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蛍光検出の基礎知識 ② 〜蛍光フィルターの選択方法
Keyword： 蛍光フィルター、Long-Pass、Short-Pass、Band-Pass、ダイナミックレンジ、マルチカラーイメージング

はじめに

にもとづいて名付けられています。たとえば、560LPというフ

蛍光検出を行う際には蛍光を励起させるための励起波長と、ノ

ィルターは、カットオフポイントが560 nmのLong-Passフィル

イズを除去する蛍光フィルターの選択が重要になります。蛍光

ターを意味します。

物質はその蛍光特有の励起波長によって励起されます。蛍光物

Short-Pass (SP) フィルターは規定波長よりも長波長側の光をカ

質を効率よく励起させるには蛍光物質の最大励起波長と同じあ

ットし、短波長側の光を透過させます。Long-Passフィルター

るいは近接した励起光源波長を使用することが必要になりま

と同様にShort-Passフィルターもカットオフポイントによって

す。また、蛍光の検出には適切な蛍光フィルターを選択する必

名付けられています。たとえば、526SPというフィルターは、

要があります。バックグラウンドとなる散乱光や励起光を蛍光

カットオフポイントが526 nmにあるShort-Passフィルターを示

フィルターで除去することで、より鮮明な画像を得ることがで

します(図1b)。

きるからです。ここでは、蛍光物質にあった蛍光フィルターの
種類と選択方法について説明します。後半ではマルチカラーイ

Band-Pass (BP) フィルターは一定の波長域の光のみ透過し、そ

メージングのフィルター選択方法について紹介します。

れ以外の短波長側および長波長側の光をカットします。Band-

Passフィルターの名前は2種類の意味を持ちます。
● 透過光波長域の中心波長
● FWHM(full-width at half-maximum transmission) ：

蛍光フィルターの種類

50%以上の光を透過する波長域の全長を示します。

蛍光スキャナーやCCDカメラで使用されている蛍光フィルタ

たとえば、 6 7 0 B P 3 0 フィルターは透過光波長域の中心が

ーは、ガラス表面を膜状にラミネートコーティングしたもので

670 nmであり、中心波長より±15 nmの波長域の光(655 nm〜

す。表面コーティングされたフィルターはある一定の光を選択

685 nm)を50%以上の効率で透過することを示します（図2）。

的に反射・透過することができます。蛍光フィルターには大き

20 nmから30 nmのFWHMを持つBand-Passフィルターはマル

く分けて３つのタイプがあります。

チカラーの画像取込みを含めた蛍光のアプリケーションに適し

Long-Pass (LP) フィルターは規定波長よりも短波長側の光をカ
ットし、長波長側の光を透過させます。反射と透過の波形の傾
きが急であればあるほど良質なLong-Passフィルターであると
いえます（図1a）
。Long-Passフィルターはカットオフポイント

広い波長域から集光できるため、より多くの蛍光シグナルを検
出できます。しかし、このようなフィルターは狭い波長間の蛍
光の区別が困難なため、蛍光スペクトルが重複している場合は
通常使用できません。極めて近接した蛍光スペクトルを持つ蛍
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図1. 560 nmのLong-Pass フィルター(a)と526 nmのShort-Pass フィルター(b)の波長特性。
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光物質を使用する場合には、ある程度は透過光量を犠牲にして

できます。しかし実際には蛍光物質の励起波長は広域に分布し

も30 nmより小さなFWHM値を持つフィルターが効果的です。

ており、蛍光物質によっては第二励起波長と呼ばれるピークを
持つものもあります（1）
。したがって励起光源の波長と蛍光物

感度とダイナミックレンジにおける蛍光フィルターの役割
フィルターは蛍光検出における感度（検出限界）とダイナミッ
クレンジ（シグナルの最小値から最大値までで直線性が得られ
る範囲）に影響を与えます。バックグラウンドが高い場合、検
出感度が低くなりまたダイナミックレンジも狭くなるため、鮮
明な蛍光像を得ることが困難になります。たとえばゲルやメン
ブレンは広波長域にわたってバックグラウンドが検出されま
す。そこで、Band-Passフィルターを用いて目的の蛍光波長の
前後の光を除去すればバックグラウンドを低くできるため鮮明
な蛍光画像が得られます。また、サンプルの蛍光シグナルの減
少を目的としてフィルターを使用する場合があります。サンプ
ルの蛍光強度が強すぎる場合は、検出システムのダイナミック
レンジを超えてしまうため蛍光スキャナーの場合、通常は

PMT（Photo Multi Tube：光電子倍増管）の電圧を下げます。
しかしそのシステムの最適条件範囲よりも低くPMTの電圧を
設定した場合、PMT自体のダイナミックレンジが直線性を失
ってしまい正確な検出ができなくなります。それ以上の蛍光シ
グナルの減少が必要な場合にはBand-Passフィルターを用いて
検出する蛍光波長領域を制限することで蛍光シグナルを減少さ

質の最大励起波長を必ずしも一致させる必要はありません。た
とえばFluoresceinとCy3という蛍光物質の最大励起波長はそれ
ぞれ495 nmと552 nmです（図3）
。これらの蛍光物質に対して

532 nmの波長で励起を行うと、Fluoresceinの最大励起波長か
らは40 nm、Cy3の最大励起波長からは20 nm離れている波長
の光エネルギーを与えることになり非効率的であるように思わ
れます。しかし励起光を強くすることで、両方の蛍光物質を励
起することができます。一般的にはBand-Passかまたはその他
の蛍光物質に至適な蛍光フィルターを用いることで、その感度
やダイナミックレンジを改善することができます。図4はCy3
の蛍光シグナルを580BP30または560 nmの蛍光フィルターを
用いた場合の集光状態を示しています。

マルチカラーイメージング
マルチカラーイメージングとは、異なる蛍光波長をもつ数種の
蛍光物質で多重標識あるいは染色されたサンプルの検出を行う
ことです。マルチカラーを用いると、時間、コストおよび精度
を改善できます。1色素標識の場合、1種類の実験系で同じ作業
を複数回繰り返す必要がでてきます。たとえば、2種類の異な
る組織から得られたサンプルの遺伝子発現解析を1色素のみで

せることが可能になります。

それぞれのサンプルを標識してメンブレン上でハイブリダイゼ
ーションを行う場合、一度サンプルをハイブリダイズしてデー
タを取った後にリプロービングを行い、異なるサンプルを再度
ハイブリダイズするか、あるいは2枚の同じメンブレンを準備

蛍光色素とフィルターの選択ガイドライン

してそれぞれの別々にサンプルをハイブリダイズして解析を行

シングルカラー イメージング

う必要があります。しかし2色の異なる蛍光物質を用いてそれ

システムに搭載されている励起光源の波長が蛍光物質の最大励

ぞれのサンプルを標識した場合、同じメンブレンにハイブリダ

起波長に近接しているほど効率よく蛍光物質を励起することが
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図2. 670BP30フィルターの透過波長
FWHMが30 nmであることを示しています。
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図3. 532 nmレーザーを用いたFluoresceinとCy3の励起波長
Cy3の励起波長（
）とFluoresceinの励起波長（
ーザー（緑）を示しています。
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milestone
蛍光アプリケーション

イズして同時に解析を行うことが可能です。こうして2種類の
560LP

異なるサンプルについて、1枚のメンブレン上、同一条件でハ

ます。
また、マルチカラーイメージングはDNAフラグメント解析や
二次元電気泳動のマルチカラー解析であるEttan DIGEなど、さ
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イブリダイズするため、実験的なエラーを軽減することができ

580BP30

まざまなアプリケーションで多重標識の利点を生かすことがで
きます。
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マルチカラーイメージングにおける蛍光物質の選択
複数の蛍光物質を用いた実験系をたてる際には、使用できる蛍
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図 4. Cy3 の 励 起 波 長 ( オ レ ン ジ ) 及 び 580BP30( 濃 い グ レ ー ) と
560LP(薄いグレー)の蛍光フィルター波長

光物質の励起波長と蛍光フィルターを考慮する必要がありま
す。使用する検出システムの励起光源が蛍光物質の励起波長内

580BP30 610BP30

に入っているかどうかを確認します。さらにそれぞれの蛍光物

光物質の場合、蛍光波長はある程度重複（クロストーク）しま
す。クロストークを最小限に抑えるためには各蛍光物質の蛍光
波長に最適な蛍光フィルターを選択することが重要です。図5

Emission

質の蛍光波長が分離可能かどうかを確認します。ほとんどの蛍

では重複した2種類の蛍光シグナルをBand-Passフィルターを用
いて分離している一例を示しています。良い結果を得るために
は、使用する蛍光物質のそれぞれの最大蛍光波長が最低でも30

nm以上離れているものを選択する必要があります。複数の蛍
光物質を用いた実験系では蛍光フィルターの選択の幅が広いほ
どアプリケーションの幅が広がります。また、蛍光物質の蛍光
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図 5. TAMRA (オレンジ)とROX (赤)の蛍光波長
TAMRA の検出には580BP30 (濃いグレー)フィルターを用い、ROXの検出に
は610BP30 (薄いグレー)のフィルターを用いています。

波長に合わせた狭い領域のみ透過するBand-Passフィルターは、
マルチカラーイメージングに必要不可欠です。

ソフトウェア
多重標識サンプルのイメージ検出において、各蛍光物質のイメ
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