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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
New Technologies for CSU-X1 Confocal Scanner Unit

共焦点スキャナユニットの新製品CSU-X1で新たに採用した技術について紹介する。ライブセルイメージング

で好評を得ているマイクロレンズ付ニポウディスク方式の高速画像形成と低退色性の特長を強化し，世界最速の

0.5 ms/frameを実現した。また，新たに高速フィルタホイール，ブライトフィールド光路，セカンドカメラポー

トなどの周辺機器を用意し，多波長測定等のニーズに応じられる多様なシステムの構成を可能とした。
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This paper describes new technologies we have innovated for the CSU-X1 series Yokogawa confocal

scanner unit. They are enhanced features such as high-speed image acquisition and low phototoxicity

and photobleaching based on the microlens-enhanced Nipkow disk method popular for live cell imaging,

thus achieving the world's highest scanning speed of 0.5 ms/frame, better light efficiency, and higher

resolution. In addition, we have provided various peripheral devices such as high-speed filter wheel, by-

pass optics, and second camera port, realizing various system configurations to meet the needs for

multiwavelength measurement.

1. は じ め に

共焦点顕微鏡は，1957年に今や人工知能の研究で有名

なMITのMarvin Minsky 教授によって発明された（1）。

Minskyの特許では，点光源とピンホールを対物レンズの

焦点と共役な点に配置することで，焦点付近で生じる散

乱光がピンホール後の検出器に入ることを阻止し，鮮明

な顕微鏡画像を得られることが示唆され，このアイディ

アはレーザの発明をもって実用化された。共焦点顕微鏡

は優れた解像度に加えて，浅い焦点深度を活かして複数

枚の異なる焦点位置の画像から3次元像を構築することが

でき，生命科学分野や半導体分野で広く用いられている。

共焦点顕微鏡では原理上，励起光スポットのスキャン

が必要であり，またその方法が性能を大きく左右する。当

社では，1996年にマイクロレンズ付きニポウディスクを

用いたマルチビーム方式の共焦点スキャナCSU10を発表

した。従来のガルバノスキャナを用いたシングルビーム

方式では，1000×1000ピクセルの画像形成に1秒程度の

時間がかかるのに対して，本方式ではミリ秒オーダで形

成でき，共焦点顕微鏡による生命現象の実時間での動態

観察を可能とした。また，マルチビームの個々の励起光パ

ワーがマイクロワットオーダと弱いために蛍光退色が少

なく，長時間の観察にも有効である（2）。今回，高速画像形

成や低退色性の特長を強化し，また多波長測定等のニー

ズに応じられる多様なシステムの構成を可能としたCSU-

X1を開発した。外観を，図1に示す。

2. CSU-X1の特長

（1）世界最高速の走査性能

画像形成速度を従来機の2倍の0.5 ms/frameに上げ，

世界最高速を達成した。血流やマイクロPIV（Particle

Image Velocimetry）分野において，より高速な現象

を解析できる。
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図1　CSU-X1の外観
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（2）レーザ光利用効率の倍増

新開発のレンズを用いて，レーザ光の利用効率を従

来機の2倍にした。同じパワーのレーザ光源を使用し

ても露光時間を短縮でき，測定の時間分解能を上げ

ることができる。

（3）豊富なオプション

カメラポートの交換部やカメラ出力部をモジュール

化して，ユーザーニーズに応じた各種の構成を採る

ことができる。微分干渉画像や水銀ランプによる落

射蛍光像などの撮影には，ブライトフィールド光路

によって明るい画像が得られる。また，タイムラグが

許されない高速の2波長測定の要求に対しては，2台

のカメラを用いる構成を提供した。フィルタ類の交

換もアプリケーションに応じて容易に行うことがで

きる。主要な仕様を，表1に示す。

3. スキャナの原理と方式

3.1 共焦点顕微鏡の原理

通常の落射蛍光顕微鏡におけるケーラ照明では，平行

光の状態で試料の視野内全体を照明しているために，焦

点付近の空間内で蛍光が同時に発生し，更にその付近で2

次的に散乱光が発生する。これらの光が対物レンズで集

光されて検出器上に像を結ぶと，本来の像の上に焦点付

近からの蛍光や散乱光も重なり，解像度を落すことにな

る。

一方，共焦点顕微鏡では，点光源またはレーザ光を用い

ることによって，対物レンズの焦点面で一点のみが照明

される。このことにより，ノイズの原因となる蛍光の発生

を減らすことができる。更に光検出器前面の対物レンズ

焦点位置（共役点）に置かれたピンホールによって，試料

内部の焦点付近で生じた蛍光や散乱光をブロックするこ

とにより，高い解像度を得ることができる。この効果は，

深さ方向に顕著である。

図2に，水銀ランプを用いた落射蛍光顕微鏡と，本章で

述べるレーザ光源を用いた共焦点顕微鏡とで撮影した植

物の胞子の蛍光画像を示す。図2（左）の落射蛍光顕微鏡画

像では，異なる深さに存在する胞子の像が写り込んでい

るが，図2（右）の共焦点顕微鏡画像では除去されているこ

とが分かる。また球状の胞子に対しても，ある断面のみが

表示されていることが分かる。

3.2 レーザ光のスキャン方式

このような共焦点顕微鏡の構成を用いることで，焦点

以外で生じた蛍光や散乱光を除くことができるが，一点

のみの照明で得られるのは，対物レンズの焦点位置にお

ける0次元の信号である。画像としての2次元情報を得る

ためには，試料面内で焦点を移動させ，位置と得られた信

号強度から画像を構築する必要がある。

焦点位置を2次元でスキャンする手法としては，多く

の場合，ガルバノスキャナ（ミラーをサーボモータの軸に

取り付け，角度を変化させる装置）を2軸使用し，対物レ

ンズに対するレーザ光の入射角を変化させ，集光点の位

置を試料上で 2次元で移動する方法が用いられている。

スキャン時間はガルバノスキャナの機械的な応答周波数，

（数kHz）に律則され，1000×1000ピクセルの解像度を得

ようとすると，1秒程度必要となる。

別の手法としては，ピンホールを螺旋状に配置した円

盤を回転させて，対物レンズに対する点光源の位置を

スキャンする方法がある。この円盤は，1884 年にPaul

Nipkowによって画像転送装置として発明されたことか

ら，ニポウディスクと呼ばれている（3）。

図3に示すように，ニポウディスクの一部をレーザ光で

表1　CSU-X1主仕様

図2　落射蛍光顕微鏡（左）と共焦点顕微鏡（右）

によるつくしの胞子の蛍光画像

図3　ニポウディスク

マイクロレンズアレイ付き 
ニポウディスク回転走査方式 
360 frame/s 
（300-2000 frame/s オプション） 
405-647 nm 
10×7 mm 
シングルモード偏波面保存ファイバ 
FCコネクタ接続 
Cマウント，ブライトフィールド 
オプションでは専用アダプタ使用 
Cマウント 
RS232C

共焦点走査方式 
 
スキャン速度 
 
励起波長範囲 
画角サイズ 
レーザ光導入 
方式 
顕微鏡側接続 
 
カメラ接続 
通信方式 

 

レーザ光 

ニポウディスク 

対物レンズ 

試料 



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

15 横河技報　Vol.52 No.1 (2008) 15

照射すると，ディスクの回転に応じてピンホールが照射

面を横切り，レーザ光の透過する点，すなわち点光源が円

周方向に移動する。各ピンホールは半径の異なる位置に

配置してあるので，ディスクの回転に応じて点光源は

ディスク上を円周方向と半径方向に移動する。ここで対

物レンズの焦点面をニポウディスクに合わせると，この

点光源の2次元の移動は，対物レンズの倍率で縮小され，

試料側での焦点面におけるレーザ光スポットのスキャン

となる。この方式では，回転数を上げることと，複数条の

ピンホール螺旋を設けることで，スキャン時間を速くす

ることができる（4）。

一方，この方式で問題となるのは，レーザ光の利用効率

である。レーザ光をニポウディスクに照射した際に，ピン

ホールの面積比から通過できるレーザ光は，開口比上，数

%しかなく，十分な励起ができなかった。また，通過しな

いレーザ光の一部は反射されて，図4（左）に示すように光

学系内で迷光となり，微弱な蛍光信号に対してバックグ

ラウンドレベルを上げるという問題があった。

この問題に対して，当社では，図4（右）に示すように，ニ

ポウディスク上の全ピンホールと対でマイクロレンズを配

置し，レーザ光をピンホールに集光して通過させること

で，利用効率を10倍以上改善した。またその結果，ピン

ホール面での反射による迷光も減ることとなり，細胞から

得られる微弱な蛍光観察に適応することに成功した（5）。

4. 光学系の構成

図5に，CSU-X1を用いた共焦点顕微鏡の光学系の構成

を示す。光ファイバで導入されたレーザ光はコリメート

され，マイクロレンズアレイに入射する。マイクロレンズ

アレイとピンホールアレイの間には固定されたダイクロ

イックミラーがあり，試料から発した蛍光の分離を行う。

レーザ光はダイクロイックミラーを透過してピンホール

上に集光され，共焦点光学系の点光源となる。両アレイの

回転による点光源位置の移動は，顕微鏡によって試料上

に縮小投影されスキャンが行われる。

このレーザ光によって試料から発した蛍光は，対物レ

ンズによってピンホール面に結像され，共焦点効果で散

乱光が除去される。ここが最初の蛍光像となるが，この像

をダイクロイックミラーとリレー光学系を介して，CCD

カメラ上に再度結像させる。前述したマイクロレンズに

よる効果で除去しきれなかった反射による迷光は，CCD

カメラでは区別できないので，光路中のバリアフィルタ

で除去する。ニポウディスク方式ではCCDカメラで直接

画像が得られ，ガルバノスキャン方式のようにコン

ピュータ上で画像を構成する必要がないため，装置を単

純化することができる。

以下に，各部の詳細を示す。

4.1 励起光学系

レーザ光は，シングルモードの光ファイバによってス

図4　マイクロレンズによる光学特性の改善
ピンホールからの反射光（左）とマイクロレンズによる

透過効率の改善（右）

図5　光学系の構成
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図 6　レーザ光の強度分布
従来方式（左）とビーム整形レンズによる改善
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キャナに導入される。ファイバのコア径は3 µm程度であ
り，出射光強度はガウス分布となる。ニポウディスク方式

では，励起光の強度分布が蛍光画像の輝度分布に反映され

る。均等な分布に近づけるためには，図6（左）に示すよう

に，ビームを広げてから中央付近のほぼ均一な領域のみを

使用する必要があり，レーザ光の利用効率上で無駄があっ

た。CSU-X1ではレーザ光のパワーを有効に使用するため

に，図6（右）に示すビーム整形レンズを，ファイバ端とコ

リメートレンズの間に設けた。ファイバ出射後，図7に示

すように，ガウス分布状に広がるレーザ光を一旦絞込み，

外周部の光束を中央に偏向させてからコリメートすること

で，レーザ光の利用効率を2倍に向上させている。図6に

示すように，同じ試料に対して，従来方式に比べて明るい

蛍光画像の得られることが分かる。ビーム整形レンズは，

球面レンズで実現している。

4.2 ニポウディスクとマイクロレンズ

マイクロレンズの載ったアレイ（ディスク）とピンホー

ルを設けたアレイ（ディスク）とは，全マイクロレンズの

焦点位置が対応するピンホールと一致するように調整し

て一体化し，モータで回転させる。

各ピンホールの直径は50 µmで60倍～100倍の対物レ
ンズに最適化している。ピンホールは内外周での照度ム

ラやスキャンの漏れを防ぐために等ピッチ螺旋配列とし，

ディスクの30°の回転で1画面が形成できるようにパター
ンを設けてある。マルチピンホール方式では，隣接するピ

ンホールから僅かにクロストークの影響を受ける。本機

では，画像形成速度と解像度との兼ね合いから，ピンホー

ル径に対して5倍の間隔を設けてクロストークを防いでい

る。ピンホール数は，ディスク全面では約20000個，画角

内では約1000個である（5）。

ニポウディスク方式では，露光時間が数msから数十ms

と短い場合には回転数の調整が重要になる。ディスクの

30°の回転で1画面が形成できるようにピンホールのパ
ターンが形成されているので，カメラの露光時間が1画面

分の画像形成される時間の整数倍であれば画角内で均一

なスキャンが行われるが，端数に相当する時間があると，

その時間分だけ余計にスキャンが行われ，図8（左）に示す

ような縞が発生する。単位画像形成時間の整数倍となる

ように回転数を調整することによって，図8（右）のように

縞を消すことができる。

4.3 モータ部

マイクロレンズアレイとピンホールアレイを回転させ

るモータにはDCブラシレスモータを使用し，逆起電圧検

出による回転速度センサレス方式でドライブしている。

前述の露光時間が画像形成時間の整数倍となるような，

回転数の微調整ができるようになっている。また，CSU-

X1では，10000 rpmへの高速回転化において，モータの

振動が画像に与える影響を除くために，ディスクを含め

た回転部分の動バランス調整を行っている。

4.4 ダイクロイックミラー，バリアフィルタ

CSU-X1ではマイクロレンズを通してピンホールにレー

ザ光を導入しているので，中間に入るダイクロイックミ

ラーに対してレーザ光は透過する。一方，蛍光はダイクロ

イックミラーで反射されるので，通常の落射蛍光顕微鏡

で使用されるダイクロイックミラーとは逆の，短波長で

は透過，長波長では反射という特性が必要となる。

また，マイクロレンズで除去し切れなかった迷光等は，

カメラに到達するとバックグラウンドを上げてしまうの

で，ダイクロイックミラーとカメラの間にレーザ光を

カットするバリアフィルタを挿入する。

これらのミラーやフィルタは，蛍光の収率を良くする

ために，励起波長以降での急峻な立ち上がりが求められ

る。そのために，100層オーダの多層膜構造となるので，

内部応力による反りが生じ易くなる。近年，光波長多重通

信用フィルタで開発された技術がバイオ・分光関連にも

導入され，分光特性シミュレーションと連携し，蒸着中の

膜厚をオンラインで精密にモニタできるスパッタリング

技術により，シャープで設計通りの分光特性が得られる

ようになった。一例を，図9に示す。

CSU-X1のハイエンドモデルでは，内蔵の移動機構に

よって3枚までのダイクロイックミラーをコンピュータ制

御で切り替えることができ，異なる実験における自動的

図8　回転数調整による縞の解消
端数が存在する状態（左），整数倍の状態（右）

図7　ビーム内強度分布の補正

有効範囲 

均一分布ビーム 

ガウス分布ビーム 
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な設定を可能にしている。また，ダイクロイックミラーは

ブロックに収められており，ユーザーによる交換が可能

である。

4.5 フィルタホイール

多波長での蛍光測定において，時系列で励起波長と取

得する蛍光波長帯を換えて1台のカメラで画像を撮り込む

ために，高速のフィルタホイールを用意した。駆動には脱

調のないステッピングモータと軽量のプーリ，およびタ

イミングベルトを使用して隣接ポジッションまでの移動

時間で33 msという高速性を実現した。フィルタは，汎

用性のある直径25 mmのタイプが6枚まで装着できる。

4.6 ブライトフィールド光路オプション

共焦点観察以外で顕微鏡の持っている機能を有効に使

うために，ピンホールディスクを経ないでカメラに画像

を伝送する光路を用意した。蛍光像だけでは細胞全体の

構造が判らないため，明視野（ブライトフィールド）照明

を用いた微分干渉法によって細胞全体の画像を取り込み，

蛍光像と重ね合わせることが多い。また，励起波長の関係

で，レーザではなく水銀ランプによる蛍光観察が必要と

なる場合がある。顕微鏡のハロゲンランプや水銀ランプ

の照明を用いて得られる画像をCSU-X1のピンホールを

通してカメラで撮影すると，ピンホールの開口比のため，

通過できる光量は数%になり，暗い画像となってしまう。

CSU-X1では，オプションで図10の実線で示すように，ミ

ラーによる光路の切り替えとリレーレンズによって，ピ

ンホールを迂回してカメラに画像を伝達する光路（ブライ

トフィールド光路）を用意した。数%だった透過率は，80%

程度まで改善される。

図11に，ピンホールを通して得られた蛍光画像，ブラ

イトフィールド光路を通して得られた蛍光画像，CSU-X1

を通さずに直接CCDカメラを顕微鏡の三眼鏡筒に付けて

撮影した蛍光画像を示す。ピンホールを通した画像は約1

桁暗いため，カメラの広いダイナミックレンジを生かし

て，オートスケール機能により，明るい表示にしている。

ブライトフィールド光路を通すことで，光量のロスの少

ない画像が得られる。

4.7 セカンドカメラポートオプション

多波長での観察では，多くの場合，フィルタホイールを

用いた時分割方式が用いられているが，観察対象によっ

ては撮影の同時性が求められ，フィルタホイールの移動

時間が無視できない場合が増えてきている。従来でも，カ

メラの前にダイクロイックミラーを用いた特殊な光学系

を設置し，蛍光像を波長帯によって空間的に分割する方

式はあったが，画角サイズや露光時間設定の自由度に制

約があった。

CSU-X1では，内部にダイクロイックミラーを設置でき

る機構を設け，個別のカメラに取り込むポートを用意し

た。図 12に示すように，GFP（Green Fluorescence

Protein）とRFP （Red Fluorescence Protein）など2種類

の蛍光の分離を行うことができる。この方式によって，光

学的なロスを最小にできる。また，各蛍光波長間での強度

の差をカメラの感度設定で調整でき，撮影の同時性を確

図9　フィルタの分光特性

図11　ブライトフィールド光路による画像

図10　ブライトフィールド光路
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保できる。2波長での3次元測定においてもフィルタホ

イールの移動時間が省けるので，高速化が図れる。分光と

は別に高感度カメラと高精細カメラを付けて，アプリ

ケーションで使い分けることもできる。

5. システム構成

図13に，CSU-X1を用いた共焦点顕微鏡システムの構

成例を示す。

5.1 レーザ

多く使われる波長は，405，445，473，488，491，514，

532，560，568，635，647 nmなどである。最近は，10-100

mWの半導体レーザが入手し易くなり，操作性が上がっ

ている。多波長測定においては，上記のレーザを複数本組

み合わせ，コンピュータからフィルタやシャッタを制御

することで，レーザ波長を選択してファイバに導入する

ビームコンバイナを使用する。

5.2 顕微鏡

CSU-X1は，カメラ用のCマウントアダプタを介して正

立顕微鏡，倒立顕微鏡，実体顕微鏡に取り付けて使用する

ことができる。明るい画像を得るためには，開口数の大き

い対物レンズを使用することが望ましい。

5.3 対物レンズアクチュエータ

3次元測定において対物レンズを精密に移動させる手段

としては，分解能や速度の点でピエゾアクチュエータが

多く用いられている。100 µmの範囲を，10-20 nmの分解
能で駆動できる。

5.4 カメラ

細胞から得られる蛍光は非常に弱いので，カメラには

高感度な冷却CCD，EMCCD，イメージインテンシファ

イア付きCCDなどが用いられる（6）。感度を優先するため

に，ほとんどはモノクロのカメラである。また，ノイズを

低減するために，ペルチェ素子によって－20～－100℃の

冷却をされているものが多い。本章で述べた高速の現象

を記録する場合には，カメラ本体のメモリに一時記録し，

撮影終了後にコンピュータへ転送する方式のイメージイ

ンテンシファイア付高速度カメラを用いる。

6. お わ り に

共焦点スキャナユニットの新製品CSU-X1で，新たに採

用した技術について述べた。画像形成速度やレーザ光の

利用効率のアップにより，2次元・3次元の測定で高速化

を可能とした。また，ブライトフィールドオプションやセ

カンドカメラオプションによって，本スキャナの応用範

囲を広げた。今後は，システムとしての機器の充実に力を

注ぐ予定である。

本製品は，独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合

開発機構（NEDO）の健康安心プログラム「細胞内ネット

ワークのダイナミズム解析技術開発プログラム」の研究

成果を基にして開発された。
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