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(57)【要約】
　本発明は、サンプル流体を有するサンプル・チャンバ
ー(1)に隣接して位置する高感度表面(22)の湿潤度を決
定する方法を有するマイクロエレクトロニック・デバイ
ス(100)に関する。ある特定の実施形態では、該デバイ
スは、サンプル・チャンバーにおいて磁界（B）を発生
させるための磁気励起ワイヤー(11、13)を含む磁気セン
サー・デバイス又は磁性粒子によって生じる反応場を感
知するためのGMRセンサー(12)であってもよい。検出器
モジュール(30)は任意的に導体(11、12、13)の抵抗を測
定するように適合することができ、それは電流によって
生じる熱放散を通して、高感度表面(22)の湿潤度に依存
する。もう1つの実施形態では、導体のキャパシタンス
が測定され、該キャパシタンスは高感度表面で、気泡(4
)の存在による影響を受ける。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
(a)高感度表面及び少なくとも1つの導体を有するキャリア；
(b)サンプル流体が提供される、前記高感度表面に隣接して配置されるサンプル・チャン
バー；及び
(c)関連する測定領域における前記高感度表面の湿潤度を示す、前記導体からの測定信号
を感知するための検出器モジュール；
を含むマイクロエレクトロニック・デバイス。
【請求項２】
　特に請求項1によるマイクロエレクトロニック・デバイスであり、
(a)高感度表面及び少なくとも1つの導体を有するキャリア；
(b)サンプル流体が提供される前記高感度表面に隣接して配置されるサンプル・チャンバ
ー；及び
(c)前記高感度表面の湿潤度を示す、複数の導体からの測定信号を感知するための検出器
モジュール；
を含むマイクロエレクトロニック・デバイス。
【請求項３】
前記導体のオーミック抵抗を含む前記測定信号を特徴とする、請求項1に記載されたマ
イクロエレクトロニック・デバイス。
【請求項４】
前記測定信号が、カウンター電極に対する前記導体のキャパシタンスを含むことを特徴
とする、請求項1に記載された前記マイクロエレクトロノック・デバイス。
【請求項５】
　前記カウンター電極が前記キャリアの第2導体であることを特徴とする、請求項4に記載
されたマイクロエレクトロニック・デバイス。
【請求項６】
　前記高感度表面で重複しない形状で配置されている複数個の導体を含むことを特徴とす
る、請求項1に記載されたマイクロエレクトロニック・デバイス。
【請求項７】
少なくとも3つの導体が1点で会う形状で配置していることを特徴とする、請求項６に
記載されたマイクロエレクトロニック・デバイス。
【請求項８】
前記導体がかみ合う櫛の形状であることを特徴とする、請求項1に記載されたマイクロエ
レクトロニック・デバイス。
【請求項９】
前記検出器モジュールが、異なった測定領域に相当する測定信号から前記高感度表面上
の濡れていない（un-wetted）スポットの位置を推測するための局地化ユニットを含むこ
とを特徴とする、請求項1に記載されたマイクロエレクトロニック・デバイス。
【請求項１０】
前記検出器モジュールが、少なくとも1つの交流電気駆動信号を有する導体を供給する
ためのドライバを含むことを特徴とする、請求項1に記載されたマイクロエレクトロニッ
ク・デバイス。
【請求項１１】
　前記検出器モジュールが、周波数領域において測定信号を処理するためのスペクトル処
理ユニットを含むことを特徴とする、請求項1に記載されたマイクロエレクトロニック・
デバイス。
【請求項１２】
　前記サンプル・チャンバーに磁界及び／又は電界を発生させるための電磁界発生器を含
むことを特徴とする、請求項1に記載されたマイクロエレクトロニック・デバイス。
【請求項１３】
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　少なくとも1つの光学、機械、音響、熱又は電気センサー素子を含むことを特徴とする
、請求項1に記載されたマイクロエレクトロニック・デバイス。
【請求項１４】
　マイクロエレクトロニック・デバイスの中のキャリアの高感度表面の湿潤度を決定する
方法であり、
(a)該キャリアの中の少なくとも1つの導体から測定信号を感知する段階；及び
(b)該測定信号から関連した測定領域の湿潤度を推測する段階；
を含む方法。
【請求項１５】
　前記導体が周辺に放散される熱を発生させる電流で駆動されることを特徴とする、請求
項14に記載された方法。
【請求項１６】
　分子診断学、生体サンプル分析又は化学的サンプル分析における、上記の請求項1乃至1
3に記載されたマイクロエレクトロニック・デバイスの使用。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高感度表面のキャリア及びサンプル流体が提供されるサンプル・チャンバー
を含むマイクロエレクロトニック・デバイスに関する。さらに、本発明は、そのようなデ
バイスの使用及びそのようなマイクロエレクトロニック・デバイスにおける高感度表面の
湿潤(wetting)度を決定する方法に関する。
 
【背景技術】
【０００２】
　磁気センサーは、特許文献1及び特許文献2によって知られており、例としてターゲット
分子(例えば、磁性ビードでラベル付けされた生体分子など)の検出をするためのマイクロ
流体バイオセンサーに使用される。該デバイスでは、磁気励起場を生成するためのワイヤ
ー及び巨大磁気抵抗効果（GMRs）を含む検出ユニットのアレイが提供され、該検出ユニッ
トは、磁化された固定化した複数のビードによって生成される磁気反応場の検出をする。
GMRsの信号（抵抗変化）は従って、センサー近辺のビードの数を示す。センサーの表面の
疎水性によって、センサーの表面の湿潤(wetting)は常に完全ではなく、気泡が存在する
。これらの気泡の位置においてターゲット分子は、センサーの表面に付着することができ
なく、その結果、センサーの信号が不正確になる。
 
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第2005／010543　A1号　パンフレット
【特許文献２】国際公開第2005／010542　A1号　パンフレット
【特許文献３】米国特許第2004／256248　A1号明細書
【特許文献４】米国特許第2003／109798　A1号明細書
【特許文献５】欧州特許出願公開第471　986　A号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　当該状況に基づいて、マイクロエレクトロニック・デバイスの気泡による効果を考慮す
ることを可能にする方法を提供することが、本発明の目的である。
 
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　この目的は、請求項1、請求項14に記載された方法及び請求項16による使用によって達
成することができる。望まれる実施形態は従属項で公開されている。
【０００６】
　本発明によるマイクロエレクトロニック・デバイスは、意図される特定の応用により、
多種である機能のどれを提供してもよい。それは特に、サンプル流体の取り扱いを可能に
するマイクロ流体デバイスとして設計してもよい。サンプル流体の取り扱いは、例えば生
物化学的反応の実施及び／又はそのような流体中の特性物質の検出などである。マイクロ
エレクトロニック・デバイスは次のような特徴を有する：
(a)高感度表面及び少なくとも1つの導電体を含む「キャリア」であり、該キャリアは通常
さらに、基盤（例えばシリコンのような通常の半導体物質）を含む。該少なくとも1つの
導電体は従って、マイクロエレクトロニクスの技術に精通している当事者によって知られ
ている段階によって基盤の中に埋め込まれる又は表面に配置される。それは、如何なる形
状、寸法及び構成（線状、長方形、平ら、多量、均一、パターンを持つ、構造化されてい
るなど）であってもよい。「高感度表面」という用語は、キャリア表面のこの部分の設計
及び機能を決して制限してはいけないが、個別の名称を提供しなければいけなく、その名
称はこの表面の典型的な目的に沿って選ばれなければいけない（言い換えれば、隣接する
サンプル物質の物理的特性を感知すること）。
(b)高感度表面に隣接して配置され、その中でサンプル流体が提供される「サンプル・チ
ャンバー」であり、キャリアは従って、少なくとも1つの、サンプル流体がキャリアと接
触するインターフェースである高感度表面を有するサンプル・チャンバーの壁を構成する
。
(c)測定する領域において高感度表面の湿潤度を示す少なくとも1つの導体からの測定信号
を感知する「検出器モジュール」であり、検出器モジュールは、キャリアに統合される電
気回路でもよい。あるいは全体的又は部分的にキャリアの外側にあってもよい。それは通
常、電線によって該少なくとも1つの導体に接続されるが、検出器モジュールと導体との
間のワイヤレス・コミュニケーションであることも可能である。考慮された「測定領域」
の「湿潤度」は測定領域の高感度表面のどれだけが実際に、特定のサンプル流体に接触（
「濡らし(wetted)」）するか接触しない（「濡らし無し(non-wetted)」）か、反映する。
測定領域の濡らされていない部分に接触する媒体は、根本的に、サンプル流体とは異なっ
た如何なる固体物質、流体又は気体であってもよい。下記において、簡略化のため（なお
、一般性は喪失されない）この媒体は、気体であると推定する。湿潤度は従って、気泡が
高感度表面にどの程度付着するか示す。最もシンプルなケースでは、「濡れ」の状態及び
「濡れ無し（ドライ）」の状態を表わす2つの値のみを有してもよい。しかしながら、一
般的に湿潤度は、例えば高感度表面の濡らされた割合（言い換えれば、サンプル流体に接
触されると見なされる領域の百分率の値）を表わす、濡れの異なった程度を表わす複数個
の値又は値の連続体であってもよい。単一の導体は通常、高感度表面全体の湿潤度を表わ
すことはできないため、測定信号の解釈は、その導体に属した測定領域に限定しなければ
いけない。
 
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明による磁気センサー・デバイスの主なスケッチを表わし、その高感度表面
の湿潤度を測定する方法を表わす；
【図２】プラスの温度係数を持つ物質において導体のオーミック抵抗の高感度表面の湿潤
された部分への依存を示すグラフを表わす；
【図３】湿潤度の容量測定をするための、4つの象限に配置された長方形の電極の形式で
の導体を表わす；及び
【図４】湿潤度の容量測定をするための、かみ合う櫛の構造をした2つの電極を表わす。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
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　上記で説明されたマイクロエレクトロニック・デバイスは、高感度表面の湿潤度を決定
する方法を提供し、それは、多数のマイクロ流体の取り扱い及び調査において重要なパラ
メータである。その上、当該方法は、マイクロエレクトロニック・デバイスの基盤の中で
の実施が簡単であり、一般的に既に他の目的でそこに存在している1つ又は2つの半導体に
よって提供される測定信号に基づく。従ってそれは多くの場合、従来のマイクロエレクト
ロニック・デバイスに、測定信号を感知及び評価する検出器モジュールを追加するだけで
充分である。
【０００９】
　導体で測定される多様な電気信号は、関連する表面の湿潤度に敏感であり、従って湿潤
度を示す測定信号として適切である。本発明の第1に望ましい実施形態では、測定信号は
少なくとも1つの導体を含む回路のインピーダンス（又は、さらに正確にはインピーダン
スの値の表示）を含む。最もシンプルなケースでは、その回路は導体だけを含んでもよく
、あるいは複数個の導体が存在する場合、それらの導体は直列又は並列で接続してもよい
。
【００１０】
　「インピーダンス」は従来、（パッシブな）回路の2つの端子の間の複雑な周波数に依
存する電気抵抗Zとして定義されており、該端子は、それらに印加される電圧V及び電流I
をV=Z・Iによって関連づけられる。インピーダンスは通常、容量性、誘導性及び（オーム
の法則に従う）抵抗の要素を持つ。回路のインピーダンスの値は容易に測定することがで
き、それは導体を囲む物質に（言い換えれば、隣接する高感度表面の湿潤度に対して）敏
感である。
【００１１】
　上記のケースにおける特定の実施形態では、測定信号は、少なくとも1つの導体のオー
ミック抵抗を有する。当該オーミック抵抗は、単に導体に（直流の）電流を通し、オーム
の法則によって電圧を測定することによって決定してもよい。電流が導体を離れ、近辺の
高感度表面及びサンプル・チャンバーを通って流れる場合、導体の端部の2つの端子の間
で観測される電気抵抗は、明らかに高感度表面の湿潤度に依存する。導体自体のオーミッ
ク抵抗（周辺は無しで）に対して湿潤度が及ぼすもう1つの影響は、熱によって与えられ
る。導体を通る電流によって生じる熱は、湿潤度に依存して異なった方式で放散される；
湿潤度は従って、温度及び温度係数によって導電体のオーミック抵抗も決定する。
【００１２】
　本発明のもう1つの実施形態では、測定信号はカウンター電極に対して少なくとも1つの
導体のキャパシタンスを含む。当該カウンター電極は、導体を囲む設置された物質又は望
ましくはキャリアの第2導体であってもよい。後者のケースでは、2つの導体は、キャパシ
タの電極として考えられ、該電極の間の電界が中間物質の誘電特性を感知する。流体及び
気体は通常、大きく異なった誘電特性を持つため、キャパシタの電極間の高感度表面をア
レンジすることによって、キャパシタンスが湿潤度に依存することになる。
【００１３】
　最もシンプルなケースではマイクロエレクトロニック・デバイスはただ1つの導電体を
含むが、程度の差はあるとしても常に多数の導体（通常数百個）を含む。望ましい実施形
態では、高感度表面に重ならない形状で配置された複数個の導体が含まれる。導体は例え
ば、キャリアの基盤の構造化された金属層で形成されていてもよい。そのような金属層（
例えば金層）は多くの場合、生物学的調査に使用されるマイクロエレクトロニック・デバ
イスに存在する。それは、そのような金属層が生体分子を束縛することができる表面を提
供するからである。2つの隣接する導体はこの場合、そのすぐ上（言い換えれば、導体の
上部の領域に対応する高感度表面の測定領域）の容積の液体又は気体の存在を感知できる
。
【００１４】
　上記の実施形態のさらなる進展段階では、少なくとも3つの導体が1点で会う(meet)形で
配置され、「会う(meet)」という表現は電気的な接触無しにお互いに近づくという意味と
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して解釈するべきである。特に、4つの長方形の導体が座標系の象限に配置されることが
可能である。異なった対の2つの導体は従って1つのキャパシタとして駆動されることがで
き、出会う点(meeting　point)の上の容積を含んだ異なった容積の湿潤度を測定すること
を可能にする。
【００１５】
　複数個の重なり合わない導体を有するマイクロエレクトロニック・デバイスのもう1つ
の実施形態では、少なくとも2つの導体がかみ合う櫛のように形作る。この設計では、2つ
の導体が長距離においてお互いに近づき、それに相当した高いキャパシタンス及び高感度
を生み出す。
【００１６】
　本発明がさらに進化した応用では、検出器モジュールは、「局地化ユニット」を含み、
それは、異なる測定領域に相当する測定信号から高感度表面の湿潤がされていないスポッ
トの位置を推測するためのものである。従って、異なる導体での測定から得た情報（通常
、高感度表面の異なる（だが、通常重なり合う）測定領域に関連する）は、測定の空間解
を改善するように組合せることができる。第1測定領域の測定が、例えば湿潤の10%を示す
場合、それは、該第1測定領域の如何なる場所において、それに相当する量の気泡による
。しかし、第2測定領域の測定においてその一部が第1測定領域と重複しており、湿潤度の
100%を示す場合、気泡は明らかに重複エリアにあるはずはなく、その気泡の空間的局地化
を改善する。
【００１７】
　検出器モジュールは、任意的に交互の電気駆動信号を有する少なくとも1つの導体を供
給するためにドライバを含んでもよい。当該駆動信号は、例えば、特定の周波数を持つ正
弦波電圧又は電流である。従って該電流によって引き起こされる効果は通常、他の効果か
ら隔離することを可能にする、対応する周波数への依存である。
【００１８】
　本発明のもう1つの実施形態で、特に上記の実施形態と共に実現してもよいものでは、
検出器モジュールは、周波数領域で（例えば、バンドパスフィルターによって）測定信号
を処理するために「スペクトル処理ユニット」を含む。導体の駆動信号が、例えば前述の
実施形態のように交互である場合、この信号によって生じるある一定の物理的効果が特性
周波数で現れる。周波数領域での測定信号の処理は従って、これらの効果を他の要素から
識別し引き離すことを可能にする。
【００１９】
　マイクロエレクトロニック・デバイスはさらに、磁界及び／又は電界をサンプル・チャ
ンバーの中で発生させるために電磁界発生器を含んでもよい。磁界発生器は例えば、磁気
バイオセンサーに使用される。電界発生器は多くの場合、流体及び／又は粒子の移動のた
めのマイクロ流体デバイスの中に存在する。電磁界発生器は特に1つ又は複数のワイヤー
によって実施され、これらのワイヤーは同時に、湿潤度を示す測定信号の感知をする導体
として使用してもよい。
【００２０】
　その上、マイクロエレクトロニック・デバイスは少なくとも1つの光学、磁気、機械、
音響、熱及び／又は電気センサー素子を含んでもよい。これらのセンサーのコンセプトの
いくつかは、特許文献4に記載されており、本文献に参考文献として含まれている。セン
サー素子は、望ましくは湿潤度を決定するのに同時に使用する導体を含んでよい。磁気セ
ンサー・デバイスに磁界を発生させるための励起ワイヤー及び磁性ビードによって生じる
漂遊磁界の検出をするホール（Hall）センサー又は磁気抵抗素子を与えてもよい。磁気抵
抗素子は特に、巨大磁気抵抗（GMR）、トンネル磁気抵抗（TMR）又は異方性磁気抵抗（AM
R）でよい。
【００２１】
　本発明はさらに、マイクロエレクトロニック・デバイスにおけるキャリアの高感度表面
の湿潤度を決定する方法に関する。該方法において、検出器モジュールはキャリアの中の
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少なくとも1つの導体からの測定信号の感知及びその測定信号から関連する測定領域の湿
潤度の推測をする。
【００２２】
　該方法の望ましい実施形態では、少なくとも1つの導体が熱の放散を発生させるために
電流で駆動される。その熱放散は近辺の表面の湿潤度に依存し、湿潤度は温度を決定する
ことから、すぐに測定可能な導体のオーミック抵抗を決定する。
【００２３】
　本発明はさらに上記で説明されたマイクロエレクトロニック・デバイスの分子診断学、
生体サンプル分析又は化学的サンプル分析、食物分析及び／又は法医学的分析での使用に
関する。特に、上記で述べたマイクロエレクトロニック・デバイスは、分子診断学に基づ
いて診療に使用してもよい。分子診断学は例えば、直接又は間接的にターゲット分子に付
着した磁性ビード又は蛍光性粒子の援助によって達成される。
【００２４】
　本発明のこれら及び他の態様は、以下に説明される実施形態を参照することによって明
確になり解明される。これらの実施形態は、それに伴う図面の援助による例を手段として
説明される。
 
【実施例１】
【００２５】
　図1は、超常磁性のビーズ2の検出のためのシングル・センサー・ユニット100の原理を
表わす。そのようなセンサー・ユニット100のアレイ（例えば100）から成るマイクロエレ
クトロニック(バイオ)センサー・デバイスは、サンプル・チャンバー1の中に提供されて
いる溶液（例えば血液または唾液）の異なった多数のターゲット分子（例えばたんぱく質
、DNA、アミノ酸、乱用薬物など）の濃度を同時に測定するのに使用してもよい。束縛法
の1つの可能な例は、いわゆる「サンドイッチ分析」であり、それはターゲット分子が結
びつく第1抗体3を有する基盤21の上の「高感度表面」22を提供することによって達成され
る。第2抗体を持つ超常磁性ビーズ2は、次に、束縛されているターゲット分子（簡略化の
ためターゲット分子及び第2抗体は図には表わされていない）に付着してもよい。センサ
ー・ユニット100の基盤21に埋め込まれているパラレル励起ワイヤー11及び13を通る電流
が、励起磁界Bを引き起こし、その次に超常磁性ビーズ2を磁化する。超常磁性ビーズ2か
らの反応場B’が面内磁化要素をセンサー・ユニット100の巨大磁気抵抗（GMR）の中に導
入し、その結果、センサー電流を通して感知される測定可能な抵抗変化が現れる。示され
る実施形態では、励起電流及びセンサー電流は、「検出器モジュール」30のドライバ31に
よって供給される。
【００２６】
　図はさらに、気泡4が高感度表面22に付着してもよいことを示す。これらの気泡がター
ゲット分子及びビーズ2を関連する表面に束縛されるのを防ぐと、それらの存在が測定結
果に大きく影響する。従って、高感度表面22の定義された湿潤度（望ましくは100%）を確
実に提供する又は測定の評価の段階でその影響を考慮に入れて湿潤度を決定することのど
ちらかが必要である。下記では、磁気センサー・ユニットの様々な実施形態が説明されて
おり、高感度表面22の湿潤度を決定することを可能にする。取得された情報は次に（とり
わけ）上記で述べられた2つのアプローチのいずれかに使用できる(言い換えれば立証され
た望まれる湿潤度に達するまでサンプル流体をフィードバック・ループの中で処理するこ
と又は決定された湿潤度によって磁性粒子の測定された濃度を訂正すること)。
【００２７】
　本発明の第1実施形態では、気泡の熱検出が提案されており、それは、空気及び水の熱
伝導性（空気の熱伝導率：0.025W/(mK)；水の熱伝導率：0.6W/(mK)）の大きな差を使用す
る。図1に示されるようなセンサー・ユニット100が活性化されると（言い換えれば、電流
がワイヤーの中を流れると）、エネルギーがGMRセンサー12及び励起ワイヤー11、13の両
方に放散され、その結果、これらの構成物で局地的な過熱が起こる。高感度表面22が乾燥
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している場合、空気の熱伝導率が低いことから、ほぼ全ての熱は基盤21の中から運び出さ
れる。しかし、高感度表面22が水っぽい液体で濡らされた場合、熱のかなりの割合が液体
の中から運び出される。さらに効率的なこの熱輸送は、放散する素子及び残りのダイの構
造物においてさらに低い温度上昇を起こす。高感度表面22が部分的に濡らされている場合
、これは中程度の温度上昇をもたらす。
【００２８】
　GMRセンサー12のような素子又は励起ワイヤー11、13の（オーミック）抵抗は：
【数１】

として表わされ、R0は温度T0での素子の抵抗であり、Tは実温度で、αは素子の抵抗の温
度係数である。素子の抵抗Rはさらに、それぞれ濡れた表面及び乾燥した表面の割合に相
当する2つの要素で相加的に構成され：

【数２】

に従う。Xは（未知の）濡らされた表面面積、Aは素子「測定領域」（言い換えれば、見な
される素子に影響する高感度表面22の部分）、Rdryは温度Tdryにおいて、完全に乾燥して
いるときに素子が到達する抵抗及びRwetは温度Twetにおいて素子が完全に濡らされている
ときに到達する抵抗である。濡れ（wetting）の比x/Aは、従って素子の抵抗Rに直接比例
する。この関係は、言い換えれば濡らされた表面面積の比x/Aの関数であり、図2に概略的
に表わされている。
【００２９】
　上記の分析によると、濡らされている割合x/Aは、電流が通される素子の抵抗Rをモニタ
ーすることによって測定できる。これは、電気測定によってセンサー・ユニットがいかに
濡らすことができるか決定することが可能であることを意味する。
【００３０】
　GMRセンサー12又は励起ワイヤー11、13を通る電流Iは通常、該センサーの標準操作時に
は変調交流であり：
【数３】

である。
【００３１】
　生じるパワーP及び熱放散は、この電流I及びそれに伴う電圧Vの積で与えられ：
【数４】

　従って、周波数領域では、放散によるインピーダンス変化の1つの要素は、変調周波数
ωの2倍で起こる。検出器モジュール30の「スペクトル処理ユニット」32で測定されたイ
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ンピーダンスの復調又はフィルターをかけることによって、この要素は実際のバイオセン
サーの測定を妨げずに正確に測定することができる。次の段階では、抵抗値Rは測定され
た要素から決定され、それは濡れている割合x/Aが示すものを表わす。
【実施例２】
【００３２】
　気泡を検出するもう1つの解決法では、容量性測定を実施することができるように、セ
ンサー・ユニットの最上層にパターン（模様）をつけることが提案されている。水溶液と
空気との間のキャパシタンスの違いは非常に大きいため（水の誘電定数：79；空気の誘電
定数：1）、キャパシタンスの測定は、気泡の存在を検出するには非常に敏感な方法であ
る。
【００３３】
　容量センサー自体は、バイオセンサー・ユニットと組み合わされる平面センサーであっ
てもよい。バイオセンサー・ユニットは通常、図1に示されるように（シリコンの）基盤2
1に埋め込まれている。このチップの最上層は一般的に金層で構成され、生体物質の結び
つきを促進する。この金層には、平面容量センサーを実施するようにパターンを施すこと
ができ、磁気センサー・エリア23上の象限に配置された4つの2次電極14、15、16及び17か
ら成る。考えられるパターンは図3に示される。
【００３４】
　金属最上層のパターン付けは、位置表示が測定から得ることができるように実行しても
よい。図3に表わされる最上層のパターン付けにおいて、キャパシタンスは各対の2つの電
極間（すなわち14と15、14と16、14と17、15と16、15と17及び16と17）で測定することが
できる。相対的な測定の結果は従って、表面の気泡位置を示す。例えば、電極17だけを含
むキャパシタンスが低く、他の全てが最大値である場合、これは気泡が電極17のすぐ上に
あることを示す。位置の情報が得られる、他の検出器の構成も可能である。
【実施例３】
【００３５】
　それよりもさらに敏感な容量センサーは、図4に描かれているように側面の櫛の構造と
して実施できる。このパターンのアドミタンスY（すなわちインピーダンスの逆数）はお
よそ、
【数５】

に等しく、Nは櫛の歯数であり、σ及びεrはそれぞれ流体の伝導率及び誘電率、lは歯の
長さ、dはギャップ幅、及びtは金層の厚さである。
【００３６】
　熱検出に適用可能な解析に類似して、容量センサーのアドミタンスは濡れたチップ面積
の比x/Aに反比例する。従って適切な周波数でアドミタンスを測定することによって濡れ
の割合が測定できる。
【００３７】
　注目すべきは、バイオセンサーの応用では測定された効果は、伝導率σを増加させる塩
の濃度が高い物体又はバッファ流体でセンサーが充填されているため、大きくなる。その
上、磁気センサー・エリア23上にある図4に表わされている櫛のような構造は、図3に表わ
される位置依存性の検出器の異なった象限の間のギャップで実施することができる。効果
的に、これはキャパシタのプレート面積を増やし、従って方法の感度を上げる。
【００３８】
　要約では、マイクロエレクトロニック・デバイス、特にバイオセンサーでの表面湿潤を
電気領域で測定する方法が提示されている。バイオセンサーの表面エリアの湿潤をモニタ
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すからである。
【００３９】
　1つの特有の方法は熱領域で効果を測定することである。この解決法の主な利点は：
　-外部の要素を必要としないこと；
　-既に得られる信号の使用；及び
　-気泡がアクティブ・センサー表面の位置で明確に検出できること；
である。
【００４０】
　もう1つの特有の方法は、異なったセンサー・エリアの間のキャパシタンスを測定する
ことである。この解決法の主な利点は：
　-空気と水溶液との間のキャパシタンスの違いは非常に大きく、高感度な測定に至るこ
と；
　-気泡の存在がアクティブ・センサー表面の位置で明確に検出できること；及び
　-気泡検出のほかに他の目的でも該構造が使用できること；
である。
【００４１】
　最後に、本応用において、「含む」又は「有する」という用語は、他の素子又は段階を
除外してはいなく、単一のプロセッサ又は他のユニットがいくつかの手段の機能を実行し
てもよい。本発明は、ありとあらゆる新規な特徴及びありとあらゆる特徴の組み合わせに
存する。さらに、請求項の参照符号は本発明の目的を限定してはいけない。
 
【符号の説明】
【００４２】
1…サンプル・チャンバー
2…磁性ビード
3…抗体
4…気泡
11…励起ワイヤー
12…GMRセンサー
13…励起ワイヤー
14…象限電極
15…象限電極
16…象限電極
17…象限電極
18…導体
19…導体
21…基盤
22…高感度表面
23…磁気センサー・エリア
30…検出器モジュール
31…ドライバ
32…スペクトル処理ユニット
100…センサー・ユニット
200…センサー・ユニット
300…センサー・ユニット
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【手続補正書】
【提出日】平成21年6月16日(2009.6.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高感度表面のキャリア及びサンプル流体が提供されるサンプル・チャンバー
を含むマイクロエレクロトニック・デバイスに関する。さらに、本発明は、そのようなデ
バイスの使用及びそのようなマイクロエレクトロニック・デバイスにおける高感度表面の
湿潤(wetting)度を決定する方法に関する。
 
【背景技術】
【０００２】
　磁気センサーは、特許文献1及び特許文献2によって知られており、例としてターゲット
分子(例えば、磁性ビードでラベル付けされた生体分子など)の検出をするためのマイクロ
流体バイオセンサーに使用される。該デバイスでは、磁気励起場を生成するためのワイヤ
ー及び巨大磁気抵抗効果（GMRs）を含む検出ユニットのアレイが提供され、該検出ユニッ
トは、磁化され固定化した複数のビードによって生成される磁気反応場の検出をする。GM
Rsの信号（抵抗変化）は従って、センサー近辺のビードの数を示す。センサーの表面の疎
水性によって、センサーの表面の湿潤(wetting)は常に完全ではなく、気泡が存在する。
これらの気泡の位置においてターゲット分子は、センサーの表面に付着することができな
く、その結果、センサーの信号が不正確になる。
【０００３】
　特許文献3は、例えば血液などの小規模なサンプルのテストをするためのセンサー・デ
バイスを公開している。該デバイスの充填が充分であるか立証するために、少なくとも1
対の電極が使用される。これらの電極の間のスペースは、デバイスがサンプルによって充
填されると伝導性になる。
【０００４】
　特許文献4は、例えば血液のサンプル用などの他のセンサーを公開している。それぞれ
サンプルの反対側に配置された2つの電極の間で測定されるキャパシタンスが、サンプル
の容量に関する情報を提供する。
【０００５】
　特許文献5は、2つの電極間の電流の流れによって新規であるか使用済みであるか示すセ
ンサー・デバイスを公開している。
 
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第2005／010543　A1号　パンフレット
【特許文献２】国際公開第2005／010542　A1号　パンフレット
【特許文献３】米国特許第2004／256248　A1号明細書
【特許文献４】米国特許第2003／109798　A1号明細書
【特許文献５】欧州特許出願公開第471　986　A号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　当該状況に基づいて、マイクロエレクトロニック・デバイスの気泡による効果を考慮す
ることを可能にする方法を提供することが、本発明の目的である。
 
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的は、請求項1又は2、請求項10に記載された方法及び請求項11による使用によっ
て達成することができる。望まれる実施形態は従属項で公開されている。
【０００９】
　本発明によるマイクロエレクトロニック・デバイスは、意図される特定の応用により、
多種である機能のどれを提供してもよい。それは特に、サンプル流体の取り扱いを可能に
するマイクロ流体デバイスとして設計してもよい。サンプル流体の取り扱いは、例えば生
物化学的反応の実施及び／又はそのような流体中の特性物質の検出などである。マイクロ
エレクトロニック・デバイスは次のような特徴を有する：
(a)高感度表面及び少なくとも1つの導電体を含む「キャリア」であり、該キャリアは通常
さらに、基盤（例えばシリコンのような通常の半導体物質）を含む。該少なくとも1つの
導電体は従って、マイクロエレクトロニクスの技術に精通している当事者によって知られ
ている段階によって前記基盤の中に埋め込まれる又は表面に配置される。それは、如何な
る形状、寸法及び構成（線状、長方形、平ら、多量、均一、パターンを持つ、構造化され
ているなど）であってもよい。「高感度表面」という用語は、キャリア表面のこの部分の
設計及び機能を決して制限してはいけないが、個別の名称を提供しなければいけなく、そ
の名称はこの表面の典型的な目的に沿って選ばれなければいけない（言い換えれば、隣接
するサンプル物質の物理的特性を感知すること）。
(b)高感度表面に隣接して配置され、その中でサンプル流体が提供される「サンプル・チ
ャンバー」であり、キャリアは従って、少なくとも1つの、サンプル流体がキャリアと接
触するインターフェースである高感度表面を有するサンプル・チャンバーの壁を構成する
。
(c)測定する領域において高感度表面の湿潤度を示す少なくとも1つの導体からの測定信号
を感知する「検出器モジュール」であり、検出器モジュールは、キャリアに統合される電
気回路でもよい。あるいは全体的又は部分的にキャリアの外側にあってもよい。それは通
常、電線によって少なくとも1つの導体に接続されるが、検出器モジュールと導体との間
のワイヤレス・コミュニケーションであることも可能である。考慮された「測定領域」の
「湿潤度」は、測定領域の高感度表面のどれだけの割合が特定のサンプル流体に接触して
いる（「濡れている(wetted)」）か、接触していない（「濡れていない(non-wetted)」）
かを、反映する。測定領域の濡らされていない部分に接触する媒体は、根本的に、サンプ
ル流体とは異なった如何なる固体物質、流体又は気体であってもよい。下記において、簡
略化のため（なお、一般性は喪失されない）この媒体は、気体であると推定する。湿潤度
は従って、気泡が高感度表面にどの程度付着するか示す。最もシンプルなケースでは、「
濡れ」の状態及び「濡れ無し（ドライ）」の状態を表わす2つの値のみを有してもよい。
しかしながら、一般的に湿潤度は、例えば高感度表面の濡らされた割合（言い換えれば、
サンプル流体に接触されると見なされる領域の百分率の値）を表わす、濡れの異なった程
度を表わす複数個の値又は値の連続体であってもよい。単一の導体は通常、高感度表面全
体の湿潤度を表わすことはできないため、測定信号の解釈は、その導体に属した測定領域
に限定しなければいけない。
 
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明による磁気センサー・デバイスの主なスケッチを表わし、その高感度表面
の湿潤度を測定する方法を表わす；
【図２】プラスの温度係数を持つ物質において導体のオーミック抵抗の高感度表面の湿潤
された部分への依存を示すグラフを表わす；
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【図３】湿潤度の容量測定をするための、4つの象限に配置された長方形の電極の形式で
の導体を表わす；及び
【図４】湿潤度の容量測定をするための、かみ合う櫛の構造をした2つの電極を表わす。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　上記で説明されたマイクロエレクトロニック・デバイスは、高感度表面の湿潤度を決定
する方法を提供し、それは、多数のマイクロ流体の取り扱い及び調査において重要なパラ
メータである。その上、当該方法は、マイクロエレクトロニック・デバイスの基盤の中で
の実施が簡単であり、一般的に既に他の目的でそこに存在している1つ又は2つの半導体に
よって提供される測定信号に基づく。従ってそれは多くの場合、従来のマイクロエレクト
ロニック・デバイスに、測定信号を感知及び評価する検出器モジュールを追加するだけで
充分である。
【００１２】
　導体で測定される多様な電気信号は、関連する表面の湿潤度に敏感であり、従って湿潤
度を示す測定信号として適切である。本発明の第1に望ましい実施形態では、測定信号は
少なくとも1つの導体を含む回路のインピーダンス（又は、さらに正確にはインピーダン
スの値の表示）を含む。最もシンプルなケースでは、その回路は導体だけを含んでもよく
、あるいは複数個の導体が存在する場合、それらの導体は直列又は並列で接続してもよい
。
【００１３】
　「インピーダンス」は従来、（パッシブな）回路の2つの端子の間の複雑な周波数に依
存する電気抵抗Zとして定義されており、該端子は、それらに印加される電圧V及び電流I
をV=Z・Iによって関連づけられる。インピーダンスは通常、容量性、誘導性及び（オーム
の法則に従う）抵抗の要素を持つ。回路のインピーダンスの値は容易に測定することがで
き、それは導体を囲む物質に（言い換えれば、隣接する高感度表面の湿潤度に対して）敏
感である。
【００１４】
　上記のケースにおける特定の実施形態では、測定信号は、少なくとも1つの導体のオー
ミック抵抗を有する。当該オーミック抵抗は、単に導体に（直流の）電流を通し、オーム
の法則によって電圧を測定することによって決定してもよい。電流が導体を離れ、近辺の
高感度表面及びサンプル・チャンバーを通って流れる場合、導体の端部の2つの端子の間
で観測される電気抵抗は、明らかに高感度表面の湿潤度に依存する。導体自体のオーミッ
ク抵抗（周辺は無しで）に対して湿潤度が及ぼすもう1つの影響は、熱によって与えられ
る。導体を通る電流によって生じる熱は、湿潤度に依存して異なった方式で放散される；
湿潤度は従って、温度及び温度係数によって導電体のオーミック抵抗も決定する。
【００１５】
　本発明のもう1つの実施形態では、測定信号はカウンター電極に対して少なくとも1つの
導体のキャパシタンスを含む。当該カウンター電極は、導体を囲む設置された物質又は望
ましくはキャリアの第2導体であってもよい。後者のケースでは、2つの導体は、キャパシ
タの電極として考えられ、該電極の間の電界が中間物質の誘電特性を感知する。流体及び
気体は通常、大きく異なった誘電特性を持つため、キャパシタの電極間の高感度表面をア
レンジすることによって、キャパシタンスが湿潤度に依存することになる。
【００１６】
　最もシンプルなケースではマイクロエレクトロニック・デバイスはただ1つの導電体を
含むが、程度の差はあるとしても常に多数の導体（通常数百個）を含む。望ましい実施形
態では、高感度表面に重ならない形状で配置された複数個の導体が含まれる。導体は例え
ば、キャリアの基盤の構造化された金属層で形成されていてもよい。そのような金属層（
例えば金層）は多くの場合、生物学的調査に使用されるマイクロエレクトロニック・デバ
イスに存在する。それは、そのような金属層が生体分子を束縛することができる表面を提
供するからである。2つの隣接する導体はこの場合、そのすぐ上（言い換えれば、導体の
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上部の領域に対応する高感度表面の測定領域）の容積の液体又は気体の存在を感知できる
。
【００１７】
　上記の実施形態のさらなる進展段階では、少なくとも3つの導体が1点で会う(meet)形で
配置され、「会う(meet)」という表現は電気的な接触無しにお互いに近づくという意味と
して解釈するべきである。特に、4つの長方形の導体が座標系の象限に配置されることが
可能である。異なった対の2つの導体は従って1つのキャパシタとして駆動されることがで
き、出会う点(meeting　point)の上の容積を含んだ異なった容積の湿潤度を測定すること
を可能にする。
【００１８】
　複数個の重なり合わない導体を有するマイクロエレクトロニック・デバイスのもう1つ
の実施形態では、少なくとも2つの導体がかみ合う櫛のように形作る。この設計では、2つ
の導体が長距離においてお互いに近づき、それに相当した高いキャパシタンス及び高感度
を生み出す。
【００１９】
　本発明がさらに進化した応用では、検出器モジュールは、「局地化ユニット」を含み、
それは、異なる測定領域に相当する測定信号から高感度表面の湿潤がされていないスポッ
トの位置を推測するためのものである。従って、異なる導体での測定から得た情報（通常
、高感度表面の異なる（だが、通常重なり合う）測定領域に関連する）は、測定の空間解
を改善するように組合せることができる。第1測定領域の測定が、例えば湿潤の10%を示す
場合、それは、該第1測定領域の如何なる場所において、それに相当する量の気泡による
。しかし、第2測定領域の測定においてその一部が第1測定領域と重複しており、湿潤度の
100%を示す場合、気泡は明らかに重複エリアにあるはずはなく、その気泡の空間的局地化
を改善する。
【００２０】
　検出器モジュールは、任意的に交互の電気駆動信号を有する少なくとも1つの導体を供
給するためにドライバを含んでもよい。当該駆動信号は、例えば、特定の周波数を持つ正
弦波電圧又は電流である。従って該電流によって引き起こされる効果は通常、他の効果か
ら隔離することを可能にする、対応する周波数への依存である。
【００２１】
　本発明のもう1つの実施形態で、特に上記の実施形態と共に実現してもよいものでは、
検出器モジュールは、周波数領域で（例えば、バンドパスフィルターによって）測定信号
を処理するために「スペクトル処理ユニット」を含む。導体の駆動信号が、例えば前述の
実施形態のように交互である場合、この信号によって生じるある一定の物理的効果が特性
周波数で現れる。周波数領域での測定信号の処理は従って、これらの効果を他の要素から
識別し引き離すことを可能にする。
【００２２】
　マイクロエレクトロニック・デバイスはさらに、磁界及び／又は電界をサンプル・チャ
ンバーの中で発生させるために電磁界発生器を含んでもよい。磁界発生器は例えば、磁気
バイオセンサーに使用される。電界発生器は多くの場合、流体及び／又は粒子の移動のた
めのマイクロ流体デバイスの中に存在する。電磁界発生器は特に1つ又は複数のワイヤー
によって実施され、これらのワイヤーは同時に、湿潤度を示す測定信号の感知をする導体
として使用してもよい。
【００２３】
　その上、マイクロエレクトロニック・デバイスは少なくとも1つの光学、磁気、機械、
音響、熱及び／又は電気センサー素子を含んでもよい。これらのセンサーのコンセプトの
いくつかは、特許文献4に記載されており、本文献に参考文献として含まれている。セン
サー素子は、望ましくは湿潤度を決定するのに同時に使用する導体を含んでよい。磁気セ
ンサー・デバイスに磁界を発生させるための励起ワイヤー及び磁性ビードによって生じる
漂遊磁界の検出をするホール（Hall）センサー又は磁気抵抗素子を与えてもよい。磁気抵
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抗素子は特に、巨大磁気抵抗（GMR）、トンネル磁気抵抗（TMR）又は異方性磁気抵抗（AM
R）でよい。
【００２４】
　本発明はさらに、マイクロエレクトロニック・デバイスにおけるキャリアの高感度表面
の湿潤度を決定する方法に関する。該方法において、検出器モジュールはキャリアの中の
少なくとも1つの導体からの測定信号の感知及びその測定信号から関連する測定領域の湿
潤度の推測をする。
【００２５】
　該方法の望ましい実施形態では、少なくとも1つの導体が熱の放散を発生させるために
電流で駆動される。その熱放散は近辺の表面の湿潤度に依存し、湿潤度は温度を決定する
ことから、すぐに測定可能な導体のオーミック抵抗を決定する。
【００２６】
　本発明はさらに上記で説明されたマイクロエレクトロニック・デバイスの分子診断学、
生体サンプル分析又は化学的サンプル分析、食物分析及び／又は法医学的分析での使用に
関する。特に、上記で述べたマイクロエレクトロニック・デバイスは、分子診断学に基づ
いて診療に使用してもよい。分子診断学は例えば、直接又は間接的にターゲット分子に付
着した磁性ビード又は蛍光性粒子の援助によって達成される。
【００２７】
　本発明のこれら及び他の態様は、以下に説明される実施形態を参照することによって明
確になり解明される。これらの実施形態は、それに伴う図面の援助による例を手段として
説明される。
 
【実施例１】
【００２８】
　図1は、超常磁性のビーズ2の検出のためのシングル・センサー・ユニット100の原理を
表わす。そのようなセンサー・ユニット100のアレイ（例えば100）から成るマイクロエレ
クトロニック(バイオ)センサー・デバイスは、サンプル・チャンバー1の中に提供されて
いる溶液（例えば血液または唾液）の異なった多数のターゲット分子（例えばたんぱく質
、DNA、アミノ酸、乱用薬物など）の濃度を同時に測定するのに使用してもよい。束縛法
の1つの可能な例は、いわゆる「サンドイッチ分析」であり、それはターゲット分子が結
びつく第1抗体3を有する基盤21の上の「高感度表面」22を提供することによって達成され
る。第2抗体を持つ超常磁性ビーズ2は、次に、束縛されているターゲット分子（簡略化の
ためターゲット分子及び第2抗体は図には表わされていない）に付着してもよい。センサ
ー・ユニット100の基盤21に埋め込まれているパラレル励起ワイヤー11及び13を通る電流
が、励起磁界Bを引き起こし、その次に超常磁性ビーズ2を磁化する。超常磁性ビーズ2か
らの反応場B’が面内磁化要素をセンサー・ユニット100の巨大磁気抵抗（GMR）の中に導
入し、その結果、センサー電流を通して感知される測定可能な抵抗変化が現れる。示され
る実施形態では、励起電流及びセンサー電流は、「検出器モジュール」30のドライバ31に
よって供給される。
【００２９】
　図はさらに、気泡4が高感度表面22に付着してもよいことを示す。これらの気泡がター
ゲット分子及びビーズ2を関連する表面に束縛されるのを防ぐと、それらの存在が測定結
果に大きく影響する。従って、高感度表面22の定義された湿潤度（望ましくは100%）を確
実に提供する又は測定の評価の段階でその影響を考慮に入れて湿潤度を決定することのど
ちらかが必要である。下記では、磁気センサー・ユニットの様々な実施形態が説明されて
おり、高感度表面22の湿潤度を決定することを可能にする。取得された情報は次に（とり
わけ）上記で述べられた2つのアプローチのいずれかに使用できる(言い換えれば立証され
た望まれる湿潤の度合いに達するまでサンプル流体をフィードバック・ループの中で処理
すること又は決定された湿潤度によって磁性粒子の測定された濃度を訂正すること)。
【００３０】
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　本発明の第1実施形態では、気泡の熱検出が提案されており、それは、空気及び水の熱
伝導性（空気の熱伝導率：0.025W/(mK)；水の熱伝導率：0.6W/(mK)）の大きな差を使用す
る。図1に示されるようなセンサー・ユニット100が活性化されると（言い換えれば、電流
がワイヤーの中を流れると）、エネルギーがGMRセンサー12及び励起ワイヤー11、13の両
方に放散され、その結果、これらの構成物で局地的な過熱が起こる。高感度表面22が乾燥
している場合、空気の熱伝導率が低いことから、ほぼ全ての熱は基盤21の中から運び出さ
れる。しかし、高感度表面22が水っぽい液体で濡らされた場合、熱のかなりの割合が液体
の中から運び出される。さらに効率的なこの熱輸送は、放散する素子及び残りのダイの構
造物においてさらに低い温度上昇を起こす。高感度表面22が部分的に濡らされている場合
、これは中程度の温度上昇をもたらす。
【００３１】
　GMRセンサー12のような素子又は励起ワイヤー11、13の（オーミック）抵抗は：
【数１】

として表わされ、R0は温度T0での素子の抵抗であり、Tは実温度で、αは素子の抵抗の温
度係数である。素子の抵抗Rはさらに、それぞれ濡れた表面及び乾燥した表面の割合に相
当する2つの要素で相加的に構成され：
【数２】

に従う。Xは（未知の）濡らされた表面面積、Aは素子「測定領域」（言い換えれば、見な
される素子に影響する高感度表面22の部分）、Rdryは温度Tdryにおいて、完全に乾燥して
いるときに素子が到達する抵抗及びRwetは温度Twetにおいて素子が完全に濡らされている
ときに到達する抵抗である。濡れ（wetting）の比x/Aは、従って素子の抵抗Rに直接比例
する。この関係は、言い換えれば濡らされた表面面積の比x/Aの関数であり、図2に概略的
に表わされている。
【００３２】
　上記の分析によると、濡らされている割合x/Aは、電流が通される素子の抵抗Rをモニタ
ーすることによって測定できる。これは、電気測定によってセンサー・ユニットがいかに
濡らすことができるか決定することが可能であることを意味する。
【００３３】
　GMRセンサー12又は励起ワイヤー11、13を通る電流Iは通常、該センサーの標準操作時に
は変調交流であり：

【数３】

である。
【００３４】
　生じるパワーP及び熱放散は、この電流I及びそれに伴う電圧Vの積で与えられ：
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【数４】

　従って、周波数領域では、放散によるインピーダンス変化の1つの要素は、変調周波数
ωの2倍で起こる。検出器モジュール30の「スペクトル処理ユニット」32で測定されたイ
ンピーダンスの復調又はフィルターをかけることによって、この要素は実際のバイオセン
サーの測定を妨げずに正確に測定することができる。次の段階では、抵抗値Rは測定され
た要素から決定され、それは濡れている割合x/Aが示すものを表わす。
【実施例２】
【００３５】
　気泡を検出するもう1つの解決法では、容量性測定を実施することができるように、セ
ンサー・ユニットの最上層にパターン（模様）をつけることが提案されている。水溶液と
空気との間のキャパシタンスの違いは非常に大きいため（水の誘電定数：79；空気の誘電
定数：1）、キャパシタンスの測定は、気泡の存在を検出するには非常に敏感な方法であ
る。
【００３６】
　容量センサー自体は、バイオセンサー・ユニットと組み合わされる平面センサーであっ
てもよい。バイオセンサー・ユニットは通常、図1に示されるように（シリコンの）基盤2
1に埋め込まれている。このチップの最上層は一般的に金層で構成され、生体物質の結び
つきを促進する。この金層には、平面容量センサーを実施するようにパターンを施すこと
ができ、磁気センサー・エリア23上の象限に配置された4つの2次電極14、15、16及び17か
ら成る。考えられるパターンは図3に示される。
【００３７】
　金属最上層のパターン付けは、位置表示が測定から得ることができるように実行しても
よい。図3に表わされる最上層のパターン付けにおいて、キャパシタンスは各対の2つの電
極間（すなわち14と15、14と16、14と17、15と16、15と17及び16と17）で測定することが
できる。相対的な測定の結果は従って、表面の気泡位置を示す。例えば、電極17だけを含
むキャパシタンスが低く、他の全てが最大値である場合、これは気泡が電極17のすぐ上に
あることを示す。位置の情報が得られる、他の検出器の構成も可能である。
【実施例３】
【００３８】
　それよりもさらに敏感な容量センサーは、図4に描かれているように側面の櫛の構造と
して実施できる。このパターンのアドミタンスY（すなわちインピーダンスの逆数）はお
よそ、

【数５】

に等しく、Nは櫛の歯数であり、σ及びεrはそれぞれ流体の伝導率及び誘電率、lは歯の
長さ、dはギャップ幅、及びtは金層の厚さである。
【００３９】
　熱検出に適用可能な解析に類似して、容量センサーのアドミタンスは濡れたチップ面積
の比x/Aに反比例する。従って適切な周波数でアドミタンスを測定することによって濡れ
の割合が測定できる。
【００４０】
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　注目すべきは、バイオセンサーの応用では測定された効果は、伝導率σを増加させる塩
の濃度が高い物体又はバッファ流体でセンサーが充填されているため、大きくなる。その
上、磁気センサー・エリア23上にある図4に表わされている櫛のような構造は、図3に表わ
される位置依存性の検出器の異なった象限の間のギャップで実施することができる。効果
的に、これはキャパシタのプレート面積を増やし、従って方法の感度を上げる。
【００４１】
　要約では、マイクロエレクトロニック・デバイス、特にバイオセンサーでの表面湿潤を
電気領域で測定する方法が提示されている。バイオセンサーの表面エリアの湿潤をモニタ
ーすることは不可欠であり、それはセンサーの不完全な湿潤は間違った読み込みをもたら
すからである。
【００４２】
　1つの特有の方法は熱領域で効果を測定することである。この解決法の主な利点は：
　-外部の要素を必要としないこと；
　-既に得られる信号の使用；及び
　-気泡がアクティブ・センサー表面の位置で明確に検出できること；
である。
【００４３】
　もう1つの特有の方法は、異なったセンサー・エリアの間のキャパシタンスを測定する
ことである。この解決法の主な利点は：
　-空気と水溶液との間のキャパシタンスの違いは非常に大きく、高感度な測定に至るこ
と；
　-気泡の存在がアクティブ・センサー表面の位置で明確に検出できること；及び
　-気泡検出のほかに他の目的でも該構造が使用できること；
である。
【００４４】
　最後に、本応用において、「含む」又は「有する」という用語は、他の素子又は段階を
除外してはいなく、単一のプロセッサ又は他のユニットがいくつかの手段の機能を実行し
てもよい。本発明は、ありとあらゆる新規な特徴及びありとあらゆる特徴の組み合わせに
存する。さらに、請求項の参照符号は本発明の目的を限定してはいけない。
 
【符号の説明】
【００４５】
1…サンプル・チャンバー
2…磁性ビード
3…抗体
4…気泡
11…励起ワイヤー
12…GMRセンサー
13…励起ワイヤー
14…象限電極
15…象限電極
16…象限電極
17…象限電極
18…導体
19…導体
21…基盤
22…高感度表面
23…磁気センサー・エリア
30…検出器モジュール
31…ドライバ
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32…スペクトル処理ユニット
100…センサー・ユニット
200…センサー・ユニット
300…センサー・ユニット
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
(a)高感度表面及び少なくとも1つの導体を有するキャリア；
(b)サンプル流体が提供される、前記高感度表面に隣接して配置されるサンプル・チャン
バー；及び
(c)周囲に放散される熱を発生させる電流で導体を駆動し、関連する測定領域における前
記高感度表面の湿潤度を示す、前記導体からの測定信号を感知するための検出器モジュー
ルであり、該測定信号は該導体のオーミック抵抗（R)を含んでいる、検出器モジュール；
を含むマイクロエレクトロニック・デバイス。
【請求項２】
　特に請求項1に記載されたマイクロエレクトロニック・デバイスであり、
(a)高感度表面及び該高感度表面で重複しない形で配置される少なくとも3つの導体を有す
るキャリア；
(b)サンプル流体が提供される前記高感度表面に隣接して配置されるサンプル・チャンバ
ー；及び
(c)前記高感度表面の湿潤度を示す、複数の導体からの測定信号を感知するための検出器
モジュールであり、該測定信号が該複数の導体の2つである全ての対のキャパシタンスを
含む、検出器モジュール；
を含むマイクロエレクトロニック・デバイス。
【請求項３】
少なくとも3つの導体が1点で会う形状で配置されることに特徴づけられる、請求項2
に記載されたマイクロエレクトロニック・デバイス。
【請求項４】
少なくとも2つの導体がかみ合う櫛の形状であることに特徴づけられる、請求項2によ
るマイクロエレクトロニック・デバイス。
【請求項５】
前記検出器モジュールが、異なった測定領域に相当する測定信号から前記高感度表面上
の濡れていない（un-wetted）スポットの位置を推測するための局地化ユニットを含むこ
とを特徴とする、請求項1又は2に記載されたマイクロエレクトロニック・デバイス。
【請求項６】
前記検出器モジュールが、少なくとも1つの交流電気駆動信号を有する導体を供給する
ためのドライバを含むことに特徴づけられる、請求項1又は2に記載されたマイクロエレク
トロニック・デバイス。
【請求項７】
　前記検出器モジュールが周波数領域において測定信号を処理するためのスペクトル処理
ユニットを含むことに特徴づけられる、請求項1又は2に記載されたマイクロエレクトロニ
ック・デバイス。
【請求項８】
　前記サンプル・チャンバーに磁界及び／又は電界を発生させるための電磁界発生器を含
むことに特徴づけられる、請求項1又は2に記載されたマイクロエレクトロニック・デバイ
ス。
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【請求項９】
　少なくとも1つの光学、機械、音響、熱又は電気センサー素子を含むことを特徴とする
、請求項1又は2に記載されたマイクロエレクトロニック・デバイス。
【請求項１０】
　マイクロエレクトロニック・デバイスの中のキャリアの高感度表面の湿潤度を決定する
方法であり、
(a)該キャリアの中の少なくとも1つの導体が、周囲に放散される熱を発生させる電流で駆
動される段階；
(b)検出器モジュールが、前記少なくとも1つの導体から測定信号を感知し、これらの測定
信号が該導体のオーミック抵抗（R）を含む、段階；及び
(c)前記検出器モジュールが、該測定信号から関連した測定領域の湿潤度を推測する段階
；
を含む方法。
【請求項１１】
　分子診断学、生体サンプル分析又は化学的サンプル分析における、上記の請求項1乃至1
0に記載されたマイクロエレクトロニック・デバイスの使用。
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