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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を照射する光源と、
　分析対象を保持する保持部材と、
　前記光源からの光の照射に応じて前記分析対象から放射される光を受光する第１検出器
と、
　前記光源および前記第１検出器の状態を検知する装置診断部と、
を有する核酸分析装置であって、
　前記第１検出器は、前記分析対象を保持しない状態の前記保持部材を対象に照射された
光に応じて前記保持部材で散乱される光の強度を検出し、
　前記装置診断部は、前記第１検出器の検出結果と、予め定めた基準値との比較に基づい
て、前記第１検出器の状態を検知する、
核酸分析装置。 
【請求項２】
　請求項１に記載の核酸分析装置において、
　前記光源から照射された光の強度を検出する第２検出器を有し、
　前記装置診断部は、前記第１検出器の検出結果と、前記第２検出器の検出結果と、予め
定めた基準値との比較に基づいて、前記光源、前記第１検出器および前記第２検出器の状
態を検知する、
核酸分析装置。
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【請求項３】
　請求項２に記載の核酸分析装置において、
　前記装置診断部は、前記第１検出器で検出された光の強度が予め定めた第１基準値より
も低く、かつ前記第２検出器で検出された光の強度が予め定めた第２基準値よりも高い場
合には、前記第１検出器を異常と検知し、前記第１検出器で検出された光の強度が予め定
めた第１基準値よりも高く、かつ前記第２検出器で検出された光の強度が予め定めた第２
基準値よりも低い場合には、前記第２検出器を異常と検知するように構成されている、
核酸分析装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の核酸分析装置において、
　前記装置診断部は、前記第１検出器で検出された光の強度が予め定めた第１基準値より
も低く、かつ前記第２検出器で検出された光の強度が予め定めた第２基準値よりも低い場
合には、前記光源を異常と検知するように構成されている、
核酸分析装置。
【請求項５】
　請求項２に記載の核酸分析装置において、
　前記保持部材は、複数設けられ、
　前記第１検出器は、前記複数の保持部材に照射された光の一部を検出し、
　前記第２検出器は、前記複数の保持部材に照射する前の各々の光の強度を検出し、
　前記装置診断部は、前記第１検出器および前記第２検出器の検出結果と、予め定めた診
断基準との比較に基づいて、前記光源、前記第１検出器および前記第２検出器の状態を検
知するように構成されている、
核酸分析装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の核酸分析装置において、
　前記複数の保持部材は、それぞれ独立に温度調整が可能な機構を備える、
核酸分析装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の核酸分析装置において、
　反応容器内で核酸に試薬を混合して試料を作成する試薬混合ユニットと、
　前記試料を分析する分析ユニットと、
を有し、
　前記装置診断部は、前記核酸分析装置の電源投入直後に起動されるように構成され、
　さらに、前記装置診断部は、前記第１検出器および第２検出器の検出結果と、予め定め
た基準値との比較に基づいて、前記光源、前記第１検出器および前記第２検出器の状態が
正常であった場合に前記試薬混合ユニットの処理を開始させるように構成されている、
核酸分析装置。
【請求項８】
　請求項７記載の核酸分析装置において、
　前記装置診断部は、前記第１検出器で検出された光の強度が予め定めた第１基準値より
も低く、かつ前記第２検出器で検出された光の強度が予め定めた第２基準値よりも高い場
合には前記第１検出器を異常と検知し、前記第１検出器で検出された光の強度が予め定め
た第１基準値よりも高く、かつ前記第２検出器で検出された光の強度が予め定めた第２基
準値よりも低い場合には前記第２検出器を異常と検知し、前記第１検出器で検出された光
の強度が予め定めた第１基準値よりも低く、かつ前記第２検出器で検出された光の強度が
予め定めた第２基準値よりも低い場合には前記光源を異常と検知するように構成されてい
る、
核酸分析装置。
【請求項９】
　試料が含まれる反応容器を保持する保持部材と、



(3) JP 6130917 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

　前記反応容器が保持された状態の前記保持部材に向けて光を照射する光源、および前記
光源からの光の照射に応じて前記試料から放射される光を受光する第１検出器を備える光
度計と、
を有する核酸分析装置の装置診断方法であって、
　前記光源が、前記反応容器が保持されない状態の前記保持部材に向けて光を照射する第
１工程と、
　前記第１検出器が、前記第１工程に応じて前記保持部材で散乱される光の強度を検出す
る第２工程と、
　前記核酸分析装置が、前記第１検出器で検出された前記光の強度に基づいて前記光度計
の診断を行う第３工程と、
を有する、
核酸分析装置の装置診断方法。
【請求項１０】
　請求項９記載の核酸分析装置の装置診断方法において、
　前記光度計は、さらに、前記光源から照射された光の強度を検出する第２検出器を備え
、
　前記第２工程の際に、前記第２検出器は、前記光源から照射された光の強度を検出し、
　前記第３工程の際に、前記核酸分析装置は、前記第１検出器で検出された前記光の強度
と前記第２検出器で検出された前記光の強度とに基づいて前記光度計の診断を行う、
核酸分析装置の装置診断方法。
【請求項１１】
　請求項１０記載の核酸分析装置の装置診断方法において、
　前記核酸分析装置は、前記第３工程の際に、
　前記第１検出器で検出された前記光の強度が予め定めた第１基準値よりも低く、かつ前
記第２検出器で検出された前記光の強度が予め定めた第２基準値よりも高い場合には、前
記第１検出器を異常と診断し、
　前記第１検出器で検出された前記光の強度が前記第１基準値よりも高く、かつ前記第２
検出器で検出された前記光の強度が前記第２基準値よりも低い場合には、前記第２検出器
を異常と診断する、
核酸分析装置の装置診断方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、核酸分析装置およびその装置診断方法に関し、例えば、生物学的試料に含ま
れる核酸を増幅することによって生物学的試料を分析するための核酸分析装置およびその
装置診断方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１には、分析ディスクに光を照射し、その反射光と透過光を検出する
分析装置における分析ディスクおよび分析装置の検査方法が示されている。当該方法では
、分析ディスクを装着しない状態での透過光の検出結果と、分析ディスクを装着した状態
での反射光および透過光の検出結果とに基づいて、分析ディスクおよび分析装置の欠陥の
有無が判別される。
【０００３】
　特許文献２には、被検出物に励起光を照射する励起用ＬＥＤと、被検出物が発生した蛍
光を受光する受光部と、励起光をモニタし、励起光の強度が一定となるように励起用ＬＥ
Ｄにフィードバックを行う機構とを備えた蛍光検出装置が示されている。特許文献３には
、測定光を分光し、その各波長毎の光量をフォトダイオードアレイで測定する分光分析装
置において、フォトダイオードアレイの劣化程度を判定する方式が示されている。当該方
式では、フォトダイオードアレイの暗電流および温度を測定したのち、当該暗電流値を、
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当該温度に応じて補正された許容電流値と比較することで劣化程度が判定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４５２５４２７号公報
【特許文献２】特開２０１２－３７３５５号公報
【特許文献３】特開２００４－３７１９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　血液、血漿、組織片などの生物学的試料に含まれる核酸の分析は、生物学、生化学、医
学などの学術研究ばかりでなく、診断、農作物の品種改良、食品検査といった産業など多
岐の分野で行われている。核酸の分析方法としてもっとも広く普及している方法は、ＰＣ
Ｒ（Polymerase Chain Reaction）と呼ばれる、分析したい領域の核酸を塩基配列特異的
に増幅させる技術である。ＰＣＲでは、核酸とそれを増幅させるための試薬を含む反応液
を、９５℃程度に加熱して核酸を熱変性させ、その後６０℃程度まで冷却して核酸のアニ
ーリングと伸長反応を進めるというサイクルが３０～４０回繰り返される。反応の進行に
伴う核酸の増幅を検出する方式として、多くの場合、ＰＣＲ生成物量に依存して蛍光強度
が変化する蛍光標識を反応液に混合し、励起光を照射して、蛍光標識から放射される蛍光
強度を測定する方式が用いられる。
【０００６】
　一般に、分析したい核酸に試薬などを混ぜた反応液は、調合後速やかに分析が行われる
。この理由として、まず時間の経過と共に分析対象である核酸や、試薬に含まれる酵素が
劣化していくことを避けたいことが挙げられる。また、核酸と試薬が調合された後は、所
望の核酸配列とは異なる非特異なアニーリングや伸長反応が起こる可能性をできるだけ小
さくしたい事情もある。
【０００７】
　分析したい核酸に試薬などを混ぜた反応液を調合すると、分析者は核酸分析装置を立ち
上げる。一部の核酸分析装置は立ち上げ後すぐに分析を開始できない場合もあるため、調
合前に装置を立ち上げる場合もある。核酸分析装置は、試料に対して光を照射し、試料か
ら放出される光（蛍光）を受光して分析を行う。この際に、核酸分析装置を担う重要な部
品、すなわち光源となるＬＥＤ（Light Emitting Diode）や半導体レーザ、検出器となる
ＰＤ（Photodiode）やＣＣＤ（Charge Coupled Device）などが故障したり、性能が劣化
した場合、正しい分析を行うことができない。特に、医療分野では、分析結果の誤りは致
命的な問題となり得る。そのため、核酸分析装置では、早期にこれらの重要な部品の故障
や性能劣化を検出し、警告することが求められる。
【０００８】
　このような故障や性能劣化は、核酸に試薬などを調合する前に分かることが最も望まし
いが、反応液の調合直後であれば、冷蔵保存することで試料を無駄にしないで済む場合も
ある。しかし、ＰＣＲ反応を開始した後に部品の故障や性能劣化が判明した場合、通常、
当該ＰＣＲ反応に伴う分析は無効となってしまう。従って、核酸分析装置は、例えば、装
置が立ち上がり、分析を待機している間（言い換えればＰＣＲ反応を開始する前）に故障
や性能劣化を検出することが望ましい。この際に、分析の待機時間を短縮し、装置のスル
ープットを向上させるためには、故障や性能劣化の検出時間が短いことが求められる。更
に、迅速に修理が行えるよう、どこの部品が壊れたかを検出できることが望ましい。
【０００９】
　このような課題を解決するため、例えば、特許文献１～特許文献３の技術を用いること
が考えられる。特許文献１の技術を用いると、実際の試料測定前に測定系の異常を検出す
ることができる。ただし、特許文献１の技術では、測定系に異常があることは判断できる
ものの、その原因となる部品（例えば光源なのか検出器なのか等）を特定することは難し
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い。さらに、特許文献１の技術では、分析ディスクの着脱の処理が必要となるため、測定
系の異常の検出に時間を要する恐れがある。すなわち、装置のスループットが低下する恐
れがある。
【００１０】
　また、特許文献２の技術を用いる場合、部品の故障等を検出する目的ではないが、励起
用ＬＥＤからの励起光をモニタするＰＤを備えているため、これを応用すれば光源の故障
等を検出することができる。ただし、光源の故障等の検出は可能であっても、検出器の故
障等の検出は困難となる。
【００１１】
　同様に、特許文献３の技術を用いる場合、検出器の故障等の検出は可能であっても、光
源の故障等の検出は困難となる。さらに、特許文献３の技術では、例えばｐＡレベルとい
ったように極めて微弱である暗電流によって検出器の故障等を検出しているため、高度な
電流値モニタ機能を搭載する必要がある。さらに、検出器の暗電流の初期値は素子によっ
て大きくばらつき、温度による影響も大きく受けるため、故障等の判定アルゴリズムの構
築も容易でない。
【００１２】
　本発明は、このようなことを鑑みてなされたものであり、その目的の一つは、装置の異
常等を迅速に検出することが可能な核酸分析装置およびその装置診断方法を提供すること
にある。
【００１３】
　本発明の前記並びにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面から明
らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本願において開示される発明のうち、代表的な実施の形態の概要を簡単に説明すれば、
次のとおりである。
【００１５】
　本実施の形態による核酸分析装置は、試料が含まれる反応容器を保持する保持部材と、
光度計と、装置診断部と、を有する。光度計は、反応容器が保持された状態の保持部材に
向けて光を照射する光源と、光源からの光の照射に応じて試料から放射される光を受光す
る第１検出器と、を備える。装置診断部は、本実施の形態に関わる処理としては、光源に
、反応容器が保持されない状態の保持部材に向けて光を照射させる第１処理と、第１検出
器に、第１処理に応じて生じる散乱光を検出させる第２処理と、第１検出器で検出された
散乱光の強度に基づいて光度計の診断を行う第３処理と、を実行する。
【発明の効果】
【００１６】
　本願において開示される発明のうち、代表的な実施の形態によって得られる効果を簡単
に説明すると、核酸分析装置において、装置の異常等を迅速に検出することが可能になる
。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態１による核酸分析装置において、その主要部の構成例を示す
上面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ’間の構成例を示す断面図である。
【図３】図１および図２の核酸分析装置における光度計の詳細な構成例を示す模式図であ
る。
【図４】図３の励起光モニタ検出器および蛍光検出器において、核酸を分析する際に得ら
れる各検出信号の時間的推移の一例を示す図である。
【図５】図１および図２の核酸分析装置において、その機能面での主な構成例を示す概略
ブロック図である。
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【図６】図５における装置診断部の処理内容の一例を示すフロー図である。
【図７】図６の装置診断フローにおいて、励起光モニタ検出器および蛍光検出器によって
得られる各検出信号の時間的推移の一例を示す図である。
【図８】図６の装置診断フローにおいて、蛍光検出器が故障した場合の励起光モニタ検出
器および蛍光検出器によって得られる各検出信号の時間的推移の一例を示す図である。
【図９Ａ】図６の装置診断フローにおいて、励起光モニタ検出器および蛍光検出器からの
各検出信号の組合せと、それから判別できる部品の異常との関係の一例を纏めた図である
。
【図９Ｂ】図９Ａに続く図である。
【図９Ｃ】図９Ｂに続く図である。
【図９Ｄ】図９Ｃに続く図である。
【図１０】本発明の実施の形態２による核酸分析装置において、その装置診断方法の一例
を模式的に示す説明図である。
【図１１】本発明の実施の形態３による核酸分析装置において、励起光モニタ検出器およ
び蛍光検出器によって得られる各検出信号の時間的推移の一例を示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態４による核酸分析装置において、その概略的な構成例を示
す上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下の実施の形態においては便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは実
施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらは互いに無関係なもの
ではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明等の関係にある。また
、以下の実施の形態において、要素の数等（個数、数値、量、範囲等を含む）に言及する
場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、そ
の特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でも良い。
【００１９】
　さらに、以下の実施の形態において、その構成要素（要素ステップ等も含む）は、特に
明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必
須のものではないことは言うまでもない。同様に、以下の実施の形態において、構成要素
等の形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に明らかにそう
でないと考えられる場合等を除き、実質的にその形状等に近似または類似するもの等を含
むものとする。このことは、上記数値および範囲についても同様である。
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の部材には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの
説明は省略する。
【００２１】
　（実施の形態１）
　《核酸分析装置の主要部の構成》
　図１は、本発明の実施の形態１による核酸分析装置において、その主要部の構成例を示
す上面図である。図２は、図１のＡ－Ａ’間の構成例を示す断面図である。図１および図
２の核酸分析装置３１において、温調ブロック１は、カローセル２の中心軸周りで外周に
沿って複数個（この例では１２個）配置されており、回転軸３を中心に回転駆動される。
複数の温調ブロック１とカローセル２との間にはそれぞれペルチェ素子４が配置される。
温調ブロック１の温度は、温調ブロック１内に搭載された温度センサ５で温度をモニタし
ながらペルチェ素子４を制御することで調整される。複数の温調ブロック１のそれぞれに
対応してペルチェ素子４及び温度センサ５を一組ずつ配置することで、複数の温調ブロッ
ク１の温度は、それぞれ独立に調整される。
【００２２】
　カローセル２の外周には、光度計６が配置される。ここでは、一例として、それぞれ異
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なる波長の光を用いる２個の光度計６は示しているが、カローセル２の外周であれば１個
あるいは３個以上の光度計６を配置しても構わない。全ての温調ブロック１は回転駆動に
より同一円周上を動くため、光度計６の前を通過する際の光度計６と温調ブロック１との
相対位置は、全ての温調ブロック１で同じになる。
【００２３】
　複数の温調ブロック１は、光度計６で分析する際に光学的な外乱を低減するため、カロ
ーセル２を含めて遮蔽板７で覆われている。分析が実施される際には、核酸に試薬などを
混ぜた反応液（試料）を含むチューブ（反応容器）１０が温調ブロック（保持部材）１で
保持される。全ての温調ブロック１には、光度計６から励起光を受けるための励起光照射
窓８と、光度計６が蛍光を取り込むための蛍光検出窓９とが設けられる。ここでは、励起
光照射窓８を温調ブロック１の下面側に、蛍光検出窓９を温調ブロック１の側面側に配置
しているが、光度計の構造に応じて窓の配置は自由に設定することが可能である。
【００２４】
　《光度計の詳細》
　図３は、図１および図２の核酸分析装置における光度計の詳細な構成例を示す模式図で
ある。図３の光度計６において、光源であるＬＥＤ（Light Emitting Diode、発光ダイオ
ード）１１から照射された励起光は、レンズ１２を通過して平行光となり、励起光フィル
タ（バンドパスフィルタ）１３を通過して必要な波長成分だけが取り出される。励起光フ
ィルタ１３を通過した一部の光は、ハーフミラー１４で反射し、励起光モニタ検出器（第
２検出器）１５へ入射する。励起光モニタ検出器１５は、例えば、光電変換用ダイオード
（ＰＤ：Photodiode）等で構成される。
【００２５】
　一方、ハーフミラー１４を通過した残りの光は、レンズ１６で集光され、温調ブロック
（保持部材）１の励起光照射窓８へ入射する。温調ブロック１では、核酸に試薬などを混
ぜた反応液（試料）を含むチューブ（反応容器）１０が保持される。レンズ１６で集光さ
れた励起光がチューブ１０を保持した状態の温調ブロック１に照射されると、励起光に反
応してチューブ１０内の反応液が蛍光を放射する。温調ブロック１の蛍光検出窓９から放
射された蛍光は、レンズ１７で再び平行光となり、蛍光フィルタ（バンドパスフィルタ）
１８を通過して必要な波長成分だけが取り出される。蛍光フィルタ１８を通過した光は、
レンズ１９で集光され、蛍光検出器（第１検出器）２０へ入射する。蛍光検出器２０は、
例えば、光電変換用ダイオード（ＰＤ）等で構成される。
【００２６】
　例えば、光源であるＬＥＤ１１は常に励起光を照射し、励起光モニタ検出器１５及び蛍
光検出器２０は常に検出を行っている。励起光モニタ検出器１５及び蛍光検出器２０は、
光の強度に応じた検出信号（電流または電圧）を生成し、当該検出信号は、信号増幅回路
を経てＡ／Ｄ変換され、信号処理回路へ伝送される。ただし、全ての検出信号を常に信号
処理すると、核酸分析装置３１の負担が大きいため、核酸分析装置３１は、実際には、温
調ブロック１が光度計６の前を通過する直前にトリガをかけ、通過した直後に検出信号の
取得を止める制御を行う。このような制御によって核酸の分析を行った場合、典型的には
図４に示すような検出信号が得られる。
【００２７】
　図４は、図３の励起光モニタ検出器および蛍光検出器において、核酸を分析する際に得
られる各検出信号の時間的推移の一例を示す図である。励起光モニタ検出器１５による検
出信号は、ほぼ一定の値を示す。一方、蛍光検出器２０による検出信号は、経時的に山な
りの波形を持つ信号となり、計測対象の温調ブロック１の中心線が光度計６のＬＥＤ１１
の光軸を通過する瞬間にピークを迎える。信号には電気的なノイズが含まれるため、多く
の核酸分析装置では、検出信号の波形をある規則に従ってカーブフィッティングして近似
曲線を求め、その近似曲線のピークの値を取得し、その変化を観測することで核酸の分析
が行われる。
【００２８】
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　《装置診断方法の詳細》
　次に、以上のように構成した核酸分析装置において、光源や検出器の異常（故障、性能
劣化）を検出するための装置診断方法について説明する。
【００２９】
　図５は、図１および図２の核酸分析装置において、その機能面での主な構成例を示す概
略ブロック図である。図５に示す核酸分析装置３１は、前述した複数の温調ブロック１、
カローセル２および光度計６に加えて、これらの制御等を行う分析処理部３６を備える。
分析処理部３６は、主にコンピュータシステム等によって構成され、所定の処理シーケン
スに基づいて、各温調ブロック１の温度調整や、カローセル２の回転制御や、光度計６の
制御等を行う。また、分析処理部３６は、光度計６内の各検出器によって得られた信号を
処理する。ここで、分析処理部３６内には、装置診断部３７が含まれている。
【００３０】
　図６は、図５における装置診断部の処理内容の一例を示すフロー図である。装置診断部
３７は、例えば、核酸分析装置３１の電源投入直後に起動され、図６の処理を実行する。
まず、装置診断部３７は、カローセル２の制御を介して、光度計６上に、図３に示したチ
ューブ（反応容器）１０が保持されない状態の温調ブロック（保持部材）１を設置あるい
は通過させる（ステップＳ１０１）。次いで、装置診断部３７は、光度計６内のＬＥＤ（
光源）１１に、当該温調ブロック１に向けて励起光を照射させる（ステップＳ１０２）。
一般に光源は、点灯直後は不安定なため、予め照射させておいても構わない。また、温調
ブロック１を通過させる場合も、ＬＥＤ（光源）１１は予め照射させておけばよい。
【００３１】
　次いで、装置診断部３７は、励起光モニタ検出器（第２検出器）１５に、ステップＳ１
０２に伴う励起光の強度を検出させる（ステップＳ１０３）。続いて、装置診断部３７は
、蛍光検出器（第１検出器）２０に、ステップＳ１０２によって生じる散乱光の強度を検
出させる（ステップＳ１０４）。ここで、散乱光は、例えばアルミニウム等を材料とする
温調ブロック１のみならず、それ以外の様々な箇所で生じ得る。例えば、図２に示したよ
うに、温調ブロック１はカローセル２を含めて遮蔽板７で覆われているため、散乱光は、
遮蔽板７で覆われている空間内の様々な箇所で生じ、蛍光検出窓９を介して蛍光検出器２
０に入射する。
【００３２】
　続いて、装置診断部３７は、ステップＳ１０３で検出された励起光の強度や、ステップ
Ｓ１０４で検出された散乱光の強度に基づいて、光度計６の異常（故障、性能劣化）の有
無を診断する（ステップＳ１０５）。以下、このステップＳ１０５における光度計６の異
常の有無の具体的な診断方法について説明する。
【００３３】
　図７は、図６の装置診断フローにおいて、励起光モニタ検出器および蛍光検出器によっ
て得られる各検出信号の時間的推移の一例を示す図である。励起光モニタ検出器１５から
の検出信号は、ほぼ一定の値を示す。一方、蛍光検出器２０からの検出信号は、微弱では
あるが観測される。これは、温調ブロック１へ励起光が照射した際に一部が散乱し蛍光検
出器２０へ入射するためである。なお、図７の例は、装置の実使用条件を想定して、ＬＥ
Ｄ１１の発光パワーを図４の場合と同レベルに設定した状態で診断を行っているが、場合
によっては、ＬＥＤ１１の発光パワーを増やし、散乱光を増やした状態で診断を行うよう
なことも可能である。
【００３４】
　図８は、図６の装置診断フローにおいて、蛍光検出器が故障した場合の励起光モニタ検
出器および蛍光検出器によって得られる各検出信号の時間的推移の一例を示す図である。
図７の場合と同様に、励起光モニタ検出器１５からの検出信号は、ほぼ一定の値を示す。
一方、蛍光検出器２０からの検出信号は、図７の場合よりも微弱になる。この微弱な信号
は、電気ノイズや外部からの光学的な外乱である。
【００３５】
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　従って、図７における蛍光検出信号のレベルと図８における蛍光検出信号のレベルとの
間に予め閾値を設けておき、この閾値を下回った場合にはアラームを出すようにしておけ
ば、蛍光検出器２０の異常を検出することが可能となる。同様に、励起光モニタ検出器１
５からの検出信号にも予め閾値を設けておき、この閾値を下回った場合にはアラームを出
すようにしておけば、励起光モニタ検出器１５の異常を検出することが可能となる。
【００３６】
　図９Ａ～図９Ｄは、図６の装置診断フローにおいて、励起光モニタ検出器および蛍光検
出器からの各検出信号の組合せと、それから判別できる部品の異常との関係の一例を纏め
た図である。図９Ａは、図７を模式化したものである。励起光モニタ検出信号のレベルが
表す励起光の強度は、予め定めた励起光モニタ信号閾値が表す基準の強度（第２基準値）
よりも高く、蛍光検出信号が表す散乱光の強度は、予め定めた蛍光検出信号閾値が表す基
準の強度（第１基準値）よりも高い。この場合、装置診断部３７は、ＬＥＤ１１、励起光
モニタ検出器１５、および蛍光検出器２０ともに正常と診断する。
【００３７】
　図９Ｂは、図８を模式化したものである。励起光の強度は、基準の強度（第２基準値）
よりも高く、散乱光の強度は、基準の強度（第１基準値）よりも低い。この場合、励起光
モニタ検出器１５からの検出信号が正常に得られていることから、装置診断部３７は、Ｌ
ＥＤ１１と励起光モニタ検出器１５には異常がないと判断する。一方、励起光が正常に出
力されているにも関わらず、散乱光の強度が基準の強度（第１基準値）を下回っているた
め、装置診断部３７は、蛍光検出器２０を異常と診断する。
【００３８】
　図９Ｃでは、散乱光の強度は基準の強度（第１基準値）よりも高いものの、励起光の強
度は基準の強度（第２基準値）よりも低い。散乱光の強度が基準の強度（第１基準値）よ
りも高いということは、蛍光検出器２０の動作が正常で、かつ蛍光検出器２０に散乱光が
正常に入射されていることになるため、ＬＥＤ１１は点灯していることを意味する。従っ
て、この場合、装置診断部３７は、励起光モニタ検出器１５を異常と診断する。
【００３９】
　図９Ｄでは、励起光の強度は、基準の強度（第２基準値）よりも低く、散乱光の強度も
、基準の強度（第１基準値）よりも低い。この場合、ケース１：ＬＥＤ１１が異常（励起
光モニタ検出器１５及び蛍光検出器２０が正常か異常かは不明）、ケース２：ＬＥＤ１１
が正常で励起光モニタ検出器１５及び蛍光検出器２０が共に異常、の２通りが考えられる
。一般には、２つの素子が同時に故障する確率は極めて小さいと考えられるため、この場
合、装置診断部３７は、ＬＥＤ１１を異常と診断する。
【００４０】
　なお、前述の第１基準値及び第２基準値は、必ずしも一定値である必要は無く、必要に
応じて変化させても構わない。
【００４１】
　《本実施の形態１の主要な効果》
　以上、本実施の形態１の核酸分析装置を用いることで、装置の異常等を迅速に検出する
ことが可能となり、その原因となる部品（光源なのか検出器なのか）を特定することが可
能になる。すなわち、例えば特許文献１のように、部材の着脱等の処理を経ることなく、
単に、チューブ１０が保持されない状態の温調ブロック１に対して励起光を照射し、その
散乱光を検出することで装置の診断が行えるため、短い期間で診断を行うことができる。
また、励起光の照射に伴いその励起光と散乱光を共に検出することで、特許文献１～特許
文献３の場合と異なり、装置異常の原因となる部品を特定することが可能になる。さらに
、装置診断に際して、特許文献３のような高度なモニタ機能は特に必要とされず、核酸分
析装置に通常搭載され得る部品をそのまま用いて装置の診断が行えるため、コストの観点
でも有益となる。
【００４２】
　ここで、別の比較例として、例えば、電源投入直後の装置の診断期間において、異常検
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出用の標準試料等を含んだチューブを用いて装置を診断する方式も考えられる。ただし、
核酸分析装置では、標準試料を作成すること自体が必ずしも容易でなく、また、仮に標準
試料を作成した場合でも、チューブの投入、排出といった処理が必要とされる。一方、本
実施の形態の方式を用いると、チューブの投入、排出といった処理は不必要となり、診断
期間の短縮や、標準試料の作成に伴うコストの低減等が図れる。さらに、核酸分析装置で
は、排出された通常の試料は、装置の安全性の観点等から自動的に破棄されるような場合
がある。ただし、標準試料に関しては別途回収する方が望ましい。すなわち、標準試料を
用いる場合には、標準試料を回収するための仕組みを別途設ける必要があるが、本実施の
形態の方式では、このような必要性はない。
【００４３】
　（実施の形態２）
　《装置診断方法の詳細（応用例）》
　前述した実施の形態１では、チューブ１０が無い状態の１個の温調ブロック１を対象に
励起光および散乱光を検出することで、装置の診断を行った。ただし、実際には、温調ブ
ロック１にチューブ１０が無い状態での散乱光の強度（すなわち蛍光検出器２０の検出信
号）は微弱であり、また、散乱光は、各部品のわずかな形状差などによっても増減する恐
れがある。したがって、部品の異常という重要な判断を、１個の温調ブロック１を対象と
した診断結果から下すことは、誤診断のリスクを高める場合がある。
【００４４】
　そこで、例えば、図１０に示すような方式を用いることが有益となる。図１０は、本発
明の実施の形態２による核酸分析装置において、その装置診断方法の一例を模式的に示す
説明図である。図１０では、図１の示した複数（ここでは１２個）の温調ブロック１を利
用し、１２個の温調ブロック１のそれぞれを対象として光度計６による励起光および散乱
光の検出を行うことで装置の診断を行っている。
【００４５】
　具体的には、図５の装置診断部３７は、１２個の温調ブロック１が光度計６を順次通過
するようにカローセル２を回転制御しながら、各温調ブロック１に対して図６のステップ
Ｓ１０２～Ｓ１０４の処理を実行する。ただし、ステップＳ１０３における励起光モニタ
検出器１５の検出信号は、各温調ブロック１間でほぼ変わらないと考えられるため、ステ
ップＳ１０３の処理は１２個未満（例えば１個）の温調ブロック１のみを対象にしてもよ
い。
【００４６】
　装置診断部３７は、図６のステップＳ１０５において、ステップＳ１０２～Ｓ１０４に
よって得られる蛍光検出器２０からの１２個の検出信号および励起光モニタ検出器１５か
らの１２個以下の検出信号を予め定めた診断基準と比較し、これによって装置の診断を行
う。図１０では、診断基準の一例として、装置診断部３７は、励起光モニタ検出器１５に
よる励起光の強度が基準の強度（第２基準値）よりも高く、蛍光検出器２０からの１２個
の検出信号にそれぞれ対応する各散乱光の強度が全て基準の強度（第１基準値）よりも低
い場合、蛍光検出器２０を異常と判断する。
【００４７】
　これにより、装置診断に伴う信頼性を向上させることが可能になる。なお、診断基準は
必ずしもこれに限らず、例えば、１２個の検出信号の平均値で異常を判断してもよいし、
１２個の検出信号の中から基準の強度（第１基準値）を下回った割合で判断しても構わな
い。また、蛍光検出器２０からの検出信号は、１２個全てを使う必要はなく、いくつかを
割愛した複数個で判断しても構わない。
【００４８】
　《本実施の形態２の主要な効果》
　以上、本実施の形態２の核酸分析装置を用いることで、部品の異常という重要な判断の
信頼性を上げることができ、誤診断のリスクを低くすることが可能になる。
【００４９】



(11) JP 6130917 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

　（実施の形態３）
　《装置診断方法の詳細（変形例）》
　前述した実施の形態１および２で述べた装置診断方法は、温調ブロック１にチューブ１
０が入っていない状態で行えるため、例えば、核酸分析装置の電源投入後、分析を待機し
ている準備期間にて容易にかつ短時間で実施することができる。一方で、光度計６（すな
わち光源や検出器）の異常は、準備期間の後の核酸の分析中（すなわち通常動作時）にも
起こり得る。分析中に異常が起きた場合は、その分析結果が正しくない可能性を示す必要
があり、やはり装置の異常を検出することが必要である。
【００５０】
　図１１は、本発明の実施の形態３による核酸分析装置において、励起光モニタ検出器お
よび蛍光検出器によって得られる各検出信号の時間的推移の一例を示す図である。図１１
には、温調ブロック１に空のチューブ１０を保持させた場合での、各検出信号の波形が示
されている。励起光モニタ検出器１５からの検出信号は、ほぼ一定の値を示す。一方、蛍
光検出器２０からの検出信号は、経時的に山なりの波形となる。これは、チューブ１０の
存在によって、散乱光が増加するためである。一般に、チューブ１０内に試薬などが含ま
れれば、その影響によって更に信号レベルは増加する。
【００５１】
　そこで、分析が開始された後は、蛍光検出器２０からの検出信号の閾値を、初期（すな
わち温調ブロック１にチューブ１０が無い状態）の閾値よりも高い閾値に設定する。これ
により、分析が開始された後（すなわち通常動作時）であっても、蛍光検出器２０の異常
をより早期に判断することができる。なお、蛍光検出器２０の異常の程度が大きい場合に
は、温調ブロック１にチューブがあっても蛍光検出信号は図８と同様のレベルになり得る
ため、閾値を別に設定しなくてもよい場合がある。ただし、蛍光検出器２０の異常の傾向
をより早期に判断するためには、別に閾値を設定する方が望ましい。また、励起光モニタ
検出器１５からの検出信号に関しては、分析の開始前であっても分析中であっても変化し
ないため、閾値を別に設定せずに分析中の装置診断を行うことが可能である。
【００５２】
　分析が開始された後の蛍光検出器２０に関しても、実施の形態２の場合と同様に、一つ
の検出信号の波形から診断を下すことは避けた方が望ましい。したがって、本実施の形態
３でも実施の形態２の場合と同様に、例えば、光度計６に対して複数個の温調ブロック１
を順次通過させながら蛍光検出器２０からの検出信号を複数個取得し、所定の診断基準に
基づいて蛍光検出器２０の異常を判断することが望ましい。
【００５３】
　以上のように、実施の形態１および２で核酸分析装置の電源投入後、分析を待機してい
る準備期間に装置診断を行う方法を、また、実施の形態３で分析中に装置診断を行う方法
を述べたが、実施の形態１および２と同様にして、分析終了後、次の分析を待機している
準備期間に装置診断を行っても構わない。また、分析終了後、電源を切る前に装置診断を
行っても構わない。
【００５４】
　（実施の形態４）
　《核酸分析装置の構成》
　図１２は、本発明の実施の形態４による核酸分析装置において、その概略的な構成例を
示す上面図である。図１２の核酸分析装置３２は、検体から核酸を抽出する核酸抽出ユニ
ット３３と、抽出した核酸に試薬を分注し、混合する試薬混合ユニット３４と、混合後の
反応液を温調して蛍光を検出する核酸分析ユニット３５とを備える。
【００５５】
　核酸抽出ユニット３３は、検体架設部４１、遠心部４２、退避室４３、チューブ架設部
４４、抽出試薬保管庫４５、消耗品保管庫４６などから構成され、詳しい説明は省略する
が、検体から不要成分を取り除き、分析に必要な核酸だけを抽出する機能を担う。試薬混
合ユニット３４は、分析試薬保管庫４７、消耗品保管庫４８、混合部４９などから構成さ
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れ、詳しい説明は省略するが、核酸抽出ユニット３３で抽出された核酸に分析用の試薬を
混合する機能を担う。核酸分析ユニット３５の構成は、図１に示した核酸分析装置３１と
同じであり、最終工程となる核酸を分析する機能を担う。各ユニット間のチューブの搬送
は、ロボットアーム５０によって行われる。
【００５６】
　分析の実行者は、核酸分析装置３２を立ち上げ、検体、試薬、チューブなどの消耗品を
セットし、分析を開始する。この際に、図１２のような核酸抽出ユニット３３および試薬
混合ユニット３４を有する核酸分析装置３２であれば、装置を立ち上げた段階（すなわち
電源投入直後の装置の準備段階）で光源や検出器を含む光度計６の異常（故障、性能劣化
）を早期に検出できる。核酸分析装置３２は、光度計６が正常であった場合に、装置の通
常動作に移行して核酸抽出ユニット３３および試薬混合ユニット３４による分析用の前処
理を開始する。
【００５７】
　その結果、仮に光度計６に異常があった場合には、検体に対して分析用の前処理を施す
前（具体的には試薬を混合する前であり、より望ましくは核酸を抽出する前）に光度計６
の修理を行うことができ、検体が無駄にならなくて済む。比較例として、核酸抽出ユニッ
ト３３、試薬混合ユニット３４および核酸分析ユニット３５がそれぞれ別の装置によって
構成されるような場合、既に試薬の混合が行われてしまっているような事態が生じ得る。
さらに、本実施の形態の核酸分析装置３２では、実施の形態１で述べたように、装置の電
源投入直後に装置の診断を短時間で行えるため、診断結果が正常な場合、装置のスループ
ットを高めることが可能になる。
【００５８】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能である。例えば、前述した実施の形態は、本発明を分かり易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、ある実施の形態の構成の一部を他の実施の形態の構成に置き換えることが可能で
あり、また、ある実施の形態の構成に他の実施の形態の構成を加えることも可能である。
また、各実施の形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可
能である。
【００５９】
　例えば、これまでの説明では、本実施の形態による装置診断方法の特に有益な適用例と
なる核酸分析装置について説明を行った。ただし、必ずしも核酸分析装置に限定されるも
のではなく、反応容器を保持部材にセットし、光度計を用いて反応容器内の試料を分析す
る装置であれば、同様に適用して、同様の効果が得られる場合がある。
【符号の説明】
【００６０】
　１　温調ブロック
　２　カローセル
　３　回転軸
　４　ペルチェ素子
　５　温度センサ
　６　光度計
　７　遮蔽板
　８　励起光照射窓
　９　蛍光検出窓
　１０　チューブ
　１１　ＬＥＤ
　１２，１６，１７，１９　レンズ
　１３　励起光フィルタ
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　１４　ハーフミラー
　１５　励起光モニタ検出器（第２検出器）
　１８　蛍光フィルタ
　２０　蛍光検出器（第１検出器）
　３１，３２　核酸分析装置
　３３　核酸抽出ユニット
　３４　試薬混合ユニット
　３５　核酸分析ユニット
　３６　分析処理部
　３７　装置診断部
　４１　検体架設部
　４２　遠心部
　４３　退避室
　４４　チューブ架設部
　４５　抽出試薬保管庫
　４６，４８　消耗品保管庫
　４７　分析試薬保管庫
　４９　混合部
　５０　ロボットアーム
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