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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１端部分及び第２端部分を有し、前記第１端部分が、分析されるべき粒子を含む試料
流体中への直接挿入できるように、吊り下げられるように構成されている毛管と、
　光源と、
　前記光源からの光を受けてこれを集束させ、矩形ビームを形成して、その矩形ビームを
前記毛管に向け、前記毛管内に分析領域を構成する光学系と、
　前記毛管の第２端部分に接続されたポンプであって、前記ポンプは、ある体積の前記試
料流体を、前記第１端部分を通して前記毛管内へ吸い込み、前記分析領域を通過させるよ
うに構成されているポンプと、
　前記矩形ビームによって励起された粒子によって放出された蛍光を検出する少なくとも
一つの第１検出器と、
　第１、第２及び第３接続を有するＴ字型構造であって、前記第１接続は、前記毛管の前
記第２端部分に連結され、前記第２接続は、前記導管を介して前記廃棄物溜に連結され、
前記第３接続は、前記ポンプに連結され、前記導管は、前記毛管の内部断面より大きい直
径を有する、Ｔ字形構造と、
　前記導管に配置されたバルブであって、前記バルブが閉じられているとき、前記ポンプ
は前記試料流体を前記毛管の前記第１端部分から吸い込んで前記毛管を通し、前記バルブ
が開かれているとき、前記ポンプは反転して、毛管を通して前に吸った試料流体を、前記
導管を通して前記廃棄物溜へ排出する、バルブと、を備える、
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　前記導管の直径は、前記毛管の直径の１０倍以上である、粒子分析装置。
【請求項２】
　前記分析領域を通過する粒子によって散乱された光を検出する第２検出器を更に有する
、請求項１記載の粒子分析装置。
【請求項３】
　前記ポンプは、既知の体積の前記試料流体を前記分析領域を通して吸い込むことができ
るように形成され、それによって、前記試料流体中の粒子の濃度を測定することができる
、請求項２記載の粒子分析装置。
【請求項４】
　前記ポンプは電気的に作動されたポンプである、請求項１記載の粒子分析装置。
【請求項５】
　前記ポンプは、シリンジポンプである、請求項１記載の粒子分析装置。
【請求項６】
　前記ポンプは、所定の方法で移動可能なプランジャを有するシリンジポンプである、請
求項１記載の粒子分析装置。
【請求項７】
　前記毛管は、矩形の内部断面を有する、請求項１記載の粒子分析装置。
【請求項８】
　前記毛管は、円形の内部断面を有する、請求項１記載の粒子分析装置。
【請求項９】
　異なる波長で蛍光を発する粒子からの光を検出する複数の第１検出器を有する、請求項
１記載の粒子分析装置。
【請求項１０】
　前記分析領域は、前記ビームの厚さと前記毛管の壁とによって構成される、請求項１記
載の粒子分析装置。
【請求項１１】
　前記光学系は、約２０μｍの厚さと約４００μｍの幅を有するシート状の矩形ビームを
形成し、その矩形ビームを前記毛管に向けるように構成されている、請求項１記載の粒子
分析装置。
【請求項１２】
　前記毛管の少なくとも一部分を受け入れるように構成された通路を有するブロックを更
に備え、前記ブロックは、前記毛管を位置決めし、かつ前記吊り下げられた第１端部分が
前記試料流体内に浸るようにする手段を備える、請求項１記載の粒子分析装置。
【請求項１３】
　１つ以上の試料流体を保持するための１つ以上のホルダを支持する部材を更に有し、前
記部材は、前記毛管に対して前記１つ以上のホルダを位置決めするように移動可能である
、請求項１記載の粒子分析装置。
【請求項１４】
　前記部材は、前記毛管に対して、垂直方向に移動自在であり、及び／又は、回転自在で
ある、請求項１３記載の粒子分析装置。
【請求項１５】
　前記試料流体は、使用中、前記毛管内の前記分析領域を満たす、請求項１記載の粒子分
析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に、粒子又は細胞分析器及び方法に関し、より詳細には、粒子又は細
胞を含有する試料溶液を、成形した光ビームに見せるために、キャピラリを通して吸い込
む粒子又は細胞分析及び方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　個々の粒子の又は細胞の検出及び分析は、医学的研究及び生物学的研究において重要で
ある。濃度、数、生存能力、同定及び大きさのような、粒子の特徴を測定することができ
ることは特に重要である。ここに記載された個々の粒子又は細胞は、例えば、細菌、ウイ
ルス、ＤＮＡ断片、細胞、分子、及び全血の成分を含む。
【０００３】
　典型的には、粒子のかかる特徴は、フローサイトメータ（flow cytometers）を使用し
て測定される。フローサイトメータでは、本来的に蛍光性の粒子か、蛍光マーカー又はラ
ベルで標識された粒子のいずれかが、被覆流体中で流体力学的に収束され、粒子又はラベ
ルを励起して蛍光の発生を引き起こす放射エネルギーのビームを通過させられる。一つ以
上の光検出器が、粒子が光ビーム中を流れるときに、選択された波長で粒子又はラベルに
よって放出された蛍光を検出し、粒子を表す出力信号を発生する。ほとんどのサイトメー
タでは、光検出器が、光の前方散乱を測定するのにも使用されて、全ての粒子の存在及び
大きさをを示す信号を発生する。
【０００４】
　米国特許第５５４７８４９号には、未処理の生物学的流体試料を蛍光標識した結合剤と
反応させる走査型映像サイトメータが記載されている。反応した試料が所定の寸法の毛管
内に封入される前に、反応した試料は最小限の処理を受ける。
毛管は封入した試料とともに光学的に走査され、蛍光励起が、毛管に沿った複数の円柱状
の領域から記録される。各円柱状の領域は、一般的に、励起ビームのスポットサイズと毛
管の深さ寸法とによって定められる。空間フィルタの十分なピンホール直径は、各円柱状
領域で全ての蛍光目標を同時に容積的に検出できるように選択される。細胞の成分又は粒
子は、それらの濃度として特定される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、高い粒子選択性を有する粒子分析器及び方法を提供することにある。
【０００６】
　本発明の別の目的は、小型で高い感受性の粒子分析器を提供することにある。
【０００７】
　本発明の更に別の目的は、免疫学、微生物学、細胞生物学、血液学及び細胞分析に使用
するための携帯式の粒子分析器及び方法を提供することにある。
【０００８】
　本発明の更なる目的は、試料流体の小体積中の粒子を計数し、粒子の特徴を決定するた
めの、使用するのが容易な高価でない粒子分析装置を提供することにある。
【０００９】
　本発明の更に別の目的は、低濃度試料流体の小体積を分析するための粒子分析器及び方
法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の上述の目的及び他の目的は、毛管の中を流れる試料流体中の粒子を分析する粒
子分析装置によって達成され、毛管は、試料流体中へ挿入のための吊り下げた試料採集端
と、毛管を通して試料溶液及び粒子を吸い込むための、他端に連結されたポンプとを有す
る。照明源は、光ビームを、毛管の所定の容積を通して放射して、その所定の容積の中を
流れる粒子に当てるために提供される。少なくとも一つの検出器が、励起した蛍光を発す
る粒子によって放出された蛍光を受けるために配置され、出力信号が作られ、それによっ
て、検出器からの出力信号を、粒子の特性を表すのに使用することができる。
【００１１】
　粒子を含有する試料を分析する方法は、試料を、粒子が光源によって照明されるキャピ
ラリ容積を通して吸い込むことを含み、光源によって励起された標識した粒子からの散乱
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光及び蛍光が、検出されて出力信号を提供し、出力信号は処理されて試料の分析を提供す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の上述の目的及び他の目的は、添付の図面と関連して読むときに、以下の詳細な
説明からより明らかに理解されるであろう。
【００１３】
　図１を参照すると、本発明の一つの実施形態による粒子分析器が概略的に図示される。
ここに使用される「粒子」とは、粒子及び細胞、例えば、細菌、ウイルス、ＤＮＡ断片、
血液細胞、分子及び全血の成分を意味する。毛管１１は、キュベット又はガラス瓶１４内
に保持された試料溶液１３内に浸されるようになっている吊り下げ端１２を有する。四角
い毛管が図示されているけれども、毛管は、円筒形、又は、例えば、マイクロチャンネル
のような他の形状のものでもよいことが明らかになるであろう。試料流体は、矢印６によ
って示されるように、毛管の端の中へ吸い込まれる。ほどなく説明されるように、流体又
は液体の試料は、毛管の他端に連結された目盛り付きのポンプによって、毛管を介して吸
い込まれる。寸法すなわち毛管１１のボアは、粒子１８が観察又は分析容積１９を通過す
る際に、粒子１８が単独になるように選択される。光源、好ましくは、レーザー２１は、
選択した波長の光２２を放射する。光は集束光学系２３によって受けられ、集束光学系２
３は、前記光を集束させてビーム２４を形成し、かつ、ビーム２４を毛管へ向け、毛管で
は、ビーム２４が分析容積を通過する。集束光学系は、平らで薄い矩形のビームを形成す
るように形成され、ビームは毛管１１に当たる。平らなビームの厚さ及び毛管の肉厚が、
分析容積を定める。検出容積を横切る全ての粒子、即ち、蛍光を発するように標識された
粒子及び非標識粒子を計数するため、散乱光が検出される。或る実施形態では、ビーム遮
断物２６が、ビームが毛管１１を通過した後、ビームを遮るように位置決めされている。
ビームを通過する粒子によって散乱した光が、レンズ２８によって検出器２７へ向けられ
る。検出器は、粒子がビームを通過して光を散乱するとき、ピーク２９によって図示した
もののような出力信号を提供する。ピークの大きさは粒子の大きさに対応し、ピークの出
現は、容積１９中の粒子（蛍光性又は非蛍光性）が光の薄いビームを横切ったことを示す
。別の方策は、図１５に示すように、軸外し検出器を採用することである。かかる場合に
は、ビーム遮蔽物は必要ない。下記の粒子を検出するインピーダンス法もある。
【００１４】
　もし、粒子が本来的に蛍光性であれば、或いは、粒子が蛍光染料で標識されていれば、
粒子が、蛍光を励起する光の薄いビームによって定められた容積を通過する際に、固有波
長で光３１を放射するであろう。蛍光は、ビーム軸線に対して或る角度で検出され、した
がって、直接ビーム光は検出されない。図１乃至３の実施形態では、集光レンズ３２が粒
子からの蛍光を受け、蛍光を検出器３６及び３７に集束させる。我々は、初めに我々が、
いかなる迷光をも遮断するために、薄いビームの方向に向けたスリット３３又は３４を入
れたことを知っている。しかしながら、我々は、ビームが薄い平らなビームへ適当に集束
されるならば、迷光は問題でなくなることを知っている。これは、スリットを注意深く整
列させる必要がないので、分析器の組立を大変簡単化する。光は二色性ビームスプリッタ
へ当たり、ニ色性ビームスプリッタは、選択された波長の光を、フィルタ３９を介して検
出器３６へ通し、かつ、他の選択された波長の光を偏光して、フィルタ４１を介して光検
出器３７へ通す。例えば、ニ色性ビームスプリッタは、６２０ｎｍ未満の波長を有する光
を反射し、かつ、より大きな波長を有する光を透過させる。フィルタ３９及び４１は、蛍
光を発する粒子に期待された蛍光波長に対応する波長を通すように選択される。或る実施
例では、フィルタ３９及び４１は、それぞれ、５８０ｎｍ及び６７５ｎｍの光を通すよう
に選択される。これは、光ビームに応答してこれらの波長で放射する蛍光物質で標識され
た粒子の識別及び計数を可能にした。光検出器の出力は、４２及び４３で概略的に示すよ
うなパルスである（図１参照）。
【００１５】
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　図２及び図３は、支持盤５１に取り付けられた上記の実施形態による粒子分析器の構成
要素を示す。支持盤５１は、吊り下げた毛管１１を受け入れかつ支持するようになってい
る光学ブロック５２を支える。毛管１１は、ハブ５３を有し、ハブ５３は、窪み５４に入
れられて毛管を光学ブロック内に保持しかつ位置決めする（図３及び図６）。毛管１１は
、毛管１１を狭いスロット（図示せず）にねじ込むことによって、光学ブロック５２内に
位置決めされ、ねじ穴５６及び５７に挿入されたナイロン付き止めねじによって適所に保
持される。毛管が光学ブロックの中に挿入されるとき、毛管を視界口５８から観察するこ
とができる。毛管の端は、試料液体又は試料を含むガラス瓶又はキュベット内へ挿入する
ために、吊り下げられて下方に延びる。毛管を他の支持構造によって位置決めし、かつ吊
り下げることができることは明らかである。
【００１６】
　或る実施形態では、二つのアーム５９を有する回転自在なガラス瓶支持部材が、ベース
に固定されたガイド柱６０によって、回転自在かつ摺動自在に受け入れられる。ガラス瓶
ホルダ６１が各アームの端に配置される。運転中、ガラス瓶支持部材を、ガイド柱５９に
沿って下向きに移動させ、回転させてガラス瓶を毛管の下に持ってきて、上向きに移動さ
せ、それによって、毛管の端を試料流体に浸す。試料流体が分析されているとき、別の試
料流体を有する別のガラス瓶が他のガラス瓶ホルダに配置され、それによって、先の試料
の分析が完了したら直ちに、別のガラス瓶を毛管の先端と協働的な関係に持ってくること
ができる。
【００１７】
　レーザ及びビーム２４を形成する集束光学系用のハウジング２３は、取付ブロック６２
で支持される。集束光学系は図４及び図５に示される。集束光学系はレーザ２１から平行
光２２を受けて、光ビーム２４を発生させ、光ビーム２４は毛管１１に当たる。集束光学
系は、例えば、第一平凸レンズ６３、第二平凸レンズ６４、及び、シリンドリカルレンズ
６６を含むのがよい。レンズ組立体の働きは、シート状の薄い矩形ビームを形成すること
であり、一例では、毛管の長手方向に沿って厚さが２０μｍ、垂直方向に４００μｍ幅で
あり、それによって、試料の矩形容積が照明される。図４及び図５の矢印６７及び６８は
、それぞれ、ビームの薄く広い形状を示す。
【００１８】
　光検出器２７は、光学ブロック５２に取り付けられ、ビーム２４の軸線に関して軸線方
向に支持される。ビーム遮断棒２６は、光学ブロック５２内に取り付けられ、直接ビーム
が毛管１１を通過した後で、直接ビームを遮って阻止する。ビーム遮断棒２６の周囲を通
る散乱光は、レンズ２８によって検出器２７に集光される。かくして、散乱光は、観測容
積１９を通過したあらゆる標識粒子又は非標識粒子についての出力信号を提供し、かくし
て、全粒子数を提供する。そのうえ、検出器の出力は、粒子の粒子又はクラスタの通過の
表示であり、かつ、粒子中の粒子又はクラスタの寸法の表示である。以下に説明するよう
に、これは、蛍光信号と共に得られ、試料の分析を可能にする。検出器２７が軸線を外れ
て配置されるならば、検出器２７は散乱光だけを受けるであろうし、ビーム遮断棒は必要
ない。その上、この検出器２７は、低レベル粒子信号を隠すことがある広帯域レーザ雑音
を伝える前方向の迷光に対して小さい感度をもつであろう。
【００１９】
　上述のように、固有の蛍光粒子、又は、蛍光染料又は蛍光物質で標識されている粒子か
らの蛍光によって放射された光は、ビーム軸線に対してある角度で検出される。図２を参
照すると、集光レンズ３１は、光学ブロック５２によって支持される。集光レンズ３１は
、蛍光を受光し、それを検出器３６及び３７に集光し、検出器３６及び３７は、光電子増
倍管、電荷結合ダイオード（ＣＣＤｓ）又は他の光検出器であるのがよい。より詳細には
、集光レンズ３１からの蛍光は、ビームを二つの波長に分割するニ色ビームスプリッター
３８に当たり、一つは、ニ色ビームスプリッタを通過し、一つは、ニ色ビームスプリッタ
３８によって反射される。フィルタ３９及び４１は、蛍光波長の光だけを通し、他の波長
の光を遮光するように、透過光及び反射光を濾光する。スリット３３及び３４が存在すれ
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ば、それらは、薄い矩形ビーム２４によって形成された容積１９の外側領域からのどんな
迷光をも遮光する。しかしながら、上述のように、迷光の作用が最小にされるから、スリ
ットを必要としなくともよい。光電子増倍管又は他の光検出器は、それぞれ、濾光した波
長の光の強度を表す出力信号を提供する。上述のように、ニ色ビームスプリッタは、６２
０ｎｍ未満の波長を有する光を反射し、より長い波長を有する光を透過する。フィルタ３
９は５８０ｎｍの光を通し、一方、フィルタ４１は６７５ｎｍの光を通す。これは、独立
に計数されるべき５８０ｎｍ及び６７５ｎｍで光を放射する蛍光物質で標識されている粒
子の分析を可能にする。光電子増倍管の出力は、図１に概略的に示したもののように、特
定の波長の光を放射する各粒子について一つのパルス４２及び４３である。フィルタのた
めに選択された波長が、粒子に添付されたマーカー又はラベルの蛍光波長によることは明
らかである。
【００２０】
　容積測定法で流体中の粒子を識別して計数するため、流体の体積は、所定の容積中で検
出された粒子の和と相関しなければならない。本発明では、流体試料は、電気的に作動さ
れ構成されたポンプ即ちシリンジ７１によって、一定の速度で毛管の中を通って吸い込ま
れる（図６）。ポンプは、既知の容積の試料を毛管の中を通して吸い込むことができる他
のタイプのポンプでもよい。ポンプは、毛管に、導管即ちチューブ７２によって連結され
る。これは、毛管１１を、清浄な毛管や、粒子若しくは細胞の種々のタイプ及び寸法に必
要とされるであろう異なる直径を有する毛管に交換することを可能にする。図示したよう
に、ポンプはシリンジポンプからなり、シリンジポンプ内でプランジャ７３を動かすこと
によって、試料流体が毛管の中へ吸い込まれる。ポンプ７１はまた、バルブ７６を有する
廃棄物導管、即ちドレイン導管７４に接続される。バルブが閉じているとき、ポンプは、
試料をガラス瓶又はキュベットから毛管１１を通して検出容積１９を通過して吸い込む。
分析が完了した後、バルブ７６が開かれ、それによって、プランジャ７３の方向の反転に
より、流体を、導管７４を通して廃棄物容器７７へ流れ込ませる。本発明の特徴によれば
、廃棄物チューブ７４の直径は、毛管の直径の多数倍、即ち１０倍以上になるように選択
され、それによって、シリンジからの実質的に全部の流体が廃棄物の中へ放出される。例
えば、直径に１０倍の比率があれば、無視できる量である、流体のたった１／１００００
が毛管の中を通って戻るであろう。
【００２１】
　ポンプは、プランジャ７３の所定の移動が、試料の既知の体積を、毛管を通して吸い込
むように設計される。プランジャを既知の距離だけ移動することによって、流体をポンプ
内へ吸い込み、次いで、流体を放出し、放出した流体の体積を測定することによって、ポ
ンプを各毛管について較正することができる。その後は、プランジャの所定の移動のため
、分析容積の中を流れる試料の体積が分かる。プランジャの移動量を測定するか、プラン
ジャの移動が時間の関数として目盛り付けされているならば、体積は、プランジャを移動
させる時間を測定するかのいずれかによって決定される。シリンジポンプを説明するが、
毛管を通して流体の既知の体積を吸い込むことができる他のタイプのポンプを使用しても
よい。
【００２２】
　好ましくは、毛管は、矩形形状のものである。図７及び図８は、図７の領域８２、又は
図８の領域８３上で除かれる不透明コーティング８１を有する毛管を示す。図７の実施形
態では、ビームは、ビーム２４を受け入れる、矩形形状を有する窓８２を貫通する。図８
では、スリットは、毛管の壁をマスクし、壁による光の回折を防止する。二つのマスクの
組み合わせは、検出光を、毛管の中を移動する粒子によって放出されたものに制限し、い
かなる迷光も遮る。
【００２３】
　図９及び図１０を参照すると、今、蛍光を発しない粒子と、本来的に蛍光を発し、或い
は、二つの異なる波長、例えば５８０ｎｍ及び６７５ｎｍで蛍光を発するようにマークさ
れ又は標識された粒子とを含有する試料を分析する装置の作動例を提供する。
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【００２４】
　シリンジポンプのプランジャ７３が延ばされてポンプを空にした状態で、粒子を含む試
料ガラス瓶を、毛管１１の端を試料に浸すように位置決めされる。次いで、制御装置１２
１から制御信号を付与してポンプ７１を始動させることによって、試料を、毛管を通して
吸い込む。制御装置１２１は、処理装置１２２からの指令を受ける。ポンプ７１を一定速
度で駆動させ、それによって、分析容積１９を通過する試料の体積を、計数期間を計るこ
とによって測定することができる。
新たな試料が分析容積１９に到達したことを確実にするために、所定の時間の間、試料が
ガラス瓶から吸い込まれた後、処理装置は、散乱光検出器からの出力２９と光検出器から
の出力４２及び４３とを処理することを開始し、分析容積を通過する試料の既知の体積を
示す所定の時間の間それを行う。処理時間は、図１０Ａに曲線１２３によって概略的に図
示される。図１０Ｂは、散乱光検出器からの出力パルス２８を図示する。軌跡１２４を与
える単独の粒子と、軌跡１２６を与える集団の粒子とがあることが分かる。図１０Ｃは、
第一の波長、例えば、６７５ｎｍで蛍光を発する粒子について軌跡１２６を示す。注目す
べきは、集団１２６が、三つのかかる粒子を含むという事実である。図１０Ｄは、別の波
長、例えば、７５０ｎｍで蛍光を発する粒子について軌跡１２７を示す。注目すべきは、
一つのかかる粒子１２８も集団１２６中にある事実である。処理装置は、多数の分析周期
を取り出すことができる。最後に、分析が完了したときに、処理装置は、制御装置に、バ
ルブ７６を開き、ポンプを逆転させて、分析済みの試料を廃棄物容器７７へ放出するよう
に指示する。次いで、新たな試料キュベットを取り付け、新たな試料を分析することがで
きる。処理装置は、多数の周期に関して計数値を平均し、かつ、種々の粒子の濃度、粒子
の数等を表わす出力を作るように計数値を処理するように形成することができる。適当な
ラベル又はマーカーを使用すれば、生存能力検査及び抗体スクリーニング検査を行うこと
ができ、或いは、細胞消滅をモニターすることができる。
【００２５】
　装置をニ色分析について説明してきたが、装置を四色分析について容易に変更すること
ができる。これは図１１に概略的に示される。入力光ビーム２４は、分析容積１９に当た
る。光検出器２７及び連合したレンズ２８は、散乱信号を提供する。蛍光３１は、レンズ
３２によって集光されて、三つのニ色性ビームスプリッタ８１，８２及び８３を通過し、
三つのニ色性ビームスプリッタ８１，８２及び８３は、フィルタ８６，８７及び８８を通
った三つの異なる波長の光を光検出器９１，９２及び９３へ反射する。三つのニ色性ビー
ムスプリッタ８１，８２及び８３を通過した四番目の波長の光は、フィルタ９４を通って
光検出器９６へ達する。かくして、四つの異なる波長で本来的に蛍光を発し、或いは蛍光
を発するように標識される四つの異なる粒子を、ニ色性ビームスプリッタ及びフィルタに
ついて適当な反射波長を選択することによって分析することができる。
【００２６】
　図１２は、光ビーム１０６，１０７及び１０８を所定の距離を隔てた分析容積１１１，
１１２及び１１３に投射する複数の光源（図示せず）を使用する装置を概略的に示す。矢
印１１４，１１６及び１１７によって指示された散乱光は、説明したタイプの個々の検出
装置によって検出される。矢印１１８，１１９及び１２１によって表された蛍光は、上述
のタイプの個々の分析装置によって検出される。この構成は、異なる蛍光標識又はマーカ
ーを励起する光源の波長を選択することによって、異なるラベルで標識された粒子を分析
することを可能にする。変形例として、複数の光ビームを信号分析容積へ投射させ、個々
の分析装置は、異なる蛍光波長を受けてもよい。
【００２７】
　粒子によって散乱された光によってその粒子を検出するのではなく、粒子が流路の両側
に間隔を隔てて配置された電極を通過する際の、電流の変化が、粒子検出することを可能
にする。図１３を参照すると、毛管１１は、毛管１１内へ延びる、間隔を隔てた電極１２
３及び１２４とともに示されている。電極は、分析容積１９から毛管に沿って間隔を隔て
られる。細胞又は粒子が電極間を流れるとき、電気伝導性作動流体が取って代わられ、結
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果として生ずる電流（インピーダンス）の変化を検出することができる。この方法はいか
なるレーザー雑音問題をも回避する。電極を流体流路に沿って、レーザビーム２４が毛管
に当たる点の前又は後に配置することは、通常、機械的に最も都合よい。これは、インピ
ーダンス検出器が蛍光検出器と異なる時点で細胞を検出し、一番目の細胞がインピーダン
スチャネルに信号を発生させるのと同時に、一番目の細胞に近い二番目の細胞が蛍光検出
器に信号を発生させることがあるという、というタイミングの問題を発生させる。これは
、流速で除した二つの検出器間の距離と等しい量だけ、一方の信号を時間に関して他の信
号に対して移動させ、一つの細胞からの二つの信号を一致させるために、遅延要素の使用
を必要とする。この遅延要素は、遅延配列又は遅延回路を備えたハードウエアで実現でき
る。図１４は、インピーダンス細胞検知器からの出力信号１２６と、光電子増倍管の信号
に対して遅延１２７を伴った蛍光信号４２又は４３（図１）とを示し、それによって、信
号どうしが相関される。これはまた、各検出器からの信号を検出器自身のデータストリー
ムへサンプリングし、次いで、一方のデータストリームを他方のデータストリームに対し
て移動させることによって、ソフトウエアで実現することができる。この構成の更なる特
徴は、二つの検出器間の物理的な距離が既知ならば、二つのチャネル間の最良の相関に対
応する遅延を求めることによって、実際の流速を導き出すことができることであり、これ
は、詰まった毛管を識別することを試みるときに役立つ筈である。
【００２８】
　上で説明したように、我々は、毛管に交差する照明が薄い矩形のビームの形をとってい
るから、検出容積がビームの厚さと毛管１１の肉厚とによって正確に定められることに気
付いている。これを心に留めておいて、我々は、スリット３３及び３４を除去した実験を
行った。我々は、様々に標識された粒子の試験で得られた結果が、スリットを用いて得ら
れたものに匹敵することを見出した。図１５を参照すると、この発見を使用した発明の実
施形態が、概略的に図示されている。粒子検出器は、光源、例えばレーザーを含み、その
出力は、上述のように、光学系２３によって光学的に集束されて、薄い平らなビーム２４
を形成する。ビームは毛管１１と交差して、検出容積１９を定める。散乱検出器は、集光
レンズ２６ａ及び検出器２７ａを含む軸線を外れた検出器組立体を含む。標識した細胞又
は粒子から放出された蛍光は、なるたけ、軸線から外れた検出器組立体によって集束され
、或いは捕らえられる。蛍光は、図１に示すような集光レンズによって集束することがで
きる。しかしながら、本実施形態では、蛍光は、光１４２を受け、かつ、それをビームス
プリッタ１４３に伝える光ガイド１４１によって集められる。光ビームは、光学フィルタ
１４４及び１４６に向けられ、ビームスプリッタ１４３に真直ぐに向けられる。検出器か
らの出力信号及び散乱信号は処理されて、粒子計数値、細胞生存能力、抗体スクリーニン
グ等を提供する。
【００２９】
　例えば粒子の計数値、生存能力、濃度の測定及び粒子の識別のように、粒子粒子を特徴
付けるための、かつ、使用するのが容易な分析装置が提供されている。
分析装置は、毛管の中を流れる試料流体中の粒子を検出し、毛管は、試料流体内へ挿入す
るための試料採取端を有し、ポンプが、毛管を通じて試料を吸い込むために他端に連結さ
れる。光源が光ビームを毛管の所定の分析容積を通して放射して、その毛管の中を流れる
粒子中の蛍光を励起させるために設けられる。少なくとも、一つの検出器が、励起された
粒子からの蛍光を受けるために配置され、別の検出器が、分析容積の中を流れる全ての粒
子を表す信号を作るために配置される。前記検出器の出力は、粒子の特徴を提供するよう
に処理することができる信号を提供する。
【００３０】
　前述の本発明の特別な実施形態は、図示及び説明の目的で述べたものである。
それらは、網羅的なものでも、発明を開示された正確な形に限定するものでもなく、明ら
かに、上記の教示に照らして多くの変形及び変更が可能である。実施形態は、本発明の原
理及びその実際的な適用を最も良く説明するために、選択され説明され、それによって、
当業者が、本願発明、及び、考えられる特定の用途に適合するように種々の変更をした種
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々の実施形態を最も良く使用することを可能にする。本発明の範囲は、この文書に添付さ
れた特許請求の範囲及びその均等物によって定められるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明による粒子分析器を概略的に示す。
【図２】支持棚上に取り付けられた、図１に示した光学構成要素を示す平面図である。
【図３】図２の断面における部分正面図である。
【図４】ビーム形成光学系の側面図である。
【図５】図４のビーム形成光学系の平面図である。
【図６】試料流体フロー及びポンピング装置を示す。
【図７】本発明の或る実施形態と関連して使用される毛管の部分の斜視図である。
【図８】本発明の別の実施形態と関連して使用される毛管の部分の斜視図である。
【図９】粒子分析器と関連した制御及びデータ取得装置を概略的に示す。
【図１０】粒子分析器の作動を示すタイミング及びデータ取得ダイヤグラムである。
【図１１】四色粒子分析器の概略図である。
【図１２】毛管に沿って多分析ステーションを有する分析器を概略的に示す。
【図１３】粒子が検出領域を通過する際に粒子を検出するためのインピーダンス検出器を
示す。
【図１４】インピーダンス細胞センサーからの信号を光電子増倍管の出力信号と相関させ
るのに適当な回路を概略的に示す。
【図１５】本発明の他の実施形態と関連した粒子分析器を示す。
【符号の説明】
【００３２】
　１１　毛管
　１２　吊り下げ端
　１３　試料溶液
　１４　キュベット又はガラス瓶
　１８　粒子
　１９　分析容積
　２１　レーザ
　２３　集束光学系
　２４　ビーム
　２７　検出器
　２８　レンズ
　３２　集光レンズ
　３６、３７　検出器
　３９、４１　フィルタ
　５１　支持盤
　５２　光学ブロック
　５８　視界口
　６０　ガイド柱
　６１　ガラス瓶ホルダ
　６２　取付ブロック
　６３　第一平凸レンズ
　６４　第二平凸レンズ
　６６　シリンドリカルレンズ
　７１　ポンプ
　７２　チューブ
　７３　プランジャ
　７４　廃棄物チューブ
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　７６　バルブ
　７７　廃棄物容器
　８１、８２、８３　ビームスプリッタ
　８６、８７、８８、９４　フィルタ
　９６　検出器
　１０６、１０７、１０８　光ビーム
　１１１、１１２、１１３　分析容積
　１１４、１１６、１１７　散乱光
　１２１　制御装置
　１２２　処理装置
　１４１　光ガイド
　１４３　ビームスプリッタ
　１４４、１４６　光学フィルタ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１５】
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