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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種の試薬をそれぞれ個別に保持する複数の試薬槽を一体として備え、前記複数の試
薬槽にそれぞれ接続され試薬を一の反応槽に導出する複数の試薬導出部を備えた試薬容器
を保持する試薬容器保持手段と、
　前記試薬容器保持手段を上下方向に移動させる移動手段と、
　前記試薬容器保持手段の下に設けられ、前記複数の試薬導出部の端部それぞれと対向し
、前記複数種の試薬の供給を受け、かつ液体を収めるための前記反応槽と、
　前記試薬容器から前記反応槽へ加圧により前記試薬を供給するための圧力印加手段と、
　前記反応槽に振動を印加する振動印加手段と、
　前記反応槽について光学的に検出する検出器とを有することを特徴とする分析装置。
【請求項２】
　前記試薬導出部の端部に気体層を設けるための陰圧発生手段とを有することを特徴とす
る請求項１に記載の分析装置。
【請求項３】
　前記移動手段は、前記試薬の供給のときに前記試薬導出部の端部が前記液体に接触し、
かつ前記試薬の供給の後に前記試薬導出部の端部が前記液体より離脱するように、前記試
薬容器保持手段を移動させることを特徴とする請求項１に記載の分析装置。
【請求項４】
　前記圧力印加手段は、ガスの供給により加圧をするものであり、前記試薬容器保持手段
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は、前記圧力印加手段と前記複数種の試薬の槽それぞれとを繋ぐガス流路をさらに有する
ことを特徴とする請求項１に記載の分析装置。
【請求項５】
　前記試薬容器は、第１の試薬を収める第１の槽と、第２の試薬を収める第２の槽と、第
３の試薬を収める第３の槽と、第４の試薬を収める第４の槽とを有し、前記圧力印加手段
は、前記第１の試薬、前記第２の試薬、前記第３の試薬、及び前記第４の試薬のいずれか
１つを前記反応槽へ供給するように加圧することを特徴とする請求項１に記載の分析装置
。
【請求項６】
　前記試薬容器は、第１の試薬を収める第１の槽と、第２の試薬を収める第２の槽と、第
３の試薬を収める第３の槽と、第４の試薬を収める第４の槽とを有し、前記圧力印加手段
は、前記第１の試薬、前記第２の試薬、前記第３の試薬、及び前記第４の試薬のいずれか
２つ以上を前記反応槽へ供給するように加圧することを特徴とする請求項１に記載の分析
装置。
【請求項７】
　前記試薬容器保持手段は、複数の前記試薬容器を９ｍｍ間隔で保持することを特徴とす
る請求項１に記載の分析装置。
【請求項８】
　前記陰圧発生手段はマイクロエジェクタであることを特徴とする請求項２に記載の分析
装置。
【請求項９】
　前記陰圧発生手段は、前記圧力印加手段に連結し排気口を備えるハウジングと、前記ハ
ウジング内部と前記試薬槽とをつなぐ細管を備えることを特徴とする請求項２に記載の分
析装置。
【請求項１０】
　前記反応槽が複数備えられ、前記試薬容器保持手段は、複数の試薬容器を保持し、前記
試薬容器と前記反応槽は１対１となるように配置されていることを特徴とする請求項１記
載の分析装置。
【請求項１１】
　前記複数種の試薬の槽は、前記反応槽の中心に対し実質的に同心円状であって点対称に
配置されていることを特徴とする請求項１記載の分析装置。
【請求項１２】
　前記試薬容器の外径は９ｍｍ以内であることを特徴とする請求項１記載の分析装置。
【請求項１３】
　前記第１～第４の試薬は、それぞれdATP, dCTP, dTTP, dGTP又はそれらの少なくともひ
とつがdNTPの類似体であることを特徴とする請求項５又は６に記載の分析装置。
【請求項１４】
　前記dNTPの類似体は、dNTPαSであることを特徴とする請求項１３に記載の分析装置。
【請求項１５】
　前記試薬容器保持手段は、複数の前記試薬容器を保持し、前記ガス流路は、前記複数の
試薬容器において同種の試薬の槽を繋ぐように分岐していることを特徴とする請求項４に
記載の分析装置。
【請求項１６】
　前記試薬槽の前記試薬導出部との接続部分は、円錐形状であることを特徴とする請求項
１記載の分析装置。
【請求項１７】
　前記試薬導出部は、キャピラリーであることを特徴とする請求項１記載の分析装置。
【請求項１８】
　前記試薬容器は、前記複数種の試薬の槽を一体成型して保持していることを特徴とする
請求項１記載の分析装置。
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【請求項１９】
　前記圧力印加手段は、前記複数種の試薬のいずれか１種を２回、前記反応槽へ供給する
ように加圧することを特徴とする請求項１記載の分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、核酸を分析する装置に関する。より詳しくは、遺伝子配列解析、遺伝子多型
解析及び遺伝子変異解析を可能とする装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　DNA塩基配列決定にはゲル電気泳動と蛍光検出を用いた方法が広く用いられている。こ
の方法ではまず、配列解析を行おうとするDNA断片のコピーを沢山作製する。DNAの5'末端
を始点として種々の長さの蛍光標識断片を作製する。また、これらDNA断片の3'末端の塩
基種に応じて波長の異なる蛍光標識を付加しておく。ゲル電気泳動により長さの違いを１
塩基の差で識別し、それぞれの断片群が発する発光を検出する。発光波長色から測定中の
DNA断片群のDNA末端塩基種を知る。DNAは短い断片群から順次蛍光検出部を通過するので
、蛍光色を計測することで短いDNAから順に末端塩基種を知ることができる。これにより
、配列決定をする。このような蛍光式DNAシーケンサーは幅広く普及しており、また、ヒ
トゲノム解析にも大いに活躍した。一方、2003年に宣言された様にヒトゲノム配列解析は
終了し、配列情報を医療や種々の産業に活用する時代になってきた。そこでは長いDNAの
全てを解析する必要はなく、目的とする短いDNA配列を知れば十分なことも多い。このよ
うなDNA配列解析では簡便な方法・装置が必要とされる。
【０００３】
　このような要求に応える方法として生まれた技術にパイロシーケンシングに代表される
段階的化学反応による配列決定がある（例えば特許文献1及び特許文献２）。この方法で
はターゲットとするDNA鎖にプライマーをハイブリダイズさせ、４種の相補鎖合成核酸基
質（dATP、dCTP、dGTP、dTTP）を１種類ずつ順番に反応液中に加えて相補鎖合成反応を行
う。相補鎖合成反応が起きるとDNA相補鎖が伸長し、副産物としてピロリン酸(PPi)が生成
する。ピロリン酸は共存する酵素の働きでATPに変換され、ルシフェリンとルシフェラー
ゼの共存下で反応して発光を生じる。この光を検出することで加えた相補鎖合成基質がDN
A鎖に取り込まれたことがわかり、相補鎖の配列情報、従ってターゲットとなったDNA鎖の
配列情報がわかる。一方、反応に使われなかった相補鎖合成基質はアピラーゼなどの酵素
により速やかに分解され、次の反応ステップには影響が無いようにしている（例えば特許
文献２）。このパイロシーケンシングを行う装置は９６穴の反応セル（体積100μl以下）
を持つタイタープレートを反応セル板として活用する化学発光検出システムが用いられる
場合が多い。その装置では４種の相補鎖合成核酸基質（dATP、dCTP、dGTP、dTTP）を別々
の反応試薬溜に保持し、順番に反応セルに注入していく（例えば特許文献３）。即ち、あ
らかじめDNA、プライマー、相補鎖合成酵素、化学発光試薬などを反応セルにいれ、４本
のノズルからなる試薬分注器の、ノズルあるいはタイタープレートをX-Y方向、および回
転方向に動かし、試薬溜に空気を加圧し、ノズル先端部から試薬液滴を順次滴下して、発
光を検出している。
【０００４】
　また、以上のパイロシーケンシングを可能とする小型化技術が開示されている（例えば
特許文献４）。この技術では、反応部に各dNTP溜から細管を接続し、その細管を利用して
４種のdNTPを順次注入する手法により、小型・簡便な解析の実現が示唆されている。
【０００５】
　一方、小型の生物発光測定装置としては、試薬分注を加圧ディスペンサ方式で行う発光
検出装置が開示されている（例えば特許文献５）。同技術では、分注用キャピラリーは反
応セルと１対１に配置され、加圧制御により試薬が分注される。
【０００６】
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　また、パイロシーケンシング反応へ応用が可能な試薬として、先に述べた技術と異なる
反応系の例が開示されている（例えば特許文献６）。この従来技術では、酵素ピルビン酸
リン酸ジキナーゼ（PPDK）の逆反応を用いて、AMPとPPiをATPに合成し、AMP濃度を測定し
ている。
【０００７】
【特許文献１】国際公開第９８/１３５２３号パンフレット
【０００８】
【特許文献２】国際公開第９８/２８４４０号パンフレット
【特許文献３】国際公開第００/５６４５５号パンフレット
【特許文献４】特開２００１－２５８５４３号公報
【特許文献５】特開２００４－１２４１１号公報
【特許文献６】特開平０９－２３４０９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　パイロシーケンシング法は、用いる反応メカニズムが簡便であるため、装置の小型化及
び低価格化に適していると考えられている。先に記述した通り、測定には４種類の相補鎖
合成核酸基質を必要とするため、これらを精度良く分注する必要がある。また、小型化及
び低価格化のためには、用いる試薬の総量を微量化することが必須である。
【００１０】
　従来技術では、精度の良い試薬分注機構は、高価で且つ小型化できないという課題があ
った。例えば、小型化のためには、０．１～０．２μL程度の分注を、誤差１０％以内で
行う必要がある。しかし、従来、簡便な試薬分注方法とされる試薬滴下の方式は、例えば
０．４μLの分注時において、分注誤差は１５％程度が発生してしまい、さらに０．４μL
未満の分注では、液体の表面張力により分注が実現できない場合も多かった。また、微量
分注を実現する他の例として、一般的にインクジェット方式のプリンターに利用されてい
るバブルジェット（登録商標）技術は、加熱により試薬が劣化する課題や、補給やメンテ
ナンスの簡便化が難しいという課題があった。また、簡便・安価で精度の良い分注を実現
できるキャピラリーを利用した加圧ディスペンサ方式は、キャピラリー先端部が反応槽内
の試料溶液に接触しているため、空気の加圧時以外の試薬の漏洩が問題となる場合がある
。
【００１１】
　また、４種の試薬を、予め設定された順番に、反応槽に注入する必要がある。従来技術
のノズル方式は、小型化が難しく、並列化も難しいという課題があった。即ち、本分野で
広く用いられている９６穴タイタプレートは、９６個の反応槽（穴）が、９ｍｍピッチで
配置されているが、従来技術のノズルを９ｍｍピッチで複数設けることは不可能である。
そのため、１組のノズルで複数の反応槽に分注を行うため、測定効率が悪く、横方向の移
動機構が大型で高価なものとなってしまう課題があった。
【００１２】
　また、分注した基質が、反応槽内の試料に効率よく混合するメカニズムが必要となる。
簡便で小型・低価格な装置を実現するためには、これらの課題が克服される必要があった
。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記困難を解決するため、本発明では、４種の試薬保持空間を有する一体型分注用チッ
プを考案した。本チップは、分注精度の良いキャピラリーを用いた加圧ディスペンサ方式
を採用した。チップは、９ｍｍピッチでの配置を実現するため、小型化し、試薬の補充等
が簡便に可能となる様に、チップをヘッドに装着し、使いきりのディスポーザブルタイプ
とした。
【００１４】
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　さらに、チップをホールドするヘッド部分には、上下機構を設ける。これにより、試薬
の分注時と攪拌時においてキャピラリーと反応槽内の液体との接触、非接触の状態を制御
することができる。さらにキャピラリーにエアギャップを設ける。これにより、チップの
キャピラリー先端部からの試薬の漏洩を防ぐことができる。また、小型で簡便なエアギャ
ップ生成方法として、加圧ディスペンサ方式で用いる高圧ガス（空気や窒素など）を利用
するマイクロエジェクタを設置し、それにより発生させる陰圧を利用する。これにより、
エアギャップを確実に生成することができる。
【００１５】
　本発明による分析装置の一例としては、試薬を納める試薬容器を保持する試薬容器保持
手段と、前記試薬容器保持手段を上下方向に移動させる移動手段と、前記試薬容器から前
記試薬の供給を受け、かつ液体を収めるための反応槽と、前記試薬容器から前記反応槽へ
加圧により前記試薬を供給するための圧力印加手段と、前記反応槽に振動を印加する振動
印加手段と、前記反応槽について光学的に検出する検出器とを有することを特徴とする。
【００１６】
　本発明による分析装置の他の例としては、試薬導出部を具備してかつ試薬を納める試薬
容器を保持する試薬容器保持手段と、前記試薬容器保持手段を上下方向に移動させる移動
手段と、前記試薬容器から前記試薬の供給を受け、かつ試料を収めるための反応槽と、前
記試薬容器から前記反応槽へ加圧により前記試薬を供給するための圧力印加手段と、前記
反応槽に振動を印加する振動印加手段と、前記反応槽について光学的に検出する検出器と
、前記試薬導出部の内部に気体層を設けるための陰圧発生手段とを有することを特徴とす
る。
【００１７】
　本発明による試薬キットの一例としては、第１の液体導出部を具備し、第１の液体を収
める第１の槽と、第２の液体導出部を具備し、第２の液体を収める第２の槽と、第３の液
体導出部を具備し、第３の液体を収める第３の槽と、第４の液体導出部を具備し、第４の
液体を収める第４の槽とを有し、前記第１の液体導出部と前記第２の液体導出部と前記第
３の液体導出部と前記第４の液体導出部とは、実質的に点対称に位置されることを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、小型で安価な核酸分析装置、遺伝子配列解析装置を実現できる。まず
、本発明の手法により、分注チップは必要なだけ並列化することが、安価に実現できる。
また、所要の分注精度を小型・簡便に実現でき、さらに試薬の補充などが簡便である。ま
た、反応効率を決定する試薬の混合にも適しており、精度の良い配列解析が可能となる。
さらに、キャピラリーを用いた加圧ディスペンサ方式について、試薬の漏洩を押さえ、反
応の精度が向上させることができる。
【実施例１】
【００１９】
　以下本発明を、実施例により説明する。
  本発明は、測定対象の遺伝子の配列を、従来技術で説明したパイロシーケンシング法の
原理を用いて、決定する。まず、本発明の分析装置の構成例を、図１(a)に示した。まず
、装置は反応槽ホルダー１０１を有している。ホルダー１０１は、４個の反応槽１０１１
～１０１４を９ｍｍピッチで１列に保持する。本装置は、酵素による核酸伸張を行うが、
酵素反応は、大抵、室温より高い温度条件で、効率よく機能するため、ホルダーには任意
の温度に加熱・冷却することが可能な温度制御手段（ペリチエ素子など）を接続している
方がより好ましい。なお、本実施例は、反応槽の数量が４個で、９ｍｍピッチ（９６穴タ
イタプレートピッチ）で配置されている場合を示すが、実施に当たり、個数やピッチは任
意であり、限定されない。さらに、図の１列配置を、複数列設けることにより、反応槽の
総数を増加させることも可能である。ホルダー１０１は、振動モーターなどの振動発生器
により、その全体を振動させることが可能である。この振動は、試薬分注時に、分注した
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試薬と反応槽内の試料を混合させることに役立つ。
【００２０】
　光検出部１０２は、全体を導電性材料の筐体で覆われている。反応槽側に見込む、４つ
のフォトダイオードを、反応槽のピッチにあわせて有し、反応槽との境界部分は、裏面に
透明電極層（ITO等）を有したガラス１０２１を有する。この透明電極は、全体を覆う導
電性筐体に電気的に接続され、装置の接地電位に接続している。また筐体内には、フォト
ダイオードの信号を増幅するアンプを含み、検出部外のA/D変換回路に接続している。
【００２１】
　A/D変換回路１０３は、光検出信号をディジタル化し、装置制御及びデータ取り込み用
のコンピューターにデータを転送する。
【００２２】
　分注ヘッド１０４は、内部に分注チップを保持する分注チップ保持手段としての機能を
有する。ここで、チップは分注用キャピラリーを具備し、分注用キャピラリーの端面が反
応槽に対向するように保持される。また、４種類の試薬それぞれに対応した４本の加圧用
エアーチューブ群１０５が、電磁弁群１０６に接続している。なお分注ヘッドと電磁弁群
を一体とすることも可能である。また、分注ヘッド全体を上下する機構１０７を有する。
上下機構１０７としては、例えば、図１（ｂ）に示す通り、ヘッド１０４にラック１０７
１を設け、ピニオン１０７２をモーター等で駆動して行うことが簡単である。この場合、
接触スイッチやモーターの回転数により、ヘッドの高さを制御することが可能となる。な
お、高さの制御が可能である場合の効果に関しては、後ほど記述する。また、簡単には、
高圧ガス源から供給される気体を用いたシリンジを用いて上下させることも可能である。
この場合は、上下の制御が、１つの電磁弁を用いた気体の封入により達成されるため、簡
便である。
【００２３】
　電磁弁群は、４個の３方式電磁弁を有し、その高圧ガス源側は、装置の有する高圧ガス
タンクや実験室に設置されている高圧ガスライン源に接続されている。また、排気側は、
さらに１つの電磁弁１０８を介し、陰圧源１０９であるマイクロエジェクタに接続する。
陰圧源１０９は、マイクロエジェクタと高圧ガス源を用いて、約０．５気圧程度の陰圧を
発生させている。陰圧の発生は、電磁弁１０８で制御する。
【００２４】
　分注チップの上面図及び断面図を図２に示す。分注チップは、４種の試薬を、それぞれ
個別に保持する試薬槽２０１～２０４を有している。試薬槽は、分注経路であるキャピラ
リー２０１１～２０１４を、それぞれ有している。本実施例では、キャピラリーとして、
全長２０ｍｍ、外形約３５０μｍ、内径約５０μｍのガラスキャピラリーを用い、１つの
試薬槽は、内径２．４ｍｍ、長さ１０ｍｍとした。試薬槽の容量は、およそ４５μLであ
る。試薬槽に収める4種の試薬の例としては、デオキシヌクレオチド三リン酸（ｄNTP）が
想定される。具体的には、４つの試薬槽の各々にデオキシアデノシン三リン酸（ｄATP）
、デオキシチミジン三リン酸（ｄTTP）、デオキシシチジン三リン酸（ｄCTP）、デオキシ
グアノシン三リン酸（ｄGTP）を収めることが想定される。なお、ｄNTPの類似体を用いる
ことも可能である。例えば、三リン酸のかわりに、α位置に相当するひとつのリンがイオ
ウに置き換わったdNTPαSなどがある。
【００２５】
　分注チップは、４つの試薬槽を実質的に点対称で配置することにより、各試薬間の分注
位置を、中心から平等に配置している。以下の利点を有する。まず、分注チップと反応容
器の中心を一致させることにより、４種の試薬に位置的差異が生じない。つまり、反応容
器内におけるキャピラリー位置は、分注後の試薬の混合度合いに密接に関係している。反
応容器は円筒であるため、試薬の混合性能を考慮した理想的分注位置は容器の中心である
。しかし、４種の試薬を一括で分注する場合、全てを中心とすることは、水平方向の移動
機構などが必要となり、装置のコスト増につながる。そのため、４種の試薬を均等に扱う
ためには、反応容器の中心から実質的に同心円状に配置することが最も適している。
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【００２６】
　また、試薬槽の底面、即ちキャピラリーとの接続部分は、キャピラリー配置位置を中心
とする実質的な円錐形状となっている（２０２１）。これは、試薬分注不可能となる量、
即ちデッドボリュームを少なくすることが可能である。また、分注チップ本体は、線対称
となるため、４種の試薬配置を間違わない様に、位置決定用つめ２０２２をつけておくこ
とが便利である。さらに、チップの上面２０２３は、その端面が実質的に同一平面上に位
置する設計となっている。これは、チップホルダーにおいて、後述の気密保持用部材３０
０１～３００４による気密保持が容易になる利点がある。また、同様に上部にシール用の
蓋、或いはシール剤を用いて、試薬の乾燥を防止することが簡便になる。
【００２７】
　また、本チップ本体は、直径９ｍｍ未満の円筒状であることにより、タイタプレートピ
ッチで配置できることが有効である。
【００２８】
　図３は、分注ヘッドを模式的に説明する図である。（１）は分注ヘッド上部の底面図、
（２）はヘッド部分の断面図、（３）は分注ヘッド下部の上面図である。分注ヘッドは、
（１）の底面と、（３）の上面を合わせる様にして、組み立てられる。分注ヘッドは、詳
細には、分注ヘッド下部３０１と分注ヘッド上部３０２に分離でき、その間に図２で示し
た分注チップを挟み込む構造となっている。分注ヘッド下部は、各分注チップのキャピラ
リーを通す穴が設けられている。分注ヘッド上部は、各チップの試薬槽に接続する、高圧
ガス流入口が、１チップにつき４個、設けられている。３０３には、１つの高圧ガス流路
が示されている。１つの高圧ガス流路は、１つの試薬槽に対応し、各分注チップのガス流
入口に接続する。流路は、１つに集合し、１本のエアーチューブに接続している。３００
１～３００４は、チップと密着して、各試薬槽の気密を保持できる。密着性を最適とする
部材としては、シリコンゴムやバイトンゴムなど、ゴム弾性を有する材料が好適である。
【００２９】
　まず、本発明の分注チップなどの特性を説明する。キャピラリーを用いた加圧ディスペ
ンサ方式は、微量分注において分注精度が高いことが特徴である。例えば、本実施例にお
ける分注量０．２０μＬ分注時の分注誤差は、約１０％以下が実現できた。また、内径２
５μｍの本実施例より細いキャピラリーでは、分注誤差は約８％以下であった。ここで細
管（キャピラリー）を用いる効果について、説明する。本発明の分注方法では、試薬分注
量Ｑは印加する外圧力と加圧時間により、以下のHagen-Poiseuilleの法則にしたがって決
められる。
Ｑ = ΔＰ・π・ｒ4・ｔ／（８μＬ）
ここで、ΔＰ：圧力，ｒ：細管の径，ｔ：加圧時間，μ：溶液の粘性，Ｌ：細管の長さで
ある。
【００３０】
　分注精度は、制御可能なメカニズムにより決まるため、この場合、加圧圧力の誤差と、
加圧時間の誤差の評価が、重要である。上式の示す通り、これらの誤差が等しい場合、そ
の誤差に起因する分注量の誤差は、細管の半径の４乗に比例し、細管の長さに反比例する
。そのため、径が小さいほど、加圧圧力及び分注時間の誤差の、分注誤差への影響が小さ
くなる。本実施例では、細管として直径５０μｍ～２５μｍの範囲を用いている。管径と
しては、１～２５μｍ程度の物も利用できるが、分注対象の試薬に依っては、目詰まりが
発生しやすい。一方、５０μｍより大きい管径を用いると、先述のごとく、分注精度が劣
化する。用いる管径は、使用する形態の分注量と要求される分注精度により、適宜決めれ
ば良いが、本実施例における分注量及び目詰まりを考慮した条件では２５～５０μｍの細
管が適する。分注量は、分注前後での質量変化から、求めたものであるが、この誤差は、
ほぼ測定限界である。また、本システムでは、分注時以外にも、キャピラリー先端部を反
応槽内の液体に接触させておくことにより、装置の上下機構１０７を省くことも可能であ
る。しかし、接触させておく場合、キャピラリー先端から不要の試薬漏れが発生すること
が予想される。つまり、通常の使用方法では、キャピラリー内部は、試薬で満たされてい
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る。本装置は、核酸検査において、４種の試薬から任意のものを、任意の量分注できるこ
とが必要であるため、期待しない試薬が反応容器内に漏れることは、期待しない反応の発
生につながり、重大な測定誤差を発生してしまう。そのため、本装置における、試薬の拡
散による漏れ量を、以下の様に評価した。評価は、生物発光の試薬を用いて行った。まず
、反応容器に生物発光試薬であるルシフェラーゼ及びルシフェリンをバッファに溶かして
分注し、キャピラリーに試薬としてATPを分注する。ATPの分注量に対する発光量は図７の
例の様に、線形で且つ既知であるため、分注せずに、即ち高圧ガスを注入せずに放置した
状態で得られる弱い発光を測定することにより、ATPの漏れ量が評価できる。
まず、反応槽を静的な状態に保ったままにおいて、２分間の試薬漏洩量を測定したところ
、漏洩は観測されなかった。一方、試薬攪拌のため、反応槽を振動発生器で２０秒間振動
させたところ、大量の漏洩が観測された。すなわち、試薬攪拌を行う場合、攪拌前にキャ
ピラリー先端を試薬より離脱させることが重要であることが分かった。しかし、上下機構
を用いる場合、再度、キャピラリー先端部を反応槽内の液体に挿入する際に、その衝撃を
要因と考えられる試薬の漏れが観測された。例えば、内径５０μｍのキャピラリーでは、
先端部を反応槽の液面に挿入する衝撃により、約６ｎＬの試薬漏洩が観測された。また、
内径２５μｍのキャピラリーでは、同様に約３ｎＬの試薬漏洩が観測された。これらの問
題については、試薬分注後に、キャピラリー先端部を反応槽の液面より離脱させ、その後
に、キャピラリーの先端部（液体溶出端部）に、気体（ここでは空気）の層、すなわちエ
アギャップを精製させることによって解決することができる。気体の層の存在によって、
キャピラリー内部の試薬境界位置を約５ｍｍ程度引き込ませ、キャピラリーの先端部から
の偶発的な試薬漏洩を回避できるためである。エアギャップは、一般的には試薬槽をシリ
ンジ等で吸引すれば、生成できる。しかし、シリンジを用いる場合、その機構系を含め、
複雑になること、及びコスト増につながることが、問題として挙げられる。そのため、本
実施例では、より簡便な方法として、マイクロエジェクタを用いた陰圧を利用した。マイ
クロエジェクタとは、図８(a)の断面図に示す、細管８１と高圧ガス源と連結するハウジ
ング８２とを備えた陰圧発生手段である。内部に高圧のガスが、流入口８０１から排出口
８０２に流れると、内部の細管の近傍において８０３の様な流れが発生し、その結果８０
４の方向に細管内部の空気が引き込まれ、結果として８０５の方向に陰圧が発生するもの
である。本装置は、既に高圧ガス源を有しているため、マイクロエジェクタを用いれば、
簡単に陰圧を得ることが可能である。微小時間だけ試薬槽をマイクロエジェクタに接続す
ることにより、キャピラリーに陰圧を印加することによって生成することができる。その
結果、約５ｍｍのエアギャップは、試薬の漏洩防止に寄与し、内径５０μｍのキャピラリ
ーでは、漏洩量は約０．６ｎＬに減少できた。マイクロエジェクタを用いた陰圧は、機構
がとても小型で簡便なため、小型の遺伝子検査などの核酸分析装置に好適である。マイク
ロエジェクタを備えた装置の構成例を図８（ｂ）に示す。ここで、マイクロエジェクタ10
00は、細管81とハウジング82とを備えている。ハウジング82は、電磁弁108と、チューブ8
10を介して高圧ガス源に直結している。また、細管82は、チューブ811により、電磁弁群1
06の排気口に接続している。ガスが、高圧ガス源より、チューブ810を経由して、ハウジ
ング82に流入すると先述の通り陰圧が細管81に発生し、電磁弁群106の排気口を吸引する
。電磁弁群106は、先述の通り、３方式電磁弁であるため、電磁弁OFF時には排気口は直接
チューブ群105につながっている。従って、排気口を吸引することは、即ち、分注チップ
の試薬槽の空気を吸引することになる。吸引時間は、電磁弁108のＯＮ／ＯＦＦで制御で
きるため、所望の時間だけ、試薬槽の空気を吸引できる。従って、吸引時間を適当に設定
すれば、所望のエアギャップを、キャピラリー先端に生成できる。
【００３１】
　試薬漏れの問題は、核酸分析装置において、重要である。例えば、パイロシーケンシン
グを利用する配列解析では、４種の核酸基質のうちの１種を分注し、その結果、伸長が生
じたか否かを、発光で確認するため、目的の核酸基質以外が混入すると、それはそのまま
解析誤差となる。複数塩基の配列を連続的に評価する場合、その解析誤差は、解析する配
列数だけ指数的に増加するため、解析可能な塩基長が著しく制限される。そのため、試薬
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の漏れ量の減少は、重要な課題である。本実施例の核酸分析装置は、反応槽の試料液量は
、約２０μＬ程度を利用する。０．６ｎＬは、それに対して１００００分の１以下であり
、無視できる値である。すなわち、本構成により、漏れ量を無視できる値にまで低減化さ
せることが可能となる。
【００３２】
　次に、本実施例の装置を用いた遺伝子解析法について説明する。図４は、試薬として４
種のdNTP（すなわち、dATPαS、dGTP、dCTP、dTTP）のうちの一種を、本実施例の分注チ
ップより分注する際の分注ヘッド，加圧，および攪拌用振動モータの動作のタームシーケ
ンスを示したものである。動作は以下の通りである。まず、分注ヘッドを降下させ、反応
槽内の液体の液面とキャピラリー先端を接触させる。次に、必要な試薬分注量に応じた加
圧時間だけ、高圧ガスにより加圧を行い、試薬分注を行う。その後、分注ヘッドを上昇さ
せ、反応槽内の液体の液面よりキャピラリー先端を離脱させる。最後に、所定の攪拌時間
だけ攪拌モーターを動作させ、並行してキャピラリー内にエアーギャップを生成するため
陰圧吸引を規定時間行う。遺伝子配列解析は、この一連の動作を、一塩基の解析ごと繰り
返し行なえばよい。本実施例で得られた遺伝子配列解析例を、図５に示した。なお、図５
に示した基質とは、A、G、C、Tは各々dATPαS、dGTP、dCTP、dTTPを指す。即ち、Aのみ、
ｄATPの擬似体を用いている。解析結果は、予め既知であった試料の塩基配列と完全に一
致していることがわかる。
【実施例２】
【００３３】
　実施例１に記載の装置を用いた、試薬分注に関するさらなる実施の例を記載する。まず
、１種の基質を分注する際、予め基質の濃度や分注量を小さくし、複数回分注する。本装
置によれば、かかる分注方法が簡単に実現できる。これは、先述の漏れ量が０．６ｎL程
度である場合、漏れる分子量を減少させる目的で、試薬の濃度を下げる場合や、連続的に
配列解析する際、同じ塩基の連続が観測されたことに伴い、試薬を追加する必要が生じた
場合などに有効である。本実施例では、２回分注を行う場合について、説明する。図６は
、１種類の試薬を、２回に分けて分注する場合の分注ヘッド，加圧，および攪拌用振動モ
ータの動作のタームシーケンスを示したものである。同じ試薬を２回に分けて分注し、１
回目の分注による発光と、２回目の分注による発光を比較すると、試料である核酸の伸長
反応が、完全に生じたか、或いはまだ未反応の試料が残っているかを判断することが可能
である。図９は、分注する試薬の濃度を変えて、２回分注を行った例である。破線は、実
線の条件に対し、分注試薬濃度を１／２に変えたものであり、両者とも９０１及び９０２
の２回分注を行っている。この図より、注入した試薬が十分である場合には、９０２の分
注では、発光ピークが殆ど見られないのに対し、試薬濃度が１／２量では、未反応成分が
残っていたことから、２回目の分注においても発光が見られる。本実験例は、１例である
が、このように、複数回注入し、その結果得られる発光シグナルから、注入した試薬が十
分であるか否かを判断することができる。
【００３４】
　これは、配列解析の精度向上に有効である。なぜならば、注入する試薬量は、反応に最
適な量とする必要があるからである。仮に、注入する量が不足していると、未反応な核酸
が、その後の測定ノイズ源となってしまう。また、過剰な量を混入すると、次の試薬を注
入する際に、前の試薬が完全に分解されずに残留し、キャリーオーバーを起こす。キャリ
ーオーバーは、先読みなどの要因になり、測定精度を劣化させる。
【００３５】
　最適な試薬量は、伸長する塩基数で異なる。即ち、２塩基伸長する場合は、１塩基伸長
の場合より、２倍量の試薬が必要となる。測定対象の核酸は、配列数が未知である場合が
多いため、注入する試薬の塩基長は未知である。そのため、最適試薬量を予め決めること
ができない。この場合、必要に応じて、複数回分注することは、有効である。
【実施例３】
【００３６】
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　実施例１に記載の装置を用いた、一度に複数種類の試薬を分注する方法に関するさらな
る実施の例を記載する。
【００３７】
　実施例２では４種の基質を１種づつ分注しているが、必要に応じて、４種のうち２種、
３種或いは全種、すなわち２種以上の基質を同時に分注することが可能である。この際、
分注チップは通常の配列解析用と同じものが利用できることが重要である。例えば、多型
解析では、伸長プローブ側において多型判定が可能となる用に３’末端を多型とし、その
相補性を判断して、多型解析する技術がある。この場合、用いる試薬は、４種の基質の混
合溶液である。そのため、通常の配列解析試薬とは取扱いが異なり、多型解析の際には特
に４種の基質の混合溶液を準備しなければならない。しかし、本装置では、配列解析を行
った後に、反応槽の試料だけ交換し、同じ試薬分注チューブを多型解析に使用することが
可能であり、様々な分析を簡便に実現することができる。
【００３８】
　また、既知の配列の確認解析を行っている場合、予めSNPのヘテロの可能性がある場合
は、その２種の塩基を同時に分注することにより、パイロシーケンシングにおいて問題と
なる位相ズレが生じなくなる。
【実施例４】
【００３９】
　実施例１に記載の分注チップにつき、実験者への供給に関するさらなる実施の例を記載
する。ここで、実験者および供給者の試薬管理が簡便となる例がある。本発明は、４種の
核酸基質を、分注チップの試薬槽に注入して利用することができるが、この分注チップに
予め４種の核酸基質を分注し、そのまま封入して凍結することが可能である。仮に、試薬
販売者が予め試薬の封入および凍結を行えば、実験者はその封入済み分注チップを、分注
ヘッドに装填するだけで実験が開始できる。分注チップは滅菌や凍結で劣化せず、生産コ
ストも低いため、分注チップを使いきりとする事により、試薬の汚染による実験ミスの可
能性を著しく低減できる。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明はライフサイエンス及びバイオ産業分野の基本的なツールである核酸を分析する
装置、より具体的にはDNA配列決定装置及びDNA検査装置に活用するものである。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】装置構成の例の図。
【図２】分注チップの例の図。
【図３】分注チップを設置する分注ヘッドの説明図。
【図４】測定時の装置動作を説明するシーケンスの例の図。
【図５】配列解析結果の例の図。
【図６】測定時の装置動作のシーケンスの例の図。
【図７】ATP分注量と発光量の関係を示す図。
【図８】マイクロエジェクタを示す図及びマイクロエジェクタを含む装置構成の例の図。
【図９】分注する試薬の濃度を変えて２回分注を行う場合の発光量の例の図。
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