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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面を有する流路を備え、流体および対象物を流れの方向に流すように構成される本体
と、
　該本体中の複数の光透過領域のうち少なくとも２つが、異なる範囲の波長の光を通すよ
うに異なる寸法を有する、該本体中の該複数の光透過領域と、
　該光透過領域を通る照明を提供するために適用される照明光源と、
　該光透過領域を通る、該照明光源からの光を受け取るために適用される光学検出器と、
から構成され、
　該光透過領域が、該光学検出器と、該光学流体顕微鏡装置によって画像化される対象物
との間に位置する、
光学流体顕微鏡装置。
【請求項２】
　前記表面は前記流路の底部である、ことを特徴とする請求項１に記載の光学流体顕微鏡
装置。
【請求項３】
　前記光透過領域は孔部であり、前記異なる寸法は異なる直径である、ことを特徴とする
請求項１に記載の光学流体顕微鏡装置。
【請求項４】
　前記光学検出器は、電荷結合素子から構成される、ことを特徴とする請求項１に記載の
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光学流体顕微鏡装置。
【請求項５】
　前記光学検出器は、複数の別個の光検出素子を含み、該光検出素子は、それぞれ前記光
透過領域に対応する、ことを特徴とする請求項１に記載の光学流体顕微鏡装置。
【請求項６】
　前記流路は、約１マイクロメートルより小さい幅を備える底部を有する、ことを特徴と
する請求項１に記載の光学流体顕微鏡装置。
【請求項７】
　前記光透過領域が、光学的に透明な材料から構成される、ことを特徴とする請求項１に
記載の光学流体顕微鏡装置。
【請求項８】
　前記光透過領域が、前記表面の第１の側面から、前記表面の第２の側面まで延在する孔
部のアレイを形成する、ことを特徴とする請求項１に記載の光学流体顕微鏡装置。
【請求項９】
　前記流路を通して画像化される前記対象物を位置決めするために前記流路に収束する３
つの上流流路の組をさらに含む、ことを特徴とする請求項１に記載の光学流体顕微鏡装置
。
【請求項１０】
　前記表面が、底壁の一部であり、光学検出器が該底壁に取り付けられる、ことを特徴と
する請求項１に記載の光学流体顕微鏡装置。
【請求項１１】
　前記光透過領域が、斜めの直線を形成する、ことを特徴とする請求項１に記載の光学流
体顕微鏡装置。
【請求項１２】
　前記照明光源が、白色光を提供する、ことを特徴とする請求項１に記載の光学流体顕微
鏡装置。
【請求項１３】
　前記本体が、高分子材料から構成される、ことを特徴とする請求項１に記載の光学流体
顕微鏡装置。
【請求項１４】
　請求項１に記載の光学流体顕微鏡装置を用いる方法であって、
　前記流路を通して、前記対象物を包含する前記流体を流す工程を備える、ことを特徴と
する方法。
【請求項１５】
　前記光透過領域が、円形放射状の断面形状を有する、ことを特徴とする請求項１４に記
載の方法。
【請求項１６】
　前記光透過領域が、孔部から構成される、ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記光透過領域が、孔部中に高い屈折率の材料を有する孔部である、ことを特徴とする
請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記対象物が細胞である、ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　前記光透過領域を通過する光を用いて、透過スペクトルを検出する工程を更に備える、
請求項１４に記載の方法。
【請求項２０】
　前記透過スペクトルを用いて、前記対象物の形状を決定する工程を更に備える、請求項
１９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、２００５年５月９日に出願された米国特許出願第１１／１２５，７１８号の
一部継続出願であって、米国特許出願第１１／１２５，７１８号は、正規の出願であり、
２００４年７月２３日に出願された第６０／５９０，７６８号及び２００４年６月４日に
出願された第６０／５７７，４３３号の米国仮特許出願に基づく優先権を主張する。本出
願も正規の出願であり、２００６年３月２０日に出願された米国仮特許出願第６０／７８
３，９２０号の出願日の利益を主張する。これらの開示の全ては、全ての目的のため、そ
の全体が参照により本明細書に援用される。
【０００２】
　連邦政府によって支援された研究又は開発でなされた発明に関する権利に関する声明は
、適用されない。
【背景技術】
【０００３】
　マイクロ流体工学の分野は、急速に進歩してきている。これらの進歩は、マイクロ流体
回路の大規模集積化の発達、及びライフサイエンス研究へのマイクロ流体工学の様々な応
用に関係する。現在、光学顕微鏡は、生物学的な標的物と同様に、基礎的な微小規模の流
動物理学を研究するための技術として、マイクロ流体工学の研究に採用されている。それ
は、これらの集積化されたマイクロ流体工学システム内で実行されるプロセスを研究する
ためにも使用される。概して、これらの装置は、生物学的な標的物を分析するために、大
規模のインフラストラクチャ（例えば、巨大な顕微鏡、チップリーダ）を利用する。
【０００４】
　近接場光学顕微鏡（Near field scanning optical microscope（ＮＳＯＭ））は、生物
学的な標的物を研究するために広範囲に使用される。ＮＳＯＭは、～５０ｎｍの空間解像
度で、構造を光学的に解像し得る。ＮＳＯＭは、標的試料上の特定の位置を光学的に探査
するために、ＮＳＯＭプローブチップの末端で強く増強され且つ厳密に制限された光場を
用いる。バクテリアは、従来型の光学顕微鏡で容易に画像化することができないため、Ｎ
ＳＯＭは、バクテリアを形状観察するのに特に有用である。走査型電子顕微鏡といった、
他の高解像度のイメージング装置と比較して、ＮＳＯＭは、蛍光を介して、試料中のタン
パク質又は生化学物質の分布図を選択的に作成することができる。加えて、ＮＳＯＭの画
像化方法は、非破壊的であり、緩衝培地中に浸された生きた対象物を画像化するのに使用
され得る。これらの利点の全てを鑑みると、ＮＳＯＭは、バクテリアの種類を識別すると
いう医療的な適用において、幅広く使用され得ると期待されるだろう。しかしながら、こ
れに関する公開がされていないということは、ＮＳＯＭを使用するのに、重大な技術上の
障害が存在することを示す。そのような障害の１つは、ＮＳＯＭを用いてハイスループッ
トの画像化を実行することの困難性である。ハイスループットの画像化には、標的となる
生きた対象物の全面をラスタ走査するプローブチップが必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の実施形態は、ＮＳＯＭ及び大きな光学装置を使用する従来型のマイクロ流体工
学システムについて改良した装置に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態は、光学流体顕微鏡装置又はＯＦＭ装置に関する。本発明の実施形態
に係る光学流体顕微鏡装置は、ＮＳＯＭの解像度と同様の解像度を達成することができる
。しかしながら、ＮＳＯＭとは異なり、本発明の実施形態は、ハイスループットの画像化
のために使用され得る。
【０００７】
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　本発明の１つの実施形態は、表面を有する流路を備える本体と、該本体中の異なる寸法
を有する光透過領域と、該異なる寸法を有する光透過領域を通して照明を提供するために
適用された照明光源と、該光透過領域を通して該照明光源からの光を受け取るために適用
された光学検出器と、から構成される光学流体顕微鏡装置に関する。
【０００８】
　本発明の他の実施形態は、表面を有する流路を備える本体と、該表面上又は該表面下の
、複数の個別の発光領域と、該複数の個別の発光領域によって生成された光を受け取るた
めに適用された光学検出器と、から構成される光学流体顕微鏡装置に関する。
【０００９】
　本発明の他の実施形態は、表面を有する流路を備える本体と、該表面上又は該表面下の
少なくとも一つの光画像素子と、該少なくとも一つの光画像素子によって生成された光を
受け取るために適用された光学検出器と、から構成される光学流体顕微鏡装置に関する。
【００１０】
　本発明のある実施形態に係る光学流体顕微鏡装置は、ＣＣＤ（電荷結合素子）といった
既製品の検出器を使用し得る。既製のリニアＣＣＤアレイのパラメータに基づき、１ミリ
秒という短い時間枠内で、本発明の実施形態に係る光学流体顕微鏡装置によって、バクテ
リアの１００×１００画素の画像が獲得され得る。本発明の実施形態において、多数の光
学流体顕微鏡装置も、単一チップ上で平行に操作され得る。
【００１１】
　本発明の実施形態の高速処理能力、及び本発明の実施形態において多数の光学流体顕微
鏡装置を使用することができることにより、本発明の実施形態は、ＮＳＯＭよりも充分に
高い画像化処理速度を有する。例えば、ＮＳＯＭ装置において、１００×１００画素の画
像のための取得時間は、約１０ミリ秒である。比較すると、単一の１０００画素のリニア
ＣＣＤアレイ上に設置された一連の平行な１０個の光学流体顕微鏡装置は、ＮＳＯＭが単
一の画像を作成する時間で、最大で１００個の１００×１００画素の画像を提供し得る。
本発明の実施形態に係る光学流体顕微鏡装置のハイスループットの画像化能力及び高い解
像度によって、それらは様々な医療への適用に非常に適したものとなる。そのような応用
は、異なるバクテリアの種類を識別することを含む。
【００１２】
　また、本発明の実施形態に係る光学流体顕微鏡装置は、従来型のマイクロ流体工学装置
において生物学的な画像を得るために使用された巨大な光学装置（例えば、一連の対物レ
ンズ及び複雑な顕微鏡の設置）を省略する。従来型の画像化システムと異なり、本発明の
実施形態に係る光学流体顕微鏡装置は、持ち運びができ且つ小型である。
【００１３】
　光学流体顕微鏡装置を製造する方法及びそれを使用する方法も開示される。
【００１４】
　本発明のこれらの実施形態及び他の実施形態は、以下において更に詳細に説明される。
【００１５】
　図において、同一の数字は、同一の要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態に係る光学流体顕微鏡装置の複数の構成部品の斜視図を示す。
【図２】本発明の実施形態に係る光学流体顕微鏡装置の、作動している実施形態の上面図
を示す。図面において、光学流体顕微鏡装置における流路の幅は、約４４マイクロメート
ルである。光学流体顕微鏡装置における流路の概略図も図面の左側に示される。
【図３】（ａ）は、接近した、斜視方向からの、本発明の実施形態に係る光学流体顕微鏡
装置の他の概略図である。（ｂ）は、（ａ）に示された光学流体顕微鏡装置における流路
の概略上面図である。流路の底部における光透過領域は、その壁に関して斜めの直線を形
成する。（ｃ）は、（ａ）に示された光学流体顕微鏡装置の概略側面図である。（ｄ）は
、光学流体顕微鏡装置における各光検出素子から収集された時間経過の結果を示し、各光
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検出素子は、対象物の画像を作成するのに使用され得る出力を発生し得る。
【図４】（ａ）～（ｅ）は、光学流体顕微鏡装置が製造される際の、その断面図を示す。
【図５】光学流体顕微鏡装置の顕微鏡画像、及び透過強度対時間の２つのグラフを示す。
左のグラフは、第１の対応する矢印によって示されるように、左の孔部を通した透過強度
の変化を示す。右のグラフは、第２の対応する矢印によって示されるように、右の孔部を
通した強度の変化を示す。
【図６】（ａ）は、光学流体顕微鏡装置の上面透過図を示す。光学流体顕微鏡装置におけ
る光透過領域は、孔形状（直径約０．５マイクロメートル）である。（ｂ）は、本発明の
実施形態に係る光学流体顕微鏡装置において、隣接する孔部を介した遮断の時間経過の結
果を示す。（ｃ）は、クラミドモナスの顕微鏡画像を示す。（ｄ）は、クラミドモナスの
光学流体顕微鏡装置の画像を示す初期データを示す。
【図７】光学流体顕微鏡装置の長さに沿った、一連の散在した参照孔部アレイを示す。
【図８】本発明の実施形態に係る他の光学流体顕微鏡装置を示す。この実施形態において
、２つの異なる寸法を有する光透過領域が、光学流体顕微鏡装置に使用される。
【図９】（ａ）～（ｃ）は、光学流体顕微鏡装置を用いるシステムの概略図を示す。これ
らの図は、様々な操作段階における血液分別ユニットを示す。作動中の素子が示される。
（ａ）は、注入部と、試料が試薬と混合される混合部と、を示す。（ｂ）は、異なる透過
光学フィルタを有する、一連の光学流体顕微鏡装置を通して、混合物が画像化される、光
学流体顕微鏡装置の測定の状態を示す。（ｃ）は、分析物の所定の画分がいずれも、異な
る試薬と再混合され、その後、再分析され得る、再処理の状態を示す。
【図１０】（ａ）は、本発明の実施形態に係る他の光学流体顕微鏡装置の上面図を示す。
この実施形態において、流路中の孔部の代わりに、個別の量子ドットが、細胞といった生
物学的な対象物を画像化するのに使用される。（ｂ）は、本発明の実施形態に係る光学流
体顕微鏡装置の他の実施形態の上面図を示す。量子ドットが、アレイ状というよりはむし
ろ直線状に存在する。
【図１１】（ａ）及び（ｂ）は、図１０（ａ）及び（ｂ）において示されたものと同様の
実施形態のための具体的な照明光源及び検出器の配置を示す。
【図１２】量子ドットを用いる本発明の他の実施形態の上面図を示す。この実施形態にお
いて、量子ドットの２次元アレイが流路中に存在し、それらは、互いに関して異なる配向
で設置される。
【図１３】図１０（ｂ）に示された光学流体顕微鏡装置の概略斜視図を示す。
【図１４】量子ドットを用いる光学流体顕微鏡装置の側面図を示す。
【図１５】量子ドットを用いる本発明の他の実施形態の上面図を示す。この実施形態にお
いて、量子ドットは、直線状に配置され、その直線は、互いに関してずれている。
【図１６】量子ドットを用いる本発明の他の実施形態の上面図を示す。この実施形態にお
ける量子ドットは、先の実施形態よりも、より大きな距離で間隔があけられる。
【図１７】量子ドットを用いる本発明の他の実施形態の上面図を示す。この例における量
子ドットは、斜線状に存在する。
【図１８】基板中に薄い透過又は屈折溝構造が形成される実施形態を示す。
【図１９】光透過率対波長の典型的なグラフを示す。
【図２０】（ａ）は、光透過領域を含む本体の平面図を示し、該光透過領域は、異なる寸
法からなる。（ｂ）は、透過率対波長のグラフを示す。（ｃ）は、対象物が光透過領域を
遮断する際の、光透過領域を含む本体の平面図を示し、該光透過領域は、異なる寸法から
なる。（ｄ）は、対象物が、異なる寸法を有する光透過領域の一部を遮断する際の、透過
率対波長の他のグラフを示す。
【図２１】本発明の実施形態に係るシステムを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の実施形態は、少なくとも流路の一部を定義する本体において、光透過領域（例
えば、間隔をあけた孔部）又は個別の発光素子（例えば、量子ドット）を使用し得る、光
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学流体顕微鏡に関する。光透過領域又は（他の要素と連結した）発光素子は、流路を通過
する生物学的な対象物（biological entity）といったものを画像化するのに使用され得
る。他の実施形態は、流路を定義する底面の壁の表面中又はその表面上に少なくとも一つ
の光イメージング素子を有する光学流体顕微鏡装置に関する。光イメージング素子は、孔
部といった１つ又は複数の光透過領域、量子ドットといった１つ又は複数の発光素子、反
射性のライン又は密接する量子ドットのラインといった１つ又は複数の直線状の構造物、
又はナノ粒子といった１つ又は複数の光分散体の形であってもよい。
【００１８】
　特に説明する実施の形態において、細胞の画像化について述べられる。しかしながら、
本発明の実施形態は、それに限定されないと理解される。例えば、細胞の代わりに、適切
な対象物であればいずれも、画像化され得る。対象は、化学的な又は生物学的な物であっ
てよい。生物学的な対象物の例は、全細胞、細胞構成要素、バクテリア若しくはウイルス
といった微生物、タンパク質といった細胞構成要素等を含む。巨大分子といった化学的な
対象物が、本発明の実施形態によって画像化されてもよい。
【００１９】
（Ｉ．光透過領域を用いた光学装置）
（Ａ．光透過領域を用いた具体例）
　本発明の１つの実施形態は、光学流体顕微鏡装置に関する。光学流体顕微鏡装置は、少
なくとも流路の一部を定義する本体を備える。光透過領域は、その本体中に存在し、その
本体は、流路の底面と一致する表面を有してもよい。照明光源は、光透過領域を通過し、
光学検出器によって受け取られる光を提供する。光学検出器は、照明光源としてその表面
の反対側に配置され、光透過領域とそれぞれ関連する個別の個々の光検出素子（例えば、
画素）を有してもよい。光学流体顕微鏡装置は、従来型のマイクロ流体工学の光学システ
ムよりも非常に小型である。
【００２０】
　ある実施形態において、光透過領域は、不透明な又は半透明な層に定義されるマイクロ
ホール又はナノ－ホールであり、それは本体の一部を形成してもよい。それらホール（孔
部）は、電子ビームリソグラフィを含む、いずれかの適切な孔部形成工程を用いて定義さ
れてもよい。本発明の実施形態において、各孔部（又は光透過領域）は、約５、１、若し
くは０．５マイクロメートル（ミクロン）よりも小さい寸法（例えば、直径）を有しても
よい。その孔部はまた、任意の適切な形状を有していてもよく、円形、四角形等であって
もよい。
【００２１】
　孔部の多くはまた、アレイを形成する。そのアレイは、１次元又は２次元であってもよ
い。例えば、ある実施形態において、アレイ中の孔部は、流路の１つの側面部から流路の
他の側面部まで延在する、斜めの直線を形成してもよい。
【００２２】
　ある実施形態において、アレイ中の光透過領域は、異なる寸法を有してもよい。異なる
寸法の光透過領域を設置することによって、その光透過領域上を通過する対象物の形状を
決定するために光透過スペクトルをモニターすることが可能である。
【００２３】
　ある実施形態において、光透過領域のアレイ中に、少なくとも約２、５、又は１０個の
異なる寸法の光透過領域が存在してもよく、それらは、いずれかの適切な方法でアレイ中
に配置されてもよい。光透過領域の寸法（例えば、直径）は、光透過領域のアレイにおい
て、ある規則正しい（例えば、光透過領域の行内又は列内の寸法を増加する）方法で増加
してもよい。例えば、１つの行は、寸法が（例えば、０．１マイクロメートルの増加量で
０．１から１．０マイクロメートルに）徐々に増加し、そのパターンを繰り返す光透過領
域を有してもよい。
【００２４】
　あらゆる適切な数若しくは密度の孔部又は光透過領域が、本発明の実施形態に使用され
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てもよい。例えば、光学流体顕微鏡装置あたり約１０、５０、１００、又はさらに１００
０以上の光透過領域が存在してもよい。ある実施形態において、平方センチメートルあた
り１０、５０、１００、又は１０００以上の光透過領域が存在してもよい。
【００２５】
　光透過領域及び光学検出器は、光学流体顕微鏡装置において「画像化装置（imager）」
を形成し得る。画像化装置は、生物学的又は非生物学的な試料中に存在し得る、生物学的
な標的物といった対象物を画像化し得る。試料及びこれに包含される生物学的な標的物は
、光学流体顕微鏡装置の、成形された上側の部位において定義された標準的なマイクロ流
体工学の集束装置を用いて、画像化装置へと輸送され得る。光学流体顕微鏡装置の、成形
された上側の部位は、流路を定義し、ポリ－（ジメチルシロキサン）（ＰＤＭＳ）材料か
ら構成されてもよい。動電学的なもの又は圧力が、試料を光学流体顕微鏡装置中の流路を
通して画像化装置へと移動させ、それを通り抜けさせ得る。生物学的な標的物が画像化装
置を通過する際、各光透過領域を通った、照明光源からの光の透過率は、時間とともに変
化する。光透過領域を通過する変化した光信号を用いて、画像化装置を通過する標的物の
画像が再構築され得る。
【００２６】
　図１（ａ）は、本発明の実施形態に係る光学流体顕微鏡装置１０の概略図を示す。光学
流体顕微鏡装置１０は、多層型構造であり得る、本体１６を有する。他の実施形態におい
て、それは、その代わりに、単一の一体型構造であってもよい。図示された例において、
しかしながら、本体１６は、不透明又は半透明な層１９を含み、さらにその中に光透過領
域１４を有する。光学流体顕微鏡装置における流路２２中を流れる流体から、不透明又は
半透明な層１９を隔てるために、透過保護層（図示せず）が、不透明又は半透明な層１９
を、任意に覆ってもよい。
【００２７】
　本体１６は、流路２２を定義し又は包含してもよく、その本体１６の表面１６（ａ）は
、流路２２の底壁と一致してもよい。作動時に、流路２２は、その中を流れる細胞２０を
含む流体を有し得る。マイクロポンプ、動電学的装置及び他の装置（図示せず）が、流路
２２を通して流体を流すために使用され得る。
【００２８】
　流路２２は、いずれの適切な寸法を有してもよい。例えば、流路２２の幅及び／又は高
さはそれぞれ、ある実施形態において、約１０、５、又は１マイクロメートルより小さく
てもよい。
【００２９】
　本体１６における光透過領域１４は、孔部であることが好ましい。例えば、光透過領域
１４は、金といった金属製の層にエッチングされた孔部であってもよい。図示された例に
おいて、光透過領域１４は、流路２２の１つの側面部から流路２２の他の側面部まで延在
する斜めの直線を形成する。他の実施形態において、光透過領域１４は、アレイ又は、流
路２２内の流れの方向に垂直に延びる１次元の直線の形状であり得る。
【００３０】
　照明光源１２は、表面１６（ａ）の一つの側面上に存在する。照明光源の適切な例は、
白色光源、自然光、着色光源等を含む。照明光源１２は、流路２２を通る流体を通過する
光を生じる。適切な照明光源は、市販で購入可能である。
【００３１】
　光学検出器１８は、表面１６（ａ）の他方の側面上に存在する。光学検出器１８は、電
荷結合素子を含んでもよく、光透過領域１４にそれぞれ対応する個別の光検出素子のアレ
イを含んでもよい。光学検出器１８はまた、ダイオードアレイ（例えば、リニア又は２次
元ダイオードアレイ）であってもよく、ダイオードアレイ中の各ダイオードは、光透過領
域１４に対応する。適切な光学検出器も、市販で購入可能である。
【００３２】
　図示するように、生物学的な細胞２０を含む流体は、流路２２を通って流れてもよい。
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細胞２０が流路２２を通過する際、光透過領域１４は、生物学的な細胞２０（又は他の対
象物）を画像化するのに使用され得る。例えば、図１（ａ）に示すように、細胞２０を含
む液体は、流路２２を通って流れてもよい。それが流路２２を通って流れる際、照明光源
１２からの光は、流路２２を通過し、本体１６の表面１６（ａ）を照らす。細胞２０によ
って遮られない光は、ほとんど変化を受けることなく光透過領域１４を通過する。細胞２
０に伝わる光は、遮断され得、又は細胞２０を通過する光と比較して、ある程度変化し得
る（例えば、強度が低下する、波長が変化する等）。上述したように、光学検出器１８中
の個々の光検出素子（図示せず）は、それぞれ光透過領域１４と連結され得る。検出器１
８中の個々の光検出素子それぞれが、経時で測定され、経時で光検出素子によって受け取
られた光の変化が、細胞２０を画像化するのに使用され得る。この工程は、以下で更に詳
細に説明される。
【００３３】
　図２を参照するに、参照番号３４（ａ）は、マイクロ流体工学装置に使用され得るマイ
クロ流体工学の経路システムの概略図を示す。参照番号３４（ｂ）は、参照番号３４（ａ
）に対応するマイクロ流体工学の経路システムの一部分のＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）画
像を示す。参照番号３４（ｂ）によって示されるように、光透過領域のラインは、流路の
１つの側面部から他の側面部へと延びる。
【００３４】
　分岐した流路構造は、光透過領域を含む画像化装置の中央部へと生物学的な標的物を「
集中させる（focus）」のに使用されてよい。例えば、生物学的な標的物は、参照番号３
４（ａ）によって示される３つの上流流路を有する流路の中央の流路中を流れ得る。３つ
の流路が、単一の流路へと合流されると、生物学的な標的物は、中央の単一の流路に閉じ
こめられた状態になるだろう。これによって、生物学的な標的物が、光透過領域を通過す
る際に、実質的に一直線に動くことができるようになる。
【００３５】
　本発明の実施形態に係る光学流体顕微鏡装置の操作は、図３（ａ）～３（ｄ）に関して
、更に説明され得る。図３（ａ）は、接近した視点からの、本発明の実施形態に係る光学
装置の他の概略図である。図３（ｂ）は、図３（ａ）における光学装置中の流路の上面図
である。図３（ｃ）は、図３（ａ）に示される光学流体顕微鏡装置の側面図である。図３
（ｄ）は、光学装置における各画素から収集された時間経過の結果を示し、各画素は、対
象物の画像を作成するために処理され得る。
【００３６】
　図３（ａ）～図３（ｃ）に示されるように、細胞２０は、流路２２を通過し、それが流
路２２を通過する際に、光透過領域１４を遮断する。細胞２０、又は他の標的対象物は、
一定の速度で流路２２を通って流れる。細胞２０が、画像化装置の中央に集められるよう
に、動電学的又は圧力装置（図示せず）が、細胞２０を含む流体を流れさせ得る。図３（
ａ）に示されるように、光透過領域１４は、流路２２の１つの側面部から流路２２の他の
側面部まで斜めに延在する。光透過領域１４を傾斜させることによって、流路２２の各側
面部が測定され得、細胞２０の外側縁部を画像化するのに使用され得る。他の実施形態に
おいて、光透過領域１４は、流路２２の壁部に垂直な一直線の状態で存在し得る。
【００３７】
　図３（ｃ）に示されるように、光学検出器１８は、複数の光透過領域１４を含む不透明
又は半透明な層１９の下に存在する。不透明又は半透明の層１９は、（透過層上に存在し
得る）金膜であってよく、１００ナノメートルで、白色光透過に対してほぼ不透明であっ
てよい（金層における６３２．８ナノメートルのＨｅ－Ｎｅレーザーによる表皮深さ（sk
in depth）は、約１２ナノメートルである）。
【００３８】
　いずれの適切な市販で購入可能な光学検出器が、本発明の実施形態において使用されて
もよい。光学検出器１８は、光透過領域１４にそれぞれ対応する複数の個別の光検出素子
（例えば、画素）を含む。作動時に、光学検出器１８は、光透過領域１４を通して、照明



(9) JP 5059882 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

光源１２からのほとんど変化しない光を受け取ってもよいし、或いは受け取らなくてもよ
い。これは、細胞２０が光透過領域１４を覆っているか否かによる。光透過領域１４を通
って受け取られた光信号の経時での変化が、細胞２０を画像化するのに使用され得る。
【００３９】
　図示されるように、図３（ｄ）は、各光透過領域１４下での各光検出素子から収集され
た時間経過の結果を示す。より特異的には、検出器１８における各光検出素子の経時での
出力が示される。光透過領域１４の既知の位置と（それらが関連する光検出画素と）光学
検出器１８における個別の光検出素子から生じた時間経過の結果とを用いて、対象物の画
像が、図３（ｄ）に示されるように形成され得る。
【００４０】
　標的物が光透過領域１４上を通過する際、それらを通過する光の特性がある程度変化さ
せられる。実際に、各光透過領域１４は、近接場光学顕微鏡（ＮＳＯＭ）のプローブチッ
プのように、又は共焦点顕微鏡におけるピンホールとして機能する。本発明の実施形態は
、従って、高い感度を有する。
【００４１】
　各光透過領域と関連する時間経過の結果は、画像化される標的物の外形に加えて、その
光学特性に依存する。例えば、所定の時間における所定の位置での低い強度に対応する画
素出力は、流路における特定の位置での対象物の幅に関するデータを提供する。各画素に
対するデータは、対象物の画像を形成するためにコンピュータを用いて処理され得る。こ
の例において、細胞２０は、それが流路２２を通って、検出器の画素上及び光透過領域１
４上を通過する際、一直線に動く。
【００４２】
　本発明の実施形態は、複数の利点を有する。本発明の実施形態は、高解像度を与え、安
価に製造され、少量の試料量を使用し、表示が容易であり、高い処理能力を有する。本発
明の実施形態は、マッチ箱と同じくらい小さくてよく、ハイスループットの処理が可能で
あり、大量製造が容易である。従来型の巨大な顕微鏡と異なり、それらは、製造するのが
容易で安価であり、それらは小型である。本発明の実施形態はまた、サブ波長の解像域に
達し得、従って、小さなバクテリア及びウイルスのチップ上での光学イメージングの新し
い分野を切り開く。異なるウイルス又はバクテリアの種類を画像化し、識別するためのハ
イスループットの方法は、生物学的及び医療上の使用にとって重要且つ好都合であり得る
。
【００４３】
（Ｂ．光学流体顕微鏡装置を製造する方法）
　本発明の実施形態に係る光学流体顕微鏡装置は、任意の適切な方法で製造され得る。本
発明の実施形態に係る光学流体顕微鏡装置を製造する具体的な方法は、図４（ａ）～４（
ｅ）を参照に説明され得る。エッチング、積層、及びソフトリソグラフィを含むよく知ら
れた工程の任意の適切な組み合わせが、本発明の実施形態に係る光学流体顕微鏡装置を製
造するのに使用され得る。
【００４４】
　イメージングアレイの製造は、図４（ａ）に示され、ガラス板３２の透明表面上の金層
３４（約１００ナノメートル厚）を先ず蒸着させることによって始まる。ガラス板３２は
、その代わりに、いくつかの他の透明層であってもよい。金層３４は、その代わりに、任
意の他の適切な不透明又は半透明の層であってもよい。
【００４５】
　図４（ｂ）に示すように、ポリ（メチルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）レジスト層３６
は、その後、金層３４上に流され、標準的な電子ビームリソグラフィが、ＰＭＭＡレジス
ト３６中に孔部パターンを形成するのに使用される。ＰＭＭＡレジスト３６の代わりに、
いずれの他の適切な種類のフォトレジストが使用されてもよい。
【００４６】
　図４（ｃ）に示されるように、現像後、金層３４は、ウエットエッチングされ、それに
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よって画像化装置の孔部３９が定義される。その代わりに、ドライエッチング工程が、画
像化装置の孔部３９を形成するのに使用されてもよい。
【００４７】
　他の実施形態において、エッチングが使用される必要性はない。例えば、レーザーアブ
レーション工程が、孔部３９を形成するのに使用され得る。この場合、フォトレジスト層
は、孔部３９を形成するのに必要とされない。
【００４８】
　図４（ｄ）に示されるように、残存するＰＭＭＡ層３６は、その後、除去され、電気的
又は機械的に、画像化装置を光学流体顕微鏡装置の流体部位から隔離するように働く、新
しいＰＭＭＡ膜３７（約２００ナノメートル厚）に置換される。代替案としては、ＰＭＭ
Ａ膜３７の代わりに、異なる種類の透明又は半透明の絶縁材料が使用され得る。
【００４９】
　新しいＰＭＭＡ膜３７、先のＰＭＭＡ層３６、及び光学流体顕微鏡装置において形成さ
れた任意の他の層が、いずれの適切な工程を用いて堆積されてもよい。具体的な工程は、
ローラ塗布、スピン塗布、蒸着等を含む。
【００５０】
　最終的な組立段階において、図４（ｅ）に示すように、ＰＤＭＳ（ポリジメチルシロキ
サン）構造体４０が、前もって形成され、その後、ＰＭＭＡ膜３７に接着される。接続用
孔部（図示せず）が、その後、流体の注入部及び排出部を形成するために、ＰＤＭＳ（ポ
リジメチルシロキサン）構造体４０中に空けられる。ＰＤＭＳ構造体３７は、（当業者に
公知の）ソフトリソグラフィ技術を用いて形成されてもよく、その後、約３０秒間、空気
プラズマにさらされる。ＰＤＭＳ層４０及びＰＭＭＡ膜３７は、一緒に積層されてもよい
。組立後、光学流体顕微鏡装置の様々な構成要素の間の結合強度を改善するのを助けるた
めに、８０℃のポスト焼成が用いられ得る。
【００５１】
　また、図４（ｅ）に示されるように、個別の光検出素子４３（ａ）を含む検出器４３は
、本発明の実施形態に係る光学流体顕微鏡装置を形成するために、接着又は他の適切な結
合機構を用いて、ガラス板３２に取り付けられる。上述のように、光学検出器４３は、市
販で購入可能な部分であり得る。
【００５２】
　適切な電子装置（図示せず）が、取付検出器に接続されてもよい。そのような電子装置
は、画像処理ソフトウエア、異なる生物学的対象物を識別するためのソフトウエア、信号
処理ソフトウエア及び電子装置等から構成されるコンピュータを備えてもよい。当業者は
、光学流体顕微鏡装置内の画像化装置から画像を形成するために、どのような種類の電子
装置が、本発明の実施形態において、使用され得るかを認識している。加えて、いずれの
信号処理を実行するためのコンピュータコード又は他のソフトウエアに関連する機能も、
当業者によって作製され得る。コンピュータは、Ｃ、Ｃ＋＋、パスカル等を含む任意の適
切なプログラミング言語でコーディングする。
【００５３】
（Ｃ．孔部の間隔及び解像度）
　上述したように、典型的な光学流体顕微鏡装置において、不透明な金層における孔部を
通過する光の透過は、不透明な層の底部に直接存在する、リニアＣＣＤ又はフォトダイオ
ードアレイといった検出器によって監視される。この配置は、光学流体顕微鏡装置を小型
化し、巨大な光学装置から解放する。各孔部及び各孔部を通る光の透過は、単一のＣＣＤ
画素又はフォトダイオードに一意的に位置づけられ得る。例えば、孔部間の間隔は、約１
３マイクロメートルの幅で存在し得るので、その間隔は、市販で購入可能な検出器におけ
る個別の光検出素子（例えば、ＤａｌｓａトールピクセルセンサＩＬ－Ｃ６－２０４８と
いったラインスキャンセンサ）の間隔と同一である。
【００５４】
　流れの方向と垂直なｙ方向の画素解像度、γｙは、この方向における隣接する孔部の間
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方程式（１）によって定義される達成可能な解像度が高い。方程式（１）は、
【数１】

で表され、式中、ｎｈは孔部の数に等しく、ｗは路幅である。例えば、路幅が４０μｍで
ある場合、流路全域に４０個の孔部が存在すると、ｙ方向の画素寸法は、１マイクロメー
トルであり得る。ｘ（流れ）方向において、画素寸法は、方程式（２）によって定義され
るように、光学測定ユニットの取得速度及び標的物の移動速度によって決定される（即ち
、ｘ方向における解像度は、標的物の移動速度ｕ×画素取得時間Δｔに等しい）。

【数２】

例えば、標的物の流速が毎秒１００マイクロメートルであり、検出器の読み取り速度が１
ＫＨｚである場合、Ｘ方向における最大解像度は、約０．１マイクロメートルに等しいだ
ろう。
【００５５】
　光学流体顕微鏡装置の感度は、各孔部を通って透過した光の総量に依存する。不透明な
層が完全導電性であると仮定して、孔部寸法（Ｓｈ）の２つの異なる条件が検討される。
それらは以下の通りである。
Ｓｈ＞λ、大きい孔部の制限－この条件では、実効透過域ＡＴは、単純に孔部の物理的な
断面部に等しい。
Ｓｈ＜λ、小さい孔部の制限－この条件では、孔部は非常に薄いと仮定され、Ｂｅｔｈｅ
（Bethe HA,'Theory of diffraction by small holes',physics Review,66,163（1944）
）は、実効透過域がピンホール直径の６乗に比例することを示した。
【００５６】
　最近の研究では、Ｄｅ　Ａｂａｊｏ（F. de Abajo, 2002,"Light transmission throug
h a single cylindrical hole in a metallic film", Optics Express, vol. 10, pp. 14
75-1484）は、透過率が、孔部深度に応じて、指数的に更に低下することを観察した。こ
れらの２つの影響を組み合わせると、実効透過域は、以下のように表され得る。
【数３】

この方程式は、Ｄｅ　Ａｂａｊｏが報告したシミュレーションデータとよく一致する。し
かしながら、光学流体顕微鏡装置の性能をよりよく評価する目的で、材料の有限な誘電率
、ひいては光学的シミュレーションの回答を考慮に入れることが必要である。（フレーム
率の逆数にも等しい）画素測定時間（dwell time）τの総透過光子数が、以下の式によっ
て与えられる。
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【数４】

式中、ｈｃ／λは１つの単一光子が有するエネルギーであり、Ｉは照明強度であり、εは
ＣＣＤカメラの量子効率である。
【００５７】
　主要なノイズ源は、光子計数ノイズ（ショットノイズ）と、受信ノイズ（ｎｒτ）とを
含む。従って、感度は、以下の通り表され得る。

【数５】

従って、マイクロメートルレベルでの解像度と３０ｄＢの感度とを有する対象物の画像化
は、自然光照明の使用で容易に実施され得る。原理的に、サブ波長の解像度は、単に、所
望の解像度限界で、ｙ方向に、隣接する孔部の間隔をあけて配置することによって、光学
流体顕微鏡装置において達成され得る。孔部は、数十マイクロメートルでｘ方向に分離さ
れるので、それらの透過率への寄与は、ＣＣＤカメラ上では、互いを区別できるだろう。
最先端のナノファブリケーション技術は、数十ナノメートル内の解像度でのエッチングパ
ターンの形成を可能とする。１００ナノメートルより低い解像度を有する光学流体顕微鏡
装置が、作製され得る。
【００５８】
（Ｄ．標的物のマイクロ流体輸送）
　マイクロ及びナノスケールでは、流体の流れ及び微粒子の輸送は、様々な異なる技術を
用いて達成され得、最も一般的なものは、従来の圧力駆動流、動電学的輸送、液滴駆動又
は熱毛細管技術を介した不連続な液滴の移動を含む。
【００５９】
　電子ビームリソグラフィで作成された画像寸法が、２０ナノメートルと小さく製造され
得る一方、流体光学顕微鏡の最終的な解像度は、標的物の垂直方向及び水平方向の閉じ込
めの安定性によって制限され得る。物理的な閉じ込めは、経路寸法が、およそ画像化され
る標的物の寸法であることを必要とし、より小さい標的物（＜０．５マイクロメートル）
に対しては、およそ数百ナノメートルの経路寸法を意味し得る。
【００６０】
　電気浸透輸送は、外部印加電界の、電気二重層との相互作用の結果としてもたらされる
。電気二重層は、その境界面（この場合固体－液体境界面）近傍の非ゼロ電荷密度の非常
に薄い領域であり、概して、荷電種の表面吸収の結果であり、その結果として、全体の電
気的中性を維持するための、溶液中の局所的な自由イオンの再構成によりもたらされる。
それは表面駆動効果であるので、動電速度は、経路寸法に殆ど依存しない。そのため、電
気浸透輸送は、物理的な閉じ込め及び最終的に望まれる画像化の範囲にとってより好まし
い。
【００６１】
　物理的な閉じ込めに加えて、標的物の流体工学的な閉じ込めが、最終的な画像化の安定
性にとって等しく望まれるだろう。多くの研究者が、ブラウン粒子動力学を研究しており
、せん断流中にある粒子は、粒子上に働く様々な流体力が釣り合う特定の位置に移動する
傾向があることを示している。ここで説明したような、低アスペクト比の微小経路システ
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ムにおける圧駆動流には、垂直方向における強いせん断勾配が存在し、そのせん断勾配は
、経路の上側又は下側の表面のいずれかから中心部までの距離の約４０％の位置で標的物
を閉じ込める傾向があるだろう（即ち、２つの垂直方向の等価位置がある）。しかしなが
ら、水平方向において、大きな速度の勾配がなく（即ち、低アスペクト比の経路において
、水平方向における放射線状の速度特性は非常に弱い傾向があり）、従って、それが先ず
経路に焦点を当てた後に、ブラウン拡散に対して標的物を安定化する機構はない。マイク
ロ流体装置中の電気浸透駆動の局所的な改良における最近の進展によって、速度特性が調
節され、それによって、垂直及び水平方向の両方におけるブラウン運動に対する閉じ込め
のための、せん断力の釣り合う単一の位置を形成することが可能となり得る。そのような
調節は、従来の圧駆動流で実施することは困難である。ブラウン運動効果及びこれらの効
果に対処する方法が、以下で更に詳細に論じられる。
【００６２】
　電動駆動型マイクロ流体装置が、図２に示される。図２に示されるように、２つの側枝
からの流体は、集束力として働く。中央の経路は、上流の集束により画像化装置の中央部
に閉じ込められた生物学的標的物を含む。流体に印加された電圧を動力学的に調節するこ
とによって、生物学的標的物がより速く検出領域に達するように動かされ得るが、それら
がより多くの画素情報を得る目的で検出領域を通過する際は、より遅く動かされ得る。上
述したように、不透明又は半透明な層（例えば、穴のあいた金層）は、ＰＭＭＡの薄い層
によって電気ポートから隔離される。ＰＭＭＡ層及びＰＤＭＳ経路は、より密な密閉及び
より良好な流れの特性のために、酸素プラズマで処理される。本発明の実施形態は、画像
取得のために適切な速度で生物学的標的物を動かすよう、標的物の移動経路においては５
０Ｖ以下、集束経路においては３０Ｖよりも低い電圧勾配を使用してもよい。
【００６３】
（Ｅ．具体的な実験結果）
　上述で説明され、図３に図示されるように、透過率の時間経過の全情報を用いて、画像
化する標的物の幾何学的形状が、再構築され得る。画像化された生物学的標的物は、Ｃａ
ｒｏｌｉｎａ　ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　ｓｕｐｐｌｙによって提供されたクラミドモナス
であった。クラミドモナスは、単細胞で、双鞭毛の緑藻である。それは、おおよそ円形の
形状であり、約１０～２０マイクロメートルの範囲の直径を有する。それは、充分に開発
された技術によって形質転換され得る、非常に明確な遺伝情報を有するため、研究ツール
として一般的になっているいくつかの種を含む。これらの最初の実験において、図１に示
されたものと同様のＯＦＭ構成が使用された。各孔部を介した透過率の変化は、Ｏｌｙｍ
ｐｕｓ　ＩＸ－７１倒立顕微鏡に装着された、８ビットＳｏｎｙ　ＸＣＤ－Ｘ７１０ファ
イヤーワイヤー（登録商標）ＣＣＤカメラによって記録された。
【００６４】
　図５は、単一のクラミドモナス細胞が、それらの上を通過する際の２つの隣接する孔部
の透過率の変化を示す。１０個の連続的な画像フレームが、コンピュータプログラムへと
送られ、そこから、各孔部からの画素情報が抽出される。図５から、孔部を介した光透過
率が、画像化領域を横切って流れる標的物に動的に応答することが理解され得る。より多
くのフレームが迅速に収集されれば、より詳細な画素情報が取得され得、生物学的試料の
２次元画像がその後再構成され得る。
【００６５】
　図６（ａ）は、光学流体顕微鏡装置の透過画像を示す。孔部は、それらが示されるより
も小さい（０．５マイクロメートル）。図６（ｂ１）及び図６（ｂ２）は、隣接する孔部
を介した遮断の時間経過の結果を示す。図６（ｃ）は、クラミドモナスの顕微鏡画像を示
す。図６（ｄ）は、クラミドモナスの光学流体顕微鏡装置の画像を示す初期データを示す
。
【００６６】
（Ｆ．ブラウン運動）
　光学流体顕微鏡装置に採用される画像化方法は、孔部アレイを横切る標的対象物の流れ
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が、全軌跡の間、一直線状であり、ずれないことを示唆する。一直線の軌道からのずれは
いずれも、処理された対象物の画像を変形させ得る。
【００６７】
　取得され得る画像の解像度は、その軌跡に沿った対象物の実効的なずれによって制限さ
れる。意図しない対象物の軌跡のずれは、温度勾配、大きなシステムの振動、及びブラウ
ン運動によって引き起こされ得る。最初の２つは、注意深いシステム設計によって最小化
され得る一方、ブラウン運動を直接抑制するためになされ得ることはほとんどない。
【００６８】
　時間スケールｔでの、粘性ηの流体中、直径ｌ（エル）の球状粒子の、一次元における
ずれの２乗平均（式５－１）は、以下の式６によって与えられる。
【数６】

【数７】

式中、ｋＢはボルツマン定数であり、Ｔはシステム温度である。室温の水中に漂う直径１
０マイクロメートルの対象物は、約１０ミリ秒の時間の間に一次元において平均２９ナノ
メートルのずれを受けるだろう。回転方向に作動させるブラウン運動も存在する。しかし
ながら、回転の相対的な程度及びその解像度への影響は、並進ブラウン運動のずれ効果と
比較して小さい。
【００６９】
　粒子寸法に対する、ずれの逆依存性は、達成可能な解像度に対するブラウン運動の弱い
効果が、より小さい対象物では増加することを意味する。実際に、３０ナノメートルの解
像度と１０ｋＨｚのライン走査取得速度とを有する光学流体顕微鏡装置は、４マイクロメ
ートルの寸法の微生物を画像化するのに使用される場合、７０ナノメートルの画像解像度
を有する１００×１００画素の画像を達成することが見込まれ得る。高解像度の光学流体
顕微鏡装置は、ブラウン運動のアーチファクトによって明確に影響を受けないような比較
的大きい生物学的対象物を画像化するのに使用される場合、それらの所定の解像度を容易
に達成し得ることが分かる。
【００７０】
　ブラウン運動に起因する動きのアーチファクトを修正するための方法を実験的に研究し
、検証することが可能である。その方法は、標的対象物が検出アレイを通過する際に、そ
の動きのドリフトを追跡することが可能な追跡記録システムを光学流体顕微鏡装置中に設
置することを含む。
【００７１】
　図７は、追跡光透過領域を含む実施例を示す。図７において、光透過領域４２の追跡装
置は、画像化光透過領域４４と交互に配置されてもよい。この例において、追跡光透過領
域４２はそれぞれ、個々の一連の５又は６つの孔部を有し、概して、流路２２の中央部に
沿って配置される。一方、画像化光透過領域４４は、流路２２の１つの壁部から流路２２
の他の壁まで延在する、光透過領域の斜めのアレイを形成する。照明光源（図示せず）と
検出器（図示せず）との構成は、前述した実施形態におけるものと同様であり得る。
【００７２】
　追跡光透過領域４２を用いると、対象物が孔部アレイを横切って流れる際に、光透過領
域４２の各追跡装置で、対象物２０の横方向のドリフトを追跡することが可能である。追
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跡装置は、経路の中央に個別に設置されるので、隣接する一組の光透過領域４２を横切る
信号のドリフトはいずれも、ｙ方向における対象物の漂流（ネットドリフト）と関連し得
る。このドリフト情報は、光学流体顕微鏡装置を用いて形成されるいずれの画像をも変形
させるのに使用され得る。光透過領域４２の追跡装置間の対象物２０の到達時間における
変化は、ｘ方向における対象物のネットドリフトと関連し得る。
【００７３】
　光学流体顕微鏡装置の性能は、より多くの追跡装置が使用される場合に改善されること
が見込まれ得る。ブラウン運動のアーチファクトと関連する解像度の不確定性は、（追跡
装置が規則正しく間隔をあけて配置されていると仮定して）使用される追跡装置の数の平
方根に比例して減少する。追跡装置を有する光学流体顕微鏡装置の構築と実現は、容易で
ある。
【００７４】
（Ｇ．光透過領域及び蛍光を用いた実施形態）
　本発明のある実施形態は、対象物を画像化するのに光透過領域と蛍光とを使用する。こ
れらの実施形態の背景として、厚い不透明又は半透明構造の層における孔部は、ゼロモー
ド伝搬のためのカットオフ波長よりも短い波長の光のみを効果的に透過するだろう。より
長い波長の光は、充分には透過しない。実効透過域の関数として、この透過作用の近似方
程式は、以下の式によって与えられる。
【数８】

式中、λは波長であり、ｄは導電層の厚みであり、ｓｈは孔部の直径である。この方程式
は上述される。充分に厚い導電層にとって、λがｓｈ／０．５８６を越える場合、透過率
は、急激に落ちる。「ｄ」が大きい場合、透過率曲線は、階段関数のように見えるだろう
。
【００７５】
　同時に蛍光及び透過による対象物の画像化を行う方法は、（波長λｅｘでの）適当な励
起光域で試料を照射することを含む。試料内の蛍光色素分子は、吸収し、異なる波長λｆ

；λｆ＞λｅｘで再発光するだろう。均一な照明域を仮定して、試料からの蛍光パターン
は、対象物の蛍光画像を投影する一方、波長λｅｘでの透過率は、対象物の透過画像を投
影するだろう。蛍光及び透過の画像化モードの両方を用いることによって、より正確な対
象物の画像が作成され得る。　　　　
【００７６】
　図８を参照すると、一対の孔部のインターレースライン２１４を有する光学流体顕微鏡
装置を用いることによって、両方の画像を取得することが可能である。第１のライン（又
は組）の孔部２１１の孔部寸法は、孔部２１２が、波長λｆ及びλｅｘの両方の光を透過
するように選択され得る。第２のラインの孔部２１２の孔部寸法は、波長λｅｘの光のみ
を透過するように選択されるだろう。孔部２１１、２１２のラインは、対の孔部それぞれ
が、経路壁部から同一の横方向のずれで存在するように配置され得るので、それらは、対
象物を横切る同一のラインを調べるだろう。第２のラインの孔部２１１を通る透過率は、
その後、流路を通って流れる対象物２０の透過顕微鏡画像を生成するのに使用され得る。
対象物の蛍光画像は、第１のラインの孔部２１１と第２のラインの孔部２１２とを通る透
過率の違いを検出することによって生成され得る。照明光源（図示せず）及び検出器（図
示せず）の構成は、先に説明した実施形態におけるものと同様であり得る。
【００７７】
（Ｈ．光学流体顕微鏡装置の適用）
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　本発明の実施形態に係る光学流体顕微鏡装置を用いるシステムの概略図が、図９（ａ）
～９（ｃ）に示される。先に説明した光学流体顕微鏡装置はいずれも、図９（ａ）～９（
ｃ）に図示されるようなシステムにおいて使用され得る。
【００７８】
　図９（ａ）に示されるように、システムは、血液細胞の同定及び計数を実施することが
可能な血液分別ユニットとして使用される。そのシステムは、（例えば、「試料注入部（
sample in）」及び「試薬注入部（reagent in）」によって設計されるような）多数の流
体注入部及び（例えば、「廃棄物排出部（waste out）」として設計されるような）流体
排出部とを含む。図示されるように、混合調整装置と、一連の３つの光学流体顕微鏡装置
とが存在する。光学流体顕微鏡装置への排出部は、「試料を注入する」流体導入部へと戻
される、単一の再循環流へと収束する。図９（ｂ）は、それらがシステム中を通る際の流
れを示す。図９（ｃ）は、流体が、試料を注入する流体の流れへと戻され、再循環される
際の操作時の流れを示す。
【００７９】
　具体的な操作手順は、次の通りである。第１に、対象の血液試料及び識別用試薬が、混
合容器へと流し込まれる。採用される識別用試薬は、対象の血液画分に基づいて変更され
てよく、赤血球細胞の溶解試薬、（クロラゾールブラックといった）化学染色剤、固定化
剤又は希釈剤を含んでもよい。比較的大きい容量（～１マイクロリットル）の血液試料及
び試薬が、この工程に使用されると、その流れは、圧駆動され、又は動電的に作動され得
る。第２に、混合物は、充分な時間（約１０秒）、混合されて反応させられる。第３に、
混合物は、その後、動電現象によって、光学流体顕微鏡装置を横切って輸送される。所定
の流路は、直径２０マイクロメートルで、各光学流体顕微鏡装置は、５００ナノメートル
の解像度を有するように設計されるだろう。最適な流速は、約６．０ミリメートル／秒で
あるだろう。
【００８０】
　各光学流体顕微鏡装置は、装置と取付ＣＣＤアレイとの間に帯域フィルタを包含するよ
うに設計されてもよい。帯域フィルタは、可視スペクトルの適当な部分を測るために、５
００～５５０ｎｍ、５５０～６００ｎｍ、６００～６５０ｎｍ及び６５０～７００ｎｍで
のフィルタリングを提供する。そのフィルタの特性は、最も重要であるスペクトル成分に
基づいて再調節され得る。
【００８１】
　図示された実施形態において、所望の画像化速度は、１．６ミリ秒あたり１細胞である
。各細胞に関して得られた多スペクトルの画像データは、手動で又は自動化プログラムに
よって処理される。その処理された情報は、細胞を互いに識別するのに使用され得、処理
された細胞は、その後、的確な容器で的確な出力電圧にバイアスをかけることによって適
当な回収又は廃棄容器に向けられてもよい。
【００８２】
　追加の処理工程として、一定の分類された血液画分はいずれも、所望の画分を単にシス
テムの導入部へと向けることによって、システム全体を通って再処理されてもよい。この
画分は、その後、画分中の異なる構成成分を更に識別するために、又は全体としてその画
分に関するより多くの情報を収集するために、異なる識別用試薬と混合され、画像化され
、再分類されてもよい。殆ど又は全く損失なく分類された画分を再処理する能力は、マイ
クロ流体工学に基づくセルソータに固有である（従来型のセルサイトメトリシステムは、
概して再処理用に設計されていない）。この利点は、多段階処理を用いる将来的なセルソ
ーティングの適用にとって、重要な因子であるだろう。
【００８３】
　細胞の同定及び分類の速度は、（２００マイクロ秒あたり１細胞の速度で細胞を処理す
る）市販の血液識別ユニットの速度と同等である。しかしながら、本発明の実施形態の処
理速度は、同一チップ上で同時に作動するシステムの数を単純に増加することによって、
一桁分、顕著に増加され得る。更に、本発明の実施形態は、ソーティングに関してより的
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確で正確である。特に、本発明の実施形態は、桿状球と成熟好中球とを識別をすること、
及び有核赤血球の計数において、市販の血液識別ユニットよりも優れた性能を有し得る。
【００８４】
　本発明の実施形態に係る光学流体顕微鏡装置は、血液中の循環腫瘍細胞（circulating 
tumor cell（ＣＴＣ））を同定するのに使用される可能性がある。循環腫瘍細胞（ＣＴＣ
）は、概して、それらの細胞又は核の形態の外観検査に基づいて識別され、分類されるこ
とに鑑みて、セルソーティングシステムに基づく光学流体顕微鏡装置は、自動化されたＣ
ＴＣ細胞の計数のために使用され得る。光学流体顕微鏡装置の画像化方法は、オンチップ
の画像化システムとしてマイクロ流体工学に基づくフローサイトメータへの組み込みから
、尿中の異なるバクテリアの種類の同定及び計数のための高い処理能力を有する分析シス
テムとしての使用の範囲まで、幅広く多様な応用において有用であるだろう。
【００８５】
（ＩＩ．発光素子を用いた光学流体装置）
　従来型の光学顕微鏡において、最大達成解像度は、レイリーの基準によって定義される
ように、理論的には、λ／２に制限され、ここで、λは、含まれる光の光学波長である。
（上述した孔部に基づく方法は、λ／２の制限より高い解像度を許容するだろう。）近視
野顕微鏡、量子もつれ光子（entangled photon）顕微鏡、誘導放出制御（ＳＴＥＤ）顕微
鏡、及び構造化照明顕微鏡といった、新しい技術の使用によって、この制限は、ある程度
、克服可能である。しかしながら、計算コスト、システムの複雑さ、及び光強度の必要量
が、所望の解像度に応じて指数的に上昇する。
【００８６】
　他の実施形態は、費用効果の高い方法で、対象物の画像にサブ波長の解像度を与え得る
ことを開示する。これらの実施形態は、蛍光色素分子アレイ又はグリッドを用い、各アレ
イ又はグリッド部位は、狭く且つそのアレイ又はグリッドにおける他の蛍光色素分子とは
異なる蛍光又はラマン発光スペクトルを保有する蛍光色素分子を有するだろう。適切な蛍
光色素分子は、量子ドットを含む。量子ドットは、明確で狭い発光スペクトルで製造され
得、強く且つ小型の蛍光エミッタである。量子ドットは、市販で購入可能であり、次の例
示的な刊行物に記載される：J. K. Jaiswal, H. Mattoussi, J. M. Mauro, S. M. Simon,
 Long-term multiple color imaging of live cells using quantum dot bioconjugates 
Nature Biotechnology 21, 47（２００３年１月）；及びM. Dahan, T. Laurance, F. Pin
aud, D. S. Chemla, A. P. Alivisatos, M. Sauer, S. Weiss, Time-gated biological i
maging by use of colloidal quantum dots Optics Letters 26, 825(2001）)。本発明の
実施形態は、量子ドットを用いて説明される一方、本発明の実施形態は、量子ドットに限
定されない。
【００８７】
　光を発生する素子を用いる、本発明の実施形態にとって、多数の可能な適用がある。例
えば、本発明の実施形態は、種を同定できるようにバクテリア又はウイルスの形状を分類
する手段として、巨大タンパク質の形状を分類する手段として、癌化した細胞を同定でき
るように細胞の核の形状を測定し取得する手段として、細胞の屈折率プロファイルを測定
する手段として、及び製造、合成及び生産における品質管理又は他の目的のために小さい
対象物の形状を同定する手段として使用され得る。
【００８８】
　発光素子を含む具体的な光学流体顕微鏡装置は、図１０（ａ）に示される。図１０（ａ
）において、量子ドット６２のグリッドは、本体の表面１６（ａ）中に埋め込まれ、又は
その上に存在する。各量子ドット６２は、他の量子ドット６２とは異なる蛍光発光スペク
トルを有する。図１０（ａ）に示されるように、対象物２０は、量子ドット６２のグリッ
ド上に存在し、量子ドット６２を用いて画像化される。
【００８９】
　量子ドット６２は、約１０ナノメートル程度の寸法を有し、隣接する量子ドット間の間
隔は、１０ナノメートルと小さくてもよい。他のグリッドの間隔及び他の寸法の量子ドッ
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トが、本発明の他の実施形態において使用され得る。
【００９０】
　対象物２０の形状及び寸法を画像化するために、対象物２０は、量子ドット６２のグリ
ッドの上に置かれ、照明光源（図示せず）からの均一な照明域にさらされる。対象物２０
の下にある量子ドット６２は、殆ど照明を受けず、そのため、殆ど蛍光を発しないだろう
。
【００９１】
　グリッド全体からの蛍光を収集し、市販で購入可能な分光計（又は他の検出器）の使用
によりそのスペクトルをスペクトル的に分解することによって、どの量子ドット６２が覆
われているかを決定することが可能である。例えば、量子ドット６２の位置及び量子ドッ
ト６２と関連するそれぞれの蛍光発光スペクトルが分かる。分光計を用いて、コンピュー
タは、どの蛍光スペクトルが、分光計によって受け取られたかを決定し得、結果として、
どの特定のグリッド部位が、対象物２０によって覆われるかを決定し得る。これから、対
象物２０の形状が、量子ドット６２の間隔によってのみ制限される解像度で、導き出され
得る。
【００９２】
　量子ドットのグリッドを構成する代わりに、顕微鏡用の別の配置は、個別の量子ドット
６２の直線状のアレイが採用される配置であり得る。量子ドット６２は、表面１６（ａ）
上又はその下に存在する。これは、図１０（ｂ）に示される。図１０（ｂ）において、個
別の量子ドット６２は、対象物２０の流れの方向に垂直に延びる直線に一列に設置される
。先に説明した実施形態のように、どの量子ドット６２が覆われているかを決定するため
に、経時で量子ドット６２の蛍光スペクトルを測定することが可能である。この例におい
て、対象物２０は、流路２２を通って量子ドット６２のアレイを横切って流れる。経時変
化する蛍光スペクトルは、その後、対象物２０の形状を決定するために充分なデータを提
供するよう処理され得る。
【００９３】
　図１０（ａ）及び図１０（ｂ）に示される光学流体顕微鏡装置の実施形態における、検
出器及び照明光源の配置は、変更され得る。２つの具体的な構成が、図１１（ａ）及び図
１１（ｂ）に示される。図１１（ａ）及び図１１（ｂ）は、本発明の実施形態の概略側面
図である。図１１（ａ）及び図１１（ｂ）において、同一の数字は同一の要素を示す。
【００９４】
　図１１（ａ）において、照明光源４２０は、所定の第１の波長光を提供してもよい。第
１の波長光４３０は、第２の波長光４３１が量子ドット６２によって提供されるよう、本
体４１０（ａ）上又は本体内に設置された量子ドット６２を励起してもよい。第２の波長
光４３１は、検出器４３０によって受け取られてもよい。細胞２０が、量子ドット６２を
通過する際に、それは第１の波長光２０を遮断し又は変更するので、量子ドット６２から
放出された光は、検出器４３０によって先に受け取られた第２の波長光４３１とは異なる
。この例において、照明光源４２０及び光学検出器４３０は、量子ドット６２及び本体４
１０（ａ）上にあるので、本体４１０（ａ）は、透明、半透明、又は不透明であってもよ
い。
【００９５】
　図１１（ｂ）は、異なる構成を有する他の実施形態を示す。この実施形態において、検
出器４３０は、本体４１０（ｂ）の下にある。この実施形態において、本体４１０（ｂ）
が、透明又は半透明であるので、第２の波長光４３１は、それを通って検出器４３０へと
通過し得る。
【００９６】
　更に他の実施形態において、本体４１０（ａ）、４１０（ｂ）が透明又は半透明である
場合、照明光源４２０は、その代わりに、本体４１０（ａ）、４１０（ｂ）の下部に存在
し得る。検出器４３０は、本体４１０（ａ）、４１０（ｂ）の上又はその下に配置され得
る。
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【００９７】
　マイクロ流路を有する別の顕微鏡が、製造され得る。これは図１２に示される。量子ド
ット６２は、基板２２上の、ライン６２（ａ）の２つ以上のセット６４中に置かれる。各
ライン６２は、同一の個別の量子ドット６２を有し、各ラインは、他のライン６２と異な
る発光スペクトルを有するだろう。各セット６４の向きは異なり得る。図１４に示される
実施形態において、蛍光スペクトルは、なおも遮断がされていることを決定するために測
定され得る。この場合、特定のスペクトル帯における蛍光消失範囲は、量子ドットの特定
のラインが、対象物によって覆われる程度を示すものである。
【００９８】
　一組のラインを用いた測定を行った後、対象物２０は、量子ドットラインの次のセット
６４へと流される。輸送は、対象物２０の配向性が乱されないようなやり方で、実施され
る。その工程は、全てのラインセット６４に対して繰り返される。ラインセット６４上で
のコンピュータ断層計算を実施することによって、対象物２０の形状を決定し得る。
【００９９】
　図１２における構成は、以前の構成に対して利点を有する。例えば、Ｎ×Ｎグリッド上
での対象物２０の形状は、Ｎ個の異なる種類の量子ドットで見出され得る。上述した先の
実施形態において、同一の解像度には、Ｎ２の異なる種類の量子ドットの使用が必要であ
る。
【０１００】
　図１３及び図１４を参照すると、対象物が非常に透明で、量子ドットからの発光を充分
に減少させるのに、量子ドットからの励起光場の充分量を遮断しない場合、本発明の実施
形態は、代わりに、一過性の（エバネセント）励起場の使用に頼り得る。
【０１０１】
　励起された光場７０は、本体中の流路２２の表面１６（ａ）上又はその下にある量子ド
ット６２へと向けられる。それは、ガラスと経路の境界面での入射角が臨界角を越えるよ
う、注意深く調節される。この状況において、指数的に減衰するエバネセント場は別にし
て、光学的な励起場は、殆ど量子ドット６２に到達せず、量子ドット６２は、蛍光を発し
ない又は非常に弱く蛍光を発するだろう。経路中を流れる流体溶媒よりも高い屈折率を有
する対象物２０が励起された光場７０の経路を横切る場合、屈折率の変化が見られるだろ
う。
【０１０２】
　図１４においてより明確に示されるように、対象物２０の存在によって形成された新た
な屈折率は、臨界角をより大きな値に変更するのに充分に、著しく大きいので、その後、
光学励起場は、今度は、流路２２における伝播場８２になるだろう。伝播場８２は、その
後、対象物２０の下の量子ドット６２を励起し得、（光学フィルタを含み得る）画像化シ
ステム１２２及び検出器１２４が、量子ドット６２によって生じた光を受け取り得る。こ
れらの実施形態において、特定のアレイグリッド部位からの蛍光信号は、そのグリッド部
位で特定の量子ドット６２が遮断されることを示す。
【０１０３】
　図１３及び図１４を参照して説明された光学流体顕微鏡装置の実施形態は、他の目的の
ために使用され得る。例えば、それらは、対象物２０の屈折率プロファイルを調べるため
に使用され得る。励起光場の入射角を変更し、いつ透過波が対象物２０を通って伝播波に
なるかを決定することによって、その屈折率プロファイルを正確に測定することが出来る
。
【０１０４】
　図１５は、本発明の実施形態に係る更に他の光学流体顕微鏡装置を示す。その実施形態
は、階段状のラインパターンで設置された量子ドットを用いた。隣接するラインと関連す
る蛍光信号の違いは、対象物上の特定の位置に起因し得る。
【０１０５】
　図１５に示されるような光学流体顕微鏡装置はまた、量子ドットのラインの代わりに、



(20) JP 5059882 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

スリット（図示せず）で実装され得る。スリットが充分に狭く、それらが底部から照らさ
れる場合、エバネセント場は、基板上面の上に構成されるだろう。所定のスリット領域を
横切る対象物の流れは、エバネセント波を伝播波に変え得る。全透過光を測定することに
よって、既述の量子ドット手法を用いて得られた情報と同様の一連の情報が決定され得る
。
【０１０６】
　発光素子を含む光学流体顕微鏡装置は、任意の適切な方法で製造され得る。１つの例に
おいて、図１５に示される顕微鏡の構成を作り出すため、フォトリソグラフィ及びエッチ
ング工程が、本体（例えば、基板）中の必要なラインをエッチングするために使用され得
る。各導電性ラインが、その後、選択的に帯電され得、逆帯電された同一の量子ドットを
含む溶液が、そのラインを横切って量子ドットを流すことによって、選択されたラインに
付着され得る。量子ドットの帯電されたラインへの接着は、その後、接着された基板全面
をコーティングすることによって、固定化され得る。その工程は、その後、完全な一連の
ラインが完成するまで、異なる導電性ラインと、同一の量子ドットの異なるセットとを用
いて繰り返され得る。量子ドットアレイのグリッドの解像度は、達成可能なリソグラフィ
エッチングの解像度によってのみ制限される。
【０１０７】
　他のやり方において、細針先（fine needle tip）アクチュエータシステムが使用され
てもよい。この方法において、単一のグリッド部位の形成は、量子ドットと、エポキシと
いったキャリアと、の混合物を用いる。配置された針先は、その後、混合物に浸され、混
合物の単一の液滴を堆積させるために基板上の正確な位置へと動かされるだろう。その工
程は、その後、グリッド全体が完成するまで、異なる量子ドット－エポキシ混合物につい
て繰り返されるだろう。量子ドットのグリッドの解像度は、特定の位置に動かす針先の達
成可能な正確さによってのみ制限される。
【０１０８】
　量子ドットは、約１０ナノメートルの発光線幅で作製され得る。蛍光を観察し得る利用
可能な発光スペクトルが、約３００ナノメートルであると仮定した場合、これは、３０の
異なる種類の量子ドットを明確に検出することが可能であることを示すだろう。この状況
において、図１０に示される顕微鏡の構成において提示されるグリッド寸法が、５×５よ
り大きいことはあり得ない。より大きいグリッド寸法は、異なる分光計がグリッドの異な
る小区分に割り当てられる場合、達成され得る。この状況において、最も高いグリッド密
度は、５×５のサブグリッドを（１／２波長）×（１／２波長）の面積と等しくすること
によって、与えられる。グリッド配置が密接であるほど、分光計の回収光によって正確に
解像され得ない。これは、すなわち、この顕微鏡構成によって達成され得る解像度が、約
１００ナノメートルであることを示す。
【０１０９】
　最後に、達成可能な解像度は、利用可能な異なる量子ドット種の数の一次関数であり得
る。そのように、さらにより狭い発光帯幅を有する量子ドットを調整することが非常に望
ましい。この代わりに、蛍光共鳴エネルギー移動分光法（又は一定の関連する現象）が使
用され得る。例えば、色素対の１つの構成要素が光を吸収し、一方他方が発光する、色素
対が作製され得る。吸光性の構成要素は、狭吸光帯幅を有するように設計され得、発光性
の構成要素は、狭発光性の構成要素である。異なる吸収及び発光波長を有する、これらの
色素対の異なる順列組み合わせによって、非常に多くの数の非変性色素種を作製すること
が可能である。
【０１１０】
（ＩＩＩ．他の流体光学装置の実施形態）
　図１６は、更に他の光学流体顕微鏡装置の実施形態を示す。この実施形態において、基
板２２は、個別の量子ドット又はナノ粒子の、角度のついた直線状のアレイが埋め込まれ
る。量子ドット８８の間の水平方向の分離、間隔ｕ１１２、は、充分に大きく配置される
ので、その配置が、ＣＣＤカメラ又は他の画像化装置上で画像化される際に、２つの異な
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るドットを互いに分離することが可能である。１対１の画像化を実施する場合、間隔ｕは
、ＣＣＤカメラの画素寸法と等しい又はそれより大きくてもよい。間隔ｖ１１０は、この
顕微鏡の解像度を設定し、そのため、出来る限り小さくてよい。理想的には、それは、包
含されるナノ粒子の寸法に等しい。
【０１１１】
　対象物２０は、流路２２を通って流れ、各量子ドット８８からの蛍光スペクトルは、画
像化ＣＣＤカメラ（図示せず）上でモニターされる。表面１６（ａ）が透明な本体の一部
分を形成する場合、ＣＣＤカメラは、表面１６（ａ）の底面に搭載され得る。別の方法で
は、上部から対象物２０を画像化することが可能である。しかしながら、これは、元々の
入力ビームからの全内部屈折光がＣＣＤによって検出されないようにするのに、ある程度
の注意を要する。量子ドット８８が、充分に間隔をあけて配置されると、各量子ドット８
８は、ＣＣＤ上の画素と明確に関連するだろう。対象物２０の形状が、量子ドット８８を
横切る移動において変化しないとすると、ＣＣＤ信号の経時変化から、その形状の決定が
可能である。
【０１１２】
　先の顕微鏡構成が、サブ波長の空間情報をスペクトルでコード化するための方法として
考えられ得る一方、この方法は、サブ波長の空間情報を上の波長（above-wavelength）の
空間情報に空間的にコード化する方法として解釈され得る。
【０１１３】
　この方法に関連する２つの明確な利点がある。第１に、蛍光色素分子が、異なるもので
ある必要がない。全アレイの量子ドットは、同一であり得る。これは、装置の製造工程を
単純化する。異なる量子ドットの必要性がない。異なる量子ドットの必要性が除外される
ことにより、他の造影機構の使用が可能となる。１つの造影機構は、ナノ粒子の使用を含
み得る。ナノ粒子は、それらの物理的な断面積と比較して散乱断面積が増加する。それら
が、量子ドットの代わりに使用される場合、それらの散乱信号は、量子ドットから生じる
蛍光信号の代わりに使用され得る。
【０１１４】
　おおよその計算として、１０ナノメートルの解像度を望み、且つ対象物の寸法が１マイ
クロメートルである場合、（１０マイクロメートル画素寸法ＣＣＤ、ｕ＝１０マイクロメ
ートル、ｖ＝１０ナノメートルでの１対１の画像化を仮定して）少なくとも１ミリメート
ル長のマイクロ流路が使用され得る。
【０１１５】
　図１７を参照すると、他の構成が示される。この構成は、上述の実施形態の一部と同様
である。間隔をあけて配置されたグリッド中に個々の量子ドットを埋め込む代わりに、流
路２２の底面１６（ａ）に直線状の量子ドット１６０を設置することが可能である。直線
状の量子ドット１６０は、検出器（図示せず）において別個の光検出素子上に位置づけら
れる、異なる区分１５２、１５４を有し得る。
【０１１６】
　図１７における実施形態は、本体中に溝を作製し、その後、その溝に量子ドットを設置
することによって形成され得る。量子ドットラインの各区分が、ＣＣＤ上の単一画素に位
置する限りは、この実施形態の解像能は、先の実施形態に匹敵する。光分散性ナノ粒子が
、他の実施形態における量子ドットの代わりに使用され得ることも示される。
【０１１７】
　図１７に示される実施形態は、利点を有する。第１に、先の実施形態と比較して、より
多くの数の蛍光発光分子又は量子ドットが信号に寄与することによって、非常に多くの信
号が存在する。第２に、図１７に示された実施形態は、製造するのが容易である。直線状
の蛍光発光分子を埋め込むことは、均一に間隔をあけて配置された蛍光発光分子を設置す
るよりも容易であるだろう。
【０１１８】
　図１８は、図１７における構成の他の変形である構成を示す。この場合、透過又は屈折
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ライン１７８は、光学流体顕微鏡装置の本体を横切る。屈折又は透過された信号は、ＣＣ
Ｄ又は他の検出器上で同様のやり方で画像化される。ライン１７８の異なる区分１７４、
１７６は、流路２２を形成する表面１６（ａ）下に存在し得る検出器中の別個の光検出素
子に対応してもよい。対象物２０の形状を決定するために、検出器からの信号を処理する
ことは、先に述べた実施形態と同様である。この実施形態は、製造するのが容易である。
【０１１９】
　更に他の実施形態も可能である。例えば、H. J. Lezec, A. Degiron, E. Davaux, R. A
. Linke, L. Martin-Moreno, F. J. Garcia-Vidal, T. W. Ebbesen, Beaming Light from
 a Subwavelength Aperture Science 297, 820（2002）に記載されたもののように、一連
の周期的に加工された半球環状にパターン化された透過性孔部を用いることが可能である
。適切に設計され、パターン化された孔部は、小さな発散角で効率的に光を透過すること
ができるだろう。良好に制限された光透過率は、透過工程の際、輪郭がぼやけるアーチフ
ァクトをいずれも劇的に低減できる。
【０１２０】
　本発明の更に他の実施形態は、異なる寸法を有する光透過領域を用いることができる。
そのような光透過領域を用いると、光透過スペクトルを用いて、光透過領域を通過する対
象物の形状を決定することが可能である。
【０１２１】
　図１９は、単一の光透過領域又は孔部に関する、波長に対する光透過率のグラフを示す
。この状況において、厚くて充分な導電性を有する層における孔部は、ゼロモード伝播の
ためのカットオフ波長よりも短い波長の光のみを透過し得る。つまり、特定の寸法の孔部
は、特定の範囲の波長の光を通すだろうし、一方、他の寸法の孔部は、異なる範囲の波長
の光を通すだろう。
【０１２２】
　本発明の他の実施形態は、図２０（ａ）～図２０（ｂ）に関して説明され得る。図２０
（ａ）に示されるように、本体７０２は、異なる寸法を有する多数の光透過領域（例えば
、孔部）７０４から構成される。この例において、光透過領域は、アレイ状に存在し、ア
レイ中の光透過領域のそれぞれは、異なる寸法を有する。図２０（ａ）におけるアレイは
、７０４（ａ）～７０４（ｉ）で標識された９個の孔部を有し、各孔部は、異なる寸法を
有する。孔部は、円形で、放射状の断面を有し、任意の適切な深度を有してもよい。他の
実施形態において、孔部は、必要に応じて、長方形又は正方形の断面を有し得る。１つの
アレイ内に異なる断面形状を備える孔部を有することも可能である。
【０１２３】
　図２０（ｂ）に示されるように、図２０（ｂ）における透過スペクトルの部位ａ～ｉは
、それぞれ、各孔部７０４（ａ）～７０４（ｉ）と関連してもよい。図２０（ａ）に示さ
れるように、孔部７０４（ａ）は、アレイ中の最も大きな孔部であり、図２０（ｂ）にお
けるスペクトルの部位ａに対応し、最も広い範囲の波長での光透過を許容し、また最も低
い光透過率を有する。これに対して、孔部７０４（ｉ）は、アレイ中の最も小さい孔部で
あり、図２０（ａ）におけるスペクトルの部位ｉに相当し、最も高い光透過率を有する。
【０１２４】
　言い換えれば、図２０（ｂ）における各段階の高さは、特定の孔部を介した透過率に相
当し得る。透過スペクトルをモニターすることによって、アレイ上の対象物の遮断パター
ンを得ることが可能である。アレイ内において、（約１０ｎｍの製作公差を仮定して）少
なくとも約２、５、或いはさらに少なくとも１０の異なる孔部の種類及び／又は寸法が存
在し得る。
【０１２５】
　図２０（ａ）に示されるように、アレイ中の孔部の寸法は、列内又は行内において規則
正しく増大又は減小してもよい。そのような系列は、孔部のアレイの全面を通過する対象
物をより容易に表示し得る、透過スペクトルの作成を助け得る。孔部のアレイが２次元で
あり、孔部の寸法が、列内及び／又は行内において増大することが好ましい。図２０（ａ
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）に示されるように、寸法は、列（又は行）の一端部から他端部まで増大し得る。連続的
な列（又は行）は、その結果、次第に増大するより大きな孔部を有し得る。
【０１２６】
　図２０（ｃ）に示されるように、孔部７０４のアレイ上を横切って通過する、対象物７
００（例えば、細胞）は、孔部７０４（ｂ）、７０４（ｃ）及び７０４（ｆ）を遮断する
。図２０（ｄ）に示されるように、孔部７０４（ｂ）、７０４（ｃ）及び７０４（ｆ）と
関連するスペクトルの部位ｂ、ｃ及びｆ（図２０（ｂ）参照）はない。図２０（ａ）及び
２０（ｃ）におけるスペクトルを用いて、異なる寸法の孔部７０４（ａ）～７０４（ｉ）
の空間位置を知ることで、孔部７０４のアレイ上を横切って通過する対象物７００の形状
を決定することが可能である。
【０１２７】
　本体中の孔部の密度が増加され得る（それによって解像度が増加する）ように、出来る
だけ小さい直径を有する孔部を作製することが好ましい。円形の孔部及び任意のいずれの
形状の孔部でも、本発明の実施形態に使用されてよい。透過率も、高い屈折率の材料で孔
部を満たすことによって増加されてもよい。これは、各孔部内の有効波長を効果的に減少
させ、小さい減衰係数を有する、より伝播性の高いモード又はゼロモードの導波路の存在
を許容する。高い透過率は、システムの感度を向上させ、透過率の測定をより容易にする
ので、望ましい。
【０１２８】
　図２１は、本発明の実施形態に係るシステムの概略図を示す。図２１は、光源７９０か
らの光を受け取る、（先に説明した）パターン化された孔部アレイ８００を示す。対象物
８０６は、孔部アレイ上を通過し、アレイ８００中の特定の孔部を遮断する。アレイ８０
０を通過する光は、ＣＣＤカメラ８０４を有する顕微鏡８１０へと通る。コンピュータ（
図示せず）は、動作可能にＣＣＤカメラ８０４と連結されてよく、プロセッサ、ＣＣＤカ
メラ８０４中のどのピクセルが光を受け取るかを決定するためのコードを有するコンピュ
ータ読み取り可能な記録媒体、孔部アレイ８００及びＣＣＤカメラ８０４を用いて作成さ
れた透過スペクトルを解析するためのコード、及びアレイ８００上を通過する対象物８０
６を画像化及び／又は解析するのに透過スペクトルを用いるためのコードから構成されて
よい。
【０１２９】
　本発明の実施形態において、（顕微鏡の解像度によって制限される）本体の領域Ａｐｉ

ｘｅｌ上の位置を、ＣＣＤ装置といった画像化カメラ上の単一画素上に位置づけることが
可能である。各領域Ａｐｉｘｅｌを、一連のパターンの１０個の個別の孔部で満たすこと
が可能である。各孔部からの透過スペクトルを測定する場合、本発明の実施形態は、Ａｐ

ｉｘｅｌよりも１０倍小さい画素寸法での解像度を達成し得る。言い換えれば、本来の画
像化システムがＸマイクロメートルの解像度を有する場合、このやり方によって、Ｎが個
別の孔部の数であるときに、ｓｑｒｔ（Ｎ）Ｘマイクロメートルにまで解像度が増加する
。
【０１３０】
　スペクトル透過プロファイルを得るための最も単純なやり方は、入力光波長を単に走査
し、カメラで多数の画像を取得することであってもよい。
【０１３１】
　図２０（ａ）～図２０（ｄ）及び図２１を参照して説明した本発明の実施形態は、本発
明の範囲から逸脱しない限り、前述した実施形態のいずれの特徴とでも組み合わせられ得
ると理解される。例えば、特に図１～図９に関して説明された製造方法、材料、寸法及び
システムは、本発明の範囲から逸脱しない限り、図２０（ａ）～図２０（ｄ）に関して説
明された実施形態の詳細と組み合わせられ得る。
【０１３２】
　図２０（ａ）～図２０（ｄ）及び図２１に示された実施形態は、前述した実施形態に対
して利点を有する。第１の利点は、これが、結果としてより小型のシステムとなることで
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ある。第２の利点は、対象物の画像化が１ショットでなされ、その時間枠がカメラのフレ
ーム率によって制限されることである。走査波長光源が使用される場合、それは、光源が
１サイクル走査するのに要する時間によって制限される。画像化フレーム間の対象物の移
動は、画像の品質を低下させないだろう。
【０１３３】
　ここで使用された用語及び表現は、説明の用語として使用され、限定されるものではな
く、そのような用語及び表現の使用において、示され、説明された特徴と等価のもの、或
いはそれらの一部を除外するという意図はなく、様々な変更が、請求される本発明の範囲
内において可能であると認識される。
【０１３４】
　さらに、本発明の１つ又は複数の実施形態の１つ又は複数の特徴は、本発明の範囲から
逸脱することがない限り、本発明の他の実施形態の１つ又は複数の特徴と組み合わせられ
得る。
【０１３５】
　上述した全ての特許、特許出願、刊行物、及び説明は、全ての目的のため、その全体に
おいて、参照によってここで援用される。いずれも先行技術であると自認されるものでは
ない。
【０１３６】
　「１つの（ａ）」、「１つの（ａｎ）」又は「その（ｔｈｅ）」の記述は、特に異なる
ものとして示されない限り、「１つ又は複数（ｏｎｅ　ｏｒ　ｍｏｒｅ）」を意味すると
意図される。

【図１】 【図２】
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