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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料材料の化学分析において使用するための装置であって、
　容積を仕切る複数の壁部からなるハウジングであって、前記複数の壁部は、開口（１０
）が形成された第１の壁部を有し、前記開口（１０）は、分析される試料材料を含む試料
キャリヤ（５）の少なくとも一部が収容されるように設けられた、ハウジングと、
　前記試料キャリヤ（５）において切断を行うためのカッタとして機能する切断エッジ（
３０）と、
　第１の壁部上の移動経路を摺動可能に設けられた蓋（２５）と、を備え、
　前記切断エッジ（３０）は、前記蓋（２５）の縁部又は前記開口（１０）の縁部に形成
されており、
　前記蓋（２５）を前記開口（１０）が開放している第１の位置から、前記開口（１０）
の少なくとも一部分が蓋（２５）によって閉鎖される第２の位置へ移動させることによっ
て、前記蓋（２５）が前記開口（１０）の密閉を行い、かつ前記移動経路における前記蓋
（２５）の移動は、前記切断エッジ（３０）と前記試料キャリヤ（５）とを互いに押し付
けて前記試料キャリヤ（５）において切断を行うことを特徴とする、試料材料の化学分析
において使用するための装置。
【請求項２】
　前記カッタが、切断エッジ（３０）によって形成されている、請求項１記載の装置。
【請求項３】
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　前記カッタは、蓋（２５）に設けられている、請求項１又は２項記載の装置。
【請求項４】
　支持構造（４０）が設けられており、蓋の移動の少なくとも一部の間、前記蓋（２５）
が前記支持構造（４０）に沿って可動である、請求項３記載の装置。
【請求項５】
　前記支持構造（４０）は、少なくとも、カッタが設けられた蓋（２５）の側に配置され
ている、請求項４記載の装置。
【請求項６】
　前記試料キャリヤを収容するための開口（１０）が、試料キャリヤ（５）の一部分を収
容するための主要部分（１５）と、補助部分（２０）とを有しており、該補助部分（２０
）は、試料キャリヤ（５）を所定の位置に保持するようになっており、主要部分（１５）
と補助部分（２０）とは共同で一つの開口（１０）を形成しており、前記蓋（２５）は、
該蓋（２５）を第１の位置から第２の位置へ移動させる時に試料キャリヤ（５）が開口（
１０）の補助部分（２０）へ押し込まれるように、設計されている、請求項１から５まで
のいずれか１項記載の装置。
【請求項７】
　前記補助部分（２０）は、収容された試料キャリヤ（５）を圧入によって保持するよう
に設計されており、前記主要部分（１５）は、収容された試料キャリヤ（５）を、遊びを
備えて保持するように設計されている、請求項６記載の装置。
【請求項８】
　前記蓋（２５）の第２の位置において、開口（１０）の主要部分（１５）は蓋（２５）
によって閉鎖されている、請求項６又は７記載の装置。
【請求項９】
　前記蓋の第２の位置において、開口（１０）の補助部分（２０）は蓋（２５）によって
完全には被覆されていない、請求項６から８までのいずれか１項記載の装置。
【請求項１０】
　前記蓋（２５）は、摺動可能又は回転可能であり、前記蓋（２５）が、長さと、幅と、
高さとを備える平坦なエレメントであり、長さと、幅とのそれぞれが、最小でも高さの５
倍を超えている、請求項１から９までのいずれか１項記載の装置。
【請求項１１】
　壁部を備えたハウジングが設けられており、前記壁部は凹部を有しており、前記開口（
１０）が、前記壁部の凹部に配置されており、前記蓋（２５）が、前記凹部に可動に配置
されており、前記蓋（２５）が、平坦な底面を有しており、前記壁部の凹部が、平坦な上
面を有しており、蓋（２５）の平坦な底面が、壁部の凹部の平坦な上面の上に配置されて
いる、請求項１から１０までのいずれか１項記載の装置。
【請求項１２】
　前記壁部に設けられた凹所の高さが、蓋（２５）の高さに相当する、請求項１１記載の
装置。
【請求項１３】
　前記可動な蓋（２５）が、
ａ．開口（１０）を完全に閉鎖する
ｂ．試料キャリヤ（５）が開口（１０）によって収容された時に試料キャリヤ（５）によ
って開放したままにされている開口（１０）の部分を閉鎖する
のいずれか一方によって開口（１０）の密閉を行うように設計されている、請求項１から
１２までのいずれか１項記載の装置。
【請求項１４】
　前記蓋（２５）を第２の位置に保持するための手段が設けられている、請求項１から１
３までのいずれか１項記載の装置。
【請求項１５】
　システムにおいて、
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　請求項１から１０までのいずれか１項記載の装置が設けられており、該装置は、カート
リッジであり、該カートリッジは、該カートリッジを処理するための機器（７０）に挿入
可能であり、
　前記装置を収容しかつ処理するための機器（７０）が設けられていることを特徴とする
、システム。
【請求項１６】
　試料キャリヤにおいて切断を行う方法であって、
　試料キャリヤ（５）を、該試料キャリヤ（５）を収容するための開口（１０）に配置す
るステップであって、前記開口（１０）は、ハウジングの容積を仕切る複数の壁部のうち
の第１の壁部に形成され、且つ分析される試料材料を含む試料キャリヤ（５）の少なくと
も一部が収容されるように設けられた、ステップと、
　前記開口（１０）から延出した試料キャリヤ（５）の部分においてカッタとして機能す
る切断エッジ（３０）を用いて切断を行うステップとを含み、
　前記切断エッジ（３０）は、第１の壁部上の移動経路を摺動可能に設けられた蓋（２５
）の縁部又は前記開口（１０）の縁部に形成されており、
　前記切断を行うステップにおいて、前記蓋（２５）を、前記開口（１０）が開放してい
る第１の位置から、前記開口（１０）の少なくとも一部分が閉鎖される第２の位置へ移動
させることによって、前記蓋（２５）が前記開口（１０）の密閉を行い、前記移動経路に
おける前記蓋（２５）の移動は、前記切断エッジ（３０）と前記試料キャリヤ（５）とを
互いに押し付けて前記試料キャリヤ（５）において切断を行うことを特徴とする、試料キ
ャリヤにおいて切断を行う方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、試料キャリヤを収容するための装置に関し、この装置は、
　試料キャリヤの一部分を収容するための開口と、
　開口から延出した試料キャリヤの一部分を除去するためのカッタとを有している。
【０００２】
　本発明は、このような装置を有するシステムにも関する。
【０００３】
　本発明は、以下のステップ、すなわち、
　試料キャリヤを収容するための開口に試料キャリヤを配置するステップと、
　開口から延出した試料キャリヤの部分においてカッタを用いて切断を行うステップとを
含む方法にも関する。
【０００４】
　発明の背景
　前記形式の装置及び方法の実施の形態は、米国特許出願公開第２００６／００９４０２
８号明細書から公知である。この文献に記載された装置においては、ターゲット試料を得
るためにスワブが使用された後に、スワブの遠位部分が獲得ポートに挿入される。スワブ
の試料含有部分が実質的に先端停止部に当接するまで、スワブは挿入される。獲得ポート
は、獲得ポートに含まれた短い管を有している。機械的な切断装置を有する支持ブロック
が設けられている。切断装置は、スワブをクリーンに破断若しくは切断するために移動す
る。スワブが切断された後、スワブの近位部分は獲得ポートから除去される。切断装置は
元の位置へ戻される。最後に、残留している短い管における獲得ポートの部分は、支持ブ
ロックに対して圧搾され、これにより、装置が設けられているカートリッジをシールする
。公知の装置の欠点は、装置の操作が比較的複雑で、スワブを切断し、スワブが切断され
た後に獲得ポートを圧搾するために別々の異なるステップを必要とすることである。装置
が自動化された環境において使用され、その場合、操作が外部の機器によって行われる場
合には、この欠点は特に顕著となる。なぜならば、より複雑な相互作用、ひいてはより複
雑なシステムが必要とされるからである。
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【０００５】
　発明の概要
　本発明の課題は、試料キャリヤにおける切断と、装置の密閉とがより容易に使用される
ことを可能にする装置及び方法を提供することである。切断という用語は、試料キャリヤ
の部分的な切断及び完全な切断を含む。部分的な切断は、試料キャリヤがオペレータによ
って破断されるために、試料キャリヤを十分に弱めるべきである。適切な試料キャリヤの
例は、例えば、スワブ、ブラシ、スティック等の棒状の試料キャリヤである。
【０００６】
　本発明の一つの態様によれば、この課題は、請求項１に記載の装置によって実現される
。
【０００７】
　本発明は、試料キャリヤにおける切断を行うためのカッタを、試料キャリヤを収容する
ための開口を閉鎖するための蓋と組み合わせることにより、一回の動作で試料キャリヤの
切断を行いかつ開口を密閉することができるという認識に基づく。蓋の閉鎖動作は、試料
キャリヤとカッタとを互いに押し付けるために用いられ、これにより、カッタは試料キャ
リヤにおいて切断を行う。切断が行われた後、開口から延出した、試料材料を有さない試
料キャリヤの部分を、破断して除去することができる。蓋は、開放位置、すなわち第１の
位置から、閉鎖位置、すなわち第２の位置へ移動させられ、この移動の間に、カッタ、例
えば、蓋に設けられた切断エッジは、試料キャリヤにおいて切断を行い、試料キャリヤの
一部を破断して除去することができる。一回の動作が、試料キャリヤを収容する開口の閉
鎖と、試料キャリヤの切断とを行うことは、試料材料を含んだ試料キャリヤの部分が常に
コントロールされた状態に保たれることを意味する。試料材料は、試料キャリヤに取り付
けられているか、収容部内に封入されている。これにより、試料は偶発的な汚染を受けに
くくなる。また、この一回の動作は、装置の操作を単純化し、これは、ケアセッティング
のポイントにおける主要な利益であり、また、自動化された環境への組込みを促進する。
なぜならば、行われるステップの数と、評価及び操作される必要がある部品の数とが、減
じられるからである。この関連における「密閉」は、装置の内部の試料材料が装置の外部
の環境へもはやアクセス可能ではなく、逆に、装置の内部の試料材料が装置の外部の環境
へアクセスする（汚染する）ことができないように、開口を閉鎖することを意味する。こ
れは、必ずしも、装置の内部と外界との間の気密な封止を必要とするわけではないが、装
置のハウジング及び／又は蓋は、好適には、例えばゴムシールを用いて、内部と外部との
間の気密封止を行うための手段を提供する。開口は、行われる封止のために蓋によって完
全に閉鎖される必要はない。蓋によって完全に閉鎖若しくは被覆された開口は、シーリン
グの有益な実施の形態と考えられるが、封止に寄与する蓋による開口のあらゆる他の閉鎖
若しくは被覆も、「密閉を行う」ことに含まれる。有利には、開口の一部が蓋によって閉
鎖されてよく、これに対して、開口の別の部分は、切断され、開口のこのような他の部分
に圧入により保持された試料キャリヤの残りの部分によって閉鎖されていてよい。一つの
実施の形態において、蓋は、ロッキング手段又はスナップ式係止手段等の適切な手段によ
って第２の位置に保持される。このような手段は、試料材料へのアクセスを許可する装置
のあらゆる偶発的な再開放を妨げる。
【０００８】
　本発明による装置の実施の形態は、カッタが切断エッジによって形成されていることを
特徴とする。
【０００９】
　この実施の形態は、容易な製造を可能にするという利点を有する。
【００１０】
　本発明による装置の別の実施の形態は、切断エッジが、ポリカーボネートを含むか若し
くはポリカーボネートから形成されていることを特徴とする。
【００１１】
　この実施の形態は、ポリカーボネートが、容易な製造をも可能にする、カッタを製造す
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るための適切な材料であるという利点を有する。概して、あらゆる材料、好適には試料キ
ャリヤにおける切断を行うために十分に強いプラスチックが適している。
【００１２】
　本発明による装置の別の実施の形態は、カッタが蓋に設けられていることを特徴とする
。
【００１３】
　この実施の形態は、容易な組立てを可能にするという利点を有する。
【００１４】
　本発明による装置の別の実施の形態は、装置が、さらに、支持構造を有しており、少な
くとも蓋の移動の一部の間、蓋がこの支持構造に沿って可動であることを特徴とする。
【００１５】
　この実施の形態は、蓋の容易な案内を可能にするという利点を有する。
【００１６】
　本発明による装置の別の実施の形態は、支持構造が、少なくとも、カッタを有する蓋の
側に配置されていることを特徴とする。
【００１７】
　この実施の形態は、支持構造が、カッタへのアクセスを制限し、ひいては装置を取り扱
う人員の安全性を高めるという利点を有する。
【００１８】
　本発明による装置の別の実施の形態は、カッタが、開口を形成している縁部に設けられ
ていることを特徴とする。
【００１９】
　この実施の形態は、蓋の厚さを選択する際の自由度を高めるという利点を有し、蓋の厚
さは、カッタが、蓋ではなく縁部に設けられている場合にはより薄くてよい。この構成は
、注型成形等の製造技術を利用する場合に有利である。
【００２０】
　本発明による装置の別の実施の形態は、切断エッジが開口の平面に位置することを特徴
とする。
【００２１】
　この実施の形態は、切断エッジによって行われた切断を有する試料キャリヤを破断する
ことができる位置を、例えば、切断エッジが、試料キャリヤの受入れ方向に関して開口の
平面よりも下方に位置する場合よりも、よりよく規定することができるという利点を有す
る。後者の場合、試料キャリヤは、切断エッジと、開口から延出した試料キャリヤの端部
との間の、切断エッジよりも上方のどこかで破断される。
【００２２】
　本発明による装置の別の実施の形態は、試料キャリヤの一部分を収容するための開口が
、試料キャリヤを収容するための主要部分と、補助部分とを有しており、この補助部分は
、試料キャリヤを所定の位置に保持するようになっており、主要部分と、補助部分とは、
共同で一つの開口を形成している。
【００２３】
　この実施の形態は、一方では、主要部分が、試料キャリヤを開口に容易に挿入するため
に十分に大きな開口を提供し、他方では、補助部分が、試料キャリヤが特定の位置に保持
されることを可能にする。この位置において、試料キャリヤにおいて切断を行うためにカ
ッタを使用することができる。補助部分は、試料キャリヤを補助開口内に圧入することが
できるように、少なくとも試料キャリヤの一部分の直径と等しいか又はそれよりも幾分小
さな直径を有することによって試料キャリヤを所定の位置に保持するように適応されてい
てよい。その結果、好適な実施の形態において、補助部分は、収容された試料キャリヤを
圧入によって保持するように設計されている。補助部分においてこのような圧入の状態に
移動させる場合には、試料キャリヤは、より簡単に切断されてよい。それと同時に、又は
補助部分の存在と無関係の択一的な実施の形態において、開口の主要部分は、収容された
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試料キャリヤを、遊びを備えて保持するように設計されていてよい。これは、装置への試
料キャリヤの容易な導入を提供する。有利には、主要部分の直径は、試料キャリヤの最も
大きな直径よりも大きく、これにより、挿入の間に試料をキャリヤから引きずることなく
、試料キャリヤの滑らかな挿入を可能にする。その結果、別の実施の形態において、開口
の補助部分の寸法は、主要部分の寸法よりも小さい。
【００２４】
　主要部分と補助部分とを提供する開口の場合、閉鎖位置に配置された時に、蓋が開口の
主要部分を閉鎖することが有利である。これは、試料キャリヤが、切断のために開口の補
助部分に対応する位置へ移動させられる前に、最初に試料キャリヤを収容するために使用
された開口の部分の閉鎖を可能にする。補助部分は、最後に、切断の後、試料キャリヤ自
体の残りの部分によって被覆若しくは閉鎖されてよい。
【００２５】
　さらに、特に、蓋の切断エッジが、閉鎖位置において補助部分内へ延びている場合、閉
鎖された蓋は、部分的に、開口の補助部分をも閉鎖してよい。これは、さらに、試料キャ
リヤの残りの部分を開口の補助部分に対応する位置に保持させることを助ける。
【００２６】
　別の好適な実施の形態において、蓋は、蓋を開口に対して開放位置から閉鎖位置へ移動
させる時に試料キャリヤが開口の補助部分へ押し込まれるように、設計されている。これ
は、単に蓋を移動させることによって全ての３つの動作、すなわち、試料キャリヤを開口
の補助部分内へ移動させ、試料キャリヤにおいて切断を行い、少なくとも開口の一部分を
閉鎖することが、自動的に行われるので、手動で行われるステップを減じることを助ける
。
【００２７】
　本発明による別の実施の形態は、蓋が摺動可能又は回転可能であることを特徴とする。
【００２８】
　この実施の形態は、これらの２つの動作形式が、試料キャリヤとカッタとを互いに押し
付けるために適した蓋の容易な操作を可能にするという利点を有する。
【００２９】
　本発明による装置の別の実施の形態は、装置が、蓋の閉鎖位置を示すための終端を有す
ることを特徴とする。
【００３０】
　この実施の形態は、終端が、装置のオペレータに、試料キャリヤを収容するための開口
が完全に閉鎖されているかどうかを知らせるための容易な手段を提供するという利点を有
する。装置の閉鎖は、化学分析が、生物学的物質を含む危険な化学物質を伴う場合には特
に重要である。
【００３１】
　本発明による装置の別の実施の形態は、化学分析が分子診断検査であることを特徴とす
る。
【００３２】
　この実施の形態は、分子診断検査が発明から利益を得るという特徴を有する。なぜなら
ば、試料キャリヤを開口を通じて挿入することができ、かつ試料キャリヤの一部のその後
の除去及び開口の閉鎖を必要とする装置は、この分野において頻繁に使用されるからであ
る。
【００３３】
　本発明による別の実施の形態は、装置がカートリッジであり、カートリッジが、カート
リッジを処理するための機器に挿入可能であることを特徴とする。
【００３４】
　この実施の形態は、検査において使用するための装置に設けられた開口を通じて試料キ
ャリヤを挿入し、試料キャリヤの一部分を除去し、試料キャリヤが挿入された開口を閉鎖
することを必要とする、分子診断検査を含む化学的試験は、しばしば、カートリッジを取
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り扱うための機器に挿入することができるカートリッジを用いるという利点を有する。そ
の結果、このようなカートリッジは、本発明から利益を得る。
【００３５】
　蓋の形状と、装置における蓋の配置とに関して、以下の好適な実施の形態が開示される
。
【００３６】
　蓋は、長さと、幅と、高さとを有する平坦なエレメントとして形成されていてよく、長
さ及び幅はそれぞれ、少なくとも高さの５倍を超えている。これにより、装置は、薄い、
小さなスケールの装置として実現することができる。好適な実施の形態において、装置は
、壁部を備えたハウジングを有しており、壁部は、凹部を有している。開口は、壁部の凹
部に配置されている。蓋は、凹部に可動に配置されている。これにより、装置は、薄い小
さなスケールの装置となることができ、オペレータが、装置を保持するのと同時に、開口
を閉鎖するために蓋を及び／又は試料キャリヤにおいて切断を行うためにカッタを操作す
るための位置にある時に、蓋が容易に掴まれる。特に、壁部の凹部は、蓋の平坦な底面に
面した平坦な上面を有していてよい。壁部における凹部の高さは、蓋の高さに対応してい
ることも有利である。これは、カッタのための突出した支持構造を必要とすることなく、
薄い、小さなスケールの装置を構成することを支援する。別の実施の形態によれば、蓋は
、蓋の手動での移動を支援するための掴み手段を有している。このような掴み手段は、ハ
ンドル、又はオペレータが蓋を移動させることができるようにするための、蓋の上面の粗
くなった部分として、実現されていてよい。別の実施の形態において、平坦な蓋の長さ及
び幅によって規定された領域として理解される、蓋の平面寸法は、やはり同様に凹部の長
さ及び幅として理解される、壁部の凹部の平面寸法よりも小さい。
【００３７】
　本発明の課題は、さらに、
　請求項１８記載の装置と、
　請求項１８記載の機器とを有するシステムによって実現される。
【００３８】
　前記システムは、前記実施の形態のうちのいずれか一つから利益を得る。
【００３９】
　本発明の課題は、さらに、試料キャリヤにおいて切断を行うための方法によって実現さ
れ、この方法は、以下のステップ、すなわち、
　試料キャリヤを収容するための開口に試料キャリヤを配置するステップと、
　開口から延出した試料キャリヤの部分においてカッタを用いて切断を行うステップとを
有しており、
　切断を行うステップにおいて、切断は、蓋を、開口が開放している位置から、少なくと
も開口の一部分が閉鎖される位置へ移動させることによって行われることを特徴とする。
【００４０】
　好適な実施の形態において、閉鎖位置において、開口による試料キャリヤの収容後に試
料キャリヤによって開放したままにされている、少なくとも開口の一部分が、閉鎖される
ように、蓋は設計されている。
【００４１】
　前記実施の形態は、同様に、装置、システム、及び方法に関する。共同の効果が、実施
の形態の様々な組合せから生じるが、これらは詳細に説明されていない。
【００４２】
　本発明の前記態様及びその他の態様、特徴及び利点は、以下に説明される実施の形態の
例からも導き出すことができ、実施の形態の例に関連して説明される。発明は、実施の形
態の例に関連して以下により詳細に説明されるが、それに限定されない。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明による装置の実施の形態を概略的に示す図である。
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【図２】本発明による装置の別の実施の形態を概略的に示す図である。
【図３】本発明による装置の別の実施の形態を概略的に示す図である。
【図４】本発明による装置の別の実施の形態を概略的に示す図である。
【図５】本発明によるシステムの実施の形態を概略的に示す図である。
【図６】本発明による方法の実施の形態を概略的に示す図である。
【００４４】
　実施の形態の詳細な説明
　図１は、本発明による装置の実施の形態を概略的に示している。この図は、カートリッ
ジを取り扱うための機器に挿入可能なカートリッジであってよい装置１を示している。カ
ートリッジは、例えば唾液又は便の試料を検査するための分子診断カートリッジであって
よい。カートリッジは、カートリッジ内の試料を処理するのに適した機器に挿入可能であ
り、この機器は、例えば、カートリッジ内の試料のための加熱、冷却、細胞溶解、及びデ
ータ収集サービスを提供してよい。
【００４５】
　この図は、さらに、この場合スワブである試料キャリヤ５を示している。択一的に、試
料キャリヤは、ブラシ、スティック等であってよい。通常、試料キャリヤ５は棒状である
。装置１は、試料キャリヤ５を収容するための開口１０を有している。図１ａにおける矢
印は、試料キャリヤ５が開口１０に向かって、部分的にこの開口１０内へ移動しているこ
とを示している。この特定の実施の形態において、開口１０は主要部分１５を有しており
、この主要部分１５を通って試料キャリヤ５は装置に進入し、さらに開口１０は、試料キ
ャリヤ５を特定の位置に保持するようになっている補助部分２０を有している。この場合
、補助部分２０の寸法は、試料キャリヤ５が補助部分２０内に密着して嵌合するようにな
っている。その結果、試料キャリヤ５を補助部分２０に位置決めすることができ、その後
、試料キャリヤ５は、互いの寸法により、補助部分２０によって所定の位置に保持される
。しかしながら、本発明の場合、補助部分２０の存在は不要である。装置１は、さらに、
蓋２５を有している。蓋２５は、図１ｂに矢印によって示したように摺動可能である。こ
の特定の実施の形態において、蓋２５は、カッタとして機能する切断エッジ３０を有して
いる。蓋２５を並進させる場合、切断エッジ３０は、開口１０から延出した、試料材料を
保持していない試料キャリヤ５の部分において切断を行う。試料材料は、試料キャリヤ５
の先端３５に位置している（図１ａ参照）。切断を行うのと同時に、蓋２５は、開口１０
への試料キャリヤ５の挿入後に開放したままになっている、少なくとも開口の部分、すな
わち、この実施の形態において特に開口１０の主要部分１５を、閉鎖する。切断が行われ
た後、開口１０から延出した試料キャリヤ５の部分を破断して除去することができる。こ
れは図１ｃに示されている。図１ｄは、蓋２５が閉鎖位置にある装置１を示している。蓋
２５は、開口１０の主要部分１５と、補助開口２０の一部とを閉鎖している。補助開口２
０自体は、開口１０からもともと延出していた試料キャリヤ５の部分が破断されて除去さ
れた後に装置１に残っている試料キャリヤ５の部分によって閉鎖される。破断されて除去
された試料キャリヤ５の部分は、装置１の隣に示されている。図１は、さらに、支持構造
４０を示している。この支持構造４０は、蓋２５を案内する。しかしながら、支持構造４
０は、蓋２５に設けられた切断エッジ３０へのアクセスも制限する。この実施の形態にお
いて、支持構造４０によって切断エッジ３０へのアクセスを制限することは、一方では、
蓋２５が開放位置にある時に（図１ａ）切断エッジ３０の隣に支持構造４０を有すること
によって、他方では、支持構造４０を凹みとして成形することによって、達成される。こ
れらの２つの手段のそれぞれは、切断エッジ３０へのアクセスを制限するために十分であ
る。蓋２５及び開口１０は領域４５に配置されており、この領域４５の表面は、図１ａに
おいて試料キャリヤ５に面した装置１の面の他の部分よりも、装置１の内部により近く配
置されており、すなわち、カートリッジの表面は、この領域４５において凹んでいてよい
。この実施の形態において、支持構造４０は基本的に、領域４５を包囲する縁部によって
形成されている。
【００４６】
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　図２は、本発明による装置の別の実施の形態を概略的に示している。この図は、基本的
に、図１ａに示されたものと同じ装置を示している。対応するエレメントには、図１と同
じ参照符号が付されている。しかしながら、この図では、開口１０の補助部分２０は設け
られていない。これは、概して補助部分２０は本発明のために不要であることを例示する
だけである。もちろん、本発明による装置は、補助部分２０を有するように適応されても
よい。蓋２５に設けられた切断エッジ３０は、矢印で示したように蓋２５の移動方向に面
している。前の図面と同様に、試料キャリヤ５を開口１０に挿入することができる。試料
キャリヤ５を開口１０に挿入した後、蓋２５が開口１０に向かって移動させられる。蓋２
５が開口１０を覆い始めると、切断エッジ３０は、開口１０から延出した試料キャリヤ５
の部分において切断を行い始める。試料キャリヤ５が切断によって十分に弱められると、
図１に示された手順と同様に、開口１０から延出した試料キャリヤ５の部分を破断して除
去することができる。しかしながら、この実施の形態において、蓋２５は、開口１０を完
全に被覆することができる。これは、カッタ、この場合は切断エッジ３０が、蓋２５の移
動方向に配置されている結果である。この実施の形態において、切断エッジ３０は、蓋２
５の移動方向に対して９０゜とは異なる角度で傾斜させられている。これは、切断機能を
高める。本発明の全ての実施の形態に関連して、切断エッジ３０、又はより一般的にカッ
タは、歯が設けられていてもよい（図示せず）。
【００４７】
　図３は、本発明による装置の別の実施の形態を概略的に示している。この図は、前の２
つの図面に示されたものと同様の装置を示している。同様のエレメントには同じ参照符号
が付されている。しかしながら、この図において、試料キャリヤにおいて切断を行うため
に、並進運動ではなく回転運動が利用される。装置１は、回転可能な蓋５０を有している
。回転可能な蓋５０は、蓋５０を、一点鎖線によって示された軸線を中心にして回転させ
るためのグリップ５５を有している。装置１は、試料キャリヤ５を収容するための開口１
０を有している。開口１０は、図１に示したように、主要部分１５と、補助部分２０とを
有している。しかしながら、既に図２に示したように、これは必須ではない。補助部分２
０は、蓋５０の回転軸線に向けられており、すなわち、補助部分２０は、主要部分１５よ
りも蓋５０の中心に近く配置されている。蓋５０は、さらに、ディスク６０を有している
。ディスク６０は、様々な半径を有する様々な領域を有している。半径Ｒ１を有する第１
の領域は、試料キャリヤ５を収容するために開口１０を開放させておく。第２の領域は、
Ｒ１よりも大きな半径Ｒ２を有している。半径Ｒ２を有する第２の領域は、第２の領域が
切断エッジ３０を有していることにより、カッタを形成している。半径Ｒ２は、第２の領
域が試料キャリヤ５に沿って移動した時に切断エッジ３０が試料キャリヤ５において切断
を行うようになっている。切断が行われた後、図１及び図２に示したように、装置１から
延出した試料キャリヤ５の部分を破断して除去することができる。その後、蓋５０をさら
に回転させることができ、Ｒ２よりも大きな半径Ｒ３を有する第３の領域が、開口１０を
完全に被覆する。
【００４８】
　図３ｂは、図３ａに示したものと同様の装置１を示している。この場合も、同様のエレ
メントには同じ参照符号が付されている。しかしながら、この場合は、開口１０の補助部
分２０は、周方向で主要部分１５に隣接して配置されており、蓋５０が回転すると、蓋が
、主要部分１５と、補助部分２０とに、順次に到達する。蓋５０は、半径Ｒ１を有する第
1の領域を有しており、この第１の領域は、試料キャリヤ５を収容するために開口１０を
開放させておく。蓋５０は、さらに、図２に示した切断エッジ３０と同様の切断エッジ３
０を有する切断領域６５を有している。蓋５０が、示された方向に回転すると、切断エッ
ジ３０は試料キャリヤ５に係合する。この場合も、試料キャリヤ５において切断が行われ
、その後、装置１から延出した試料キャリヤ５の部分を破断して除去することができる。
その後、蓋５０をさらに回転させることができ、Ｒ１よりも大きな半径Ｒ２を有する第２
の領域は、開口１０を完全に被覆する。
【００４９】
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　図３ｃは、図３ａ及び図３ｂに示した装置と同様の装置１を示している。この場合にも
、同様のエレメントには同じ参照符号が付されている。この実施の形態において、補助開
口２０は、蓋５０の回転軸線から離れる方向へ向けられており、すなわち、補助開口は、
主要部分１５よりも、蓋５０の中心から離れて配置されている。この配置は、蓋５０が切
断エッジ３０と試料キャリヤ５とを互いに押し付ける時に、蓋５０が試料キャリヤ５を開
口１０の補助部分２０へ押し込む傾向があるという利点を有する。蓋５０は、半径Ｒ１を
有する第１の領域を有しており、この第１の領域は、試料キャリヤ５を収容するために開
口１０を開放させておく。蓋５０は、さらに、Ｒ１よりも大きな半径Ｒ２を有する第２の
領域を有している。第２の領域は切断エッジ３０を有している。Ｒ２は、切断エッジ３０
が、試料キャリヤ５が固定された位置に保持されている補助部分２０に沿って部分的に通
過した時に、試料キャリヤ５において切断を行うことができるようになっている。この場
合も、切断が行われた後、装置１から延出した試料キャリヤ５の部分を破断して除去する
ことができる。蓋５０が十分な角度にわたって回転させられると、蓋５０の第２の領域は
、開口１０の主要部分１５を完全に被覆することができる。試料キャリヤ５の残りの部分
を破断して除去した後、開口１０の補助部分２０は、装置１と共に残っている試料キャリ
ヤ５の部分によって閉鎖される。択一的に、蓋５０は、さらに、半径Ｒ３を有する第３の
領域（図示せず）を有していてよく、Ｒ３はＲ２よりも大きい（例えば、同様の構成につ
いて図３ａを参照）。Ｒ３が十分に大きいならば、蓋５０は、試料キャリヤ５において切
断が行われた後に、半径Ｒ３を有する第３の領域が開口１０の主要部分１５と補助部分２
０とを被覆するように、回転させられてよい。
【００５０】
　図４は、本発明による装置の別の実施の形態を概略的に示している。図４ａは、図１に
示された装置１と同様の装置を示している。この場合にも、同様のエレメントには同じ参
照符号が付されている。しかしながら、この図面における装置１は、図１に示されていな
い複数の特徴を有している。この図面のこれらの特徴のいずれも、他の図面に示された装
置と組み合わされてもよいことが当業者に明らかであろう。
【００５１】
　図４ａにおいて、切断エッジは、蓋２５ではなく、開口１０の補助部分２０の縁部に設
けられている。これは、蓋２５の厚さを選択する際の自由度を高め、これは、注型成形等
の製造方法を採用する場合に有利である。例えば、切断エッジを有する蓋が薄くなりすぎ
ると、試料キャリヤと切断エッジとを押し付ける時に蓋が曲がってしまう。これは、切断
エッジの表面が、蓋の移動方向に対して９０゜ではない角度で傾斜させられている一方で
、試料キャリヤがこの方向に対して９０゜であることによるものである。
【００５２】
　図４ａは、図１に示した蓋２５と比べて、付加的な付属部２５ａを有する蓋２５を示し
ている。付加的な付属部２５ａにより、蓋２５が開放位置から閉鎖位置に向かって十分に
移動させられると、蓋２５は開口１０の主要部分１５と補助部分２０とを被覆することが
できる。
【００５３】
　この図に示された蓋２５は、さらに、領域２５ｂを有しており、この領域２５ｂの縁部
は、蓋の移動方向に対して９０゜ではない角度で傾斜させられている。その結果、蓋２５
を閉鎖位置へ移動させる場合、領域２５ｂの傾斜した縁部が試料キャリヤ５に接触するま
で、領域２５ｂのより狭い端部は、開口１０の補助部分２０における試料キャリヤ５を通
過する。その時点から、領域２５ｂの傾斜した縁部は試料キャリヤを開口１０の補助部分
２０内へ押し込む。
【００５４】
　補助部分２０の寸法が、試料キャリヤ５を補助部分２０内へさらに移動させるようにな
っているならば、領域２５ｂの傾斜した縁部を用いて押し付けることにより、試料キャリ
ヤ５は、補助部分２０の縁部に設けられた切断エッジ３０に沿って移動する。切断エッジ
３０に沿った試料キャリヤ５の移動は、さらに、試料キャリヤ５内への切断エッジ３０に
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よる切断の形成を高める。これは、例えば、開口１０の主要部分１５からスリット（図示
せず）のように延びた補助部分２０によって達成することができる。従って、補助部分２
０の幅と、試料キャリヤ５の幅とは、以下のようになっている。つまり、補助部分２０と
試料キャリヤ５とが共同で試料キャリヤ５を補助部分２０において特定の向きで固定させ
るのに対し、補助部分２０を形成するスリットは、領域２５ｂの傾斜した縁部を用いて加
えられる押付け力を受けて試料キャリヤ５を主要部分１５からさらにスリット内へ移動さ
せるように十分に長くなっている。要するに、領域２５ｂの傾斜した縁部は、試料キャリ
ヤ５を補助部分２０内へさらに押し込むために使用され、補助部分２０の縁部に設けられ
た切断エッジ３０に沿った試料キャリヤ５の移動を生ぜしめる。
【００５５】
　開口１０の補助部分２０は、試料キャリヤが補助部分に挿入されると、試料キャリヤを
固定された位置に保持することをさらに容易にするように成形されていてよい。このため
に、補助部分は、補助部分２０が主要部分１５に結合されている位置から、補助部分の閉
鎖された端部まで狭まっていてよい（図示せず）。
【００５６】
　領域４５ａの形状は、蓋２５の形状の一部分に対して相補的である。その結果、領域４
５ａの縁部は、開放位置から閉鎖位置への蓋２５の移動のための終端を形成している。蓋
２５が、領域４５ａの縁部に当接させられると、装置１のオペレータは、開口１０が完全
に閉鎖されたことを確信することができる。開口１０が閉鎖されていることを保証するこ
とは、装置１又は試料キャリヤ５によって支持された試料が化学物質又は生物物質等の危
険な材料を含む場合に、特に重要である。蓋２５が閉鎖位置に到達したことを示すために
、蓋２５、領域４５ａ、及び／又は領域４７に、着色符号が提供されてもよい。蓋２５及
び領域４７には、例えば、４５ａの領域の色とは異なる色（蓋２５及び領域４７において
同じであってよい）が提供されてよい。領域４５ａの色が依然として見えている限りは、
蓋２５はまだ閉鎖位置に到達していない。終端は様々な態様で提供されてよいことが当業
者に明らかであろう。この図に示された実施の形態に代えて、領域４５ａは、蓋２５が閉
鎖位置において接触する突出部を有していてよい。蓋２５は、凹所を有していてよく、こ
の凹所の形状は突出部の形状に対して相補的である。
【００５７】
　図４ｂは、図４ａに示された装置のための切断エッジ３０の実施の形態を、図４ａに示
したＩＶｂｃ－ＩＶｂｃ線に沿って見た状態で、概略的に示している。切断エッジは、試
料キャリヤの収容方向に関して、開口１０の補助部分２０を形成する上面９０よりも下方
に位置している。
【００５８】
　図４ｃは、図４ａに示された装置１のための切断エッジ３０の好適な実施の形態を、図
４ａに示したＩＶｂｃ－ＩＶｂｃ線に沿って見た状態で、概略的に示している。切断エッ
ジ３０は、この場合、開口１０の補助部分２０を形成する上側平面９０に位置している。
この実施の形態は、切断エッジ３０によって切断が行われた後に試料キャリヤ５を破断す
ることができる位置が、図４ｂに示された切断エッジ３０を用いる場合よりも、明確に規
定されるという利点を有している。この実施の形態においては、切断エッジ３０によって
切断が行われた後に試料キャリヤ５が十分に曲げられると、試料キャリヤ５は切断エッジ
３０の位置において破断する。図４ｂにおいては、試料キャリヤ５は切断エッジ３０より
も上方のどこかで破断する恐れがある。なぜならば、この配置では、試料キャリヤ５は、
図に点線で示されているように、曲がるためのより大きな空間を有するからである。
【００５９】
　図４ｃは、さらに、試料キャリヤ５における切断の形成の間、又は切断が行われた後に
試料キャリヤ５を破断するために試料キャリヤ５を曲げる間、試料キャリヤ５の移動を制
限するための支持部１００を示している。この支持部１００は、本発明の実施の形態によ
る装置に挿入された試料キャリヤ５の部分の全長に沿って延びていてもよいし、延びてい
なくてもよい。この図において、装置から延出した試料キャリヤ５の部分が図の左側に向
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曲げを制限するために、支持部１００は、当業者に明らかなように、この図に示された位
置とは対応して異なる位置に配置されるべきである。装置から延出した試料キャリヤ５の
部分が図の右側に向かって曲げられる場合は、支持部１００は、図４ｃに示したように補
助部分２０の開口の右側ではなく、左側に配置されるべきである。支持部１００は、補助
部分２０の縁部から、本発明の実施の形態による装置内へ延びていてよい。この図に示さ
れた支持部１００の代わりに、又はこの支持部１００に加えて、試料キャリヤ５の移動は
、試料キャリヤ５が挿入される容積を形成した壁部に設けられた壁部分によって制限され
てもよい。その場合、この図に示された支持部１００は、試料キャリヤ５が挿入された容
積２００を仕切る壁部に設けられていてよい。択一的に又は付加的に、試料キャリヤ５の
移動は、専用の支持部１００と、試料キャリヤ５が挿入される容積を形成した壁部に設け
られた壁部分とによって制限されてよい。その場合、支持部１００は、一方の方向での移
動を制限し、壁部分が、別の方向での移動を制限してよい。
【００６０】
　図５は、本発明によるシステムの実施の形態を概略的に示している。この図は、前の図
のいずれかに示された装置と同様の装置１を示している。この特定の実施の形態において
、装置１は、図１ｄに示された装置１と同じものである。装置１を収容しかつ取り扱うた
めの機器７０も示されている。システム７５は、機器７０と、装置１とを有している。こ
の実施の形態において、装置１は、装置１に試料材料を提供するために使用された試料キ
ャリヤの一部分が、前の図面に示された手順に従って破断及び除去された後に機器７０に
挿入することができるカートリッジを形成している。装置１は、化学反応を行うための成
分を保持していてよいのに対し、機器７０は、化学反応を行って検出するための設備を提
供する。機器７０は、例えば、装置１に、加熱、冷却、細胞溶解、及びデータ収集設備を
提供してよい。装置１は、例えば、前の図に示されたような試料キャリヤを用いて装置１
に挿入された唾液、便、又は血液の試料における１つ又は２つ以上の病原菌の存在を検出
するためのカートリッジであってよい。様々な装置１である様々なカートリッジが、様々
な検査を行うために機器７０に挿入されてよい。
【００６１】
　図６は、本発明による方法の実施の形態を概略的に示している。ステップ８０において
、試料キャリヤは、試料キャリヤを収容するための装置に設けられた開口に配置される。
次に、ステップ８５において、蓋は、開口が開放している位置から、開口が閉鎖される位
置へ移動させられる。この移動の間、蓋は、試料キャリヤをカッタと係合させ、これによ
り、試料キャリヤの切断が行われる。切断が行われると、開口を通って装置から延出した
試料キャリヤの部分を破断して除去することができる。
【００６２】
　上記実施の形態は、発明を限定するのではなく、例示するものであり、当業者は、添付
の請求項の範囲から逸脱することなく多くの択一的な実施の形態を構成することができる
であろう。請求項において、括弧の間に配置された符号は、請求項を限定するものである
と解釈すべきではない。「含む」との記載は、請求項に列挙されたエレメント又はステッ
プ以外のエレメント又はステップの存在を排除しない。単数で示したエレメントは、複数
のこのようなエレメントの存在を排除しない。複数の手段を列挙したシステム請求項にお
いて、複数のこれらの手段を、コンピュータ読取り可能なソフトウェア又はハードウェア
の１つの同じアイテムによって具体化することができる。互いに異なる従属請求項に記載
された手段は、これらの手段の組合せを有利に用いることができないことを示していない
。
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