
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
カートリッジ容器またはマイクロプレートは、基部と、当該基部に列状またはマトリクス
状に各々設けられた複数個の収容部とを有し、当該複数個の収容部には、処理用の収容部
、および、光学測定用の測定器若しくは受光部と遮光状態で連結可能な測定用収容部が処
理に応じた必要数含まれているとともに、
　前記測定用収容部の上端は、前記光学測定用の測定器又は受光部と遮光状態で連結する
環状の凸部からなる連結部が設けられたことを特徴とする容器。
【請求項２】
前記カートリッジ容器又はマイクロプレートの基部は透明物質又は半透明物質等の透光性
物質で形成され、前記測定用収容部は、遮光された測定用容器を着脱自在に保持するため
の容器保持用穴部及び当該容器保持用穴部に保持された測定用容器からなることを特徴と
する請求項１に記載された容器。
【請求項３】
前記カートリッジ容器又はマイクロプレートの基部は遮光性物質で形成され、前記測定用
収容部は、基部と一体に形成されていることを特徴とする請求項１に記載された容器。
【請求項４】
前記測定用収容部に保持される測定用容器は、その測定用容器の内壁は白色の彩色等によ
って高反射率となるように形成され、その外側は遮光物質で覆われていることを特徴とす
る請求項１又は請求項２のいずれかに記載された容器。
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【請求項５】
前記マイクロプレート又はカートリッジ容器は、略平板状の基部と、当該基部にマトリク
ス状又は直列状に設けられた複数個の収容部と、当該基部の周縁から下方に向けて前記収
容部の外底部よりも突出して基部を支える脚壁部とを有することを特徴とする請求項１乃
至請求項４のいずれかに記載された容器。
【請求項６】
前記カートリッジ容器又は前記マイクロプレートの基部の上表面は、各収容部の開口を覆
うため、ピペットチップが進入可能なシールが熱溶着又は超音波溶着によって設けられて
いることを特徴とする請求項１乃至請求項 のいずれかに記載された容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　容器  技術分野  この発明は、厳密な定量精度が要求される分析検査に好適な容器に係り
、特に、容器の内底面にピペットチップの先端部が当接しても該容器内の試料をほぼ全量
吸引することができると共に、容器内に吸引した試料を吐出するときの試料の拡散を平均
化して撹拌効率を大幅に向上させることができる容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、分析精度をハイレベルで保持するためには、分注装置による定量精度を
厳密に維持する必要があるが、従来の容器の場合、内底部が平面的に形成され、或は、断
面形状が半円形または略Ｕ字状に形成されているため、分注装置のピペットチップ先端部
を容器の内底部に当接させた状態では試料・試薬の吸引・吐出ができず、その結果、上記
ピペットチップの先端部は必ず容器の内底部から若干浮かせた状態で試料・試薬の吸引を
行なわなければならないため、容器側には常に僅かな試料・試薬が残留することとなり、
これを補うためには、実際の吸引量より多めの試料・試薬をピペットチップで吸引・吐出
しなければならず、容器内に吸引されない試料・試薬が残ってしまうことはやむを得ず、
その結果、厳密な定量分析を行なうことができない、という問題を有していた。
　このような問題を解決するための従来の手段としては、例えば、第１６図に示すように
、ピペットチップ１の先端部２を斜めにカットし、該ピペットチップ１の先端部２を容器
３の内底部４に当接させた状態のまま試料Ｓの吸引・吐出ができるように構成したものや
、第１８図に示すように、ピペットチップ１の下端部に１個以上の横穴５を開設したもの
も提案されており、ピペットチップ１の先端開口部が容器３の内底部４によって閉塞され
ないような工夫が施されている。
　しかしながら、ピペットチップ１の先端部２を斜めにカットした場合であっても、斜め
にカットされた先端開口部の上端部よりやや下方の水位Ｗから下の部分を完全に吸引する
ことができず、また、吸引された試料・試薬を容器３内に吐出した場合には、第１７図に
示すように、容器３の一方側が吐出圧力によって撹拌されるが、上記斜めにカットされた
先端部の開口側と反対側は、試料・試薬の吐出圧力の影響を直接受けないため、撹拌効率
が低く、このため、均一な撹拌効果、即ち、均一な反応状態を得にくく、さらには、ピペ
ットチップの成形も難しくなりコスト高となる、という問題を有していた。
　同様に、ピペットチップ１の下端部に横穴５を開設したものも、該横穴５の開設部位か
ら下方部分の液体Ｓを吸引することができず、また、吸引した液体を吐出するときも、上
記横穴５の開設方向からしか液体が吐出されないので、均一な撹拌効果が得にくく、しか
も、１個以上の横穴５を開設する、という工程が加わるので、成形が複雑化してコスト高
となる、という問題を有していた。
　また、ピペットチップの先端部を容器の内底部から浮かせた状態で液体を吸引し吐出す
る場合、該ピペットチップの外表面に試料・試薬が滴着し易く、この滴着した試料・試薬
によって試料濃度が変動するため、高精度な分析結果が得にくい、という問題も有してい
た。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　この発明は、かかる現状に鑑み創案されたものであって、その目的とするところは、第
一には、一連の処理に必要とする種々の容量をもつ処理用、測定用、又は分注チップ保持
用等の収容部を１つの容器内に備えることによって、迅速で効率の良い処理を行うことで
ある。第二には、処理の開始から終了までの間の操作処理に必要な機械的な駆動を削減し
て、可動部の少ない処理を行うことである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記目的を達成するため、第一の発明に係る容器は、カートリッジ容器またはマイクロ
プレートが、基部と、当該基部に列状またはマトリクス状に各々設けられた複数個の収容
部とを有し、当該複数個の収容部には、処理用の収容部、および、光学測定用の測定器若
しくは受光部と遮光状態で連結可能な測定用収容部が処理に応じた必要数含まれていると
ともに、前記測定用収容部の上端は、前記光学測定用の測定器又は受光部と遮光状態で連
結する環状の凸部からなる連結部が設けられたものである。
　これによって、光学的測定までの処理を１つの容器で行うことができるので、機械的な
駆動を最小限に抑え、液体等の移動の距離及び時間を短縮し、処理を迅速に信頼性良く、
処理を一括して行うことができる。
　第二の発明に係る容器は、第一の発明において、前記カートリッジ容器又はマイクロプ
レートの基部が透明物質又は半透明物質等の透光性物質で形成され、前記測定用収容部は
、遮光された測定用容器を着脱自在に保持するための容器保持用穴部及び当該容器保持用
穴部に保持された測定用容器からなるものである。
　透明物質等の透光性物質で形成されたマイクロプレートの製造とは別個に遮光された測
定用容器を製造することができるので、製造が容易であり、安価に製造することができる
。
　第三の発明に係る容器は、第一の発明において、前記カートリッジ容器又はマイクロプ
レートの基部が遮光性物質で形成され、前記測定用収容部は、基部と一体に形成されてい
るものである。
　第四の発明に係る容器は、第一の発明又は第二の発明のいずれかにおいて、前記測定用
収容部に保持される測定用容器が、その測定用容器の内壁は白色の彩色等によって高反射
率となるように形成され、その外側は遮光物質で覆われているものである。
　「高反射率となる」ためには、白色の彩色の他に、白色物質で形成する場合、金属色の
彩色や、金属で形成する場合等がある。
　これによって、外部からの遮光とともに、発光によって生じた光を確実に受光部又は測
定器に入射させて、信頼性のある測定を行うことができる。
　第五の発明に係る容器は、第一の発明乃至第四の発明のいずれかにおいて、前記マイク
ロプレート又はカートリッジ容器が、略平板状の基部と、当該基部にマトリクス状又は直
列状に設けられた複数個の収容部と、当該基部の周縁から下方に向けて前記収容部の外底
部よりも突出して基部を支える脚壁部とを有するものである。
　第六の発明に係る容器は、第一の発明乃至第五の発明のいずれかにおいて、前記カート
リッジ容器又は前記マイクロプレートの基部の上表面が、各収容部の開口を覆うため、ピ
ペットチップが進入可能なシールが熱溶着又は超音波溶着によって設けられているもので
ある。
　ここで、「ピペットチップが進入可能なシール」には、シール自体が強度が小さい薄膜
で容易に貫通しやすいものである他、シール自体の強度は大きいがシール自体に穴が形成
されていてピペットチップが進入可能なものであっても良い。
　シールは透明のみならず半透明又は不透明であっても良く、アルミニウム箔やポリ塩化
ビニール等で形成される。
　処理は、分注チップをシールを貫通して収容部に差し込むことによって行う。
　これによって、各収容部内に予め収容されている液体の蒸発やコンタミを防止するとと
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もに、外部からの雑菌の侵入を防止することができるので、信頼性の高い処理を効率良く
行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
　以下、添付図面に示す実施例に基づき、この発明を詳細に説明する。
　図１乃至図６は、この発明の第１実施例に係る容器を示しており、この実施例に係る容
器１０は、ガラスやプラスチック等で一体形成された容器本体１１と、この容器本体１１
の一端に形成された摘み１２とを有して構成されてなるカートリッジ容器で構成されてお
り、上記容器本体１１には、複数個（図示の例では９個）の液体収容部１３Ａ乃至１３Ｉ
と、測定用容器１４を着脱自在に保持する容器保持穴１３Ｊと、が形成されている。
　上記液体収容部１３Ａ乃至１３Ｉ内は、この実施例では、収容物を外部から透視できる
ように透明なプラスチックまたはガラスで形成されているため、上記容器保持穴１３Ｊに
着脱自在に保持される透明体で形成された上記測定用容器１４の内壁および底部は、微弱
な化学発光を確実に測定できるように、遮光膜でコーティングされて形成されている。即
ち、この実施例に係る容器１０は、透明体である容器本体１１と測定用容器１４との２パ
ーツで形成されている。
　勿論、上記測定用容器１４を、微弱な化学発光を確実に測定できるように構成する他の
手段としては、その内壁および底部に遮光膜や遮光板を張る等の処理を施して一体にアッ
センブリーして３パーツで構成し、或は、容器本体１１自体を遮光性に優れた材質で不透
明に形成し、或は、黒色や白色等の遮光性に優れた彩色を施して一体形成しても良い。
　また、上記測定用容器１４を透明体のままで用いる場合には、上記容器保持穴１３Ｊを
有底状に形成し、該容器保持穴１３Ｊの内面に遮光膜をコーティングして一体成形し、ま
たは、遮光板を張る等して一体にアッセンブリーし、或は、黒色や白色等の遮光性に優れ
た彩色を施して形成するのが望ましい。
　勿論、測定用容器１４は、図７に示すように、測定用容器穴部１４Ａとして上記容器本
体１１に形成された液体収容部列と一体に形成してもよく、この場合には、該測定用容器
穴部１４Ａの内壁および底部に、遮光膜をコーティングして一体成形し、または、遮光板
を張る等して一体にアッセンブリーし、或は、黒色や白色等の遮光性に優れた彩色を施し
て遮光層１４Ｂを形成するのが望ましい。
　このように測定用容器１４または測定用容器穴部１４Ａを形成することで、例えば、化
学発光の測定に該測定用容器１４を用いたときに、反応によって生じた光以外の光を遮断
することができる。勿論、透過測定法や分光測定法或は比濁法等のような測定法によって
は遮光を施す必要がない場合があり、この場合には、透明なままで使用する。
　尚、上記測定用容器１４または測定用容器穴部１４Ａの配置部位は、図示の実施例に限
定されるものではなく、測定項目の反応工程数等に対応させて適宜の位置に形成できるこ
とは勿論である。
　上記９個の液体収容部１３Ａ乃至１３Ｉは、平面形状が略楕円形に形成されていると共
に、各底部１５が断面略Ｖ字状（図示の例では交差角度が９０°）に形成され、かつ、図
１に示すように、上記各底部１５の内底部１５ａには、断面略凹状の一条の溝１６が各内
底部１５ａの傾斜面に沿って形成されている。
　この溝１６は、その幅寸法ｄが、図８と第９図に示すように、ピペットチップ２１の先
端部２２の口径寸法Ｄよりも小さく形成されている（Ｄ＞ｄ）と共に、該溝１６の長さは
、上記先端部２２の口径寸法よりも長く形成されているので、ピペットチップ２１の先端
部２２が上記各内底部１５ａに当接しても、図８に示すように、各液体収容部１３Ａ乃至
１３Ｉ内に収容された試料・試薬が、該溝１６を流れて全量吸引することができ、この種
の装置における厳密な定量性を確実に保証することができ、また、試料・試薬の無駄も排
除することができる。
　尚、この実施例では、ＣＬＩＡ検査法やＣＬＥＩＡ検査法等の化学発光法の分析検査で
用いられる磁性体微粒子１７が含有されている試料・試薬１８が図示されているが、この
発明に用いられる試料・試薬はこれに限定されるものではなく、例えば、抗原－抗体を上
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記液体収容部１３の内壁面に固相してＥＩＡ検査にも用いることもできる。勿論、例示し
た検査法に限定されるものではなく、他の検査にも適用することもできる。
　さらに、上記溝１６の存在により、試料・試薬を各液体収容部１３Ａ乃至１３Ｉ内に吐
出するときに、上記ピペットチップ２１の先端部２２を各液体収容部１３Ａ乃至１３Ｉの
内底部１５ａに当接させたとしても、図９に示すように、吐出される試料・試薬は上記溝
１６から各液体収容部１３Ａ乃至１３Ｉ内へと左右方向にほぼ平均して流出するので、試
料・試薬の吐出による撹拌流が液体収容部１３Ａ乃至１３Ｉ内で平均化されるので、均一
な反応状態を得ることができる。
　尚、上記液体収容部１３Ａ乃至１３Ｉの数は、図示の実施例に限定されるものではなく
、測定項目の反応工程数等に対応させて適宜の数に形成できることは勿論である。
　図１０は、この発明の第２実施例に係る容器１０の液体収容部１３の平面図であり、こ
の実施例では、前記第１実施例の溝１６と同様に形成されてなる溝１６Ａを放射状に形成
することで、液体収容部１３内の試料・試薬の全量吸引・吐出をより迅速に、かつ、確実
に行なうように構成されている他は、他の構成・作用は、前記第１実施例と同様であるの
で、その詳細な説明をここでは省略する。
　図１１は、この発明の第３実施例に係る容器１０の液体収容部１３の平面図であり、こ
の実施例では、前記第１・第２実施例の溝１６，１６Ａに代えて多数の突起または凹孔１
６Ｂを形成し、これら各突起または凹孔１６Ｂ間の寸法をピペットチップ２１の先端部２
２の口径寸法よりも小さく、かつ、ピペットチップ２１の先端部２２の開口寸法よりも若
干大きく形成することで、試料・試薬の全量吸引・吐出を実現できるように構成した他は
、他の構成・作用は、前記第１実施例と同様であるので、その詳細な説明をここでは省略
する。
　次に、本発明の第４の実施例として、各液体収容部をマトリクス状（行列状）に配列し
たマイクロプレート３０について、図１２及び第１３図に基づいて説明する。
　マイクロプレート３０は、複数の並設された液体吸引・吐出ラインで処理する場合に、
各ラインとも同じタイミングで目的高分子物質等の分離・分取・分注・清澄・濃縮・希釈
等の作業または／および捕獲・抽出・単離・増幅・標識・測定等の作業を行う場合に用い
る。
　図１２及び第１３図に示すように、本実施例に係るマイクロプレート３０は、透明又は
半透明物質で形成された略板状の基部３５と、当該基部３５にマトリクス状に設けられた
複数の収容部３１Ａ～３１Ｋ、３２Ａ～３２Ｋ、３３Ａ～３３Ｋ，３４Ａ～３４Ｋとを有
する。複数個の収容部は、各行（列）毎に区分した４個の収容部群３１Ａ～３１Ｋ、３２
Ａ～３２Ｋ、３３Ａ～３３Ｋ，３４Ａ～３４Ｋからなる。
　各行（列）毎に区分した各収容部群の内、一端にある収容部３１Ｋ，３２Ｋ，３３Ｋ，
３４Ｋは、光学測定用の測定器又は受光部（図示せず）と遮光状態で連結可能な測定用の
収容部である。
　当該測定用の収容部３１Ｋ，３２Ｋ，３３Ｋ，３４Ｋは、遮光された測定用容器３３１
を着脱可能に保持する容器保持用穴部３３０と、遮光性のある測定用容器３３１から成っ
ている。これは、基部３５自体に遮光性がないのに対し、測定用の収容部は遮光性を必要
とするため、測定用の収容部を含めて一度に成型するよりも製造が容易だからである。
　測定用容器３３１は、外部が黒色の遮光性物質で形成され、内部は白色の遮光性且つ反
射性の高い物質で形成されている。
　測定用容器３３１の上端は、光学測定用の測定器又は受光部と遮光状態で連結する環状
の凸部からなる連結部３３２が設けられ、測定器又は受光部に設けられた弾性体のパッキ
ンを押圧することによって遮光を完全にしている。
　測定用容器３３１は、これによって、遮光物質で形成された黒色の測定用容器３３１を
予め基部３５に一体で形成するよりも製造が容易で安価に形成することができる。
　図１２に示すように、好ましくは、当該マイクロプレート３０の上表面は、各収容部を
覆うため、分注チップの先端が容易に侵入可能な透明薄膜でできたシール３００を熱溶着
又は超音波溶着によって設ける。これによって、各収納部に予め収容されている液体の蒸
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発を防止するとともに、外部からの雑菌の侵入を防止することができるので、信頼性の高
い処理を効率よく行うことができる。
　図１３に示すように、マイクロプレート３０は、基部３５の周縁から下方に向けて前記
各収容部の外底部３９よりも突出して基部３５を支える脚壁部３６が設けられている。ま
た、隣接する各収容部間には、補強用のリブ３８が設けられている。
　これによって、マイクロプレートを分注装置のステージ上に安定して載置することがで
きる。
　図１４は、本発明の第５の実施例を示す。
　本実施例に係るマイクロプレート４０は、８列の収容部群４１Ａ～４１Ｈ、…４８Ａ～
４８Ｈが設けられている。
　各収容部群の一端は、８連の分注ノズルに装着して用いるピペットチップ５１を脱着し
た場合に保持するチップ保持用収容部４１Ａ～４８Ａであり、他端は、前述した測定用の
収容部４１Ｈ～４８Ｈである。また、両端を除いた各収容部４１Ｂ～４１Ｇ、…、４８Ｂ
～４８Ｇは、処理に応じて必要となる液体（試薬等）の必要量に対応する種々の容量をも
つように形成されている。
　図１４（ａ）中、左端にあるのは、当該マイクロプレート４０の各処理用の収容部に対
して分注動作を行うための８連の分注ノズルに装着された８個の連動するピペットチップ
５１と、各ピペットチップ５１に対し、一斉に近接又は離間することによって、ピペット
チップ５１の太径の貯溜部と先端とを結ぶ中径の液通路内に対し磁場を及ぼし又は磁場を
除去することによって、同時に磁性体粒子５３の反応、攪拌、分離、洗浄及び移送等の制
御を行う８個の永久磁石５２と、当該８個の永久磁石５２を保持して移動する移動体５０
とが示されている。
　８個の隣接する各永久磁石間では、そのＳＮ極性を相互に反転させた状態で配列する。
　これによって、隣接する磁石に対する磁場の干渉を防止して、安定した制御を行うこと
ができる。
　本実施例でも、図１４に示すように各収容部の内底部には、断面略凹状の一条の溝が傾
斜面に沿って形成されている点については図１等で説明したのと同様である。
　続いて、図１５に基づいて、第６の実施例について説明する。
　当該実施例は、ＤＮＡの検査の処理に適した容器である。
　図１５（ａ）に示すように、本実施例に係るマイクロプレート６０は、収容部が列（行
）毎に設けられた複数のカートリッジ６１，６２，６３，６４と、隣接するカートリッジ
間を所定間隔を空けて並べその一端で略クシ歯状に結合する結合部６６とを有する。
　当該結合部６６には、マイクロプレート６０を掴むためのツマミ６７が設けられている
。
　本実施例では、各カートリッジ及び結合部等は金型によって、一体に成型される。
　ここで、「所定間隔」としては、当該マイクロプレート６０が載置されるステージに設
けられた隔壁６５が挿入可能なように、隔壁６５の厚みよりもやや広めに設定される。隔
壁６５がカートリッジ間の間隙に挿入されると隣接するカートリッジが隔てられる。
　同図（ｂ）に示すように、本実施例では、各列毎のカートリッジ６３等は、その一端は
、分注ノズルから脱着された分注チップ６９を保持する分注チップ保持用収容部６３Ａが
設けられ、他端には、ＤＮＡの測定を行うために用いるＰＣＲ用チューブ６３５を保持す
る保持用穴部６３Ｉが設けられている。
　ＰＣＲ用チューブ６３５は、その上端に、液体の蒸発を防ぐための開閉自在の蓋体６３
３がＰＣＲ用チューブ本体と一体に成型され、ＰＣＲ用チューブ６３５に設けられたフラ
ンジ６３４によって前記保持用穴部６３Ｉに支持されている。
　さらに、本実施例にあっては、処理用の収容部６３Ｂ，６３Ｃ，６３Ｄ，６３Ｅ，６３
Ｆ，６３Ｇ，６３Ｈを有する。
　この内、収容部６３Ｇ，６３Ｈは、恒温手段である恒温容器６３１，６３２に収納可能
な位置及び大きさに設けられ、当該恒温容器６３１、６３２によって一定の温度、例えば
、６０°Ｃ、９０°Ｃ等に保たれている。当該収容部は、熱伝導の影響を与えないように
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他の収容部とはある程度離れた位置に設けられている。また、恒温状態を長時間保持させ
る間の液体の蒸発を防ぐため、収容部６３Ｇ，６３Ｈは十字状にスリットが入れられた弾
性体で形成された蓋体６３０によって覆われている。十字状のスリットは、蓋をしたまま
で、分注チップの先端が収容部６１Ｇ，６１Ｈに進入可能である。
　本実施例に係る容器６０を使用するには、分注ユニットのステージに設けられた隔壁６
５の上方から、クシ歯状の容器６０の間隙から隔壁６５が屹立するようにして容器６０を
ステージ上に設置する。
　当該隔壁６５は、所定間隔で平行に設置されており、マイクロプレート６０のカートリ
ッジ６１～６４が隔壁６５間の空隙に位置する。その際、図１５（ｂ）に示すように、前
記収容部６３Ｇ及び６３Ｈ等は恒温手段６３１、６３２の所定位置に設置される。
　すると、４連の分注ノズルに装着された分注チップは、隔壁６５に沿って動作し、４つ
同時に吸引・吐出等を行う。
　尚、図１５（ｂ）中、符号７０は、フィルタである。また、本実施例でも、図１５（ａ
）に示すように、各収容部６１Ｂ～６１Ｆ等の内底部には、断面略凹状の一条の溝が傾斜
面に沿って形成されている。
　本実施例によれば、各カートリッジ６１～６４は各々隔壁６５で隔てられているために
、各処理ラインの各カートリッジ６１～６４間では、目的ＤＮＡ等以外のものの混入によ
るクロスコンタミネーションを防止することができる。
　また、本実施例では、隔壁として、矩形状の板体を用いたものを説明したが、この隔壁
に代わるものとして、上記各ライン間に、ライン方向に長い空気吸入口を有する空気吸入
器を設けてエアー吸引を行うこともできる。
　これによって、各ラインに下方向の空気流の幕が発生し、上記隔壁を設けた場合と同様
に隣のラインとの間での空気等の出入りが遮断され、他のラインからの液体等の混入を防
止することができる。
　尚、以上説明した実施例において、上記各容器１０は、直列状に液体収容部１３Ａ乃至
１３Ｉを設ける場合のみならず、マイクロプレート状に形成する場合のみならず、ループ
状又はジグザグ状等の列状に構成されてもよい。或は、単体の容器を上記液体収容部と同
様に構成してもよい。
　また、以上の実施例において、各マイクロプレート及びカートリッジに設けられた各収
容部の数又は種類は上記の例に限定されるものではなく、必要に応じて増減することがで
きることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】この発明の第１実施例に係るカートリッジ容器の平面図である。
【図２】同カートリッジ容器の正面図である。
【図３】同カートリッジ容器の底面図である。
【図４】同カートリッジ容器の左側面図である。
【図５】同カートリッジ容器の右側面図である。
【図６】同カートリッジ容器の断面図である。
【図７】同カートリッジ容器の他の構成例を示す部分拡大断面図である。
【図８】同カートリッジ容器の液体収納部における試料・試薬の吸引状態を示す拡大断面
図である。
【図９】同カートリッジ容器の液体収納部における試料・試薬の吐出状態を示す拡大断面
図である。
【図１０】この発明の第２実施例に係るカートリッジ容器の液体収容部の構成を拡大して
示す平面図である。
【図１１】この発明の第３実施例に係るカートリッジ容器の液体収容部の構成を拡大して
示す平面図である。
【図１２】この発明の第４の実施例に係るマイクロプレートの斜視図である。
【図１３】この発明の第４の実施例に係るマイクロプレートの平面図及びＡＡ線視断面図
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である。
【図１４】この発明の第５の実施例に係るマイクロプレートの平面図及びＢＢ線視断面図
である。
【図１５】この発明の第６の実施例に係るマイクロプレートの平面図及びＣＣ線視断面図
である。
【図１６】従来の容器における試料・試薬の吸引状態例を示す断面図である。
【図１７】従来の容器における試料・試薬の吐出状態例を示す断面図である。
【図１８】従来の他の容器における試料・試薬の吸引状態例を示す断面図である。
【符号の説明】
【０００７】
１０　カートリッジ容器
１３Ａ乃至１３Ｉ　液体収容部
１４　測定用容器
１４Ａ　測定用容器穴部
１５　液体収容部の底部
１５ａ　液体収容部の内底部
１６，１６Ａ　溝
１６Ｂ　突起または凹孔
２１　ピペットチップ
２２　ピペットチップの先端部
ｄ　溝の幅寸法
Ｄ　ピペットチップの先端部の口径寸法
３０，４０　マイクロプレート
３１Ａ乃至３４Ｋ　収容部
３５　基部
３６　脚壁部
３００　シール
４１Ａ乃至４８Ｈ　収容部
５１　ピペットチップ
５２　永久磁石
５３　磁性体粒子
６０　マイクロプレート
６１乃至６４　カートリッジ
６５　隔壁
６６　結合部
６３５　ＰＣＲ用チューブ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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