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(57)【要約】
単一分子を解析し、かつ核酸配列解析を実行するための
装置及び方法。装置はアッセイチップを含むことができ
、アッセイチップは、励起されると放出エネルギーを放
出する検体を受けるように構成された検体ウェルを備え
る複数のピクセルと、放出エネルギーを特定の方向に誘
導するための少なくとも１つの要素と、光路であって、
それに沿って放出エネルギーが検体ウェルからセンサに
向かって移動する、光路とを含む。装置はまた、アッセ
イチップとインタフェースする機器も含む。機器は、各
検体ウェル内の検体を励起する励起光源と、検体ウェル
に対応する複数のセンサとを含む。各センサは、それぞ
れの検体ウェル内の検体からの放出エネルギーを検出で
きる。機器は、各検体ウェルからの放出エネルギーを複
数のセンサのそれぞれのセンサに向けて誘導する少なく
とも１つの光学要素を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の検体ウェルを含んでなり、前記複数の検体ウェルの各検体ウェルは、検体を受ける
ためのアッセイチップとインタフェースするように形成されている、機器において、
前記複数の検体ウェルの少なくとも一部の前記検体を励起させるための少なくとも１つの
パルス式励起光源と、
複数のセンサであって、前記複数のセンサの各センサが前記複数の検体ウェルのうちの検
体ウェルに対応し、前記複数のセンサの各センサが、それぞれの検体ウェル内の前記検体
からの放出エネルギーを検出するように形成され、前記複数のセンサの各センサが前記放
出エネルギーの検出時間を検出することができる、センサと、
前記複数の検体ウェルの各検体ウェルからの前記放出エネルギーを前記複数のセンサのそ
れぞれのセンサに向かって誘導するための少なくとも１つの光学要素と
を含んでなる、機器。
【請求項２】
前記少なくとも１つの励起光源からの励起光を前記アッセイチップに向かって反射し、か
つ前記複数の検体からの前記放出エネルギーを前記複数のセンサに向かって透過させるた
めのポリクロイックミラーをさらに含んでなる、請求項１に記載の機器。
【請求項３】
前記少なくとも１つの光学要素がリレーレンズを含んでなる、請求項１に記載の機器。
【請求項４】
前記少なくとも１つの励起光源は複数の光源を含んでなり、前記複数の光源の各光源は、
複数の波長の１つ又は複数で励起光を放出する、請求項１に記載の機器。
【請求項５】
前記複数の光源の各々から放出される前記光を螺旋状に重複させるための波長コンバイナ
をさらに含んでなる、請求項４に記載の機器。
【請求項６】
前記放出エネルギーを透過させ、かつ前記少なくとも１つの励起光源からの励起光の、吸
収及び反射のうちの少なくとも一方を行うための少なくとも１つのスペクトルフィルタを
さらに含んでなる、請求項１に記載の機器。
【請求項７】
第一の波長の放出エネルギーを第二の波長の放出エネルギーから空間的に分離するための
少なくとも１つのスペクトル選別要素をさらに含んでなる、請求項１に記載の機器。
【請求項８】
前記少なくとも１つのスペクトル選別要素は回折光学要素を含んでなる、請求項７に記載
の機器。
【請求項９】
前記回折光学要素は、前記放出エネルギーを彩色的に分散させることと、前記放出エネル
ギーを集光することとの両方を行う、請求項８に記載の機器。
【請求項１０】
前記回折光学要素はオフセットフレネルレンズを含んでなる、請求項８に記載の機器。
【請求項１１】
前記少なくとも１つのスペクトル選別要素は光フィルタ要素である、請求項７に記載の機
器。
【請求項１２】
（ｉ）励起光を前記複数の検体ウェルに誘導し、（ｉｉ）前記複数のウェルからの信号を
前記複数のセンサにおいて検出し、かつ（ｉｉｉ）前記信号の時間分布を使用して前記検
体又はそのサブユニットを識別するようにプログラムされる制御システムをさらに含んで
なる、請求項１に記載の機器。
【請求項１３】
装置において、
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複数のピクセルを含むアッセイチップであって、前記複数のピクセルの各々が、
　励起されると放出エネルギーを放出する検体を受けるための検体ウェルと、
　前記放出エネルギーを特定の方向に誘導するための少なくとも１つの要素であって、屈
折要素、回折要素、プラズモン要素、及び共振器からなる群から選択される少なくとも１
つの要素と、
　光路であって、それに沿って前記放出エネルギーが前記検体ウェルからセンサに向かっ
て移動する光路と
を含んでなる、アッセイチップと、
前記アッセイチップとインタフェースするように構成された機器であって、
　各検体ウェル内の前記検体を励起するように構成された少なくとも１つのパルス式励起
光源と、
　複数のセンサであって、前記複数のセンサの各センサがそれぞれの検体ウェルに対応し
、前記複数のセンサの各センサが、前記それぞれの検体ウェル内の前記検体からの放出エ
ネルギーを検出するように形成され、前記複数のセンサの各センサは、前記放出エネルギ
ーの検出時間を検出することができる、複数のセンサと、
　各検体ウェルからの前記放出エネルギーを前記複数のセンサのそれぞれのセンサに向か
って誘導するための少なくとも１つの光学要素と
を含んでなる機器とからなる、装置。
【請求項１４】
前記アッセイチップは、前記機器に接続され、かつそれから取り外されるように形成され
る、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
前記アッセイチップが前記機器に接続されるときに、前記複数の検体ウェルのうちの検体
ウェルと前記複数のセンサのうちの前記対応するセンサとの間の光学距離が３０ｃｍ未満
である、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
前記アッセイチップが前記機器に接続されるときに、前記複数の検体ウェルのうちの検体
ウェルと前記複数のセンサのうちの前記対応するセンサとの間の光学距離が５ｃｍ未満で
ある、請求項１４に記載の装置。
【請求項１７】
前記アッセイチップが前記機器に接続されるときに、前記複数の検体ウェルのうちの検体
ウェルと前記複数のセンサのうちの前記対応するセンサとの間の光学距離が１ｃｍ未満で
ある、請求項１４に記載の装置。
【請求項１８】
各検体は、複数の波長バンドの１つの波長バンド内の前記放出エネルギーを放出する発光
タグを含んでなり、及び
前記複数のセンサの各センサは、前記複数の波長バンドの各々の前記放出エネルギーを検
出するように構成されるサブセンサを含んでなる、請求項１３に記載の装置。
【請求項１９】
前記複数のセンサの各センサは少なくとも２つのサブセンサを含んでなる、請求項１８に
記載の装置。
【請求項２０】
前記複数のセンサの各センサは少なくとも４つのサブセンサを含んでなる、請求項１９に
記載の装置。
【請求項２１】
前記機器は、第一の波長の放出エネルギーを前記少なくとも２つのサブセンサの第一のサ
ブセンサに向かって誘導し、かつ第二の波長の放出エネルギーを前記少なくとも２つのサ
ブセンサの第二のサブセンサに向かって誘導する、少なくとも１つの波長依存要素をさら
に含んでなる、請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
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前記少なくとも１つの波長依存要素は回折光学要素である、請求項２０に記載の装置。
【請求項２３】
前記少なくとも１つの波長依存要素はスペクトルフィルタである、請求項２０に記載の装
置。
【請求項２４】
各検体は、他の検体の少なくとも１つの他の発光タグの寿命と異なる寿命を有する発光タ
グを含んでなる、請求項１３に記載の装置。
【請求項２５】
第一の検体に関連付けられる第一の発光タグは、第一の波長の光で励起されるが、第二の
波長の光では励起されず、及び
第二の検体に関連付けられる第二の発光タグは、前記第二の波長の光で励起されるが、前
記第一の波長の光では励起されない、請求項１８に記載の装置。
【請求項２６】
試料の解析方法において、
複数の検体ウェルを含むアッセイチップの上面に前記試料を設ける工程と、
前記チップを、少なくとも１つの励起光源及び少なくとも１つのセンサを含む機器と整列
させる工程と、
前記複数の検体ウェルの少なくとも１つにおいて、前記試料からの検体を前記少なくとも
１つのパルス式励起光源からのパルス式励起光で励起する工程と、
前記少なくとも１つのセンサで、前記励起光による励起に応答して前記少なくとも１つの
検体ウェル内の前記検体により生成された放出エネルギーを検出する工程であって、前記
少なくとも１つのセンサが前記検体により生成された前記放出エネルギーの寿命を判定で
きる、前記少なくとも１つの検体ウェル内の前記検体により生成された放出エネルギーを
検出する工程と
を備える、方法。
【請求項２７】
前記放出エネルギーの前記検出に基づいて、前記放出エネルギーを放出した分子の種類を
判定する工程をさらに含んでなる、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
前記分子の種類を判定する工程は、前記放出エネルギーのスペクトル特性及び時間的特性
のうちの少なくとも一方を測定する工程を含んでなる、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
前記分子の種類を判定する工程は、前記検体を励起した前記励起光の波長を判定する工程
をさらに含んでなる、請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
前記少なくとも１つの励起光源は複数の励起光源を含んでなり、前記複数の励起光源の各
励起光源は異なる波長の光を放出する、請求項２６に記載の方法。
【請求項３１】
前記検体は、蛍光体に付着された少なくとも１つのヌクレオチドを含んでなる、請求項２
６に記載の方法。
【請求項３２】
標的核酸分子を配列解析する方法において、
（ａ）パルス式励起源と、光の少なくとも１つの時間的特性を検出できるセンサとを含ん
でなる機器に隣接してチップを設ける工程であって、前記チップは、前記チップが前記機
器の検出位置にあるときに、前記励起源と前記センサとに動作可能に連結される少なくと
も１つのウェルを含んでなり、前記ウェルは、前記標的核酸分子、重合酵素、及び複数の
種類のヌクレオチド又はヌクレオチド類似体を収容する、チップを設ける工程と、
（ｂ）前記チップが前記検出位置にあるときに、前記重合酵素の存在下で前記標的核酸分
子のプライミング位置において伸長反応を実行して、前記ヌクレオチド又はヌクレオチド
類似体を、前記標的核酸分子と相補的な成長鎖内に連続的に組み込む工程であって、組込



(5) JP 2017-531168 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

み及び前記励起源からの励起エネルギーによる励起時に、前記ウェル内で前記ヌクレオチ
ド又はヌクレオチド類似体が信号を放出する、前記ヌクレオチド又はヌクレオチド類似体
を、前記標的核酸分子と相補的な成長鎖内に連続的に組み込む工程と、
（ｃ）前記センサを使用して、前記複数の種類のヌクレオチド又はヌクレオチド類似体に
関して区別可能な前記信号の空間的分散パターン及び時間的分散パターンのうちの少なく
とも一方を検出する工程と、
（ｄ）前記ヌクレオチド又はヌクレオチド類似体を、前記信号の前記空間的分散パターン
及び時間的分散パターンのうちの少なくとも一方に基づいて識別し、それにより、前記標
的核酸分子を配列解析する工程と
を備える、方法。
【請求項３３】
前記ヌクレオチド又はヌクレオチド類似体は、前記成長鎖内への組込み時に前記信号を放
出するタグを含んでなる、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
前記タグは発光タグである、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
前記ヌクレオチド又はヌクレオチド類似体は、前記信号の前記空間的分散パターン及び時
間的分散パターンのうちの少なくとも一方を検出した後に識別される、請求項３３に記載
の方法。
【請求項３６】
前記複数の種類のヌクレオチド又はヌクレオチド類似体は、４つの異なる種類のヌクレオ
チド又はヌクレオチド類似体を含んでなり、前記４つの異なる種類のヌクレオチド又はヌ
クレオチド類似体に関連付けられる前記信号の前記空間的分散パターン及び時間的分散パ
ターンのうちの少なくとも一方は相互に区別可能である、請求項３２に記載の方法。
【請求項３７】
前記４つの異なる種類のヌクレオチド又はヌクレオチド類似体に関連付けられる前記信号
の前記空間的分散パターン及び時間的分散パターンのうちの少なくとも一方は相互に別々
に検出される、請求項３２に記載の方法。
【請求項３８】
前記信号の前記空間的分散パターン及び時間的分散パターンのうちの少なくとも一方は、
前記空間的分散パターン及び時間的分散パターンのうちの少なくとも一方の、各々の形状
及び強度分布のうちの少なくとも一方に基づいて相互に区別可能である、請求項３２に記
載の方法。
【請求項３９】
前記プライミング位置は、前記標的核酸分子と相補的なプライマを含んでなる、請求項３
２に記載の方法。
【請求項４０】
（ｂ）は、前記標的核酸分子にハイブリダイズされて、前記成長鎖を生成する前記プライ
マを使用して、プライマ伸長反応を実行する工程を含んでなる、請求項３２に記載の方法
。
【請求項４１】
前記標的核酸分子は二重鎖である、請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
前記プライミング位置は、前記標的核酸分子のギャップ又はニックである、請求項４１に
記載の方法。
【請求項４３】
前記重合酵素は前記ウェル内に固定される、請求項３２に記載の方法。
【請求項４４】
前記重合酵素は前記ウェルの底部に固定される、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
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前記重合酵素は、前記ウェルの表面に付着されるリンカーを使用して固定される、請求項
４４に記載の方法。
【請求項４６】
前記重合酵素は鎖置換活性を示す、請求項３２に記載の方法。
【請求項４７】
前記ウェルは、前記チップにおける複数のウェルのうちのものである、請求項３２に記載
の方法。
【請求項４８】
前記機器は、前記複数のウェルに動作可能に連結された複数の励起源を含んでなる、請求
項３２に記載の方法。
【請求項４９】
核酸配列解析の方法において、
（ａ）機器に隣接してチップを設ける工程であって、前記チップは複数のウェルを含んで
なり、前記複数のウェルは、それぞれ、前記チップが前記機器の検出位置にあるときに、
前記機器の（ｉ）パルス式励起源と、（ｉｉ）センサとに動作可能に連結され、前記複数
の個々のウェルは、標的核酸分子、重合酵素、及び複数の種類のヌクレオチド又はヌクレ
オチド類似体を収容する、チップを設ける工程と、
（ｂ）前記チップが前記検出位置にあるときに、前記ヌクレオチド又はヌクレオチド類似
体と前記重合酵素との存在下で前記標的核酸分子を重合反応にさらして、前記標的核酸分
子と相補的な成長鎖を生成する工程であって、組込み中、前記励起源からの励起エネルギ
ーによる励起時に、前記個々のウェル内で前記ヌクレオチド又はヌクレオチド類似体が信
号を放出する、前記標的核酸分子と相補的な成長鎖を生成する工程と、
（ｃ）前記センサを使用して、前記複数の種類のヌクレオチド又はヌクレオチド類似体に
関して区別可能な前記信号の時間的分散パターンを検出する工程と、
（ｄ）前記標的核酸分子の配列を、前記信号の前記空間的分散パターン及び時間的分散パ
ターンのうちの少なくとも一方に基づいて識別する工程とを備える、方法。
【請求項５０】
前記ヌクレオチド又はヌクレオチド類似体は、前記成長鎖内への組込み時に前記信号を放
出するタグを含んでなる、請求項４９に記載の方法。
【請求項５１】
前記タグは発光タグである、請求項５０に記載の方法。
【請求項５２】
前記配列は、前記信号の前記空間的分散パターン及び時間的分散パターンのうちの少なく
とも一方を検出した後に識別される、請求項４９に記載の方法。
【請求項５３】
前記複数の種類のヌクレオチド又はヌクレオチド類似体は、４つの異なる種類のヌクレオ
チド又はヌクレオチド類似体を含んでなり、前記４つの異なる種類のヌクレオチド又はヌ
クレオチド類似体に関連付けられる前記信号の前記空間的分散パターン及び時間的分散パ
ターンのうちの少なくとも一方は、相互に区別可能である、請求項４９に記載の方法。
【請求項５４】
前記４つの異なる種類のヌクレオチド又はヌクレオチド類似体に関連付けられる前記信号
の前記空間的分散パターン及び時間的分散パターンのうちの少なくとも一方は、相互に別
々に検出される、請求項５３に記載の方法。
【請求項５５】
（ｂ）は、前記標的核酸分子にハイブリダイズされて、前記成長鎖を生成するプライマを
使用して、プライマ伸長反応を実行する工程を含んでなる、請求項４９に記載の方法。
【請求項５６】
前記標的核酸分子は１本鎖である、請求項４９に記載の方法。
【請求項５７】
前記重合酵素は前記ウェル内に固定される、請求項４９に記載の方法。



(7) JP 2017-531168 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

【請求項５８】
前記励起源は前記複数のウェルに動作可能に連結される、請求項４９に記載の方法。
【請求項５９】
前記機器は、前記複数のウェルに動作可能に連結される複数の励起源を含んでなる、請求
項４９に記載の方法。
【請求項６０】
前記機器は、前記複数のウェルに動作可能に連結される複数のセンサを含んでなる、請求
項４９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生物検体及び化学検体のうちの少なくとも一方において、高速な大規模並列
定量解析を実行するための装置、方法、及び技術一般と、前記装置を製造する方法一般と
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生物検体の検出及び解析は、生物学的アッセイ（「バイオアッセイ」）を使用して実行
されることがある。バイオアッセイには従来、大型で高価な研究設備が関わり、研究にあ
たる科学者は、機器を操作し、バイオアッセイを実行するための訓練を受ける必要がある
。さらに、バイオアッセイは従来、大容量で行われ、検出及び定量化には特定の種類の検
体を大量に要する。
【０００３】
　一部のバイオアッセイは、特定の波長の光を放出する発光タグで検体にタグ付けするこ
とによって行われる。タグは、励起光源で照明されて発光させられ、その発光が光検出器
により検出されて、タグにより放出される発光の量が定量化される。発光タグを用いるバ
イオアッセイには従来、検体を照明するための高価なレーザ光源と、照明された検体から
の発光を収集するための複雑で嵩張る検出光学系及び電子機器とが関係する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　いくつかの実施形態は、複数の検体ウェルを含むアッセイチップとインタフェースする
ように構成される機器に関する。複数の検体ウェルの各検体ウェルは、検体を受けてもよ
い。機器は、複数の検体ウェルの少なくとも一部の検体を励起するための少なくとも１つ
のパルス式励起光源を含む。機器はまた、複数のセンサを含み、複数のセンサの各センサ
は複数の検体ウェルのうちの検体ウェルに対応する。複数のセンサの各センサは、それぞ
れの検体ウェル内の検体からの放出エネルギーを検出する。また、複数のセンサの各セン
サは、放出エネルギーの検出時間を検出することができる。機器はまた、少なくとも１つ
の光学要素を含み、これは複数の検体ウェルの各検体ウェルからの放出エネルギーを複数
のセンサのそれぞれのセンサに向かって誘導するように構成される。
【０００５】
　いくつかの実施形態は、アッセイチップと機器とを含む装置に関する。アッセイチップ
は複数のピクセルを含む。アッセイチップの各ピクセルは、励起されると放出エネルギー
を放出する検体を受ける検体ウェルを含む。アッセイチップの各ピクセルはまた、放出エ
ネルギーを特定の方向に誘導するための少なくとも１つの要素も含む。少なくとも１つの
要素は、屈折要素、回折要素、プラズモン要素、又は共振器であってもよい。アッセイチ
ップの各ピクセルはまた、光路であって、それに沿って放出エネルギーが検体ウェルから
機器のセンサに向かって移動する、光路も含む。機器は、アッセイチップとインタフェー
スし、各検体ウェル内の検体を励起する少なくとも１つのパルス式励起光源を含む。機器
はまた、複数のセンサを含み、複数のセンサの各センサはそれぞれの検体ウェルに対応す
る。複数のセンサの各センサは、それぞれの検体ウェル内の検体からの放出エネルギーを
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検出し、放出エネルギーの検出時間を検出する。機器はまた、各検体ウェルからの放出エ
ネルギーを複数のセンサのそれぞれのセンサに向かって誘導する少なくとも１つの光学要
素も含む。
【０００６】
　いくつかの実施形態は、試料を解析する方法に関する。方法は、複数の検体ウェルを含
むアッセイチップの上面に試料を提供する工程を含む。方法はまた、チップを、少なくと
も１つの励起光源及び少なくとも１つのセンサを含む機器と整列させる工程を含む。方法
はまた、複数の検体ウェルの少なくとも１つにおいて、試料からの検体を少なくとも１つ
のパルス式励起光源からのパルス式励起光で励起する工程を含む。方法はまた、少なくと
も１つのセンサで、励起光による励起に応答して少なくとも１つの検体ウェル内の検体に
より生成された放出エネルギーを検出する工程を含む。少なくとも１つのセンサは、検体
により生成された放出エネルギーの寿命を判定できる。
【０００７】
　いくつかの実施形態は、標的核酸分子を配列解析する方法に関する。方法は、パルス式
励起源と、光の少なくとも１つの時間的特性を検出できるセンサとを含む機器に隣接して
チップを提供する工程を含む。チップは、前記チップが前記機器の検出位置にあるときに
、前記励起源と前記センサとに動作可能に連結される少なくとも１つのウェルを含む。ウ
ェルは、前記標的核酸分子、重合酵素、及び複数の種類のヌクレオチド又はヌクレオチド
類似体を収容する。方法はまた、前記チップが前記検出位置にあるときに、前記重合酵素
の存在下で前記標的核酸分子のプライミング位置において伸張反応を実行して、前記ヌク
レオチド又はヌクレオチド類似体を、前記標的核酸分子と相補的な成長鎖内に連続的に組
み込む工程を含む。組込み及び前記励起源からの励起エネルギーによる励起時に、前記ウ
ェル内で前記ヌクレオチド又はヌクレオチド類似体が信号を放出する。方法はまた、前記
センサを使用して、前記複数の種類のヌクレオチド又はヌクレオチド類似体に関して区別
可能な前記信号の空間的及び／又は時間的分散パターンを検出する工程を含む。方法はま
た、前記ヌクレオチド又はヌクレオチド類似体を、前記信号の前記空間的及び／又は時間
的分散パターンに基づいて識別し、それにより、前記標的核酸分子を配列解析する工程を
含む。
【０００８】
　いくつかの実施形態は、核酸配列解析の方法に関する。方法は、機器に隣接してチップ
を提供する工程を含む。チップは複数のウェルを含み、複数のウェルは、それぞれ、前記
チップが前記機器の検出位置にあるときに、前記機器のパルス式励起源と、センサとに動
作可能に連結される。前記複数の個々のウェルは、前記標的核酸分子、重合酵素、及び複
数の種類のヌクレオチド又はヌクレオチド類似体を収容する。方法はまた、チップが前記
検出位置にあるときに、前記ヌクレオチド又はヌクレオチド類似体と前記重合酵素との存
在下で前記標的核酸分子を重合反応にさらして、前記標的核酸分子と相補的な成長鎖を生
成する工程を含む。組込み中、前記励起源からの励起エネルギーによる励起時に、前記個
々のウェル内でヌクレオチド又はヌクレオチド類似体が信号を放出する。方法はまた、前
記センサを使用して、前記複数の種類のヌクレオチド又はヌクレオチド類似体に関して区
別可能な前記信号の時間的分散パターンを検出する工程を含む。方法はまた、前記標的核
酸分子の配列を、前記信号の空間的及び／又は時間的分散パターンに基づいて特定する工
程を含む。
【０００９】
　本教示の上記及びその他の態様、実施形態、及び特徴は、添付の図面及び以下の説明か
らより十分に理解できる。
　「ピクセル」という用語は、本開示内において、集積装置のユニットセルを指すために
使用され得る。ユニットセルとは、検体ウェルとセンサとを含んでいてもよい。ユニット
セルは、励起源をさらに含んでいてもよい。ユニットセルは、少なくとも１つの励起結合
光学構造（これは、「第一の構造」と呼んでもよい）をさらに含んでいてもよく、これは
、励起源から検体ウェルへの励起エネルギーの結合を促進するように構成される。ユニッ
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トセルは、少なくとも１つの放出光結合構造をさらに含んでいてもよく、これは、検体ウ
ェルからセンサへの放出物の結合を促進するように構成される。ユニットセルは、集積電
子装置（例えば、ＣＭＯＳ装置）をさらに含んでいてもよい。集積装置にアレイ状に配置
された複数のピクセルがあってもよい。
【００１０】
　「光学」という用語は、本開示において、可視、近赤外、及び短波長赤外スペクトルバ
ンドを指すために使用され得る。
　「タグ」という用語は、本開示において、解析対象の検体に取り付けられるか、又は検
体と反応し得る反応物質に取り付けられるタグ、プローブ、マーカ、又はレポータを指す
ために使用され得る。
【００１１】
　「励起エネルギー」という語句は、本開示において、検体ウェル内の検体及び／又はタ
グに送達されるあらゆる形態のエネルギー（例えば、放射又は非放射）を指すために使用
され得る。放射励起エネルギーは、１つ又は複数の特徴的波長の光放射を含んでいてもよ
い。
【００１２】
　「特徴的波長」という語句は、本開示において、放射の限定的バンド幅内の中央又は支
配的波長を指すために使用され得る。場合により、それは放射のバンド幅のピーク波長を
指し得る。蛍光体の特徴的波長の例は、５６３ｎｍ、５９５ｎｍ、６６２ｎｍ、及び６８
７ｎｍである。
【００１３】
　「特徴的エネルギー」という語句は、本開示において、特徴的波長に関連するエネルギ
ーを指すために使用され得る。
　「放出物」という用語は、本開示において、タグ及び／又は検体からの発光を指すため
に使用され得る。これには、放射放出物（例えば、光学放出物）又は非放射エネルギー移
動（例えば、デクスタ型エネルギー移動又はフェルスタ共鳴エネルギー移動）が含まれる
。放出物は、検体ウェル内の検体及び／又はタグの励起から得られる。
【００１４】
　「検体ウェルからの放出物」又は「検体からの放出物」という語句は、本開示において
、検体ウェル内のタグ及び／又は検体からの放出物を指すために使用され得る。
　「セルフアライン」という用語は、本開示において、第一のリソグラフィによるパター
ニング工程（例えば、フォトリソグラフィ、イオンビームリソグラフィ、ＥＵＶリソグラ
フィ）によって第一の要素のパターンが印刷され、第二のリソグラフィによるパターニン
グ工程によって、第一のリソグラフィによるパターニング工程と整合させて第二の要素の
パターンが印刷される２つの別々のリソグラフィパターニング工程を使用せずに、少なく
とも２つの異なる要素（例えば、検体ウェル及び放出物結合構造、検体ウェル及び励起源
）が製造されて、相互に整列される微細製作プロセスを指すために使用され得る。セルフ
アラインプロセスは、１つのリソグラフィパターニング工程に第一及び第二の要素の両方
のパターンを含める工程を含んでいてもよく、又は第一の要素の製造後の構造の特徴物を
使用して第二の要素を形成する工程を含んでいてもよい。
【００１５】
　「センサ」という用語は、本開示において、検体ウェルからの放出物を検出して、検出
された放出物を表す少なくとも１つの電気信号を生成するように構成された１つ又は複数
の集積回路装置を指すために使用され得る。
【００１６】
　「ナノスケール」という用語は、本開示において、その少なくとも１つの寸法又は最小
特徴物の大きさが１５０ナノメートル（ｎｍ）以下であり、約５００ｎｍを超えないオー
ダである構造を指すために使用され得る。
【００１７】
　「マイクロスケール」という用語は、本開示において、その少なくとも１つの寸法又は
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最小構造物の大きさが約５００ｎｍ～約１００マイクロメートルである構造を指すために
使用され得る。
【００１８】
　「励起エネルギーを増大させる」という語句は、本開示において、検体ウェルの励起領
域における励起エネルギーの強度を高めることを指すために使用され得る。強度は、例え
ば検体ウェルに入射する励起エネルギーを集束及び／又は共振させることによって高めら
れてもよい。場合により、強度は、励起エネルギーが検体ウェルの励起領域内にさらに浸
透できるようにする反射防止コーティング又は損失層によって高められてもよい。励起エ
ネルギーの増大は、検体ウェルの励起領域における励起エネルギーを増大させるための構
造を含まない実施形態の比較基準であってもよい。
【００１９】
　「約」、「略」、「実質的に」という用語は、本開示において、数値を示すために使用
され得、言及された数値プラス及びマイナス容認可能なばらつきの範囲を含むものとする
。ばらつきの大きさは、ある実施形態では５％未満、ある実施形態では１０％未満、さら
にある実施形態では２０％未満とすることができる。装置が広い数値範囲、例えば１桁以
上の範囲で適正に機能できる実施形態において、ばらつきの量は係数２とすることができ
る。例えば、装置が２０～３５０の範囲の数値で適正に機能する場合、「約８０」は４０
～１６０の数値を含んでいてもよい。
【００２０】
　「隣接」という用語は、本開示において、相互に近接して（例えば、ピクセルの横又は
縦寸法の約５分の１未満の距離内に）配置された２つの要素を指すために使用され得る。
場合により、隣接する要素間に介在構造又は層があってもよい。場合により、隣接する要
素は、介在する構造又は要素がない状態で相互に直接隣接していてもよい。
【００２１】
　「検出」という用語は、本開示において、センサにおいて検体ウェルから放出物を受け
、その放出物を表すか、又はそれに関連する少なくとも１つの電気信号を生成することを
指すために使用され得る。「検出」という用語はまた、本開示において、検体ウェルから
の放出物に基づいて、検体ウェル内の特定の検体又はタグの存在を判定するか、又はその
特性を識別することを指すために使用され得る。
【００２２】
　当業者であれば、本明細書中で説明する図面が例示を目的としているにすぎないことが
わかるであろう。当然のことながら、いくつかの例において、本発明の各種の態様が本発
明の理解を容易にするために誇張又は拡大して示され得る。図面中、同様の参照文字は異
なる図面を通じて概して同様の特徴、機能的に同様の及び／又は構造的に同様の要素を指
す。図面は必ずしも正確な縮尺によるとはかぎらず、その代わりに本教示の原理を例示す
ることに重点を置いている。図面は、決して本教示の範囲を限定することを意図されてい
ない。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１－１】いくつかの実施形態による２つの異なるマーカの蛍光寿命曲線を示すグラフ
。
【図１－２Ａ】いくつかの実施形態による放出波長スペクトルを示すグラフ。
【図１－２Ｂ】いくつかの実施形態による吸収波長スペクトルを示すグラフ。
【図１－２Ｃ】いくつかの実施形態による放出波長スペクトルを示すグラフ。
【図１－３Ａ】放出波長及び放出寿命の位相空間を示すグラフ。
【図１－３Ｂ】吸収波長及び放出寿命の位相空間を示すグラフ。
【図１－４】放出波長、吸収波長、及び放出寿命の位相空間を示すグラフ。
【図２－１】いくつかの実施形態による、生物及び化学試料の高速モバイル解析に使用で
きる装置のブロック図。
【図２－２】いくつかの実施形態による、センサチップのピクセルとアッセイチップのピ
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クセルとの間の関係の概略を示す上面図。
【図２－３】いくつかの実施形態による、アッセイチップの１つのピクセルとセンサチッ
プの１つのピクセルとに関連する構成要素を示すブロック図。
【図２－４】いくつかの実施形態による機器の構成要素の一部を示す斜視図。
【図３－１Ａ】いくつかの実施形態によるアッセイチップ及びチップホルダフレームの上
面斜視図。
【図３－１Ｂ】いくつかの実施形態によるアッセイチップ及びチップホルダフレームの下
面斜視図。
【図３－１Ｃ】いくつかの実施形態によるアッセイチップ及びチップホルダフレームの断
面図。
【図３－２】いくつかの実施形態による、検体ウェルに入射する励起エネルギーを示す。
【図３－３】いくつかの実施形態による、ゼロモード導波路として形成される検体ウェル
に沿った励起エネルギーの減衰を示すグラフ。
【図３－４】いくつかの実施形態における検体ウェルに関連する励起領域で励起エネルギ
ーを増大させる窪みを含む検体ウェルを示す。
【図３－５】１つの実施形態による、窪みを有する検体ウェルと有さない検体ウェルとに
関する励起強度の比較。
【図３－６】いくつかの実施形態による検体ウェル及び突出部に形成された窪みを示す断
面図。
【図３－７Ａ】いくつかの実施形態による、テーパ状の側壁を有する検体ウェルを示す断
面図。
【図３－７Ｂ】いくつかの実施形態による、湾曲側壁及び横寸法がより小さい窪みを有す
る検体ウェルを示す断面図。
【図３－７Ｃ】表面プラズモン構造から形成された検体ウェルの側面図。
【図３－７Ｄ】表面プラズモン構造から形成された検体ウェルの平面図。
【図３－７Ｅ】いくつかの実施形態による、検体ウェルの側壁に沿って形成された励起エ
ネルギー増大構造を含む検体ウェルを示す。
【図３－７Ｆ】いくつかの実施形態による、多層積層体内に形成された検体ウェルを示す
。
【図３－８】いくつかの実施形態による、検体ウェルの表面上に形成された表面コーティ
ングを示す。
【図３－９Ａ】いくつかの実施形態による、検体ウェルを形成するリフトオフプロセスに
関連する構造を示す断面図。
【図３－９Ｂ】いくつかの実施形態による、検体ウェルを形成するリフトオフプロセスに
関連する構造を示す断面図。
【図３－９Ｃ】いくつかの実施形態による、検体ウェルを形成するリフトオフプロセスに
関連する構造を示す断面図。
【図３－９Ｄ】いくつかの実施形態による、検体ウェルを形成するリフトオフプロセスに
関連する構造を示す断面図。
【図３－９Ｅ】いくつかの実施形態による、検体ウェルを形成するリフトオフプロセスに
関連する構造を示す断面図。
【図３－９Ｆ】いくつかの実施形態による、検体ウェルを形成する代替的なリフトオフプ
ロセスに関連する構造を示す断面図。
【図３－１０Ａ】いくつかの実施形態による、検体ウェルを形成する直接エッチングプロ
セスに関連する構造を示す断面図。
【図３－１０Ｂ】いくつかの実施形態による、検体ウェルを形成する直接エッチングプロ
セスに関連する構造を示す断面図。
【図３－１０Ｃ】いくつかの実施形態による、検体ウェルを形成する直接エッチングプロ
セスに関連する構造を示す断面図。
【図３－１０Ｄ】いくつかの実施形態による、検体ウェルを形成する直接エッチングプロ
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セスに関連する構造を示す断面図。
【図３－１１】いくつかの実施形態による、リフトオフプロセス又は直接エッチングプロ
セスを使用して多層内に形成できる検体ウェルを示す断面図。
【図３－１２】いくつかの実施形態による、窪みを形成するために使用できるエッチング
プロセスに関連する構造を示す断面図。
【図３－１３Ａ】いくつかの実施形態による、窪みを形成する代替的なプロセスに関連す
る構造を示す断面図。
【図３－１３Ｂ】いくつかの実施形態による、窪みを形成する代替的なプロセスに関連す
る構造を示す断面図。
【図３－１３Ｃ】いくつかの実施形態による、窪みを形成する代替的なプロセスに関連す
る構造を示す断面図。
【図３－１４Ａ】いくつかの実施形態による、接着剤及び保護層を堆積させるためのプロ
セスに関連する構造を示す断面図。
【図３－１４Ｂ】いくつかの実施形態による、接着剤及び保護層を堆積させるためのプロ
セスに関連する構造を示す断面図。
【図３－１４Ｃ】いくつかの実施形態による、接着剤及び保護層を堆積させるためのプロ
セスに関連する構造を示す断面図。
【図３－１４Ｄ】いくつかの実施形態による、接着剤及び保護層を堆積させるためのプロ
セスに関連する構造を示す断面図。
【図３－１５】いくつかの実施形態による、検体ウェル内の中央に接着剤を堆積させるた
めのプロセスに関連する構造を示す。
【図４－１Ａ】１つのみの実施形態による、表面プラズモン構造。
【図４－１Ｂ】１つのみの実施形態による、表面プラズモン構造。
【図４－１Ｃ】いくつかの実施形態による、検体ウェルに隣接して形成された表面プラズ
モン構造。
【図４－１Ｄ】いくつかの実施形態による、検体ウェル内に形成された表面プラズモン構
造。
【図４－１Ｅ】いくつかの実施形態による、検体ウェル内に形成された表面プラズモン構
造。
【図４－２Ａ】いくつかの実施形態による周期的な表面プラズモン構造の例を示す。
【図４－２Ｂ】いくつかの実施形態による周期的な表面プラズモン構造の例を示す。
【図４－２Ｃ】いくつかの実施形態による周期的な表面プラズモン構造の例を示す。
【図４－２Ｄ】いくつかの実施形態による、周期的な表面プラズモン構造に隣接して形成
された検体ウェルの励起エネルギーの数値的シミュレーションを示す。
【図４－２Ｅ】いくつかの実施形態による周期的プラズモン構造を示す。
【図４－２Ｆ】いくつかの実施形態による周期的プラズモン構造を示す。
【図４－２Ｇ】いくつかの実施形態による周期的プラズモン構造を示す。
【図４－２Ｈ】いくつかの実施形態による、表面プラズモン構造を含むナノアンテナを示
す。
【図４－２Ｉ】いくつかの実施形態による、表面プラズモン構造を含むナノアンテナを示
す。
【図４－３Ａ】いくつかの実施形態による、表面プラズモン構造を形成するためのプロセ
ス工程に関連する構造を示す。
【図４－３Ｂ】いくつかの実施形態による、表面プラズモン構造を形成するためのプロセ
ス工程に関連する構造を示す。
【図４－３Ｃ】いくつかの実施形態による、表面プラズモン構造を形成するためのプロセ
ス工程に関連する構造を示す。
【図４－３Ｄ】いくつかの実施形態による、表面プラズモン構造を形成するためのプロセ
ス工程に関連する構造を示す。
【図４－３Ｅ】いくつかの実施形態による、表面プラズモン構造を形成するためのプロセ
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ス工程に関連する構造を示す。
【図４－４Ａ】いくつかの実施形態による、表面プラズモン構造及びセルフアライン検体
ウェルを形成するためのプロセス工程に関連する構造を示す断面図。
【図４－４Ｂ】いくつかの実施形態による、表面プラズモン構造及びセルフアライン検体
ウェルを形成するためのプロセス工程に関連する構造を示す断面図。
【図４－４Ｃ】いくつかの実施形態による、表面プラズモン構造及びセルフアライン検体
ウェルを形成するためのプロセス工程に関連する構造を示す断面図。
【図４－４Ｄ】いくつかの実施形態による、表面プラズモン構造及びセルフアライン検体
ウェルを形成するためのプロセス工程に関連する構造を示す断面図。
【図４－４Ｅ】いくつかの実施形態による、表面プラズモン構造及びセルフアライン検体
ウェルを形成するためのプロセス工程に関連する構造を示す断面図。
【図４－４Ｆ】いくつかの実施形態による、表面プラズモン構造及びセルフアライン検体
ウェルを形成するためのプロセス工程に関連する構造を示す断面図。
【図４－４Ｇ】いくつかの実施形態による、表面プラズモン構造及びセルフアライン検体
ウェルを形成するためのプロセス工程に関連する構造を示す断面図。
【図４－５Ａ】いくつかの実施形態による、表面プラズモン構造及びセルフアライン検体
ウェルを形成するためのプロセス工程に関連する構造を示す。
【図４－５Ｂ】いくつかの実施形態による、表面プラズモン構造及びセルフアライン検体
ウェルを形成するためのプロセス工程に関連する構造を示す。
【図４－５Ｃ】いくつかの実施形態による、表面プラズモン構造及びセルフアライン検体
ウェルを形成するためのプロセス工程に関連する構造を示す。
【図４－５Ｄ】いくつかの実施形態による、表面プラズモン構造及びセルフアライン検体
ウェルを形成するためのプロセス工程に関連する構造を示す。
【図４－５Ｅ】いくつかの実施形態による、表面プラズモン構造及びセルフアライン検体
ウェルを形成するためのプロセス工程に関連する構造を示す。
【図４－６Ａ】いくつかの実施形態による、検体ウェルに隣接して形成された薄い損失膜
を示す。
【図４－６Ｂ】いくつかの実施形態による、検体ウェル及び薄い損失膜の付近の励起エネ
ルギーの数値的シミュレーションの結果を示す。
【図４－６Ｃ】いくつかの実施形態による、検体ウェル及び薄い損失膜の付近の励起エネ
ルギーの数値的シミュレーションの結果を示すグラフ。
【図４－６Ｄ】いくつかの実施形態による、検体ウェルから離間された薄い損失膜を示す
。
【図４－６Ｅ】いくつかの実施形態による、検体ウェルに隣接して形成された薄い損失膜
積層体を示す。
【図４－７Ａ】いくつかの実施形態による、検体ウェルに隣接して共振空洞を形成するた
めに使用できる反射積層体を示す。
【図４－７Ｂ】いくつかの実施形態による、検体ウェルに励起エネルギーを集束させるた
めに使用できる誘電構造を示す。
【図４－７Ｃ】いくつかの実施形態による、検体ウェルに隣接してパターニングできるフ
ォトニックバンドギャップ構造を示す。
【図４－７Ｄ】いくつかの実施形態による、検体ウェルに隣接してパターニングできるフ
ォトニックバンドギャップ構造を示す。
【図４－８Ａ】いくつかの実施形態による、誘電構造及びセルフアライン検体ウェルを形
成するためのプロセス工程に関連する構造を示す。
【図４－８Ｂ】いくつかの実施形態による、誘電構造及びセルフアライン検体ウェルを形
成するためのプロセス工程に関連する構造を示す。
【図４－８Ｃ】いくつかの実施形態による、誘電構造及びセルフアライン検体ウェルを形
成するためのプロセス工程に関連する構造を示す。
【図４－８Ｄ】いくつかの実施形態による、誘電構造及びセルフアライン検体ウェルを形
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成するためのプロセス工程に関連する構造を示す。
【図４－８Ｅ】いくつかの実施形態による、誘電構造及びセルフアライン検体ウェルを形
成するためのプロセス工程に関連する構造を示す。
【図４－８Ｆ】いくつかの実施形態による、誘電構造及びセルフアライン検体ウェルを形
成するためのプロセス工程に関連する構造を示す。
【図４－８Ｇ】いくつかの実施形態による、誘電構造及びセルフアライン検体ウェルを形
成するためのプロセス工程に関連する構造を示す。
【図４－９Ａ】いくつかの実施形態による、非放射プロセスを介して励起エネルギーを検
体に結合するための構造を示す。
【図４－９Ｂ】いくつかの実施形態による、非放射プロセスを介して励起エネルギーを検
体に結合するための構造を示す。
【図４－９Ｃ】いくつかの実施形態による、複数の非放射プロセスにより検体に励起エネ
ルギーを結合するための構造を示す。
【図４－９Ｄ】いくつかの実施形態による、放射又は非放射プロセスを介して励起エネル
ギーを検体に結合するために、１つ又は複数のエネルギー変換粒子を導入する構造を示す
。
【図４－９Ｅ】いくつかの実施形態による、励起エネルギーの検体へのダウンコンバージ
ョンに関連するスペクトルを示す。
【図４－９Ｆ】いくつかの実施形態による、励起エネルギーの検体へのアップコンバージ
ョンに関連するスペクトルを示す。
【図５－１】いくつかの実施形態による同心円状のプラズモン円形回折格子。
【図５－２】いくつかの実施形態による螺旋プラズモン回折格子。
【図５－３Ａ】いくつかの実施形態による、同心円状のプラズモン円形回折格子からの放
出空間分布パターンを示す。
【図５－３Ｂ】いくつかの実施形態による、非周期的及び周期的な同心円状のプラズモン
円形回折格子の指向性を示す。
【図５－４Ａ】いくつかの実施形態によるプラズモンナノアンテナを示す。
【図５－４Ｂ】いくつかの実施形態によるプラズモンナノアンテナを示す。
【図５－５Ａ】いくつかの実施形態によるプラズモンナノアンテナを示す。
【図５－５Ｂ】いくつかの実施形態によるプラズモンナノアンテナを示す。
【図５－５Ｃ】いくつかの実施形態による、ナノアンテナアレイからの放出エネルギーの
放射パターンを示す。
【図５－６Ａ】いくつかの実施形態によるアッセイチップの屈折光学系を示す。
【図５－６Ｂ】いくつかの実施形態によるアッセイチップのフレネルレンズを示す。
【図６－１】いくつかの実施形態による機器の顕微鏡構成要素を示す。
【図６－２Ａ】いくつかの実施形態によるセンサチップの遠隔場スペクトル選別要素を示
す。
【図６－２Ｂ】いくつかの実施形態によるセンサチップの遠隔場フィルタ要素を示す。
【図６－３Ａ】いくつかの実施形態によるセンサチップの薄い損失膜を示す。
【図６－３Ｂ】いくつかの実施形態によるセンサチップの薄い損失膜を示す。
【図６－４Ａ】いくつかの実施形態による機器の光学ブロックを示す斜視図。
【図６－４Ｂ】いくつかの実施形態による機器の光学ブロックを示す斜視図。
【図６－５】いくつかの実施形態による、光学システムを通る光路を示す。
【図７－１Ａ】いくつかの実施形態による、センサチップのピクセル内のセンサを示す正
面図。
【図７－１Ｂ】いくつかの実施形態による、２つの別々の同心円状のアクティブ領域を有
するブルズアイ（ｂｕｌｌｓ－ｅｙｅ）センサを示す。
【図７－１Ｃ】いくつかの実施形態による、４つの別々のアクティブ領域を有するストラ
イプセンサを示す。
【図７－１Ｄ】いくつかの実施形態による、４つの別々のアクティブ領域を有する４眼セ
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ンサを示す。
【図７－１Ｅ】いくつかの実施形態による、４つの別々のアクティブ領域を有する扇形セ
グメントセンサを示す。
【図７－１Ｆ】いくつかの実施形態によるスタックセグメントセンサを示す。
【図７－２Ａ】いくつかの実施形態による、第一の波長で放出されるエネルギーのための
選別要素からの放出分布を示す。
【図７－２Ｂ】いくつかの実施形態による、図７－２Ａに示される放出分布に対応する、
ブルズアイセンサにより受け取られる放射パターンを示す。
【図７－２Ｃ】いくつかの実施形態による、第二の波長で放出されるエネルギーのための
選別要素からの放出分布を示す。
【図７－２Ｄ】いくつかの実施形態による、図７－２Ｃに示される放出分布に対応する、
ブルズアイセンサにより受け取られる放射パターンを示す。
【図７－２Ｅ】いくつかの実施形態による、検体からの第一の放出波長のための２つのア
クティブ領域を有するブルズアイセンサに関する信号検出の数値シミュレーションの結果
を示すグラフ。
【図７－２Ｆ】いくつかの実施形態による、検体からの第二の放出波長のための、図７－
２Ｅに関連するブルズアイセンサに関する信号検出の数値シミュレーションの結果を示す
グラフ。
【図７－２Ｇ】いくつかの実施形態による、検体からの第三の放出波長のための、図７－
２Ｅに関連するブルズアイセンサに関する信号検出の数値シミュレーションの結果を示す
グラフ。
【図７－２Ｈ】いくつかの実施形態による、検体からの第四の放出波長のための、図７－
２Ｅに関連するブルズアイセンサに関する信号検出の数値シミュレーションの結果を示す
グラフ。
【図７－２Ｉ】いくつかの実施形態による、検体からの第一の放出波長のための４つのア
クティブ領域を有するブルズアイセンサに関する信号検出の数値シミュレーションの結果
を示すグラフ。
【図７－２Ｊ】いくつかの実施形態による、検体からの第二の放出波長のための、図７－
２Ｉに関連するブルズアイセンサに関する信号検出の数値シミュレーションの結果を示す
グラフ。
【図７－３Ａ】いくつかの実施形態による、２つのアクティブ領域を含むセンサからの信
号を読み取るために使用できる機器の回路図。
【図７－３Ｂ】いくつかの実施形態による、信号累積及び読取りのための、センサチップ
に含めることのできる３トランジスタ回路図。
【図７－３Ｃ】いくつかの実施形態による、４つのアクティブ領域を含むセンサからの信
号を読み取るために使用できる機器の回路図。
【図７－４Ａ】いくつかの実施形態による、検体解析に使用できる２つの異なるエミッタ
の時間的放出特徴を示す。
【図７－４Ｂ】いくつかの実施形態による、励起源及び検体からの発光の時間的展開を示
す。
【図７－４Ｃ】いくつかの実施形態による時間遅延サンプリングを示す。
【図７－４Ｄ】いくつかの実施形態による、２つの異なるエミッタの時間的放出特徴を示
す。
【図７－４Ｅ】いくつかの実施形態による、センサの電荷蓄積ノードにおける電圧ダイナ
ミクスを示す。
【図７－４Ｆ】いくつかの実施形態による、センサセグメントのリセットなしの二重リー
ドを示す。
【図７－４Ｇ】いくつかの実施形態による、時間的に異なる放出特徴を有する２つのエミ
ッタに関連する第一及び第二のリード信号レベルを示す。
【図７－４Ｈ】いくつかの実施形態による、時間的に異なる放出特徴を有する２つのエミ
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ッタに関連する第一及び第二のリード信号レベルを示す。
【図７－５】いくつかの実施形態による、時間分解能力を有するピクセルの概略図を示す
。
【図７－６】いくつかの実施形態による、時間分解能力を有するピクセルの概略図を示す
。
【図８－１Ａ】いくつかの実施形態による励起源のスペクトル励起バンドを示す。
【図８－１Ｂ】いくつかの実施形態による励起源のスペクトル励起バンドを示す。
【図８－２Ａ】いくつかの実施形態によるコヒーレント光源の概略図である。
【図８－２Ｂ】いくつかの実施形態による、励起源の時間的強度プロファイルを示す。
【図８－３】いくつかの実施形態による、励起源からの弛緩振動及び光信号を示す。
【図８－４】いくつかの実施形態による、出力光パルスのテールのパワーを低減させるた
めのカスタム化電気パルスの使用を示す。
【図８－５】いくつかの実施形態による、時間に関する励起源の光出力パワーを示すグラ
フ。
【図８－６】いくつかの実施形態による、時間に関する励起源の光出力パワーを示すグラ
フ。
【図８－７】いくつかの実施形態による、より多くのワイヤボンドを使用することによる
、高周波数でのより高い電流を示す。
【図８－８Ａ】いくつかの実施形態によるトランスミッションラインパルサの概略図であ
る。
【図８－８Ｂ】いくつかの実施形態による、トランスミッションラインから得られる光パ
ルスの時間的プロファイルを示す。
【図８－９】いくつかの実施形態による、パルス式励起光を生成するための例を示す回路
図。
【図８－１０】いくつかの実施形態による、パルス式励起光を生成するための例を示す回
路図。
【図８－１１Ａ】いくつかの実施形態による、出力パルスとしてカスタム化電気信号を生
成するために使用可能な１つのＲＦ増幅器を有する例を示す回路図。
【図８－１１Ｂ】図８－１１Ａの回路から得られる電気パルスのプロファイル。
【図８－１２Ａ】いくつかの実施形態による、出力パルスとしてカスタム化電気信号を生
成するために使用可能な１つのＲＦ増幅器を有する例を示す回路図。
【図８－１２Ｂ】図８－１２Ａの回路から得られる電気パルスのプロファイル。
【図８－１３Ａ】いくつかの実施形態による４つの異なる光源を組み合わせるための概略
図を示す。
【図８－１３Ｂ】いくつかの実施形態による、４つの光源のインピーダンスに関する電流
、パワー効率、及び電圧を示す。
【図９－１】いくつかの実施形態による、生物及び化学試料の高速モバイル解析に使用で
きる小型装置の動作方法を示すフローチャート。
【図９－２】いくつかの実施形態による校正手順を示すフローチャート。
【図９－３】いくつかの実施形態によるデータ解析手順を示すフローチャート。
【図１０－１】いくつかの実施形態による単一分子拡散配列解析の概略図。
【図１０－２】１つの検体ウェルにおけるある期間のシークエンシングプロセスを概略的
に示す。
【図１０－３】いくつかの実施形態による、検体ウェル表面の処理プロセスを示す。
【図１０－４】いくつかの実施形態による例示的な寿命測定を示す。
【図１０－５】いくつかの実施形態による、センサに組み込まれたフレネルレンズを示す
。
【図１０－６】いくつかの実施形態による４つのマーカの蛍光寿命を示す。
【図１０－７】図１０－６からのマーカを区別するためにセンサによって使用される１６
のタイムビンを示す。
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【図１０－８】いくつかの実施形態による４つのマーカの蛍光寿命を示す。
【図１０－９】図１０－６からのマーカを区別するためにセンサによって使用される１３
のタイムビンを示す。
【図１０－１０】いくつかの実施形態による寿命及びスペクトル測定方式を示す。
【図１０－１１】いくつかの実施形態による、寿命及び放出波長に基づく４つのマーカの
分離を示す。
【図１０－１２】いくつかの実施形態による３つのマーカの放出スペクトルを示す。
【図１０－１３】いくつかの実施形態による４つのマーカの蛍光寿命を示す。
【図１０－１４】いくつかの実施形態による、４眼センサを使用する図１０－１２からの
３つのマーカの信号プロファイルを示す。
【図１０－１５】いくつかの実施形態による４つのマーカの蛍光寿命を示す。
【図１０－１６】いくつかの実施形態による、４眼センサを使用するＡＴＲｈｏ１４の信
号プロファイルを示す。
【図１０－１７】いくつかの実施形態による、寿命及び吸収エネルギー測定方式を示す。
【図１０－１８】いくつかの実施形態による４つのマーカの吸収スペクトルを示す。
【図１０－１９】いくつかの実施形態による２つのマーカの寿命測定を示す。
【図１０－２０】図１０－１９からのマーカを区別するためにセンサによって使用される
８つのタイムビンを示す。
【図１０－２１】いくつかの実施形態による４つのマーカの信号プロファイルを示す。
【図１０－２２】いくつかの実施形態による４つのマーカの放出スペクトルを示す。
【図１０－２３】いくつかの実施形態によるコンピューティング環境を示す。
【図１１－１】いくつかの実施形態による検体ウェルの製造方法を示す。
【図１１－２】いくつかの実施形態による、リフトオフ方法を使用して検体ウェルを製造
する方法を示す。
【図１１－３】いくつかの実施形態による検体ウェルの形成方法を示す。
【図１１－４】いくつかの実施形態による同心円回折格子の形成方法を示す。
【図１１－５】いくつかの実施形態による同心円回折格子の形成方法を示す。
【図１１－６】いくつかの実施形態によるナノアパーチャを位置決めする方法を示す。
【図１１－７】いくつかの実施形態によるレンズアレイの製造方法を示す。
【図１１－８】いくつかの実施形態による屈折レンズアレイを示す。
【図１１－９】いくつかの実施形態による屈折レンズアレイを示す。
【図１１－１０】いくつかの実施形態によるレンズの形成方法を示す。
【図１１－１１】いくつかの実施形態によるレンズの形成方法を示す。
【図１１－１２】いくつかの実施形態による回折光学要素を示す。
【図１１－１３】いくつかの実施形態による、回折光学要素を形成するために使用される
２つのユニットセル層を示す。
【図１１－１４】いくつかの実施形態による回折レンズパターンを示す。
【図１１－１５】いくつかの実施形態による回折光学要素の製造方法を示す。
【図１１－１６】いくつかの実施形態による回折光学要素の製造方法を示す。
【図１１－１７】いくつかの実施形態による埋込み型フレネルレンズの製造方法を示す。
【図１１－１８】いくつかの実施形態による埋込み型フレネルレンズの製造方法を示す。
【図１１－１９】いくつかの実施形態による埋込み型フレネルレンズの製造方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本願の実施形態の特徴及び利点は、図面と共に下記の詳細な説明を読めばより明らかと
なるであろう。
　本発明者らは、バイオアッセイを実行するための従来の装置が大型で高価であり、進歩
した研究室での実行手法が必要であることを認識し、そのように理解した。多くの種類の
バイオアッセイは、試料内の単一分子の検出に依存している。従来、単一分子検出には、
分子の励起に必要な高強度の光を生成するために使用される大型で嵩張るレーザシステム
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が必要であった。それに加えて、試料にレーザ光を誘導するために嵩張る光学構成要素が
使用され得、試料からの発光をセンサに誘導するために追加の光学構成要素が使用され得
る。これらの従来の光学構成要素には、精密な整列及び安定化が必要となり得る。従来の
研究室の機器、及びこの従来の機器を使用するために必要な訓練により、バイオアッセイ
は複雑で高価となる可能性がある。
【００２５】
　本発明者らは、生物及び／又は化学試料を簡単かつ安価に解析して、その構成部分の識
別を判定することのできる装置が必要であると認識し、そのように理解した。このような
装置の用途は、複数のアミノ酸を有する核酸分子又はポリペプチド（例えば、タンパク質
）等の生体分子の配列解析用であってもよい。単一分子又は粒子の検出及び定量化を実行
するための小型高速装置は、生物及び／又は化学検体の複雑な定量測定を実行する費用を
削減し、生化学的な技術的発見速度を急速に高めることができる。さらに、容易に搬送可
能である費用対効果の高い装置により、先進諸国においてバイオアッセイが実行される方
法が変化するだけでなく、発展途上地域の人々にとって、初めて、重要な診断試験が容易
に利用可能となり、これは発展途上地域の人々の健康及び福利を劇的に向上させることが
できる。例えば、いくつかの実施形態において、バイオアッセイを実行するための装置は
、血液、尿、及び／又は唾液等の生物検体の診断試験を実行するために使用される。装置
はまた、個人が家庭で、医師が発展途上国又は他のあらゆる場所、例えば過疎地域の診療
所において使用してもよい。このような診断試験は、核酸分子又はタンパク質等、被験者
の生物検体における生体分子の検出を含むことができる。いくつかの例において、診断試
験は、被験者の生物検体中の核酸分子の配列解析、例えば被験者の生物検体中の無細胞デ
オキシリボ核酸分子又は表現生成物の配列解析を含む。
【００２６】
　本発明者らはまた、検体に複数の異なる種類の発光マーカでタグ付けすると、発光マー
カの何れの適当な特徴でも、集積装置の特定のピクセル内に存在するマーカの種類の識別
に使用されてよいと認識し、そのように理解した。例えば、マーカにより放出される発光
の特徴及び／又は励起吸収の特徴がマーカの識別に使用されてもよい。いくつかの実施形
態において、（光の波長に直接関係する）発光の放出エネルギーが、第一の種類のマーカ
を第二の種類のマーカから区別するために使用されてもよい。それに加えて、又はその代
わりに、発光寿命測定も特定のピクセルに存在するマーカの種類を識別するために使用さ
れてよい。いくつかの実施形態において、蛍光寿命測定は、光子がいつ十分な分解能で検
出されて、寿命情報を取得したかを区別できるセンサを使用するパルス式励起源で行われ
てもよい。それに加えて、又はその代わりに、異なる種類のマーカにより吸収される励起
光のエネルギーが、特定のピクセルに存在するマーカの種類を識別するために使用されて
もよい。例えば、第一のマーカは第一の波長の光を吸収し、第二の波長の光はそれと同等
には吸収しないことができ、他方で、第二のマーカは第二の波長の光を吸収し、第一の波
長の光はそれと同等には吸収しないことができる。このようにして、各々が異なる励起エ
ネルギーを有する複数の励起光源を使用して検体をインタリーブ方式で照明できる場合、
マーカの吸収エネルギーは、検体内に存在するマーカの種類を識別するために使用できる
。異なるマーカはまた、異なる発光強度を有し得る。したがって、検出された発光強度も
特定のピクセルに存在するマーカの種類を識別するために使用されてよい。
【００２７】
　本発明者らが考える機器の用途の１つの非限定的な例は、複数のアミノ酸を有する核酸
又はポリペプチド（例えば、タンパク質）等の生体分子の配列解析を実行できる装置であ
る。このような装置を使用して実行できる診断試験は、被験者の生物検体内の核酸分子の
配列解析、例えば被験者の生物検体中の無細胞デオキシリボ核酸分子又は表現生成物の配
列解析を含む。
【００２８】
　本願は、核酸分子等の生体分子又はそのサブユニットを検出する装置、システム、及び
方法を提供する。このような検出は、配列解析を含むことができる。生体分子は、被験者



(19) JP 2017-531168 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

から取得した生物検体から抽出されてもよい。生物検体は、被験者の体液又は組織、例え
ば呼気、唾液、尿、又は血液（例えば、全血又は血漿）から抽出されてもよい。被験者は
、病気（例えば、癌）等の健康状態を有すると疑われ得る。いくつかの例において、１つ
又は複数の核酸分子が被験者の体液又は組織から抽出される。１つ又は複数の核酸は、被
験者から得られる１つ又は複数の細胞、例えば被験者の組織の一部から抽出されても、又
は被験者の無細胞体液、たとえは全血から得られてもよい。
【００２９】
　配列解析は、鋳型の生体分子（例えば、核酸分子）の個々のサブユニットを、鋳型と相
補的又は同様の別の生体分子を合成することによって、例えば鋳型核酸分子と相補的な核
酸分子を合成し、時間に伴うヌクレオチドの組込みを識別することによって判定すること
（すなわち、合成による配列解析）を含むことができる。代替案として、配列解析は、生
体分子の個別のサブユニットを直接識別することを含み得る。
【００３０】
　配列解析中、生体分子の個別のサブユニットを示す信号がメモリに回収されて、リアル
タイムで又は後の時点で処理され、生体分子の配列を判定してもよい。このような処理は
、信号を、個別のサブユニットの識別を可能にする基準信号と比較することを含んでいて
もよく、これは場合によってはリードを生成する。リードは、例えば、染色体又はゲノム
領域もしくは遺伝子上の場所と整列させることのできる、より大きい配列又は領域を特定
するために使用可能な十分な長さの（例えば、少なくとも３０の塩基対（ｂｐ：ｂａｓｅ
　ｐａｉｒ））の配列であってもよい。
【００３１】
　生体分子の個別のサブニットは、マーカを使用して識別されてもよい。いくつかの例に
おいて、発光マーカが生体分子の個別のサブユニットの識別に使用される。いくつかの実
施形態は発光マーカ（本明細書においては「マーカ」とも呼ぶ）を使用し、これは外来性
マーカでも内在性マーカでもよい。外来性マーカは、発光ラベリングのためのレポータ及
び／又はタグとして使用される外部発光マーカであってもよい。外来性マーカの例として
は、蛍光分子、蛍光体、蛍光染料、蛍光色素、有機染料、蛍光タンパク質、蛍光共鳴エネ
ルギー移動（ＦＲＥＴ）に関与する種、酵素、及び／又は量子ドットが含まれていてもよ
いが、これらに限定されない。その他の外来性マーカも当技術分野で知られている。この
ような外来性マーカは、特に特定の標的又は構成要素に結合するプローブ又は官能基（例
えば、分子、イオン、及び／又は配位子）と共役であってもよい。外来性タグ又はレポー
タをプローブに取り付けることにより、外来性タグ又はレポータの存在の検出を通じて標
的を識別できる。プローブの例としては、タンパク質、核酸（例えば、ＤＮＡ、ＲＮＡ）
分子、脂質、及び抗体プローブを含んでいてもよい。外来性マーカと官能基との組合せは
、検出に使用される何れの適当なプローブ、タグ、及び／又はラベルを形成してもよく、
これには分子プローブ、標識プローブ、ハイブリダイゼーションプローブ、抗体プローブ
、タンパク質プローブ、（例えば、ビオチン結合プローブ）、酵素ラベル、蛍光プローブ
、蛍光タグ、及び／又は酵素レポータが含まれる。
【００３２】
　本開示は蛍光マーカについて言及するが、その他の種類のマーカが本明細書で提供する
装置、システム、及び方法に使用されてもよい。このようなマーカは、質量タグ、静電タ
グ、又は電気化学ラベルであってもよい。
【００３３】
　外来性マーカは検体に追加されてもよいが、内在性マーカはすでに検体の一部であって
もよい。内在性マーカは、励起エネルギーが存在すると発光又は「自己蛍光」可能である
、存在するあらゆる蛍光マーカを含んでいてもよい。内在性蛍光体の自己蛍光は、ラベル
を用いない非侵襲的な標識を可能にし、外来性蛍光体は不要である。このような内在性蛍
光体の例としては、例えば、ヘモグロビン、酸素ヘモグロビン、脂質、コラーゲン及びエ
ラスチンクロスリンク、還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（ＮＡＤＨ）、酸
化フラビン（ＦＡＤ及びＦＭＮ）、リポフスチン、ケラチン、及び／又はポルフィリン（
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prophyrins）が含まれていてもよいが、これらに限定されない。
【００３４】
　いくつかの実施形態は、試料中の単一分子を検出することによる診断試験に関していて
もよいが、本発明者らはまた、本開示の単一分子検出能力が、例えば遺伝子の１つ又は複
数の核酸セグメントのポリペプチド（例えば、タンパク質）配列解析又は核酸（例えば、
ＤＮＡ、ＲＮＡ）配列解析を実行するために使用されてもよいと認識した。核酸配列解析
技術は、核酸配列を判定するために使用される方法の他に、配列解析プロセスの速度、リ
ード長さ、及びエラー発生率の点で異なっていてもよい。例えば、いくつかの核酸配列解
析方法は合成による配列解析に基づいており、この場合、ヌクレオチドの識別は、そのヌ
クレオチドが、標的核酸と相補的である新たに合成された核酸ストランドに組み込まれた
ときに判定される。
【００３５】
　単一分子検出及び／又は核酸配列解析を実行するための簡素で単純な装置の必要性を認
識したところで、本発明者らは、光学（例えば発光）タグ等のタグの集合を使用して異な
る分子を標識する、発光タグの集合を使用して異なる分子を標識し、及び単一分子を検出
する手法を考案した。このような単一分子は、タグを有するヌクレオチド又はアミノ酸で
あってもよい。タグは、単一分子に結合されている間に、又は単一分子から離れるときに
、又は単一分子に結合されている間及びそれから離れるときに検出されてもよい。いくつ
かの例において、タグは発光タグである。選択された集合内の各発光タグは、それぞれの
分子に関連付けられる。例えば、４つのタグの集合がＤＮＡ内に存在する核酸塩基を「標
識」するために使用されてもよく、集合内の各タグは異なる核酸塩基に関連付けられ、例
えば、第一のタグはアデニン（Ａ）に関連付けられ、第二のタグはシトシン（Ｃ）に関連
付けられ、第三のタグはグアニン（Ｇ）に関連付けられ、第四のタグはチミン（Ｔ）に関
連付けられる。さらに、タグの集合内の発光タグの各々は異なる特性を有し、これが、集
合内の第一のタグを集合内の他のタグから区別するために使用されてもよい。このように
して、各タグは、これらの区別される特徴の１つ又は複数を使用して一意的に識別可能で
ある。例えば、１つのタグをそれ以外のものと区別するために使用可能なタグの特徴とし
ては、励起エネルギーに応答してタグが放出する光の放出エネルギー及び／もしくは波長
、ならびに／又は特定のタグがそのタグを励起状態にするために吸収する励起光の波長が
含まれていてもよいが、これらに限定されない。
【００３６】
　発光マーカは、それらが放出する光の波長、それらが放出する光の時間的特徴（例えば
、その放出減衰期間）、及び励起エネルギーに対するその応答の点で異なる。したがって
、発光マーカは、これらの特性の検出に基づいてその他の発光マーカから識別又は区別さ
れてもよい。このような識別又は区別方式は、単独でも、何れの適当な組合せでも使用さ
れてよい。
【００３７】
　いくつかの実施形態において、本願に記載されているような集積光検出器は、発光寿命
、例えば蛍光寿命を測定又は区別することができる。寿命測定は、１つ又は複数のマーカ
（例えば、蛍光分子）を励起し、発光の時間変化を測定することに基づく。あるマーカの
、そのマーカが励起状態に到達した後に光子を放出する確率は、時間と共に指数関数的に
低下する。この確率が低下する速度はマーカの特徴であってもよく、マーカの違いによっ
て異なっていてもよい。マーカにより放出される光の時間的特徴によって、マーカを識別
し、及び／又はマーカを相互に区別することができ得る。
【００３８】
　マーカは、励起状態に到達すると、ある時間に特定の確率で光子を放出し得る。励起し
たマーカから光子が放出される確率は、マーカの励起後、時間の経過と共に低下し得る。
時間に伴う光子放出確率の低下は、指数関数的減衰関数ｐ（ｔ）＝ｅ∧（－ｔ／τ）で表
されてもよく、式中、ｐ（ｔ）は時間ｔにおける光子放出確率であり、τはマーカの時間
パラメータである。時間パラメータτは、励起後、マーカが光子を放出する確率が特定の
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数値であるときの時間を示す。時間パラメータτは、その吸収及び放出スペクトル特性か
ら区別され得るマーカの特性である。このような時間的パラメータτは、発光寿命、蛍光
寿命、又は単純にマーカの「寿命」と呼ばれる。
【００３９】
　図１－１は、寿命の異なる２つのマーカの、時間に関する光子放出の確率をグラフにし
たものである。確率曲線Ｂにより表されるマーカの放出確率は、確率曲線Ａにより表され
るマーカの放出確率より速く減衰する。確率曲線Ｂにより表されるマーカは、確率曲線Ａ
により表されるマーカより短い時間的パラメータτ、すなわち寿命を有する。マーカの寿
命は、いくつかの実施形態において、０．１～２０ｎｓの範囲であってもよい。しかしな
がら、本明細書に記載されている技術は、使用されるマーカの寿命に関して限定されない
。
【００４０】
　マーカの寿命は、複数のマーカ間で区別するために使用されてもよく、及び／又はマー
カの識別のために使用されてもよい。いくつかの実施形態において、異なる寿命の複数の
マーカが励起源により励起される寿命測定が行われてもよい。一例として、寿命がそれぞ
れ０．５、１、２、及び３ナノ秒の４つのマーカは、選択された波長（例えば、６３５ｎ
ｍ等）を有する光を放出する光源により励起されてもよい。マーカは、マーカにより放出
される光の寿命を測定することに基づいて識別されるか、又は相互に差別化されてもよい
。
【００４１】
　寿命測定は、絶対的な強度の数値と対照的に、時間と共に強度がどのように変化するか
を比較することによって相対的強度測定を使用してもよい。その結果、寿命測定は、絶対
的強度測定の困難の一部を回避できる。絶対的強度測定は、存在するマーカの濃度に依存
していてもよく、マーカの濃度を変化させるための校正工程が必要であり得る。これに対
して、寿命測定は、マーカの濃度により影響を受けないことがあり得る。
【００４２】
　実施形態は、ある集合内の第一のタグを同じ集合内の他のタグから区別するために、タ
グ特徴の何れの適当な組合せを使用してもよい。例えば、いくつかの実施形態は、タグを
識別するために、タグからの放出光の時間情報のみを使用してもよい。このような実施形
態において、選択されたタグの集合内の各タグは、その集合内の他のタグと異なる放出寿
命を有し、発光タグの全てが単独の励起源からの光により励起される。図１－２Ａは、あ
る実施形態による４つの発光タグからの放出タイミングを示しており、４つのタグは異な
る放出寿命（τ）を示す。あるタグが測定され、特定の数値の寿命を有する確率は、本明
細書において、そのタグの「放出タイミング」と呼ばれる。第一の発光タグからの第一の
放出タイミング１－１０１は、τ１において寿命を有するピーク確率を有し、第二の発光
タグからの第二の放出対タイミング１－１０２は、τ２において寿命を有するピーク確率
を有し、第三の発光タグからの第三の放出タイミング１－１０３は、τ３において寿命を
有するピーク確率を有し、第四の発光タグからの第四の放出タイミング１－１０４は、τ
４において寿命を有するピーク確率を有する。この実施形態において、４つの発光タグの
寿命確率ピークは、関係τ１＜τ２＜τ３＜τ４の関係を満たす何れの適当な数値であっ
てもよい。４つの放出タイミンググラフは、図１－２Ａに示されるように、特定の発光タ
グの寿命のわずかなばらつきにより、重複する場合としない場合がある。この実施形態に
おいて、４つのタグによる励起源からの光の吸収が最大になる励起波長は実質的に等しい
が、そうである必要はない。上述のタグ集合を使用して、４つの異なる分子がこのタグ集
合からのそれぞれのタグで標識されてもよく、タグは単独の励起源を使用して励起されて
もよく、タグは、光学システムとセンサとを使用してタグの放出寿命を検出することによ
り、相互に区別できる。図１－２Ａは４つの異なるタグを示しているが、何れの適当な数
のタグを使用してもよいと理解すべきである。
【００４３】
　他の実施形態は、タグの集合内のタグの識別を判定するために、何れの適当なタグ特徴
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の組合せを使用してもよい。使用可能なタグ特徴の例としては、励起波長、放出波長、及
び放出寿命が含まれていてもよいが、これらに限定されない。タグ特徴の組合せは位相空
間を形成し、各タグは、この位相空間内の点として表されてもよい。タグの集合内のタグ
は、集合内の各タグ間の「距離」が、検出メカニズムが各タグを集合内の他のタグから区
別できる程度に十分に大きくなるように選択されるべきである。例えば、いくつかの実施
形態において、タグのサブセットが同じ放出波長を有するが、異なる放出寿命及び／又は
異なる励起波長を有するようなタグの集合が選択されてもよい。他の実施形態において、
タグのサブセットが同じ放出寿命を有するが、異なる放出波長及び／又は異なる励起波長
を有するようなタグの集合が選択されてもよい。他の実施形態において、タグのサブセッ
トが同じ励起波長を有するが、異なる放出波長及び／又は異なる放出寿命を有するような
タグの集合が選択されてもよい。
【００４４】
　例えば、限定ではないが、図１－２Ｂは、ある実施形態による４つの発光タグからの放
出スペクトルを示しており、タグの２つが第一のピーク放出波長を有し、残りの２つのタ
グが第二のピーク放出波長を有する。第一の発光タグからの第一の放出スペクトル１－１
０５は、λ１においてピーク放出波長を有し、第二の発光タグからの第二の放出スペクト
ル１－１０６も、λ１においてピーク放出波長を有し、第三の発光タグからの第三の発光
スペクトル１－１０７はλ２においてピーク放出波長を有し、第四の発光タグからの第四
の放出スペクトル１－１０８も、λ２においてピーク放出波長を有する。この実施形態に
おいて、４つの発光タグの放出ピークは、λ１＜λ２を満たす何れの適当な数値であって
もよい。このような、ピーク放出波長が複数の発光タグについて同じである実施形態にお
いて、同じ放出波長を有するタグのスペクトル特徴は異なっていなければならない。例え
ば、λ１において放出する２つのタグは、異なる放出寿命を有していてもよい。図１－３
Ａは、この状況を、放出波長及び放出寿命により画定される位相空間で概略的に示してい
る。第一のタグは放出波長λ１と放出寿命τ１とを有し、第二のタグは放出波長λ１と放
出寿命τ４とを有し、第三のタグは放出波長λ２と放出寿命τ１とを有し、第四のタグは
放出波長λ２と放出寿命τ４とを有する。このようにして、図１－３Ａに示されるタグの
４つのタグは全て、相互に区別可能である。このようなタグ集合を使用することにより、
４つの染料に関する吸収波長が同じであったとしても、４つのタグ間を区別できる。これ
は、放出波長の他に、フォトルミネッセンスの放出時間を検出できるセンサを使用して可
能となる。
【００４５】
　例えば、限定ではないが、図１－２Ｃは、他の実施形態による４つの発光タグからの吸
収スペクトルを示す。この実施形態において、タグの２つは第一のピーク吸収波長を有し
、他の２つのタグは第二のピーク吸収波長を有する。第一の発光タグに関する第一の吸収
スペクトル１－１０９はλ３においてピーク吸収波長を有し、第二の発光タグに関する第
二の吸収スペクトル１－１１０はλ４においてピーク吸収波長を有し、第三の発光タグに
関する第三の吸収スペクトル１－１１１はλ３においてピーク吸収波長を有し、第四の発
光タグに関する第四の吸収スペクトル１－１１２はλ４においてピーク吸収波長を有する
。図１－２Ｃにおいてピーク吸収波長を共有するタグは、別のタグ特徴、例えば放出寿命
等により区別可能である点に留意されたい。図１－３Ｂは、この状況を、吸収波長及び放
出寿命により画定される位相空間内で概略的に示している。第一のタグは吸収長λ３と放
出寿命τ１とを有し、第二のタグは吸収波長λ３と放出寿命τ４とを有し、第三のタグは
吸収波長λ４と放出寿命τと１を有し、第四のタグは吸収波長λ４と放出寿命τ４とを有
する。このようにして、図１－３Ａに示されるタグ集合の４つの全てのタグは相互に区別
可能である。
【００４６】
　このようなタグ集合を使用することによって、４つの染料の放出波長が区別不能であっ
たとしても、４つのタグ間の区別が可能である。これは、異なる波長を放出する２つの励
起源又は複数の波長で放出可能な単独の励起源を、フォトルミネッセンスの放出時間を検



(23) JP 2017-531168 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

出できるセンサと共に使用することにより可能である。励起光の波長が検出される放出イ
ベントごとにわかっていれば、何れのタグが存在するかを判断できる。励起源は、第一の
励起波長と第二の励起波長とで交互に切り換えられてもよく、これはインタリーブと呼ば
れる。あるいは、第一の励起波長の２つ以上のパルスを、第二の励起波長の２つ以上のパ
ルスの後に使用してもよい。
【００４７】
　タグを区別するために使用される励起源又は励起波長の数は２つに限定されず、いくつ
かの実施形態において、３つ以上の励起波長又はエネルギーがタグを区別するために使用
されてもよい。このような実施形態において、タグは、複数の励起波長に応答して放出さ
れる光子の強度又は数により区別されてもよい。タグは、タグを特定の励起波長にさらし
たことに応答して放出された光子の量を検出することによって、複数のタグのなかから区
別されてもよい。いくつかの実施形態において、タグは、タグが最大数の光子を放出した
励起エネルギーを、複数の励起エネルギーのなかから識別することによって区別されても
よい。他の実施形態において、異なる励起エネルギーに応答してタグから放出される光子
の量がタグの識別に使用されてもよい。第二の励起エネルギーより第一の励起エネルギー
に応答して光子を発生する確率の方が高い第一のタグは、第一の励起エネルギーより第二
の励起エネルギーに応答して光子を放出する確率の方が高い第二のタグから区別されても
よい。このようにして、異なる励起エネルギーに応答して特定の量の光子を放出する確率
が区別可能なタグは、未知のタグを異なる励起エネルギーにさらしながら、放出される光
子を測定することによって識別されてもよい。このような実施形態において、タグは複数
の励起エネルギーにさらされてもよく、タグの識別は、そのタグが何れかの光を放出した
か否か、及び／又は放出された光の量を判定することによって実現されてもよい。何れの
適当な数の励起エネルギー源が使用されてもよい。いくつかの実施形態において、４つの
異なる励起エネルギーが異なるタグ（例えば、４つの異なるタグ）を区別するために使用
されてもよい。いくつかの実施形態において、３つの異なる励起エネルギーが異なるタグ
を区別するために使用されてもよい。異なる励起エネルギーに応答して放出される光子の
量と共に、タグの他の特徴がタグの存在を区別するために使用されてもよく、これには放
出寿命と放出スペクトルとが含まれる。
【００４８】
　他の実施形態において、タグ集合内のタグの３つ以上の特徴がタグの存在を区別するた
めに使用されてもよい。図１－４は、タグの吸収波長、放出波長、及び放出寿命により画
定される例示的な位相空間を示している。図１－４において、８つの異なるタグが位相空
間内で分散されている。８つのタグのうちの４つは、同じ放出波長を有し、異なる４つの
タグは同じ吸収波長を有し、異なる４つのタグは同じ放出寿命を有する。しかしながら、
タグの各々は、タグの３つ全ての特徴が考慮されたときに、他の個々のタグから区別可能
である。実施形態は、タグの何れの数にも限定されない。この概念は、少なくともこれら
３つのタグ特徴を使用して、相互に区別可能な何れの数のタグを含むことにも拡張できる
。
【００４９】
　図中には示されていないが、他の実施形態は、吸収周波数のみに基づいて発光タグの識
別を判定してもよい。このような実施形態は、励起光が、タグ集合内のタグの吸収スペク
トルとマッチする特定の波長に調整できれば可能である。このような実施形態において、
各タグにより放出される光を誘導し、検出するために使用される光学システムセンサは、
放出光の波長を検出できなくてもよい。これは、いくつかの実施形態において、そのよう
な実施形態では放出波長の検出が不要であることから、光学システムとセンサとが単純化
するため、有利であり得る。
【００５０】
　上述のように、本発明者らは、異なる発光タグを、タグの様々な特徴を使用して相互に
区別できる必要性を認識し、理解した。タグの識別を判定するために使用される特徴の種
類は、この解析を実行するために使用される物理的装置に影響を与える。本願は、このよ
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うな異なる実験を実行するための装置、デバイス、機器、及び方法のいくつかの実施形態
を開示する。
【００５１】
　簡単に言えば、本発明者らは、複数の個別の分子又は粒子を並列して検出できる、比較
的多数のピクセル（例えば、数百、数千、数百万、又はそれを超える）を有するピクセル
化されたセンサ装置を認識し、認めた。このような単一分子は、タグを有するヌクレオチ
ド又はアミノ酸であってもよい。タグは、単一分子に結合されている間に、又は単一分子
から離れるときに、又は単一分子に結合されている間及びそれから離れるときに検出され
てもよい。いくつかの例において、タグは発光タグである。分子は、例えば、これらに限
定されないが、タンパク質及び／又は核酸（例えば、ＤＮＡ、ＲＮＡ）であってもよい。
さらに、１秒に１００フレーム超でデータを取得できる高速装置によって、解析中の検体
内で時間と共に発生する力学的プロセス又は変化の検出及び解析が可能となる。
【００５２】
　本発明者らは、生物検体から放出される光信号（例えば、発光）を測定するための励起
光源と、光学系と、光センサとを含む機器に関連して安価な使い捨てのアッセイチップを
使用してもよいことを認識し、そのように理解した。安価なアッセイチップを使用するこ
とにより、同じバイオアッセイでも、実行費用が削減される。生物検体をアッセイチップ
に取り付け、１回のバイオアッセイが完了したら廃棄してもよい。いくつかの実施形態に
おいて、複数の検体をアッセイチップの異なる部分に同時にセットすることにより、複数
の種類の検体を同時に並列的に解析してもよい。アッセイチップが、より高価な何度も使
用される機器にインタフェースし、これは、多くの異なる使い捨てアッセイチップと共に
繰返し使用されてもよい。小型のポータブル機器とインタフェースする安価なアッセイチ
ップは、世界の何れの場所でも使用でき、検体の解析に研究室の専門知識を必要とするコ
スト高の生物研究室の制約を受けない。そのため、自動生物解析が、世界におけるこれま
で生物検体の定量解析を実行できなかった領域にもたらされる。例えば、乳児の血液試験
は、使い捨てアッセイチップ上に血液検体を載せ、使い捨てアッセイチップを小型のポー
タブル解析機器にセットし、結果をその機器に接続されたコンピュータで処理して、使用
者が即時検討できるようにすることにより実行されてもよい。このデータはまた、データ
ネットワークを通じて遠隔地に送信され、解析され、及び／又は後の臨床解析のために保
存されてもよい。あるいは、機器は、機器のセンサから得られたデータを解析するための
１つ又は複数のプロセッサを含んでいてもよい。
【００５３】
　各種の実施形態を以下により詳しく説明する。
１．いくつかの実施形態による装置の概要
　装置２－１００の概略が図２－１に示されている。システムは、アッセイチップ２－１
１０と、励起源２－１２１と少なくとも１つのセンサ２－１２２を含む機器２－１２０と
の両方を含む。アッセイチップ２－１１０は、何れかの適当なアッセイチップインタフェ
ースを使用して機器２－１２０とインタフェースする。例えば、機器２－１２０のアッセ
イチップインタフェースは、アッセイチップ２－１１０を受け、それを励起光源２－１１
０及び少なくとも１つのセンサ２－１２２と正確に光学的に整列された状態に保持するソ
ケット（図示せず）を含んでいてもよい。機器２－１２０の外部励起源２－１２１は、ア
ッセイチップ２－１１０の検体ウェル２－１１１内の検体を励起する目的のために、アッ
セイチップ２－１１０に励起エネルギーを供給するように構成されている。いくつかの実
施形態において、アッセイチップ２－１１０は、複数のピクセルを有し、各ピクセルの検
体ウェル２－１１１は、他のピクセルとは独立して、解析中に使用される検体を受けるよ
うに構成される。アッセイチップ２－１１０の各ピクセルは、解析される試料からの検体
を受け、保持し、解析するための検体ウェル２－２１１を含む。このようなピクセルは「
パッシブソースピクセル」と呼ぶことができ、これは、ピクセルがピクセルから離れた励
起源から励起エネルギーを受け取るからである。いくつかの実施形態において、機器２－
１２０内に、アッセイチップ２－１１０の上に存在する各ピクセに対応するピクセルがあ
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る。機器２－１２０の各ピクセルは、検体が励起源２－１２１からの励起エネルギーで照
明されたことに応答して検体が放出する放出エネルギーを検出するための少なくとも１つ
のセンサを含む。いくつかの実施形態において、各センサは複数のサブセンサを含んでい
てもよく、各サブセンサは、検体からの放出エネルギーの異なる波長を検出するように構
成される。複数のサブセンサが特定の波長の放出エネルギーを検出できるが、各サブセン
サは放出エネルギーの異なる波長バンドを検出してもよい。
【００５４】
　いくつかの実施形態において、励起源２－１２１から励起エネルギーを検体ウェル２－
１１１に案内し、結合するための光学要素が、アッセイチップ２－１１０と機器２－１２
０との両方にあり、これらは図２－１において矢印２－１０１で示される。このような励
起源－ウェル要素は、励起エネルギーをアッセイチップ２－１１０に結合するための、機
器２－１２０上にあるミラー、レンズ、誘電コーティング及びビームコンバイナと、機器
２－１２０から受け取った励起エネルギーを検体ウェル２－１１１に誘導するための、ア
ッセイチップ１－１１０上のレンズ、プラズモン要素、及び誘電コーティングとを含んで
いてもよい。それに加えて、いくつかの実施形態において、放出エネルギーを検体ウェル
２－１１１からセンサ２－１２２に案内するための光学要素がアッセイチップ２－１１０
と機器２－１２０とにあり、これらは図２－１において矢印２－１０２で示される。この
ようなウェル－検体要素は、放出エネルギーをアッセイチップ２－１１０から機器２－１
２０に誘導するための、アッセイチップ２－１１０上にあるレンズ、プラズモン要素、及
び誘電コーティングと、アッセイチップ２－１１０から受け取った放出エネルギーをセン
サ２－１１１に誘導するための、機器２－１２０上のレンズ、ミラー、誘電コーティング
、フィルタ、及び回折光学系とを含んでいてもよい。いくつかの実施形態において、単独
の構成要素が、励起エネルギーを検体ウェルに結合し、放出エネルギーを検体ウェルから
センサに供給することの両方において役割を果たしてもよい。
【００５５】
　いくつかの実施形態において、アッセイチップ２－１１０は複数のピクセルを含み、各
ピクセルはそれ自体個別の検体ウェル２－１１１と、機器２－１２０上のそれ自体の関連
するセンサ２－１２２とに関連付けられる。複数のピクセルはアレイ状に配置されてもよ
く、何れの適当な数のピクセルを有していてもよい。例えば、アッセイチップは、約１，
０００ピクセル、１０，０００ピクセル、約１００，０００ピクセル、約１，０００，０
００ピクセル、約１０，０００，０００ピクセル、又は約１００，０００，０００ピクセ
ルを含んでいてもよい。
【００５６】
　いくつかの実施形態において、機器２－１２０は、複数のピクセルとして配置された複
数のセンサ２－１２２を含むセンサチップを含む。センサチップの各ピクセルは、アッセ
イチップ２－１１０のピクセルに対応する。複数のピクセルはアレイ状に配置されてもよ
く、何れの適当な数のピクセルを有していてもよい。いくつかの実施形態において、セン
サチップはアッセイチップ２－１１０と同数のピクセルを有する。例えば、センサチップ
は、約１０，０００ピクセル、約１００，０００ピクセル、約１，０００，０００ピクセ
ル、約１０，０００，０００ピクセル、又は約１００，０００，０００ピクセルを含んで
いてもよい。
【００５７】
　機器２－１２０は、アッセイチップインタフェース（図示せず）を通じてアッセイチッ
プ２－１１０とインタフェースする。アッセイチップインタフェースは、アッセイチップ
２－１１０を機器２－１２０に位置付け、及び／又は整列させて、励起源２－１２１から
アッセイチップ２－１１０への励起エネルギーの結合を改善する構成要素を含んでいても
よい。いくつかの実施形態において、励起源２－１２１は複数の励起源を含み、これらが
結合されて、励起エネルギーをアッセイチップ２－１１０に供給する。複数の励起源は、
異なる波長の光に対応する複数の励起エネルギーを生成するように構成されていてもよい
。
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【００５８】
　機器２－１２０は、機器の動作を制御するためのユーザインタフェース２－１２５を含
む。ユーザインタフェース２－１２５は、使用者が、機器の機能を制御するために使用さ
れるコマンド及び／又は設定等の情報を機器に入力できるように構成される。いくつかの
実施形態において、ユーザインタフェース２－１２５は、ボタン、スイッチ、ダイアル、
及び音声コマンドのためのマイクロフォンを含んでいてもよい。それに加えて、ユーザイ
ンタフェース２－１２５により、使用者は機器及び／又はアッセイチップの性能に関する
フィードバック、例えばセンサチップ上のセンサからのリード信号により得られる適正な
アラインメント及び／又は情報を受け取ることができる。いくつかの実施形態において、
ユーザインタフェース２－１２５は、可聴的フィードバックを提供するためのスピーカ、
及び視覚的フィードバックを提供するためのインディケータランプ及び／又は表示スクリ
ーンを使用してフィードバックを提供する。いくつかの実施形態において、機器２－１２
０は、コンピューティングデバイス２－１３０と接続するために使用されるコンピュータ
インタフェース２－１２４を含む。何れの適当なコンピュータインタフェース２－１２４
及びコンピューティングデバイス２－１３０が使用されてもよい。例えば、コンピュータ
インタフェース２－１２４は、ＵＳＢインタフェース又はファイヤワイヤインタフェース
であってもよい。コンピューティングデバイス２－１３０は、例えばラップトップ、デス
クトップ、又はタブレットコンピュータ等の何れの汎用コンピュータであっても、携帯電
話等のモバイルデバイスであってもよい。コンピュータインタフェース２－１２４により
、機器２－１２０とコンピューティングデバイス２－１３０との間の情報通信が容易とな
る。機器２－１２０の制御及び／又は校正のための入力情報は、機器のコンピュータイン
タフェース２－１２４に接続されたコンピューティングデバイス２－１３０を通じて提供
されてもよい。それに加えて、出力情報は、コンピュータインタフェース２－１２４を通
じてコンピューティングデバイス２－１３０により受け取られてもよい。このような出力
情報は、機器２－１２０の性能に関するフィードバックと、センサ２－１２２のリード信
号からの情報とを含んでいてもよい。機器２－１２０はまた、センサ２－１２２から受信
したデータを解析するための処理装置２－１２３も含んでいてよい。いくつかの実施形態
において、処理装置２－１２３は、汎用プロセッサ（例えば、中央処理ユニット（ＣＰＵ
：ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔ）、フィールドプログラマブルゲー
トアレイ（ＦＰＧＡ：ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙ）
）、又は特定用途集積回路（ＡＳＩＣ：ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉ
ｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）等のカスタム集積回路であってもよい。いくつか
の実施形態において、センサ１－１２２からのデータ処理は、処理装置２－１２３及び外
部コンピューティングデバイス２－１３０の両方により実行されてもよい。他の実施形態
において、コンピューティングデバイス２－１３０は省略されてもよく、センサ２－１２
２からのデータの処理は、処理装置２－１２３のみによって実行されてもよい。
【００５９】
　励起源２－１２１がアッセイチップ２－１１０を励起エネルギーで照明すると、アッセ
イチップ２－１１０の１つ又は複数のピクセル内の検体が励起され得る。いくつかの実施
形態において、試料は複数のマーカで標識され、複数のマーカの各々は試料内の異なる検
体に関連付けられ、放出エネルギーにより識別可能である。検体ウェル２－１１１からセ
ンサ２－１２２までの通路は、放出エネルギーに基づく複数のマーカの識別を支援する１
つ又は複数の構成要素を含んでいてもよい。構成要素は、放出エネルギーをセンサ２－１
２２に集光させてもよく、それに加えて、又はその代わりに、異なる特徴的エネルギーと
、したがって異なる波長を有する放出エネルギーとを空間的に分離してもよい。いくつか
の実施形態において、アッセイチップ２－１１０は、放出エネルギーをセンサ２－１２２
へと誘導する構成要素を含んでいてもよく、機器２－１２０は、異なる波長の放出エネル
ギーを空間的に分離するための構成要素を含んでいてもよい。例えば、光学フィルタ又は
回折光学系が、放出エネルギーの波長を空間自由度に結合するために使用されてもよい。
センサ又はセンサ領域は、放射パターンに依存する放出エネルギーの空間的分布を検出す
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るように構成された複数のサブセンサを含んでいてもよい。異なる放出エネルギー及び／
又はスペクトル範囲を放出する発光タグは、異なる放出パターンを形成し得る。センサ又
はセンサ領域は、放出エネルギーの空間的分布に関する情報を検出してもよく、これは複
数のマーカのなかのマーカを識別するために使用できる。
【００６０】
　検体ウェル２－１１０内の検体からの放出エネルギーは、センサ２－１２２により検出
され、少なくとも１つの電気信号に変換されてもよい。電気信号は、機器２－１２０の回
路内の導電線に沿って送信され、処理装置２－１２３及び／又はコンピューティングデバ
イス２－１３０により処理され、及び／又は解析されてもよい。
【００６１】
　図２－２は、アッセイチップ２－１１０の上面図及びセンサチップ２－２６０の上面図
であり、２つのチップのピクセル間の対応を示している。アッセイチップ２－１１０は、
複数のピクセルを含み、各ピクセルは、層２－２２１内に形成された検体ウェル２－１１
１を含む。層２－２２１は導電材料を含み、これには金属、縮退的高ドープ半導体、及び
グラフェンが含まれる。いくつかの実施形態において、層２－２２１は、１つ又は複数の
異なる種類の材料（例えば、金属、半導体、誘電体、絶縁体）から形成される複数の層を
含んでいてもよい。センサチップ２－２６０はまた、複数のピクセルを含み、各ピクセル
は基板２－２４７内又はその表面に形成されたセンサ２－１２１を含む。図２－２の矢印
は、アッセイチップ２－１１０のピクセルの２つとセンサチップ２－２６０のピクセルの
２つとの対応を示している。明瞭化のために図示されていないが、アッセイチップ２－１
１０の各ピクセルは、センサチップ２－２６０の１つのピクセルに関連付けられる。
【００６２】
　アッセイチップ２－１１０及びセンサチップ２－２６０のピクセルは、何れの適当な大
きさ、形状、及び配置を有していてもよい。いくつかの実施形態において、アッセイチッ
プ２－１００及びセンサチップ２－２６０のピクセルは、図２－２に示されるように、長
方形又は正方形の構成に配置されてもよい。
【００６３】
　アッセイチップ２－１１０の１つのピクセル及びセンサチップ２－２６０の１つのピク
セルに関連付けられるいくつかの構成要素の概要が図２－３に示されている。装置２－１
００は、アッセイチップ２－１１０と機器２－１２０との両方を含む。いくつかの実施形
態において、アッセイチップ２－１１０は、１つの試料の解析のために設計された使い捨
てチップである。アッセイチップ２－１１０は、１つ又は複数の金属層２－２２１と、１
つ又は複数の誘電体層２－２２５と、集光要素２－２２７とを含む。いくつかの実施形態
において、金属層２－２２１は層の積層体を含み、そのうちのいつくかは吸収層を含んで
いてもよい。機器２－１２０は、１つ又は複数の励起源２－２５０と、少なくとも１つの
ポリクロイックミラー２－２３０と、フィルタ要素２－２４１、スペクトル選別要素２－
２４３、集光要素２－２４５、及び基板２－２４７内又はその表面の少なくとも１つのセ
ンサ２－１２２を含んでいてもよいセンサチップ２－２６０とを含む。図２－３は、アッ
セイチップ２－１１０の１つのピクセルのみとセンサチップ２－２６０の１つのピクセル
のみとを示しているが、機器２－１２０内の励起源２－２５０、ポリクロイックミラー２
－２３０、及びフィルタ要素２－２４１等のいくつかの構成要素は、複数のピクセルで共
有されてもよい。例えば、いくつかの実施形態において、１つの励起源２－２５０とポリ
クロイックミラー２－２３０とは、励起エネルギーをアッセイチップ２－１１０の各ピク
セルに誘導してもよい。
【００６４】
　金属層２－２２１内の検体ウェル２－２１１は、試料からの検体が入るための検体空間
を形成する。いくつかの実施形態において、試料は、血液、尿、又は唾液等の体液を含ん
でいてもよい。検体ウェル２－２１１の端の開口部は、ナノアパーチャと呼ばれてもよい
。ナノアパーチャの幅は、励起源２－２５０により放出される励起エネルギー２－２５１
の波長より小さくてもよい。試料の一部は検体と呼ばれ、検体ウェル２－２１１により画
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定される検体空間に入ってもよい。検体は、何れの粒子、分子、タンパク質、遺伝子材料
、又は試料中に存在する他の何れの検体であってもよい。
【００６５】
　励起源２－２５０は励起エネルギー２－２５１を放出し、これは検体ウェル２－２１１
に向かって誘導され、検体を照明する。いくつかの実施形態において、励起源２－２５１
は、アッセイチップ２－１１０の全ピクセルのための励起エネルギーを提供する１つの光
源であってもよい。ポリクロイックミラー２－２３０は、励起源２－２５０からの光を反
射し、励起エネルギー２－２５１をアッセイチップ２－１１０の１つ又は複数の検体ウェ
ル２－２１１に向かって誘導する。そのため、いくつかの実施形態において、ポリクロイ
ックミラー２－２３０は１つのみでよく、これが励起エネルギーを、それ自体のポリクロ
イックミラーに関連付けられる各ピクセルではなく、全ての検体ウェルに向けて誘導する
。同様に、励起エネルギーを検体ウェル２－２１１に誘導するために使用される他の光学
要素間で１対多の関係があってもよい。
【００６６】
　同心円回折格子２－２２３が、検体ウェル２－２１１の下側ナノアパーチャに隣接して
形成されてもよい。同心円回折格子２－２２３は、金属層２－２２１の底面から突出して
もよい。検体ウェル２－２１１は、円形回折格子２－２２３の中心に、又はその付近に位
置付けられてもよい。検体ウェル２－２１１のナノアパーチャのサブ波長スケールと同心
円回折格子２－２２３との両方が場増強効果を生み、これが検体ウェル２－２１１内の励
起エネルギーの強度を増強させ、その結果、励起エネルギーと検体ウェル２－２１１内に
ある検体との結合が増加する。時間の少なくとも一部において、検体は励起エネルギーか
ら光子を吸収し、励起エネルギー２－２５１のそれより低いエネルギーを有する光子（「
放出エネルギー」２－２５３と呼ぶ）を放出する。放出エネルギー２－２５３は、下方向
に放出されてもよい。円形回折格子２－２２３は、プラズモン要素として機能し、これは
放出エネルギー２－２５３の広がりを縮小し、放出エネルギー２－２５３を関連するセン
サへと誘導するために使用されてもよい。
【００６７】
　放出エネルギー２－２５３は、誘電体層２－２２５を通って移動し、これは放出エネル
ギー２－２５３がある程度の距離にわたり伝播できるようにするために使用されるスペー
サ層であってもよい。誘電体層２－２２５はまた、アッセイチップ２－１１０に構造的強
度を提供してもよい。したがって、放出エネルギー２－２５３は、１つ又は複数の集光要
素２－２２７を通って移動し、これは放出エネルギー２－２５３を、機器２－１２０内の
センサチップ２－２２６０の関連するピクセル内のセンサ２－１２２へとさらに誘導する
ために使用される。
【００６８】
　ポリクロイックミラー２－２３０は、放出エネルギー２－２５３を透過させ、及び／又
はアッセイチップ２－１１０から反射された励起エネルギー２－２５１の一部を反射して
もよい。励起光のうちのアッセイチップ２－１１０により反射されなかった部分は、アッ
セイチップを透過するか、又はアッセイチップにより吸収される。アッセイチップ２－１
１０により反射され、ポリクロイックミラー２－２３０により反射されない励起エネルギ
ー２－２５１の量をさらに減らすために、フィルタ要素２－２４１はセンサチップ２－２
６０に向かう光路内に配置されてもよい。フィルタ構成要素２－２４１が、センサ２－１
２２により検出された励起エネルギー２－２５１を減少させる機能を果たしてもよい。フ
ィルタ要素２－２４１は、例えば、これに限定されないが、ブロードバンドフィルタ、ノ
ッチフィルタ、又はエッジフィルタを含んでいてもよく、これらは放出エネルギー２－２
５３を透過させ、及び／又は励起エネルギー２－２５１を反射する。
【００６９】
　いくつかの実施形態において、放出エネルギー２－２５３のスペクトル特性を使用して
検体ウェル２－２１１のマーカの識別を判定しやすくするために、スペクトル選別要素２
－２４３がセンサチップ２－２６０に含められて、放出エネルギー２－２５３のスペクト
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ル自由度を放出エネルギー２－２５３の移動方向に結合させてもよい。例えば、回折光学
要素は、第一の波長の放出エネルギー２－２５３を第一の方向に、第二の波長の放出エネ
ルギー２－２５３を第二の方向に誘導するために使用されてもよい。１つ又は複数の集光
要素２－２４５は、スペクトル選別された光をセンサ２－１２２に誘導するために使用さ
れてもよい。センサ２－１２２は、１つ又は複数のサブセンサ（図示せず）を含んでいて
もよく、その各々は、スペクトル選別要素２－２４３による異なる波長の光の方向転換に
基づいて、放出エネルギー２－２５３の異なる波長に関連付けられる。このようにして、
１つ又は複数の集光要素２－２４５は、異なる特徴的波長を有する放出エネルギーについ
て異なる分布パターンを形成してもよく、これによって、放出エネルギーの特徴的波長に
基づいてマーカの識別が可能となり得る。
【００７０】
　放出エネルギー２－２５３の寿命が検体ウェル２－２１１内のマーカの識別を判定する
ために使用される実施形態において、センサ２－１２２は、放出エネルギーの光子がセン
サ２－１２２によっていつ吸収されたかを検出できてもよい。センサ２－１２２は、例え
ば、複数のタイムビンに検出された光子を選別できるＣＭＯＳ装置であってもよい。寿命
は、複数の励起パルスから生じる複数の放出エネルギーの光子を検出することによって判
定されてもよい。
【００７１】
　図２－３の上述の説明は、いくつかの実施形態による装置のいくつかの、ただし必ずし
も全部ではない構成要素の概要である。いくつかの実施形態において、図２－３の１つ又
は複数の要素はなくても、又は別の場所にあってもよい。アッセイチップ２－２１０及び
機器２－２２０の構成要素について、以下により詳しく説明する。
【００７２】
　アッセイチップ２－１１０と機器２－１２０とは、機械的に整列され、取外可能に連結
され、相互から分離可能である。機器２－１２０は機器筐体を含んでいてもよく、その中
に取付盤が配置される。図２－４は、機器２－１２０の取付盤２－４０５の上に含めるこ
とのできる構成要素の少なくともいくつかを示す。取付盤２－４０５は、プリント回路基
板を含んでいてもよく、その上に取り付けられたセンサチップ２－２６０（図２－４では
見えない）と、ヒートシンク２－４０７と、光学筐体２－４０１とを有していてもよい。
機器２－１２０の様々な光学構成要素は光学筐体２－４０１内に配置されてもよい。いく
つかの実施形態において、機器筐体と取付盤は、何れの適当な大きさ及び形状を有してい
てもよい。例えば、取付盤は実質的に、直径が約１７．７８～２０．３２ｃｍ（約７～８
”）の円形であってもよい。アッセイチップ２－１１０は光学筐体２－４０１に連結され
て、光学筐体２－４０１内の光学構成要素と確実に整列される。
【００７３】
　チップホルダフレーム３－１０２は、光学筐体２－４０１の開口部と整列されてもよい
。アッセイチップ２－１１０は、チップホルダフレーム２－４０１内に格納されてもよい
。いくつかの実施形態において、アッセイチップ２－１１０は、チップホルダフレーム３
－１０２の下面に位置付けられてもよく、それによってチップホルダフレーム３－１０２
を機器２－１２０に関して位置決めすることにより、アッセイチップ２－１１０はチップ
ホルダフレーム３－１０２の、機器２－１２０に近い面に位置付けられる。チップホルダ
フレーム３－１０２は何れの適当な材料を含んでいてもよい。いくつかの実施形態におい
て、チップホルダフレーム３－１０２は強磁性金属（例えば鋼鉄）を含んでいてよく、そ
れによってチップホルダフレーム３－１０２は、光学筐体２－４０１の表面上に位置付け
られた、チップホルダフレーム３－１０２を所定の位置に保持する役割を果たす１つ又は
複数の磁性構成要素によって光学筐体２－４０１の開口部と整列されてもよい。
【００７４】
　いくつかの実施形態において、アッセイチップ２－１１０は、機器２－１２０に取外可
能に連結されてもよい。図２－４において示されるような、磁気シリンダ等、何れの適当
な形状及び大きさの１つ又は複数の磁気構成要素２－４０３ａ、２－４０３ｂ、及び２－
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４０３ｃが光学筐体３－４０１の開口部の周囲に設置されてもよく、それを通じて励起エ
ネルギーが光学筐体２－４０１から出る。それに加えて、磁気構成要素２－４０３ａ、２
－４０３ｂ、及び２－２－４０３ｃは、チップホルダフレーム３－１０２が開口部と整列
された状態に保持されるように校正されてもよい。チップホルダフレーム３－１０２は、
磁気構成要素２－４０３ａ、２－４０３ｂ、及び２－２－４０３ｃを使用してマイクロメ
ートルレベル精度で位置決めされてもよい。いくつかの実施形態において、磁気構成要素
２－４０３ａ、２－４０３ｂ、及び２－２－４０３ｃは、チップホルダフレームを整列さ
せるために使用される。しかしながら、実施形態はそのように限定されず、何れの適当な
数の磁気、ばね式、空気圧式、又はその他のこのような構成要素が、チップを整列状態の
所定の位置に保持するために使用されてもよい。例えば、チップホルダフレーム３－１０
２は、ばね、空気圧、又は真空からの吸引等、非磁気要素で所定の位置に保持されてもよ
い。任意選択により、チップホルダフレーム３－１０２は、チップを光学ブロックと整列
させて位置決めするのに適した何れの硬質材料を使用して構成されてもよい。
【００７５】
　本願のいくつかの態様によれば、アッセイチップ２－１１０が機器２－１２０に接続さ
れているとき、アッセイチップ２－１１０の検体ウェルと機器２－１２０のセンサチップ
２－２６０のセンサとの間の距離は、システムにとって十分なレベルの性能を達成するた
めの所望の距離内にあってもよい。いくつかの実施形態において、検体ウェルとセンサと
の間の光学的距離は３０ｃｍ未満、１０ｃｍ未満、５ｃｍ未満又は１ｃｍ未満であっても
よい。
ＩＩ．アッセイチップ
　いくつかの実施形態において、アッセイチップ２－１１０は、何れの能動的電子構成要
素を含まなくてもよい。各ピクセルのための励起源２－２５０とセンサ２－１２２とは何
れもチップの外の機器２－１２０に位置付けられてもよい。
【００７６】
　いくつかの実施形態において、アッセイチップ２－１１０は、図３－１Ａに示されるよ
うに、チップホルダフレーム３－１０２に格納されてもよい。チップホルダフレーム３－
１０２は、使い捨てであってもよく、１回使用した後にアッセイチップ２－１１０と共に
処分されてもよい。アッセイチップ２－１１０は、図３－１Ｂに示されるように、チップ
ホルダフレーム３－１０２の下側に位置付けられてもよい。チップホルダフレーム３－１
０２は何れの適当な強磁性金属、例えば鋼鉄を含んでいてもよく、それによって、光学筐
体２－４０１に固定された磁気構成要素２－４０３ａ、２－４０３ｂ、及び２－４０３ｃ
はチップホルダフレーム３－１０２と、したがってアッセイチップ２－１１０とを所定の
位置に保持する。いくつかの実施形態において、チップホルダフレーム３－１０２は、図
２－４に示されるように、光学筐体２－４０１の上面に取り付けられてもよい。
【００７７】
　図３－１Ｃに示される他の実施形態において、アッセイチップ２－１１０は、チップホ
ルダフレーム３－１０２の上面に取り付けられてもよい。プラスチックキャップ３－１０
３がアッセイチップ２－１１０を取り囲み、アッセイチップ２－１１０のピクセルアレイ
は、プラスチックキャップ３－１０３の開口部を介して露出する。アッセイチップ２－１
１０の使用者は、試料をプラスチックキャップ３－１０３の開口部にセットしてもよい。
試料中の検体は、アッセイチップ２－１１０の上面と接触することによって、解析のため
に、アッセイチップ２－１１０の複数のピクセルの１つ又は複数内に導入されてもよい。
いくつかの実施形態において、検体の一部を、強制的な流体流を介してピクセルに供給す
るための流体用通路又は装置は不要である。
【００７８】
　いくつかの実施形態において、アッセイチップは、縦に積み重ねられた構成要素の層を
含んでいてもよい。これらの構成要素は、光、電気、化学、生化学、及び構造的要素を含
んでいてよい。いくつかの実施形態において、アッセイチップの各層は、各ピクセルにつ
いて同じである。以下に、１つのピクセルについて説明するが、いくつかの実施形態によ
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り、アッセイチップ上のピクセルアレイ内の個々のピクセルが全く同じレイアウトを有し
ていてもよい。
Ａ．検体ウェル層
　図２－３に示され、図３－２においてさらに詳しく示されるように、いくつかの実施形
態はアッセイチップ２－１１０の１つ又は複数のピクセルに形成された検体ウェル２－２
１１を含む。検体ウェルは、金属層２－２２１内に形成され、アッセイチップ２－１１０
の表面に載せられた試料から検体が検体ウェル内に、及びそれから拡散するように配置さ
れた小さい空間又は領域を含んでいてもよい。各種の実施形態において、検体ウェル２－
２１１は、励起源２－２５０から励起エネルギーを受け取るように配置されてもよい。検
体ウェル内に拡散する検体は、接着剤３－２１１によって検体ウェルの励起領域３－２１
５内に一時的又は永久に保持されてもよい。励起領域において、検体は、励起エネルギー
（例えば、励起光３－２４５）により励起され、その後、エネルギーを放出してもよく、
これを観察し、評価して、検体を特徴付けることができる。
【００７９】
　さらに詳しい動作において、解析される少なくとも１つの検体３－１０１は検体ウェル
２－２１１内に、例えば検体の懸濁液を収容した試料（図示せず）から導入されてもよい
。機器２－１２０内の励起源２－２５０からの励起エネルギー３－２４５は、検体、又は
検体に取り付けられるかもしくは検体にその他の方法が関連付けられる少なくとも１つの
タグ（生物マーカ、レポータ、又はプローブとも呼ばれる）を、それが検体ウェル内の励
起領域３－２１５にあるときに励起してもよい。いくつかの実施形態によれば、タグは、
発光分子（例えば、発光タグ又はプローブ）又は量子ドットであってもよい。いくつかの
実施形態において、検体を解析するために使用される複数のタグがあってもよい（例えば
、参照によって本願に援用されるＪ．エイド（Ｊ．Ｅｉｄ）ら著、「単一ポリメラーゼ分
子からのリアルタイムＤＮＡ配列解析（Ｒｅａｌ－Ｔｉｍｅ　ＤＮＡ　Ｓｅｑｕｅｎｃｉ
ｎｇ　ｆｒｏｍ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅ　Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ）」、サイ
エンス（Ｓｃｉｅｎｃｅ）、第３２３巻、ｐ．１３３（２００９年）に記載されているよ
うな単一分子遺伝子配列解析に使用される異なるタグ）。励起中及び／又は励起後、検体
又はタグは放出エネルギーを放出し得る。複数のタグが使用される場合、これらは異なる
特徴的エネルギーで（及びそのため異なる波長を有する）放出し、及び／又は異なる時間
特徴で放出してもよい。いくつかの実装形態において、放出エネルギーは、何れの数の波
長、例えば２、３、４、５、６、７、又は８つの異なる波長を含んでいてもよい。検体ウ
ェル２－２１１からの放出は、機器２－１２０上のセンサ２－１２２に照射されてもよく
、そこでこれらが検出され、電気信号に変換され、それを使用して検体を特徴付けること
ができる。
【００８０】
　いくつかの実施形態によれば、検体ウェル２－２１１は、図３－２に示されるように部
分的に取り囲まれた構造であってもよい。いくつかの実装形態において、検体ウェル２－
２１１は、少なくとも１つの材料層２－２２１内に形成されたマイクロメートル未満の大
きさの穴又は開口部（少なくとも１つの横方向の寸法Ｄｓｗにより特徴付けられる）を含
む。検体ウェルの横方向の寸法は、いくつかの実施形態によれば、約２０ナノメートル～
約１マイクロメートルであってもよいが、いくつかの実施形態においては、これより大き
い又は小さいサイズを使用してもよい。検体ウェル２－２１１の容積は、いくつかの実装
形態において、約１０－２１リットル～約１０－１５リットルであってもよい。検体ウェ
ルは導波路として形成されてもよく、これは伝播モードをサポートしてもしなくてもよい
。いくつかの実装形態において、検体ウェルは、直径（又は最大の横断方向の寸法）Ｄｓ

ｗの円筒形（又はこれと同様の形状）を有するゼロモード導波路（ＺＭＷ）として形成さ
れてもよい。ＺＭＷは、単独の金属層内に、ナノスケールの穴として形成されてもよく、
これは穴を通じた光伝播モードをサポートしない。
【００８１】
　検体ウェル２－２１１の容積が小さいため、各ピクセルでの単一検体イベント（例えば
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、単一分子イベント）の検出は、検体が検査対象の試料中で、自然の環境で見られるもの
と同様の濃度に濃縮されたとしても可能であり得る。例えば、アッセイチップと接触する
ように置かれた試料内にマイクロモル濃度の検体が存在し得るが、ピクセルレベルのみに
関する。アッセイ２－１１０の検体ウェルは、統計的に、それらが検体を含まないか、１
つの検体を含む可能性が最も高く、単一分子解析が実行され得るような大きさである。例
えば、いくつかの実施形態において、検体ウェルの３０～４０％が単一の検体を含む。し
かしながら、検体ウェルには複数の検体が含まれていてもよい。各ピクセルで単一分子又
は単一検体イベントが解析されてもよいため、アッセイチップにより、本来であればアン
サンブル平均された測定では認識されないことがあり得る稀なイベントを検出することが
可能となる。
【００８２】
　検体ウェルの横断方向の寸法ＤＳＷは、いくつかの実施形態において、約５００ナノメ
ートル（ｎｍ）～約１マイクロメートル、いくつかの実施形態において約２５０ｎｍ～約
５００ｎｍ、いくつかの実施形態において約１００ｎｍ～約２５０ｎｍ、さらに、いくつ
かの実施形態において約２０ｎｍ～約１００ｎｍであってもよい。検体ウェルの横断方向
の寸法は、約１００ｎｍ、約１３０ｎｍ、又は約１９０ｎｍであってもよい。いくつかの
実装形態によれば、検体ウェルの横断方向の寸法は、約８０ｎｍ～約１８０ｎｍ、又は励
起波長もしくは放出波長の約４分の１～８分の１である。他の実装形態によれば、検体ウ
ェルの横断方向の寸法は、約１２０ｎｍ～約１７０ｎｍである。いくつかの実施形態にお
いて、検体ウェル２－２１１の深さ及び高さは、約５０ｎｍ～約５００ｎｍであってもよ
い。いくつかの実装形態において、検体ウェル２－２１１の深さ又は高さは、約８０ｎｍ
～約２００ｎｍであってもよい。検体ウェル２－２１１を形成する材料の層２－２２１の
厚さ、すなわち高さは、約５０ｎｍ、約１００ｎｍ、約１５０ｎｍ、約２００ｎｍ、又は
約２５０ｎｍであってもよい。
【００８３】
　サブ波長の横断方向の寸法を有する検体ウェル２－２１１は、アッセイチップ２－１１
０のピクセル２－１００の動作を少なくとも２つの方法で改善できる。例えば、検体ウェ
ルに試料の反対側から入射する励起エネルギー３－２４５は、パワーが指数関数的に減少
しながら励起領域３－２１５に結合されてもよく、検体ウェルを通って試料中へと伝播し
ない。その結果、励起エネルギーは、それが関心対象の検体を励起する励起領域内で増大
され、それが他の検体を励起し得る試料内で減少し、それは背景ノイズに寄与するであろ
う。また、ウェルの基部に保持される検体からの放出は、好ましくは、機器２－１２０の
センサに向かって誘導され、これは、放出が検体ウェルを通じて上方に伝播できないから
である。これらの効果は何れもピクセルでの信号対ノイズ比を改善できる。本発明者らは
、ピクセルにおける信号対ノイズレベルをさらに押し上げるように改善可能な検体ウェル
のいくつかの態様を認識した。これらの態様は、ウェルの形状及び構造、ならびに励起エ
ネルギーを検体ウェル及び検体ウェルからの放出エネルギーに結合するのを支援する、隣
接する光学及びプラズモン構造に関する設置位置（後述する）に関係する。
【００８４】
　いくつかの実施形態によれば、検体ウェル２－２１１は、サブカットオフナノアパーチ
ャ（ＳＣＮ：ｓｕｂ－ｃｕｔｏｆｆ　ｎａｎｏ－ａｐｅｒｔｕｒｅ）として形成されても
よく、これは伝播モードをサポートしない。例えば、検体ウェル２－２１１は、導電層２
－２２１内の円筒形の穴又はボアを含んでいてもよい。検体ウェルの断面は丸である必要
はなく、いつかの実施形態において、楕円形、正方形、長方形、又は多角形であってもよ
い。励起エネルギー３－２４５（例えば、可視又は近赤外放射）は、図３－２に示されて
いるように、ウェルの第一の端において、検体ウェル２－２１１の壁３－２１４により画
定され得る入口開口部３－２１２を通って検体ウェルに入ってもよい。ＳＣＮとして形成
された場合、励起エネルギー３－２４５はＳＣＮに沿って指数関数的に減衰し得る。いく
つかの実装形態において、導波路は、検体からの放出エネルギーのためのＳＣＮを含んで
いてもよいが、励起エネルギーのためのＳＣＮでなくてもよい。例えば、検体ウェルによ
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り形成される開口部と導波路は、励起エネルギーの伝播モードをサポートするのに十分な
大きさであってもよく、これは、それが放出エネルギーをより短い波長であるからである
。より長い波長での放出は、導波路内の伝播モードの他のカットオフ波長を超え得る。い
くつかの実施形態において、検体ウェル２－２１１は、励起エネルギー３－２４５のため
のＳＣＮを含んでいてもよく、それによって励起エネルギーの最大の強度が検体ウェル２
－２１１の入口の検体ウェルの励起領域３－２１５に居所化される（例えば、図３－２に
示されるように、層３－２３５と層２－２２１との間の界面付近に局所化される）。この
ような励起エネルギーの局所化は、検体からの放出エネルギー密度を増大させ、さらに、
励起エネルギーを入口開口部３－２１２の付近に限定することができ、それによって観察
された放出が単一検体に（例えば、単一分子）に限定される。
【００８５】
　ＳＣＮを含む検体ウェルの入口付近に局所化される励起の例が図３－３に示されている
。数値シミュレーションを行って、ＳＣＮとして形成された検体ウェル２－２１１内及び
その付近の励起エネルギーの強度を判定した。その結果は、励起エネルギーの強度が検体
ウェルの入口開口部において入射エネルギーの約７０％であり、検体ウェルの約１００ｎ
ｍ以内で入射強度の約２０％まで低下することを示している。このシミュレーションに関
して、励起エネルギーの特徴的波長は６３３ｎｍであり、検体ウェル２－２１１の直径は
１４０ｎｍであった。検体ウェル２－２１１は、金の金属層内に形成された。グラフの各
水平区間は５０ｎｍである。グラフにより示されるように、検体ウェルで受け取られた励
起エネルギーの半分超が検体ウェル２－２１１の入口開口部３－２１２から約５０ｎｍ以
内に局所化される。
【００８６】
　検体ウェル２－２１１に局所化される励起エネルギーの強度を改善するために、本発明
者らは他の検体ウェル構造を開発し、研究した。図３－４は、検体ウェル２－２１１の励
起端において空洞又は窪み３－２１６を含む検体ウェルの実施形態を示している。図３－
３のシミュレーション結果からわかるように、検体ウェルの入口開口部２－２１２の直前
に、より高い励起強度の領域が存在する。いくつかの実施形態によれば、検体ウェル２－
２１１に窪み３－２１６を追加することによって、検体はより励起強度の高い領域へと移
動できる。いくつかの実装形態において、窪みの形状及び構造は、局所的な励起電場を変
化させ（例えば、層３－２３５と検体ウェル内の試料流体との間の屈折率の違いによる）
、さらに窪み内の励起エネルギーの強度を増大させることができる。
【００８７】
　窪みは、何れの適当な形状であってもよい。窪みは、検体ウェルの横断方向の形状と実
質的に等しい横断方向の形状を有していてもよく、例えば円形、楕円形、正方形、長方形
、多角形等である。いくつかの実施形態において、窪みの側壁は、検体ウェルの壁と同様
に実質的に直線に縦方向であってもよい。いくつかの実装形態において、窪みの側壁は、
図に示されているように傾斜及び／又は湾曲していてもよい。窪みの横断方向の寸法は、
いくつかの実施形態において、検体ウェルの横断方向の寸法と略同じ大きさであってもよ
く、いくつかの実施形態において、検体ウェルの横断方向の寸法より小さくてもよく、あ
るいはいくつかの実施形態において、検体ウェルの横断方向の寸法より大きくてもよい。
窪み３－２１６は、検体ウェルの金属層２－２２１の約１０ｎｍ～約２００ｎｍだけ先ま
で延びていてもよい。いくつかの実装形態において、窪みは、検体ウェルの金属層２－２
２１の約５０ｎｍ～約１５０ｎｍだけ先まで延びていてもよい。窪みを形成することによ
って、励起領域３－２１５は、図３－４に示されるように、検体ウェルの金属層２－２２
１の外まで延びることができる。
【００８８】
　図３－５は、窪みを含む検体ウェルの励起領域における励起エネルギーの改善を示して
いる（左側のシミュレーション画像に示される）。比較のために、窪みを有さない検体ウ
ェルについての励起電場のシミュレーションも行い、それが右側に示されている。電場の
大きさは、これらのプロットにおいてカラーレンダリングから変換され、窪みの底部にお
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ける励起領域は、検体ウェル内の明るい領域より高い強度を表している。検体ウェルの上
方の暗い領域は、最も低い強度を表す。これからわかるように、窪みによって、検体３－
１０１はより高い励起強度の領域に移動でき、窪みはまた、検体ウェルの励起端における
最も高い強度の領域の局所化を増大させる。高い強度の領域は、窪みを有さない検体ウェ
ルに関してより分散されている点に留意されたい。いくつかの実施形態において、窪み３
－２１６は、励起領域の励起エネルギーを２倍以上に増大させる。いくつかの実装形態に
おいて、２倍超の増大は、窪みの形状と深さに応じて得ることができる。これらのシミュ
レーションにおいて、検体ウェルは、厚さ１００ｎｍのＡｌ層を含み、深さ５０ｎｍの窪
みを有し、励起エネルギーの波長は６３５ｎｍである。
【００８９】
　図３－６は、窪み３－２１６を含む検体ウェルが基板表面の突起３－６１５の上方に形
成されている検体ウェル２－２１１の他の実施形態を示す。その結果として得られる検体
ウェルの構造は、検体における励起エネルギーを、図３－２に示される検体ウェルと比較
して２倍超だけ増大させることができ、検体ウェルからの放出を機器２－１２０のセンサ
に向かって誘導することができる。いくつかの実施形態によれば、突起３－６１５は、第
一の材料層３－６１０にパターニングされる。突起は、いくつかの実施形態において、円
形の台又は断面が長方形の断面として形成されてもよく、第二の材料層３－６２０は、第
一の層及び突起の上に堆積されてもよい。突起部分で、図のように、第二の層は突起の上
方に、円筒形部分３－６２５に近似する形状を形成してもよい。いくつかの実装形態にお
いて、導電層３－２３０（例えば、反射性金属）が第二の層３－６２０の上に堆積され、
突起の上方の導電層内に検体ウェル３－２１０を形成するようにパターニングされてもよ
い。窪みは、導電層３－２３０の約５０ｎｍ～約１５０ｎｍだけ下まで延びていてもよい
。いくつかの実施形態によれば、第一の層３－６１０及び第二の層３－６２０は、任意選
択により、透明であってもよく、同じ材料で形成されてもされなくてもよい。いくつかの
実装形態において、第一の層３－６１０は、酸化物（例えば、ＳｉＯ２）又は窒化物（例
えば、Ｓｉ３Ｎ４）から形成されてもよく、第二の層３－６２０は、酸化物又は窒化物か
ら形成されてもよい。
【００９０】
　いくつかの実施形態によれば、突起３－６２５の上方の導電層３－２３０は、球形リフ
レクタ３－６３０と近似する形状である。球状部分の形状は、突起の高さｈ、突起の直径
又は横断方向の寸法ｗ、及び第二の層３－６２０の厚さｔの選択によって制御されてもよ
い。励起領域の場所と検体の位置は、窪みの深さｄの選択によって、円筒形のリフレクタ
の光学焦点に関して調整することができる。球形リフレクタ３－６３０は、励起エネルギ
ーを励起領域３－２１５に集中させることができ、また、検体から放出されたエネルギー
を回収し、反射して、放射をセンサ３－２６０に集中させ得ることがわかるであろう。
【００９１】
　前述のように、検体ウェルは何れの適当な形状で形成されてもよく、円筒形のみに限定
されない。いくつかの実装形態において、検体ウェルは円錐形、４面体、多面体等であっ
てもよい。図３－７Ａ～図３－７Ｆは、いくつかの実施形態において使用できるいくつか
の例示的な検体ウェルの形状及び構造を示している。検体ウェル２－２１１は、いくつか
の実施形態によれば、励起エネルギーのための第二の開口部３－２１８より大きい第一の
開口部３－２１２を有するように形成されてもよい。検体ウェルの側壁は、テーパ状であ
るか、湾曲していてもよい。このように検体ウェルを形成することによって、励起領域へ
のより多くの励起エネルギーを許容し、なおも試料に向かって移動する励起エネルギーを
明らかに減衰させることができる。それに加えて、検体により放射される放出物は、より
大きい開口部を有する検体ウェルの端に向かって優先的に放射してもよく、それは、その
方向に有利なエネルギー移動によるものである。
【００９２】
　いくつかの実施形態において、窪み３－２１６は、図３－７Ｂに示されるように、検体
ウェルの基部より小さい横断方向の寸法を有していてもよい。より小さい窪みは、検体ウ
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ェルの側壁を犠牲層で被覆してから、窪みをエッチングし、その後、犠牲層を除去するこ
とによって形成されてもよい。より小さい窪みは、検体ウェルの導電壁から、より等距離
の領域に検体を保持するように形成されてもよい。検体を検体ウェルの壁から等距離に保
持することによって、検体ウェルの壁が放射中の検体に与える望ましくない影響、例えば
放射物の急冷及び／又は放射寿命の変更を減らすことができる。
【００９３】
　図３－７Ｃ及び図３－７Ｄは、検体ウェルの他の実施形態を示す。この実施形態によれ
ば、検体ウェル２－２１１は、励起エネルギー増大構造３－７１１と、励起エネルギー増
大構造に隣接して形成された接着剤３－２１１とを含んでいてもよい。エネルギー増大構
造３－７１１は、いくつかの実施形態によれば、光学的に透明な層３－２３５上の導電材
料内に形成された表面プラズモン又はナノアンテナ構造を含んでいてもよい。図３－７Ｃ
は、検体ウェル２－２１１及び付近の構造の立面図であり、図３－７Ｄは平面図である。
励起エネルギー増大構造３－７１１は、小さい局所化された領域内の励起エネルギーを増
大させるような形状及び構成であってもよい。例えば、構造は、検体ウェルにおいて鋭角
を有する先端の尖った導電体を含んでいてもよく、これが励起領域３－２１５内の励起エ
ネルギーの強度を増大させる。図の例において、励起エネルギー増大構造３－７１１は、
蝶ネクタイの形態である。この領域内に拡散する検体３－１０１は、接着剤３－２１１に
よって一時的又は永久的に保持されてもよく、機器２－１２０に配置された励起源２－２
５０から供給できる励起エネルギーにより励起されてもよい。いくつかの実施形態によれ
ば、励起エネルギーはエネルギー増大構造３－７１１内の表面プラズモン電流を駆動して
もよい。その結果として得られた表面プラズモン電流は、構造３－７１１の尖った先端に
おいて高い電場を生成してもよく、これらの高い電場は、励起領域３－２１５に保持され
た検体を励起してもよい。いくつかの実施形態において、図３－７Ｃに示されている検体
ウェル２－２１１は、窪み３－２１６を含んでいてもよい。
【００９４】
　検体ウェルの他の実施形態が図３－７Ｅに示されており、検体ウェル２－２１１の内壁
に沿って形成された励起エネルギー増大構造３－７２０を示している。励起エネルギー増
大構造３－７２０は、金属又は導電体を含んでいてよく、検体ウェルが形成される基板が
堆積中に回転される、傾斜させた（又はシャドウイングを用いた）指向性堆積を使用して
形成されてもよい。堆積中、検体ウェル２－２１１の基部は、ウェルの上壁によって陰に
なり、堆積される材料が基部に蓄積されない。その結果として得られた構造３－７２０は
、構造の底部で鋭角３－７２２を形成してもよく、導電体のこの鋭角は、検体ウェル内の
励起エネルギーを増大させることができる。
【００９５】
　図３－７Ｅに示されているような実施形態において、検体ウェルが形成される材料３－
２３２は、導電体である必要はなく、誘電材料等の何れの適当な材料であってもよい。い
くつかの実装形態によれば、検体ウェル２－２１１と励起エネルギー増大構造３－７２０
とは、誘電体層３－２３５にエッチングされた止まり穴に形成されてもよく、別の層３－
２３２を堆積させる必要はない。
【００９６】
　いくつかの実装形態において、その後、図３－７Ｅに示される構造にシャドウ蒸着を実
行して、金属又は導電性のエネルギー増大構造、例えば、破線で示されるような検体ウェ
ルの基部の台形構造又は先端の尖った円錐を堆積させてもよい。エネルギー増大構造は、
表面プラズモンを通じてウェル内の励起エネルギーを増大させてもよい。シャドウ蒸着後
、配向プロセス（例えば、化学機械的研磨工程又はプラズマエッチングプロセス）を実行
して、ウェル内にエネルギー増大構造を残しながら、検体ウェルの上部に堆積された材料
を除去するか、エッチバックしてもよい。
【００９７】
　いくつかの実施形態において、検体ウェル２－２１１は、複数の金属層から形成されて
もよい。図３－７Ｆは、多層構造内に形成された検体ウェルを示し、異なる材料が異なる
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層に使用されてもよい。いくつかの実施形態によれば、検体ウェル２－２１１は、第一の
層３－２３２（半導体又は導電性材料であってもよい）、第二の層３－２３４（絶縁体又
は誘電体であってもよい）、及び第三の層２－２２１（導電体又は半導体であってもよい
）に形成されてもよい。いくつかの実施形態において、検体ウェルの層には、縮退ドープ
半導体又はグラフェンが使用されてもよい。いくつかの実装形態において、検体ウェルは
２つの層に形成されてもよく、他の実装形態において、検体ウェルは４つ以上の層に形成
されてもよい。いくつかの実施形態において、検体ウェルを形成するために使用される多
層材料は、検体ウェルの基部における表面プラズモン生成を増大させるか、又はウェルの
上部において表面プラズモン放射を抑制するように選択されてもよい。いくつかの実施形
態において、検体ウェルを形成するために使用される多層材料は、励起エネルギーが検体
ウェルと多層構造を超えてバルク試料へと伝播するのを抑制するように選択されてもよい
。
【００９８】
　いくつかの実施形態において、検体ウェルを形成するために使用される多層材料は、検
体ウェルに入射する励起エネルギーにより生成され得る界面励起子を増大又は抑制するよ
うに選択されてもよい。例えば、双励起子及び三励起子等の多励起子が、検体ウェルに隣
接する２つの異なる半導体層間の界面において生成され得る。検体ウェルは、金属層と第
一の半導体層との両方において形成されてもよく、それによって第一の半導体層と第二の
半導体層との間の界面は、検体ウェルの励起領域３－２１５にある。界面励起子は、単独
の半導体層の体積内の励起子より長い寿命を有し得、それによって、励起子がＦＲＥＴ又
はＤＥＴを介して検体又はタグを励起する可能性が高くなる。いくつかの実施形態におい
て、多励起子が励起され得る少なくとも１つの量子ドットが検体ウェルの底部に（例えば
、結合分子によって）付着されてもよい。量子ドットにおいて励起される励起子も１つの
半導体層の体積内の励起子より長い寿命を有し得る。界面励起子又は量子ドットにおいて
生成される励起子は、いくつかの実施形態によれば、ＦＲＥＴ又はＤＥＴの速度を増大さ
せることができる。
【００９９】
　上述の実施形態において説明されている検体ウェルを形成するために、様々な材料が使
用されてもよい。いくつかの実施形態によれば、検体ウェル２－２１１は、少なくとも１
つの材料層２－２２１から形成されてもよく、これは、導電性材料、半導体、及び絶縁体
の何れか１つ又は組合せを含んでいてもよい。いくつかの実施形態において、検体ウェル
２－２１１は、高導電性の金属層、例えば金、銀、アルミウム、銅等を含んでいてもよい
。いくつかの実施形態において、層２－２２１は、多層積層体を含んでいてもよく、これ
は、金、銀、アルミニウム、銅、チタン、窒化チタン、及びクロムの何れか１つ又は組合
せを含む。いくつかの実装形態においては、それに加えて、又はその代わりに他の金属が
使用されてもよい。いくつかの実施形態によれば、検体ウェルは、ＡｌＣｕ又はＡｌＳｉ
等の合金を含んでいてもよい。
【０１００】
　いくつかの実施形態において、異なる金属又は合金の複数の層は、検体ウェルを形成す
るために使用されてもよい。いくつかの実装形態において、検体ウェル２－２１１が形成
される材料は、金属又は非金属の交互の層、例えば金属と１つ又は複数の誘電体との交互
の層を含んでいてもよい。いくつかの実施形態において、非金属はポリビニルホスホン酸
又はポリエチレングリコール（ＰＥＧ）チオール等のポリマーを含んでいてもよい。
【０１０１】
　検体ウェルが形成される層２－２２１は、いくつかの実施形態によれば、少なくとも１
つの光学的に透明な層３－２３５の上又はそれに隣接して堆積されてもよく、それによっ
て励起エネルギー（例えば、可視又は近赤外放射の形態）及び放出エネルギー（例えば、
可視又は近赤外放射の形態）は、検体ウェル２－２１１へ及びそれから大きく減衰せずに
移動できる。例えば、励起源２－２５０からの励起エネルギーは、少なくとも１つの光学
的に透明な層３－２３５を通って励起領域３－２１５へと通過でき、検体からの放出は、
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同じ１つ又は複数の層を通ってセンサ２－２６０へと通過できる。
【０１０２】
　いくつかの実施形態において、検体ウェル２－２１１の少なくとも１つの表面は、図３
－８に示されるように、検体ウェル内の検体の動作に影響を与える材料の１つ又は複数の
層３－２１１、３－２８０で被覆されてもよい。例えば、薄い誘導体層３－２８０（例え
ば、アルミナ、窒化チタン、又はシリカ）を検体ウェルの側壁上の保護コーティングとし
て堆積させてもよい。このようなコーティングは、励起領域３－２１５の外側の検体の検
体接着を減少させ、又は検体と、検体ウェル２－２１１が形成される材料２－２２１との
間の相互作用を軽減させるために実装されてもよい。検体ウェル内の保護コーティングの
厚さは、いくつかの実施形態によれば、約５ｎｍ～約５０ｎｍであってもよい。
【０１０３】
　いくつかの実装形態において、コーティング層３－２８０のための材料は、その材料に
対する化学物質の親和性に基づいて選択されてもよく、層３－２８０は、検体の種が層に
付着することをさらに阻止するために化学的又は生物学的物質で処理されてもよい。いく
つかの実施形態において、追加の又は代替的なコーティング及び保護材が使用されてもよ
い。
【０１０４】
　いくつかの実施形態によれば、検体ウェル２－２１１及び／又は窪み３－２１６の少な
くとも底面は、検体の保持を促進するために、化学的又は生物学的接着剤３－２１１（例
えば、ビオチン）で処理されてもよい。検体は、永久的に又は一時的に、例えば少なくと
も約０．５ミリ秒～約５０ミリ秒の期間にわたり保持されてもよい。他の実施形態におい
て、接着剤は、検体３－１０１をより長い期間にわたり一時的に保持するのを促進するこ
とができる。各種の実施形態において、何れの適当な接着剤も使用されてよく、ビオチン
に限定されない。
【０１０５】
　いくつかの実施形態によれば、検体ウェルに隣接する材料の層３－２３５は、その層の
材料に対する接着剤の親和性に基づいて選択されてもよい。いくつかの実施形態において
、検体ウェルの側壁の保護は、側壁上の接着剤のコーティングを阻止してもよく、それに
よって、接着剤３－２１１は優先的に検体ウェルの基部に堆積する。いくつかの実施形態
において、接着剤コーティングは、検体ウェルの側壁の一部まで延びていてもよい。いく
つかの実装形態において、接着剤は、異方性物理的堆積プロセス（例えば、蒸着、スパッ
タリング）により堆積されてもよく、それによって接着剤は検体ウェル又は窪みの基部に
蓄積され、検体ウェルの側壁上にほとんど形成されない。
【０１０６】
　アッセイチップのための検体ウェル２－２１１を製造するために、各種の製造方法が利
用されてよい。以下にプロセスの数例を説明するが、本発明はこれらの例のみに限定され
ない。
【０１０７】
　検体ウェル２－２１１は、何れの適当なマイクロ又はナノ製造工程により形成されても
よく、これには、フォトリソグラフィ、深紫外線フォトリソグラフィ、浸漬フォトリソグ
ラフィ、近接場光接触フォトリソグラフィ、ＥＵＶリソグラフィ、Ｘ線リソグラフィ、ナ
ノインプリントリソグラフィ、干渉リソグラフィ、ステップアンドフラッシュリソグラフ
ィ、直接書込み電子ビームリソグラフィ、イオンビームリソグラフィ、イオンビームミリ
ング、リフトオフ加工、反応イオンエッチング、選択的エピタキシ、分子自己組織化、有
機合成等が含まれていてもよいが、これらに限定されない。いくつかの実施形態によれば
、検体ウェル２－２１１は、フォトリソグラフィ及びリフトオフ加工を使用して形成され
てもよい。検体ウェルのリフトオフ加工に関連する例示的な製造工程が図３－９Ａ～図３
－９Ｅに示されている。ピクセルにおいて単一の検体ウェル又は構造を製造することが典
型的に図面に示されているが、基板上に（例えば各ピクセルに）多数の検体ウェル又は構
造が同時製造されてもよいことがわかるであろう。
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【０１０８】
　いくつかの実施形態によれば、基板上の層３－２３５（例えば、酸化物層）は、図３－
９Ａに示されているように、反射防止コーティング（ＡＲＣ：ａｎｔｉ－ｒｅｆｌｅｃｔ
ｉｏｎ　ｃｏａｔｉｎｇ）層３－９１０とフォトレジスト３－９２０とで被覆されてもよ
い。フォトレジスト３－９２０は、フォトリソグラフィ及びレジストの現像を使用して露
光され、パターニングされてもよい。フォトレジスト３－９２０は、現像によって露光部
分又は非露光部分（レジストのタイプによって異なる）が除去され、ピラー３－９２２が
残り、これは図３－９Ｂに示されるように、検体ウェルのための所望の直径と略等しい直
径を有する。ピラー３－９２２の高さは、検体ウェルの所望の深さより大きくてもよい。
【０１０９】
　ピラー３－９２２のパターンは、例えば、図３－９Ｃに示されるように、異方性反応イ
オンエッチング（ＲＩＥ）を使用してＡＲＣ層３－９１０に転写されてもよい。この領域
は、その後、検体ウェルを形成するのに望ましい少なくとも１つの材料２－２２１、例え
ば導電体又は金属で被覆されてもよい。堆積された材料の一部は、図３－９Ｄに示される
ように、ピラー３－９２２の上のキャップ３－２３２を形成する。フォトレジスト３－９
２０とＡＲＣ層３－９１０とは、その後、選択的除去プロセス（例えば、少なくともレジ
ストを溶解させ、キャップを解放又は「リフトオフ」する、撹拌のある又はないケミカル
バスを使用して）剥離されてもよい。ＡＲＣ層３－９１０が残っている場合、選択的エッ
チングを使用して基板から剥離してもよく、それによって図３－９Ｅに示されるように、
検体ウェル３－２１０が残る。いくつかの実施形態によれば、検体ウェルの側壁３－２１
４は、少なくとも１つの材料２－２２１の堆積の性質により、傾斜していてもよい。
【０１１０】
　本明細書において使用されるかぎり、「選択的エッチング」とは、エッチング液が除去
対象でないその他の材料をエッチングする速度より速く（例えば、少なくとも２倍の速度
で）除去又はエッチングすることが望まれる１つの材料を、エッチング液が選択的にエッ
チングするエッチングプロセスを意味する。
【０１１１】
　レジストとＡＲＣ層は典型的にポリマー系であるため、これらは軟質材料と考えられ、
これは高いアスペクト比（例えば、高さ対幅に関して、約２：１より大きいアスペクト比
）を有する検体ウェルを形成するのに適していないことがあり得る。より高いアスペクト
比の検体ウェルの場合、硬質材料がリフトオフプロセスに含められてもよい。例えば、Ａ
ＲＣ層とフォトレジストを堆積させる前に、硬質（例えば、無機材料）の層が堆積されて
もよい。いくつかの実施形態において、チタン又は窒化ケイ素の層が堆積されてもよい。
硬質材料の層は、検体ウェルが形成される材料より優先的にエッチングされるはずである
。フォトレジストがパターニングされた後、ピラーのパターンがＡＲＣ層及びその下の硬
質材料３－９３０に転写されてもよく、図３－９Ｆに示される構造が得られる。その後、
フォトレジストとＡＲＣ層が剥離され、材料２－２２１が堆積され、リフトオフ工程が実
行されて、検体ウェルが形成されてもよい。
【０１１２】
　いくつかの実施形態によれば、リフトオフプロセスは、図３－７Ｃと図３－７Ｄに示さ
れるように、エネルギー増大構造３－７１１を含む検体ウェルを形成するために使用され
てもよい。
【０１１３】
　検体ウェルを形成するための代替的なプロセスが、図３－１０Ａ～図３－１０Ｄに示さ
れている。このプロセスにおいて、検体ウェルは、少なくとも１つの材料３－２３６中に
直接エッチングされてもよい。例えば、検体ウェルがその中に形成される予定の少なくと
も１つの材料３－２３６が、基板３－３２５の上に堆積させられてもよい。層は、図３－
１０Ａに示されるように、ＡＲＣ層３－９１０とフォトレジスト３－９２０とにより被覆
されてもよい。フォトレジストは、図３－１０Ｂに示されるように、パターニングされて
、検体ウェルの所望の直径と略等しい直径を有する穴が形成されてもよい。穴のパターン
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は、例えば、図３－１０Ｃに示されるように異方性反応イオンエッチングを使用して、Ａ
ＲＣ層に、及び層３－２３０を通して転写されてもよい。レジストとＡＲＣ層が剥離され
、図３－１０Ｄに示される検体ウェルが得られる。いくつかの実施形態によれば、材料の
層３－２３０内にエッチングにより形成された検体ウェルの側壁は、リフトオフプロセス
から得られた側壁より垂直であり得る。
【０１１４】
　いくつかの実施形態において、フォトレジスト及びＡＲＣ層は、材料３－２３６上の硬
質マスク（例えば、窒化ケイ素又は酸化物層であり、図示せず）をパターニングするため
に使用されてもよい。パターニングされた穴は、その後、硬質マスクに転写されてもよく
、これは、その後、パターンを材料の層２－２２１に転写するために使用される。硬質マ
スクにより、材料の層２－２２１内により深くエッチングし、より高いアスペクト比の検
体ウェルを形成することができる。
【０１１５】
　上述のリフトオフプロセス及び直接エッチングによる製造方法は、検体ウェルが形成さ
れる材料の積層体を形成するのに異なる材料の複数の層が使用されている場合、検体ウェ
ルを形成するために使用されてもよい。ある例示的な積層体が図３－１１に示されている
。いくつかの実施形態によれば、材料の積層体は、検体ウェルの励起領域への励起エネル
ギーの結合を改善するめに、又は励起エネルギーがバルク試料内に透過し、又は再放射さ
れるのを減少させるために、検体ウェルの形成に使用されてもよい。例えば、吸収層３－
９４２は、第一の層３－９４０の上に堆積されてもよい。第一の層は、金属又は金属合金
を含んでいてもよく、吸収層は、表面プラズモンを阻止する材料、例えばアモルファスシ
リコン、ＴａＮ、ＴｉＮ、又はＣｒを含んでいてもよい。いくつかの実装形態において、
表面層３－９４４はまた、検体ウェル周辺の表面を保護するために堆積されてもよい（例
えば、分子の接着を阻止する）。
【０１１６】
　窪み３－２１６を含む検体ウェルの形成は、何れの適当な方法で実行されてもよい。い
くつかの実施形態において、窪みは、隣接する層３－２３５、及び／又は検体ウェルに隣
接する何れかの１つ又は複数の介在層内へとさらにエッチングすることによって形成され
てもよい。例えば、材料の層２－２２１内に検体ウェルを形成した後、その層２－２２１
は、図３－１２に示されているように、窪みをパターニングするためのエッチマスクとし
て使用されてもよい。例えば、基板に対して選択的な異方性反応イオンエッチングを行っ
てもよく、それによって窪み３－２１６が隣接する層３－２３５にエッチングされてもよ
い。例えば、材料２－２２１が金属であり、隣接する層３－２３５が酸化シリコンである
実施形態において、フィードガスがＣＨＦ３又はＣＦ４を含む反応イオンプラズマエッチ
ングが、検体ウェルの下に露出された酸化シリコンを優先的に除去し、窪み３－２１６を
形成するために使用されてもよい。本明細書において使用されるかぎり、「酸化シリコン
」は一般にＳｉＯｘを指し、例えば二酸化シリコンを含んでいてもよい。
【０１１７】
　いくつかの実施形態において、エッチング中にプラズマ内の状態（例えば、基板に対す
るバイアスと圧力）は、窪み３－２１６のエッチング形状を決定するために制御されても
よい。例えば、低圧（例えば、約１３３３２．２Ｐａ（約１００ｍＴｏｒｒ）未満）及び
高いＤＣバイアス（例えば、約２０Ｖを超える）では、エッチングは、図に示されている
ように、異方性が高く、窪みの、実質的に直線に縦方向の側壁を形成してもよい。より高
い圧力及びより低いバイアスでは、エッチングはより等方性が強く、窪みのテーパ状及び
／又は湾曲した側壁を生成してもよい。いくつかの実装形態において、ウェットエッチン
グが窪みの形成に使用されてもよく、これは実質的に等方性で、略球形の窪みを形成し、
これは材料２－２２１の下で横方向に、検体ウェルの側壁の上又はそれを超えるまで延び
ていてもよい。
【０１１８】
　図３－１３Ａ～図３－１３Ｃは、検体ウェル２－２１１（例えば、図３－７Ｂに示され
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ているような窪み）より横断方向の寸法が小さい窪み３－２１６を形成するために使用で
きるプロセス工程を示している。いくつかの実装形態において、検体ウェルを形成した後
、検体ウェルを含む領域の上に等角の犠牲層３－９６０を堆積させてもよい。いくつかの
実施形態によれば、堆積層３－９６０は蒸着プロセス、例えば化学蒸着（ＣＶＤ）、プラ
ズマエンハンストＣＶＤ、又は原子層堆積（ＡＬＤ）を使用して堆積されてもよい。その
後、犠牲層を、犠牲層３－９６０に対して選択的な第一の異方性エッチングを使用してエ
ッチバックしてもよく、水平面から層を除去し、図３－１３Ｂに示されているように、検
体ウェルの壁の上に側壁コーティング３－９６２が残るようにする。エッチバックは、い
くつかの実施形態において、選択的であり、材料２－２２１及び隣接する層３－２３５の
上で停止してもよく、又はいくつかの実施形態において、非選択的で時間制御されたエッ
チングであってもよい。
【０１１９】
　隣接する層３－２３５に選択的な第二の異方性エッチングを実行して、図３－１３Ｃに
示されるように、窪み３－２１６を隣接する層にエッチングしてもよい。その後、任意選
択により、側壁の犠牲コーティング３－９６２を選択的なウェット又はドライエッチング
により除去してもよい。側壁コーティングの除去により、検体ウェルが開き、窪み３－２
１６より大きい横断方向の寸法を有することになる。
【０１２０】
　いくつかの実施形態において、犠牲層３－９６０は、隣接する層３－２３５と同じ材料
を含んでいてもよい。このような実施形態において、第二のエッチングにより、側壁が隣
接する層３－２３５の内部までエッチングされる際に、側壁コーティング３－９６２の少
なくとも一部が除去されてもよい。いくつかの実施形態において、側壁コーティングのこ
のようなエッチバックにより、窪みのテーパ状の側壁を形成できる。
【０１２１】
　いくつかの実装形態において、犠牲層３－９６０は、検体ウェルの側壁を保護するため
（例えば、検体ウェルの側壁への検体の付着を減少させる）ために使用される材料から形
成され、又はその層を含んでいてもよい。層３－９６０の少なくとも一部が、窪みの形成
後、検体ウェルの壁に残ってもよい。
【０１２２】
　いくつかの実施形態によれば、側壁コーティング３－９６２の形成は、窪みの形成後に
行われてもよい。このような実施形態において、層３－９６０は、窪みの側壁をコーティ
ングする。このようなプロセスは、窪みの側壁を保護し、検体を窪みの中央に局所化する
ために使用されてもよい。
【０１２３】
　検体ウェル２－２１１の基部の接着剤３－２１１、及び保護層３－２８０を堆積させる
ことに関連するプロセス工程が図３－１４Ａ～３－１４Ｄに示されている。いくつかの実
施形態によれば、検体ウェルは、検体ウェルの壁上の第一の保護層３－２８０を含んでい
てもよい。第一の保護層は、例えば、図３－１３Ｂ又は図３－８に関して上述したように
形成されてもよい。いくつかの実施形態において、第一の保護層３－２８０は、何れの適
当な堆積プロセス及びエッチングバックにより形成されてもよい。いくつかの実施形態に
おいて、第一の保護層は、検体ウェルが形成される材料３－２３０を酸化することにより
形成されてもよい。例えば、検体ウェルは、アルミニウムで形成されてもよく、これを酸
化させて、検体ウェルの側壁上にアルミナのコーティングを形成してもよい。
【０１２４】
　接着剤３－９８０又は接着剤前駆体（例えば、接着剤と優先的に結合する材料）は、図
３－１４Ａに示されるように、異方性物理堆積プロセス、例えば蒸着を用いて基板上に堆
積されてもよい。接着剤又は接着剤前駆体３－９８０は、図３－１４Ｂに示されるように
、検体ウェルの基部に接着剤層３－２１１を形成してもよく、検体ウェルが形成される材
料２－２２１の上面を被覆してもよい。その後の、図３－１４Ｃに示される、傾斜させた
指向性堆積（シャドウデポジション、又はシャドウエバポレーションプロセスと呼ばれる
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ことがある）は、第二の保護層３－２８０を、接着剤層３－２１１を被覆せずに、材料２
－２２１の上面に堆積させるために使用されてもよい。シャドウデポジションプロセス中
に、基板を基板に垂直な軸の周囲で回転させながら、保護層前駆体３－９９０を堆積させ
てもよく、それによって第二の保護層３－２８０は検体ウェルの上側縁の周囲により均一
に堆積する。いくつかの実施形態により、その結果として得られる構造が図３－１４Ｄに
示されている。第二の保護層を堆積させる代わりに、平坦化エッチング（例えば、ＣＭＰ
工程）が材料３－２３０の上面から接着剤を除去するために使用されてもよい。
【０１２５】
　いくつかの実装形態によれば、接着剤層３－２１１は、図３－１５に示されるように、
テーパ付きの検体ウェルの基部の中央に堆積されてもよい。例えば、接着剤又は接着剤前
駆体は、図３－１４Ａに示されるように、前述のように形成されたテーパ付きの検体ウェ
ル内に指向的に堆積させてもよい。検体ウェルの壁は、接着剤層３－２１１の堆積前又は
後に酸化プロセスによって保護されてもよい。材料２－２２１の表面上に残る接着剤又は
前駆体は、図３－１４Ｄに関連して説明したように保護されてもよい。いくつかの実施形
態において、材料２－２２１の上面上の接着剤は、化学機械的研磨工程により除去されて
もよい。接着剤層又は接着剤層前駆体を検体ウェルの基部の中央に形成することによって
、検体からの放出に対する有害な効果（例えば、検体ウェルからの検体の放射の抑制又は
急冷、検体ウェルの周囲に形成されたエネルギー結合構造に関して中央に位置付けられて
いないことによる検体からの好ましくない放射分布、検体に関する発光寿命に対する悪影
響）が低減し得る。
【０１２６】
　いくつかの実施形態において、検体ウェル及び窪みを形成するために使用されるリフト
オフパターニング、エッチング、及び堆積プロセスは、センサチップ上に集積ＣＭＯＳ回
路を形成するために使用されるＣＭＯＳプロセスと適合可能であり得る。したがって、セ
ンサは、従来のＣＭＯＳ施設及び製造法を使用して製造できるが、いくつかの実装形態に
おいては、カスタム又は専用製造施設が使用されてもよい。
【０１２７】
　上述のプロセス工程の変形形態が、検体ウェルの代替的な実施形態を形成するために使
用されてもよい。例えば、図３－７Ａ又は図３－７Ｂに示されているようなテーパ状検体
ウェルは、図３－１４Ｃに示される傾斜堆積プロセスを使用して形成されてもよい。図３
－７Ｂの検体ウェルに関して、堆積プロセス中に堆積の角度を変化させてもよい。このよ
うな実施形態の場合、実質的に直線に縦方向の側壁を有する検体ウェルがまず形成され、
その後、追加の材料２－２２１が、傾斜堆積により堆積され、検体ウェルの側壁にテーパ
が付けられる。
Ｂ．励起エネルギーの検体ウェルへの結合
　図２－１，２－３に示されているように、励起源２－２５０からの励起エネルギー２－
２５１は、機器２－１２０の構成要素とアッセイチップ２－１１０の構成要素とを使用し
て、検体ウェル２－２１１に案内される。ここでは、励起エネルギー２－２５１を検体ウ
ェル２－２１１に結合するのを補助できるアッセイチップ２－１１０の構成要素について
説明する。
【０１２８】
　励起源からのエネルギーの検体ウェルへの結合は、検体ウェル内及び／又はそれに近接
して励起－結合構造を形成することによって改善し、又はそれに影響を与えることができ
る。励起－結合構造は、いくつかの実施形態において、検体ウェルの周囲に製造されたマ
イクロ又はナノスケール構造を含んでいてもよく、又はいくつかの実施形態において、検
体ウェルに形成された構造又は粒子を含んでいてもよい。励起－結合構造は、いくつかの
実装形態において、検体の放射励起に影響を与えてもよく、及びいくつかの実装形態にお
いて、検体の非放射励起に影響を与えてもよい。各種の実施形態において、放射励起－結
合構造は、検体ウェルの励起領域内の励起エネルギーの強度を高めることができる。非放
射励起－結合構造は、励起源（これは放射でも非放射でもよい）から検体までの非放射エ
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ネルギー移動通路を改善及び／又は変化させてもよい。
Ｃ．放射励起－結合構造
　励起源からの励起エネルギーの検体ウェル内の励起領域への結合に影響を与えるために
使用可能な放射励起－結合構造には様々な種類のものがある。いくつかの放射結合構造は
、導電体で形成されて（例えば、金属層を含む）、表面プラズモン振動を支援し、これは
検体ウェルの付近及び／又はその中の励起エネルギーに局所的に影響を与える（例えば、
電磁界を局所的に変化させる）。場合により、表面プラズモン構造は、検体ウェルの励起
領域内の励起エネルギーを２倍以上増大させ得る。いくつかの放射結合構造は、励起磁場
の位相及び／又は振幅を変化させて、検体ウェル内の励起エネルギーを増大させてもよい
。このセクションでは、放射励起－結合構造の各種の実施形態を説明する。
【０１２９】
　図４－１Ａは、検体ウェル内への励起エネルギーの結合を促進するために使用可能な表
面プラズモン構造４－１２０のごく一例を示す。図面は、表面プラズモン構造４－１２０
の周囲の領域の平面図を示しており、構造の周囲の電場強度の数値シミュレーションの結
果を表す。図面は、検体ウェル（図示せず）に近接して位置付けられた鋭角の頂点を有す
る３つの三角形の特徴物を含む表面プラズモン構造を示している。いくつかの実施形態に
よれば、表面プラズモン構造は金属又は導電体（例えば、以下の金属又は金属合金の何れ
か１つ又は組合せのパターニングされた薄膜：Ａｌ、Ａｕ、Ａｇ、Ｔｉ、ＴｉＮ）を含ん
でいてもよい。薄膜の厚さは、いくつかの実施形態において約１０ｎｍ～約１００ｎｍで
あってもよいが、他の実施形態においては他の厚さが使用されてもよい。表面プラズモン
構造は、いくつかの実施形態において、検体ウェルに近接して（例えば、約１００ｎｍ以
内）に位置付けられた鋭角を有する構造物４－１１０を含んでいてもよい。
【０１３０】
　図４－１Ｂは、図４－１Ａの表面プラズモン構造の、破線で切った断面図を示す。シミ
ュレーションは、表面プラズモン構造の三角形の頂点に近接した励起エネルギーの局所的
な高強度の領域４－５０５を示している。このシミュレーションのために、表面プラズモ
ン構造４－１２０を誘電体層４－１３５（二酸化シリコン）の上に位置付けた。表面プラ
ズモン構造は導波路のエバネッセント場からのエネルギーを利用し、検体ウェルにおける
強度を増大させる。
【０１３１】
　いくつかの実施形態において、表面プラズモン構造による励起エネルギーの増大は、深
い検体ウェル２－２１１が不要となる程度まで局所化されてもよい。例えば、直径約１０
０ｎｍ、ピーク強度値が領域外の強度の約８０％を超えるような高強度領域４－５０５が
形成されると、深い検体ウェルが不要となり得る。高強度領域４－５０５内の検体のみが
、検出のための感知可能な放出に寄与する。
【０１３２】
　入射電磁場が表面プラズモン構造と相互作用すると、構造内に表面波電流が生成される
。構造の形状はこれらの表面プラズモンの強度と分布に影響を与え得る。これらの局所化
された電流は、図４－１Ｂの高強度領域４－５０５により示されているように、例えば表
面プラズモン構造のすぐ近傍における入射電磁場と相互作用し、これを大きく変化させ、
増強させることができる。いくつかの実施形態において、表面プラズモン構造の付近でエ
ネルギーを発するエミッタ（例えば、蛍光タグ）は、その放出をこの構造により変化させ
るようにして、エミッタからの遠隔場放射パターンを変化させることができる。
【０１３３】
　表面プラズモン構造４－１２２の他の実施形態が図４－１Ｃの平面図に示されている。
図の蝶ネクタイ型構造は、検体ウェル２－２１１に隣接して位置付けられた２つの三角形
の金属構造を含む。この構造は、例えば検体ウェルの下方において、及び／又は検体ウェ
ルの励起領域に近接してパターニングされてもよい。いくつかの実装形態において、表面
プラズモン構造の検体ウェルと鋭角を有する特徴物４－１２５間にギャップ４－１２７が
あってもよい。いくつかの実施形態によれば、ギャップ４－１２７は約１０ｎｍ～約２０
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０ｎｍであってよい。いくつかの実装形態においてギャップ４－１２７は、約１０ｎｍ～
約１００ｎｍであってもよい。鋭角を有する特徴物４－１２５は、図面に示されているよ
うに、表面プラズモン構造の縁に先端又は尖った曲げ部を含んでいてもよい。鋭角を有す
る特徴物は、何れの適当な形状であってもよい。いくつかの実施形態において、鋭角を有
する特徴物４－１２５の曲げ半径は、入射励起エネルギーに関連する波長の約５つ分未満
であってもよい。いくつかの実施形態において、鋭角を有する特徴物４－１２５の曲げ半
径は、入射励起エネルギーにより励起される表面プラズモン波に関連する波長約２つ分未
満であってもよい。いくつかの実施形態において、鋭角を有する特徴物４－１２５の曲げ
半径は、入射励起エネルギーにより励起される表面プラズモン波に関連する波長約５つ分
未満であってもよい。いくつかの実施形態において、鋭角を有する特徴物４－１２５の曲
げ半径は、入射励起エネルギーにより励起される表面プラズモン波に関連する波長約２つ
分未満であってもよい。
【０１３４】
　いくつかの実施形態によれば、表面プラズモン構造４－１２２は、図４－１Ｄの立面図
に示されているように、検体ウェル２－２１１内にパターニングされてもよい。いくつか
の実施形態において、検体ウェル内の表面プラズモン構造は、図に示されているように、
検体ウェルの側壁にパターニングされた１つ又は複数の指部（例えば、金属の指部）を含
んでいてもよい。図４－１Ｅは検体ウェル２－２１１の平面図を示し、検体ウェル内の側
壁上に形成された表面プラズモン構造４－１２２を示している。いくつかの実施形態にお
いて、これらの表面プラズモン構造４－１２２の下端は、鋭角を有する特徴物又は曲げ部
を形成し、そこで電磁場が増強される。表面プラズモン構造４－１２２は、検体ウェルの
基部まで延びていてもいなくてもよい。
【０１３５】
　いくつかの実施形態において、表面プラズモン構造４－１２２は、励起エネルギー及び
／又は検体ウェルからの放出エネルギーの偏向に影響を与えるように配置されてもよい。
例えば、図４－１Ｅに示されているパターンは、線形又は楕円形の励起偏光の好ましい方
位及び／又は検体ウェル内のエミッタからの線形又は楕円偏光の好ましい方位に影響を与
えるために使用されてもよい。
【０１３６】
　表面プラズモン構造は、図４－１Ａ～図４－１Ｅに示されているもの以外の形状にパタ
ーニングされてもよい。例えば、表面プラズモン構造は、いくつかの実施形態によれば、
図４－２Ａに示されているように、規則的又は周期的構造としてパターニングされてもよ
い。例えば、表面プラズモン構造は、その中に検体ウェル２－２１１が形成される材料２
－２２１の下面の突出する特徴物４－２１０のアレイとしてパターニングされてもよい。
周期的表面プラズモン構造は、規則的なアレイ状に、例えば回折格子、グリッド、ラティ
ス、円形回折格子、螺旋回折格子、楕円回折格子、又は他のあらゆる適当な構造として形
成されてもよい。表面プラズモン構造の突起４－２１０間に、実質的に均等な間隔ｓがあ
ってもよい。いくつかの実装形態において、間隔ｓの数値は約４０ｎｍ～約２５０ｎｍで
あってもよい。いくつかの実施形態によれば、突起の高さｈは約２０ｎｍ～約１００ｎｍ
であってもよい。いくつかの実装形態において、間隔は不均一であってもよく、又はチャ
ープしていてもよい（半径方向の距離がより大きい場合に数値が減少する）。いくつかの
実施形態において、表面プラズモン構造の突起４－２１０は、フレネルゾーンプレートと
してパターニングされてもよい。いくつかの実施形態によれば、表面プラズモン構造４－
２１０は、透明層及び／又は誘電体層３－２３５に隣接して形成されてもよい。いくつか
の実施形態において、突起４－２１０間の間隔は周期的であってもよく、他の実施形態に
おいては、突起４－２１０は非周期的であってもよい。
【０１３７】
　いくつかの実装形態において、表面プラズモン構造４－２１２は、図４－２Ｂに示され
ているように、検体ウェルが形成される材料２－２２１から離間されていてもよい。例え
ば、表面プラズモン構造４－２１２と材料４－２３０との間に介在誘電体層４－２４７が
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あってもよい。いくつかの実施形態によれば、表面プラズモン構造４－２１２は、図４－
２Ｂに示されているように、検体ウェルの窪み３－２１６に隣接して位置付けられていて
もよい。例えば、表面プラズモン構造４－２１２は、図４－２Ｂに示されているように、
窪み３－２１６の側壁に隣接して位置付けられていてもよい。
【０１３８】
　図４－２Ｃは、同心円回折格子として形成された表面プラズモン構造４－２１４を示し
ている。構造４－２１４は、いくつかの実施形態によれば、同心円状の導電リング４－２
１５を含んでいてもよい。リングは、図４－２Ａに関連して説明したように、規則的間隔
ｓにより分離され、高さｈを有していてもよい。いくつかの実施形態によれば、任意選択
による窪みを有する検体ウェル４－２１０は、リングの中央に位置付けられてもよい。円
形回折格子は、検体ウェルの基部に隣接してパターニングされてもよい。
【０１３９】
　表面プラズモン構造の周期性は、いくつかの実施形態によれば、共振構造を形成するよ
うに選択されてもよい。例えば、表面プラズモン構造の間隔ｓは、励起エネルギーによっ
て構造内に生成される表面プラズモン波の波長の約半分となるように選択されてもよい。
共振構造として形成された場合、表面プラズモン構造は、周期的表面プラズモン構造の方
向に沿って励起エネルギーを蓄積させ、共振させてもよい。このような共振挙動は、図４
－２Ｄに示されるように、検体ウェル内の、また検体ウェルに隣接する電磁エネルギーを
増強できる。表面プラズモン構造の間隔はいくつかの実施形態において周期的であっても
よいが、他の実施形態においては、空間は非周期的である。非周期的な間隔を使用するこ
とにより、電場増強を励起エネルギーの波長と、関連する放出エネルギーの波長に合わせ
て特に設計することができる。図４－２Ｄは、検体ウェルの基部と周期的な表面プラズモ
ン構造の周囲における電磁場の数値シミュレーションの結果を表す。表面プラズモン構造
４－２１６は、その中に検体ウェルが形成される材料２－２２１に隣接して位置付けられ
、検体ウェル２－２１１の基部に近接している。表面プラズモン構造は、検体ウェルから
離れた領域内及びシミュレート領域外で、規則的又は不規則的な間隔インタバルを繰り返
す回折格子又は円形回折格子の形態であってもよい。例えば、表面プラズモン構造４－２
１６の繰返しの格子突起が３～５０あってもよい。高強度領域４－２４０は、検体ウェル
２－２１１の基部に見ることができる。この領域内の強度は、表面プラズモン構造の直下
の周辺領域にわたり、２倍超だけ増強されている。
【０１４０】
　図４－２Ｅは、立面図で、共振表面プラズモン構造４－２１８の代替的な実施形態を示
す。いくつかの実施形態によれば、表面プラズモン構造は周期的又は非周期的回折格子又
はグリッドパターンとして形成されてもよく、多層４－２４７にパターニングされてもよ
い。いくつかの実施形態によれば、検体ウェル２－２１１は、多層４－２４７を通じて、
また共振表面プラズモン構造４－２１８内でパターニングされてもよい。いくつかの実装
形態において、共振表面プラズモン構造は、図４－２Ｆの平面図に示されているように、
個別の導電性要素４－２２２を含んでいてもよい。いくつかの実装形態において、共振表
面プラズモン構造は、図４－２Ｇに示されているように、連続的なラティスパターン４－
２５０を含んでいてもよい。誘電フィルタ４－２５２は導電材料４－２５０中の空洞に位
置付けられてもよく、検体ウェル２－２１１は空洞と共に位置付けられてもよい。
【０１４１】
　検体ウェルへの結合を増強させるため、又は検体ウェル内の検体からの放出に影響を与
えるために使用できる表面プラズモン構造には様々な種類がある。図４－２Ｈは、平面図
で、表面プラズモン構造のまた別の代替的な実施形態を示す。図４－２Ｈの線４－２Ｉに
沿って切断した構造の断面図が図４－２Ｉに示されている。いくつかの実装形態によれば
、表面プラズモン構造は、検体ウェル２－２１１の周囲に分散されたディスク４－２６０
のアレイを含んでいてもよい。いくつかの実施形態において、各ディスク４－２６０は、
検体ウェル２－２１１から略距離Ｒだけ離れていてもよい。しかしながら、図のように、
各ディスク４－２６０から検体ウェル２－２１１までの距離は均一でなくてもよい。また
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、各ディスク４－２６０の大きさは異なっていてもよい。いくつかの実装形態において、
導電性ディスク４－２６０を使用する代わりに、表面プラズモン構造は導電層を含んでい
てもよく、それを通って分散パターンの穴が形成される。このような構造は「ナノアンテ
ナ」と呼ばれてもよい。
【０１４２】
　検体ウェルに隣接する表面プラズモン構造をパターニングするために、様々なプロセス
が使用されてもよい。図４－３Ａ～図４－５Ｅは、いくつかの実施形態による、検体ウェ
ルに隣接して表面プラズモン構造を形成するために使用できるプロセス工程に関連する構
造を示している。ここで、図４－３Ａを参照すると、表面プラズモン構造を形成する工程
は、マスキング層４－３３０の上の反射防止コーティング（ＡＲＣ）４－３２０上にレジ
スト層４－３１０を形成する工程を含んでいてもよい。これらの層は、いくつかの実装形
態によれば、透明誘電体層３－２３５の上に堆積されてもよい。レジスト層４－３１０は
、リソグラフィによるパターニング可能なフォトレジスト、又は電子もしくはイオンビー
ムレジストを含んでいてもよい。マスキング層４－３３０は、いくつかの実施形態によれ
ば、無機材料（例えば、シリコンもしくは窒化シリカ、又は他のあらゆる適当な材料）で
形成された硬質マスクを含んでいてもよい。
【０１４３】
　いくつかの実装形態において、図４－３Ｂに示されているように、レジスト４－３１０
をパターニングするために、フォトリソグラフィプロセスが使用されてもよい。選択され
たパターンは、所望の表面プラズモン構造を形成するために使用される突起又は穴のレイ
アウトを含んでいてもよい。レジスト４－３１０の現像後、ＡＲＣの領域が露出し、パタ
ーンがＡＲＣ層４－３２０に、その後、マスキング層４－３３０内にエッチングされても
よい。レジストとＡＲＣは基板から剥離されてもよく、その結果として得られる構造は、
図４－３Ｃに示されるように見え得る。マスキング層４－３３０は、その後、エッチマス
クとして使用されてもよく、それによってパターンが、図４－３Ｄに示されるように、選
択的異方性エッチを通じて下にある誘電体層３－２３５に転写されてもよい。
【０１４４】
　その後、図４－３Ｅに示されているように、導電材料２－２２１又は導電体を含む材料
の層が堆積されてもよい。表面プラズモン構造を形成するためには、それが材料２－２２
１から分離された層として堆積されるか否かを問わず、何れの適当な導電材料が使用され
てもよい。例えば、場合により、第一の導電材料が材料２－２２１の基底層として堆積さ
れてもよく、その中に表面プラズモン構造が形成される。表面プラズモン構造を形成する
ために使用できる材料の例としては、Ａｕ、Ａｌ、Ｔｉ、ＴｉＮ、Ａｇ、Ｃｕ、及びこれ
らの合金又は組合せの層を含むが、これらに限定されない。
【０１４５】
　材料２－２２１又は材料の層は、何れの適当な堆積プロセスで堆積されてもよく、これ
には物理堆積プロセス又は化学蒸着プロセスが含まれるが、これらに限定されない。いく
つかの実施形態において、材料２－２２１の厚さは約８０ｎｍ～約３００ｎｍであっても
よい。いつくかの実装形態において、材料２－２２１は平坦化（例えば、ＣＭＰプロセス
を使用）されてもよいが、平坦化は必須ではない。検体ウェルは、検体ウェルの製造に関
連して本明細書で説明した何れの適当なプロセスを使用して材料２－２２１内に形成され
てもよい。
【０１４６】
　本発明者らは、図４－３Ａ～図４－３Ｅに示される工程に従って表面プラズモン構造を
形成するには、検体ウェルを表面プラズモン構造に正確に整列させる必要があり得ること
を認識した。例えば、図４－２Ｃに示されているように、同心円回折格子を含む表面プラ
ズモン構造には、検体ウェル２－２１１を表面プラズモン構造４－２１４の中心に正確に
整列させる必要があり得る。このような正確な整列に関連する製造上の困難を回避するた
めに、図４－４Ａ～図４－５Ｅに示されるセルフアラインメントプロセスが使用されても
よい。
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【０１４７】
　ここで、図４－４Ａを参照すると、表面プラズモン構造と、表面プラズモン構造とセル
フアラインにより検体ウェルを形成するためのプロセスは、透明誘電体層３－２３５の上
にマスキング層４－４１０を形成する工程を含んでいてもよい。マスキング層は、いくつ
かの実施形態によれば、シリコン、又は窒化シリコン等の無機材料で形成された硬質マス
クを含んでいてもよい。マスキング層４－４１０の厚さは、検体ウェル２－２１２の所望
の高さと略同じであってもよい。例えば、マスキング層の厚さは、いくつかの実施形態に
よれば、約５０ｎｍ～約２００ｎｍであってもよいが、他の実施形態では他の厚さが使用
されてもよい。
【０１４８】
　マスキング層４－４１０は、誘電層３－２３５にパターニングされることになる表面プ
ラズモン構造の所望のパターンを有する空洞４－４３０を作るためにパターニングされて
もよい。マスキング層４－４１０のパターニングは、何れの適当なリソグラフィプロセス
（例えば、フォトリソグラフィ、電子ビームリソグラフィ、イオンビームリソグラフィ、
ＥＵＶリソグラフィ、Ｘ線リソグラフィ）で行われてもよい。結果として得られる構造は
、図４－４Ｂに示されるように見え得る。構造は、中央ピラー４－４２０を含んでいても
よく、これは、その後、セルフアラインによる検体ウェルを形成するために使用される。
【０１４９】
　次に、レジスト４－４４０（例えば、フォトレジスト）が、図４－４Ｃに示されている
ように、パターニングされたマスキング層４－４１０の上にパターニングされてもよい。
レジスト４－４４０（例えば、基板アラインメントのためのマスク）をパターニングする
ためのアラインメントは高い精度である必要はなく、レジスト４－４４０が中央ピラー４
－４２０を覆い、表面プラズモン構造の形成に使用されることになる空洞４－４３０を覆
わなければよい。
【０１５０】
　次に、いくつかの実施形態によれば、図４－４Ｄに示されているように、選択的異方性
エッチングを用いて、誘電体層３－２３５のエッチングし、表面プラズモン構造のパター
ンを誘電体に転写してもよい。その後、選択的等方性エッチングを用いて、マスキング層
４－４１０の露出部分を除去してもよい。等方性エッチングは、例えばウェットエッチン
グであってもよいが、いくつかの実施形態においては等方性ドライエッチングが使用され
てもよい。レジスト４－４４０が中心ピラー４－４２０を覆うため、図４－４Ｅに示され
ているように、中央ピラーはエッチングされず、基板上に残る。次に、図４－４Ｆに示さ
れているように、レジスト４－４４０が基板から剥離されてもよく、ピラー４－４２０が
露出する。
【０１５１】
　いくつかの実施形態によれば、図４－４Ｇに示されているように、金属導電材料２－２
２１、又は導電材料を含む材料の積層体がその領域の上に堆積されてもよい。中央ピラー
４－４２０とピラー上に堆積された材料のキャップは、その後、ピラーの選択的ウェット
エッチングによって除去され、キャップがリフトオフされてもよい。中央ピラーを除去す
ると、検体ウェルが残り、これは下の表面プラズモン構造４－４５０とセルフアラインす
る。
【０１５２】
　表面プラズモン構造とセルフアライン式の検体ウェルを形成するために代替的なプロセ
スが使用されてもよく、これは図４－５Ａ～図４－５Ｅに示されている。いくつかの実施
形態によれば、図４－５Ａに示されるように、１つ又は複数の導電層４－５１０、４－５
２０が、あらゆる適当なリソグラフィプロセスを使用して透明誘電体層３－２３５の上に
パターニングされてもよい。いくつかの実装形態において、第一の層４－５１０はアルミ
ニウムを含んでいてもよく、第二の層４－５２０は窒化チタンを含んでいてもよいが、様
々な実施形態において、他の材料の組合せが使用されてもよい。１つ又は複数の層の全体
の厚さは、いくつかの実施形態によれば、検体ウェルの所望の厚さと略同じでもよい。パ
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ターンは、１つ又は複数の金属層内に検体ウェル２－２１１と、検体ウェルに隣接する空
洞４－５２５を形成してもよい。空洞は、所望の表面プラズモン構造のパターンに配置さ
れてもよい。
【０１５３】
　いくつかの実装形態において、誘電体層３－２３５は、図４－５Ｂに示されているよう
に、エッチングされて表面プラズモン構造及び検体ウェル２－２１１のパターンが誘電体
層に転写され、誘電体空洞４－５３０が形成されてもよい。誘電体空洞４－５３０のエッ
チング深さは、いくつかの実施形態によれば、約２０ｎｍ～約１５０ｎｍであってもよい
。レジスト４－４４０は、図４－５Ｃに示されているように検体ウェルを覆うようにパタ
ーニングされてもよい。レジストをパターニングするためのアラインメントは高い精度で
なくてもよく、表面プラズモン構造を形成するために使用されることになる誘電体層３－
２３５の隣接するエッチング領域を覆わずに検体ウェルを覆えばよい。
【０１５４】
　図４－５Ｄに示されているように、導電性材料４－５１２又は導電体を含む材料の層は
、この領域上に、何れの適当な堆積プロセスを使用して堆積されてもよい。材料４－５１
２は、誘電体層のエッチングされた領域を充填してもよく、また１つ又は複数の層４－５
１０、４－５２０の上まで延びていてもよい。レジスト４－４４０と、レジストを覆う材
料とは、その後、リフトオフプロセスによって除去されてもよい。結果として得られる構
造は、図４－５Ｅに示されており、周辺の表面プラズモン構造とセルフアラインした検体
ウェルが残っている。検体ウェルは、窪み３－２１６を含む。
【０１５５】
　いくつかの実施形態において、図４－５Ａ～図４－５Ｅに示されているプロセスは、窪
み３－２１６を有さない検体ウェルを形成するために使用されてもよい。例えば、レジス
ト４－４４０は、誘電体層３－２３５がエッチングされる前に検体ウェル２－２１１の上
にパターニングされてもよい。その後、誘電体層３－２３５がエッチングされてもよく、
これによって表面プラズモン構造のパターンが誘電体層に転写されるが、空洞は形成され
ない。プロセスは、その後、図４－５Ｄ及び図４－５Ｅに示されているように進められて
もよく、空洞を有さないセルフアラインによる検体ウェルが作られる。
【０１５６】
　表面プラズモン構造に加えて、又はその代わりに、他の構造が検体ウェル２－２１１の
付近にパターニングされて、検体ウェル内の励起エネルギーを増大させてもよい。例えば
、いくつかの構造は入射励起電場の位相及び／又は振幅を変化させて、検体ウェル内の励
起エネルギーの強度を増大させてもよい。図４－６Ａは、入射励起エネルギーの位相及び
振幅を変化せて、検体ウェル内の電磁放射の強度を増大させるために使用できる損失薄膜
４－６１０を示している。
【０１５７】
　いくつかの実施形態によれば、損失薄膜４－６１０は、励起エネルギーの強め合う干渉
を生じさせてもよく、その結果、検体ウェルの励起領域内の電場が増強される。図４－６
Ｂは、検体ウェルに入射する励起エネルギーの、損失薄膜４－６１０が検体ウェルに直に
隣接して形成されていた場合の数値シミュレーションを示している。このシミュレーショ
ンに関しては、検体ウェルは直径約８０ｎｍで、厚さ約２００ｎｍの金の金属層内に形成
されている。検体ウェルは、ＳＣＮを含み、励起エネルギーが検体ウェルを通じて伝播す
るのを抑制する。損失薄膜４－６１０は、厚さ約１０ｎｍであり、ゲルマニウムから形成
され、二酸化シリコンを含む下の透明誘電体を覆う。損失薄膜は、検体ウェルの入口開口
部を通って延びる。シミュレーションは、励起エネルギーの強度が検体ウェルの入口開口
部で最高の数値であることを示している。この明るい領域４－６２０の励起エネルギーの
強度は、検体ウェルの左右の強度の数値の２倍以上である。
【０１５８】
　損失薄膜は、何れの適当な材料から製作されてもよい。例えば、損失薄膜は、屈折率ｎ
が材料の減衰係数ｋと略同じ大きさである材料から製作されてもよい。いくつかの実施形
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態において、損失薄膜は、屈折率ｎが材料の減衰係数ｋの数値と約２桁異なる材料から製
作されてもよい。可視波長におけるこのような材料の非限定的な例は、ゲルマニウムとシ
リコンである。
【０１５９】
　損失薄膜は何れの適当な厚さであってもよく、これは励起源に関連する特徴的波長に依
存し得る。いくつかの実施形態において、損失薄膜の厚さは約１ｎｍ～約４５ｎｍであっ
てもよい。他の実施形態において、損失薄膜の厚さは約１５ｎｍ～約４５ｎｍであっても
よい。さらに別の実施形態において、損失薄膜の厚さは約１ｎｍ～約２０ｎｍであっても
よい。
【０１６０】
　損失薄膜に対して、検体ウェルが形成される材料２－２２１からの反射、損失薄膜内の
励起エネルギー損失、及び材料２－２２１内の励起エネルギー損失に与える影響が、図４
－６Ｃのグラフに示されている。グラフでプロットされている１つの曲線は反射率曲線４
－６３４を表し、材料２－２２１及び損失薄膜４－６１０からの反射が、損失薄膜の厚さ
が０ｎｍから１００ｎｍへと変化するのに伴ってどのように変化するかを示している。反
射率は、シミュレートされた実施形態によれば、約２５ｎｍで最小値に到達する。反射率
の最小値は、励起エネルギーの特徴的波長と損失薄膜及び材料２－２２１に使用される材
料とに応じて異なる厚さで発生する。いくつかの実装形態において、損失薄膜の厚さは、
反射率が略その最小値にあるように選択される。曲線４－６３２は、薄膜の厚さに関する
薄膜内の損失を表し、曲線４－６３６は、薄膜の厚さに関する金属内の損失を表す。
【０１６１】
　いくつかの実施形態において、損失薄膜４－６１０は、図４－６Ｄに示されているよう
に、検体ウェル２－２１１及び材料２－２２１から離間されていてもよい。例えば、薄い
誘電体層４－６２０（例えば、酸化シリコンＳｉＯｘ）が損失薄膜の上に形成されてもよ
く、検体ウェル２－２１１は誘電体層４－６２０に隣接して形成されてもよい。誘電体層
４－６２０の厚さは、１つの実施形態によれば、約１０ｎｍ～約１５０ｎｍであってもよ
いが、いくつかの実施形態において他の厚さが使用されてもよい。
【０１６２】
　損失薄膜は、単独の層として描かれているが、２つ以上の材料の複数の層を含んでいて
もよい。いくつかの実装形態において、損失薄膜４－６１０と誘電体層４－６２０との交
互の層を含む多層積層体が、図４－６Ｅに示されているように検体ウェル２－２１１に隣
接して形成されてもよい。いくつかの実施形態によれば、積層体内の損失薄膜４－６１０
の厚さは約５ｎｍ～約１００ｎｍであってもよく、積層体内の誘電体層４－６２０の厚さ
は約５ｎｍ～約１００ｎｍであってもよい。いくつかの実装形態において、多層積層体は
、二酸化シリコンの層（厚さ４．２ｎｍ）、シリコンの層（厚さ１４．３５ｎｍ）、及び
ゲルマニウム層（厚さ６．４６ｎｍ）を含んでいてもよいが、他の実施形態では他の厚さ
が使用されてもよい。いくつかの実装形態において、多層積層体は、二酸化シリコンの層
（厚さ約４．２ｎｍ）、シリコンの層（厚さ約１４．４ｎｍ）、及びゲルマニウムの層（
厚さ約６．５ｎｍ）を含んでいてもよいが、他の実施形態においては他の厚さが使用され
てもよい。
【０１６３】
　損失薄膜は、入射放射に対して少なくとも一部の損失を示す、何れの適当な材料から製
造されてもよい。いくつかの実装形態において、損失薄膜は半導体材料、例えばシリコン
とゲルマニウムを含んでいてもよいが、他の材料が使用されてもよい。いくつかの実施形
態において、損失薄膜は無機材料又は金属を含んでいてもよい。いくつかの実施形態にお
いて、損失薄膜は半導体合金又は化合物を含んでいてもよい。例えば、損失薄膜は、Ｓｉ
（５７．４重量％）、Ｇｅ（２５．８重量％）、及びＳｉＯ２（１６．８重量％）を含む
合金を含んでいてもよいが、他の実施形態においては他の比率と組成物が使用されてもよ
い。
【０１６４】
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　いくつかの実施形態によれば、損失薄膜は、何れの適当なブランケット堆積プロセス、
例えば物理堆積プロセス、化学蒸着プロセス、スピンオンプロセス、又はそれらの組合せ
を使用して基板上に形成されてもよい。いくつかの実施形態において、損失薄膜は堆積後
に処理されてもよく、例えば、ベーク、アニール、及び／又はイオン打ち込みが行われる
。
【０１６５】
　検体ウェル内の励起エネルギーを増大させるために、上記に加えて、又はその代わりに
他の位相／振幅変更構造が使用されてもよい。いくつかの実装形態によれば、図４－７Ａ
に示されるように、反射積層体４－７０５は検体ウェル２－２１１から離間されていても
よい。いくつかの実施形態において、反射積層体は、交互に屈折率の異なる材料の誘電体
の積層体を含んでいてもよい。例えば、第一の誘電体層４－７１０は第一の屈折率を有し
ていてもよく、第二の誘電体層４－７２０は、第一の屈折率と異なる第二の屈折率を有し
ていてもよい。反射積層体４－７０５は、いくつかの実施形態において、励起エネルギー
に対して高い反射率を示し、検体ウェル内のエミッタからの放射放出に対して低い反射率
を示してもよい。例えば、反射積層体４－７０５は、励起エネルギーに対して約８０％を
超える反射率を示し、検体からの放出に対して約４０％未満の反射率を示してもよいが、
いくつかの実施形態においてはその他の反射率の数値が使用されてもよい。励起エネルギ
ーを透過させる誘電体層４－７３０は、反射積層体と検体ウェルとの間に位置付けられて
もよい。
【０１６６】
　いくつかの実装形態によれば、図４－７Ａに示されている反射積層体４－７０５は、そ
の中に検体ウェル２－２１１が形成される材料２－２２１との共振器を形成してもよい。
例えば、反射積層体は材料２－２２１から、誘電材料４－７３０内の励起エネルギーの波
長の半分又はその整数倍と略等しい距離だけ離間されていてもよい。共振器を形成するこ
とによって、励起エネルギーは、反射積層体を通過し、共振し、材料２－２２１と反射積
層体４－７０５との間の空間において生成されてもよい。これによって、検体ウェル２－
２１１内の励起強度を高めることができる。例えば、強度は、いくつかの実施形態におい
て、共振器の構造内で２倍超、いくつかの実施形態において５倍超、いくつかの実施形態
においてさらに１０倍超だけ増大してもよい。
【０１６７】
　図４－７Ｂ及び図４－７Ｃに示されるように、その他の構造が検体ウェルに近接して追
加されてもよい。いくつかの実施形態によれば、図４－７Ｂに示されているように、誘電
体層４－７３０の第二の屈折率より高い第一の屈折率を有する誘電プラグ４－７４０が検
体ウェル２－２１１に隣接して形成されてもよい。プラグは、検体ウェルのそれと略等し
い直径を有する円筒形であってもよいが、他の形状及び大きさが使用されてもよい。その
より高い屈折率のために、誘電プラグ４－７４０は、励起エネルギーを濃縮し、検体ウェ
ルに案内してもよい。
【０１６８】
　プラグ４－７４０等の誘電体構造は、いくつかの実施形態によれば、反射積層体４－７
０５があってもなくても使用されてよい。このような誘電体構造は、誘電体共振アンテナ
と呼ばれてもよい。誘電体共振アンテナは、何れの適当な形状を有していてもよく、例え
ば円筒形、長方形、正方形、多角形、台形、又は角推形である。
【０１６９】
　図４－７Ｃ及び図４－７Ｄは、いくつかの実施形態によれば、検体ウェル２－２１１に
近接して形成されてもよいフォトニックバンドギャップ（ＰＢＧ：ｐｈｏｔｏｎｉｃ　ｂ
ａｎｄｇａｐ）構造を示す。フォトニックバンドギャップ構造は、光学コントラスト構造
４－７５０の規則的なアレイ又はラティスを含んでいてもよい。光学コントラスト構造は
、いくつかの実施形態によれば、周辺の誘電材料の反射率と異なる反射率を有する誘電材
料を含んでいてもよい。いくつかの実装形態において、光学コントラスト構造４－７５０
は、周囲の媒体と異なる損失値を有していてもよい。いくつかの実装形態において、検体
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ウェル２－２１１は、図４－７Ｄに示されているように、ラティスの欠陥に位置付けられ
てもよい。様々な実施形態によれば、フォトニックラティスの欠陥は、光子を欠陥の領域
に閉じ込めてもよく、これは検体ウェルにおける励起エネルギーの強度を増大できる。反
射積層体４－７０５と組み合わせると、検体ウェルにおける閉じ込めを三次元にすること
ができる。フォトニックバンドギャップ構造による閉じ込めは、実質的に、基板の表面に
対して横断方向の２次元であり得る。いくつかの実施形態において、フォトニックバンド
ギャップ構造は、反射積層体を設けずに使用されてもよい。
【０１７０】
　図４－６Ａ～図４－７Ｄに示されている励起－結合構造を製造するために、様々な方法
が考案されてきた。いくつかの実施形態によれば、平坦な薄膜（例えば、交互に異なる屈
折率を有する誘電体膜）を必要とする構造が、平坦堆積プロセスによって形成されてもよ
い。平坦堆積プロセスは、物理的堆積（例えば、電子ビーム蒸着又はスパッタリング）又
は化学蒸着プロセスを含んでいてもよい。例えば図４－７Ｂに示されている誘電体共振ア
ンテナ４－７４０又は図４－７Ｃに示されている光学コントラスト構造４－７５０等の、
３次元形状で形成される個別の埋め込み型誘電体を必要とする構造は、例えば、リソグラ
フィパターニングと、パターンを基板にエッチングするためのエッチングプロセスとを使
用して、また誘電層の堆積と基板の平坦化とを使用して形成されてもよい。また、誘電体
共振アンテナ及びフォトニックバンドギャップ構造を検体ウェル２－２１１に近接して形
成するためのセルフアライン式加工技術も想定される。
【０１７１】
　図４－８Ａ～図４－８Ｇは、図４－７Ｃに示されているようなフォトニックバンドギャ
ップ構造セルフライン式の検体ウェルを形成するために使用できる１つのみのセルフアラ
イン式のプロセスに関連する構造を示す。いくつかの実施形態によれば、反射積層体４－
７０５がまず、図４－８Ａに示されていように、基板上の、誘電層３－２３５の上方に形
成されてもよい。次に、第二の誘電層４－７３０が反射積層体の上に堆積されてもよい。
誘電体層４－７３０の厚さは、材料中の励起エネルギーの波長の約半分又はその整数倍と
略等しくてもよい。その後、図４－４Ａ～図４－４Ｅに関連して説明したプロセス工程を
実行して、誘電体層４－７３０の上のピラー４－４２０、及びフォトニックバンドギャッ
プ構造のためにエッチングされた特徴物４－８１０のパターンを形成してもよい。エッチ
ングされた特徴物は、誘電体層４－７３０内に、また任意選択により反射積層体４－７０
５内まで延びていてもよい。その結果得られた構造は、図４－８Ａに示されるように見え
得る。
【０１７２】
　ピラー４－４２０を覆うレジスト４－４４０が基板から剥離されてもよく、図４－８Ｂ
に示されるように、コンフォーマルデポジションが行われてエッチングされた特徴物に充
填材料４－８２０が充填されてよい。充填材料４－８２０は、いくつかの実施形態によれ
ば、ピラー４－４２０を形成するために使用されるものと同じ材料であってもよい。例え
ば、充填材料４－８２０とピラー４－４２０とは窒化シリコンで形成されてもよく、誘電
体層４－７３０は酸化物、例えばＳｉＯ２を含んでいてもよい。
【０１７３】
　その後、異方性エッチングが実行されて、充填材料４－８２０がエッチバックされても
よい。いくつかの実施形態によれば、充填材料がエッチバックされて、誘電体層４－７３
０の表面が露出されてもよく、その結果、図４－８Ｃに示されるような構造が得られる。
エッチングにより、当初のピラー４－４２０と、充填材料４－８２０から残る側壁４－８
２２を含むピラー４－８３０とが残ってもよい。
【０１７４】
　その後、図４－８Ｄに示されているように、レジスト４－４４０が基板の上にパターニ
ングされてもよい。例えば、レジストは、基板、レジスト内にパターニングされた穴、及
びレジストの、ピラー４－８３０の周辺領域を開放するために現像されたレジストを被覆
してもよい。穴とピラーとの整列は、高い精度である必要はなく、誘電体層４－７３０に
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埋め込まれる下のフォトニックバンドギャップ構造を露出せずに、ピラー４－８３０が露
出すればよい。
【０１７５】
　ピラー４－８３０が露出した後、等方性エッチングを使用してピラーの横断方向の寸法
が減じられてもよい。いくつかの実施形態によれば、その結果として得られるピラーの形
状は、図４－８Ｅに示されているように見え得る。その後、レジスト４－４４０が基板か
ら剥離されてもよく、材料２－２２１又は材料の層がその領域の上に堆積されてもよい。
いくつかの実施形態において、材料２－２２１は、ＣＭＰプロセスを使用してエッチバッ
クされてもよく、それによって図４－８Ｆに示されるようにその領域が平坦化される。そ
の後、選択的ドライ又はウェットエッチングを使用して、残っているピラー構造を除去し
てもよく、図４－８Ｇに示されるように、検体ウェル２－２１１が残る。図に示されてい
るように、検体ウェル２－２１１は、誘電体層４－７３０内にパターニングされるフォト
ニックバンドギャップ構造とセルフアラインされる。
【０１７６】
　代替的なプロセスとして、充填材料４－８２０は、ピラー４－４２０を形成するために
使用される材料と異なる材料を含んでいてもよい。このプロセスにおいて、図４－８Ｄ及
び図４－８Ｅに関連する工程は省略されてもよい。材料２－２２１の堆積及び平坦化後、
図４－８Ｆに示されているように、選択的エッチングを実行してピラー４－４２０を除去
してもよい。これによって、検体ウェル２－２１１を裏打ちする充填材料４－８２０の側
壁が残ってもよい。
Ｄ．非放射励起－結合構造
　本開示は、励起エネルギーの検体ウェル内の検体への非放射結合のための構造を提供す
る。非放射結合構造の１つのみの実施形態が図４－９Ａに示されている。いくつかの実施
形態によれば、非放射結合構造は、検体ウェル２－２１１に直接隣接して形成された半導
体層４－９１０を含んでいてもよい。半導体層４－９１０は、いくつかの実施形態におい
ては有機半導体であってもよく、又はいくつかの実施形態においては無機半導体であって
もよい。いくつかの実装形態において、窪み３－２１６は、半導体層内に形成されてもさ
れなくてもよい。半導体層４－９１０の厚さは、いくつかの実施形態によれば、約５ｎｍ
～約１００ｎｍであってもよいが、いくつかの実施形態においては他の厚さが用いられて
もよい。いくつかの実装形態によれば、励起源からの励起エネルギー又は光子４－９３０
は半導体層４－９１０に衝突し、励起子４－９２０を生成してもよい。励起子は、検体ウ
ェルの表面へと拡散してもよく、ここで、これらは非放射式に再結合し、エネルギーを検
体ウェルの壁に隣接する検体へと移動させてもよい。
【０１７７】
　図４－９Ｂは、半導体層４－９１２が励起エネルギーからのエネルギーを検体に非放射
的に移動するために使用できる別の実施形態を示している。いくつかの実施形態において
、半導体層４－９１２は、図面に示されているように、検体ウェルの底部又は検体ウェル
２－２１１の窪みに形成されてもよい。半導体層４－９１２は、いくつかの実施形態によ
れば、接着剤を検体ウェルの底部に堆積させるためのプロセス工程に関連して本明細書に
記載されている指向性堆積プロセスを使用して検体ウェル内に形成されてもよい。半導体
層４－９１２の厚さは、いくつかの実施形態によれば約５ｎｍ～約１００ｎｍであっても
よいが、他の実施形態においては他の厚さが使用されてもよい。入射放射は、半導体層内
に励起子を生成してもよく、これは、その後、検体ウェル２－２１１の底面へと拡散して
もよい。その後、励起子は検体ウェル内の検体にエネルギーを非放射的に移動してもよい
。
【０１７８】
　本開示はまた、励起エネルギーを検体に移動するための複数の非放射的経路を提供して
もよい。いくつかの実施形態によれば、図４－９Ｃに示されているように、エネルギー移
動粒子４－９４０が検体ウェル内に堆積されてもよい。エネルギー移動粒子は、いくつか
の実施形態においては量子ドットを含んでいてもよく、いくつかの実施形態においては分
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子を含んでいてもよい。いくつかの実装形態において、エネルギー移動粒子４－９４０は
、結合分子を通じて検体ウェルの表面に対して官能基化されてもよい。薄い半導体層４－
９１０は、図に示されているように、検体ウェルに近接して、又は検体ウェル内に形成さ
れてもよく、励起子が半導体層内で、半導体層に入射する励起エネルギーから生成されて
もよい。励起子は、検体ウェルの表面へと拡散し、エネルギーを非放射的にエネルギー移
動粒子４－９４０に移動させてもよい。その後、エネルギー移動粒子４－９４０は、エネ
ルギーを検体ウェル内の検体３－１０１へと非放射的に移動させてもよい。
【０１７９】
　いくつかの実装形態によれば、検体ウェル内に複数のエネルギー移動粒子４－９４０が
あってもよい。例えば、図４－９Ｃに示されている検体ウェル等、エネルギー移動粒子の
層４－９４２が検体ウェル内に堆積されてもよい。
【０１８０】
　いくつかの実装形態において、図４－９Ｄに示されているように、エネルギー移動粒子
４－９４２又は単一エネルギー移動粒子４－９４０が検体ウェルの基部に堆積されてもよ
い。エネルギー移動粒子は、ウェル内の検体３－１０１に励起エネルギーを放射的又は非
放射的に移動してもよい。例えば、エネルギー移動粒子は、入射エネルギーを吸収して、
エネルギー移動粒子の励起状態を形成し、その後、エネルギーを検体３－１０１へと放射
的また非放射的に移動させてもよい。
【０１８１】
　いくつかの実装形態において、エネルギー移動粒子は、入射励起エネルギーを吸収し、
その後、吸収された励起エネルギーの波長と異なる波長の放射エネルギーを再放出しても
よい。その後、再放出されたエネルギーは、検体ウェル内の検体を励起するために使用さ
れてもよい。図４－９Ｅは、ダウンコンバートエネルギー移動粒子に関連するスペクトル
グラフを表す。いくつかの実施形態によれば、ダウンコンバートエネルギー移動粒子は量
子ドットを含み、これは短波長放射（より高いエネルギー）を吸収し、１つ又は複数の、
より長い波長の放射（より低いエネルギー）を放出してもよい。例示的吸収曲線４－９５
２は、グラフでは、半径が６～７ｎｍの量子ドットに関する破線として示されている。量
子ドットは、曲線４－９５４により示されている第一の放射バンドと、曲線４－９５６に
より示される第二の放射バンドと、曲線４－９５８により示される第三の放射バンドを放
出してもよい。
【０１８２】
　いくつかの実装形態において、エネルギー移動粒子は、励起源からのエネルギーをアッ
プコンパートしてもよい。図４－９Ｆは、エネルギー移動粒子からのアップコンバージョ
ンに関連するスペクトルを示している。いくつかの実施形態によれば、量子ドットは、約
９８０ｎｍの放射で励起され、その後、グラフに示されているように、３つのスペクトル
バンドの１つに再放出してもよい。第一のバンドの中心は約４８３ｎｍであってもよく、
第二のバンドの中心は約５３８ｎｍであってもよく、第三のバンドの中心は約６４２ｎｍ
であってもよい。量子ドットから再放出された光子は、量子ドットを励起するために使用
される放射の光子よりエネルギーが大きい。したがって、励起源からのエネルギーはアッ
プコンバートされる。放出されるスペクトルバンドの１つ又は複数は、検体ウェル内の１
つ又は複数の検体を励起するために使用されてもよい。
Ｅ．放出エネルギーのセンサへの誘導
　アッセイチップ２－１１０は、機器の上のセンサによる放出エネルギーの回収を改善す
るために、１ピクセルごとに１つ又は複数の構成要素を含んでいてもよい。このような構
成要素は、放出エネルギーをセンサへと空間的に誘導し、検体ウェル２－２１１からの放
出エネルギーの指向性を増強するように設計されてもよい。表面光学系と遠隔場光学系と
の両方が、放出エネルギーをセンサへと誘導するために使用されてもよい。
１．表面光学系
　アッセイチップ２－１１０のピクセル内の、そのピクセルの検体ウェルの付近に位置付
けられた構成要素は、検体により放出された放出エネルギーと結合するように構成されて



(53) JP 2017-531168 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

いてもよい。このような構成要素は、アッセイチップの２つの層間の界面に形成されても
よい。例えば、いくつかの放出エネルギー結合要素は、検体ウェルの層と、検体ウェルの
層の、検体ウェルが形成される個所と反対側で隣接する層との間の界面に形成されてもよ
い。いくつかの例において、検体ウェル層の下にある層は誘電体層であり、放出エネルギ
ー結合要素は、表面プラズモンをサポートしてもよい。他の実施形態において、検体ウェ
ル層は、光学的に透明な材料に隣接する導電材料であってもよい。表面エネルギー結合要
素は、検体ウェルからの放射放出物によって励起され、それと相互作用する表面光学構造
であってもよい。
【０１８３】
　回折格子周期、特徴物の大きさ、又は検体ウェルからの距離等、表面光学構造の特徴的
な寸法は、放出エネルギーモーメントベクトルの平行成分を表面プラズモンのための表面
波モーメントベクトルと最も多く結合するように選択されてもよい。例えば、放出エネル
ギーモーメントベクトルの平行成分は、いくつかの実施形態によれば、構造によりサポー
トされる表面プラズモンの表面波モーメントベクトルとマッチしてもよい。いくつかの実
施形態において、検体ウェルから表面光学構造の縁又は特徴的特徴物までの距離ｄは、検
体ウェルからの放出エネルギーを、例えば表面の法線又は表面の法線から角度θの傾斜等
、選択された方向に誘導するように選択されてもよい。例えば、距離ｄは、放出物を表面
に垂直に誘導するための表面プラズモン波長の整数であってもよい。いくつかの実施形態
において、距離ｄは、表面プラズモン波長の分数又はその波長モジュロとなるように選択
されてもよい。
【０１８４】
　いくつかの実施形態によれば、表面光学構造は、検体ウェルからの放射放出エネルギー
を検体ウェル層に垂直方向へと誘導してもよい。連結されたエネルギーは、より狭い指向
的放射パターンで法線方向に誘導されてもよい。
【０１８５】
　表面光学構造の一例は、同心円回折格子である。放出エネルギーをピクセルの１つ又は
複数のセンサへと誘導するために、アッセイチップのピクセルに、同心円回折格子構造が
形成されてもよい。同心円回折格子構造は、検体ウェルの周囲に形成されてもよい。表面
プラズモン構造としての同心円回折格子表面５－１０２の一例が図５－１に示されている
。円形回折格子は、何れの適当な数の環を含んでいてもよく、図５－１に示される環の数
（６）は非限定的な例である。円形回折格子は、導電層の表面から突出する環を含んでい
てもよい。例えば、円形回折格子は、検体ウェルの層と検体ウェルの層の下に形成された
誘電体層との界面に形成されてもよい。検体ウェル層は導電材料であってもよく、同心円
回折格子は、導電材料と誘電体との間の界面に格子構造をパターニングすることによって
形成されてもよい。円形回折格子の環は、規則的な周期的間隔をあけたものであってもよ
く、又は環間に不規則的又は非周期的な間隔を有していてもよい。検体ウェルは、円形回
折格子の中心に、又はその付近に位置付けられてもよい。いくつかの実施形態において、
検体ウェルは、円形回折格子の中心からずらして位置付けられてもよく、回折格子の中心
から特定の距離の位置に位置付けられてもよい。いくつかの実施形態において、回折格子
型の表面エネルギー結合構成要素は、螺旋回折格子も含んでよい。螺旋回折格子５－２０
２の一例が図５－２に示されている。螺旋回折格子５－２０２は、導電フィルムの螺旋開
口部を含んでいてもよい。螺旋回折格子の何れの適当な寸法が螺旋回折格子の形成に使用
されてもよい。
【０１８６】
　同心円回折格子は、何れの適当な数の環を有していてもよく、何れの適当な大きさであ
ってもよい。例えば、これらに限定されないが、同心円回折格子は、半径が約２３４ｎｍ
、約６０６ｎｍ、約１００５ｎｍ、約１３９７ｎｍ、約１７９１ｎｍ、約２１８６ｎｍの
６つの環を有していてよい。他の実施形態において、同心円の環は、２つ、３つ、４つ、
又は８つの環を有していてもよい。
【０１８７】
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　図５－３Ａは、検体ウェル２－２１１からの放出エネルギーに関する放射パターン５－
３０２を示している。同心円回折格子構造２－２２３によって、放出エネルギーは、回折
格子構造２－２２３がない状態で形成される放射パターンと比較して、指向性がより大き
くなる。いくつかの実施形態において、放出エネルギーは、金属層２－２２１に垂直に下
方に誘導される。放射パターンは、放出エネルギーを、光のほとんどがセンサに向かう実
質的に同じ方向に集光されるように集光してもよい。いくつかの実施形態において、放射
パターンは発光を、発光のほとんどが標的空間の下に中心を置き、センサに向かって下方
に向かう狭いコラム様の形状を形成するように集光してもよい。いくつかの実施形態にお
いて、図５－３Ｂのプロットで示されているように、同心円回折格子は、１つの環につい
て１０超、２つの環について１５超、３つの過について１８超、４つの環について２０超
、又は１つの環について１５超の指向性を提供してもよい。
【０１８８】
　表面光学系又は表面プラズモン構造の別の例は、ナノアンテナ構造である。ナノアンテ
ナ構造は、検体ウェルからの放出エネルギーを空間的に誘導するように設計されてもよい
。いくつかの実施形態において、検体ウェルの、ナノアンテナ構造に関する位置は、検体
ウェルからの放出エネルギーを１つ又は複数のセンサに向かって特定の方向に誘導するよ
うに選択される。ナノアンテナは、放出エネルギーにより励起されると、指向性放射パタ
ーンを生成するように設計されたナノスケールダイポールアンテナ構造を含んでいてもよ
い。ナノアンテナは、検体ウェルの周囲に分散されていてもよい。指向性放射パターンは
、アンテナの電磁場を合計した結果であってもよい。いくつかの実施形態において、指向
性放射パターンは、アンテナの電磁場と検体から直接放出される磁場を合計した結果であ
ってもよい。いくつかの実装形態において、検体から直接放出される電場は、検体ウェル
とナノアンテナ構造との間の表面プラズモンによって仲介されてもよい。
【０１８９】
　ナノアンテナ構造を形成する個々のナノアンテナの寸法は、特定の分散パターンを生成
するナノアンテナ構造全体の複合的能力に合わせて選択されてもよい。例えば、個々のナ
ノアンテナの直径は、ナノアンテナ構造内で変化してもよい。しかしながら、いくつかの
例において、直径はナノアンテナの集合内で同じであってもよい。他の実装形態において
、ナノアンテナ構造全体を通じて、いくつかの選択された直径が使用されてもよい。いく
つかのナノアンテナは、半径Ｒの円形に分散されてもよく、いくつかは、その縁から半径
方向にシフトされてもよい。いくつかのナノアンテナは、半径Ｒの円の周囲に等間隔で離
間されていてもよく（例えば、中心の位置が等しい極角分だけずれる）、いくつかはその
円の周囲で等しい間隔からシフトされてもよい。いくつかの実施形態において、ナノアン
テナは、検体ウェルの周囲で螺旋状に配置されてもよい。それに加えて、又はその代わり
に、ナノアンテナの他の構成、例えば、検体ウェルの周囲のマトリクスアレイ、交差分布
、及び星形分布も可能である。個々のナノアンテナは円以外の形状、例えば正方形、長方
形、十字、三角形、蝶ネクタイ、環状、５角形、６角形、多角形等とすることもできる。
いくつかの実施形態において、開口部又はディスクの円周は、略波長の分数の整数倍、例
えば（Ｎ／２）λであってもよい。
【０１９０】
　ナノアンテナアレイは、検体からの放出エネルギーを集束放射ローブに誘導してもよい
。検体がエネルギーを放出すると、これは表面プラズモンを励起し、それが検体ウェルか
ら検体ウェルの周囲に分散されたナノアンテナへと伝播する。したがって、表面プラズモ
ンはナノアンテナの放射モード又はダイポールエミッタを励起し得、それが検体ウェル層
の表面に垂直な放射を放出する。あるナノアンテナの励起モード又はダイポールの位相は
、検体ウェルからのナノアンテナの距離に依存する。検体ウェルと個々のナノアンテナと
の間の距離を選択することによって、ナノアンテナから放出される放射の位相を制御する
。ナノアンテナで励起された空間放射モードは、ナノアンテナの形状及び／又は大きさに
依存する。個々のナノアンテナの大きさ及び／又は形状を選択することによって、ナノア
ンテナから放出される空間放射モードを制御する。アレイ内の全てのナノアンテナ、及び
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いくつかの例においては検体ウェルからの寄与は、全体的な放射ローブ又は放射パターン
を形成するローブを決定し得る。理解される点として、個々のナノアンテナから放出され
る位相と空間放射モードは波長に依存し得、それにより全体的な放射ローブ又は放射パタ
ーンを形成するローブも波長に依存することになる。電磁場の数値シミュレーションを用
いて、異なる特徴的波長の放出エネルギーに関する全体的な放射ローブパターンを判定で
きる。
【０１９１】
　ナノアンテナは、導電フィルム内の穴又は開口部のアレイを含んでいてもよい。例えば
、ナノアンテナ構造は、導電性の検体ウェル層とその下の誘電体層との間の界面に形成さ
れてもよい。穴は、中心点を取り囲む同心円状に分散された穴の集合を含んでいてもよい
。いくつかの実施形態にいて、検体ウェルは、アレイの中心点に位置付けられ、他の実施
形態において、検体ウェルは中心がずれていてもよい。円形に分散された穴の各集合は、
円形分布の周囲で、小さい順に配置される、異なる直径の集合を含んでいてもよい。穴の
直径は、集合間で異なっていてもよく（例えば、１つの集合内の最も小さい穴は、他の集
合内の最も小さい穴より大きくてもよい）、最も小さい穴の位置は円の各集合に関して、
異なる極角に向けられていてもよい。いくつかの実施形態において、ナノアンテナ内に、
円形に分散された穴の集合が１～７つあってもよい。他の実施形態において、集合は８つ
以上あってもよい。いくつかの実施形態において、穴は円形でなくてもよく、何れの適当
な形状であってもよい。例えば、穴は楕円形、三角形、長方形等であってもよい。他の実
施形態において、穴の分散は円形でなくてもよく、螺旋形状をなしてもよい。
【０１９２】
　図５－４Ａ及び５－４Ｂは、導電層の穴又は開口部からなる例示的なナノアンテナ構造
を示している。図５－４Ａは、アッセイチップの表面の上面図を示し、検体ウェル５－１
０８は穴５－１２２により取り囲まれている。ナノアンテナの穴は、その中心が略半径Ｒ
の円周囲に分散されている。この非限定的な例において、穴の直径は、穴の縁の円周に沿
って段階的に増加することによって変化する。図５－４Ｂは、図５－４Ａに示されるアッ
セイチップの、線Ｂ－Ｂ’で切断した断面図の概略を示す。検体ウェル層５－１１６は、
検体ウェル５－１０８と、ナノアンテナ構造の一部である開口部５－１２２とを含む。ア
ッセイチップの層５－１１８は、検体ウェル層５－１１６の下にある。層５－１１８は、
誘電材料及び／又は光学的に透明な材料であってもよい。
【０１９３】
　いくつかの実施形態において、ナノアンテナ構造は、複数のディスクを含んでいてもよ
い。ナノアンテナ構造のディスクは、導電性材料の表面から突出する導電ディスクとして
形成されてもよい。導電性材料は、光学的に透明な材料に隣接していてもよい。いくつか
の実施形態において、ナノアンテナは、検体ウェルの周囲に分散されていてもよい。いく
つかの例において、ナノアンテナは略、検体ウェルの周囲の半径Ｒの円に分散されていて
もよい。ナノアンテナアレイは略、検体ウェルの周囲の異なる半径の別の円の上に分散さ
れたナノアンテナの複数の集合を含んでいてもよい。
【０１９４】
　図５－５Ａ及び５－５Ｂは、導電層から突出するディスクを含むナノアンテナ構造の例
示的な実施形態を示す。図５－５Ａは、アッセイチップの表面の上面図の概略を示し、検
体ウェル５－２０８はディスク５－２２４により取り囲まれている。ナノアンテナディス
クは、略、半径Ｒの円の周囲に分散されている。この非限定的な例において、ディスクに
は２つの直径が使用され、ディスクは、ナノアンテナの円の円周に沿って、交互にこれら
２つの直径の何れかをとる。図５－５Ｂは、図５－５Ａに示されるアッセイチップの、線
Ｃ－Ｃ’に沿った断面図の概略を示す。検体ウェル層５－２１６は、検体ウェル５－２０
８と、ナノアンテナ構造の一部であるディスク５－２２４とを含む。ディスク５－２２４
は、検体ウェル層５－２１６から特定の距離だけ突出する。いくつかの実施形態において
、ディスクが検体ウェル層から延びる距離は、ナノアンテナ構造内で異なっていてもよい
。アッセイチップの層５－２１８は、検体ウェル層５－２１６の下にある。層５－２１８
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は、誘電性材料及び／又は光学的に透明な材料であってもよい。検体ウェル層５－２１６
及び突出するディスクは、導電性材料であってもよい。
【０１９５】
　いくつかの実施形態において、ナノアンテナ構造は、中心が検体ウェルの近傍にあって
もよい。ナノアンテナは何れの適当な形状をとってもよい。例えば、これらに限定されな
いが、ナノアンテナは円筒形、ディスク、又はキューブ等の対称形状であってもよい。ナ
ノアンテナは、何れの適当な誘電性材料から製作されてもよく、例えば窒化シリコンがあ
る。あるいは、酸化チタンが使用されてもよい。ナノアンテナの寸法は、使用される誘電
材料に依存していてもよく、所望の増強を行うように調整されてもよい。いくつかの実施
形態において、ナノアンテナは、幅が約８００ｎｍ、深さが約１０５０ｎｍであってもよ
い。ナノアンテナは、光のほとんどが実質的に同じ方向、例えば、図５－５Ｃに示される
ように、標的空間及び対応するナノアンテナの下に中心があり、センサに向かって下に向
かう狭いコラム様の形状に集光されるような、検体ウェルからの放出エネルギーの放射パ
ターンであってよい。いくつかの実施形態において、指向性は３９．７と予想される。
【０１９６】
　発光をセンサに向かって集光することに加えて、ナノアンテナは、検体ウェルへの励起
エネルギーを増強させてもよい。ナノアンテナの下から標的空間に向かう励起エネルギー
は、ナノアンテナに入り、ほとんどが標的空間で集束される。いくつかの実施形態におい
て、幅４００ｎｍ、高さ１０５０μｍのナノアンテナの場合、検体ウェルにおける５７．
４の増強が予想される。
２．遠隔場光学系
　いくつかの実施形態において、表面光学系の直下にある層はスペーサ層２－２２５であ
ってもよく、これは何れの適当な厚さで、何れの適当な誘電材料から製作されていてもよ
い。スペーサ層は、例えば、厚さ１０μｍで、二酸化シリコンから製作されていてもよい
。あるいは、このスペーサ層は、４８μｍ又は５０μｍであってもよい。スペーサの下の
層は、追加のスペーサ層を有する１つ又は複数のレンズ層であってもよい。例えば、図５
－６Ａは、上側レンズ層５－６０１を示しており、これは少なくとも１つの屈折レンズを
含んでいてもよい。いくつかの実施形態において、上側レンズ層は、検体ウェル層２－２
２１の５μｍ下に位置付けられていてもよい。各検体ウェルに関連して１つ又は複数のレ
ンズがあってもよい。いくつかの実施形態において、レンズアレイ、例えば屈折レンズア
レイ等が使用されてもよい。いくつかの実施形態において、上側レンズ層５－６０１の各
レンズは、中心が検体ウェル２－２１１の下にあり、例えば１０．５μｍより小さい半径
を有していてもよい。上側レンズ層は、例えば、これに限定されないが、窒化シリコン等
の何れの適当な誘電材料から製作されてもよい。
【０１９７】
　いくつかの実施形態において、上側レンズ層の寸法は以下のとおりである：ｄ１は約１
２μｍであってもよく、ｄ２は約２μｍであってもよく、隣接するレンズのｄ１間の距離
は約２０．９６６μｍであってもよく、レンズの曲率半径は約２０．３５μｍであっても
よい。あるいは、ｄ１は約８μｍであってもよく、ｄ２は約６μｍであってもよい。
【０１９８】
　上側レンズ層の真下の層は、何れの適当な材料で製作される構造及び／又は光学層５－
６０５であってもよい。この構造及び／又は光学層５－６０５は、溶融シリカの形態の窒
化シリコンで製作されてもよい。構造層の真下の層は、少なくとも１つの追加のレンズを
含み得る下側レンズ層５－６０３であってもよい。いくつかの実施形態において、下側レ
ンズ層５－６０３内の各レンズはまた、検体ウェルの下に中心があってもよい。下側レン
ズ層５－６０３は、例えば、これに限定されないが、窒化ケイ素等の何れの適当な誘電材
料で製作されてもよい。上側レンズ層の上から下側レンズ層の底部までの距離は、１００
～５００μｍであってもよい。下側レンズ層の真下の層は、励起エネルギーと放出エネル
ギーとの両方を通過させ、反射光の量を減少させる反射防止層を含んでいてもよい。反射
防止層の真下の層は、チップが機器と整列し、その上に取り付けられるようにするための
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構造的構成要素を含んでいてもよい。チップ取付層の真下の層は、システムを損傷や埃を
含む汚染物質から保護するための保護カバーを含んでいてもよい。
【０１９９】
　図５－６Ａは屈折履レンズを使用した２つレンズ層を示しているが、何れの適当なレン
ズが使用されてもよい。例えば、フレネルレンズ、マイクロレンズ、屈折レンズペア、及
び／又はフラットレンズが使用されてもよい。図５－６Ｂは、構造及び／又は光学層５－
６０５により分離された上側レンズ層５－６１１と下側レンズ層５－６１３との両方にフ
レネルレンズを使用した実施形態を示している。
【０２００】
　いくつかの実施形態において、チップ内の上述の層間の界面の何れも、反射防止コーテ
ィング又は反射防止層を含んでいてもよい。上側レンズ層と第二のレンズ層とは何れも検
体ウェルの下に配置されて、検体ウェルのアレイから放出された発光を機器のリレーレン
ズに集光してもよい。検体ウェル層の底部から標的空間からの発光の焦点までの距離は、
例えば約３０．３ｍｍであってもよい。この焦点は、リレーレンズ内の、例えばリレーレ
ンズの長さ方向の中心点にあってもよい。
ＩＩＩ．機器の構成要素
Ａ．機器の顕微鏡層
　いくつかの実施形態において、機器は顕微鏡層を含んでいてもよく、図６－１に示され
ているようなサブレイヤを含んでいてもよい。特に、顕微鏡層はサブレイヤを含んでいて
もよく、これは角度θだけ傾けられて、励起エネルギーをアッセイチップに誘導するポリ
クロイックミラー２－２３０を含む。このポリクロイックミラーは実質的に誘電体であっ
てもよく、励起エネルギーを反射し、その一方で検体からの放出エネルギーをアッセイチ
ップ上の検体ウェルの１つ又は複数へと透過させる。任意選択により、追加の誘電体層を
含む非点収差補償要素６－１０１がポリクロイックミラーの下に提供されて、同じ角度θ
であるが、ポリクロイックミラーの傾斜のそれに直交する軸の周囲で傾斜されていてもよ
く、それによってポリクロイックミラーにより導入される非点収差が補償される。図６－
１において、非点収差補償要素６－１０１は、上側フィルタと同じ平面内で傾けられてい
るように示されているが、図は、上側フィルタに関する傾斜も表しており、非点収差補償
要素６－１０１の向きを何れの方法でも限定しようとしていないと理解するべきである。
この非点収差補償要素６－１０１はまた、さらにフィルタ処理を行うこともできる。例え
ば、非点収差補償要素６－１０１は、別のポリクロイックミラーであってもよく、これは
励起エネルギーをさらにフィルタ処理し、その一方で放出エネルギーを透過させる。レン
ズ６－１０３は非点収差補償要素６－１０１の下に提供されてもよく、これは検体ウェル
からの放出エネルギーの処理をさらに促進する。レンズ６－１０３は、例えば、直径が２
５．４μｍであってもよいが、何れの適当な直径が使用されてもよい。いくつかの実施形
態において、レンズは複数のレンズ要素を含むリレーレンズである。例えば、リレーレン
ズは、６つの別々のレンズ要素を含んでいてもよい。いくつかの実施形態において、リレ
ーレンズは長さ約１７．５ｍｍであってもよい。レンズ６－１０３の前又は後で追加のフ
ィルタ処理要素を使用し、励起エネルギーをさらに拒絶して、それがセンサに届かないよ
うにしてもよい。
Ｂ．センサチップ
　検体ウェル内の検体から放出された放出エネルギーは、様々な方法でピクセルのセンサ
へと伝えられ得、そのいくつかの例を以下に詳しく説明する。いくつかの実施形態は、光
学及び／又はプラズモン構成要素を使用して特定の波長の光がセンサのうち、専らその特
定の波長の光を検出する領域又は部分に誘導される可能性を高めてもよい。センサは、異
なる波長の放出エネルギーを同時に検出する複数のサブセンサを含んでいてもよい。
【０２０１】
　図６－２Ａは、少なくとも１つの選別要素６－１２７が使用されて、特定の波長の放出
エネルギーをそれぞれのサブセンサ６－１１１、６－１１２、６－１１３、及び６－１１
４に誘導するいくつかの実施形態によるセンサチップの単一ピクセルの概略図である。放
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出エネルギー２－２５３は、検体ウェルからアッセイチップ及び機器の光学システムを通
って移動し、最終的にセンサチップの選別要素６－１２７に到達する。選別要素６－１２
７は、放出エネルギー２－２５３の波長を空間自由度に結合し、それによって放出エネル
ギーを、選別放出エネルギーと呼ばれるその構成波長成分に分離する。図６－２Ａは、放
出エネルギー２－２５３が誘電材料６－１２９を通る４つの選別放出エネルギー経路に分
離され、４つの経路の各々がピクセルのサブセンサ６－１１１～６－１１４に関連付けら
れることを概略的に示している。このようにして、各サブセンサは、スペクトルの異なる
部分に関連付けられ、センサチップの各ピクセルのための分光計を形成する。
【０２０２】
　放出エネルギーの異なる波長を分離するために、何れの適当な選別要素６－１２７が使
用されてもよい。実施形態は、光学又はプラズモン要素を使用してもよい。光学選別要素
の例としては、ホログラフ回折格子、位相マスク回折格子、振幅マスク回折格子、及びオ
フセットフレネルレンズが含まれるが、これらに限定されない。プラズモン選別要素の例
としては、フェーズドナノアンテナアレイ及びプラズモン準結晶が含まれるが、これらに
限定されない。
【０２０３】
　図６－２Ｂは、特定の波長の放出エネルギーをそれぞれのサブセンサに誘導して、他の
波長の放出エネルギーを他のサブセンサに到達するのを防止するために、フィルタ処理要
素６－１２１、６－１２２、６－１２３、及び６－１２４が使用されるいくつかの実施形
態によるセンサチップの１つのピクセルの概略図である。放出エネルギー２－２５３は、
検出ウェルからアッセイチップ及び機器の光学システムを通って移動し、最終的にフィル
タ処理要素６－１２１～６－１２４の１つに到達する。フィルタ処理要素６－１２１～６
－１２４は、各々が特定のサブセンサ６－１１１～６－１１４に関連付けられ、各々がそ
れぞれの波長の放出エネルギーの透過と別の波長の放出エネルギーの拒絶を、放出エネル
ギー（図６－１Ｂでは示されていない）を吸収し、及び／又は放出エネルギーを反射する
ことによって行うように構成されている。それぞれのフィルタ処理要素を通過した後、フ
ィルタ処理された放出エネルギーは誘電材料６－１２９を通り、ピクセルの対応するサブ
センサ６－１１１～６－１１４に衝突する。このようにして、各サブセンサはスペクトル
の異なる部分に関連付けられ、センサチップの各ピクセルのための分光計を形成する。
【０２０４】
　放出エネルギーの異なる波長を分離するために、何れの適当なフィルタ処理要素が使用
されてもよい。実施形態は、光学又はプラズモンフィルタ要素を使用してもよい。光学選
別要素の例としては、反射多層誘電フィルタ又は吸収フィルタが含まれるが、これらに限
定されない。プラズモン選別要素の例には、特定の波長のエネルギーを透過させるように
設計された周波数選択表面とフォトニックバンドギャップ結晶が含まれるが、これらに限
定されない。
【０２０５】
　上述の選別要素とフィルタ処理要素の代わりに、又はこれらに加えて、追加のフィルタ
処理要素が各サブセンサ６－１１１～６－１１４に隣接して設置されてもよい。追加のフ
ィルタ処理要素は、特定の波長の放出エネルギーのための強め合う干渉を作るように構成
された損失薄膜を含んでいてもよい。損失薄膜は、単層膜でも多層膜でもよい。損失薄膜
は、何れの適当な材料から製作されてもよい。例えば、損失薄膜は、屈折率ｎが減衰係数
ｋと略同じ大きさである材料から製作されてもよい。他の実施形態において、損失薄膜は
、屈折率ｎが材料の減衰係数ｋの数値から約２桁の差以内である材料から製作されてもよ
い。可視波長でのこのような材料の非限定的な例は、ゲルマニウム及びシリコンである。
【０２０６】
　損失薄膜は、何れの適当な厚さであってもよい。いくつかの実施形態において、損失薄
膜の厚さは１～４５ｎｍであってもよい。他の実施形態において、損失薄膜の厚さは１５
～４５ｎｍであってもよい。また別の実施形態において、損失薄膜の厚さは１～２０ｎｍ
であってもよい。図６－３Ａは、損失薄膜６－２１１～６－２１４の各々が、少なくとも



(59) JP 2017-531168 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

一部に、各サブセンサ６－１１１～６－１１４に関連付けられる波長により決定される、
異なる厚さを有する実施形態を示している。薄膜の厚さは、少なくとも一部に、選択的に
損失薄膜を通ってサブセンサに至る異なる波長を決定する。図６－３Ａに示されているよ
うに、損失薄膜６－２１１の厚さはｄ１であり、損失薄膜６－２１２の厚さはｄ２であり
、損失薄膜６－２１３の厚さはｄ３であり、損失薄膜６－２１４の厚さはｄ４である。後
続の各損失薄膜の厚さは、ｄ１＞ｄ２＞ｄ３＞ｄ４となるように、前の損失薄膜より小さ
い。
【０２０７】
　それに加えて、又はその代わりに、損失薄膜は、異なる特性の異なる材料で形成されて
もよく、異なる波長の放出エネルギーは、それぞれのサブセンサの各々で強め合うように
干渉する。例えば、屈折率ｎ及び／又は減衰係数ｋは、特定の波長の放出エネルギーの透
過を最適化するように選択されてもよい。図６－３Ｂは、厚さは同じであるが各損失薄膜
が異なる材料から形成されている損失薄膜６－２２１、６－２２２、６－２２３、及び６
－２２４を示している。いくつかの実施形態において、損失薄膜の材料と損失薄膜の厚さ
は何れも、所望の波長の放出エネルギーが強め合うように干渉し、膜を透過するように選
択されてもよい。
【０２０８】
　図６－１は、回折要素とレンズとの組合せが、波長による放出エネルギーの選別に使用
される実施形態を示す。センサチップの第一の層６－１０５は、ブレーズド位相格子を含
んでいてよい。ブレーズド格子は、例えば実質的に４０度と等しい角度Φのブレーズを有
していてもよく、ブレーズド格子のラインスペース（Ａ）は実質的に１．２５μｍと等し
くてもよい。当業者であればわかるように、異なるブレーズ角度及び周期を使用して、放
出エネルギーの異なる波長の光の分離を実現してもよい。さらに、放出エネルギーの異な
る波長を分離するために、何れの適当な光学要素が使用されてもよい。例えば、位相マス
ク、振幅マスク、ブレーズド格子、又はオフセットフレネルレンズが使用されてもよい。
【０２０９】
　センサチップ２－２６０の第二の層６－１０６は、第一の層６－１０５の下に配置され
た１つ又は複数のフレネルレンズを含んでいてもよく、それによって放出エネルギーをさ
らに選別し、センサ６－１０７へと誘導する。さらに、放出エネルギーの異なる波長をさ
らに分離するために、何れの適当なレンズ要素が使用されてもよい。例えば、フレネルレ
ンズの代わりに屈折レンズが使用されてもよい。
【０２１０】
　第三のレンズ層のフレネルレンズとブレーズド位相格子とは、まとめて回折光学要素（
ＤＯＥ）と呼ぶことができる。いくつかの実施形態において、ＤＯＥの厚さは、幅が約１
０マイクロメートル～３０マイクロメートルの範囲である場合、約４００～６００μｍの
範囲である。エアスペーサ層はＤＯＥの真下に位置付けられていてよく、厚さは、いくつ
かの実施形態において約１５０μｍであってもよい。あるいは、スペーサ層は、ＤＯＥの
焦点距離と同じ光学的厚さを有し、及び／又は二酸化シリコンで製作されてもよい。
【０２１１】
　図６－１の各種の構成要素は、何れの適当な距離で離間されていてもよい。例えば、セ
ンサの表面は、フレネルレンズ層６－１０６の下５μｍの距離に位置付けられていてもよ
く、顕微鏡層のレンズ６－１０３の中心からフレネルレンズ層６－１０６までの距離は５
０．６ｍｍであってもよく、ブレーズド位相格子６－１０５は、センサの表面上方約１０
０μｍの距離に位置付けられてもよい。あるいは、アッセイチップの底部から回折格子６
－１０５の上部までの距離は、約５３ｍｍであってもよい。センサ層の幅は約１０ｍｍで
あってもよい。フレネルレンズは、層内で相互に、約１０マイクロメートル、約２０マイ
クロメートル、及び約３０マイクロメートルの距離だけ離間されていてもよい。
【０２１２】
　いくつかの実施形態において、オフセットフレネルレンズが使用されてもよく、この場
合、フレネルレンズの中心は、図６－１に示されているように、レンズ６－１０３のよう



(60) JP 2017-531168 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

なレンズの中心からずれていてもよい。オフセットフレネルレンズの中心は、約５０マイ
クロメートル、約６０マイクロメートル、約７０マイクロメートル、又は約８０マイクロ
メートルだけずれていてもよいが、他の距離もあり得る。いくつかの実施形態において、
オフセットフレネルレンズは第二のオフセットを有していてもよく、これはオフセットフ
レネルレンズの中心からセンサの中心までのオフセットであり、これは、例えば、１０ｕ
ｍ又は１００ｕｍのオーダであってもよいが、他の距離もあり得る。オフセットフレネル
レンズは、任意の好適な方法で作成することができる。例えば、各々の異なる格子ピッチ
を有する２つの区間とを重ねて、バイナリオフセットフレネルレンズ構造より効率化され
たシングルオフセットフレネルを作成してもよい。いくつかの実施形態において、ピッチ
２２０ｎｍの「小さい」区間とピッチ４４０ｎｍの「大きい」区間とを重ねて、図のよう
なオフセットフレネルレンズを製作してもよい。オフセットフレネルレンズアレイは、セ
ンサアレイの上に位置付けられてもよく、オフセットフレネルレンズ要素の中心からセン
サ中心までの横方向にずれていてもよく、約８０マイクロメートル～約１５０マイクロメ
ートルの範囲の焦点距離で動作するように設計され、波長６２５ｎｍ用に設計されてもよ
い。
【０２１３】
　画像化光学系及びエアスペーサ層の真下の層は、センサ層であってもよい。センサ層は
、ＣＭＯＳ感光センサを含む複数のセンサを含んでいてもよい。センサ層は、何れの適当
な厚さを有していてもよく、これには約６マイクロメートル～約８マイクロメートルの範
囲を含む。あるいは、センサ層の厚さは２ｕｍ～１５ｕｍの範囲であってもよい。センサ
は、複数のセグメント又はピクセルに分離されてもよく、幅は約２１μｍであってもよい
。センサ層の上部から放出エネルギーの焦点までの距離は、約３０．３ｍｍであってもよ
い。
【０２１４】
　アッセイチップ及び機器の各種の層は、上述の順序である必要はない。いくつかの実施
形態において、機器の集光及び／又は選別要素と画像化光学系は逆の順序であってもよい
。例えば、ブレーズド位相格子６－１０５は、フレネルレンズ層６－１０６の後に設置さ
れてもよい。あるいは、集光及び／又は選別要素と画像化光学系は、１つの回折光学要素
（ＤＯＥ）に組み込まれてもよい。これに加えて、アッセイチップ及び機器の各種の構成
要素は、例えば、画像化光学系が集光及び／又は選別要素の上下の両方にあり得るように
組み合わせることができる。
【０２１５】
　システム内の上述した層間の界面は全て、空気とシステムの層との間の界面を含め、反
射防止コーティングを含んでいてもよい。
Ｃ．機器の光ブロック
　いくつかの実施形態において、機器１－１２０の光ブロックは、上述の光学構成要素の
一部又は全部を含んでいてもよい。光ブロックは、図６－４Ａにおいて配置されているよ
うな光学構成要素を提供してもよい。図６－４Ａは、図６－４Ａに示され光学構成要素を
通過する、λ１及びλ２を有する光を示している。上述の構成要素に加えて、光ブロック
は、励起エネルギーの第一の波長、λ１を搬送する第一の光ファイバが接続されていても
よい第一のファイバコネクタ６－４０１と、励起エネルギーの第二の波長、λ２を搬送す
る第二の光ファイバが接続されてもよい第二のファイバコネクタ６－４０２とを含んでい
てもよい。例として、ただし限定ではないが、励起エネルキーの第一の励起波長は６３０
～６４０ｎｍであってもよい。光ファイバコネクタは、ＦＣ又はＬＣコネクタ等、何れの
適当な従来のコネクタであってもよい。２つの異なる波長が入力される場合、波長は、ダ
イクロイック又はポリクロイックミラー等の波長コンバイナ６－４０３で合成されてもよ
い。第二の励起波長は５１５～５３５ｎｍであってもよい。入力励起エネルギーは、線形
偏光等の何れの適当な偏光であってもよい。いくつかの実施形態において、励起エネルギ
ーを搬送するファイバは、偏光－維持ファイバであってもよい。任意選択により、励起フ
ィルタと偏光板、例えば光ファイバ－自由空間カプラが、光ファイバ入力の後に使用され
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て、励起エネルギーをさらにフィルタ処理し、又はその特徴を変化させてもよい。
【０２１６】
　光ブロックは、レンズ、及びビーム整形等の光学処理のためのその他の光学構成要素を
保持するために、１つ又は複数の金属筐体を含んでいてもよい。図６－４Ａは、４つの金
属筐体６－４０５～６－４０８を示しており、各々がレンズ及び／又はその他の光学構成
要素を保持する。励起エネルギーをコリメートし、集光するために使用されるレンズはい
くつあってもよい。励起エネルギーをアッセイチップ２－１１０に向かって案内するため
に、１つ又は複数のミラー６－４１１及び６－４１２が金属筐体内のいくつかの間に配置
される。図６－４Ａにおいて、第一のミラー６－４１１は励起エネルギーを第二の筐体６
－４０６から第三の筐体６－４０７に誘導し、第二のミラー６－４１２は励起エネルギー
を第四の筐体６－４０８からポリクロイック誘電ミラー２－２３０へと反射する。ポリク
ロイック誘電ミラー２－２３０は、励起エネルギーを非点収差補償フィルタ６－６０１へ
と誘導する。
【０２１７】
　いくつかの実施形態において、円形偏光は検体ウェル内に誘導されてもよく、それによ
って発光マーカを同様の強度で発光させる。１／４波長板は線形偏光を、それがアッセイ
チップに到達する前に円形偏光に変換するために使用されてもよい。ポリクロイック誘電
ミラー２－２３０は、励起エネルギーを１／４波長板６－４１５に誘導する。図６－４Ａ
に示されるように、１／４波長板６－４１５は、非点収差補償フィルタ６－１０１とアッ
セイチップ２－１１０との間に配置されてもよい。したがって、円形偏光された励起エネ
ルギーはアッセイチップ上の複数のピクセルに向けて誘導される。ピクセルに誘導されな
い励起エネルギーは、ビームダンパ構成要素６－４１７により吸収されてもよい。１つ又
は複数の検体ウェル内の検体に到達する励起エネルギーによって、検体は放出エネルギー
を放出し、これはセンサ２－２６０に向かって誘導される。放出エネルギーは、偏光光学
系、非点収差補償要素６－１０１、ポリクロイックミラー２－２３０、及びリレーレンズ
６－１０３等の光学構成要素を通過してもよい。ポリクロイックミラーはフィルタとして
機能し、これは、例えばノッチフィルタ、スパイクフィルタ、又はカットオフフィルタで
あってもよい。リレーレンズ６－１０３は、放出エネルギーをセンサに向かって結像して
もよい。放出エネルギーの一部は次に、センサ２－２６０の上方に位置付けられた１つ又
は複数の放出フィルタ６－４２１及び６－４２２を通過してもよく、これはさらに放出エ
ネルギーをフィルタ処理してもよい。いくつかの実施形態において、放出フィルタはフィ
ルタの透過特性を調整し、及び／又は後方反射による干渉を軽減するために、入射放射エ
ネルギー伝播方向に関して斜めに傾斜されてもよい。上側フィルタ６－４２１が角度θで
傾斜されると、下側フィルタ６－４２２は、同じ角度θで、ただし上側フィルタの傾斜の
軸に直交する軸の周囲で傾斜されてもよく、それによって放出放射ビーム経路内に非点収
差が確実に導入されなくなる。
【０２１８】
　図６－５は、アッセイチップ２－１１０からセンサチップ２－２６０まで、装置を通過
する光路を表すレイトレースの一例を示す。アッセイチップ２－１１０内の各始点は、放
出エネルギーを放出するピクセルを表し、システムによって、センサチップ２－２６０上
の対応するピクセルに結像される。光路は、約５５．４ｍｍの距離に沿って存在していて
もよいが、何れの適当な距離が使用されてもよい。図の例において、検体ウェルアレイか
ら放出される光線は、上述の光学要素を使用して、フィルタ処理され、センサに向かって
集光される。図６－５は、６つの個々のレンズを含む１つの考え得るリレーレンズ６－１
０３を示している。リレーレンズとして、何れの数のレンズ及び／又はその他の光学要素
が使用されてもよいと認識するべきである。
ＩＶ．センサ
　本開示は、センサ、センサの動作、及び信号処理方法の各種の実施形態を提供する。い
くつかの実施形態によれば、センサチップ２－２６０のピクセルにあるセンサ２－１２２
は、検体ウェル内の１つ又は複数のタグから放出エネルギーを受け取り、受け取った放出
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エネルギーを表す１つ又は複数の電気信号を生成可能な何れの適当なセンサを含んでいて
もよい。いくつかの実施形態において、センサは少なくとも１つの光検出器（例えば、半
導体基板に形成されたｐ－ｎ接合）を含んでいてもよい。図７－１Ａ及び図７－１Ｂは、
センサチップのピクセル２－１００内で製造可能なセンサの１つの実施形態を示す。
【０２１９】
　いくつかの実施形態によれば、センサ２－１２２はセンサチップの各ピクセル２－１０
０で形成されてもよい。センサは、アッセイチップの検体ウェル２－２１１に関連付けら
れてもよい。センサの上方に１つ又は複数の透明層７－１１０があってもよく、それによ
って検体ウェルからの放出は大きく減衰せずにセンサまで移動できる。センサ２－１２２
は、いくつかの実施形態によれば、半導体基板７－１２０内のピクセルの基部に形成され
て、検体ウェルの、アッセイチップ（図示せず）と同じ側に位置付けられてもよい。
【０２２０】
　センサは、１つ又は複数の半導体接合光検出器セグメントを含んでいてもよい。各半導
体接合は、第一の導電型のウェルを含んでいてもよい。例えば、各半導体接合は、図に示
されているように、ｐ型基板内に形成されたｎ型ウェルを含んでいてもよい。いくつかの
実施形態によれば、センサ２－１２２は図７－１Ｂの平面図に示されているように、ブル
ズアイ検出器７－１６２として配置されていてもよい。第一の光検出器７－１２４はセン
サの中心に位置付けられてもよく、第二の環状光検出器７－１２２は、中央の光検出器の
周囲にあってもよい。ウェルとの電気接触は、第一の、又は後続の金属配線レベルに形成
された導電トレース７－１３４を通じて、及び導電ビア７－１３２を通じて行われてもよ
い。これらは、ビアの接触領域において高濃度にドーブされた半導体材料の領域７－１２
６があってもよい。いくつかの実施形態において、フィールド酸化膜７－１１５が光検出
器間の表面に形成されてもよく、各光検出器の一部を被覆してもよい。いくつかの実装形
態において、センサ２－１２２に隣接するピクセル内に形成された追加の半導体装置７－
１２５（例えば、トランジスタ、増幅器等）があってもよい。ピクセル内に追加の金属配
線レベル７－１３８、７－１３６があってもよい。
【０２２１】
　いくつかの実装形態において、金属配線レベル７－１３６は、ピクセルのほとんどにわ
たって延び、光検出器７－１２４の上方に中心のある開口部を有してもよく、それによっ
て検体ウェルからの放出物はセンサに到達できる。場合により、金属配線層７－１３６は
、基準電位又はグラウンドプレーンとして機能してもよく、さらに、少なくとも一部の背
景放射（例えば、励起源から、又は周囲環境からの放射）がセンサ２－２６０に到達する
のを防止する光ブロックとして機能してもよい。
【０２２２】
　図７－１Ａ及び図７－１Ｂに示されているように、センサ２－１２２は複数の光検出器
セグメント７－１２２、７－１２４に細分されてもよく、これらは相互に空間的かつ電気
的に分離される。いくつかの実施形態において、センサ２－１２２のセグメントは、反対
の型にドープされた半導体材料の領域を含んでいてもよい。例えば、第一のセンサセグメ
ントのための第一の電荷蓄積ウェル７－１２４は、基板の第一の領域が第一のウェル内で
第一の導電型（例えば、ｎ型）となるようにドープすることによって形成されてもよい。
基板はｐ型であってもよい。第二のセンサセグメントのための第二の電荷蓄積ウェル７－
１２２は、基板の第二の領域が第二のウェル内で第一の導電型となるようにドープするこ
とによって形成されてもよい。第一及び第二のウェルは、基板のｐ型領域により分離され
てもよい。
【０２２３】
　センサ２－１２２の複数のセグメントは、ブルズアイレイアウト以外の何れの適当な方
法で配置されてもよく、センサ内に３つ以上のセグメントがあってもよい。例えば、いく
つかの実施形態において、複数の光検出器セグメント７－１４２が相互から横方向に分離
されて、図７－１Ｃに示されるように、縞状センサ７－１６４を形成してもよい。いくつ
かの実施形態において、４眼（４分割）センサ７－１６６は、図７－１Ｄに示されるよう
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に、４分割パターンでセグメント７－１４４を配置することによって形成されてもよい。
いくつかの実装形態において、図７－１Ｅに示されているように、円弧状のセグメント７
－１４６がブルズアイパターンと組み合わせて形成され、円弧状セグメントセンサ７－１
６８を形成してもよい。他のセンサ構成はパイピース形部分を含んでいてもよく、これは
円の別々の区域に配置された個々のセンサを含んでいてもよい。場合により、センサセグ
メントは検体ウェル２－２１１の周囲に対称に、又は検体ウェルの周囲に非対称に配置さ
れてもよい。センサセグメントの配置は、上述の配置のみに限定されず、センサセグメン
トの何れの適当な分散が使用されてもよい。
【０２２４】
　本発明者らは、４分割センサ７－１６６、パイ扇形センサ、又は同様の扇形センサは、
他のセンサ構成より有利に、より小型のピクセルサイズに合わせて縮小できる。４分割及
び扇形検出器は、検出される波長の数及びセンサのアクティブエリアに対して消費するピ
クセル面積が少ないことができる。
【０２２５】
　センサは、様々な幾何学的形状に配置されてもよい。いくつかの例において、センサは
、正方形構成又は６角形構成に配される。
　センサは、検体ウェルから放出された放出エネルギーを捕捉するための何れの適当な方
法で大きさが決められ、位置付けられてもよい。例えば、センサは検体ウェルの下に中心
を置き、５ｕｍ×５ｕｍの平坦な寸法を有していてもよい。あるいは、各サブセンサは、
１．６ｕｍ×１０ｕｍの寸法で、４．６ｕｍのピッチ（すなわち各サブセンサ間に３ｕｍ
のギャップ）を有いていてもよい。
【０２２６】
　本開示のセンサは、独立して（すなわち個別に）アドレス可能であってもよい。個別に
アドレス可能なセンサは、他のセンサから独立して信号を検出し、出力を提供できる。個
別にアドレス可能なセンサは、個別に読み出し可能であってもよい。
【０２２７】
　いくつかの実施形態において、図７－１Ｆに示されているように、積層型センサ７－１
６９が、複数の別々のセンサセグメント７－１４８を縦の積層体として製造することによ
って形成されてもよい。例えば、セグメントは上下に配置されてもよく、積層されたセグ
メント間に絶縁層があってもなくてもよい。縦方向の層の各々は、特定のエネルギーの放
出エネルギーを吸収し、別のエネルギーの放出物を通過させるように構成されてもよい。
例えば、第一の検出器は、より短い波長の放射（例えば、検体からの約５００ｎｍ未満の
青波長放射）を吸収し、検出してもよい。第一の検出器は、検体からの緑及び赤波長の放
出を通過させてもよい。第二の検出器は、緑波長放射（例えば、約５００ｎｍ～約６００
ｎｍ）を吸収し、検出してもよく、赤放射を通過させてもよい。第三の検出器は、赤放射
を吸収し、検出してもよい。いくつかの実施形態において、積層体内に反射膜７－１４９
が組み込まれて、選択された波長バンドの光を反射して、セグメント内に戻してもよい。
例えば、薄膜は第二のセグメントにより吸収されなかった緑波長の放射を反射して、第二
のセグメント内に戻してもよく、それによってその検出効率が高まる。
【０２２８】
　センサセグメントが縦方向に積層されている、いくつかの実施形態において、放出結合
構成要素が検体ウェルに含められず、放出波長に依存する検体放出物の別々の空間分布パ
ターンを生成してもよい。分光的に異なる放出物の識別は、いくつかの実施形態によれば
、縦積層型センサ７－１６９で、その積層セグメントからの信号の比を解析することによ
って実現されてもよい。
【０２２９】
　いくつかの実施形態において、センサ２－１２２のセグメントはシリコンから形成され
るが、何れの適当な半導体（問えば、Ｇｅ、ＧａＡ、ＳｉＧｅ、ＩｎＰ等）が使用されて
もよい。いくつかの実施形態において、センサセグメントは、有機光伝導膜を含んでいて
もよい。他の実施形態において、量子ドット光検出器がセンサセグメントに使用されても
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よい。量子ドット光検出器は、量子ドットの大きさに基づいて異なる放出エネルギーに応
答してもよい。いくつかの実施形態において、検体ウェルから受け取った異なる放出エネ
ルギー又は波長間での区別を行うために、様々な大きさの複数の量子ドットが使用されて
もよい。例えば、第一のセグメントは、第一の大きさを有する量子ドットから形成されて
もよく、第二のセグメントは、第二の大きさを有する量子ドットから形成されてもよい。
各種の実施形態において、センサ２－１２２は、従来のＣＭＯＳプロセスを使用して形成
されてもよい。
【０２３０】
　前述のように、放出結合構成要素は、いくつかの実施形態において、検体ウェルに隣接
して製造されてもよい。選別要素２－２４３は、検体ウェル２－２１１内の検体からの放
出を変化させて、放出波長に依存する検体放出の異なる空間的分布パターンを生成するこ
とができる。図７－２Ａは、第一の波長で第一の検体から生成できる第一の空間的分布パ
ターン７－２５０の一例を示している。第一の空間的分布パターン７－２５０は、図７－
２Ｂに示されるように、例えばブルズアイセンサ７－１６２の中央セグメントに向けられ
た明確な中央ローブを有していてもよい。このようなパターン７－２５０は、検体が約６
６３ｎｍの波長で放出するときに、何れの適当な回折要素によって生成されてもよい。セ
ンサに入射する投影パターン７－２５２は、図７－２Ｂに示されているように見え得る。
【０２３１】
　図７－２Ｃは、いくつかの実施形態による、同じ検体ウェルから第二の波長で放出され
る第二の検体から生成され得る空間的分布パターン７－２６０を示している。第二の空間
分布パターン７－２６０は、２つの放射ローブを含み、第一の空間分布パターン７－２５
０と異なっていてもよい。第二の空間分布パターン７－２６０の投影パターン７－２６２
は、いくつかの実施形態によれば、図７－２Ｄに示されているように見え得る。第二の空
間分布パターン７－２６０は、検体が約６８７ｎｍの波長で放出するときに、何れの適当
な回折要素によって生成されてもよい。
【０２３２】
　センサ２－１２２のセグメントは、いくつかの実施形態によれば、特定の放出エネルギ
ーを検出するように配置されてもよい。例えば検体ウェルとセンサのセグメントに隣接す
る放出結合構造は、組み合わせて、特定の放出エネルギー間の信号差分を増大させるよう
に設計されてもよい。放出エネルギーは、センサチップと使用される選択されたタグに対
応してもよい。一例として、ブルズアイセンサ７－１６２は、そのセグメントを、検体か
らの投影パターン７－２６０、７－２６２とよりよくマッチするような大きさ及び／又は
位置付けとすることができ、それによってより高い強度の領域がセンサのアクティブセグ
メントの中央により近くなる。その代わりに、又はそれに加えて、回折要素は、投影パタ
ーン７－２６０、７－２６２を変化させて、高強度領域がセンサセグメント内のより中心
に近くなるように設計されてもよい。
【０２３３】
　センサ２－１２２は、２つのセグメントを含んでいるが、いくつかの実施形態において
、検体からの３つ以上の空間的に異なる放出バンドを識別することも可能である。例えば
、各放出バンドは、センサセグメント上に異なる投影パターンを生成し、センサセグメン
トからの信号の異なる組合せを生じさせてもよい。信号の組合せを解析して、放出バンド
を判別し、識別してもよい。図７－２Ｅ～図７－２Ｈは、４つの異なる放出パターンに露
出された２セグメントセンサ２－１２２からの信号の数値シミュレーションの結果を示す
。図からわかるように、２つのセンサセグメントからの信号の各組合せは異なり、４つの
波長でのエミッタ間の区別に使用できる。シミュレーションに関して、ブルズアイセンサ
７－１６２の外側の検出器セグメントのほうが大きい面積であったため、その検出器につ
いてより多くの信号が統合された。これに加えて、検出器間の領域に衝突した光によりキ
ャリアが生成され、これは何れかの検出器セグメントに向かってドリフトし、両方のセグ
メントからの信号に寄与し得る。
【０２３４】
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　いくつかの実施形態において、ピクセルあたりＮ個の光検出器セグメントがあってもよ
く、Ｎは何れの整数値でもよい。いくつかの実施形態において、Ｎは１以上、１０以下で
あってもよい。他の実施形態において、Ｎは２以上、５以下であってもよい。Ｎ個の検出
器により検出され得る判別可能な検体放出の数Ｍ（例えば、異なる発光タグからの異なる
放出波長）はＮと等しいか、それより大きくてもよい。Ｍ個の検体放出の判別は、いくつ
かの実施形態によれば、各センサセグメントからの信号の比を評価することによって実現
されてもよい。いくつかの実装形態において、受け取った信号の比、合計、及び／又は振
幅を測定、解析して、検体ウェルからの放出物の特徴的波長を判定してもよい。
【０２３５】
　いくつかの実施形態において、検体ウェル２－２１１内で、複数のエミッタがある時間
枠内に異なる特徴的波長で放出してもよい。センサ２－１２２は、異なる波長の複数の放
出からの信号を同時に検出し、合計された信号をデータ処理のために提供してもよい。い
くつかの実装形態において、多波長放出は、センサセグメントからの信号値の別の集合と
して区別可能であってもよい（例えば、図７－２Ｅ～図７－２Ｈに示されるものと異なる
信号値）。信号値を解析して、多波長放出が発生したことを判別し、その放出物に関連付
けられるエミッタの特定の組合せを識別してもよい。
【０２３６】
　本発明者らはまた、４つの同心円状のセグメントを有するブルズアイセンサを検討し、
解析した。セグメントからの信号が図７－２Ｉ及び図７－２Ｊに示されており、これはそ
れぞれ図７－２Ｇ及び図７－２Ｈに関連する同じ放出条件に関する。４眼ブルズアイセン
サはまた、個別の信号を示し、これを解析して、検体ウェル内の特定のエミッタを識別し
てもよい。
【０２３７】
　波長フィルタリングが各センサセグメントで使用される場合、又はスペクトル分離が高
い場合、センサの各セグメントは実質的に選択された放出バンドのみを検出してもよい。
例えば、第一の波長は第一のセグメントによって検出されてもよく、第二の波長は第二の
セグメントによって検出されてもよく、第三の波長は第三のセグメントによって検出され
てもよい。
【０２３８】
　図７－１Ａを再び参照すると、ピクセル２－１００内には別の電子回路７－１２５があ
ってもよく、これはセンサ２－１２２の各セグメントからの信号を収集し、読み出すため
に使用されてもよい。図７－３Ａ及び図７－３Ｄは、いくつかの実施形態による、マルチ
セグメントセンサと組み合わせて使用できる回路を示している。一例として、信号収集回
路７－３１０は、各センサセグメントにつき３つのトランジスタを含んでいてもよい。い
くつかの実装形態による３つのトランジスタの配置が図７－３Ｂに示されている。各セグ
メントに関連する電荷蓄積ノード７－３１１の信号レベルは、リセットトランジスタＲＳ
Ｔによってリセットされてもよく、セグメントの信号レベル（電荷蓄積ノードにおける電
荷の量により決まる）は読取りトランジスタＲＤで読み出されてもよい。
【０２３９】
　ピクセル回路は、いくつかの実施形態によれば、増幅及び相関二重サンプリング回路７
－３２０をさらに含んでいてもよい。増幅及び二重サンプリング回路は、センサセグメン
トからの信号を増幅するように構成されたトランジスタの他に、センサに放出エネルギー
が存在しないときに（例えば、検体ウェルにおいて励起エネルギーが印加される前）、電
荷蓄積ノードでの電圧レベルをリセットし、そのノードの背景、すなわち「リセット」信
号を読み取り、例えば、その後の放出信号を読み取るように構成されたトランジスタを含
んでいてもよい。
【０２４０】
　いくつかの実施形態によれば、相関二重サンプリングは、検出された放出信号レベルか
ら背景又はリセット信号レベルを減算することによって、背景ノイズを減少させるために
使用される。センサの各セグメントに関連する収集された放出信号と背景信号は、コラム
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ライン７－３３０に読み出されてもよい。いくつかの実施形態において、放出信号レベル
と背景信号は共通のコラムラインに時分割多重化される。各センサセグメントのための別
のコラムラインがあってもよい。コラムラインからの信号は、増幅回路７－３４０（アク
ティブピクセルアレイの外にあってもよい）で緩衝され、及び／又は増幅されて、さらに
処理、解析されるために提供されてもよい。いくつかの実施形態において、二重サンプリ
ングされた信号の減算は、オフチップで、例えばシステムプロセッサにより計算される。
他の実施形態において、減算はオンチップで、すなわち機器の回路内で実行されてもよい
。
【０２４１】
　相関二重サンプリングのいくつかの実施形態は、サンプリングするべき行を選択するこ
とによって動作してもよく、その行に関連するセンサはサンプリング期間にわたり、統合
信号の電荷を有し、かつ信号レベルを含む。信号レベルは、コラムラインに同時に読み出
されてもよい。統合信号レベルをサンプリングした後、選択された行内の全てのピクセル
はリセットされ、直ちにサンプリングされてもよい。このリセットレベルは、リセット解
除後に蓄積を開始する次の統合信号と相関されてもよく、後に同じ行が再び選択されたと
きに、フレーム時間の統合を終了する。いくつかの実施形態において、フレームのリセッ
ト値はオフチップで保存されてもよく、信号が統合を完了し、サンプリングされると、保
存された相関リセット値を減算できる。
【０２４２】
　いくつかの実施形態において、３以上のセグメントを有するセンサ２－１２２には、追
加の回路が必要となり得る。図７－３Ｃは、４眼センサに関連する信号収集７－３１２、
増幅７－３２０、及び二重サンプリング回路を示している。いくつかの実施形態によれば
、２つ以上のセグメントからの信号は、図に示されているように、ピクセルにおける共通
の信号チャネルに時分割多重化されてもよい。時分割多重化信号は、ノイズキャンセレー
ションのための各セグメントについてサンプリングされた背景信号を含んでいてもよい。
それに加えて、２つ以上のセグメントからの信号は、共通のコラムラインに時分割多重化
されてもよい。
【０２４３】
　いくつかの実施形態によれば、励起源からの背景信号レベルを減少させ、及び／又は検
体に関連する異なるエミッタからの異なる放出を判別するために、時間信号取得方式が使
用されてもよい。図７－４Ａは、いくつかの実施形態により、検体にタグ付けするために
使用できる２つの異なるエミッタからの蛍光放出と減衰を示している。２つの放出は、明
らかに異なる時間減衰特性を有する。第一のエミッタからの第一の時間減衰曲線７－４１
０は、ローダミン等の一般的な蛍光分子に対応してもよい。第二の時間減衰曲線７－４２
０は、第二のエミッタ、例えば量子ドット又は発光エミッタの特徴であってもよい。何れ
のエミッタも、エミッタの初期励起後のある時間にわたって延びる放出減衰テールを示す
。いくつかの実施形態において、放出減衰テール中に適用される信号収集技術は、タイミ
ングをとることにより、いくつかの実施形態において、励起源から背景信号を減少させ、
いくつかの実施形態においてエミッタ間を区別することができる。
【０２４４】
　いくつかの実装形態によれば、放出減衰テール中に、励起源からの放射による背景信号
を減少させるために時間遅延サンプリングが使用されてもよい。図７－４Ｂ及び図７－４
Ｃは、いくつかの実施形態による時間遅延サンプリングを示す。図７－４Ｂは、励起源か
らの励起エネルギーの励起パルス７－４４０と、検体ウェル内で励起された検体から続き
得るその後の放出パルス７－４５０の経時変化を示す。励起パルス７－４４０は、図７－
４Ｃに示されるように、短時間にわたり駆動信号７－４４２で励起源を駆動した結果であ
ってもよい。例えば、駆動信号は第一の時間ｔ１から始まり、第二の時間ｔ２で終わって
もよい。駆動信号の持続時間（ｔ２－ｔ１）は、いくつかの実施形態によれば、約１ピコ
秒～約５０ナノ秒であってもよいが、いくつかの実装形態においてはより短い持続時間が
使用されてもよい。
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【０２４５】
　励起源のための駆動信号が終了した後の時間ｔ３で、ピクセルのセンサ２－２６０（又
はセンサグメント）は、時間ｔ３から時間ｔ４までに及ぶ第二の時間間隔７－４５２中に
電荷蓄積ノード７－３１１において電荷を蓄積するようにゲート制御されてもよい。第二
の時間間隔は、いくつかの実施形態によれば、約１ナノ秒～約５０マイクロ秒であっても
よいが、いくつかの実装形態においては、他の持続時間が使用されてもよい。図７－４Ｂ
を参照するとわかるように、電荷蓄積ノードは、励起源によるものより、放出する検体に
よる信号電荷の方を多く収集する。したがって、改善された信号対ノイズ比が得られる。
【０２４６】
　図７－４Ａを再び参照すると、エミッタの時間的放出特徴が異なることから、センサに
おける対応する信号は、異なる時間にピークとなり得る。いくつかの実装形態において、
放出－減衰テールで適用される信号取得技術が異なるエミッタを判別するために使用され
てもよい。いくつかの実施形態において、時間検出技術は、異なるエミッタを判別するた
めに、空間及びスペクトル方式（例えば、図７－２に関連して上述した）と共に使用され
てもよい。
【０２４７】
　図７－４Ｄ～図７－４Ｈは、センサ又はセンサセグメントにおいて、二重サンプリング
をどのように使用して異なる時間的放出特徴を有する２つのエミッタを区別できるかを示
している。図７－４Ｄは、それぞれ第一のエミッタと第二のエミッタに関連する放出曲線
７－４７０、７－４７５を示す。一例として、第一のエミッタはローダミン等の一般的な
蛍光体であってもよく、第二のエミッタは量子ドット又は発光エミッタであってもよい。
【０２４８】
　図７－４Ｅは、図７－４Ｄの２つの異なる放出特徴に応答して発生し得る電気蓄積ノー
ド７－３１１のダイナミック電圧レベルを表す。この例において、蛍光エミッタに対応す
る第一の電圧曲線７－４７２は、放出スパンがより短いため、より急速に変化して、第一
の時間ｔ１でその最大値（又はノードの極性に応じて最小値）に到達し得る。第二の電圧
曲線７－４７７は、第二のエミッタの放出特徴がより長いため、よりゆっくりと変化し、
第二の時間ｔ２でその最大値（又は最小値）に到達し得る。
【０２４９】
　いくつかの実施形態において、電荷蓄積ノードのサンプリングは、図７－４Ｆに示され
るように、検体励起の後の２つの時間ｔ３、ｔ４で行われてもよい。例えば、第一のリー
ド信号７－４８１は、第一の時間ｔ３における電荷蓄積ノードから第一の電圧値を読み出
すことに当てはまり得る。その後、第二のリード信号７－４８２は、第二の時間ｔ４にお
いて電荷蓄積ノードから第二の電圧値を読み出すことに当てはまり得、第一のリードと第
二のリードとの間で電荷蓄積ノードはリセットされない。その後、２つのサンプリングさ
れた信号値の解析結果を使用して、２つのエミッタのうちの何れが検出された信号レベル
を提供したかを識別してもよい。
【０２５０】
　図７－４Ｇは、図７－４Ｄに示されている放出曲線７－４７０を有する第一のエミッタ
について得られる可能性のある第一のリードと第二のリードからの２つの信号の一例を示
す。図７－４Ｈは、図７－４Ｄに示されている放出曲線７－４７５を有する第二のエミッ
タについて得られる可能性のある第一のリードと第二のリードからの２つの信号の一例を
示す。例えば、第一のエミッタに関して図７－４Ｆに示されているサンプリングシーケン
スでは曲線７－４７２がサンプリングされ、２つのリード時間で略同じ数値が得られる。
第二のエミッタの場合、図７－４Ｆに示されているサンプリングシーケンスにより、２つ
のリード時間において曲線７－４７７の２つ異なる数値がサンプリングされる。その結果
として得られる２つのリード時間からの信号ペアは２つのエミッタ間を区別するもので、
これを解析し、各エミッタを識別できる。いくつかの実施形態によれば、背景信号成分差
引のための二重サンプリングはまた、第一及び第二のリード信号から背景信号を差し引く
ために実行されてもよい。
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【０２５１】
　動作中、試料からのデータ集合を解析する前に、センサチップのセンサ２－２６０に対
して波長校正手順を実行してもよい。波長校正手順は、センサに、センサチップに使用さ
れ得る蛍光体の波長に対応していてもいなくてもよい、特徴的波長を有する異なる既知の
エネルギーを付与する工程を含んでいてもよい。異なるエネルギーは逐次的に付与しても
よいため、校正信号は各エネルギーに関してセンサから記録できる。その後、校正信号は
参照信号として保存されてもよく、これは実際のデータの取得を処理し、センサにより何
れの放出波長が検出されたかを判定するために使用されてもよい。
【０２５２】
　蛍光マーカの寿命を検出するための測定には、タイムビン情報を取得できる何れの適当
なセンサが使用されてもよい。センサは、各検体ウェルが検体ウェルからの発光を検出す
るための少なくとも１つのセンサ領域を有するように配置される。いくつかの実施形態に
おいて、内蔵されるデバイスとしては、ガイガーモードアバランシェフォトダイオードア
レイ及び／又は単一光子アバランシェダイオードアレイ（ＳＰＡＤ：ｓｉｎｇｌｅ　ｐｈ
ｏｔｏｎ　ａｖａｌａｎｃｈｅ　ｄｉｏｄｅ　ａｒｒａｙ）が含まれていてもよい。セン
サとしては高ＩＲ感度ＣＭＯＳセンサが含まれていてもよく、これはＳｉ－Ｇｅ材料及び
／又は「ブラックシリコン」等の改質層を含んでいてもよい。これらの材料により、セン
サは赤外線を放出し、及び／又はそれ以外にＩＲ感度の低いＣＭＯＳセンサでは検出能力
の低い発光マーカを検出できることになり得る。
【０２５３】
　本明細書には、入射光子の到達タイミングを正確に測定でき、すなわち「タイムビンに
分解」でき、例えば核酸配列解析（例えば、ＤＮＡ配列解析）をはじめとする各種用途で
使用され得る集積光検出器が記載される。いくつかの実施形態において、集積光検出器は
、ナノ秒又はピコ秒の分解能で光子の到来を測定でき、これは入射光子の到来の時間ドメ
イン解析を容易にすることができる。
【０２５４】
　いくつかの実施形態は、入射光子に応当して電荷キャリアを生成し、電荷キャリアが入
射光子の到来により生成された、参照時間（例えば、トリガイベント）に関するタイミン
グを区別できる光検出器を有する集積回路に関する。いくつかの実施形態において、電荷
キャリア分離構造は、異なる時間に生成された電気キャリアを分離し、電荷キャリアを１
つ又は複数の電荷キャリア保存領域（「ビン」と呼ばれる）に誘導し、これは異なる期間
内に生成された電荷キャリアを集約する。各ビンは、選択された時間間隔内に生成された
電荷キャリアを保存する。各ビンに保存された電荷を読み出すことによって、各時間間隔
内に到来した光子の数に関する情報を提供できる。このような集積回路は、本明細書に記
載されているような様々な用途の何れにおいても使用できる。
【０２５５】
　光検出領域及び電荷キャリア分離構造を有する集積回路の一例を説明する。いくつかの
実施形態において、集積回路はピクセルのアレイを含んでいてもよく、各ピクセルは、後
述のように、１つ又は複数の光検出領域と、１つ又は複数の電荷キャリア分離構造とを含
んでいてもよい。
【０２５６】
　図７－５は、いくつかの実施形態によるピクセル１００の概略図を示す。ピクセル１０
０は、光子吸収／キャリア生成領域１０２（「光検出領域とも呼ばれる）と、キャリア移
動／捕捉領域１０６と、１つ又は複数の電荷キャリア保存領域とを有し、本明細書では「
電荷キャリア保存ビン」又は単に「ビン」とも呼ばれるキャリア保存領域１０８と、電荷
キャリア保存ビンから信号を読み出すための読み出し回路１１０とを含む。光生成電荷キ
ャリアは、本明細書において単に「電荷キャリア」と呼ばれてもよい。
【０２５７】
　光子吸収／キャリア生成領域１０２は、入射光子を光生成電荷キャリアに変換できる半
導体材料（例えば、シリコン）領域であってもよい。光子吸収／キャリア生成領域１０２
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は、露光されてもよく、入射光子を受け取ってもよい。光子が光子吸収／キャリア生成領
域１０２により吸収されるとき、これは光生成電荷キャリア、例えば電子／正孔対等を生
成し得る。
【０２５８】
　光子吸収／キャリア生成領域１０２に電場が確立されてもよい。いくつかの実施形態に
おいて、電場は「静電場」であってもよく、これはキャリア移動／捕捉領域１０６の充電
電場と対照的である。光子吸収／電荷生成領域１０２の電場は、横成分、縦成分、又は横
及び縦成分の両方を含んでいてもよい。電場の横成分は、図７－５の矢印で示される下方
に向いていてもよく、これは、光生成電荷キャリアに対する、これらをキャリア移動／捕
捉領域１０６へと駆動する力を示している。電場は、様々な方法で形成されてもよい。
【０２５９】
　いくつかの実施形態において、１つ又は複数の電極は、光子吸収／キャリア生成領域１
０２の上に形成されてもよい。電極には、光子吸収／キャリア生成領域１０２に電場を確
立させるために電圧が印加されてもよい。このような電極は「フォトゲート」と呼ばれて
もよい。いくつかの実施形態において、光子吸収／キャリア生成領域１０２は、電荷キャ
リアが完全に消耗したシリコンの領域であってもよい。
【０２６０】
　いくつかの実施形態において、光子吸収／キャリア生成領域１０２の電場は、ＰＮ接合
等の接合によって確立されてもよい。光子吸収／キャリア生成領域１０２の半導体材料は
、ドープによって、光生成電荷キャリアに対して、それらをキャリア移動／捕捉領域１０
６へと駆動する力を誘導する電場を生成するような方位及び／又は形状を有するＰＮ接合
を形成してもよい。いくつかの実施形態において、ＰＮ接合ダイオードのＰ端子は、その
電圧を設定する端子に接続されてもよい。このようなダイオードは、「埋込」フォトダイ
オードと呼ばれてもよい。埋込フォトダイオードは、表面のキャリア再結合を促進でき、
これはその電圧を設定し、キャリアを引き付ける端子によるもので、それによって暗電流
を減少させることができる。捕捉することが望まれる光生成電荷キャリアは、表面の再結
合領域の下を通過してもよい。いくつかの実施形態において、横方向の電場は、半導体材
料中でドープ濃度を段階的に使用することによって確立されてもよい。
【０２６１】
　図７－５に示されるように、時間ｔ１において、光子が捕捉されてもよく、電荷キャリ
ア１０１Ａ（例えば電子）が生成されてもよい。いくつかの実施形態において、光子吸収
／キャリア生成領域１０２及びキャリア移動／捕捉領域１０６に沿って電位勾配が確立さ
れてもよく、それによって電荷キャリア１０１Ａは図７－５の下方向に（図７－５に示さ
れる矢印により示されている）移動する。電位勾配に応答して、電荷キャリア１０１Ａは
時間ｔ１でのその位置から時間ｔ２の第二の位置、時間ｔ３の第三の位置、時間ｔ４の第
四の位置、及び時間ｔ５の第五の位置へと移動し得る。そのため、電荷キャリア１０１Ａ
は電位勾配に応答してキャリア移動／捕捉領域１０６内へと移動する。
【０２６２】
　キャリア移動／捕捉領域１０６は、半導体領域であってもよい。いくつかの実施形態に
おいて、キャリア移動／捕捉領域１０６は、光子吸収／キャリア生成領域１０２と同じ材
料（例えば、シリコン）の半導体領域であってもよいが、ただし、キャリア移動／捕捉領
域１０６が（例えば、金属層等の上乗せされた不透明材料によって）入射光から遮蔽され
ていてもよい。
【０２６３】
　いくつかの実施形態において、以下に詳しく説明するように、電位勾配は、光子吸収／
キャリア生成領域１０２及びキャリア移動／捕捉領域１０６内に、これらの領域の上方に
位置付けられた電極により確立されてもよい。しかしながら、本明細書に記載されている
技術は、電位勾配を生成するために使用される電極の特定の位置に関して限定されない。
また、本明細書に記載されている技術は、電極を使った電位勾配の確立にも限定されない
。いくつかの実施形態において、電位勾配は、空間的に段階のあるドーププロファイルを
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使用して確立されてもよい。電位キャリアを、光子吸収／キャリア生成領域１０２及びキ
ャリア移動／捕捉領域１０６に沿って移動させる電子勾配を確立するためには、何れの適
当な技術が使用されてもよい。
【０２６４】
　異なる時間に生成される電荷キャリの分離を可能にするために、電荷キャリア分離構造
がピクセル内に形成されてもよい。いくつかの実施形態において、電荷キャリア分離構造
の少なくとも一部は、キャリア移動／捕捉領域１０６の上に形成されてもよい。後述のよ
うに、電荷キャリア分離構造は電荷移動／捕捉領域１０６の上に形成された１つ又は複数
の電極を含んでいてもよく、その電圧は、キャリア移動／捕捉領域１０６の電位を変化さ
せるように、制御回路によって制御されてもよい。
【０２６５】
　キャリア移動／捕捉領域１０６の電位は、電荷キャリアの補足を可能にするように変化
されてもよい。電位勾配は、キャリア移動／捕捉領域１０６の上にある１つ又は複数の電
極の電圧を変化させて、所定の空間領域内に電荷を閉じ込めることのできる電位バリアが
生成されるようにすることによって変化されてもよい。例えば、図７－５のキャリア移動
／捕捉領域１０６の破線の上にある電極の電圧は時間ｔ５において、図７－５のキャリア
移動／捕捉領域１０６内の破線に沿って電位バリアを生じさせ、それによって電荷キャリ
ア１０１Ａが捕捉されるように変化されてもよい。図７－５に示されるように、時間ｔ５
で捕捉されたキャリアは、キャリア保存領域１０８のビン「ビン０」に移動されてもよい
。電荷キャリア保存ビンへのキャリアの移動は、キャリア移動／捕捉領域１０６及び／又
はキャリア保存領域１０８の電位を（例えば、これらの領域の上にある電極の電圧を変化
させることによって）変化させ、キャリアを電荷キャリ保存ビン内へと移動させることに
より実行されてもよい。
【０２６６】
　キャリア移動／捕捉領域１０６の所定の空間領域内のある時点での電位を変化させるこ
とにより、特定の期間内に発生した光子吸収により生成されたキャリアの捕捉が可能とな
り得る。異なる時間及び／又は位置で光生成電荷キャリアを捕捉することにより、電荷キ
ャリアが光子吸収により生成された時間が区別されてもよい。この意味で、電荷キャリア
は、トリガイベントの発生後、時間及び／又は空間内の特定の点において電荷キャリアを
捕捉することにより「タイムビンに分解」されてもよい。特定のビン内の電荷キャリアの
タイムビンへの分解によって、その光生成電荷キャリアが入射光子の吸収により生成され
た時間に関する情報が提供され、そのため、その光生成電荷キャリアを生成した入射光子
の到来をトリガイベントに関して「タイムビンに分解」する。
【０２６７】
　図７－６は、時間及び空間内の異なる点における電荷キャリアの捕捉を示している。図
７－６に示されているように、キャリア移動／捕捉領域１０６の破線の上にある電極の電
圧は、時間ｔ９において、図７－６のキャリア移動／捕捉領域１０６の破線に沿って電位
バリアを発生させるように変化させられてもよく、それによって電荷１０１Ｂを捕捉する
。図７－６に示されるように、時間ｔ９において捕捉されたキャリアは、キャリア捕捉領
域１０８のビン「ビン１」に移動されてもよい。電荷キャリア１０１Ｂは時間ｔ９で捕捉
されるため、これは時間ｔ５で捕捉されるキャリア１０１Ａに関する光子吸収イベント（
すなわち、ｔ１における）と異なる時間（すなわち、時間ｔ６）で発生する光子吸収イベ
ントを表す。
【０２６８】
　キャリア保存領域１０８の電荷キャリア保存ビン内の電荷キャリアの測定と合計を、電
荷キャリアが捕捉された時間に基づいて複数回実行することにより、光子吸収／キャリア
生成領域１０２内で光子が捕捉された時間に関する情報が得られる。このような情報は、
上述のように、様々な用途において有益となり得る。
【０２６９】
　いくつかの実施形態において、励起パルスの後に各タイムビンが捕捉する時間の長さは
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変化してもよい。例えば、より短いタイムビンは励起パルスの直後に発光を検出するため
に使用されてもよく、その一方で、より長いタイムビンは、励起パルスからさらに離れた
時間において使用されてもよい。タイムビンの間隔を変えることによって、各タイムビン
に関連する電気信号の測定の信号対ノイズ比を、あるセンサについて改善できる。光子放
出イベントの確率は、励起パルスの直後の方がより高いため、この時間内のタイムビンは
、より多くの光子が検出される可能性を考慮して、より短い時間間隔を有してもよい。よ
り長い時間では、光子放出の確率はより低く、この時間内でのタイムビン検出は、光子の
数がより少ない可能性を考慮して、より長くてもよい。いくつかの実施形態において、顕
著に長い持続時間のタイムビンは、複数の寿命を区別するために使用されてもよい。例え
ば、タイムビンのほとんどは、約０．１～０．５ｎｓの範囲の時間間隔を捕捉してもよい
が、あるタイムビンは、約２～５ｎｓの範囲の時間間隔を捕捉してもよい。タイムビンの
数及び／又は各ビンの時間間隔は、検体となる物体から放出される光子を検出するために
使用されるセンサに依存してもよい。各ビンの時間間隔の決定には、センサにより提供さ
れたタイムビンの数が検体の解析に使用される発光マーカ間の区別を付けるのに必要な時
間間隔を特定する工程を含んでいてもよい。記録されたヒストグラムの分布を、同様の条
件とタイムビンによるマーカの既知のヒストグラムと比較することにより、検体ウェル内
のマーカの種類を識別してもよい。本願の異なる実施形態は、マーカの寿命を測定するが
、マーカを励起するために使用された励起エネルギー、各ピクセル内のセンサ領域の数、
及び／又はセンサにより検出される波長は異なり得る。
Ｖ．励起源
　励起源２－２５０は、アッセイチップの少なくとも１つの検体ウェル２－１１１に励起
エネルギーを送達するように構成された何れの適当な励起源であってもよい。アッセイチ
ップ上のピクセルは、パッシブソースピクセルであってもよい。「パッシブソースピクセ
ル」という用語は、励起エネルギーがアッセイチップのピクセル又はピクセルアレイの外
の領域からピクセルに送達される、例えば励起が機器内で起こってもよいピクセルを指す
ために使用される。
【０２７０】
　いくつかの実施形態によれば、励起源は、放射プロセスを介して検体を励起してもよい
。例えば、励起源は、アッセイチップの少なくとも１つの検体ウェルの少なくとも１つの
励起領域３－２１５に、可視放射（例えば、波長約３５０ｎｍ～約７５０ｎｍの放射）、
近赤外放射（例えば、波長約０．７５マイクロメートル～約１．４マイクロメートルの放
射）、及び／又は短波長赤外放射（例えば、波長約１．４マイクロメートル～約３マイク
ロメートルの放射）を提供してもよい。いくつかの実施形態において、放射励起源は、検
体ウェルの励起領域に直に隣接する介在物（例えば、分子、量子ドット、又は選択された
分子及び／又は量子ドットを含む材料の層）を励起するためにエネルギーを供給してもよ
い。この介在物は、非放射プロセスを通じて（例えば、ＦＲＥＴ又はＤＥＴを通じて）そ
のエネルギーを検体に移動させてもよい。
【０２７１】
　いくつかの実施形態において、励起源は、複数の励起エネルギー源を提供してもよい。
例えば、放射励起源は、２つ以上の異なるスペクトル特徴を有する励起エネルギーを送達
してもよい。一例として、多色ＬＥＤは、中心が２つ以上の波長にあるエネルギーを放出
してもよく、これらのエネルギーが検体ウェルの励起領域に送達されてもよい。
【０２７２】
　いくつかの実施形態の概要において、それによれば、機器は、アッセイチップの少なく
とも１つの検体ウェルの少なくとも１つの励起領域、又は励起エネルギーを１つ又は複数
の励起領域内の少なくとも１つの検体に変換又は結合する少なくとも１つの介在物に励起
エネルギーを供給するための少なくとも１つの励起源２－２５０を含んでいてもよい。図
２－３に示されているように、励起源２－２５０からの放射励起エネルギー２－２５１は
、例えば、検体ウェル２－２１１の周囲の領域に衝突してもよい。いくつかの実施形態に
おいて、検体ウェルの励起領域２－２１５内に入射励起エネルギーを集束するのを支援す
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る励起結合構造２－２２３があってもよい。
【０２７３】
　励起源は、１つ又は複数の異なるスペクトルバンドにより特徴付けられてもよく、その
各々が特徴的波長を有する。説明のためにすぎないが、励起源からのスペクトル放出の例
が図８－１Ａのスペクトルグラフに示されている。励起エネルギーは、スペクトル励起バ
ンド８－１１０内に実質的に閉じ込められてもよい。スペクトル励起バンドのピーク波長
８－１２０は、励起エネルギーを特徴付けるために使用されてもよい。励起エネルギーは
また、図面に示されているようなスペクトル分布、例えば半値全幅（ＦＷＨＭ）値により
特徴付けられてもよい。図８－１Ａに示されるようなエネルギーを生成する励起源は、約
５４０ｎｍの波長の放射でのエネルギーを供給し、約５５ｎｍのＦＷＨＭ帯域幅を有する
として特徴付けることができる。
【０２７４】
　図８－１Ｂは、１つ又は複数の検体ウェルに２つの励起エネルギーバンドを供給できる
励起源（又は複数の励起源）のスペクトル特徴を示している。いくつかの実施形態によれ
ば、図に示されているように、第一の励起バンド８－１１２は約５３２ｎｍであり、第二
の励起バンド８－１１４は約６３８ｎｍである。いくつかの実施形態において、第一の励
起バンドは約６３８ｎｍであってもよく、第二の励起バンドは約６５０ｎｍであってもよ
い。いくつかの実施形態において、第一の励起バンドは約６８０ｎｍであってもよく、第
二の励起バンドは約６９０ｎｍであってもよい。いくつかの実施形態によれば、励起バン
ドのピークはこれらの数値の±５ｎｍ以内であってもよい。
【０２７５】
　場合により、放射励起源は、図８－１Ａに示されるような広い励起バンドを生成しても
よい。広い励起幅８－１１０のバンド幅は、いくつかの実施形態によれば、約２０ｎｍよ
り大きくてもよい。広い励起幅は、例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ：ｌｉｇｈｔ　ｅｍ
ｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）により生成されてもよい。いくつかの実装形態において、放
射励起源は、図８－１Ｂに示されるように、狭い励起バンドを生成してもよい。狭い励起
バンドは、例えばレーザダイオードにより生成されてもよく、又はＬＥＤからの出力を分
光的にフィルタ処理することによって生成されてもよい。
【０２７６】
　いくつかの実施形態において、励起源は光源であってもよい。何れの適当な光源が使用
されてもよい。いくつかの実施形態は、インコヒーレント光源を使用してもよく、他の実
施形態はコヒーレント光源を使用してもよい。例えば、ただし、これらに限定されないが
、いくつかの実施形態によるインコヒーレント光源は、有機ＬＥＤ（ＯＬＥＤ）、量子ド
ット（ＱＬＥＤ）、ナノワイヤＬＥＤ、及び（無機）有機半導体ＬＥＤ等の様々な発光ダ
イオード（ＬＥＤ）を含んでいてよい。例えば、ただし、これらに限定されないが、いく
つかの実施形態によるコヒーント光源は、有機レーザ、量子ドットレーザ、垂直キャビテ
ィ面発光レーザ（ＶＣＳＥＬ）、エッジ発光レーザ、及び分布帰還型（ＤＦＢ：ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ－ｆｅｅｄｂａｃｋ）レーザダイオード等の様々なレーザを含んでいても
よい。それに加えて、又はその代わりに、スラブ連結光導波路レーザ（ＳＣＯＷＬ：ｓｌ
ａｂ－ｃｏｕｐｌｅｄ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｗａｖｅｇｕｉｄｅ　ｌａｓｅｒ）又はその他
の非対称シングルモード導波路構造が使用されてもよい。それに加えて、又はその代わり
に、レーザダイオード又はフラッシュランプにより励起されるＮｄ：ＹＡＧ又はＮｄ：Ｇ
ｌａｓｓ等の固体レーザが使用されてもよい。それに加えて、又はその代わりに、レーザ
ダイオード励起ファイバレーザが使用されてもよい。いくつかの実施形態において、レー
ザ励起源の出力は、非線形結晶、又は周期分極反転ニオブ酸リチウム（ＰＰＬＮ：Ｐｅｒ
ｉｏｄｉｃａｌｌｙ　Ｐｏｌｅｄ　Ｌｉｔｈｉｕｍ　Ｎｉｏｂａｔｅ）又はその他の同様
の周期的分極非線形結晶において、周波数が２倍にされ、波長が半分にされてもよい。こ
の周波数２逓倍プロセスによって、効率的なレーザを使用して励起により適した波長を生
成できるようになり得る。ピクセルアレイのために、複数の種類の励起源があってもよい
。いくつかの実施形態において、異なる種類の励起源が組み合わされてもよい。励起源は
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、選択された種類の励起源を製造するために使用される従来の技術により製造されてもよ
い。
【０２７７】
　励起エネルギー源の特徴的波長は、アッセイ解析において使用される発光マーカの選択
に基づいて選択されてもよい。いくつかの実装形態において、励起エネルギー源の特徴的
波長は、選択された蛍光体の直接励起（例えば、単一光子励起）のために選択される。い
くつかの実装形態において、励起エネルギー源の特徴的波長は、間接的励起（例えば、多
光子励起又は直接励起を提供する波長への高調波変換）のために選択される。いくつかの
実施形態において、励起エネルギーは、検体ウェルに印加するための特定の波長の励起エ
ネルギーを生成するように構成された光源により生成されてもよい。いくつかの実装形態
において、励起源の特徴的波長は、検体からの対応する放出物の特徴的波長より短くても
よい。いくつかの実施形態において、励起源の特徴的波長は、検体からの放出物の特徴的
波長より大きくてもよく、検体の励起は多光子吸収を通じて行われてもよい。
【０２７８】
　励起源は、バッテリ又は他の何れの電源を含んでいてもよく、これは集積生体解析装置
以外の何れの箇所に位置付けられていてもよい。例えば、励起源は機器内に位置付けられ
てもよく、電源は導電ワイヤとコネクタとを介して集積生体解析装置に連結されてもよい
。
【０２７９】
　いくつかの実施形態によれば、１つ又は複数の励起源は集積装置の外部に位置付けられ
ていてもよく、光のパルスを、検体ウェルを有する集積機器に供給するように配置されて
もよい。光のパルスは、複数の検体ウェルに連結され、例えば、ウェル内の１つ又は複数
のマーカを励起するのに使用されてもよい。１つ又は複数の励起源は、いくつかの実装形
態によれば、１つ又は複数の特徴的波長で光のパルスを供給してもよい。場合により、励
起源は、その中に集積装置が装填されてもよいベースとなる機器内に取り付けられるか、
それに連結される交換式モジュールとしてパッケージされてもよい。励起源からのエネル
ギーは、少なくとも１つの検体ウェルに、又は少なくとも１つの検体ウェル内の少なくと
も１つの検体に放射的に、又は非放射的に送達されてもよい。いくつかの実装形態におい
て、制御可能強度を有する励起源は、励起エネルギーを集積装置の複数のピクセルに送達
するように配置されてもよい。ピクセルは、線形アレイ（例えば、行又は列）に、又は２
Ｄアレイ（例えば、ピクセルのアレイのサブエリア又はピクセルのアレイ全体）に配置さ
れてもよい。
【０２８０】
　励起源には、何れの適当な光源が使用されてもよい。このような実施形態はインコヒー
レント光源を使用してもよく、他の実施形態はコヒーレント光源を使用してもよい。非限
定的な例として、いくつかの実施形態によるインコヒーレント光源は、有機ＬＥＤ（ＯＬ
ＥＤ）、量子ドット（ＱＬＥＤ）、ナノワイヤＬＥＤ、及び（無機）有機半導体ＬＥＤ等
の様々な種類の発光ダイオード（ＬＥＤ）を含んでいてもよい。限定的な例として、いく
つかの実施形態によるコヒーレント光源は、半導体レーザ（例えば、垂直キャビティ面発
光レーザ（ＶＣＳＥＬ）、エッジ発光レーザ、及び分散回帰型（ＤＦＢ）レーザダイオー
ド）等の各種のレーザを含んでいてもよい。それに加えて、又はその代わりに、スラブ連
結光導波路レーザ（ＳＣＯＷＬ）又はその他の非対称シングルモード導波路構造が使用さ
れてもよい。いくつかの実装形態において、コヒーレント光源は、有機レーザ、量子ドッ
トレーザ、及び固体レーザ（例えば、レーザダイオード又はフラッシュランプで励起され
るＮｄ：ＹＡＧ又はＮＤ：Ｇｌａｓｓ層）を含んでいてもよい。いくつかの実施形態にお
いて、レーザダイオード励起ファイバレーザが使用されてもよい。コヒーレント光源は、
超短パルスを生成する受動モードロック型であってもよい。集積装置上のピクセルアレイ
用として、複数の種類の励起源があってもよい。いくつかの実施形態において、異なる種
類の励起源が組み合わされてよい。励起源は、選択された種類の励起源を製造するために
使用される従来の技術により製造されてもよい。



(74) JP 2017-531168 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

【０２８１】
　紹介のために、本発明を限定することなく、コヒーレント光源の例示的な構成が図８－
２Ａに示されている。図面は解析機器８－２００を示しており、これは励起源として超短
パルスレーザ励起源８－２１０を含んでいてもよい。超短パルスレーザ８－２１０は、利
得媒体８－２０５（いくつかの実施形態において、固体材料であってもよい）、利得媒体
を励起するためのポンプ源（図示せず）と、光レーザキャビティの端面を画定する少なく
とも２つのキャビティミラー８－２０２、８－２０４とを含んでいてもよい。いくつかの
実施形態において、レーザキャビティには、ビーム整形、波長選択、及び／又はパルス形
成のための１つ又は複数の追加の光学要素があってもよい。動作時に、パルスレーザ励起
源８－２１０は超短光パルス８－２２０を生成してもよく、これはキャビティの端面ミラ
ー８－２０２、８－２０４間のレーザキャビティ内と利得媒体８－２０５を通って前後に
循環する。キャビティミラー８－２０４の一方は、循環するパルスの一部を部分的に透過
させてもよく、それによって光パルス８－２２２のトレインがパルスレーザ８－２１０か
ら放出される。放出されたパルスは、ビームウェストｗにより特徴付けられるビーム（破
線で示される）をスイープアウトしてもよい。
【０２８２】
　放出されたパルス８－２２２の測定された時間的強度プロファイル８－２２４は、図８
－２Ｂに示されるように見え得る。いくつかの実施形態において、放出パルスのピーク強
度値は略等しくてもよく、プロファイル８－２２４はガウス時間プロファイルを有してい
てもよいが、ｓｅｃｈプロファイル等のその他のプロファイルもあり得る。場合により、
パルスは対称の時間プロファイルを有していなくてもよく、他の時間的形状を有していて
もよい。いくつかの実施形態において、利得及び／又は損失ダイナミクスは非対称プロフ
ァイルを有するパルスを生成してもよい。各パルスの持続時間は、図８－２Ｂに示される
ように、半値全幅（ＦＷＨＭ）値により特徴付けられてもよい。超短光パルスのＦＷＨＭ
値は１００ピコ秒未満であってもよい。
【０２８３】
　レーザ励起源からのパルス放出は規則的間隔Ｔで分離されてもよい。いくつかの実施形
態において、Ｔは、レーザ内の能動的利得及び／又は損失変調率により決定される。モー
ドロックレーザの場合、Ｔは、キャビティ端面ミラー８－２０２、８－２０４間の往復伝
播時間により決定されてもよい。いくつかの実施形態によれば、パルス分離時間Ｔは約１
ｎｓ～約１００ｎｓであってもよい。場合により、パルス分離時間Ｔは、約０．１ｎｓ～
約１ｎｓであってもよい。いくつかの実装形態において、パルス分離時間Ｔは約１００ｎ
ｓ～約２μｓであってもよい。
【０２８４】
　いくつかの実施形態において、光学システム８－２４０は、レーザ励起源８－２１０か
らパルス８－２２２のビームで動作してもよい。例えば、光学システムは、ビームを再整
形し、及び／又はビームの発散を変化させるための１つ又は複数のレンズを含んでいても
よい。ビームを再整形する工程は、ビームウェストの数値を増減する工程、及び／又はビ
ームの断面形状を変化させる（例えば、楕円形から円形、円形から楕円形、等）工程を含
んでいてもよい。ビームの発散を変化させる工程は、ビームフラックスを集束又は発散さ
せる工程を含んでいてもよい。いくつかの実装形態において、光学システム８－２４０は
、ビームエネルギーの量を変化させるための減衰器又は増幅器を含んでいてもよい。場合
により、光学システムは波長フィルタ要素を含んでいてもよい。いくつかの実装形態にお
いて、光学システムは、パルス整形要素、例えばパルスストレッチャ及び／又はパルスコ
ンプレッサを含んでいてもよい。いくつかの実施形態において、光学システムは、１つ又
は複数の非線形光学要素、例えばパルス波長を短縮するための飽和可能吸収器を含んでい
てもよい。いくつかの実施形態によれば、光学システム８－２４０は、レーザ励起源８－
２１０からのパルスの偏向を変化させるための１つ又は複数の要素を含んでいてもよい。
【０２８５】
　いくつかの実装形態において、光学システム８－２４０は、励起源８－２１０からの出



(75) JP 2017-531168 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

力波長を、周波数２逓倍を介してより短い波長へ、又はパラメトリック増幅を介してより
長い波長へ変換するための非線形結晶を含んでいてもよい。例えば、レーザの出力は、非
線形結晶において（例えば、周期的分極ニオブ酸リチウム（ＰＰＬＮ）において）、又は
他の非分極非線形結晶において周波数２逓倍されてもよい。このような周波数２逓倍プロ
セスによって、より効率的なレーザが、選択された蛍光体の励起により適した波長を生成
することが可能となり得る。
【０２８６】
　「特徴的波長」又は「波長」という語句は、励起源により形成された放射の限定的なバ
ンド幅内の中央又は主要波長を指してもよい。場合により、これは、励起源により生成さ
れた放射のバンド幅内のピーク波長を指してもよい。励起源の特徴的波長は、例えば、生
体解析装置内で使用される発光マーカ又はプローブの選択に基づいて選択されてもよい。
いくつかの実装形態において、励起エネルギー源の特徴的波長は、選択された蛍光体の直
接励起（例えば、単一光子励起）のために選択される。いくつかの実装形態において、励
起源の特徴的波長は、間接的励起（例えば、多光子励起又は直接励起を提供する波長への
高調波変換）のために選択されてもよい。いくつかの実施形態において、励起放射は、検
体ウェルに印加するための特定の波長で励起エネルギーを生成するように構成された光源
により生成されてもよい。いくつかの実施形態において、励起源の特徴的波長は、検体か
らの対応する放出の特徴的波長より小さくてもよい。例えば、励起源は、５００ｎｍ～約
７００ｎｍ（例えば、５１５ｎｍ、５３２ｎｍ、５６３ｎｍ、５９４ｎｍ、６１２ｎｍ、
６３２ｎｍ、６４７ｎｍ）の特徴的波長を有する放射を放出してもよい。いくつかの実施
形態において、励起源は、例えば５３２ｎｍ及び５９３ｎｍ等、２つの異なる波長に中心
のある励起エネルギーを提供してもよい。
【０２８７】
　いくつかの実施形態において、パルス式励起源は、発光マーカの放出寿命を測定するた
めに、発光マーカを励起するように使用されてもよい。これは、放出物の色又は波長では
なく、放出寿命に基づいて発光マーカを区別するために有益であり得る。一例として、パ
ルス励起源は、発光マーカを周期的に励起することにより、その後の光子放出を生じさせ
、検出してもよく、これはマーカに関する寿命の判定に使用される。発光マーカの寿命測
定は、発光マーカの寿命より短い期間に、励起源からの励起パルスがピークパルスパワー
又は強度から、より低い（例えば、ほとんど消失した）パワー又は強度へと推移したとき
に可能であり得る。励起パルスが迅速に終了し、発光マーカの寿命が評価されている励起
後の段階中にそれが発光マーカを励起し直すことがなければ有利であり得る。例えば、た
だし限定ではないが、パルスパワーは、２５０ピコ秒後にピークパワーより約２０ｄＢ、
約４０ｄＢ、約８０ｄＢ、又は約１２０ｄＢ低い数値まで低下し得る。いくつかの実装形
態において、パルスパワーは、１００ピコ秒後にピークパワーから約２０ｄＢ、約４０ｄ
Ｂ、約８０ｄＢ、又は約１２０ｄＢ低い数値まで低下し得る。
【０２８８】
　超短励起パルスを使用して発光マーカを励起するその他の利点は、マーカの光脱色を軽
減させることである。連続的な励起エネルギーをマーカに印加すると、時間と共に発光マ
ーカを漂白し、及び／又はそれに損傷を与え得る。励起源のピークパルスパワーが、連続
的な露光されるマーカに急速に損傷を与えるレベルよりはるかに大きくても、超短パルス
の使用によって、マーカが励起エネルギーにより損傷を受ける前の時間量と有益な測定の
回数を増やすことができる。
【０２８９】
　パルス式励起源を使用して発光マーカの寿命を判別する場合、励起エネルギーのパルス
間の時間は、各励起パルス後に放出イベントを観察し、評価するために、マーカの最も長
い寿命と同じか、それより長くてもよい。例えば、励起パルス間の時間間隔Ｔ（図８－２
Ｂ参照）は、調査された蛍光体の何れの放出寿命より長くてもよい。この場合、後続のパ
ルスは、先行するパルスからの励起された蛍光体が合理的時間で蛍光を発するまでは到達
しない。いくつかの実施形態において、間隔Ｔは、蛍光体を励起する励起パルスと、励起
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パルスが終了してから次の励起パルスまでの間に蛍光体により放出される次の光子との間
の時間を判定するのに十分な長さである必要がある。
【０２９０】
　励起パルス間の間隔Ｔは、蛍光体の減衰特性を観察するのに十分に長くするべきである
が、Ｔは、短時間で多くの測定を行うのに十分に短いことも望ましい。例えば、限定では
ないが、いくつかの用途で使用される蛍光体の放出寿命は、約１００ピコ秒～約１０ナノ
秒の範囲であってもよい。したがって、このような寿命を検出し、及び／又は判別するた
めに使用される励起パルスは、その持続時間（ＦＷＨＭ）が約２５ピコ秒～約２ナノ秒で
あってもよく、約２０ＭＨｚ～約１ＧＨｚの範囲のパルス繰返し率で供給されてもよい。
【０２９１】
　さらに詳しく説明すると、寿命測定のためのパルス式励起源を作るために、何れの適当
な励起エネルギー変調方式が使用されてもよい。レーザ等の励起源の直接変調は、励起源
の電気駆動信号を変調する工程を含んでいてもよいため、放出されるパワーはパルスの形
状となる。光学励起パワーを含む光源のための入力パワー、及び利得領域の一部からの励
起状態キャリア注入及び／又はキャリア除去、利得媒体の利得に影響を与えるように変調
されてもよく、それによってダイナミック利得整形を通じた励起エネルギーのパルス形成
が可能になる。それに加えて、光学共振器の品質（Ｑ）値が、Ｑスイッチング技術を使用
してパルスを形成するための各種の手段で変調されてもよい。このようなＱスイッチング
技術は能動的及び／又は受動的であってもよい。レーザの共振キャビティの長手方向モー
ドは、モードロッキングを通じて放出光の一連のパルスを生成するために、フェーズロッ
クされてもよい。このようなモードロッキング技術は、能動的及び／又は受動的であって
もよい。レーザキャビティは、別の吸収区間を含んでいてもよく、それによってキャリア
濃度の変調とその区間の吸収損失の制御が可能となり、そのため、励起パルスを整形する
ための追加のメカニズムが提供される。いくつかの実施形態において、連続波（ＣＷ：ｃ
ｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　ｗａｖｅ）光のビームを励起エネルギーのパルスの形態となるよう
に変調するために、光学モジュレータが使用されてもよい。他の実施形態において、励起
源に連結された音響光学モジュレータ（ＡＯＭ：ａｃｏｕｓｔｉｃ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｍ
ｏｄｕｌａｔｏｒ）に送信される信号は、パルス式励起エネルギーを生成するための出力
光の偏向、強度、周波数、位相、及び／又は偏光を変化させるために使用されてもよい。
ＡＯＭはまた、連続波ビームスキャニング、Ｑスイッチング、及び／又はモードロッキン
グに使用されてもよい。上記の技術はパルス式励起源を作ることに関して説明されている
が、発光マーカの寿命を測定するために、パルス式励起源を生成すための何れの適当な方
法が使用されてもよい。
【０２９２】
　いくつかの実施形態において、寿命測定に適したパルス式励起源の技術としては、光子
放出を駆動する入力電気信号の変調を含んでいてもよい。いくつかの励起源（例えば、ダ
イオードレーザとＬＥＤ）は、入力電流等の電気信号を光信号に変換する。光信号の特徴
は、電気信号の特徴に依存していてもよい。パルス光信号を生成する中で、電気信号は時
間と共に変化して、可変的な光信号を生成してもよい。電気信号を、特定の波長を有する
ように変調することにより、特定の波長を有する光信号を生成できる。電気信号は、特定
の周波数の正弦波形を有していてもよく、その結果得られる光のパルスは、周波数に関連
する時間間隔内で発生してもよい。例えば、周波数が５００ＭＨｚの電気信号は、２ナノ
秒毎に拍動する光信号を生成してもよい。相互に同様でも異なっていてもよい別々のパル
ス式励起源により生成される合成ビームは、相対的な経路の差が１ｍｍ未満であってもよ
い。
【０２９３】
　レーザダイオード等のいくつかの励起源において、電気信号はキャリア濃度を変化させ
、光子は電子正孔対を再び組み合わせることを通じて生成される。キャリア濃度は光信号
に関係しており、キャリア濃度が閾値より高い場合、シミュレーションによる放出を通じ
て実質的な数のコヒーレント光子が生成される。レーザダイオードに供給される電流は、
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機器内に電子又はキャリアを注入してもよく、それによってキャリア濃度が高まる。キャ
リア濃度が閾値より高いと、光子は電流がキャリアに供給されるより高速で生成されても
よく、そのため、キャリアの濃度は閾値より減少し、光子の生成が減少する。光子の生成
が減少すると、電流の注入と光子の吸収が続くために、キャリア濃度は再び増大し始め、
最終的に再び閾値を超える。このサイクルの結果、キャリア濃度は光子生成のための閾値
の周囲で変動し、振動する光信号が得られる。弛緩振動と呼ばれるこのようなダイナミク
スは、キャリア濃度の変動によって、光信号内のアーチファクトの原因となり得る。電流
がまずレーザに供給されると、キャリア濃度の変動により、光信号が安定下パワーに到達
する前に振動があってもよい。パルス式励起源を形成する際、キャリア濃度の変動は、パ
ルス式光信号に関するアーチファクトを導入し得る。例えば、図８－３のプロットは、キ
ャリア濃度がどのように弛緩振動を有するか、及び利得スイッチングによる変調を通じて
、変動するパワーを有する、それに対応する光信号を示す。このような弛緩信号からのア
ーチファクトは、パルス式光信号の幅を広げ、及び／又は光信号のテールを生じさせ得、
それによって、励起信号が発光マーカにより放出された光子と重なる可能性があるため、
このようなパルス光源により検出可能な寿命が限定される。
【０２９４】
　いくつかの実施形態において、発光マーカを検出するために必要な励起エネルギーを減
少させ、それによって発光マーカの漂白及びその他の損傷を減少させ、又は遅延させるた
めに、励起パルスの持続時間を短縮するための技術が使用されてもよい。励起パルスの最
大値、すなわちピークの後に励起エネルギーのパワー及び／又は強度を低下させ、それに
よってより短い寿命の検出を可能にするために、励起パルスの持続時間を短縮する技術が
使用されてもよい。このような技術は、ピークパワーの後の励起パワーを低下させるため
に、励起源を電気的に駆動してもよい。これは、図８－４のプロット８－４０１に示され
るようなパルスのテールを抑制し得る。電気駆動信号は、励起エネルギーのパルスの強度
を、ピークパルス後できるだけ早くゼロにするように調整されてもよい。調整された電気
駆動信号を利得スイッチングと組み合わせた例が、図８－４のプロット８－４０２に示さ
れている。このような技術は、ピークパワーが生成された後に電気駆動信号の符号を反転
させる工程を含んでいてもよい。このような調整された電気駆動信号は、図８－４のプロ
ット８－４０３に示される光出力を生成してよい。電気信号は、光信号の第一の弛緩振動
又は第一の変動の後にキャリア濃度を迅速に減少させるように調整されてもよい。第一の
変動の後にキャリア濃度を減少させることによって、第一の変動のみの光パルスを生成で
きる。電気信号は、信号のピーク後に放出される光子の数を減らすことによって、光信号
を迅速にオフにする短いパルスを生成するように構成されていてもよく、これはこのよう
な電気信号の光出力を示す図８－５のプロットにより示されている。ピコ秒のレーザダイ
オードシステムは、いくつかの実施形態によれば、光パルスを放出するように設計されて
もよい。図８－６は、ピーク９８５ｍＷ、幅８４．３ピコ秒の例示的な光パルスと、ピー
クの約２５０ピコ秒後に約２４．３ｄＢだけ減少した信号のプロットを示す。いくつかの
実施形態において、半導体可飽和吸収ミラー（ＳＥＳＡＭ：ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ
　ｓａｔｕｒａｂｌｅ　ａｂｓｏｒｂｅｒ）を含む可飽和吸収手段が光学的テールを抑制
するために使用されてもよい。このような実施形態において、可飽和吸収手段の使用は、
光学的テールを３～５ｄＢだけ、又はいくつかの例では５ｄＢより大きく抑制できる。励
起パルス内のテールの影響を小さくすることによって、励起エネルギーをさらにフィルタ
処理する必要性が低下し、及び／又はなくなり、測定可能な寿命の範囲が広がり、及び／
又はパルス速度をより高速にできる可能性がある。励起パルス速度を高めることにより、
ある時間内により多くの実験をできることになりえ、これによって検体物質に標識するマ
ーカのための寿命を識別するのに十分な統計を得るために必要な時間も短縮し得る。
【０２９５】
　それに加えて、これらの技術の２つ以上を一緒に使用して、パルス式励起エネルギーを
生成してもよい。例えば、直接変調される励起源から放出されるパルス式励起エネルギー
は、光変調技術を使用してさらに変調されてもよい。励起パルスを変調し、電気パルス駆
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動信号をカスタム化するための技術は、寿命測定を実行するためのパルス式励起エネルギ
ーを最適化するために、どのような方法で組み合わされてもよい。カスタム化された電気
駆動信号は、直接変調励起源からのパルス式励起エネルギーに印加されてもよい。
【０２９６】
　いくつかの実施形態において、特定の数のワイヤボンドを有するレーザダイオードがパ
ルス式励起源として使用されてもよい。より多くのワイヤボンドを有するレーザダイオー
ドは、励起源のインダクタンスを低下させることができる。よりインダクタンスの低いレ
ーザダイオード（図８－７のインダクタ８－７０１により表される）によって、レーザ内
への電流がより高周波数で動作できることになる。図８－７に示されているように、５０
オームの伝送線で１８Ｖパルスにより駆動されると、３オームの直列抵抗成分（抵抗器８
－７０２により表される）と３６のワイヤボンドを有するオクラロ（Ｏｃｌａｒｏ）レー
ザ源８－７００は、より少ないワイヤボンドのレーザ源より高周波数で高電流を有する。
インダクタンスを最小化するパッケージング方法を選択することによって、より高い周波
数で励起源に供給されるパワーを改善してもよく、それによって励起パルスの短縮、ピー
ク後の光パワー減衰の高速化、及び／又は発光マーカ検出のパルス反復率増大が可能とな
る。
【０２９７】
　いくつかの実施形態において、伝送線が励起源と共に光パルス生成のために使用されて
もよい。伝送線は、光パルスの性能及び／又は品質を改善するために、レーザダイオード
のインピーダンスとマッチしてもよい。いくつかの実施形態において、伝送線のインピー
ダンス５０オームであってもよい。いくつかの例において、終端抵抗は、反射を防止する
ために線の抵抗と同様であってもよい。その代わりに、又はそれに加えて、終端インピー
ダンスは、反射防止のために、線インピーダンスと同様であってもよい。終端インピーダ
ンスは、負のパルスを反射するために、線インピーダンスより小さくてもよい。他の実施
形態において、終端インピーダンスは、負の反射パルスの形状を制御するために、容量又
はインダクタンス成分を有していてもよい。他の実施形態において、伝送線により高周波
数のパルスが可能となる。図８－８Ａは、伝送線パルサの例示的プロトタイプを示し、図
８－８Ｂは、このような伝送線で得られる光パルスの例示的な時間プロファイルを示す。
伝送線の使用により、４０ＭＨｚ～５００ＭＨｚの範囲の周波数を有する電気パルスが生
成されてもよい。伝送線は、特定の持続時間と具体的な時間間隔を有する光パルスでパル
ス式光源を生成するために、上述のようなカスタム電気信号と共に使用されてもよい。
【０２９８】
　電気信号をカスタム化して、光パルスの生成を改善するための技術は、励起源を負のバ
イアス能力を有する回路に接続する工程を含んでいてもよい。いくつの実施形態において
、光パルス放出の後に励起源に負のバイアスがかけられて、光パルスのテールの放出を減
少させてもよい。図８－９は例示的回路８－９００を示し、これは、電流源８－９０１と
、ダイオードレーザ８－９０２と、抵抗器８－９０３と、コンデンサ８－９０４と、スイ
ッチ８－９０５とを含み、これらは光パルスのテールの存在を減少させるために実装され
ていてもよい。このような回路８－９００は、スイッチ８－９０５が閉じているとき、す
なわち導電状態のときに、ダイオードレーザ８－９０２をバイパスする定電流を生じさせ
てもよい。スイッチ８－９０５が開いているとき、スイッチ８－９０５は高抵抗を有して
いてもよく、電流はダイオードレーザ８－９０２を通って流れることができる。光パルス
は、スイッチ８－９０５を開閉してダイオードレーザ８－９０２に間欠的電流を供給する
ことによって生成されてもよい。いくつかの例において、抵抗器８－９０３は十分に高く
、コンデンサ８－９０４は十分に小さくてもよく、それによってスイッチ８－９０５が開
くとコンデンサ８－９０４に電圧が生じ、ダイオードレーザ８－９０２が光を放出する。
スイッチ８－９０５が閉じていると、コンデンサ８－９０４の電圧がダイオードレーザ８
－９０２を逆バイアスする。このような逆バイアスは、光パルス内のテールの存在を減少
させ、又は除去できる。このような例では、スイッチ８－９０５は、光パルスのピークの
後に閉じて、ピーク光パルスの直後のレーザパワーを減少させるように構成されてもよい
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。回路８－９００内の抵抗器８－９０３の値は、スイッチがその後開き、及び／又はその
後の光パルスがレーザダイオード８－９０２により生成される前に、コンデンサ８－９０
４の電荷が放出されるように選択されてもよい。
【０２９９】
　レーザダイオードの電気信号をカスタム化して、光パルスを生成するために、追加の回
路構成要素が提供されてもよい。いくつかの実施形態において、複数のコンデンサ、抵抗
器、及び電圧をネットワーク回路として接続して、レーザダイオードに供給される電気信
号の波形を制御してもよい。制御される波形は、Ｎ個のコンデンサ分岐回路があるとき、
対応する信号Ｓ１、Ｓ２、．．．、ＳＮで様々な電圧Ｖ１、Ｖ２、．．．、ＶＮを切り換
えることによって生成してもよい。４つのコンデンサ分岐回路の例示的なネットワーク回
路が図８－１０に示されており、制御される電気波形は、それぞれ信号Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３
、及びＳ４で電圧Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、及びＶ４を切り換えることによって生成されてもよ
い。いくつかの実施形態において、電圧Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４は可変であってもよい。
図８－１０に示される例において、Ｖ４はレーザに対して負であり、信号Ｓ４に応じて逆
バイアスを生じさせてもよい。レーザにより放出される光パルスの周波数のタイミング、
各光パルスの持続時間、及び各光パルスの特徴は、信号入力Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、及びＳ４
で調整されてもよい。いくつかの実施形態において、別の抵抗を追加してピーク電流を低
下させてもよい。このような例において、スイッチＳ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４の１つ又は複
数の後に抵抗が追加されてもよい。図８－１０は４つのコンデンサと４つの電圧を有する
１つの構成を示しているが、レーザダイオードへのカスタム電気信号を生成して、寿命測
定のための光パルスを生成するために、何れの適当な構成と、何れの適当な数の追加の回
路構成要素が提供されてもよい。
【０３００】
　いくつかの実施形態において、光パルスを生成するための電気信号は、無線周波数（Ｒ
Ｆ：ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）及び／又はマイクロ波構成要素をはじめとする個
別構成要素を有する回路を使用してもよい。このような回路に含めることのできる個別部
品は、ＤＣブロック、アダプタ、ロジックゲート、ターミネータ、位相シフタ、遅延回路
、減衰器、コンバイナ、及び／又はＲＦ増幅器である。このような部品は、特定の振幅を
有する正の電気信号と、それに続く別の振幅の負の電気信号を生成するために使用されて
もよい。正及び負の電気信号間には遅延があってもよい。図８－１１Ａは、１つのＲＦ増
幅器を有する例示的な回路を示しており、これは、光パルスを放出するためのレーザダイ
オード等の励起源に供給できる、例えば図８－１１Ｂに示されるパルスプロファイルのカ
スタム電気信号を出力パルスとして生成するために使用できる。このような回路は、光パ
ルスのパワーを増大させるために使用可能な異なる出力を生成してもよい。回路の個別部
品を調整することによって、電気出力信号は、寿命測定に適した光パルスを生成するため
に調整されてもよい。図８－１２Ａに示される例においては、２つのＲＦ増幅器が使用さ
れ、図８－１２Ｂに示されるプロファイルを有する出力パルス信号を生成し、これは、正
の電気信号パルスとそれに対応する負の電気信号パルスからなり、正及び負の電気信号パ
ルスが重複して同様の幅を有する。
【０３０１】
　いくつかの実施形態において、励起源を組み合わせて、寿命測定のための光パルスを生
成してもよい。同期させたパルス源を特定の距離にわたり、回路又は負荷に接続してもよ
い。いくつかの実施形態において、励起源を回路に並列に接続してもよい。励起源は、同
じソースからでも、複数のソースからでもよい。複数のソースを有するいくつかの実施形
態において、複数のソースは異なる種類の励起源であってもよい。ソースを組み合わせる
場合、回路と励起源のインピーダンスを考えて、十分なパワーが励起源に供給されるよう
にすることが重要であり得る。ソースの組合せは、パルス式励起源を生成するための上述
の技術の１つ又は複数を使用して実現してもよい。図８－１３Ａは、１つ又は複数のイン
ピーダンス値を有する４つの異なるソースを組み合わせる場合の概略図を示す。図８－１
３Ｂは、インピーダンスに関する電流、パワー効率、及び電圧のプロットを示す。この例
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示的な実施形態は、５０オームの伝送線上でパワーを供給する４つのソースを示し、負荷
のインピーダンスが個々の線のインピーダンスとソースの数との比と等しいときに最適な
パワー供給が行われることを示している。
【０３０２】
　励起源は、励起源に電源を供給するように配置されたバッテリ又は他の何れの電源を含
んでいてもよい。例えば、励起源はベースとなる機器内に配置されてもよくその動作電力
は、それが（例えば、導電電源リードを介して）集積生体解析装置を通じて受け取られて
もよい。励起源は、集積生体解析装置の制御とは独立して制御されても、又はそれと連動
していてもよい。一例にすぎないが、励起源のための制御信号は、無線で、又はパーソナ
ルコンピュータ及び／又は集積生体解析装置との有線相互接続（例えば、ＵＳＢ相互接続
）を介して、励起源に供給されてもよい。
【０３０３】
　いくつかの実装形態において、励起源は、集積装置の１つ又は複数のセンサとタイムゲ
ート方式及び／又は同期方式で動作してもよい。例えば、励起源をオンにして発光マーカ
を励起し、その後、オフにしてもよい。センサは、励起源がオンであるときにオフにされ
てもよく、その後、励起源がオフにされた後のサンプリング間隔中にオンにされてもよい
。いくつかの実施形態において、センサは、サンプリング間隔中にオンにされてもよく、
その一方で励起源はオンにされる。
【０３０４】
　いくつかの実施形態において、５２０ｎｍの励起光を提供するために、例えばオスラム
（Ｏｓｒａｍ）ＰＬ　５０ｍＷレーザが使用される。あるいは、５３０ｎｍ又は５３２ｎ
ｍの励起光が使用される。その代わりに、及び／又はそれに加えて、６３７ｎｍの励起光
を供給するために、例えばソーラボ（Ｔｈｏｒｌａｂｓ）ＬＰ６３７－ＳＦ７０　７０ｍ
Ｗレーザが使用される。別の例は、６３８ｎｍで励起するオクラロ（Ｏｃｌａｒｏ）ＨＬ
６３１３３レーザダイオードである。これらのレーザ源又はその他の適当なレーザ源は、
単独でも組み合わせても使用してよい。１つ又は複数のレーザ源が使用され、各ソースか
らの励起光がビームコンバイナで結合され、その後、アッセイチップに誘導される。各光
源は、光ファイバに連結されてもよく、その後、その合計がバンドル状にされてもよい。
光ファイバからの射出光の光学的特徴は、光学整形素子（ＯＳＥ：ｏｐｔｉｃａｌ　ｓｈ
ａｐｉｎｇ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を使用して制御されてもよい。任意選択により、マルチプ
レクサが使用されてもよく、この場合、複数の光源からのレーザ光が偏光、波形、及び／
又は空間パラメータによって多重化され、１本の光ファイバで送信される。異なる波長を
スペクトル分離して、これらが４つのサブセンサの１つに向かって誘導されるようにする
ために、回折光学素子（ＤＯＥ）が使用されてもよい。
Ａ．複数の励起源
　複数の励起源が、異なるエネルギー又は波長を有する光を複数の検体ウェルに供給して
もよい。複数の励起源の各々は、異なる特徴波長又はエネルギーを有する光を供給しても
よい。１つ又は複数のマーカは、励起源からの光がマーカを励起して、マーカが光子を放
出するようにするか否かに基づいて識別されてもよい。このようにして、異なる励起源か
らの光で検体を照明した後、検体の応答を測定することによって、マーカがその吸収スペ
クトルに基づいて識別されてもよい。例えば、マーカを有する検体は、第一の励起源から
の光、及びそれに続いて第二の励起源からの光で照明されてもよい。マーカが第一の励起
源からの光で照明されたことに応答して発光した場合、マーカは第一の励起源の特徴波長
と重複する吸収スペクトルを有していてもよい。
【０３０５】
　いくつかの実施形態において、励起エネルギーのために複数の励起源を使用することが
可能である。複数の励起源は、例えば複数のダイオードレーザエミッタを含むダイオード
レーザバーとして実装されてもよい。レーザダイオードの製造において複数のエミッタが
１枚の基板の上にリソグラフィによって共通に製造され、その後、シングルエミッタ部品
へとダイシングされ、個々にパッケージングされる。しかし、複数のエミッタを有する基
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板にダイシングすることも可能である。いくつかの実施形態において、エミッタはほとん
ど同じであり、相互にリソグラフィ許容度に合わせて相互から均等に離間されていてもよ
く、これは典型的には０．１マイクロメートルのオーダである。
ＶＩ．使用方法、機器の動作、及びユーザインタフェース
　機器２－１２０は、ソフトウェア及び／又はハードウェアを使用して制御されてもよい
。例えば、機器はＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、及び／又は汎用プロセッサ実行ソフトウェア等の
処理装置２－１２３を使用して制御されてもよい。
【０３０６】
　図９－１は、いくつかの実施形態による機器２－１２０の動作のフローチャートを示す
。使用者が解析する試料を取得した後、使用者は動作９－１０１で新たな解析を開始する
。これは、例えばボタンを押すことにより、ユーザインタフェース２－１２５を通じで機
器２－１２０に指標を提供することにより行われてもよい。動作９－１０３で、機器２－
１２０は、アッセイチップ２－１１０が以前に実行された解析から依然として機器２－１
２０内に挿入されたままであるか否かをチェックする。古いアッセイチップが存在すると
判断されたら、動作９－１０５で励起源への電源がオフにされてもよく、使用者は動作９
－１０７で、ユーザインタフェース２－１２５のインディケータを使用して前のアッセイ
チップを取り取り出すように促され、機器２－１２０は、動作９－１０９で古いアッセイ
チップが取り出されるのを待つ。
【０３０７】
　前のアッセイチップが使用者により取り出されると、又は機器２－１２０が動作９－１
０３で前のアッセイチップがすでに取り出されたと判断すると、使用者は動作９－１１１
で新たな解析のための新たなアッセイチップ２－１１０を挿入するように促される。した
がって、機器２－１２０は、動作９－１１３で新しいアッセイチップ２－１１０が挿入さ
れるのを待つ。使用者が新しいアッセイチップを挿入すると、使用者は動作９－１１５で
、ユーザインタフェース２－１２５のインディケータにより、解析すべき試料をアッセイ
チップ２－１１０の露出された上面に載せるように促され、また機器２－１２０の蓋を閉
めるように促される。次に、機器２－１２０は動作９－１１７で蓋が閉められるのを待つ
。使用者により蓋が閉められると、動作９－１１９で、励起源が駆動されて、例えばアッ
セイチップ２－１１０の検体ウェル内にある試料の検体部分を励起するための励起エネル
ギーを生成してもよい。動作９－１２１で、検体からの放出エネルギーがセンサ２－１２
２により検出され、センサ２－１２２からのデータが解析のために処理装置２－１２３へ
と供給される。いくつかの実施形態において、データは外部のコンピューティングデバイ
ス２－１３０に供給されてもよい。動作２－１２３で、機器２－１２０はデータ取得が完
了したか否かをチェックする。データ取得は、特定の長さの時間、励起源からの特定の数
の励起パルス、又は１つの特定の標的が特定された後に完了してもよい。データ取得が完
了すると、９－１２５でデータ解析が終了する。
【０３０８】
　図９－２は、いくつかの実施形態によるある例示的な自己校正を示す。校正ルーチンは
、試料の解析の前の何れの適当な時間に実行されてもよい。例えば、これは各機器が最終
使用者に出荷される前に製造者により１回行われてもよい。その代わりに、最終使用者が
何れの適当な時間に校正を実行してもよい。前述のように、機器２－１２０は異なる検体
から放出される異なる波長を有する放出エネルギーを区別できる。機器２－１２０及び／
又はコンピューティングデバイス２－１３０は、例えば解析対象の試料の分子にタグ付け
するために使用される発光タグに関連する光の特定の色の各々に関連付けられる校正で校
正されてもよい。このようにして、特定の色に関連付けられる正確な出力信号が判定され
てもよい。
【０３０９】
　装置を校正するために、１つの発光タグに関連する校正試料が１度に１つずつ機器２－
１２０に提供される。自己校正は、動作９－２０１で、使用者が単一波長の放出エネルギ
ーを放出する発光タグを含む試料をアッセイチップ２－１１０に載せ、このアッセイチッ
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プ２－１１０を機器２－１２０に挿入したときに始まる。使用者は、ユーザインタフェー
ス２－１２５を使用して、機器２－１２０に対し、自己校正を開始するように指示する。
これに応答して、動作９－２０３で、機器２－１２０はアッセイチップ２－１１０を励起
エネルギーで照明し、校正試料からの単一波長放出エネルギーを測定することによって校
正解析を実行する。その後、動作９－２０５で、機器２－１２０はセンサアレイの各ピク
セルに関するセンサ２－１２２のサブセンサのアレイ上で測定された検出パターンを保存
する。各発光タグの検出パターンは、発光タグに関連付けられる検出署名と考えられても
よい。このようにして、署名は訓練データとして使用されてもよく、これは後の解析の実
行において解析される未知の検体から受け取ったデータの解析に使用される。
【０３１０】
　上述の校正ルーチンがその後、１つの発光タグに関連する個々の校正試料について実行
されてもよい。このようにして、ピクセルアレイの各センサ２－１２２は校正データに関
連付けられ、これは校正ルーチンの完了後、動作９－２０７で実行されるその後の解析中
に検体ウェル内にある発光タグを判定するために使用されてもよい。
【０３１１】
　図９－３は、いくつかの実施形態により、校正データがどのように取得され、使用され
てデータが解析されるかをさらに示している。動作９－３０１で、校正データがセンサか
ら得られる。これは、上述の自己校正ルーチンを使用して実行されてもよい。動作９－３
０３で、校正データに基づいて変換マトリクスが生成される。変形マトリクスはセンサデ
ータを検体の放出波長にマッピングし、ｍ×ｎのマトリクスであり、ｍは異なる放出波長
の発光タグの数であり、ｎは１ピクセルあたりの校正エネルギー検出に使用されサブセン
サの数である。そのため、変換マトリクスの各列は、センサに関する校正値を表す。例え
ば、１ピクセルあたり４つのサブセンサと５つの異なる蛍光タグがある場合、変換マトリ
クスは４×５のマトリクス（すなわち、４つの行と５つの欄）であり、各欄が異なる発光
タグに関連付けられ、欄内の数値は自己校正ルーチン中にサブセンサから得られた測定値
に対応する。いくつかの実施形態において、各ピクセルはそれ自体の変換マトリクスを有
していてもよい。他の実施形態において、ピクセルの少なくともいくつかからの校正デー
タが平均化されてもよく、したがって、全てのピクセルが平均データに基づく同じ変換マ
トリクスを使用してもよい。
【０３１２】
　動作９－３０５で、バイオアッセイに関連する解析データがセンサから得られる。これ
は上述の何れの方法で行われてもよい。動作９－３０７で、放出エネルギーの波長及び／
又は発光タグの識別は、変換マトリクスと解析データを使用して判定されてもよい。これ
は、何れの適当な方法で行われてもよい。いくつかの実施形態において、解析データに変
換マトリクスの擬似逆行列を乗じ、その結果、ｍ×１ベクトルとなる。したがって、その
行列値を有するベクトル成分に関連付けられる蛍光タグが、検体ウェル内にある発光タグ
として識別されてもよい。実施形態は、この技術に限定されない。いくつかの実施形態に
おいて、小さい数値のマトリクスの逆数をとると生じ得る異常を防止するために、最小二
乗法又は最尤度法等の条件付最適化ルーチンを実行して、検体ウェル内に存在する発光タ
グを判定してもよい。
【０３１３】
　校正データを使用してセンサからのデータを解析する上述の方法は、何れの適当なプロ
セッサにより実施されてもよい。例えば、機器２－１２０の処理装置２－１２３が解析を
実行してもよく、又はコンピューティングデバイス２－１３０が解析を実行してもよい。
ＶＩＩ．アッセイチップと機器による測定例
　検体中の分子を検出、解析、及び／又は探索するための測定値は、本願に記載されてい
るアッセイチップと機器の何れかとの組合せを使用して得られてもよい。励起源は、パル
ス式励起源であっても、いくつかの例では連続波源であってもよい。特定の検体にタグ付
けされた発光マーカは、その検体の存在を示してもよい。発光マーカは、励起エネルギー
、放出エネルギー、及び／又はマーカにより放出される放出エネルギーの寿命により区別
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されてもよい。同様の発光放出波長を有するマーカは、各マーカに関する寿命を判定する
ことによって識別されてもよい。それに加えて、同様の寿命のマーカは、各マーカの発光
放出波長により識別されてもよい。マーカを使用することによって、マーカが放出される
発光の時間的及び／又はスペクトル特性の組合せによって識別される場合、マーカとそれ
に関連する検体の定量的解析及び／又は識別を実行できる。
【０３１４】
　寿命測定は、マーカが検体ウェル内に存在することを判定するために使用されてもよい
。発光マーカの寿命は、発光マーカが励起状態へと励起され、その後、光子が放出された
時間が測定される実験を何度も実行することによって識別されてもよい。励起源は励起エ
ネルギーのパルスを生成するためにパルス式とされ、マーカへと向けられる。励起パルス
とその後の発光マーカからの光子放出イベントまでの時間が測定される。このような実験
を複数の励起パルスについて繰り返すことによって、特定の時間間隔内に光子が放出され
た回数が測定されてもよい。このような結果は、一連の個別の時間間隔又はタイムビン内
で発生する光子放出イベントの数を表すヒストグラムをポピュレートしてもよい。タイム
ビンの数及び／又は各ビンの時間間隔は、特定の寿命及び／又はマーカの集合を識別する
ために調整されてよい。
【０３１５】
　次に、いくつかの実施形態において発光マーカを識別するために行われる測定の例を説
明する。具体的には、発光寿命測定のみ、スペクトルと発光寿命との合同測定、及び発光
寿命測定のみであるが、使用する励起エネルギーが２種類であるものを使用して発光マー
カを識別する例を説明する。実施形態は後述の例に限定されない。例えば、いくつかの実
施形態は、スペクトル測定のみを使用して発光マーカを識別してもよい。
【０３１６】
　何れの適当な発光マーカが使用されてもよい。いくつかの実施形態において、市販の蛍
光体が使用されてもよい。例として、ただし限定ではなく、以下の蛍光体が使用されても
よい：アットロー（Ａｔｔｏ　Ｒｈｏ）１４（「ＡＴＲｈｏ１４」）、ディライト（Ｄｙ
ｌｉｇｈｔ）６５０（「Ｄ６５０」）、セタタウ（ＳｅｔａＴａｕ）６４７（「ＳＴ６４
７」）、ＣＦ　６３３（「Ｃ６３３」）、ＣＦ　６４７（「Ｃ６４７」）、アレクサフル
ー（Ａｌｅｘａ　ｆｌｕｏｒ）６４７（「ＡＦ６４７」）、ボディパイ（ＢＯＤＩＰＹ）
６３０／６５０（「Ｂ６３０」）、ＣＦ　６４０Ｒ（「Ｃ６４０Ｒ」）、及び／又はアッ
ト（Ａｔｔｏ）６４７Ｎ（「ＡＴ６４７Ｎ」）。
【０３１７】
　それに加えて、及び／又は任意選択により、発光マーカは、検体解析プロセスの速度と
精度を高めるために、何れの適当な方法で変更されてもよい。例えば、フォトスタビライ
ザを発光マーカの共役としてもよい。フォトスタビライザの例としては、脱酸素剤又は三
重項状態クエンチャが含まれるが、これらに限定されない。フォトスタビライザを発光マ
ーカの共役とすることにより、放出される光子の速度が増大し得、また、発光マーカが光
子を放出しない「明滅」効果を低減させ得る。いくつかの実施形態において、生物学的イ
ベントがミリ秒スケールで発生すると、光子放出速度が増し、その生物学的イベントの検
出確率が高まり得る。光子イベントの発生率の増加により、その後、発光信号の信号対ノ
イズ比が増大し、寿命測定が行われる速度も高まり、それが高速でより正確な検体解析に
つながる。
【０３１８】
　さらに、集積装置の検体ウェル内の環境が、必要に応じてマーカの寿命を操作するよう
に調整されてもよい。これは、マーカの寿命が、環境を使用して調整可能なマーカの状態
の密度により影響を受ける点を認識することによって実現できる。例えば、マーカが検体
ウェルの下側金属層から遠いほど寿命は長くなる。したがって、マーカの寿命を延ばすた
めに、検体ウェルの底面、例えば窪みの深さを金属層から特定の距離だけ延ばしてもよい
。また、検体ウェルを形成するために使用される材料は、マーカの寿命に影響を与える可
能性がある。異なるマーカは典型的に、それぞれの寿命が同じ方向に（例えば、より長い
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か、より短い）シフトするが、影響の大きさはマーカの違いによって異なり得る。したが
って、自由空間内の寿命測定では区別不能な２つのマーカは、各種のマーカの寿命を調整
するように検体ウェル環境を製造することにより、区別可能となるように操作してもよい
。
Ａ．単一分子検出と配列解析
　本願のある態様によれば、単一分子は、複数の別々の光パルスにさらされたときに分子
から放出される一連の光子の１つ又は複数の特性に基づいて識別（例えば、反応検体内の
他のあり得る分子から区別）できる。いくつかの実施形態において、分子に発光マーカで
標識する。いくつかの実施形態において、発光マーカは蛍光体である。いくつかの実施形
態において、発光マーカは発光マーカの特性に基づいて識別又は区別可能である。発光ラ
ベル（例えば、蛍光体）の特性としては、発光寿命、吸収スペクトル、放出スペクトル、
発光量子収量、発光強度、及びこれらの２つ以上の組合せが含まれるが、これらに限定さ
れない。
【０３１９】
　生物検体は、検出（例えば配列解析）のための処理中に加工されてもよい。このような
加工は、生物検体からの生体分子（例えば、核酸分子）の分離及び／又は精製、及びその
生体分子のより多くのコピーの生成を含むことができる。いくつかの例において、１つ又
は複数の核酸分子は被験者の体液又は組織から分離、精製され、ポリメラーゼ連鎖反応（
ＰＣＲ：ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅ　ｃｈａｉｎ　ｒｅａｃｔｉｏｎ）等の核酸増幅を通じて
増幅される。その後、１つ又は複数の核酸分子又はそのサブユニットを、例えば配列解析
を通じて識別できる。しかしながら、いくつかの実施形態において、核酸検体は、増幅を
必要とせずに、本願に記載されているように評価できる（例えば、配列解析）。
【０３２０】
　配列解析は、鋳型生体分子（例えば、核酸分子）の個々のサブユニットを、その鋳型と
相補的又は相似である他の生体分子を合成し、例えば鋳型核酸分子と相補的な核酸分子を
合成し、時間に伴うヌクレオチドの組込みを特定することによる判定を含むことができる
。代替案として、配列解析は、生体分子の個々のサブユニットの直接的識別を含むことが
できる。
【０３２１】
　配列解析中、高分子合成酵素が標的核酸分子のプライミング位置に結合（例えば、付着
）してもよい。プライミング位置は、標的核酸酸分子と相補的なプライマとすることがで
きる。代替案として、プライミング位置は標的核酸分子の二本鎖セグメント内に提供され
るギャップ又はニックである。ギャップ又はニックの長さは、０～少なくとも１、２、３
、４、５、６、７、８、９、１０、２０、３０、又は４０ヌクレオチドとするができる。
ニックは、二本鎖配列の１本の切れ目を提供でき、これは、例えば鎖置換ポリメラーゼ酵
素等の高分子合成酵素のためのプライミング位置を提供できる。
【０３２２】
　場合により、配列解析プライマは、検体ウェル等の固体サポートに固定されてもされな
くてもよい標的核酸分子にアニールすることができる。いくつかの実施形態において、配
列解析プライマは、固体サポートに固定されていてもよく、標的過酢酸分子のハイブリダ
イゼーションも標的核酸分子を固体サポートに固定する。ヌクレオチドをプライマに追加
し、又は組み込むことのできる酵素（例えば、ポリメラーゼ）の作用を通じて、ヌクレオ
チドはプライマに５’－３’鋳型結合方式でプライマに追加できる。このようにヌクレオ
チドをプライマに（例えば、ポリメラーゼの作用を介して）組み込むことは一般に、プラ
イマ伸長反応と呼ぶことができる。各ヌクレオチドは、検出可能タグに関連付けることが
でき、これを検出し、プライマに組み込まれた各ヌクレオチドを判定するため、したがっ
て新規に合成された核酸分子の配列解析に使用できる。新規に合成された核酸分子の配列
相補性を介して、標的核酸分子の配列も判定できる。場合により、配列解析プライマの標
的核酸分子へのアニーリングとヌクレオチドの配列解析プライマへの組込みは、同様の反
応条件（例えば、同じ又は同様の反応温度）でも、異なる反応条件（例えば、異なる反応



(85) JP 2017-531168 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

温度）でも起こり得る。さらに、合成方法による配列解析には、標的核酸分子の集団（例
えば、標的核酸のコピー）の存在及び／又は標的核酸を増幅して標的核酸の集団を実現す
る工程を含むことができるものもある。
【０３２３】
　実施形態は、高精度とロングリード長で単一核酸分子の配列解析を行うことができる。
いくつかの実施形態において、単一分子配列解析において使用される標的核酸分子は、一
本鎖標的核酸（例えば、デオキシリボ核酸（ＤＮＡ）、ＤＮＡ誘導体、リボ核酸（ＲＮＡ
）、ＲＮＡ誘導体）鋳型であり、これを、検体ウェルの底部等の固体サポートに固定又は
付着された配列解析反応の少なくとも１つの追加成分（例えば、ＤＮＡポリメラーゼ等の
ポリメラーゼ、配列解析プライマ）を含む検体ウェルに追加又は固定される。標的核酸分
子又はポリメラーゼは、検体ウェル、例えば検体ウェルの底部に直接又はリンカーを通じ
て取り付けることができる。検体ウェルはまた、プライマ伸長反応を介した核酸合成に必
要な他の何れの試薬、例えば、適当な緩衝液、余因子、酵素（例えば、ポリメラーゼ）、
及び蛍光体等の発光タグを含む、デオキシアデノシン三リン酸（ｄＡＴＰ）、デオキシシ
チジン三リン酸（ｄＣＴＰ）、デオキシグアノシン三リン酸（ｄＧＴＰ）、デオキシユリ
ジン三リン酸（ｄＵＴＰ）及びデオキシチミジン三リン酸（ｄＴＴＰ）ｄＮＴＰをはじめ
とするデオキシリボヌクレオシド三リン酸等のデオキシヌクレオシドリン酸も含むことが
できる。ｄＮＴＰの各クラス（例えば、アデニン含有ｄＮＴＰ（例えば、ｄＡＴＰ）、シ
トシン含有ｄＮＰＴ（例えば、ｄＣＴＰ）、グアニン含有ｄＮＴＰ（例えば、ｄＧＴＰ）
、ウラシル含有ｄＮＴＰ（例えば、ｄＵＴＰ）、及びチミン含有ｄＮＴＰ（例えば、ｄＴ
ＴＰ））が異なる発光タグの共役とされ、タグから放出される光の検出は新規に合成され
た核酸に組み込まれたｄＮＴＰの識別を示す。発光タグからの放出光は、例えば本明細書
の他の箇所に記載されている検出装置と方法を含む何れの適当な装置及び／又は方法を介
して検出し、その適当な発光タグ（及びしたがって、関連するｄＮＴＰ）への属性を特定
することができる。発光タグは、何れの適当なｄＮＴＰの共役とされてもよく、それによ
って発光タグの存在は新規に合成された核酸分子鎖へのｄＮＴＰの組込み又はポリメラー
ゼの活動を阻止しない。いくかの実施形態において、発光タグはｄＮＴＰの末端リン酸（
ガンマリン酸）の共役とされる。
【０３２４】
　一本鎖標的核酸鋳型は、配列解析プライマ、ｄＮＴＰ、ポリメラーゼ、及び核酸合成に
必要なその他の試薬と接触させることができる。いくつかの実施形態において、全ての適
当なｄＮＴＰを一本鎖標的核酸鋳型と同時に接触させることができ（例えば、全てのｄＮ
ＴＰが同時に存在する）、それによってｄＮＴＰの組込みを連続的に起こすことができる
。他の実施形態において、ｄＮＴＰを一本鎖標的核酸鋳型に逐次的に接触させることがで
き、この場合、一本鎖標的核酸鋳型は適当なｄＮＴＰの各々と別々に接触させられ、一本
鎖標的核酸鋳型と異なるｄＮＴＰとの接触間に洗浄工程がある。一本鎖標的核酸鋳型と各
ｄＮＴＰとの別々の接触と、その後の洗浄というこのようなサイクルは、識別されるべき
一本鎖標的核酸鋳型の連続する各塩基位置について繰り返すことができる。
【０３２５】
　配列解析プライマは、一本鎖標的核酸鋳型にアニールされ、その結果、ポリメラーゼが
ｄＮＴＰ（又はその他のデオキシリボヌクレオシドポリリン酸）を、一本鎖標的核酸鋳型
を介してプライマに組み込む。組み込まれた各ｄＮＴＰに関連付けられる固有の発光タグ
は、ｄＮＴＰをプライマに組み込んでいる間又はその後に適当な励起光で励起することが
でき、その放出はその後、本明細書の他の箇所に記載されている検出装置及び方法を含む
何れの適当な装置及び／又は方法でも検出できる。光の特定の放出の検出は、組み込まれ
た特定のｄＮＴＰへの属性を識別できる。その後、検出された発光タグの集合から得られ
た配列を使用して、配列相補性を介して一本鎖標的核酸鋳型の配列を判断できる。
【０３２６】
　本開示はｄＮＴＰについて述べているが、本明細書で提供されるシステムと方法は、各
種のヌクレオチド、例えばリボヌクレオチド及びデオキシリボヌクレオチド（例えば、少
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なくとも４、５、６、７、８、９、又は１０のリン酸基を有するデオキシリボヌクレオシ
ドポリリン酸）に使用されてもよい。このようなリボヌクレオチド及びデオキシリボヌク
レオチドは、各種のタグ（又はマーカ）とリンカーを含むことができる。
【０３２７】
　ヌクレオシドが組み込まれると放出される信号は、メモリに保存し、後の時点で処理し
て、標的核酸鋳型の配列を判定できる。これには、その信号を参照信号と比較して、組み
込まれたヌクレオシドの時間に関する識別を判定する工程を含んでいてもよい。その代わ
りに、又はそれに加えて、ヌクレオシドの組込み時に放出される信号を実時間で（すなわ
ち、ヌクレオシドの組込み時に）収集、処理し、標的核酸鋳型の配列を判定することもで
きる。
【０３２８】
　複数の一本鎖標的核酸鋳型の核酸配列解析は、本明細書の他の箇所に記載されている装
置の場合のように、複数の検体ウェルが利用できれば完全となり得る。各検体ウェルには
、一本鎖標的核酸鋳型を提供でき、配列解析反応を各検体ウェル内で完了できる。検体ウ
ェルの各々は、プライマ伸長反応中に核酸合成に必要な適当な試薬（例えば、ｄＮＴＰ、
配列解析プライマ、ポリメラーゼ、余因子、適当な緩衝液その他）と接触させてもよく、
配列解析反応を各検体ウェル内で進めることができる。いくつかの実施形態において、複
数の検体ウェルが全ての適当なｄＮＴＰと同時に接触させられる。他の実施形態において
、複数の検体ウェルを各々の適当なｄＮＴＰと別々に接触させ、異なるｄＮＴＰとの接触
間で各々洗浄される。ｄＮＴＰの組込みは、各検体ウェル内で検出でき、前述のように、
各検体ウェル内の一本鎖標的核酸に関する配列が判定される。
【０３２９】
　単一分子ＲＮＡ配列解析に関する実施形態は、ＲＮＡ鋳型から相補的ＤＮＡ（ｃＤＮＡ
）を合成できる何れの逆転写酵素を使用してもよい。このような実施形態において、逆転
写酵素は、ｄＮＴＰをＲＮＡ鋳型にアニールされた逆転写プライマに組み込むことを介し
てＲＮＡ鋳型からｃＤＮＡを合成できるという点で、ポリメラーゼと同様の方法で機能で
きる。したがって、ｃＤＮＡは配列解析反応に関与でき、その配列が上述のように判定さ
れる。その後、判定されたｃＤＮＡの配列を、配列相補性を介して使用し、当初のＲＮＡ
鋳型の配列を判定することができる。逆転写酵素の例には、マウス白血病ウイルス（Ｍｏ
ｌｅｎｒｙ　Ｍｕｒｉｎｅ　Ｌｅｕｋｅｍｉａ　Ｖｉｒｕｓ）逆転写酵素（Ｍ－ＭＬＶ）
、トリ骨髄芽球症ウイルス（ＡＭＶ：ａｖｉａｎ　ｍｙｅｌｏｂｌａｓｔｏｓｉｓ　ｖｉ
ｒｕｓ）逆転写酵素、ヒト免疫不全ウイルス逆転写酵素（ＨＩＶ－１）、及びテロメラー
ゼ逆転写酵素が含まれる。
【０３３０】
　配列リードは、被験者のゲノムのより長い領域を再構成するために（例えば、アライン
メントによる）使用できる。リードは、染色体領域、染色体全体、又はゲノム全体を再構
成するために使用できる。配列リード又はこのようなリードから生成されるより大きい配
列は、被験者のゲノムを解析するため、例えば多様体又は遺伝子多型を特定するために使
用できる。多様体の例としては、タンデムＳＮＰを含む単一ヌクレオチド多型（ＳＮＰ）
、Ｉｎｄｅｌ、すなわち欠失挿入多型（ＤＩＰ：ｄｅｌｉｔｉｏｎ　ｉｎｓｅｒｔｉｏｎ
　ｐｏｌｍｏｒｐｈｉｓｍ）とも呼ばれる小規模複数塩基欠失又は挿入、多塩基多型（Ｍ
ＮＰ：Ｍｕｌｔｉ－Ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　Ｐｏｌｙｍｏｒｐｈｉｓｍ）、短反復配列（
ＳＴＲ：Ｓｈｏｒｔ　Ｔａｎｄｅｍ　Ｒｅｐｅａｔ）、マイクロインサーションを含む挿
入、複製、逆転、転座、重複、複雑なマルチサイト多様体、コピー型多型（ＣＮＶ：ｃｏ
ｐｙ　ｎｕｍｂｅｒ　ｖａｒｉａｔｉｏｎ）が含まれるが、これらに限定されない。ゲノ
ム配列は、多様体の組合せを含むことができる。例えば、ゲノム配列は、１つ又は複数の
ＳＮＰと１つ又は複数のＣＮＶとの組合せを包含できる。
【０３３１】
　いくつかの実施形態において、分子は発光寿命に基づいて識別又は区別される。いくつ
かの実施形態において分子は、発光強度に基づいて識別又は区別される。いくつかの実施
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形態において、分子は、放出された光子の観察に必要な供給励起エネルギーの波長に基づ
いて識別又は区別される。いくつかの実施形態において、分子は、放出された光子の波長
に基づいて識別又は区別される。いくつかの実施形態において、分子は発光寿命及び放出
された光子を観察するのに必要な供給励起エネルギーの波長に基づいて識別又は区別され
る。いくかの実施形態において、分子は、発光寿命、発光強度、及び放出された光子を観
察するのに必要な供給励起エネルギーの波長に基づいて識別又は区別される。いくつかの
実施形態において、分子は、発光寿命と放出された光子の波長との両方に基づいて識別又
は区別される。いくつかの実施形態において、分子は、発光強度と放出された光子の波長
との両方に基づいて識別又は区別される。いくつかの実施形態において、分子は、発光強
度及び放出された光子の波長の両方に基づいて識別又は区別される。いくつかの実施形態
において、分子は、発光寿命、発光強度、及び放出された光子の波長に基づいて識別又は
区別される。
【０３３２】
　特定の実施形態において、反応混合又は実験中の異なる種類の分子は、異なる発光マー
カで標識される。いくつかの実施形態において、異なるマーカは区別可能な異なる発光特
性を有する。いくつかの実施形態において、異なるマーカは、異なる発光寿命、異なる発
光強度、放出光子の異なる波長、又はその組合せを有することにより区別される。異なる
発光マーカを有する複数の種類の分子の存在によって、複雑な反応の異なる工程をモニタ
することができ、又は複雑な反応生成物の異なる成分を識別できる。いくつかの実施形態
において、異なる種類の分子が反応又は相互作用する順序を決定できる。
【０３３３】
　特定の実施形態において、異なる発光マーカを有する複数の種類の分子の発光特性を使
用して、核酸又はタンパク質等の生体分子の配列を識別する。いくつかの実施形態におい
て、異なる発光マーカを有する複数の分子の発光特性を使用して、生体分子の合成中に組
み込まれる単一分子を識別する。いくつかの実施形態において、異なる発光マーカを有す
る複数の種類のヌクレオチドの放出エネルギーを使用して、シーケンシング反応中に組み
込まれる単一ヌクレオチドを識別する。いくつかの実施形態において、本願中に記載の方
法、組成物、及び装置を使用して、ポリメラーゼ酵素により合成される鋳型依存の核酸シ
ーケンシング反応生成物に組み込まれる一連のヌクレオチドを識別できる。
【０３３４】
　特定の実施形態において、鋳型依存核酸シーケンシング生成は、自然起源の核酸ポリメ
ラーゼによって実行される。いくつかの実施形態において、ポリメラーゼは自然起源のポ
リメラーゼの変異体又は修飾された多様体である。いくつかの実施形態において、鋳型依
存核酸シーケンス生成は、鋳型核酸分子鎖と相補的な１つ又は複数のヌクレオチドセグメ
ントを含む。１つの態様において、本願は、鋳型（又は標的）の配列を判定する方法を提
供する。
【０３３５】
　他の態様において、本願は、複数の核酸フラグメントの配列解析を行うことによって標
的核酸の配列を解析する方法を提供し、標的核酸はそのフラグメントを含む。特定実施形
態において、方法は、複数のフラグメント配列を組み合わせて、親の標的核酸のための配
列又は部分的配列を提供する工程を含む。いくつかの実施形態において、組み合わせる工
程は、コンピュータハードウェアとソフトウェアにより実行される。本明細書に記載され
る方法により、配列識別するべき染色体又はゲノム全体等、関係する標的核酸集合が得ら
れる。
【０３３６】
　「ゲノム」という用語は一般に、有機体の遺伝情報全体を指す。ゲノムは、ＤＮＡ又は
ＲＮＡの何れかで符号化できる。ゲノムは、タンパク質を符号化する符号化領域と非符号
化領域を含むことができる。ゲノムには、有機体中の全ての染色体の配列を一緒に含める
ことができる。例えば、ヒトゲノムは、合計４６の染色体を有する。これら全ての配列が
一緒にヒトゲノムを構成する。いくつかの実施形態において、ゲノム全体の配列が判定さ
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れる。しかしながら、いくつかの実施形態において、ゲノムのサブセット（例えば、１つ
又は少数の染色体、又はその領域）に関する、又は１つ又は少数の遺伝子（又はそのフラ
グメント）に関する配列情報があれば、診断、予後、及び／又は治療の用途にとって十分
である。
【０３３７】
　場合により、配列解析プライマは、検体ウェル（例えば、ナノアパーチャ）等の固体サ
ポートに固定されていても、されていなくてもよい標的核酸分子にアニールできる。いく
つかの実施形態において、配列解析プライマは、固体サポートに固定されてもよく、標的
核酸分子のハイブリダイゼーションも標的核酸分子を固体サポートに固定する。いくつか
の実施形態において、ポリメラーゼは固体サポートに固定され、可溶性プライマ及び標的
核酸がポリメラーゼと接触する。しかしながら、いくつかの実施形態において、ポリメラ
ーゼ、標的核酸、及びプライマを含む複合体が溶液中で形成され、この複合体が固体サポ
ートに（例えば、ポリメラーゼ、プライマ及び／又は標的核酸の固定を介して）固定され
る。
【０３３８】
　適当な条件下で、アニールされたプライマ／標的核酸に接触するポリメラーゼ酵素は、
１つ又は複数のヌクレオチドをプライマに追加し、又は組み込むことができ、ヌクレオチ
ドは５’－３’の鋳型結合方式でプライマに追加できる。このようにヌクレオチドをプラ
イマに（例えば、ポリメラーゼの作用を介して）組み込むことを一般に、プライマ伸長反
応と呼ぶことができる。各ヌクレオチドは検出可能なタグに関連付けることができ、これ
を検出して、（例えば発光寿命、放出スペクトル、吸収スペクトル、及び／又はその他の
特徴に基づいて）識別し、プライマ中に組み込まれた各ヌクレオチドと、したがって、新
規に合成された核酸分子の配列を判定するために使用できる。新規に合成された核酸分子
の配列相補性を介して、標的核酸分子の配列も判定できる。いくつかの実施形態において
、合成方法による配列解析は、標的核酸分子の集合（例えば、標的核酸のコピー）の存在
及び／又は標的核酸を増幅して標的核酸の集合を実現する工程を含むことができる。しか
しながら、いくつかの実施形態において、合成による配列解析は、評価中の各反応におけ
る単一分子の配列を判定するために使用され（、配列解析のための標的鋳型を準備するた
めの核酸増幅が不要とな）る。いくつかの実施形態において、本願の態様により、複数の
単一分子シーケンシング反応が平行して（例えば、１台の集積装置又はチップ上で）実行
される。
【０３３９】
　実施形態は、高精度でロングリード長の、例えば少なくとも約５０％、６０％、７０％
、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、９９．
９％、９９．９９％、９９．９９９％、又は９９．９９９９％の精度及び／又は約１０塩
基対（ｂｐ）、５０ｂｐ、１００ｂｐ、２００ｂｐ、３００ｂｐ、４００ｂｐ、５００ｂ
ｐ、１０００ｂｐ、１０，０００ｂｐ、２０，０００ｂｐ、３０，０００ｂｐ、４０，０
００ｂｐ、５０，０００ｂｐ、又は１００，０００ｂｐより大きいか、又はそれと等しい
リード長さでの単一核酸分子配列解析が可能である。
【０３４０】
　標的核酸分子又はポリメラーゼを検体ウェル、例えば検体ウェルの底部に直接又はリン
カーを通じて取り付けることができる。検体ウェル（例えば、ナノアパーチャ）はまた、
プライマ伸長反応を介した核酸合成に必要な他の何れの試薬、例えば、適当な緩衝液、余
因子、酵素（例えば、ポリメラーゼ）、及び蛍光体等の発光タグを含む、デオキシアデノ
シン三リン酸（ｄＡＴＰ）、デオキシシチジン三リン酸（ｄＣＴＰ）、デオキシグアノシ
ン三リン酸（ｄＧＴ）、デオキシユリジン三リン酸（ｄＵＴＰ）及びデオキシチミジン三
リン酸（ｄＴＴＰ）ｄＮＴＰをはじめとするデオキシリボヌクレオシド三リン酸等のデオ
キシヌクレオシドリン酸も含むことができる。いくつかの実施形態において、ｄＮＴＰの
各クラス（例えば、アデニン含有ｄＮＴＰ（例えば、ｄＡＴＰ）、シトシン含有ｄＮＰＴ
（例えば、ｄＣＴＰ）、グアニン含有ｄＮＴＰ（例えば、ｄＧＴＰ）、ウラシル含有ｄＮ
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ＴＰ（例えば、ｄＵＴＰ）、及びチミン含有ｄＮＴＰ（例えば、ｄＴＴＰ））が異なる発
光タグの共役とされ、タグから放出される光の検出は新規に合成された核酸に組み込まれ
たｄＮＴＰの識別を示す。発光タグからの放出光は、例えば本明細書の他の箇所に記載さ
れている検出装置と方法を含む何れの適当な装置及び／又は方法を介して検出し、その適
当な発光タグ（及びしたがって、関連するｄＮＴＰ）への属性を特定することができる。
発光タグは、何れの適当なｄＮＴＰの共役とされてもよく、それによって発光タグの存在
は新規に合成された核酸分子鎖へのｄＮＴＰの組込み又はポリメラーゼの活動を阻止しな
い。いくかの実施形態において、発光タグはｄＮＴＰの末端リン酸（ガンマリン酸）の共
役とされる。
【０３４１】
　いくつかの実施形態において、配列解析プライマは、一本鎖標的核酸鋳型にアニールさ
れ、ポリメラーゼは連続的にｄＮＴＰ（又はその他のデオキリボヌクレシドポリリン酸）
を、一本鎖標的核酸鋳型を介してプライマに組み込む。組み込まれた各ｄＮＴＰに関連付
けられた固有の発光タグは、ｄＮＴＰをプライマに組み込んでいる間又はその後に適当な
励起光で励起され、その後、本明細書の他の箇所に記載されている検出装置及び方法を含
む何れの適当な装置及び／又は方法でもその放出を検出できる。特定の光の放出（例えば
、特定の放出寿命、強度、及び／又はその組合せを有する）の検出は、組み込まれた特定
のｄＮＴＰへの属性を識別できる。したがって、検出された発光タグの集合から得られる
配列を使用して、一本鎖標的核酸鋳型の配列を、配列相補性を介して判定できる。
【０３４２】
　本開示はｄＮＴＰに関するものであるが、本明細書で提供される装置、システム、及び
方法は、リボヌクレオチド及びデオキシリボヌクレオチド（例えば、少なくとも４、５、
６、７、８、９、又は１０リン酸基を有するデオキシリボヌクレオシドポリリン酸）等の
各種のヌクレオチドに使用されてもよい。このようなリボヌクレオチド及びデオキシリボ
ヌクレオチドは各種のタグ（又はマーカ）とリンカーを含むことができる。
【０３４３】
　一例として、図１０－１は、単一分子核酸配列解析方法の工程を概略的に示す。この例
は、決して本発明を限定しようとするものではない。６１０は、核酸ポリメラーゼ６０１
と、配列解析対象の標的核酸６０２と、ポリマー６０４とを含む単一の複合体を収容する
ように構成された検体ウェル（例えば、ナノアパーチャ）である。この例において、検体
ウェル６１０の底領域は、標的空間６２０として描かれている。図１０－１において、ポ
リメラーゼ６０１を含む複合体は、標的空間６２０内に閉じ込められる。複合体は任意選
択により、検体ウェルの表面への付着によって固定されてもよい。この例において、複合
体は、リンカーをポリメラーゼ６０１に付着させるのに適した１つ又は複数の生体分子（
例えばビオチン）を含むリンカー６０３によって固定される。
【０３４４】
　検体ウェルの空間はまた、ポリメラーゼ複合体が核酸分子鎖を合成するのに必要な、適
当な溶媒、緩衝液、及びその他の添加物との反応混合物を収容する。反応混合物はまた、
複数の種類の発光標識されたヌクレオチドを含む。各種のヌクレオチドは、記号＊－Ａ、
＠－Ｔ、＄－Ｇ、＃－Ｃにより表され、Ａ、Ｔ、Ｇ、及びＣは、ヌクレオチド塩基を表し
、記号＊、＠、＄、及び＃は、リンカー－を通じて、各ヌクレオチドに付着された固有の
発光ラベルを表す。図１０－１において、＃－Ｃヌクレオチドが現在、相補的分子鎖６０
２に組み込まれている。組み込まれたヌクレオチドは標的空間６２０内にある。
【０３４５】
　図１０－１はまた、矢印で、標的空間の付近に供給されている励起エネルギーと、検出
器に向かって放出されている発光の概念を示している。矢印は概略的であり、励起エネル
ギーの供給又は発光の特定の方位を示そうとしていない。一部の発光は、検出器に向かっ
ていない（例えば、検体ウェルの側壁に向かう）ベクトル上で放出され得るか、又は検出
されないことがあり得る。
【０３４６】
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　図１０－２は、１つの検体ウェル内の時間の経過に伴う配列解析プロセスを概略的に示
す。ステージＡ～Ｄは、図１０－１に示されるようなポリメラーゼ複合体を収容した検体
ウェルを示している。ステージＡは、何れかのヌクレオチドがプライマに添加される前の
初期状態を示す。ステージＢは、発光標識されたヌクレオチド（＃－Ｃ）の組込みイベン
トを示す。ステージＣは、連続する組込みイベント間の期間を示す。この例において、ヌ
クレオチドＣがプライマに追加されており、発光標識されたヌクレオチド（＃－Ｃ）に以
前に付着されたラベルとリンカーは開裂されている。ステージＤは、発光標識されたヌク
レオチド（＊－Ａ）の第二の組込みイベントを示す。ステージＤ以後の相補的分子鎖はプ
ライマと、Ｃヌクレオチドと、Ａヌクレオチドからなる。
【０３４７】
　ステージＡ及びＣは、何れも組込みイベントの前又は連続するイベント間の期間を示し
ており、これはこの例においては、約１０ミリ秒間続くように示されている。ステージＡ
及びＣでは、ヌクレオチドが組み込まれていないため、標的空間（図１０－２では図示せ
ず）内に発光標識されたヌクレオチドはないが、組み込まれていない発光標識されたヌク
レオチドからの背景発光又はスプリアス発光が検出され得る。ステージＢ及びＤは、異な
るヌクレオチド（それぞれ、＃－Ｃ及び＊－Ａ）の組込みイベントを示す。この例におい
て、これらのイベントも約１０ミリ秒間継続することが示されている。
【０３４８】
　「未処理ビンデータ」と名付けられた行は、各ステージ中に生成されたデータを示す。
例示的実験を通じて、複数の光パルスは標的空間の付近に供給される。各パルスに関して
、検出器は検出器により受け取られた全ての放出光子を記録し、検出された光子を、励起
エネルギーの最終パルス以降の時間に基づいてタイムビンに割り当てるように構成される
。この例では、３つのビンがあり、「未処理ビンデータ」は、１（最短のバー）、２（中
間のバー）、又は３（最長のバー）の数値を記録し、これはそれぞれ最短、中間、及び最
長ビンに対応する。各バーは放出光子の検出を示す。
【０３４９】
　ステージＡ又はＣについては標的空間内に発光標識されたヌクレオチドがないため、格
子は検出されない。ステージＢ及びＤの各々について、組込みステージ中に複数の発光が
検出される。発光ラベル＃は発光ラベル＊より短い発光寿命を有する。ステージＢのデー
タは、そのため、ビンの数値がより高いステージＤより低いビン平均値を記録したように
示されている。
【０３５０】
　「処理データ」と名付けられた行は、未処理データを、各パルスに関する時間の放出光
子の数（カウント）を示すように処理したものを示している。この例において、データは
発光寿命を判定するためにのみ処理されているが、データはまた、他の発光特性、例えば
発光強度又は吸収又は放出された光子の波長について評価されてもよい。例示的な処理デ
ータは、標的空間内の発光マーカの発光寿命についての指数関数的減衰曲線の特徴を概算
している。発光ラベル＃は発光ラベル＊より短い発光寿命を有するため、ステージＢに関
する処理データは、より長い時間にわたり、より少ないカウントを有し、その一方で、ス
テージＤに関する処理データは、より長時間にわたり、比較的より多いカウントを有する
。
【０３５１】
　図１０－２の例示的実験では、相補的分子鎖に追加された最初の２つのヌクレオチドが
ＣＡとして示される。ＤＮＡに関して、プライマにアニールされた領域の直後の標的分子
鎖の配列は、そのため、ＧＴとして示される。この例において、ヌクレオチドＣ及びＡは
、発光寿命のみに基づいて、複数のＣ、Ｇ、Ｔ、及びＡから区別できる。いくつかの実施
形態において、蛍光強度又は吸収もしくは放出された光子の波長等が、１つ又は複数の特
定のヌクレオチドを区別するために必要である。
Ｂ．発光特性
　本明細書に記載されているように、発光分子は１つ又は複数の光子を吸収する分子であ
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り、その後、１つ又は複数の期間が経過すると１つ又は複数の光子を放出し得る。分子の
発光は、いくつかのパラメータにより説明され、これには、発光寿命、吸収及び／又は放
出スペクトル、発光量子収量、及び発光強度が含まれるが、これらに限定されない。
【０３５２】
　発光放出イベントからの放出光子は、あり得る波長のスペクトル範囲内の波長で放出さ
れる。典型的には、放出光子は、励起光子の波長と比較して、より長い波長を有する（例
えば、エネルギーがより低いか、赤方偏移されている）。特定の実施形態において、分子
は放出光子の波長を測定することによって識別される。特定の実施形態において、分子は
、複数の放出光子の波長を測定することによって識別される。特定の実施形態において、
分子は放出スペクトルを測定することによって識別される。
【０３５３】
　発光寿命は、励起イベント及び放出イベントに関連付けられる持続時間（例えば、放出
減衰時間）を指す。いくつかの実施形態において、発光寿命は、指数関数的減衰方程式の
定数として表現される。励起エネルギーを供給する１つ又は複数のパルスイベントがある
いくつかの実施形態において、持続時間はパルスとその後の放出イベントとの間の時間で
ある。
【０３５４】
　発光量子収量とは、放出イベントを導くある波長の、又はあるスペクトル範囲内の励起
イベントの一部を指し、典型的には１未満である。いくつかの実施形態において、本明細
書に記載されている分子の発光量子収量は、０～約０．００１、約０．００１～約０．０
１、約０．０１～約０．１、約０．１～約０．５、約０．５～０．９、又は約０．９～１
である。いくつかの実施形態において、分子は、発光量子収量を判定又は推定することに
よって識別される。
【０３５５】
　本明細書において単一分子について使用されるかぎり、発光強度とは、パルス式励起エ
ネルギーの供給より励起される分子より放出される単位時間あたりの放出光子の数を指す
。いくつかの実施形態において、発光強度はパルス式励起エネルギーの供給によって励起
されている分子により放出され、特定のセンサ又はセンサの集合により検出される単位時
間当たりの放出光子の検出数を指す。
【０３５６】
　１つの態様において、本願は、単一発光分子の発光寿命を判定する方法を提供し、これ
は、標的空間内に発光分子を提供する工程と、励起エネルギーの複数のパルスを標的空間
の付近に送達する工程と、発光分子からの複数の発光を検出する工程とを含む。いくつか
の実施形態において、方法は、パルスと発光の各ペア間の複数の持続時間を記録する工程
と、パルスと発光の各ペア間の複数の持続時間の分布を評価する工程とをさらに含む。
Ｃ．発光標識されたヌクレオチド
　１つの態様において、本明細書に記載されている方法と組成物は１つ又は複数の発光標
識されたヌクレオチドを含む。特定の実施形態において、１つ又は複数のヌクレオチドは
デオキシリボヌクレオシドを含む。特定の実施形態において、１つ又は複数のヌクレオチ
ドは、リボースヌクレオシドを含む。いくつかの実施形態において、全てのヌクレオシド
はリボースヌクレオシドを含む。いくつかの実施形態において、１つ又は複数のヌクレオ
チドは修飾されたリボース糖又はリボース類似体（例えば、ロックド核酸）を含む。いく
つかの実施形態において、１つ又は複数のヌクレオチドは、自然起源の塩基（例えば、シ
トシン、グアニン、アデニン、チミン、ウラシル）を含む。いくつかの実施形態において
、１つ又は複数のヌクレオチドは、シトシン、グアニン、アデニン、チミン、又はウラシ
ルの誘導体又は類似体を含む。
【０３５７】
　特定の実施形態において、方法は、ポリメラーゼ複合体を複数の発光標識ヌクレオチド
にさらす工程を含む。特定の実施形態において、組成物又は装置は、複数の発光標識され
たヌクレオチドを含む反応混合物を含む。いくつかの実施形態において、複数のヌクレオ
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チドは４つの異なるヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態において、４つの異なるヌ
クレオチドは各々、シトシン、グアニン、アデニン、及びチミンの１つを含む。いくつか
の実施形態において、４つの異なるヌクレオシドは各々、シトシン、グアニン、アデニン
、及びウラシルの１つを含む。
【０３５８】
　「核酸」という用語は、本明細書で使用されるかぎり、一般に１つ又は複数の核酸サブ
ユニットを含む分子を指す。核酸は、アデノシン（Ａ）、シトシン（Ｃ）、グアニン（Ｇ
）、チミン（Ｔ）、及びウラシル（Ｕ）、又はその多様体から選択された１つ又は複数の
サブニットを含んでいてもよい。いくつかの例において、核酸はデオキリボ核酸（ＤＮＡ
）、又はリボ核酸（ＲＮＡ）、又はその誘導体である。核酸は、一本鎖でも二本鎖でもよ
い。核酸は環状であってもよい。
【０３５９】
　「ヌクレオチド」という用語は、本明細書で使用されるかぎり、一般に、核酸サブユニ
ットを指し、これはＡ、Ｃ、Ｇ、Ｔ、又はＵ、あるいはその多様体又は類似体を含むこと
ができる。ヌクレオチドは、成長する核酸分子鎖内に組み込むことのできるあらゆるサブ
ユニットを含むことができる。このようなサブニットは、Ａ、Ｃ、Ｇ、Ｔ、もしくはＵ、
又は１つ又は複数の相補的Ａ、Ｃ、Ｇ、Ｔ、もしくはＵに特定の、又はプリン（すなわち
、ＡもしくはＧ、又はその多様体もしくは類似体）又はピリミジン（すなわち、Ｃ、Ｔ、
もしくはＵ、又はその多様体又は類似体）に対して相補的な他のあらゆるサブユニットと
することができる。サブユニットにより、個々の核酸塩基又は塩基群（例えば、ＡＡ、Ｔ
Ａ、ＡＴ、ＧＣ、ＣＧ、ＣＴ、ＴＣ、ＧＴ、ＴＧ、ＡＣ、ＣＡ、又はそのウラシル版）を
分解することができる。
【０３６０】
　ヌクレオチドは一般に、ヌクレオシドと少なくとも１、２、３、４、５、６、７、８、
９、１０、又はそれを超えるリン酸（ＰＯ３）基を含む。ヌクレオチドは、ヌクレオ塩基
と、五炭糖（リボース又はデオキシリボースの何れか）、及び１つ又は複数のリン酸基を
含むことができる。リボヌクレオチドは、糖がリボースであるヌクレオチドである。デオ
キシリボヌクレオチドは、糖がデオキシリボースであるヌクレオチドである。ヌクレオチ
ドは、ヌクレオシド一リン酸又はヌクレオシドポリリン酸とすることができる。ヌクレオ
チドは、デオキリボヌクレオシドポリリン酸、例えば、デオキシリボヌクレオシド三リン
酸とすることができ、これは検出可能なタグ、例えば発光タグ又はマーカ（例えば、蛍光
体）を含むデオキシアデノシン三リン酸（ｄＡＴＰ）、デオキシシチジン三リン酸（ｄＣ
ＴＰ）、デオキシグアノシン三リン酸（ｄＧＴＰ）、デオキシウリジン三リン酸（ｄＵＴ
Ｐ）、及びデオキシチミジン三リン酸（ｄＴＴＰ）ｄＮＴＰから選択できる。
【０３６１】
　ヌクレオシドポリリン酸は、「ｎ」個のリン酸基を有することができ、「ｎ」は２、３
、４、５、６、７、８、９、又は１０より大きいか、これと等しい数である。ヌクレオシ
ドポリリン酸の例には、ヌクレオシド二リン酸及びヌクレオシド三リン酸が含まれる。ヌ
クレオチドは、末端リン酸標識ヌクレオシド、例えば末端リン酸標識ヌクレオシドポリリ
ン酸とすることができる。このようなラベルは発光（例えば、蛍光又は化学発光）ラベル
、蛍光発生ラベル、着色ラベル、色素生成ラベル、質量タグ、静電ラベル、又は電気化学
ラベルとすることができる。ラベル（又はマーカ）は、リンカーを通じて末端リン酸に結
合できる。リンカーは、例えば、少なくとも１つの又は複数のヒドロキシル基、スルフィ
ドリル基、アミノ基、又はハロアルキル基を含むことができ、これらは、天然又は修飾ヌ
クレオチドの末端リン酸において、例えばリン酸エステル、チオエステル、アミド亜リン
酸エステル、又はアルキルリン酸を形成するに適していてもよい。リンカーは、例えば重
合酵素の支援により、末端リン酸からラベルを分離するように開裂可能である。ヌクレオ
シドとリンカーの例は、米国特許第７，０４１，８１２号明細書において提供されており
、その全体が参照によって本願に援用される。
Ｄ．ラベル
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　特定実施形態において、組み込まれる分子は発光分子であり、例えば、明確な発光マー
カが取り付けられていない。典型的なヌクレオチドとアミノ酸は発光せず、又は適当な励
起及び放出エネルギー範囲内で発光しない。特定の実施形態において、組み込まれる分子
は発光マーカを含む。特定の実施形態において、組み込まれる分子は発光標識されたヌク
レオチドである。特定の実施形態において、組み込まれる分子は発光標識されたアミノ酸
又は発光標識されたｔＲＮＡである。いくつかの実施形態において、発光標識されたヌク
レオチドは、ヌクレオチドと発光マーカを含む。いくつかの実施形態において、発光標識
されたヌクレオチドは、ヌクレオチド、発光マーカ、及びリンカーを含む。いくつかの実
施形態において、発光マーカは蛍光体である。
【０３６２】
　ヌクレオチド配列解析に関して、発光標識されたヌクレオチドの特定の組合せが好まし
いことができる。いくつかの実施形態において、発光標識されたヌクレオチドの少なくと
も１つは、シアニン色素又はその類似体を含む。いくつかの実施形態において、少なくと
も１つの発光標識されたヌクレオチドは、ローダミン色素、又はその類似体を含む。いく
つかの実施形態において、発光標識されたヌクレオチドの少なくとも１つは、シアニン色
素、又はその類似体を含み、少なくとも１つの発光標識されたヌクレオチドはローダミン
色素又はその類似体を含む。
【０３６３】
　特定の実施形態において、発光マーカは、表ＦＬ－１から選択される色素である。表Ｆ
Ｌ－１に記載の色素は非限定的であり、本願の発光マーカは、表ＦＬ－１に記載されてい
ない色素を含んでいてもよい。特定の実施形態において、１つ又は複数の発光標識された
ヌクレオチドの発光マーカは、表ＦＬ－１から選択される。特定の実施形態において、４
つ以上の発光標識されたヌクレオチドの発光マーカは、表ＦＬ－１から選択される。
【０３６４】
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【表１】

【０３６５】
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【０３６８】
　特定の実施形態において、発光マーカは化学式
【０３６９】
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【化１】

【０３７０】
の（色素１０１）又は（色素１０２）又はその類似体であってもよい。いくつかの実施形
態において、各スルホン酸塩又はカルボン酸塩は個別に、任意選択によりプロトン化され
てもよい。いくつかの実施形態において、上記の色素はリンカー又はヌクレオチドに、指
示された結合点におけるアミド結合の形成により結合される。
【０３７１】
　いくつかの実施形態において、少なくとも１種類、少なくとも２種類、少なくとも３種
類、又は少なくとも４つの異なる発光標識されたヌクレオチドは、６－ＴＡＭＲＡ、５／
６－カルボキシローダミン６Ｇ、アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）５４６、ア
レクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）５５５、アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕ
ｏｒ）５６８、アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）６１０、アレクサフルー（Ａ
ｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）６４７、アベリアスター（Ａｂｅｒｒｉｏｒ　Ｓｔａｒ）６３５
、アット（ＡＴＴＯ）６４７Ｎ、アットロー（ＡＴＴＯ　Ｒｈｏ）１４、クロミス（Ｃｈ
ｒｏｍｉｓ）６３０、クロミス（Ｃｈｒｏｍｉｓ）６５４Ａ、クロメオ（Ｃｈｒｏｍｅｏ
）６４２、ＣＦ５１４、ＣＦ５３２、ＣＦ５４３、ＣＦ５４６、ＣＦ５４６、ＣＦ５５５
、ＣＦ５６８、ＣＦ６３３、ＣＦ６４０Ｒ、ＣＦ６６０Ｃ、ＣＦ６６０Ｒ、ＣＦ６８０Ｒ
、Ｃｙ３、Ｃｙ３Ｂ、Ｃｙ３．５、Ｃｙ５、Ｃｙ５．５、ディオミクス（Ｄｙｏｍｉｃｓ
）－５３０、ディオミクス（Ｄｙｏｍｉｃｓ）－５４７Ｐ１、ディオミクス（Ｄｙｏｍｉ
ｃｓ）－５４９Ｐ１、ディオミクス（Ｄｙｏｍｉｃｓ）－５５０、ディオミクス（Ｄｙｏ
ｍｉｃｓ）－５５４、ディオミクス（Ｄｙｏｍｉｃｓ）－５５５、ディオミクス（Ｄｙｏ
ｍｉｃｓ）－５５６、ディオミクス（Ｄｙｏｍｉｃｓ）－５６０、ディオミクス（Ｄｙｏ
ｍｉｃｓ）－６５０、ディオミクス（Ｄｙｏｍｉｃｓ）－６８０、ディライト（ＤｙＬｉ
ｇｈｔ）５５４－Ｒ１、ディライト（ＤｙＬｉｇｈｔ）５３０－Ｒ２、ディライト（Ｄｙ
Ｌｉｇｈｔ）５９４、ディライト（ＤｙＬｉｇｈｔ）６３５－Ｂ２、ディライト（ＤｙＬ
ｉｇｈｔ）６５０、ディライト（ＤｙＬｉｇｈｔ）６５５－Ｂ４、ディライト（ＤｙＬｉ
ｇｈｔ）６７５－Ｂ２、ディライト（ＤｙＬｉｇｈｔ）６７５－Ｂ４、ディライト（Ｄｙ
Ｌｉｇｈｔ）６８０、ハイライトフルー（ＨｉＬｙｔｅ　Ｆｌｕｏｒ）５３２、ハイライ
トフルー（ＨｉＬｙｔｅ　Ｆｌｕｏｒ）５５５、ハイライトフルー（ＨｉＬｙｔｅ　Ｆｌ
ｕｏｒ）５９４、ハイライトサイクラー（ＬｉｇｈｔＣｙｃｌｅｒ）６４０Ｒ、セタ（Ｓ
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ｅｔａ）５５５、セタ（Ｓｅｔａ）６７０、セタ（Ｓｅｔａ）７００、セタウ（ＳｅＴａ
ｕ）６４７、及びセタウ（ＳｅＴａｕ）６６５、又は本明細書に記載されている化学式（
色素１０１）又は（色素１０２）によるものからなる群から選択される発光マーカを含む
。
【０３７２】
　いくつかの実施形態において、少なくとも１種類、少なくとも２種類、少なくとも３種
類、又は少なくとも４つの異なる発光標識されたヌクレオチドは、アレクサフルー（Ａｌ
ｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）５３２、アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）５４６、アレ
クサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）５５５、アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏ
ｒ）５９４、アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）６１０、ＣＦ５３２、ＣＦ５４
３、ＣＦ５５５、ＣＦ５９４、Ｃｙ３、ディライト（ＤｙＬｉｇｈｔ）５３０－Ｒ２、デ
ィライト（ＤｙＬｉｇｈｔ）５５４－Ｒ１、ディライト（ＤｙＬｉｇｈｔ）５９０－Ｒ２
、ディライト（ＤｙＬｉｇｈｔ）５９４、及びディライト（ＤｙＬｉｇｈｔ）６１０－Ｂ
１、又は化学式（色素１０１）又は（色素１０２）によるものからなる群から選択される
発光マーカを含む。
【０３７３】
　いくつかの実施形態において、第一及び第二の種類の発光標識されたヌクレオチドは、
アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）５３２、アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌ
ｕｏｒ）５４６、アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）５５５、ＣＦ５３２、ＣＦ
５４３、ＣＦ５５５、Ｃｙ３、ディライト（ＤｙＬｉｇｈｔ）５３０－Ｒ２、及びディラ
イト（ＤｙＬｉｇｈｔ）５５４－Ｒ１からなる群から選択された発光マーカを含み、第三
及び第四の種類の発光標識されたヌクレオチドは、アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕ
ｏｒ）５９４、アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）６１０、ＣＦ５９４、ディラ
イト（ＤｙＬｉｇｈｔ）５９０－Ｒ２、ディライト（ＤｙＬｉｇｈｔ）５９４、及びディ
ライト（ＤｙＬｉｇｈｔ）６１０－Ｂ１、又は化学式（色素１０１）又は（色素１０２）
によるものからなる群から選択される発光マーカを含む。
Ｅ．リンカー
　発光マーカは分子に、例えば結合によって直接付着されても、又はリンカーを介して付
着されてもよい。特定の実施形態において、リンカーは１つ又は複数のリン酸を含む。い
くつかの実施形態において、ヌクレオシドは発光マーカに、１つ又は複数のリン酸を含む
リンカーによって接続される。いくつかの実施形態において、ヌクレオシドは発光マーカ
に、３つ以上のリン酸を含むリンカーによって接続される。いくつかの実施形態において
、ヌクレオシドは、４つ以上のリン酸を含むリンカーにより接続される。
【０３７４】
　特定の実施形態において、リンカーは脂肪族鎖を含む。いくつかの実施形態において、
リンカーは－（ＣＨ２）ｎ－を含み、ｎは１～２０（両端値を含む）の整数である。いく
つかの実施形態において、ｎは１～１０（両端値を含む）の整数である。特定の実施形態
において、リンカーはヘテロ脂肪酸鎖を含む。いくつかの実施形態において、リンカーは
ポリエチレングリコール部分を含む。いくつかの実施形態において、リンカーはポリプロ
ピレングリコール部分を含む。いくつかの実施形態において、リンカーは－（ＣＨ２ＣＨ

２Ｏ）ｎ－を含み、ｎは１～２０（両端値を含む）の整数である。いくつかの実施形態に
おいて、リンカーは－（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｎ－を含み、ｎは１～１０（両端値を含む）の
整数である。特定の実施形態において、リンカーは－（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）４を含む。いく
つかの実施形態において、リンカーは１つ以上のアリーレンを含む。いくつかの実施形態
において、リンカーは１つ又は複数のフェニレン（例えば、パラ置換フェニレン）を含む
。特定の実施形態において、リンカーはキラル中心を含む。いくつかの実施形態において
、リンカーはプロリン又はその誘導体を含む。いくつかの実施形態において、リンカーは
プロリンヘキサマ又はその誘導体を含む。いくつかの実施形態において、リンカーはクマ
リン又はその誘導体を含む。いくつかの実施形態において、リンカーはアンテラセン又は
その誘導体を含む。いくつかの実施形態において、リンカーはポリフェニルアミド又はそ
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含む。いくつかの実施形態において、リンカーは４アミノプパルギル－Ｌ－フェニルアラ
ニン又はその誘導体を含む。特定の実施形態において、リンカーはポリペプチドを含む。
【０３７５】
　いくつかの実施形態において、リンカーはオリゴヌクレオチドを含む。いくつかの実施
形態において、リンカーは２本鎖オリゴヌクレオチドを含む。いくつか実施形態において
、オリゴヌクレオチドはデオキシリボースヌクレオチド、リボースヌクレオチド、又はロ
ックドリボースヌクレオチドを含む。特定の実施形態において、リンカーはフォトスタビ
ライザを含む。
Ｆ．検体ウェル表面処理
　特定の実施形態において、１つ又は発光標識された分子を検出する方法は、標的空間内
に分子が閉じ込められた状態で実行される。いくつかの実施形態において、標的空間は検
体ウェル（例えば、ナノアパーチャ）内の領域である。特定の実施形態において、検体ウ
ェルは、第一の材料を含む底面と複数の金属又は酸化金属層により形成された側壁を含む
。いくつかの実施形態において、第一の材料は透明材料又はガラスである。いくつかの実
施形態において、底面は平坦である。いくつかの実施形態において、底面は湾曲したウェ
ルである。いくつかの実施形態において、底面は側壁のうち、複数の金属又は酸化金属層
により形成された側壁の下の部分を含む。いくつかの実施形態において、第一の材料は溶
融シリカ又は二酸化シリコンである。いくつかの実施形態において、複数の層の各々は金
属（例えば、Ａｌ、Ｔｉ）又は酸化金属（例えば、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２、ＴｉＮ）を含
む。
Ｇ．保護膜
　１つ又は複数の分子又は複合体が表面に固定される場合、機器の他の表面を保護して、
望ましくない位置での固定化を防止することが望ましい。いくつかの実施形態において、
分子又は複合体は検体ウェルの底面に固定され、検体ウェルの側壁が保護される。いくつ
かの実施形態において、側壁は、金属又は酸化金属バリア層を側壁表面上に堆積させる工
程と、コーティングをバリア層に塗布する工程によって保護される。いくつかの実施形態
において、酸化金属バリア層は酸化アルミニウムを含む。いくつかの実施形態において、
堆積させる工程は、側壁面と底面上に金属又は酸化金属バリア層を堆積させる工程を含む
。いくつかの実施形態において、堆積させる工程は、底面から金属又は酸化金属層をエッ
チングする工程をさらに含む。
【０３７６】
　いくつかの実施形態において、バリア層コーティングはホスホン酸基を含む。いくつか
の実施形態において、バリア層コーティングは、アルキル鎖を有するホスホン酸基を含む
。いくつかの実施形態において、バリア層コーティングは高分子ホスホン酸を含む。いく
つかの実施形態において、バリア層コーティングはポリビニルホスホン酸（ＰＶＰＡ）を
含む。いくつかの実施形態において、バリア層コーティングは置換アルキル鎖を有するホ
スホン酸基を含む。いくつかの実施形態において、アルキル鎖は１つ又は複数のアミドを
含む。いくつかの実施形態において、アルキル鎖は１つ又は複数のポリ（エチレングリコ
ール）鎖を含む。いくつかの実施形態において、コーティングは化学式
【０３７７】
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【化２】

【０３７８】
のホスホン酸基を含み、ｎは１０～１００（両端値を含む）の整数であり、
【０３７９】
【化３】

【０３８０】
は水素又は表面との付着点である。いくつかの実施形態において、ｎは３～２０（両端値
を含む）の整数である。いくつかの実施形態において、バリア層コーティングは異なる種
類のホスホン酸基の混合物を含む。いくつかの実施形態において、バリア層コーティング
は、ＰＥＧ重量の異なるポリ（エチレングリコール）鎖を含むホスホン酸基の混合物を含
む。
【０３８１】
　特定の実施形態において、バリア層はニトロドーパ基を含む。特定の実施形態において
、バリア層コーティングは化学式
【０３８２】

【化４】

【０３８３】
の基を含み、ＲＮは任意の置換アルキル鎖であり、
【０３８４】
【化５】

【０３８５】
は水素又は表面との付着点である。いくつかの実施形態において、ＲＮはポリマーを含む
。いくつかの実施形態において、ＲＮはポリ（リジン）又はポリ（エチレングリコール）
を含む。いくつかの実施形態において、バリア層は、リジンモノマーを含むポリ（リジン
）のコポリマーを含み、リジンモノマーは独立してＰＥＧ、ニトロドーパ基、ホスホン酸
基、又は一級アミンを含む。特定の実施形態において、バリア層は化学式（Ｐ）
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【０３８６】
【化６】

【０３８７】
のポリマーを含む。
　いくつかの実施形態において、Ｘは－ＯＭｅ、ビオチン基、ホスホン酸、又はシランで
ある。いくつかの実施形態において、ｉ、ｊ、ｋ、及びｌの各々は独立して０～１００（
両端値を含む）の整数である。
Ｈ．ポリメラーゼ固定
　いくつかの実施形態において、１つ又は複数の分子又は複合体が表面に固定される場合
、この表面は機能化され、分子又は複合体の１つ又は複数を付着させることができる。い
くつかの実施形態において、機能化表面は検体ウェルの底面である。特定の実施形態にお
いて、機能化表面は透明ガラスを含む。特定の実施形態において、機能化表面は溶融シリ
カ又は二酸化シリコンを含む。いくつかの実施形態において、機能化表面はシランで機能
化される。いくつかの実施形態において、機能化表面はイオン的に帯電したポリマーで機
能化される。いくつかの実施形態において、イオン的に帯電したポリマーはポリ（リジン
）を含む。いくつかの実施形態において、機能化表面は、ポリ（リジン）－グラフト－ポ
リ（エチレングリコール）で機能化される。いくつかの実施形態において、機能化表面は
ビオチン化ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）で機能化される。
【０３８８】
　特定の実施形態において、機能化表面はニトロドーパ基を含むコーティングで機能化さ
れる。特定の実施形態において、コーティングは化学式
【０３８９】

【化７】

【０３９０】
の基を含み、ＲＮは任意の置換アルキル鎖であり、
【０３９１】
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【化８】

【０３９２】
は水素又は表面との付着点である。いくつかの実施形態において、ＲＮはポリマーを含む
。いくつかの実施形態において、ＲＮはポリ（リジン）又はポリ（エチレングリコール）
を含む。いくつかの実施形態において、ＲＮはビオチン化ポリ（エチレングリコール）を
含む。いくつかの実施形態において、コーティングは、リジンモノマーを含むポリ（リジ
ン）のコポリマーを含み、リジンモノマーは独立したＰＥＧ、ビオチン化ＰＥＧ、ニトロ
ドーパ基、ホスホン酸基、又はシランを含む。特定の実施形態において、コーティングは
化学式（Ｐ）
【０３９３】

【化９】

【０３９４】
のポリマーを含む。
　いくつかの実施形態において、Ｘは－ＯＭｅ、ビオチン基、ホスホン酸、又はシランで
ある。いくつかの実施形態において、ｉ、ｊ、ｋ、及びｌの各々は独立して０～１００（
両端値を含む）の整数である。
【０３９５】
　いくつかの実施形態において、機能化表面は、アルキル鎖を含むシリンで機能化される
。いくつかの実施形態において、機能化表面は、任意の置換アルキル鎖を含むシリンで機
能化される。いくつかの実施形態において、表面は、ポリ（エチレングリコール）鎖を含
むシランで機能化される。いくつかの実施形態において、機能化表面は、カップリング基
を含むシランで機能化される。例えば、カップリング基は化学物質残基、例えばアミン基
、カルボキシル基、ヒドロキシル基、スルフィドリル基、金属、キレート、及びその他を
含んでいてもよい。あるいは、これらは特定の結合元素、例えばビオチン、アビジン、ス
トレプトアビジン、ニュートラビジン、レクチン、ＳＮＡＰ－タグ（ＳＮＡＰ－ｔａｇ）
（商標）、又はそのための基質、会合性又は結合ペプチドもしくはたんぱく質、抗体もし
くは抗体フラグメント、核酸もしくは核酸類似体、又はその他を含んでいてもよい。それ
に加えて、又はその代わりに、カップリング基は関心対象の分子とカップリング又は結合
するために使用されるその他の基をカップリングするために使用されてもよく、これは、
場合により、化学的官能基及び特定結合の要素の両方を含む。例えば、カップリング基、
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例えばビオチンは、基質表面に堆積され、ある領域において選択的に活性化されてもよい
。したがって、中間結合剤、例えばストレプトアビジンは第一のカップリング基にカップ
リングされてもよい。したがって、この特定の例においてはビオチン化される関心対象の
分子はストレプトアビジンに連結される。
【０３９６】
　いくつかの実施形態において、機能化表面は、ビオチンを含むシラン、又はその類似体
で機能化される。いくつかの実施形態において、表面はポリ（エチレン）グリコール鎖を
含むシリンで機能化され、ポリ（エチレングリコール）鎖はビオチンを含む。特定の実施
形態において、機能化面はシリンの混合物で機能化され、少なくとも１種類のシランはビ
オチンを含み、少なくとも１種類のシランはビオチンを含まない。いくつかの実施形態に
おいて、混合物は、ビオチンを含まないシランより、約１０倍少ない、約２５倍少ない、
約５０倍少ない、約１００倍少ない、約２５０倍少ない、約５００倍少ない、又は約１０
００倍少ないビオチン化シランを含む。
【０３９７】
　図１０－３は、シーケンシング反応を開始するために、製造されたチップ（例えば、集
積装置）から検体ウェル表面を処理する非限定的な例示的プロセスを示している。検体ウ
ェルは底面（影付きのない長方形）と側壁（影付きの縦長の長方形）で表される。側壁は
、複数の層（例えば、Ａｌ、Ａｌ２Ｏ３、Ｔｉ、ＴｉＯ２、ＴｉＮ）からなっていてもよ
い。工程（ａ）で、側壁にＡｌ２Ｏ３のバリア層を堆積させる。次に、工程（ｂ）で、Ａ
ｌ２Ｏ３バリア層をＰＥＧホスホン酸基でコーティングし、これは、例えば表面を１種又
は複数のＰＥＧリン酸で処理することによる。工程（ｃ）で、底面を、例えばＰＥＧシラ
ンとビオチン化ＰＥＧシランの混合物で機能化する。楕円形は個々のビオチン基を表し、
これは単一分子又は複合体、例えばポリメラーゼ複合体の付着のための部位を提供しても
よい。工程（ｄ）で、ポリメラーゼ複合体を底面のビオチン基に付着させる。ポリメラー
ゼは、結合剤、例えばストレプトアビジンとビオチンタグによってポリメラーゼ複合体に
付着されてもよい。ポリメラーゼ複合体は、鋳型核酸及びプライマ（図示せず）をさらに
含んでいてもよい。工程（ｅ）は、固定されたポリメラーゼ複合体を発光標識されたヌク
レオチドにさらすことによるシーケンシング反応の開始を示している。
Ｉ．ポリメラーゼ
　「ポリメラーゼ」という用語は、本明細書で使用されるかぎり、一般に重合反応の触媒
として作用できる任意の酵素（又は重合化酵素）を指す。ポリメラーゼの例は、限定せず
に、核酸ポリメラーゼ、転写酵素、又はリガーゼを含む。ポリメラーゼは、重合化酵素と
することができる。
【０３９８】
　単一分子核酸伸長（例えば、核酸配列解析のため）に関する実施形態は、標的核酸分子
と相補的な核酸を合成することのできる何れのポリメラーゼを使用してもよい。いくつか
の実施形態において、ポリメラーゼはＤＮＡポリメラーゼ、ＲＮＡポリメラーゼ、逆転写
、及び／又はその１つもしくは複数の変異体もしくは変質形であってもよい。
【０３９９】
　単一分子核酸配列解析に関する実施形態は、標的核酸分子と相補的な核酸を合成するこ
とのできる何れのポリメラーゼを使用してもよい。ポリメラーゼの例には、ＤＮＡポリメ
ラーゼ、ＲＮＡポリメラーゼ、熱安定ポリメラーゼ、野生型ポリメラーゼ、変質ポリメラ
ーゼ、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＤＮＡポリメラーゼＩ、Ｔ７　ＤＮＡポリメラーゼ、バク
テリオファージＴ４　ＤＮＡポリメラーゼψ２９（プサイ２９）ＤＮＡポリメラーゼ、Ｔ
ａｑポリメラーゼ、Ｔｔｈポリメラーゼ、Ｔｌｉポリメラーゼ、Ｐｆｕポリメラーゼ、Ｐ
ｗｏポリメラーゼ、ＶＥＮＴポリメラーゼ、ＤＥＥＰＶＥＮＴポリメラーゼ、ＥＸ－Ｔａ
ｑポリメラーゼ、ＬＡ－Ｔａｑポリメラーゼ、Ｓｓｏポリメラーゼ、Ｐｏｃポリメラーゼ
、Ｐａｂポリメラーゼ、Ｍｔｈポリメラーゼ、ＥＳ４ポリメラーゼ、Ｔｒｕポリメラーゼ
、Ｔａｃポリメラーゼ、Ｔｎｅポリメラーゼ、Ｔｍａポリメラーゼ、Ｔｃａポリメラーゼ
、Ｔｉｈポリメラーゼ、Ｔｆｉポリメラーゼ、プラチナＴａｑポリメラーゼ、Ｔｂｒポリ
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メラーゼ、Ｔｆｌポリメラーゼ、Ｔｔｈポリメラーゼ、Ｐｆｕｔｕｂｏポリメラーゼ、Ｐ
ｙｒｏｂｅｓｔポリメラーゼ、Ｐｗｏポリメラーゼ、ＫＯＤポリメラーゼ、Ｂｓｔポリメ
ラーゼ、Ｓａｃポリメラーゼ、クレノウ断片、３’－５’エクソヌクレアーゼ活性を有す
るポリメラーゼ、及びその変異体、変質生成物、及び誘導体が含まれるが、これらに限定
されない。いくつかの実施形態において、ポリメラーゼは単一のサブユニットポリメラー
ゼである。ＤＮＡポリメラーゼの非限定的な例とその特性は、コーンバーグ（Ｋｏｒｎｂ
ｅｒｇ）及びベーカ（Ｂａｋｅｒ）著、「ＤＮＡ複製（ＤＮＡ　Ｒｅｐｌｉｃａｔｉｏｎ
）」、第二版、Ｗ．Ｈ．フリーマン・アンド・カンパニー（Ｗ．Ｈ．Ｆｒｅｅｍａｎ）、
ニューヨーク、ニューヨーク（１９９１年）及びその他に詳しく記載されている。
【０４００】
　標的核酸のヌクレオ塩基と相補的ｄＮＴＰとの間で塩基対合が起こると、ポリメラーゼ
はｄＮＴＰを新たに合成される核酸鎖内に、新規に合成された鎖の３’ヒドロキシル端と
ｄＮＴＰのアルファリン酸との間にホスホジエステル結合を形成することによって組み込
む。ｄＮＴＰと共役の発光タグが蛍光体である例において、その存在は励起により信号化
され、組込み工程中又はその後、放出パルスが検出される。ｄＮＴＰの末端（ガンマ）リ
ン酸と共役の検出ラベルに関して、新規に合成された鎖にｄＮＴＰを組み込むことにより
、ベータ及びガンマリン酸と検出ラベルが放出され、これは検体ウェル内に自由に拡散し
、その結果、蛍光体から検出される放出が減少する。
【０４０１】
　いくつかの実施形態において、ポリメラーゼは処理能力の高いポリメラーゼである。し
かしながら、いくつかの実施形態において、ポリメラーゼは処理能力の低下したポリメラ
ーゼである。ポリメラーゼ処理能力は一般に、核酸鋳型を放出せずに、ｄＮＴＰを核酸鋳
型に連続的に組み込むポリメラーゼの能力を指す。
【０４０２】
　いくつかの実施形態において、ポリメラーゼは５’－３’エクソヌクレアーゼ活性の低
下した、及び／又は３’－５’エクソヌクレアーゼ活性を有するポリメラーゼである。い
くつかの実施形態において、ポリメラーゼは（例えばアミノ酸置換により）改質され、５
’－３’エクソヌクレアーゼ活性及び／又は３’－５’活性がそれに対応する野生型ポリ
メラーゼと比較して低下されてもよい。ＤＮＡポリメラーゼの別の非限定的例には、９°
Ｎｍ（商標）ＤＮＡポリメラーゼ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）、及びＫ
ｌｅｎｏｗエクソポリメラーゼのＰ６８０Ｇ変異体（タスキーら（Ｔｕｓｋｅ　ｅｔ　ａ
ｌ．）（２０００年）ＪＢＣ２７５（３１）：２３７５９－２３７６８）が含まれる。い
くつかの実施形態において、処理能力が低下したポリメラーゼにより、ヌクレオチドの繰
返しの１つ又は複数の伸長（例えば、同じ型の２つ以上の連続する塩基）を含む配列解析
鋳型の精度が高まる。
【０４０３】
　単一分子ＲＮＡ伸長（例えば、ＲＮＡ配列解析のため）に関する実施形態は、ＲＮＡ鋳
型から相補的ＤＮＡ（ｃＤＮＡ）を合成可能な何れの逆転写酵素を使用してもよい。この
ような実施形態において、逆転写酵素は、ＲＮＡ鋳型にアニールされた逆転写プライマに
ｄＮＴＰを組み込むことを介して、ＲＮＡ鋳型からｃＤＮＡを合成できるという点で、ポ
リメラーゼと似た方法で機能できる。したがって、ｃＤＮＡは、上述し、及び本明細書の
他の箇所に記載したように決定されるシーケンシング反応とそのシーケンスに関与できる
。その後、決定されたｃＤＮＡの配列を、配列相補性を介して使用し、当初のＲＮＡ鋳型
の配列を判定できる。逆転写酵素の例には、マウス白血病ウイルス（Ｍｏｌｏｎｅｙ　Ｍ
ｕｒｉｎｅ　Ｌｅｕｋｅｍｉａ　Ｖｉｒｕｓ）（Ｍ－ＭＬＶ）逆転写酵素、トリ骨髄芽球
症ウイルス（ＡＭＶ）逆転写酵素、ヒト免疫不全ウイルス逆転写酵素（ＨＩＶ－１）及び
テロメラーゼ逆転写酵素が含まれる。
【０４０４】
　処理能力、エクソヌクレアーゼ活性、異なる種類の核酸に対する相対親和度、又は核酸
ポリメラーゼのその他の特性は、当業者により、対応する野生型ポリメラーゼに関する変
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異又はその他の修飾によって増減できる。
Ｊ．寿命測定
　寿命測定は、１つの励起エネルギー波長を使用して検体ウェル内のマーカを励起して実
行される。異なる寿命を有するマーカの組合せは、寿命測定に基づいて個々のマーカを区
別するために選択される。それに加えて、マーカの組合せは、使用される励起源によって
照明されたときに励起状態に到達できる。区別可能な寿命を有する適当なマーカのどのよ
うな集合又は数を使用してもよい。例えば、３種類、４種類、又は６つの異なるマーカが
使用されてもよい。発光マーカは、同じ励起波長で、又は２種類もしくは４つの異なる励
起波長で励起されてもよい。
【０４０５】
　パルス式励起源は、前述の技術を使ったパルス式励起源の１つであってもよい。いくつ
かの例において、パルス式励起源は、レーザダイオードの直接変調電気ポンピングを通じ
てパルスを放出するように構成された半導体レーザダイオードであってもよい。パルスの
パワーはピーク後約２５０ピコ秒でパルスピークパワーの２０ｄＢより小さくなる。各励
起パルスの時間間隔は２～２００ピコ秒の範囲内である。各励起パルス間の持続時間は１
～５０ナノ秒の範囲である。例示的な測定がどのように行われたかの概略図が図１０－４
に示されており、これは定期的に生成される励起パルス１０－４０１のタイミングを示す
。図１０－４の下の段は、励起パルス１０－４０１が到達したときに何のラベルが存在す
るかを示す。時々、ラベルが存在しない。さらに、図１０－４の中央の段は、存在するラ
ベルに関する放出確率分布１０－４０２を示す。中央の段にはまた、長方形１０－４０３
が示され、ラベルからの光子の検出を示している。図１０－４に示されるように、光子が
放出されない場合、又は放出された光子が損失又は検出器の非効率性によって検出されな
い場合がある。
【０４０６】
　各ピクセルのためのセンサは、１ピクセルにつき少なくとも１つの感光領域を有する。
いくつかの実施形態において、センサチップはピクセルごとにセンサ領域を含んでいても
よい。感光領域の寸法は、５マイクロメートル×５マイクロメートルであってもよい。光
子はセンサ到達時の時間間隔内で検出される。タイムビンの数を増やすと、一連のタイム
ビンにわたって収集される光子の記録ヒストグラムの分解能が改善され、異なる発光マー
カ間の差別化を改善できる。いくつかの実施形態において、集光要素は、関連する検体ウ
ェル内のマーカが放出する光子の収集を改善するために、集光要素をセンサに組み込んで
もよい。このような集光要素は、図１０－５に示されるように、フレネルレンズ１０－５
００を含んでいてもよい。センサが特定の波長を検出するように構成されているとき、４
つの発光マーカは、その特定の波長と同様の光を放出してもよい。あるいは、４つの発光
マーカが異なる波長の光を放出してもよい。
【０４０７】
　いくつかの実施形態において、検体物は、複数の異なる種類のマーカの１つで標識して
もよく、その各々が相互に排他的な検体物の集合に関連付けられる。複数のマーカの各々
は、異なる寿命の放出エネルギーを放出する。センサが特定の波長を検出するように構成
されている場合、複数のマーカはその特定の波長と同様の放出エネルギーを放出してもよ
い。あるいは、複数のマーカは、異なる波長の放出エネルギーを放出してもよい。本明細
書に記載されているマーカの寿命の判定方法が使用されてもよい。励起源からの励起エネ
ルギーのパルスに応答して、検体にタグ付けされた複数のマーカの１つは、光子を放出し
てもよい。励起パルスの後の光子の時間が記録される。励起エネルギーの繰り返しパルス
は複数の光子放出イベントを生成してもよく、したがって、これらはマーカの寿命を判定
するために使用される。その後、判定された寿命は検体ウェル内のマーカを複数のマーカ
のなかから識別するために使用されてもよい。
【０４０８】
　寿命測定に基づいて区別可能な４つの発光マーカの集合の一例は、図１０－６のプロッ
トで示されるようにアットロー（ＡＴＲｈｏ）１４、Ｃｙ５、ＡＴ６４７Ｎ、及びＣＦ６
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３３である。これら４つのマーカは、異なる寿命を有し、少なくとも４つのタイムビンが
使用されるとき、区別可能なヒストグラムを生成する。図１０－７は、１６のタイムビン
にわたるこれらのマーカの各々の信号プロファイルの概要を示す。信号プロファイルは各
マーカについて正規化されている。タイムビンは時間間隔が異なり、マーカの各々につい
て固有の信号プロファイルを提供する。図１０－７に示されているように、可変的な間隔
の時間境界で画定される１６のタイムビンを有するセンサが、この１６のタイムビンの１
つ又は複数にわたる光子カウントの分布によってアットロー（ＡＴＴＯＲｈｏ）１４、Ｃ
ｙ５、アット（ＡＴＴＯ）６４７Ｎ、及びＣＦ６３３を区別するために使用できる。例え
ば、センサは、時間境界０．６９２ｎｓ～０．７９２ｎｓでマーカアットロー（ＡＴＴＯ
Ｒｈｏ）１４により検出された光全体の１１％を検出する。他の例では、センサは、時間
境界１．９９１ｎｓ～２．５０７ｎｓでマーカＣＦ６３３から検出された光全体の１０％
を検出する。このようにして、各マーカは、１つ又は複数のタイムビンでの光の総量によ
り区別されてもよい。図１０－８及び１０－９は、寿命測定に基づいて区別可能な他の例
示的なマーカの集合、アットロー（ＡＴＴＯ　Ｒｈｏ）１４、Ｄ６５０、ＳＴ６４７、及
びＣＦ６３３の、それぞれ連続及び離散した信号プロファイルを示している。他のマーカ
の集合には、アットロー（ＡＴＴＯ　Ｒｈｏ）１４、Ｃ６４７、ＳＴ６４７、ＣＦ６３３
；アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）６４７、Ｂ６３０、Ｃ６４０Ｒ、ＣＦ６３
３；及びアットロー（ＡＴＴＯ　Ｒｈｏ）１４、アット（ＡＴＴＯ）６４７Ｎ、アレクサ
フルー（ＡｌｅｘａＦｌｕｏｒ）６４７、ＣＦ６３３が含まれる。
Ｋ．スペクトル－寿命測定
　寿命測定は、１つ又は複数の発光マーカのスペクトル測定と組み合わせてもよい。スペ
クトル測定は、個々のマーカに関する放出エネルギーの波長に依存してもよく、ピクセル
あたり少なくとも２つのセンサ領域を使用して捕捉される。センサは、検体ウェルから放
出される放出エネルギーのスペクトル特性を検出するように構成される。集積装置の例示
的構造はピクセルを含み、各々が２つの異なる領域を備えるセンサを有し、各領域が異な
る波長を検出するように構成される。いくつかのマーカは、実質的に重複するスペクトル
を有し、及び／又は差が例えば約５ｎｍ以下だけ異なるピーク放出波長を有していてもよ
く、スペクトル検出法のみに基づいたのでは区別が難しい。しかしながら、これらのマー
カは寿命が異なり、寿命測定を行う他の技術を使用して、マーカ間を区別してもよい。
【０４０９】
　寿命測定とスペクトル測定との両方の組合せは、１つの励起エネルギー波長を使用して
検体ウェル内のマーカを励起することによって実施されてもよいが、いくつかの実施形態
において、複数の励起エネルギー波長が使用されてもよい。マーカの組合せは、少なくと
も２つの異なる放出波長を有するように選択され、ある波長で放出するマーカは異なる寿
命を有し、寿命及びスペクトル測定に基づいて個々のマーカを区別するように選択される
。それに加えて、マーカの組合せは、使用される励起源により照明されると励起状態に到
達できるように選択される。異なる放出波長及び／又は異なる寿命を有する、何れの適当
なマーカの集合又は数が使用されてもよい。
【０４１０】
　励起源はパルス式励起源であり、上述の技術を使用する励起源の１つであってもよい。
いくつかの例において、パルス式励起源は、レーザダイオードの直接変調電気ポンピング
を通じてパルスを放出するように構成された半導体レーザダイオードであってもよい。パ
ルスのパワーは、ピーク後の２５０ピコ秒後にピークパワーより２０ｄＢ低下する。各励
起パルスの持続時間は２０～２００ピコ秒の範囲である。各励起パルス間の時間間隔は１
～５０ナノ秒の範囲である。例示的測定がどのように行われ得るかの概略が、図１０－１
０に示される。いくつかの実施形態において、励起源は、約６４０ｎｍの波長の励起エネ
ルギーを提供する。いくつかの実施形態において、励起源は、波長が約５１５ｎｍ～５３
５ｎｍの励起エネルギーを提供する。
【０４１１】
　センサは、複数のマーカからの放出エネルギーの時間及びスペクトル特性の両方を検出
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するように構成される。各ピクセルのセンサは、ピクセルごとに少なくとも２つの感光領
域を有する。いくつかの実施形態において、ピクセルごとに２つの感光領域がある。他の
実施形態において、ピクセルごとに４つの感光領域がある。各感光領域は、異なる波長又
は波長範囲を検出するように構成される。光子は、これらがセンサに到達したときの時間
間隔内で検出される。タイムビン数を増やすと、一連のタイムビンにわたり収集された光
子の記録ヒストグラムの分解能を改善して、それらの個々の寿命による異なる発光マーカ
間の差別化を改善できる。いくつかの実施形態において、センサの各領域につき２つのタ
イムビンがある。他の実施形態において、センサの各領域につき４つのタイムビンがある
。
【０４１２】
　いくつかの実施形態において、センサは４つの異なるマーカを検出するために使用され
る２つのサブセンサを含む。第一のサブセンサは、マーカの２つにより放出される第一の
放出波長に関連付けられる。第一のサブセンサはまた、第一の放出波長を放出する２つの
マーカからの２つの異なる寿命にも関連付けられてよい。第二のサブセンサは残り２つの
マーカにより放出される第二の波長に関連付けられてもよい。第二のサブセンサはまた、
第二の放出波長で放出する２つのマーカからの２つの異なる寿命にも関連付けられていて
よい。４つの発光マーカ間の区別は、検出された波長と検出された寿命との組合せに基づ
いて行われてもよい。２つのサブセンサの各々は、マーカにより放出される放出エネルギ
ーの単一光子を検出してもよい。
【０４１３】
　寿命測定に基づいて区別可能な４つの発光マーカの集合の一例は、アットロー（ＡＴＴ
Ｏ　Ｒｈｏ）１４、ＡＳ６３５、アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）６４７、及
びアット（ＡＴＴＯ）６４７Ｎである。これら４つのマーカのうちの２つずつが、１つの
同様の波長と他の同様の波長で放出する。同様の波長で放出する各マーカペア内で、マー
カペアは異なる寿命を有し、少なくとも４つのタイムビンが使用されるときに区別可能な
ヒストグラムを生成する。この例において、アットロー（ＡＴＴＯ　Ｒｈｏ）１４及びＡ
Ｓ６３５は同様の発光波長を放出し、異なる寿命を有する。アレクサフルー（Ａｌｅｘａ
　Ｆｌｕｏｒ）６４７とアット（ＡＴＴＯ）６４７Ｎは、アットロー（ＡＴＴＯ　Ｒｈｏ
）１４及びＡＳ６３５により放出される波長と異なる、同様の発光波長を放出し、異なる
寿命を有する。図１０－１１は、このマーカの集合のための放出波長に関する寿命のプロ
ットを示し、これらのマーカの各々が、寿命と放出波長との組合せに基づいてどのように
区別可能であるかを示している。図１０－１１に示されるように、アットロー（ＡＴＴＯ
　Ｒｈｏ）１４は６４５ｎｍ付近を放出してもよく、ＡＳ６３５は６５３ｎｍ付近を放出
してもよく、アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）６４７は６６５ｎｍ付近を放出
してもよく、アットフルー（ＡＴＴＯ　Ｆｌｕｏｒ）６４７Ｎは６６９ｎｍ付近を放出し
てもよい。ＡＳ６３５とアット（ＡＴＴＯ）６４７Ｎは、約１．２ｎｓと同様の寿命を有
し、アットロー（ＡＴＴＯ　Ｒｈｏ）１４とアレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）
６４７はＡＳ６３５とＡＴＴＯ　６４７との両方よりも短い寿命を有する。これらのマー
カは、その特徴的放出波長と放出寿命に基づいて区別可能である。例えば、アット（ＡＴ
ＴＯ）６４７Ｎとアレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）６４７は同様のピーク放出
波長を有するが、それらの寿命は区別可能である。ＡＳ６３５とアット（ＡＴＴＯ）６４
７Ｎは同様の寿命を有するが、そのピーク放出波長は実質的に異なる。
【０４１４】
　マーカは、同じ励起波長又は２つ以上の異なる励起波長で励起してもよい。センサが放
出エネルギーの２つの波長を検出するように構成されている場合、４つのマーカのうちの
２つは第一の波長で放出してもよく、一方、残りの２つのマーカは第二の波長で放出して
もよい。あるいは、センサが４つの放出波長を検出するように構成されている場合、各マ
ーカは異なる波長を放出してもよく、及び／又は異なる放出確率密度と寿命を有していて
もよい。図１０－１２は、アットロー（ＡＴＴ　Ｒｈｏ）１４、アレクサフルー（Ａｌｅ
ｘａ　Ｆｌｕｏｒ）６４７、及びアット（ＡＴＴ））６４７Ｎの波長に関するパワーのプ
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ロットを示す。
【０４１５】
　図１０－１３は、直径１３５ｎｍの検体ウェル内に存在するときのこれらのマーカのそ
れぞれ１つに関する時間に伴う蛍光信号をプロットしたもので、これらのマーカに関する
異なる時間減衰、したがって寿命を示している。
【０４１６】
　図１０－１４は、４つのセンサ領域にわたってこれらのマーカの信号プロファイルを示
しており、各領域が４つのタイムビンを捕捉する。信号プロファイルは正規化され、４つ
のタイムビンの各々において感光領域により捕捉される光子の相対数により、異なるマー
カ間で区別するために使用される。第一のマーカ（アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕ
ｏｒ）６４７）から放出される第一の放出波長の光は第一のセンサ領域に向けられる。し
かしながら、光の指向性は完全ではなく、光の一部は第二のセンサ領域、第三のセンサ領
域、及び第四のセンサ領域により検出される。そのため、第一のマーカから放出された光
は第一のセンサ検出器信号に関連付けられ、これは図１０－１４の中央の概略図で、４つ
のセンサ領域が４つのタイムビンで検出する光全体のパーセンテージに関する統計で示さ
れている。１．１８４ｎｓ～２．０６９ｎｓの第二のタイムビンにおいて、第一のセンサ
領域は第一のマーカからの検出光全体の４．２％を検出し、第二のセンサ領域は第一のマ
ーカからの検出光全体の１１．７％を検出し、第三のセンサ領域は第一のマーカからの検
出光全体の１８．６％を検出し、第四のセンサ領域は第一のマーカからの検出光全体の１
４．６％を検出する。１つ又は複数のタイムビンについてのこの検出センサパターンは、
第一のマーカに関連する第一の検出信号を構成する。図１０－１４は、アットロー（ＡＴ
Ｒｈｏ）１４及びアット（ＡＴＴＯ）６４７Ｎマーカに関するセンサ及びタイムビンパタ
ーンを示し、その結果、少なくともこれら３つのマーカ間の区別可能な検出信号が得られ
る。例えば、第二のセンサは、０．２５ｎｓ～１．１８４ｎｓの第一のタイムビンにおい
てマーカアットロー（ＡＴＴＯＲｈｏ）１４からの光全体の１２．３％を検出する。この
ようにして、各マーカはその放出スペクトルと寿命に基づいて区別される。
【０４１７】
　このようなスペクトル－寿命測定のための４つの他の蛍光体の集合は、アットロー（Ａ
ＴＲｈｏ）１４、Ｄ６５０、ＳＴ６４７、ＣＦ６３３；アットロー（ＡＴＴＯ　Ｒｈｏ）
１４、Ｃ６４７、ＳＴ６４７、ＣＦ６３３；アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）
６４７、Ｂ６３０、Ｃ６４０Ｒ、ＣＦ６３３；及びアットロー（ＡＴＴＯ　Ｒｈｏ）１４
、アット（ＡＴＴＯ）６４７Ｎ、アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）６４７、Ｃ
Ｆ６３３である。図１０－１５は、アットロー（ＡＴＲｈｏ）１４、Ｄ６５０、ＳＴ６４
７、及びＣ６３３に関する時間に伴う信号の強度プロファイルのプロットを示している。
図１０－１６は、アットロー（ＡＴＲｈｏ）１４の信号プロファイルを示す。
Ｌ．寿命－励起エネルギー測定
　寿命測定と少なくとも２つの励起エネルギー波長の使用との組合せが、複数のマーカの
区別に使用されてもよい。いくつかのマーカは、１つの励起波長が使用され、他の波長は
使用されないときに励起されてもよい。異なる寿命を有するマーカの組合せは、各励起波
長に関して、寿命測定に基づいて個々のマーカ間で区別するように選択される。この実施
形態において、センサチップは、１つの領域を有するセンサを有する各ピクセルを有する
ように構成されてもよく、機器は、例えば時間的インタリーブ方式で電気的に変調された
パルス式ダイオードレーザにより、少なくとも２つの励起エネルギー波長を提供するよう
に構成されてもよい。
【０４１８】
　マーカは、異なる励起波長で励起してもよい。光源が励起エネルギーの２つの波長を供
給するように構成されている場合、いくつかのマーカは第一の励起波長で励起し、第二の
励起波長では励起しなくてもよく、その一方で、他のマーカは第二の励起波長で励起し、
第一の励起波長では実質的に励起しない。いくつかの実施形態において、２つのマーカは
第一の励起波長で励起し、第二の励起波長では実質的に励起しないが、異なる放出確率密
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度と寿命で放出する。２つの異なるマーカは、第二の励起波長で励起し、第一の励起波長
では実質的に励起しないが、異なる放出確率密度と寿命を有する。
【０４１９】
　励起源は、少なくとも２つの励起エネルギーの組合せである。励起源はパルス式励起源
であり、上述の技術を使った励起源の１つ又は複数であってもよい。いくつかの例におい
て、パルス式励起源は、レーザダイオードの直接変調電気ポンピングを通じてパルスを放
出するように構成された２つの半導体レーザダイオードであってもよい。パルスのパワー
は、ピークの２５０ピコ秒後にパルスピークパワーから２０ｄＢ低下する。各励起パルス
の時間間隔は２０～２００ピコ秒の範囲であってもよい。各励起パルス間の時間間隔は、
１～５０ナノ秒の範囲である。１つの励起波長は、パルスごとに放出され、励起波長を知
ることにより、異なる寿命のマーカのサブセットが一意的に識別される。いくつかの実施
形態において、異なる波長のなかで励起のパルスが交互になる。例えば、２つの励起波長
が使用される場合、その後のパルスは１つの波長ともう一方の波長との間で交互になる。
例示的測定がどのように行われるかの概略図が図１０－１７に示されている。複数の励起
源を組合せ、異なる波長を有するパースをインタリーブするために、何れの適当な技術が
使用されてもよい。
【０４２０】
　各ピクセルのセンサは、ピクセルごとに少なくとも１つの感光領域を有する。感光領域
の寸法は５マイクロメートル×５マイクロメートルであってもよい。光子はそれらがセン
サに到達する時間間隔内に検出される。タイムビンの数を増やすことにより、一連のタイ
ムビンにわたり収集された光子の記録ヒストグラムの分解能を改善し、異なる発光マーカ
間での差別化を改善できる。センサは少なくとも２つのタイムビンを有する。いくつかの
実施形態において、センサはマーカからの放出エネルギーの寿命を特定するために４つの
タイムビンを有していてもよい。
【０４２１】
　寿命測定に基づいて区別可能な４つの発光マーカの集合の一例は、アレクサフルー（Ａ
ｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）５４６、Ｃｙ３Ｂ、アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）
６４７、及びアット（ＡＴＴＯ）６４７Ｎである。図１０－１８に示されるように、アレ
クサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）５４６及びＣｙ３Ｂは、１つの波長、例えば５３
２ｎｍで励起し、異なる寿命を有する。図１０－１９に示されるように、アレクサフルー
（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）６４７及びアット（ＡＴＴＯ）６４７Ｎは、他の波長、６４
０ｎｍで励起し、異なる寿命を有する。例えば、アット（ＡＴＴＯ）６４７Ｎ及びアレク
サフルー（Ａｌｅｘ　Ｆｌｕｏｒ）６４７に関する曲線が、異なる寿命を有するこれら２
つのマーカを示す図１０－１９に示されている。６４０ｎｍで何れも励起されるアット（
ＡＴＴＯ）６４７Ｎ及びＣＦ６３３に関する１６のタイムビンにわたる区別可能な正規化
された信号プロファイルが図１０－２０に示されている。例えば、センサは時間境界０．
６２９ｎｓ～０．９９７ｎｓでマーカアット（ＡＴＴＯ）６４７Ｎから検出される光全体
の１２％を検出する。既知の励起波長の後に光子を検出することによって、これら２つの
マーカペアの一方は、前の励起波長に基づいて判定されてもよく、あるペアの各マーカは
寿命測定に基づいて識別される。
Ｍ．スペクトル測定
　１つ又は複数のセンサは、波長を、それらがセンサに到達する前に選別するように構成
されたアッセイチップ又はセンサチップの１つ又は複数の層を含めることによって、スペ
クトル特性を検出するように構成される。１つ又は複数の層は、検体ウェルから放出され
る放出エネルギーをスペクトルにより選別するように構成された少なくとも１つの構造部
品を含んでいてもよい。この少なくとも１つの構造部品は、オフセットフレネルレンズ、
ブレーズド位相回折格子、又はスペクトル分布放出エネルギーのための所望の指向性を提
供するように構成された他のあらゆる適当な構造を含んでいてもよい。
【０４２２】
　センサチップのピクセルは、アッセイチップ上の対応する検体ウェルから誘導された放
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出エネルギーのスペクトル分布を検出するように構成された複数のサブセンサを含んでい
てもよい。センサチップとセンサチップ上の複数のサブセンサの構成は、検体に標識する
ために使用された異なるマーカ間を十分に区別できる大きさ、形状、及び配置であっても
よい。
【０４２３】
　発光マーカ間の区別は、検出された波長に基づいて行われてもよい。
　いくつかの実施形態において、センサは４つのサブセンサに分割されて、４つの異なる
発光マーカを検出してもよい。センサの大きさと位置は、検体ウェルから放出された放出
エネルギーを捕捉するために、何れの適当な方法で決定されてもよい。
【０４２４】
　いくつかの実施形態において、各サブセンサは異なる発光波長に関連付けられる。第一
の発光マーカ（例えば、アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）５５５）から放出さ
れる第一の発光波長の光は、第一のサブセンサに向かって誘導される。しかしながら、光
の指向性は完全ではなく、光の一部は第二のサブセンサ、第三のサブセンサ、及び第四の
サブセンサにより検出される。そのため、第一の発光マーカから放出される光は、図１０
－２１に示されるように、第一のセンサ検出器信号に関連付けられる。センサのインテグ
レーションタイム中に光子が収集される場合、第一のサブセンサは第一の発光マーカから
検出された光全体の４２％を検出し、第二のサブセンサは第一の発光マーカから検出され
た光全体の３９％を検出し、第三のサブセンサは第一の発光マーカから検出された光全体
の１５％を検出し、第四のサブセンサは第一の発光マーカから検出された光全体の４％を
検出する。この検出されたサブセンサパターンは、第一の発光マーカに関連付けられる第
一の検出信号を構成する。異なるサブセンサパターンは、異なる発光マーカからの異なる
発光波長に関連付けられ、その結果、図１０－２１に示されるように、区別可能な検出信
号が得られる。
【０４２５】
　同様に、第二のサブセンサは第二の発光波長に関連付けられ、第三のサブセンサは第三
の発光波長に関連付けられ、第四のサブセンサは第四の発光波長に関連付けられる。この
ようにして、放出エネルギーに基づいて区別可能な例示的マーカはアレクサフルー（Ａｌ
ｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）５５５、アレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）５６８、アレ
クサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ）６４７、及びアレクサフルー（Ａｌｅｘａ　Ｆｌ
ｕｏｒ）６６０であり、これらは図１０－２２に示される発光スペクトルを有する。
ＶＩＩ．コンピューティングデバイス
　図１０－２３は、実施形態を実装できる適当なコンピューティングシステム環境１００
０の一例を示す。例えば、図２－１のコンピューティングデバイス２－１３０は、コンピ
ューティングシステム環境１０００により実装されてもよい。それに加えて、コンピュー
ティングシステム環境１０００は、アッセイを実行するための機器を制御するようにプロ
グラムされた制御システムとして機能してもよい。例えば、制御システムは光を放出し、
アッセイチップの検体ウェルに向かって誘導するように励起源を制御し、検体ウェル内の
１つ又は複数の検体からの放出光の検出を可能にするようにセンサを制御し、センサから
の信号を解析して、例えば放出エネルギーの空間的分布を解析することによって、検体ウ
ェル内にある検体を識別してもよい。コンピューティングシステム環境１０００は、適当
なコンピューティング環境の一例にすぎず、本発明の用途又は機能範囲に関していかなる
限定も提案しようとしていない。コンピューティング環境１０００が、例示的な動作環境
１０００に示されている構成部品の何れかの１つ又は組合せに関してもいかなる依存性又
は要求事項も有すると解釈するべきではない。
【０４２６】
　実施形態は、他の多数の汎用又は特定用途コンピューティングシステム環境又は構成で
動作する。本発明で使用するために好適であり得る公知のコンピューティングシステム、
環境、及び／又は構成の例としては、上記のシステム又はデバイスの何れかを含むパーソ
ナルコンピュータ、サーバコンピュータ、ハンドヘルドもしくはラップトップデバイス、
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マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサに基づくシステム、セットトップボック
ス、プログラム可能な民生用電子機器、ネットワークＰＣ、マイクロコンピュータ、メイ
ンフレームコンピュータ、分散型コンピュータ環境、及びその他が含まれる。
【０４２７】
　コンピューティング環境は、プロクラムモジュール等、コンピュータ実行可能命令を実
行してよい。一般に、プログラムモジュールは、特定のタスクを実行し、又は特定の抽象
データタイプを実施するルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ
構造その他を含む。本発明はまた、通信ネットワークを通じてリンクされる遠隔処理機器
によってタスクが実行される分散型コンピューティング環境で実施されてもよい。分散型
コンピューティング環境では、プログラムモジュールはメモリ記憶装置を含むローカル及
びリモートコンピュータ記憶媒体の両方内にあり得る。
【０４２８】
　図１０－２３に関して、本発明を実施するための例示的システムは、コンピュータ１０
１０の形態での汎用コンピューティングデバイスを含む。コンピュータ１０１０の構成要
素は、処理ユニット１０２０と、システムメモリ１０３０と、処理ユニット１０２０にシ
ステムメモリを含む各種のシステム構成要素を連結するシステムバス１０２１とを含んで
いてもよいが、これらに限定されない。システムバス１０２１は、各種のバスアーキテク
チャの何れかを使用するメモリバス又はメモリコントローラ、周辺バス、及びローカルバ
スを含むいくつかのバス構造の何れであってもよい。例えば、このようなアーキテクチャ
には業界標準アーキテクチャ（ＩＳＡ：Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ａｒｃｈ
ｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、マイクロチャネルアーキテクチャ（ＭＣＡ：Ｍｉｃｒｏ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、エンハンスドＩＳＡ（ＥＩＳＡ：Ｅｎｈ
ａｎｃｅｄ　ＩＳＡ）バス、ビデオエレクトロニクススタンダーズアソシエーション（Ｖ
ＥＳＡ：Ｖｉｄｅｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔ
ｉｏｎ）ローカルバス、及びメザニーン（Ｍｅｚｚａｎｉｎｅ）バスとしても知られるペ
リフェラルコンポーネントインターコネクト（ＰＣＴ：Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐ
ｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ）バスも含まれるが、これらに限定されない。
【０４２９】
　コンピュータ１０１０は典型的に、各種のコンピュータ読取可能媒体を含む。コンピュ
ータ読取可能媒体は、コンピュータ１０１０によりアクセス可能な何れの入手可能な媒体
とすることもでき、揮発性及び不揮発性の取外可能及び取外不能媒体の両方を含む。例え
ば、コンピュータ読取可能媒体には、コンピュータ記憶媒体と通信媒体が含まれるが、こ
れらに限定されない。コンピュータ記憶媒体は、コンピュータ読取可能命令、データ構造
、プログラムモジュール又はその他のデータ等の情報を保存するためのあらゆる方法又は
技術で実装される揮発性及び不揮発性の取外可能及び取外不能媒体を含む。コンピュータ
記憶媒体には、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ又はその他のメモリ技
術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ：ｄｉｇｉｔａｌ　ｖｅｒｓ
ａｔｉｌｅ　ｄｉｓｋ）又は他の光ディスクストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁
気ディスクストレージもしくは他の磁気記憶装置、又は所望の情報を保存するために使用
でき、コンピュータ１０１０によりアクセス可能な他のあらゆる媒体が含まれるが、それ
らに限定されない。通信媒体は典型的に、コンピュータ読取可能命令、データ構造、プロ
グラムモジュール又はその他のデータを、搬送波又はその他の搬送機構等の変調データ信
号で具現化し、あらゆる情報送達媒体を含む。「変調データ信号」という用語は、その特
徴の１つ又は複数が情報を信号内で符号化するような方法で設定又は変更されている信号
を意味する。例えば、通信媒体には、有線ネットワーク又は直接有線接続等の有線媒体、
及び音響、ＲＦ、赤外線及び他の無線媒体等の無線媒体が含まれるが、これらに限定され
ない。上述の何れの組合せも、コンピュータ読取可能媒体の範囲内に含められるべきであ
る。
【０４３０】
　システムメモリ１０３０は、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）１０３１及びランダムア
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クセスメモリ（ＲＡＭ）１０３２等の揮発性及び／又は不揮発性メモリの形態のコンピュ
ータ記憶媒体を含む。起動時等にコンピュータ１０１０内の要素間での情報伝達を促進す
る基本ルーチンを含む基本的な入力／出力システム１０３３（ＢＩＯＳ）が典型的にＲＯ
Ｍ　１０３１に記憶される。ＲＡＭ　１０３２には典型的に、処理ユニット１０２０によ
り即時にアクセス可能な、及び／又は現在動作中のデータ及び／又はプログラムモジュー
ルが収められている。例えば、図１０－２３は、オペレーティングシステム１０３４、ア
プリケーションプログラム１０３５、その他のプログラムモジュール１０３６、及びプロ
グラムデータ１０３７を示しているが、これらに限定されない。
【０４３１】
　コンピュータ１０１０はまた、他の取外可能／取外不能の揮発性／不揮発性コンピュー
タ記憶媒体も含んでいてよい。あくまでも例として、図１０－２３は、取外不能の不揮発
性磁気媒体から読み取り、又はそれに書き込むハードディスクドライブ１０４１と、取外
可能の不揮発性磁気媒体１０５２から読み取り、又はそれに書き込む磁気ディスクドライ
ブ１０５１と、ＣＤ　ＲＯＭ又はその他の光ディスク等の取外可能の不揮発性光ディスク
１０５６の読取り又はそれへの書き込みを行うような光ディスクドライブ１０５５を示し
ている。例示的な動作環境内で使用可能なその他の取外可能／取外不能の揮発性／不揮発
性コンピュータ記憶媒体としては、磁気テープカセット、フラッシュメモリカード、デジ
タルバーサタイルディスク、デジタルビデオテープ、ソリッドステートＲＡＭ、ソリッド
ステートＲＯＭ、及びその他が含まれるが、これらに限定されない。ハードディスクドラ
イブ１０４１は典型的に、取外不能メモリインタフェース、例えばインタフェース１０４
０を通じてシステムバス１０２１に接続され、磁気ディスクドライブ１０５１と光ディス
クドライブ１０５５は典型的に、取外可能メモリインタフェース、例えばインタフェース
１０５０によってシステムバス１０２１に接続される。
【０４３２】
　上述し、図１０に示したドライブ及びその関連するコンピュータ記憶媒体は、コンピュ
ータ１０１０のためのコンピュータ読取可能命令、データ構造、プログラムモジュール、
及びその他のデータを記憶する。例えば、図１０－２３において、ハードディスクドライ
ブ１０４１は、オペレーティングシステム１０４４、アプリケーションプログラム１０４
５、その他のプログラムモジュール１０４６、及びプログラムデータ１０４７を記憶する
ものとして示されている。これらの構成部品は、オペーティングシステム１０３４、アプ
リケーションプログラム１０３５、その他のプログラムモジュール１０３６、及びプログ
ラムデータ１０３７と同じ又は異なるものとすることができる点に留意されたい。オペレ
ーティングシステム１０４４、アプリケーションプログラム１０４５、その他のプログラ
ムモジュール１０４６、及びプログラムデータ１０４７には、少なくとも、これらが異な
るコピーであることを示すために、ここでは異なる番号が付与されている。使用者は、キ
ーボード１０６２、及び一般的にマウス、トラックボール、又はタッチパッドと呼ばれる
ポンティングデバイス１０６１等の入力装置を通じてコンピュータ１０１０に命令と情報
を入力してもよい。その他の入力装置（図示せず）は、マイクロフォン、ジョイスティッ
ク、ゲームパッド、衛星用パラボラアンテナ、スキャナ、又はその他を含んでいてもよい
。これら及びその他の入力装置はしばしば、システムバスに連結されたユーザ入力インタ
フェース１０６０を通じて処理ユニット１０２０に接続されているが、他のインタフェー
ス及びバス構造、例えばパラレルポート、ゲームポート、又はユニバーサルシリアルバス
（ＵＳＢ）等によって接続されてもよい。モニタ１０９１又はその他の種類の表示装置も
インタフェース、例えばビデオインタフェース１０９０を介してシステムバス１０２１に
接続される。モニタに加えて、コンピュータはまた、他の周辺出力装置、例えばスピーカ
１０９７及びプリンタ１０９６を含んでいてもよく、これらは出力周辺インタフェース１
０９５を通じて接続されてもよい。
【０４３３】
　コンピュータ１０１０は、１つ又は複数のリモートコンピュータ、例えばリモートコン
ピュータ１０８０との論理接続を使用してネットワーク環境で動作してもよい。リモート
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コンピュータ１０８０は、パーソナルコンピュータ、サーバ、ルータ、ネットワークＰＣ
、ピアデバイス、又はその他の一般的なネットワークノードであってもよく、典型的には
、コンピュータ１０１０に関して上述した要素の多く又は全部を含むが、メモリ記憶装置
１０８１のみが図１０－２３に示されている。図１０－２３に示されている論理接続は、
ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）１０７１及びワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ
）１０７３を含むが、他のネットワークも含んでいてよい。このようなネットワーキング
環境は、オフィス、企業内コンピュータネットワーク、イントラネット、及びインターネ
ットにおいて一般的である。
【０４３４】
　ＬＡＮネットワーキング環境で使用される場合、コンピュータ１０１０はネットワーク
インタフェース又はアダプタ１０７０を通じてＬＡＮ　１０７１に接続される。ＷＡＮネ
ットワーキング環境で使用される場合、コンピュータ１０１０は典型的に、モデム１０７
２、又はインターネット等のＷＡＮ　１０７３上での通信を確立するためのその他の手段
を含む。内蔵でも外付けでもよいモデム１０７２は、ユーザ入力インタフェース１０６０
、又は他の適当なメカニズムを介して、システムバス１０２１に接続されてもよい。ネッ
トワーク環境において、コンピュータ１０１０に関して説明したプログラムモジュール又
はその一部が、リモートメモリ記憶装置に保存されてもよい。例えば、図１０－２３はリ
モートアプリケーションプログラム１０８５をメモリ装置１０８１にあるように示されて
いるが、これに限定されない。図のネットワーク接続は例示的であり、コンピュータ間の
通信リンクを確立するための他の手段が使用されてもよいことがわかるであろう。
ＩＸ．製造工程
　上述の集積装置は、何れの適当な方法で製造されてもよい。以下に、適当な集積装置を
作るための、当技術分野で知られている技術とどのようにでも組み合わせられてもよい集
積装置の各種の構成要素の製造について説明する。
Ａ．ナノアパーチャ製造プロセス
　検体ウェル（例えば、ナノアパーチャ）は、何れの適当な方法で製造されてもよい。い
くつかの実施形態において、検体ウェルは、標準的なフォトリソグラフィプロセスとエッ
チング方式を使用して製造されてもよい。検体ウェルは、金属（例えば、Ａｌ、ＴｉＮ）
、又はフォトリソグラフィプロセスと適合するあらゆる適当な材料を有する層で形成され
てもよい。図１１－１は、集積装置の検体ウェルの例示的な製造方法を示す。層１１－１
１２は検体ウェルを形成し、Ａｌ又はＴｉＮ等の金属を含んでいてもよい。層１１－１１
０は、誘電層として機能してもよく、ＳｉＯ２又は窒化シリコン等の何れの適当な誘電基
板から形成されてもよい。方法の１つの工程は、基板１１－１１０に層１１－１１２を直
接堆積させる工程を含む。いくつかの実施形態において、層１１－１１２と層１１－１１
０との間に追加の層を堆積させてもよい。層１１－１１２は、何れの適当な厚さで堆積さ
せてもよく、いくつかの実施形態において、厚さは結果として得られる検体ウェルの高さ
を決定してもよい。層１１－１１２の厚さは約５０ｎｍ、約１００ｎｍ、又は約１５０ｎ
ｍであってもよい。次に、反射防止コーティング（ＡＲＣ）１１－１２２を層１１－１１
２の上に堆積させる。エッチマスク１１－１２０（例えば、フォレジストエッチマスク）
をＡＲＣ　１１－１２２の上に堆積させる。従来のフォトリソグラフィ技術を使用して、
エッチマスク１１－１２０とＡＲＣ　１１－１２２に穴をパターニングする。エッチマス
ク１１－１２０によりパターニングされる穴は、直径が約５０ｎｍ、約１００ｎｍ、又は
約１５０ｎｍであってもよい。次に、エッチング、例えば反応イオン法を使用して穴パタ
ーンを下層１１－１１２に転写し、検体ウェルを形成する。エッチングは層１１－１１０
の表面で停止してもよく、又はエッチングで層１１－１１２の穴の下の層１１－１１０に
窪みを形成してもよい。従来の方法を使用して、層１１－１１２からエッチマスク１１－
１２０及びＡＲＣ　１１－１２２を剥離する。検体ウェルの寸法は約５０ｎｍ、約１００
ｎｍ、又は約１５０ｎｍであってもよい。
【０４３５】
　あるいは、検体ウェルは標準的なフォトリソグラフィプロセスとリフトオフ法を使用し
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て製造してもよい。図１１－２は、リフトオフ法を使用して検体ウェルを形成する例示的
方法を示している。金属（例えば、Ａｌ、Ａｕ、Ｃｒ）を含んでいてもよい層１１－２１
２内に検体ウェルを形成する。何れの適当な材料、例えば誘電材料（例えば、ＳｉＯ２）
を含んでいてもよい基板層１１－２１０の上に層１１－２１２を形成する。層１１－２１
２の堆積は、フォトリソグラフィプロセスとは別に、その後に行ってもよい。図１１－２
に示されるリフトオフ製造プロセスの第一の工程は、基板１１－２１０の上に反射防止コ
ーティング（ＡＲＣ）１１－２２２を、その後、基板１１－２１０の上に直接フォトレジ
ストエッチマスク１１－２２０を堆積させる工程を含んでいてもよい。従来のフォトリソ
グラフィ方式を使用して、レジストのピラー１１－２３０が残されるようにフォトレジス
トをパターニングする。ピラーは、結果として得られる検体ウェルに対応する何れの適当
な大きさ及び形状であってもよい。ピラーの直径は、約５０ｎｍ、約１００ｎｍ、又は約
１５０ｎｍであってもよい。このような技術は、基板のピラーの周辺から、レジストとＡ
ＲＣ層を溶解させる工程を含んでいてもよい。以下の工程はレジストのピラーと基板の上
に直接層１１－２１２を堆積させ、キャップ付ピラーを形成する工程を含んでいてもよい
。他の実施形態において、層１１－２１２の堆積の前又は後に、追加の層を堆積させても
よい。非限定的な例として、ＴｉＮはＡｌで形成される層１１－２１２の上に堆積させて
もよく、任意選択によりその後、Ａｌ２Ｏ３を堆積させる。層１１－２１２は、何れの適
当な厚さで堆積させてもよく、いくつかの実施形態において、その厚さは約５０ｎｍ、約
１００ｎｍ、又は約１５０ｎｍであってもよい。検体ウェルを形成するために、キャップ
付ピラーを、フォトレジストが使用された場合は溶剤により、又は二酸化シリコン又は窒
化シリコンのハードエッチマスクが使用された場合は選択的エッチングによって剥離して
もよい。検体ウェルの直径は、約５０ｎｍ、約１００ｎｍ、又は約１５０ｎｍであっても
よい。
【０４３６】
　あるいは、検体ウェルは、標準フォトリソグラフィプロセス及び代替的なリフトオフ法
を使用して製造してもよい。図１１－３は、集積装置の検体ウェル形成の例示的実施形態
を示している。ハードエッチマスク層１１－３１４を基板１１－３１０の上に堆積させる
。ハードウェッチマスク層１１－３１４は、Ｔｉ又は他の何れの適当な材料を含んでいて
もよい。基板１１－３１０は、誘電材料（例えば、ＳｉＯ２）又は他の何れの適当な材料
を含んでいてもよい。次に、ＡＲＣ層１１－３２２をハードエッチマスク層１１－３１４
の上に堆積させてもよく、その後、フォトレジスト層１１－３２０を堆積させる。従来の
フォトリソグラフィ法を使用して、フォトレジストをパターニングし、レジストのピラー
１１－３２０を形成する。このフォトレジストピラーパターンは、ＡＲＣ層１１－３２２
とハードエッチマスク層１１－３１４をエッチングするためのエッチマスクとして使用さ
れる。次に、フォトレジスト層１１－３２０とＡＲＣ　１１－３２２を剥離して、ハード
エッチマスクのピラー１１－３３０を残す。従来の技術を使用して、残りのフォトレジス
トとＡＲＣ層をピラーから溶解させてもよい。次の工程は、層１１－３１２をピラー１１
－３３０の上に直接堆積させて、キャップ付ピラーを形成する工程を含んでいてもよい。
検体ウェルを形成するために、層１１－３１４を腐食させる過酸化水素エッチング又は他
の適当なエッチングによりキャップ付ピラーを剥離し、キャップを「リフトオフ」し、そ
の結果、層１１－３１２内に検体ウェルが形成される。
【０４３７】
　いくつかの実施形態において、検体ウェルは、何れの適当な方法で検体ウェルを通るプ
ラズモン透過を減衰させるために製造されてもよい。例えば、検体ウェルは多層積層体で
製造されてもよい。多層積層体は、基板に堆積される金属層、吸収層、及び／又は表面層
を含んでいてもよいが、これに限定されない。表面層は、保護層であってもよい。多層積
層体は、何れの適当な方法で製造されてもよい。従来のパターニング及びエッチング法が
使用されてもよい。金属層は基板上に堆積されてもよい。あるいは、吸収層は金属層の上
に堆積されてもよい。あるいは、表面保護層は吸収層／金属層積層体の上に堆積されても
よい。フォトレジスト及び反射防止層が多層積層体の最上層の上に堆積されてもよい。フ
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ォトレジスト層は、検体ウェルの寸法でパターニングされてもよい。多層積層体を直接エ
ッチングして、検体ウェルを形成してもよい。
【０４３８】
　吸収層は、何れの適当な吸収材料を含んでいてもよい。非限定的な例としては、窒化シ
リコン、ＴｉＮ、ａＳｉ、ＴａＮ、Ｇｅ及び／又はＣｒが含まれる。名前が挙げられた材
料の多様体、例えばＳｉ３Ｎ４も使用可能である。金属層と表面層は、何れの適当な材料
で製作されてもよい。例えば、Ａｌ、ＡｌＳｉ、又はＡｌＣｕが金属層に使用されてもよ
い。表面層は、例えばＡｌ又はＡｌ２Ｏ３で製作されてもよい。多層積層体の検体ウェル
は、上述のプロセスを使用して製造されてもよい。
【０４３９】
　それに加えて、及び／又はその代わりに、反射層を基板の上に直接堆積させてから、多
層積層体を堆積させて、フォトリソグラフィ中の光ビームの焦点を制御してもよい。反射
層は、基板の上に直接堆積させ、検体ウェルの寸法でパターニングしてもよい。任意選択
により、反射防止コーティングの層とそれに続くフォトレジスト層をパターニングされた
反射コーティング層の上に堆積させ、ＡＲＣとフォトレジストのピラーが基板上のある位
置に残されるようにパターニングしてもよい。次に、多層積層体をピラー、反射層、及び
基板の上に堆積させてもよい。上述のようにリフトオフプロセスを使用してキャップ付ピ
ラーを除去してもよく、基板のピラーがあった箇所に検体ウェルが形成される。
【０４４０】
　同様に、Ｔｉピラーは検体ウェルを形成するために使用されてもよい。第一の工程は、
基板上にＴｉ層を堆積させ、その後、反射防止コーティングの層とフォトレジストの層が
続いてもよい。Ｔｉ層をパターニングし、エッチングして、Ｔｉピラーを形成してもよい
。Ｔｉピラーと基板の上に多層積層体を堆積させてもよい。最後に、Ｔｉピラーを除去し
てもよく、基板の、Ｔｉピラーがあった場所に対応する箇所に検体ウェルが形成される。
【０４４１】
　何れの適当な堆積方法が使用されてもよい。例えば、ＰＶＤ、ＣＶＤ、スパッタリング
、ＡＬＤ、ｅビーム堆積及び／又は熱蒸着が、１つ又は複数の層の堆積に使用されてもよ
い。堆積環境は、堆積間の層の酸化を防止するように制御されてもよい。例えば、環境は
１つ又は複数の層の堆積中及び堆積間に高真空及び／又は低酸素状態に保持されてもよい
。
Ｂ．同心円回折格子（ブルズアイ）製造プロセス
　同心円回折格子又はブルズアイは、何れの適当な方法で製造してもよい。いくつかの実
施形態において、同心円回折格子は、標準的なリソグラフィプロセスとエッチング法を使
用して製造してもよい。何れの適当な誘電材料、例えばＳｉＯ２又は窒化シリコンを同心
円回折格子の形成に使用してもよい。図１１－４に示される実施形態において、ＳｉＯ２

層１１－１０１０は、同心円回折格子の製造に使用される。製造プロセス内の第一の工程
は、ハードエッチマスク１１－１０１４をＳｉＯ２層の上に直接堆積させる工程を含んで
いてもよい。製造プロセスの次の工程（動作１１－１００１）は、反射防止コーティング
層１１－１０２２の直接上にあるフォトレジスト層１１－１０２０をハードエッチマスク
の上に堆積させる工程を含んでいてもよい。従来のフォトリソグラフィ法を使用して、ハ
ードエッチマスク内にブルズアイパターンを作る（動作１１－１００３及び動作１１－１
００５）。ブルズアイパターンをその後、エッチング、例えば反応イオンエッチング法を
使用して、下のＳｉＯ２層に転写し、同心円回折格子を形成する。同心円回折格子の厚さ
は、何れの適当な厚さとすることもできる。図１１－４に示される実施形態において、エ
ッチングの深さは約８０ｎｍである。従来の技術を使用して、レジストとエッチマスク残
留物を剥離し（動作１１－１００９）、同心円回折格子の表面を洗浄する。層１１－１０
１２のナノアパーチャは、リフトオフ又はエッチプロセスを使用して同心円回折格子の上
に直接製造してもよい（動作１１－１０１１）。他の実施形態において、同心円回折格子
とナノアパーチャとの間にその他の層を堆積させてもよい。
【０４４２】
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　あるいは、いくつかの実施形態において、ナノアパーチャは同心円回折格子の中央に位
置付けてもよい。このようなナノアパーチャの正確な配列は、何れの適当な方法で実現し
てもよい。図１１－５に示されている実施形態において、ナノアパーチャの位置決めは、
セルフアライン式製造プロセスを使用して実現される。第一の工程は、上述の技術にした
がって同心円回折格子を形成する工程を含んでいてもよい。しかしながら、図１１－５に
おいては、Ｔｉハードエッチマスク１１－１１１４がＳｉＯ２基板１１－１１１０の上に
堆積される（動作１１－１１０１）。エッチング、例えば反応イオンエッチングを使用し
てブルズアイパターンをＴｉ層に転写する（動作１１－１１０３及び動作１１－１１０５
）。レジスト層１１－１１２０と反射防止コーティング層１１－１１２２をＴｉ層内の２
つの中心ギャップの上に堆積させて、ギャップと中央Ｔｉピラーを被覆する。その後、従
来のエッチング法を使用してブルズアイパターンをＳｉＯ２基板に転写し、同心円回折格
子を形成する（動作１１－１１０７）。次に、例えば過酸化水素を使った異方性ウェット
エッチングを使用してＴｉ層を除去する（動作１１－１１０９）が、中央Ｔｉピラー１１
－１１１６は所定の場所に残す。その後、従来の方法を使用してレジスト層を剥離する。
次に、同心円回折格子とＴｉピラーの上に金属ナノアパーチャ層を堆積させる（動作１１
－１１１１）。最後に、リフトオフプロセスを使用して金属キャップされたＴｉピラーを
除去し、同心円回折格子に関して正確に中心に置かれたナノアパーチャを残す。
【０４４３】
　ナノアパーチャの正確な配列は、その他の様々な方法で実現されてもよい。図１１－６
に示される実施形態において、ナノアパーチャの位置決めは、代替的なセルフアライン製
造プロセスを使用して実現される。第一の工程（１１－１２０１）は、Ａｌナノアパーチ
ャ層１１－１２１２をＳｉＯ２同心円回折格子の基板１１－１２１０の上に直接堆積させ
る工程を含んでいてもよい。次に、ハードエッチマスク１１－１２１４をＡｌ層の上に堆
積させてもよい。図１１－６に示される実施形態において、Ｔｉが使用されているが、フ
ォトリソグラフィプロセスと適合可能な何れの材料が使用されてもよい。従来のエッチン
グ法を使用してブルズアイパターンをＴｉ及びＡｌ層に転写する（動作１１－１２０３及
び１１－１２０５）。レジスト層１１－１２２０と反射防止コーティング層１１－１２２
２をＴｉ及びＡｌ層内の中心のギャップの上に堆積させて、ナノアパーチャが形成される
位置を被覆する。その後、従来のエッチング法を使用してＳｉＯ２基板にブルズアイパタ
ーンを転写し（動作１１－１２０７）、同心円回折格子を形成する。Ｔｉ及び第一のＡｌ
層の上に追加の金属層を堆積させ（動作１１－１２０９）、それによって金属がＳｉＯ２

層の空洞を埋め、Ｔｉ層とレジスト層を被覆する。図１１－６に示される実施形態におい
て、Ａｌは追加の金属層として使用されているが、フォトリソグラフィプロセスと適合可
能な他の金属が使用されてもよい。最後に、リフトオフプロセスを使用して金属でキャッ
プされたレジストピラー１１－１２３０を除去し（動作１１－１２１１）、同心円回折格
子に関して正確に中心に置かれたナノアパーチャを残す。
Ｃ．レンズ製造プロセス：屈折レンズ
　屈折レンズアレイは、ナノアパーチャに励起を集中させ、それからの放出光を収集する
効率を改善するために、何れの適当な方法で作られてもよい。いくつかの実施形態におい
て、屈折レンズアレイは、レンズアレイ上の「デッドゾーン」を最小限にするための「ギ
ャップレス」アレイであってもよい。図１１－７に示される実施形態において、屈折マイ
クロレンズアレイが、個々のレンズ間にギャップがないように示されている。いくつかの
実施形態において、「ギャップレス」アレイを製造する工程は２つのエッチング工程を含
んでいてもよい。第一のエッチング（動作１１－１８０１）は、マイクロレンズトポグラ
フィの深さを決定してもよい。第二のエッチング（動作１１－１８０３）は、第一のエッ
チングをたどり、個々のマイクロレンズ間の平坦なギャップを除去してもよく、それによ
って１つのレンズは端で終了し、そこから別のレンズが始まる。第一及び第二のエッチン
グの合計は、焦点距離を画定する。図１１－８に示される実施形態において、マイクロレ
ンズアレイの、第一のＨＦエッチングの後（１）、第二のＨＦエッチングの後（２）、マ
イクロレンズがより高屈折率の材料である窒化シリコンでコーティングされた後（３）、
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及び高屈折率の材料が研磨され、平坦化された後（４）の上面図が示される。
【０４４４】
　屈折レンズアレイ内の各屈折レンズは、何れの適当な方法で製造してもよい。ある例示
的な屈折レンズアレイが図１１－９に示されており、ナノアパーチャ層１１－２００７は
、基板１１－２００５の上にある誘電レンズ層１１－２００３の上にある透明スペーサ層
１１－２００１の上に製造される。いくつかの実施形態において、屈折レンズは、標準的
なフォトリソグラフィプロセス及びエッチング法を使用して製造してもよい。ＳｉＯ２又
は窒化シリコン等、何れの適当な誘電材料を屈折レンズの形成に使用してもよい。図１１
－１０に示される実施形態において、窒化シリコンはＳｉＯ２基板トポグラフィに充填す
るために使用される。製造プロセス内の第一の工程１１－２１０１は、ハードエッチマス
クをＳｉＯ２基板１１－２１１０の上に直接堆積させる工程を含んでいてもよい。ＳｉＯ

２層に使用されるものと同じエッチングプロセス中に溶解しない、何れの適当な金属をハ
ードエッチマスク１１－２１１４に使用してもよい。例えば、図１１－１０にはＣｒが示
されているが、他の金属も使用可能である。次の工程は、フォトレジスト層１１－２１２
０をＣｒハードエッチマスクの上に形成する工程を含んでいてもよい。従来のフォトリソ
グラフィ法を使用してハードエッチマスクに円形パターンを作る。その後、従来のエッチ
ング法、例えば反応イオンエッチング法を使用して下のＣｒ層に円形パターンを転写する
。ＳｉＯ２層は、ＳｉＯ２はエッチングできるがハードエッチマスクはエッチングできな
い何れかの適当な選択的エッチング法を使用してエッチングされる。例えば、ＨＦを用い
る等方性ウェットエッチングを使用して、ＳｉＯ２層に凹面を作る。その後、従来のエッ
チング法を使用してＣｒ層を除去する。任意選択により、ＨＦを使用する第二のウェット
エッチングを実行して、レンズ間のギャップを除去する。屈折レンズを作るために、Ｓｉ
Ｏ２層のキャビティを高屈折率材料層１１－２１１８、例えば窒化シリコンで埋める。最
後に、レンズの上面を、例えば化学機械的研磨等の従来の方法を使用して平坦化する。ス
ペーサ層１１－２１２４を窒化シリコン層の上に堆積させてもよい。例えば、オルモサー
（ＯＲＭＯＣＥＲ）（商標）のスペーサ層を窒化シリコン層の上にスピンコートしてもよ
い。あるいは、ＳｉＯ２層を堆積させてもよい。ナノアパーチャを、屈折レンズの上に直
接製造してもよい。他の実施形態において、屈折レンズとナノアパーチャとの間に他の層
を堆積させてもよい。
【０４４５】
　あるいは、各屈折レンズは反射防止層を含んで、光学的効率がさらに改善されるように
してもよい。いくつかの実施形態において、反射防止層はレンズの底面、上面、又は全て
の側面を被覆してもよい。まず、ＳｉＯ２キャビティ１１－２２１０をＳｉＯ２層にエッ
チングする（動作１１－２２０１）。図１１－１１に示される実施形態において、反射防
止層１１－２２２２をエッチングされたＳｉＯ２キャビティ１１－２２１０の上に堆積さ
せ（動作１１－２２０３）、その後、キャビティを窒化シリコン層１１－２２１８で埋め
る（動作１１－２２０５）。窒化シリコン層を、ＣＭＰを介して研磨し（動作１１－２２
０７）、第二の反射防止層１１－２２２６を研磨された窒化シリコン層の上に堆積させる
（動作１１－２２０９）。反射防止層の上には、追加の層、例えば上述し、図１１－１１
で層１１－２２２４として示されているスペーサ層を堆積させてもよい。反射防止層は、
以下のパラメータを有していてもよい：屈折率ｎｃ＝ｓｑｒｔ（ｎｏｘｉｄｅ，ｎｎｉｔ

ｒｉｄｅ）＝ｓｑｒｔ（１．４６＊１．９１）＝１．６７；屈折率範囲１．６７～１．７
５；及び厚さｔ＝λ／（４＊ｎｃ）＝６７５ｎｍ／（１．６７０＊４）＝１０１．１ｎｍ
。反射防止層は何れの適当な方法で堆積させてもよい。例えば、ＰＥＣＶＤを使用しても
よい。あるいは、ＬＰＣＶＤを使用してもよい。
Ｄ．レンズ製造プロセス：フレネルレンズ
　回折光学素子（ＤＯＥ）は何れの適当な形状であってよく、ＣＭＯＳセンサ上での集光
と発光光子の選別を改善するための何れの適当な方法で製造されてもよい。いくつかの実
施形態において、ＤＯＥはフレネルレンズの一部を含んでいてもよい。図１１－１２～１
１－１９に示されるように、ＤＯＥ　１１－２３０１はフレネルレンズの中心からずれた
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正方形部分として特徴付けられる。図１１－１３に示されるように、ＤＯＥは２つのユニ
ットセル層を含んでいてもよく、第一の層１１－２４０１は「小型の」特徴を含み、第二
の層１１－２４０３は「大型の」特徴を含む。ユニットセル層は、何れの適当なピッチを
有していてもよく、さらに、フレネルレンズの光学設計に応じて異なるピッチを有してい
てもよい。図１１－１３の例に示されているように、小型のＤＯＥ層のピッチは２２０ｎ
ｍであり、大型のＤＯＥ層のピッチは４４０ｎｍである。大型のＤＯＥ層は小型のＤＯＥ
層の上に重なっていてもよく（又はその逆もあり）、多層回折光学系が形成される。図１
１－１３は、オフセットフレネルアレイ１１－２４０５の一例を示し、大きい位置合わせ
マーカがオフセットフレネルレンズを取り囲む。それに加えて、オフセットフレネルアレ
イは、集光及び発光のセンサのスペクトル分離を提供するようにセンサの上に位置付けら
れ得る。
【０４４６】
　あるいは、回折光学素子（ＤＯＥ）は、ナノアパーチャの下に埋め込まれてもよく、そ
れによって励起エネルギーのナノアパーチャへの集束とそれからの発光の回収が改善され
る。いくつかの実施形態において、ナノアパーチャの下に埋め込まれたフレネルレンズと
センサの上方に位置付けられたオフセットフレネルレンズは可変的な周期と可変的ステッ
プサイズの段階的構造を有していてもよい。他の実施形態において、センサの上方に位置
付けられたオフセットフレネルレンズのみが、可変的な周期と可変的なステップサイズを
有していてもよい。これらの回折レンズは、標準的なフォトリソグラフィプロセス及びエ
ッチング技術を使用して製造されてもよい。図１１－１４に示されているように、回折レ
ンズパターン１１－２５０１は、大きいステップ（大型パターン）と、より大きいステッ
プの各々の上の小さいステップ（小型パターン）を含み、それらの周期が左から右に見た
ときに減少するような段階的構造を有することによって特徴付けられる。可変的な周期の
ステップ付回折レンズの製造プロセスは、図１１－１６に示されるように、大きいステッ
プを最初にエッチングし、その後、小さいステップをエッチングする工程を含んでいても
よく、これは第二のエッチング中に大きいステップの隅部を保護できる。代替的な方法で
は、図１１－１５に示されるように、まず平坦な基板上に小さいステップをエッチングし
、その後大きいステップをエッチングする。回折レンズの充填層と段階的な層を形成する
ために、ＳｉＯ２又は窒化シリコン、ＴｉＯ２又はＴａ２Ｏ５等の何れの適当な誘電材料
が使用されてもよい。図１１－１５に示される実施形態において、窒化シリコンが充填層
の製作に使用され、ＳｉＯ２が段階的な層の製作に使用される。
【０４４７】
　段階的なＳｉＯ２層の製造プロセスの第一の工程は、ハードエッチマスク１１－２６１
４をＳｉＯ２層１１－２６１０の上に直接堆積させ、その後、反射防止層１１－２６２２
、その後、フォトレジスト層１１－２６２０を堆積させる工程を含んでいてもよい。ハー
ドエッチマスクには何れの適当な材料が使用されてもよい。例えば、図１１－１５に示さ
れるハードエッチマスクにはａ－Ｓｉが使用されてもよいが、他の材料も使用可能である
。次の工程は、ａ－Ｓｉハードエッチマスクの上にＡＲＣ及び／又はフォトレジスト層を
形成する工程を含んでいてもよい。従来のフォトリソグラフィ法が可変的周期の大型バイ
ナリパターンを製作するために使用されてもよい。パターンを、従来のエッチング法、例
えば反応イオンエッチング法を使用して下のＳｉ層に転写する。
【０４４８】
　大きい回折レンズ工程のエッチの深さは、所望の焦点距離を実現する何れの適当な深さ
とすることもできる。図１１－１６に示される実施形態において、ＳｉＯ２層へのこのエ
ッチング深さは、大きいステップについて約６８４ｎｍである。次に、従来の技術を使用
して、レジストとエッチングマスクの残留物を剥離し（動作１１－２６０５）、ＳｉＯ２

層の表面を洗浄する。次の工程は、大きいステップの各々に小さいステップをエッチング
する工程を含んでいてもよい。図１１－１６に示される実施形態において、大きいステッ
プの各々は、４つのより小さいステップを含む。
【０４４９】
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　次に、パターニングされたＳｉＯ２層１１－２６１０の上に第二のＳｉハードエッチマ
スク１１－２６４４を堆積させる。次に、ＡＲＣ層１１－２６４２をＳｉ層１１－２６１
０の上に堆積させ、続いてフォトレジストエッチマスク層１１－２６４０を堆積させる。
第二の可変的周期の小型バイナリパターンを、フォトレジスト及び／又はＡＲＣ層に転写
する。図１１－１６に示される実施形態において、製造工程は図１１－１５に示されてい
るものと同様であるが、１つの大きいステップにつき２つの小さいステップがエッチング
され、全部で４つのステップができる。他の実施形態においては、何れの数のステップが
使用されてもよい。次に、小さいステップをＳｉＯ２層１１－２７１０にエッチングする
。小さい回折レンズステップの厚さは、何れの適当な厚さとすることもできる。図１１－
１６に示される実施形態において、ＳｉＯ２層へのエッチング深さは小さいステップにつ
いて約３４２ｎｍである。次に従来の技術を使用してレジストを剥離し、ＳｉＯ２層の表
面を洗浄する。
【０４５０】
　製造プロセスでは、段階的なＳｉＯ２層１１－２８１０の製作後の追加のステージは、
例えば窒化シリコン等、何れかの適当な高屈折率レンズ材料１１－２８１８でキャビティ
を充填し、図１１－１７～１１－１８に示されるような「埋め込み型フレネルレンズ」を
作る工程を含んでいてもよい。「埋め込み型フレネルレンズ」に使用される段階的構造は
、オフセットフレネルレンズに使用される段階的な構造と略同じ、及び／又はそれより小
さい特徴物を有していてもよい。例えばＰＥＣＶＤ等、窒化シリコンを堆積させる何れの
方法が使用されてもよい。任意選択により、窒化シリコン層をＳｉＯ２材料の最上ステッ
プが露出するまで均一に研磨してもよい。あるいは、窒化シリコン層１１－２８１８を均
一に研磨するが、ＳｉＯ２材料は露出させない。図１１－１８に示される実施形態におい
て、次に、ＰＥＣＶＤを介して研磨された窒化シリコン層１１－２９１８上にＳｉＯ２の
第二の層１１－２９２８を堆積させ、ＣＭＰを介して研磨する。いくつかの実施形態にお
いて、スペーサ層１１－２９２８の厚さはスペーサ層材料中の焦点距離と等しくてもよい
。これに加えて、窒化シリコン層の上に他の適当な透明スペーサ層を堆積させてもよい。
その後、透明スペーサ層及び／又は追加の層の上にナノアパーチャ層を製造してよい。
【０４５１】
　あるいは、図１１－１９に示される実施形態において、回折レンズのための段階的層１
１－３０１８は窒化シリコンで製作される。窒化シリコン層１１－３０１８は、基板１１
－３０１０の上に何れの適当な厚さで堆積してもよく、その後、エッチングマスク１１－
３０１４、ＡＲＣ層１１－３０２２、及びフォトレジスト層１１－３０２０が続く。図１
１－１９に示される実施形態において、窒化シリコン層は厚さ約１μｍである。製造プロ
セスは、ＳｉＯ２中に段階的で可変的周期の回折レンズ層を製作することに関して上述し
たものと同様であってもよい。任意選択により、異なるハードマスクを使用して窒化シリ
コンの段階的層を製作してもよい。窒化シリコンの段階的層は、ＳｉＯ２段階層と略同じ
、及び／又はそれより小さい大きさの特徴物を有していてもよい。窒化シリコンの段階層
を作った後、窒化シリコン層を何れの適当な誘電材料１１－３０２８でコーティングして
もよい。図１１－１９に示される実施形態において、窒化シリコン層をＳｉＯ２層１１－
３０２８でコーティングする。ＳｉＯ２層は、例えばＰＥＣＶＤ等の従来の堆積プロセス
を使用して堆積させてもよい。その後、ＳｉＯ２層を研磨して平坦な平面を作ってもよい
。その後、ナノアパーチャ層をＳｉＯ２層及び／又は追加の層の上に製造してもよい。
【０４５２】
　回折光学系の特定の特徴は、所望の光学特性を有する構造を得るために、製造プロセス
中にある程度の均一性及び／又は精度が必要となり得る。例えば、大型及び小型の段差の
エッチング深さには、特定の精度が必要となり得る。いくつかの実施形態において、焦点
ナノアパーチャ内に所望のパワー効率を実現するために、標的の５０又は１０％以内のエ
ッチング深さが必要であり得る。それに加えて、レンズ特徴物のエッチングには、特定の
程度の均一性が必要であり得る。例えば、所望の焦点距離を実現するために、５％（又は
５０ｎｍ）以内のエッチング均一性が必要である。
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【０４５３】
　上述のレンズの何れも、改善された光学特性を作り出すために、何れの適当な堆積及び
エッチングプロセスを使用して製造されてよい。例えば、非限定的にＰＥＣＶＤが使用さ
れてもよい。堆積パラメータは、自己発光を減少させ、発光のレンズ吸収を減少させ、及
び／又は高い屈折率にするために、何れの適当な方法で調整されてもよい。例えば、窒化
シリコン堆積中に、自己発光とレンズ吸収の低減化は、シリコンナノ結晶を形成し得るＳ
ｉ－Ｓｉ結合の密度を低下させることによって実現されてもよい。いくつかの実施形態に
おいて、入力ガスとそれらの比は、Ｓｉ－Ｓｉ結合とシリコンナノ結晶の密度を低下させ
るために変化させてもよい。例えば、ＳｉＨ４とＮ２が使用されてもよく、その比は、Ｓ
ｉナノ結晶の密度を低下させるために何れの適当な方法で調整されてもよい。他の実施形
態において、ＳｉＨ４とＮＨ３が使用されてもよく、それらの比は、Ｓｉ－Ｓｉ結合とシ
リコンナノ結晶の密度を低下させるための何れの適当な方法で調整されてもよい。例えば
、ＮＨ３対ＳｉＨ４の比は少なくとも１０：１であってもよい。それに加えて、ＰＥＣＶ
Ｄ中のプラズマを制御する周波数の調整を利用して光学特性を改善してもよい。例えば、
低周波数（例えば、０．５ＭＨｚ以下）対高周波数（例えば、約１０ＭＨｚ）の比は少な
くとも１：１であってもよい。
【０４５４】
　それに加えて、上述の堆積パラメータにより、光学特性を改善するようにレンズ屈折率
が調整されてもよい。いくつかの実施形態において、適当な低自己発光効果及び／又は適
当な低吸収損失のために、窒化シリコンレンズの屈折率はｎ＝１．９２未満で、波長６３
３ｎｍに関連付けられていてもよい。上述のように調整される品質は、相互に関係し、比
例し、相関し、関連付けられ、及び／又は依存していてもよい。例えば、窒化シリコン製
のレンズの場合、ｎ＝１．９２の屈折率は、低発光及び低吸収損失を示し、これはＳｉ－
Ｓｉ結合とシリコンナノ結晶の低密度に関係する。
Ｘ．結論
　ここまで本発明の少なくとも１つの実施形態のいくつかの態様を説明したが、様々な変
更形態、改良形態、及び改善形態が当業者にとって容易に着想されるであろう。
【０４５５】
　このような変更形態、改良形態、及び改善形態は本開示の一部とされるものとし、本発
明の趣旨及び範囲に含められるものとする。さらに、本発明の利点が示されているが、本
発明の全ての実施形態が記載されている全ての利点を含むとはかぎらないと理解するべき
である。いくつかの実施形態は、本明細書において、及びいくつかの例において有利であ
ると記載されている何れの特徴も実現しないことがあり得る。したがって、上述の説明と
図面は例にすぎない。
【０４５６】
　本発明の上述の実施形態は、様々な方法の何れかで実施できる。例えば、実施形態は、
ハードウェア、ソフトウェア、又はその組合せを使用して実施されてよい。ソフトウェア
で実施される場合、ソフトウェアコードは何れの適当なプロセッサ又はプロセッサの集合
によっても実行でき、これらは１台のコンピュータ内に提供されても、複数のコンピュー
タ内に分散されてもよい。このようプロセッサは集積回路として実施されてもよく、１つ
又は複数のプロセッサが集積回路コンポーネント内にあり、これには当技術分野において
ＣＰＵチップ、ＧＰＵチップ、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、又はコプロ
セッサとの名称で知られる市販の集積回路コンポーネントが含まれる。あるいは、プロセ
ッサは、ＡＳＩＣ等のカスタム回路、又はプログラマブルロジックデバイスを構成するこ
とから得られるセミカスタム回路で実装されてもよい。また別の代替案として、プロセッ
サは、より大規模の回路又は半導体デバイスの一部であってもよく、これは市販されてい
るか、セミカスタムか、カスタムかを問わない。具体的な例として、いくつかの市販のマ
イクロプロセッサは、複数のコアを有し、これらのコアの１つ又はサブセットがプロセッ
サを構成してもよい。しかしながら、プロセッサは、何れの適当なフォーマットの回路を
使用して実装されてもよい。
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【０４５７】
　さらに、コンピュータは何れの任意の適当な数の形態で実施されてもよく、例えばラッ
クマウント式コンピュータ、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、又
はタブレットコンピュータがある。それに加えて、コンピュータは、一般にはコンピュー
タとみなされないが適当な処理能力を備える装置、例えば、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ス
マートフォン、又は任意のその他の適当な携帯式又は固定式電子機器に埋め込まれてもよ
い。
【０４５８】
　またコンピュータは、１つ又は複数の入力及び出力装置を有していてもよい。これらの
装置は、例えば、ユーザインタフェースを提供するために使用できる。ユーザインタフェ
ースを提供するために使用できる出力装置の例には、出力の視覚的提示のためのプリンタ
又は表示スクリーン及び出力の聴覚的提示のためのスピーカ又はその他の音声発生装置が
含まれる。ユーザインタフェースのために使用可能な入力装置の例には、キーボード、及
びマウス、タッチパッド、デジタイジングタブレット等のポインティングデバイスが含ま
れる。他の例として、コンピュータは、音声認識を通じて、又はその他の聴覚的フォーマ
ットで入力情報を受け取ってもよい。
【０４５９】
　このようなコンピュータは、ローカルエリアネットワークやワイドエリアネットワーク
を含む、例えば企業ネットワーク又はインターネット等、何れの適当な形態の１つ又は複
数のネットワークで相互接続されてもよい。このようなネットワークは、何れの適当な技
術に基づいていてもよく、何れの適当なプロトコルにより動作してもよく、無線ネットワ
ーク、ワイヤードネットワーク、又は光ファイバネットワークを含んでいてもよい。
【０４６０】
　また、本明細書で概説する各種の方法又はプロセスは、ソフトウェアとしてコード化さ
れてもよく、これは様々なオペレーティングステム又はプラットフォームの何れを利用す
る１つ又は複数のプロセッサで実行可能である。それに加えて、このようなソフトウェア
は、多数の適当なプログラミング言語及び／又はプログラミング又はスクリプティングツ
ールの何れを使用して書かれてもよく、またフレームワーク又は仮想マシン上で実行され
る実行可能機械言語コード又は中間コードとして編集されてもよい。
【０４６１】
　この点において、本発明はコンピュータ読取可能記憶媒体（又は複数のコンピュータ読
取可能媒体）（例えば、コンピュータメモリ、１つ又は複数のフロッピディスク、コンパ
クトディスク（ＣＤ：ｃｏｍｐａｃｔ　ｄｉｓｃ）、光ディスク、デジタルビデオディス
ク（ＤＶＤ：ｄｉｇｉｔａｌ　ｖｉｄｅｏ　ｄｉｓｋ）、磁気テープ、フラッシュメモリ
、フィールドプログラマブルゲートアレイ又はその他の半導体装置の回路コンフィギュレ
ーション、又は他の有形コンピュータ記憶媒体）として、１つ又は複数のコンピュータ又
はその他のプロセッサにより実行されたときに、上述の本発明の各種の実施形態を実施す
る方法を実行する１つ又は複数のブログラムでコード化されたものとして具現化されても
よい。上述の例から明らかであるように、コンピュータ読取可能記憶媒体は、非一時的な
形態のコンピュータ実行可能命令を提供するのに十分な時間にわたり情報を保持してもよ
い。このようなコンピュータ読取可能記憶媒体はトランスポート可能であり、それによっ
てその上に記憶されたプログラムは、１つ又は複数の異なるコンピュータ又はその他のプ
ロセッサにロードして、上述の本発明の各種の態様が実施されるようにすることができる
。本明細書中で使用されるかぎり、「コンピュータ読取可能記憶媒体」という用語は、製
造されたと考えることのできるコンピュータ読取可能媒体（すなわち、製品）又は機械を
包含する。その代わりに、又はそれに加えて、伝播信号等、コンピュータ読取可能記憶媒
体以外のコンピュータ読取可能媒体として具現化されてもよい。
【０４６２】
　「プログラム」又は「ソフトウェア」という用語は、本明細書においては包括的な意味
で使用され、上述の本発明の各種の態様を実施するようにコンピュータ又はその他のプロ
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ュータ実行可能命令セットを指す。それに加えて、本実施形態の１つの態様によれば、実
行されたときに本発明の方法を実施する１つ又は複数のコンピュータプログラムは、１つ
のコンピュータ又はプロセッサ内にある必要はなく、多数の異なるコンピュータ又はプロ
セッサ間でモジュール式に分散されて、本発明の各種の態様を実施してもよいと理解する
べきである。
【０４６３】
　コンピュータ実行可能命令は、１つ又は複数のコンピュータ又はその他の装置により実
行されるプログラムモジュール等、様々な形態をとってもよい。一般に、プログラムモジ
ュールは、特定のタスクを実行し、又は特定の抽象データタイプを実施するルーチン、プ
ログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造等を含む。
【０４６４】
　また、データ構造は、コンピュータ読取可能媒体内に何れの適当な形態で保存されても
よい。説明を簡単にするために、データ構造は、データ構造内の場所を通じて関係付けら
れるフィールドを有するように示されていてもよい。このような関係は同様に、フィール
ドに関する記憶を、フィールド間の関係を伝えるコンピュータ読取可能媒体内の場所に割
り当てることによって実現されてもよい。しかしながら、何れの好適なメカニズムを使用
してデータ構造のフィールド内の情報間の関係を確立してもよく、これにはポインタ、タ
グ、又はデータ要素間の関係を確立するその他のメカニズムの使用を通じたものも含まれ
る。
【０４６５】
　本発明の各種の態様は、単独でも、組合せでも、又は上述の実施形態で具体的に論じら
れていない様々な構成でも使用されてよく、したがって、その応用において、上述の説明
に記載され、図面に示されている構成要素の詳細と配置に限定されない。例えば、１つの
実施形態に記載されている態様は、他の実施形態に記載されている態様と何れの方法で組
み合わせてもよい。
【０４６６】
　また、本発明は方法として具現化されてもよく、その一例を提供した。方法の一部とし
て実行される動作は、何れの適当な方法で順番付けられてもよい。したがって、実施形態
は、動作が図と異なる順序で実行されると解釈されてもよく、これには、例示的な実施形
態において逐次的動作として示されていても、いくつかの動作を同時に実行することが含
まれてもよい。
【０４６７】
　特許請求中に「第一の」、「第二の」、「第三の」等の序数を、請求要素を変更するた
めに使用することは、それ自体が１つの請求要素の他の要素に対するいかなる優先性、優
位性、又は順序もしくは方法の動作が実行される時間的な順序を暗示しておらず、単に特
定の名称を有する１つの請求要素を同じ名称（序数の使用を除く）を有する他の要素と区
別して、請求要素を区別するためのラベルとして使用されるにすぎない。
【０４６８】
　また、本明細書で使用される語句及び用語は、説明を目的としており、限定的とみなす
べきではない。「包含する」、「含む」、又は「有する」、「含有する」、「伴う」及び
その変化形の使用は、その後に挙げられる用語及びその均等物ならびに追加の項目を包含
するものとする。
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