＢＭＤの一実施例である。１００２は、カートリッジの取っ手である。すなわち、ＢＭ

20

Ｄドライブ装置にカートリッジ型ＢＭＤをローディングする時、把持部位を提供する。ま
た、１００１ｃはＢＭＤドライブ装置にカートリッジ型ＢＭＤをローディングする間、Ｂ
ＭＤドライブ装置内のトレイ上に設けられた突出部に挿入結合される孔であって、カート
リッジをトレイ上に定着させて固定させる役割を行う。
【０５４８】
図１１Ｃは、カートリッジの上カバー２０００ａと下カバー２０００ｂとを示す。
【０５４９】
１００１ａと１００１ｂは、上カバー２０００ａと下カバー２０００ｂとの機構的雌雄
（ｆｅｍａｌｅ

ａｎｄ

ｍａｌｅ）締結部位である。カートリッジは、中心キャップ１

７０ａを有するＢＭＤ１００をカートリッジの上カバー２０００ａと下カバー２０００ｂ
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との間に埋め込んだ状態で圧力により圧着組立てることによって、カートリッジ型ＢＭＤ
を作ることを特徴とする。
【０５５０】
上カバー２０００ａは、ＢＭＤ１００上のサンプル注入口の標識１２１ａ、１２１ｂが
外部に露出されるように上カバー２０００ａの中心に上カバー中心孔隙１７１を有する。
また、下カバー２０００ｂは、移動可能な永久磁石５ａを接近可能にするか、分析サイト
１３２を露出させるための開放部２００１を有する。
【０５５１】
図１１Ｄは、中心キャップ１７０ａを有するＢＭＤ１００をカートリッジ内に埋め込ん
だカートリッジ型ＢＭＤの一実施例を示す。上カバー中心孔隙１７１によりサンプル注入
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口標識１２１ａ、１２１ｂが外部に露出されており、ユーザがサンプルを注入することが
できる。
【０５５２】
図１１Ｅは、製品ＩＤをカートリッジの取っ手１００２に印刷されたバーコードパター
ン１００１ｃの一実施例である。
【０５５３】
本発明のＢＭＤにおいて、望ましくは、カートリッジの上カバー２０００ａは透明カバ
ーであることを特徴とする。
【０５５４】
本発明は、具体例と実施例を挙げて本発明を説明しているが、これに本発明が限定され
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るものではない。また、当業者ならば、本発明の思想及び範囲を逸脱せずに、多様な変形
及び変化が可能であるということを理解できるであろう。したがって、真の技術的保護範
囲は、特許請求の範囲によってのみ決まるものである。
【産業上の利用可能性】
【０５５５】
以上、本発明は、ＢＭＤ及びＢＭＤドライバーの装置を用いた分析方法に係り、さらに
詳細には、各種診断分析装置、核酸混成分析装置、免疫学的検証装置などを含むラボオン
チップ工程システム及び／または半導体メモリがディスク上に設計・配置されたバイオメ
モリディスクと、通常の光学ディスク（ＣＤ及びＤＶＤ）とバイオメモリディスクを制御
して駆動するための制御部を備えたバイオメモリディスクドライブ装置と、これらを用い

10

た分析方法に関するものであって、患者が直接家で使用しやすい自動化された診断テスト
装置に応用できる。またメモリディスクの場合、ディスク上に複数個の半導体メモリを集
積化して記憶容量を極大化することによって、既存のコンピュータハードディスクを代替
することができる。
【図面の簡単な説明】
【０５５６】
【図１Ａ】流孔中に設けられた薄膜型円柱磁石を用いた薄膜弁装置を示すバイオディスク
断面の一例である。
【図１Ｂ】流孔中に設けられた薄膜型円柱磁石を用いた薄膜弁装置を示すバイオディスク
断面の一例である。
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【図１Ｃ】流孔中に設けられたマイクロビードを用いた薄膜弁装置を内蔵したバイオディ
スクのさらに他の一実施例を示す図面である。
【図１Ｄ】流孔中に設けられたマイクロビードを用いた薄膜弁装置を内蔵したバイオディ
スクのさらに他の一実施例を示す図面である。
【図１Ｅ】マイクロビードを用いた薄膜弁装置の流孔部分についての詳細な断面図である
。
【図１Ｆ】流孔の開放を円滑にするために、マイクロビードと流体との間の表面張力をな
くすための弁ヒーターが中間ディスクの流孔周囲に埋没された一実施例を示す図面である
。
【図１Ｇ】流孔の開放を円滑にするために、マイクロビードと流体との間の表面張力をな
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くすための弁ヒーターが中間ディスクの流孔周囲に埋没された一実施例を示す図面である
。
【図２Ａ】ラボオンチップ工程システムが集積化されて配されたバイオディスクとこれを
制御するためのＢＭＤドライブ装置の一実施例を示す図面である。
【図２Ｂ】ラボオンチップ工程システムが集積化されて配されたバイオディスクとこれを
制御するためのＢＭＤドライブ装置の一実施例を示す図面である。
【図２Ｃ】ＢＯＰＭと移動可能な永久磁石が共に設置されたスライダの上図面についての
一実施例を示す図面である。
【図２Ｄ】分析サイトを探知するためのイメージセンサー装置の断面とこれをスライダ上
に装着した一実施例を示す図面である。
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【図２Ｅ】分析サイトを探知するためのイメージセンサー装置の断面とこれをスライダ上
に装着した一実施例を示す図面である。
【図３Ａ】複数個の半導体メモリがディスク上に集積されたメモリディスクの一実施例を
示す図面である。
【図３Ｂ】複数個の半導体メモリがディスク上に集積されたメモリディスクの一実施例を
示す図面である。
【図３Ｃ】複数個の半導体メモリがディスク上に集積されたメモリディスクの一実施例を
示す図面である。
【図３Ｄ】ディスク入出力装置によりメモリディスクと多様な外部デジタル情報記憶機器
が連結された一実施例を示す図面である。
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【図３Ｅ】ディスク入出力装置によりメモリディスクと多様な外部デジタル情報記憶機器
が連結された一実施例を示す図面である。
【図３Ｆ】メモリディスクのシステムブロック図である。
【図３Ｇ】光通信装置とメモリ・光変換モジュールとの間の光学的整列の一例である。
【図３Ｈ】スライダを内蔵したＢＭＤドライブ装置の一実施例を示す図面である。
【図３Ｉ】メモリディスクがネックレス型ないし腕輪型に改造された一実施例を示す図面
である。
【図３Ｊ】メモリディスクがネックレス型ないし腕輪型に改造された一実施例を示す図面
である。
10

【図３Ｋ】デジタルブックの一実施例を示す図面である。
【図３Ｌ】デジタルブックの一実施例を示す図面である。
【図３Ｍ】デジタルブックの一実施例を示す図面である。
【図４Ａ】液体ＡＢＳ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ

Ｂａｌａｎｃｉｎｇ

Ｓｙｓｔｅｍ）チャ

ンバの一実施例を示す図面である。
【図４Ｂ】準備チャンバと剰余チャンバの一実施例を示す図面である。
【図４Ｃ】準備チャンバと剰余チャンバの一実施例を示す図面である。
【図４Ｄ】準備チャンバと剰余チャンバの一実施例を示す図面である。
【図４Ｅ】準備チャンバと剰余チャンバの一実施例を示す図面である。
【図４Ｆ】準備チャンバと剰余チャンバの一実施例を示す図面である。
【図４Ｇ】サンプル注入口の多様な一実施例を示す図面である。
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【図４Ｈ】サンプル注入口の多様な一実施例を示す図面である。
【図４Ｉ】複数個のスロットがＢＭＤ上の外郭円周上に配された一実施例を示す図面であ
る。
【図４Ｊ】複数個のスロットがＢＭＤ上の外郭円周上に配された一実施例を示す図面であ
る。
【図４Ｋ】液体弁の一実施例を示す図面である。
【図４Ｌ】液体弁の一実施例を示す図面である。
【図４Ｍ】液体弁の一実施例を示す図面である。
【図５Ａ】蛍光探知装置の一実施例を示す図面である。
【図５Ｂ】分析サイトの判読方法を蛍光探知装置により具現した一実施例を示す図面であ

30

る。
【図５Ｃ】複数個の蛍光探知装置１４４をアレイ状に分析サイトに集積化させた一実施例
を示す図面である。
【図５Ｄ】複数個の蛍光探知装置１４４をアレイ状に分析サイトに集積化させた一実施例
を示す図面である。
【図５Ｅ】複数個の蛍光探知装置１４４をアレイ状に分析サイトに集積化させた一実施例
を示す図面である。
【図６Ａ】ＱＣＭ探知装置の一実施例を示す図面である。
【図６Ｂ】ＱＣＭ探知装置の一実施例を示す図面である。
【図６Ｃ】ＱＣＭ探知装置の一実施例を示す図面である。
【図７Ａ】ＳＰＲ（Ｓｕｒｆａｃｅ

Ｐｌａｓｍｏｎ

Ｒｅｓｏｎａｃｅ）探知装置の多

Ｐｌａｓｍｏｎ

Ｒｅｓｏｎａｃｅ）探知装置の多

40

様な実施例を示す図面である。
【図７Ｂ】ＳＰＲ（Ｓｕｒｆａｃｅ
様な実施例を示す図面である。
【図７Ｃ】ＳＰＲ探知装置のための光学系の多様な実施例を示す図面である。
【図７Ｄ】ＳＰＲ探知装置のための光学系の多様な実施例を示す図面である。
【図８Ａ】多孔性メンブレイン上に多種の腫よう標識子を固定させたストリップの多様な
実施例を示す図面である。
【図８Ｂ】多孔性メンブレイン上に多種の腫よう標識子を固定させたストリップの多様な
実施例を示す図面である。
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【図８Ｃ】多孔性メンブレイン上に多種の腫よう標識子を固定させたストリップの多様な
実施例を示す図面である。
【図８Ｄ】多孔性メンブレイン上に多種の腫よう標識子を固定させたストリップの多様な
実施例を示す図面である。
【図９Ａ】チャンバ注入口とチャンバ排気口の一実施例を示す図面である。
【図９Ｂ】チャンバ孔の一実施例を示す図面である。
【図９Ｃ】チャンバ排気口あるいはチャンバ孔をスチールボールを使用して閉鎖させた後
、使用時に自動開放するようにした一実施例を示す図面である。
【図９Ｄ】チャンバ排気口あるいはチャンバ孔をスチールボールを使用して閉鎖させた後
、使用時に自動開放するようにした一実施例を示す図面である。

10

【図９Ｅ】接着手段の一実施例を示す図面である。
【図９Ｆ】スチールボールの多様な形状の実施例を示す図面である。
【図９Ｇ】ＢＭＤの上面を印刷した一実施例を示す図面である。
【図９Ｈ】ＢＭＤ上に設けられた除湿チャンバと湿気感知チャンバとの一実施例を示す図
面である。
【図９Ｉ】トラッシュチャンバの一実施例を示す図面である。
【図９Ｊ】トラッシュチャンバの一実施例を示す図面である。
【図９Ｋ】ストリップをバイオディスクの分析サイト内に設けた一実施例を示す図面であ
る。
【図１０Ａ】ＢＭＤドライブ装置の外観についての一実施例を示す図面である。
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【図１０Ｂ】複数個のＢＭＤを一回にローディングしうる複数個のＢＭＤドライブ装置が
一体化したＢＭＤドライブ装置の一実施例を示す図面である。
【図１０Ｃ】ダブルデッキ型ＢＭＤドライブ装置の一実施例を示す図面である。
【図１０Ｄ】ＴＶと一体化したＢＭＤドライブ装置の一実施例を示す図面である。
【図１１Ａ】カートリッジにＢＭＤを保管するためのＢＭＤ外観の一例である。
【図１１Ｂ】カートリッジにＢＭＤを保管するためのＢＭＤ外観の一例である。
【図１１Ｃ】カートリッジ型ＢＭＤの一実施例である。
【図１１Ｄ】カートリッジ型ＢＭＤの一実施例である。
【図１１Ｅ】カートリッジ型ＢＭＤの一実施例である。
30

【符号の説明】
【０５５７】
１００ａ

バイオディスク

１

上ディスク

２

中間ディスク

３

下ディスク

４ａ、５ａ
流孔

１２

排気口

永久磁石

１０
１６ａ

流路

７０ａ

薄膜型円柱磁石、マイクロビード

７１ａ

コイル

７１ｂ

レーザアレイ
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