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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）多孔質基板を得るべく結晶性の基板をエッチングし、当該エッチングにより細孔が
形成された前記多孔質基板の表面を金属で被覆することにより金属被覆された結晶性多孔
質基板を準備する段階と、
　ｂ）前記基板を少なくとも１個の被分析試料試を含む試料にさらす段階と、
　ｃ）少なくとも１個の被分析試料を検出および／または同定のためにレーザー励起およ
び分光を用いる段階と
を備える、方法。
【請求項２】
　前記結晶性の基板がナノ結晶性シリコン、単結晶シリコン、多結晶シリコンからなる群
から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　金属ナノ粒子が前記金属被覆された結晶性多孔質基板に添加される、請求項１または請
求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記金属被覆が銀、金、白金、銅および／またはアルミニウムを含む、請求項１から請
求項３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記分光がラマン分光である、請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項６】
　前記ラマン分光が表面増強ラマン分光（ＳＲＲＳ）、表面増強共鳴ラマン分光（ＳＥＲ
ＲＳ）、ハイパーラマンおよび／または反ストークスラマン分光（ＣＡＲＳ）である、請
求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記被分析試料がアミノ酸、ペプチド、ポリペプチド、タンパク質、糖タンパク質、リ
ポタンパク質、ヌクレオシド、ヌクレオシド、オリゴヌクレオチド、核酸、糖、炭水化物
、オリゴ糖、多糖、脂肪酸、脂質、ホルモン、代謝物、サイトカイン、ケモカイン、受容
体、神経伝達物質、抗原、抗体、基質、代謝物、コファクター、阻害剤、薬剤、医薬品、
栄養物、プリオン、毒素、毒、爆発性物質、殺虫剤、化学兵器、生物兵器、バクテリア、
ウイルス、放射性同位元素、ビタミン、複素環式芳香族化合物、発癌性物質、突然変異原
、麻酔剤、アンフェタミン、バルビツール酸塩、幻覚発現物質、廃棄物および／または汚
染物を含む群から選ばれる、請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記被分析試料がヌクレオシド、ヌクレオチド、オリゴヌクレオチド、核酸、アミノ酸
、ペプチド、ポリペプチドまたはタンパク質である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１個の被分析試料が少なくとも１個のラマン標識でラベルされている、
請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　各被分析試料が識別可能なラマン標識でラベルされている、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　少なくとも１個の捕捉分子が前記金属被覆された結晶性多孔質基板に付着している、請
求項１から請求項１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記捕捉分子がオリゴヌクレオチド、核酸、抗体、抗体断片、抗原、エピトープ、レシ
チン、タンパク質、ポリペプチド、ペプチド、受容体タンパク質、リガンド、ホルモン、
ビタミン、代謝物、基質、阻害剤、コファクター、医薬品、アプタマー、サイトカインお
よび神経伝達物質を含む群から選ばれる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記金属被覆された結晶性多孔質基板を準備する段階は、前記結晶性の基板をエッチン
グした後、当該基板を酸化する段階を有する、
　請求項１から請求項１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記金属被覆された結晶性多孔質基板を準備する段階は、
　前記結晶性の基板を電気化学セル中でエッチングして、前記細孔を形成する段階と、
　前記細孔を形成する段階の後、当該基板をエッチングして、前記細孔を広げる段階と、
　を有する、請求項１から請求項１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記結晶性の基板が、シリコン、窒化シリコンおよびゲルマニウムからなる群から選択
される請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記多孔質基板における前記細孔は２ｎｍ～２００ｎｍのサイズを有する請求項１から
請求項１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記金属ナノ粒子は、前記金属被覆された結晶性多孔質基板の前記細孔の内部に入り込
むことのできる直径を有する請求項３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記金属ナノ粒子は、直径１ｎｍ～２μｍの直径を有する請求項３または請求項１７に
記載の方法。
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【請求項１９】
　前記多孔質基板が、シリコン、酸化シリコン、二酸化シリコンおよび／または窒化シリ
コンを含む請求項１から請求項１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　ａ）多孔質基板を得るべく結晶性の基板をエッチングし、当該エッチングにより細孔が
形成された前記多孔質基板の表面を金属で被覆することにより金属被覆された結晶性多孔
質基板と、
　ｂ）前記金属被覆された結晶性多孔質基板へ励起光線を放射するレーザーと
　ｃ）前記金属被覆された結晶性多孔質基板からのラマン信号を検出するラマン検出器と
を備える、装置。
【請求項２１】
　前記金属被覆が中空のまま残されるべく、前記多孔質基板を更にエッチングする段階を
備える請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記金属被覆の前記中空が前記金属とは異なる材料で満たされる請求項２１に記載の装
置。
【請求項２３】
　金属ナノ粒子を更に有する、請求項２０から請求項２２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２４】
　前記金属が銀、金、白金、銅および／またはアルミニウムを有する、請求項２０から請
求項２３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２５】
　前記ラマン検出器と動作可能に結合するコンピュータを更に備える、請求項２０から請
求項２４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２６】
　前記ラマン検出器と動作可能に結合するフロースルーセルを更に備え、前記フロースル
ーセルの内部の前記金属被覆された結晶性多孔質基板を通って流体が流れる、請求項２０
から請求項２５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２７】
　前記金属被覆された結晶性多孔質基板がマイクロ電気機械システム（ＭＥＭＳ）中に組
み込まれる、請求項２０から請求項２６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２８】
　前記金属被覆された結晶性多孔質基板が集積チップの一部として構成される、請求項２
７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記金属被覆された結晶性多孔質基板がウェーハから取り出され、ＭＥＭＳに組み込ま
れる、請求項２７に記載の装置。
【請求項３０】
　前記結晶性多孔質基板が、前記結晶性の基板のエッチング後、当該基板を酸化して得ら
れる、
　請求項２０から請求項２９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項３１】
　前記多孔質基板は、前記結晶性の基板を電気化学セル中でエッチングして前記細孔を形
成した後、前記基板をエッチングして前記細孔を広げることで得られる、
　請求項２０から請求項３０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項３２】
　前記結晶性の基板が、シリコン、窒化シリコンおよびゲルマニウムからなる群から選択
される請求項２０に記載の装置。
【請求項３３】
　前記多孔質基板における前記細孔は２ｎｍ～２００ｎｍのサイズを有する請求項２０か
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ら請求項３２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項３４】
　前記金属ナノ粒子は、前記金属被覆された結晶性多孔質基板の前記細孔の内部に入り込
むことのできる直径を有する請求項２３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記金属ナノ粒子は、直径１ｎｍ～２μｍの直径を有する請求項２３または請求項３４
に記載の装置。
【請求項３６】
　前記多孔質基板が、シリコン、酸化シリコン、二酸化シリコンおよび／または窒化シリ
コンを含む請求項２０から請求項３５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項３７】
　多孔質層を得るべく結晶性の基板をエッチングし、当該エッチングにより細孔が形成さ
れた当該基板の表面を金属で被覆することにより得られた、金属被覆された結晶性多孔質
層を備える基板。
【請求項３８】
　前記金属被覆が銀、金、白金、銅および／またはアルミニウムを含む、請求項３７に記
載の基板。
【請求項３９】
　前記多孔質層がシリコン、酸化シリコン、二酸化シリコンおよび／または窒化シリコン
を含む、請求項３７または請求項３８に記載の基板。
【請求項４０】
　前記多孔質層が金属で被覆される前に二酸化シリコンによって酸化される、請求項３７
から請求項３９のいずれか一項に記載の基板。
【請求項４１】
　前記多孔質層は、前記基板を電気化学セル中でエッチングして前記細孔を形成した後、
当該基板をエッチングして前記細孔を広げることで得られる、
　請求項３７から請求項４０のいずれか一項に記載の基板。
【請求項４２】
　前記結晶性の基板が、シリコン、窒化シリコンおよびゲルマニウムからなる群から選択
される請求項３７に記載の基板。
【請求項４３】
　前記多孔質層における前記細孔は２ｎｍ～２００ｎｍのサイズを有する請求項３７から
請求項４２のいずれか一項に記載の基板。
【請求項４４】
　前記金属被覆された結晶性多孔質層の前記細孔の内部に入り込むことのできる直径を有
する金属ナノ粒子が添加された請求項３７から請求項４３のいずれか一項に記載の基板。
【請求項４５】
　前記金属ナノ粒子は、直径１ｎｍ～２μｍの直径を有する請求項４４に記載の基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の方法および装置３００は、ラマン分光による分子の検出およびキャラクタリゼ
ーションの分野に関する。具体的には、本明細書発明の方法および装置３００は、表面増
強ラマン分光（ＳＥＲＳ）、表面増強共鳴ラマン分光（ＳＲＲＲＳ）、ハイパーラマンお
よび／またはコヒーレント反ストークスラマン分光（ＣＡＲＳ）用の基板２４０、３４０
としての金属被覆多孔質シリコンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　生物試料およびその他の試料由来の１個の分子を感度良く正確に検出および／または同
定することは、医療診断学、病理学、毒性学、環境サンプリング、化学分析、科学捜査そ
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の他の多数の分野で広く潜在的に求められてきたが達成しにくい目標と考えられてきた。
この目標を達成するため、ラマン分光および／または表面プラズモン共鳴を使用すること
が試みられている。光が実際の媒体を通過する場合、光はある割合でその最初の方向を変
えるが、これはラマン散乱と呼ばれる現象である。光の吸収とより高いエネルギー状態へ
電子が励起されるため、散乱光の一部は最初の励起光と周波数が異なり、異なった波長で
光を放出する。ラマン発光スペクトルの波長は、試料中の光吸収分子の化学組成と構造に
特徴的であるが、光散乱強度は試料中の分子の濃度に依存する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　励起光線と試料中の各分子との間で生じるラマン相互作用の確率は極めて低いために感
度が低く、ラマン分析の用途は限られる。銀の粗い表面近くの分子は、６から７倍のオー
ダーも大きい増強ラマン散乱を示すことが観察されている。この表面増強ラマン分光（Ｓ
ＥＲＳ）効果は、プラズモン共鳴現象と関連しているが、金属中の伝導電子の総体的な結
合により金属のナノ粒子が入射電磁波に応答して顕著な光共鳴を示す。要するに、金、銀
、銅その他の金属は微小アンテナとして作用し、電磁波の局所効果を増強する事が出来る
。この様な粒子の近傍に位置する分子は、ラマン分光分析に対しはるかに高い感度を示す
。
【０００４】
　ＳＥＲＳを分子の検出と分析に利用する事、具体的には基板の表面を金属ナノ粒子で被
覆、または粗い金属フィルムを作成し、試料を金属被覆表面に載せる事が試みられている
。しかしながら、平坦な表面に堆積できる金属粒子の数は限られ、ＳＥＲＳおよびこの様
な表面を利用するラマン技術の増強因子は比較的低くなる。金属粒子の密度がより高いＳ
ＥＲＳ活性基板の製造法、およびこの様な基板を備える装置が必要である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
　以下の図面は本明細書の一部を形成し、本発明の開示された実施形態の特徴の一部をさ
らに説明するために記載される。本明細書に提示された具体的な実施形態の詳細な説明と
組み合わせたこれらの本発明の実施形態のいくつかを参照することにより、本発明の実施
形態をより良く理解されると考えられる。
【０００６】
　開示された方法および装置３００は、表面増強ラマン分光（ＳＥＲＳ）、表面増強共鳴
ラマン分光（ＳＥＲＲＳ）および／または反ストロークラマン分光（ＣＡＲＳ）検出によ
る被分析試料の検出および／または同定に有用である。既存の技術と比較して、開示され
た方法と装置３００は、金属粒子密度が増加しＳＥＲＳ増強場がより深いＳＥＲＳ活性基
板２４０、３４０を提供し、より効果的なラマン検出および／または同定分析を可能にす
る。
【０００７】
　様々な分析のＳＥＲＳ検出の従来の方法は、例えば基板および／または支持体上に被覆
した凝集銀ナノ粒子等のコロイド状金属粒子を使用してきた（例えば米国特許第５，３０
６，４０３号；６，１４９，８６８号；６，１７４，６７７号；６，３７６，１７７号）
。この様な構成はＳＥＲＳ検出の感度を１０６～１０８倍に増加させることもあるが、本
明細書に開示される様なヌクレオチド等の小さな被分析試料等の１個の分子を検出する事
は出来ない。ラマン検出の感度増大は明らかにコロイド状粒子凝集物内で均一でなく、“
ホットスポット”の存在に依存する。この様な“ホットスポット”の物理的な構造、感度
増大を生じるナノ粒子からの距離の範囲、および感度増大が可能な凝集ナノ粒子と被分析
試料間の空間的関係は明らかにされていない。さらに、凝集ナノ粒子は溶液中で本質的に
不安定であり、単一分子の被分析試料検出の再現性に悪影響を及ぼす。本発明の方法およ
び装置３００はＳＥＲＳ検出のための安定なマイクロ環境を提供し、その中でラマン活性
金属基板の物理的配座および密度を正確に制御でき、溶液中の被分析試料の再現性があり
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、感度が高く正確な検出を可能にする。
【０００８】
　以下の詳細な説明には、本発明の開示された実施形態をより完全に理解するための様々
な具体例が含まれる。しかしながら、本発明の実施形態はこれらの実施例がなくても実行
可能であることは、当業者に自明であると思われる。他の実例では、公知の装置、方法、
手順および個々の要素を本発明中で詳細に説明しない。
【０００９】
　定義
　本明細書に使用する単数形の名詞は、一つまたは一つ以上の品目を意味する。
【００１０】
　本明細書では、“約”はその値の１０パーセント以内を意味する。例えば“約１００”
は９０～１１０の値を意味する。
【００１１】
　本明細書では、“被分析試料”と言う用語は検出および／または同定の対象としての任
意の原子、薬剤、分子、化合物、組成物または凝集物を意味する。被分析試料の非限定例
にはアミノ酸、ペプチド、ポリペプチド、タンパク質、糖タンパク質、リポタンパク質、
ヌクレオシド、ヌクレオチド、オリゴヌクレオチド、核酸、糖、炭水化物、オリゴ糖、多
糖、脂肪酸、脂質、ホルモン、代謝物、サイトカイン、ケモカイン、受容体、神経伝達物
質、抗原、アレルゲン、抗体、基質、代謝物、コファクター、阻害剤、薬物、医薬品、栄
養物質、プリオン、トキシン、毒素、爆発性物質、殺虫剤、化学兵器、生物兵器、放射性
同位体、ビタミン、複素環式芳香族化合物、発癌性物質、突然変異原、麻酔剤、アンフェ
タミン、バルビツール酸塩、幻覚発現物質、廃棄物および／または汚染物が含まれる。本
発明のある実施形態では、以下に開示する様に少なくとも１個の被分析試料が少なくとも
１個のラマン標識物でラベルされる。
【００１２】
　本明細書で用いられる“捕獲”分子とは、少なくとも１個の標的被分析試料と結合する
任意の分子を意味する。“捕獲”分子の非限定例には抗体、抗体断片、遺伝子組み替え抗
体、単一鎖抗体、受容体タンパク質、結合タンパク質、酵素、阻害タンパク質、レシチン
、細胞付着タンパク質、オリゴヌクレオチド、ポリヌクレオチド、核酸およびアプタマー
が含まれる。
【００１３】
　本明細書で用いる“ナノ結晶性シリコン”という用語は、ナノメートルスケール、具体
的には１～１００ナノメートルのサイズの範囲のシリコン結晶を含むシリコンを意味する
。“多孔質シリコン”１１０、２１０はエッチングまたは他の処理により多孔質構造とな
ったシリコンを意味する。
【００１４】
　本明細書で用いる“動作可能に結合する”とは、少なくとも２個の装置３００および／
またはシステムの機能的相互作用を意味する。例えば、コンピュータ１６０、３９５が検
出器３８０によりラマン信号に関するデータを取得、処理、記憶および／または伝達し得
る場合、ラマン検出器３８０はコンピュータ１６０、３９５と“動作可能に結合”し得る
。
【００１５】
ナノ結晶性多孔質シリコン
ナノ結晶性シリコン
　本発明のある実施形態は少なくとも１層のナノ結晶性シリコンを有する装置３００に関
する。様々なナノ結晶性シリコン製造法が公知である（例えばペトロワ－コッホ（Ｐｅｔ
ｒｏｖａ－Ｋｏｃｈ）ら、“迅速熱酸化多孔質シリコン－優れた燐光性Ｓｉ（Ｒａｐｉｄ
－ｔｈｅｒｍａｌ－ｏｘｉｄｉｚｅｄ　ｐｏｒｏｕｓ　ｓｉｌｉｃｏｎ－ｔｈｅ　ｓｕｐ
ｅｒｉｏｒ　ｐｈｏｔｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　Ｓｉ）”、アプライド　フィジクス、
レターズ（Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．）、６１：９４３、１９９２；エデルベルグ
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（Ｅｄｅｒｂｅｒｇ）ら、“プラズマ増強化学蒸着で製造されたナノ結晶性シリコンフィ
ルムからの可視燐光（Ｖｉｓｉｂｌｅ　ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　ｆｒｏｍ　ｎａｎｏ
ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　ｓｉｌｉｃｏｎ　ｆｉｌｍｓ　ｐｒｏｄｕｃｅｄ　ｂｙ　ｐｌ
ａｓｍａ　ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ”、アプライド　フィ
ジクス、レターズ（Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．）、６８：１４１５－１４１７、１
９９６；シェーンフェルド（Ｓｃｈｏｅｎｆｉｅｌｄ）ら、“ナノ結晶性シリコンにおけ
るＳｉ量子ドットの作成（Ｆｏｅｍａｔｏｎ　ｏｆ　Ｓｉ　ｑｕａｎｔｕｍ　ｄｏｔｓ　
ｉｎ　ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　ｓｉｌｉｃｏｎ）”、修飾された半導体構造に
関する第７回国際会議プロシーディングス（Ｐｒｏｃ．７ｔｈ　Ｉｎｔ．Ｃｏｎｆ．ｏｎ
　Ｍｏｄｕｌａｔｅｄ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ）、マドリ
ッド（Ｍａｄｒｉｄ）、ｐ６０５－６０８、１９９５；ザオ（Ｚａｏ）ら、“ナノ結晶性
Ｓｉ：Ｓｉ量子ドットで製造した材料（Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｓｉ：ａ　ｍ
ａｔｅｒｉａｌ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄ　ｂｙ　Ｓｉ　ｑｕａｎｔｕｍ　ｄｏｔｓ）”
、低次元構造および装置に関する第１回会議（１ｓｔ　Ｃｏｎ．ｏｎ　Ｌｏｗ　Ｄｉｍｅ
ｎｓｉｏｎａｌ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）、シンガポール（Ｓｉ
ｎｇａｐｏｒｅ）、ｐ４６７－４７１、１９９５；ルーツェン（Ｌｕｔｚｅｎ）ら、“非
晶質シリコンのアニーリングで製造した超薄膜ナノ結晶性シリコンフィルムの構造的特徴
（Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ　ｏｆ　ｕｌｔｒａｔｈｉｎ
　ｍａｍｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　ｓｉｌｉｃｏｎ　ｆｉｌｍｓ　ｆｏｒｍｅｄ　ｂｙ
　ａｎｎｅａｌｉｎｇ　ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　ｓｉｌｉｃｏｎ）”、ジャーナル　オフ　
バキューム　サイエンス　テクノロジー（Ｊ．Ｖａｃ．Ｓｃｉ．Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）
、Ｂ１６：２８２－０５、１９９８；米国特許第５，７７０，０２２号；第５，９９４，
１６４号；第６，２６８，０４１号；第６，２９４，４４２号；第６，３００，１９３号
）。本明細書に開示される方法と装置３００はナノ結晶性シリコンの製造法に限られず、
任意の方法も使用し得ると理解される。
【００１６】
　ナノ結晶性シリコンの非限定的製造法の例にはシリコンリッチな酸化物中へのシリコン
（Ｓｉ）注入およびアニーリング；金属核形成触媒による固相結晶化；化学蒸着；ＰＥＣ
ＶＤ（プラズマ増強化学蒸着法）；ガス気化；気相熱分解；気相光熱分解；電気化学エッ
チング；シランおよびポリシランのプラズマ蒸着；高圧液相酸化還元反応；非晶質シリコ
ン層の迅速アニーリング；ＬＰＣＶＤ（低圧気相蒸着）による非晶質シリコン層の蒸着後
のＲＴＡ（迅速化学アニーリング）サイクル；シリコン陽極を用いるプラズマ電気アーク
とシリコンの焼結（米国特許第５，７７０，０２２号；第５，９９４，１６４号；第６，
２６８，０４１号；第６，２９４，４４２号；第６，３００，１９３号）が含まれる。プ
ロセスによっては、サイズが１～１００ｎｍ以上のいずれかのＳｉ結晶をチップ上の薄層
、独立層および／または凝集結晶として形成する。本発明のある実施形態では、基板層１
１０、２１０に付着したナノ結晶性シリコンを含む薄層を使用し得る。
【００１７】
　本発明の様々な実施形態において、ナノ結晶性シリコンを開示された方法および装置３
００で使用し得ることが予想される。しかしながら、実施形態は出発原料の組成に限定さ
れず、本発明の他の実施形態では他の原料も使用し得ることが予想され、唯一の要請はそ
の材料が、図２に示される様なラマン感受性金属で被覆し得る多孔質基板１１０、２１０
を形成し得るものでなければならないことである。
【００１８】
　本発明のある実施形態では、シリコン結晶および／または多孔質シリコンにおける細孔
サイズをある限界内で、例えば金属被覆多孔質シリコン２４０、３４０のプラズモン共鳴
周波数を最適化する様に選ばなければならない（例えば米国特許第６，３３４，２７２号
参照）。プラズモン共鳴周波数は多孔質シリコン２４０、３４０を被覆する金属層の厚さ
でも調整し得る（米国特許第６，３４４，２７２号）。ナノスケールシリコン結晶のサイ
ズを制御する技術は公知である（例えば米国特許第５，９４４，１６４号および第６，２
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９４，４４２号）。
【００１９】
　多孔質シリコン
　本発明のある実施形態は、ラマン活性金属被覆基板２４０、３４０を使用する装置３０
０および方法に関する。様々な実施形態で、基板はナノ結晶性多孔質シリコン１１０、２
１０を含む。上記の議論の如く、基板１１０、２１０は純シリコンに限定されず、窒化シ
リコン、ゲルマニウムおよび／またはチップ製造業者に公知の他の物質も包含し得る。金
属核化触媒および／またはドーパント等の他の微量物質も存在し得る。唯一の要請は、基
板物質が図２に例示する様にラマン感受性金属で被覆し得る多孔質基板１１０、２１０を
形成し得るものでなければならないことである。多孔質シリコンは７８３ｍ２／ｃｍ３も
の大きな表面積を有し、表面増強ラマン分光技術のための極めて大きい表面を提供する。
【００２０】
　多孔質シリコン１１０、２１０は１９５０年代の末に、希弗化水素酸水溶液中でのシリ
コンの電解研磨で発見された。公知の様に、多孔質シリコン１１０、２１０は、電気化学
セル１２０中での希弗化水素酸（ＨＦ）１５０中でのシリコン基板１１０、２１０のエッ
チングによって製造し得る。場合によっては、低電流密度でシリコンを最初にＨＦ１５０
でエッチングしてもよい。最初の細孔形成後、シリコンを電気化学セル１２０から取り出
し、電気化学セル１２０中で形成した細孔を広げるため、非常に希薄なＨＦ１５０中でエ
ッチングする。シリコンがドープされているかどうか、ドーパントのタイプおよびドーピ
ングの程度に依存して、シリコン基板１１０、２１０の組成も細孔サイズに影響する。シ
リコン細孔サイズに対するドーピングの効果は公知である。大きな生物分子の検出および
／または同定を含む本発明の実施形態では、約２ｎｍ～１００または２００ｎｍの細孔サ
イズが選ばれる。多孔質シリコン中の細孔の配向も、本発明の具体的な実施形態では選ば
れる。例えば、エッチングした（１、０、０）結晶構造は結晶に垂直に配向した細孔を有
するが、（１、１、１）または（１、１、０）結晶構造は結晶軸と対角線に配向した細孔
を有する。細孔配向に対する結晶構造の効果は公知である。結晶組成と多孔質も、ラマン
信号を増大しバックグラウンドの雑音を低減するために多孔質シリコンの光学的性質を変
える様に制御し得る。多孔質シリコンの光学的性質は公知である（例えばクリス（Ｃｕｌ
ｌｉｓｓ）ら、ジャーナル　オフ　アプライド　フィジクス（Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．
）、８２：９０９－９６５；コリンズ（Ｃｏｌｌｉｍｓ）ら、フィジクス　トゥデイ（Ｐ
ｈｙｓｉｃｓ　Ｔｏｄａｙ）、５０：２４－３１、１９７７）。
【００２１】
　多孔質シリコン基板製造用の方法および装置１００の非限定例を図１に示す。シリコン
ウェーハ１１０が、不活性材料、例えばテフロン（登録商標）を備える電気化学セル１２
０の内部に置かれる。ウェーハ１１０を定電流電源１３０の陽極と接続し、電気化学セル
の陰極１１０とする。定電流電源１３０の陰極は白金陰極１４０等の陰極に接続される。
電気化学セル１２０にＨＦの希エタノール溶液１５０を満たす。または、ＨＦをペンタン
またはヘキサン等の公知のアルコールおよび／または界面活性剤に溶解してもよい。本発
明のある実施形態では、コンピュータ１６０、３９５を定電通電源１３０に動作可能に結
合し、電流、電圧および／または電気化学エッチング時間を制御する。電気化学セル１２
０中でＨＦ電解質１５０にさらされたシリコンウェーハ１１０はエッチングされて多孔質
シリコン基板１１０、１２０を生成する。公知の様に、多孔質シリコン層２１０の厚さと
シリコン２１０の多孔質度を陽極酸化の時間および／または電流密度、および電解質溶液
中のＨＦ１５０の濃度を調節して制御し得る（例えば米国特許第６，３５８，８１５号）
。
【００２２】
　本発明の様々な実施形態において、シリコンウェーハ１１０の一部をポリメチルメタク
リレート等の公知のレジスト化合物で被覆してＨＦ１５０によるエッチングから保護し得
る。シリコンウェーハ１１０の選ばれた部分をＨＦ１５０にさらするための、フォトリソ
グラフィー等のリソグラフ法は公知である。ラマン分光で用いられる多孔質Ｓｉチャンバ



(9) JP 4347801 B2 2009.10.21

10

20

30

40

50

ーのサイズと形を制御するために、選択的エッチングは有用である。本発明のある実施形
態では、直径約１μｍ（マイクロメートル）の多孔質シリコンチャンバーが用いられる。
本発明の他の実施形態では、幅約１μｍの多孔質シリコン溝またはチャネルが用いられる
。多孔質シリコンチャンバーのサイズに制限はなく、任意のサイズまたは形の多孔質シリ
コンチャンバーを使用し得ると考えられる。例えば、１μｍサイズのチャンバーをサイズ
が１μｍである励起レーザーで使用し得る。
【００２３】
　上記の方法の例は多孔質シリコン基板１１０、２１０の製造を制限するものではなく、
公知の任意の方法を使用し得ると考えられる。多孔質シリコン基板１１０、２１０の非限
定製造法の例にはシリコンウェーハ１１０の陽極エッチング、電気めっき、およびシリコ
ン／酸素含有材料の蒸着後の制御アニーリングが含まれる（例えばカンハム（Ｃａｎｈａ
ｍ）、“ウェーハの電気化学および化学溶解によるシリコン量子ワイヤアレイ製造（Ｓｉ
ｌｉｃｏｎ　ｑｕａｎｔｕｍ　ｗｉｒｅ　ａｒｒａｙ　ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ　ｂｙ　
ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ　ａｎｄ　ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｄｉｓｓｏｌｕｔｉｏｎ
　ｏｆ　ｗａｆｅｒｓ）”、Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．、５７：１０４６、１９９
０；米国特許第５，５６１，３０４号；第６，１５３，４８９号；第６，１７１，９４５
号；第６，３２２，８９５号；第６，３５８，６１３号；第６，３５８，８１５号；第６
，３５９，２７６号）。本発明の様々な実施形態において、多孔質シリコン層２１０をバ
ルクシリコン、石英、ガラスおよび／またはプラスチック等の少なくとも１つの支持層に
付着し得る。ある実施形態では、窒化シリコン等のエッチング停止層をエッチングの深さ
を制御するために使用し得る。多孔質シリコン層を、チップ製造の公知の方法を用いて半
導体チップ中に含ませる事も出来る。本発明のある実施形態では、金属被覆多孔質シリコ
ン２４０、３４０チャンバーを組み込みチップの一部として設計し、様々なチャネル、マ
イクロチャネル、ナノチャネル、マイクロ流動チャネル、反応チャンバー等に接続し得る
。また別な実施形態では、金属被覆多孔質シリコン基板２４０、３４０チャンバーをシリ
コンウェーハから切り出し、チップおよび／または他の装置に組み込む事が出来る。
【００２４】
　また別な実施形態では、被覆前後に多孔質シリコン基板１１０、２１０の更なる変更が
行えると考えられる。例えば、多孔質シリコン基板１１０、２１０をエッチング後、多孔
質シリコン基板を公知の方法を用いて酸化シリコンおよび／または二酸化シリコンに酸化
し得る。例えば酸化を多孔質シリコン基板１１０、２１０の機械的強度と安定性を増加さ
せるために使用し得る。または、金属被覆シリコン基板２４０、３４０は、金属外皮を残
したままシリコンを除去すべく更にエッチングされてよく、この金属外皮は中空のまま残
されるか、若しくは追加のラマン活性金属などの他の材料で満たされてもよい。
【００２５】
　多孔質シリコンの金属被覆
　多孔質シリコン基板１１０、２１０を金、銀、白金、銅またはアルミニウム等のラマン
活性金属で、公知の任意の方法で被覆し得る。この方法の非限定例には電気めっき、陰極
電気移動、金属の蒸発とスパッタリング、メッキを触媒する種結晶の使用（即ち、金めっ
きのための銅／ニッケル種結晶の使用）、イオン注入、拡散、またはシリコン基板１１０
、２１０、２４０、３４０上に金属薄膜をメッキするための任意の他の方法（例えばロペ
ス（Ｌｏｐｅｚ）およびフォーチェット（Ｆａｕｃｈｅｔ）、“多孔質シリコン１次元フ
ォトンバンドギャップ構造からのエルビウム放射（Ｅｒｂｉｕｍ　ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｆ
ｒｏｍ　ｐｏｒｏｕｓ　ｓｉｌｉｃｏｎ　ｏｎｅ　ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｐｈｏｔｏ
ｎｉｃ　ｂａｎｄ　ｇａｐ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）”、アプライド　フィジクス　レター
ズ（Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．）、７７：３７４０－６、２０００；米国特許第５
，５６１，３０４号；第６，１７１，９４５号；第６，３５９，２７６号参照）がある。
金属被覆のその他の非限定例には無電解めっきがある（ゴール（Ｇｏｌｅ）ら、“直接電
気接触のための無電解溶液から多孔質シリコンのパターン金属化（Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　
ｍｅｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｏｒｏｕｓ　ｓｉｌｉｃｏｎ　ｆｒｏｍ　ｅｌｅ
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ｃｔｒｏｌｅｓｓ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｄｉｒｅｃｔ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　
ｃｏｎｔａｃｔ）”、ジャーナル　オフ　エレクトロケミカル　ソサイエティ（Ｊ．Ｅｌ
ｅｃｔｒｏｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．）、１４７：３７８５、２０００）。金属層の組成および
／または厚さを、金属被覆多孔質シリコン２４０、３４０のプラズモン共鳴周波数を最適
化する様に制御する事が出来る。
【００２６】
　本発明の別な実施形態では、被分析試料検出に用いられるラマン活性基板２４０、３４
０は金属被覆ナノ結晶性多孔質シリコン基板２４０、３４０の異なったタイプの基板上に
被覆された銀または金ナノ粒子等の固定化金属コロイド、および／または金属被覆ナノ結
晶性多孔質シリコン基板２４０、３４０上に被覆された固定化金属コロイドを備える。後
者の組成ではラマン活性金属の密度が極めて高いと思われ、溶液中の被分析試料が基板中
に入るチャネルは相対的に小さい。このことは大きなタンパク質または核酸等の大きな被
分析試料にとって不都合であるが、１個のヌクレオチドまたはアミノ酸等の小さな被分析
試料の感度と検出が向上すると考えられる。
【００２７】
　ナノ粒子
　本発明のある実施形態では、金または銀ナノ粒子等のラマン活性金属粒子を、ラマン信
号をさらに増強するため金属被覆多孔質シリコン基板２４０、３４０に添加する事が出来
る。本発明の様々な実施形態では、直径１ｎｍ～２μｍのナノ粒子を使用し得る。本発明
のまた別な実施形態では、直径２ｎｍ～１μｍ、５ｎｍ～５００ｎｍ、１０ｎｍ～２００
ｎｍ、２０ｎｍ～１００ｎｍ、３０ｎｍ～８０ｎｍ、４０ｎｍ～７０ｎｍ、または５０ｎ
ｍ～６０ｎｍのナノ粒子が検討される。本発明のある実施形態では、平均直径１０～５０
ｎｍ、５０～１００ｎｍまたは約１００ｎｍのナノ粒子が考慮される。ナノ粒子のサイズ
は金属被覆多孔質シリコン２４０、３４０中の細孔の直径に依存し、ナノ粒子が最高の内
部にはまり込む様に選ばれる。ナノ粒子の形はほぼ球形であるが、任意の形または不規則
な形のナノ粒子を使用してもよい。ナノ粒子の製造法は公知である（例えば米国特許第６
，０５４，４９５号；第６，１２７，１２０号；第６，１４９，８６８号；リー（Ｌｅｅ
）およびマイセル（Ｍｅｉｓｅｌ）、ジャーナル　オフ　フィジカル　ケミストリー（Ｊ
．Ｐｈｙｓ．Ｃｈｅｍ．）、８６：３３９１－３３９５、１９８２）。ナノ粒子はまた、
ナノプリズムの形でも製造し得る（ジン（Ｊｉｎ）ら、“銀ナノスフェアのナノプリズム
への光誘発転換（Ｐｈｏｔｏｉｎｄｕｃｅｄ　ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ　ｏｆ　ｓｉｌｖｅ
ｒ　ｎａｎｏｓｐｈｅｒｅｓ　ｔｏ　ｎａｎｏｐｒｉｓｍ）”、サイエンス（Ｓｃｉｅｎ
ｃｅ）、２９４：１９０１、２００１）。市販品からナノ粒子を入手する事も出来る（例
えばナノプローブ社（Ｎａｎｏｐｒｏｂｅｓ、Ｉｎｃ．、）、ヤファンク（Ｙａｐｈａｎ
ｋ）、ＮＹ；ポリサイエンス社（Ｐｏｌｙｓｃｉｅｎｃｅ、ＩＮＣ．）、ワーリントン（
Ｗａｒｒｉｎｇｔｏｎ、ＰＡ）。
【００２８】
　本発明のある実施形態では、ナノ粒子はナノ粒子の不規則な凝集体である（コロイド状
ナノ粒子）。本発明の他の実施形態では、ナノ粒子を架橋して二量体、三量体、四量体そ
の他の凝集体等のナノ粒子の粒子状凝集体を製造し得る。本発明の別な実施形態では、サ
イズの異なる凝集体の不均一混合物を使用し得るが、また別な実施形態ではナノ粒子凝集
体の均一な集合を使用し得る。本発明のある実施形態では、蔗糖勾配溶液中の超遠心等の
公知の技術により特定の数のナノ粒子を含む凝集体（二量体、三量体等）の割合を増加さ
せるか、そのような凝集体が精製される。
【００２９】
　ナノ粒子を架橋する方法は公知である（例えばフェルドハイム（Ｆｅｌｄｈｅｉｍ）、
“分子架橋を用いる金属ナノ粒子アレーの集合体（Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｏｆ　Ｍｅｔａｌ
　Ｐａｒｔｉｃｌｅ　Ａｒｒａｙ　ｕｓｉｎｇ　ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　ｂｒｉｄｇｅｓ）
”、電気化学協会インターフェース（Ｔｈｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃ
ｉｅｔｙ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）、フォール（Ｆａｌｌ）、２００１、ｐ２２－２５参照
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）。末端チオールまたはスルフヒドリル基を有するリンカー化合物と金ナノ粒子殿反応は
公知である（フェルドハイム（Ｆｅｌｄｈｅｉｍ）、２００１）。本発明のある実施形態
では、１個のリンカー化合物が両端のチオール基で誘導体化される。金ナノ粒子と反応す
ると、リンカーはリンカーの長さで隔てられたナノ粒子二量体を形成する。本発明の他の
実施形態では、３個、４個またはそれ以上のチオール基を有するリンカーを複数のナノ粒
子に同時に付着させるために使用される（フェルドハイム（Ｆｅｌｄｈｅｉｍ）、２００
１）。リンカー化合物に対し過剰のナノ粒子を使用すると、重複架橋を形成しナノ粒子が
沈殿することを防止できる。銀ナノ粒子の凝集体を公知の標準合成法で生成し得る。
【００３０】
　本発明の具体的な実施形態では、金または銀ナノ粒子をアミノシラン、３－グリシドキ
シプロピルトリメトシキシラン（ＧＯＰ）またはアミノプロピルトリメトシキシラン（Ａ
ＰＴＳ）等のシラン誘導体で被覆し得る。シラン末端の反応性基をナノ粒子の架橋凝集体
を生成するために使用する。リンカー化合物は殆ど任意の長さであると考えられ、その長
さは０．０５、０．１、０．２、０．５、０．７５、１、２、３、４、５、６、７、８、
９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２
、２３、２４、２５、２７、３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、
９０、９０～１００ｎｍまたはそれ以上の範囲である。本発明のある実施形態では長さが
不均一なリンカーを使用し得る。
【００３１】
　本発明の他の実施形態では、ナノ粒子をリンカー化合物と結合する前に様々な反応基を
含む様に修飾し得る。ナノプローブ社（Ｎａｎｏｐｒｏｂｅｓ、Ｉｎｃ．、ヤファンク（
Ｙａｐｈａｎｋ）、ＮＹ）製のナノゴールド（登録商標）ナノ粒子等の修飾ナノ粒子は市
販されている。ナノゴールド（登録商標）ナノ粒子はナノ粒子１個当たり１個または複数
のマレイミド、アミンまたは他の基が結合したナノゴールド（登録商標）ナノ粒子が入手
可能である。ナノゴールド（登録商標）ナノ粒子はまた、正または負に荷電した形で入手
でき、電磁場中でナノ粒子を取り扱いやすくなる。この様な修飾ナノ粒子を様々な公知の
リンカー化合物と結合させ、二量体、三量体その他のナノ粒子凝集体を調整し得る。
【００３２】
　溶液中で沈殿しないナノ粒子の小さな凝集体を形成し得るかぎり、リンカー化合物のタ
イプは制限されない。本発明のある実施形態では、リンカー基はフェニルアセチレンポリ
マーを有する（フェルドハイム（Ｆｅｌｄｈｅｉｍ）、２００１）。また、リンカー基は
ポリテトラフルオロエチレン、ポリビニルピロリドン、ポリスチレン、ポリプロピレン、
ポリアクリルアミド、ポリエチレンその他の公知のポリマーでもよい。使用するリンカー
化合物はポリマーに限られず、シラン、アルケン、シラン誘導体またはアルカン誘導体等
の他のタイプの分子を含み得る。本発明の具体的な実施形態では、アルカンまたはシラン
等の比較的簡単な化学構造のリンカー化合物が、被分析試料から放射されるラマン信号と
干渉することを避けるために使用される。
【００３３】
　マイクロ電気機械システム（ＭＥＭＳ）
　本発明のある実施形態では、ラマン活性金属被覆多孔質シリコン基板２３０、３４０を
大きな装置３００および／またはシステムに組み込む事が出来る。ある実施形態では、基
板２３０、３４０をマイクロ電気機械（ＭＥＭＳ）に組み込む事が出来る。ＭＥＭＳは機
械要素、センサー、アクチュエータおよび電子回路を備える複合システムである。これら
の部品は全て、シリコン系または等価の基板でなる共通のチップ上に、公知のマイクロ加
工技術により製造し得る（例えばボルドマン（Ｖｏｌｄｍａｎ）ら、アニューアル　レビ
ュー　オフ　バイオメディカル　エンジニアリング（Ａｎｎ．Ｒｅｖ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｅ
ｎｇ．）、１：４０１－４２５、１９９９）。ＭＥＭＳのセンサー部品は機械的、熱的、
生物学的、化学的、光学的および／または電磁現象を測定するために使用し得る。電子回
路はセンサーからの情報を処理し、ポンプ、バルブ、ヒーター、クーラー、フィルター等
のアクチュエータ部品を制御し、ＭＥＭＳの機能を制御し得る。
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【００３４】
　ＭＥＭＳの電子部品を集積回路（ＩＣ）プロセス（例えばＣＭＯＳ、バイポーラーまた
はＢＩＣＭＯＳプロセス）を用いて製造する事が出来る。電子部品をコンピューターチッ
プ製造業者に公知のフォトリゾグラフィーおよび／またはエッチング法を用いてパターン
化する事が出来る。電気機械部品を、シリコンウェーハの一部を取り除くか、新しい構造
層を付け加えて機械的および／または電気機械的部品を生成する互換性のある“マイクロ
加工”プロセスを用いて製造し得る。
【００３５】
　ＭＥＭＳ製造の基本技術には材料の薄膜の蒸着、フォトリゾグラフィーイメージングま
たは他の公知のリゾグラフィー法によるフィルム上へのパターンマスク作成、およびフィ
ルムの選択的エッチングが含まれる。薄膜は数ナノメートルから１００マイクロメートル
の範囲の厚さである。使用する蒸着技術には化学蒸着（ＣＶＤ）、電気蒸着、エピタキシ
ーおよび熱酸化等の化学処理法、および物理蒸着（ＰＶＤ）およびキャスティング等の物
理的処理法がある。ナノ電気機械システムの製造法は本発明のある実施形態で使用し得る
（例えばクレイグヘッド（Ｃｒａｉｇｈｅａｄ）、サイエンス（Ｓｃｉｅｎｃｅ）、２９
０：１５３２－３６、２０００参照）。
【００３６】
　本発明のある実施形態では、金属被覆多孔質シリコン基板２４０、３４０をマイクロ流
動チャネル、ナノチャネルおよび／またはマイクロチャネル等の様々な液体で満たされた
コンパートメントに接続する。装置３００のこれらの部品を例えば半導体チップおよび／
またはマイクロキャピラリーまたはマイクロ流動チップ等の形の単一ユニットに形成し得
る。または、金属被覆多孔質シリコン基板２４０、３４０をシリコンウェーハから取り外
し、装置３００の他の部品に取り付けてもよい。シリコン、二酸化シリコン、窒化シリコ
ン、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、プ
ラスチック、ガラス、石英等の、この様なチップで用いる公知の任意の材料を開示された
装置３００に使用し得る。
【００３７】
　チップのバッチ式製造技術はコンピューターチップ製造業者および／またはマイクロキ
ャピラリーチップ製造業者の分野で公知である。この様なチップはフォトリゾグラフィー
およびエッチング、レーザー切削、射出成形、キャスティング、分子ビームエピタキシー
、デイップペンナノリゾグラフィー、化学蒸着（ＣＶＤ）、電子ビームまたは焦点イオン
ビーム技術または印刷技術等の公知の方法で製造し得る。非限定例にはプラスチックまた
はガラス等の流動性で工学的に透明な材料による通常の成形体；二酸化シリコンのフォト
リゾグラフィーおよび乾式エッチング；ポリメチルメタクリレートレジストを用いるエレ
クトロンビームリソグラフィーによる二酸化シリコン基板上のアルミニウムマスク形成お
よび反応性イオンエッチングが含まれる。ナノ電気化学システムの製造法は本発明のある
実施形態で使用される（例えばクレイグヘッド（Ｃｒａｉｇｈｅａｄ）、サイエンス（Ｓ
ｃｉｅｎｃｅ）、２９０：１５３１－３６、２０００参照）。マイクロ加工チップの様々
な形は、例えばカリパーテクノロジース社（Ｃａｌｉｐｅｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
　Ｉｎｃ．、マウンテン　ビュー（Ｍｏｕｎｔａｉｎ　Ｖｉｅｗ、ＣＡ）およびＡＣＬＡ
ＲＡバイオサイエンス社（Ｍｏｕｎｔａｉｎ　Ｖｉｅｗ、ＣＡ）から市販されている。
【００３８】
　本発明のある実施形態では、装置３００の一部または全部をガラス、シリコン、石英ま
たはその他任意の工学的に透明な材料等で、ラマン分光に用いられる励起および放射周波
数で電磁波に透明である様に選ぶ事が出来る。タンパク質、ペプチド、核酸、ヌクレオチ
ド等の様々な生物分子にさらされる液体を満たしたコンパートメントでは、例えば表面を
疎水性から親水性表面に変える、および／または分子の表面への吸着を減少させるため、
この様な分子にさらされる表面を被覆して修飾する事が出来る。ガラス、シリコン、石英
および／またはＰＤＭＳ等の通常のチップ材料の表面修飾は公知である（例えば米国特許
第６，２６３，２８６号）。この様な修飾には市販のキャピラリー被覆剤（スペルコ（Ｓ
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ｐｅｒｃｏ）、ベラフォンテ（Ｂｅｌｌａｆｏｎｔｅ）、ＰＡ）、ポリエチレンオキサイ
ドまたはアクリルアミド等の様々な官能基を有するシランによる被覆、またはその他公知
の任意の被覆が含まれる。
【００３９】
　ラマン分光
　ラマン検出器
　本発明のある実施形態では、ラマン分光の任意の公知の方法で被分析試料を検出および
／または同定する事が出来る。この様な実施形態において、ラマン活性基板２４０、３４
０を少なことも１個のラマン検出ユニットと動作可能に結合させる事が出来る。ラマン分
光による被分析試料の検出の様々な方法は公知である（例えば米国特許第６，００２，４
７１号；第６，０４０，１９１号；第６，１４９，８６８号；第６，１７３，６７７号；
第６，３１３，９１４号参照）。表面増強ラマン分光（ＳＥＲＳ）、表面増強共鳴ラマン
分光（ＳＥＲＲＳ）、ハイパーラマン分光およびコヒーレント反ストークスラマン分光（
ＣＡＲＳ）の変法が開示されている。ＳＥＲＳおよびＳＥＲＲＳでは、ラマン検出の感度
は銀、金、白金、銅またはアルミニウム表面等の粗い金属表面に吸着された分子で１０６

倍以上に増加する。
【００４０】
　ラマン検出ユニット３６０の非限定例は米国特許第６、００２、４７１号に開示されて
いる。励起光線３９０は波長５３２ｎｍの周波数重複Ｎｄ：ＹＡＧレーザー３７０または
波長３６５ｎｍの周波数重複Ｔｉ：サファイアレーザーで発生する。パルスレーザー光線
３９０が使用されても良いし、連続レーザー光線３９０が使用されても良い。励起光線３
９０は共焦点光学系と顕微鏡対物レンズを通過し、少なくとも１個の被分析試料を含むラ
マン活性基板２４０、３４０上に焦点を結ぶ。被分析試料からのラマン発光は顕微鏡対物
レンズと共焦点光学系で集められ、スペクトル分解のためのモノクロメーターと組み合わ
される。共焦点光学系には二色性繊維、バリアフィルター、共焦点ピンホール、レンズお
よび鏡の組み合わせが含まれ、バックグラウンド信号を低減する。標準的な全視野光学系
が、共焦点光学系として同様に使用する事が出来る。ラマン発光信号は信号を計数しデジ
タル化するためのコンピュータ１６０、３９５で仲介されるアバランシェ（なだれ）フォ
トダイオードでなるラマン検出器３８０で検出される。
【００４１】
　ラマン検出ユニット３６０の他の例は米国特許第５，３０６，４０３号に開示され、そ
の一つはガリウム砒素光電子倍増管を装備した、単一フォトン係数モードで作動するモデ
ル１４０３仕様二重格子分光光度計（ＲＣＡモデルＣ３１０３４またはバールインダスト
リーズ（Ｂｕｒｌｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）モデルＣ３１０３４０４）である。励起光
源は５１４．５ｎｍのアルゴンイオンレーザー３７０（スペクトラルフィジクス（Ｓｐｅ
ｃｔｒａｌ　Ｐｈｙｓｉｃｓ）社製モデル１６６）、または６４１．７ｎｍのクリプトン
イオンレーザー３７０（イノバ（Ｉｎｎｏｖａ）７０、コヒーレント）である。
【００４２】
　その他の励起光源には３３７ｎｍの窒素レーザー３７０（レーザーサイエンス社（Ｌａ
ｓｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｉｎｃ．）、３２５ｎｍのヘリウム－カドミウムレーザー３７
０（リンコノックス（Ｌｉｎｃｏｎｏｘ）；米国特許第６，１７４，６７７号）、発光ダ
イオード、ＮＤ：ＹＬＦレーザー３７０、および／または様々なイオンレーザー３７０、
および／または染料レーザー３７０が含まれる。励起光線３９０はバンドパスフィルター
（コリオン（Ｃｏｒｉｏｎ））でスペクトル的に純化され、６Ｘ対物レンズ（ニューポー
ト（Ｎｅｗｐｏｒｔ）、モデルＬ６Ｘ）を用いてラマン活性基板２４０、３４０２上に焦
点を結ぶ。対物レンズはホログラフビームスプリッター（カイザーオプティカルシステム
ズ社（Ｋａｉｓｅｒ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｃ．）、モデルＨＢ６４７
－２６Ｎ１８）を用い、励起光線３９０と発光ラマン信号を直角の位置関係にすることに
より、被分析試料の励起と、ラマン信号の収集という２つの目的で使用される。ホログラ
フィックノッチフィルター（カイザーオプティカルシステムズ社）をレイリー散乱光を減
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少させるために使用できる。その他のラマン検出器３８０には赤色増強増幅電荷対装置（
ＲＥ－ＩＣＣＤ）検出システム（プリンストンインスツルーメント社（Ｐｒｉｎｃｅｔｏ
ｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ、Ｉｎｃ．））を装備したＩＳＡ　ＨＲ－２３０分光光度計が
ある。フーリエ変換分光光度計（ミカエルソン（Ｍｉｃｈａｅｌｓｏｎ）干渉計に基づく
）、電荷注入装置、フォトダイオードアレー、ＩＮＧａＡＳ検出器、電子倍増ＣＣＤ、増
幅ＣＣＤおよび／またはフォトトランジスターアレー等のその他のタイプの検出器３８０
も使用し得る。
【００４３】
　任意の適当な形式または形態のラマン分光または公知の関連する技術を被分析試料の検
出に使用でき、それらには通常のラマン散乱、共鳴ラマン散乱、表面増強ラマン散乱、表
面増強共鳴ラマン散乱、コヒーレント反ストークスラマン分光（ＣＡＲＳ）、誘導ラマン
散乱、逆ラマン分光、誘導利得ラマン散乱、ハイパーラマン散乱、分子光学レーザー試験
装置（ＭＯＬＥ）、またはラマンマイクロプローブ、ラマン顕微鏡、共焦点ラマン顕微鏡
分光、三次元または走査ラマン、ラマン飽和分光、時間分解共鳴ラマン、ラマンデカップ
リング分光またはＵＶ－ラマン顕微鏡が含まれるが、これらに限定されない。
【００４４】
　ラマン標識
　本発明のある実施形態には、少なくとも１個の被分析試料に標識を付着させ、ラマン検
出ユニット３６０による測定を助長する方法が含まれる。ラマン分光に使用し得る標識の
非限定例にはＴＲＩＴ（テトラメチルローダミンイソチオール）、ＮＢＤ（７－ニトロベ
ンズ－オキサ－１、３－ジアゾール）、テキサスレッド染料、フタル酸、テレフタル酸、
イソフタル酸、クレジルファストバイオレット、クレジルブルーバイオレット、ブリリア
ンクレジルブルー、パラアミノ安息香酸、エリスロシン、ビオチン、ジオキシゲニン、５
－カルボキシ－４’、５’－ジクロロ－２’、７’－ジメトキシフルオレッセイン、５－
カルボキシ－２’、４’、５’、７’－テトラクロロフルオレッセイン、５－カルボキシ
フルオレッセイン、５－カルボキシローダミン、６－カルボキシローダミン、６－カルボ
キシメチルアミノフタロシアニン、アゾメチン、シアニン、キサンチン、スクシニルフル
オレッセイン、アミノアクリジン、カンタムドット、カーボンナノチューブおよびフレー
レンが含まれる。これらの、またはそれ以外のラマン標識は市販されている（例えばモレ
キュラープローブ社（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅ　Ｉｎｃ．、オイゲン（Ｅｕｇｅ
ｎ）、ＯＲ）；シグマアルドリッチケミカル社（Ｓｉｇｍａ　Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍ
ｉｃａｌ　Ｃｏ．、セントルイス（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｃｅ）、ＭＯ）および／または公知の
方法で合成できる。
【００４５】
　公知の如く、多環式芳香族化合物がラマン標識として機能し得る。本発明の具体的実施
形態で使用し得るその他の標識にはサイアナイド、チオール、塩素、臭素、メチル、燐お
よび硫黄がある。ラマン分光における標識の使用は公知である（例えば米国特許第５，３
０６，４０３号および第６，１７４，６７７号）。当業者は、使用したラマン標識が識別
可能なラマンスペクトルを生成し、異なったタイプの被分析試料と特異的に結合または関
連していなければならないことを認識するであろう。
【００４６】
　標識は被分析試料に直接結合するか、または様々なリンカー化合物を経由して結合し得
る。解除された方法で有用な架橋剤およびリンカー化合物は公知である。被分析試料等の
他の分子と共有結合反応する様に設計された反応性基を含むラマン標識は市販されている
（例えばモレキュラープローブ社（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅ、オイゲン（Ｅｕｇ
ｅｎ）、ＯＲ）。標識被分析試料の調製法は公知である（米国特許第４，９６２，０３７
号；第５，４０５，７４７号；第６，１３６，５４３号；第６，２１０，８６９号）。
【００４７】
　コンピュータ
　本発明のある実施形態では、装置１００、３００はコンピュータ１６０、３９５を包含
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し得る。実施形態はコンピュータ１６０、３９５のタイプに限定されない。コンピュータ
１６０、３９５の例には情報を伝達するバス、および情報を処理する演算装置が含まれる
。ある実施形態では、演算装置はインテル社（Ｉｎｔｅｌ　Ｃｏｒｐ．、サンタクララ（
Ｓａｎｔａ　Ｃｌａｒａ）、ＣＡ）が市販するペンティアム（Ｐｅｎｔｉｕｍ（登録商標
））ＩＩファミリー、ペンティアムＩＩＩファミリーおよびペンティアムＩＶファミリー
を含むペンティアムファミリーの演算装置から選ばれるが、それに限定されない。本発明
の別な実施形態では、演算装置はセレロン（Ｃｅｌｅｒｏｎ（登録商標））、イタニウム
（Ｉｔａｎｉｕｍ（登録商標））、ペンティアムジオン（Ｐｅｎｔｉｕｍ　Ｘｅｏｎ（登
録商標））演算装置（インテル社（Ｉｎｔｅｌ　Ｃｏｒｐ．）、サンタクララ（Ｓａｎｔ
ａ　Ｃｌａｒａ）、ＣＡ）である。本発明の様々な他の実施形態では、演算装置はインテ
ルＩＡ－３２またはインテルＩＡ－６４等のインテル基本設計に基づくものである。また
は、他の演算装置も使用し得る。
【００４８】
　コンピュータ１６０、３９５はさらにランダムアクセスメモリー（ＲＡＭ）その他のダ
イナミック記憶装置、読み取り専用メモリー（ＲＯＭ）その他の静的記憶装置、および磁
気ディスクまたは光学ディスク等のデータ記憶装置および関連するドライブを有する。コ
ンピュータ１６０、３９５はまた表示装置（例えばインキュベート曲線または液晶表示装
置）、英数字入力装置（例えばキーボード）、カーソル制御装置（例えばマウス、トラッ
クボールまたはカーソル方向キー）、および通信装置（例えばモデム、ネットワークイン
ターフェース、またはイーサネット、トークンリングその他のネットワークに接続するイ
ンターフェース装置）を有する。
【００４９】
　本発明の具体的な実施形態では、ラマン検出ユニット３６０はコンピュータ１６０、３
９５と連結して作動し得る。検出ユニット３６０からのデータは演算装置と主記憶装置に
記憶されたデータで処理されて良い。標準被分析試料の発光プロフィルに関するデータも
主記憶装置またはＲＯＭに記憶されて良い。演算装置はラマン活性基板２４０、３４０中
の被分析試料からの発光スペクトルを比較し、試料中の被分析試料のタイプを同定する。
演算装置は検出ユニット３６０からのデータを解析し、様々な被分析試料の同一性および
／または濃度を決定する。ある種の作業では別個に装備されたコンピュータ１６０、３９
５を使用することが好ましい。従って、システムの形態は本発明の異なった実施形態では
変化し得る。
【００５０】
　本明細書に記載のプロセスはプログラムされた演算装置の制御で実行されるが、本発明
の別な実施形態ではプロセス全体または一部を例えばフィールドプログラマブルゲートア
レー（ＦＰＧＡ）、ＴＴＬロジックまたは特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）等の任意の
プログラム可能またはハードコードロジックで実行し得る。さらに、開示された方法はプ
ログラムされた汎用コンピュータ１６０、３９５部品および／または顧客仕様ハードウエ
ア部品の任意の組み合わせで実行し得る。
【００５１】
　データ収集操作後、典型例ではデータをデータ解析操作に送る。解析操作を容易にする
ため、検出ユニット３６０で得たデータを典型例ではデジタルコンピューター１６０、３
９５を用いて上記の様に解析する。具体的には、コンピュータ１６０、３９５は検出ユニ
ット３６０からのデータを受け取り記憶すると同時に、収集したデータを解析し報告する
ために適当にプログラムされる。
【００５２】
　本発明のある実施形態では、専用のソフトウエアパッケージを検出ユニット３６０から
のデータを得るために使用し得る。本発明のまた別な実施形態では、コンピュータ１６０
、３９５と公開されたソフトウエアパッケージを用いてデータ解析を行う事も出来る。
【実施例１】
【００５３】
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　ラマン活性基板の作成
多孔質ナノ結晶性シリコンの作成
【００５４】
　ナノ結晶性多孔質シリコン基板１１０、２１０作成用の方法と装置１００の例を図１に
示す。ナノ結晶性多孔質シリコンの製造法は公知である（例えば米国特許第６，０１７，
７７３号）。ペトロワ－コッホら（Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．、６１：９４３、１
９９２）が開示した様に、ナノ結晶性多孔質シリコン層を電気化学的に生成する事が出来
る。具体的な実施例では、エッチングに先立ってシリコンを高濃度または低濃度でｐ－ド
ープまたはｎ－ドープし、多孔質シリコン基板１１０、２１０の特性を制御する。単結晶
シリコンインゴットを公知のチョクラルスキー（Ｃｚｏｃｈｒａｌｓｋｉ）法で作成する
（例えばｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｓｉｌ．ａｂ．ｐｓｉｗｅｂ．ｃｏｍ／ｅｎｇｌｉｓ
ｈ／ｍｓｉｌｈｉｓｔ－ｅ．ｈｔｍｌ）。単結晶シリコンウェーハに希薄ＨＦ／エタノー
ル１５０中で陽極エッチング処理を施し、ナノ結晶性多孔質シリコン基板１１０、２１０
を作成する。または、陽極エッチングを行わず、ウェーハ１５０をＨＦおよび硝酸溶液中
で化学エッチングする。
【００５５】
　エッチング前にウェーハをポリメチルメタクリレートレジストまたは公知の任意のレジ
スト化合物で被覆する。ナノ結晶性多孔質シリコン基板１１０、２１０のパターンを標準
のフォトリゾグラフィー技術で作成する。本発明の異なった実施形態では、ナノ結晶性多
孔質シリコン基板１１０、２１０は円形、溝、チャネルまたはその他任意に選ばれた形で
ある。ある実施形態では、１枚のシリコンウェーハ上に複数の多孔質基板を作成し、ラマ
ン分析用の複数のサンプリングチャネルおよび／またはチャンバーとする事が出来る。各
サンプリングチャネルおよび／またはチャンバーは少なくとも１台のラマン検出器３８０
に連結して作動する。
【００５６】
　レジスト被覆とリゾグラフィー後、図１に示す様にテフロン（登録商標）の電気化学セ
ル１２０中でエタノールおよび／または蒸留水の約１５～５０重量パーセントＨＦ溶液１
５０中にウェーハ１１０をさらす。本発明の別の実施形態では、レジスト被覆ウェーハ１
１０全体をＨＦ溶液１５０に浸漬する。また別の実施形態では、ウェーハ１１０を例えば
合成ゴムワッシャーを用いて電気化学セル１２０の所定の場所に保持し、ウェーハ１１０
の一部のみがＨＦ溶液１５０にさらされる様にする（米国特許第６、３２２、８９５号）
。いずれの場合もウェーハ１１０は定電流電源１３０の陽極に電気的に接続され、電気化
学セルの陽極１１０となる。セル１２０の陰極１４０は白金電極である。ウェーハ１１０
は暗所で、陽極酸化電流密度５～２５０ミリアンペア／ｃｍ２で５秒～３０分間エッチン
グされるが、この条件は選ばれた多孔質度に依存する。本発明の具体例では、多孔質度１
０％、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０％、６０％、７
０％、８０％または９０％が選ばれる。公知の様に、多孔質シリコン基板１１０、１２０
を生成するのに必要な陽極酸化電流密度は、部分的には基板が低濃度または高濃度でｐ－
またはｎ－ドープされているかという、使用したシリコン基板のタイプに依存する。
【００５７】
　本発明のさらに別の実施形態では、ナノ結晶性多孔質シリコン基板１１０、２１０を、
公知のチップ製造技術を用いて様々な検出器、センサー、電極、その他の電気部品、機械
的アクチュエータ等でなるＭＥＭＳ装置に組み込む事が出来る。ある実施形態では、この
様な製造プロセスを多孔質シリコン基板１１０、２１０の作成および／またはラマン感受
性金属被覆の前後で用いる事が出来る。
【００５８】
　金属被覆
　多孔質シリコン１１０、２１０を公知の技術（ロペス（Ｌｏｐｅｚ）およびフォーチェ
ット（Ｆａｕｃｈｅｔ）、２０００）を用いて陰極電気移動により金属被覆する事が出来
る。本実施例の目的では金属被覆に銀が使用されるが、金または白金等の他の金属も使用
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し得る。多孔質シリコン表面１１０、２１０を洗浄し、ロペスおよびフォーチェットの方
法に従って電気移動で銀を被覆する（アプライド　フィジクス　レターズ（Ａｐｐｌ．Ｐ
ｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．）、７５：３９８９、１９９９）。当業者は、公知の任意の多孔質シ
リコン基板１１０、２１０上に薄膜を生成する技術を、本発明の様々な実施形態で使用し
得ることを理解できると思われる。
【実施例２】
【００５９】
　被分析試料のラマン検出
　上記に開示された様に作成したラマン活性金属被覆基板２４０、３４０を、図３に示す
被分析試料のラマン検出、同定および／または定量用の装置３００中に組み込む。基板２
４０、３４０を例えば入り口３２０および出口３５０チャネルに接続されたフロースルー
セル３３０に組み込む。入り口チャネル３２０を、試料インジェクター３１０および／ま
たは反応チャンバー３１０等の少なくとも１台の他の装置３１０に接続する。被分析試料
はフローセル３３０に入りラマン活性基板３４０を横切って流れ、ラマン検出ユニット３
６０で検出される。検出ユニット３６０はラマン検出器３８０とレーザー３７０等の光源
３７０を備える。レーザー３７０は励起光線３９０を放射し、被分析試料を活性化しラマ
ン信号を放射する。ラマン信号は検出器３８０で検出される。本発明のある実施形態では
、検出器３８０はコンピュータ３９５と接続されて作動し、試料中に存在する被分析試料
に関するデータを処理、解析、記憶および／または転送する。
【００６０】
　本発明の実施例では、励起光線３９０はチタン－サファイアレーザー３７０（（スペク
トラフィジクス（Ｓｐｅｃｔｒａｌ　Ｐｈｙｓｉｃｓ）によるツナミ（Ｔｓｕｎａｍｉ）
）、により近赤外波長（７５０～９５０ｎｍ）で照射されるか、ガリウムアルミニウムダ
イオードレーザー３７０（ＰＩ－ＥＣＬシリーズ、プロセスインスツルーメント（Ｐｒｏ
ｃｅｓｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ））で７８５ｎｍまたは８３０ｎｍで照射される。パル
スレーザー光線が使用されても良いし、連続レーザー光線が使用されても良い。励起光線
は二色性ミラー（ホログラフノッチフィルター、カイザーオプティカル（Ｋｅｉｓｅｒ　
Ｏｐｔｉｃａｌ）、または干渉フィルター、クロマ（Ｃｈｒｏｍａ）またはオメガオプテ
ィカル（ＯｍｅｇａＯｐｒｉｃａｌ）で収集光ビームと同一直線配置で反射される。反射
光線３９０は顕微鏡対物レンズ（ニコン（Ｎｉｋｏｎ）ＬＵシリーズ）を通り、標的被分
析試料が存在するラマン活性基板２４０、３４０上へ焦点を結ぶ。被分析試料からのラマ
ン散乱光は同じ顕微鏡対物レンズで集められ、二色性ミラーを通ってラマン検出器３８０
へ達する。ラマン検出器３８０は焦点レンズ、スペクトログラフおよびアレー検出器でな
る。焦点レンズによりラマン酸乱光がスペクトログラフのエントランススリットを通って
焦点を結ぶ。スペクトログラフ（ローパーサイエンティフィック（Ｒｏｐｅｒ　Ｓｃｉｅ
ｎｔｉｆｉｃ）は光をその波長で散乱させる格子を備える。散乱した光はアレー検出器（
バック照明深空乏ＣＣＤカメラ（ローパーサイエンティフィック（Ｒｏｐｅｒ　Ｓｃｉｅ
ｎｔｉｆｉｃ））上で映像を形成する。アレー検出器はコントローラ回路と接続し、この
回路はコンピュータ１６０、３９５に接続され検出器３８０機能のデータを転送し制御す
る。
【００６１】
　本発明の様々な実施形態では、検出器ユニット３６０は様々な被分析試料を高い感度で
、単一分子の検出および／または同定レベルで検出、同定および／または定量する事が出
来る。本発明のある実施形態では、被分析試料はラマンラベルされた、またはラベルされ
ていない単一ヌクレオチド分子である。他の実施形態では、識別可能なラマン標識でラベ
ルされた、またはラベルされない少なくとも１個のオリゴヌクレオチドプローブが試料中
の標的核酸とハイブリダイゼーションする事が出来る。標的核酸の存在は相補的なオリゴ
ヌクレオチドプローブとのハイブリダイゼーションと、ラマン検出により図３の装置３０
０を用いることにより検出される。また、アミノ酸、ペプチドおよび／またはタンパク質
も開示された方法と装置３００を用いて検出および／または同定されても良い。当業者は



(18) JP 4347801 B2 2009.10.21

10

20

30

、この方法と装置３００は検出される被分析試料のタイプに制限されず、標識の有無に拘
わらず、ラマン検出で検出される任意の被分析試料を所有権を主張する主題の範囲で分析
し得ることを実現できることが当業者であれば認識するであろう。
【００６２】
　本発明のある実施形態では、少なくとも１個の“捕捉”分子をラマン活性基板２４０、
３４０に共有結合または非共有結合で付着させ、被分析試料の感度および／または特異性
を増進する事が出来る。例えば、選ばれた標的核酸に特異的なオリゴヌクレオチドを公知
の技術で基板２４０、３４０の金属表面に付着させる事が出来る（例えばオリゴヌクレオ
チドを共有結合で修飾して、金被覆基板２４０、３４０と結合し得るスルフヒドリル基を
含ませる事が出来る）。また、タンパク質、ペプチドその他の化合物に特異的な抗体を基
板２４０、３４０に付着させる事も出来る。標的被分析試料の存在は、相補の核酸配列と
のハイブリダイゼーションが行われ得る条件下の試料に基板２４０、３４０に付着したオ
リゴヌクレオチドをさらすことによって検出され得、その後洗浄され、結合した被分析試
料が検出される。本発明のまた別な実施形態では、試料中の少なくとも１個の被分析試料
をラマン活性基板２４０、３４０にさらす前に識別可能なラマン標識でラベルし、結合し
た被分析試料の検出を容易にする。同様な方法を抗体－光源ペア、リガンド－受容体ペア
または相互に選択的および／または特異的結合を示すその他公知の被分析試料で用いる事
が出来る。酸、水、有機溶剤または界面活性剤による洗浄、化学処理および／またはエキ
ソヌクレアーゼおよび／またはプロテアーゼ等の加水分解酵素処理等、様々な試薬で処理
し、結合した被分析試料および／または捕捉分子を除去することにより、基板２４０、３
４０をリサイクルし再使用し得る。
【００６３】
　本明細書に開示され、所有権が主張される全ての方法および装置は、本明細書の開示と
照合して不適切な実験を行うことなく実施し使用することが可能である。所有権が主張さ
れる主題の概念、精神および範囲から逸脱せず、本明細書に記載された方法と装置の変更
を行い得ることは、当業者にとって明らかである。具体的には、化学的および生理学的に
関連する試薬を本明細書に記載の試薬と置き換え、同一または類似の結果が得られること
は明らかである。当業者に自明のこの様な類似の置換および変更の全ては、所有権が主張
される主題の精神、範囲および概念の範囲内であると見なされる。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】図１は（縮尺は異なる）装置１００と多孔質シリコン基板１１０の製造法の例を
示す。
【図２】図２は金属被覆多孔質基板２４０、３４０の製造法の例である。
【図３】図３は装置３００と金属被覆ＳＥＲＳ活性基板２４０、３４０を用いる検出およ
び／または同定分析法を示す。
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