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(57)【要約】
【課題】 細胞を損傷することなく、単一細胞の生死
を複数同時に生死判定する非球体細胞の生死活性判定方
法及び装置。
【解決手段】 底面と上面とが対向する透明電極２１
ａ、ｂで構成されたセル２であって、少なくとも底面の
液体接触面が、透明な絶縁性薄膜２０で被覆されている
セル中に非球体細胞懸濁液２２を封入する工程と、周波
数を印加しない状態の光透過率Ｔ０を測定する工程と、
前記一対の透明電極に、全細胞２３、２４を直立させる
周波数を印加し、光透過率Ｔ１を測定する工程と、前記
一対の透明電極に、死細胞２３を選択的に転倒させる周
波数を印加し、光透過率Ｔ２を測定する工程と、前記光
透過率の値から、生細胞の直立割合を算出する工程とを
順に含む、非球体細胞の生死活性判定方法、並びにこれ
を実施するための生死活性判定装置１。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
底面と上面とが対向する透明電極で構成されたセルであって、少なくとも底面を構成す
る透明電極の液体接触面が、透明な絶縁性薄膜で被覆されているセル中に非球体細胞懸濁
液を封入する工程と、
周波数を印加しない状態の光透過率Ｔ０を測定する工程と、
前記一対の透明電極に、全細胞を直立させる周波数を印加し、光透過率Ｔ１を測定する
工程と、
前記一対の透明電極に、死細胞を選択的に転倒させる周波数を印加し、光透過率Ｔ２を
測定する工程と、
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前記光透過率の値から、生細胞の直立割合を算出する工程と
を順に含む、非球体細胞の生死活性判定方法。
【請求項２】
前記非球体細胞が、分裂酵母菌であり、
前記全細胞を直立させる周波数が１００ｋＨｚ〜４ＭＨｚであり、
前記死細胞を選択的に転倒させる周波数が５〜２０ＭＨｚである、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
前記光透過率Ｔ１を測定する工程と、前記光透過率Ｔ２を測定する工程において、前記
周波数印加時の電圧が、いずれも電極間２０μｍあたり０．５〜２．０Ｖである、請求項
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１または２に記載の方法。
【請求項４】
前記光透過率Ｔ１を測定する工程と、前記光透過率Ｔ２を測定する工程において、前記
周波数の印加開始後、５０秒以上経過後に光透過率を測定する、請求項１〜３のいずれか
に記載の方法。
【請求項５】
底面と上面とが対向する透明電極で構成されたセルであって、少なくとも前記底面を構
成する透明電極の液体接触面が、透明な絶縁性薄膜で被覆されているセル中に非球体細胞
懸濁液を封入する工程と、
前記透明電極に、生細胞を選択的に直立させる２〜２０ＭＨｚの周波数を印加する工程
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と、
印加後に、前記底面若しくは上面から、セル内の非球体細胞の静止画像を取得する工程
と
を含む、静止画像上での非球体細胞の生死活性判定方法。
【請求項６】
前記周波数を印加する工程において、電極間１００μｍあたり１．０〜４．０Ｖの電圧
を印加する、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
前記周波数の印加後、静止画像を取得するまでの時間が、２０秒以内である、請求項５
または６に記載の方法。
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【請求項８】
底面と上面とが対向する透明電極で構成されたセルであって、前記底面を構成する透明
電極及び上面を構成する透明電極の液体接触面が、透明な絶縁性薄膜で被覆されているセ
ル中に非球体微小細胞懸濁液を封入する工程と、
前記透明電極に、生細胞を選択的に直立させる６〜２０ＭＨｚの周波数を印加する工程
と、
印加後に、底面若しくは上面から、セル内の非球体微小細胞の静止画像を取得する工程
と
を含む、静止画像上での非球体微小細胞の生死活性判定方法。
【請求項９】
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前記周波数を印加する工程において、電極間１０μｍあたり、１．０〜４．０Ｖの電圧
を印加する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
前記周波数の印加後、静止画像を取得するまでの時間が、５秒以内である、請求項８ま
たは９に記載の方法。
【請求項１１】
底面と上面とが対向する透明電極で構成され、少なくとも前記底面を構成する透明電極
の液体接触面が、透明な絶縁性薄膜で被覆されている、セルと、
前記透明電極に所定範囲の周波数を印加する交流発振器と、
光源と、分光器とを含む光透過率測定装置であって、前記セル中の非球体細胞懸濁液の

10

光透過率を測定するための光透過率測定装置と
を備える非球体細胞の生死活性判定装置。
【請求項１２】
底面と上面とが対向する透明電極で構成され、前記底面を構成する透明電極の液体接触
面が透明な絶縁性薄膜で被覆されているか、あるいは、前記底面を構成する透明電極と上
面を構成する透明電極との両方の液体接触面が透明な絶縁性薄膜で被覆されている、セル
と、
前記透明電極に所定範囲の周波数を印加する交流発振器と、
前記セル中の非球体細胞の静止画像を取得する観察装置と
を備える非球体細胞の生死活性判定装置。
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【請求項１３】
前記透明な絶縁性薄膜が、５０ｎｍ〜１０μｍの酸化アルミ薄膜又はシリコーン樹脂被
膜である、請求項１１または１２に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、非球体細胞の高精度生死活性判定方法及び判定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
微生物細胞を含む非球体細胞の生死状態の把握は、食品製造から医薬品製造の発酵プロ
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セスまで非常に重要である。一般的に用いられている精度が高い測定方法は染色法やコロ
ニー計数法であるが、染色法は色素による生細胞への損傷があり、またコロニー計数法で
は生育するまで長い時間を必要とする。
【０００３】
本発明者らによる非球体細胞の生死活性判定方法が知られている（特許文献１）。かか
る方法は、底面と上面とが対向する透明電極で構成されたセル中の非球体細胞懸濁液に、
初期周波数を印加する工程と、周波数を、判定周波数まで上昇させる工程と、前記判定周
波数における非球体細胞の生死を判定する工程とを含む。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開2012‑143231号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明者らによる特許文献１に開示された発明は、細胞を損傷することなく、単一細胞
について、複数同時に生死判定が可能であり、また装置構成がシンプルであり、測定方法
を簡便かつ迅速に行うことができる大きな利点があった。
【０００６】
特許文献１に開示された生死活性判定方法をより正確又は簡便なものとするにあたって
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、本発明者らは次の点に着目した。まず、セルの電極構成について、従来のシステムでは
、透明電極の一例であるＩＴＯ（インジウム−酸化スズ）電極表面が直接液体と接触する
ため、印加する周波数や電圧によっては電気分解が生じたり、またＩＴＯ電極自体が還元
されたりして、使用不能になる場合があった。
【０００７】
また、交流印加方式について、従来法では判定周波数のみ印加しても直立割合が良くな
いため、判定直前に直立し易い周波数を印加して、次に判定周波数で死細胞のみを転倒さ
せる２段階周波数印加方式を採用していた。しかし、これには、煩雑な印加条件を設定す
る必要があり、判定にも時間がかかるという問題があった。また、従来技術においては、
２段階周波数印加方式としても、１００％の細胞を直立させることができない場合があっ
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た。
【０００８】
従来技術による、光透過率測定を用いた生死活性判定方法では、配向変化に依存した透
過率変化を検出することができるが、実際に生存率を算出することはできなかった。これ
は従来の電極構成では死細胞の直立割合の再現性及び誤差が大きいためである。また生存
率の算出には、既知の生存率の細胞懸濁液を調整して予め検量線を作成しておく必要もあ
る。
【０００９】
また、新たな課題として、より小さなバクテリアなどでは直立状態の配向は安定して観
察されるが、転倒状態の配向はブラウン運動により不安定で時折直立状態となるので間違
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えて判別する可能性があることを見出した。
【００１０】
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものである。すなわち、より高精度な生死判定
、光透過率による迅速で簡易的な生死判定する方法及び装置を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明者らは、上記課題を達成するため鋭意検討を行った結果、細胞懸濁液の電気分解
や透明電極の還元を防止するために、直接電極と細胞懸濁液が接触しないように電極を構
成し、かつ、１段階の交流印加で高精度な細胞の生死判定を可能とする測定方法を見出し
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、また、光透過率測定では検量線を使用せずに簡易的に生存率を算出する方法を見出し、
本発明を完成するに至った。
【００１２】
従って、本発明は、一実施の形態によれば、非球体細胞の生死活性判定方法であって、
底面と上面とが対向する透明電極で構成されたセルであって、少なくとも底面を構成する
透明電極の液体接触面が、透明な絶縁性薄膜で被覆されているセル中に非球体細胞懸濁液
を封入する工程と、周波数を印加しない状態の光透過率Ｔ０を測定する工程と、前記一対
の透明電極に、全細胞を直立させる周波数を印加し、光透過率Ｔ１を測定する工程と、前
記一対の透明電極に、死細胞を選択的に転倒させる周波数を印加し、光透過率Ｔ２を測定
する工程と、前記光透過率の値から、生細胞の直立割合を算出する工程とを順に含む。
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【００１３】
本発明において、細胞を直立させる、あるいは細胞が直立した状態とは、非球体細胞の
長軸が、電界方向に対して平行になる配向、あるいは非球体細胞の長軸が電極面に垂直に
なる配向をいい、「正の配向」ともいう。細胞を転倒させる、あるいは細胞が転倒した状
態とは、非球体細胞の長軸が、電界方向に対して垂直になる配向をいい、「負の配向」と
もいう。また、「判定周波数」とは、生細胞のみを選択的に直立させ、死細胞は転倒した
状態とする周波数をいう。
【００１４】
前記非球体細胞の生死活性判定方法において、前記非球体細胞が、分裂酵母菌であり、
前記全細胞を直立させる周波数が１００ｋＨｚ〜４ＭＨｚであり、前記死細胞を選択的に
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転倒させる周波数が５〜２０ＭＨｚであることが好ましい。
【００１５】
前記非球体細胞の生死活性判定方法の、前記光透過率Ｔ１を測定する工程と、前記光透
過率Ｔ２を測定する工程において、前記周波数印加時の電圧が、電極間２０μｍあたり、
いずれも０．５〜２．０Ｖであることが好ましい。
【００１６】
前記非球体細胞の生死活性判定方法の、前記光透過率Ｔ１を測定する工程と、前記光透
過率Ｔ２を測定する工程において、前記周波数の印加開始後、５０秒以上経過後に光透過
率を測定することが好ましい。
【００１７】
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本発明は、別の実施の形態によれば、静止画像上での非球体細胞の生死活性判定方法で
あって、底面と上面とが対向する透明電極で構成されたセルであって、少なくとも前記底
面を構成する透明電極の液体接触面が、透明な絶縁性薄膜で被覆されているセル中に非球
体細胞懸濁液を封入する工程と、前記透明電極に、生細胞を選択的に直立させる２〜２０
ＭＨｚの周波数を印加する工程と、印加後に、前記底面若しくは上面から、セル内の非球
体細胞の静止画像を取得する工程とを含む。
前記周波数を印加する工程において、電極間１００μｍあたり１．０〜４．０Ｖの電圧
を印加することが好ましい。
【００１８】
前記静止画像上での非球体細胞の生死活性判定方法において、前記周波数の印加後、静
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止画像を取得するまでの時間が、２０秒以内であることが好ましい。
【００１９】
本発明は、また別の実施の形態によれば、静止画像上での非球体微小細胞の生死活性判
定方法であって、底面と上面とが対向する透明電極で構成されたセルであって、前記底面
を構成する透明電極及び上面を構成する透明電極の液体接触面が、透明な絶縁性薄膜で被
覆されているセル中に非球体微小細胞懸濁液を封入する工程と、前記透明電極に、生細胞
を選択的に直立させる６〜２０ＭＨｚの周波数を印加する工程と、印加後に、底面若しく
は上面から、セル内の非球体微小細胞の静止画像を取得する工程とを含む。
前記周波数を印加する工程において、電極間１０μｍあたり、１．０〜４．０Ｖの電圧
を印加することが好ましい。
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【００２０】
前記静止画像上での非球体微小細胞の生死活性判定方法において、前記周波数の印加後
、静止画像を取得するまでの時間が、５秒以内であることが好ましい。
【００２１】
本発明は、別の局面によれば、非球体細胞の生死活性判定装置であって、底面と上面と
が対向する透明電極で構成され、少なくとも前記底面を構成する透明電極の液体接触面が
、透明な絶縁性薄膜で被覆されている、セルと、前記透明電極に所定範囲の周波数を印加
する交流発振器と、光源と、分光器とを含む光透過率測定装置であって、前記セル中の非
球体細胞懸濁液の光透過率を測定するための光透過率測定装置とを備える。
【００２２】
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本発明は、また別の局面によれば、非球体細胞の生死活性判定装置であって、底面と上
面とが対向する透明電極で構成され、前記底面を構成する透明電極の液体接触面が透明な
絶縁性薄膜で被覆されているか、あるいは、前記底面を構成する透明電極と上面を構成す
る透明電極との両方の液体接触面が透明な絶縁性薄膜で被覆されている、セルと、前記透
明電極に所定範囲の周波数を印加する交流発振器と、前記セル中の非球体細胞の静止画像
を取得する観察装置とを備える。
【００２３】
前記透明な絶縁性薄膜が、５０ｎｍ〜１０μｍの酸化アルミ薄膜又はシリコーン樹脂被
膜であることが好ましい。
【発明の効果】
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【００２４】
本発明にかかる、非球体細胞の生死判定装置及び方法によれば、少なくともセルの底面
を構成する透明電極の液体接触面を絶縁体で被膜することで、電気分解の抑制や、透明電
極の還元による不導体化を防止することができる。また、単一の判定周波数印加で生細胞
のみを、１００％の直立割合で選択的に直立させることが可能になった。ゆえに、１段階
周波数印加方式でも判定可能となった。従来技術の方法によれば、生細胞の直立割合は最
高でも９５％程度であったが、１００％の直立が得られたことで、従来と比較してさらな
る高精度の判定が可能となった。さらに死細胞でも、判定周波数よりも低い周波数を印加
すると１００％の直立割合が得られた。これにより、特定周波数での光透過率測定から生
存率を算出することも可能となった。この透過率測定による方法は、高価な顕微鏡システ
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ムを使用することなく、レンズフリーの安価な生存率測定システムを構築することができ
る。さらには、より微小な細胞では１段階周波数印加方式を用いること及び特定の電圧を
印加することで、顕微鏡システムを用いた目視観察による生死判定方法も、より正確に実
施することができるようになった。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係る、非球体細胞の生死判定装置の構成を示す
図である。
【図２】図２は、本発明の第１実施形態に係る生死判定方法において、周波数を印加しな
い状態の光透過率Ｔ０を測定する工程、全細胞を直立させる周波数を印加し、光透過率Ｔ
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１を測定する工程、死細胞を選択的に転倒させる周波数を印加し、光透過率Ｔ２を測定す

る工程のそれぞれにおける、セル中の生細胞及び死細胞の挙動を模式的に示す図である。
【図３】図３は、本発明の第２実施形態に係る非球体細胞の生死判定装置のセル及びセル
中の細胞の構成を概念的に示す図であって、図３（Ａ）は、セルの断面を表す概念図であ
り、図３（Ｂ）は、セル底面下方からの非球体細胞を観察した画像の概念図である。
【図４】図４は、本発明の第３実施形態に係る、非球体微小細胞の生死判定装置の構成を
示す図である。
【図５】図５は、本発明の第１実施形態に係る生死判定方法において、経過時間と得られ
た光透過率の関係を示すグラフである。
【図６】図６は、生細胞と死細胞を混合調整した既知のサンプルにおける混合割合と、本
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発明の第１実施形態に係る光透過率測定方法において算出された直立割合との対応関係を
示すグラフである。
【図７】図７は、本発明の第２実施形態に係る、非球体細胞の生死判定装置を用いて測定
した場合の電圧と細胞の直立割合との対応関係を示すグラフであり、（ａ）は生細胞のみ
、（ｂ）は死細胞のみについて測定した結果を示す。
【図８】図８は、本発明の第２実施形態に係る、５ＭＨｚ、３Ｖの単一判定周波数を印加
した場合の、生細胞、死細胞、生死混合細胞（５０％生細胞）についての、印加時間と細
胞の直立割合との対応関係を示すグラフである。
【図９】図９は、本発明の第２実施形態に係る、５ＭＨｚ、３Ｖの単一判定周波数を印加
開始１０秒後の生死混合細胞（５０％生細胞）の、顕微鏡写真である。
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【図１０】図１０は、本発明の第３実施形態に係る、非球体微小細胞の生死判定方法にお
ける、印加する電圧と細胞の直立割合との対応関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
以下に、本発明を、図面を参照して詳細に説明する。以下の説明は、本発明を限定する
ものではない
【００２７】
［第１実施形態：光透過率測定による簡易生存率測定］
本発明の第１実施形態による、非球体細胞の生死判定装置を図１に示す。非球体細胞の
生死判定装置１は、主として、セル２と、交流発振器３と、光源７と、分光器８と、演算
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処理装置９とから構成される。
【００２８】
セル２と、交流発振器３とは接続されており、交流発振器３は、セル２内のサンプルに
所定範囲の周波数を印加することができるように構成される。セル２は、一対の透明電極
を備え、一方の透明電極が底面に、他方の透明電極が上面に位置するように配置される。
図１は、判定周波数において、セルを電界方向に垂直な方向からみたセル断面の概念図で
ある。上面を構成する透明電極２１ａと、底面を構成する透明電極２１ｂとの間に、生死
判定対象となる細胞２３、２４を含む細胞懸濁液２２が挟まれた状態になっている。そし
て、底面を構成する透明電極２１ｂの液体接触面は、導線接着部分以外の実質的にその全
面が、透明な絶縁性薄膜２０で覆われている。また、上面を構成する透明電極２１ａも、
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同様に、透明な絶縁性薄膜２０ａで覆われている。透明電極２１ａ、２１ｂは、それぞれ
、交流発振器３に接続される。光源７には、光源接続光ファイバケーブル７ａ、コリメー
ティングレンズ７ｂが接続される。分光器８にも、分光器接続光ファイバケーブル８ａ、
コリメーティングレンズ８ｂが接続され、分光器８にはさらに演算処理装置９が接続され
る。
【００２９】
非球体細胞の生死判定装置を構成する各部分についてさらに説明する。
【００３０】
セル２は、判定対象となる非球体細胞を含む細胞懸濁液を注入し、細胞懸濁液に所定の
範囲の周波数を印加するための部材である。このようなセル２は、２枚の対向する透明電
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極のあいだに、所望の厚さのスペーサ（図示せず）を挟み、サンプル溶液を注入すること
により作製することができる。セル２は、２枚の透明電極の一方が底面に、他方が上面に
なるように配置する。
【００３１】
透明電極としては、ガラス基板上のＩＴＯ、ＦＴＯ等の導電性薄膜を用いることができ
るが、これらには限定されない。一例として、液晶ディスプレイ用の透明電極等を用いる
ことができる。またその他の例として、金や白金を１０〜１００ｎｍ程度の薄膜に蒸着し
たガラス基板やプラスチック基板も導電性と透明性を有しており、用いることができる。
ガラス基板上のＩＴＯからなる透明電極を用いる場合には、ガラス基板の厚さは、０．１
２〜１．５ｍｍとすることができるが、この範囲には限定されない。また、ＩＴＯの膜の
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厚さは、５０ｎｍ〜４００ｎｍ程度のものを用いることができるが、この範囲には限定さ
れない。
【００３２】
本実施形態においては、底面となる透明電極２１ｂのセル内側の面、すなわち液体接触
面が透明な絶縁性薄膜２０で被覆されている。ここでいう、透明とは、光透過率が概ね７
５％以上であるものをいうものとする。このような透明性と、絶縁性を有する薄膜であれ
ば、特には制限されないが、具体例としては、シリコーン樹脂、アルミやシリコンなどの
酸化薄膜、ポリ塩化ビニリデンなどのビニールラップ等が挙げられる。絶縁性薄膜２０は
、透明電極の液体接触面全体に、略均一な厚みで設けられていることが好ましい。これに
より溶液中に良好な均一電界が得られ誘電泳動による細胞の水平方向への移動が防げるた
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めである。厚みは、例えば、５０ｎｍ〜１０μｍ、好ましくは、１００ｎｍ〜２μｍであ
る。厚すぎると溶液中に配向させるために必要な電圧がかからないためである。いっぽう
上記の範囲の薄さであれば、溶液中で容易に高電界を得ることが出来る。絶縁性薄膜２０
は、透明電極と接して設けられていることが好ましく、透明電極に直接蒸着することによ
り、あるいは塗膜形成法により設けられることが好ましいが、絶縁性薄膜の態様はこれら
には限定されない。透明性を損なわず、また厚みがない限り、例えば、絶縁性薄膜と透明
電極と間には接着層等の別の層が含まれていても良い。
【００３３】
なお、セル２自体には、底面上面の区別はなく、本実施形態において、光透過率を測定
する際に、細胞を沈降させたときに、細胞が接触する面を底面と便宜的にいうものとする
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。絶縁性薄膜２０は、図示するように、底面及び上面の両方の透明電極２１ａ、ｂの液体
接触面に設けられていることが好ましく、その場合、電極間の細胞懸濁液に直接高い電界
を印加することが出来るという利点がある。しかしながら、少なくとも底面となる透明電
極２１ｂの液体接触面に絶縁性薄膜が設けられていれば、５ＭＨｚ以上での生細胞の直立
を１００％とすることができ、以下に詳述する透過率の測定が可能となる。
【００３４】
スペーサは、絶縁性であり、細胞懸濁液に対して不活性な部材であればよく、例えば、
シリコンゴム、硬質ゴム、プラスチック等の樹脂を用いることができるが、これらには限
定されない。スペーサの厚さは、１〜３００μｍとすることが好ましく、１０〜１００μ
ｍとすることがさらに好ましい。スペーサは、透明電極間の距離を決定し、すなわち、電
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界の強度を決定するためである。ただし、上記値は一般的な厚さであって、スペーサの厚
さは、判定対象とする非球体細胞の長軸の長さをも考慮して決定することが好ましい。す
なわち、スペーサの厚さは、非球体細胞の長軸の長さの１倍〜３０倍程度とすることがで
きるが、この範囲には限定されない。非球体細胞が配向することができる厚さを確保する
ためである。
【００３５】
セル２は、サンプル溶液を挟み込むだけのものであってもよく、密閉系としてもよい。
セル２の大きさは、特には限定されないが、概ね、直径１０ｍｍ以内程度の観察面を確保
することができるものであればよい。
【００３６】
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交流発振器３は所定の範囲の周波数を印加することができるものであればよい。具体的
には、１００ｋＨｚ〜２０ＭＨｚ程度の範囲の周波数を印加することができるものであれ
ばよく、市販の交流発振器であってよい。ただし、内部抵抗が５０Ω〜７５Ωで、１０Ｖ
ｐ−ｐの出力が可能なものが好ましい。また、交流発振器３には、増幅器を接続すること
もできる。かかる構成により、電圧を増幅することもできる。交流発振器３の出力波形は
、正弦波に限らず、方形波や三角波などとすることもできる。
【００３７】
光源７は、キセノンランプ、タングステンハロゲンランプ、ＬＥＤ光源等を使用するこ
とができ、可視−近赤外（３６０〜２５００ｎｍ）を用いることができる。光源７には、
光源接続光ファイバケーブル７ａが接続される。光源接続光ファイバケーブル７ａの光源
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７と逆側の先端は、コリメーティングレンズ７ｂを接続し、セル２の底面２１ｂに設置さ
れる。そして、光ファイバケーブル７ａが、セル２中の細胞懸濁液２２に光を向けること
ができるように構成される。光ファイバケーブル７ａとセル２の底面２１ｂとは、接して
いても良く、１０ｃｍ程度の距離を離して設置してもよい。
【００３８】
一方、分光器８は、Ｓ／Ｎ（３００：１）程度であれば、低価格の分光器であっても用
いることができる。分光器８にも、分光器接続光ファイバケーブル８ａが接続される。分
光器接続光ファイバケーブル８ａの分光器８と逆側の先端は、コリメーティングレンズ８
ｂを接続し、セル２の上面２１ａに設置される。そして、光ファイバケーブル７ａからの
光を受け取ることができるように構成される。光ファイバケーブル８ａとセル２の上面２
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１ａとは、接していても良く、１０ｃｍ程度の距離を離して設置してもよい。なお、本実
施の形態においては、光源７がセル底面側に、分光器８がセル上面側に設けられた形態を
図示したが、光源と分光器の位置は逆であってもよい。すなわち、光源７がセル上面側に
、分光器８がセル底面側に設けられてもよい。
【００３９】
任意選択的に設けられても良い演算処理装置９は、分光器８で得られた光透過率を計算
し、細胞の生存割合等を算出することができる。演算処理装置９は、通常の演算処理がで
きるコンピュータ等であってよい。
【００４０】
上記生死判定装置１は、任意選択的に、生死判定結果や、判定に用いた画像をプリント
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アウトするためのプリンタ等をさらに備えても良い。また、判定した結果をリアルタイム
にオンラインでアナログ電気信号又はデジタルデータ信号として出力する機能を備えても
良い。このような機能は、データロガーなどのアナログ・デジタル変換器によって実現す
ることができる。
【００４１】
上記生死判定装置１によれば、複雑な構造及び構成を導入することなく、また透明電極
の光透過性に優れる特性を確保したまま、より高電界の印加が可能なセル構成とすること
で、より正確に、短時間で、定量的に細胞の生死を判定することができる。
【００４２】
次に、本発明の一実施形態に係る、非球体細胞の生死判定方法について説明する。本実
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施形態にかかる非球体細胞の生死判定方法は、上記生死判定装置１を用いて行うことがで
きる。本実施形態にかかる生死判定方法は、周波数を印加しない状態の光透過率Ｔ０を測
定する工程と、前記一対の透明電極に、全細胞を直立させる周波数を印加し、光透過率Ｔ
１を測定する工程と、前記一対の透明電極に、死細胞を選択的に転倒させる周波数を印加

し、光透過率Ｔ２を測定する工程と、前記光透過率の値から、生細胞の直立割合を算出す
る工程とを順に含む。
【００４３】
上記生死判定方法の各工程を行う前段階として、判定対象となる非球体細胞試料の調製
を行う。非球体細胞は、交流周波数を印加した際に、セル中で、正の配向を示すか、負の
配向を示すか、光透過率の測定により判別できるものであればよい。このような判定が可
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能な非球体細胞としては、細胞の短軸と長軸との比が、概ね、１．５以上であって、短軸
の長さが概ね２μｍ以上のものが好ましい。非球体微生物細胞の具体例として、主に酵母
菌ではＳｃｈｉｚｏｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ属酵母、Ｃａｎｄｉｄａ属酵母、Ｐｉｃ
ｈｉａ属酵母、Ｒｈｏｄｏｔｏｒｕｌａ属酵母などが挙げられるが、これらには限定され
ない。細菌以外の非球体細胞の例としては、赤血球、藻類、単細胞生物（ミドリムシ、ゾ
ウリムシなど）、大腸菌、乳酸桿菌などが挙げられるが、これらには限定されない。
【００４４】
非球体細胞の由来は問わないが、例えば、抗生物質やワクチン、バイオ燃料、あるいは
食品の製造工程に用いる非球体微生物細胞であってよい。その場合は、製造工程のバッジ
やラインから、サンプリングすることにより、非球体細胞を採取することができる。一例
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として、微生物発酵のリアルタイムセンサーとして用いる場合には、接続したチューブな
どを通して外部に連続的に循環させることにより非球体微生物細胞を採取することができ
る。あるいは、微生物以外の非球体細胞は、ヒトやその他の哺乳動物から採取した血液由
来の細胞であってもよい。
【００４５】
採取した非球体細胞は、例えば遠心分離機やフィルタ等を用いて、低電導率溶液や非電
解質溶液などで洗浄することにより、前処理を行う。これは電解質成分が多く残ると電極
間に十分な電界が形成されず、誘電分極による配向現象が生じ難くなるためである。
【００４６】
前処理をした細胞は、非球体細胞が酵母の場合には、細胞懸濁液として調製するために
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用いる。細胞懸濁液は、超純水やイオン交換水、又は非電解質の糖類溶液で懸濁し、電解
質をなるべく含まないことが好ましい。これはなるべく電気二重層の形成を防ぎ電極間の
十分な電界形成を維持し、細胞の誘電分極を誘導するためである。非電解質の糖アルコー
ル溶液としては、ソルビトール溶液、マンニトール溶液、グリセロール溶液、糖溶液とし
てもスクロースなどを用いることができるが、これらには限定されない。あるいは、細胞
懸濁液を、培養液を直接、超純水やイオン交換水で希釈することで調製し、非電解質の糖
アルコール等を含まない態様とすることもできる。この態様によれば、低電導率溶液や非
電解質溶液などで非球体細胞を洗浄するといった前処理を省くことができ、洗浄によるタ
イムラグを短縮することができる。よって、細胞懸濁液を培養槽からの送液などによって
セルに直接供給することが可能になり、迅速な測定や、連続式の測定ができる。
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【００４７】
非球体細胞試料において、通常の酵母細胞の大きさの場合、細胞濃度は、１ｘ１０８〜
１ｘ１０９ｃｅｌｌｓ／ｍＬ程度であることが好ましく、２ｘ１０８〜５ｘ１０８ｃｅｌ
ｌｓ／ｍＬ程度であることがより好ましい。透過率変化の検出に好適な範囲だからである
。また、超純水、イオン交換水、又は非電解質を使用しない場合には、培養液を直接超純
水やイオン交換水などで１０倍以上に薄め、導電率が、１０ｍＳ／ｍ以下となるようにす
ることが好ましい。
【００４８】
前述の装置１においては、光源接続光ファイバケーブル７ａ、コリメーティングレンズ
７ｂ、分光器８、分光器接続光ファイバケーブル８ａ、コリメーティングレンズ８ｂ、演

10

算処理装置９を接続し、絶縁被膜２０ａ、ｂを設けた透明電極２１ａ、ｂを備えたセル２
を配置する（図１参照）。セル２においては、透明電極２１ａ、ｂ間の距離は、１〜３０
０μｍとすることが好ましく、１０〜１００μｍとすることがさらに好ましい。上記サン
プル容量とも関連して、かかる電極間距離とすることで、光透過率測定で検出可能な配向
変化を誘発する電界強度を得ることができるためである。
【００４９】
前述のようにして調製した細胞懸濁液の試料溶液を、第１実施形態において説明した判
定装置のセル２に注入する。試料溶液は、セルのサイズに対してスポットの直径がなるべ
く小さくなるように、０．１〜１０μｌ程度を採取して、セルに注入することができる。
サンプルの量は、０．５〜３μｌとすることがさらに好ましい。これによりキャパシタン
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スが小さくなり、高周波数でも電極間に十分な電圧を印加することができる。また、この
ような少ない量のサンプルで生死判定を正確に行うことができる。注入後、セルを静置す
ることにより、細胞を、底面の透明電極２１ｂに設けられた絶縁被膜２０ｂ上に沈降させ
る。０〜３分程度静置することで沈降させることができる。電極間の距離を上述のように
狭くすることで、沈降時間を待つ必要がなくなり、迅速な測定が可能になる。
【００５０】
沈降した後、周波数を印加しない状態で、光透過率Ｔ０を測定する工程を実施する。光
透過率を測定する工程では、光源７から発された光の、好ましくは、波長６００〜６６０
ｎｍでの透過率を分光器８で測定する。この波長域での透過率を測定するする理由は、一
般的に微生物の増殖過程を測定するときは、この波長での濁度変化が用いられるためであ
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る。ただし、この波長以外でも測定は可能であり、例えば、４００〜１０００ｎｍの波長
での透過率を測定することができるが、特定の波長範囲には限定されない。なお、図１に
示す態様には限定されず、光源７と分光器８との位置関係が逆であっても良い。この段階
におけるセル内の細胞状態を図２（ａ）に模式的に示す。細胞懸濁液を封入後、周波数を
印加しない状態では、生細胞２３も死細胞２４も、絶縁被膜上に転倒した状態で存在する
。
【００５１】
光透過率Ｔ０を測定する工程の後、生細胞及び死細胞を含む全細胞を直立させる周波数
を印加し、光透過率Ｔ１を測定する工程を実施する。生細胞及び死細胞を含む全細胞を直
立させる周波数は、分裂酵母菌で、１００ｋＨｚ〜４ＭＨｚとすることが好ましく、５０
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０ｋＨｚ〜２ＭＨｚとすることがより好ましく、１ＭＨｚ程度であることがさらに好まし
い。また、この際、電圧が電極間２０μｍあたり０．５〜２．０Ｖとなるように交流発振
器を調節することが好ましい。光透過率Ｔ１の測定は、電圧印加開始時点を０とした場合
に、５０秒以上経過後に実施することが好ましい。転倒していた全細胞が直立して安定す
るのに、３０秒程度の時間が必要なためである。それ以外は、前工程である光透過率Ｔ０
の測定と同様の条件で実施することが好ましい。この段階におけるセル内の細胞状態を図
２（ｂ）に模式的に示す。全細胞を直立させる周波数を印加した状態では、生細胞２３も
死細胞２４も、絶縁被膜２０ｂ上に直立している。
【００５２】
光透過率Ｔ１を測定する工程の後、前記一対の透明電極に、生細胞のみ直立し死細胞が
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選択的に転倒する周波数（本明細書において判定周波数ともいう）を印加し、光透過率Ｔ
２を測定する工程を実施する。判定周波数は、分裂酵母菌で、５〜３０ＭＨｚとすること

が好ましく、１０〜２０ＭＨｚであることがより好ましく、１５ＭＨｚ程度とすることが
さらに好ましい。また、この際、電圧は、Ｔ１を測定する工程と同様に、電極間２０μｍ
あたり０．５〜２．０Ｖとなるように交流発振器を調節することが好ましい。光透過率Ｔ
２の測定は、周波数を印加している状態で実施することが好ましい。光透過率Ｔ２の測定

は、判定周波数の印加開始時点を０とした場合に、５０秒以上経過後に実施することが好
ましい。直立していた死細胞が転倒するのに、３０秒程度の時間が必要なためである。ま
た、周波数を印加してから透過率が変化して安定する時間が必要とされるためである。な
お、生細胞は、この条件において、判定周波数の印加開始時点から直立した状態を継続す

10

る。それ以外は、前工程である光透過率Ｔ０の測定と同様の条件で実施することが好まし
い。この段階におけるセル内の細胞状態を図２（ｃ）に模式的に示す。判定周波数を印加
した状態では、生細胞２３のみが直立し、死細胞２４は絶縁被膜２０ｂ上に転倒している
。なお、本実施形態においては、判定周波数よりも低い上記周波数を印加して光透過率Ｔ
１を測定した後に、判定周波数を印加して光透過率Ｔ２を測定することが必要である。ま

た、光透過率Ｔ１の測定時点と、光透過率Ｔ２の測定時点との時間間隔は、３０秒〜１分
とすることが好ましい。
【００５３】
次いで、前記光透過率の値から、生細胞の直立割合を算出する工程を実施する。生細胞
の直立割合Ｓ（％）は、前工程で得られた光透過率Ｔ０、Ｔ１、Ｔ２の値から、以下の式
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に従って算出することができる。
Ｓ（％）＝（Ｔ２−Ｔ０）／（Ｔ１−Ｔ０）×１００
このように算出した直立割合を、本発明における生存割合の結果とすることができる。
このような算出は、任意選択的に、判定装置の一部を構成してもよい演算処理装置９によ
り実施することができる。
【００５４】
本発明の第１実施形態による生死判定装置及び生死判定方法によれば、各工程での光透
過率を測定する２段階周波数印加方式で従来と比較して簡便に、細胞懸濁液中の非球体細
胞の生存率を見積もることができる。
【００５５】
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［第２実施形態：観察装置による非球体細胞の高精度生死判定］
本発明の第２実施形態による、非球体細胞の生死判定装置を図３に示す。非球体細胞の
生死判定装置１０は、主として、セル２と、交流発振器３と、観察装置４と、画像表示装
置５とから構成される。
【００５６】
セル２と、交流発振器３とは接続されており、交流発振器３は、セル２内のサンプルに
所定範囲の周波数を印加することができるように構成される。セル２は、一対の透明電極
２１ａ、ｂを備え、一方の透明電極が底面に、他方の透明電極が上面に位置するように配
置される。底面を構成する透明電極２１ｂの液体接触面には、絶縁被膜２０ｂが設けられ
る。そして、観察装置４が、透明電極２１ｂの下方からセル内を観察できるように構成さ
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れる。観察装置４には、画像表示装置５が接続される。セルの詳細な構成については、ス
ペーサの厚さを、好ましくは、２０〜２００μｍ、より好ましくは、５０〜１５０μｍ、
さらに好ましくは１００μｍ程度とした以外は、概ね第１実施形態と同様とすることがで
きる。交流発振器３の構成については、第１実施形態において説明したとおりであり、第
１実施形態と同様の態様とすることができる。なお、本実施形態において、任意選択的に
、上面を構成する透明電極の液体接触面にも絶縁被膜を設けてもよい。
【００５７】
観察装置４は、セル中の非球体細胞の静止画像を取得するために用いる装置である。観
察装置４は、典型的には顕微鏡のレンズである。顕微鏡としては、倒立型顕微鏡、正立型
顕微鏡、実体顕微鏡等を用いることができる。倒立型顕微鏡を用いる場合には、セルの底
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面から細胞静止画像を取得する。いっぽう、図示はしていないが、正立型顕微鏡を用いる
場合には、セルの上面から、細胞静止画像を取得することもできる。
【００５８】
顕微鏡のレンズは、好ましくは、１００〜７００個程度の非球体細胞をカメラ撮影視野
に入れることができる倍率のレンズである。具体的には、１０〜１００倍の解像度を有す
る対物レンズを用いることが好ましく、２０〜４０倍とすることがさらに好ましい。静止
画像から、目視により細胞の生死、すなわち細胞の配向を判断するために必要な精度の画
像データを取得できるようにするためである。なお、レンズの倍率は、使用するセルの透
明電極を構成するガラス基板の厚さとの関係によっても、当業者が適宜、決定することが
できる。

10

【００５９】
観察装置４は、顕微鏡のほかに、静止画像を記録するためのカメラを備える。この記録
用顕微鏡カメラは、カラーである必要はないが、画素数は１００万画素以上のものとする
ことが好ましい。顕微鏡は、熱線吸収フィルタ付きとすることが好ましい。光源ランプか
らの熱線によるサンプルの温度上昇を防ぐためである。
【００６０】
生死判定装置１０に任意選択的に含まれても良い、画像表示装置５は、観察装置４で取
得した画像を表示するものであって、典型的にはコンピュータのモニタ等である。画像を
表示するだけでなく、データとして保存する機能を備えるものであってもよく、この場合
、上記カメラに替えて静止画像を記録するための手段となりうる。上記生死判定装置１０
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は、任意選択的に、取得した静止画像を加工し、画像処理もしくは演算処理しまたは、保
存したりすることができる装置を備えてもよく、また、生死判定結果や、判定に用いた画
像をプリントアウトするためのプリンタ等をさらに備えても良い。
【００６１】
次に、本発明の第２実施形態に係る、非球体細胞の高精度生死判定方法について説明す
る。本実施形態にかかる非球体細胞の高精度生死判定方法は、上記生死判定装置１０を用
いて実施することができる。本実施形態にかかる高精度生死判定方法は、底面と上面とが
好ましくは、２０〜２００μｍ、より好ましくは、５０〜１５０μｍ、さらに好ましくは
１００μｍ程度のスペーサにより隔てられた対向する透明電極で構成されたセルであって
、少なくとも底面の液体接触面が、透明な絶縁性薄膜で被覆されているセル中に非球体細
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胞懸濁液を封入する工程と、前記一対の透明電極に、生細胞を選択的に直立させる判定周
波数及び特定の電圧を印加する工程と、印加後に静止画像を取得する工程とを含む。
【００６２】
非球体細胞懸濁液の調製ならびに封入する工程は、第１実施形態に係る生死判定方法に
おいて説明したのと概ね同様に実施することができる。しかし、第２実施形態においては
、試料となる非球体細胞懸濁液中の細胞濃度は、５ｘ１０７ｃｅｌｌｓ／ｍＬ以下とする
ことが好ましく、５ｘ１０６〜２ｘ１０７ｃｅｌｌｓ／ｍＬがより好ましい。顕微鏡観察
の場合、細胞濃度が濃いと、カウントの手間かかる、あるいは、死細胞の転換周波数が上
がるので判定周波数が変化するという問題が生じる場合がある。
【００６３】
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次いで、一対の透明電極に、酵母菌である生細胞を選択的に直立させる判定周波数及び
、特定の電圧を印加する工程を実施する。判定周波数は、好ましくは、２〜２０ＭＨｚ、
より好ましくは、３〜１０ＭＨｚ、さらに好ましくは５ＭＨｚ程度である。いっぽう、電
圧は、電極間１００μｍあたり、好ましくは、１．０〜４．０Ｖ、より好ましくは、２．
０〜３．０Ｖである。
【００６４】
次いで、上記判定周波数の印加後に、静止画像を取得する工程を実施する。静止画像の
取得は、図３に示す装置においては、観察装置４を用いて実施することができ、例えばコ
ンピュータのディスプレイなどの画像表示装置５に表示することができる。静止画像の取
得は、判定周波数の印加後、例えば、２０秒以内に実施することができるが、１０秒程度
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、最短では５秒程度で判別が可能である。印加後、時間が経過すると観察時に細胞が重な
っていくため、正確な判別が困難になる場合がある。本発明の方法によれば、特定の判定
周波数及び電圧を印加することにより、短時間でほぼ１００％の生細胞を直立させること
ができ、迅速で高精度な判定をすることができる点で有利である。
【００６５】
取得した画像に基づいて、当業者は、目視により生死の判定を高精度に行うことができ
る。具体的には、生細胞は判定周波数において直立しているため、静止画像上で、丸い形
状あるいは点状に見える。死細胞は判定周波数において転倒しているため、静止画像上で
細長い棒のような形状、あるいは線状に見える。これらは、明確に区別可能である。これ
に基づいて、例えば、観察画面内の全細胞数に対する、直立した細胞数を目視でカウント
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し、直立割合を算出することができる。本発明の第２実施形態による高精度生死判定は、
特に、酵母菌などの個々細胞の生死判別といった応用形態において好ましく用いることが
できる。
【００６６】
［第３実施形態：観察装置による非球体微小細胞の高精度生死判定］
本発明の第３実施形態による、非球体微小細胞の生死判定装置を図４に示す。非球体微
小細胞の生死判定装置１１は、主として、セル２と、交流発振器３と、観察装置４と、画
像表示装置５とから構成される。ここで、非球体微小細胞とは、細胞の短軸と長軸との比
が、概ね、１．５以上であって、短軸の長さが概ね２μｍより小さいものをいう。一例と
しては、大腸菌、乳酸桿菌などの桿菌、並びに上記の大きさの藻類、単細胞生物が挙げら
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れるが、これらには限定されない
【００６７】
セル２と、交流発振器３とは接続されており、交流発振器３は、セル２内のサンプルに
所定範囲の周波数を印加することができるように構成される。セル２は、一対の透明電極
２１ａ、ｂを備え、一方の透明電極が底面に、他方の透明電極が上面に位置するように配
置される。透明電極２１ａ、ｂの液体接触面には、第１実施形態と同様に、絶縁被膜２０
ａ、ｂが設けられる。そして、観察装置４が、透明電極２１ｂの下方からセル内を観察で
きるように構成される。観察装置４には、画像表示装置５が接続される。セルの詳細な構
成については、スペーサの厚さを、好ましくは、８〜２０μｍ、より好ましくは、１０〜
１５μｍ、さらに好ましくは、１０μｍ程度とした以外は、概ね第１実施形態と同様とす
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ることができる。交流発振器３の構成については、第１実施形態において説明したとおり
であり、第１実施形態と同様の態様とすることができる。
【００６８】
観察装置４、及び、任意選択的な構成要素である画像表示装置５については、第２実施
形態において説明したのと同様とすることができる。また、第３実施形態による、非球体
微小細胞の生死判定装置においても、取得した静止画像を加工し、画像処理もしくは演算
処理しまたは、保存したりすることができる装置や、生死判定結果や、判定に用いた画像
をプリントアウトするためのプリンタ等を任意選択的に備えても良い。
【００６９】
次に、本発明の第３実施形態に係る、非球体微小細胞の高精度生死判定方法について説
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明する。本実施形態にかかる非球体細胞の高精度生死判定方法は、上記生死判定装置１１
を用いて実施することができる。本実施形態にかかる高精度生死判定方法は、底面と上面
とが、好ましくは、８〜２０μｍ、より好ましくは、１０〜１５μｍ、さらに好ましくは
、１０μｍ程度のスペーサにより隔てられた、対向する透明電極で構成されたセルであっ
て、底面及び上面の両面の液体接触面が、透明な絶縁性薄膜で被覆されているセル中に非
球体細胞懸濁液を封入する工程と、前記一対の透明電極に、生細胞のみを選択的に直立さ
せる判定周波数及び特定の電圧を印加する工程と、印加後に静止画像を取得する工程とを
含む。
【００７０】
非球体微小細胞懸濁液の調製ならびに封入する工程は、第１実施形態に係る生死判定方
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法において説明したのと概ね同様に実施することができる。しかし、第３実施形態におい
ては、第１、第２実施形態よりも小さい、非球体微小細胞を用いるため、試料となる非球
体微小細胞懸濁液中の細胞濃度は、５ｘ１０８ｃｅｌｌｓ／ｍＬ以下とすることが好まし
く、５ｘ１０７〜２ｘ１０８ｃｅｌｌｓ／ｍＬがより好ましい。顕微鏡観察の場合、細胞
濃度が濃いと、カウントの手間かかる、あるいは、死細胞の転換周波数が上がるので判定
周波数が変化するという問題が生じる場合がある。また、非球体細胞が乳酸棹菌や大腸菌
の場合には、非電解質を加えた細胞懸濁液としないことが好ましい。これらの非球体細胞
については、非電解質を加えないほうが、配向現象が明確に生じやすいためである。
【００７１】
次いで、一対の透明電極に、乳酸桿菌である生細胞を選択的に直立させる判定周波数及

10

び特定の電圧を印加する。判定周波数は、６〜２０ＭＨｚとすることが好ましく、１０〜
１５ＭＨｚとすることがより好ましい。一方、電極間１０μｍあたり、電圧は、１．０〜
４．０Ｖとすることが好ましく、１．５〜２．０Ｖとすることがより好ましい。高電界に
より死細胞の配向方向を安定化させ、生細胞のみ選択的に直立させ、死細胞は転倒した状
態とすることができるためである。電圧が小さすぎると死細胞がブラウン運動により瞬間
的に直立状態として観察される場合がある。逆に、電圧が大きすぎると、セルの上部にパ
ールチェーンが形成し易くなり、観察時に細胞が重なることがあるため判別が困難になる
場合がある。また電圧が大きいときでは、判定周波数がわずかでも外れると、一部の死細
胞が直立してしまい正確に判定できなくなる。これは、実施例３、図１０（ｂ）の５ＭＨ
ｚ印加の実験により、実証されている。なお、かかる周波数を印加する前に、細胞にこれ

20

よりも大きな周波数もしくは小さな周波数を印加することは好ましくない。この場合も判
定前に別の周波数を印加すると、トータルとして印加時間が長くなるためパールチェーン
の形成により、観察時に細胞が重なり判別が困難になる問題が発生するためである。
【００７２】
次いで、上記判定周波数の印加後に、静止画像を取得する工程を実施する。静止画像の
取得は、図４に示す装置においては、観察装置４を用いて実施することができ、例えばコ
ンピュータのディスプレイなどの画像表示装置５に表示することができる。静止画像の取
得は、判定周波数の印加後、例えば、５秒以内に実施することができるが、１秒程度で判
別が可能である。印加後、時間が経過すると観察時に細胞が重なっていくため、正確な判
別が困難になる場合がある。本発明の方法によれば、特定の判定周波数及び電圧を印加す

30

ることにより、短時間でほぼ１００％の生細胞を直立させることができ、迅速で高精度な
判定をすることができる点で有利である。
【００７３】
取得した画像に基づいて、当業者は、目視により生死の判定を高精度に行うことができ
る。具体的には、生細胞は判定周波数において直立しているため、静止画像上で、丸い形
状あるいは点状に見える。死細胞は判定周波数において転倒しているため、静止画像上で
細長い棒のような形状、あるいは線状に見える。これらは、明確に区別可能である。従来
技術によれば、取得画像において、細胞の配向方向が経時的に変化することが観察されて
いた。その場合、静止画像では、経時変化が把握できないため、動画像を取得して、経時
的に正の配向と負の配向とを示す細胞の挙動を追う必要があった。本発明者らは、このよ

40

うな細胞の配向方向の経時変化がブラウン運動に起因することを突き止め、高電界により
強い配向力を発生させ配向方向を安定化させことで、静止画像による高精度生死判定を可
能にしたものである。本発明の第２実施形態による高精度生死判定は、特に、ブラウン運
動し易い微小なバクテリアに対する個々細胞の生死判別といった応用形態において好まし
く用いることができる。
【００７４】
以下に、本発明を実施例により更に具体的に説明するが、本発明は以下の実施例によっ
て何ら限定されるものではない。
【実施例】
【００７５】
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［実施例１：酵母菌サンプルでの電界配向による透過率測定による簡易生存率算出］
１）微生物サンプルの調整
分裂酵母菌（Schizosaccharomyces pombe）をＹＥ培地（０．５％酵母エキス、３％グ
ルコース）でＯＤ６００＝０．８まで３０℃で培養した後、遠心分離機（ＫＵＢＯＴＡ１
９００、久保田製作所）を用いて超純水で洗浄、再懸濁して細胞濃度を２ｘ１０８ｃｅｌ
ｌｓ／ｍＬに調整した。
【００７６】
２）実験システム（電極構成）
図１に示す第１実施形態による装置の通りにセルを組み立て、図１に示す装置構成とし
た。２５×２０ｍｍのＩＴＯ（インジウム−酸化スズ）透明電極２枚の間に２０μｍの絶

10

縁スペーサと調整したサンプル１．５μＬを注入し、挟み込んだ。上下の電極は、液体接
触面に酸化アルミ薄膜で１００ｎｍの絶縁被膜を形成した。絶縁被膜は真空スパッタリン
グで形成した。これを透過率測定用ステージ上に設置した。
【００７７】
３）実験システム（光透過率測定）
光源としてはＬＥＤ光源（６１７ｎｍ、Ｏｃｅａｎ
出部には分光器（Ｏｃｅａｎ

Ｏｐｔｉｃｓ

Ｏｐｔｉｃｓ

LLS‑617）を、検

ＵＳＢ４０００）を用いて透過率を測定し

た。
【００７８】
４）生存率測定方法（交流印加方式）

20

まず印加前の全細胞が転倒状態での透過率Ｔ０を測定した。次に１ＭＨｚを印加して全
細胞が直立状態の透過率Ｔ１を測定した。この際の電圧は、１．６Ｖとした。続けて１５
ＭＨｚに切り替えて死細胞を転倒させ生細胞のみ直立状態になった透過率Ｔ２を測定した
。この際の電圧は、０．９Ｖとした。これらＴ０、Ｔ１、Ｔ２から生細胞の直立割合Ｓ（
％）を、以下の式に従って算出し、これを生存率とした。
Ｓ（％）＝（Ｔ２−Ｔ０）／（Ｔ１−Ｔ０）×１００
【００７９】
結果を図５、６に示す。図５は、経過時間と得られた透過率の関係を示すグラフである
。本発明に従って全細胞を直立させる１ＭＨｚの周波数を印加後、１５ＭＨｚの判定周波
数を印加して操作を実施した場合である。図６は、生細胞と死細胞の混合比率を調整した

30

既知のサンプルにおける混合割合と、本発明の第１実施形態に係る生死判定方法において
得られた直立割合との対応関係を示すグラフである。
【００８０】
［実施例２：酵母菌サンプルでの電界配向による高精度生死判定］
１）微生物サンプルの調整
本実験例に用いた微生物は、分裂酵母菌（Schizosaccharomyces pombe）で、長軸が約
１０μｍ、短軸が約４μｍの円柱状であった。分裂酵母菌をＹＥ培地（０．５％酵母エキ
ス、３％グルコース）でＯＤ６００＝０．８まで３０℃で培養した後、４０００ｒｐｍ、
４℃、５分間の条件で遠心分離機（ＫＵＢＯＴＡ１９００、久保田製作所）を用いて超純
水で洗浄、再懸濁して細胞濃度を、１ｘ１０７ｃｅｌｌｓ／ｍＬに調整した。ここでは、

40

調製後の細胞懸濁液を生細胞のサンプルとした。ただし、培養中死滅した死細胞もわずか
に含まれている場合があった。死細胞のサンプル調製は、生細胞として調製した細胞懸濁
液を、８０℃で１０分間の熱処理によって全て死滅させることにより行った。生死細胞の
混合液は、上述の生細胞のサンプルと死細胞のサンプルとを等量混合して調製した。
【００８１】
２）実験システム
図３に示す第２実施形態による装置の通りにセルを組み立て、２５×２０ｍｍのＩＴＯ
（インジウム−酸化スズ）透明電極２枚の間に１００μｍの絶縁スペーサと調整したサン
プル３μＬを注入し挟み込んだ。下部電極は、液体接触面にシリコーン樹脂（信越シリコ
ーン、KR‑251）で２．９μｍの絶縁被膜を形成した。絶縁被膜はスピンコートにより形成
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した。これを倒立型顕微鏡上に設置した。
【００８２】
３）細胞生死判定方法（交流印加方式）
上記のようにしてセルに封入した生細胞サンプルに、１００ｋＨｚ、５００ｋＨｚ、１
ＭＨｚ、５ＭＨｚ、及び１０ＭＨｚの周波数を印加し、かつ、電圧を０〜４．０Ｖで変化
させて生細胞の直立割合を測定した。結果を図７（ａ）に示す。死細胞についても同様に
して直立割合を測定した。結果を図７（ｂ）に示す。次いで、生細胞が１００％のサンプ
ル、死細胞が１００％のサンプル、及び生細胞が５０％のサンプルについて、判定周波数
の印加開始時点からの経過時間と、細胞の直立割合の関係を測定した。直立割合は観察画
面内の全細胞数に対し、直立した細胞数で算出した。結果を図８に示す。これらの結果か

10

ら、交流発振器で周波数５ＭＨｚ、電圧２．０Ｖ以上を印加すると、生細胞のみ直立する
ので、顕微鏡下で高精度に個々の細胞を生死判別できることがわかった。直立割合は観察
画面内の全細胞数に対し、直立した細胞数で算出した。図９は、５ＭＨｚ、３Ｖの単一判
定周波数を印加開始１０秒後の細胞の顕微鏡写真を示す。写真から、丸い形状の生細胞と
、細長い形状の死細胞とが混在していることが確認され、生細胞と死細胞との割合を目視
で判定することができる。
【００８３】
［実施例３：乳酸桿菌サンプルでの電界配向による高精度生死判定］
１）微生物サンプルの調整
乳酸桿菌（Lactobacillus casei）をＭＲＳ培地（BD社製）で、ＯＤ６００＝０．８ま
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で３７℃で静置培養した後、５０００ｒｐｍ、４℃、５分間の条件で遠心分離機（ＫＵＢ
ＯＴＡ１９００、久保田製作所）を用いて超純水で洗浄、再懸濁して細胞濃度を、１ｘ１
０８ｃｅｌｌｓ／ｍＬに調整した。
【００８４】
２）実験システム
図４に示す第３実施形態による装置の通りにセルを組み立て、２５×２０ｍｍのＩＴＯ
（インジウム−酸化スズ）透明電極２枚の間（電極は表面にシリコーン樹脂で絶縁被膜）
に１０μｍの絶縁スペーサと調整したサンプル０．５μＬを注入し挟み込んだ。上下の電
極は、液体接触面にシリコーン樹脂で絶縁被膜を形成した。絶縁被膜の厚みは１．７μｍ
で、形成方法は実施例１と同様とした。これを倒立型顕微鏡上に設置した。
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【００８５】
３）細胞生死判定方法（交流印加方式）
交流発振器で周波数１０〜２０ＭＨｚ、電圧１．５〜２．０Ｖを印加すると、生細胞の
みが直立するので顕微鏡下で高精度に個々の細胞を生死判別できた。図１０（ａ）によれ
ば、生細胞においては、電圧を１．０Ｖ以上とすれば、５〜２０ＭＨｚのいずれの周波数
を印加した場合でも細胞が直立し、本発明の測定条件においてブラウン運動の影響を受け
ないことがわかった。一方、図１０（ｂ）によれば、死細胞は、１０〜２０ＭＨｚで電圧
が概ね１．５Ｖ未満の場合、ブラウン運動の影響を受け、転倒しているものと直立するも
のが混在することがわかる。５ＭＨｚ以下の場合には、電圧が上がるに従って直立割合が
上がった．また２０ＭＨｚでは２．０Ｖ以上印加することができなかった．そこで、判定
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周波数を１０〜１５ＭＨｚとし、１．５Ｖ以上とした場合には、当該周波数で概ね１００
％の死細胞を転倒状態とすることができる。したがって、この条件では、静止画像取得に
よる生死判定が正確に実施可能であること、また、判定周波数の印加開始時点を０とした
とき、印加後１秒程度で、静止画像に基づく生死判定が可能であった。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
今回の技術により、有用微生物の品質管理において迅速で正確な細胞活性測定センサへ
の実用的な展開が期待できる。また生細胞の回収にも有効である。また微生物だけでなく
、ｉＰＳ細胞からの赤血球製造時などにも適用可能で医療分野にも応用できる可能性が期
待される。

50

(17)

JP 2015‑149960 A 2015.8.24

【符号の説明】
【００８７】
１

非球体細胞の生死判定装置

２

セル
２０ａ

透明絶縁性薄膜

２０ｂ

透明絶縁性薄膜

２１ａ

上面を構成する透明電極

２１ｂ

底面を構成する透明電極

２２

細胞懸濁液

２３

死細胞

２４

生細胞

３

交流発振器

４

観察装置

５

画像表示装置

７

光源

７ａ

光源接続光ファイバケーブル

７ｂ

コリメーティングレンズ

８

分光器

８ａ

分光器接続光ファイバケーブル

８ｂ

コリメーティングレンズ

９

演算処理装置

１０

非球体細胞の生死判定装置

１１

非球体微小細胞の生死判定装置
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