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(54)【発明の名称】ＳＰＲ測定用試料セルおよびセルホルダ
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(57)【特許請求の範囲】

材の付勢方向に摺動自在に支持するガイド穴を設け、こ

【請求項１】

上方が開口し底部に透明な窓を設けた有

のガイド穴内に前記ガイドピンを摺動方向に対して節度

底筒状の容器と、この容器の開口を開閉し閉じることに

的に係止する係脱自在な係止手段を設けたことを特徴と

より容器を密閉状態とする蓋と、前記容器の窓の内側に

するセルホルダ。

金属薄膜を設けるとともに、窓の外側に窓とほぼ同じ屈

【発明の詳細な説明】

折率を有する屈折率整合用透明フィルムを設けたことを

【０００１】

特徴とするＳＰＲ測定用試料セル。

【発明の属する技術分野】本発明は、光学系を用いて非

【請求項２】

測定溶液中の特定物質を定量あるいは定性的に測定する

請求項１記載のＳＰＲ測定用試料セルに

おいて、前記金属薄膜の表面にセンサ膜を設けたことを
特徴するＳＰＲ測定用試料セル。
【請求項３】

表面プラズモン共鳴現象測定装置に関し、特に、被測定
10

物に接した金属薄膜での表面プラズモン共鳴現象を利用

請求項１または２記載のＳＰＲ測定用試

し、液体やガスなどの被測定物の屈折率の変化を検知し

料セルをプリズム上に案内する筒状の案内部を設けた案

定性・定量測定を行うための被測定物を収容するＳＰＲ

内部材と、前記ＳＰＲ測定用試料セルを前記プリズムに

測定用試料セルおよびセルホルダに関する。

圧接する付勢部材を有しガイドピンを設けた保持部材と

【０００２】

からなり、前記案内部材に前記ガイドピンを前記付勢部

【従来の技術】従来、化学プロセス計測や環境計測ある
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いは臨床検査等において、呈色反応や免疫反応を利用し

Ｉ（ｂ）部の拡大図である。図２（ａ）は本発明に係る

た測定が行われているが、この測定方法では被測定物を

セルホルダの断面図、同図（ｂ）は同図（ａ）における

サンプル抽出する必要があるばかりか、煩雑な操作や標

II部の拡大図である。図３は本発明に係るセルホルダの

識物質を必要とする等の問題あった。このため、標識物

断面図である。図４は同じくセルホルダからＳＰＲ測定

質を必要とすることなく、高感度で被測定物中の化学物

用試料セルを着脱する状態を説明するための側面図であ

質の定性・定量測定の可能なセンサとして、光励起表面

る。図５は同じくセルホルダを介してＳＰＲ測定用試料

プラズモン共鳴現象を利用したセンサが提案され実用化

セルをＳＰＲ現象測定装置に装着した状態を示す断面図

されている。

である。

【０００３】
【発明が解決しようとする課題】近年、ＳＰＲ現象測定

【０００９】先ず、図１を用いて本発明に係るＳＰＲ測
10

定用試料セルについて説明する。同図（ａ）において、

装置はその応用範囲が広まり、屋外での携帯センサとし

全体を符号１で示すＳＰＲ測定用試料セルは、試料を収

ての使用が考えられている。しかしながら、従来のＳＰ

容するプラスチック製の容器２と、この容器２の開口を

Ｒ現象測定装置においては、プリズム上に屈折率整合用

閉塞する蓋１２と、この蓋１２と容器２の開口端との間

マッチングオイルを滴下し、その上に金属薄膜を有する

に介挿されるＯリング１５とによって概略構成されてい

ガラス板を張り付けて測定する方法であるため、セルを

る。容器２は上方が開口し中空部３を有する有底円筒状

その上に張り付ける作業が煩雑であり、屋外使用には不

に形成され、開口側の内周面にはねじ部４が螺設され、

向きであるという問題があった。

底部の中央には、同図（ｂ）に示すように、孔６が穿孔

【０００４】本発明は上記した従来の問題に鑑みなされ

され、この孔６の外側には大径部７が形成されている。

たものであり、その目的とするところは、検査の作業を

【００１０】この大径部７には、後述するプリズム４３

容易にし、屋外での使用に適したＳＰＲ測定用試料セル

20

と同じ材質のガラス等からなる透明体９が張り付けられ

およびセルホルダを提供することにある。

ている。この透明体９の図中上部、すなわち容器２の内

【０００５】

側には、ＳＰＲ測定用の金属薄膜８が形成され、透明体

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため

９の外側には透明体９と同じ屈折率を有する透明な屈折

に、請求項１に係る発明は、上方が開口し底部に透明な

率整合用フィルム１０が形成されている。蓋１２の下部

窓を設けた有底筒状の容器と、この容器の開口を開閉し

には、ねじ部４に螺合するねじ部１３が設けられ、これ

閉じることにより容器を密閉状態とする蓋と、前記容器

らねじ部４，１３を螺合することにより、蓋１２が容器

の窓の内側に金属薄膜を設けるとともに、窓の外側に窓

２の開口を閉塞する。蓋１２と容器２の開口端との間に

とほぼ同じ屈折率を有する屈折率整合用透明フィルムを

はＯリング１５が介装されていることによって、容器２

設けたものである。したがって、屈折率整合用透明フィ

の中空部３が密閉状態になるので、中空部３に収容した

ルムを設けたことにより、屈折率整合用マッチングオイ

30

試料が漏れ出すことが規制される。

ルを滴下する必要がない。

【００１１】次に、図２および図３を用いて本発明に係

【０００６】また、請求項２に係る発明は、請求項１に

るセルホルダについて説明する。図３において、全体を

係る発明において、前記金属薄膜の表面にセンサ膜を設

符号２０で示すセルホルダは、ＳＰＲ測定用試料セル１

けたものである。したがって、センサ膜によって特定物

をプリズム４３に圧接する保持部材２１と、ＳＰＲ測定

質の定量を行うことができる。

用試料セル１をプリズム４３側に案内する案内部材２２

【０００７】また、請求項３に係る発明は、請求項１ま

とからなる。保持部材２１は、下方が開口し中空部２５

たは２記載のＳＰＲ測定用試料セルをプリズム上に案内

を有するほぼ有底円筒状に形成され、下端に形成された

する筒状の案内部を設けた案内部材と、前記ＳＰＲ測定

フランジ部２６には、下方に向かって延在する一対のガ

用試料セルを前記プリズムに圧接する付勢部材を有しガ
イドピンを設けた保持部材とからなり、前記案内部材に

イドピン２７が植設されている。図２（ｂ）に示すよう
40

に、このガイドピン２７の下端部の外周部には、くさび

前記ガイドピンを前記付勢部材の付勢方向に摺動自在に

状の係合溝２７ａが設けられている。保持部材２１の中

支持するガイド穴を設け、このガイド穴内に前記ガイド

空部２５には、上端側が保持部材２１の裏面に固着され

ピンを摺動方向に対して節度的に係止する係脱自在な係

た圧縮コイルばね２８が設けられている。

止手段を設けたものである。したがって、ＳＰＲ測定用

【００１２】案内部材２２は上下両端が開口し中空部３

試料セルの屈折率整合用透明フィルムが常に一定の圧接

１を有するほぼ円筒状に形成され、図４に示すように、

力によってプリズムに圧接される。

この案内部材２２の周部の一部には、ＳＰＲ測定用試料

【０００８】

セル１を中空部３１に着脱するための開口３３が設けら

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図を

れている。また、中空部３１の下部には、ＳＰＲ測定用

用いて説明する。図１（ａ）は本発明に係るＳＰＲ測定

試料セル１をプリズム４３に案内する案内部３２が形成

用試料セルの断面図、同図（ｂ）は同図（ａ）における
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されている。案内部材２２の下部側の外周にフランジ部
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３４が設けられ、このフランジ部３４をねじ３５によっ

１を案内部材２２の開口３３から案内部材２２内に挿入

て後述するＳＰＲ現象測定装置４０の筺体４１の上板に

する作業が容易になり作業性が向上する。

固定すると、案内部材２２が筺体４１の窓４２に嵌合す

【００１８】図３に示すように、保持部材２１を手によ

るように構成されている。

って下方に向かって押し下げると、一対のガイドピン２

【００１３】案内部材２２の周部には、上部が開口した

７，２７が案内部材２２のガイド穴３６，３６に案内さ

一対のガイド穴３６，３６が上下方向に延在するように

れ、保持部材２１が下降する。圧縮コイルばね２８の下

凹設され、これらガイド穴３６，３６には、上述した保

端がＳＰＲ測定用試料セル１の蓋１２の上端に当接し、

持部材２１の一対のガイドピン２７，２７が係入され摺

さらに保持部材２１を手によって下方に向かって押し下

動自在に支持される。図２（ｂ）に示すように、案内部
材２２には、これらガイド穴３６，３６内に一部が臨む

げると、圧縮コイルばね２８の弾発力によって、ＳＰＲ
10

測定用試料セル１が案内部３２に案内されながら下方に

ように付勢されたボールプランジャー３７が設けられ、

付勢される。したがって、ＳＰＲ測定用試料セル１の屈

このボールプランジャー３７は、図示を省略している

折率整合用フィルム１０がプリズム４３に圧接されるこ

が、上下方向に複数対設けられている。

とにより、この屈折率整合用フィルム１０を介してプリ

【００１４】次に、図５を用いてＳＰＲ現象測定装置に

ズム４３と金属薄膜８とが光学的に接着されるので、表

ついて説明する。ＳＰＲ現象測定装置４０には、ほぼ密

面プラズモン共鳴現象を計測することが可能になる。

閉状態の箱状に形成された筺体４１が備えられ、この筺

【００１９】この場合、図２（ｂ）に示すように、ガイ

体４１の上板の一部には円形の窓４２が穿設され、この

ドピン２７の係合溝２７ａに係合するボールプランジャ

窓４２に対応して筺体４１の上板の下面にはプリズム４

ー３７が案内部材２２の上下方向に複数個設けられてい

３が固定されている。４４は光源であって、この光源４

ることにより、図３において保持部材２１を押し下げる

４から放射された光は偏光板４５によってｐ偏光光のみ

20

位置を適宜選択することができる。したがって、圧縮コ

が通過し、集光レンズ４６によって集光されプリズム４

イルばね２８の弾発力によって屈折率整合用フィルム１

３に入射する。

０がプリズム４３に適切な圧接力で圧接されるので測定

【００１５】プリズム４３に入射角θで入射した光が金

が正確かつ安定する。また、保持部材２１を上昇させ、

属薄膜５を照射することによって、金属薄膜５からの反

ＳＰＲ測定用試料セル１を案内部材２２から着脱すると

射光の強度変化をＣＣＤラインセンサ４７で検出してい

きも、ガイドピン２７の係合溝２７ａとボールプランジ

る。このＳＰＲ現象測定装置４０はバッテリー４８によ

ャー３７の係合によって、保持部材２１の位置が保持さ

る駆動が可能で、図示を省略したパームサイズのパーソ

れるので、着脱のための作業性が向上する。

ナルコンピュータに接続することにより、データの収集

【００２０】また、ＳＰＲ測定用試料セル１の容器２の

や簡単な処理ができるように構成されている。また、パ

底部に屈折率整合用フィルム１０を設け、ＳＰＲ測定用

ームサイズのパーソナルコンピュータの赤外線通信機能

30

試料セル１を案内部材２２に係入し、保持部材２１を押

を利用してより高性能のホストコンピュータへデータを

し下げることにより、表面プラズモン共鳴現象を計測す

転送そうし、データの処理を行うこともできる。

ることが可能になる。したがって、従来のようにマッチ

【００１６】次に、ＳＰＲ測定用試料セル１をセルホル

ングオイルを滴下する煩雑な作業が不要になるので作業

ダ２０を介してＳＰＲ現象測定装置４０に装着する方法

性が向上する。本発明者が実験によって確認した結果、

を説明する。先ず、図１（ａ）において、蓋１２を回転

本発明よるＳＰＲ測定用試料セル１の交換作業がほぼ５

させ、蓋１２を容器２の開口から外すことにより、容器

秒以内で行え、マッチングオイルを接着していた従来の

２の開口から図示を省略した試料を入れる。蓋１２と容

交換作業と比較して約１／１０に短縮されることがわか

器２の開口端との間にＯリング１５を介装するようにし

った。

て、蓋１２のねじ部１３と容器２のねじ部４とを螺合さ
せ、蓋１２によって容器２の開口を閉塞することによ

【００２１】ここで、金属薄膜８の表面に、センサ膜と
40

しての抗体等を固定し、抗原との結合による抗体の屈折

り、容器２の中空部３を密閉する。

率の変化を測定することにより、特定物質の定量を行う

【００１７】このように容器２内に試料を入れたＳＰＲ

ことができる。この抗原の固定化により、免疫反応を測

測定用試料セル１を、図４に示すように、案内部材２２

定する免疫センサー、蛋白分子を計測するバイオセンサ

の開口３３から案内部材２２内に挿入し、図３に示すよ

ー、高感度顕微鏡など、分析化学・生化学・薬品化学・

うに、ＳＰＲ測定用試料セル１の容器２を案内部材２２

医療計測等の広範囲な化学・産業分野での多彩な展開が

の案内部３２に係入する。このとき、圧縮コイルばね２

可能になる。

８の上端側が保持部材２１の裏面に固着されていること

【００２２】

により、圧縮コイルばね２８が持ち上げられた状態にな

【実施例】透明体９およびプリズム４３はＢＫ７ガラス

るので、圧縮コイルばね２８の下方には充分な挿入空間

を使用した。金属薄膜８は透明体９に、Ａｕをスパッタ

が設けられている。したがって、ＳＰＲ測定用試料セル

50

法によって５００Åに形成した。屈折率整合透明フィル
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ム１０として、ＲＴＶ（室温硬化）シリコンゴムまたは

測定が正確かつ安定する。

可塑化ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）膜を使用した。

【図面の簡単な説明】

【００２３】蓋１２によって容器２の開口を密閉するの

【図１】

に、ねじ部４，１３の螺合およびＯリング１５の協動に

セルの断面図、同図（ｂ）は同図（ａ）におけるI

よって行ったが、蓋１２の周面の一部を容器２の開口縁

（ｂ） 部の拡大図である。

に枢支するとともに、蓋１２の内周面と容器２の開口縁

【図２】

に互いに嵌合する凹凸部を設け、枢支部を揺動中心とし

図、同図（ｂ）は同図（ａ）におけるII部の拡大図であ

て蓋１２を揺動させ容器２の開口を閉じることにより、

る。

凹凸部を嵌合させて密閉状態してもよく、種々の設計変
更が可能である。また、容器２の開口から容器２内に試

10

同図（ａ）は本発明に係るＳＰＲ測定用試料

同図（ａ）は本発明に係るセルホルダの断面

【図３】

本発明に係るセルホルダの断面図である。

【図４】

本発明に係るセルホルダからＳＰＲ測定用試

料を入れるのに、蓋１２を着脱自在としたが、開閉自在

料セルを着脱する状態を説明するための側面図である。

とした蓋でもよい。

【図５】

【００２４】

用試料セルをＳＰＲ現象測定装置に装着した状態を示す

【発明の効果】以上説明したように、請求項１に係る発

断面図である。

明によれば、マッチングオイルを滴下する必要がないの

【符号の説明】

で、作業性が向上するだけでなく、作業時間が短縮され

１…ＳＰＲ測定用試料セル、２…容器、８…金属薄膜、

る。また、試料が容器から漏れ出すことがない。

９…透明体、１０…屈折率整合用フィルム、２０…セル

【００２５】また、請求項２に係る発明によれば、セン

ホルダ、２１…保持部材、２２…案内部材、２７…ガイ

サ膜によって特定物質の定量を行うことができる。

ドピン、２７ａ…係合溝、２８…圧縮コイルばね、３６

【００２６】また、請求項３に係る発明によれば、ＳＰ
Ｒ測定用試料セルの屈折率整合用透明フィルムが常に一

20

本発明に係るセルホルダを介してＳＰＲ測定

…ガイド穴、３７…ボールプランジャー、４０…ＳＰＲ
現象測定装置、４３…プリズム、４４…光源。

定の圧接力によってプリズムに圧接されることにより、
【図１】

【図３】

【図２】

【図４】

( 5 )

特許第３３５６２１３号

【図５】
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