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(57)【要約】
【課題】　試料の蛍光解析を好適に実行可能な蛍光解析
装置及び解析方法を提供する。
【解決手段】　試料Ｓの測定領域に励起光を照射する励
起光源２２と、測定領域内の蛍光プローブからの蛍光を
分岐するビームスプリッタ３０と、分岐された蛍光成分
をそれぞれ検出する第１、第２光検出器３１、３２と、
光検出器３１、３２でそれぞれ検出された光子数を時系
列的に計数して、第１、第２測定データＦＡ（ｔ）、Ｆ

Ｂ（ｔ）を取得する光子計数部３５と、解析データ生成
部５１及び測定結果解析部５２を含む測定制御部５０と
によって解析装置１Ａを構成する。生成部５１は、ＦＡ

・ＦＢ＝０の場合にｎＡＢ＝０となり、ＦＡ・ＦＢ＞０
の場合に所定の関数ｆでｎＡＢ＝ｆ（ＦＡ、ＦＢ）とな
る光子数解析データｎＡＢ（ｔ）を生成し、解析部５２
は、解析データに対して蛍光解析を行う。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定試料に対して設定された測定領域に励起光を照射する励起光照射手段と、
　前記励起光照射手段によって前記励起光が照射された前記測定試料の前記測定領域内に
ある蛍光プローブから発生する蛍光を２つの蛍光成分に分岐する光分岐手段と、
　分岐された一方の第１蛍光成分を検出する第１蛍光検出手段と、
　分岐された他方の第２蛍光成分を検出する第２蛍光検出手段と、
　前記第１蛍光検出手段及び前記第２蛍光検出手段でそれぞれ検出された光子数を所定の
計数時間幅で時系列的に計数して、第１光子数測定データＦＡ（ｔ）及び第２光子数測定
データＦＢ（ｔ）を取得する光子計数手段と、
　前記第１光子数測定データＦＡ（ｔ）及び前記第２光子数測定データＦＢ（ｔ）に基づ
いて、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の少なくとも一方が０の場合に
　　ｎＡＢ（ｔ）＝０
となり、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の両者が０でない場合に所定の関数ｆで
　　ｎＡＢ（ｔ）＝ｆ（ＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ））
となる光子数解析データｎＡＢ（ｔ）を生成する解析データ生成手段と、
　前記解析データ生成手段で生成された前記光子数解析データｎＡＢ（ｔ）に対し、前記
蛍光プローブを含む前記測定試料の測定結果についての蛍光解析を行う測定結果解析手段
と
を備えることを特徴とする蛍光解析装置。
【請求項２】
　前記解析データ生成手段は、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の両者が０でない場合
に、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の相乗平均となる関数ｆで
　　ｎＡＢ（ｔ）＝√（ＦＡ（ｔ）・ＦＢ（ｔ））
によって前記光子数解析データｎＡＢ（ｔ）を生成することを特徴とする請求項１記載の
蛍光解析装置。
【請求項３】
　前記解析データ生成手段は、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の両者が０でない場合
に、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の調和平均となる関数ｆで
　　ｎＡＢ（ｔ）＝２／｛１／ＦＡ（ｔ）＋１／ＦＢ（ｔ）｝
によって前記光子数解析データｎＡＢ（ｔ）を生成することを特徴とする請求項１記載の
蛍光解析装置。
【請求項４】
　前記測定結果解析手段は、前記光子数解析データｎＡＢ（ｔ）に対し、前記蛍光解析と
して、自己相関解析またはフォトンバースト解析の少なくとも一方を行うことを特徴とす
る請求項１～３のいずれか一項記載の蛍光解析装置。
【請求項５】
　前記測定結果解析手段は、前記光子数解析データｎＡＢ（ｔ）を所定のビン時間幅でビ
ニングし、ビニングされた解析データに対して前記蛍光解析を行うことを特徴とする請求
項１～４のいずれか一項記載の蛍光解析装置。
【請求項６】
　前記励起光は単一波長領域の励起光であり、前記第１蛍光成分及び前記第２蛍光成分は
同一波長領域の蛍光成分であることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項記載の蛍光
解析装置。
【請求項７】
　測定試料に対して設定された測定領域に励起光を照射する励起光照射ステップと、
　前記励起光照射ステップで前記励起光が照射された前記測定試料の前記測定領域内にあ
る蛍光プローブから発生する蛍光を２つの蛍光成分に分岐する光分岐ステップと、
　分岐された一方の第１蛍光成分を検出する第１蛍光検出ステップと、
　分岐された他方の第２蛍光成分を検出する第２蛍光検出ステップと、
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　前記第１蛍光検出ステップ及び前記第２蛍光検出ステップでそれぞれ検出された光子数
を所定の計数時間幅で時系列的に計数して、第１光子数測定データＦＡ（ｔ）及び第２光
子数測定データＦＢ（ｔ）を取得する光子計数ステップと、
　前記第１光子数測定データＦＡ（ｔ）及び前記第２光子数測定データＦＢ（ｔ）に基づ
いて、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の少なくとも一方が０の場合に
　　ｎＡＢ（ｔ）＝０
となり、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の両者が０でない場合に所定の関数ｆで
　　ｎＡＢ（ｔ）＝ｆ（ＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ））
となる光子数解析データｎＡＢ（ｔ）を生成する解析データ生成ステップと、
　前記解析データ生成ステップで生成された前記光子数解析データｎＡＢ（ｔ）に対し、
前記蛍光プローブを含む前記測定試料の測定結果についての蛍光解析を行う測定結果解析
ステップと
を備えることを特徴とする蛍光解析方法。
【請求項８】
　前記解析データ生成ステップにおいて、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の両者が０
でない場合に、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の相乗平均となる関数ｆで
　　ｎＡＢ（ｔ）＝√（ＦＡ（ｔ）・ＦＢ（ｔ））
によって前記光子数解析データｎＡＢ（ｔ）を生成することを特徴とする請求項７記載の
蛍光解析方法。
【請求項９】
　前記解析データ生成ステップにおいて、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の両者が０
でない場合に、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の調和平均となる関数ｆで
　　ｎＡＢ（ｔ）＝２／｛１／ＦＡ（ｔ）＋１／ＦＢ（ｔ）｝
によって前記光子数解析データｎＡＢ（ｔ）を生成することを特徴とする請求項７記載の
蛍光解析方法。
【請求項１０】
　前記測定結果解析ステップにおいて、前記光子数解析データｎＡＢ（ｔ）に対し、前記
蛍光解析として、自己相関解析またはフォトンバースト解析の少なくとも一方を行うこと
を特徴とする請求項７～９のいずれか一項記載の蛍光解析方法。
【請求項１１】
　前記測定結果解析ステップにおいて、前記光子数解析データｎＡＢ（ｔ）を所定のビン
時間幅でビニングし、ビニングされた解析データに対して前記蛍光解析を行うことを特徴
とする請求項７～１０のいずれか一項記載の蛍光解析方法。
【請求項１２】
　前記励起光は単一波長領域の励起光であり、前記第１蛍光成分及び前記第２蛍光成分は
同一波長領域の蛍光成分であることを特徴とする請求項７～１１のいずれか一項記載の蛍
光解析方法。
【請求項１３】
　前記測定試料に加える前記蛍光プローブとして１種類の蛍光プローブのみを用いるとと
もに、前記測定試料に含まれる標的分子に２個以上の同一種類の前記蛍光プローブが結合
する場合の前記蛍光解析に適用されることを特徴とする請求項７～１２のいずれか一項記
載の蛍光解析方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測定試料中の蛍光プローブから発生する蛍光を検出して、測定試料について
の解析を行う蛍光解析装置、及び蛍光解析方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　蛍光相関分光法（ＦＣＳ: Fluorescence Correlation Spectroscopy）は、極低濃度の
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蛍光物質が存在する測定試料溶液中の微小領域に励起光を照射して測定領域とし、測定領
域内で発生した蛍光の強度を時系列的に測定して自己相関関数を求めることで、試料中で
の蛍光物質の並進拡散運動等の情報を得るものである（例えば特許文献１～３参照）。こ
のような蛍光解析法は、例えば臨床診断における免疫分析に適用可能である。
【特許文献１】特開２００７－２０５６５号公報
【特許文献２】特開２００７－３１６０１７号公報
【特許文献３】特開２００６－１７６２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記した蛍光解析では、蛍光物質によって標識された分子プローブ（蛍光プローブ）を
測定試料に加え、測定領域内にある蛍光プローブからの蛍光を検出するとともに、その自
己相関関数から並進拡散運動等についての情報を取得する。これにより、分析対象となる
試料中の標的分子と、蛍光プローブとの反応量を知ることができ、測定試料についての情
報を取得することができる。このような試料解析方法は、ホモジニアス・アッセイにおけ
る非分離型の計測方法であるため、ＥＬＩＳＡ法などのヘテロジニアス・アッセイに比べ
て、消耗品類の消費を少なくしてランニングコストを低減することが可能である。また、
解析装置の小型化、低価格化も可能である。
【０００４】
　一方、ＦＣＳなどの手法を用いた蛍光解析において、その測定感度や効率等のさらなる
向上が求められている。そのような方法の１つとして、標的分子に対して複数個の蛍光プ
ローブを凝集するように結合させ、それらの蛍光プローブからの蛍光を検出する蛍光解析
方法が提案されている（例えば特許文献１、２参照）。しかしながら、このような方法で
は、複数個の蛍光プローブが結合した標的分子からの蛍光検出イベントと、それ以外のノ
イズイベントとの識別が難しいという問題がある。
【０００５】
　本発明は、以上の問題点を解決するためになされたものであり、測定領域内にある蛍光
プローブからの蛍光を測定することによる測定試料の蛍光解析を好適に実行することが可
能な蛍光解析装置、及び蛍光解析方法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】
【０００６】
　このような目的を達成するために、本発明による蛍光解析装置は、（１）測定試料に対
して設定された測定領域に励起光を照射する励起光照射手段と、（２）励起光照射手段に
よって励起光が照射された測定試料の測定領域内にある蛍光プローブから発生する蛍光を
２つの蛍光成分に分岐する光分岐手段と、（３）分岐された一方の第１蛍光成分を検出す
る第１蛍光検出手段と、（４）分岐された他方の第２蛍光成分を検出する第２蛍光検出手
段と、（５）第１蛍光検出手段及び第２蛍光検出手段でそれぞれ検出された光子数を所定
の計数時間幅で時系列的に計数して、第１光子数測定データＦＡ（ｔ）及び第２光子数測
定データＦＢ（ｔ）を取得する光子計数手段と、（６）第１光子数測定データＦＡ（ｔ）
及び第２光子数測定データＦＢ（ｔ）に基づいて、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の
少なくとも一方が０の場合に
　　ｎＡＢ（ｔ）＝０
となり、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の両者が０でない場合に所定の関数ｆで
　　ｎＡＢ（ｔ）＝ｆ（ＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ））
となる光子数解析データｎＡＢ（ｔ）を生成する解析データ生成手段と、（７）解析デー
タ生成手段によって生成された光子数解析データｎＡＢ（ｔ）に対し、蛍光プローブを含
む測定試料の測定結果についての蛍光解析を行う測定結果解析手段とを備えることを特徴
とする。
【０００７】
　また、本発明による蛍光解析方法は、（１）測定試料に対して設定された測定領域に励
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起光を照射する励起光照射ステップと、（２）励起光照射ステップで励起光が照射された
測定試料の測定領域内にある蛍光プローブから発生する蛍光を２つの蛍光成分に分岐する
光分岐ステップと、（３）分岐された一方の第１蛍光成分を検出する第１蛍光検出ステッ
プと、（４）分岐された他方の第２蛍光成分を検出する第２蛍光検出ステップと、（５）
第１蛍光検出ステップ及び第２蛍光検出ステップでそれぞれ検出された光子数を所定の計
数時間幅で時系列的に計数して、第１光子数測定データＦＡ（ｔ）及び第２光子数測定デ
ータＦＢ（ｔ）を取得する光子計数ステップと、（６）第１光子数測定データＦＡ（ｔ）
及び第２光子数測定データＦＢ（ｔ）に基づいて、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の
少なくとも一方が０の場合に
　　ｎＡＢ（ｔ）＝０
となり、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の両者が０でない場合に所定の関数ｆで
　　ｎＡＢ（ｔ）＝ｆ（ＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ））
となる光子数解析データｎＡＢ（ｔ）を生成する解析データ生成ステップと、（７）解析
データ生成ステップにおいて生成された光子数解析データｎＡＢ（ｔ）に対し、蛍光プロ
ーブを含む測定試料の測定結果についての蛍光解析を行う測定結果解析ステップとを備え
ることを特徴とする。
【０００８】
　上記した蛍光解析装置、及び蛍光解析方法においては、励起光照射系及び蛍光検出系に
よって測定試料中に微小な測定領域を設定する。また、測定領域内の蛍光プローブで発生
する蛍光に対して光分岐手段を設けるとともに、蛍光検出系として第１、第２蛍光検出手
段を設置して第１、第２光子数測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）を取得する。そして、
それらの測定データを直接に蛍光解析に用いるのではなく、ＦＡ（ｔ）・ＦＢ（ｔ）＝０
のときに０となる解析データｎＡＢ（ｔ）を生成して蛍光解析を行っている。
【０００９】
　このような構成では、光子数測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）に代えて光子数解析デ
ータｎＡＢ（ｔ）を用いることにより、第１、第２蛍光検出手段での蛍光検出の同時性を
考慮した形で蛍光解析を実行することができる。これにより、例えば、複数個の蛍光プロ
ーブが結合した標的分子からの蛍光検出イベントと、それ以外のノイズイベントとの識別
精度を向上するなど、測定試料の蛍光解析の精度を向上することが可能となる。
【００１０】
　ここで、測定試料に対する蛍光解析に用いられる励起光、蛍光については、励起光は単
一波長領域の励起光であり、第１蛍光成分及び第２蛍光成分は同一波長領域の蛍光成分で
ある構成を用いることが可能である。このような構成は、測定試料に加える蛍光プローブ
として１種類の蛍光プローブのみを用いるとともに、試料に含まれる標的分子に２個以上
の同一種類の蛍光プローブが結合する場合の蛍光解析に好適に適用することができる。
【００１１】
　光子数測定データから解析データへのデータ変換については、具体的には例えば、解析
データ生成において、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の両者が０でない場合に、測定
データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の相乗平均となる関数ｆで
　　ｎＡＢ（ｔ）＝√（ＦＡ（ｔ）・ＦＢ（ｔ））
によって光子数解析データｎＡＢ（ｔ）を生成することが好ましい。このように相乗平均
を用いて解析データを求めることにより、蛍光検出の同時性が考慮された蛍光解析を好適
に実行することができる。また、この方法では、測定データＦＡ、ＦＢの少なくとも一方
が０の場合においても、相乗平均の上記関数√（ＦＡ・ＦＢ）でｎＡＢ＝０となる。
【００１２】
　あるいは、解析データ生成において、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の両者が０で
ない場合に、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）の調和平均となる関数ｆで
　　ｎＡＢ（ｔ）＝２／｛１／ＦＡ（ｔ）＋１／ＦＢ（ｔ）｝
によって光子数解析データｎＡＢ（ｔ）を生成する構成を用いても良い。このように調和
平均を用いて解析データを求めることにより、相乗平均の場合と同様に、蛍光検出の同時
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性が考慮された蛍光解析を好適に実行することができる。
【００１３】
　光子数解析データを用いた蛍光解析については、具体的には、測定結果解析において、
光子数解析データｎＡＢ（ｔ）に対し、蛍光解析として、自己相関解析またはフォトンバ
ースト解析の少なくとも一方を行うことが好ましい。このように、自己相関解析法、フォ
トンバースト解析法、あるいはそれらを組み合わせた解析法を用いることにより、測定試
料の蛍光解析を精度良く実行することができる。
【００１４】
　また、測定結果解析において、光子数解析データｎＡＢ（ｔ）を所定のビン時間幅でビ
ニングし、ビニングされた解析データに対して蛍光解析を行う構成としても良い。この場
合、具体的な測定条件等に応じて解析データのビン時間幅を設定することにより、蛍光解
析の精度を向上することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の蛍光解析装置及び解析方法によれば、試料中に設定された測定領域内にある蛍
光プローブからの蛍光に対して光分岐手段を設けるとともに、第１、第２蛍光検出手段を
設置して第１、第２光子数測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）を取得し、それらの測定デ
ータから少なくとも一方が０の場合にｎＡＢ＝０となる解析データｎＡＢ（ｔ）を生成し
て蛍光解析を行うことにより、２つの検出手段での蛍光検出の同時性を考慮した形で蛍光
解析を実行して、測定試料の蛍光解析の精度を向上することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面とともに本発明による蛍光解析装置、及び蛍光解析方法の好適な実施形態に
ついて詳細に説明する。なお、図面の説明においては同一要素には同一符号を付し、重複
する説明を省略する。また、図面の寸法比率は、説明のものと必ずしも一致していない。
【００１７】
　図１は、本発明による蛍光解析装置の一実施形態の構成を概略的に示す図である。本実
施形態による蛍光解析装置１Ａは、測定試料Ｓに対して設定された測定領域内にある蛍光
プローブから発生する蛍光を検出して時系列の光子数測定データを取得し、得られた測定
データに対して所定の蛍光解析を行うことで測定試料Ｓについての情報を取得するもので
ある。以下においては、試料Ｓ中にあって測定対象となる蛍光物質（蛍光物質によって標
識された分子等を含む）を「蛍光プローブ」とする。
【００１８】
　本蛍光解析装置１Ａによる解析対象の一例としては、図２に示す標的分子（ターゲット
物質）Ｔ、及び蛍光プローブＰ１、Ｐ２を含むものが挙げられる。図２の模式図は、生体
分子などの標的分子Ｔに対する蛍光プローブＰの特異的結合を利用して標的分子Ｔについ
ての情報を取得するホモジニアス・アッセイの一例を示すものである。
【００１９】
　具体的には、図２においては、３個所の認識部位ｔ１～ｔ３を有する標的分子Ｔを含む
試料（図２（ａ））に対し、認識部位ｔ１に特異的に結合する認識部位を有する蛍光標識
された分子プローブＰ１、及び認識部位ｔ２に特異的に結合する認識部位を有する蛍光標
識された分子プローブＰ２（図２（ｂ））を蛍光プローブとして混合し、図２（ｃ）に示
すようにそれらを反応させて、蛍光解析の対象となる溶液状の測定試料Ｓとする。
【００２０】
　このような試料Ｓにおいて、蛍光プローブＰ１、Ｐ２が同一種類の分子プローブである
場合、または蛍光プローブＰ１、Ｐ２の蛍光物質が同一種類の物質である場合、試料Ｓで
発生する蛍光は単一波長領域の蛍光となる。以下においては、標的分子Ｔに対して複数個
の同一種類の蛍光プローブが結合する場合を主な蛍光解析の対象として想定する。以下、
本実施形態による解析装置１Ａの構成について、蛍光解析方法とともに説明する。
【００２１】
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　図１に示す蛍光解析装置１Ａは、試料ホルダ１０と、対物レンズ２０と、ダイクロイッ
クミラー２１と、励起光源２２と、光フィルタ２３と、反射ミラー２４と、結像レンズ２
５と、ピンホール２６と、コリメートレンズ２７と、ビームスプリッタ３０と、光検出器
３１、３２とを備えており、これらの各要素が本蛍光解析装置１Ａにおける蛍光顕微鏡部
を構成している。また、この蛍光顕微鏡部の各要素に加えて、本蛍光解析装置１Ａは、検
出信号処理部３３、３４と、光子計数部３５と、測定制御部５０とを備えている。
【００２２】
　試料ホルダ１０は、蛍光測定及び解析の対象となる蛍光プローブを含む測定試料Ｓを保
持する試料保持手段であり、その底面がスライドグラスとして機能する容器によって構成
されている。また、この試料ホルダ１０に対し、所定位置に対物レンズ２０が設置されて
いる。対物レンズ２０としては、例えば水浸（液浸）系の対物レンズを好適に用いること
ができる。また、このような対物レンズ２０に対し、試料ホルダ１０は、その形状が対物
レンズ２０の作動距離に対応するように構成されている。
【００２３】
　図１に示す構成では、対物レンズ２０、ダイクロイックミラー２１、及び励起光源２２
によって、測定試料Ｓの測定領域に励起光を照射する励起光照射手段が構成されている。
励起光源２２としては、例えばレーザ光源を好適に用いることができる。励起光源２２か
ら供給された励起レーザ光は、ダイクロイックミラー２１によって反射され、対物レンズ
２０を介して集光されつつ、試料ホルダ１０内の測定試料Ｓへとビームスポットとして照
射される（励起光照射ステップ）。励起光源２２の例としては、波長４７３ｎｍ、５３２
ｎｍ、または６３５ｎｍのレーザ光を供給するレーザ光源を用いることができる。
【００２４】
　また、図１に示す構成では、対物レンズ２０、光フィルタ２３、反射ミラー２４、結像
レンズ２５、ピンホール２６、コリメートレンズ２７、ビームスプリッタ３０、第１光検
出器３１、及び第２光検出器３２によって蛍光検出手段が構成されている。測定試料Ｓの
蛍光プローブからの蛍光は対物レンズ２０によって収集され、ダイクロイックミラー２１
を透過し、さらに光フィルタ２３を通過した後、反射ミラー２４によってビームスプリッ
タ３０に向けて反射される。光フィルタ２３としては、例えば、試料Ｓからの散乱光、迷
光等の余分な光成分を除去するための、測定対象の蛍光プローブの蛍光スペクトルに合わ
せて選択されたバンドパスフィルタを用いることができる。
【００２５】
　反射ミラー２４によって光路が変更された蛍光は、結像レンズ２５及びピンホール２６
を順に通過し、コリメートレンズ２７によって平行光束とされた後に、ビームスプリッタ
３０へと入射する。ピンホール２６は、結像レンズ２５によって集光される蛍光に対して
共焦点となる位置に設置されており、焦点外れの光を除去して、試料Ｓ中に形成されたビ
ームスポットの測定領域からの蛍光のみを通過させる構成となっている。
【００２６】
　ビームスプリッタ３０は、蛍光を分岐する光分岐手段であり、励起光が照射された測定
試料Ｓの測定領域内にある蛍光プローブからの蛍光を２つの蛍光成分に分岐する（光分岐
ステップ）。すなわち、ビームスプリッタ３０は、試料Ｓからの蛍光の個々の光子を第１
光検出器３１への光路または第２光検出器３２への光路のいずれか一方へと導くことで、
蛍光を２つの蛍光成分に分岐する。このようなビームスプリッタ３０としては、例えば蛍
光を５０：５０の分岐比で２つの蛍光成分に等分割するものが用いられる。
【００２７】
　ビームスプリッタ３０で分岐された一方の第１蛍光成分（ビームスプリッタ３０を透過
した光子）は第１蛍光検出手段を構成する光検出器３１によって検出され、検出信号が出
力される（第１蛍光検出ステップ）。また、ビームスプリッタ３０で分岐された他方の第
２蛍光成分（ビームスプリッタ３０で反射された光子）は第２蛍光検出手段を構成する光
検出器３２によって検出され、検出信号が出力される（第２蛍光検出ステップ）。光検出
器の具体例としては、光電子増倍管を用いることができる。また、光フィルタ２３からレ
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ンズ２７までの各光学要素は、第１、第２蛍光検出手段で共用されている。
【００２８】
　以上の励起光照射手段及び蛍光検出手段により、試料Ｓにおいて微小な測定領域を設定
し、励起光を照射するとともに、測定領域からの蛍光を検出する共焦点光学系による蛍光
顕微鏡が構成されている。また、本実施形態の蛍光顕微鏡は、試料Ｓからの蛍光に対し、
光分岐手段、及びそれに対応する２つの蛍光検出手段を含んで構成されている。
【００２９】
　ここで、上記構成の蛍光顕微鏡によって測定試料Ｓ中に設定される測定領域は、例えば
１ｆｌ（フェムトリットル）程度の極微小領域である。また、試料Ｓに含まれる蛍光プロ
ーブの分子濃度の一例を１ｎＭとすると、測定領域内での蛍光プローブの平均分子数は、
６・１０２３×１・１０－９×１・１０－１５＝０．６個である。また、図２に例示した
ホモジニアス・アッセイでは、標的分子の濃度は例えば１ｐＭ程度である。ただし、これ
らの数値は測定領域等の設定の一例であり、具体的な設定は個々の場合で異なる。
【００３０】
　第１、第２光検出器３１、３２から出力された検出信号は、それぞれ第１、第２検出信
号処理部３３、３４へと入力される。検出信号処理部３３、３４は、例えばプリアンプな
どの信号増幅回路及び波高弁別器などの信号処理回路によって構成され、光検出器３１、
３２からの検出信号に対して所定の信号処理を行って、光検出器３１、３２のそれぞれで
の単一光子検出イベントを示す検出パルス信号列を生成し出力する。
【００３１】
　信号処理部３３、３４からの検出パルス信号列は光子計数部３５へと入力される。光子
計数部３５は、蛍光解析に用いる測定データを取得する計数手段であり、光検出器３１、
３２からの検出信号（処理部３３、３４からの信号列）に基づいて、検出光子数を所定の
計数時間幅で計数して、時系列の第１、第２光子数測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）を
生成する（光子計数ステップ）。これにより、試料Ｓに対する単一光子計数による蛍光測
定が可能となる。ここで、以下において、第１光検出器での検出結果に関する量を添え字
「Ａ」で示し、第２光検出器での検出結果に関する量を添え字「Ｂ」で示す。
【００３２】
　本解析装置１Ａにおいては、光子計数部３５での計数時間幅が蛍光解析のビン幅の初期
条件（最小ビン幅）となる。また、光子計数部３５としては、具体的には例えば、マルチ
チャンネルスケーラ（ＭＣＳ）を用いることができる。また、光子計数部３５での計数時
間幅となるＭＣＳの時間分解能は、例えば２００ｎｓｅｃ（ナノ秒）以下である。
【００３３】
　光子計数部３５において生成された時系列の光子数測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）
は測定制御部５０に入力され、この測定制御部５０において、測定データに対して蛍光解
析が行われる。本実施形態による測定制御部５０は、解析データ生成部５１と、測定結果
解析部５２とを有している。このような測定制御部５０は、例えば、蛍光解析用のソフト
ウェアが動作する制御用コンピュータによって構成することができる。
【００３４】
　解析データ生成部５１は、光子数測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）から、蛍光解析に
用いる光子数解析データｎＡＢ（ｔ）を生成する（解析データ生成ステップ）。具体的に
は、生成部５１は、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）に基づいて、測定データの少なく
とも一方が０の場合（ＦＡ・ＦＢ＝０）に
　　ｎＡＢ（ｔ）＝０
となり、測定データの両者が０でない場合（ＦＡ・ＦＢ＞０）に所定の関数ｆで
　　ｎＡＢ（ｔ）＝ｆ（ＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ））
となる光子数解析データｎＡＢ（ｔ）を生成する。
【００３５】
　具体的な光子数解析データとしては、好ましくは、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）
の相乗平均を用い、下記の式（１）
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【数１】

によって解析データｎＡＢ（ｔ）を生成する方法を用いることができる。なお、相乗平均
の場合、その定義式で測定データの少なくとも一方が０の場合にｎＡＢ＝０となる条件が
満たされるため、その場合も含めて上記式（１）で解析データが定義される。
【００３６】
　測定結果解析部５２は、必要な蛍光解析を行う解析手段であり、生成部５１で生成され
た解析データｎＡＢ（ｔ）に対し、蛍光プローブを含む測定試料Ｓの測定結果についての
蛍光解析を行う（測定結果解析ステップ）。これにより、例えば試料Ｓ中にある標的分子
の情報など、測定試料Ｓについての必要な情報を取得することができる。
【００３７】
　上記実施形態による蛍光解析装置、及び蛍光解析方法の効果について説明する。
【００３８】
　図１に示した蛍光解析装置１Ａ、及び蛍光解析方法においては、対物レンズ２０、励起
光源２２、及び光検出器３１、３２等を含む励起光照射系及び蛍光検出系によって試料Ｓ
中に微小な測定領域を設定する。また、測定領域内の蛍光プローブで発生する蛍光に対し
てビームスプリッタ３０を設けるとともに蛍光検出系として第１、第２蛍光検出手段を設
置して、第１光子数測定データＦＡ（ｔ）及び第２光子数測定データＦＢ（ｔ）を取得す
る。そして、測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）からＦＡ（ｔ）・ＦＢ（ｔ）＝０のとき
にｎＡＢ（ｔ）＝０となる解析データｎＡＢ（ｔ）を生成して蛍光解析を行っている。
【００３９】
　このような構成では、光子数測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）に代えて光子数解析デ
ータｎＡＢ（ｔ）を用いることにより、第１、第２光検出器３１、３２での蛍光検出の同
時性を考慮した形で蛍光解析を実行することができる。これにより、例えば、複数個の蛍
光プローブが結合した標的分子からの蛍光検出イベントと、それ以外のノイズイベントと
の識別精度を向上するなど、試料Ｓの蛍光解析の精度を向上することが可能となる。
【００４０】
　蛍光解析の励起光、蛍光については、励起光は単一波長領域の励起光であり、第１、第
２蛍光成分は同一波長領域の蛍光成分である構成を用いることが可能である。このような
構成は、図２に関して上述したように、測定試料Ｓに加える蛍光プローブとして１種類の
蛍光プローブのみを用いるとともに、試料Ｓに含まれる標的分子に２個以上の同一種類の
蛍光プローブが結合する場合の蛍光解析に好適に適用することができる。また、図１の解
析装置１Ａでは、このような解析対象に対応して、単一の励起光源２２を用いている。
【００４１】
　ここで、蛍光プローブとして２種類以上の蛍光プローブを用いる方法では、複数種類の
蛍光プローブが均等に反応する必要があり、プローブの選定が難しい。また、例えば各種
類の蛍光プローブに対する測定領域の不一致などの問題を生じる場合もある（特許文献３
参照）。これに対して、１種類の蛍光プローブを用いる蛍光解析法では、これらの問題点
がなく測定が容易であり、蛍光解析の精度を向上することも可能である。
【００４２】
　光子数解析データを用いた蛍光解析の具体的な内容については、解析部５２において、
光子数解析データｎＡＢに対し、自己相関解析またはフォトンバースト解析の少なくとも
一方を行うことが好ましい。このように、自己相関解析法、フォトンバースト解析法、あ
るいはそれらを組み合わせた解析法を用いることにより、試料Ｓの蛍光解析を精度良く実
行することができる。また、解析部５２において、解析データｎＡＢを所定のビン時間幅
でビニングし、ビニングされた解析データに対して蛍光解析を行う構成としても良い。こ
の場合、具体的な測定条件等に応じて解析データのビン時間幅を設定することにより、蛍
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光解析の精度を向上することができる。
【００４３】
　図１に示した蛍光解析装置１Ａ、及び解析装置１Ａにおいて実行される蛍光解析方法に
ついて、さらに具体的に説明する。
【００４４】
　まず、光子数測定データＦＡ（ｔ）、ＦＢ（ｔ）を用いた一般的な蛍光解析について説
明する。試料Ｓに１種類の蛍光プローブを加えて測定した場合、光検出器３１、３２での
測定結果による自己相関関数Ｇ（τ）は、光子数測定データＦＡ、ＦＢに対して、それぞ
れ下記の式（２）、式（３）
【数２】

【数３】

によって求めることができる。
【００４５】
　また、光検出器３１、３２間の相互相関関数は、下記の式（４）、式（５）

【数４】

【数５】

によって求められる。ここで、これらの相関関数ＧＡＢ（τ）、ＧＢＡ（τ）の対称性

【数６】

を考慮すると、下記の式（７）で定義される関数ＧＣ（τ）＝ＧＣＲＯＳＳ（τ）
【数７】

を光検出器３１、３２間の相互相関関数として用いることができる。
【００４６】
　一般に、蛍光相関分光法における１成分系の波形解析では、自己相関、相互相関ともに
相関関数Ｇ（τ）は、下記の式（８）
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【数８】

によって求められる。ここで、＜Ｎ＞は試料Ｓで共焦点光学系によって構築される測定領
域内に滞在する蛍光プローブの平均分子数を示し、また、τＤは拡散時定数、ｒ０、ｚ０

は構造パラメータ（ストラクチャパラメータ）、Ｔは三重項状態へと遷移する割合、λは
三重項遷移の時定数をそれぞれ示している。これらのパラメータは、取得された相関関数
に対してフィッティング計算による波形解析を行うことで求めることができる。
【００４７】
　式（７）、式（８）を用いる解析法は従来法であるが、測定データを直接用いずに解析
データｎＡＢを用いる図１に示した解析装置１Ａにおいても、このような解析法によって
平均分子数、並進拡散時定数、三重項に関するパラメータ等を解析することは、蛍光プロ
ーブの初期状態を把握する上で好適である。また、式（８）において三重項状態への遷移
確率をＴ＝０とすると、時間遅れτ＝０のときに、Ｇ（τ）のｙ切片について
　　Ｇ（τ＝０）＝１／＜Ｎ＞
の関係が得られる。すなわち、相関関数Ｇ（τ）のｙ切片により、試料Ｓ中での蛍光プロ
ーブの濃度に対応する測定領域内での平均分子数＜Ｎ＞が求められる。
【００４８】
　ここで、式（７）に示した相互相関関数ＧＣ（τ）は、１種類の蛍光プローブを用いて
求められたものであるため、上記の式（８）で波形解析することができる。このような蛍
光解析法では、相互相関によって光検出器のノイズをキャンセルすることができる利点が
ある。ただし、このように２つの光検出器を用いた相互相関では、１つの光検出器の場合
に比べてＳＮ比が１／√２倍に低下する。
【００４９】
　次に、光子数解析データｎＡＢ（ｔ）を用いた蛍光解析について説明する。ここで、図
１の解析装置１Ａにおいて、試料Ｓの測定領域内に１個の蛍光プローブのみが存在してい
る場合には、光検出器３１、３２で同時に蛍光が検出されることはなく、光検出器３１、
３２で同時に蛍光が検出された場合には、必ず複数個の蛍光プローブが測定領域内に存在
するものとする。
【００５０】
　この場合、上記の式（１）に示した相乗平均による解析データｎＡＢ（ｔ）
　　ｎＡＢ（ｔ）＝√（ＦＡ（ｔ）・ＦＢ（ｔ））
を用いることにより、光子検出の同時性の観点から１個の蛍光プローブによる検出イベン
トを排除することができる。また、この解析データでは、同時性の評価のため、測定デー
タＦＡ、ＦＢの一方または両方が０でｎＡＢ＝０となる場合も除外せずに解析データを求
める。また、相乗平均による上記の解析データは、光分岐手段として分岐比１：１のビー
ムスプリッタを用いた場合の蛍光解析において、特に好適に適用することができる。
【００５１】
　この解析データｎＡＢを時系列の光子数データとして、蛍光検出の同時性が加味された
自己相関関数Ｇｎｅｗ（τ）を求めると、下記の式（９）

【数９】
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となる。なお、相乗平均による解析データは実数データであるため、この式（９）の相関
関数を求める演算も実数演算となる。このような演算を含む蛍光解析は、測定制御部５０
でソフトウェア的に解析演算を行う構成において好適に実現することできる。
【００５２】
　式（９）の自己相関関数では、光子数データのビン時間幅が例えば１μｓｅｃと小さい
場合にはｎＡＢ＝０である確率が高いため、相関波形を求めることができない。これに対
して、解析データｎＡＢのビン時間幅をビニングで大きくしていくと、ｎＡＢ＝０の確率
が次第に減少して相関波形が現れてくる。すなわち、上記の相関波形Ｇｎｅｗ（τ）は、
２つの光検出器３１、３２で取得される光子数データに対して任意のビン時間幅を設定し
たときに、そのビン幅内で光子が同時に検出される程度を示すものである。
【００５３】
　また、自己相関関数Ｇ（τ）では、上記したように、そのｙ切片が蛍光プローブの平均
分子数の逆数１／＜Ｎ＞に対応している。したがって、試料Ｓの測定領域内に蛍光プロー
ブが多い場合には、それらが同時に観測される確率が高くなって相関波形のｙ切片が小さ
くなる。一方、蛍光プローブが少ない場合には、同時に観測される確率が低くなってｙ切
片が大きくなる。蛍光検出の同時性を考慮した上記の相関関数Ｇｎｅｗ（τ）は、一般的
な相関関数ＧＣ（τ）に対して、上記特性によって変動することとなる。
【００５４】
　なお、蛍光プローブの並進拡散運動等については、いずれの相関関数でも同じ運動を観
測している。このため、式（９）の相関関数Ｇｎｅｗ（τ）の波形解析においても、相互
相関関数ＧＣ（τ）について求められた拡散時定数τＤ、遷移割合Ｔ、及び時定数λの各
パラメータを、同じパラメータ値で適用することが可能である。
【００５５】
　上記の相関関数Ｇｎｅｗ（τ）の導出において、解析データｎＡＢのビン時間幅を蛍光
プローブの濃度に対して適切に設定することにより、蛍光検出の同時性による制限によっ
て測定領域内に滞在する見かけ上の分子数を少なく見積もることができる。これは、測定
領域内にある複数個の蛍光プローブからの蛍光を２つの光検出器で同時に検出する頻度が
、ビン時間幅の大きさによって異なってくることによる。このビン時間幅については、光
子計数部３５での計数時間幅を初期ビン幅として取得された光子数データについて、必要
に応じてビニングを行ってビン時間幅を設定、変更することが好ましい。
【００５６】
　解析データｎＡＢを用いた蛍光解析の上記性質は、標的分子に対して複数個の蛍光プロ
ーブが凝集するように結合する場合の蛍光解析に特に有効である。この場合、試料Ｓに加
える蛍光プローブを多くすることにより、複数個の蛍光プローブが結合した標的分子によ
る蛍光検出イベントが増加する。また、複数個の蛍光プローブの標的分子への結合によっ
て並進拡散運動が変化するため、ＦＣＳによる蛍光解析において標的分子の検出能力が向
上される。また、フリーの蛍光プローブについては、測定領域内に複数個が滞在する場合
でも滞在タイミングがずれて同時性が小さくなるため、ビン時間幅の設定によって、フリ
ーの蛍光プローブによるイベントを効果的に除外することが可能である。
【００５７】
　標的分子に複数個の蛍光プローブが結合する場合のＦＣＳによる蛍光解析では、相関関
数Ｇ（τ）は下記の式（１０）、式（１１）
【数１０】
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【数１１】

によって求められる。ここで、式（１０）、式（１１）において、添え字ｉは標的分子に
対する蛍光プローブの結合状態が異なる場合の各蛍光成分を示している。また、αは蛍光
の発光効率に関する係数である。また、式（１１）の相関波形成分では、三重項に関する
波形部分を省略している。
【００５８】
　蛍光プローブとして１種類の分子プローブのみを用い、図１の解析装置１Ａで取得され
た測定データを式（７）の相互相関関数ＧＣ（τ）によって解析する場合、係数αｉは正
の整数の値をとり、それに応じて平均分子数＜Ｎｉ＞がそれぞれ求められる。例えば、標
的分子に対して蛍光プローブが最大で２個までしか結合しない場合、式（１０）の相関関
数Ｇ（τ）は下記の式（１２）
【数１２】

となる。ここで、添え字ｉ＝１はフリーの蛍光プローブによる蛍光成分を示し、ｉ＝２は
標的分子に蛍光プローブが１個結合した場合の蛍光成分を示し、ｉ＝３は標的分子に蛍光
プローブが２個結合した場合の蛍光成分を示している。また、この場合の蛍光プローブの
総分子数＜Ｎ＞は、下記の式（１３）
【数１３】

によって求められる。
【００５９】
　これらの式（１２）、式（１３）を用い、式（７）の相互相関関数ＧＣ（τ）について
各相関波形成分ｇｉ（τ）の係数を求めることによって、試料Ｓにおける蛍光プローブの
状態、及び標的分子の量などについての情報を取得することができる。ただし、このよう
な蛍光解析において、標的分子の量が少なくフリーの蛍光プローブが多い場合には、相関
波形は主にフリーの蛍光プローブによる蛍光成分によって表されることとなり、標的分子
についての情報を充分な精度で取得することが困難となる。
【００６０】
　このような場合、測定データＦＡ、ＦＢによる相関関数ＧＣ（τ）に代えて、解析デー
タｎＡＢによる相関関数Ｇｎｅｗ（τ）を用いることにより、標的分子の情報を好適に取
得することができる。すなわち、蛍光検出の同時性が考慮された相関関数Ｇｎｅｗ（τ）
では、フリーの蛍光プローブ、及び標的分子に１個のみ結合した蛍光プローブの分子数が
低く見積もられるため、標的分子に蛍光プローブが２個結合した分子数＜Ｎ３＞を精度良
く定量することができる。
【００６１】
　また、式（１）に示した光子数解析データｎＡＢ（ｔ）自体については、試料Ｓの測定
領域内に複数個の蛍光プローブが同時に滞在する場合の蛍光ゆらぎに相当している。この
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ため、蛍光解析については、上記した自己相関解析以外にも、解析データに対してフォト
ンバースト解析（光子数データでの検出光子数についての解析）を行うことによっても、
標的分子の情報等を取得することが可能である。なお、解析データのフォトンバースト解
析については、具体的には後述する。
【００６２】
　ここで、標的分子Ｔに対する蛍光プローブＰの特異的結合（図２参照）を利用するホモ
ジニアス・アッセイでは、具体的には例えば、標的分子を含む試料Ｓに対し、（１）反応
前の蛍光プローブの評価工程、（２）標的分子と蛍光プローブとの反応工程、及び（３）
反応後の蛍光の評価工程の３つの工程によって蛍光解析が行われる。この場合、反応前の
評価工程（１）では、式（７）の相互相関関数ＧＣ（τ）を求め、式（８）を適用して波
形解析を行って必要なパラメータの値を決定する。さらに、式（１）の解析データ、及び
式（９）の相関関数Ｇｎｅｗ（τ）による解析を行い、反応前の状態の初期値を求めると
ともに、同時性を評価する上で重要となる蛍光解析用のビン時間幅を設定する。
【００６３】
　また、反応後の評価工程（３）では、先に求めた蛍光解析用のビン時間幅を適用して式
（１）、式（９）による解析を行い、さらに、相関波形に対して式（１０）、式（１１）
を用いた波形解析を行うことにより、試料Ｓでの標的分子の量を見積もることができる。
あるいは、波形解析に代えて、式（１）の解析データに対してフォトンバースト解析を行
っても良い。なお、ビン時間幅の設定方法等については、具体的には後述する。
【００６４】
　また、自己相関関数Ｇ（τ）の算出においては、一定のビン時間幅で演算を行わず、時
間遅れτに応じてビン幅を変えて相関関数を求めるマルチプルタウ方式を用いても良い。
すなわち、一般的な自己相関関数は、下記の式（１４）
【数１４】

によって求められるが、時間遅れτが例えば１００ｎｓｅｃ～１ｓｅｃの範囲全体で一定
のビン幅１００ｎｓｅｃの分解能を適用すると演算量が膨大となり、また、時間遅れτが
大きい領域で求められる波形のＳＮ比が劣化する場合がある。
【００６５】
　これに対し、時間遅れτが大きい領域でビン時間幅が大きくなるように、時間遅れτに
応じてビン幅を変えるマルチプルタウ方式によれば、相関波形の演算量を低減するととも
に、時間遅れτが大きい領域でのＳＮ比を改善することができる。具体的には例えば、初
期ビン幅が１００ｎｓの時系列の測定データに対して解析演算を行う場合、τ＝１μｓで
は初期ビン幅１００ｎｓのままで演算を行い、τ＝１ｍｓではビン幅が１μｓとなるよう
にビニングした光子数データを用いて演算を行う方法を用いることができる。
【００６６】
　一般には、相関関数の算出において、時間遅れτが小さい領域で適用する最小ビン幅を
設定し、時間遅れτが大きい領域では最小ビン幅を整数倍したビン時間幅でビニングして
相関関数を算出する方法を用いることができる。このような演算方法は、測定制御部５０
でソフトウェア的に蛍光解析を行う構成において好適に実現することできる。すなわち、
ソフトウェア的に解析する構成では、解析演算に対する自由度が大きく、また、蛍光測定
後にデータ処理を実行できることから、例えば解析条件を変えて何回も演算を繰り返すな
ど、様々な蛍光解析を行うことが可能である。
【００６７】
　次に、解析データｎＡＢ及び相関関数Ｇｎｅｗ（τ）による蛍光解析について、その具
体例とともにさらに説明する。以下においては、蛍光解析における測定データＦＡ、ＦＢ
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の初期ビン幅となる光子計数部３５での計数時間幅を１００ｎｓとする。また、相関関数
の算出においては、基本的に上記したマルチプルタウ方式を用いるものとする。
【００６８】
　図３は、光子数測定データに対して得られる相関関数を示すグラフである。図３におい
て、グラフ（ａ）は、光検出器３１での測定データＦＡから式（２）によって算出された
自己相関関数ＧＡ（τ）を示している。また、グラフ（ｂ）は、光検出器３１、３２での
測定データＦＡ、ＦＢから式（７）によって算出された相互相関関数ＧＣ（τ）を示して
いる。これらの相関関数は、いずれも最小ビン幅を１００ｎｓとしたマルチプルタウ方式
によって算出されている。また、図３では、図１の解析装置１Ａで３秒間の蛍光測定を１
０回繰り返して得られた測定データから求められる相関関数を示している。
【００６９】
　図３の自己相関関数のグラフ（ａ）では、τ＝１μｓ程度までの速い時間領域では光検
出器のアフターパルスノイズが重畳された波形となっており、１μｓ以降の相関波形につ
いてのみ、有効に解析することができる。また、相互相関関数のグラフ（ｂ）では、三重
項状態への遷移過程が充分に観測されており、この相関波形を解析することで蛍光プロー
ブの状態を正確に知ることができる。蛍光測定における平均光子検出数は、第１光検出器
３１で３５．３ｋｃｐｓ、第２光検出器３２で３２．９ｋｃｐｓであり、ビームスプリッ
タ３０による蛍光の分岐比は約５２：４８となっている。また、グラフ（ｂ）の相関波形
について、式（８）で波形フィッティングを行った場合、各パラメータの値は
　　＜Ｎ＞：２１．４
　　τＤ：０．２５６ｍｓ
　　Ｔ：０．１２３
　　λ：０．３９６μｓ
　　ｒ０／ｚ０：０．２
と求められ、この場合の平均分子数は＜Ｎ＞＝２１．４となっている。
【００７０】
　図３と同一の測定データＦＡ、ＦＢについて、式（１）の解析データｎＡＢを求め、さ
らに式（９）の同時性を考慮した相関関数Ｇｎｅｗ（τ）を算出した結果を図４に示す。
図４においては、ビニングによって初期ビン幅１００ｎｓよりも大きい所定の時間幅を最
小ビン幅としてマルチプルタウ方式によって算出された相関関数を示している。また、図
４において、グラフＡ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４は、それぞれ最小ビン幅を６．４μｓ、２５
．６μｓ、１０２．４μｓ、４０９．６μｓとしたときの相関関数を示している。ここで
、例えばビン幅６．４μｓの光子数データは、初期ビン幅１００ｎｓの光子数データを６
４個ずつ加算するビニング処理によって得られる。また、初期ビン幅よりも大きい時間幅
を最小ビン幅としているのは、最小ビン幅１００ｎｓでは同時性を考慮することでほとん
どのビンの計数値が０になってしまうためである。
【００７１】
　図４のグラフＡ１～Ａ４より、相関関数Ｇｎｅｗ（τ）を求める際の最小ビン幅を大き
くすることにより、１／＜Ｎ＞に相当する相関関数のｙ切片が小さくなり、測定領域内で
の同時性が考慮された蛍光プローブの平均分子数＜Ｎ＞が増加することがわかる。この図
４の相関関数に対し、分子数＜Ｎ＞以外のパラメータについて図３のグラフ（ｂ）で求め
た上記のパラメータ値を適用して波形フィッティングによる解析を行うことにより、グラ
フＡ１～Ａ４のそれぞれについて各最小ビン幅での平均分子数＜Ｎ＞が求められる。
【００７２】
　図５は、相関関数Ｇｎｅｗ（τ）から求められる分子数のビン幅依存性を示すグラフで
ある。図５において、横軸はマルチプルタウ方式による相関関数の算出での最小ビン時間
幅（ｓｅｃ）を示し、縦軸は各最小ビン幅での相関関数のｙ切片から求められる平均分子
数＜Ｎ＞を示している。ここで、光子数解析データｎＡＢでは、時系列の測定データにお
いて計数値が０のビンが存在することを前提として同時性を評価している。このため、ビ
ニング処理によってビン時間幅当たりの蛍光量が増えて計数値が０となる頻度が低くなる
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求めて同時性を評価する効果が充分に得られていない。
【００７３】
　一方、例えばビン幅を６．４μｓとした場合の相関関数Ｇｎｅｗ（τ）では、図３のグ
ラフ（ｂ）の相関関数ＧＣ（τ）で２１．４個であった平均分子数＜Ｎ＞が６．１個まで
減少している。これは、解析データｎＡＢで蛍光検出の同時性を考慮することにより、試
料Ｓの測定領域内にある見かけ上の分子数が少なく見積もられたことを示すものである。
このような解析条件は、上述したように、標的分子に対して複数個の蛍光プローブが凝集
するように結合する場合の蛍光解析において、複数個のフリーの蛍光プローブによるバッ
クグラウンドイベントの影響が低減されるなどの点で特に有効である。
【００７４】
　図６は、光子数測定データに対して得られる相関関数の他の例を示すグラフである。図
６のグラフは、図３の場合よりも蛍光プローブの濃度が低い条件で蛍光測定を行って得ら
れた相互相関関数ＧＣ（τ）を示している。このグラフにおいて、蛍光測定における平均
光子検出数は、第１光検出器３１で２．３ｋｃｐｓ、第２光検出器３２で２．２ｋｃｐｓ
であり、ビームスプリッタ３０による蛍光の分岐比は約５１：４９となっている。また、
図６のグラフの相関波形について、式（８）で波形フィッティングを行った場合、各パラ
メータの値は
　　＜Ｎ＞：１．６６
　　τＤ：０．２５６ｍｓ
　　Ｔ：０．２４７
　　λ：２．２８μｓ
　　ｒ０／ｚ０：０．２
と求められ、この場合の平均分子数は＜Ｎ＞＝１．６６となっている。
【００７５】
　図７は、図６と同一の測定データについて、相関関数Ｇｎｅｗ（τ）から求められる分
子数のビン幅依存性を示すグラフである。このグラフにおいて、例えばビン幅を６．４μ
ｓとした場合の相関関数Ｇｎｅｗ（τ）では、図６の相関関数ＧＣ（τ）で１．６６個で
あった平均分子数＜Ｎ＞が０．２７個まで減少している。これらの図５、図７のグラフか
らわかるように、蛍光解析において光子数測定データ、解析データをビニングする場合の
ビン時間幅については、相関関数から求められる分子数のビン幅依存性を参照してビン時
間幅を設定することが好ましい。また、分子数のビン幅依存性は、蛍光プローブの濃度等
の条件によって変化するが、条件が同じであれば再現性は高いと考えられる。
【００７６】
　次に、光子数測定データＦＡ、ＦＢから解析データｎＡＢへのデータ変換について説明
する。同時性を考慮した解析データは、一般には、ＦＡ・ＦＢ＝０の場合に
【数１５】

となり、ＦＡ・ＦＢ＞０の場合に所定の関数ｆで
【数１６】

となるように求められる。また、ＦＡ・ＦＢ＞０の場合の解析データの具体的な算出方法
としては、上記に例示した相乗平均による解析データｎＡＢ
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【数１７】

を用いることができる。これにより、蛍光検出の同時性が考慮された蛍光解析を好適に実
行することができる。また、この方法では、ＦＡ・ＦＢ＝０の場合においても、相乗平均
の上記関数でｎＡＢ＝０となる。
【００７７】
　また、ＦＡ・ＦＢ＞０の場合の解析データの他の算出方法としては、相加平均による解
析データｎＡＢ

【数１８】

を用いることができる。なお、この方法では、相加平均の上記関数ではＦＡ、ＦＢの一方
のみが０の場合にｎＡＢ＝０とならない。このため、ＦＡ・ＦＢ＝０の場合については、
別にｎＡＢ＝０と定義する。
【００７８】
　あるいは、ＦＡ・ＦＢ＞０の場合の解析データのさらに他の算出方法としては、調和平
均による解析データｎＡＢ

【数１９】

を用いることができる。これにより、相乗平均の場合と同様に、蛍光検出の同時性が考慮
された蛍光解析を好適に実行することができる。また、この方法でも、ＦＡ・ＦＢ＝０の
場合については、別にｎＡＢ＝０と定義する。
【００７９】
　あるいは、ＦＡ・ＦＢ＞０の場合の解析データのさらに他の算出方法としては、測定デ
ータの積による解析データｎＡＢ

【数２０】

を用いても良い。ただし、この積による解析データは、他の相乗平均、相加平均、調和平
均による解析データとは性質が異なっている。
【００８０】
　一般には、解析データｎＡＢ（ｔ）の算出において、ＦＡ・ＦＢ＞０の場合には、相乗
平均、相加平均、調和平均、または積のいずれかとなる関数ｆ（ＦＡ、ＦＢ）で解析デー
タｎＡＢを求めることが好ましく、特に、相乗平均、相加平均、または調和平均のいずれ
かとなる関数ｆ（ＦＡ、ＦＢ）で解析データｎＡＢを求めることが好ましい。
【００８１】
　図８は、相関関数から求められる分子数のビン幅依存性を示すグラフである。図８にお
いて、グラフ（ａ）は図５に示した蛍光プローブの濃度が高い場合のグラフに対応し、グ
ラフ（ｂ）は図７に示した濃度が低い場合のグラフに対応している。また、グラフ（ａ）
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において、グラフＢ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４は、それぞれ解析データの算出に相乗平均、相
加平均、調和平均、積を用いた場合の分子数＜Ｎ＞を示している。グラフ（ｂ）における
グラフＣ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４についても同様である。
【００８２】
　また、図９は、図８のグラフ（ａ）に示した蛍光プローブの濃度が高い条件における、
光子数解析データに対して得られる相関関数を示すグラフである。図９において、グラフ
（ａ）は、ビン幅を６．４μｓとした場合の相関関数を示し、グラフＤ１、Ｄ２、Ｄ３、
Ｄ４は、それぞれ解析データの算出に相乗平均、相加平均、調和平均、積を用いた場合の
相関関数を示している。また、図９のグラフ（ｂ）は、ビン幅を１０２．４μｓとした場
合の相関関数を示し、グラフＥ１、Ｅ２、Ｅ３、Ｅ４は、それぞれ解析データの算出に相
乗平均、相加平均、調和平均、積を用いた場合の相関関数を示している。
【００８３】
　これらのグラフに示すように、相乗平均、相加平均、及び調和平均による解析データを
用いた場合は、いずれも分子数＜Ｎ＞のビン幅依存性について同様の傾向を示している。
一方、積による解析データを用いた場合は、自己相関演算において平均強度とゆらぎとが
同じように変動するため、相関波形のｙ切片、及びそれによって求められる分子数＜Ｎ＞
は、ほぼ一定値を示す結果となっている。また、上記のいずれの場合でも、相関関数（図
９参照）については、分子数＜Ｎ＞以外のパラメータについて、相互相関関数から求めた
パラメータ値を適用して波形フィッテイングによる解析を行うことが可能である。
【００８４】
　図８のグラフ（ａ）に示す例では、上記したように相乗、相加、調和平均について同様
の傾向を示している。これは、この測定例では光検出器３１、３２での平均光子検出数が
３５．３ｋｃｐｓ、３２．９ｋｃｐｓであり、例えば６．４μｓのビン幅では平均計数値
が０．２２となる。このため、各ビンでの計数値の多くが０、１、２のいずれかとなり、
光検出器間の検出の偏りについて、相乗、相加、調和平均で大きな差が無いことによる。
これらの相乗、相加、調和平均のうちでは、蛍光ゆらぎを過剰に評価しないことから、相
乗平均、及び調和平均が特に解析データの算出に適していると考えられる。
【００８５】
　次に、光子数解析データｎＡＢ（ｔ）のフォトンバースト解析について説明する。フォ
トンバースト解析は、時系列の光子数データに対し、その各ビンでの検出光子数及びその
時間変化について解析することで、測定領域内での蛍光プローブの個数等についての情報
を得る解析方法である。
【００８６】
　図１０は、時系列の光子数データでの計数値（ビン当たりの検出光子数）の分布の一例
を示すグラフである。図１０に示す計数値分布は、図３～図５に示した蛍光プローブの濃
度が高い場合の測定結果によるものである。図１０のグラフ（ａ）は、光検出器３１、３
２での測定データＦＡ、ＦＢを加算した光子数データにおいて、ビニングによってビン幅
を３０７．２μｓとしたときの計数値分布を示している。ここで、この図１０の測定例で
は、測定データＦＡ、ＦＢでの平均光子検出数を加算すると６８．２ｋｃｐｓとなり、分
子数が＜Ｎ＞＝２１．４であることから、１分子当たりの蛍光強度は約３．２ｋｃｐｓで
ある。上記のビン幅は、この蛍光強度を考慮し、蛍光プローブ１分子に対応する計数値が
約１となるように選択している。このため、グラフ（ａ）において、そのピーク計数値は
およそ２１となっている。
【００８７】
　一方、図１０のグラフ（ｂ）は、ビン幅６．４μｓで相乗平均による解析データｎＡＢ

を求め、さらにビニングによってビン幅を３０７．２μｓとしたときの計数値分布を示し
ている。この場合、測定データＦＡ、ＦＢの平均という点でいうと、計数値０．５が蛍光
プローブ１分子に相当することとなる。このグラフ（ｂ）では、計数値が５以上で２つ以
上のビンをまたいで発光するような現象について、その識別が容易になる。すなわち、図
１０の例では、例えば１０個程度の蛍光プローブが標的分子に凝集、結合する反応系の場
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合、測定データのグラフ（ａ）ではフリーの蛍光プローブによるイベントに埋もれてしま
い識別が困難であるが、蛍光検出の同時性が考慮された解析データのグラフ（ｂ）ではそ
れらを識別することが可能である。
【００８８】
　図１１は、光子数データでの計数値の分布の他の例を示すグラフである。図１１に示す
計数値分布は、図６、図７に示した蛍光プローブの濃度が低い場合の測定結果によるもの
である。図１１のグラフ（ａ）、（ｂ）は、それぞれ図１０のグラフ（ａ）、（ｂ）と同
様に求められた計数値分布を示している。ここで、この図１１の測定例では、測定データ
ＦＡ、ＦＢでの平均光子検出数を加算すると４．５ｋｃｐｓとなり、分子数が＜Ｎ＞＝１
．６６であることから、１分子当たりの蛍光強度は約２．６ｋｃｐｓである。このとき、
上記のビン幅では、蛍光プローブ１分子に対応する計数値は約０．８となっている。
【００８９】
　図１１のグラフ（ｂ）では、計数値１の頻度が１４２、計数値２の頻度が１となってお
り、その他のイベントは全て計数値が０となっている。このような測定結果では、上記し
た３０７．２μｓのビン幅で例えば計数値０．４を基準としてフォトンバースト解析を行
うことが可能である。
【００９０】
　標的分子に対して複数個の蛍光プローブが結合する反応系では、解析データｎＡＢが０
よりも大きくなる確率は非常に高い。このため、相乗平均などによる解析データを用いる
ことで、フリーの蛍光プローブなどによるバックグラウンドイベントを低減した形での蛍
光解析が可能となる。ただし、フォトンバースト解析は相対的な評価であるため、濃度が
既知の測定試料についてあらかじめ測定を行って検量線を作成し、その検量線を参照して
解析を行うことが好ましい。また、同時性を考慮した解析データの算出方法については、
フォトンバースト解析においても、相乗、相加、調和平均のいずれを用いても大きな差は
無かった。また、積については、分散が大きくなる傾向があるため、解析データの算出方
法としては相乗平均等が適しているものと考えられる。
【００９１】
　本発明による蛍光解析装置、及び蛍光解析方法は、上記実施形態及び構成例に限られる
ものではなく、様々な変形が可能である。例えば、蛍光測定に用いられる蛍光顕微鏡等の
装置構成については、図１はその一例を示すものであり、具体的には様々な構成を用いて
良い。また、上記した蛍光解析法は、測定試料に１種類の蛍光プローブのみを加える場合
以外にも、様々な条件での蛍光測定に対して適用可能である。また、上記した蛍光解析装
置及び解析方法は、フリーの蛍光プローブの影響を抑制できることから、例えば分子間相
互作用における結合力が弱い反応系に対する蛍光解析法として有効であると考えられ、こ
れまでＥＬＩＳＡ法等に適用できなかった抗原抗体反応の組合せについても適用できる可
能性がある。
【産業上の利用可能性】
【００９２】
　本発明は、測定領域内にある蛍光プローブからの蛍光を測定することによる測定試料の
蛍光解析を好適に実行することが可能な蛍光解析装置、及び蛍光解析方法として利用可能
である。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】蛍光解析装置の一実施形態の構成を示す図である。
【図２】蛍光解析装置による解析対象の一例を示す図である。
【図３】光子数測定データに対して得られる相関関数を示すグラフである。
【図４】同時性を考慮した光子数解析データに対して得られる相関関数を示すグラフであ
る。
【図５】相関関数から求められる分子数のビン幅依存性を示すグラフである。
【図６】光子数測定データに対して得られる相関関数を示すグラフである。
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【図７】相関関数から求められる分子数のビン幅依存性を示すグラフである。
【図８】相関関数から求められる分子数のビン幅依存性を示すグラフである。
【図９】同時性を考慮した光子数解析データに対して得られる相関関数を示すグラフであ
る。
【図１０】光子数データでの計数値の分布を示すグラフである。
【図１１】光子数データでの計数値の分布を示すグラフである。
【符号の説明】
【００９４】
　１Ａ…蛍光解析装置、Ｓ…測定試料、１０…試料ホルダ、２０…対物レンズ、２１…ダ
イクロイックミラー、２２…励起光源、２３…光フィルタ、２４…反射ミラー、２５…結
像レンズ、２６…ピンホール、２７…コリメートレンズ、
　３０…ビームスプリッタ、３１…第１光検出器、３２…第２光検出器、３３…第１検出
信号処理部、３４…第２検出信号処理部、３５…光子計数部、５０…測定制御部、５１…
解析データ生成部、５２…測定結果解析部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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