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共焦点スキャナボックス CellVoyager CV1000 は生きた細胞を長期間，複数の視野で，３次元で観察すること

を可能にした装置である。励起光源を含め，従来のレーザ顕微鏡システムと同等の共焦点光学系をベースにイン

キュベータ機能，XYZ 自動観察ステージ，オートフォーカス機能，および高速高感度電子増倍型 EMCCD カメラ

を組み合わせ，オールインワンのコンセプトでコンパクトに設計された新しい形の共焦点レーザ顕微鏡である。

横河電機独自の共焦点スキャナが持つ細胞への低ダメージ性を生かして，実験環境を高安定に制御し，長時間の

生細胞観察を可能にした。本装置は，マウスの着床前初期胚発生過程の長時間３次元イメージングや，多能性幹

細胞のコロニーが形成される過程の観察など様々な研究に広く利用される。

The CV1000 is a new confocal microscopy system that enables multi-point, long-term 3D 
imaging of live cells while keeping them healthy and active. Based on Yokogawa’s CSU confocal 
scanner, the all-in-one CV1000 is equipped with laser light sources, highly sensitive EMCCD 
camera, precision XYZ auto stage, auto-focus and incubator functions. This system has been 
widely used by many researchers, especially for long-term observation of the development process 
of mammalian embryos, colony formation process of iPS/ES cells, and so on.

1. はじめに

GFP (Green Fluorescent Protein) に代表される蛍光タ
ンパク質の実用化に伴って，それらを利用したイメージ
ングによるバイオ研究が大きく進歩した。中でもボケの
ない画像が得られる特徴から，共焦点法による観察が盛
んになり，多くの成果を挙げてきた (1), (2)。当社の共焦点
スキャナ CSU シリーズ (3) はまさに蛍光タンパク質の広が
りとともに普及し，生細胞観察の有用なツールとして広
く認知されてきた。

CSU が市場に受け入れられた最大の理由は高速性と細
胞に対する低い光毒性である。この光学技術をベースに，
ライフサイエンスセンターでは，当社の持つ高い環境制
御技術，精密位置決め技術を組み合わせ，生細胞観察装
置である共焦点スキャナボックス Cell Voyager CV1000
を開発した。生物の基礎研究だけでなく，新薬の開発や
再生医療などの分野にも応用でき，バイオテクノロジの
デファクトスタンダードツールを目指している。

CV1000 は生細胞観察に必要な以下の特性を全て備え
ている。

 • 細胞に対する光毒性が極めて小さいこと
 • 生きた細胞の動きに追従できる高速性
 • 正確さと高い再現性
 • 長時間使用に耐え得る堅牢さ，信頼性
 • ソフトウェアの使いやすさ

また，装置は以下の部分から構成される。
 • 励起光源：405 nm ／ 488 nm ／ 561 nm の３色レーザ

LED 明視野
 • 共焦点ユニット：φ 25 mm ／φ 50 mm のマイクロ

レンズ付きピンホールディスク
 • 対物レンズ：最大６本　4, 10, 20, 40, 60, 100 倍
 • 自動合焦：レーザ式オートフォーカス
 • 蛍光フィルタホイール：６ポジション
 • カメラ：背面照射型電子倍増 CCD
 • 温度制御ユニット：30 ℃ -40 ℃（常温），17 ℃ -30 ℃（低温）
 • CO2 濃度制御ユニット：5%
 • 湿度制御：強制加湿
 • 制御ソフトウェア

本稿は CV1000 の概要と，ハードウエア，ソフトウェ
アの特長を述べる。
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2. CV1000 の構成と概要

図 1 に CV1000 の外観を示す。本体，電源ユニット，
制御用 PC から構成される。本体は，細胞を培養する環境
制御系，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 1 CV1000 外観

CV1000 は，オールインワンのコンセプトでコンパク
トに設計されている。観察部は外部から完全に遮光され，
暗室フリーの環境で使用できる。カバーを開けずに細胞
の培地交換もでき，安定した環境で１週間にわたるよう
な長時間の実験を可能にしている。

従来の共焦点顕微鏡は，設置から使いこなすまで多大
な労力とノウハウが必須で，ユーザの技量が問われる場
合が多かった。CV1000 はターンキーシステムで，ハー
ドウェアおよびソフトウェアの操作に関する熟練度は不
要であり，幅広い研究に対応する。

2.1 ソフトウェア
画像取り込みや機器制御を行う CV1000 の制御ソフトウ

ェアの画面を図 2 に示す。ユーザが使う上でハードウエア
を意識しなくて良いように工夫されており，ワンボタン，
ワンプッシュ，デフォルトの設定ですぐ試料の画像撮影が
できる。

制御ソフトウェアは，実験の条件や撮影方法の設定，
撮像した画像の編集，ムービー作成などの機能を備えて
いる。撮像中も，プレビューマップによるサンプル選定，
ディッシュなど培養容器全体のサンプルを俯瞰，また，
多点設定，多点観察，さらに撮像したデータの確認を容
易に行える。

また，高速・高精度の XYZ ステージを搭載しているた
め，観察視野の切り替えや，試料深さ方向の選択をしな
がらの撮影を非常にスムーズに実行することができる。

図 2 CV1000 制御ソフトウェア画面

ターゲットプラットフォームとして，Windows7 64 ビ
ット，Microsoft.NET4.0 を採用した。64 ビット OS によ
り 2 GB を超えるメモリの使用を可能にし，100 万画素
16 ビット階調のカメラが出力した１枚当たり 2 MB の３
次元スタック画像でも余裕を持って扱うことができる。

テクノロジとして，C#3.0，WPF (Windows Presentation 
Foundation) ，シェーダエフェクトを利用した。C#3.0 の
LINQ (Language Integrated Query) 機能を利用してソフ
トウェアを宣言的に記述できるようになり，全般的にソフ
トウェアの複雑度を低く抑えることができた。GUI のプラ
ットフォームに WPF を利用し，GUI の表現力，柔軟性が
高まった。画像処理演算にシェーダエフェクトを使用し，
４波長の取得画像をグラフィックカードによって高速カラ
ーマージ演算して表示することが可能になった。

また，ソフトウェアアーキテクチャとして，図 3 に示
す MVVM (Model View ViewModel) アーキテクチャパタ
ーンを導入した。WPF のデータバインディング機能を利
用し，GUI とロジックの結合度を低く管理しながら高度
な GUI を持つソフトウェアを開発した。

アーキテクチャを定めることで，ソフトウェアのメン
テナンス性を確保し，設計品質を一定水準以上に高めた。

図 3 Model View ViewModel パターンの概略

2.2 共焦点顕微鏡光学系
図 4 に CV1000 の光学系を示す。試料の励起光源と

して，波長 405 nm/488 nm/561 nm の３種類のレーザ
を用意し，最も利用されている Hoechst や DAPI，GFP，
mRFP などの蛍光色素，蛍光タンパク質に対応する。３
色のレーザ光を合波してからコリメートレンズで平行光
にし，共焦点スキャナに入射する。この平行光はマイク
ロレンズアレイによって多数の点光源を作り，マイクロ
レンズと１対１に配置されるピンホールに入射される。
さらにチューブレンズと対物レンズを介して，ピンホー
ルアレイ上の点光源は試料に像を結び，細胞を励起する。

本体

電源

View ModelViewModel

プレゼンテーション ビジネスロジック, 
データ

データ
バインディング

コマンド

ユーザ
インターフェース



長時間生細胞観察を可能にする共焦点スキャナボックス

横河技報 Vol.55 No.1 (2012)

あらかじめ蛍光標識された試料内のターゲットから蛍光
が励起されると，励起光と逆の光路で対物レンズとチュ
ーブレンズを通り，共焦点スキャナに入る。ピンホール
アレイを通過することによって蛍光信号は共焦点像とな
り，その共焦点像がダイクロイックミラー（DM） に反射
され，リレーレンズを介してカメラに結像される。

観察したいターゲットにあわせて種類の異なる蛍光タ
ンパク質を融合し，その波長に対応して，励起光を選択的
にオン／オフして励起し，同時に，カメラ前の蛍光フィル
タを切り替え，時系列に波長ごとに撮影する。最後にそれ
らの単色画像を重ね合わせて，細胞の多色像を得る。

細胞の立体構造を観察する場合，Z ステージを用いて
対物レンズを光軸方向にサブ mm ～数 mm ずつ走査しな
がら，それに同期して細胞の断層像を取得する。複数の
断層像を合成して立体を構築する。

また，細胞の形態を観察する場合は，透過光源である
明視野光源を利用する。

広視野から細胞内小胞体観察までなど様々な用途に対
応するため，4 × から 100 × までの対物レンズを６本搭
載し，電動で切り替える。

図 4 CV1000 の光学系

2.3 ピンホール径可変共焦点スキャナ
共焦点法の最大のメリットは，試料の厚さ方向すなわ

ち Z 方向の分解能が落射蛍光法より高い点にある。Z 分
解能が高いほど，観察する光学断片が薄く，細胞内の微
細な構造をボケのない高精細な画像として得ることがで
きる。光学断片の厚さは，ピンホール径，対物レンズの
開口数（NA），蛍光波長などで決められ，式 (1) のように
計算される (4)。同式から分かるように，薄い光学断片を
得ようとすると，できるだけ高 NA の対物レンズを利用
することと，ピンホール径を小さくするのが適切である。

ここでは，

lem: 蛍光波長
n: 対物レンズと試料容器間の媒質の屈折率

NA: 対物レンズの開口数
PH: ピンホール直径

式 (1) に GFP の波長（520 nm）を代入し，いくつか
代表的な対物レンズの NA を使って試算した結果を図 5
に示す。対物レンズの倍率が低いほど，ピンホール径を
小さくすることによって光学断片の厚さが薄くなる。す
なわち，共焦点効果が大きい。

図 5 ピンホール径と光学断片厚さの関係

当社の共焦点スキャナ CSU は，図 5 を元に高倍率の対
物レンズに特化し，従来ピンホール径を 50 mm にして設
計してきた。スキャナの構造上の制約などから，ピンホー
ル径を変えることが困難であった。このため，形態観察の
ような低倍率の対物レンズを使用した場合，共焦点効果
が薄く，アプリケーションは高倍率の対物レンズを用いた
研究が主流であった。この制限を解くため，CV1000 では，
ピンホール径が 50 mm と 25 mm の２種類のディスクを搭
載し，可変に対する強い市場要望に応えた。１台の装置で
低倍率から高倍率までの対物レンズに対応して共焦点性
を実現し，CSU の従来の弱点を改善した。

図 6 に倍率 10x，NA0.4 の対物レンズの場合のピン
ホール径別の点像関数の実測例を示す。50 mm に比べ，
25 mm 径の点像が 15% 程度狭くなっていて，ピンホー
ル径を小さくした効果が伺える。また，ピンホール径が
小さい場合，焦点面以外からの光のクロストークをより
減少させることになり，共焦点画像の SN 比が向上する
効果もある。

図 6 CV1000 の PSF (Point Spread Function)
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図 7 に実際の細胞サンプルの画像を示す。φ25 mm ピ
ンホールによる Z 断面画像がよりシャープになっている
ことが分かる。

図 7 細胞サンプルの画像の例（10x ／ NA0.4）

2.4 高精度環境制御
発生過程の研究のように，受精卵，初期胚などのサン

プルをインキュベーションしながら十数日にわたって観
察が行われる。サンプルが周囲環境に対して敏感であり，
実験が成功するかどうかは環境制御に依存するところが
大きい。

CV1000 では，測定部の温度を 30 ℃～ 40 ℃，湿度を
90% 以上，CO2 濃度を 5% に安定して保つことができる
ように高安定の環境チャンバを開発した。例えば，シン
グルディッシュ用チャンバの場合で，前記温度範囲にお
いて，安定性を± 0.1 ℃に保つことができる。この性能
を確保するために，様々な工夫をしている。具体的には，
装置外部の温度変動の影響を軽減するため，ハウジング
全体を厚い断熱材で囲み，内部をある程度の恒温室にし
た。さらに，観察部であるチャンバ内の温度ばらつきを
抑えるため，その上部から底面までをいくつかのゾーン
に分け，それぞれにヒータと温度センサを埋め込み，独
立に制御をかけている。また，搭載する対物レンズにつ
いても個別に温度制御し，レンズを交換した時に生じる
僅かな温度変化も無くした。

図 8 は温度制御例を示す。過渡期の後，チャンバ部の
温度変化を± 0.1 ℃以内に制御し，観察部での高い温度
安定性を実現している様子が分かる。

図 9 はチャンバ部 CO2 ガス濃度の制御例を示す。細
胞培養の際，培地の pH 値を一定に保つため，雰囲気の
CO2 濃度を 5% に制御するのが一般的である。CO2 濃度
の制御は，100% の CO2 ガスと大気を混合して，近赤外

式ガスセンサを用いて行われる。CO2 濃度はおおよそ制
御開始から５分前後で安定する。

図 8 温度制御の例

図 9 CO2 濃度制御の例

3. おわりに

微小な細胞内活動を可視化するバイオイメージング技
術は生命現象の解明に大きく貢献してきた。今後もさら
にライブセルでのタンパク質の挙動を高速で，より精細
に，より長時間にわたって観察するニーズが確実に増加
する。当社はそれに応えるべく，研究の現場にマッチし
た装置を提供していく。

参考文献
(1) K. Matsuura-Tokita, M. Takeuchi, et al., “Live imaging of yeast 

Golgi cisternal maturation, “Nature, Vol. 441, No. 7096, 2006, 
pp. 1007-1010

(2) K. Yamagata, R. Suetsugu, et al., “Long-term, six-dimensional 
live-cell imaging for the mouse preimplantation embryo that 
does not affect full-term development,” J Reprod Dev, Vol. 55, 
No. 3, 2009, pp. 343-350

(3) 蛭川英男，中山博史，他，“ 機能向上を実現した共焦点スキャナ
CSU-X1 を支える新技術 ”，横河技報，Vol. 52，No. 1，2008，
p. 13-18

(4) S. Wilhelm, B. Gröbler, M. Gluch, H. Heinz, “Confocal Laser 
Scanning Microscopy : Optical Image Formation and Electronic 
Signal Processing,” Carl Zeiss Jena GmbH, 45-0029 e/09.03, pp. 15

* CSU は横河電機株式会社の登録商標です。
* Cell Voyager は横河電機株式会社の登録商標です。
* CV1000 は横河電機株式会社の登録商標です。

(b)  φ50 μmピンホールによる矢視部 Z断面

(a) マウス空腸サンプル XY平面像

(c)  φ25 μmピンホールによる矢視部 Z断面
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