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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プローブ物質（１）が固定された基板（２）と，
　前記プローブ物質（１）を収容するとともに，蛍光物質（３）とターゲット物質（４）
とを含む試料（５）を，前記プローブ物質（１）と接触するように収容できる試料室（６
）と，
　光源（７）と，
　前記光源（７）からの光を，前記基板（２）に導き，エバネッセント場を発生させるた
めの，光学系（８）と，
　前記エバネッセント場により励起された前記蛍光物質（３）が発する蛍光強度又は蛍光
像を検出するための蛍光検出部（９）と
　を具備する，プローブ物質とターゲット物質との特異的な相互作用を検出するための蛍
光読取装置において，
　前記光学系（８）は，前記光源（７）からの光が前記基板（２）へ入射する際の入射角
を調整する入射角調整手段（１０）と，
　前記入射角調整手段（１０）が調整する入射角の量を制御する制御装置（１１），
を具備し，
　前記制御装置（１１）は，
　前記入射角調整手段（１０）が調整した入射角に関する情報と，複数の入射角における
前記蛍光検出部（９）が検出した蛍光強度又は蛍光像に関する情報とが入力され，
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　前記複数の入射角について，前記入射角に関する情報からエバネッセント場の侵入長を
求める手段と，求められた複数の侵入長における前記蛍光強度に関する情報を求める手段
と，を具備する，
蛍光読取装置（１２）であって，
　前記制御装置は，前記複数の侵入長についてのエバネッセント場の侵入長と蛍光強度と
の関係を用いて，一方の軸を蛍光強度，もう一方の軸をエバネッセント場の侵入長とした
グラフを求める手段を具備する，
　蛍光読取装置（１２）。
【請求項２】
　前記光学系（８）は，前記光源（７）からの光が入射する光学素子（１３）と，前記光
学素子を経由した光が入射する対物レンズ（１４）とを具備し，
　前記入射角調整手段（１０）は，
　前記光学素子（１３）を，前記対物レンズ（１４）との相対的な位置が変化するように
，移動させる光学素子移動手段を具備する，
請求項１に記載の蛍光読取装置（１２）。
【請求項３】
　前記基板（２）の位置を移動させるための基板移動手段（１５）を具備する，
　請求項１に記載の蛍光読取装置（１２）。
【請求項５】
　前記制御装置は，
　さらに，前記グラフ上の各点を用いて，エバネッセント場の侵入長が０の場合の仮想的
な蛍光強度を求める手段と，
　前記エバネッセント場の侵入長が０の場合の仮想的な蛍光強度と，設定された閾値とを
比較する手段と，
前記比較結果を用いて，前記プローブ物質（１）と前記ターゲット物質（４）とが相互作
用したかどうかを判断する手段と，
を具備する，
　請求項１に記載の蛍光読取装置（１２）。
【請求項６】
　前記制御装置は，経過時間を観測する手段を具備する，
　請求項１に記載の蛍光読取装置（１２）。
【請求項７】
　プローブ物質（１）が固定された基板（２）と，
　前記プローブ物質（１）を収容するとともに，蛍光物質（３）とターゲット物質（４）
とを含む試料（５）を，前記プローブ物質（１）と接触するように収容できる試料室（６
）と，
　光源（７）と，
　前記光源（７）からの光を，前記基板（２）に導き，エバネッセント場を発生させるた
めの，光学系（８）と，
　前記エバネッセント場により励起された前記蛍光物質（３）が発する蛍光強度又は蛍光
像を検出するための蛍光検出部（９）と
　を具備する，プローブ物質とターゲット物質との特異的な相互作用を検出するための蛍
光読取装置において，
　前記光学系（８）は，前記光源（７）からの光が前記基板（２）へ入射する際の入射角
を調整する入射角調整手段（１０）と，
　前記入射角調整手段（１０）が調整する入射角の量を制御する制御装置（１１），
を具備し，
　前記制御装置（１１）は，
　前記入射角調整手段（１０）が調整した入射角に関する情報と，複数の入射角における
前記蛍光検出部（９）が検出した蛍光強度又は蛍光像に関する情報とが入力され，
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　前記複数の入射角について，前記入射角に関する情報からエバネッセント場の侵入長を
求める手段と，求められた複数の侵入長における前記蛍光強度に関する情報を求める手段
と，を具備する，
蛍光読取装置（１２）であって，
　前記基板（２）は，前記プローブ物質（１）が固定されたスポット（２１）を有し，
　前記蛍光検出部（９）は，前記蛍光物質（３）が発する蛍光像を取得するものであり，
　前記制御装置（１１）は，前記蛍光像を走査して，蛍光強度が変化する境界（２１）を
算出する手段と，
　前記境界の形状から，蛍光像のうちスポット内の領域（２３）とスポット外の領域（２
４）を把握する手段と，
　前記スポット内の蛍光強度を求める手段と，を具備する，
　蛍光読取装置（１２）。
【請求項８】
　プローブ物質（１）が固定された基板（２）と，
　前記プローブ物質（１）を収容するとともに，蛍光物質（３）とターゲット物質（４）
とを含む試料（５）を，前記プローブ物質（１）と接触するように収容できる試料室（６
）と，
　光源（７）と，
　前記光源（７）からの光を，前記基板（２）に導き，エバネッセント場を発生させるた
めの，光学系（８）と，
　前記エバネッセント場により励起された前記蛍光物質（３）が発する蛍光強度又は蛍光
像を検出するための蛍光検出部（９）と
　を具備する，プローブ物質とターゲット物質との特異的な相互作用を検出するための蛍
光読取装置において，
　前記光学系（８）は，前記光源（７）からの光が前記基板（２）へ入射する際の入射角
を調整する入射角調整手段（１０）と，
　前記入射角調整手段（１０）が調整する入射角の量を制御する制御装置（１１），
を具備し，
　前記制御装置（１１）は，
　前記入射角調整手段（１０）が調整した入射角に関する情報と，複数の入射角における
前記蛍光検出部（９）が検出した蛍光強度又は蛍光像に関する情報とが入力され，
　前記複数の入射角について，前記入射角に関する情報からエバネッセント場の侵入長を
求める手段と，求められた複数の侵入長における前記蛍光強度に関する情報を求める手段
と，を具備する，
蛍光読取装置（１２）であって，
前記プローブ物質（１）が固定された基板（２）は，試料室の下流域に位置するに従って
，プローブ物質の濃度が大きくなる蛍光読取装置（１２）。
【請求項９】
　ターゲット物質を蓄える試料庫と試料室とを接続する接続管が，試料室の最上流領域と
接続されるのみならず，試料室の中流域にも１つ又は２つ以上接続される請求項１に記載
の蛍光読取装置（１２）。
【請求項１０】
　複数の対物レンズを具備するとともに，前記複数の対物レンズに光を導入するための光
学系を具備する請求項１に記載の蛍光読取装置（１２）。
【請求項１１】
　ターゲット物質を蓄える試料庫と，前記試料庫と複数の試料室とを接続する接続管とを
有し，前記接続管は分岐部を有し，前記接続管の分岐部により分岐されるそれぞれの接続
管の下流部は，前記複数の試料室にそれぞれ接続される請求項１に記載の蛍光読取装置（
１２）。
【請求項１２】
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　プローブ物質（１）が固定された基板（２）と，前記プローブ物質（１）を収容すると
ともに，蛍光物質（３）とターゲット物質（４）とを含む試料（５）を，前記プローブ物
質（１）と接触するように収容できる試料室（６）と，光源（７）と，前記光源（７）か
らの光を，前記基板（２）に導き，エバネッセント場を発生させるための，光学系（８）
と，前記エバネッセント場により励起された前記蛍光物質（３）が発する蛍光強度又は蛍
光像を検出するための蛍光検出部（９）とを具備する，プローブ物質とターゲット物質と
の特異的な相互作用を検出するための蛍光読取装置を用いた蛍光読取方法において，　前
記エバネッセント場の侵入長を変化させる工程と，前記エバネッセント場の侵入長を変化
させた後に蛍光強度を求める工程とを繰り返し行い，
　複数のエバネッセント場の侵入長における蛍光強度を求めることを特徴とする蛍光読取
方法であって，
　前記複数の侵入長についてのエバネッセント場の侵入長と蛍光強度との関係を用いて，
一方の軸を蛍光強度，もう一方の軸をエバネッセント場の侵入長としたグラフを求める蛍
光読取方法。
【請求項１３】
　前記エバネッセント場の侵入長を変化させる工程は，基板（２）へ入射する入射光の入
射角を調整することにより，前記エバネッセント場の侵入長を変化させる請求項１２に記
載の蛍光読取方法。
【請求項１５】
　前記基板（２）は，前記プローブ物質（１）が固定されたスポット（２１）を有し，
　あるスポット（２１）について前記複数の侵入長についてのエバネッセント場の侵入長
と蛍光強度との関係を求めた後，所定時間後にそのスポット（２１）について前記複数の
侵入長についてのエバネッセント場の侵入長と蛍光強度との関係を求める
　請求項１２に記載の蛍光読取方法。
【請求項１６】
　プローブ物質（１）が固定された基板（２）と，
　前記プローブ物質（１）を収容するとともに，蛍光物質（３）とターゲット物質（４）
とを含む試料（６）を，前記プローブ物質（１）と接触するように収容できる試料室（６
）と，
　光源（７）と，
　前記光源（７）からの光を，前記基板（２）に導き，エバネッセント場を発生させるた
めの，光学系（８）と，
　前記エバネッセント場により励起された前記蛍光物質（３）が発する蛍光強度又は蛍光
像を検出するための蛍光検出部（９）と
　を具備する，プローブ物質とターゲット物質との特異的な相互作用を検出するための蛍
光読取装置において，
　前記プローブ物質（１）が固定された基板（２）は，試料室の下流域に位置するに従っ
て，プローブ物質の濃度が大きくなることを特徴とする蛍光読取装置（１２）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，プローブ物質とターゲット物質との相互作用に関与しない蛍光物質に由来す
る蛍光の影響を考慮した蛍光読取装置に関する。より詳しく説明すると，本発明は，エバ
ネッセント場の侵入長を変化させ，複数の侵入長における蛍光強度を求めることで，プロ
ーブ物質とターゲット物質とが相互作用したかどうかを精度よく判断できるマイクロアレ
イ読取装置及び読取方法などに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＮＡマイクロアレイは，基板に遺伝子断片などのＤＮＡを配置し固定したものである
。例えば，複数の遺伝子断片をそれぞれのスポットに固定することによりプローブを用意
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する。そして，ヒトの細胞から抽出したｍＲＮＡを逆転写酵素でｃＤＮＡに変換したもの
をターゲット物質とする。ＤＮＡマイクロアレイ読取装置は，ターゲット物質と基板に固
定されたプローブとがハイブリダイズすることを観測し，これにより様々な遺伝子情報を
解析することができる。ターゲット物質とプローブ物質とが相互作用したことを検出する
ために，例えば，蛍光物質が用いられる。蛍光物質は，ターゲット物質に付加されても良
いし，ターゲット物質とプローブ物質とが相互作用した影響を受けて蛍光を発するような
ものであっても良い。蛍光物質に由来する蛍光を観測するマイクロアレイ読取装置などの
蛍光読取装置として，例えば，プローブ物質が固定されている領域にエバネッセント場を
発生させて，蛍光物質を励起するものがある。これらは，ターゲット物質とプローブ物質
とがハイブリダイズするために長時間を要するものであった。そこで，これらの物質が相
互作用する様子を検出できる実時間型のマイクロアレイ読取装置が望まれた。
【０００３】
　そのような要求に応えるため，特開２００６－３８８１６号公報（下記特許文献１）に
は，「プローブ物質が固定化された基板に対して，少なくとも蛍光物質とターゲット物質
とを含む試料を接触させた場合の，上記プローブ物質と上記ターゲット物質との特異的な
相互作用を検出するためのマイクロアレイ読取装置であって，光を照射するための光照射
手段と，上記基板におけるプローブ物質が固定されている表面にエバネッセント場を発生
させるように，上記光照射手段によって照射される光を上記基板に対して入射させる光入
射手段と，上記エバネッセント場により励起された試料中に含まれる蛍光物質から出射さ
れる蛍光を検出するための光検出手段と，を備え，上記光検出手段は，対物レンズとして
機能する光学レンズを有しており，該光学レンズが上記光入射手段として機能することを
特徴とするマイクロアレイ読取装置」が開示されている（同文献の請求項１を参照）。
【０００４】
　特開２００６－３８８１６号公報（下記特許文献１）に開示されたマイクロアレイ読取
装置は，迅速かつ高精度にターゲット物質とプローブ物質とがハイブリダイズすることを
観測できるので，優れたものである。しかしながら，ターゲット物質とプローブ物質とが
ハイブリダイズしたことに由来する発光のみならず，フロースルーセル中を流れる蛍光物
質に由来する蛍光などのノイズを観測してしまうという問題があった。
【０００５】
　すなわち，従来の実時間型のマイクロアレイ読取装置では，発光物質が励起されるのに
十分な強度のエバネッセント場が，基板表面から１００ｎｍ程度の領域まで生ずる。そし
て，プローブ物質には，試料として蛍光物質を含むものを接触させ続けるため，その基板
表面から１００ｎｍ以内の領域には，ターゲット物質とプローブ物質とが相互作用したこ
とによらないで発光する発光物質も多数存在する。このため，従来のマイクロアレイ読取
装置では，ターゲット物質とプローブ物質とがハイブリダイズしない場合であっても，強
い蛍光が観測される場合が多々あり，そのためターゲット物質とプローブ物質とが相互作
用したかどうか正確に判断できない場合があった。
【０００６】
　さらに，従来のマイクロアレイ読取装置では，ターゲット物質とプローブ物質とが相互
作用したことよる発光のみを観測することはできなかったため，プローブ物質と相互作用
したターゲット物質の量を定量的に評価することはできなかった。
【０００７】
　また，従来のマイクロアレイ読取装置では，基板からどの程度の位置においてターゲッ
ト物質とプローブ物質とが相互作用したかを示す，蛍光を発する蛍光物質の分布を把握す
ることはされていなかった。
【０００８】
　特開２００６－１８９７４１号公報（下記特許文献２）には，エバネッセント光のしみ
出し深さを所望の量に設定するように入射角調整手段を制御する発明が開示されている（
たとえば，請求項１２を参照）。しかしながら，同文献に開示された発明では，レーザ光
源が変わってもエバネッセント光のしみ出し深さを一定量にするために入射角を制御する
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ものである。すなわち，同文献では，できる限りエバネッセント場の侵入長を一定するこ
とを，本質とするものであるから，様々なエバネッセント場の侵入長において，蛍光測定
を行うための動機付けとなるものがない。
【０００９】
　特開２００１－１９４３１０号公報（下記特許文献３）は，表面プラズモン分光装置に
関する。そして同文献では，ひとつの対物レンズしか用いないものの，一度に複数の試料
を測定することが開示されている。
【００１０】
　米国公開特許ＵＳ２００３／０２０５６８１号明細書（下記特許文献４）には，２つの
光を用いて，２種類のエバネセント場の侵入長を得る，マイクロアレイを用いた蛍光分析
装置が開示されている（段落[００６９]，請求項４１）。しかしながら，同文献には，多
数のエバネッセント場の侵入長における蛍光観測を行って，ハイブリダイズの有無を効果
的に観測することは，開示されていない。
【特許文献１】特開２００６－３８８１６号公報
【特許文献２】特開２００６－１８９７４１号公報
【特許文献３】特開２００１－１９４３１０号公報
【特許文献４】米国公開特許ＵＳ２００３／０２０５６８１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は，プローブ物質とターゲット物質との相互作用に関与しない蛍光物質に由来す
る蛍光の影響を考慮したマイクロアレイ読取装置などの蛍光読取装置を提供することを目
的とする。　
【００１２】
　本発明は，プローブ物質と相互作用したターゲット物質の量を比較できるマイクロアレ
イ読取装置などの蛍光読取装置を提供することを目的とする。
【００１３】
　本発明は，蛍光を発する蛍光物質の分布をも観測できる蛍光読取装置を提供することを
目的とする。　
【００１４】
　本発明は，プローブ物質と相互作用したターゲット物質の蛍光強度の経時的変化をも観
測できる蛍光読取装置を提供することを目的とする。　
【００１５】
　本発明は，フロースルーセルを用いる場合，試料中に含まれるターゲット物質が基板に
固定されるプローブ物質と順次結合するので，上流域に比べて下流域の方がターゲット物
質の濃度が小さくなるという問題を解決し，フロースルーセルの上流と下流におけるター
ゲット物質の濃度の違いによる測定条件の不均一さを抑えることができる蛍光読取装置を
提供することを目的とする。　　
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は，基本的には，エバネッセント場の侵入長を変化させ，複数の侵入長における
蛍光強度を求め，それらの関係をグラフ上にプロットすることで，プローブ物質とターゲ
ット物質とが相互作用したかどうかを精度よく判断できるという知見に基づくものである
。
【００１７】
　本発明の第１の側面は，プローブ物質（１）が固定された基板（２）と，前記プローブ
物質（１）を収容するとともに，蛍光物質（３）とターゲット物質（４）とを含む試料（
５）を，前記プローブ物質（１）と接触するように収容できる試料室（６）と，光源（７
）と，　前記光源（７）からの光を，前記基板（２）に導き，エバネッセント場を発生さ
せるための，光学系（８）と，前記エバネッセント場により励起された前記蛍光物質（３
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）が発する蛍光強度又は蛍光像を検出するための蛍光検出部（９）とを具備する，プロー
ブ物質とターゲット物質との特異的な相互作用を検出するための蛍光読取装置において，
前記光学系（８）は，前記光源（７）からの光が前記基板（２）へ入射する際の入射角を
調整する入射角調整手段（１０）と，前記入射角調整手段（１０）が調整する入射角の量
を制御する制御装置（１１），を具備する蛍光読取装置（１２）に関する。
【００１８】
　すなわち，本発明の蛍光読取装置は，入射角調整手段（１０）を具備するので，光が前
記基板へ入射する際の入射角を調整することができ，これによりエバネッセント場の侵入
長を制御できる。さらに，本発明の蛍光読取装置は，制御装置を具備するので，侵入長を
制御できるとともに，制御した侵入長を記憶することもできる。
【００１９】
　本発明の第１の側面は，前記制御装置が，前記入射角調整手段（１０）が調整した入射
角に関する情報と，複数の入射角における前記蛍光検出部（９）が検出した蛍光強度又は
蛍光像に関する情報とが入力され，前記複数の入射角について，前記入射角に関する情報
からエバネッセント場の侵入長を求める手段と，求められた複数の侵入長における前記蛍
光強度に関する情報を求める手段と，を具備する，蛍光読取装置（１２）に関する。
【００２０】
　この蛍光読取装置は，入射角を調整することで，エバネッセント場の侵入長を制御する
とともに，複数の侵入長における蛍光強度に関する情報を求めることができる。
【００２１】
　後述するように，複数の侵入長についてのエバネッセント場の侵入長と蛍光強度との関
係を求めることができれば，観測された蛍光が，ノイズ蛍光（“プローブ物質とターゲッ
ト物質（４）との相互作用に関与しない蛍光物質に由来する蛍光”）のみかどうかを判断
できる。また，観測された蛍光強度のうち，ノイズ蛍光に由来する量を推測することがで
き，これにより真の蛍光（プローブ物質とターゲット物質との相互作用に関与した蛍光物
質に由来する蛍光”）を定量的に把握できる。また，スポット外の蛍光を排除して，スポ
ット内における蛍光のみの蛍光強度を検出することもできる。すなわち，本発明によれば
，ノイズ蛍光の影響を考慮できる蛍光読取装置を提供することができる。
【００２２】
　本発明の第１の側面の好ましい態様は，前記光学系（８）は，前記光源（７）からの光
が入射する光学素子（１３）と，前記光学素子を経由した光が入射する対物レンズ（１４
）とを具備し，前記入射角調整手段（１０）は，前記光学素子（１３）を，前記対物レン
ズ（１４）との相対的な位置が変化するように，移動させる光学素子移動手段を具備する
，上記に記載の蛍光読取装置（１２）に関する。
【００２３】
　この態様の蛍光読取装置は，光学素子移動手段を具備するので，例えば，光学素子（１
３）を，対物レンズ（１４）から一定方向に遠ざけることや，近づけることで，対物レン
ズに入射する光の位置を調整できる。これにより，対物レンズから出射される光の基板表
面に対する入射角が変化するので，エバネッセント場の進入長をも制御できる。この光学
素子（例えば，レンズやミラーなど）が移動する量は，制御装置（１１）により制御され
る。そして，制御装置（１１）は，光学素子の位置に関する情報を用いて，それと関連し
た入射角に関する情報，及びエバネッセント場の侵入長に関する情報を求めることができ
る。
【００２４】
　本発明の第１の側面の好ましい態様は，基板（２）の位置を移動させるための基板移動
手段（１５）を具備する，上記いずれかに記載の蛍光読取装置（１２）に関する。
【００２５】
　基板としてマイクロアレイ基板を用いる場合，マイクロアレイには，複数のスポットが
設けられている。そして各スポットには，様々な種類のプローブ物質が固定されている。
この態様の蛍光読取装置は，基板移動手段（１５）を具備するので，各スポットにエバネ
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ッセント場が生ずるように基板（２）を移動させることができる。これにより，様々なプ
ローブ物質について蛍光強度を観測できることとなる。なお，基板（２）に複数のスポッ
トが設けられる場合，各スポットの位置と，現在どのスポットの蛍光を観測しているかに
ついての情報は，制御装置（１１）により制御され，把握される。
【００２６】
　本発明の第１の側面の好ましい態様は，前記制御装置は，前記複数の侵入長についての
エバネッセント場の侵入長と蛍光強度との関係を用いて，一方の軸（たとえば縦軸）を蛍
光強度，もう一方の軸（たとえば横軸）をエバネッセント場の侵入長としたグラフを求め
る手段を具備する，上記いずれかに記載の蛍光読取装置（１２）に関する。　
【００２７】
　この態様の蛍光読取装置は，例えば，求めたグラフに関する情報をモニタなどの表示装
置に出力する。すると，グラフが表示される。すなわち，この態様の蛍光読取装置によれ
ば，複数の侵入長についての，エバネッセント場の侵入長と蛍光強度との関係を用いて，
一方の軸を蛍光強度，もう一方の軸をエバネッセント場の侵入長としたグラフを表示する
ことができるので，視覚により，容易にノイズ蛍光（“プローブ物質とターゲット物質と
の相互作用に関与しない蛍光物質に由来する蛍光”）のみかどうかを判断できる。すなわ
ち，グラフをみて，各観測点をプロットした状況を想定する。すると，ノイズ蛍光（プロ
ーブ物質とターゲット物質との相互作用に関与しない蛍光物質のみの蛍光）のみを観測し
た場合は，侵入長を０としたときの切片が閾値以下となる。よって，この態様の蛍光読取
装置によれば，ノイズ蛍光の影響を考慮できる。
【００２８】
　本発明の第１の側面の好ましい態様は，前記制御装置は，前記複数の侵入長についての
エバネッセント場の侵入長と蛍光強度との関係を用いて，一方の軸を蛍光強度，もう一方
の軸をエバネッセント場の侵入長としたグラフを求める手段と，前記グラフ上の各点を用
いて，エバネッセント場の侵入長が０の場合の仮想的な蛍光強度を求める手段と，前記エ
バネッセント場の侵入長が０の場合の仮想的な蛍光強度と，設定された閾値とを比較する
手段と，前記比較結果を用いて，前記プローブ物質（１）と前記ターゲット物質（４）と
が相互作用したかどうかを判断する手段と，を具備する，上記いずれかに記載の蛍光読取
装置（１２）に関する。
【００２９】
　この態様の蛍光読取装置（１２）によれば，前記プローブ物質と前記ターゲット物質と
が相互作用したかどうかを自動的に判断できる。また，設定された閾値を修正することで
，判断基準を適宜変えることができる。
【００３０】
　本発明の第１の側面の好ましい態様は，前記制御装置は，経過時間を観測する手段を具
備する，上記いずれかに記載の蛍光読取装置（１２）に関する。
【００３１】
　この態様の蛍光読取装置（１２）によれば，あるスポットについて，複数時間について
の蛍光強度を観測できるので，あるスポットにおける蛍光強度の経時変化を観測できる。
これにより，ハイブリダイズなどの相互作用が進行する様子を観測できるとともに，最終
的な相互作用量も予測することができる。
【００３２】
　本発明の第１の側面の好ましい態様は，前記基板（２）は，前記プローブ物質（１）が
固定されたスポット（２１）を有し，前記蛍光検出部（９）は，前記蛍光物質（３）が発
する蛍光像を取得するものであり，前記制御装置（１１）は，前記蛍光像を走査して，蛍
光強度が変化する境界（２１）を算出する手段と，前記境界の形状から，蛍光像のうちス
ポット内の領域（２３）とスポット外の領域（２４）を把握する手段と，前記スポット内
の蛍光強度を求める手段と，を具備する，上記いずれかに記載の蛍光読取装置（１２）に
関する。　
【００３３】
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　一般に，あるスポットの蛍光像を取得した場合に，スポット内とスポット外との両方が
含まれる場合がある。そのような場合，スポット外からの蛍光の方が，スポット内からの
蛍光よりも強度が強い場合がある。一方，スポット外には，プローブ物質が固定されてい
ないので，スポット外からの蛍光はノイズ成分といえる。したがって，蛍光像からそのま
ま蛍光強度を分析すると，プローブ物質とターゲット物質との相互作用を正確に把握する
ことはできない。この態様の蛍光読取装置（１２）によれば，蛍光像からスポット内とス
ポット外との境界を把握して，その上でスポット内の蛍光強度を求めるので，従来に比べ
て精度高く相互作用を把握できる。
【００３４】
　本発明の第１の側面の好ましい態様は，前記プローブ物質（１）が固定された基板（２
）は，試料室の下流域に位置するに従って，プローブ物質の濃度が大きくなる上記いずれ
かに記載の蛍光読取装置（１２）である。フロースルーセルを用いる場合，試料中に含ま
れるターゲット物質が基板に固定されるプローブ物質と順次結合するので，上流域に比べ
て下流域の方がターゲット物質の濃度が小さくなるという問題がある。本発明の好ましい
態様では，フロースルーセルの上流と下流におけるターゲット物質の濃度の違いによる測
定条件の不均一さを抑えることができる。
【００３５】
　本発明の第１の側面の好ましい態様は，ターゲット物質を蓄える試料庫と試料室とを接
続する接続管が，試料室の最上流領域と接続されるのみならず，試料室の中流域にも１つ
又は２つ以上接続される上記いずれかに記載の蛍光読取装置（１２）である。フロースル
ーセルを用いる場合，試料中に含まれるターゲット物質が基板に固定されるプローブ物質
と順次結合するので，上流域に比べて下流域の方がターゲット物質の濃度が小さくなると
いう問題がある。本発明の好ましい態様では，フロースルーセルの上流と下流におけるタ
ーゲット物質の濃度の違いによる測定条件の不均一さを抑えることができる。
【００３６】
　本発明の第１の側面の好ましい態様は，複数の対物レンズを具備するとともに，前記複
数の対物レンズに光を導入するための光学系を具備する上記いずれかに記載の蛍光読取装
置（１２）である。すなわち，ひとつの基板に対して複数の対物レンズを用いて，複数個
所においてエバネッセント場を発生させることで,複数のプローブ物質についてハイブリ
ダイズする様子を同時に観測できる。
【００３７】
　本発明の第１の側面の好ましい態様は，ターゲット物質を蓄える試料庫と，前記試料庫
と複数の試料室とを接続する接続管とを有し，前記接続管は分岐部を有し，前記接続管の
分岐部により分岐されるそれぞれの接続管の下流部は，前記複数の試料室にそれぞれ接続
される上記いずれかに記載の蛍光読取装置（１２）である。このように，複数の試料室を
有しており，それぞれの試料室には，観測系を有しているので，複数のプローブ物質につ
いてハイブリダイズする様子を同時に観測できる。
【００３８】
　本発明の第２の側面は，プローブ物質（１）が固定された基板（２）と，前記プローブ
物質（１）を収容するとともに，蛍光物質（３）とターゲット物質（４）とを含む試料（
５）を，前記プローブ物質（１）と接触するように収容できる試料室（６）と，光源（７
）と，前記光源（７）からの光を，前記基板（２）に導き，エバネッセント場を発生させ
るための，光学系（８）と，前記エバネッセント場により励起された前記蛍光物質（３）
が発する蛍光強度又は蛍光像を検出するための蛍光検出部（９）とを具備する，プローブ
物質とターゲット物質との特異的な相互作用を検出するための蛍光読取装置を用いた蛍光
読取方法において，前記エバネッセント場の侵入長を変化させる工程と，前記エバネッセ
ント場の侵入長を変化させた後に蛍光強度を求める工程とを繰り返し行い，複数のエバネ
ッセント場の侵入長における蛍光強度を求めることを特徴とする蛍光読取方法に関する。
【００３９】
　後述するように，複数の侵入長についてのエバネッセント場の侵入長と蛍光強度との関
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係を求めることができれば，観測された蛍光が，ノイズ蛍光のみかどうかを判断できる。
また，観測された蛍光強度のうち，ノイズ蛍光に由来する量を推測することができ，これ
により真の蛍光を定量的に把握できる。また，スポット外の蛍光を考慮して，スポット内
における蛍光のみの蛍光強度を検出することもできる。すなわち，本発明によれば，ノイ
ズ蛍光の影響を考慮できる蛍光読取方法を提供することができる。
【００４０】
　本発明の第２の側面の好ましい態様は，前記エバネッセント場の侵入長を変化させる工
程は，基板（２）へ入射する入射光の入射角を調整することにより，前記エバネッセント
場の侵入長を変化させる上記に記載の蛍光読取方法である。後述する実施例により実証さ
れたとおり，基板（２）へ入射する入射光の入射角を調整することにより，前記エバネッ
セント場の侵入長を変化させることができるので，容易に複数のエバネッセント場の侵入
長における蛍光強度を求めることができる。
【００４１】
　本発明の第２の側面の好ましい態様は，前記複数の侵入長についてのエバネッセント場
の侵入長と蛍光強度との関係を用いて，一方の軸（たとえば，縦軸）を蛍光強度，もう一
方の軸（たとえば，横軸）をエバネッセント場の侵入長としたグラフを求める上記いずれ
かに記載の蛍光読取方法である。複数の侵入長についての，エバネッセント場の侵入長と
蛍光強度との関係を用いて，一方の軸を蛍光強度，もう一方の軸をエバネッセント場の侵
入長としたグラフを表示することができるので，視覚により，容易にノイズ蛍光かどうか
を判断できる。すなわち，グラフをみて，各観測点をプロットした状況を想定する。する
と，ノイズ蛍光のみを観測した場合は，侵入長を０としたときの切片が閾値以下となる。
よって，この態様の蛍光読取方法によれば，ノイズ蛍光の影響を考慮できる。
【００４２】
　本発明の第２の側面の好ましい態様は，前記基板（２）は，前記プローブ物質（１）が
固定されたスポット（２１）を有し，あるスポット（２１）について前記複数の侵入長に
ついてのエバネッセント場の侵入長と蛍光強度との関係を求めた後，所定時間後にそのス
ポット（２１）について前記複数の侵入長についてのエバネッセント場の侵入長と蛍光強
度との関係を求める上記いずれかに記載の蛍光読取方法である。この方法によれば，ある
スポットについて，複数時間についての蛍光強度を観測できるので，あるスポットにおけ
る蛍光強度の経時変化を観測できる。これにより，ハイブリダイズなどの相互作用が進行
する様子を観測できるとともに，最終的な相互作用量も予測することができる。
【００４３】
　本発明の第３の側面は，プローブ物質（１）が固定された基板（２）と，前記プローブ
物質（１）を収容するとともに，蛍光物質（３）とターゲット物質（４）とを含む試料（
５）を，前記プローブ物質（１）と接触するように収容できる試料室（６）と，光源（７
）と，　前記光源（７）からの光を，前記基板（２）に導き，エバネッセント場を発生さ
せるための，光学系（８）と，前記エバネッセント場により励起された前記蛍光物質（３
）が発する蛍光強度又は蛍光像を検出するための蛍光検出部（９）とを具備する，プロー
ブ物質とターゲット物質との特異的な相互作用を検出するための蛍光読取装置において，
前記プローブ物質（１）が固定された基板（２）は，試料室の下流域に位置するに従って
，プローブ物質の濃度が大きくなることを特徴とする蛍光読取装置（１２）に関する。
【００４４】
　本発明の第４の側面は，プローブ物質（１）が固定された基板（２）と，前記プローブ
物質（１）を収容するとともに，蛍光物質（３）とターゲット物質（４）とを含む試料（
５）を，前記プローブ物質（１）と接触するように収容できる試料室（６）と，光源（７
）と，　前記光源（７）からの光を，前記基板（２）に導き，エバネッセント場を発生さ
せるための，光学系（８）と，前記エバネッセント場により励起された前記蛍光物質（３
）が発する蛍光強度又は蛍光像を検出するための蛍光検出部（９）とを具備する，プロー
ブ物質とターゲット物質との特異的な相互作用を検出するための蛍光読取装置において，
前記ターゲット物質を蓄える試料庫と，前記試料庫と前記試料室とを接続する接続管をさ
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らに具備し，前記接続管が，試料室の最上流領域と接続されるのみならず，試料室の中流
域にも１つ又は２つ以上接続されることを特徴とする蛍光読取装置（１２）に関する。
【００４５】
　本発明の第５の側面は，プローブ物質（１）が固定された基板（２）と，前記プローブ
物質（１）を収容するとともに，蛍光物質（３）とターゲット物質（４）とを含む試料（
５）を，前記プローブ物質（１）と接触するように収容できる試料室（６）と，光源（７
）と，　前記光源（７）からの光を，前記基板（２）に導き，エバネッセント場を発生さ
せるための，光学系（８）と，前記エバネッセント場により励起された前記蛍光物質（３
）が発する蛍光強度又は蛍光像を検出するための蛍光検出部（９）とを具備する，プロー
ブ物質とターゲット物質との特異的な相互作用を検出するための蛍光読取装置において，
ターゲット物質を蓄える試料庫と，前記試料庫と複数の試料室とを接続する接続管とを有
し，前記接続管は分岐部を有し，前記接続管の分岐部により分岐されるそれぞれの接続管
の下流部は，前記複数の試料室にそれぞれ接続されることを特徴とする蛍光読取装置（１
２）に関する。
【発明の効果】
【００４６】
　本発明では，エバネッセント場の侵入長を変化させ，複数の侵入長における蛍光強度を
求める。そして，それらの関係をグラフ上にプロットする。すると，ノイズ蛍光のみを観
測した場合は，侵入長を０としたときの切片が閾値以下となる。よって，本発明によれば
，ノイズ蛍光の影響を考慮できる蛍光読取装置を提供することができる。　
【００４７】
　本発明によれば，上記の通りノイズ蛍光の影響を把握できる。よって，実際に観測され
た蛍光から，ノイズ蛍光に由来する蛍光強度を引くことで，真の蛍光を把握できる。よっ
て，本発明によれば，プローブ物質と相互作用したターゲット物質の量を比較できる蛍光
読取装置を提供することができる。
【００４８】
　本発明は，真の蛍光を把握でき，しかも，エバネッセント場の侵入長を変化させ，複数
の侵入長における蛍光強度を求めることができる。よって，本発明によれば，蛍光を発す
る蛍光物質の分布をも観測できる蛍光読取装置を提供することができる。
【００４９】
　本発明によれば，計時手段を具備することで，プローブ物質と相互作用したターゲット
物質の経時変化をも観測できる蛍光読取装置を提供することができる。
【００５０】
　本発明によれば，フロースルーセルの上流と下流におけるターゲット物質の濃度の違い
による測定条件の不均一さを抑えることができる蛍光読取装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】図１は，本発明の蛍光読取装置の構成を示す概略図である。
【図２】図２は，基板の表面例を示す図面に代わる写真である。
【図３】図３は，本発明の光学系の例を示す図である。
【図４】図４は，本発明の光学系の図３とは別の例を示す図である。
【図５】図５は，本発明の光学系の図３及び図４とは別の例を示す図である。
【図６】図６は，蛍光検出器の例を示す図である。
【図７】図７は，ある観測点における，縦軸を蛍光強度，横軸をエバネッセント場の侵入
長としたグラフの例を示す図である。図７（ａ）は，観測データを示し，図７（ｂ）は観
測データをプロットしたものを示す。
【図８】図８は，観測される蛍光像の例を示す図である。図８（ａ）は，観測される蛍光
像の例を示す図面に代わる写真であり，図８（ｂ）は，図８（ａ）の像を用いて蛍光強度
が変化する境界を求めた図を示す。
【図９】図９は，マイクロアレイの検出原理を説明するための概念図である。
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【図１０】図１０は，実時間観測型ＤＮＡマイクロアレイ装置の観測パターンを示す仮想
的なグラフである。
【図１１】図１１は，実施例において用いた装置の概念図である。
【図１２】図１２は，蛍光物質の濃度と照射時間を変化させた場合において，観測される
蛍光像及びマイクロアレイを示す図面に代わる写真である。図１２（ａ）は，濃度２００
ｎＭ，照射時間８１７ｍｓのものを示す。図１２（ｂ）は，濃度２０ｎＭ，照射時間１．
８７ｓのものを示す。図１２（ｃ）は，濃度１０ｎＭ，照射時間４．１３ｓのものを示す
。
【図１３】図１３は，蛍光物質の濃度と照射時間を変化させた場合において，観測される
蛍光像及びマイクロアレイを示す図面に代わる写真である。図１３（ａ）は，濃度５ｎＭ
，照射時間４．１３ｓのものを示す。図１３（ｂ）は，濃度２ｎＭ，照射時間９．３１ｓ
のものを示す。図１３（ｃ）は，濃度１ｎＭ，照射時間９．３１ｓのものを示す。
【図１４】図１４は，観測される蛍光像の例を示す図面に代わる写真である。図１４（ａ
）は侵入長が１９４ｎｍのものを示し，図１４（ｂ）は侵入長が９４ｎｍのものを示す。
【図１５】図１５は，侵入長を変化させた場合に観測される蛍光像の例を示す図面に代わ
る写真である。図１５（ａ）は侵入長が９４ｎｍのものを示し，図１５（ｂ）は侵入長が
１０１ｎｍのものを示し，図１５（ｃ）は侵入長が１０８ｎｍのものを示し，図１５（ｄ
）は侵入長が１１３ｎｍのものを示し，図１５（ｅ）は侵入長が１２３ｎｍのものを示し
，図１５（ｆ）は侵入長が１４３ｎｍのものを示し，図１５（ｇ）は侵入長が１９４ｎｍ
のものを示す。
【図１６】図１６は，図１５に示す各蛍光像において，スポット内とスポット外における
侵入長と蛍光強度との関係を示すグラフである。
【符号の説明】
【００５２】
１　プローブ物質
２　基板
３　蛍光物質
４　ターゲット物質
５　試料
６　試料室
７　光源
８　光学系
９　蛍光検出部
１０　入射角調整手段
１１　制御装置
１２　蛍光読取装置
【発明を実施するための最良の形態】
【００５３】
　１　本発明の蛍光読取装置の基本構成
　以下，図面を用いて，本発明を具体的に説明する。図１は，本発明の蛍光読取装置の構
成を示す概略図である。図１に示されるように，本発明の第１の側面に係る蛍光読取装置
は，基本的には，プローブ物質（１）が固定された基板（２）と，前記プローブ物質（１
）を収容するとともに，蛍光物質（３）とターゲット物質（４）とを含む試料（５）を，
前記プローブ物質（１）と接触するように収容できる試料室（６）と，光源（７）と，前
記光源（７）からの光を，前記基板（２）に導き，エバネッセント場を発生させるための
，光学系（８）と，前記エバネッセント場により励起された前記蛍光物質（３）が発する
蛍光強度又は蛍光像を検出するための蛍光検出部（９）とを具備する，プローブ物質とタ
ーゲット物質との特異的な相互作用を検出するための蛍光読取装置において，前記光学系
（８）は，前記光源（７）からの光が前記基板（２）へ入射する際の入射角を調整する入
射角調整手段（１０）と，前記入射角調整手段（１０）が調整する入射角の量を制御する
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制御装置（１１）を具備する。
【００５４】
　すなわち，入射角調整手段（１０）を具備するので，光が前記基板へ入射する際の入射
角を調整することができ，これによりエバネッセント場の侵入長を制御できる。さらに，
制御装置（１１）を具備するので，複数の侵入長についての，エバネッセント場の侵入長
と蛍光強度との関係を求めることができる。
【００５５】
　後述するように，複数の侵入長についてのエバネッセント場の侵入長と蛍光強度との関
係を求めることができれば，観測された蛍光が，ノイズ蛍光（プローブ物質とターゲット
物質との相互作用に関与しない蛍光物質に由来する蛍光）かどうかを判断できる。また，
観測された蛍光強度のうち，ノイズ蛍光に由来する量を推測することができ，これにより
真の蛍光を定量的に把握できる。すなわち，本発明によれば，ノイズ蛍光の影響を考慮で
きる蛍光読取装置を提供することができる。
【００５６】
　１．１　蛍光読取装置
　蛍光読取装置は，プローブ物質とターゲット物質の特異的な相互作用を検出するための
装置である。蛍光読取装置の例であるマイクロアレイ読取装置は公知であり，本発明にお
いては，公知のマイクロアレイに関する技術に適宜修正を加えて用いることができる。例
えば，マイクロアレイに関する技術は，杉浦忠男, "次世代ＤＮＡマイクロアレイ計測技
術," ＢＭＥ, Vol. 18, No. 3 pp. 29-36 (2004)，“春名かおり，杉浦忠男，佐藤哲大，
田畑慶人，湊小太郎「ＤＮＡ
マイクロアレイにおけるハイブリダイゼーション過程のリアルタイム検出」，生体医工学
41(Suppl.),148,2003”やCarolin Peter et al.,“Optical DNA-sensor　chip for real-
time detection of hybridization events”Fresenius J. Anal. Chem. (2001) Vol. 371
,pp.120-127.などに開示されている。
【００５７】
　１．２　基板
　基板は，プローブ物質が固定された基板である。基板の具体例として，マイクロアレイ
基板があげられる。マイクロアレイ技術は，公知であるので，本発明においては，例えば
，マイクロアレイに用いられる公知の基板を適宜用いることができる。また，マイクロア
レイ基板は，市販されているので，市販されているものを購入して用いても良い。基板は
，プローブ物質が固定されているものがあげられる。プローブ物質は，公知物質であり，
ターゲット物質を含む試料と接触した際に，試料中に含まれるターゲット物質と特異的に
相互作用することがある。この相互作用の有無を利用することで，ターゲット物質を検出
することができる。
【００５８】
　なお，フロースルーセルを用いる場合，試料中に含まれるターゲット物質が基板に固定
されるプローブ物質と次々と結合するので，上流域に比べて下流域の方がターゲット物質
の濃度が小さくなるという問題がある。このため，上流域と下流域とでは，ターゲット物
質の濃度が異なり，均質な条件の下でターゲット物質とプローブとの相互作用を計測でき
ない。そこで，本発明の好ましい態様は，試料室の下流域に位置するに従って，プローブ
物質の濃度を大きくするものである。具体的には，固定されるプローブ物質の密度を下流
域に行くにつれて大きくするものや，プローブが設けられるスポットの大きさを下流域に
行くにつれて大きくするものがあげられる。また，基板を２又は複数の流域に分けて，そ
れぞれの領域ごとにプローブの濃度が下流域に行くにつれて大きくなるように調整しても
良い。このようにすることで，フロースルーセルの上流と下流におけるターゲット物質の
濃度の違いによる測定条件の不均一さを抑えることができる。
【００５９】
　試料液を送液する流速ｖとターゲット分子が分子吸着によって濃度が減少してゆくとき
の時定数をτとすると，上流から距離ｘの位置に存在するスポット中のプローブ密度g(x)
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は，g(x)＝g0exp(ｘ/(ｖτ)) となるようにプローブの密度を調整するものが好ましい。
ここでg0は，最上流側 (x=0) のスポット中のプローブ密度である。プローブの濃度を変
調するにはスポッティングに用いるスポッティング液に含まれるプローブの濃度を調整す
ればよい。なお，上記の式は，以下のようにして求められる。試料液中のターゲット分子
の和が分子吸着によって減少してゆく様子は，p(t)＝p0exp(-t/τ)で表される。p0は分子
数の初期値である。試料が速度ｖで送液されているとすると，上流から距離ｘの位置に至
るまでにｘ/ｖだけ時間が経過しているので，その場所でのターゲット分子の数P(x)は　P
(x)＝p0exp(－x/(ｖτ))となる。スポットで吸着されるターゲット分子数はターゲット液
中の分子数P(x)とスポット中のプローブ分子の密度g(x)との積で表される。よってスポッ
トで吸着されるターゲット分子数を場所にかかわらず一定にするには，スポット中のプロ
ーブ分子の密度を上記式にしたがって調整するのが望ましいといえる。
【００６０】
　図２は，基板の表面例を示す図面に代わる写真である。図２に示されるように，基板に
は，複数のスポット（２１）が設けられるもの，すなわちマイクロアレイ基板が好ましい
。また，基板は，複数の種類のプローブ物質が固定されたものが好ましい。なお，スポッ
トの大きさは，図２に示すマイクロアレイ基板では直径が約２０μｍである。しかしなが
ら，スポットの大きさは，公知の基板において採用されているものを適宜採用することが
できる。具体的には，例えば，直径が１０μｍ以上１０００μｍ以下であってもよい。勿
論，スポットの形状は円形のみならず，楕円形，正方形，長方形又はひし形などであって
も構わない。
【００６１】
　本発明の好ましい態様では，試料室において蛍光が発生し，この蛍光が基板を経て，観
測される。よって，基板として，光透過性のものが好ましい。具体的な，基板の材質とし
て，ガラス，ポリカーボネート，又はＰＭＭＡなどがあげられる。これらの中では，ガラ
ス基板が，熱による屈折率の変化が小さいので，好ましい。
【００６２】
　基板として，公知のものを適宜用いることができるので，基板の大きさは，適宜調整す
ればよく，特に限定されない。
【００６３】
　基板に固定されるプローブ物質として，遺伝子断片など公知の物質があげられる。プロ
ーブ物質として，ＤＮＡ，ＲＮＡ，ポリヌクレオチド，オリゴヌクレオチドなどの核酸，
ペプチド，ポリペプチド，タンパク質，抗体などがあげられる。これらの中で好ましいも
のは，一本鎖ＤＮＡである。一本鎖ＤＮＡであれば，例えば得られたＲＮＡを逆転写して
得られるｃＤＮＡをターゲット物質とすることで，ハイブリダイズするかどうかを検出で
きる。プローブ物質として用いるＤＮＡの大きさとして，数十塩基以上数千塩基以下があ
げられる。また，オリゴヌクレオチドの大きさとして，１０ｍｅｒ以上１００ｍｅｒ以下
があげられるが，好ましいオリゴヌクレオチドの大きさは２０ｍｅｒ以上２５ｍｅｒ以下
程度である。このヌクレオチドは，予め遺伝子の特異的な塩基配列を特定するためにコン
ピュータを用いてデザインし，合成することにより得ることができる。
【００６４】
　基板に固定されるプローブ物質の量は，公知の方法に従って適宜調整すればよい。基板
にプローブ物質を固定する方法も公知である。例えば，基板にプローブ物質を固定する方
法として，予め調製されたオリゴヌクレオチドを，スライドガラス上の決まった位置に，
スポッターを用いて定量的に打ち付けるものがあげられる。
【００６５】
　１．３　試料
　本発明において用いられる試料は，少なくとも，蛍光物質（３）とターゲット物質（４
）とを含む。蛍光物質やターゲット物質として，マイクロアレイ技術に用いられる公知の
ものを適宜用いることができる。また，試料に含有される蛍光物質やターゲット物質の濃
度も，マイクロアレイ技術に用いられる公知のものを適宜用いることができる。蛍光物質
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は，ターゲット物質と結合させておくことが好ましい。しかしながら，蛍光物質は，プロ
ーブ物質とターゲット物質とが相互作用した場合に，これらと蛍光物質が結合するといっ
たものでもよい。
【００６６】
　例えば，プローブ物質およびターゲット物質として１本鎖のＤＮＡを用いる場合，Ｃｙ
３，Ｃｙ５などの蛍光性官能基をターゲットＤＮＡの５’末端に結合させることや，ター
ゲットＤＮＡに取り込ませることができる。また，ｃＤＮＡをビオチンにより標識しても
よい。一方，２本鎖を形成したＤＮＡに特異的に付着して蛍光発光するＰＯＰＯ－３（Mo
lecular Probes, Inc.）などのインカレーター分子を用いても，プローブ物質とターゲッ
ト物質との相互作用を検出できる。
【００６７】
　試料には，蛍光物質やターゲット物質の他に，公知の溶媒，緩衝液（バッファ），ｐＨ
調整剤などが適宜含まれていてもよい。
【００６８】
　１．４　試料室
　試料室は，プローブ物質（１）が固定された基板（２）と，前記プローブ物質（１）を
収容するとともに，蛍光物質（３）とターゲット物質（４）とを含む試料（５）を前記プ
ローブ物質（１）と接触するように収容するための部分である。この試料室も，マイクロ
アレイ技術に用いられる公知のものを適宜用いることができる。試料室の好ましいものは
，試料が試料室内を流れ続けるいわゆるフロースルーセルである。よって，試料を収容す
る試料庫と試料室とを接続する接続管が設けられるものが好ましい。さらに，試料と混合
する緩衝液の量を制御する制御部を有しており，これにより試料室を流れる試料の流量を
制御できるものが好ましい。また，試料室として，試料室から試料を排出するための排出
管を具備するものが好ましい。
【００６９】
　なお，フロースルーセルを用いる場合，試料中に含まれるターゲット物質が基板に固定
されるプローブ物質と順次結合するので，上流域に比べて下流域の方がターゲット物質の
濃度が小さくなるという問題がある。このため，上流域と下流域とでは，ターゲット物質
の濃度が異なるので，均質な条件の下でターゲット物質とプローブとの相互作用を計測で
きていない。そこで，本発明の好ましい態様は，ターゲット物質を蓄える試料庫と試料室
とを接続する接続管が，試料室の最上流領域と接続されるのみならず，試料室の中流域に
も１つ又は２つ以上接続されるものである。このような構成を採用することで，多くの試
料を必要とすることになるものの，上流域と下流域におけるターゲット物質の濃度差を緩
和できることとなる。
【００７０】
　また，試料室は，試料の温度を調整するための温度調節部を具備するものが好ましい。
温度調節部は，例えば，マイクロアレイ基板上に存在する試料溶液の温度を調節すること
ができるものであれば特に限定されず，公知の温度調節装置を適宜用いることができる。
温度調節部の例として，セラミックヒータ，熱電対温度センサー，及びヒータ制御部を具
備し，ヒータとセンサーとを，ヒータ制御部によりＰＩＤ制御するものがあげられる。例
えば，ＤＮＡマイクロアレイを用いて観察を行う場合，温度調節部は，少なくともマイク
ロアレイ基板の表面領域にある試料（好ましくは試料室中の試料全体）の温度を，ハイブ
リダイゼーションが行われるのに好適な温度である６５℃前後に保つことができる。この
ように試料の温度が制御されているので，ハイブリダイゼーションの様子を効果的に測定
できる。
【００７１】
　１．５　光学系
　光学系は，１個又は複数の光学素子を含み，前記光源（７）からの光を，前記基板（２
）に導き，エバネッセント場を発生させるためのものである。具体的な光学系として，反
射面に入射する光が，対物レンズ（１４）の光軸と平行な光であって，この光軸から一定
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の距離はなれた光となるように制御するものがあげられる。このように制御された場合，
好ましくは，反射面に入射する光が，対物レンズ（１４）の光軸と平行な光であって，こ
の光軸から一定の距離オフセットされた光となるように，対物レンズ(１４) に対して反
射する。本発明における光学系（８）は，前記光源（７）からの光が前記基板へ入射する
際の入射角を調整する入射角調整手段（１０）を具備するので，光が前記基板へ入射する
際の入射角を調整することができ，これによりエバネッセント場の侵入長を制御できる。
ただし，エバネッセント場を発生させるため，入射角調整手段（１０）は，いわゆる臨界
角より大きな入射角となるように制御することが好ましい。
【００７２】
　光源（７）として，マイクロアレイ技術に用いられる公知のものを適宜用いることがで
きる。具体的な光源として，連続光のレーザ光源があげられる。レーザ光源の種類，波長
，光強度は，発生させたエバネッセント場で蛍光を励起できるものであればよく，特に限
定されない。具体的なレーザ光源として，Ｎｄ：ＹＡＧレーザ，ヘリウムネオンレーザ，
ＬＥＤ，水銀ランプなどを適宜用いることができる。
【００７３】
　本発明の第１の側面の好ましい態様は，前記光学系（８）は，前記光源（７）からの光
が入射する光学素子（１３）と，前記光学素子を経由した光が入射する対物レンズ（１４
）とを具備し，前記入射角調整手段（１０）は，前記光学素子（１３）を，前記対物レン
ズ（１４）との相対的な位置が変化するように，移動させる光学素子移動手段を具備する
上記に記載の蛍光読取装置（１２）に関する。
【００７４】
　この態様の蛍光読取装置は，光学素子移動手段を具備するので，例えば，光学素子（１
３）を，対物レンズ（１４）から一定方向に遠ざけることや，近づけることで，対物レン
ズに入射する光の位置を調整できる。これにより，対物レンズから出射される光の基板表
面に対する入射角が変化するので，エバネッセント場の進入長をも制御できる。
【００７５】
　図３は，本発明の光学系の例を示す図である。図３に示されるように，この光学系の例
は，光源（７）からの光が入力する光ファイバ（３１）と，前記光ファイバ（３１）の出
力端（３２）と，前記出力端（３２）から放出された光が入射し，入射した光を集光する
第１のレンズ（３３）と，前記第１のレンズ（３３）から放出された光を対物レンズ（１
４）へ導くための任意要素であるミラー（３４，３５，３６）を具備する。そして，前記
第１のレンズ（３３），第１のミラー（３４）のいずれか又は両方は，移動ステージ（３
７）に搭載されている。移動ステージ（３７）には，光学素子移動手段（１３）が設けら
れている。光学素子移動手段（１３）は，具体的には，移動ステージ（３７）に取り付け
られたアクチュエータがあげられる。アクチュエータによる移動方向は，光ファイバ（３
１）の出力端（３２）から放出された光の進行方向又は進行方向逆側があげられる。そし
て，アクチュエータによる移動ステージの移動量は，例えば，制御装置（１１）により制
御されればよい。なお，そのような制御装置は，移動ステージを移動させた量から，基板
への入射角を求めることができるようにされているものが好ましい。例えば，第１のレン
ズを移動させると，焦点位置がずれるので，対物レンズから出射される光の放射角度を制
御できる。また，第１のレンズを移動させると，光路長を変化させることができるので，
それにより焦点位置をずらすことができ，対物レンズから出射される光の放射角度を制御
できる。なお，図３において，符号３８は，オイルを示す。
【００７６】
　第１のレンズ（３３）は，レーザ光を集光できるものであれば，特に限定されず公知の
レンズを適宜用いることができる。たとえば，アクチュエータを移動させる替わりに，い
ずれか１つ以上のミラー（３４，３５，３６）の角度を制御することによっても，焦点位
置をずらすことができる。ミラーの角度を制御するものは，光学系を移動させる手法より
も可動部の質量を減らすことができるので高速にスキャニングできることとなる。
【００７７】
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　対物レンズ(１４)は，基板（２）上において発生した蛍光を集めるためのレンズとして
機能する光学素子である。さらに，本発明の好ましい実施態様においては，対物レンズ（
１４）は，基板（２）のプローブ物質が固定されている表面に，エバネッセント場を発生
させるように，光源（７）からの光を基板（２）に対して入射させる。対物レンズとして
，マイクロアレイ装置に用いられる公知のものを適宜用いることができる。プリズムの断
面形状は三角形以外にも，多角形，半円，又は扇形状のものなどを適宜用いることができ
る。
【００７８】
　なお，対物レンズ(１４)と基板（２）と間には，オイル層が設けられることが好ましい
。このオイル層により，対物レンズ(１４)の屈折率と基板（２）の屈折率とを整合させる
ことができる。これにより，対物レンズと基板との境界面において，光が反射する事態を
軽減できる。また，これにより，マイクロアレイ基板の表面においてエバネッセント場を
効果的に発生させることができ，さらに検体からの蛍光を効率よく集めることができる。
なお，オイル層を構成するオイルとして，マイクロアレイ検出装置に用いられる公知のオ
イル（屈折率マッチングオイル）を適宜用いることができる。
【００７９】
　図４は，本発明の光学系の図３とは別の例を示す図である。図４に示されるように，こ
の光学系の例は，光源（７）からの光が入力する光ファイバ（３１）と，前記光ファイバ
（３１）の出力端（３２）と，前記出力端（３２）から放出された光が入射し，入射した
光を集光する第１のレンズ（３３）と，前記第１のレンズ（３３）から放出された光を対
物レンズ（１４）へ導くための任意要素である第１のミラー（３４）を具備する。そして
，前記第１のレンズ（３３），第１のミラー（３４）のいずれか又は両方は，移動ステー
ジ（３７）に搭載されている。移動ステージ（３７）には，光学素子移動手段（１３）が
設けられている。すなわち，ミラーは光路を調整するためのものであり，より多くのもの
が設けられてもよいし省略されても良い。また，第１のミラーがないものであってもよく
，その場合は，前記光ファイバ（３１）の出力端（３２），第１のレンズ（３３），及び
対物レンズ（１４）が例えば，同一直線状に配置されればよい。
【００８０】
　図５は，本発明の光学系の図３及び図４とは別の例を示す図である。図５に示すように
，エバネッセント場を発生させるための光学系を，対物レンズから独立させて構成するこ
ともできる。その場合には，照明光を全反射角以上の角度で入射するために適宜三角柱状
のプリズムなどを用い，蛍光を検出するために対物レンズを設置すればよい（図５を参照
）。対物レンズから独立した光学系を用いた場合では，対物レンズの開口数を１．３３以
下に下げることができるので，光学系の設計自由度を高めることができ，かつ安価に光学
系を設計できる。また，対物レンズを通して照明光を与えることにより，光学系の構成要
素を少なくすることができ，さらに照明光と観察領域との位置あわせが不要になる。さら
に，高開口数の対物レンズを用いることで，観察領域からの蛍光をより効率良く受光でき
ることとなる。
【００８１】
　なお，本発明の好ましい態様は，複数の対物レンズを具備するとともに，前記複数の対
物レンズに光を導入するための光学系を具備するものである。この態様の蛍光読取装置は
，例えば，上記において説明した光学系を２個又は複数個有するか，光源からの光を適宜
分割して，複数の光照射系を設けることで，ひとつの基板上の複数のスポットを同時に観
測できるものである。それぞれの対物レンズは，基板（２）に設けられたあるスポットに
エバネッセント場を発生させる。すなわち，フロースルーセルを用いた実時間型のマイク
ロアレイ読取装置では，複数のスポットにおける蛍光強度の経時的変化をも観測できるこ
とがメリットのひとつである。しかしながら，一度に測定できるスポットは，１箇所であ
るので，複数のスポットを測定する場合に，時間差が生ずるという問題がある。本発明の
好ましい態様では，同時に複数のスポットを測定できるので，同一時間における複数のス
ポットの経時間変化を適切に測定できる。このような要求に応え，光学系の動作範囲を確
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保するために，基板におけるスポットの間隔を通常のものより大きめ（たとえば，スポッ
トの中心間距離が５０μｍ以上２００μｍ以下）にすることが好ましい。具体的には，例
えば，図１の符号７，符号８及び符号９で示される光源（７），光学系（８）及び蛍光検
出器（９）を複数セット用意し，それぞれの対物レンズ（１４）が，基板（２）の異なる
スポットに位置するようにすればよい。そのようにすることで，複数のスポットを同時に
観測できることとなる。また，光源（７）からの光をビームスプリッタ等の光分割手段で
分割して，光学系を組み立てるとともに，基板（２）に面した複数の対物レンズ（１４）
を用意し，ビームスプリッタなどで分割されたそれぞれの光がそれぞれの対物レンズ（１
４）に導かれるようにしてもよい。この場合，それぞれの対物レンズに対応した蛍光検出
器（９）が設けられることが好ましく，全ての蛍光検出器（９）からの出力は，コンピュ
ータ（１１）などの制御装置で所定の演算を施されるようにされるものが好ましい。また
，基板（２）の各スポットに対応する対物レンズを設置し，それらの対物レンズに光を導
く複数の光ファイバを設けることで，複数の励起光を複数のスポットに導いてもよい。対
物レンズを用いずに，複数のスポットにおいてエバネッセント場が発生するように，複数
の光を基板（２）に導いてもよい。
【００８２】
　１．６　蛍光検出器
　蛍光検出器は，エバネッセント場により励起された蛍光物質が発する蛍光強度又は蛍光
像を検出するための装置である。蛍光検出器（９）として，マイクロアレイ技術に用いら
れる公知のものを適宜用いることができる。
【００８３】
　図６は，蛍光検出器の例を示す図である。図６に示されるように，蛍光検出器（９）は
，例えば，蛍光物質が発する蛍光を透過させ，励起光をカットすることでノイズを軽減す
るための光フィルタ（４１）と，前記光フィルタを透過した蛍光を結像させるための結像
レンズ（４２）と，前記結像レンズを経た光を検出する光検出器(４３)とを具備するもの
があげられる。特に，光フィルタは任意要素であり、なくても構わない。光フィルタは，
例えば，励起光を含む波長領域の光の強度を軽減できるものであればよい。光検出器とし
て，従来公知の光学機器に使用され得る光検出器を適宜利用することができる。具体的な
光検出器として，フォトダイオード，冷却ＣＣＤカメラなどのＣＣＤカメラがあげられる
。光検出器として，フォトダイオードを用いた場合，観測点全体としての蛍光強度を検出
できる。また，ＣＣＤカメラを用いることは，ＣＣＤを構成する画素ごとに蛍光強度を得
て，蛍光像を得ることができるので，好ましい。
【００８４】
　１．７　制御装置
　制御装置（１１）は，入射角調整手段（１０）が調整する入射角の量を制御する装置で
ある。例えば，入射角調整手段（１０）として，ミラーなどの光学素子の位置を変化させ
るものである場合，所定の制御指令に基づいて，光学素子の位置を変化させることにより
，入射角の量を制御できる。さらに，制御装置には，光学素子の位置と，入射角との関係
とが制御装置に記憶されており，光学素子の位置を制御するとともに，入射光の入射角が
求められるようにされていることが好ましい。また，入射角と，エバネッセント場の侵入
長との関係についても記憶されており，入射角についての情報からエバネッセント場の侵
入長に関する情報が求められるようにされているものが好ましい。
【００８５】
　本発明の第１の側面の好ましい態様は，前記制御装置は，前記入射角調整手段（１０）
が調整した入射角に関する情報と，複数の入射角における前記蛍光検出部（９）が検出し
た蛍光強度又は蛍光像に関する情報とが入力され，前記複数の入射角について，前記入射
角に関する情報からエバネッセント場の侵入長を求める手段と，求められた複数の侵入長
における前記蛍光強度に関する情報を求める手段と，を具備する，上記いずれかに記載の
蛍光読取装置（１２）に関する。この態様の蛍光読取装置は，入射角を調整することで，
エバネッセント場の侵入長を制御するとともに，複数の侵入長における蛍光強度に関する
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情報を求めることができる。
【００８６】
　具体的には，“コンピュータを，入射角調整手段（１０）が調整した入射角に関する情
報と，複数の入射角における前記蛍光検出部（９）が検出した蛍光強度に関する情報とが
入力され，前記複数の入射角について，前記入射角に関する情報からエバネッセント場の
侵入長を求め，求められた複数の侵入長における前記蛍光強度に関する情報を求めること
により，前記複数の侵入長についての，エバネッセント場の侵入長と蛍光強度との関係を
求める手段として機能させるプログラム”をインストールしたコンピュータを用いればよ
い。
【００８７】
　入射角と，エバネッセント場の侵入長とは，所定の関係にあることが知られている。そ
こであらかじめ係数と，所定の演算プログラムとを記憶しておき，入射角に関する情報が
入力された場合に，その係数を読み出すと共に，前記演算プログラムを実行させて，エバ
ネッセント場の侵入長を求めればよい。すなわち，制御装置は，入射角に関する情報が入
力される入力手段と，入射角とエバネッセント場の関係式における所定の係数情報を記憶
させる係数記憶手段と，前記入力手段が入射角に関する情報を入力した場合に，前記係数
記憶手段が記憶する係数情報を読み出すと共に，前記入力された入射角に関する情報を用
いて，エバネッセント場の侵入長を求める演算を行う演算手段と，前記演算手段が求めた
エバネッセント場の侵入長に関する情報を記憶する侵入長記憶手段と，前記侵入長記憶手
段が記憶したエバネッセント場の侵入長に関する情報を出力する出力手段とを具備するも
のがあげられる。なお，制御装置は，入射角ごとに，所定の侵入長を関連付けて記憶する
テーブルを具備しており，入射角に関する情報が入力された場合に，その入射角に関する
情報から,侵入長に関する情報を読み出すようにされていても良い。
【００８８】
　上記のようにして，所定の侵入長が求められるとともに，その侵入長を与えた入射角（
すなわち，光学素子の位置）と，その際の蛍光強度とが制御装置に入力されるので，ある
侵入長における蛍光強度を観測することができる。制御装置は，入力部，制御部，演算部
，記憶部，及び出力部を具備し，それぞれの部は情報をやり取りできるようにバスなどで
接続されるものがあげられる。そして，記憶部は，様々な値や，テーブル，制御プログラ
ムなどを記憶する。そして，所定の情報が入力部から制御部へ入力されると，制御部は例
えば，記憶部に記憶された各種情報を用いて演算部で所定の演算を行い，演算結果を記憶
部に記憶して，適宜出力部から出力するものであっても良い。また，所定の情報が入力部
から制御部に入力された場合，制御部は入力された情報に基づいて，メインメモリなどの
記憶部に記憶される制御プログラムを読み出して，制御プログラムの指令に従って記憶部
から各種情報を読み出すと共に，演算部を用いて各種演算処理を行い，演算結果を記憶部
に記憶して，適宜出力部から出力するものであっても良い。
【００８９】
　本発明の第１の側面の好ましい態様は，前記制御装置は，前記複数の侵入長についての
エバネッセント場の侵入長と蛍光強度との関係を用いて，一方の軸（たとえば，縦軸）を
蛍光強度，もう一方の軸（たとえば，横軸）をエバネッセント場の侵入長としたグラフを
求める手段を具備する，上記いずれかに記載の蛍光読取装置（１２）に関する。このよう
な制御装置は，前記複数の侵入長についての，エバネッセント場の侵入長と蛍光強度との
関係を用いて，一方の軸を蛍光強度，もう一方の軸をエバネッセント場の侵入長としたグ
ラフを得るための手段を具備するものである。“エバネッセント場の侵入長と蛍光強度と
の関係”とは，あるエバネッセント場の侵入長ｄと，その侵入長ｄにおける蛍光強度の値
を意味する。
【００９０】
　この態様の蛍光読取装置は，例えば，求めたグラフに関する情報をモニタなどの表示装
置に出力する。すると，グラフが表示される。すなわち，この態様の蛍光読取装置によれ
ば，複数の侵入長についての，エバネッセント場の侵入長と蛍光強度との関係を用いて，
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一方の軸を蛍光強度，もう一方の軸をエバネッセント場の侵入長としたグラフを表示する
ことができるので，視覚により，容易にノイズ蛍光のみかどうかを判断できる。すなわち
，グラフをみて，各観測点をプロットした状況を想定する。すると，ノイズ蛍光のみを観
測した場合は，侵入長を０としたときの切片が閾値以下となる。よって，この態様の蛍光
読取装置によれば，ノイズ蛍光の影響を考慮できる。
【００９１】
　図７は，ある観測点における，縦軸を蛍光強度，横軸をエバネッセント場の侵入長とし
たグラフの例を示す図である。図７（ａ）は，観測データを示し，図７（ｂ）は観測デー
タをプロットしたものを示す。図中，三角，十字，及び丸は，それぞれ別の観測点におけ
る観測値を示す。これらの各点は，“エバネッセント場の侵入長と蛍光強度との関係”を
示す情報である。そして，図７（ａ）に示されるグラフが，“縦軸を蛍光強度，横軸をエ
バネッセント場の侵入長としたグラフ”の例である。
【００９２】
　この態様の蛍光読取装置は，例えば，求めたグラフに関する情報をモニタなどの表示装
置に出力する。すると，グラフが表示される。すなわち，この態様の蛍光読取装置によれ
ば，複数の侵入長についての，エバネッセント場の侵入長と蛍光強度との関係を用いて，
一方の軸を蛍光強度，もう一方の軸をエバネッセント場の侵入長としたグラフを表示する
ことができるので，視覚により，容易にノイズ蛍光かどうかを判断できる。
【００９３】
　図７（ｂ）は，図７（ａ）のグラフを目視によりプロットした状況を示す概念図である
。すなわち，グラフをみて，各観測点をプロットした状況を想定する。すると，ノイズ蛍
光のみを観測した場合は，侵入長を０としたときの切片が閾値以下となる。よって，この
態様の蛍光読取装置によれば，ノイズ蛍光の影響を考慮できる。具体的に説明すると，丸
で示されるグラフは，全体的に蛍光強度が低いけれども，切片が閾値を超えるので，プロ
ーブ物質とターゲット物質とが相互作用したと考えられる。
【００９４】
　本発明の第１の側面の好ましい態様は，前記制御装置は，前記複数の侵入長についての
エバネッセント場の侵入長と蛍光強度との関係を用いて，一方の軸を蛍光強度，もう一方
の軸をエバネッセント場の侵入長としたグラフを求める手段と，前記グラフ上の各点を用
いて，エバネッセント場の侵入長が０の場合の仮想的な蛍光強度を求める手段と，前記エ
バネッセント場の侵入長が０の場合の仮想的な蛍光強度と，設定された閾値とを比較する
手段と，前記比較結果を用いて，前記プローブ物質（１）と前記ターゲット物質（４）と
が相互作用したかどうかを判断する手段と，を具備する，上記いずれかに記載の蛍光読取
装置（１２）に関する。
【００９５】
　具体的には，“コンピュータを，前記複数の侵入長についてのエバネッセント場の侵入
長と蛍光強度との関係を用いて，一方の軸を蛍光強度，もう一方の軸をエバネッセント場
の侵入長としたグラフを求める手段と，前記グラフ上の各点を用いて，エバネッセント場
の侵入長が０の場合の仮想的な蛍光強度を求める手段と，前記エバネッセント場の侵入長
が０の場合の仮想的な蛍光強度と，設定された閾値とを比較する手段と，前記比較結果を
用いて，前記プローブ物質（１）と前記ターゲット物質（４）とが相互作用したかどうか
を判断する手段として機能させるプログラム”を，コンピュータにインストールしたもの
を制御装置として用いればよい。
【００９６】
　“前記グラフ上の各点を用いて，エバネッセント場の侵入長が０の場合の仮想的な蛍光
強度を求める手段”は，図７（ａ）に示される各観測点について，例えば，図７（ｂ）に
示されるようにプロットを行うための手段である。グラフ上の観測点をプロットする方法
として，様々な方法が知られており，公知の方法を適宜用いればよい。最も簡単なプロッ
ト方法は，隣接する観測点同士を単に接続するというものである。端点については，例え
ば，端点と隣接する観測点とを結ぶ直線を延長してもよい。そして，観測点をプロットし
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たものと縦軸と交わる点，すなわち侵入長が０の点における蛍光強度を求めればよい。
【００９７】
　“前記エバネッセント場の侵入長が０の場合の仮想的な蛍光強度と，設定された閾値と
を比較する手段”は，記憶部に記憶された閾値を読み出すと共に，先の工程で求めた“エ
バネッセント場の侵入長が０の場合の仮想的な蛍光強度”と前記閾値とを比較するための
手段である。値の比較は比較回路を用いて容易に行うことができる。例えば，前者が大き
かった場合，“１”を出力し，後者が前者と同じか前者より大きかった場合に，“０”を
出力するようにすればよい。
【００９８】
　“前記比較結果を用いて，前記プローブ物質（１）と前記ターゲット物質（４）とが相
互作用したかどうかを判断する手段”は，例えば，“エバネッセント場の侵入長が０の場
合の仮想的な蛍光強度”と閾値とを比較した結果，前者が大きかった場合に，前記プロー
ブ物質と前記ターゲット物質とが相互作用したと判断する手段である。具体的には，“１
”の出力を受取った場合，前記プローブ物質と前記ターゲット物質とが相互作用したと判
断し，一方，“０”の出力を受取った場合，相互作用しなかったと判断するものがあげら
れる。これらの場合は，前記“１”又は“０”に応じた表示信号が読み出されて，出力さ
れればよい。すると，モニタなどには，相互作用の有無に関する情報が表示されることと
なる。
【００９９】
　この態様の蛍光読取装置（１２）によれば，前記プローブ物質と前記ターゲット物質と
が相互作用したかどうかを自動的に判断できる。また，設定された閾値を修正することで
，判断基準を適宜変えることができる。
【０１００】
　本発明の第１の側面の好ましい態様は，前記制御装置は，経過時間を観測する手段を具
備する，上記いずれかに記載の蛍光読取装置（１２）に関する。
【０１０１】
　具体的には，マイクロアレイなどは，複数のスポットからの蛍光を迅速に検出する。あ
るスポットからの蛍光を検出した場合の，時刻情報を記憶しておけば，そのスポットの蛍
光を後に検出した場合，あるスポットについて，複数時間についての，蛍光強度を観測で
きる。よって，あるスポットにおける蛍光強度のが経時変化を観測できる。これにより，
ハイブリダイズなどの相互作用が進行する様子を観測できるとともに，最終的な相互作用
量も予測することができる。すなわち，本発明の好ましい態様では，ある観測点又は切片
の蛍光強度と，時間との関係を求める手段を具備するものである。これにより，あるスポ
ットにおける蛍光強度の経時変化を観測できる。よって，本発明によれば，リアルタイム
観測（実時間観測）を行うことができる蛍光読取装置を提供できる。また，本発明の好ま
しい態様は，所定時間後の蛍光強度の変化を求める手段と，蛍光強度の変化と閾値とを比
較する手段とを具備し，蛍光強度の変化が閾値以下であった場合に，最後の蛍光強度を，
最終的な蛍光強度とするものがあげられる。このようにすれば，最終的な蛍光強度を迅速
に予測することができる。なお，閾値は，例えば，ある一定の値であってもよいし，直前
の蛍光強度の変化の１／３以上１／２以下などの値であってもよい。
【０１０２】
　なお，特開２００６－３８８１６号公報には，ターゲットＤＮＡとプローブＤＮＡとの
ハイブリダイズする様子について以下の説明がなされている。すなわち，ターゲットＤＮ
ＡとプローブＤＮＡとがハイブリダイズし，マイクロアレイ基板表面へ固定されたターゲ
ットＤＮＡの分子数をＸとすると，以下の式により表すことができるとされる。
　　Ｘ＝Ｃ（１－ｅｘｐ（－ｔ／α））
　ここで，Ｃ は，検体中に含まれるターゲットＤＮＡの分子数である。αは、ハイブリ
ダイゼーション反応が起こるときの反応速度と脱離速度の比から決まる定数である。ｔは
検出時間を示す。
【０１０３】
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　すなわち，本発明においても，蛍光強度の経時変化を求めることができるので，複数の
時間において検出された蛍光強度に関する情報を用いて，上記の式にフィッティングさせ
ることにより，αの値とＣの値とを求めることができる。
【０１０４】
　本発明の第１の側面の好ましい態様は，前記基板は，前記プローブ物質が固定されたス
ポット（２１）を，好ましくは１０個以上，より好ましくは３０個以上，さらに好ましく
は１００個以上，特に好ましくは３００個以上有し，前記蛍光検出部（９）は，前記蛍光
物質（３）が発する蛍光像を取得するものであり，前記制御装置（１１）は，前記蛍光像
を走査して，蛍光強度が変化する境界（２１）を算出する手段と，前記境界の形状から，
蛍光像のうちスポット内の領域（２３）とスポット外の領域（２４）を把握する手段と，
前記スポット内の蛍光強度を求める手段と，を具備する，上記いずれかに記載の蛍光読取
装置（１２）に関する。なお，スポット（２１）は，基板（２）に複数個設けられるもの
が好ましい。　
【０１０５】
　図８は，観測される蛍光像の例を示す図である。図８（ａ）は，観測される蛍光像の例
を示す図面に代わる写真であり，図８（ｂ）は，図８（ａ）の像を用いて蛍光強度が変化
する境界を求めた図を示す。図中，符号２１は，スポットを示す。符号２２は，境界を示
す。符号２３は，スポット内からの蛍光が観測される領域を示し，符号２４はスポット外
で蛍光が観測される部位を示す。
【０１０６】
　図８に示されるように，一般に，あるスポットの蛍光像を取得した場合に，スポット内
（２１）とスポット外との両方が含まれる場合がある。そのような場合，スポット外から
の蛍光（２４）の方が，スポット内からの蛍光（２３）よりも強度が強いときがある。一
方，スポット外には，プローブ物質が固定されていないので，スポット外からの蛍光はノ
イズ成分といえる。したがって，蛍光像からそのまま蛍光強度を分析すると，プローブ物
質とターゲット物質との相互作用を正確に把握することはできない。この態様の蛍光読取
装置（１２）によれば，蛍光像からスポット内とスポット外との境界（２２）を把握して
，その上でスポット内の蛍光強度を求めるので，従来に比べて精度高く相互作用を把握で
きる。
【０１０７】
　“前記蛍光像を走査して，蛍光強度が変化する境界を算出する手段”として，ＯＣＲ，
ＯＭＲ，指紋認識や静脈認識などのバイオアフィメトリクスにおいて用いられている公知
の方法を適宜採用するができる。具体的には，蛍光強度の分布をＸ軸方向に走査（スキャ
ン）する操作を，Ｙ軸を変化させつつ繰返し行い，蛍光強度の分布に変化が生じた点を求
めればよい。そのようにすることで，蛍光強度が変化する境界を算出することができる。
【０１０８】
　“前記境界の形状から，蛍光像のうちスポット内とスポット外の領域を把握する手段”
は，例えば，前記の工程で，境界が求められているので，その境界に関する情報を用いれ
ばよい。具体的には，スポットの外周は，例えば，円形状である。よって，境界の傾きを
求めることで，スポットの内外を把握することができる。また，エバネッセント場の侵入
長を変化させた場合に，蛍光強度の変動が大きい部分がスポット外といえる。そこで，境
界により区別される２つの領域について，複数の侵入長における蛍光強度の変化を観測し
，変動が小さいものをスポット内であると判断してもよい。
【０１０９】
　“前記スポット内の蛍光強度を求める手段”は，例えば，上記のようにして把握された
スポット内における単位面積あたりの蛍光強度を算出するものがあげられる。ＣＣＤカメ
ラでは，各画素に応じた部位の蛍光強度に関する情報が得られているので，ある領域に含
まれる蛍光強度の合計や平均は，加算演算や除算演算を行うことで容易に求めることがで
きる。
【０１１０】
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　１．８　基板移動手段
　本発明の第１の側面の好ましい態様は，基板（２）の位置を移動させるための基板移動
手段（１５）を具備する，上記いずれかに記載の蛍光読取装置（１２）に関する。基板移
動手段として，基板に取り付けられたアクチュエータがあげられる。アクチュエータによ
る移動方向は，対物レンズ（１４）の表面と水平方向に縦方向及び横方向に移動するもの
があげられる。そのように移動するので，マイクロ基板に設けられた各スポットにエバネ
ッセント場を移動させることができる。このように検出を行うためには，制御装置（１１
）の記憶部には，基板における各スポットの位置情報が記憶されると共に，アクチュエー
タによる移動ステージの移動量は，制御装置（１１）により制御されればよい。すなわち
，マイクロアレイには，複数のスポットが設けられており，そして各スポットには，様々
な種類のプローブ物質が固定されている。この態様の蛍光読取装置は，基板移動手段（１
５）を具備するので，各スポットにエバネッセント場が生ずるように基板（２）を移動さ
せることができる。これにより，様々なプローブ物質について蛍光強度を観測できること
となる。
【０１１１】
　１．９　自動焦点維持機構
　本発明の蛍光読取装置は，対物レンズと基板との間の距離を一定に保つための自動焦点
維持機構を具備しても良い。自動焦点維持機構を具備することで，蛍光読取装置は，エバ
ネッセント場を生成する照明光のうち，基板から反射して戻ってくる成分を用いて対物レ
ンズと基板との間の距離を計測することができる。対物レンズから戻ってくる光はダイク
ロイックミラー（３５）で反射するので，ミラー（３４）を部分透過性ミラーとすること
で上方に反射光を取り出すことができる。たとえば，レンズ（４０）によってＣＣＤ（４
３）上に集光して集光スポット位置をモニタする。対物レンズと基板との間の距離が変化
すると集光スポットが横方向に移動するので，集光スポット位置が一定位置になるように
対物レンズの上下位置を移動機構により調整することで，焦点を維持することができる。
焦点維持装置を自動化するにはＣＣＤ（４３）から得られた画像をコンピュータに取り込
み画像処理によって集光スポット位置を検出して，その位置が一定になるように移動機構
を制御する信号を発するようにすればよい。自動焦点維持機構を組み込むことで長時間に
わたって結合反応が進む様子を安定して観察できるようになる。ハイブリダイゼーション
の進行を観察するときには基板と溶液を５０℃程度にまで温度を上昇させることが望まし
いので，温度変化によって生じる焦点ずれが問題になる。しかしながら，自動焦点機構を
組み込むことでこの影響を軽減できる。
【０１１２】
　１．１０　複数同時測定系
　通常の実時間型のマイクロアレイ測定装置では，試料室はひとつである。その様な場合
，一度に測定できるスポットはひとつである。したがって，複数のスポットにおける同時
期の様子を正確に観測できないという問題がある。そこで，本発明の好ましい態様では，
ターゲット物質を含む試料庫と，前記試料庫と複数の試料室とを接続する接続管とを有し
，前記接続管は分岐部を有し，前記接続管の分岐部により分岐されるそれぞれの接続管の
下流部は，前記複数の試料室にそれぞれ接続される蛍光読取装置に関する。そして，それ
ぞれの試料室ごとに，対応する光源（７），光学系（８）及び蛍光検出器（９）が設けら
れる。そのようにすることで，ある試料の複数のスポットを容易に同時観測することがで
きる。
【０１１３】
　２．１　マイクロアレイの検出原理
　次にマイクロアレイの検出原理を説明する。図９は，マイクロアレイの検出原理を説明
するための概念図である。図９に示されるように，基板（２）には，プローブ物質（１）
が固定されている。試料室には，蛍光物質（３）とターゲット物質（４）とを含む試料が
流れている。なお，試料室における試料の流れの方向は，矢印（５１）で示されるとおり
である。図９に示されるマイクロアレイ検出装置では，光学系からの入射光（５２）が基
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板に入射する。入射光の進行方向は，矢印（５３）で示されるとおりである。一方，入射
光は，基板と試料室との境界面で反射する。符号５４は,反射光を示す。なお，符号５５
は，入射角を示す。
【０１１４】
　所定の条件を満たす場合，上記のような条件の下，エバネッセント場が発生する。そし
て，エバネッセント場により蛍光物質（３）が励起され，蛍光を発する。この励起される
蛍光物質には，プローブ物質とターゲット物質との相互作用に関与した蛍光物質（３ａ）
のほかに，プローブ物質とターゲット物質との相互作用に関与しない蛍光物質（３ｂ）が
含まれる。
【０１１５】
　２．２　入射角とエバネッセント場の侵入長の関係
　例えば，特開平１０－２８３６号公報に示されるように，入射角とエバネッセント場の
侵入長（侵入深さ）は，以下のような関係がある。
【０１１６】

【数１】

【０１１７】
　ここで，Ｄ０は，エバネッセント場の侵入長（μｍ）を示し，λは，入射光の波長を示
し，θは，基板へ入射する光の入射角を示す。また，ｎｇは，下基板の屈折率を示し，ｎ

Ｌは液晶（及び配向膜）の屈折率を示すとされる。特開平１０－２８３６号公報に開示さ
れた光学的異方性測定装置と，本発明の蛍光読取装置とは，対物レンズの形状や観測対象
などに相違があるけれども，エバネッセント場の発生原理は同様である。すなわち，本発
明の系においても，エバネッセント場の侵入長は，入射光の入射角によって変化する。
【０１１８】
　２．３　エバネッセント場の侵入長と蛍光強度との関係
プローブ物質とターゲット物質とがハイブリダイズした場合，ハイブリダイズにより基板
に固定された蛍光物質がエバネッセント場を受けて蛍光を発する。ＤＮＡマイクロアレイ
装置では，このハイブリダイズにより生じた蛍光を観測することにより，プローブ物質と
ターゲット物質との相互作用を観測する。しかし，実時間観測型ＤＮＡマイクロアレイ装
置では，ハイブリダイズに関連する発光以外にも，基板から離れた部分を流れる蛍光物質
に由来する蛍光も観測してしまう。このような基板に固定されない蛍光物質に由来する蛍
光は，ハイブリダイズにより生ずるものではないので，取り除かれることが望ましい。
【０１１９】
　従来の実時間観測型ＤＮＡマイクロアレイ装置では，基板に固定されない蛍光物質に由
来する蛍光の方が，観測したいハイブリダイズに由来する蛍光よりも強い場合がある。
【０１２０】
本発明におけるＤＮＡマイクロアレイ装置は，プローブ物質とターゲット物質とがハイブ
リダイズし，基板に固定された蛍光物質をエバネッセント場により励起する。そして，エ
バネッセント場により励起された蛍光物質が発する蛍光の強度を測定することにより，プ
ローブ物質とターゲット物質との相互作用を評価する。
【０１２１】
　エバネッセント場の強度は，基板からの距離ｚに対して指数関数的に減衰する。エバネ
ッセント場により，蛍光物質は局所的な光強度に比例した励起確率で励起され，蛍光を発
する。すなわち，ｄｉをエバネッセント場の侵入長とし，Ａ０を定数とすると，励起確率
を示す局所的な光強度は以下のように表すことができる。
【０１２２】



(25) JP 5093522 B2 2012.12.12

10

20

30

40

【数２】

【０１２３】
　一方，実時間観測型ＤＮＡマイクロアレイ装置において検出される蛍光Ｉｉは，フロー
スルーセルを流れる基板に固定されていない蛍光物質に由来する蛍光ＩＰｉと，プローブ
物質とターゲット物質とがハイブリダイズすることにより基板に固定された蛍光物質に由
来する蛍光ＩＱｉの和であると考えられる。よって，観測される蛍光Ｉｉと，ノイズ成分
である蛍光ＩＰｉと観測対象である蛍光ＩＱｉとの関係は以下のように表すことができる
。
【０１２４】
【数３】

【０１２５】
　フロースルーセルを流れる蛍光物質に由来する蛍光強度ＩＰｉとフロースルーセルを流
れる蛍光物質は，距離ｚに対して一様に分布すると仮定する。すると，蛍光物質の濃度を
Ｐとするとノイズ成分である蛍光ＩＰｉは，以下のように求めることができる。
【０１２６】

【数４】

【０１２７】
　基板に固定された蛍光物質に由来する蛍光ＩＱｉと基板に固定された蛍光物質に由来す
る蛍光ＩＱｉは，単位面積当たりに固定された蛍光分子の数をＱとして，以下のようにし
て求めることができる。
【０１２８】

【数５】

【０１２９】
　式（２），式（４）及び式（６）から，観測される蛍光Ｉｉと，ノイズ成分である蛍光
ＩＰｉと観測対象である蛍光ＩＱｉとの関係は以下の式（７）のように表すことができる
。
【０１３０】
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【数６】

【０１３１】
　式（７）において，Ｐ，及びＡ０は定数であり，Ｑはある値であるから，蛍光強度は，
ｄｉの関数であることが分かる。簡単のため，ｄｉをｄとすると，観測される蛍光強度Ｉ
（ｄ）は，以下のように表すことができる。
【０１３２】

【数７】

【０１３３】
　上記式（８）に基づいて，実時間観測型ＤＮＡマイクロアレイ装置の観測パターンを分
析する。図１０は，実時間観測型ＤＮＡマイクロアレイ装置の観測パターンを示す仮想的
なグラフである。縦軸は，観測される蛍光強度（任意単位），横軸はエバネッセント場の
侵入長（任意単位）である。
【０１３４】
　図１０において，グラフＡは，観測される蛍光のうち，フロースルーセルを流れる蛍光
物質に由来する蛍光強度ＩＰｉが支配的な場合を示すグラフである。すなわち，式（８）
から，基板に固定された蛍光物質に由来する蛍光ＩＱｉが存在しない場合，ｄが０（ゼロ
）のときに，蛍光強度Ｉ（ｄ）も０となる。つまり，フロースルーセルを流れる蛍光物質
に由来する蛍光強度ＩＰｉが支配的な場合，ｄを０に近づけるとｙ切片が０に近くなる。
よって，いくつかのエバネッセント場の侵入長において，蛍光強度を観測し，それら観測
点をプロットした場合，ｙ切片が０に近い場合は，フロースルーセルを流れる蛍光物質に
由来する蛍光強度ＩＰｉが支配的であり，プローブ物質とターゲット物質とがハイブリダ
イズしていないといえる。
【０１３５】
　次にグラフＢについて検討する。あるエバネッセント場の侵入長についてみると，グラ
フＡの場合とグラフＢの場合とでは，グラフＡの蛍光強度の方が強い領域がある。すなわ
ち，従来の実時間観測型ＤＮＡマイクロアレイ装置では，ある固定されたエバネッセント
場の侵入長において蛍光強度を測定するので，グラフＡがハイブリダイズしたものを示し
，グラフＢがハイブリダイズしなかったものを示すと判断されるおそれがある。しかしな
がら，グラフＢは，いくつかのエバネッセント場の侵入長において，蛍光強度を観測し，
それら観測点をプロットした場合，ｙ切片が０に近づかない。よって，グラフＢは，プロ
ーブ物質とターゲット物質とがハイブリダイズした可能性が高いと判断される。
【０１３６】
　次に，グラフＣについて検討する。グラフＣは，通常の実時間観測型ＤＮＡマイクロア
レイ装置における測定領域においては，蛍光強度が強く，通常であればハイブリダイズし
たと判断される可能性が高い。しかしながら，グラフＣは，いくつかのエバネッセント場
の侵入長において，蛍光強度を観測し，それら観測点をプロットした場合，ｙ切片が０に
近づく。すなわち，本発明によれば，このような通常であればハイブリダイズしたと誤認
するような場合であっても，ハイブリダイズしていないと正しく判定できる。
【０１３７】
　すなわち，エバネッセント場の侵入長を固定して，蛍光強度を測定した場合，蛍光強度
が強くてもそれが，プローブ物質とターゲット物質とがハイブリダイズしたことによるも
のか，それともノイズ成分が多いことに由来するか判断が容易ではなかった。しかしなが
ら，本発明によれば，測定された蛍光強度が高い場合であっても，ノイズ成分が多いこと
に由来かどうか判断することができるので，精度よくプローブ物質とターゲット物質とが
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ハイブリダイズしたかどうかを判定できる。
【０１３８】
　次に，グラフＡ’について検討する。グラフＡ’は，グラフＡを与えた情況からしばら
く時間をおいた後に，いくつかのエバネッセント場の侵入長において，蛍光強度を観測し
，それら観測点をプロットした場合の侵入長と蛍光強度との関係を示すものである。同じ
観測点を観測したにも係わらず，グラフの位置が，グラフＡからグラフＡ’へと変化した
ことは，グラフＡの観測時にはプローブ物質とターゲット物質とのハイブリダイズが進行
していなかったものの，時間が経つにつれハイブリダイズが進行したものと考えられる。
【０１３９】
　すなわち，同じ位置について，時間をおいた後にいくつかのエバネッセント場の侵入長
において，蛍光強度を観測し，それら観測点をプロットすることで，プローブ物質とター
ゲット物質とがハイブリダイズしてゆく経時変化を把握することができる。なお，グラフ
ＡとグラフＡ’の傾きを比較することで，フロースルーセル中に存在する蛍光物質の濃度
Ｐが変化したかどうか判断できる。すなわち，同じ位置について，時間をおいた後にいく
つかのエバネッセント場の侵入長において，蛍光強度を観測し，それら観測点をプロット
した場合のグラフの傾きを比較することで，フロースルーセル中に含まれる蛍光物質の濃
度が一定であり良好な条件であるかどうか判定できる。
【０１４０】
　３　動作
　次に，本発明の蛍光読取装置の動作について説明する。本発明の第２の側面は，プロー
ブ物質（１）が固定された基板（２）と，前記プローブ物質（１）を収容するとともに，
蛍光物質（３）とターゲット物質（４）とを含む試料（５）を，前記プローブ物質（１）
と接触するように収容できる試料室（６）と，光源（７）と，前記光源（７）からの光を
，前記基板（２）に導き，エバネッセント場を発生させるための，光学系（８）と，前記
エバネッセント場により励起された前記蛍光物質（３）が発する蛍光強度又は蛍光像を検
出するための蛍光検出部（９）とを具備する，プローブ物質とターゲット物質との特異的
な相互作用を検出するための蛍光読取装置を用いた蛍光読取方法において，前記エバネッ
セント場の侵入長を変化させる工程と，前記エバネッセント場の侵入長を変化させた後に
蛍光強度を求める工程とを繰り返し行い，複数のエバネッセント場の侵入長における蛍光
強度を求めることを特徴とする蛍光読取方法に関する。図１に示されるように，基板（２
）には，プローブ物質（１）が固定されている。そして，プローブ物質（１）は，試料室
（６）において，試料（５）と接触される。試料は，例えば，常時供給され続けてもよく
，その場合，試料に含まれる蛍光物質（３），ターゲット物質（４）及びバッファなどの
量や，試料の流速などは制御装置により適宜調整されればよい。なお，ターゲット物質と
プローブ物質とが，ハイブリダイズする性質を有していれば，ターゲット物質とプローブ
物質とがハイブリダイズする。
【０１４１】
　光源（７）から放出された光は，集光レンズにより集光された後，ミラー（１３）にて
反射され，対物レンズ（１４）へと導かれる。そして，対物レンズを経た光は，基板（２
）表面に導かれ，そこでエバネッセント場が生ずる。基板（２）で反射した光は，対物レ
ンズ（１４）を介して，出力され，適宜観測されてもよい。ターゲット物質とプローブ物
質とがハイブリダイズした場合，蛍光物質が基板に固定されるので，基板表面で生じたエ
バネッセント場により，蛍光物質が励起され，蛍光を発生する。
【０１４２】
　発生した蛍光は，例えば，励起光をカットする光学フィルタや，蛍光を集光するための
集光レンズを介して，ＣＣＤカメラなどの蛍光検出部（９）へと導かれる。蛍光検出部で
検出された蛍光像又は蛍光強度に関する情報は，制御装置（１１）へ伝えられ，適宜演算
処理がなされる。
【０１４３】
　一方，制御装置は，入射角制御手段を制御して，入射角を制御するとともに，制御した
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入射角におけるエバネッセント場の侵入長を求める。基板（２）へ入射する入射光の入射
角を調整することにより，前記エバネッセント場の侵入長を変化させることができるので
，容易に複数のエバネッセント場の侵入長における蛍光強度を求めることができる。そし
て，検出時刻，スポット位置，侵入長，及び蛍光像（又は蛍光強度）を関連付けて記憶す
る。複数の入射角について，同様の作業を行い，侵入長と蛍光強度との関係を求める。な
お，蛍光像を得た場合は，これまで説明した方法に従って，蛍光強度を得ることができる
。具体的には，図８（ａ）及び図８（ｂ）に示されるように，蛍光像から，スポット内の
領域を把握して，スポット内の蛍光領域における蛍光強度を求めればよい。
【０１４４】
　制御装置は，侵入長と蛍光強度との関係をグラフとして表示する。その様子が例えば，
図７（ａ）に示される。図７（ａ）に示されるグラフが表示されれば，目視により図７（
ｂ）のようなプロットを認識できるので，容易にハイブリダイズの有無を確認できる。
【０１４５】
　一方，本発明の好ましい態様では，実際に，各観測点をプロットするなどして，グラフ
の切片を求め，閾値と比較することで，ハイブリダイズの有無，又はハイブリダイズ量を
求めることができる。本発明の第２の側面の好ましい態様は，前記複数の侵入長について
のエバネッセント場の侵入長と蛍光強度との関係を用いて，一方の軸（たとえば，縦軸）
を蛍光強度，もう一方の軸（たとえば，横軸）をエバネッセント場の侵入長としたグラフ
を求める上記いずれかに記載の蛍光読取方法である。複数の侵入長についての，エバネッ
セント場の侵入長と蛍光強度との関係を用いて，一方の軸を蛍光強度，もう一方の軸をエ
バネッセント場の侵入長としたグラフを表示することができるので，視覚により，容易に
ノイズ蛍光のみかどうかを判断できる。すなわち，グラフをみて，各観測点をプロットし
た状況を想定する。すると，ノイズ蛍光のみを観測した場合は，侵入長を０としたときの
切片が閾値以下となる。よって，この態様の蛍光読取方法によれば，ノイズ蛍光の影響を
考慮できる。
【０１４６】
　本発明の第２の側面の好ましい態様は，前記基板（２）は，前記プローブ物質（１）が
固定されたスポット（２１）を有し，あるスポット（２１）について前記複数の侵入長に
ついてのエバネッセント場の侵入長と蛍光強度との関係を求めた後，所定時間後にそのス
ポット（２１）について前記複数の侵入長についてのエバネッセント場の侵入長と蛍光強
度との関係を求める上記いずれかに記載の蛍光読取方法である。この方法によれば，ある
スポットについて，複数時間についての蛍光強度を観測できるので，あるスポットにおけ
る蛍光強度が経時変化を観測できる。これにより，ハイブリダイズなどの相互作用が進行
する様子を観測できるとともに，最終的な相互作用量も予測することができる。
【実施例１】
【０１４７】
　以下，実施例を用いて本発明を具体的に説明する。本発明は，実施例によって限定され
ることなく，当業者にとって自明な事項を用いて適宜修正することができる。
【０１４８】
　図１１は，実施例において用いた装置の概念図である。図１１に示されるように，本実
施例では，フロースルーセルを用いたＤＮＡマイクロアレイ読取装置を用いた。ＤＮＡマ
イクロアレイ読取装置は，試料を調整する制御機構，光源部及び検出部を含む検出光学系
，及び各種制御を行うパーソナルコンピュータなどの制御装置を含む。
【０１４９】
　制御機構において，ターゲット物質を含む試料が試料室へ導かれる。なお，図示される
ように，試料には，バッファが適宜補充されるようにされており，制御装置が電磁弁の開
閉及びシリンジポンプの動作を制御することで，試料の濃度及び流速を制御できるように
されている。また，ハイブリダイゼーションセルは，プローブ物質が固定されたマイクロ
アレイ基板と，試料が流れる試料室と，試料室の温度を観測するための主サーミスタ及び
副サーミスタ，試料室の温度を制御するための主ヒータ及び副ヒータを有する。そして，
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サーミスタが観測した試料室の温度は，制御装置に伝えられ，試料室内の温度が制御され
る。具体的には，サーミスタが観測した温度が閾値以下であれば，ヒータを動作させる指
令を出力し，その指令を受けたヒータが発熱することにより試料の温度が上昇する。そし
て，試料の温度が一定値を超えた場合に，ヒータの発熱が止まる。なお，マイクロアレイ
には，複数のスポットが存在し，それぞれのスポットにおける蛍光を観測するため，基板
は図１１の垂直方向及び上下方向に移動することができる。
【０１５０】
　検出光学系のうち光源部は，光源と，メカニカルシャッタと，ミラーと，光ファイバと
を含む。そして，光源として，Ｈｅ－Ｎｅレーザ，及びＤＰＳＳ（ダイオード励起固体）
レーザであるＮｄ：ＹＡＧレーザの第二高調波を用いた。光源からの光は，メカニカルシ
ャッタにより，ＯＮとＯＦＦとを切り替えることができるようにされている。そして，２
つのミラーは，前記何れの光源がＯＮされている場合であっても，光ファイバの導入口へ
光を導くことができるように設定されている。
【０１５１】
　検出光学系のうち検出部は，光ファイバの放出端と，ミラーと，対物レンズと，フィル
タとレンズとを含む。光源部で放射された光は，光ファイバを経由して，ミラーへと伝え
られる。そして，ミラーにより反射された光が対物レンズを経て基板に入射する。入射し
た光は，反射し，対物レンズを経てレンズにて反射される。この反射された光を図示しな
い検出器で検出しても良い。一方，入射光により基板と試料室との境界には，エバネッセ
ント場が発生する。そして，発生したエバネッセント場により、試料室内の蛍光物質が励
起され，蛍光を発生する。発生した蛍光は，基板及び対物レンズを経て，フィルタに到達
する。すると，フィルタは，蛍光に相当する領域以外の光の強度を弱めるので，蛍光を抽
出することができる。フィルタを経た光は，レンズに入射し，集光され，ＣＣＤカメラな
どの光検出器に入射する。
【０１５２】
　光検出器は，入射した光の強度を電気信号に変換して，ケーブルを介してコンピュータ
などの制御装置に伝える。なお，この際，蛍光を観察した像そのものも制御装置に伝えて
も良い。この場合は，制御装置が，入力された像に基づいて蛍光強度を解析すればよい。
【０１５３】
　図１１に示す例では，光ファイバと対物レンズとの間にあるレンズを移動できるように
されている。そして，レンズが移動する距離や位置は，制御装置により制御できるように
されている。すなわち，制御装置は，レンズの位置に関連して，基板への入射角の大きさ
や，エバネッセント場の侵入長を把握できるようなプログラムを具備しており，その結果
，ある侵入長における蛍光強度を把握できるようにされている。なお，図１１に示す例で
は，自動焦点機構を実現するために対物レンズから戻ってきた光がミラーで反射されてＣ
ＣＤ素子上に集光する。対物レンズは，ストローク１００μｍのピエゾアクチュエーター
で保持され，コンピュータを介してＣＣＤ素子上での集光スポット位置が一定になるよう
に制御されている。
【０１５４】
　蛍光物質としてＰＯＰＯ－３を用いて実際に蛍光を観察した。マイクロアレイにおける
スポットの直径は１５０μｍであり，各スポットの中心間の距離は２５０μｍであった。
【０１５５】
　図１２は，蛍光物質の濃度と照射時間を変化させた場合において，観測される蛍光像及
びマイクロアレイを示す図面に代わる写真である。図１２（ａ）は，濃度２００ｎＭ，照
射時間８１７ｍｓのものを示す。図１２（ｂ）は，濃度２０ｎＭ，照射時間１．８７ｓの
ものを示す。図１２（ｃ）は，濃度１０ｎＭ，照射時間４．１３ｓのものを示す。また，
図１３は，蛍光物質の濃度と照射時間を変化させた場合において，観測される蛍光像及び
マイクロアレイを示す図面に代わる写真である。図１３（ａ）は，濃度５ｎＭ，照射時間
４．１３ｓのものを示す。図１３（ｂ）は，濃度２ｎＭ，照射時間９．３１ｓのものを示
す。図１３（ｃ）は，濃度１ｎＭ，照射時間９．３１ｓのものを示す。
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　図１２及び図１３から，蛍光物質の濃度が薄いと照射時間を十分にとっても有効に観測
できない場合があることがわかる。すなわち，蛍光物質の濃度は，用いる蛍光物質の種類
やターゲット物質によって，適宜調整することが望ましいが，一般的には５ｎＭ以上とす
ることが好ましいといえる。
【０１５７】
　図１４は，観測される蛍光像の例を示す図面に代わる写真である。図１４（ａ）は侵入
長が１９４ｎｍのものを示し，図１４（ｂ）は侵入長が９４ｎｍのものを示す。図１４に
示されるように，実際に観測される蛍光像では，スポット内からの蛍光に比べてスポット
外からの蛍光の方が，強い強度をもって観測されることがわかる。
【０１５８】
　図１５は，侵入長を変化させた場合に観測される蛍光像の例を示す図面に代わる写真で
ある。図１５（ａ）は侵入長が９４ｎｍのものを示し，図１５（ｂ）は侵入長が１０１ｎ
ｍのものを示し，図１５（ｃ）は侵入長が１０８ｎｍのものを示し，図１５（ｄ）は侵入
長が１１３ｎｍのものを示し，図１５（ｅ）は侵入長が１２３ｎｍのものを示し，図１５
（ｆ）は侵入長が１４３ｎｍのものを示し，図１５（ｇ）は侵入長が１９４ｎｍのものを
示す。
【０１５９】
　図１５から，基板表面に吸着した蛍光分子は，基板表面から１００ｎｍ以内の位置に多
く存在することがわかる。一方，基板表面から１００ｎｍを越えた領域では，基板表面に
吸着した蛍光分子に由来する蛍光を観測できないことが分かった。このように，本発明に
よれば，基板表面に結合した分子からの蛍光強度を検出できるだけでなく，その分布を求
めることもできる。
【０１６０】
　図１６は，図１５に示す各蛍光像において，スポット内とスポット外における侵入長と
蛍光強度との関係を示すグラフである。図１６において，黒丸がスポット内の観測点を示
し，四角がスポット外の観測点を示す。そして，グラフ中の実線は，スポット内の観測点
における侵入長９４ｎｍ，１０８ｎｍ及び１２３ｎｍの観測点を用いて，最小二乗法によ
り近似直線を得たものである。一方，図中点線は，スポット外について同様にして近似直
線を得たものである。
【０１６１】
　図１６から，ターゲット物質とプローブ物質とが相互作用しないスポット外においては
，プロットした直線の切片がほぼ０となったことがわかる。一方，ターゲット物質とプロ
ーブ物質とが相互作用するスポット内では，蛍光強度がスポット外に比べて弱いものの，
観測点をプロットした直線の切片は０とはならず，大きな値をとったことが分かる。
【産業上の利用可能性】
【０１６２】
　本発明は，エバネッセント場による蛍光励起を利用した各種検出系において効果的に利
用することができる。具体的な例としては，ＤＮＡマイクロアレイ読取装置などとして効
果的に利用することができる。また，本発明は，タンパクチップ読み取り装置や，タンパ
ク質の相互間作用を計測する装置などとしても利用されうる。
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