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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ＰＣＲ装置でのＤＮＡ複製の定量モニタリング
用の新規な光学器械を提供すること、およびダイナミッ
クレンジが改善され、ダイナミックレンジを拡大する露
光時間を自動で選択でき、ドリフトが自動で調整され、
操作が容易であり、相対的に低価格で、異なる蛍光染料
を収納するのに光学系の変更が簡単な上記機器を提供す
る。
【解決手段】複数の離間した反応成分容器と、複数の容
器へ励起ビームを差し向けるようにした光源１１と、光
源と前記複数の容器との間に、励起ビーム光路に沿って
配置されたフレネルレンズ２ｂと、発光ビーム光路に沿
って配置され、フレネルレンズから発せられた発光ビー
ムを受けるように配置された検出器と、からなる機器で
あって、フレネルレンズも、前記複数の容器と前記検出
器との間に、発光ビーム光路に沿って配置されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の離間した反応成分容器と、
　前記複数の容器へ励起ビームを差し向けるようにした光源と、
　前記光源と前記複数の容器との間に、励起ビーム光路に沿って配置されたフレネルレン
ズと、
　発光ビーム光路に沿って配置され、前記フレネルレンズから発せられた発光ビームを受
けるように配置された検出器と、からなる機器であって、
　前記フレネルレンズも、前記複数の容器と前記検出器との間に、発光ビーム光路に沿っ
て配置されていることを特徴とする機器。
【請求項２】
前記検出器は、前記発光ビームを表す第１データ信号を生成することを特徴とする請求項
１記載の機器。
【請求項３】
前記第１データ信号を受けて対応する各容器内濃度を計算するプロセッサをさらに有する
ことを特徴とする請求項２記載の機器。
【請求項４】
前記フレネルレンズと前記検出器との間に、発光ビーム光路に沿って配置される検出レン
ズをさらに有することを特徴とする請求項２記載の機器。
【請求項５】
前記光源と前記フレネルレンズとの間に、励起ビーム光路に沿って配置される励起ビーム
フィルタをさらに有することを特徴とする請求項１記載の機器。
【請求項６】
前記検出器と前記フレネルレンズとの間に、発光ビーム光路に沿って配置される発光ビー
ムフィルタをさらに有することを特徴とする請求項１記載の機器。
【請求項７】
前記光源と前記フレネルレンズとの間に、励起ビーム光路に沿って配置される折りたたみ
式の鏡をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の機器。
【請求項８】
前記光源と前記フレネルレンズとの間に、励起ビーム光路に沿って配置されるビームスプ
リッタをさらに有することを特徴とする請求項１に記載の機器。
【請求項９】
前記フレネルレンズと前記複数の容器との間に、励起ビーム光路に沿って配置される複数
のフォーカスレンズをさらに有することを特徴とする請求項１記載の機器。
【請求項１０】
前記機器は、複数の励起ビームを、前記複数の容器に各々同時に差し向けるようにしてい
ることを特徴とする請求項１記載の機器。
【請求項１１】
前記複数の容器の各々に、配分された反応成分をさらに有することを特徴とする請求項１
記載の機器。
【請求項１２】
前記反応成分は、励起ビームに照射されたときに発光ビームを発するマーカー染料の濃度
を含むことを特徴とする請求項１１記載の機器。
【請求項１３】
前記反応成分は、ポリメラーゼ連鎖反応のための成分を含んでいることを特徴とする請求
項１１記載の機器。
【請求項１４】
前記複数の容器は９６個の容器からなることを特徴とする請求項１記載の機器。
【請求項１５】
前記複数の離間した反応成分容器は、ブロック内に配列された複数の窪みからなることを
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特徴とする請求項１記載の機器。
【請求項１６】
複数の離間したサンプル用窪みを有するブロックと、
　前記複数の窪みへ励起ビームを差し向けるようにした光源と、
　前記光源と前記複数の窪みとの間に、励起ビーム光路に沿って配置されたフレネルレン
ズと、
　発光ビーム光路に沿って配置され、前記フレネルレンズから発せられた発光ビームを受
けるように配置された検出器と、からなる機器であって、
　前記フレネルレンズは、前記複数の窪みと前記検出器との間に、発光ビーム光路に沿っ
て配置されていることを特徴とする機器。
【請求項１７】
前記検出器は、前記発光ビームを表す第１データ信号を生成することを特徴とする請求項
１６記載の機器。
【請求項１８】
前記第１データ信号を受けて対応する各窪み内濃度を計算するプロセッサをさらに有する
ことを特徴とする請求項１７記載の機器。
【請求項１９】
前記フレネルレンズと前記検出器との間に、発光ビーム光路に沿って配置される検出レン
ズをさらに有することを特徴とする請求項１７記載の機器。
【請求項２０】
前記光源と前記フレネルレンズとの間に、励起ビーム光路に沿って配置される励起ビーム
フィルタをさらに有することを特徴とする請求項１６記載の機器。
【請求項２１】
前記検出器と前記フレネルレンズとの間に、発光ビーム光路に沿って配置される発光ビー
ムフィルタをさらに有することを特徴とする請求項１６記載の機器。
【請求項２２】
前記光源と前記複数のサンプル窪みとの間に、励起ビーム光路に沿って配置される折りた
たみ式の鏡をさらに有することを特徴とする請求項１６記載の機器。
【請求項２３】
前記光源と前記フレネルレンズとの間に、励起ビーム光路に沿って配置されるビームスプ
リッタをさらに有することを特徴とする請求項１６記載の機器。
【請求項２４】
前記フレネルレンズと前記複数のサンプル窪みとの間に、励起ビーム光路に沿って配置さ
れる複数のフォーカスレンズをさらに有することを特徴とする請求項１６記載の機器。
【請求項２５】
前記機器は、複数の励起ビームを、前記複数のサンプル窪みに各々同時に差し向けるよう
にしていることを特徴とする請求項１６記載の機器。
【請求項２６】
前記複数のサンプル窪みの各々に、配分された反応成分をさらに有することを特徴とする
請求項１８記載の機器。
【請求項２７】
前記反応成分は、励起ビームに照射されたときに発光ビームを発するマーカー染料の濃度
を含むことを特徴とする請求項２６記載の機器。
【請求項２８】
前記反応成分は、ポリメラーゼ連鎖反応のための成分を含んでいることを特徴とする請求
項２６記載の機器。
【請求項２９】
前記複数のサンプル窪みは９６個のサンプル窪みからなることを特徴とする請求項１６記
載の機器。
【請求項３０】
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複数の離間した反応成分容器と、
　前記複数の容器へ励起ビームを差し向けるようにした光源と、
　前記光源と前記複数の容器との間に、励起ビーム光路に沿って配置されたフレ
ネルレンズと、
　前記光源と前記フレネルレンズとの間に、励起ビーム光路に沿って配置されたビームス
プリッタと、からなる機器であって、
　前記フレネルレンズは、前記複数の容器と前記ビームスプリッタとの間に、発光ビーム
光路に沿って配置されていることを特徴とする機器。
【請求項３１】
前記複数の容器から発せられる発光ビームを受けて、前記発光ビームを表す第１データ信
号を生成するように配置された検出器をさらに有することを特徴とする請求項３０記載の
機器。
【請求項３２】
前記フレネルレンズと前記検出器との間に、発光ビーム光路に沿って配置される検出レン
ズをさらに有することを特徴とする請求項２９記載の機器。
【請求項３３】
前記光源と前記ビームスプリッタとの間に、励起ビーム光路に沿って配置される励起ビー
ムフィルタをさらに有することを特徴とする請求項３０記載の機器。
【請求項３４】
前記検出器と前記ビームスプリッタとの間に、発光ビーム光路に沿って配置される発光ビ
ームフィルタをさらに有することを特徴とする請求項３１記載の機器。
【請求項３５】
前記光源と前記フレネルレンズとの間に、励起ビーム光路に沿って配置される折りたたみ
式の鏡をさらに有することを特徴とする請求項３２記載の機器。
【請求項３６】
複数の離間したサンプル用窪みを有するブロックと、
　前記複数の窪みへ励起ビームを差し向けるようにした光源と、
　前記光源と前記複数のサンプル窪みとの間に、励起ビーム光路に沿って配置されたフレ
ネルレンズと、
　前記光源と前記フレネルレンズとの間に、励起ビーム光路に沿って配置されたビームス
プリッタと、からなる機器であって、
　前記フレネルレンズは、前記複数のサンプル窪みと前記ビームスプリッタとの間に、発
光ビーム光路に沿って配置されていることを特徴とする機器。
【請求項３７】
前記複数の窪みから発せられる発光ビームを受けて、前記発光ビームを表す第１データ信
号を生成するように配置された検出器をさらに有することを特徴とする請求項３６記載の
機器。
【請求項３８】
前記フレネルレンズと前記検出器との間に、発光ビーム光路に沿って配置される検出レン
ズをさらに有することを特徴とする請求項３７記載の機器。
【請求項３９】
前記光源と前記ビームスプリッタとの間に、励起ビーム光路に沿って配置される励起ビー
ムフィルタをさらに有することを特徴とする請求項３６記載の機器。
【請求項４０】
前記検出器と前記ビームスプリッタとの間に、発光ビーム光路に沿って配置される発光ビ
ームフィルタをさらに有することを特徴とする請求項３７記載の機器。
【請求項４１】
前記光源と前記フレネルレンズとの間に、励起ビーム光路に沿って配置される折りたたみ
式の鏡をさらに有することを特徴とする請求項３６記載の機器。
【請求項４２】



(5) JP 2009-2955 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

励起ビームをブロック内の複数の窪みへ差し向ける方法であって、前記方法は、
　光源と、ビームスプリッタと、フレネルレンズと、複数の窪みを有するブロックと、を
一連として含む機器を設置する工程と、
　前記光源を用いて励起ビームを生成する工程と、
　前記フレネルレンズを用いて前記複数の窪みの中に前記励起ビームの焦点を結ぶ工程と
、からなることを特徴とする方法。
【請求項４３】
前記窪みは各々サンプルを含むことを特徴とする請求項４２記載の方法。
【請求項４４】
前記サンプルは、各々、前記励起ビームの照射に応じて発光ビームを発するマーカー染料
の濃度を含み、前記方法はさらに、
　前記各サンプルから発せられる発光ビームを、前記フレネルレンズを介して透過させる
工程と、
　前記フレネルレンズを介して透過した前記発光ビームを検知する工程と、
　検知された前記発光ビームを表す第１データ信号を生成する工程と、を含むことを特徴
とする請求項４３記載の方法。
【請求項４５】
前記第１データ信号を、前記各窪み内のマーカー染料に対応する濃度に計算するように処
理する工程をさらに含むことを特徴とする請求項４４記載の方法。
【請求項４６】
複数の離間した反応成分容器に照射する方法であって、前記方法は、
　光源と、ビームスプリッタと、フレネルレンズと、各々サンプルを含んだ複数の離間し
た反応成分容器と、を一連として含む機器を設置する工程と、
　前記光源を用いて励起ビームを生成する工程と、
　前記フレネルレンズを用いて、前記複数の離間した反応成分容器の各々の中の前記サン
プルに、前記励起ビームの焦点を結ぶ工程と、からなることを特徴とする方法。
【請求項４７】
前記サンプルは、各々、前記励起ビームの照射に応じて発光ビームを発するマーカー染料
の濃度を含み、前記方法はさらに、
　前記各サンプル内のマーカー染料から発せられる発光ビームを、前記フレネルレンズを
介して透過させる工程と、
　前記フレネルレンズを介して透過した前記発光ビームを検知する工程と、
　検知された前記発光ビームを表す第１データ信号を生成する工程と、を含むことを特徴
とする請求項４６記載の方法。
【請求項４８】
前記第１データ信号を、前記各サンプル内のマーカー染料に対応する濃度に計算するよう
に処理する工程をさらに含むことを特徴とする請求項４７記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生化学分析、特にポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）プロセスでのＤＮＡの定
量モニタリングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）は、多量の二本鎖デオキシリボ核酸（ＤＮＡ）を増幅
させたり増加させるプロセスである。ＰＣＲ装置において、熱サイクルブロックは、ＤＮ
Ａの「種」サンプルとともに開始されるより多くのＤＮＡを生産する反応用の成分の懸濁
液を含む小びんを保持するための１つ以上の窪みを有する。水性懸濁液の開始成分は、種
サンプルに加えて、選択したＤＮＡプライマー鎖、ＤＮＡ元素、酵素および他の化学薬品
を含む。ブロックの温度は、約６０℃のＰＣＲ反応の低温伸長相と、約９５℃の高温変性



(6) JP 2009-2955 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

相との間で繰り返される。
尚、低温伸長相は、全てのＤＮＡ鎖がダブルの鎖に再結合される相であり、高温変性相で
は、ＤＮＡは、変性したり、または単一の鎖に分かれる。かかる温度プログラムは、本質
的にサイクル毎にＤＮＡを二倍にし、故に、少ない開始量から相当量のＤＮＡを複製する
方法を提供する。ＰＣＲプロセスは、例えば米国特許第４,６８３,２０２号に教示されて
いる。
【０００３】
　定量測定は、ＰＣＲプロセスの間のＤＮＡ製造に対して行われ、開始時の量および生成
された量を計測する。測定値および計算技術は、ラッセル・ヒグチ（Russel Higuchi）等
による論文「運動ＰＣＲ分析：ＤＮＡ増幅反応のリアルタイム・モニタリング」（バイオ
・テクノロジ第１１巻、第１０２６～１０３０頁（１９９３年９月））、カーク・Ｍ・リ
リエ（KirkM. Ririe）等の論文「ポリメラーゼ連鎖反応の間のＤＮＡ溶解曲線の分析によ
る製品差別化」（解析生化学第２４５巻第１５４-１６０頁（１９９７））と同様に、米
国特許第５,７６６,８８９号（アトウッド；Atwood）において教示されている。
【０００４】
　従来の測定技術は、微量（microvolume）蛍光光度計（蛍光分光光度計）と照射ランプ
を有する簡単な構成のビデオカメラとを使用した。かかる装置は、二本鎖ＤＮＡが存在す
る場合に蛍光を発する染料を使用する。これらの技術および機器は、特に、反応を定期的
モニタリングするＰＣＲ装置には適していない。モニタリングおよび測定の精度をより大
きくする需要が存在する。ＰＣＲデータのリアル・タイム収集および分析が可能な以前の
機器は、必要なダイナミックレンジがない非常に基本的な装置であり、較正手段が組み込
まれておらず、サンプルの穴キャップで動作ができず、あまり高価でない。
【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、ＰＣＲ装置でのＤＮＡ複製の定量モニタリング用の新規な光学器械を
提供することである。他の目的は、ダイナミックレンジが改善され、ダイナミックレンジ
を拡大する露光時間を自動で選択でき、ドリフトが自動で調整され、操作が容易であり、
相対的に低価格で、異なる蛍光染料を収納するのに光学系の変更が簡単な上記機器を提供
することである。
【０００６】
　前述及び他の目的は、少なくとも一部がＤＮＡのポリメラーゼ連鎖反応複製を監視する
ために本明細書に開示される光学器械によって達成される。複製は、反応用の成分の懸濁
液を含む少なくとも一つの小びんを保持する熱サイクルブロッ
クを含む反応装置で行われる。成分は、ＤＮＡの存在に比例して蛍光を発する蛍光染料を
含む。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（項目１）　反応用の成分の懸濁液を含んでいる少なくとも一つの小びんを保持する熱サ
イクルブロックを含む反応装置のＤＮＡのポリメラーゼ連鎖反応複製をモニタするための
光学機器であって、
　前記成分はＤＮＡの存在に比例して蛍光を発する蛍光性一次染料を含み、
　一次の染料を発光周波数で蛍光発光させる一次の励起周波数を少なくとも有するソース
ビームを発する光源と、
　励起周波数を有する励起ビームに作用するソースビームを受け入れるように配置された
第１の手段と、
　各懸濁液に励起ビームを焦点に結ばせるように配置されて、一次の染料が発光周波数を
有する発光ビームを発する一次のフォーカス手段とを有し、発光ビームは各懸濁液のＤＮ
Ａの濃度を表す強度を有し、フォーカス手段は発光ビームを受け取ると共に通過させ、
　発光周波数の発光ビームをより遠くに通過させるようにフォーカス手段からの発光ビー
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ムを受け入れるように配置された第２の手段と、
　発光ビームを焦点に結ばせるための発光フォーカス手段と、
　発光ビームが検出器に焦点に結ぶように、第２の手段および発光フォーカス手段からの
発光ビームを受け入れるように配置された検出器を有し、検出器は発光ビームを表す一次
のデータ信号を生成し、これによって各小びんのＤＮＡの対応する濃度を生成し、
　１次信号データとＤＮＡの対応する濃度とを計算するための一次のデータ信号を受けと
る処理手段とを有することを特徴とする光学機器。
（項目２）　第１の手段および第２の手段は、
　励起ビーム及び各発光ビームに作用するソースビームを受け入れて、発光周波数の発光
ビームを検出器まで通過させるビームスプリッタを有する項目１記載の機器。
（項目３）　ビームスプリッタは、励起周波数を有する光を反射し、且つ発光周波数を有
する光を通過するように配置される項目２記載の機器。
（項目４）　ブロックは、複数の小びんを保持するように構成され、
　フォーカス手段は、小びんを覆うように位置するように配置されて、発光ビームは各々
が小瓶に対応した個々のビームから成る、対応する複数個の小びんレンズと、個々のビー
ムを受け入れて処理手段が各小びんのＤＮＡの濃度を計算するように対応するデータ信号
を生成する光受容体のアレイからなる検出器とを含む項目１記載の機器。
（項目５）　小びんは、透明な小びんキャップを有し、機器は、更に、個々のビーム及び
励起ビームの関連部分を通過させるように小びんレンズと一列に並べられる孔を有するプ
ラテンを含み、プラテンは孔に接触しているキャップにはめ込まれる孔に対して配置され
、さらに、小びんでのＤＮＡ複製を妨げずにキャップの下の凝結を十分に防ぐようにプラ
テンを加熱する加熱手段を含む項目４記載の機器。
（項目６）　フォーカス手段は、小びんレンズと協動するように配置されて各懸濁液に励
起ビームの中に焦点を結ばせるように作用するとともに個々のビームを第２の手段に通過
させる視野レンズを含む項目４記載の機器。
（項目７）　視野レンズが、補正された非球面フレネルレンズである項目６記載の機器。
（項目８）　発光フォーカス手段は、第２の手段および検出器の間に配置された検出レン
ズを含み、検出レンズは小びんレンズおよび視野レンズと協動して検
出器上に個々のビームの焦点を結ばせる項目６記載の機器。
（項目９）　励起ビームに反応して参照光を発する蛍光性の基準エミッタを更に含み、基
準エミッタは検出器に参照ビームとして参照光の少なくとも一部の焦点を結ばせる発光フ
ォーカス手段のために配置され、検出器はさらに参照ビームを受け入れて基準信号を生成
し、処理手段は、基準データを計算するために基準信号で受け入れる手段と、ＤＮＡの複
製反応にて選ばれたポイントに対する基準データで一次のデータを規格化する手段とを含
み、故に、モニタリングの間機器ドリフトを補正する項目８記載の機器。
（項目１０）　基準部材は、各々が励起ビームに反応して強度が異なる参照ビームを発す
る複数の基準エミッタと、基準エミッタは検出器に各参照ビームの焦点を結ばせる発光フ
ォーカス手段のために配置され、検出器はさらに各参照ビームを受け入れて基準エミッタ
毎に一組の基準信号を生成し、
　処理手段は、基準信号を受け入れて相当する基準データの組を計算する手段と、所定の
最大値未満の最大の信号データを有する選択された基準データを組から選択する手段とを
含み、選択された基準データは一次のデータを規格化するために使用される項目９記載の
機器。
（項目１１）　第１の手段は更に励起フィルタを含み、第２の手段は更に発光フィルタを
含み、第１の手段および第２の手段は、共にビームスプリッタを含み、励起フィルタは光
源およびビームスプリッタの間に配置され、発光フィルタはビームスプリッタおよび検出
器の間に配置され、励起フィルタは励起周波数を有する光を通過させるとともに発光周波
数を有する光を実質的に遮断し、発光フィルタは発光周波数を有する光を通過させるとと
もに励起周波数を有する光を実質的に遮断し、励起フィルタおよびビームスプリッタは協
動してソースビームを受け入れて励起ビームに作用し、発光フィルタおよびビームスプリ
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ッタは協動して発光ビームを受け入れて検出器まで発光周波数を有する発光ビームを通過
させる項目１記載の機器。
（項目１２）　光源、検出器、フォーカス手段、フィルタモジュールを含んでいる筐体を
更に含み、ビームスプリッタ、励起フィルタ、発光フィルタはモジュール内に取り付けら
れて懸濁液に対して選択された一次の染料と関連し、モジュールは、選択された別の一次
の染料と関連する別のモジュールと置き換えのために筐体から着脱可能である項目１１記
載の機器。
（項目１３）　光源は、ハロゲンランプと、第１の手段から反対側にランプまでの近傍に
配置された楕円反射器とを含み、ランプは楕円反射器から焦点距離に配置されて楕円反射
器から反射した光でソースビームに作用し、楕円反射器は実質的に可視光を反射し且つ赤
外線光を透過する項目１記載の機器。
（項目１４）　励起ビームに応答して参照光を発する蛍光性基準エミッタを更に有し、基
準エミッタは検出器への参照ビームとして参照光の少なくとも一部に焦点を結ばせる発光
フォーカス手段のために配置され、検出器はさらに参照ビームを受け入れて基準信号を生
成し、処理手段は、基準信号を受け入れて基準データを計算する手段と、ＤＮＡの反応複
製の間に選ばれたポイントに対する基準データで一次のデータを規格化する手段とを有し
、故にモニタリングの間機器ドリフトを補正する項目１記載の機器。
（項目１５）　基準部材は、各々が励起ビームに応答して強度の異なる参照ビームを発す
る複数の基準エミッタを含み、基準エミッタは検出器の上へ各参照ビームの焦点を結ばせ
る発光フォーカス手段のために配置され、検出器はさらに各参照ビームを受け入れて基準
エミッタ毎に一組の基準信号を生成し、処理手段は基準信号を受け入れて対応する基準デ
ータの組を計算する手段と、所定の最大値未満の最大信号データを有する選択された基準
データを組から選択する手段とを有し、選択した基準データは一次のデータを規格化する
ために使用される項目１４記載の機器。
（項目１６）　基準部材は、プラスチック蛍光片と、参照ビームと励起ビームの一部とが
中性の密度フィルタによって減衰されるように蛍光片に取り付けられた中性の密度フィル
タとを含み、中性の密度フィルタは一連の密度を有して各々が参照ビームを発する複数の
基準エミッタに作用する項目１５記載の機器。
（項目１７）　実質的に一定の温度に基準部材を維持する温度手段を更に含む項目１６記
載の機器。
（項目１８）　温度手段は、蛍光片の下に取り付けられる加熱片と、加熱片を制御自在に
加熱する手段を含む項目１７記載の機器。
（項目１９）　各々が励起ビームに応答して強度の異なる参照ビームを発する複数の蛍光
性の基準エミッタを更に有し、基準エミッタは検出器の上へ各参照ビームの焦点を結ばせ
る発光フォーカス手段のために配置され、検出器はさらに各参照ビームを受け入れて基準
エミッタ毎の一組の基準信号を生成し、処理手段は、基準信号を受け入れて基準データの
対応する組を計算する手段と、所定の最大値未満の最大信号データを有する選択された基
準データを組から選択する手段と、ＤＮＡの反応複製の間に選ばれたポイントに対して対
応する選択基準データで一次のデータを規格化する手段とを有し、故に、モニタリングの
間機器ドリフトを補正する項目１記載の機器。
（項目２０）　データ信号の組は複製シーケンスにて順次生成され、処理手段または検出
器、またはその組合せは、各組のデータ信号に対して飽和制限を有し、検出器は、検出器
用の処理手段に動作時に接続されて一組の信号の各々を生成するために予め選択された露
光時間に亘って入力される発光ビームを積分し、処理手段は、飽和制限未満に対応するデ
ータ信号を維持するために所定の動作範囲内に一次のデータを維持するように露光時間の
調整を自動的に行う調節手段と、露光時間の調整に比例して一次のデータを補正する手段
とを有する項目１記載の機器。
（項目２１）　検出器は、関連する露光時間にて対応するデータ信号を生成するために発
光ビームを受け入れる光受容体のアレイを有し、所定の動作範囲が光受容体毎に存在し、
処理手段は、更に光受容体毎にデータ信号から光受容体データを計算する手段を有し、調
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節手段は、最大光受容体データを確認する手段と、最大光受容体データと所定の動作範囲
との大小またはその範囲内にあるかどうかを判別する手段と、かかる判別に基づいて所定
の動作範囲内に次の光受容体データを維持するために次の露光時間に作用するように露光
時間をそれぞれ増減、又は維持する手段と、を有する項目２０記載の機器。
（項目２２）　各々が励起ビームに応答して強度の異なる参照ビームを発する複数の蛍光
性の基準エミッタを更に有し、基準エミッタは検出器の上へ各参照ビームの焦点を結ばせ
る発光フォーカス手段のために配置され、検出器は各参照ビームを受け入れて基準エミッ
タ毎に一組の基準信号を生成し、処理手段は、基準信号を受け入れて基準データの対応す
る組を計算する手段と、所定の最大値未満の最大信号データを有する選択された基準デー
タを組から選択する手段と、ＤＮＡの反応複製にて選ばれたポイントに対して対応する選
択基準データで一次のデータを規格化する手段と、故にモニタリングの間機器ドリフトを
補正する項目１記載の機器。
（項目２３）　小びんの成分は、更にＤＮＡからの影響を受けずに実質的に蛍光を発する
蛍光性受動染料の標準濃度を含み、ソースビームは、第２の発光周波数で受動染料を蛍光
発光させ、このことにより、第２の手段によって通過させて検出器の上へ焦点を結ばせ第
２の発光ビームを発光させて対応する第２のデータ信号を生成する第２の励起周波数を含
み、処理手段は、更に第２のデータ信号を受け入れて第２のデータを計算する手段と、一
次のデータを規格化する染料のための手段とを有し、ＤＮＡの計算された濃度は、受動染
料の標準濃度に規格化される項目２０記載の機器。
（項目２４）　第２の励起周波数は、一次の励起周波数と同一であり、受動染料は、第２
のビームが発光周波数に実質的にあるように蛍光を発し、ＤＮＡが再び結合され且つ対応
して一次の染料の発光が最大になるときに熱サイクルブロックのサイクリングの伸長相の
間に一次のデータ信号が生成され、ＤＮＡが変性され且つ対応して一次の染料の発光が最
小になるときに熱サイクルブロックのサイクリングの変性相の間に第２データ信号は生成
され、故に、伸長相のためのデータ信号は実質的にＤＮＡ濃度を表わし、変性相のデータ
信号は実質的に受動染料の標準濃度を表わす項目２３記載の機器。
（項目２５）　小びんの成分は、更にＤＮＡからの影響を受けずに実質的に蛍光を発する
蛍光性受動染料の標準濃度を含み、ソースビームは、第２の発光周波数で受動染料を蛍光
発光させ、このことにより、第２の手段によって通過されて検出器の上へ焦点を結ばせた
第２の発光ビームを発光させて対応する第２のデータ信号を生成する第２の励起周波数を
含み、処理手段は、更に第２のデータ信号を受け入れて第２のデータを計算する手段と、
一次のデータを規格化する染料のための手段とを有し、ＤＮＡの計算された濃度は、受動
染料の標準濃度に規格化される項目１記載の機器。
（項目２６）　第２の励起周波数は、一次の励起周波数と同一であり、受動染料は、第２
のビームが発光周波数に実質的にあるように蛍光を発し、ＤＮＡが再結合され且つ対応し
て一次の染料の発光が最大になるときに熱サイクルブロックのサイクリングの伸長相の間
に一次のデータ信号が生成され、ＤＮＡが変性され且つ対応して一次の染料の発光が最小
になるときに熱サイクルブロックのサイクリングの変性相の間に第２データ信号は生成さ
れ、故に、伸長相のためのデータ信号は実質的にＤＮＡ濃度を表わし、変性相のデータ信
号は実質的に受動染料の標準濃度を表わす項目２５記載の機器。
（項目２７）　ＤＮＡを複製し且つそれをモニタリングするシステムであって、ＤＮＡの
ポリメラーゼ連鎖反応複製用の反応装置と、かかる複製の間のＤＮＡの存在を監視する光
学器械とから成り、装置は、反応用の成分の懸濁液を含む少なくとも一つの小びんを保持
する熱サイクルブロックを有し、成分はＤＮＡの存在に比例して蛍光を発する蛍光染料を
含み、さらにポリメラーゼ連鎖反応を行うための熱サイクリングブロックおよび懸濁液用
に手段を有し、機器は、
　染料を発光周波数で蛍光発光させる励起周波数を少なくとも有するソースビームを発す
る光源と、
　ソースビームを受け入れて励起周波数を有する励起ビームに作用し且つ励起ビームをフ
ォーカス手段に通過させるように配置された第１の手段とを有し、フォーカス手段は、染
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料が発光周波数を有する発光ビームを発するように懸濁液毎に励起ビームの焦点を結ばせ
るとともに、発光ビームを第２の手段に通過させ、第２の手段は発光ビームを検出器に更
に通過させるものであり、検出器は、発光ビームを表わすデータ信号さらにはＤＮＡの濃
度を生成するために第２の手段からの発光ビームを受け入れるように配置され、
　データ信号を受け入れてＤＮＡの濃度を計算し表示する処理手段を有することを特徴と
するシステム。
（項目２８）　第１の手段および第２の手段は、ともに、ソースビームを受け入れて励起
ビームに作用し、且つ発光ビームを受け入れて発光ビームを検出器に通過させるビームス
プリッタを有する項目２７記載のシステム。
（項目２９）　反応用の成分の懸濁液を含んでいる少なくとも一つの小びんを保持する熱
サイクルブロックを含む反応装置のＤＮＡのポリメラーゼ連鎖反応複製をモニタするため
の光学機器用のフィルタモジュールであって、成分はＤＮＡの存在に比例して蛍光を発す
る蛍光性一次染料を含み、機器は、染料を発光周波数で蛍光発光させる励起周波数を少な
くとも有するソースビームを発するように筐体に配置される光源と、染料が発光周波数を
有する発光ビームを発するように
各懸濁液に励起周波数を有する励起ビームの焦点を結ばせるように筐体に配置されるフォ
ーカス手段と、発光ビームを受け入れるように筐体に配置されて発光ビームを表すデータ
信号とこれに基づきＤＮＡの濃度とを生成する検出器と、データ信号を受け入れてＤＮＡ
の濃度を計算して表示する処理手段と、を有し、
　モジュールは、
　サポートフレームを有し、機器は機器へとサポートフレームを受け入れ、
　サポートフレームに取り付けられるビームスプリッタフレームを有し、モジュールが差
し込まれた状態で、ビームスプリッタはソースビームを受け入れて励起ビームに作用し、
発光ビームを受け入れて発光ビームを検出器に通過させ、
　光励起周波数を有する光を通過させ且つ実質的に発光周波数を有する光を遮断する励起
フィルタを有し、励起フィルタはサポートフレームの内部に取り付けられ、モジュールは
挿入された状態で、励起フィルタは、光源およびビームスプリッタの間に配置され、
　発光周波数を有する光を通過し且つ実質的に励起周波数を有する光を遮断する発光フィ
ルタを有し、発光フィルタはサポートフレーム内に取り付けられ、モジュールが差し込ま
れた状態で、発光フィルタは、検出器およびビームスプリッタの間に配置され、
　ビームスプリッタ、励起フィルタ、発光フィルタ、従ってモジュールは、懸濁液用に選
択された染料と関連し、モジュールは選択された別の染料と関連する別のモジュールに置
き換えるために筐体から着脱可能であることを特徴とするフィルタモジュール。
（項目３０）　ビームスプリッタは、励起周波数を有する光を反射し、発光周波数を有す
る光を透過させる項目２９記載のモジュール。
【０００８】
　機器は、光源、光ビームを導く手段、光検出器、データ信号を処理する手段を含む。光
源は、染料が発光周波数で蛍光を発光せしめられるような一次の励起周波数の少なくとも
１つを有するソースビームを発する。第１の手段は、ソースビームを受け入れて励起周波
数を有する励起ビームに作用するように配置される。
第１のフォーカス手段は、一次の染料が発光周波数と各懸濁液のＤＮＡの濃度を表す強度
とを有する発光ビームを発するように、各懸濁液の中に励起ビームの焦点を結ばせるよう
に配置されている。フォーカス手段は、発光ビームを受け入れて通過させる。第２の手段
は、検出器の上へ発光ビームの焦点を結ばせる別のフォーカス手段に対して発光周波数の
発光ビームを通過させるために、フォーカス手段から発光ビームを受け入れるように配置
される。検出器は、発光ビームを表す一次のデータ信号と、これによる各小びんのＤＮＡ
の対応する濃度とを生成する。プロセッサは、一次のデータ信号を受け入れてＤＮＡの濃
度を計算して表示する。
【０００９】
　好ましい実施例において、第１の手段および第２の手段は、共に、ソースビームを受け



(11) JP 2009-2955 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

入れて励起ビームに作用するとともに、発光ビームを受け入れて検出器に発光ビームを通
過させるビームスプリッタを含む。ブロックは、複数の小びんを保持するように構成され
、フォーカス手段は、発光ビームが小びん毎に対応したビームから成るように、各々が小
びんの上に配置される対応する複数の小びんレンズを含む。フォーカス手段は、更に、小
びんレンズと協動するように配置されて各懸濁液への励起ビームの集束に作用すると共に
、個々のビームを第２手段（ビームスプリッタ）に通過させるフレネルレンズ等の視野レ
ンズからなる。検出器は、好ましくは、処理手段が小びん毎のＤＮＡの濃度を計算するよ
うに、個々のビームを受け入れて対応するデータ信号を生成する光レセプタのアレイを有
する。
【００１０】
　機器は、また、光源とビームスプリッタと間の励起フィルタと、ビームスプリッタと検
出器との間の発光フィルタとを含むべきである。スプリッタおよびフィルタは、懸濁液の
選択された一次の染料と関連する。更なる実施例において、フィルタモジュールは、スプ
リッタ及びフィルタを含む。モジュールは、選択された別の一次の染料と関連する別のモ
ジュールに置き換えるために筐体から着脱可能である。
【００１１】
　参照用に、蛍光基準部材は、励起ビームに応答して基準光を発する。基準は、第１の手
段からの励起ビームの一部を受け入れるように配置される。基準光の一部は、ＤＮＡの濃
度を計算する際に利用される基準信号を生成するために、検出器に参照ビームとして第２
の手段により通過される。好ましくは、基準部材は、複数の基準エミッタを含む。基準エ
ミッタの各々は、各励起ビームに応答して強度の異なる参照ビームを発し、飽和制限未満
である所定最大値未満である最大データ信号を有する基準セットのプロセッサによる選択
を可能にしている。
【００１２】
　検出器は、検出器のために動作時に処理手段に接続され、データ信号の各組を生成する
ために予め選択された露出時間に亘って入力される発光ビームを積分する。そして、処理
手段または検出器、またはそれの組合せは、データ信号に対して飽和制限を有する。本発
明の更なる態様において、処理手段は、飽和制限未満に対応するデータ信号を維持するた
めに所定の動作範囲内に一次のデータを維持する露出時間を自動で調整する調節手段と、
露出時間の調整に比例して一次のデータを補正する手段とからなる。好ましくは、プロセ
ッサは、光レセプタ毎にデータ信号から光レセプタデータを計算する。そして、調節手段
は、最大光レセプタデータを確認し、最大光レセプタデータの所定の動作範囲に対する大
小、または動作範囲にあるかどうかを判別し、かかる判別に基づいて、次の光レセプタデ
ータを所定の動作範囲内に維持するために次の露出時間に作用するように、露出時間を増
減させたり保持する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
（詳細な説明）　本発明の光学器械Ａは、ポリメラーゼ連鎖反応（以下、ＰＣＲと略す）
によってＤＮＡの選択された部分を複製する（増幅する）反応装置Ｂと使用されたり、ま
たはかかる装置に組み込まれる。この反応装置は、従来と同じであり、複製の間、リアル
・タイムでＤＮＡの量をモニタする機器からの妨害の無い状態で動作する必要がある。適
切な反応装置は、米国特許第５,４７５,６１０号、５,６５６,４９３号に記載されている
。
【００１４】
　反応装置（図１）は、従来と同じであり、２つの主要部品、すなわち、反応用の成分の
懸濁液を含む少なくとも１つの小びん１ｂを保持する窪み部１ａを有する熱サイクルブロ
ック１と、所定温度プログラムによってブロックの温度を繰り返し変更する熱サイクルコ
ントローラ１ｃとを有する。サンプル材料の水性懸濁液の開始成分は、ＤＮＡの「種」サ
ンプルと、選択されたＤＮＡプライマ鎖と、ＤＮＡ元素と、酵素と、他の化学薬品とを含
む。ブロックは、多くはアルミニウムであり、電気手段や液体及び気体冷却剤、またはこ
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れらの組合せ、さらには繰り返しを行う他の手段によって、上記サイクルによって加熱さ
れ冷却される。故に、小びんの懸濁液は、ポリメラーゼ連鎖反応を生じさせるために２つ
の温度相の間を反復する。これらの相は、約６０℃でのＰＣＲ反応の低温伸長相と、約９
５℃での高温変性相であり、低温伸長相では、全てのＤＮＡ鎖が二重鎖に再結合され、高
温変性相では、ＤＮＡは変性したり、または単一鎖に分割される。
【００１５】
　現在の目的のために、サンプルは、二本鎖ＤＮＡが存在する場合にこれに比例してより
強力に蛍光を発する蛍光染料も含む。この蛍光染料は二本鎖ＤＮＡに結合するものであり
、一例は、二本鎖ＤＮＡが存在する場合に蛍光を発するＳＹＢＲグリーン染料であり、モ
レキュラ・プローブ社（オレゴン州ユージン）から入手可能である。「プローブ」とラベ
ルが貼られた別のタイプの蛍光染料は、選択されたＤＮＡ鎖部分に対して適したシーケン
スを有するＤＮＡ状構造であり、この蛍光染料を使用してもよい。同様の特性を有する他
の染料を使用することもできる。本明細書及び請求項において使用されるように、「マー
カー染料（ｍａｒｋｅｒｄｙｅ）」は、二本鎖ＤＮＡに結合するタイプを指し、またはプ
ローブタイプのものを指し、またはＤＮＡの量に比例して蛍光を発するためにＤＮＡに取
り付く任意のタイプの染料を指す。サンプルは、さらに、後述するように基準として機能
する受動染料（ｐａｓｓｉｖｅｄｙｅ：ＤＮＡとは無関係）を含むことがある。正確な励
起周波数を有する光の入射の下に、通常、染料は、蛍光を発して、励起光の周波数未満の
発光周波数で光を発する。
【００１６】
　小びんは、複数の小びんを含むプラスチック製の単位トレイにおいて円錐形に形成され
、例えば８×１２のアレイで９６個存在する。トレイは、好ましくは、準備のためのブロ
ックから着脱可能である。小びん用のキャップ１ｄを有するプラスチック製の単位カバー
は、汚染や蒸発損失を防ぐために、小びんに載置されたり取り付けられる。サンプル表面
上の油等の他の手段が、この機能のために使用することができる。この場合、ケースキャ
ップは不要である。使用する場合、キャップは、機器に対して使用される光を透過し、さ
らに、上方へ凸状に突出しても良い。
【００１７】
　監視機器は、小びんを含むブロックを覆うように取り付けられる。機器は、小びんへの
アクセスのために着脱自在であったり、または離れるように揺動する。
機器の底部にて、プラテン２が小びんのキャップに対して載置され、または、キャップが
無い場合には、直接小びんに対して載置される。プラテンは、アルミニウム製が都合良く
、小びんと直線的に配列される孔２ａのアレイを有する。尚、各孔は、直径は小びん上部
の直径とほぼ同じである。キャップがある場合、プラテンは、小びんでのＤＮＡ複製を妨
げずにキャップの下での凝結をほぼ完全に防ぐために、フィルムヒータや、プラテンを加
熱する他の手段により維持される温度を有すべきである。これによって、例えば、プラテ
ンは、熱サイクルが達するサンプルの最高温度よりも若干高い温度に保持される。
【００１８】
　各小びんの上方に、レンズ２ｂが配置されてその焦点は小びんの懸濁液に集束される。
これらのレンズより上方に、視野レンズ３が存在し、テレセントリック光学系を形成する
。好ましくは、視野レンズは最小歪に対して較正された非球面フレネルレンズである。照
射および描画の不均一性を補正する中立の密度パターン（図示せず）を、例えばイメージ
フィールドの中央での光を減衰させるために、視野レンズに接してまたは近接して装着さ
せても良い。折りたたみ式の光鏡は、必要に応じて包装を容易にするために４５゜に取り
付けられる。これは、省略することができ、または、折りたたみ式の光学部品を使用して
も良い。また、視野レンズおよび／または小びんレンズは、それぞれ、必要な集光を実施
する２つ以上レンズで構成しても良い。尚、本発明において「レンズ」はかかる多様性を
含むものである。
【００１９】
　光のソースビーム２０用の光源１１が設けられ、例えば１００ワットのハロゲンランプ
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からなる。好ましくは、これは、所望領域に亘って比較的一様なパターンを生ずる楕円反
射器１１ａの焦点に取り付けられる。また、好ましくは、反射
器は、二色性でなければならず、すなわち、他の光部品から、そして、機器の過熱から赤
外線を制限するために、実質的に可視光を反射するとともに赤外線を透過する。これは、
光路の熱反射ミラー１３によって更に促進される。機械的または電子シャッタ１２によっ
て、暗データ(dark data)を得るために光源を封鎖できる。このタイプの光源は、重要で
なく、投影ランプやレーザなどの他のタイプの光源を適切な光元素とともに使用しても良
い。
【００２０】
　ビームスプリッタ６が、配置されてソースビーム２０を受光する。本実施例において、
これは、４５゜に配置されて、マーカー染料を発光周波数での蛍光を発光せしめ、発光周
波数を有する光を通過させる励起周波数を有する光を反射するような二色反射器である。
従来のかかる光装置の多くは、光干渉層を使用して特定周波数に応答している。
【００２１】
　ビームスプリッタが配置されて、折りたたみ式の鏡にソースビームを反射する。ソース
ビームは、スプリッタから、励起周波数を有する励起ビーム２２として実質的に反射され
る。励起ビームは、視野レンズ３によって集束され、次に分離ビーム２４として小びん（
窪み）レンズ２ｂによって小びんの中心に焦点に結ぶ。故に、これによってマーカー染料
は発光周波数で光を発する。この光は、独立したビーム２６の形を採る発光ビームとして
上方へ向けられる。ビームは、折りたたみ式の鏡５から反射されてビームスプリッタ６に
入る。ビームスプリッタ６によって、発光ビームは検出器１０に到達する。
【００２２】
　小びんレンズ２ｂおよび視野レンズ３は、ともに励起ビームおよび発光ビームを集束さ
せる一次フォーカス手段を構成する。他の実施例において、視野レンズを省略しても良く
、この場合、フォーカス手段は小びんレンズ２ｂだけから成る。または、小びんレンズを
省略することができる。この場合、フォーカス手段は、検出器上に個々の発光ビームの焦
点に結ばせる視野レンズの位置に配置された対物レンズだけから成る。
【００２３】
　また、代わりに、ビームスプリッタ６は、ランプおよび検出器を適切に配置し直すこと
によって、励起ビームとしてソースビームを通過させて発光ビームを反射させても良い。
さらに、より垂直な反射および透過のために、ビームスプリッタの４５゜以外の角度配置
が適切な場合は、この配置を使用できる。より広義には、ビームスプリッタは、励起ビー
ムおよび発光ビーム用の光路を分割し、これを成し遂げる他の構成がであってもよい。検
出器に達するソース光を最小にすることが望ましい。そして、二色性の装置援助はそれを
達成する。非二色性のビームスプリッタは使用できるが、かなりのソース光が検出器に達
したり、または、間違った方向に反射や伝送されたり、または喪失されるので効率的でな
い。
【００２４】
　更にソース光をフィルタ処理するために、励起フィルタ７が、光源１１とビームスプリ
ッタ６との間に配置される。これは、励起周波数を有する光を透過し、発光周波数を有す
る光をかなり遮断する。同様に、発光フィルタ８が、ビームスプリッタと検出器との間に
配置され、本実施例では、検出器の前でスプリッタと検出レンズ９との間に配置される。
このフィルタは、発光周波数を有する光を透過し、励起周波数を有する光をかなり遮断す
る。検出レンズが好ましいが、フォーカシング反射器を、検出レンズに置換しても良い。
かかる発光フォーカス手段（検出レンズや反射器）は、ビームスプリッタの前後や発光フ
ィルタのいずれか一方の側部に配置でき（図示の例はビームスプリッタの前方に配置）、
または、一次フォーカス手段に組み込むこともできる。例えば、視野レンズは、検出器に
発光ビームを集束させる対物レンズでもよい。
【００２５】
　適切なフィルタは、光干渉フィルムを使用する周知の光帯域フィルタであり、各々が、
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蛍光染料の励起またはその発光の何れにも最適な周波数の帯域を有する。各フィルタは、
反射光や迷光からの「ゴースト」像を妨ぐために、他の周波数（非帯域）に対して非常に
高い減衰を有しなければならない。例えばＳＹＢＲグリーン染料に対して、励起フィルタ
帯域は、波長４８５ｎｍの周辺を中心とすべきであり、発光フィルタ帯域は、波長５５５
ｎｍの周辺を中心にしなければならない。ビームスプリッタは、これらの二つの間、例え
ば約５１０ｎｍで反射から透過へ変化すべきであり、故に、この波長未満の光が反射され
て、より高い波長の光が通過される。
【００２６】
　より広義には、励起フィルタおよびビームスプリッタは、共に、励起周波数を有する励
起ビームに作用するソースビームの各々となるように配置される第１の手段を構成し、発
光フィルタおよびビームスプリッタは、共に、発光周波数で発光ビームで検出器を通過さ
せるようにフォーカス手段からの発光ビームの各々となるように配置される第２の手段を
構成する。また、上記したように、ビームスプリッタは、代わりに励起ビームとしてのソ
ースビームを通過させて、検出器に発光ビームを反射しても良い。別の実施例においては
、フィルタを省略しても良い、また、第１の手段は、ソースビームからの励起ビームに作
用するビームスプリッタによって実現され、第２の手段は、検出器に発光ビームを通過さ
せるビームスプリッタにより実現される。
【００２７】
　別の装置において、ビームスプリッタは省略でき、第１の手段は、励起周波数用の励起
フィルタを構成し、第２の手段は、発光周波数用の発光フィルタを構成し、光源および検
出器は並列に配置され、故に、励起および発光ビームは、角度に関して、僅かに異なった
光路上にある。光源および検出器は、実際には１つ以上の折りたたみ式の鏡とともに並列
に配置される必要はない。このように、ここに記載されている効果を成し遂げるための任
意の構成は均等物とみなすべきである。しかし、ビームスプリッタの使用が好まれるので
、視野レンズを通過する励起および発光ビームは、同じ光路を有する。
【００２８】
　ビームスプリッタ６、励起フィルタ７、発光フィルタ８は、懸濁液用の選択された一次
染料と関連するモジュール３０（図２）に取り付けられているのが、好ましい。モジュー
ルは、選択された別の一次染料に関連した別のビームスプリッタ及びフィルタを含む別の
モジュールに置き換えるために、機器Ａの筐体３２から着脱可能である。機器は、ランプ
サブ筐体３３とカメラサブ筐体３５とを含む。
【００２９】
　実施例において（図３）、各モジュールは、単一のネジ３８で筐体に取り付け可能であ
るフランジ３６を有する装着ブロック３４を含む。ビームスプリッタ６は、フレーム４０
およびネジ４２でブロックの内部で４５゜に保持される。発光フィルタ８は、ブロックの
中に（例えば接着剤で）取り付けられる。励起フィルタ７は、同様に、ネジ４６によりブ
ロックに保持される装着部材４４へと取り付けられる。モジュールが所定位置に配置され
ると、機器は、ネジで固定される側板４７によって閉じられる。位置決めピン（図示せず
）は、再現性のあるアラインメントを保証する。置換モジュールは、同じ装着ブロックお
よび関連部品を有し、ビームスプリッタおよびフィルタが置換される。
【００３０】
　検出レンズ９（図１）は、小びんレンズ２ｂおよび視野レンズ３と共に、検出器１０上
に個々のビームを焦点に結ばせる。レンズは、開口が大きく、歪が低く
、口径食が最小でなければならない。
【００３１】
　検出器は、好ましくはアレイ検出器であり、例えば電荷注入装置（ＣＩＤ）であり、好
ましくは電荷結合装置（ＣＣＤ）である。ＣＣＤ検出器、検出レンズ、検出器に関連する
エレクトロニクスを含む従来のビデオカメラとしては、７５１の活性水平画素および２４
２の活性鉛直画素（ノンインタレース）を有するエレクトリム（Ｅｌｅｃｔｒｉｍ）モデ
ル１０００Ｌ等が適切である。このカメラは、コンピュータのＩＳＡバスに直接インター
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フェースする回路基板を含む。フレーム採集（framegrabber）回路は、このカメラで必要
でない。本質的に、コンピュータでの後処理用に画像を採ったりフレームを静止させるこ
とができる任意のデジタル画像処理装置やサブシステムを使用したり、採用できる。
【００３２】
　各々を別々にモニタリングすべき複数の小びんが存在する場合は、多数の光レセプタ（
ピクセル）を有する検出器７８が好ましい。または、スキャン装置が、例えば折りたたみ
式の鏡を走査し且つ検出器に小さい開口を使用することによって、単一の光検出器と共に
使用される。また、小びんが唯一の場合はフォトマルチプライヤ等の簡単な装置を使用で
きる。ＣＣＤは、選択された積分期間に対して光を受け取り、アナログ／デジタル変換の
後、この期間にて蓄積されたレベルのデジタル信号データを読み出す。積分は、電子シャ
ッタによって効果的に制御され、フレーム転送回路が望ましい。信号データは、各ピクセ
ルに対して生成され、小びんから発せられた光の個々のビームを受け取っているそれらを
含む。
【００３３】
　機器は、好ましくは、励起ビームに応答して参照光を発する蛍光基準部材４を含む。基
準部材は、複数（例えば６）の基準エミッタで形成され、その各々は、各励起ビームに応
答して強度が異なる参照ビームを発する。これらの強度範囲は、小びんのマーカー染料か
ら予想される強度範囲を近似しなければならない。例えば、各セグメントは、輝度におい
て２．５分の１に選別される。基準部材は、ビームスプリッタから励起ビームの一部を受
け取るように配置される。良い位置は、視野レンズと隣接し、その結果、部材と関連する
光路は、小びんのものを近似する。大部分の参照光は、参照ビームとしてビームスプリッ
タを通過して検出器に戻る。検出画素は、発光ビームを受け取り、ＤＮＡの濃度を計算す
るときにデータ信号とともに利用される基準信号を生成する。
【００３４】
　基準部材４（図４）は、プラスチック蛍光片４ａと、蛍光片に亘って取り付けられてい
る中性密度フィルタ４ｂとを含み、場合によっては間に空隙４ｈを有する。故に、励起ビ
ームおよび参照ビームの一部が中性密度フィルタによって減衰される。中性密度フィルタ
は、各々が強度の異なる参照ビームを発する複数の基準エミッタ（セグメント）に作用す
る一連の密度４ｃを有する。加熱を滑らかにする加熱片４ｄおよびアルミニウム片４ｇが
、トラフ４ｅにて底部に取り付けられ、蛍光片は、加熱片に跨ってアルミニウム片に取り
付けられている。熱損失を防ぐために、このアセンブリは、好ましくは透明なプレキシガ
ラス(plexiglass)窓（変化する密度フィルタを表示するために図示せず）によってカバー
されている。一定の蛍光の維持を支援するために、加熱片は、サイクルブロックの熱サイ
クルや他の影響から蛍光片を一定の温度に維持するために制御される。これは、大抵の蛍
光材料が温度に逆比例して蛍光が変化するので、実施される。
【００３５】
　コンピュータプロセッサ１４（図１）は、従来のＰＣでよい。コンピュータプログラミ
ングは、例えば「Ｃ」のように周知である。本発明に対するプログラミングの適用は、直
ちに認識されて当業者により達成される。プロセッサは、周辺の光を無視して、選択的に
小びんや基準エミッタからの光を受け取った画素から
の信号を処理する。したがって、プログラミングは、例えば本譲受人の１９９８年７月１
４日出願の係属中の仮特許出願第６０／０９２，７８５号に開示されるように、対象の画
素領域（ＲＯＩ）を定義するマスキングを含むことが望ましい。光学系の機械的アライン
メントは、対象のプログラム領域へのビームの集束を支援するのに必要となることがある
。アナログデータ信号は、アナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）装置１５を介してプロセッサに
供給される。尚、アナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）装置１５は、本発明においては、プロセ
ッサの一部であると考えられる。飽和レベルは、検出器またはＡ／Ｄにより差し止められ
、または、好ましくは、ＣＣＤダイナミックレンジは、Ａ／Ｄダイナミックレンジに対応
している。適切な範囲は、８ビットの精度（２５６レベル）であり、ＣＣＤ増幅器のオフ
セットは、ＣＣＤの暗信号出力（シャッタ１２は閉鎖）がＡ／Ｄ範囲内にくるように設定
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される。プロセッサは、露光時間を選択して、出力がダイナミックレンジ内に維持される
ように、検出器に指示する。
【００３６】
　典型的な動作において、大抵は４０～５０の熱サイクルのＤＮＡ反応複製シーケンスの
各サイクルに対して、複数の小びん（例えば９６の対象領域）から、さらに、基準エミッ
タセグメントから、蛍光データが採られる。２つのデータセットが、約６０゜でのＰＣＲ
反応の伸長相の間の各熱サイクルから採られる（図５）。ＰＣＲ反応の伸長相は、ＤＮＡ
鎖の全てがダブルの鎖に再び結合する相である。一方のセットは、通常の第一データ５０
（後述する基準データを伴う）であり、他方は、機械シャッタが閉じた状態での暗信号デ
ータ５１である。両方のデジタルデータセット５０、５１は、検出器からのそれぞれのア
ナログデータ信号４８、４９からＡ／Ｄ１５によって変換される。暗信号は、５５で正常
値から減算され、暗較正データ５７を生ずる。簡単なプロシージャにおいて、減算はピク
セル毎で行われる。または、対象領域毎の全暗信号は、対応する全蛍光データから減算さ
れる。別の実施例において、有効なダイナミックレンジを増やすために、各露光期間の間
に複数の露光、例えば４～８回の露光を集めることは、有効である。これは、複数回の通
常の露光と各画素毎の暗データを集め、それぞれの暗画像を通常のデータから減算し、次
に、減算したデータを一緒に加算して第一データを生ずることによって行われる。これは
、画像データの統計的正当性を改善して、その有効なダイナミックレンジを増やす。
【００３７】
　同時に、データは、例えば合計１０２の対象領域に対して９６の小びんを備える６つの
セグメントを有する基準片から採られる。好ましくは、処理手段は、露光時間の自動調整
を行い、ＤＮＡ複製シーケンスの間に飽和制限未満である所定動作範囲、例えば飽和の３
５％～７０％の範囲内にデータ信号を維持する。ＤＮＡ濃度の計算は、露光時間の調整に
比例した補正を含む（図６）。各露光５２、５３からの信号データ５０、５１は、対象領
域（ＲＯＩ）内の画素数を合計することによって、予め決められた露光時間５４の間得ら
れる。
【００３８】
　時間調整を行うために、３つの最大読取り隣接画素等の１つ以上の最大画素読取りから
のデータである最大信号データ５６は、５８で対応するデータ信号５０から捜す。比較６
２から、最大信号のデータが選択された動作範囲６０に対して小さいか、またはその範囲
内にあるか、または大きいかが判別される。かかる判別に基づいて、６４で露光時間が調
整され、すなわち増加されたり、保持されたり、または減少されて、６６で次の露光時間
を得る。例えば、６８で１０２４ｍｓ等の初期時間や一定の標準時間となり得る基準時間
（図５）も選択される。暗較正データ５７は、６９で時間補正されて、基準時間に対する
実際の露光時間の比によって割ることによって、７１で補正された第一データを生ずる。
最初の複数のサイクルが範囲の外にあってもよく、その後、有効な蛍光曲線が得られるは
ずである（図７）。
【００３９】
　基準エミッタに対し、基準片４（図１および図４）からの光を受け取る画素から、７３
で基準データ信号が生成されて、Ａ／Ｄ１５によって基準データ７２に変換される。７４
で特定の基準セグメント４ｃ（図４）から選択された基準データは、７７での所定の最大
値未満である最大信号強度を有するデータとして７６で選択される。この所定の最大値７
７は、飽和制限未満、例えば７０％である。
７５で次の調光（dimmer）セグメントも選択され、選択された基準データ７４は、そのセ
グメントからデータを含む。暗データ５１は、７８で基準データ７４から減算され、暗補
正データ８０は、８４で露光時間５４に対して調整されて、調整された基準データを８２
で生ずる。
【００４０】
　データ８２は、最大セグメントに対して暗補正データ８２’と、次の調光セグメントの
ための暗補正データ８２”とを含む（図９）。８９で各セグメント間の輝きの比は、計算
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され、データ収集のコースを通じて集められる。データが集められるたびに、最大セグメ
ントと次の調光セグメント間の比が算出される。異なる最適のセグメントが後続するデー
タ収集に対して選択されるので、８５で比の表が組立てられる。または、これらの比は、
前もって収集されて算出しても良い。
【００４１】
　この調整された基準データ８２’（図５のデータ８２から）は、８５で比によって戻る
ように作業することによって、ＤＮＡ複製（ＰＣＲ）シーケンスの初期または他の選択さ
れた以前のサイクルからの基準データ９０に対する比として、８６でリアルタイムで規格
化される規格化基準データを８８で計算するために使用される。規格化基準データは、９
２の規格化計算での補正第１データ７１に対して利用されて、第１のデータを規格化基準
データによって割ることによって、ドリフト規格化第１データ９４を提供する。これは、
モニタ中の機器ドリフトを補正する。ＤＮＡの濃度９６は、記憶された較正因子９９から
９８で計算され、標準の周知のＤＮＡ濃度を処理することによって判別されて、成長曲線
の開始サイクルの開始濃度に関係する線の傾斜及び交点を判別する（図７）。尚、上記は
、前述のヒグチの論文および米国特許第５，７６６，８８９号に教示されている（更なる
規格化１１８、１２０および基線補正１２２―１３０は後述する）。
【００４２】
　典型的なＰＣＲシーケンスのための伸長相データは、各ＰＣＲサイクルに対してプロッ
トされて図７のようになる。必要に応じて、データは、同じ染料で且つ化学的に防止され
たＤＮＡ増幅でサンプルを含むサンプル瓶に対して規格化することによって、染料漂白ま
たは他の化学作用に対して較正される。
【００４３】
　サンプルは、さらに、ＤＮＡ結合染料と同じ波長帯域の若干の蛍光を有する「受動」基
準染料として機能する１つ以上のタイプの染料分子を含むことがある。
この基準染料は、例えば、ローダミンおよびフルオレセイン染料誘導体を含む核酸シーケ
ンスから形成される。適切な基準は、パーキン・エルマ・アプライド・バイオシステムの
ロックス（Ｒｏｘ）染料である。これらの受動染料分子は、ＰＣＲ反応に参加しない。故
に、その蛍光は実質的にＤＮＡからの影響の無いものであって、反応の間一定に維持され
る。この蛍光は、好ましくは、少なくとも一つの小びん、好ましくは小びん毎の成分に含
まれる受動染料の標準濃度を有するＤＮＡ結合染料からの蛍光を規格化するために使用す
ることができる。
【００４４】
　ソースビームは、受動染料を第２の周波数で蛍光を生ぜしむる第２の励起周波数を含み
、これにより、第２のビームを検出器に向かうように発して対応する第
２のデータ信号を生成する。プロセッサは、基準濃度を表す第２のデータを計算するため
に第２のデータ信号を受け入れる。これらのデータは、第１のデータを規格化するために
使用され、故に、ＤＮＡの濃度が、ドリフト用の規格化とともに、露光時間の調整に比例
してＤＮＡの濃度の計算を補正した後に受動染料の基準濃度に規格化される。本実施例に
おいて、第２の励起周波数は、第１の励起周波数と同一であり、受動染料は、発光第２の
ビームが実質的に発光周波数になるように、蛍光を発する。第１のデータ信号は、ＤＮＡ
が再び結合され、且つ、対応して第１の染料発光が最大になるときに、熱サイクルブロッ
クのサイクリングの各伸長相の間生成される。第２のデータ信号は、ＤＮＡが変性し、且
つ、対応して第１の染料発光が最小になるときに、熱サイクルブロックのサイクリングの
各変性相の間に生成される。このように、第１のデータ信号は、ＤＮＡの濃度を実質的に
表し、第２の相のデータ信号は、受動染料の基準濃度を実質的に表す。
【００４５】
　暗データ及び通常データは、小びんサンプルおよび基準片用にとられ、暗データは通常
の蛍光データから引かれる。この暗データ及び通常データのセットは、約６０℃でＰＣＲ
反応の伸長相の間採取される。この伸長相は、全てのＤＮＡ鎖がダブルの鎖に再び結合す
る相である。この相の間、ＤＮＡ結合染料からの蛍光は最大になり、受動基準分子から蛍
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光が重畳されるがかなり小さい。別の暗データ及び通常データのセットは高温の変性相（
約９５℃）の間に採集され、この間、ＤＮＡは、変性したりまたは単一鎖に分割される。
この相の間、ＤＮＡ結合染料の蛍光は最小になり、ほとんど存在しない。何となれば、Ｄ
ＮＡは二重鎖ではなく、使用される染料の蛍光は、温度の増加と共に蛍光はかなり減少す
る。したがって、変性相画像は、受動基準分子からの基準蛍光をかなり含む。補正された
暗基準（変性）データセットは、測定された温度に対する依存性を補正した後、補正され
た暗ＤＮＡ結合染料データセットから減算されたり、または通常のデータセットに対して
は無視しても良い。
【００４６】
　または、受動基準染料が、ＰＣＲサイクル毎に、更なる画像を取り込み、受動基準染料
からの波長を受け入れると共にＤＮＡ結合染料によって発せられる波長を拒絶する別の光
帯域フィルタを使用することによって、受動基準染料とラベルされた分子を描画すること
が必要になることがある。このデータは、機能的に変性データと等価である。
【００４７】
　変性相に対する動作を示しながら（図８）、各通常データ信号及び暗データ信号１０２
、１０４が、通常の露光５２’とシャッタ５３’が閉じた状態で、一次のデータ用として
同様に得られる。露光時間１０６は、シーケンスの隣接の伸長相に関して同じものであっ
ても良く、または前の相変性動作から判別され（図７参照）、またはシーケンスの全変性
相に対して予め決められた適切な時間である。Ａ／Ｄ１５は、信号を第２のデータ１０８
および暗データ１１０に変換する。
暗データは、５５’にて次のものから減じられて、補正された暗データ１１２を生ずる。
これは、さらに基準時間１１４および実際の露光時間１０６で６９’にて補正され、補正
された第２のデータ１１６を生ずる。
【００４８】
　伸長サイクルは、規格化された第１データ９４をドリフトし、次に１１８にて、変性相
に対して選択された個数のサイクル（例えば１０）の平均値によって、補正第２データ１
１６を割ることで、更なる規格化された蛍光データ、即ちさらなる規格化されたデータ１
２０を生ずる。これによって、サンプル窪みを非一様性作用に移る。サイクル毎の除算は
、平均値の代わりに使用することができる。
または、第２のデータは、ドリフト規格化の前後で補正された第１データ７１に適用する
ことができる。ベースラインサンプルは、１２２にて選択でき、１２４
にて平均されて、ベースラインデータ１２６を生ずる。次に、更なる規格化データ１２０
は、ベースラインデータによって１２８にて除算され、ベースライン補正データ１３０を
生ずる。これらのベースラインサンプルは、ＰＣＲの成長が図７の曲線のうちのほぼ水平
なベースライン部分を越える前に選択される。選択されたベースラインサイクルは、例え
ば、６～１５サイクルである。１１８での更なる規格化の後、更なる規格化データ１１８
が、９８でのＤＮＡ濃度９６の計算に使用される。
【００４９】
　これら同一のベースラインサンプルの傾向（例えば最小二乗回帰ライン）は、規格化さ
れた伸長サイクルデータから減算され、ゼロで平らなベースラインを有するデータを生ず
る。次に、このデータセットは、確立されたまたは他に要求されたＰＣＲ法を使用して処
理されて、ＤＮＡのコピーを開始する量を算出する。
簡単なプロシージャは、平らから立ち上がる遷移部で変曲点に対して推論されることにな
っている。より精巧なプロシージャは、前述の米国特許第５，７６６，８８９号に記載さ
れている。
【００５０】
　データは、さまざまな目的、例えば反応の定量モニタリング、または複製されたＤＮＡ
濃度の測定、または開始量の測定のために使用できる。機器も、複製がシーケンスの間起
こっているかまたは起こったかどうかを（規格化および他の補正の有無とは無関係に）表
示するために使用されることができる。
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【００５１】
　本発明は、特定の実施例に関して詳細に説明したが、本発明の趣旨および添付の請求項
の範囲内に入るさまざまな変形例および応用例は、当業者には明らかである。したがって
、本発明は、添付の請求項のまたはその均等物により制限されるだけである。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明のポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）反応装置と関連した光学器械に対する
光列の概略図である。
【図２】横のパネルが除去された、図１の機器の斜視図である。
【図３】図２に示すモジュールの分解斜視図である。
【図４】図１の光列の基準部材の斜視図である。
【図５】図１の機器によって得られたデータからＤＮＡ濃度を計算するフローチャートで
ある。
【図６】図１の機器の動作でのデータ収集のため、且つ図５のフローチャートでの計算の
ための露出時間を判別するフローチャートである。
【図７】ＰＣＲ装置を有する図１の機器の動作からの蛍光－サイクルの伸長相データのグ
ラフである。
【図８】図５のフローチャートでの計算用の第２のデータを計算するフローチャートであ
る。
【図９】図４の基準部材の複数の基準エミッタセグメント間の比を計算するフローチャー
トである。
【符号の説明】
【００５３】
１ｂ　　小びん
２ｂ　　レンズ
６　　　ビームスプリッタ
９　　　検出レンズ
１１　　光源
１４　　プロセッサ
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