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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個別に温度制御可能な複数の温度制御ブロックと、
　各温度制御ブロックによって温度管理される反応容器内の試料をリアルタイムで蛍光測
定するリアルタイム蛍光測定部と、
　各温度制御ブロックで温度管理される１又は複数の反応容器に分注された温度校正試料
の基準融解温度を記憶する記憶部と、
　各温度制御ブロックに対応する各反応容器に収容された温度校正試料の融解温度を測定
融解温度として測定する融解温度測定部と、
　各温度制御ブロックに対応する測定融解温度と前記基準融解温度とを比較し、各差分値
に基づいて各温度制御ブロックの温度絶対値を補正する温度補正部と
　を有することを特徴とする核酸増幅装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の核酸増幅装置において、
　前記温度補正部による各温度制御ブロックの温度絶対値の補正終了後、温度校正試料の
融解温度を自動的に測定し、補正後の温度制御ブロックの温度制御精度を画面表示する制
御部を有することを特徴とする核酸増幅装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の核酸増幅装置において、
　前記温度補正部による各温度制御ブロックの温度絶対値の補正終了後、各温度制御ブロ
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ックについて温度校正試料の融解温度を自動的に測定する処理と、
　測定結果に基づいて各温度制御ブロックの温度絶対値を補正する処理と
　を繰り返し実行する制御部を有する
　ことを特徴とする核酸増幅装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の核酸増幅装置において、
　前記制御部は、全ての温度制御ブロックの温度制御精度が、予め設定された温度精度範
囲内に入るまで前記補正する処理と前記測定する処理を繰り返す
　ことを特徴とする核酸増幅装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の核酸増幅装置において、
　前記制御部は、予め設定された回数を繰り返しても、予め設定された温度精度範囲内に
温度制御精度が入らない温度制御ブロックについて、温度制御異常を意味するアラームを
画面表示する
　ことを特徴とする核酸増幅装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の核酸増幅装置において、
　前記制御部は、温度制御異常を意味するアラームが画面表示された温度制御ブロックに
対し、通常動作中もアラームの表示を継続する
　ことを特徴とする核酸増幅装置。
【請求項７】
　請求項５に記載の核酸増幅装置において、
　前記制御部は、温度制御異常を意味するアラームが画面表示された温度制御ブロックに
対し、通常動作の使用対象から除外する
　ことを特徴とする核酸増幅装置。
【請求項８】
　個別に温度制御可能な複数の温度制御ブロックと、各温度制御ブロックによって温度管
理される反応容器内の試料をリアルタイムで蛍光測定するリアルタイム蛍光測定部と、各
温度制御ブロックで温度管理される１つ又は複数の反応容器に分注された温度校正試料の
基準融解温度を記憶する記憶部と、各温度制御ブロックに対応する各反応容器に収容され
た温度校正試料の融解温度を測定融解温度として測定する融解温度測定部と、各温度制御
ブロックに対応する測定融解温度と前記基準融解温度とを比較し、各差分値に基づいて各
温度制御ブロックの温度絶対値を補正する温度補正部とを有する核酸増幅装置と、
　前記反応容器に検体又は試料を分注する分注機構と、
　前記核酸増幅装置に前記反応容器を搬送し、前記複数の温度制御ブロックのうちいずれ
かに搬送する搬送機構と
　を有することを特徴とする核酸分析装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の核酸分析装置において、
　前記温度補正部による各温度制御ブロックの温度絶対値の補正終了後、温度校正試料の
融解温度を自動的に測定し、補正後の温度制御ブロックの温度制御精度を画面表示する制
御部を有することを特徴とする核酸分析装置。
【請求項１０】
　請求項８に記載の核酸分析装置において、
　前記温度補正部による各温度制御ブロックの温度絶対値の補正終了後、各温度制御ブロ
ックについて温度校正試料の融解温度を自動的に測定する処理と、
　測定結果に基づいて各温度制御ブロックの温度絶対値を補正する処理と
　を繰り返し実行する制御部を有する
　ことを特徴とする核酸分析装置。
【請求項１１】
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　請求項９に記載の核酸分析装置において、
　前記制御部は、全ての温度制御ブロックの温度制御精度が、予め設定された温度精度範
囲内に入るまで前記補正する処理と前記測定する処理を繰り返す
　ことを特徴とする核酸分析装置。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の核酸分析装置において、
　前記制御部は、予め設定された回数を繰り返しても、予め設定された温度精度範囲内に
温度精度が入らない温度制御ブロックについて、温度制御異常を意味するアラームを画面
表示する
　ことを特徴とする核酸分析装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の核酸分析装置において、
　前記制御部は、温度制御異常を意味するアラームが画面表示された温度制御ブロックに
対し、通常動作中もアラームの表示を継続する
　ことを特徴とする核酸分析装置。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の核酸分析装置において、
　前記制御部は、温度制御異常を意味するアラームが画面表示された温度制御ブロックに
対し、通常動作の使用対象から除外する
　ことを特徴とする核酸分析装置。
【請求項１５】
　請求項８に記載の核酸分析装置において、
　前記核酸分析装置はネットワーク経由で前記温度校正試料の基準融解温度を取得し、他
の核酸分析装置との間で前記基準融解温度を共有する
　ことを特徴とする核酸分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、個別に温度制御可能な温度制御ブロックを複数搭載する核酸増幅装置、及び
当該核酸増幅装置を装置の一部に使用する核酸分析装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　温度制御ブロックは、その温度絶対値を目標温度に正確に制御する必要がある。従来、
温度制御ブロックの温度絶対値の測定には、校正済みの温度測定プローブが使用され、測
定温度が目標温度と異なる場合には、測定温度が目標温度に一致するように補正する手法
が採用されている。一般的に、校正済みの温度測定プローブを用いた温度補正の限界精度
は、±0.25℃とされる。
【０００３】
　ところで、個別に温度制御可能な複数の温度制御ブロックが１つの装置に搭載される場
合がある。この場合も、校正済みの温度測定プローブを用いて各温度制御ブロックの温度
を個別に補正すると、補正終了後の各温度制御ブロックの温度制御精度は±0.25℃となる
。従って、温度制御ブロック間の温度差は、理論的には最大で0.5℃になる。
【０００４】
　この他、温度制御ブロックの温度補正には、熱変色性液晶を用いた試験片を使用する方
法が提案されている（例えば特許文献１を参照。）。当該方法は、流体試料と接触する試
験片に熱変色性液晶を混入させ、試験片を試験温度に制御した時の液晶の変色を検出する
ことにより、試験片の温度を校正することを原理とする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開平１０－２０６４１１号公報
【特許文献２】特開２０１０－５１２６５号公報
【特許文献３】特開平０５－３１７０３０号公報
【特許文献４】特開２０１０－１６６８２３号公報
【特許文献５】特表２００３－５２５６２１号公報
【特許文献６】特表２００５－５１９６４２号公報
【特許文献７】特開２００８－２７８８９６号公報
【特許文献８】特開平０３－１３１７６１号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, Feb. 2009, p. 435-440
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、温度制御ブロックにより温度管理を行う反応には、特に精密な温度制御が必
要となるものがある。例えばポリメラーゼ連鎖反応（PCR：Polymerase Chain Reaction）
や高解像度融解（HRM：High Resolution Melting）解析に伴う反応である。
【０００８】
　ＰＣＲ法とは、(1) 95℃の熱変性温度、(2) およそ55℃～65℃程度のアニーリング温度
、(3) 伸長反応温度を交互にｎ回繰り返す（以下、「温度サイクル」という。）ことによ
り、標的とする核酸配列を２ｎ倍に増幅する核酸増幅方法である。
【０００９】
　アニーリング温度及び伸長反応温度は標的配列により異なり、当該温度の要求精度は、
一般には±0.5℃以内とされている。ただし、温度の正確性と再現性が高いほど、ＤＮＡ
の増幅効率と増幅再現性が向上する。
【００１０】
　この増幅効率と増幅再現性は、リアルタイムＰＣＲ法の定量精度に影響する重要な因子
である。因みに、リアルタイムＰＣＲ法とは、蛍光色素の使用により、ＰＣＲによる増幅
をリアルタイムに測定し、その増幅率（サイクル回数）から反応液中の核酸量を定量する
方法をいう。
【００１１】
　従来、リアルタイムＰＣＲ法によるＤＮＡの定量には、１つの温度制御ブロックで温度
管理する空間内に複数の反応容器（ウェル）を配置する方式のリアルタイムＰＣＲ装置が
用いられている。このように、複数の反応容器（ウェル）が１つの温度制御ブロックで温
度管理される場合、複数の反応容器（ウェル）間の温度差は±0.2℃以下に抑えることが
できる。
【００１２】
　近年、複数の温度制御ブロックを有するリアルタイムＰＣＲ装置が提案されている。こ
のリアルタイムＰＣＲ装置は、複数の温度制御ブロックを個別に温度制御することができ
、複数の温度サイクルを同時に実行することができる。勿論、この種の装置においても、
複数の反応容器（ウェル）の間に、１つの温度制御ブロックのみを用いる場合と同等レベ
ルの温度制御精度が求められる。
【００１３】
　一方、ＨＲＭ解析とは、リアルタイムＰＣＲ法により増幅した増幅産物の温度を、約60
℃から95℃の範囲内で、0.1℃以下の分解能で蛍光測定し、増幅産物の融解温度（増幅し
た２本鎖核酸の２本鎖結合が融解する温度）を決定する解析法である。
【００１４】
　当該融解温度は増幅配列毎に異なるものであり、理論的には１塩基の違いでも異なるこ
とが知られている。この解析法により、複数の異なる配列が混ざった増幅反応液から配列
毎に核酸を分離して検出することができる。
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【００１５】
　ところで、複数の反応容器（ウェル）に設置したサンプル群の融解温度の差を比較する
目的においては、反応容器（ウェル）間の温度再現性は高いほど良く、当該解析法に要求
される反応ウェル間の温度再現性は±0.1℃以下である。
【００１６】
　現在、リアルタイムＰＣＲ装置の臨床検査への応用が始まっている。例えば複数の温度
制御ブロックを用いてリアルタイムＰＣＲを実行する全自動臨床検査装置がある。当該装
置においては、複数の温度制御ブロック間における温度絶対値の差が分析性能に影響する
。このため、複数の温度制御ブロックの間にも、反応容器（ウェル）間の温度制御精度と
同等レベルの温度制御精度が要求される。
【００１７】
　しかし、校正済みの温度測定プローブを用いる従来の温度補正方法は、最大で0.5℃の
温度差が残り、前述した要求を満たすことが困難である。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　発明者らは、当該技術課題の解決を鋭意検討するにあたり、以下の測定を行った。まず
、ＰＣＲ法により増幅した１種類の核酸断片を同じ容器に纏めて良く混合し、その後、そ
の混合液を、図１Ａに示すように、９６個の反応容器（ウェル）に分注した。次に、反応
容器（ウェル）間の温度均一性が0.05℃以下のリアルタイムＰＣＲ装置を用いて核酸断片
をＨＲＭ解析して融解温度を測定した。すると、図１Ｂに示すように、ＰＣＲで増幅した
核酸断片の融解温度のバラツキは非常に少なく、バラツキを±0.05℃以下に収まっている
ことを発明者らは発見した。
【００１９】
　発明者らは、この発見を利用し、個別に温度制御可能な複数の温度制御ブロックと、各
温度制御ブロックによって温度管理される反応容器内の試料をリアルタイムで蛍光測定す
るリアルタイム蛍光測定部と、各温度制御ブロックで温度管理される１つ又は複数の反応
容器に分注された温度校正試料の基準融解温度を記憶する記憶部と、各温度制御ブロック
に対応する各反応容器に収容された温度校正試料の融解温度を測定融解温度として測定す
る融解温度測定部と、各温度制御ブロックに対応する測定融解温度と前記基準融解温度と
を比較し、各差分値に基づいて各温度制御ブロックの温度絶対値を補正する温度補正部と
を核酸増幅装置に搭載する。また、当該構成の核酸増幅装置を核酸分析装置に実装する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、個別に温度制御可能な複数の温度制御ブロック間における温度均一性
を、温度制御分解能と同等精度で実現することができる。
【００２１】
　上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１Ａ】反応容器（ウェル）への温度校正試料の分注例を示す図。
【図１Ｂ】反応容器（ウェル）間における融解温度の測定誤差の分布を説明する図。
【図２】リアルタイム蛍光測定機構を組み込んだ核酸増幅装置の機能ブロック構成を示す
図。
【図３】リアルタイム蛍光測定機構を組み込んだ核酸増幅装置の一形態例を示す図。
【図４】リアルタイム蛍光測定機構を組み込んだ核酸増幅装置の一形態例を示す図。
【図５】温度校正試料の融解温度情報を確認する手順を説明する図。
【図６】温度補正動作を説明する図。
【図７Ａ】温度補正を実行しない場合の測定結果を示す図（補正前）。
【図７Ｂ】融解温度を基準に各温度制御ブロックの温度絶対値を補正した場合の測定結果
を示す図。
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【図７Ｃ】校正済みの温度測定プローブを用いて各温度制御ブロックの温度絶対値を補正
した場合の測定結果を示す図（従来例）。
【図８Ａ】温度補正を実行しない場合の測定結果を示す図（補正前）。
【図８Ｂ】融解温度を基準に各温度制御ブロックの温度絶対値を補正した場合の測定結果
を示す図。
【図９】各温度制御ブロックに固有の温度特性を説明する図。
【図１０】補正後の温度の精度を評価する機能を有する温度補正動作を説明する図。
【図１１】複数の温度校正試料を使用する温度補正動作を説明する図。
【図１２】リアルタイム蛍光測定機構を組み込んだ自動分析装置の構成例を示す図。
【図１３】リアルタイム蛍光測定機構を組み込んだ自動分析装置の構成例を示す図。
【図１４】核酸分析装置の処理動作を説明する図。
【図１５Ａ】温度補正を実行しない場合の測定結果を示す図（補正前）。
【図１５Ｂ】低温側の融解温度を基準に各温度制御ブロックの温度絶対値を補正した場合
の測定結果を示す図。
【図１５Ｃ】高温側の融解温度を基準に各温度制御ブロックの温度絶対値を補正した場合
の測定結果を示す図。
【図１６】ネットワークシステム構成を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面に基づいて、本発明の実施の形態を説明する。なお、本発明の実施態様は、
後述する形態例に限定されるものではなく、その技術思想の範囲において、種々の変形が
可能である。
【００２４】
　＜形態例１＞
　（核酸増幅装置の機能ブロック構成）
　図２に、形態例に係る核酸増幅装置の機能ブロック構成を示す。図２に示す核酸増幅装
置は、個別に温度制御可能な複数の温度制御ブロック１と、リアルタイム蛍光測定部３と
、それらを制御する制御部５で構成される。本明細書では、個別に温度制御可能な複数の
温度制御ブロック１とリアルタイム蛍光測定部３を含む機構部分をリアルタイム蛍光測定
機構１５と呼ぶ。
【００２５】
　ここで、温度制御ブロック１の基体は熱伝導性に優れた材料により形成され、当該基体
に形成された保持機構に反応容器を収容する。基体には、温度センサや熱源も配置される
。基体には、例えば銅、アルミニウム、各種の合金を使用する。また、温度センサには、
サーミスタ、熱電対、測温抵抗体等を使用する。温度センサは、反応容器内の試料の温度
を測定するため、反応容器の保持機構の近傍に配置される。
【００２６】
　熱源には、例えばペルチェ素子を使用する。ペルチェ素子は熱電素子であり、基体の加
熱又は冷却に使用される。なお、望ましい構成においては、基体上に放熱フィンを配置す
る。もっとも、温度制御が可能であれば、温度制御ブロック１に熱源が搭載されている必
要は無い。例えば空気の温度を変えて温度制御ブロック１の温度を制御するエアーインキ
ュベーター方式を採用しても良い。
【００２７】
　複数の温度制御ブロック１は、プラスチック等の断熱性に優れた材料で構成された台座
上に配置される。従って、１つの温度制御ブロック１から他の温度制御ブロック１への温
度の伝播を無視することができる。すなわち、複数の温度制御ブロック間における温度の
相互干渉を無視することができる。
【００２８】
　リアルタイム蛍光測定部３は、各温度制御ブロック１によって温度管理される反応容器
内の試料をリアルタイムで蛍光測定する。もちろん、試料は蛍光標識されている。リアル
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タイム蛍光測定部３は、反応容器に照射する励起光を発生する励起光源と、励起光が照射
された試料から発生される蛍光を測定する蛍光検出器で構成される。ここで、励起光源に
は、例えば発光ダイオード（ＬＥＤ）、半導体レーザー、キセノンランプ、ハロゲンラン
プ等が用いられる。また、蛍光検出器には、例えばフォトダイオード、フォトマルチプラ
イヤー、ＣＣＤ等が用いられる。
【００２９】
　各温度制御ブロック１の温度制御、リアルタイム蛍光測定部３の測定データの処理等は
制御部５が実行する。この形態例の場合、制御部５は、各温度制御ブロック１の温度補正
時に使用する温度校正試料の融解温度を記憶部１１に記憶する。ここでの融解温度（以下
「基準融解温度」ともいう。）は、後述するように、様々な経路で制御部５に取り込まれ
る。
【００３０】
　制御部５は、各温度制御ブロック１の温度補正時に使用する機能として、融解温度測定
部７と温度補正部９を有している。
【００３１】
　融解温度測定部７は、各温度制御ブロック１に対応する各反応容器に収容された温度校
正試料の融解温度をそれぞれ測定する。融解温度の測定は、リアルタイム蛍光測定部３が
温度校正試料の融解を検出した際の温度センサの測定温度（以下「測定融解温度」ともい
う。）として決定される。測定融解温度は、融解温度測定部７から温度補正部９に与えら
れる。
【００３２】
　温度補正部９は、測定融解温度と記憶部１１に記憶されている基準融解温度と比較し、
その差分がなくなるように、各温度制御ブロック１の温度絶対値を補正する。各温度制御
ブロック１について検出される測定融解温度と基準融解温度の差分が、当該温度制御ブロ
ック１の温度制御精度を与える。
【００３３】
　（装置構成の具体例１）
　図３に、１種類の温度校正試料を使用して複数の温度制御ブロック１の温度絶対値を補
正する核酸増幅装置の具体例を示す。図３に示す装置構成は、図２に示した装置構成をよ
り詳細に表したものである。
【００３４】
　本形態例の場合、個別に温度制御可能な４つの温度制御ブロック１が、円板形状に形成
された回転盤２２の外縁部に沿って配置されている。ここでの回転盤２２が、形態例１の
台座に対応する。回転盤２２は、断熱性に優れた材料で構成されている。従って、複数の
温度制御ブロック間での温度の相互干渉は無視することができる。
【００３５】
　回転盤２２は、不図示の回転軸に対して固定されており、矢印で示すように、時計方向
にも反時計方向にも自由に回転することができる。回転軸は、不図示のステッピングモー
タにより回転駆動される。
【００３６】
　温度制御ブロック１には、１つ又は複数の反応容器２１が着脱可能に収容又は架設され
る。反応容器２１は、蛍光波長帯域の光に対して透明な部材で構成されており、その底部
が回転盤２２の裏面側から露出するように取り付けられている。
【００３７】
　リアルタイム蛍光測定部３は回転盤２２の裏面側に配置され、励起光源から発生された
励起光を反応容器２１の底部に照射する。また、リアルタイム蛍光測定部３は、励起光が
照射された反応容器２１内の試料で発生する蛍光を蛍光検出器で検出し、その蛍光強度を
蛍光測定データとしてデータ処理部２３に出力する。なお、図３の場合、リアルタイム蛍
光測定部３は２つである。従って、同時に２つの反応容器２１をリアルタイム蛍光測定で
きる。
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【００３８】
　データ処理部２３は、蛍光検出器から逐次入力される蛍光測定データと温度センサで測
定された温度データをデータ処理し、記憶・演算部２４に出力する。
【００３９】
　記憶・演算部２４は、例えば汎用型のコンピュータで構成され、各温度ブロック１の融
解温度を解析する解析処理と、補正値を算出する演算処理とを実行する。ここで、記憶・
演算部２４は、蛍光測定データから温度校正試料の融解が検出された時点の測定温度を測
定融解温度とする。また、記憶・演算部２４は、測定融解温度と基準融解温度の差分値に
基づいて温度絶対値の補正値を算出する。なお、温度制御ブロック１の測定温度は、装置
制御部２５にも与えられる。基準融解温度は、記憶・演算部２４に予め記憶されている。
【００４０】
　装置制御部２５は、リアルタイム蛍光検出に必要な温度変化が得られるように各温度制
御ブロック１を目標温度に制御する。具体的には、温度制御ブロック１に搭載された熱源
の発熱量を制御する。この際、装置制御部２５は、温度制御ブロック１に搭載された温度
センサから測定温度を取得し、測定温度が目標温度に一致するようにフィードバック制御
する。ここでの測定温度は、前述したように記憶・演算部２４にも与えられる。
【００４１】
　なお、装置制御部２５は、リアルタイム蛍光検出の際に、反応容器２１の温度を少なく
とも50℃から95℃の範囲で変化させる。図３におけるデータ処理部２３、記憶・演算部２
４及び装置制御部２５が、図２の制御部５に対応する。図３では、データ処理部２３、記
憶・演算部２４及び装置制御部２５をそれぞれ独立した装置として表しているが、１つの
装置として構成しても良い。
【００４２】
　前述の説明では、温度制御ブロック１は回転盤２２の外縁部に搭載されており、回転盤
２２が回転して温度制御ブロック１がリアルタイム蛍光測定部３の前を通過する際に蛍光
が検出される場合について説明した。
【００４３】
　しかし、温度制御ブロック１が搭載される台座側を固定し、リアルタイム蛍光測定部３
の側を回転又は移動させる構成としても良い。この場合は、リアルタイム蛍光測定部３が
温度制御ブロック１と対向する位置を通過するときに蛍光の検出が実行される。
【００４４】
　（装置構成の具体例２）
　図４に、１種類の温度校正試料を使用して温度制御ブロック１の温度を補正する核酸増
幅装置の他の装置構成例を示す。図４に示す装置構成も、図２に示した装置構成をより詳
細に表したものである。
【００４５】
　図３に示す装置構成の場合には、温度制御ブロック１の数に対してリアルタイム蛍光測
定部３の数が少なかった。このため、温度制御ブロック１を載置する台座及びリアルタイ
ム蛍光測定部３のいずれか一方を固定し、他方を回転制御する構成を採用した。
【００４６】
　しかし、温度制御ブロック１とリアルタイム蛍光測定部３が一対一に対応し、これらを
複数備える場合には、図４に示す装置構成が可能となる。なお、図４の場合、温度制御ブ
ロック１には、複数の反応容器２１がマトリクス状に配列された反応プレート２６が載置
された例を表している。
【００４７】
　（反応容器）
　本形態例の場合、反応容器２１や反応プレート２６は蛍光波長を透過でき、かつ、温度
制御ブロック１の熱を伝導可能な材質であれば、いかなる材質や形状でも良い。より好ま
しくは、DNase、RNaseが混入していないＰＣＲチューブ（グライナー社、ドイツ）又は９
６穴のＰＣＲプレートを用いることが望ましい。
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【００４８】
　（温度校正試料）
　本形態例における温度校正試料は、ＨＲＭ解析が可能な核酸断片と検出色素が含まれて
いれば良い。核酸断片には、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ＰＮＡを利用することができる。より好ま
しくは、任意の１種類の核酸断片をＰＣＲ法で増幅した試料を用いる。さらに好ましくは
、水溶液の絶対温度と融解温度の一致を確認した核酸断片を用いる。
【００４９】
　後述する形態例のように２種類の核酸断片を用いる場合にも、ＨＲＭ解析が可能な２種
類の核酸断片と検出色素が含まれていれば良い。より好ましくは、２種類の核酸断片をそ
れぞれ個別にＰＣＲで増幅した増幅産物を用いる。
【００５０】
　なお、温度校正試料は、好ましくは外壁にバーコードが貼付された容器に収容されてい
ることが望ましい。ここで、バーコードの情報には、少なくとも温度校正試料の融解温度
情報が含まれることが望ましい。温度校正試料が分注済みのプレート型の反応容器（すな
わち、反応プレート２６）を用いる場合には、反応プレート２６自体にバーコードを貼付
すれば良い。勿論、バーコードの情報には、少なくとも温度校正試料の融解温度情報が含
まれることが望ましい。
【００５１】
　（温度絶対値の補正動作の概要）
　本形態例に係る核酸増幅装置は、以下に示す３つの処理工程を通じ、複数の温度制御ブ
ロック間に存在する温度絶対値のバラツキを補正する。
【００５２】
　（工程１）
　ＰＣＲ法等の核酸増幅法により増幅した所定の融解温度を有する核酸断片を含む試料を
、温度校正試料として複数の反応容器に分注する。その後、この反応容器を、温度校正す
る核酸増幅装置内の複数の温度制御ブロック１の保持機構に設置又は架設する。または、
複数の温度制御ブロック１の保持機構に予め設置又は架設された反応容器内に、温度校正
試料を分注する。
【００５３】
　（工程２）
　次に、温度校正試料の融解温度を、温度制御ブロック１毎に実際に測定する。ここでの
融解温度の測定には、公知の方法を適用する。例えば低温（例えば60℃）から高温（例え
ば95℃）まで、温度制御ブロック１の温度を変化させながら、リアルタイムで蛍光強度を
測定する。このとき、核酸増幅装置に要求される温度精度と同等以上の温度分解能で温度
を変化させ、蛍光強度を測定する。例えば核酸増幅装置に要求される温度精度が ±0.1℃
以下の場合、 0.1℃刻み以下で目標温度を可変し、融解温度を蛍光測定する。
【００５４】
　（工程３）
　融解温度の測定が終了すると、融解温度の測定値が、記憶部１１に記憶されている融解
温度に一致するように、制御部５は、各温度制御ブロック１について管理する温度絶対値
を補正する。なお、融解温度の測定には、測定誤差が生じる可能性がある。従って、より
好ましい実施の形態では、工程２と工程３を２回以上繰り返し、温度制御ブロック間の温
度均一性を高めることが望ましい。
【００５５】
　（補正動作の詳細）
　図５に、温度補正に先立って実行される融解温度情報の確認処理手順を示す。ここでは
、記憶・演算部２４が当該処理を実行するものとして説明する。もっとも、核酸増幅装置
を構成する他の制御部や核酸増幅装置に接続される外部の制御部を用いて実行しても良い
。
【００５６】
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　まず、記憶・演算部２４は、ネットワーク経由により、温度校正試料の融解温度情報の
入手を試みる（ステップＳ１）。入手が可能であれば、融解温度情報をネットワーク経由
で読み出し、所定の記憶領域に記憶する（ステップＳ２）。ここでのネットワークには、
ＬＡＮの他、インターネットも含まれる。
【００５７】
　これに対し、ネットワーク上に該当する情報がない場合又は記憶・演算部２４がネット
ワークに接続していない場合、記憶・演算部２４は融解温度情報の入力をユーザに要求す
る（ステップＳ３）。この場合、ユーザは、キーボード入力の他、バーコード入力等を用
いて融解温度を入力する。記憶・演算部２４は入力された融解温度情報を所定の記憶領域
に記憶する（ステップＳ４）。
【００５８】
　図６に、融解温度情報の確認処理（図５）を含む温度補正動作の全体を示す。なお、以
下の説明では、記憶・演算部２４が一連の処理を実行するものとして説明するが、核酸増
幅装置を構成する他の制御部又は核酸増幅装置と接続される外部の制御部が一連の処理を
実行しても良い。
【００５９】
　核酸増幅装置の温度校正が開始されると、記憶・演算部２４は、温度校正試料の融解温
度情報を確認する（ステップＳ１１）。ここでは、図５に示す処理動作が実行される。
【００６０】
　次に、記憶・演算部２４は、架設された温度校正試料の融解温度を測定する（ステップ
Ｓ１２）。具体的には、温度制御ブロック１の温度を低温（例えば60℃）から高温（例え
ば95℃）まで、所定の温度刻みで変化させ、その際の温度校正試料から発せられる蛍光強
度をリアルタイムで測定する。記憶・演算部２４は、蛍光強度から試料の融解を検出する
と、その時の測定温度を測定融解温度として所定の記憶領域に記憶する。
【００６１】
　次に、記憶・演算部２４は、予め確認された基準融解温度と、各温度制御ブロック１の
測定融解温度とを比較する（ステップＳ１３）。この際、記憶・演算部２４は、予め確認
された基準融解温度と各温度制御ブロック１の測定融解温度との差分値を算出する。
【００６２】
　記憶・演算部２４は、各温度制御ブロック１について算出された差分値を用い、各温度
制御ブロック１の測定融解温度が温度校正試料の基準融解温度になるように、各温度制御
ブロックの温度絶対値を補正する（ステップＳ１４）。
【００６３】
　以下では、 0.1℃以下の分解能で温度設定が可能な温度制御ブロック１と、融解温度が
87.3℃の温度校正試料とを用いる場合について、 0.1℃以下の分解能で融解温度を測定す
ることで得られる融解温度曲線を説明する。
【００６４】
　本形態例の場合、各反応容器に収容された試料の融解温度は、減衰率（単位時間当たり
の蛍光強度の減少量）が最も大きい蛍光強度値（0.2）における温度として決定する。た
だし、融解温度の決定方法は、この方法に限定されるものでなく、例えば非特許文献１に
示される解析方法を用いることもできる。
【００６５】
　図７Ａに、温度補正を全く実行しない場合に、複数の温度制御ブロック１について測定
される融解温度曲線の測定例を示す。この例の場合、複数の温度制御ブロック間の最大温
度差は 1.7℃であった。なお、図７Ａでは、横軸を温度とし、縦軸を蛍光強度として測定
値をプロットして示している。図７Ｂ、図７Ｃも同様である。
【００６６】
　図７Ｂに、融解温度87.3℃を基準として各温度制御ブロック１の温度絶対値を補正した
場合に、複数の温度制御ブロック１について測定される融解温度曲線の測定例を示す。こ
の例の場合、複数の温度制御ブロック間の最大温度差は0.1℃以下に収束していることが
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分かる。
【００６７】
　参考までに、校正済みの温度プローブを用いる従来の温度設定方法を用いた場合に複数
の温度制御ブロック１について測定される融解温度曲線の測定例を図７Ｃに示す。この例
の場合、複数の温度制御ブロック間の最大温度差は0.53℃である。
【００６８】
　（まとめ）
　以上のように、本形態例に係る核酸増幅装置には、温度校正試料を用いて温度制御ブロ
ック１の温度絶対値を補正する機能を搭載する。このため、本形態例に係る核酸増幅装置
によれば、複数の温度制御ブロック間の最大温度差を個々の温度制御ブロック１の温度制
御分解能と同等精度に均一化することができる。例えば、図１Ｂに示したように、複数の
温度制御ブロック間の最大温度差を±0.05℃以下に均一化することができる。すなわち、
温度制御ブロック間の温度差を各温度制御ブロックにおける温度制御分解能と同等程度に
補正できる。このため、複数の温度制御ブロックを用いて核酸増幅を行う場合にも、温度
制御ブロックの違いが分析精度に与える影響を無視することができる。
【００６９】
　＜形態例２＞
　前述した形態例の場合には、蛍光強度が急激に変化する変化率の大きい部分（蛍光強度
の減衰率が最も大きい部分（図７Ｂの場合、蛍光強度値が0.2））を融解温度に決定した
。
【００７０】
　しかし、その他の手法を用いて融解温度を決定しても良い。例えば図８Ａ及び図８Ｂに
示すように、横軸に温度、縦軸に蛍光強度の変化率をプロットして示す測定曲線を用いて
融解温度を決定しても良い。具体的には、蛍光強度の変化が最も大きい温度を融解温度と
して決定しても良い。この場合、融解温度をより明確に特定することができる。因みに、
図８Ａは図７Ａに対応する図であり、図８Ｂは図７Ｂに対応する。勿論、融解温度の検出
は、記憶・演算部２４が実行する。
【００７１】
　＜形態例３＞
　前述の形態例においては、測定された蛍光強度の減衰率が最も大きい温度又は蛍光強度
の変化率の最も大きい温度を「融解温度」として使用した。
【００７２】
　しかし、融解温度の決定方法は、融解温度を決定することができ、かつ、温度校正試料
の融解温度を決定する際に用いた方法と同じであれば、どのような決定方法を用いても良
い。すなわち、温度校正試料の測定曲線からの融解温度を決定する方法に限定するもので
はない。
【００７３】
　＜形態例４＞
　前述の形態例においては、融解温度が１つの温度校正試料を用いる温度校正方法につい
て説明した。融解温度が１つの温度校正試料でも、各温度制御ブロック１の温度特性が無
視できる程度に同じであれば、融解温度以外の温度についても温度制御ブロック１の最大
温度差を±0.05℃以下に均一化することができる。
【００７４】
　しかしながら、個々の温度制御ブロック１は一般に固有の温度特性を有している。従っ
て、本形態例では以下に示す手法の採用により、個別に温度制御可能な複数の温度制御ブ
ロック１を任意の温度に制御する場合にも複数の温度制御ブロック間の温度絶対値を均一
化する。
【００７５】
　具体的には、各温度制御ブロック１が有する温度特性を事前に測定して記憶・演算部２
４に記憶し、融解温度以外の温度に温度を制御する場合には、当該温度特性と融解温度で
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の制御誤差とに基づいて各温度制御ブロック１の温度を制御する。ここで、温度特性の測
定は、核酸増幅に使用する温度範囲について行えば良い。例えば目標温度を50℃前後から
 100℃前後まで行えば良い。
【００７６】
　図９に、実測される温度特性の一例を示す。図９は、各温度制御ブロック１の目標温度
を１℃刻みで可変した場合に温度センサで測定された温度制御ブロック１の測定温度の関
係を示している。図９の縦軸が測定温度であり、横軸が目標温度である。図９の場合、各
温度制御ブロック１に固有の温度特性は、直線の傾きと切片で規定することができる。
【００７７】
　このように、各温度制御ブロック１に固有の温度特性を測定して記憶領域に記憶してお
き、融解温度についての目標温度と測定温度の誤差を補正することにより、個々の温度制
御ブロック１を任意の温度に正確に制御することができる。すなわち、融解温度以外の任
意の温度について、複数の温度制御ブロックの間で温度絶対値を均一化することができる
。
【００７８】
　なお、温度特性の測定は、融解温度についての温度補正の後に実行しても良い。この場
合、任意の目標温度と測定温度の関係が測定される。従って、測定された温度特性をその
まま用いることにより、各温度制御ブロック１を任意の温度絶対値に制御することができ
る。
【００７９】
　＜形態例５＞
　ここでは、補正後の温度の精度を評価する機能を有する温度補正機能について説明する
。理想的には、前述した温度補正が終了すると、温度制御ブロック１の測定融解温度は基
準融解温度に一致するはずである（厳密には、差分が温度制御分解能と同レベル以下とな
るはずである）。ただし、デバイスの故障等のため、温度補正後も誤差が残る可能性があ
る。そこで、以下に説明する温度補正機能を提案する。
【００８０】
　図１０に、当該温度補正機能に対応する処理手順例を示す。まず、記憶・演算部２４は
、前述した基準融解温度の確認処理を実行する（ステップＳ２１）。この処理動作は、図
５に示すステップＳ１～Ｓ４と同じである。
【００８１】
　次に、記憶・演算部２４は、各温度制御ブロック１の温度補正を実行する（ステップＳ
２２）。この処理動作は、図６に示すステップＳ１２～Ｓ１４と同じである。具体的には
、温度制御ブロック１の目標温度を50℃前後から100℃前後まで可変し、融解温度の測定
と温度絶対値の補正を行う。
【００８２】
　ステップＳ２２に示す温度補正が終了すると、記憶・演算部２４は、各温度制御ブロッ
ク１について温度校正試料の融解温度を再測定する。この動作は自動的に実行される。こ
こで、記憶・演算部２４は、測定融解温度と基準融解温度との温度差が目標精度内に入っ
ているか否か（判定閾値以下か否か）判定する（ステップＳ２３）。目標精度を与える閾
値は、ユーザが事前に設定しても良いし、初期値として割り当てられていても良い。
【００８３】
　目標精度に入っていると判定された場合、記憶・演算部２４は、各温度制御ブロック１
が満たす精度を表示して補正動作を終了する（ステップＳ２４）。精度の表示時には、補
正後の各温度制御ブロック１について測定された温度絶対値、ウェル間精度も表示される
。
【００８４】
　これに対し、ステップＳ２３で温度差が目標精度を超えると判定された場合、記憶・演
算部２４は、既に実行された温度補正回数（繰り返し回数）と閾値とを比較する（ステッ
プＳ２５）。ここでの閾値は、融解温度の測定と各温度制御ブロック１の温度絶対値の補
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正回数の上限値を与える。閾値は、ユーザが事前に設定しても良いし、初期値として割当
てられていても良い。
【００８５】
　ステップＳ２５の判定処理において否定結果が得られた温度制御ブロック１が存在する
場合（すなわち、該当する温度制御ブロックに対する温度補正回数が所定の閾値に達して
いない場合）、記憶・演算部２４は、ステップＳ２２に戻る。
【００８６】
　記憶・演算部２４は、各温度制御ブロック１について、融解温度の測定値と本来の融解
温度との温度差に基づいた温度絶対値の補正処理を実行する。目標精度内に入らない温度
制御ブロックがある場合、規定の繰り返し回数に達するまで、一連の動作が繰り返し実行
される。
【００８７】
　一連の動作を規定回数だけ繰り返しても、温度制御ブロックの温度制御精度が目標精度
内に入らない場合（ステップＳ２５で肯定結果が得られる場合）、記憶・演算部２４は、
該当する温度制御ブロック１を特定し、温度制御異常を意味するアラームを表示する（ス
テップＳ２６）。この場合も、記憶・演算部２４は、補正後の各温度制御ブロック１につ
いて測定された温度絶対値と、ウェル間精度も表示する。
【００８８】
　より好ましい形態例では、補正動作後に実行される通常動作時においても、目標精度に
入らない温度制御ブロックに対しては、温度制御異常を意味するアラームを常に表示し続
けるものとする。ここで、「通常動作」とは、温度校正のための装置動作の他に、核酸増
幅装置が実行可能な全ての動作を意味する。また、より好ましい形態例においては、温度
制御異常が検出された温度制御ブロックについては、通常動作の使用対象から自動的に除
去するよう制御することが望ましい。
【００８９】
　＜形態例６＞
　前述の形態例の場合には、１種類の温度校正試料の使用を前提とする温度補正機能を搭
載する核酸増幅装置について説明した。
【００９０】
　ここでは、２種類の温度校正試料の使用を前提として、それぞれ個別に温度制御可能な
複数の温度制御ブロック１の温度絶対値の補正機能を搭載する核酸増幅装置について説明
する。本形態例に係る核酸増幅装置の基本構成は、形態例１で説明した核酸増幅装置と同
じである。
【００９１】
　なお、本形態例における２種類の温度校正試料とは、各融解温度が少なくとも5℃以上
離れていれば良いものとする。より好ましくは、１種類目の温度校正試料として融解温度
が60℃前後（例えば50℃～70℃）の核酸断片を用い、２種類目の温度校正試料として融解
温度が90℃前後（例えば80℃～100℃）の核酸断片を用いる。各温度校正試料は別々に融
解温度を測定しても良いし、各温度校正試料の混合液を用いて、１回の融解温度の測定に
より２つの融解温度を同時に測定しても良い。
【００９２】
　図１１に、Ｎ個（Ｎ≧２）の温度校正試料を使用した温度補正機能に対応する処理手順
例を示す。なお、個別に温度制御可能な複数の温度制御ブロック１が異なる温度特性を有
することを考慮し、図１１の場合には、温度校正試料毎に最適な補正値の決定と校正を繰
り返す場合について説明する。
【００９３】
　まず、記憶・演算部２４は、Ｎ個全ての融解温度情報の確認処理を実行する（ステップ
Ｓ３１）。この処理動作は、確認する融解温度の個数がＮ個である以外は、図５に示すス
テップＳ１～Ｓ４と同じである。
【００９４】
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　次に、記憶・演算部２４は、各温度制御ブロック１の目標温度を可変制御し、第ｉ温度
校正試料（ただし、ｉ＝１、２、…Ｎ）の融解温度が検出された時点の温度制御ブロック
１の温度を実測する（ステップＳ３２）。
【００９５】
　次に、記憶・演算部２４は、実測された融解温度と第ｉ温度校正試料の本来の融解温度
とを比較する（ステップＳ３３）。また、記憶・演算部２４は、第ｉ温度校正試料につい
て事前に取得された本来の融解温度の情報を表示する（ステップＳ３５）。
【００９６】
　この後、記憶・演算部２４は、各温度制御ブロック１について実測された融解温度が本
来の融解温度に一致するように、各温度制御ブロック１の温度絶対値を補正する（ステッ
プＳ３４）。
【００９７】
　次に、記憶・演算部２４は、各温度制御ブロック１について第ｉ温度校正試料の融解温
度を測定し、当該測定融解温度と基準融解温度との差分値が目標精度以内か否かを判定す
る（ステップＳ３６）。
【００９８】
　目標精度に入っていると判定された場合、記憶・演算部２４は、各温度制御ブロックが
満たす精度を表示し、次の温度校正試料に対する処理に移行する（ステップＳ３７）。具
体的には、補正後の各温度制御ブロック１について測定された温度絶対値とウェル間精度
が表示される。
【００９９】
　これに対し、ステップＳ３６で温度差が目標精度を超えると判定された場合、記憶・演
算部２４は、既に実行された温度補正回数（繰り返し回数）と閾値とを比較する（ステッ
プＳ３８）。
【０１００】
　ステップＳ３８の判定処理において否定結果が得られた温度制御ブロック１が存在する
場合（すなわち、該当する温度制御ブロックに対する温度補正回数が所定の閾値に達して
いない場合）、記憶・演算部２４は、ステップＳ３２に戻る。
【０１０１】
　この後、記憶・演算部２４は、各温度制御ブロック１について、融解温度の測定値と本
来の融解温度との温度差に基づいた温度絶対値の補正処理を再度実行する。温度制御ブロ
ック間の温度差が目標精度内に入らない場合、規定の繰り返し回数に達するまで、一連の
動作を繰り返し実行する。
【０１０２】
　一連の動作を規定回数だけ繰り返しても、温度制御ブロック間の精度が目標精度内に入
らない場合（ステップＳ３８で肯定結果が得られる場合）、記憶・演算部２４は、該当す
る温度制御ブロック１を特定し、温度制御異常を意味するアラームを表示する（ステップ
Ｓ３９）。
【０１０３】
　ステップＳ３７又はステップＳ３９の後、記憶・演算部２４は、全ての温度校正試料に
ついての補正動作が終了したか否かを判定する（ステップＳ４０）。否定結果が得られた
場合、記憶・演算部２４はステップＳ３２に戻り、次の第ｉ＋１温度校正試料についての
補正動作を実行する。そして、ステップＳ４０で肯定結果が得られた場合に、一連の処理
を終了する。
【０１０４】
　＜形態例７＞
　（核酸分析装置の機能ブロック構成）
　ここでは、前述した各形態例に係る核酸増幅装置を実装する核酸分析装置について説明
する。核酸分析装置には、例えば遺伝子検査装置がある。
【０１０５】
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　（装置構成の具体例１）
　図１２に、本形態例に係る核酸分析装置の具体例を示す。核酸分析装置は、前処理部と
、リアルタイム蛍光測定機構１５と、不図示の制御部とを有している。ここでの前処理部
は、少なくとも分注機構３１、反応容器搬送機構３２、試料架設ポジション３３、核酸抽
出試薬架設ポジション３４、核酸増幅試薬架設ポジション３５、消耗品架設ポジション３
６、消耗品廃棄穴３７、反応容器廃棄穴３８を有している。なお、分注機構３１には、試
薬や試料を分注する分注チップが取り付けられている。図１２に示す装置構成は、図３に
示す構成のリアルタイム蛍光測定機構１５を組み込む場合に対応する。すなわち、回転駆
動系を有するリアルタイム蛍光測定機構１５を使用する場合に対応する。
【０１０６】
　（装置構成の具体例２）
　図１３に、本形態例に係る核酸分析装置の他の具体例を示す。図１３に示す核酸分析装
置は、図４に示す構成のリアルタイム蛍光測定機構１５を組み込む場合に対応する。すな
わち、回転駆動系を用いないリアルタイム蛍光測定機構１５を使用する場合に対応する。
【０１０７】
　（処理動作）
　図１４に、図１２及び図１３に示す核酸分析装置で実行される処理動作手順を示す。な
お、図１４には、図１０との対応部分に同一符号を付して示している。
【０１０８】
　まず、ユーザが、核酸分析装置の動作に必要な温度校正試薬と消耗品を所定位置に架設
する。この後、ユーザは、個別に温度制御可能な複数の温度制御ブロック１の温度補正又
は温度制御ブロック１の温度確認を指示入力する。
【０１０９】
　先の指示入力を検出した核酸分析装置は温度校正試薬の融解温度を確認し、記憶領域に
記憶する（ステップＳ５１）。ここでの融解温度は、ネットワーク経由、温度校正試薬の
容器に添付されたバーコードからの入力、その両方、又はユーザによる手入力を通じて核
酸分析装置内に取り込まれる。
【０１１０】
　次に、分注機構３１が試薬架設ポジション３３に架設された温度校正試料を反応容器に
所定量だけ分注する（ステップＳ５２）。ここでの所定量は、リアルタイム蛍光測定機構
１５で測定可能な容量であれば、いかなる容量でも良い。ただし、リアルタイム蛍光測定
機構１５に反応液の蒸発防止機能がない場合には、この段階で、温度校正試料の上層にミ
ネラルオイルを添加することが好ましい。
【０１１１】
　この後、反応容器は閉栓され、反応容器搬送機構３２を通じてアルタイム蛍光測定機構
１５に搬送される。この後、前述した各形態例に係る温度補正動作が実行される（ステッ
プＳ２２～Ｓ２６）。
【０１１２】
　図１５Ａに、温度補正を全く実行しない場合に、複数の温度制御ブロック１について測
定される融解温度曲線の測定例を示す。なお、図１５Ａは、２種類の温度校正試料（例え
ば低温側融解温度（60℃）と高温側融解温度（95℃）を有する試料）の混合液について融
解温度を測定する場合の融解温度曲線の測定例を示す。なお、図１５Ａは、横軸を温度と
し、縦軸を温度変化率として表している。図に示すように、温度補正を行わない場合、低
温側融解温度について最大 1.5℃の温度差が認められ、高温側融解温度について最大1.7
℃の温度差が認められる。
【０１１３】
　一方、融解温度を基準に温度補正すると、図１５Ｂ及び図１５Ｃに示すように、複数の
温度制御ブロック間の温度差はいずれも0.1℃以下に制御することができる。因みに、図
１５Ｂは低温側融解温度について複数の温度制御ブロック１の温度を補正した場合に測定
される融解温度曲線であり、図１５Ｃは高温側融解温度について複数の温度制御ブロック
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１の温度を補正した場合に測定される融解温度曲線である。
【０１１４】
　いずれの場合にも、各温度制御ブロック１の温度絶対値を融解温度に揃えることができ
、従来手法に比べても非常に高い均一性を実現することができる。また、目標精度の評価
機能を搭載することにより、液温の温度制御が異常になった温度制御ブロック１を自動的
に判別することができる。この温度制御異常が判別された温度制御ブロック１の情報をシ
ステム側に記憶しておけば、通常検査の際に、温度制御に異常が認められる温度制御ブロ
ック１が使用されないように検査領域から除外する又は検査結果を不使用とする制御を実
現できる。
【０１１５】
　＜形態例８＞
　前述した形態例の説明では、単一の核酸増幅装置又は核酸分析装置内で複数の温度制御
ブロック間の温度絶対値を均一化する場合について説明した。
【０１１６】
　ここでは、複数の核酸増幅装置又は核酸分析装置間での温度絶対値の均一化を図る場合
に好適なシステム構成について説明する。
【０１１７】
　図１６に、本形態例に係るシステム構成を示す。勿論、この形態例の場合にも温度補正
には、温度校正試料を使用する。図１６に示すシステムは、ネットワーク情報データベー
ス１００、情報管理装置１０１、核酸増幅装置１０２、サービス情報管理装置１０３で構
成される。
【０１１８】
　ネットワーク情報データベース１００には、温度校正試料情報（具体的には温度校正試
料の融解温度）と各核酸増幅装置１０２の温度校正結果情報が格納される。温度校正試料
情報は、情報管理装置１０１からネットワーク情報データベース１００にネットワーク経
由で格納され、Ｎ個の核酸増幅装置１０２にネットワーク経由で読み出される。一方、温
度校正結果情報は、Ｎ個の核酸増幅装置１０２からネットワーク経由でネットワーク情報
データベース１００に格納され、更に情報管理装置１０１によって読み出される。
【０１１９】
　同一の融解温度を有する温度校正試料を用いた温度補正動作が各核酸増幅装置１０２で
実行されることにより、Ｎ個の装置間の温度絶対値を均一化することができる。また、情
報管理装置１０１は、各核酸増幅装置１０２の温度校正結果情報を集約的に管理すること
ができる。このため、ある核酸増幅装置１０２に温度制御の異常が認められる場合には、
サービス情報を管理するサービス情報管理装置１０３に異常の発見された核酸増幅装置１
０２に関する情報を提供することにより、迅速な顧客サポートが可能となる。勿論、サー
ビス情報管理装置１０３とサービスの提供先である核酸増幅装置１０２の配置位置は同一
でも異なっていても良い。
【０１２０】
　＜他の形態例＞
　なお、本発明は上述した形態例に限定されるものでなく、様々な変形例が含まれる。例
えば、上述した形態例は、本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある形
態例の一部を他の形態例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある形態例の構成
に他の形態例の構成を加えることも可能である。また、各形態例の構成の一部について、
他の構成を追加、削除又は置換することも可能である。
【０１２１】
　また、上述した各構成、機能、処理部、処理手段等は、それらの一部又は全部を、例え
ば集積回路その他のハードウェアとして実現しても良い。また、上記の各構成、機能等は
、プロセッサがそれぞれの機能を実現するプログラムを解釈し、実行することにより実現
しても良い。すなわち、ソフトウェアとして実現しても良い。各機能を実現するプログラ
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）等の記憶装置、ICカード、SDカード、DVD等の記憶媒体に格納することができる。
【０１２２】
　また、制御線や情報線は、説明上必要と考えられるものを示すものであり、製品上必要
な全ての制御線や情報線を表すものでない。実際にはほとんど全ての構成が相互に接続さ
れていると考えて良い。
【符号の説明】
【０１２３】
　１…温度制御ブロック
　３…リアルタイム蛍光測定部
　５…制御部
　７…融解温度測定部
　９…温度補正部
　１１…記憶部
　１５…リアルタイム蛍光測定機構
　２１…反応容器
　２２…回転盤
　２３…データ処理部
　２４…記憶・演算部
　２５…装置制御部
　２６…反応プレート
　３１…分注機構
　３２…反応容器搬送機構
　３３…試料架設ポジション
　３４…核酸抽出試薬架設ポジション
　３５…核酸増幅試薬架設ポジション
　３６…消耗品架設ポジション
　３７…消耗品廃棄穴
　３８…反応容器廃棄穴
　１００…ネットワーク情報データベース
　１０１…情報管理装置
　１０２…核酸増幅装置
　１０３…サービス情報管理装置
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