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(57) Abstract: A circular dichr ism fluorescent microscope (100)
has acofocalportion ( 115), and a light beam from a light sour㏄ (103)
is passed through a circular polarizing/modulating s㏄tion (105) to
produ㏄ right and left circularly polarized light beams. A sample is
irradiated with right ㎝d left circularly pol㎡zed lig㎞ beams th虹 are
condensed on it, fluores㏄n㏄ radiated from the sample is condensed
through an optical lens (102), only fluorescence having a predeter¬
mined wavelength is transmitted by a wavelength selecting section
(107) and the transmitted fluorescence is detected. Since the circular
dichroism fluorescent microscope (100) calculates the differen㏄ 面
intensity between fluorescen ㏄ radiated from the sample when it is
irradiated with ri釦t circularly po ㎡㏄d li釦t and fluores㏄n㏄ radi¬
ated om the sample when it is irradiated with left circularly polar¬
ized light based on a fluorescence intensity signal, high order struc¬
ture of a sample of biological mol㏄ le such as protein in a living
body can be analyzed dir㏄tly from a small quantity of sample.

(57) 要約 共焦点部 ( 1 1 5 ) を有 し、光源 ( 1 0 3 ) か
らの光束を円偏光変調部 ( 1 0 5 ) によ り左右の円偏光と
し、その左右の円偏光を、試料に対 して集光照射 し、試料
から放射される蛍光を光学レンズ ( 1 0 2 ) により集光 し、
波長選択部 ( 1 0 7 ) によ り所定波長の蛍光のみを透過 さ
せ、透過 した蛍光を検出し、その蛍光強度信号に基づき、
右円偏光を照射 した際に試料から放射される蛍光と、左円
偏光を照射 した際に試料から放射 される蛍光との強度の差
分を算出する円二色性蛍光顕微鏡 ( 1 O O ) によれば、少
量の試料
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円二

技術分野

０００1 本発明は、円二色性を観察するための円二色性蛍光顕微鏡に関するものであり、

特に、円偏光励起二色性スペクトルまたは円偏光蛍光二色性スペクトルを観察する

ための円二色性蛍光顕微鏡に関するものである。

背景技術

０００2 薬物や毒物、あるいは生体内に存在する機能性生体成分などの生理活性物質の

多くはいわゆるキラリテイを有する。そして、これら生理活性物質の生理活性は、キラ

リテイ、すなわち物質の高次構造 (立体構造や立体配置など) に強く依存することが

広く知られている。このため、生理活性物質の研究においては、その物質のキラリテ

イの把握がきわめて重要なことである。なかでも、近年、タンパク質や核酸等の生体

分子のキラリテイや高次構造について特に注目が集まっている。

０００3 これら生体分子は、生体内においてダイナミックに構造が変ィビしていると考えられて

いる。例えば、エイズを引き起こす は、宿主のタンパク質を挟んで切断するプロ

テア一ゼによりエイズ感染を引き起こすことが知られているが、このプロテア一ゼはタ

ンパク質を切断する際に大きな立体構造の変ィビを起すと考えられている。また、狂牛

病 ( S )の発症は、プリオンタンパク質の高次構造が大きく変ィビすることにより5倦

起こされるといわれている。

０００4 このよぅにタンパク質等の生体分子の高次構造を解析することは疾患の治療や診

断に有効であるなどの理由から、生体分子の高次構造を解析する技術が開発されて

いる。代表的な技術として、円二色性スペクトル解析 (C ) 、円偏光励起二色性スペ

クトル解析 ( C )、円偏光蛍光二色性スペクトル解析 (CP )等が知られている。

０００5 例えば、特許文献 には、 C に関する技術が開示されている。具体的には、キ

ラリテイを有する物質に蛍光性官能基を導入し、それを左右の円偏光で励起してそ

れぞれの蛍光強度を測定し、左円偏光励起と右円偏光励起の蛍光強度差情報より

該物質のキラリテイを解析するキラリテイ解析方法が記載されている。



０００6 また、特許文献2 には、波長走査が行われる単色ィビされた左右の円偏光を所定の

変調周波数で交互に試料に照射して得られる蛍光の強度を測定し電気信号とする

円二色性蛍光励起スペクトル測定装置において、前記電気信号のぅち、左右の円偏

光に切り換える周波数に同期した交流信号成分のみを単独に用いて、円二色性蛍

光励起スペクトルを得ることにより、検出感度の向上を図ることができることが記載され

ている。

０００7 また、特許文献3 には、レーザ走査型顕微鏡を用いて試料のC P あるいは C

を測定する方法及び装置について記載されている。例えば、図4 にはC P を測定す

る装置、また図9 には C を測定する装置の模式図が記載されている。

(特許文献

特開平 ０6 号公報 (公開日 平成 ( 999) 年 月6 日)

(特許文献2

特開平 号公報 (公開日 平成皿年 ( 999) 月 2 9 日)

(特許文献3

S 2００3 ００5 8 442 (公開日 2 3年5 月 2 7 日)

ところで、タンパク質等の生体分子のキラリテイは、その分子のおかれる環境に大き

く依存すると考えられる。例えば、タンパク質や核酸等は、他のタンパク質や細胞膜

等と相互作用し、その立体構造を変ィビさせていると予想される。しかし、このよぅな現

象の解析は、試験管内の均一な実験系では解析できない。このため、生体分子の高

次構造解析を行ぅ場合、生体内 (例えば、細胞内等) において生体分子の高次構造

を直接解析することが非常に重要なことであると本発明者は考えた。

０００8 しかしながら、上述したC C C P のよぅな技術は、いずれも均一溶液中に

存在する物質のキラリテイ解析を目的としたものである。このため、生体内のよぅな様

々な物質が存在し、不均一な環境に存在する物質のキラリテイ解析には不向きであ

る。

０００9 また、上述した特許文献 ，2 に開示の技術は、いわゆる顕微鏡解析の技術ではな

く、分析するための試料も大量に必要となる。しかし、生体分子は一般に極微量しか

調製できず、試料の大量取得には時間とコストがかかってしまぅれづ問題もある。



００1０ また、上記特許文献3に記載の技術では、実用レベルでの測定を行ぅことができな

い可能性が高い。特に、上記特許文献3に開示の技術では、円偏光成分が小さい試

料は、解析できない。

００11 また、上記特許文献3では、円偏光蛍光二色性スペクトル解析 (CP )を行ぅ場合、

励起光を透過し、蛍光光を反射させる手段として、半透過ミラーを用いている。半透

過ミラーは波長選択性がないだけでなく、半透過であるために、人射する励起光に

ついて光強度のロスが発生し、さらに反射させる蛍光光についても強度ロスが発生す

ることとなる。このよぅなロスにより、測定精度が大幅に劣るれづ問題がある。加えて、

半透過ミラーが光路に対して厳密に45度の角度で配置されていないと、ひずみが発

生し、測定精度、安定性が大幅に劣るれづ問題もある。

００12 また、上記特許文献3では、図4に示されるよぅに、アイリスが検出部の直近にある

構成となっている。このよぅな構成では、試料から出る蛍光光が偏光変調部内で多重

反射し、偏光成分の検出に誤差が生じるとレづ問題もある。

００13 それゆえ、解析に大量の試料が必要でなく、かつ生体内においてタンパク質等の

生体分子の高次構造を直接かつ高精度で解析できる技術の開発が求められていた

。このよぅな技術の研究開発は従来まったく行われておらず、新規領域の開拓に資

する上記技術の開発が強く望まれている。

００14 本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、解析に大量の

試料が必要でなく、かつ、例えば、生体内においてタンパク質等の生体分子等の試

料についての高次構造を直接かつ高精度で解析できるよぅな円二色性蛍光顕微鏡

を提供することにある。

発明の開示

００15 本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、レーザ走査蛍光顕微

鏡の検出・励起光学系およびデータ処理系に加えて、さらに円偏光励起二色性スペ

クトル解析 ( C )、円偏光蛍光二色性スペクトル解析 (CP )を検出する光学系を

備える装置を開発することにより、極少量の試料を用いて、かつ、生体内においてタ

ンパク質等の生体分子等の試料についての高次構造を直接解析できるとレづ新事実

を見出し、本願発明を完成させるに至った。本発明は、かかる新規知見に基づいて



完成されたものであり、以下の発明を包含する。

００16 ( )光源と、上記光源から出射する光束を左右の円偏光とする円偏光変調手段と、

上記円偏光変調手段を透過する左右の円偏光を、試料に対して集光照射するため

の第 の光学レンズと、上記試料から放射される蛍光を集光するための第2の光学レ

ンズと、上記第2の光学レンズにて集光される蛍光のぅち、所定波長の蛍光のみを通

過させる波長選択手段と、上記波長選択手段を透過する蛍光を検出し蛍光強度信

号とする蛍光測定手段と、上記蛍光測定手段にて生成した蛍光強度信号に基づき、

右円偏光を照射した際に試料から放射される蛍光と、左円偏光を照射した際に試料

から放射される蛍光との強度の差分を算出する信号処理手段と、を備え、さらに、上

記第2の光学レンズと上記波長選択手段との間に、微小開口部を有する共焦点手段

を備える円二色性蛍光顕微鏡。

００17 (2) さらに、上記円偏光変調手段が上記光源から出射した光束を所定の変調周波

数で交互に左右の円偏光とするよぅに制御する偏光制御手段と、上記信号処理手段

が、上記蛍光測定手段にて生成した蛍光強度信号のぅち、上記変調周波数に同期

して交流成分を取り出して、右円偏光を照射した際に試料から放射される蛍光と、左

円偏光を照射した際に試料から放射される蛍光との強度の差分を算出するよぅに制

御する検出制御手段と、を備える ( ) に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

００18 (3) さらに、上記第2の光学レンズと上記波長選択手段との間に、第3の光学レンズ

を備える ( ) に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

００19 (4)ｱ記第 の光学レンズと上記第2の光学レンズとは、同一の光学レンズである

に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

００2０ (5 ｱ記微小開口部の直径は、 ０ 以 OO 以下である ( ) に記載の円二

色性蛍光顕微鏡。

００2 1 (6) 光源と、上記光源から出射する光束を集光照射するための第 の光学レンズと

、試料から放射される蛍光を集光するための第2の光学レンズと、上記光源からの励

起光は反射する一方、試料からの蛍光は透過する波長選択ミラーと、上記第2の光

学レンズを透過した蛍光の左右の円偏光成分を、変調された直線偏光成分に変更

する円偏光変調手段と、上記直線偏光成分のぅち、縦横いずれかの直線偏光成分



の透過を遮断する偏光遮断手段と、上記偏光遮断手段を透過した円偏光成分のぅ

ち、所定波長の光のみを通過させる波長選択手段と、上記波長選択手段を透過した

蛍光を検出し蛍光強度信号とする蛍光測定手段と、上記蛍光測定手段にて生成し

た蛍光強度信号に基づき、試料から放射される蛍光の右円偏光成分と左円偏光成

分との強度の差分を算出する信号処理手段と、を備え、さらに、上記波長選択ミラー

と上記蛍光測定手段との間に、微小開口部を有する共焦点手段を備える円二色性

蛍光顕微鏡。

００22 (7)上記共焦点手段は、上記波長選択ミラーと上記円偏光変調手段との間に設け

られている (6) に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

００23 (8)上記共焦点手段は、円偏光変調手段へ到達する蛍光を整える機能を有するも

のである (6) に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

００24 (9) さらに、上記円偏光変調手段が上記第2の光学レンズを透過した蛍光を、所定

の変調周波数で交互に左右の円偏光とするよぅに制御する偏光制御手段と、上記信

号処理手段が、上記蛍光測定手段にて生成した蛍光強度信号のぅち、上記変調周

波数に同期して交流成分を取り出して、試料から放射される蛍光の右円偏光成分と

左円偏光成分との強度の差分を算出するよぅに制御する検出制御手段と、を備える (

6) に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

００25 ( ０) さらに、上記偏光遮断手段と上記波長選択手段との間に、第3の光学レンズ

を備える (6) に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

００26 ( )ｱ記第 の光学レンズと上記第2の光学レンズとは、同一の光学レンズである (

6) に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

００27 ( )ｱ記微小開口部の直径は、 ０ 以 以下である (6) に記載の円

二色性蛍光顕微鏡。

００28 ( 3) さらに、上記信号処理手段によって算出された蛍光強度の差情報に基づき、

上記試料についての画像を形成する画像処理手段を備える ( ) に記載の円二色性

蛍光顕微鏡。

００29 ( 4 さらに、上記信号処理手段によって算出された蛍光強度の差情報に基づき、

上記試料についての画像を形成する画像処理手段を備える ( ) に記載の円二色性



蛍光顕微鏡。

００3０ ( 5)ｱ記波長選択手段の所定波長を外部信号により制御するとともに、円偏光変

調手段の変調光波長を制御する円偏光蛍光検出波長制御手段を備える ( )または (

6) に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

００3 1 なお、上記円二色性蛍光顕微鏡は、コンピュータによって実現してもよく、この場合

には、コンピュータを上記各手段として動作させることにより上記円二色性蛍光顕微

鏡をコンピュータにて実現させる円二色性蛍光顕微鏡の制御プログラム、およびそれ

を記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範膚に入る。

００32 本発明のさらに他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十

分わかるであろぅ。また、本発明の利益は、添付図面を参照した次の説明で明白にな

るであろぅ。

００33 図 本発明の参考の形態に係る円二色性蛍光顕微鏡であって、円偏光励起二色

性スペクトルを2次元解析する装置の構成を模式的に示す図である。

図2 本発明の実施形態に係る円二色性蛍光顕微鏡であって、円偏光励起二色性ス

ペクトルを3次元解析する装置の構成を模式的に示す図である。

図3 本発明の参考の形態に係る円二色性蛍光顕微鏡であって、円偏光蛍光二色

性スペクトルを2次元解析する装置の構成を模式的に示す図である。

図4 本発明の実施形態に係る円二色性蛍光顕微鏡であって、円偏光蛍光二色性ス

ペクトルを3次元解析する装置の構成を模式的に示す図である。

図5 本発明の実施形態に係る円二色性蛍光顕微鏡であって、円偏光蛍光二色性ス

ペクトルを3次元解析する装置の他の構成を模式的に示す図である。

符号の説明

００34 ００ 円二色性蛍光顕微鏡

００ 円二色性蛍光顕微鏡

０2 光学レンズ (第 の光学レンズ，第2の光学レンズ)

０3 光源

０4 波長選択ミラー



０5 円偏光変調部 (円偏光変調手段 )

０6 光学レンズ (第3の光学レンズ)

０7 波長選択部 (波長選択手段 )

０8 蛍光測定部 (蛍光測定手段 )

０9 偏光制御部 (偏光制御手段 )

０9 偏光制御部 (偏光制御手段 )

０ 検出制御部 (検出制御手段)

4 f 号処理部 (f 号処理手段 )

4 信号処理部 (f 号処理手段 )

5 共焦点部 (共焦点手段 )

5 共焦点部 (共焦点手段 )

2００ 円二色性蛍光顕微鏡

2００ 円二色性蛍光顕微鏡

2０5 円偏光変調部 (円偏光変調手段 )

2０6 偏光遮断部 (偏光遮断手段 )

2 ０ 検出制御部 (検出制御手段 )

2 4 f 号処理部 (f 号処理手段 )

2 4 信号処理部 (f 号処理手段 )

3００ 円二色性蛍光顕微鏡

発明を実施するための最良の形態

００35 まず、本発明の概要について説明する。

００36 上述したよぅに、タンパク質や核酸等の生体分子は、キラリテイを有し、右円偏光と

左円偏光に対する吸収の度合いが異なる円二色性れづ性質を示す。円二色性は

分子のキラリテイに依存して大きく変ィビする。また、分子に対する計測方向にも依存

する。さらに、分子のキラリテイは、分子のおかれる環境に大きく依存することが予想、

されるため、固体表面や細胞膜あるいはタンパク質や 等の核酸との相互作用

に対して敏感に変ィビすることが期待される。しかし、これまで、生体内部における分子

のキラリテイ解析についての検討は全く行われておらず、新規領域の開拓を考えた



場合、例えば、生体内において生体分子のキラリテイを直接解析できる装置の開発

が潜在的に求められていたといえる。

００37 本発明は上述したよぅな種々の物質について、円二色性を通じてキラリテイに関す

る情報を解析し、2次元または3次元でのマッピングを可能とする顕微鏡に関する技

術である。本発明において対象とする円二色性は、大きく2種類に大別できる。具体

的には、円偏光励起二色性と円偏光蛍光二色性である。前者は励起光が十、一の

それぞれの円偏光であった場合における蛍光発光の強度の差を計測、マッピングす

ることにより解析できる。また、後者は直線偏光励起下での蛍光発光における十およ

び一の円偏光成分の差を検出しマッピングすることにより解析できる。

００38 円偏光励起二色性を解析する場合について、より具体的に述べると、例えば、( )

励起光を円偏光として十あるいは一の円偏光を照射したときの吸収係数に差があれ

ば蛍光強度の差を与える。(2) 励起光を円偏光とするためにはXおよび 方向の偏

光成分に土 几 4の位相差を与える。(3) 円偏光励起二色性の計測のためには、こ

の位相差を土 几 4を振幅とする正弦波により変調させ、蛍光強度の同期成分をロッ
クインアンプにより検出する。れづ流れで行ぅことができる。

００39 また、円偏光蛍光二色性を解析する場合は、例えば、( )直線偏光により励起させ

たときの蛍光発光のぅち、円偏光成分を検出する。(2) 蛍光光に土 几 4の位相差を

与えたときに、土それぞれの円偏光成分はXおよび 方向の直線偏光成分に変換さ

れるので、その強度を、偏光子を通して計測すると、円偏光成分は位相差に応じて

変ィビする。(3) 計測には位相差を周期的に変調させ、その同期信号をロックインアン

プにより検出する。れづ流れで行ぅことができる。

００4０ 蛍光色素を細胞内に導入して、細胞、タンパク質、核酸に取り込ませ、生きた細胞

中で蛍光分子と生体分子とが相互作用し、キラリテイが変ィビする様子を、分子の局在

部位を特定しながら計測・解析することは、これまでの技術では不可能であった。しか

し、本発明に係る円二色性蛍光顕微鏡によれば、上記解析が可能となる。特に、本

発明に係る円二色性蛍光顕微鏡を用いて、特定の細胞器官や特定の刺激に応答し

て蛍光分子が細胞内の特定の場所に取り込まれる現象を、分子のキラリテイをもとに

検出することができる。それゆえ、本発明は、医学・生理学等の学術分野だけでなく、



診断・ 療機器、分析機器、製薬事業や食品事業等の様々な産業においても大きな

インパクトを与えることができる、非常に優れた発明であるといえる。

００41 以下、上述した技術思想を具現ィビした本発明に関連する参考の形態及び本発明

の実施の形態について、図面に基づき、例を挙げて詳細に説明する。

００42 (参考の形態

図 は、本参考の形態に係る円二色性蛍光顕微鏡 ００の構造を模式的に示すもの

である。

００43 円二色性蛍光顕微鏡 ００は、試料についての円偏光励起二色性スペクトル ( C

)を2次元で解析するための蛍光顕微鏡装置である。具体的には、円二色性蛍光

顕微鏡 ００は、試料ステージ ０，光学レンズ ０2，光源 ０3，波長選択ミラー ０4

，円偏光変調部 ０5，光学レンズ ０6，波長選択部 ０7，蛍光測定部 ０8，偏光制

御部 ０9，検出制御部 ０，ステージ制御部 ，信号処理部 4を備えている。

００44 試料ステージ ０は、ステージ制御部 からのX 制御信号により、X 方向に2

次元移動が可能に構成されている駆動ステージである。また、試料が人ったセルを

保持するセルホルダーが設けられていてもよい。

００45 光学レンズ ０2は、いわゆる対物レンズとして機能するものである。すなわち、光学

レンズ ０2は、円偏光変調部を透過し波長選択ミラー ０4により反射した光を、試料

に対して集光照射するための第 の光学レンズとして機能するものである。また、光学

レンズ ０2は、試料から放射される蛍光を集光するための第2の光学レンズとしても

機能する。つまり、本参考の形態では、光学レンズ ０2は、第 の光学レンズおよび

第2の光学レンズとして機能するものであるといえる。

００46 かかる光学レンズとしては、従来公知の対物レンズを用いることができ、具体的な構

成は特に限定されるものではないが、例えば、蛍光顕微鏡用の4０倍対物レンズ等を

用いることができる。なお、本参考の形態では、光学レンズ ０2が、第 の光学レンズ

および第2の光学レンズとして機能する構成を例に挙げて説明するが、この構成に限

られるものではなく、第 の光学レンズおよび第2の光学レンズがそれぞれ別々に設

けられている構成であってもよい。

００47 光源 ０3についても、試料に光束 (直線偏光)を照射することができるものであれば



よく、従来公知の光源を用いることができ、その強度や波長等については適宜設定

可能である。例えば、レーザ光源 (4０5 5 W)を用いることができる。

００4 8 波長選択ミラー ０4 は、光源 ０3からの励起光は反射する一方、試料からの蛍光

は透過するものである。つまり、光源 ０3を出射し、円偏光変調部 ０5を透過した励

起光を反射する一方、試料から放射される蛍光を透過する構成であればよく、例え

ば、ダイクロ不ソクミラーを用いることができる。より具体的には、例えば、 C 49０等

を用いることができる。

００4 9 円偏光変調部 ０5 は、光源 ０3から日射する光束を左右の円偏光とする円偏光変

調手段として機能するものである。より具体的には、円偏光変調部 ０5 は、偏光制御

部 ０9の制御信号に基づいて、光源 ０3から日射する光束 (直線偏光) を所定の変

調周波数で交互に左右の円偏光とするものである。円偏光変調部 ０5 は、かかる機

能を有するものであれば、具体的な構成は特に限定されるものではなく、従来公知の

円偏光変調手段を用いることができる。例えば、 S社製のP ０等の

P モジュレータを用いることができる。

００5０ 光学レンズ ０6 は、波長選択ミラー ０4を透過した光を、波長選択部 ０7へ集光す

るためのものである。光学レンズ ０6 は、波長選択ミラー ０4 と波長選択部 ０7との

間に備えられる第3の光学レンズとして機能するものである。第3の光学レンズを設け

ることにより、顕微鏡の高感度ィビを図ることができる。

００5 1 波長選択部 ０7は、光学レンズ ０2 にて集光され、波長選択ミラー ０4を透過した

蛍光のぅち、所定波長の蛍光のみを通過させる波長選択手段として機能するもので

ある。この波長選択部 ０7の具体的な構成についても特に限定されるものではなく、

従来公知のバンドパスフイルターまたはモノクロメーター、あるいはその組み合わせ
等を好適に用いることができる。

００5 2 蛍光測定部 ０8 は、波長選択部 ０7を透過した蛍光を検出し蛍光強度信号とする

蛍光測定手段として機能するものである。かかる機能を有するものであれば、従来公

知の光検出器を好適に用いることができる。例えば、浜松ホトニクス社製の光検出モ

、ジュール 7732 ０等を用いることができる。

００5 3 偏光制御部 ０9 は、円偏光変調部 ０5 が光源 ０3から日射する光束 (直線偏光)



を所定の変調周波数で交互に左右の円偏光とするよぅに制御する偏光制御手段とし

て機能するものである。かかる機能を有するものであれば、従来公知の制御部材を

好適に用いることができる。例えば、P モジュレーターコントローラ等を用いること

ができる。

００54 検出制御部 ０は、信号処理部 4が蛍光測定部 ０8にて生成した蛍光強度信

号 (電気信号)のぅち、上記変調周波数に同期して交流成分を取り出して、右円偏光

を照射した際に試料から放射される蛍光と、左円偏光を照射した際に試料から放射

される蛍光との強度の差分を算出するよぅに制御する検出制御手段として機能するも

のである。

００55 また、検出制御部 ０は、蛍光測定部 ０8からは光量信号を受け、偏光制御部 ０

9に対して参照信号を出力する。いわゆるロソクインアンプとして機能するものである

とも換言できる。かかる制御部としては、従来公知の制御部材を好適に用いることが

でき、例えば、公知のロックインアンプを用いることができる。

００56 ステージ制御部 は、信号処理部 4からのX 制御信号に基づき、試料ステー
、ジ ０のX 方向の移動を制御するものである。かかる制御部としては、従来公知の

制御部材を好適に用いることができ、その具体的な構成等は特に限定されるもので

はない。

００57 信号処理部 4は、蛍光測定部 ０8にて生成した蛍光強度信号 (電気信号) に基

づき、右円偏光を照射した際に試料から放射される蛍光と、左円偏光を照射した際

に試料から放射される蛍光との強度の差分を算出する信号処理手段として機能する

ものである。換言すれば、試料についての円偏光励起二色性スペクトルを算出するも

のといえる。

００58 ここで、円偏光励起二色性スペクトルとは、試料に単色ィビした左と右の円偏光を交

互に照射して励起したときの蛍光強度を測定し、左の円偏光で励起したときと、右の

円偏光で励起したときの蛍光強度の差を波長に対して記録するものである。

００59 また、信号処理部 4は、波長選択部 ０7の所定波長を外部信号により制御する

とともに、円偏光変調部 ０5の変調光波長を制御する円偏光蛍光検出波長制御手

段として機能する構成であってもよい。



００6０ 本参考の形態では、信号処理部 4は、偏光制御部 ０9，検出制御部 ０及びス

テージ制御部 といった各種制御手段を制御する部材でもある。具体的には、信

号処理部 4は、各種制御手段と連結されたインターフェース 2及び解析用 C

3とを備えている。

００6 1 解析用PC 3は、インターフェース 2を介して、偏光制御部 ０9，検出制御部

０及びステージ制御部 といった各種制御手段を制御するよぅに構成されている

。具体的には、解析用PC 3は、インターフェース 2を介して、偏光制御部 ０9に

対して波長制御信号を、ステージ制御部 に対してはX 制御信号を付与する。

かかるインターフェース 2としては、例えば、GP インターフェース等を用いるこ

とができる。

００62 解析用PC 3は、さらに、算出された蛍光強度の差情報に基づき、上記試料につ

いての画像を形成する画像処理手段として機能するよぅに構成されていてもよい。こ

れは、試料についてのキラリティ情報をイメージングし、マッヒングする手段である。か

かるイメージング・マッピングの機構については、従来公知の手段や機構、ソフトウェ
アを用いることができ、特に限定されるものではない。例えば、レーザ走査型蛍光顕

微鏡等のデータを用いてイメージング・マッヒングするソフトウェア等を好適に用いる

ことができる。このよぅに、信号処理部 4は、少なくとも上述した機能を備えていれ

ばよく、その具体的な構成等は特に限定されず、特に記述した点以外については、

公知の演算装置 (ハードウェア)やソフトウェアを好適に用いることができる。

００63 イメージマソピングの機構について、信号処理の具体例を説明する。なお、以下の

説明は、蛍光光の強度の差分を取った後の処理である。また、検出制御部 (ロソクイ

ンアン から信号制御部へ交流成分だけでなく直流成分も送ることができる。

００64 より具体的には、信号には交流成分と直流成分とが含まれる。交流成分はキラリテ

ィと分子数に比例し、直流成分は分子数 (濃度) に比例する。このことから、下記数式

に示す 値 (キラリティ異方性パラメータ)をマソピングすることでより精密なデータの緒

析が可能となる。

００65 二 ( 2 ( 二2交流成分 直流成分
十 一 十 一

次に、円二色性蛍光顕微鏡 ００が、試料についての円偏光励起二色性スペクトル



を解析する際の動作について説明する。

００66 まず、光源 ０3から直線偏光のレーザ光を円偏光変調部 ０5に照射する。直線偏

光のレーザ光は、円偏光変調部 ０5により、左右の円偏光の励起光となる。次いで、

この円偏光の励起光は、波長選択ミラー ０4を介して光学レンズ ０2に入射し、試料

ステージ ０上の試料に集光照射される。本試料は試料ステージ ０に固定されて

おり、試料の位置はステージ制御部 を介して信号処理部 4 (具体的には、解

析用PC 3) により制御される。

００67 円偏光変調部 ０5は、検出制御部 ０からの参照信号によって定義される振動数

ので、なおかつ振幅が土 几 4の位相差を励起光に与えるよぅに構成されている (偏

光制御部 ０9を介して)。ここでん は励起光 (円偏光のレーザ光)の波長であり、信号

処理部 4の解析用P 3からインターフェース 2を介して波長制御信号として

偏光制御部 ０9を介して与えられる。これにより、円偏光変調部 ０5が光源 ０3から

出射した光束 (直線偏光)を所定の変調周波数で交互に左右の円偏光へと変調する

ことになる。

００68 次いで、上記円偏光の励起光の試料への集光照射により、試料から蛍光が放射さ

れる。試料から発せられる蛍光は、光学レンズ ０2により集光され平行光として波長

選択ミラー ０4を透過し、光学レンズ ０6、波長選択部 ０7を経て、蛍光測定部 ０8

にて蛍光強度信号 (電気信号) に変換される。そして、光量信号として検出制御部皿

へ出力される。

００69 このとき、例えば、試料の励起光に対する吸光度が右の円偏光 (便宜上、 十 の円

偏光とする) に対して大きく、左の円偏光 (便宜上、 一 の円偏光とする) に対して小

さい場合には、円偏光変調部 ０5が十 几 4の位相差を与える場合に強い蛍光信

号が検出されることになり、また一 几 4の位相差を与える場合に弱い蛍光信号が検

出されることになる。このため、検出制御部 ０において、蛍光測定部 ０8からの電

気信号 (光量信号) は振動数 ので変調される。この変調された信号成分はインターフ

ェース 2を介して解析用PC 3にデータを転送される。

００7０ そして、解析用PC 3は、右円偏光を照射した際に試料から放射される蛍光と、左

円偏光を照射した際に試料から放射される蛍光との強度の差分を算出し、試料につ



いての円偏光励起二色性スペクトルを解析する。また、解析用PC 3は、試料ステ

ージ ０の位置情報に応じた円偏光励起二色性スペクトルをイメージィビしマッピング

する。

００7 1 また、円二色性蛍光顕微鏡 ００の解析対象となる試料は、ュ一ザがキラリテイや高

次構造、立体構造等の解析を所望する試料であれば特に限定されるものではなく、

様々な試料を対象とすることができる。なかでも、生体内におけるタンパク質や核酸と

いった生体分子の高次構造やキラリテイ情報の解析に用いることが好ま 、。

００72 なお、解析対象となる試料は、蛍光性物質が導入されており、励起光を吸収し、蛍

光を発するよぅに調製されていることが好ま 、。例えば、かかる蛍光性物質としては

、蛍光性官能基を挙げることができる。例えば、化学的手段を用いて蛍光性官能基

を導入して試料を蛍光物質ィビする手法を例示することができる。蛍光性官能基として

は、特に限定されるものではないが、ナフタレン環、アントラセン環、ピレン環、ペリレ

ン環、コロネン環、ポルフイリン環等を含む基は蛍光強度が強く、かつそれ自身の対

称性が高く、電子状態や吸収・蛍光の遷移モ一メントの方向などが十分に研究され

ていて、後の解析に好都合である。なお、これらに限定されず、本発明の目的に応じ

て、様々な物質・手法を用いて試料を蛍光物質ィビすることができることを念のため付

言しておく。

００73 上述した円二色性蛍光顕微鏡 ００によれば、まず、試料の絶対量が少なくても円

偏光励起二色性スペクトルを解析可能である。これにより、多くの試料を必要としない
といぅメリットがある。また、円二色性蛍光顕微鏡によれば、例えば、細胞内部に存在

するタンパク質や核酸れ㌧た生体分子について、当該細胞内部におけるキラリテイ

情報や高次構造、立体構造等を直接 (例えば、細胞を生かしたまま)解析することが

できる。

００74 さらに、血液や体液 (唾液含 )等の光散乱性の試料でも解析可能である。単なるス

ペクトル解析装置では光が散乱する試料の測定は困難であるため、この本発明の作

用効果は非常に有利な効果である。通常、血液や唾液などの体液は光散乱性であ

る (濁っている)ため、スペクトロメータで解析する場合は前処理が必要となる。しかし

、本参考の形態に係る円二色性蛍光顕微鏡では、光散乱性の試料であっても直接



解析可能であり、前処理は必要ないれづ特有の効果がある。

００75 (実施の形態

上記参考の形態 では、円偏光励起二色性スペクトルを2次元解析するための円

二色性蛍光顕微鏡の一実施形態について説明したが、本実施形態では、共焦点化

し、3次元で円偏光励起二色性スペクトルの解析が可能な円二色性蛍光顕微鏡の一

実施形態について説明する。なお、説明の便宜上、上記参考の形態 にて説明した

部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。

本実施の形態では、上記参考の形態 との相違点について説明するものとする。

００76 図2は、本実施の形態に係る円二色性蛍光顕微鏡 ００の構造を模式的に示すも

のである。

００77 円二色性蛍光顕微鏡 ００は、試料についての円偏光励起二色性スペクトルを3

次元解析するための蛍光顕微鏡であり、共焦点顕微鏡の機構を利用している点が参

考の形態 と最も異なる特徴点である。具体的には、円二色性蛍光顕微鏡 ００は、

試料ステージ ０ ，光学レンズ ０2，光源 ０3，波長選択ミラー ０4，円偏光変調

部 ０5，光学レンズ ０6，波長選択部 ０7，蛍光測定部 ０8，偏光制御部 ０9，検

出制御部 ０，ステージ制御部 ，信号処理部 4 ，共焦点部 5を備えてい
る。

００78 試料ステージ ０ は、参考の形態 の試料ステージの機能に加えて、Z軸方向へ

の移動が可能な3次元駆動ステージである。また、それにあわせて、ステージ制御部

もX Z制御信号を出力し、試料ステージ ０ の移動を制御するよぅに構成さ

れている。なお、試料ステージ ０ の替わりに、光学レンズ ０2がZ軸方向 (試料ス

テージ ０ と光学レンズ ０2とが近づいたり、離れたりする方向) に移動可能に構成

されていてもよい。その場合の制御系その他の構成については従来公知の手法・シ

ステム等を好適に用いることができる。

００79 信号処理部 4 は、インターフェース 2と3次元解析用の解析用PC 3 を備

えている。解析用PC は、共焦点顕微鏡データから3次元の円偏光励起二色性

スペクトル解析を行ぅものである。3次元データを処理する手法や機構については、

従来公知の3次元データを解析するためのソフトウェア等を好適に用いることができ、



特に限定されるものではない。なお、円偏光励起二色性スペクトルの解析手法の原

理については、参考の形態 と同様である。また、解析用PC 3 は、イメージング・

マッピング処理が可能に構成されていてもよい。

００8０ また、信号処理部 4 は、信号処理部 4と同様、波長選択部 ０7の所定波長を

外部信号により制御するとともに、円偏光変調部 ０5の変調光波長を制御する円偏

光蛍光検出波長制御手段として機能する構成であってもよい。

００8 1 共焦点部 5は、波長選択ミラー ０4と波長選択部 ０7 (より詳細には、光学レン

ズ ０6) との間に設けられており、光学レンズ 6，微小開口部を備えるヒンホール

板 7，光学レンズ 8を備えている。光学レンズ 6はピンホール板 7の微小開

口部に光を集光させるためのレンズである。光学レンズ 8は微小開口部を透過し

た光を集光し、光学レンズ ０6へ導くためのレンズである。かかる共焦点部 5は、

微小開口部を備えるヒンホール板のみから構成されていてもよいが、より好ましくは

本実施の形態のよぅにピンホール板と光学系とから構成される共焦点ュニット(共焦

点スキヤナ)であることが好ま 、。なお、上記共焦点部 5は従来公知の共焦点ュ
ニットを用いることができ、その具体的な構成は、本発明の目的に応じて適宜設定可

能である。

００82 円二色性蛍光顕微鏡 ００の動作についても、波長選択ミラー ０4を透過した蛍

光が、光学レンズ ０6に到達する前に、共焦点部 5を透過する点以外は、参考の

形態 とほぼ同様であるため、詳細な説明は省略する。上記の構成により、試料から

放射された蛍光のぅち、微小開口部に焦点を結ぶ光のみが透過し、それ以外の光は

遮断されるため、蛍光検出部 ０8では試料からの蛍光について共焦点像を得ること

ができる。そして、信号処理部 4 は、この共焦点像データに基づき、円偏光励起

二色性スペクトルの3次元解析を行ぅ。

００83 特に、上記ヒンホール板 7の微小開口部の直径は、 ０～００ であることが

好ましく、3０～5 であることがより好ま 、。上記の範囲であれば、試料からの

蛍光を確実に整えることができ、より高精度の共焦点像を取得することができる。

００84 上記の構成によれば、上述した参考の形態 で述べた効果に加えて、例えば、細

胞内部に存在するタンパク質や核酸れ、った生体分子について、細胞内部における



キラリティ情報や高次構造、立体構造等を3次元解析することができる。また、イメー
、ジング・マッヒングすることも勿論可能である。イメージマッヒングの機構における信号

処理の具体例は、上述の参考の形態 と同様であるため、ここではその説明を省略

する。

００85 (参考の形態2

上記参考の形態 ，実施の形態 では、それぞれ円偏光励起二色性スペクトルを2

次元または3次元で解析するための円二色性蛍光顕微鏡の一実施形態について説

明したが、本実施形態では、2次元で円偏光蛍光二色性スペクトル解析 (CP )の解

析が可能な円二色性蛍光顕微鏡の一実施形態について説明する。なお、説明の便

宜上、上記参考の形態 ，実施の形態 にて説明した部材と同じ機能を有する部材

については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。本実施の形態では、上記参

考の形態㍉ 実施の形態 との相違点について説明するものとする。

００86 図3は、本参考の形態に係る円二色性蛍光顕微鏡2００の構造を模式的に示すもの

である。円二色性蛍光顕微鏡2００は、試料についての2次元で円偏光蛍光二色性ス

ペクトル解析 (CP )を解析するための蛍光顕微鏡である。

００87 具体的には、円二色性蛍光顕微鏡2００は、試料ステージ ０，光学レンズ ０2

光源 ０3，波長選択ミラー ０4，円偏光変調部2０5，偏光遮断部2０6，光学レンズ

０6，波長選択部 ０7，蛍光測定部 ０8，偏光制御部2０9，検出制御部2 ０，ステー
、ジ制御部 ，信号処理部2 4を備えている。

００88 円偏光変調部2０5は、光学レンズ ０2を透過した蛍光の左右の円偏光成分を、変

調された直線偏光成分に変更する円偏光変調手段として機能するものである。より

詳細には、円偏光変調部2０5は、偏光制御部2０9により、光学レンズ ０2を透過し

た蛍光 (円偏光成分)を、所定の変調周波数で処理し、直線偏光成分に変更するよぅ

に制御されるものである。円偏光変調部2０5は、かかる機能を有するものであれば、

具体的な構成は特に限定されるものではなく、従来公知の円偏光変調手段を用レめ
ことができる。例えば、 S社製のP ０等のP モジュレータを用い
ることができる。

００89 偏光遮断部2０6は、円偏光変調部2０5により変調された直線偏光成分のぅち、縦



横いずれかの直線偏光成分の透過を遮断する偏光遮断手段として機能するもので

ある。かかる偏光遮断部2０6としては、例えば、公知の偏光子を用いることができる。

００9０ 偏光制御部2０9は、円偏光変調部2０5が光学レンズ ０2を透過した蛍光 (円偏光

成分)を、所定の変調周波数で処理し、直線偏光成分に変更するよぅに制御する偏

光制御手段として機能するものである。かかる機能を有するものであれば、従来公知

の制御部材を好適に用いることができる。例えば、P モジュレーターコントローラ

等を用いることができる。

００9 1 検出制御部2 ０は、信号処理部2 4が蛍光測定部 ０8にて生成した蛍光強度信

号 (電気信号)のぅち、上記変調周波数に同期して交流成分を取り出して、試料から

放射される蛍光の右円偏光成分と左円偏光成分との強度の差分を算出するよぅに制

御する検出制御手段として機能するものである。また、検出制御部2 ０は、蛍光測定

部 ０8からは光量信号を受け、偏光制御部2０9に対して参照信号を出カする。いわ

ゆるロックインアンプとして機能するものであるとも換言できる。かかる制御部としては

、従来公知の制御部材を好適に用いることができ、例えば、公知のロックインアンプを

用いることができる。

００92 信号処理部2 4は、蛍光測定部 ０8にて生成した蛍光強度信号 (電気信号) に基

づき、試料から放射される蛍光の右円偏光成分と左円偏光成分との強度の差分を算

出する信号処理手段として機能するものである。換言すれば、試料についての円偏

光蛍光二色性スペクトルを算出するものといえる。

００93 ここで、円偏光蛍光二色性スペクトルとは、試料に直線偏光を照射して励起したとき

に発生する蛍光について、偏光度を測定し、蛍光の右偏光成分の強度と左偏光成

分の強度の差を波長に対して記録するものである。

００94 本参考の形態では、信号処理部2 4は、偏光制御部2０9，検出制御部2 ０及びス

テージ制御部皿 れ、った各種制御手段を制御する部材でもある。具体的には、信

号処理部2 4は、各種制御手段と連結されたインターフェース 2及び解析用PC2

3とを備えている。

００95 解析用PC は、インターフェース 2を介して、偏光制御部2０9，検出制御部2

０及びステージ制御部口 れ、った各種制御手段を制御するよぅに構成されている



。具体的には、解析用PC2 3は、インターフェース 2を介して、偏光制御部2０9に

対して波長制御信号を、ステージ制御部 に対してはX 制御信号を付与する。

かかるインターフェース 2としては、例えば、GP インターフェース等を用いるこ

とができる。

００96 また、信号処理部2 4は、波長選択部 ０7の所定波長を外部信号により制御する

とともに、波長選択部 ０7の設定波長に連動して円偏光変調部2０5の変調光波長を

制御する円偏光蛍光検出波長制御手段として機能する構成であってもよい。

００97 解析用P 2 3は、さらに、本信号処理部によって算出された蛍光強度の差情報に

基づき、上記試料についての画像を形成する画像処理手段として機能するよぅに構
。成されていてもよい。これは、試料についてのキラリティ情報をイメージングし、マッヒ

ングする手段である。かかるイメージング・マッヒング機構については、従来公知の手

段や機構、ソフトウェアを用いることができ、特に限定されるものではない。例えば、レ

ーザ走査型蛍光顕微鏡等のデータを用いてイメージング・マッピングするソフトウェア

等を好適に用いることができる。このよぅに、信号処理部2 4は、少なくとも上述した

機能を備えていればよく、その具体的な構成等は特に限定されず、特に記述した点

以外については、公知の演算装置 (ハードウェア)やソフトウェアを好適に用いること

ができる。

００98 なお、イメージマソピングの機構における信号処理の具体例は、上述の参考の形態

と同様であるため、ここではその説明を省略する。

００99 次に、円二色性蛍光顕微鏡2００が、試料についての円偏光蛍光二色性スペクトル

を解析する際の動作について説明する。

０1００ まず、光源 ０3から直線偏光のレーザ光を出射し、波長選択ミラー ０4を介して光

学レンズ計 ０2に対して照射する。直線偏光のレーザ光は、光学レンズ ０2により集

光され、試料ステージ ０上の試料に照射される。本試料は試料ステージ ０ に固

定されており、試料の位置はステージ制御部 を介して信号処理部2 4 (具体的

には、解析用P 2 3) により制御される。

０1０1 上記直線偏光のレーザ光 (励起光)の試料への集光照射により、試料から蛍光が

放射される。試料から発せられる蛍光は、光学レンズ ０2により集光され平行光とし



て波長選択ミラー ０4を透過し、円偏光変調部2０5に入射する。円偏光変調部2０5

は、検出制御部2 ０からの参照信号によって定義される振動数 ので、かつ振幅が土

几 4の位相差を蛍光光に与えるよぅに構成されている (偏光制御部2０9を介して)。

ここでん は計測波長であり、蛍光発光の極大にあわせて、信号処理部2 4の解析用

PC2 3からインターフェース 2を介して波長制御信号として偏光制御部2０9を介

して与えられる。

０1０2 円偏光変調部2０5が十 几 4の位相差を蛍光光に与え、右円偏光を直線偏光化

する場合にはにの場合の右円偏光成分を便宜上、ド成分とする) 、円偏光変調

部2０5を透過した蛍光光の円偏光成分のぅち左円偏光成分 (便宜上、 一 成分とす

る) は偏光遮断部2０6によってかソトされる。一方、右円偏光成分は偏光遮断部2０6

を透過し、光学レンズ ０6、波長選択部 ０7を経て、蛍光測定部 ０8にて蛍光強度

信号 (電気信号) に変換される。そして、光量信号として検出制御部2 ０へ出力され

る。

０1０3 また、円偏光変調部2０5が一 几 4の位相差を蛍光光に与え、左円偏光を直線偏

光ィビする場合にはにの場合の左円偏光成分を便宜上、ド成分とする) 、円偏光

変調部2０5を透過した蛍光光の円偏光成分のぅち右円偏光成分 (便宜上 一 成分

とする) は偏光遮断部2０6によってかソトされ、一方、左円偏光成分は偏光遮断部2０

6を透過し、光学レンズ ０6、波長選択部 ０7を経て、蛍光測定部 ０8にて蛍光強

度信号 (電気信号) に変換される。そして、光量信号として検出制御部2 ０へ出力さ

れる。

０1０4 このとき、右円偏光成分と左円偏光成分とが同等の場合には、円偏光変調部2０5

の位相変調に依存せずに一定の電気信号が得られるが、もしも右円偏光成分が多

い場合には、円偏光変調部2０5が十 几 4を与える場合に強い電気信号をあたえ、

円偏光変調部2０5が一 几 4を与える場合に弱い電気信号を与えることから、蛍光

測定部 ０8からの信号出力は振動数 ので変調されることになる。

０1０5 この変調信号成分を光量信号として検出制御部2 ０にて検出し、信号処理部2 4

のインターフェース 2を介して解析用PC にデータを転送する。そして、解析用

PC2 3は、円偏光蛍光二色性スペクトルを解析する。なお、あわせて、試料ステー



、ジ ０の位置情報に応じた円偏光蛍光二色性スペクトルをイメージィビしマッピングし

てもよい。

０1０6 上述した円二色性蛍光顕微鏡2００によれば、まず、試料の絶対量が少なくても円

偏光蛍光二色性スペクトルを解析可能である。これにより、多くの試料を必要としない
といぅメリットがある。また、本円二色性蛍光顕微鏡によれば、例えば、細胞内部に存

在するタンパク質や核酸れ㌧た生体分子について、細胞内部におけるキラリティ情

報や高次構造、立体構造等を解析することができる。さらに、血液や体液 (唾液含 )

等の光散乱性の試料でも解析可能である。

０1０7 (実施の形態2

上記参考の形態2では、円偏光蛍光二色性スペクトルを2次元解析するための円

二色性蛍光顕微鏡の一実施形態について説明したが、本実施形態では、共焦点化

することにより3次元で円偏光蛍光二色性スペクトルの解析が可能な円二色性蛍光

顕微鏡の一実施形態について説明する。なお、説明の便宜上、上記参考の形態 ，

2及び実施の形態 にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符

号を付記し、その説明を省略する。本実施の形態では、上記参考の形態 ，2及び実

施の形態 との相違点について説明するものとする。

０1０8 図4は、本実施の形態に係る円二色性蛍光顕微鏡2００の構造を模式的に示すも

のである。円二色性蛍光顕微鏡2００は、共焦点ィヒし、試料についての3次元で円

偏光蛍光二色性スペクトル解析 (CP )を解析するための蛍光顕微鏡である。

０1０9 具体的には、円二色性蛍光顕微鏡2００は、試料ステージ ０ ，光学レンズ ０2

，光源 ０3，波長選択ミラー ０4，円偏光変調部2０5，偏光遮断部2０6，光学レンズ

０6，波長選択部 ０7，蛍光測定部 ０8，偏光制御部2０9，検出制御部2 ０，ステ

ージ制御部 ，信号処理部2 4 ，共焦点部 5を備えている。

０11０ 信号処理部2 4 は、インターフェース 2と3次元解析用の解析用PC2 3 を備

えている。解析用PC2 3 は、共焦点顕微鏡データから3次元の円偏光蛍光二色性

スペクトル解析を行ぅものである。3次元データを処理する手法や機構については、

従来公知の3次元データを解析するためのソフトウェア等を好適に用いることができ、

特に限定されるものではない。なお、円偏光蛍光二色性スペクトル解析の解析手法



の原理については、参考の形態2と同様である。また、解析用PC2 3 は、イメージ

ング・マッピング処理が可能に構成されていてもよい。イメージマッピングの機構にお

ける信号処理の具体例は、上述の参考の形態 と同様であるため、ここではその説明

を省略する。

０111 また、信号処理部2 4 は、信号処理部2 4と同様、波長選択部 ０7の所定波長を

外部信号により制御するとともに、円偏光変調部2０5の変調光波長を制御する円偏

光蛍光検出波長制御手段として機能する構成であってもよい。

０112 円二色性蛍光顕微鏡2００の動作については、円偏光変調部2０5を透過した蛍光

が、偏光遮断部2０6に到達する前に、共焦点部 5を透過する点以外は、参考の形

態2とほぼ同様であるため、詳細な説明は省略する。上記の構成により、試料から放

射された蛍光のぅち、微小開口部に焦点を結ぶ光のみが透過し、それ以外の光は遮

断されるため、蛍光検出部 ０8では試料からの蛍光について共焦点像を得ることが

できる。そして、信号処理部2 4 は、この共焦点像データに基づき、円偏光蛍光二

色性スペクトルを3次元解析することになる。

０113 上記の構成によれば、上述した参考の形態2で述べた効果に加えて、例えば、細

胞内部に存在するタンパク質や核酸れ、った生体分子について、生体内部における

キラリティ情報や高次構造、立体構造等を3次元解析することができる。また、イメー
、ジング・マッヒングすることも勿論可能である。

０114 なお、本実施の形態では、共焦点部 5を円偏光変調部2０5と偏光遮断部2０6と

の間に設置しているが、例えば、共焦点部 5を、偏光遮断部2０6と光学レンズ ０6

との間に配置されるよぅに構成してもよい。共焦点部 5の配置位置は、これらの構

成に限られるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲で種々の設計変更が可

能である。

０115 (実施の形態3

上記実施の形態2では、円偏光蛍光二色性スペクトルを3次元解析するための円

二色性蛍光顕微鏡の一実施形態について説明した。さらに、本実施形態では、上記

実施の形態2で示す円二色性蛍光顕微鏡をより高感度に改良した、円偏光蛍光二

色性スペクトルの解析が可能な円二色性蛍光顕微鏡について説明する。なお、説明



の便宜上、上記参考の形態 ，2及び実施の形態 ，2にて説明した部材と同じ機能

を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。本実施の形態

では、上記参考の形態 ，2及び実施の形態 ，2との相違点について説明するものと

する。

０116 図5は、本実施の形態に係る円二色性蛍光顕微鏡3００の構造を模式的に示すもの

である。円二色性蛍光顕微鏡3００は、共焦点ィヒし、試料についての3次元で円偏光

蛍光二色性スペクトル解析 (CP )を解析するための蛍光顕微鏡である。

０117 具体的には、円二色性蛍光顕微鏡3００は、試料ステージ ０ ，光学レンズ ０2

光源 ０3，波長選択ミラー ０4，円偏光変調部2０5，偏光遮断部2０6，光学レンズ

０6，波長選択部 ０7，蛍光測定部 ０8，偏光制御部2０9，検出制御部2 ０，ステー
、ジ制御部 ，信号処理部2 4 ，共焦点部 5 を備えている。

０118 円二色性蛍光顕微鏡3００では、図5に示すよぅに、共焦点部 5 が円偏光変調

部2０5の前方に設けられている点のみが円二色性蛍光顕微鏡2００と異なる。この

点以外の構成は、上記実施の形態2における円二色性蛍光顕微鏡2００と同じであ

るため、説明を省略する。

０119 次に、円二色性蛍光顕微鏡3００の動作について説明する。基本的には円二色性

蛍光顕微鏡2００の動作と同じであるが、試料から放射された蛍光が、共焦点部 5

を通過した後、円偏光変調部2０5に到達する点のみが異なる。上記の構成によれ

ば、試料から放射された蛍光がそのまま円偏光変調部2０5に到達せず、一且共焦点

部 5 を透過することになる。この場合、共焦点部 5 の働きにより、試料から放

射された蛍光は、微小開口部に焦点を結ぶ光のみが透過し、それ以外の光は遮断

されるため、整えられることになる。そして、この整えられた蛍光が円偏光変調部2０5

へと至る。

０12０ 本願発明者は、独 自の研究により、上記のよぅに円偏光変調部2０5の前に、試料か

ら放出される蛍光光を整えるための、微小開口部を有する共焦点部 5 を設けるこ

とにより、得られるデータの感度が格段に向上することを見出した。つまり、共焦点部

5 を用いて、蛍光光を平行光束 (整えられた蛍光) にして円偏光変調部2０5に入

射するよぅに構成することを見出した。かかる知見は、上述した特許文献3には開示も



示唆もされていない、本願独 自の技術思想といえる。

０121 以下に、本願発明の特徴点の理解の一助とすべく、本願発明と類似の発明を開示

しする上記特許文献3と対比説明を行ぅ。

０122 具体的には、上述したよぅに、上記特許文献3に開示の装置では、励起光を透過し

、蛍光光を反射させる手段として、半透過ミラーを用いている。半透過ミラーは波長選

択性がないだけでなく、半透過であるために、人射する励起光について光強度のロ

スが発生してしまぅ。さらに、反射させる蛍光光についても強度ロスが発生することと

なる。このよぅなロスにより、測定精度が大幅に劣る。加えて、半透過ミラーが光路に

対して厳密に4 5度の角度で配置されていないと、ひずみが発生し、測定精度、安定

性が大幅に劣る。

０123 これに対して、本願発明では、半透過ミラーに替えて、波長選択ミラーを用いてレめ
。波長選択ミラーは波長の短い光 (本願では励起光) を曲げ、長い光 (同蛍光光) を

直進させるものである。

０124 つまり、本願発明と上記特許文献3とでは、波長選択ミラーを用いるか、それとも半

透過ミラーを用いるかれづ点で、技術的に大きく異なる。このよぅな構成の相異により

、励起光 (本願では折り曲げられるが、上記特許文献3では直進 ) と蛍光光 (本願で

は直行し、上記特許文献3では折り曲げ) の光路が異なる。

０125 この構成の相異により、上記特許文献3の強度ロスは励起光5０ 、蛍光光5０ と

なり、非常に大きくなるのに対して、本願発明では、強度ロスは励起光5 、蛍光光

０ に過ぎない。したがって、本願は、上記の構成により測定の安定性が確保できる

０126 さらに、上記特許文献3の装置では、アイリスが検出部の直近にある。この構成では

、試料から出る蛍光光が偏光変調部内で多重反射し、円偏光成分の検出に誤差が

生じてしまぅ。これに対して、本願発明では、波長選択ミラー ０4と円偏光変調部2０

(モジュレータ) との間に共焦点部 5 が存在する。このため、非平行光束成分が

除去され、高感度の計測が可能となる。

０127 このよぅに、試料から放射された蛍光が一且整えられ、その後、円偏光変調部2０5

へ到達することにより、蛍光検出部 ０8にて検出する共焦点データは格段に感度が



向上する。例えば、円二色性蛍光顕微鏡3００は、円二色性蛍光顕微鏡2００に比べ

て、その感度、再現性ともに、約 桁向上する。

０128 それゆえ、円二色性蛍光顕微鏡3００によれば、例えば、実施の形態2の円二色性

蛍光顕微鏡2００では解析困難であった、円偏光成分が小さい試料についても、高

精度かつ再現性よく解析することができる。

０129 したがって、本円二色性蛍光顕微鏡では、共焦点部を、① 波長選択ミラー ０4と上

記蛍光検出部 ０8との間、より好ましくは 波長選択ミラー ０4と円偏光変調手段2

０5との間に設けることが好ま 、といえる。

０13０ また、本発明は、以下の円二色性蛍光顕微鏡を含んでいてもよい。

０131 (a) 光源と、上記光源から出射する光束を左右の円偏光とする円偏光変調手段と、

上記円偏光変調手段を透過する左右の円偏光を、試料に対して集光照射するため

の第 の光学レンズと、上記試料から放射される蛍光を集光するための第2の光学レ

ンズと、上記第2の光学レンズにて集光される蛍光のぅち、所定波長の蛍光のみを通

過させる波長選択手段と、上記波長選択手段を透過する蛍光を検出し蛍光強度信

号とする蛍光測定手段と、上記蛍光測定手段にて生成した蛍光強度信号に基づき、

右円偏光を照射した際に試料から放射される蛍光と、左円偏光を照射した際に試料

から放射される蛍光との強度の差分を算出する信号処理手段と、を備える円二色性

蛍光顕微鏡。

０132 (b) さらに、上記円偏光変調手段が上記光源から出射した光束を所定の変調周波

数で交互に左右の円偏光とするよぅに制御する偏光制御手段と、上記信号処理手段

が、上記蛍光測定手段にて生成した蛍光強度信号のぅち、上記変調周波数に同期

して交流成分を取り出して、右円偏光を照射した際に試料から放射される蛍光と、左

円偏光を照射した際に試料から放射される蛍光との強度の差分を算出するよぅに制

御する検出制御手段と、を備える (a) に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

０133 (c) さらに、上記第2の光学レンズと上記波長選択手段との間に、第3の光学レンズ

を備える (a) 又は (b) に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

０134 (d 上記第 の光学レンズと上記第2の光学レンズとは、同一の光学レンズである (a

)～(c) のいずれかに記載の円二色性蛍光顕微鏡。



０135 (e) さらに、上記第2の光学レンズと上記波長選択手段との間に、共焦点手段を備

える (a) ～(d)のいずれかに記載の円二色性蛍光顕微鏡。

０136 ㈲光源と、上記光源から出射する光束を集光照射するための第 の光学レンズと、

試料から放射される蛍光を集光するための第2の光学レンズと、上記第2の光学レン

ズを透過した蛍光を、左右の円偏光とする円偏光変調手段と、上記左右の円偏光成

分のぅち、左右いずれかの円偏光成分の透過を遮断する偏光遮断手段と、上記偏光

遮断手段を透過した円偏光成分のぅち、所定波長の光のみを通過させる波長選択

手段と、上記波長選択手段を透過した蛍光を検出し蛍光強度信号とする蛍光測定

手段と、上記蛍光測定手段にて生成した蛍光強度信号に基づき、試料から放射され

る蛍光の右円偏光成分と左円偏光成分との強度の差分を算出する信号処理手段と

、を備える円二色性蛍光顕微鏡。

０137 ( ) さらに、上記円偏光変調手段が上記第2の光学レンズを透過した蛍光を、所定

の変調周波数で交互に左右の円偏光とするよぅに制御する偏光制御手段と、上記信

号処理手段が、上記蛍光測定手段にて生成した蛍光強度信号のぅち、上記変調周

波数に同期して交流成分を取り出して、試料から放射される蛍光の右円偏光成分と

左円偏光成分との強度の差分を算出するよぅに制御する検出制御手段と、を備える (

f ) に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

０138 ( )さらに、上記偏光遮断手段と上記波長選択手段との間に、第3の光学レンズを

備える㈲又は ( ) に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

０139 ㈲上記第 の光学レンズと上記第2の光学レンズとは、同一の光学レンズである㈲

～( ) のいずれかに記載の円二色性蛍光顕微鏡。

０14０ ( ) さらに、上記円偏光変調手段と偏光遮断手段との間、又は、上記偏光遮断手段

と波長選択手段との間に、共焦点手段を備える㈲～㈲のいずれかに記載の円二色

性蛍光顕微鏡。

０14 1 ( ) さらに、上記信号処理手段によって算出された蛍光強度の差情報に基づき、上

記試料についての画像を形成する画像処理手段を備える (a) ～①のいずれかに記

載の円二色性蛍光顕微鏡。

０142 上記各参考の形態及び実施の形態で述べた構成は、本発明に係る円二色性蛍光



顕微鏡のあくまで一例に過ぎず、本発明は上述した構成に限られず、本発明の目的

を達することができる範囲で様々な態様・構成が可能であることはレづまでもない。な

お、本参考の形態及び実施の形態で説明していない技術的事項については、適宜

、他の参考の形態及び実施の形態の記載や本願出願当時の技術水準にある技術を

好適に利用することができる。さらに、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であ

り、異なる参考の形態及び実施の形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組

み合わせて得られる参考の形態及び実施の形態についても本発明の技術的範囲に

含まれることを念のため付言しておく。

０143 最後に、円二色性蛍光顕微鏡の各ブロック、特に信号処理部，偏光制御部，検出

制御部，およびステージ制御部 (以下、単に信号処理部等と称する。) は、ハードウェ
アロ、がソクによって構成してもよいし、次のよぅに P を用いてソフトウェアによって実

現してもよい。

０144 すなわち、円二色性蛍光顕微鏡は、各機能を実現する制御プログラムの命令を実

行するC P (cen a p ocess ng n ) 、上記プログラムを格納した O (「e a d On m

e o ) 、上記プログラムを展開する山女 (「a ndom access memo ) 、上記プログラム

および各種データを格納するメモり等の記憶装置 (記録媒体 ) などを備えている。そし

て、本発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェアである円二色性蛍光顕微

鏡の制御プログラムのプログラムコード(実行形式プログラム、中間コードプログラム、

ソースプログラム) をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、上記円二

色性蛍光顕微鏡に供給し、そのコンピュータ(または P や P )が記録媒体に記

録されているプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成可能である。

０145 上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッ
ピ一 (登録商標 ) ディスク ハードディスク等の磁気ディスクやC

C 等の光ディスクを含むディスク系、Cカード(メモリカードを含

む) 光カード等のカード系、あるいはマスク O P O P O フラ、ソ

シュ O 等の半導体メモり系などを用いることができる。

０146 また、円二色性蛍光顕微鏡を通信ネットワークと接続可能に構成し、上記プログラ

ムコードを、通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワークとしては、



特に限定されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネット、 S

、 C 通信網、仮想専用網 (v a p va e e wo k) 、電話回線網、移

動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、通信ネットワークを構成する伝

送媒体としては、特に限定されず、例えば、 3 94 S 、電力線搬送、ケー

ブル 回線、電話線、 S 回線等の有線でも、 やりモコンのよぅな赤外線、

e oo (登録商標 ) 、8０2 ・ 無線、 、携帯電話網、衛星回線、地上波デ
、ジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、上記プログラムコードが電

子的な伝送で具現ィビされた、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の形態

でも実現され得る。

産業上の利用の可能，性

０14 7 本発明に係る円二色性蛍光顕微鏡によれば、少量の試料から円偏光励起二色性

スペクトル ( C )又は円偏光蛍光二色性スペクトル (C P )を解析できるれづ効

果を奏する。このため、試料のキラリテイについての情報を、大量の試料を必要とせ

ず、なおかつ高精度で解析することができる。このため、本円二色性蛍光顕微鏡によ

れば、例えば、細胞内部に存在するタンパク質や核酸れ㌧た生体分子について、

細胞内部におけるキラリテイ情報や高次構造、立体構造等を直接解析することができ

る。

０148 本発明に係る円二色性蛍光顕微鏡は、生体分子等のキラリテイや高次構造情報を

解析することができるため、医学・生理学等の学術分野だけでなく、診断・

分析機器、製薬事業や食品事業等の様々な産業において利用可能である。



請求の範囲

光源と、

上記光源から出射する光束を左右の円偏光とする円偏光変調手段と、

上記円偏光変調手段を透過する左右の円偏光を、試料に対して集光照射するた

めの第 の光学レンズと、

上記試料から放射される蛍光を集光するための第2の光学レンズと、

上記第2の光学レンズにて集光される蛍光のぅち、所定波長の蛍光のみを通過させ

る波長選択手段と、

上記波長選択手段を透過する蛍光を検出し蛍光強度信号とする蛍光測定手段と、

上記蛍光測定手段にて生成した蛍光強度信号に基づき、右円偏光を照射した際

に試料から放射される蛍光と、左円偏光を照射した際に試料から放射される蛍光との

強度の差分を算出する信号処理手段と、を備え、

さらに、上記第2の光学レンズと上記波長選択手段との間に、微小開口部を有する

共焦点手段を備えることを特徴とする円二色性蛍光顕微鏡。

2 さらに、上記円偏光変調手段が上記光源から出射した光束を所定の変調周波数で

交互に左右の円偏光とするよぅに制御する偏光制御手段と、

上記信号処理手段が、上記蛍光測定手段にて生成した蛍光強度信号のぅち、上記

変調周波数に同期して交流成分を取り出して、右円偏光を照射した際に試料から放

射される蛍光と、左円偏光を照射した際に試料から放射される蛍光との強度の差分

を算出するよぅに制御する検出制御手段と、を備えることを特徴とする請求項 に記

載の円二色性蛍光顕微鏡。

3 さらに、上記第2の光学レンズと上記波長選択手段との間に、第3の光学レンズを備

えることを特徴とする請求項 に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

4 上記第 の光学レンズと上記第2の光学レンズとは、同一の光学レンズであることを

特徴とする請求項 に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

5 上記微小開口部の直径は、 ０ 以 以下であることを特徴とする請求

項 に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

6 光源と、



上記光源から出射する光束を集光照射するための第 の光学レンズと、

試料から放射される蛍光を集光するための第2の光学レンズと、

上記光源からの励起光は反射する一方、試料からの蛍光は透過する波長選択ミラ

ーと、

上記第2の光学レンズを透過した蛍光の左右の円偏光成分を、変調された直線偏

光成分に変更する円偏光変調手段と、

上記直線偏光成分のぅち、縦横いずれかの直線偏光成分の透過を遮断する偏光

遮断手段と、

上記偏光遮断手段を透過した円偏光成分のぅち、所定波長の光のみを通過させる

波長選択手段と、

上記波長選択手段を透過した蛍光を検出し蛍光強度信号とする蛍光測定手段と、

上記蛍光測定手段にて生成した蛍光強度信号に基づき、試料から放射される蛍光

の右円偏光成分と左円偏光成分との強度の差分を算出する信号処理手段と、を備

ぇ、

さらに、上記波長選択ミラーと上記蛍光測定手段との間に、微小開口部を有する共

焦点手段を備えることを特徴とする円二色性蛍光顕微鏡。

7 ｱ記共焦点手段は、上記波長選択ミラーと上記円偏光変調手段との間に設けられ

ていることを特徴とする請求項6に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

8 上記共焦点手段は、円偏光変調手段へ到達する蛍光を整える機能を有するもので

あることを特徴とする請求項6に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

9 さらに、上記円偏光変調手段が上記第2の光学レンズを透過した蛍光を、所定の変

調周波数で交互に左右の円偏光とするよぅに制御する偏光制御手段と、

上記信号処理手段が、上記蛍光測定手段にて生成した蛍光強度信号のぅち、上記

変調周波数に同期して交流成分を取り出して、試料から放射される蛍光の右円偏光

成分と左円偏光成分との強度の差分を算出するよぅに制御する検出制御手段と、を

備えることを特徴とする請求項6に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

０ さらに、上記偏光遮断手段と上記波長選択手段との間に、第3の光学レンズを備え

ることを特徴とする請求項6に記載の円二色性蛍光顕微鏡。



上記第 の光学レンズと上記第2の光学レンズとは、同一の光学レンズであることを

特徴とする請求項6に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

「 2 上記微小開口部の直径は、 ０ 以 以下であることを特徴とする請求

項6に記載の円二色性蛍光顕微鏡。

「 3 さらに、上記信号処理手段によって算出された蛍光強度の差情報に基づき、上記

試料についての画像を形成する画像処理手段を備えることを特徴とする請求項 に

記載の円二色性蛍光顕微鏡。

「4 さらに、上記信号処理手段によって算出された蛍光強度の差情報に基づき、上記

試料についての画像を形成する画像処理手段を備えることを特徴とする請求項6に

記載の円二色性蛍光顕微鏡。

「 5 上記波長選択手段の所定波長を外部信号により制御するとともに、円偏光変調手

段の変調光波長を制御する円偏光蛍光検出波長制御手段を備えることを特徴とする

請求項 または6に記載の円二色性蛍光顕微鏡。
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