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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性基板と、
　前記絶縁性基板上に形成された、少なくとも測定極と対極とを有する電極系と、
　前記電極系の一方先端側の少なくとも測定極上に密着固定された、酵素と電子メディエ
ータとを含む反応層と、
　を有する酵素センサであって、
　前記反応層が、更に水不溶性の微細セルロース粉体及び／又は水不溶性の微細結晶セル
ロース粉体を含むことを特徴とする酵素センサ。
【請求項２】
　前記水不溶性の微細セルロース粉体及び／又は水不溶性の微細結晶セルロース粉体の添
加量が、電子メデイエータに対して１～５０重量％である、
　請求項１に記載の酵素センサ。
【請求項３】
　前記酵素がグルコースオキシターゼであり、電子メデイエータがフェリシアン化カリウ
ムである、
　請求項１または２に記載の酵素センサ。
【請求項４】
　長方形の絶縁性基板（２）と、前記基板（２）上に基板長手方向に沿って略平行に形成
された測定極と対極とを含む電極系（３）と、前記電極系の一方端部を残して前記電極系
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の形成された基板（２）上に積層された電気絶縁性のマスク層（４）と、前記マスク層（
４）上に積層された電気絶縁性のスペーサ（５）と、前記スペーサ（５）上に積層された
電気絶縁性の保護層（７）と、からなり、前記電極系（３）の一方端部を電極端子部（３
ｃ、３ｄ）とし、他方端部側に基質検知部（６）が形成された酵素センサであって、
　前記マスク層（４）は、前記基質検知部（６）に対応する位置に窓（４ａ）を有し、
　前記スペーサ（５）は、前記マスク層（４）と前記保護層（７）との間に、外部より前
記基質検知部（６）に検液を導くことができる検液吸入口（５ｂ）とこれに続く余裕空間
としての空洞部（５ａ）とが形成できる形状の切欠を有し、
　前記基質検知部（６）の少なくとも測定極の表面には、酵素と電子メディエータと水不
溶性の微細セルロース粉体及び／又は水不溶性の微細結晶セルロース粉体とを含んでなる
反応層が密着固定された構造の酵素センサ。
【請求項５】
　前記スペーサ（５）の切欠は、前記基質検知部（６）の長手方向幅の０．５～１．５倍
の入口幅を有する検液吸入口（５ｂ）を形成できる形状及び大きさである、
　請求項４に記載の酵素センサ。
【請求項６】
　前記保護層（９）の前記空洞部（５ａ）に対応する部分には、凹部（９ａ）が形成され
ており、この凹部（９ａ）によりマスク層（８）の上下方向に前記余裕空間を拡張させた
、
　請求項４に記載の酵素センサ。
【請求項７】
　前記スペーサは、先端側に１又は２以上の柱状の突起部を有し、この突起部とこの突起
部の各面にそれぞれ積層されたマスク層及び保護層とで、前記基質検知部に外部より検液
を導くことができる検液吸入口が形成されている、
　請求項４に記載の酵素センサ。
【請求項８】
　絶縁性基板上に形成された、少なくとも測定極と対極とを有する電極系と、前記電極系
の少なくとも測定極の一方先端側に密着固定された酵素と電子メディエータと水不溶性の
微細セルロース粉体及び／又は水不溶性の微細結晶セルロース粉体とを含む反応層と、を
備える酵素センサの製造方法であって、
　前記製造方法が、酵素と電子メディエータとを溶媒に溶解し且つこの溶液に水不溶性の
微細セルロース粉体及び／又は水不溶性の微細結晶セルロース粉体を分散して反応層形成
溶液となす反応層形成溶液作製工程と、
　前記反応層形成溶液をノズルを介して電極系の所定部分に供給した後、乾燥して電極系
の所定部分に反応層を密着固定する反応層固定工程と、
　を備えることを特徴とする酵素センサの製造方法。
【請求項９】
　前記反応層形成溶液の粘度を３０～８００ｍＰａ・Ｓとする、
　ことを特徴とする請求項８に記載の酵素センサの製造方法。
【請求項１０】
　請求項１ないし７の何れかに記載の酵素センサを電位走査部に着脱自在に接続するため
の酵素センサ接続部と、
　酵素センサに測定電圧を印加するための印加電圧可変機能付き電位走査部と、
　被検成分との反応により酵素センサから発せられる電流を検出するための電流検出部と
、
　電流検出部からの電気信号をＡ／Ｄ変換するとともに、酵素センサに印加する測定電圧
値をＤ／Ａ変換し電位走査部へ供給するためのマイクロコンピュータと、
　を備えた酵素センサ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、酵素を測定素子とする酵素センサ、およびこの酵素センサを組み込んだ測定装
置に関する。本発明装置は、特に医療分野における生体成分の測定に有用である。
【０００２】
【従来の技術】
酵素センサは、主に生体関連物質、例えばグルコース、アルコール、乳酸、尿酸、尿素、
蔗糖等を酵素反応を利用して簡便に定性または定量することのできる測定素子であり、基
本的には図１２に示すような構造をしている。すなわち、プラスチック等の電気絶縁性基
板２１３上に、測定極２１４と対極２１５とが近接配置され、これらの電極に酵素を担持
固定させて基質検知部となし、上記測定極２１４と対極２１５とは、それぞれリード部２
１４ａ・２１５ａを介して外部接続端子部２１４ｂ・２１５ｂに電気接続されている。ま
た、一般には測定極２１４、対極２１５、リード部２１４ａ・２１５ａ、外部接続端子部
２１４ｂ・２１５ｂを含む電極系は、保護のため外部接続用の電極端子部２１４ｂ・２１
５ｂを残して電気絶縁性フィルム２１６で被覆されている。
【０００３】
このような構造の酵素センサの最重要部分は、酵素を担持固定させた基質検知部であるが
、導電性金属からなる電極面に酵素を強力に密着固定させること容易でない。そこで、固
定力を高めるために、酵素溶液にバインダーとして親水性ポリマーを添加し、この溶液を
電極に塗布し乾燥する方法が従来より採用されている。
【０００４】
また、酵素化学反応過程における電子の授受を円滑に行わせるために、フェリシアン化カ
リウムなどの電子メデイエータ（電子受容体）を配合する技術が提案され実施されている
（特開昭４８－３７１８７号公報等）。この技術によると、酵素および電極との間の電子
移動がスムーズになるので、測定電圧を小さくすることができるとともに、測定速度を速
くすることができる。
【０００５】
また、測定に際し検液を基質検知部にまで迅速に導入するために、検液を導入するための
導入口と、検液とともに持ち込まれる空気を排出する排出口とを設けた構造が提案されて
いる（特開平１－２９１１５３号公報）。この構造であると、基質検知部が陽圧になるこ
とがないので、検液の導入を迅速に行うことができる。
【０００６】
更に、酵素センサを用い被検成分を効率良く測定する手段についても従来より種々な提案
がなされており、例えば特開昭６０－１７３４４号公報（米国特許第５，５０９，４１０
号）では、被検成分と酵素との反応を電流検知でもって測定できる回路を組み込んだ酵素
センサ装置が提案されている。この装置は、酵素センサを測定毎に使い棄てる方式であり
、このために装置本体に酵素センサを着脱自在に接続できる機構が組み込まれている。ま
た、この公報には、活性電極が支持部材上の２５ｍｍ2 未満の面積を有する印刷層を備え
、第１導電性素子および前記活性電極を第２導電性素子及び参照極から離間している電極
方式が開示されている。
【０００７】
また、特開平１１－３０４７４８号公報には、図１３に示すような酵素センサを用いて自
動測定する電気回路が開示されている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
上記の如く、酵素センサに関しては従来より既に多くの技術が提案され実施されているが
、何れも未だ改善すべき課題をを有している。従来の酵素センサにおける問題点を列記す
ると次の通りである。
【０００９】
（i)同一条件で製造された酵素センサであっても、各々のセンサの検出精度に違いがあっ
た。このため、特に使い捨て方式の酵素センサ装置において、信頼性の高い測定を行うこ
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とができなかった。具体的には、例えば同一人から採取した血中の糖量を酵素センサを変
えて測定した場合、個々の酵素センセ間で測定値に大きなバラツキが認められた。
【００１０】
(ii)また、測定感度が充分でなく、血糖値が低い人の場合においては、十分に信頼できる
値が得られなかった。
(iii) 更に、保存安定性が充分でなく、性能の経時的劣化が大きいという問題があった。
【００１１】
本発明者らは、上記問題点について鋭意検討した。その結果、性能のバラツキの程度は、
電子メディエータの種類によって大きく変動し、例えば電子メディエータとしてフェリシ
アン化カリウムや、フェロセンを用いた場合に、より大きいことを知った。また、酵素や
電子メディエータを電極に固定する親水性ポリマーの種類によっても性能バラツキの程度
が大きく変化することを知った。そして、これらの検討の過程で、意外なことに、反応性
を有せずかつ水不溶性の微細セルロース粉体を反応層に配合したところ、上記問題点が一
挙に解決することを知った。本発明はこれらの知見に基づいて完成された。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明は、絶縁性基板と、前記絶縁性基板上に形成された、少なくとも
測定極と対極とを有する電極系と、前記電極系の一方先端側の少なくとも測定極上に密着
固定された、酵素と電子メディエータとを含む反応層と、を有する酵素センサであって、
前記反応層が、更に水不溶性の微細セルロース粉体及び／又は水不溶性の微細結晶セルロ
ース粉体を含むことを特徴とする。
【００１３】
この構成によると、上記した問題点(i) ～(iii) が一挙に解決される。この理由は次のよ
うに考えられる。従来の酵素センサでは、反応層成分である酵素及び電子メディエータの
粒子サイズに大きなバラツキが認められ、また各成分の混合状態も悪い。このため、検液
に浸漬された時の酵素反応の立ち上がりにバラツキが生じ、また電子の授受が円滑になさ
れないために、電気的検知にバラツキが生じる。よって、両者が相まって測定精度のバラ
ツキを生じる。また、従来の酵素センサはバインダーとして親水性ポリマーを用いている
ため、経時的な吸湿により反応層成分が失活し易い。
【００１４】
　これに対し、反応層に水不溶性の微細セルロース粉体及び／又は水不溶性の微細結晶セ
ルロース粉体（以下、微細セルロース粉体等とする）を添加した上記構成であると、微細
セルロース粉体等が、電極と電子メディエータや、電子メディエータと酵素との直接的接
触を少なくするように作用する。よって、保存期間中の性能劣化が少なくなる。また、微
細セルロース粉体等は、水等の溶媒に溶解せず、かつ水分吸着能力が大きいという性質を
有するが、この性質が反応層の吸湿に起因する性能劣化の抑制に寄与する。
【００１５】
すなわち、酵素や電子メディエータや水溶性ポリマーは、空気中の水分を吸収すると、電
極と電子メディエータとの間で局部電池が形成されて電気化学的腐食反応が進行する。然
るに、本発明によると、微細セルロース粉体等が水分を吸収して反応層内の自由水を減少
させるように作用する。また上記したように、微細セルロース粉体等が電極と電子メディ
エータの直接的接触を少なくするように作用する。よって、両作用が相まって吸湿に起因
する性能劣化が大幅に抑制される。
【００１６】
また、繊維状の微細セルロース粉体等は、酵素粒子や電子メディエータ粒子の偏在化を防
止する。他方、微細セルロース粉体等を含む反応層は、検液に触れると迅速に膨潤し、一
次粒子にまで崩壊する。よって、反応層各成分の検液中への放出が迅速であり、その結果
として被検成分と酵素との反応が迅速かつ適正に進行する。
【００１７】
また、反応層内の微細セルロース粉体等は、繊維同士が絡み合ってネットワーク構造を形
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成しており、反応層が検液に浸漬されると、このネットワーク構造内に検液を取り込みつ
つ膨潤することになるので、酵素や電子メディエータが反応系外へ飛散しにくい。つまり
、微細セルロース粉体等のネットワーク構造が、測定感度や測定精度を向上させ、また測
定ごとに測定値がバラツクといったことを防止する。
【００１８】
更に、微細セルロース粉体等は次のような独自の作用効果を有する。すなわち、酵素セン
サの主用途は、生体成分の測定であるが、微細セルロース粉体等はこの用途における測定
において次のような作用効果を奏する。例えば全血から血漿を分離する場合、血漿中に微
量の血球が混入（無機塩類の混入もある）し、その程度は一定しない。そして、血球の混
入は測定値のバラツキ原因になる。このため、従来の酵素センサでは、被検体が血液等で
ある場合には、測定の度に浮動的な要因によって測定値が変動するという問題を有してい
た。
【００１９】
然るに、本発明酵素センサでは、反応層が検液に浸漬されると、検液と微細セルロース粉
体等の界面に弱いζ（ゼータ）電位が発生し、このζ電位が血球や無機塩類をセルロース
の表面に吸着固定して、血漿中に混入した血球や無機塩類による悪影響を軽減させる。よ
って、この種の原因に起因する測定誤差が減少する。
【００２０】
更に、従来の酵素センサでは、電子の授受が不安定であるため、両極に印加するＢＧ電圧
を高くしておく必要があり、このために低血糖領域での測定精度が悪かった。これに対し
、本発明によると、微細セルロース粉体等の作用により電子の授受が円滑迅速に行われる
ので、従来に比較しＢＧ電圧を低くでき、上記した作用効果と相まってこれが低血糖値領
域における測定精度の向上に寄与する。
【００２１】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の酵素センサにおいて、前記水不溶性の微細
セルロース粉体及び／又は水不溶性の微細結晶セルロース粉体の添加量が、電子メデイエ
ータに対して１～５０重量％であることを特徴とする。
【００２２】
微細セルロース粉体等を電子メデイエータに対し１～５０重量％の範囲で添加した場合に
おいて、上記した作用効果が一層顕著に発揮されるので、測定精度に優れ、個々間のバラ
ツキの小さい酵素センサを構成できる。
【００２３】
請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の酵素センサにおいて、前記酵素がグ
ルコースオキシターゼであり、電子メデイエータがフェリシアン化カリウムであることを
特徴とする。
【００２４】
グルコースオキシターゼ、フェリシアン化カリウム、及び微細セルロース粉体等の組み合
わせであると、微細セルロース粉体等の作用効果が十分に発揮される結果、測定精度、保
存安定性などに優れた信頼性の高い酵素センサが得られる。
【００２５】
　請求項４に記載の発明は、長方形の絶縁性基板（２）と、前記基板（２）上に基板長手
方向に沿って略平行に形成された測定極と対極とを含む電極系（３）と、前記電極系の一
方端部を残して前記電極系の形成された基板（２）上に積層された電気絶縁性のマスク層
（４）と、前記マスク層（４）上に積層された電気絶縁性のスペーサ（５）と、前記スペ
ーサ（５）上に積層された電気絶縁性の保護層（７）と、からなり、前記電極系（３）の
一方端部を電極端子部（３ｃ、３ｄ）とし、他方端部側に基質検知部（６）が形成された
酵素センサであって、
　前記マスク層（４）は、前記基質検知部（６）に対応する位置に窓（４ａ）を有し、前
記スペーサ（５）は、前記マスク層（４）と前記保護層（７）との間に、外部より前記基
質検知部（６）に検液を導くことができる検液吸入口（５ｂ）とこれに続く余裕空間とし
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ての空洞部（５ａ）とが形成できる形状の切欠を有し、前記基質検知部（６）の少なくと
も測定極の表面には、酵素と電子メディエータと水不溶性の微細セルロース粉体及び／又
は水不溶性の微細結晶セルロース粉体とを含んでなる反応層が密着固定された構造である
ことを特徴とする。
【００２６】
この構成では、電極系の一方端部を覆うことなく露出させて外部接続用の電極端子として
活用する一方、電極系の大部分をマスク層（４）で覆い保護する。また、所定形状の切欠
を有するスペーサ（５）をマスク層（４）と保護層（７）との間に介在させて、マスク層
（４）と保護層（７）との間に隙間を形成するが、この隙間が、外部より前記基質検知部
（６）に検液を導くことができる検液吸入口（５ｂ）とこれに続く余裕空間としての空洞
部（５ａ）として機能する。
【００２７】
つまり、この構成であると、保護層が蓋の役割をして基質検知部（６）を保護し、かつ外
部より検液を基質検知部に導入する導入口を確保するように作用する。そして、検液吸入
口（５ｂ）の奥に形成された空洞部（５ａ）は、検液を迅速に基質検知部（６）にまで導
入しようとするとき障害となる空気を後方に逃がす役割を担う。よって、この構造である
と、検液を円滑かつ迅速に基質検知部（６）にまで導入することができる。検液の導入が
迅速であると、基質検知部（６）における酵素化学反応が迅速かつ円滑に行われるので、
ピーク電流を検出して被検成分濃度を測定する方式の酵素センサおける測定感度や測定精
度が向上することになる。
【００２８】
なお、上記構成における空洞部（５ａ）は行き止まり構造であるので、従来技術にかかる
排気口のように、基質検知部（６）が無用に外気にされされることもない。
【００２９】
　更に、上記構成では、反応層に水不溶性の微細セルロース粉体及び／又は水不溶性の微
細結晶セルロース粉体が配合されているので、上述した構造上の作用効果にさらに請求項
１の発明で説明した微細セルロース粉体等の作用効果が加わる。よって、上記構成である
と、高い信頼性を有する酵素センサを構成できる。
【００３０】
請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の酵素センサにおいて、前記スペーサ（５）の
切欠が、前記基質検知部（６）の長手方向幅の０．５～１．５倍の入口幅を有する検液吸
入口（５ｂ）を形成できる形状及び大きさであることを特徴とする。
【００３１】
検液吸入口（５ｂ）の口が小さ過ぎると、測定に際し基質検知部への検液の導入に時間が
掛かり、酵素反応が円滑に進行しない。よって、測定精度が悪くなる。その一方、検液吸
入口（５ｂ）を無用に大きくしても、反応層の安定性を損なう方法に作用するのみで、も
はや測定精度の向上に寄与しない。よって、検液吸入口の大きさ等は適正に設定する必要
があるが、基質検知部（６）の長手方向幅（電極系３の測定極と対極に跨がる方向幅）の
０．５～１．５倍の入口幅を有する検液吸入口（５ｂ）とすると吸入口として必要十分と
なる。
【００３２】
請求項６に記載の発明は、請求項４に記載の酵素センサにおいて、前記保護層（９）の前
記空洞部（５ａ）に対応する部分には、凹部（９ａ）が形成されており、この凹部（９ａ
）によりマスク層（８）の上下方向に前記余裕空間を拡張させたことを特徴とする。
【００３３】
この構成では、検液に付随して導入される空気の逃がし空間（余裕空間）をマスク層（８
）の上下方向（マスク層に対し垂直の方向）にまで広げたので、検液の導入が一層円滑に
なる。
【００３４】
請求項７に記載の発明は、請求項４に記載の酵素センサにおいて、前記スペーサが、先端
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側に１又は２以上の柱状の突起部を有し、この突起部とこの突起部の各面にそれぞれ積層
されたマスク層及び保護層とで、前記基質検知部に外部より検液を導くことができる検液
吸入口が形成されていることを特徴とする。
【００３５】
上記構造のスペーサであると、柱状の突起部に検液をセンサ内部に導き入れる案内棒の役
割を担わせることができる。なぜなら、柱に沿って毛細管現象が生じ、これによって検液
がセンサ内部に導かれるからである。ここで、毛細管現象を有効に利用するには、１又は
２以上の柱状の突起部を幅狭とし、かつ基質検知部の直上を通過する構造とするのがよい
。この構造であると、マスク層と保護層との隙間（検液吸入口の容積）が小さくとも検液
を迅速かつ確実に基質検知部に導き入れることができる。
【００３６】
　請求項８に記載の発明は、絶縁性基板上に形成された、少なくとも測定極と対極とを有
する電極系と、前記電極系の少なくとも測定極の一方先端側に密着固定された酵素と電子
メディエータと水不溶性の微細セルロース粉体及び／又は水不溶性の微細結晶セルロース
粉体とを含む反応層と、を備える酵素センサの製造方法であって、
　前記製造方法が、酵素と電子メディエータとを溶媒に溶解し且つこの溶液に水不溶性の
微細セルロース粉体及び／又は水不溶性の微細結晶セルロース粉体を分散して反応層形成
溶液となす反応層形成溶液作製工程と、前記反応層形成溶液をノズルを介して電極系の所
定部分に供給した後、乾燥して電極系の所定部分に反応層を密着固定する反応層固定工程
と、を備えることを特徴とする。
【００３７】
この構成では、酵素と電子メディエータを溶解させ、この状態で微細セルロース粉体等と
混合し、かつ所定部分に供給した後、微細セルロース粉体等とともに溶液を乾燥するが、
この方法であると、各成分を十分な接着力をもって電極表面に密着固定させることができ
る。また、この方法によると、酵素や電子メディエータの微細粒子を微細セルロース粉体
等の表面で析出させることができる。つまり、この製造方法によると、各成分が偏在する
ことなく反応層全体に均一に分散された好適な反応層を形成することができ、この結果と
して測定感度や測定精度に優れた酵素センサを得ることができる。
【００３８】
請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の酵素センサの製造方法において、前記反応層
形成溶液の粘度を３０～８００ｍＰａ・Ｓとすることを特徴とする。
【００３９】
上記範囲の粘度の反応層形成溶液は十分な流動性を有しているので、ノズルを用いて円滑
に反応層形成溶液を電極系の所定部分に供給できるとともに、供給された反応層形成溶液
が反応セル内で自然流延するので、同質性・均質性に優れた反応層を生産効率よく製造す
ることができる。
【００４０】
請求項１０に記載の発明は、請求項１ないし７の何れかに記載の酵素センサを電位走査部
に着脱自在に接続するための酵素センサ接続部と、酵素センサに測定電圧を印加するため
の印加電圧可変機能付き電位走査部と、被検成分との反応により酵素センサから発せられ
る電流を検出するための電流検出部と、電流検出部からの電気信号をＡ／Ｄ変換するとと
もに、酵素センサに印加する測定電圧値をＤ／Ａ変換し電位走査部へ供給するためのマイ
クロコンピュータと、を備えた酵素センサ装置である。
【００４１】
この構成によると、高い信頼性をもって被検成分濃度を自動定量できる酵素センサ装置を
提供できる。
【００４２】
【実施の形態】
　本発明の酵素センサの概略構造を図１に基づいて説明する。本発明酵素センサは、基本
的には図１ａに示すように、電気絶縁性基板（２）と、この基板（２）上に形成されたス
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トライブ状の２本の電極からなる電極系（３）と、電極上に密着固定された、酵素と電子
メディエータと水不溶性の微細セルロース粉体及び／又は水不溶性の微細結晶セルロース
粉体とを含む反応層とからなる。
【００４３】
上記電極系（３）は、一般には測定極と対極とで構成され、上記反応層は、電極系（３）
の一方端部側に密着固定されている。反応層が固定されたこの電極部分は基質を検知する
測定本体部であり、本明細書ではこの部分を基質検知部（６）と称する。電極系（３）の
他方端部は、外部と電気接続するための電極端子となり、電極系（３）の中間部分は、基
質検知部（６）と電極端子とを結ぶリード部となる。なお、上記したように基質検知部は
、測定本体部となり、測定極と対極と反応層とを含む領域を意味している。
【００４４】
ここで、図１ａの酵素センサは、ストライブ状に形成された電極系が、測定本体部と電極
端子部と両者の間を繋ぐリード部の３つの役割を担うものとして構成してあるが、これら
を別々の部材で構成してもよい。また、図１ａでは、基質検知部全体に反応層を密着固定
した構成を示してあるが、測定極のみに反応層を密着固定した構造であってもよい。更に
図１ａでは、測定極と対極を一対とする電極構造を採用しているが、これに限られるもの
ではない。例えば参照極を加え、測定極を中心にして参照極と対極を左右に配置した３極
構造とすることもできる。
【００４５】
更に、図１ａは、本発明酵素センサの必要最少限の要素を記載したものであり、この構造
では電極系や基質検知部が外部環境に対し開放されている。よって、反応層や電極系が損
傷を受け易いため、図１ｂのように電極端子（３ｃ、３ｄ) 部分を除き、また検液吸入口
（５ｂ）を確保した状態で、電極系の形成された面を他の部材で覆う構造を採用するのが
好ましい。以下では、好ましい形態である図１ｂの構造の酵素センサについて説明する。
【００４６】
先ず、絶縁基板としては、通常、機械的特性、耐薬品性、非吸水性等に優れるプラスチッ
クス製基板を用いる。但し、プラスチックス以外であってもよく、例えば電気絶縁性のセ
ラミック製の基板を用いることもできる。プラスチックス基板としては、例えばＰＥＴ（
ポリエチレンテレフタレート）、ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）などの芳香族ポリ
エステルや、例えば脂肪族ポリエステルなどの生分解性ポリエステルからなる基板を用い
ることができる。なお、酸化チタンなどを練り込んだプラスチックスを用いると、白色に
着色した基板が得られるので見易さの点から好ましい。
【００４７】
絶縁基板上への電極の形成方法としては、下記する（Ａ）～（Ｄ）の方法を用いることが
できる。
（Ａ）導電ペーストを用い、予め設計された電極パターンを基板面に直接スクリーン印刷
する方法。
【００４８】
（Ｂ）金、白金、パラジウム、ＩＴＯ（インジウム－チタン酸化物）などの導電性貴金属
を物理的薄膜形成手段を用いて直接または間接的に基板上に形成する方法。
この方法の代表的なものとしては、スパッタリング法があり、この方法によると良質の電
極を形成することができる。スパッタリング法では、例えば次のようにして電極を形成す
る。予め脱脂洗浄した基板面にコロナ放電等の前処理を行う。この基板に対し、上記貴金
属の何れかをターゲットとし、例えば直流スパッタリング装置を用い、アルゴン等の稀ガ
ス下、真空度１０-2トール以下、印加電圧１ｋｗ程度の条件でスパッタリングを行い、基
板表面に膜厚３００～１５００Å程度の蒸着膜（導電膜）を形成する。この際、所望する
電極パターンのマスキングシートを基板に被せてスパッタリングを行えば、所望形状の電
極を直接基板上に形成することができる。また、基板面全面に金属を蒸着した後に、所望
のパターンのマスキングフィルムを用いてフォト・エッチングすることによっても所望形
状の電極を形成することができる。
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【００４９】
（Ｃ）所望パターンにカットした導電膜付きフィルムを基板面に張りつける方法。
先ず裏面に接着剤が貼付されたプラスチックフィルムの表面に、上記したスパッタリング
法などの方法で白金等の導電膜を蒸着し、しかる後にこのフィルムを所望パターンにカッ
トし、これを基板面に張りつける。この方法では、薄くて支持性があり、耐熱性に優れる
プラスチックフィルムを使用するのがよい。このようなプラスチックフィルムとしては、
ポリイミドや芳香族ポリイミドなどが挙げられる。
【００５０】
（Ｄ）金属箔を凸版で転写する方法。
先ず上記貴金属をスパッタリング法等で転写用フィルムに蒸着し、ホットスタッピング用
の転写箔を作成する。次いで、所望の電極パターンを有する金属凸版を用い、この転写箔
を基板面に加熱しつつ加圧圧着する。これにより、所望の電極パターンを基板面に転写で
きる。
【００５１】
以上のＡ～Ｄの方法のうち、加工し易く且つ電極自体の品質がよい点で、Ｃ法が推奨され
る。なお、電極パターンは、図１ａに記載した形状に限られず、種々な形状を取り得る。
【００５２】
　次に電極系が形成された基板に密着固定する反応層について説明する。本発明にかかる
反応層は、酵素と、電子メディエータ（電子授与体ともいう）と、水不溶性の微細セルロ
ース粉体又は／及び水不溶性の微細結晶セルロース粉体とを少なくとも含んでなるもので
あることを特徴としている。このような反応層を構成する各成分の詳細は次の通りである
。
【００５３】
先ず酵素は、被検成分に対して酸化還元作用を及ぼすものを使用する。具体的には測定対
象となる被検成分に合わせ適当な酵素を個別具体的に選択する。例えば、血糖値を測定す
る場合には、グルコース（基質）に対し特異性を有するグルコースオキシターゼを使用す
る。またアルコール値を測定する場合には、アルコールオキシターゼ又はアルコールデヒ
ドロゲナーゼを使用する。また乳酸を測定する場合には、乳酸オキシターゼ又は乳酸デヒ
ドロゲナーゼを使用する。更に尿酸を測定する場合には、ウリカーゼを使用することにな
る。
【００５４】
更に、一種類の酵素で被検成分を測定できない場合や充分でない場合等には、二種類以上
の異なる酵素を混合して使用する。例えば、蔗糖を被検成分とする場合は、インベルター
ゼ、ムタローゼ、グルコースオキシターゼの三種類を混合して使用する。このように、反
応層構成成分としての酵素は、一種類に限れるものではなく、複数の酵素が混合された酵
素（混合酵素）であってもよい。
【００５５】
反応層構成成分としての電子メディエータは、酵素と被検成分との反応に際して電子を授
受し得る電子移動媒体として機能するものであり、酵素反応に悪影響を与えない限りその
種類に制限はない。好ましい電子メディエータとしては、例えばフェリシアン化アルカリ
金属の１つであるフェリシアン化カリウム、フェロセン又はそのアルキル置換体、更には
フェナジンメトサルフェート、ｐ－ベンゾキノン、２，６－ジクロロフェノールインドフ
ェノール、メチレンブルー、β－ナフトキノン４－スルホン酸カリウム等の酸化還元性の
無機又は有機化合物、などの物質が挙げられる。なお、これらは結晶性であるが、融点を
有するものであるので、溶液状で結晶セルロースに添加し混合した場合に微細粒子を得や
すい。
【００５６】
電子メディエータ物質は、粉末の形で添加してもよく、また水又はアルコール等の有機溶
剤に溶解した形で添加してもよい。また、上記した物質の何れを電子メディエータとして
使用するかは、使用する酵素との関連において適切に選択する。一般には、フェリシアン
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化カリウム『Ｋ3 ［Ｆｅ（ＣＮ）6 ］』、フェロセン『Ｆｅ（Ｃ5 Ｈ5 ）』、またはフェ
ロセンのアルキル置換体が好適に使用でき、更にフェリシアン化カリウムがより好ましく
使用できる。
【００５７】
　フェリシアン化カリウムやフェロセン等が好ましい理由としては、こららの物質が水、
アルコールなどに溶解するので取扱い易いこと、電子移動媒体としての働きが安定してい
ること、後記する水不溶性の微細セルロース粉体又は／及び水不溶性の微細結晶セルロー
ス粉体との相性がよく、これらの物資と水不溶性の微細セルロース粉体又は／及び水不溶
性の微細結晶セルロース粉体とを組み合わせると、測定精度を大幅に向上させることがで
きること、などが挙げられる。
【００５８】
　次に、水不溶性の微細セルロース粉体又は／及び水不溶性の微細結晶セルロース粉体に
ついて説明する。本明細書では水不溶性の微細セルロース粉体又は／及び水不溶性の微細
結晶セルロース粉体を総称して、微細セルロース粉体等ということがある。
【００５９】
セルロース（繊維素）は、木材、綿、麻などの植物の細胞膜の主成分であり、分子が比較
的規則正しく平行に配列している結晶領域と、分子が乱れて配列している非結晶領域とで
構成されている。また、直径が１０～５０μｍ程度のフィブリル（微細繊維）が螺旋状に
寄り集まって繊維が組成されている。
【００６０】
　ここで、本発明における水不溶性の微細セルロース粉体又は／及び水不溶性の微細結晶
セルロース粉体における「微細」の定義する処とは、概ね直径が１０μｍ以下で長さが３
００μｍ以下のものを意味している。上記した天然のセルロースであってもこのサイズで
あれば、そのまま使用することもできるが、通常は上記のようなセルロースをそのまま使
用するのではなく、微細化したものを使用する。セルロースのサイズが大き過ぎると、反
応層構成成分としての添加効果（後記）が減少するとともに、密着固定に支障が生じるか
らである。
【００６１】
具体的には、例えば直径が約１０～５０μｍのフィブリルで構成されたセルロースである
場合には、粉砕によってフィブリルを繊維軸方向に引き裂いて直径を１０μｍ以下にする
。また、セルロースの繊維長が３００μｍを越える場合には、粉砕によって、３００μｍ
以下、好ましくは１００μｍ以下の繊維長とする。繊維直径が１０μｍを越えると、表面
積が過少になるので、充分な作用効果が得られない。また、繊維長が３００μｍを越える
と、均一混合性が悪くなるとともに、溶液に分散したときにおける混合溶液の流れが悪く
なるため、ノズルを用いて電極部分に塗布しがたくなる。
【００６２】
但し、過度に微細化して繊維径、繊維長を小さくしても測定精度は向上しない。また、セ
ルロースの粒度と測定精度向上効果との関係は、酵素や電子メディエータの種類によって
も影響を受ける。よって、微細セルロース粉体等の粒度は、実際の使用経験に基づいて適
当に設定するのが好ましい。
【００６３】
セルロースを微細化する方法としては、例えば雑誌“繊維と工業　Ｖｏｌ．４８、Ｎｏ．
１０（１９９２）、ｐ－５６６に記載された高圧ホモジナイザー法を用いることができる
。この方法は、原料セルロースを水に分散させ、セルロースに剪断力、衝撃力、急激減圧
に伴うキャビテーションを作用させて繊維を繊維軸方向に引き割いて微細化する方法であ
る。この方法によると、０．１～３μｍ程度の繊維径の微細セルロース粉体が均一分散し
た好適な懸濁液を得ることができる。
【００６４】
　他方、本発明では、上記微細セルロース粉体に代えて、または上記微細セルロース粉体
とともに水不溶性の微細結晶セルロース粉体を用いることができる。水不溶性の微細結晶
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セルロース粉体とは、非結晶部分を除去し、かつ微細化した結晶性の水不溶性セルロース
粉体をいう。このセルロースは、例えば次の方法で作製することができる。
【００６５】
　先ず植物繊維（木材、パルプ等）を希塩酸、希硫酸などの鉱酸で加水分解するか、又は
アルカリで酸化分解する。この分解操作によって非結晶領域分子が溶解解除されるので、
この処理液を中和して不溶分子である結晶領域分子をろ集する。ろ集物を充分に洗浄した
後、水に分散し水和させた後、機械的な摩碎力を加えて粉砕する。この方法により、繊維
直径が０．０１～０．０５μｍ程度、繊維長が２～５０μｍ程度の水不溶性の微細結晶セ
ルロース粉体を得ることができる。この微細結晶セルロースの平均重合度は約５０～５０
０であり、このセルロースは、非結晶領域分子が除去されているので、当初の分子量に比
べて大幅に分子量が小さくなっている。
【００６６】
上記微細結晶セルロース粉体の作製方法においては、例えば鉱酸濃度やアルカリ濃度、処
理時間、処理温度などの分解操作条件を変えて、非結晶領域の分解程度を変化させること
により、結晶セルロースの純度を高めることができる。但し、分解操作条件を必要以上に
強めると、結晶領域分子の分解などが生じるので、却って好ましくない。よって、適正に
条件設定する必要がある。
【００６７】
なお、結晶セルロースの微細化に、上記の高圧ホモジナイザー法を用いることもできる。
また、微細セルロース粉体と微細結晶セルロース粉体の作用効果に本質的な違いはない。
但し、微細結晶セルロース粉体の方が、反応層を電極に密着固定する際における操作性（
分散性、輸送性など）がやや優れている。また電極に対する密着性も若干よい。
【００６８】
次に本発明にかかる反応層の形成方法について説明する。
本発明にかかる反応層は、酵素と電子メディエータと微細セルロース粉体等の３者を粉末
状態で混合した後、これをバインダーで電極部分に圧着してもよいが、好ましくは酵素と
電子メディエータを溶媒（例えば水）に溶解し、この溶液に微細セルロース粉体等を分散
混合した後、この溶液を電極部分に塗布し乾燥するのがよい。この方法であると、酵素や
電子メディエータの微細粒子を微細セルロース粉体等の表面に吸着分散させた形で分散さ
せることができので、各成分の均一分散性が格段に向上する。既に説明したように、各成
分の粒度が均一で偏在がないと、酵素反応が円滑になされるので、測定感度や測定精度が
一段と向上する。
【００６９】
微細セルロース粉体等を使用する本発明においては、従来より使用されているバインダー
（固定化剤）を必ずしも必要としないが、微細セルロース粉体等とともにバインダーを使
用することもできる。但し、微細セルロース粉体等とともにバインダーを使用する場合に
は、従来よりも使用量を少なくするのが好ましい。バインダーの使用量が多いと、微細セ
ルロース粉体等の作用効果が減殺されるからである。
【００７０】
微細セルロース粉体等とともに使用するバインダーとしては、一般には水又はアルコール
に溶解する水溶性ポリマーを使用する。具体的には、ケン化度約７０％以上のポリビニル
アルコール、アクリル酸誘導体（ポリアクリル酸ソーダ、ポリアクリル酸エステルの部分
ケン化物、ポリアクリル酸アミド等）、メタアクリル酸誘導体、ポリエチレンオキサイド
、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルキル（メチル、エチル）エーテル、マレイン酸
共重合体（コモノマーとして例えば酢酸ビニル、スチレン）等の合成ポリマー、セルロー
ス誘導体（メチル又はエチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチ
ルセルロース等）澱粉誘導体（カルボキシメチル澱粉、ジアルデヒド澱粉等）などの半合
成ポリマー、アラビヤゴム、澱粉、アルギン酸ソーダなどの天然高分子が使用できる。こ
れらのうち、反応層成分との親和性がよく、被検成分に対しても親和性がよいことから、
セルロース誘導体又は澱粉誘導体等の半合成ポリマーが好適である。
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【００７１】
上記の水溶性ポリマーを使用する場合、酵素、電子メディエータ、微細セルロース粉体等
の三者の合計重量に対し、５重量％以下程度とするのがよい。この程度の添加であれば、
微細セルロース粉体等の作用効果が減殺されないからである。
【００７２】
本発明の反応層を構成する酵素、電子メディエータ、及び微細セルロース粉体又は／及び
微細結晶セルロース粉体の成分比率は、例えば次のようにして決める。
【００７３】
酵素、電子メディエータの必要量は、被検成分の量（濃度）に左右され、微細セルロース
粉体等の必要量は、電子メディエータの量に左右される。そこで、先ず予備テストを行っ
て不足しない程度のやや過剰量の酵素量（一定）を決め、電子メディエータと微細セルロ
ース粉体とを或る比率に定め、この成分比率の反応層を有する酵素センサを作製する。次
いで、被検成分濃度の異なる各種試料液を用意し、上記酵素センサを用いて出力電流を検
出する。このとき得られた出力電流値を縦軸にし、被検成分量を横軸しグラフ化し、この
グラフにおいて、一次関数直線で表すことのできる範囲（検量線の範囲）を調べる。この
範囲が狭い場合や測定の度に値が大きく異なる場合には、電子メディエータと微細セルロ
ース粉体との成分比率が適正でないと判断し、この場合には、両成分の成分比率を変えて
再度同様な実験を行う。このようにして、試行実験を行って適正な成分比率を確定する。
【００７４】
被検成分がグルコースの場合において上記方法で得た成分比率を例示すると、検液中のグ
ルコース濃度が１～５００ｍｇ／ｍｌである場合、グルコースオキシターゼが２～２０ｍ
ｇ／ｍｌ、フェリシアン化カリウムが１０～５００ｍｇ／ｍｌ、微細セルロース粉体等が
フェリシアン化カリウムに対して１～５０重量％、好ましくは２～４０重量％、より好ま
しくは３～３０重量％とする。この組成比であると、広範囲にわたって高い精度の定量を
なし得る酵素センサが構成できる。
【００７５】
　なお、水不溶性の微細セルロース粉体と水不溶性の微細結晶セルロース粉体とを混合し
た混合系セルロース粉体を用いる場合の混合比率としては、通常、１０～９０重量％の範
囲とする。何れかの粉体が１０重量％未満であると、混合する意義が殆どなくなるからで
ある。
【００７６】
また、反応層中の酵素量に対し検液中の基質濃度（被検成分量）が過大である場合や、検
液に含まれる他成分の影響が大きい場合、測定温度による影響が大きい場合等には、出力
電流値と被検成分濃度との関係を示す検量線が放物線様に傾くが、この傾き傾向が小さい
場合には、測定装置（後記）に基準線（直線検量線）に近づける修正回路（ソフト的回路
）を組み込み電気的修正を加えるとよい。
【００７７】
　反応層成分の混合方法としては、水又はアルコールを希釈溶媒として予め酵素と電子メ
ディエータを溶媒に溶解し、更に必要に応じ水溶性ポリマーを溶解した後、この溶液に水
不溶性の微細セルロース粉体又は／及び水不溶性の微細結晶セルロース粉体を添加し分散
する方法が好ましいが、混合手順については特段の制限はない。例えば所定量の溶媒に各
成分を同時に添加し混合する方法であってもよい。
【００７８】
　なお、上記した微細セルロースおよび微細結晶セルロースは溶媒に不溶であるので、反
応層形成溶液は懸濁状で得られる。よって、微細セルロース粉体等の懸濁を充分に行うた
めにホモジナイザなどの混合機を用いて充分に混合分散させるのが良い。またこの際、反
応層のｐＨを検液のｐＨと合致させるために、分散懸濁液にリン酸等の緩衝剤を添加する
のもよい。
【００７９】
次に、上記分散懸濁液（反応層形成溶液）の反応セル（基質検知部）への塗布方法につい
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て説明する。反応層形成溶液の反応セルへの塗布方法としては、オフセット印刷やスクリ
ーン印刷等の広く知られた印刷法を使用することもできるが、生産効率に優れることから
、下記するノズル法（ノズルによる流延塗布法）を用いるのが好ましい。
【００８０】
一般に印刷法では比較的高い粘度（通常３０００～４０００ｍＰａ・Ｓ程度）のインキが
使用されるが、ノズル法においては３０～８００ｍＰａ・Ｓ程度の低粘度懸濁液を用いる
。３０～８００ｍＰａ・Ｓ程度の低粘度懸濁液であると、不溶性の微細セルロース粉体等
を含む反応層形成溶液をノズルでもって反応セル内に円滑に供給でき、また供給された組
成液を反応セル内で自然流延させることができるからである。よって、低粘度懸濁液を用
いたノズル法であると、生産効率よく、同質性・均質性に優れた酵素センサを生産するこ
とができる。
【００８１】
なお、上記粘度は、ＪＩＳ　Ｋ７１１７の粘度試験方法に従って回転粘度計で測定した値
を意味する。
【００８２】
また、上記低粘度懸濁液であると、溶解した酵素や電子メディエータが微細セルロース粉
体等の表面に微粒子となって析出した形状の反応層を形成することができる。このような
反応層であると、反応層が検液に浸漬されると、膨潤と同時進行的に各成分が検液に溶出
するので、酵素化学反応が円滑になされる。
【００８３】
上記ノズル法で用いるノズルとしては、例えば注射針状の細管（０．１～０．３ｍｍφ）
を用いることができる。また、反応層形成溶液（懸濁液）の供給方法としては、適量をノ
ズルの先から反応セル内に１滴ないし数滴滴下する方法や、ノズルの先を反応セルに接触
させて必要液量を連続注入する方法を例示することができる。なお、一定量を自動供給で
きる自動供給装置（デスペンサー）を用いると効率良く供給できる。
【００８４】
上記ノズルを用いて反応セル内に一定量の反応層形成溶液を供給した後、暫く（３０分程
度）放置すると、液滴が自然流延し均等に広がるので、これを待って酵素活性に悪影響を
与えない温度（例えば３０℃）で溶媒を乾燥除去する。これにより反応層が電極に密着固
定された本発明にかかる基質検知部を構成できる。
００００
図２～５に基づいて本発明の酵素センサの好ましい構造について更に説明する。なお、本
発明の主要な特徴は反応層の組成にあるので、本発明において従来より公知の構造を採用
することができることは勿論である。
【００８５】
図２は、酵素センサ１の構造を各部材ごとに分解した分解斜視図で表した図である。図中
、２は電気絶縁性基板であり、白色のＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）フィルムか
らなる。電気絶縁性基板２は、長手方向の一端が半円形状に加工されている。
【００８６】
３は、２本のストライブ状の白金電極からなる電極系であり、その一方は測定極、他方は
測定極に対する対極である。電極系の一方端部側の３ａ・３ｂは測定本体部となり、３ｃ
・３ｄは電極端子部、３ｅ・３ｆは測定本体部と電極端子部を繋ぐリード部となる。なお
、この例では、両極に跨がって反応層が形成されているので、電極系３の何れが測定極で
あってよいが、こでは３ａ側の電極を測定極とする。
【００８７】
上記電気系３は、例えば２～３０μｍ前後の厚みの電気絶縁性フィルム（例えば耐熱性ポ
リイミド、全芳香族ポリアミド等）にスパッタリング法で白金膜を形成し、このフィルム
を帯状にカットして白金膜付きフィルム（２枚）となし、この２枚のフィルムを電気絶縁
性基板２の長手方向に沿って、両者の間隔を０．３～１ｍｍとし、接着剤で基板２に張り
つける方法で作製することができる。
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【００８８】
電極系３の上面には、電極系を保護するとともに、反応セルを形成するための開放窓４ａ
を有する電気絶縁性マスク層４が積層されている。前記開放窓４ａは、電極系の測定本体
部３ａ、３ｂ部分に対応する位置に設けられており、ここでは基板長手方向に直交する方
向に長い長方形状に形成されている。また、その先端は基板２と同様な半円形状に形成さ
れ、この先端と基板２の先端とを合致させたとき、基板２の後端部分の電極端子３ｃ、３
ｄが覆われない大きさに形成されている。なお、窓４ａから露出する電極系部分（３ａ、
３ｂ）に反応層が形成され、当該部分が基質を検知する基質検知部（反応層形成溶液を入
れる容器を概念したときには反応セルという）なる。
【００８９】
上記反応セルの位置、形状、大きさ等については次のことを考慮して決める。反応セルの
設置位置は、電極の先端から若干内側（例えば先端から１～２ｍｍ）とする。形状、大き
さについては、両極に跨がる大きさとし、通常、ストライブ状の電極系に直交する方向を
長辺とする長方形とする。但し、正方形、円形、楕円形とすることもできる。
【００９０】
反応セルの容積は、窓４ａの面積とマスク層４の厚みによって決まり、この容積により反
応セル内に注液される反応層形成溶液の容量が規制されることになる。よって、窓４ａの
面積とマスク層４の厚みは、必要な反応層量を考慮し、更には反応層形成溶液の濃度をも
考慮して決める必要がある。一般には、窓４ａを２×４ｍｍ程度の長方形とし、厚みを０
．０２～０．４ｍｍ程度とする。この大きさであると、前記した希薄な反応層形成溶液（
１～３μｌ）を用いて好適な反応層を形成することができる。
【００９１】
なお、本発明酵素センサは、主に血中等の生体成分を測定する用途で使用されるので、少
量の検液でもって正確な測定ができる必要がある。よって、反応セルを無用に大きくしな
いのがよい。
【００９２】
マスク層４の形成方法としては、電気絶縁性の樹脂（例えば光硬化性のアクリル系、エス
テル系の樹脂）をスクリーン印刷等の方法で基板２上にコーテングし、その後、所定形状
の窓４ａを穿設する方法、或いは予め窓４ａを穿設した樹脂フィルム（それ自身が感熱接
着性を有するフィルムでもよい）を、接着剤を用いて基板２に貼着する方法などが例示で
きる。
【００９３】
５は、マスク層４の上に積層される電気絶縁性のスペサーである。このスペサー５には、
検液吸入口５ｂとこれに続く余裕空間としての空洞部５ａを形成するためのキノコ状の切
り込みが形成されている。このスペサー５も前記マスク層４と同様な材料、かつ同様な手
法で作製することができる。
【００９４】
６は、反応層を示すが、図２の例では反応層が測定極３ａと対極３ｂに跨がって反応セル
内の全面に形成されているので、反応層の形状と基質検知部の形状が同一となっている。
よって、この明細書では基質検知部と反応層に同一符号６を付して表現することがある。
但し、測定極のみに反応層を密着固定させた酵素センサであってもよく、この場合には、
基質検知部の一部が反応層となる。
【００９５】
７は、スペーサ５の上面を被覆する電気絶縁性の保護層である。この保護層７は、マスク
層４と同一の大きさに形成されており、スペーサ５を挟んでマスク層４の上に積層される
ことにより、検液吸入口５ｂとこれに続く空洞部５ａを形成する役割を担っている。この
保護層７も、前記マスク層４と同様な材料、かつ同様な手法でスペーサ５上に形成するこ
とができる。
【００９６】
ここで、上記空洞部５ａは、反応層６の背後に形成されているので、検液吸入口を介して
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検液が反応層に導かれたとき、検液は反応層に滲み込み、検液と一緒に導入された空気は
空洞部５ａに逃げることができる。よって、空洞部５ａを有する構造であると、検液が空
気に邪魔されてスムーズに反応層に導入されないといった問題が解消される。空洞部５ａ
の形状は、図２に示す形状に限れるものではなく、例えば検液吸入口の後方ばかりでなく
、上下方向（基板に対し垂直な方向）又は／及び左右方向に広がった余裕空間であっても
よい。上下方向に広がった空洞部の例を図３により説明する。
【００９７】
図３に記載のスペーサ８は、前記図２のキノコ状の部分をコの字状に形成してあり、この
スペーサ８に積層する保護層９は、スペーサ８に接する面（裏面）の所定部分に表面にま
で貫通しない長方形の凹部９ａが形成してある。よって、スペーサ８と保護層９とを重ね
合わせると、上方向にも余裕空間が広がった空洞部８９ａを形成できる。
【００９８】
検液吸入口５ｂの幅は、基質検知部（反応セル）６の横幅の０．５～１．５倍、好ましく
は０．８～１．３倍に設定するのがよい。図２においては、反応層６とほぼ同じ幅として
ある。
【００９９】
また、空洞部の容積は、基質検知部（反応セル）６の容積よりも大きくするのがよく、一
般には基質検知部の容積の２～１０倍程度とする。空洞部の形状については前記した如く
特段の制約はない。
【０１００】
なお、検液吸入口の位置に相当する保護層の裏面に吸水性のポリマーを主体とする親水層
を設けてもよい。
【０１０１】
検液の吸入側の先端形状については、前記図２～３では、半円形状に設計されているが、
これを吸入口を中心に劣弧形状にすることもできる。この例を図４に示す。図４における
基板２、電極系３、窓４ａは図２と同様であり、マスク層１０、スペーサ１１及び保護層
１２の先端側形状が異なる。
【０１０２】
すなわち、マスク層１０は、先端を劣弧状とし、反応層の幅よりもやや広い幅を残し、両
サイドを切り落とした形状（Ｔ字型）に形成されている。また、スペーサ１１は、前方に
２本の柱状突起部１１ａが形成されるように先端側の大部分を切り欠き、他の部分につい
ては、マスク層１１と同サイズに形成されている。柱状突起部１１ａは、マスク層１０と
保護層１２との間にあって、基板長手方向に直交する方向の両サイドを塞ぎ、前方が開放
された検液吸入口１１ｂを形成する役割を担う。保護層１２は、マスク層１０（窓４ａを
除く）と同形状に形成されており、マスク層１０、スペーサ１１及び保護層１２が、電極
系３の形成された基板２に先端部を合わせて順次積層することにより、酵素センサ１Ｂが
完成する。
【０１０３】
図４の１Ｂに示す形状の酵素センサであると、図２～３のセンサに比較し、先端部分の幅
が小さく、また検体吸入口の位置が外見上明瞭であるので、検液が少ない場合においても
、操作者が検液を的確に採取することができる。
【０１０４】
なお、吸入口の先端部分の形状は、図４以外であってもよく、、例えば矢のように突出さ
せた形状（「く」の字形状）、又は逆「く」の字形状、或いは凹形状、又は凸形状にする
こともできる。
【０１０５】
また、スペーサの形状も図２の５、図３の８、図４の１１に記載した形状に限られるもの
ではない。例えば図５の２１のように、先端側の柱状突起部を１本とすることもできる。
柱状突起部を１本とする場合、柱状突起部（２１ａ）を基質検知部の幅よりも充分に幅狭
に形成し、この突起部が窓４ａ（基質検知部）上を通過するように配置するのがよい。
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【０１０６】
幅狭の１本の柱状突起部を有するスペーサを用いた場合、基板前方１８０度（柱状突起部
の幅を除く）から検液を導入することができるとともに、幅狭の柱状突起部とすることに
より、表面張力を利用して検液を基質検知部にまで導くことができる。よって、この構造
においては、空洞部を小さくし、または廃止しても検液を基質検知部まで迅速に導入する
ことができる。
【０１０７】
また、例えば図１４の２２のように、先端側の柱状突起部を無くした形状のスペーサを用
いて酵素センサを構成することもできる。
【０１０８】
ところで、従来技術にかかる酵素センサ（特開平１－２９１１５３号公報等）では、検液
を導入するための導入口と、検液の導入によって溜まる空気を逃がすための排出口を設け
た構造が採用されているが、この構造であると、吸・排気口が外気の循環路となるために
、反応層が外部環境（空気、湿度、埃など）の影響を受けやすい。これに対し、本発明で
は基質検知部の背後に空洞部を設ける構造を採用し、この空洞部に空気の逃げ空間として
の機能を担わせる。空洞部を基質検知部の背後に設ける構造であると、空洞部が検液の導
入障害となる空気の逃げ道として十分に機能する一方、この空洞部は外部に通じていない
ので、外気が基質検知部（反応セル内）を通り抜けることによる悪影響（吸湿、酸化等）
がない。つまり、保存安定性の低下や排気口の目詰まりに起因する測定不能等の問題を生
じることなく、検液の迅速な吸入を実現することができることになる。
【０１０９】
次に、本発明の酵素センサを組み込んだ酵素センサ装置について説明する。但し、以下の
装置は好ましい一例であり、本発明の酵素センサ装置は以下の例に限定されるものではな
い。
【０１１０】
図６は、測定極と対極との２極型酵素センサを組み込んだ装置の概略を示すブロック図で
ある。この装置は全体を制御するマイクロコンピュータ１００（以下単にマイコンと称す
る）を有しており、これにＡ／Ｄ（アナログ／デジタル）とＤ／Ａ（デジタル／アナログ
）の両変換機能が内蔵されている。Ａ／Ｄ変換機能は、被検成分と酵素との反応によって
発生した電流をＡ／Ｄ変換する働きをし、Ｄ／Ａ変換機能は、酵素センサに必要な測定電
圧を印加するために設けられた電位走査部１０１からの電流をＤ／Ａ変換する働きをして
いる。測定中、電位走査部１０１から酵素センサへは常にコントロールされた所定電圧が
ＢＧ（バックグラウンド）電圧として印加されている。
【０１１１】
接続部１０２に酵素センサが接続され、センサ先端が検液に浸漬されると、検液が反応層
に導かれ被検成分と酵素との反応が開始され、被検成分の量に比例した電流ｉが発生する
。この電流ｉは電流検出部１０３で検出されてマイコン１００のＡ／Ｄ変換器に送られ、
ここでＡ／Ｄ変換されて被検成分量に換算される。そして、この結果が測定値として表示
部に表示されることになる。
【０１１２】
前記ブロック図６を更に詳細にした図７および図８（電気回路図）に基づいて、測定機構
と測定手順を説明する。図７、８においては、図６の各機能部１００、１０１、１０２、
１０３に対応する電気回路を点線で囲み、相互の関係が判るように表示してある。
【０１１３】
酵素センサ１が酵素センサ接続部１０２に接続されるとリミットＳＷ１０５が作動し、全
回路系が繋がり、全回路系が繋がると、マイコン１００の制御の下でＤ／Ａ変換器１００
ａからバツファ１０１ａを通過して所定電圧Ｐ１が出力され、これが測定極と対極の間に
作動電圧として印加される。またマイコン１００の制御の下、もう１つのＤ／Ａ変換器１
００ｂからバツファ１０１ｂを通過して所定電圧Ｐ２が出力される。なお、酵素センサを
制御回路に接続する機構については後記する。
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【０１１４】
演算増幅回路１０１ｃの－、＋端子は仮想短絡なので、酵素センサ端子（外部端子３ｃ、
３ｄ）には電位差（Ｐ２－Ｐ１）が与えられ、この時、酵素センサは導通状態にあるので
、酵素センサの基質検知部に電流ｉが流れる。この結果、抵抗ＲｘとコンデンサＣ１及び
演算増幅器１０１ｃとにより回路形成された電流電圧変換回路１０３ｂの出力端子に、Ｐ
ｘ＝Ｐ２＋ｉ・Ｒｘの電圧が観測されることになる。そして、ここでＰ２が加算されるの
で、減算回路１０３ａによりＰ２の電圧を除いた新たな電圧Ｐ３が出力される。このＰ３
は、（Ｐｘ＋Ｐ４）－Ｐ２＝［（Ｐ２＋ｉ・Ｒｘ）＋Ｐ４］－Ｐ２＝ｉ・Ｒｘ＋Ｐ４　に
よって演算された値をとる。この演算式におけるＰ４は、ＢＧ電圧であり、単電源駆動回
路の場合には正電圧に設定される。
【０１１５】
上記電圧Ｐ３は、Ａ／Ｄ変換回路１００ｃによりＡ／Ｄ変換され、さらにマイコン１００
により電流ｉに対応する被検成分量に換算されて表示部に数字表示される。
【０１１６】
以上のような機構により検液中の被検成分量が測定されるが、より信頼性の高い測定を行
うために、この例ではマイコン１００に次のようなデータテーブル（データ修正用ソフト
プログラム）が格納されている。その１つは、測定のたびにピーク電流値を予め作成した
基準検定線に対比して被検成分量を演算するプログラムである。酵素に対して被検成分が
多い場合とか、検液中に含まれる他成分の影響が大きい場合とかには、被検成分濃度にピ
ーク電流値が比例しない場合があるが、このプログラムを用いると、被検成分濃度とピー
ク電流値が比例しない範囲（放物線的部分）における測定の信頼性を高めることができる
。
【０１１７】
その２は、実際の測定温度での値を基準温度での値に換算修正するプログラムである。こ
れは酵素活性に温度依存性がある場合に有用である。
【０１１８】
次に、装置本体（制御回路部）と酵素センサの接続方法について図８に基づいて説明する
。この装置は、酵素センサ接続部１０２を有し、この接続部１０２は、酵素センサの電極
端子３ｃ、３ｄと電位走査部１０１の両端子とを着脱自在に接続できる構造になっている
。制御回路部と酵素センサの接続は、電位走査部１０１の回路端子１０２ａに酵素センサ
１の端子（電極端子３ｃ、３ｄ）を挿入することによりなされる。挿入に際してはセンサ
の電極端子３ｃ、３ｄにリミットＳＷ１０５が接した時点で挿入を停止するようになって
いる。図８ＡのＡ－Ａ断面図である図８Ｂに、回路端子１０２ａに電極端子３ｃ（３ｄ）
が挿入された状態を示す。図８Ｂに示すように、回路端子１０２ａは半円形状の板バネで
作られている。このような形状の端子であると、挿着および脱着が容易であり、かつ圧接
によりセンサ外部端子と完全に接触するので、導通不良を生じない。
【０１１９】
更にこの例では、図８Ａに示すような押し出し機構１０４設けてある。この押し出し機構
１０４は、取っ手１０４ａを有する逆Ｌ字型部材と、装置本体に固定支持された固定部１
０４ｃと、固定部１０４ｃと逆Ｌ字型部材とを繋ぐバネ１０４ｂとで構成されている。被
検成分の定量が終了した後、操作者が取っ手１０４ａを矢印方向（←）に押すと、センサ
側面が逆Ｌ字型部材により矢印方向に押されて、センサが回路端子１０２ａから脱着され
る。この後、手を放すとバネ１０４ｂの働きにより逆Ｌ字型部材が元の位置に戻る。
【０１２０】
なお、本発明酵素センサは、人等の生体成分を取り扱う。よって、病原菌等に汚染された
可能性のある検液に手が触れないのが望ましいが、押し出し機構１０４を備えた本発明酵
素センサ装置であると、酵素センサに触れることなくワンハンドで脱着を行うことができ
る。よって、この構成によると、操作者に対する安全性に優れた測定装置を提供できるこ
とになる。
【０１２１】
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【実施例】
本発明の内容を実施例により更に具体的に説明する。
【０１２２】
（実施例１）
実施例１（他の実施例も同様）では、前記図２に示す酵素センサを用い、酵素センサ装置
としては、前記図７に示したものを用いた。酵素センサ等の内容については既に説明した
と同様であるが、前記しなかった詳細な事項は次の通りである。電気絶縁性の基板１とし
ては、厚さ０．２５ｍｍ、幅７ｍｍ、長さ３０ｍｍで、一端が半円形の白色ＰＥＴシート
を用いた。この基板１の中央部分に、電極系３として、厚さ２５μｍ、幅１ｍｍ、長さ２
９．７ｍｍのポリイミドフィルムに厚み６００Åの白金膜をスパッタリング蒸着したもの
２枚を接着剤で０．５ｍｍ間隔で貼着した。
【０１２３】
電気絶縁性のマスク層４は、厚さ６５μｍ、幅７ｍｍ、長さ２５ｍｍの感熱接着剤を有す
る先端半円形（前記基板１と同じ）のポリエステル系フィルムを用い、前記半円形の先端
から１ｍｍの位置に２×４ｍｍの窓を開けたものを用いた。このマスク層４は、スペーサ
５とともに、それぞれの先端を前記基板１の先端に合わせて熱圧着した。
【０１２４】
電気絶縁性のスペーサ５は、厚さ１５０μｍ、幅７ｍｍ、長さ２５ｍｍの先端半円形（前
記基板１と同じ）のＰＥＴ系フィルムを用い、このフィルムの先端部分をキノコ状にカッ
トしたものを用いた。キノコ状のカット部分は、幅約４．５ｍｍ、奥行き約４ｍｍの吸入
口５ｂと、これに続く空洞部５ａからなり、空洞部５ａの容積は反応層容積の約７倍の容
積となるようにカットした。
【０１２５】
電気絶縁性の保護層７は、厚さ１００μｍ、幅７ｍｍ、長さ２５ｍｍの先端半半円形の白
色ＰＥＴ系フィルムを用いた。そして、この保護層７をその先端を基板１の先端とを合致
させ、接着剤で前記スペーサ５に貼着した。なお、上記貼着工程は、反応セル内に反応層
形成溶液を供給し乾燥して電極等の所定部分に反応層を密着固定した後に行った。
【０１２６】
以上の内容の酵素センサ枠体（保護層が積層される前のもの）は、反応セルの広さが２ｍ
ｍ×４ｍｍ、深さが６５μで容積が約０．５μｌであり、この酵素センサ枠体を３００個
作製した。
【０１２７】
　次に、上記酵素センサ枠体の反応セル部分に注入する反応層形成溶液および反応層の形
成方法について説明する。
　＜反応層形成溶液の作製＞
　グルコースオキシターゼ（ＧＯＤ）１５ｍｇと、フェリシアン化カリウム（ＦＣＮ）１
００ｍｇとを、１ｍｌの蒸留水に溶解し、この溶解溶液に直径が１～２μｍ、繊維長約５
ｍｍの水不溶性の微細セルロースを２０ｍｇ（ＦＣＮに対して２０wt％）を添加し、スラ
ターにて１０分に攪拌混合して反応層形成溶液を作製した。なお、水不溶性の微細セルロ
ースは混合液中に均一に分散するが、溶解しない。
【０１２８】
＜反応層の形成＞
上記組成液２μｌをピペットで採取し、酵素センサ枠体の反応セル内に注入し、４０℃、
０．５時間の熱風乾燥を行い、反応セル内の測定極と対極との上に、両極に跨がった形の
反応層を密着固定した。この反応層は、ＧＯＤ３０μｇ／ＦＣＮ２００μｇ／微細セルロ
ース４０μｇを含むものである。
【０１２９】
この後、酵素センサ枠体と保護層７を張り合わせて酵素センサ１となし、図７に示す酵素
センサ接続部１０２に接続した。
【０１３０】
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上記装置を用いて、高純度のグルコース試験液、ヒト血漿、及び全血のそれぞれを検体と
して装置の性能試験を行った。
【０１３１】
（装置性能試験）
先ず、健康な男性（年齢３０歳）から採血した全血を、低温保存（＋５℃以下）で２４時
間保存し、しかる後に常温（２５℃前後）に戻す処置（グルコース消費処理）を行い、全
血中のグルコース濃度を０％（下記装置における検出限界以下）とした。この処理済全血
（ヘマトクリット値を５０％に調整）と、処理済全血を遠心分離処理した血漿（遠心分離
法による）とを用意した。
【０１３２】
なお、上記処理前の全血中のグルコース濃度を、グルコース分析装置（イエロー・スプリ
ング・インスツルーメント社製モデル２３００）で測定したところ、血糖値７５ｍｇ／ｄ
ｌであった。
【０１３３】
上記処理済全血又は血漿にグルコースを添加し、グルコース濃度が、０、２５、５０、１
００、１５０、２００、３００、４００、５００ｍｇ／ｄｌの試料液を調整した。また、
血液等に代えてＰＨ７．４のリン酸緩衝液を用いて各々のグルコース濃度が上記と同様に
なるようにした標準液を作製した。これらの試料液は、それぞれ１ｍｌごとに分けたもの
を下記実施例１～３、比較例１等で必要な本数だけ用意した。
【０１３４】
上記酵素センサ装置の測定極と対極にＢＧ電圧を０．５Ｖ印加した状態で、酵素センサの
吸入口から試料液を約５μｌを吸入させた。このとき、試料液は極めて迅速に反応セル内
に到達することが確認できた。よって、吸入から約１６秒経過後に、－０．５～０．２Ｖ
で電位走査（走査速度５０ｍＶ／ｓｅｃ）を行い、発生した電流を連続的にＡ／Ｄ変換し
ピーク電流μＡを測定した。測定時の温度は２５℃であった。測定は、１回ごとに酵素セ
ンサを交換して各試料液について１０回行った。
【０１３５】
ここで、上記１６秒は酵素が十分に溶解するのに要する時間であり、この時間が短ければ
短い程、反応速度が迅速かつ円滑に行われ、上記１６秒は充分に短い時間である。なお、
ピーク電流の測定等は、マイコン制御で行った。
【０１３６】
各試料液毎に１０個の測定値を平均し、縦軸をピーク電流（μＡ）、横軸を被検成分濃度
（グルコース濃度；ｍｇ／ｄｌ）とするグラフ上にプロットした。その結果を図９に示し
た。図９から明らかなように、何れの種類の検体についても、各プロットが直線上に乗っ
ており、少なくとも５００ｍｇ／ｍｌまでの測定濃度範囲において一次関数的関係が成立
することが確認された。また、試料液と標準液との傾きの差も充分に小さかった。
【０１３７】
他方、全血試料の各濃度における測定値のバラツキ程度を評価するために、各々１０個の
測定値の標準偏差を算出し、これを平均値で除してＣＶ値（変動係数）を求めた。この結
果を下記表１に示した。表１において、比較例１（後記）に比較し、実施例１の全血試料
のバラツキが顕著に小さかった。特にグルコース濃度が１００ｍｇ／ｄｌ以上において実
施例１と比較例との間に一層顕著なバラツキの差が認められた。
【０１３８】
以上の結果から、本発明にかかる実施例１の酵素センサ装置は、生体試料の分析用途にお
いて高い信頼性をもって使用できることが実証できた。
【０１３９】
（実施例２）
実施例１の微細セルロース粉体に変えて、繊維直径３μｍ以下、繊維長約６μｍの微細結
晶セルロース粉体を使用したこと以外は、実施例１と同一条件で実施例２にかかる酵素セ
ンサ装置を作製した。
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【０１４０】
また、実施例１に記載した試料および標準液を用い且つ同様な条件で、この実施例２の装
置の性能評価を行った。その結果をピーク電流（μＡ）と被検成分濃度（ｍｇ／ｄｌ）の
関係で図１０に示した。また各測定値のＣＶ値（ｎ＝１０）を表１に示した。
【０１４１】
図１０より明らかなように、ピーク電流値と検体濃度の間に成立する一次関数性、および
各測定値（ｎ＝１０）のバラツキ傾向とも、概ね実施例１と同様であり、良好な結果であ
った。
【０１４２】
　（実施例３）
　実施例１の水不溶性の微細セルロース粉体に変えて、繊維直径３μｍ以下、繊維長約６
μｍの水不溶性の微細結晶セルロース粉体を用いたこと、及びカルボキシメチルセルロー
ス（ＣＭＣ）を、反応成分量（ＧＯＤとＦＣＮの合計量）に対し１重量％となるように添
加した反応層形成溶液を用いたこと以外は、実施例１と同一条件で実施例３にかかる酵素
センサ装置を作製した。
【０１４３】
また、この実施例３の装置を用い、実施例１に記載した全血試料について、実施例１と同
様な条件で測定を行った。この結果を図１１に示し、各濃度におけるＣＶ値を表１に示し
た。なお、この結果については、後記する。
【０１４４】
（比較例１）
微細結晶セルロース粉体を含有させなかったこと、及び反応成分量（ＧＯＤとＦＣＮの合
計量）対するＣＭＣ量を４重量％としたこと以外は、上記実施例３と同様にして比較例１
にかかる酵素センサ装置を作製した。ここでＣＭＣ量を４重量％としたのは、ＣＭＣ量が
１重量％（実施例３での使用量）であると、均一塗布が困難であり、密着も不充分となっ
たからである。
【０１４５】
この比較例１の装置を用い、実施例１で調整した全血試料液中のグルコース量の測定を行
った。測定条件、測定個数は実施例１～３と同様である。測定結果を図１１に示し、各濃
度におけるＣＶ値を表１に示した。
【０１４６】
図１１から、実施例３の各測定値（平均値）は、上記実施例１～２の場合と同様、直線か
らのバラツキが小さく、ピーク電極値とグルコース濃度との間に良好な一次関数的関係が
成立することが判った。他方、微細結晶セルロース粉体を含有させないで、ＣＭＣのみを
用いた比較例１のセンサでは、直線からのバラツキが大きく、とくに全血試料中のグルコ
ース濃度が約１５０ｍｇ／ｄｌ以下の低濃度領域でバラツキが大きかった。なお、図１１
の比較例１については、バラツキ程度を明示するために、各プロットを直線と折れ線（破
線）の２通りの方法で表示してある。
【０１４７】
【表１】
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【０１４８】
＜反応層の分散状態の観察＞
上記実施例１～３、比較例１、及びＧＯＤとＦＣＮとを蒸留水に溶解した２成分系液を実
施例１～３等と同様にして反応セル内に注入し乾燥したものの４つの反応層を顕微鏡で拡
大観察し、それぞれの分散状態を観察した。なお、上記２成分系反応層は、分散状態の比
較基準とするためのものである。
【０１４９】
観察の結果、実施例１～３では微細で均一な粒子が均一に分散されていた。他方、比較例
１は、不均一な粒子が反応層内に不均一に分散していた。更に、上記２成分系反応層は、
比較例１よりもさらに分散状態が悪く、不均一な粒子が不均一に分散していた。また、１
００μｍ程度の大きなＦＣＮ粒子が認められた。
【０１５０】
＜保存安定性試験＞
上記実施例１～３、比較例１で作成した酵素センサを各々４個用意し、２５℃、ＲＨ５０
％の雰囲気中に１日または１０日間放置した後にＢＧ電圧を調べた。放置条件としては、
▲１▼未包装のまま放置（開放）、▲２▼酵素センサを乾燥剤とともに７０μｍ厚のアル
ミパックで密閉包装した状態で放置（密封）、の２通りで行った。
【０１５１】
保存試験におけるＢＧ電圧値、およびＢＧ電圧増加率を表２に示した。なお、増加率％は
、数１で表される。
【０１５２】
【数１】

【０１５３】
【表２】
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【０１５４】
表２から明らかなように、開放、密封とも、保存試験の基準となる一日目におけるＢＧ電
圧においても、実施例１～３に比べ比較例１のＢＧ電圧が顕著に大きく、この差は保存１
０日後において一層拡大した。他方、微細セルロース粉体等が使用され、かつＣＭＣが使
用されていない実施例１、２の密封品はＢＧ電圧の増加率が０％であり、微細セルロース
粉体等とＣＭＣの双方を使用した実施例３の増加率は８．１％であった。これに対しＣＭ
Ｃが使用され、微細セルロース粉体等が使用されていない比較例１の密閉品の増加率は５
５％であった。
【０１５５】
また、実施例１～３の開放品の増加率が１６．３％～１１４．３％であるのに対し、ＣＭ
Ｃが使用され、微細セルロース粉体等が使用されていない比較例１の開放品の増加率１８
７．５％であった。
【０１５６】
以上の結果から、微細セルロース粉体等の使用により保存性が顕著に向上することが明ら
かとなった。なお、ＢＧ電圧とは、被検成分の存在がない状態において検出されるいわば
ノイズ電流値であり、この値が大きいと、低濃度域における測定精度が悪くなる。
【０１５７】
【発明の効果】
以上に説明したように、酵素および電子メディエータとともに、微細セルロース粉体及び
／又は微細結晶セルロース粉体を反応層に配合する本発明によると、測定精度や保存安定
性を顕著に向上させることができ、また酵素センサ個々における測定精度上のバラツキを
減少させることができる。よって、本発明によると、使い棄て方式の酵素センサおよび酵
素センサ装置の信頼性を飛躍的に高めることができる。
【０１５８】
また、微細セルロース粉体及び／又は微細結晶セルロース粉体は安価であるので、本発明
によると、測定精度や保存安定性に優れた酵素センサを殆どコストアップを伴うことなく
して実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明酵素センサの概略構造を示す図であり、（ａ）は基本構造、（ｂ）は実用



(23) JP 4467711 B2 2010.5.26

10

20

30

40

品の構造を示す。
【図２】本発明酵素センサの構造を説明するための分解斜視図である。
【図３】本発明酵素センサの他の形態を説明するための分解斜視図である。
【図４】本発明酵素センサの他の形態を説明するための分解斜視図である。
【図５】本発明酵素センサの他の形態を説明するための分解斜視図である。
【図６】本発明酵素センサ装置の概略をブロック図で表した図である。
【図７】本発明酵素センサ装置の電気回路図である。
【図８】本発明酵素センサ装置の酵素センサ部分の詳細図である。
【図９】実施例１における、ピーク電流量と被検成分量との関係を示すグラフである。
【図１０】実施例２における、ピーク電流量と被検成分量との関係を示すグラフである。
【図１１】実施例３と比較例１における、ピーク電流量と被検成分量との関係を示すグラ
フである。
【図１２】従来の酵素センサの構造を示す図である。
【図１３】従来の酵素センサ装置の電気回路を示す図である。
【図１４】本発明酵素センサの他の形態を示す分解斜視図である。
【符号の説明】
１、１Ｂ、１Ｃ　酵素センサ
２　　　　　　基板
３　　　　　　電極系
３ａ、３ｂ　　測定本体部
３ｃ、３ｄ　　電極端子部
３ｅ、３ｆ　　リード部
４　　　　　　マスク層
４ａ　　　　　開放窓
５　　　　　　スペーサ層
５ａ　　　　　空洞部
５ｂ　　　　　検液吸入部
６　　　　　　反応層（基質検知部）
７　　　　　　保護層
８　　　　　　スペーサ層
８９ａ　　　　空洞部
９　　　　　　保護層
９ａ　　　　　空洞部
１０　　　　　マスク層
１１　　　　　スペーサ層
１１ｂ　　　　検液吸入部
１１ａ　　　　柱状突起部
２１、２２　　スペーサ層
２１ｂ　　　　柱状突起部
１００　　マイクロコンピュータ
１０１　　電位走査部
１０２　　酵素センサ接続部
１０２ａ　回路端子
１０３　　電流検出部
１０４　　押し出し機構
１０４ａ　取っ手
１０４ｂ　バネ
１０４ｃ　固定部
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