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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２００μＬ以下の量の被撹拌液が収容され且つ１．５ｍｍ以下の深さを有する収容部を
有する被振動部と、
　電流の流れるコイルが磁界によって受ける力を動作原理として、上下方向に沿って振動
して、被撹拌液を撹拌する振動を付与するボイスコイルモータと、
　前記ボイスコイルモータに支持され、且つ、前記被振動部に対して点接触可能に構成さ
れて、前記ボイスコイルモータの振動を前記収容部に伝達する振動伝達部と、
　前記ボイスコイルモータを振動させる制御手段であって、前記被振動部の共振周波数を
中心として所定の周波数範囲で周波数を変動させながら、前記ボイスコイルモータを振動
させる前記制御手段と、
　を備えたことを特徴とする溶液撹拌装置。
【請求項２】
　前記被振動部の１次または２次の共振周波数に基づいた前記周波数範囲で変動させなが
ら、前記ボイスコイルモータを振動させる前記制御手段、
　を備えたことを特徴とする請求項１に記載の溶液撹拌装置。
【請求項３】
　被撹拌液を撹拌する場合に、予め設定された第１の振幅の振動を付与すると共に、前記
ボイスコイルモータを起動する場合に、前記第１の振幅よりも振幅の小さい第２の振幅ま
で第１の立上り時間で上昇させた後、前記第２の振幅から前記第１の振幅まで前記第１の
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立上り時間よりも短時間の第２の立上り時間で上昇させる前記制御手段、
　を備えたことを特徴とする請求項１または２に記載の溶液撹拌装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、試薬や検体液などの被撹拌液を撹拌する溶液撹拌装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、実験や分析などが行なわれる実験室において試薬などを撹拌する装置として
は、ボルテックスミキサーやマグネチックスターラーが知られている。ボルテックスミキ
サーは、回転する回転部を有しており、例えば、被撹拌液が収容された試験管の底部が、
前記回転部に押し当てられることで、試験管が揺さ振られ試験管内の被撹拌液が撹拌され
る。また、マグネチックスターラーでは、例えばビーカーに対して、被撹拌液と共に棒状
の撹拌子を収容させ、ビーカーの底部から、磁力で、遠隔的に撹拌子を回転させることで
、被撹拌液を撹拌する。すなわち、従来のボルテクスミキサーやマグネチックスターラー
では、回転する部材の回転力を利用して、被撹拌液を撹拌している。
【０００３】
　一方、回転する部材を用いずに被撹拌液を撹拌する構成も知られており、以下の特許文
献１、２に記載の技術が知られている。
　特許文献１としての特開２００１－３２７８４６号公報には、台座（３）の上部に、上
下方向に振動するピエゾ素子で構成された振動部（２）が支持され、さらに、振動部（２
）の上部に対して板状の支持部（１）が支持され、支持部（１）上の表面（１０）に液滴
（Ａ）が支持される構成が記載されている。特許文献１では、ピエゾ素子の振動周波数を
一方向に掃引して、液滴（Ａ）を振動させており、液滴（Ａ）に、表面張力波の共振を引
き起こして、液滴（Ａ）を撹拌することが記載されている。特許文献１において、液滴（
Ａ）は表面（１０）に対して接触角が７０°以上であり、液滴（Ａ）は５μＬの構成が記
載されている。
【０００４】
　特許文献２としての特許第３８７９６７６号公報には、複数のウエル（７ａ）を有する
マイクロタイタープレート（７）が載置テーブル（６）に支持され、下方の振動アクチュ
エータ（２２）の振動が、板ばね部材（２３）を介して載置テーブル（６）に伝達される
構成が記載されている。特許文献２では、振動アクチュエータ（２２）の振動周波数を徐
々に上げてマイクロタイタープレート（７）等に共振を起こしており、マイクロタイター
プレート（７）内の溶媒と化合物の溶解を促進している。なお、特許文献２では、振動ア
クチュエータ（２２）の出力端（２２ａ）は水平方向に延びており、出力端（２２ａ）に
対して上下方向に延びる板ばね部材（２３）が支持され、板ばね部材（２３）の上端が載
置テーブル（６）に支持されている。よって、特許文献２では、振動アクチュエータが振
動する場合に、出力端（２２ａ）や、板バネ部材（２３）、載置テーブル（６）は水平方
向に振動する構成であり、マイクロタイタープレート（７）は振動の伝達される方向に対
して横に振動する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－３２７８４６号公報（「００１２」、「００１８」、「０
０１９」、図１）
【特許文献２】特許第３８７９６７６号公報（「００２１」～「００３６」、図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　マグネチックスターラーでは、撹拌子を被撹拌液に入れて回転させる。したがって、容
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器が浅い場合には、撹拌子が回転した場合に液が飛び散り易い。また、容器が浅い場合に
は、そもそも撹拌子を容器内に配置できない場合もある。したがって、マグネチックスタ
ーラーは、浅い容器の液の撹拌には適さない。
　また、ボルテックスミキサーでは、回転部が重力方向に延びる軸を中心として回転して
おり、回転部が接触する容器は水平方向に揺さ振られる。このとき、容器内では、被撹拌
液が遠心力で外周側に偏ったり、側壁に当たったりし易い。よって、浅い容器を使用する
場合、ボルテックスミキサーでは、被撹拌液が飛び散る恐れがある。
【０００７】
　さらに、特許文献２には、振動アクチュエータ（２２）の振動により、マイクロタイタ
ープレート（７）を振動させて液を撹拌する構成が記載されている。しかしながら、特許
文献２のマイクロタイタープレート（７）は横に振動し、水平方向に振動する。よって、
液も水平方向に振られ易く、マイクロタイタープレート（７）には深さがないと液が飛び
散る恐れがある。
　したがって、従来の回転力を利用した撹拌装置や、特許文献２に記載の構成では、浅い
容器に収容された液を撹拌するのに適していない。
【０００８】
　一方、特許文献１には、ピエゾ素子を重力方向に振動させて、板部材上の液滴を撹拌す
る構成が記載されている。しかしながら、ピエゾ素子では、一般に生じる振幅が小さい。
ここで、本願発明者らの実験によると振動の振幅が小さ過ぎる場合には、被撹拌液が流動
し難いという問題が確認されている。そもそも、特許文献１では、接触角が７０°以上の
液滴が対象とされており、５μＬの液滴が撹拌されている。よって、特許文献１の構成を
、例えば１００μＬの液を撹拌する構成に単純に適用することは困難である。
【０００９】
　本発明は、２００μＬ以下の量の被撹拌液を１．５ｍｍ以下の深さを有する収容部にお
いて撹拌することを技術的課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記技術的課題を解決するために、請求項１に記載の発明の溶液撹拌装置は、
　２００μＬ以下の量の被撹拌液が収容され且つ１．５ｍｍ以下の深さを有する収容部を
有する被振動部と、
　電流の流れるコイルが磁界によって受ける力を動作原理として、上下方向に沿って振動
して、被撹拌液を撹拌する振動を付与するボイスコイルモータと、
　前記ボイスコイルモータに支持され、且つ、前記被振動部に対して点接触可能に構成さ
れて、前記ボイスコイルモータの振動を前記収容部に伝達する振動伝達部と、
　前記ボイスコイルモータを振動させる制御手段であって、前記被振動部の共振周波数を
中心として所定の周波数範囲で周波数を変動させながら、前記ボイスコイルモータを振動
させる前記制御手段と、
　を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の溶液撹拌装置において、
　前記被振動部の１次または２次の共振周波数に基づいた前記周波数範囲で変動させなが
ら、前記ボイスコイルモータを振動させる前記制御手段、
　を備えたことを特徴とする。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の溶液撹拌装置において、
　被撹拌液を撹拌する場合に、予め設定された第１の振幅の振動を付与すると共に、前記
ボイスコイルモータを起動する場合に、前記第１の振幅よりも振幅の小さい第２の振幅ま
で第１の立上り時間で上昇させた後、前記第２の振幅から前記第１の振幅まで前記第１の
立上り時間よりも短時間の第２の立上り時間で上昇させる前記制御手段、
　を備えたことを特徴とする。
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【発明の効果】
【００１３】
　請求項１に記載の発明によれば、本発明の構成を有しない場合に比べて、２００μＬ以
下の量の被撹拌液を１．５ｍｍ以下の深さを有する収容部において短時間で撹拌すること
ができる。
　請求項２に記載の発明によれば、３次以上の共振の場合に比べて、ボイスコイルモータ
を振動させる周波数を低くし易く、被撹拌液を振動に追従させ易くすることができる。
　請求項３に記載の発明によれば、第１の振幅まで一気に上げる場合に比べて被撹拌液の
飛び散りを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は本発明の実施例１の溶液撹拌装置の説明図であり、図１Ａは全体説明図、
図１Ｂは上方から見た場合に対応しチップカセットを有する被振動部に振動伝達部が接触
する位置の説明図である。
【図２】図２は本発明の実施例１の溶液撹拌装置に関して溶液撹拌装置のボイスコイルモ
ータを振動させる周波数と溶液撹拌装置で振動モードが生じる共振周波数との説明図であ
る。
【図３】図３は実験例１の説明図であり周波数と振幅の測定結果の説明図である。
【図４】図４は実験例２と実験例３の説明図であり、図４Ａは実験例２のチップカセット
の配置位置の説明図、図４Ｂは点接触でチップカセットを振動させた場合の説明図、図４
Ｃは面接触でチップカセットを振動させた場合の比較の説明図、図４Ｄは実験例３のチッ
プカセットの配置位置の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に図面を参照しながら、本発明の実施の形態の具体例（以下、実施例と記載する）を
説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。
　なお、以後の説明の理解を容易にするために、図面において、前後方向をＸ軸方向、左
右方向をＹ軸方向、上下方向をＺ軸方向とし、矢印Ｘ，－Ｘ，Ｙ，－Ｙ，Ｚ，－Ｚで示す
方向または示す側をそれぞれ、前方、後方、右方、左方、上方、下方、または、前側、後
側、右側、左側、上側、下側とする。
　また、図中、「○」の中に「・」が記載されたものは紙面の裏から表に向かう矢印を意
味し、「○」の中に「×」が記載されたものは紙面の表から裏に向かう矢印を意味するも
のとする。
　なお、以下の図面を使用した説明において、理解の容易のために説明に必要な部材以外
の図示は適宜省略されている。
【実施例１】
【００１６】
　図１は本発明の実施例１の溶液撹拌装置の説明図であり、図１Ａは全体説明図、図１Ｂ
は上方から見た場合に対応しチップカセットを有する被振動部に振動伝達部が接触する位
置の説明図である。
　図１において、実施例１の溶液撹拌装置１は、電流の流れるコイルが磁界によって受け
る力を動作原理として、上下方向に沿って振動可能なボイスコイルモータ２を有する。実
施例１のボイスコイルモータ２は上下に延びる円柱状に形成されており、円形の中心部に
振動源本体が配置されている。実施例１のボイスコイルモータ２では、振動源本体が上下
方向に移動可能に支持されている。振動源本体にはコイルが巻かれており、コイルは通電
可能に構成されている。前記振動源本体は、水平方向に沿った向きを有する磁界中に配置
されている。ここで、フレミング左手の法則により、電流の流れるコイル部分が、磁界に
よって受ける力の向きは、電流が流れる方向に直交し、且つ、磁界の方向に直交する向き
となる。よって、実施例１のボイスコイルモータ２では、コイルに電流が流れると、コイ
ルには上下方向に沿った力が作用し、振動源本体が上下方向に振動することになる。
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　ボイスコイルモータ２の上部中央には、振動伝達部の一例として、上方に向かって延び
る延長筒３が支持されている。延長筒３は、ボイスコイルモータ２に支持される下方の円
筒部３ａと、前記円筒部３ａの上方に形成され且つ上方に行くに連れて径が小さくなる接
触部３ｂと、を有する。
【００１７】
　延長筒３の上方には、前記ボイスコイルモータ２により振動が付与される被振動部１１
が配置されている。被振動部１１は、被撹拌液Ｌが収容されるチップカセット１２と、チ
ップカセット１２が着脱可能に支持されるホルダ１３と、を有する。
　容器の一例としてのチップカセット１２は、被撹拌液Ｌが収容されるカセット本体１４
を有する。カセット本体１４の下部には、正四角板状の底部１５が形成されている。なお
、実施例１では、底部１５が正四角板状の構成を例示したが、これに限定されない。例え
ば、底部１５は、円形板状、長方形板状など、任意の形の板状にすることが可能である。
底部１５の上面には、重心位置に対応して、収容部の一例としての撹拌部１６が形成され
ている。実施例１の撹拌部１６は、底部１５上面に対して凹んだ円形形状に形成されてい
る。撹拌部１６は、底部１５上面からの深さｈが１．５［ｍｍ］以下に設定されている。
撹拌部１６の底面は親水性に処理されている。
【００１８】
　撹拌部１６には、２００［μＬ］以下の被撹拌液Ｌが収容可能に構成されている。特に
、撹拌部１６には、５０［μＬ］～１５０［μＬ］の被撹拌液Ｌが好適に収容可能である
。撹拌部１６には、被撹拌液Ｌとして、試薬と試薬の対象液や、検体液、洗浄液、抗体試
薬、発光試薬等、任意の撹拌対象の液が収容可能である。
　なお、実施例１では、撹拌部１６は凹んだ構成を例示したが、これに限定されない。例
えば、底部１５上面に、円環状に疎水部を形成して、疎水部の内側を撹拌部とすることも
可能である。すなわち、深さｈを０［ｍｍ］とすることが可能であり、撹拌部１６は、深
さｈを、０［ｍｍ］≦ｈ≦１．５［ｍｍ］に設定可能である。なお、疎水部に関しては、
例えば、特開２０１３－２４６０５号公報等に記載の構成を適用可能であるため、詳細な
説明は省略する。なお、２００［μＬ］は撹拌部の容量である。また、被撹拌液Ｌの表面
張力や粘性などの液性によっては、１５０［μＬ］以上では溢れ易い場合があり、５０［
μＬ］以下では量が少な過ぎて撹拌され難い場合があった。
【００１９】
　底部１５の上下左右には、上方に向かって延びる容器壁１７が支持されている。底部１
５と、撹拌部１６と、容器壁１７とにより、実施例１のカセット本体１４が構成されてい
る。なお、実施例１では、容器壁１７の上端には、カセット本体１４の上方を覆うカバー
１８が支持されている。カバー１８には、撹拌部１６の上方に対応して、被撹拌液Ｌの供
給口１８ａが形成されている。カセット本体１４と、カバー１８とにより、実施例１のチ
ップカセット１２が構成されている。なお、実施例１のチップカセット１２の底部１５と
カバー１８は透明部材で構成されており、被撹拌液Ｌの状態を外部から観察可能に構成さ
れている。ここで、実施例１では、底部１５とカバー１８の両方ともが透明部材である構
成を例示したが、これに限定されない。例えば、底部１５を透明部材で構成し、カバー１
８は非透明の部材で構成するなど、片方のみを透明部材で構成することが可能である。ま
た、外部から観察しない場合などには、底部１５とカバー１８の両方ともを非透明の部材
で構成することも可能である。
【００２０】
　図１において、容器の保持部の一例としてのホルダ１３は、チップカセット１２の下面
を支持する板状の温調部２１と、チップカセット１２の外周形状に対応して配置された側
壁部２２とを有する。よって、チップカセット１２がホルダ１３に装着された場合、チッ
プカセット１２は、温調部２１と側壁部２２とに接触した状態で保持される。温調部２１
は、例えば、高抵抗導電性ポリマーをポリイミドフィルムで挟んだサンドイッチ構造によ
り構成することが可能であり、外部から電力が供給されて発熱可能に構成されている。す
なわち、温調部２１により、チップカセット１２が予め設定された温度、例えば３８度に
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保持され、内部の被撹拌液Ｌの反応を促進可能に構成されている。
【００２１】
　なお、温調部としては、例示した温調部２１に限定されず、任意の温調の構成を使用可
能である。例えば、アルミブロックの底面に発熱体を貼り付けて温調部２１とし、チップ
カセット１２がホルダ１３に装着された場合に、チップカセット１２の底面が当該発熱ア
ルミブロックに接触することで、チップカセット１２内の被撹拌液Ｌを加温する構成も可
能である。なお、アルミブロックの熱容量に応じた余熱の効果を加温の補助に利用するこ
とも可能である。
【００２２】
　また、温調部２１はホルダ１３に固定支持された構成に限定されず、温調部２１をホル
ダ１３に対して接近離間可能にする構成も可能である。例えば、温調部２１を発熱アルミ
ブロックで構成し、ホルダ１３の下部には温調部２１に替えて開口を設ける。そして、加
温時には当該発熱アルミブロックをホルダ１３に接近させ開口を介してチップカセット１
２の底面に接触させると共に、加温しないときは当該発熱アルミブロックをチップカセッ
ト１２の底面から離間させるような構成も想到できる。よって、アルミブロックなどを離
間させることで、ホルダ１３に支持させたままチップカセット１２を下方から観察可能に
することも考えられる。
　チップカセット１２と、ホルダ１３とにより、実施例１の被振動部１１が構成されてい
る。
【００２３】
　ここで、実施例１では、被振動部１１と延長筒３とは接触した状態で保持される。この
とき、接触部３ｂは上方に凸の形状であり、温調部２１の下面は平面形状である。したが
って、温調部２１に対して延長筒３は点接触する。特に、実施例１では、図１Ｂに示すよ
うに、点接触の位置Ｐ１が、チップカセット１２の撹拌部１６の中心位置に対応して設定
されている。よって、実施例１の被振動部１１には、位置Ｐ１から振動が伝達される。
【００２４】
　溶液撹拌装置１は、ボイスコイルモータ２を制御する制御部Ｃを有する。
　制御部Ｃは、外部との信号の入出力等を行う入出力インターフェースＩ／Ｏや、必要な
処理を行うためのプログラムおよび情報等が記憶されたＲＯＭ：リードオンリーメモリ、
必要なデータを一時的に記憶するためのＲＡＭ：ランダムアクセスメモリ、ＲＯＭ等に記
憶されたプログラムに応じた処理を行うＣＰＵ：中央演算処理装置等を有する。したがっ
て、実施例１の制御部Ｃは、情報処理装置、いわゆるコンピュータにより構成されている
。よって、制御部Ｃは、ＲＯＭ等に記憶されたプログラムを実行することにより種々の機
能を実現することができる。
【００２５】
　実施例１の制御部Ｃは、ボイスコイルモータ２を振動させる制御手段の一例としての撹
拌手段Ｃ１を有する。
　撹拌手段Ｃ１は、振幅の制御手段Ｃ１ａと、周波数の制御手段Ｃ１ｂとを有する。撹拌
手段Ｃ１は、被振動部１１の共振周波数に基づき且つ予め設定された周波数範囲Ａで変動
させながら、ボイスコイルモータ２を振動させる。実施例１の撹拌手段Ｃ１は、正弦波を
出力するファンクションジェネレータやアンプ等を含む図示しない駆動回路を介して、ボ
イスコイルモータ２を振動させる。
　振幅の制御手段Ｃ１ａは、ボイスコイルモータ２の振動の振幅を制御する。実施例１の
振幅の制御手段Ｃ１ａでは、振幅を、撹拌開始（０［Ｖｐｐ］）から１０［Ｖｐｐ］まで
、立上り時間Ｔｒ＝１０［秒］で上昇させ、１０［Ｖｐｐ］から２０［Ｖｐｐ］まで、立
上り時間Ｔｒ＝２［秒］で上昇させる。以降の撹拌中は振幅を２０［Ｖｐｐ］で保持する
。
【００２６】
　図２は本発明の実施例１の溶液撹拌装置に関して溶液撹拌装置のボイスコイルモータを
振動させる周波数と溶液撹拌装置で振動モードが生じる共振周波数との説明図である。
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　図２に関し、理論的には、振動系に振動モードを生じさせる共振周波数は、振動系の質
量の増加に伴って低くなる。
　すなわち、ボイスコイルモータ２により振動する振動系において、チップカセット１２
がセットされていない場合に、１次モードの共振周波数がｆ１であり、２次モードの共振
周波数がｆ２であるとする。このとき、ボイスコイルモータ２にチップカセット１２がセ
ットされて振動系の質量が増加すると、各振動モードの共振周波数ｆ１，ｆ２は周波数が
低くなる方向に原則シフトする。すなわち、図２において、チップカセット１２がセット
される前の実線に対応する共振周波数ｆ１，ｆ２から、チップカセット１２がセットされ
た後の一点鎖線で示される共振周波数ｆ１′，ｆ２′に原則シフトする。
【００２７】
　ここで、周波数の制御手段Ｃ１ｂは、ボイスコイルモータ２の振動の周波数を制御する
。すなわち、周波数の制御手段Ｃ１ｂは、周波数範囲Ａで振動の周波数を変動させる。前
記周波数範囲Ａは、被振動部１１の共振周波数に基づいて設定される。実施例１の周波数
範囲Ａは、被振動部１１の低次の共振周波数に基づいて設定される。
【００２８】
　具体的には、実施例１では、被振動部１１に２次の振動モード、いわゆる、２次モード
を生じさせる共振周波数ｆ２′を含む周波数範囲Ａに設定される。周波数範囲Ａは、実験
により設定される。実施例１では、周波数範囲Ａとして、２次モードの共振周波数５２［
Ｈｚ］を中心として、上下に５［Ｈｚ］広がった周波数の範囲が設定されている。周波数
の制御手段Ｃ１ｂは、周波数を、５２［Ｈｚ］を中心として、上限１秒、下限２秒の間隔
で、±５［Ｈｚ］の範囲で変調させる。すなわち、実施例１の周波数の制御手段Ｃ１ｂは
、周波数を４７～５７［Ｈｚ］の範囲で変調させる際に、１秒～２秒の周期で変調させる
。
【００２９】
　なお、実施例１で設定された中心周波数５２［Ｈｚ］と変調範囲±５［Ｈｚ］といった
具体的な数値は、例示した値に限定されない。したがって、形状や材質などの構成が異な
るチップカセットであれば、中心周波数、変調範囲などは変更可能である。すなわち、実
施例１の周波数の制御手段Ｃ１ｂでは、使用される設定値がチップカセットの重量と形状
によって最適値に補正できるように、図示しないソフトウェアを実行することで簡単に変
更可能に構成されている。
【００３０】
（実施例１の作用）
　前記構成を備えた実施例１の溶液撹拌装置１では、溶液の一例としての２００［μＬ］
以下の被撹拌液Ｌが、撹拌部１６に収容された状態で、チップカセット１２がホルダ１３
に装着される。ここで、チップカセット１２の撹拌部１６の深さｈは１．５［ｍｍ］以下
に設定されている。また、被撹拌液Ｌが接する撹拌部１６の底面は親水性に処理している
ので、被撹拌液Ｌは、深さ方向の厚みが１．５［ｍｍ］以下程度になり易く、いわば、薄
層状の液形態で撹拌部１６に支持されている。よって、実施例１の溶液撹拌装置１には、
薄層状の被撹拌液Ｌがセットされる。そして、溶液撹拌装置１では、撹拌開始の入力があ
ると、撹拌手段Ｃ１がボイスコイルモータ２を制御してボイスコイルモータ２を上下方向
に振動させる。
【００３１】
　このとき、上方の被振動部１１には、延長筒３を介して、上下方向に沿った振動が伝達
される。よって、上下方向の振動に基づいて被振動部１１が振動する。この際に、ボイス
コイルモータ２の周波数は、予め設定された前記周波数範囲Ａで周期的に変調される。こ
こで、実施例１のチップカセット１２は略板状の扁平な構成である。よって、チップカセ
ット１２が振動する場合には曲げの振動だけではなく捻りの振動も含む振動が生じ易い。
したがって、捻り方向にも振動する振動モードの作用により、チップカセット１２内の薄
層状の被撹拌液Ｌが撹拌される。
【００３２】
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　ここで、実施例１の溶液撹拌装置１では周波数が変調されている。よって、被振動部１
１は、振動モードが生じたり解消されたりしながら振動する。本願発明者らの実験によれ
ば、ボイスコイルモータ２を共振周波数のみで制御すると、被撹拌液Ｌの撹拌が進み難い
場合が確認された。これは、共振周波数により生じる振動モードでは、いわゆる腹の位置
では液が大きく振動するが、節の位置では液が振動し難いからではないかと考えられる。
よって、共振周波数に固定した制御では、腹と節の位置が固定され、いわゆる定常波（定
在波）が生じ、液の流動する範囲が制限され易い。これに対して、周波数が変調される実
施例１では、定常波の腹や節の位置が変化して行き、変調されない場合に比べて被撹拌液
Ｌが混ざり易くなっているものと考えられる。
【００３３】
　また、例えば、片持ちの梁などでは、捻りを有さない曲げのみの振動モードが生じるこ
とが知られているが、曲げのみの振動モードでは、捻りを有する振動モードに比べて、共
振時の振動波形が単純になり易い。つまり、曲げの振動モードで被撹拌液Ｌを撹拌しよう
としても、上下方向など、振幅方向が一つの方向に偏り易くて、撹拌に時間が掛かる恐れ
がある。これに対して、捻り方向にも振動する振動モードでは、上下方向に対して捻る方
向の振動が加わり、被撹拌液Ｌを撹拌させる方向の力が作用し易くなる。よって、被振動
部１１に対して捻り方向にも振動する振動モードを含む実施例１では、曲げのみの振動モ
ードに比べて、撹拌され易くなっている。
【００３４】
　また、実施例１の振動モードは低周波数の２次モードである。ここで、一般に、高次の
振動モードになればなるほど、周波数が高くなって振動の変化が早くなる。また、高次に
なると、被振動部１１では、腹や節などが増加して被振動部１１の剛性が抵抗として作用
し易く、振幅も小さくなる。したがって、被撹拌液Ｌが十分には追従し難く、かつ、被撹
拌液Ｌを撹拌するに足るエネルギーがないため、被撹拌液Ｌの流動や撹拌が不十分となる
恐れがある。よって、低次の振動モードの方が撹拌には望ましいと考えられる。すなわち
、高次の振動モードに比べて、２次などの低次の振動モードの方が撹拌には望ましく、低
次であるほどより好ましい。
【００３５】
　なお、後述する実験によると、実施例１の１次モードの共振周波数ｆ１′では、撹拌が
進み難いことが確認された。ここで、実験では、チップカセット１２の取り付け前後の１
次モードの共振周波数ｆ１,ｆ１′が、チップカセット１２の取り付け前後で、ほとんど
シフトしていない。よって、１次モードの共振周波数ｆ１′は、振動モジュールのみの共
振周波数ｆ１に対応する共振周波数であり、大きく振動はしたが、被振動部１１の共振周
波数には基づいていないため撹拌が進みにくかったものと考えられる。
【００３６】
　また、実施例１では、上下方向の振動を伝達して被振動部１を振動させている。ここで
、従来のボルテックスミキサーなどの撹拌装置では、回転力など、水平方向に沿った横方
向の振動で液を撹拌している。しかしながら、薄層状の液では、粘性や表面張力の影響を
受け易く、底面に沿った振動では流動し難くて撹拌され難い。したがって、薄層状の被撹
拌液Ｌを流動させるには振動力を大きくする必要があって、従来の構成では、被撹拌液Ｌ
が遠心力で一方に偏り続けてしまって撹拌されなかったり、容器の壁に当たって液が飛び
散ったりする問題があった。これに対して、上下方向に沿った振動が伝達される実施例１
では、底面に沿った振動が作用する場合に比べて、液が撹拌部１６から側方に出難くなっ
ている。
【００３７】
　そのうえ、実施例１では、振幅は、撹拌開始の入力があった場合に、最初から目標値で
ある２０Ｖｐｐに短時間（Ｔｒ＝２秒）で上昇させるのではなく、１０［Ｖｐｐ］まで比
較的ゆっくり（Ｔｒ＝１０秒）と上昇させる。実験の結果、短時間で、撹拌可能な目標値
まで上昇させると、試薬等が飛び散ったりすることがあったが、比較的ゆっくり行うと、
試薬の飛び散りが防止できた。
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　したがって、実施例１では、飛び散りが抑制された状態で撹拌され易くなっている。
【００３８】
　また、実施例１では、延長筒３がホルダ１３の温調部２１に点接触している。ここで、
延長筒３を省略する場合には、ボイスコイルモータ２の上面が温調部２１に面接触する構
成となり易い。面接触では、ミクロに見ると面上の一点で接触すると考えられ、面の公差
や振動時の傾斜のバラツキにより、ボイスコイルモータ２と被振動部１１との接触位置は
バラつき易い。よって、被振動部１１の振動が安定せず、撹拌が不安定になる恐れがある
。これに対して、実施例１では、延長筒３を介して点接触で振動が伝達される。したがっ
て、被振動部１１に対して、定まった位置で振動が伝達され易い。よって、実施例１では
、被振動部１１に安定して振動モードを生じさせ易くなっている。
【００３９】
　なお、実施例１では、ボイスコイルモータ２は、いわゆる、可聴音域の周波数で制御さ
れている。ここで、超音波、すなわち、ｋＨｚやＭＨｚオーダの高周波の振動源で実験を
行ったが撹拌されなかった。これは、原因は不明であるが、波長が短か過ぎたり、振幅が
小さ過ぎて、液が流動し難いためではないかと考えられる。
　また、可聴音域の周波数の振動を、スピーカを用いて非接触、すなわち、気体や液体を
介して伝達する場合には振動が被振動部に十分伝達できず撹拌ができなかった。
【００４０】
（実験例１）
　次に、実施例の効果を確認するための実験を行った。
　実験例１では、ボイスコイルモータ２として、直径１１５φ[mm]、定格最大入力が２０
［Ｗ］の振動モジュールを使用した。なお、振動モジュールとは、スピーカと動作原理も
構成、構造も基本的には同様に構成された振動機構であり、振動モジュールの中心部に配
置したボイスコイルモータに、振動平板が固定された振動機構である。すなわち、スピー
カでは、中心部に配置されたボイスコイルモータには、コーン紙が固定されるが、振動モ
ジュールでは、コーン紙に替えて振動平板が固定されている。そして、実験例１では、前
記振動モジュールを使用して、周波数［Ｈｚ］と振幅［ｍｍＰ－Ｐ］との関係を測定した
。また、振動モードが生じる周波数において撹拌実験を行なった。
【００４１】
　具体的には、振動モジュールの下方に３つの防振インシュレータを配置し、振動モジュ
ールを３点支持した。また、振動モジュールの上面中央部に対向して上方の位置にレーザ
変位計を配置し、レーザ変位計により、振動の変位、すなわち、振幅を測定した。測定は
、チップカセット１２を取り付けない場合と、チップカセット１２を取り付けた場合とに
ついて行った。なお、チップカセット１２を取り付ける場合には、延長筒３に相当する棒
状部材の一例としてのポールを振動モジュールの上面中央部に固定し、ポールの先端部に
ホルダおよびチップカセットを支持させた。
【００４２】
　図３は実験例１の説明図であり周波数と振幅の測定結果の説明図である。
　図３の実線で示すように、チップカセット１２を振動モジュールに取り付けない場合に
は、周波数が１５［Ｈｚ］の場合に大きい振幅が生じて１次モードが確認された。また、
周波数が６０［Ｈｚ］の場合に大きい振幅が生じて２次モードが確認された。
　一方、チップカセット１２を振動モジュールに取り付けた場合には、図３の一点鎖線で
示すように、周波数が１５［Ｈｚ］の場合に大きい振幅が生じ、１次モードが確認された
。また、周波数が５２［Ｈｚ］の場合に大きい振幅が確認され、２次モードが確認された
。したがって、チップカセット１２が取り付けられ、振動系の質量が増加した場合に、低
次の２次モードの共振周波数が、周波数が低くなる方向にシフトしたことが確認された。
なお、１次モードの共振周波数１５［Ｈｚ］は、チップカセット１２の取り付け前後でほ
とんどシフトしていないことが確認された。よって、１次モードの共振周波数１５［Ｈｚ
］は、周波数がほとんどシフトしていないことから、チップカセット１２ではなく振動モ
ジュールの共振周波数に対応する共振周波数であると考えられる。
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【００４３】
　次に、特定された振動モードの周波数に基づいて振動モジュールを制御して撹拌実験を
行った。撹拌実験では、チップカセット１２に１００［μＬ］の純水を注入し、マーカと
して絵の具を数滴垂らした。
　２次モードの共振周波数５２［Ｈｚ］に対応させて、４７～５７［Ｈｚ］の範囲で変調
しながら振動モジュールを制御したところ、１０秒以下で撹拌された。また、純水の量を
７０［μＬ］にして同様の撹拌実験を行ったところ、１０秒以下で撹拌された。このとき
、捻り方向にも振動していた。しかしながら、１次モードの共振周波数１５［Ｈｚ］に基
づいた周波数範囲で撹拌実験を行ったところ、チップカセット内で液の流動が確認できず
、撹拌には至らなかった。ここで、１次モードの共振周波数１５［Ｈｚ］は、振動モジュ
ールの共振周波数に対応する共振周波数であり、そのため、１次モードでは、振動モジュ
ールの振動が支配的となり、チップカセット１２が共振し難いため、液が撹拌には至らな
かったものと考えられる。
【００４４】
（実験例２）
　図４は実験例２と実験例３の説明図であり、図４Ａは実験例２のチップカセットの配置
位置の説明図、図４Ｂは点接触でチップカセットを振動させた場合の説明図、図４Ｃは面
接触でチップカセットを振動させた場合の比較の説明図、図４Ｄは実験例３のチップカセ
ットの配置位置の説明図である。
　図４Ａ、図４Ｂにおいて、実験例２では、実験例１と同様に、直径１１５φ[mm]、定格
最大入力２０［Ｗ］の振動モジュールを使用した。また、薄いアルミ板１３′の上方にチ
ップカセット１２を固定し、振動モジュールからの振動を点接触でアルミ板１３′の下面
中央部に伝達する構成とした。実験例２では、オシロスコープを使用して、振動モジュー
ルへの振幅入力を確認した。
【００４５】
　図４Ａ、図４Ｂにおいて、実験例２では、チップカセット１２に１００［μＬ］の純水
Ｌ１を注入した。また、純水Ｌ１中には、マーカＬ２として絵の具を１～２滴、垂らした
。そして、振動モジュールを制御して振動させた。このとき、振幅は、撹拌開始（０［Ｖ
ｐｐ］）から１０［Ｖｐｐ］まで、立上り時間Ｔｒ＝１０［秒］で上昇させ、且つ、１０
［Ｖｐｐ］から２０［Ｖｐｐ］まで、立上り時間Ｔｒ＝２［秒］で上昇させた。以降の撹
拌中は、振幅を２０［Ｖｐｐ］で保持した。このとき、周波数は予め設定された周波数範
囲４７～５７[Ｈｚ]で変調させた。
【００４６】
　図４Ｂにおいて、振動モジュールの入力を開始してから、２０秒から３０秒後に、マー
カＬ２が純水Ｌ１全体に広がり純水Ｌ１全体とマーカＬ２が撹拌されたことが確認された
。ここで、振幅を、立上り時間Ｔｒ＝１０［秒］で、撹拌開始（０［Ｖｐｐ］）から、撹
拌可能な目標値の振幅２０［Ｖｐｐ］まで一気に上昇させた場合には、純水Ｌ１の跳ね上
がりや、飛び散りの問題が生じた。また、最大振幅を１０［Ｖｐｐ］とした場合には、撹
拌されなかった。なお、振幅が２０［Ｖｐｐ］を超える出力は、ＶＣＭ駆動回路の定格を
超えるため確認していないが、問題なく撹拌されるものと推察される。
【００４７】
　なお、実験例２に対する比較の実験も行なった。比較の実験では、振動モジュールから
の振動を面接触でアルミ板１３′の下面に伝達させた点以外は実験例２と同様に行った。
図４Ｃにおいて、面接触の場合には、マーカＬ２が純水Ｌ１全体には広がらず、マーカＬ
２の混ざった一部分が固まり状にチップカセット内を移動する様子が観測された。すなわ
ち、面接触では撹拌不良が生じることが確認された。
【００４８】
（実験例３）
　図４Ｄにおいて、実験例３では、直径２０φ[mm]、定格入力２０［Ｗ］のボイスコイル
モータを使用した。そして、薄いアルミ板１３″の上には、４つのチップカセット１２を
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配置した。また、ボイスコイルモータからの振動を点接触でアルミ板１３″の下面中央部
に伝達する構成とした。
　実験例３では、各チップカセット１２には、１００［μＬ］の純水Ｌ１を注入した。ま
た、純水Ｌ１中には、マーカＬ２として絵の具を１～２滴、垂らした。そして、ボイスコ
イルモータを制御して振動させた。このとき、振幅は、撹拌開始（０［Ｖｐｐ］）から５
［Ｖｐｐ］まで、立上り時間Ｔｒ＝１０［秒］で上昇させ、且つ、５［Ｖｐｐ］から１０
［Ｖｐｐ］まで、立上り時間Ｔｒ＝２［秒］で上昇させた。以降の撹拌中は、振幅を１０
［Ｖｐｐ］で保持した。これらの点以外は、実験例２と同様にして撹拌を行ったところ、
各チップカセットにおいて純水Ｌ１全体とマーカＬ２とが撹拌されたことが確認された。
よって、複数のチップカセットを同時に撹拌可能であることが確認された。
【００４９】
（変更例）
　以上、本発明の実施例を詳述したが、本発明は、前記実施例に限定されるものではなく
、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内で、種々の変更を行うことが可能で
ある。本発明の変更例（Ｈ01）～（Ｈ08）を下記に例示する。
（Ｈ01）前記実施例において、溶液撹拌装置１では、被撹拌液Ｌが撹拌される容器として
チップカセット１２の構成を例示したが、これに限定されない。例えば、チップカセット
１２からカバー１８が省略されたカセット本体１４のみを使用して撹拌することも可能で
ある。また、カセット本体１４からさらに容器壁１７が省略された、底部１５と撹拌部１
６のみを使用して撹拌することも可能である。さらに、スライドガラスのような深さｈが
０の板状部材で被撹拌液Ｌを支持、収容して撹拌する構成も可能である。なお、例えば、
スライドガラス上で被撹拌液Ｌが撹拌された場合には、撹拌後の液を移し替えることなく
顕微鏡などで観察することが可能となる。
【００５０】
（Ｈ02）前記実施例では、低次モードの一例としての２次モードの共振周波数を含む周波
数範囲Ａでボイスコイルモータを制御する構成を例示したが、これに限定されない。振動
モードが被振動部１１に生じる共振周波数を含む周波数範囲Ａであれば、被振動部１１の
共振周波数に基づいた任意の周波数範囲Ａでボイスコイルモータ２の周波数を変調させる
構成が可能である。
（Ｈ03）前記実施例において、被振動部１１では、ホルダ１３に対してチップカセット１
２が一つ支持される構成を例示したが、これに限定されない。ホルダ１３に対して複数の
チップカセット１２が支持される構成として、複数のチップカセット１２を同時に撹拌す
る構成が可能である。
【００５１】
（Ｈ04）前記実施例において、温調部２１はホルダ１３に支持されていたり、ホルダ１３
に固定された構成を例示したが、これに限定されない。チップカセット１２の下面に発熱
体を設けると共に、ホルダ１３に発熱体に接触する電極を設け、ホルダ１３から給電して
チップカセット１２を加温する構成も可能である。
（Ｈ05）前記実施例において、延長筒３の上部の接触部３ｂが、錐状に形成されて点接触
する構成を例示したが、これに限定されず、凸の曲面状の構成など、上方に凸の任意の形
状が可能である。
【００５２】
（Ｈ06）前記実施例において、ボイスコイルモータ２とホルダ１３とが一体的に組み付け
られた溶液撹拌装置１の構成を例示したが、これに限定されない。例えば、溶液撹拌装置
１は、自動分析装置に適用された構成も可能である。すなわち、ホルダ１３は自動分析装
置においてチップカセット１２を保持して移送する構成とする。そして、ホルダ１３がボ
イスコイルモータ２の配置位置に移動した場合に、ボイスコイルモータ２や延長筒３など
をホルダ１３に接近させて接触させ、ホルダ１３に振動を伝達して被撹拌液Ｌを撹拌させ
る構成などが可能である。なお、撹拌後には、延長筒３等をホルダ１３から退避させ、延
長筒３等が離間したホルダ１３で、撹拌後のチップカセットをさらに移送させることなど



(12) JP 6575984 B2 2019.9.18

10

20

が可能となる。ここで、延長筒３は上方に凸に形成されており、ホルダ１３に対して点接
触可能である。したがって、例えば、取り付け誤差や接近移動時のがたつきなどで延長筒
３が傾斜しても、面接触の場合に比べて接触位置がずれ難く、ホルダ１３等に対して安定
した位置で振動が伝達され易い。
【００５３】
（Ｈ07）前記実施例において、例示した具体的な数値は、本願発明の作用、効果を奏する
範囲内において、装置の構成やサイズ等の設計上、使用上の違いに応じて任意の数値に変
更可能である。
（Ｈ08）前記実施例において、振動伝達部として延長筒３の構成を例示したが、これに限
定されない。例えば、棒状の部材、いわゆる、ポールをボイスコイルモータの上部中心に
固定し、ポールを介して、被振動部１１に振動を伝達させる構成も可能である。
【符号の説明】
【００５４】
１…溶液撹拌装置、
２…ボイスコイルモータ、
３…振動伝達部、
１１…被振動部、
１６…収容部、
Ｃ１…制御手段、
Ｌ…被撹拌液。

【図１】 【図２】
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