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共焦点定量イメージサイトメータ（製品名 CQ1）は，細胞のイメージングに留まらず，細胞の画像を取得しな

がら同時に解析し，数値化統計処理を行い，細胞一つ一つ，または多数の細胞からなる組織の機能を解明するこ

とができる。従来のフローサイトメータでは難しかった細胞の繰り返しタイムラプス計測と解析ができ，エンド

ポイントからカイネティックまでのバイオアプリケーションに適用できる。さらに共焦点光学系によって，細胞

の３次元計測も可能になり，新たな研究応用も期待できる。細胞の状態を計測するために開発してきた CQ1 は，

細胞の生産，品質管理の観点から，iPS 細胞，ES 細胞を利用した再生医療の基礎研究に大いに役に立つ計測機器

である。

The CQ1 confocal quantitative image cytometer, in addition to obtaining high-resolution 
images of live cells, analyzes them numerically and statistically, and clarifies the biological 
functions of individual cells or multicelluar tissues. Because the CQ1 repeats time-lapse imaging, 
measurement, and analysis of live cells, which is difficult for existing flow cytometers, the CQ1 
can be used in various applications from endpoint assays to cell kinetic observations. In addition, 
its confocal optical system offers 3D imaging, helping biological research to advance. The CQ1, 
developed for measuring cellular behavior, is ideal for basic research on regenerative medicine 
using iPS and ES cells, in which cell culture requires strict quality control.

1. はじめに

細胞の計測とは，細胞の多少，形態，活動などを観察
し，数値化することである。物理量に置き換えると，数量，
面積，周囲長，体積，蛍光強度，蛍光の局在位置，運動
速度などである。蛍光顕微鏡の進化や蛍光タンパク質の
発見発明により，細胞の計測が容易になり，生きた細胞
によるライブセルイメージングの手法が日々進歩してき
た。細胞生物学の研究が飛躍し，その成果が病気のメカ
ニズムの解明，新薬の開発に繋がっている。

近年は新たに iPS 細胞，ES 細胞を活用した再生医療に
関する研究が盛んに行われ，実用化に向けた取り組みが
進められている。この分野では，単一の細胞のみならず，
多数の細胞が集まってできる塊，さらに生物個体が観察，
計測の対象となり，これらのアプリケーションに対応し
た計測機器の製品化が切望されてきた。

共焦点定量イメージサイトメータ CQ1 はこの様な背景
により開発され，観察だけでなく，細胞を２次元，３次
元的に計測する機能をもつ，再生医療に代表される様々
な新しいバイオアプリケーションの強力なツールである。

2. アプリケーション

細胞は，タンパクや DNA (Deoxyribo Nucleic Acid)，糖
鎖といった高分子化合物やリン酸や各種イオン等の低分
子物質が，複雑に関係しあって絶えず変化する集合体と
して成り立っている。細胞は分裂増殖し，形を変化させ
ながら機能発現を行い，細胞間でコミュニケーションを
維持し，外界とも相互に作用する。その集合体として，
組織や臓器，生物個体を形成させている。また細胞は死
滅するが，それさえも細胞に内在的にプログラムされた
仕組によって引き起こされる現象であることが解明され
てきている。これら細胞の分裂増殖から形質分化，死滅
に至るまで，細胞でみられる全ての生命現象が計測，解
析の対象である。

これまで，生命現象解析のために手法・機器類が進化
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しきた。これらの多くは目的に特化し，単純化されており，
また，解析に際して細胞を個別に分散するないしは溶解
する，といった前処理を伴うものである。生物は元来３
次元的構成の細胞集団によって成り立っているものであ
り，その前提を抜きに本当の生命現象の理解はあり得な
いと考える研究者は少なくない。生検体はもちろんのこ
と，人工的な実験系においても多次元かつ複数パラメー
タの解析ができるツールの需要が高まっている。CQ1 は
その需要に応える存在となることが期待されている。以
下，CQ1 による計測と解析の例を記述する。

2.1 細胞周期計測
１個の細胞が２個に分裂して，増殖する過程を細胞周

期と呼び，最も基本的な生命現象である。それを解析す
ることは，選択性が高く副作用が少ないがん治療薬開発
に代表される創薬，ライフサイエンス研究の重要課題と
いえる。図 1 (a) に細胞周期の概念を示す。細胞の分裂増
殖の根幹は，遺伝子の集合体であるゲノム DNA が複製し
ていくことであり，ゲノム DNA の複製プロセスを定量化
することが即ち細胞周期の計測である。細胞周期の計測
では，細胞核にある DNA の量を画像の明るさで捉え，明
るさを測ることによって DNA 発現量を測り，細胞がどの
周期にあるかを統計的に解析する。

図 1 (b) および (c) に細胞周期の計測解析例を示す。本
例では，DNA 結合性蛍光色素 Draq7 を細胞標本に加えて
細胞核を蛍光染色した。図 1 (b) は CQ1 で撮影した多数
の A549 肺がん細胞の核の 3D 画像を示す。

図中，個々の丸い物体は核である。蛍光色素の結合量
は DNA 量に比例する性質がある。CQ1 の画像解析機能
で認識した細胞核の蛍光量を指標とし，個々の細胞核の
DNA 含量を定量化できる。細胞は G1 → S → G2 → M の
期の順に分裂過程を繰り返す。G2 期において DNA 複製
が完了するため，画像上ではその明るさが G1 期の２倍
となる。細胞核の蛍光の明るさをヒストグラムとして集
計し，G1 期と G2 期のピークを計算して細胞周期の状態
を解析する。

CQ1 に搭載されている共焦点スキャナは，３次元方向
に広がった検体の DNA 発現量を画像情報で取得できるの
で，蛍光の量を 2D の面積でなく，3D の体積で取得できる。
その結果，従来の画像解析装置では困難であった，精度
の高い細胞周期の解析が可能となった。

図 1 細胞周期の計測

2.2 マルチパラメータ解析
CQ1 は４色のレーザ光源を搭載している。このような

多色のレーザで顕微鏡画像を撮影すると，そのカラーチ
ャンネルと同じ数の異なる分子種の挙動および細胞の状
態を同時に撮像し，これらの相互の関係を統計的に解析
することが可能になる。例えば，サイトカインによって
惹起される細胞膜上の受容体活性化と細胞質のシグナル
伝達分子の活性化のパスウエイ，抗がん剤によって引き
起こされる細胞周期の変動と細胞死（アポトーシス）の
発生状態との関係，といったものが解析可能になる。

マルチパラメータ解析の一例として，ガン化学療法剤
VX-680 の培養細胞に対する作用を図 2 に示す。

VX-680 は，細胞内シグナル伝達分子であるオーロラ
キナーゼを標的として開発された化合物である。この実
験では，オーロラキナーゼ直下の分子であるヒストン H3
のリン酸化を指標として，オーロラキナーゼ活性の阻害
程度を分子レベルで定量化（①）するとともに，細胞周
期に関する指標（②③）で細胞増殖抑制の程度を計測し，
さらにこの薬剤による最終段階の反応である細胞死の定
量化（④）を行った。ここでは，VX-680 がオーロラキ
ナーゼの作用を阻害することで，細胞増殖の抑制と細胞
死の誘導を引き起こす現象を示す解析結果が得られた。
このように分子レベルと細胞レベルの複数のパラメータ
の間の関連性を調べることで，薬剤の細胞に対する効果
を多元的に解析できる。
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(a) 細胞周期のモデル

(b)高度に密集したA549肺がん細胞の核の3-D画像

(c)A549細胞周期解析結果
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図 2 ガン化学療法剤 VX-680 の培養細胞に対する作用の
マルチパラメータ解析

2.3 ライブセル解析
細胞は常に変化する存在であるため，時間軸に沿った

細胞およびそれを構成する分子群の動態を解析すること
は，タイムポイント毎に固定する標本の解析では知りえ
ない新しい知見をもたらしてくれる。CQ1 には細胞培養
の環境を維持するためのオプションがあり，生きた細胞
の培養環境を維持しながら，３次元撮像とマルチパラメ
ータ定量解析を組み合わせることができる。この機能に
より，今後のライブセルを対象とした研究に CQ1 が貢献
することが期待される。

3. 画像処理

CQ1 がもつ３次元画像処理とは，スライス画像から３
次元（XYZ 成分）でオブジェクト（細胞）を認識し，種々
の特徴量（形状情報，位置情報，輝度情報など） を算出
することである。３次元画像処理によって，２次元画像
処理や MIP (Maximum Intensity Projection) 画像処理で
は得ることができない Z 成分を加味した細胞の位置情報
や形状変化などを数値化することができる。

CQ1 の３次元画像処理における主な機能は，次の通り
である。

 ● ３次元オブジェクト認識
 ● ３次元オブジェクトリンク
 ● 特徴量算出
また，２次元画像や MIP 画像を Z=0 での XY 平面画像

と考えると，３次元画像の一種であるため，２次元画像
処理や MIP 画像処理も可能である。

3.1 ３次元オブジェクト認識
３次元オブジェクト認識では，スライス画像からオブ

ジェクトを認識するために，次の５つの処理を使用でき
る。

1) フィルタ
認識目的に応じて，画像から様々なノイズを除去した

り，ある特定の情報を強調したりする。
2) ２値化
画像の各画素に対して，オブジェクトを１，背景を０

に分離した２値化画像にする。
3) ２値化画像変形
認識目的に応じて，２値化画像における１の領域を変

形したり，整形したりする。
4) ラベリング
２値画像の１の領域に対して，重複しない数値をラベ

ルとして付与し，オブジェクトを個々に分離したラベル
画像にする。

5) ラベル画像変形
認識目的に応じて，ラベル画像のオブジェクト領域を

フィルタリング（選別） したり，穴埋めしたりする。
CQ1 では，５つの処理とその中の最大 17 通りの手法

から，必要な処理とその中の手法を選択し，それらを組
み合わせることで，様々な認識アルゴリズムが実現でき
る。これにより，多種のスライス画像（蛍光画像，明視
野画像など）や多様な形態・動態の細胞に対応している。

3.2 ３次元オブジェクトリンク
蛍光顕微鏡による観察では，例えば，第１の蛍光チャ

ネルで核，第２の蛍光チャネルで細胞質，第３の蛍光チ
ャネルで顆粒をそれぞれ可視化する。各蛍光チャネルで，
オブジェクトを認識しただけでは，オブジェクト同士の
対応関係が不明なため，１細胞の形状情報や局在情報は
得られない。

３次元オブジェクトリンクでは，細胞核，細胞質，細
胞内小器官を関連付けし，対応関係を明確にする。図 3
に３次元オブジェクトリンクの概念図を示す。

3.3 特徴量算出
各オブジェクトに対して，２次元画像処理では，面積，

直径，周囲長など 17 種類の特徴量を算出し，３次元画
像処理では，体積，直径，表面積など，21 種類の特徴量
を算出する。

さらに統計値として，ウェルごとのオブジェクト数，
特徴量の平均値と標準偏差を算出する。

① ②

③
④

Aurora kinases

Histone H3
phosphorylation
(Ser10, Ser28)

Phosphorylation of 
other protein
substrates

M-phase
arrest

Apoptosis

VX-680

①
②
③

④

計測ポイント

計測結果

分子作用機序
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図 3 ３次元オブジェクトリンク

3.4 特徴量算出
各オブジェクトに対して，２次元画像処理では，面積，

直径，周囲長など 17 種類の特徴量を算出し，３次元画
像処理では，体積，直径，表面積など，21 種類の特徴量
を算出する。

さらに統計値として，ウェルごとのオブジェクト数，
特徴量の平均値と標準偏差を算出する。

4. 計測ソフトウエア

CQ1 の 計 測・ 解 析 ソ フ ト ウ エ ア は Windows7 上 で
WPF (Windows Presentation Foundation) の デ ス ク ト
ップアプリケーションとして動作する。Visual Studio 
2012， C#, .net Framework 4.5 を用いて開発を行った。

従来の装置では，細胞撮影と解析はそれぞれ別のソフ
トウエアで実行したが，CQ1 では，ハードの制御，細胞
の撮影，解析，レポートをすべて１つのソフトウエアで
行う。図 4 にソフトウエアの機能構成を示す。計測と解
析モジュールが１つのソフトウエアにまとまっているた
め，ある視野を撮影している間，１つ前の視野を解析す
ることで，撮影と解析を並列に動作させる「同時解析」
が可能になった。その結果，装置のスループットは向上し，
ユーザは，計測終了と同時に解析結果が得られるように
なった。一例として，カメラの露光時間 200 ms，１穴
当たり１視野で撮影した場合，96 穴のマイクロプレート
を３分弱で計測，解析できる。

図 4 ソフトウエアのモジュール構成

CQ1 では，ユーザがフィルタや二値化などの画像処理
を自由に組み合わせることで，解析アルゴリズムを構築
することができる。これにより，プログラムを再度コン
パイルすることなく，ユーザ毎のバイオアプリケーショ
ンに対応ができる。アルゴリズムを変更する際に，条件
の異なる各ウェルの画像を比較し，例えば，試薬の有無
で細胞形状の変化を確認してから，効率よくアルゴリズ
ムを確定する。また，アプリケーション別に標準でアル
ゴリズムを用意し，各種の設定を省略したいユーザに対
しても提供できる。

計測ソフトウエアの使用例として図 5 のように，CQ1
では解析結果を散布図やヒストグラムを表示することが
できる。画面上から，ウェル単位で解析結果を比較する
こともできる。グラフと画像はリンクされており，散布
図上の点をクリックすれば，それに該当する細胞が拡大
表示される。反対に細胞をクリックすると散布図の該当
する点を表示することができる。また，散布図やヒスト
グラムをマウスドラッグすることで，ドラッグした箇所
に相当する複数の細胞を示すことができる。この機能に
よって，ユーザは画像と解析結果を関連付けて詳細に調
べることができる。

図 5 画像と解析結果の関連付け

CQ1 では，タイムラプスを行った計測に対して，動
画 を 作 成 し，WMV (Windows Media Video) な ど の フ
ォーマットに対応している。画像と解析結果のチャー
トの静止画を各時刻でキャプチャし，それらの時間変
化を動画形式で出力できる。また，解析結果は，CSV 

3次元オブジェクトリンク
核の認識

X
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Z

細胞質の認識
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(a) 散布図

(b) ヒストグラム
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(Comma-Separated Value) 形式や ICE (Image Cytometry 
Experiment) 形式で出力ができ，ユーザは他のバイオソ
フトウェアでさらに高度なデータ解析をすることが可能
である。

5. ハードウエア構成

図 6 に CQ1 の外観を示す。CQ1 は，本体，ユーティ
リティボックス（UTB），制御用 PC から構成される。本
体は，共焦点顕微鏡光学系，試料を搬送する XY ステー
ジと対物レンズを走査する Z ステージを含むメカトロニ
クス系の３つからなる。試料の形態として，スライドガ
ラス，カバーガラスチャンバ，ガラスボトムディッシュ，
マイクロプレートなど多種多様の培養器具に対応する。

図 6 CQ1 外観

当社 CSU，CV シリーズ (1)(2) で培った光学ノウハウをベ
ースに，CQ1 では分離光学系を中心に，投光光学系，結
像光学系，励起光学系の三系統が平行に配置されている。
これにより，CQ1 はコンパクトな設計となるよう工夫さ
れている。また，調整が必要となる部分を前面に配置し，
カメラに入る励起光の調整を XY 方向とθ方向で分離す
るなど，メンテナンス性を考慮した設計となっている。

CQ1 には試料の励起光源として，405 nm /488 nm 
/561 nm /640 nm の４色のレーザを用意し，幅広い蛍光
色素，蛍光タンパク質に対応する。装置コンセプトであ
る定量性を確保するため，レーザモニタを本体内に内蔵
し，レーザの経時変化を補正して，出力を一定に保つこ
とができる。

広視野から細胞内顆粒観察など様々な用途に対応する

ため，２倍から 40 倍までの対物レンズを最大６本搭載し，
電動で切り替える。

ライブセルで測定を行えるよう，測定部の温度を最
大 40 ℃，湿度を６時間保持，CO2 濃度５％，O2 濃度を
４％以下に安定して保つことができるステージヒータを
開発した。ステージヒータはトップ，ミドル，ボトムの
３ブロックから構成され，観察対象を包み込むように配
置されている。それぞれのブロックを個別に制御するこ
とにより，観察部の温度を均一にすることができる。ま
たステージヒータのトップ部には加湿用の水槽があり，
観察部の湿度を保持することができる。ステージヒータ
には観察部空間を密閉する機能も有し，ガス濃度環境，
湿度環境を安定して保つことができる。従来の顕微鏡シ
ステムでは，観察部の環境を保持するために密閉容器で
観察対象を囲い込む方式が多く見られた。しかし，この
方式では人間が密閉容器にサンプルを設置する必要があ
り，ロボットによる自動観察には不向きであった。ロボ
ットによる搬送を可能にしながら，密閉性を保持するた
め，トップ部を稼働式にし，ロボットがサンプルにアク
セスする場合は，自動で退避できるよう工夫した。

6. おわりに

横河電機は，これまで共焦点スキャナ CSU シリーズ，
創薬支援装置 CellVoyager シリーズを製品化してきた。
これらの製品は，世界中 2000 以上の研究機関に導入さ
れ，バイオの基礎から創薬のアプリケーションまで幅広
い研究を支え，数多くの成果を上げてきた (1)(2)。CQ1 は
当社製品の優れたハードウエアの特性を継承しながら，
バイオ研究者の視点からソフトウエアを開発し，よりユ
ーザフレンドリー性を優先してきた。新製品 CQ1 は，こ
れまでの市場に加え，再生医療，個の医療の基礎研究な
ど新分野にも貢献していきたい。
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