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ゲノム創薬のための培養細胞を用いたテストシステムの要素技術
Elemental Technologies for Genome-based Drug Discovery Test System Using Cultured Live Cells

ヒトゲノムが解読されて以来，「ゲノム創薬」に大きな期待が集まっている。しかし，現在は臨床試験の通過

確率が低いことが大きな課題となっている。横河電機では，ゲノム創薬プロセスの開発期間短縮や開発コスト低

減へのソリューションを提供するための創薬支援テストシステムの研究試作を行っている。このシステムは，生

物の基本構成要素である細胞に薬の候補となる化合物を投与して，細胞内におけるターゲット分子の増減，局在

の変化などをカメラで撮像し，得られた画像を処理して数値化する。この手法によって，化合物の薬効及び副作

用を確認して薬の候補を見出す。本稿では，テストシステムを構成する代表的な要素技術について報告する。
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Since the decoding of the human genome, "Genome-based Drug Discovery" based on molecular-level

analysis of deceased people has been gathering considerable expectation. However, the currently low

chance of proceeding to clinical trials poses as the topmost task in the development of new drugs. Given

this circumstance, we have started to develop a prototype of a drug discovery test system to offer solutions

for reducing development time and costs for the genome-based drug discovery process. This system

administers chemical compounds that serve as potential candidate drugs into live cells, which are the

most basic components of all living organisms, records the changes in the amount and/or localization of

target molecules inside cells with our highly sensitive CCD camera, and processes and quantifies the

captured high-resolution image data. This screening method enables the drug efficacy and adverse

drug reaction of the candidate chemicals to be verified and the candidate drugs to be confirmed in live

cells. This paper describes on a typical elemental technology that composes the Test System.

1. は じ め に

近年のゲノミクス・プロテオミクスを始めとした分子

生物学の進歩，あるいはシステムバイオロジーやケミカ

ルバイオロジーといった生命科学の新しい学問分野の発

達により，疾病を引き起こす様々な因子・要因が次々と解

明されてきている。特にヒトゲノムが解読されて以来，疾

患のメカニズムを分子レベルで解明して創薬を行う「ゲ

ノム創薬」に大きな期待が集まっている。そして，これま

で治療が困難であった疾患に対しても，効果的な新薬開

発の期待が高まっている。しかし，現在は臨床試験の通過

確率が低いことが大きな課題となっている。これに対す

るブレークスルーとして，細胞レベルでのテストの重要

性が叫ばれ始めた。
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図1　試作機の外観
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このような背景にあって，当社では自社の保有してい

る共焦点顕微鏡を始めとする光学設計技術，メカトロニ

クス，環境制御技術，高度画像処理技術などを活かし，ゲ

ノム創薬プロセスの開発期間短縮や，開発コスト低減へ

のソリューションを提供するための創薬支援テストシス

テムの研究試作を行った（図1）。本稿では，テストシステ

ムを構成する代表的な要素技術について報告する。

2. テストシステムの特長

（1）試作したシステムは，センシング部分に当社がバイ

オ研究用に販売しているマイクロレンズ付きニポウ

ディスク式共焦点スキャナ（製品名：CSU）を採用し

ている。スキャナの原理を，図2に示す。その詳細動

作は，本特集号の別稿参照（1）。

本センシング方式は，以下の特長を有している。

  ①共焦点方式であり，細胞画像の切断面が計測できる。

細胞内の顆粒などの計測精度が高い。

  ② z方向スキャンを行い，3次元観察が可能で，神経突

起の構造も把握できる。

  ③当社のセンサは，退色レベルが他社方式の1/15と低

く，長時間連続計測が可能（2）。

  ④当社のセンサは，撮像速度は他社方式より1000倍速

く，高速なCaの動きなどを捕えることが可能。

（2）超高感度の電子増倍型CCDカメラを利用し，高S/N

比の画像を取得できる。

（3）高機能分光システムを採用し，同時多色画像を取得

できる。

（4）搬送系は，24時間稼動が必要なFA用途で設計して

おり，装置全体として，高速，高精度，高信頼性を実

現し，創薬のハイスループット用途から研究レベル

まで応用範囲が広い。

3. 試作したテストシステムの要素技術

試作したテストシステムは，多くの要素技術から構成

されている。その内，3点を報告する。

3.1 オートフォーカスユニット

オートフォーカスユニットは，ウェルプレートの底面ガ

ラスと空気の屈折率差による光の反射を利用してガラス底

面を検出し，それを基準に観察する試料の断面を一定にす

るものである。その原理を，図3に示す。焦点検出のため

の検焦光として，試料へのダメージを抑えることと試料か

らの蛍光信号と区別するため，波長の長い780 nmの赤外

光を用いる。オートフォーカス機構では，レーザダイオー

ドから発する赤外光を平行光にコリメートし，対物レンズ

に入射する。この光が対物レンズを出射した後，空気とマ

イクロウェルプレートの底面ガラスの境界で4%程度反射

され，再び対物レンズに入って，入射光と逆のパスを通る

図2　CSUの原理

図3　オートフォーカスの原理

光源 

検出器 

ビーム 
スプリッター 

マイクロレンズアレイ・ディスク 

ピンホール・ディスク 

対物レンズ 

焦点面 
（標本） 

Ｚ 
培養液 

細胞 

Ｚ 

ガラス 

空気 

フォーカスエラー信号 

対物レンズ 

オートフォーカス 
ユニット 

ダイクロイック 
ミラー 

顕微鏡へ 

マイクロウェルプレート 



ゲノム創薬のための培養細胞を用いたテストシステムの要素技術

25 横河技報　Vol.52 No.1 (2008) 25

戻り光となる。戻り光の一部はビームスプリッタで反射さ

れ，フォーカスエラー信号として特殊なフォトセンサで検

出される。

本ユニットの特徴は，検焦ビームの戻り光の収差の変

化によって焦点位置を検出する。具体的には，対物レンズ

の焦点面が，空気とガラスとの境界の上と下とでは収差

の形状が直交し，境界面では対称形となる。このような収

差の形状をセンサで測定した際，対物レンズの焦点面を

境界に向かって移動すると，センサの出力（フォーカスエ

ラー信号）がある値から徐々に小さくなり，対物レンズの

焦点が境界面に合った時，出力が0となる。さらに，対物

レンズの焦点を境界面から遠ざけると，センサの出力が0

から徐々反対方向に増大する。図3に，対物レンズの焦点

面位置と，その時のフォーカスエラー信号の関係を示す。

テストシステムで試料を実測する際，ウェル毎に先ず

前記方法でガラスの底面を検出し，それを基準に細胞ま

で一定のオフセットを足した面を観察面とし，撮像を行

う。

当社のオートフォーカスユニットは，共焦点の光軸方

向分解能よりも小さい0.3 µmという高い検焦精度を持ち，
ミスの無い画像取得を可能にした。

3.2 搬送系

試作したテストシステムには，ウェルプレートを搬送

するハンドリング系と，対物レンズや光路を切り替える

駆動系に合わせて20個以上のモータを使用している。一

方，創薬スクリーニング過程において，1回の実験で最大

数百枚のウェルプレートを処理する。従って，システムは

高速動作と共に，高い耐久性も要求される。当社装置で

は，半導体製造装置で培われたノウハウを活かし，連続運

転に耐えられる信頼性を実現している。

癌研究などの分野では，同じ試料を数日間に亘ってタ

イムラプスで観察し，細胞をトラッキングして変化を解

析する。この際，ウェルプレートを測定した後にインキュ

ベータに戻し，一定時間後に再度取り出して測定する。

このようなシーケンスを何度も繰返し実行する。従っ

て，同じ細胞を確実に認識するためには，搬送系に対し

て，高い位置再現性が要求される。

細胞のトラッキングを行う場合，画像を取り込んだ際

の位置のばらつきは，認識対象自身の大きさと同程度で

あれば，画像処理で対象を容易に追跡できる。このような

考えから，本装置の搬送精度を，創薬でよく用いられる

He-La細胞の核の大きさと同程度の10 µmとして設計を
行った。

図4は，本装置のXYステージの位置再現性を示す実験

結果の例である。ここでは，96穴ウェルプレートの4隅

（穴番地A1，H1，H8，A8）と中心（穴番地D4）の計5箇所

について，A1→H1→D4→H8→A8の順で繰り返しス

テージを移動し，各穴の位置を画像処理で求めた。同図は

繰り返した実験結果で，ステージの位置再現性が，設計通

りの±10 µm以内であることが分かった。

3.3 飛滴分注ディスペンサ

化合物を希釈したり，細胞に対する薬剤の効果を調べ

る際に，分注技術は重要である。テストシステムにおいて

も，生きている細胞の観察を行う場合，細胞に試薬を滴下

して，その後の細胞内で起きる反応を測定するアプリ

ケーションがある。今回，滴下する溶液の物性に影響を受

けずに微量まで精度良く分注することができる高速の

ディスペンサを開発した。

従来技術として，シリンジ内部の溶液をピストンを押

すことにより分注する方式があるが，針先端から溶液を

低速で押し出すため，少量の溶液を分注しようとした場

合，針先端に溶液が残ってしまう。このため，正確な分注

ができないばかりか，微量である場合は，全く分注できな

い。また，微量分注用として，チューブ内の加圧した溶液

を分注針の根元に付いた高速電磁弁の開閉により噴出さ

せる方式があるが，この分注方式は加圧ポンプによる加

圧量と内部電磁弁の開閉時間により溶液分注量を決めて

いるため，溶液の粘度が変化することにより，溶液が本体

と内部磁石の間の隙間及び細管を通過するのに要する時

間が変わり，分注量も変化する。つまり，分注量が溶液の

性状に影響を受けることになり，溶液の種類，濃度を変え

た時はもちろんのこと，溶液温度，周囲環境温度が変化し

た時にも，分注量が変化してしまう。

今回採用した技術は，先ずシリンジのピストンを押し

出すことで分注ヘッド部分に所望容量の溶液をセットし

て，正確な分注容量を決めた上で，それをエア噴出して分

図4　XYステージの位置再現性

（A1，H1，D4，H8，A8はウェルの番地を示す）
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注する方式を採用した。これにより，溶液の種類が変わっ

て物性が変化しても，一定の容量を分注することができ

ることと，溶液を噴出させるために，非接触で微量の分注

が可能となる。

図5に，原理図を描く。シリンジピストンに取り付けら

れたモータに，所望の容量を押し出すように信号を送る。

ピストンの移動により，シリンジ内の溶液が，一旦，分注

ヘッド内部に送られる。その直後に電磁弁を開き，コンプ

レッサーにより加圧された空気を分注ヘッドに送り，溶

液を針先から飛滴させる。

シリンジ内の溶液は上記方法で順次分注されるが，シ

リンジ内の溶液がなくなると，三方弁を切り替えること

で溶液ビンからシリンジ内に溶液を補充し，連続的に分

注が可能である。

100 µr容量のシリンジと内径0.3 mmの分注針を用いて

実験を行い，分注量0.5～70 µrの範囲で，分注量の20回
のばらつきがCV値で±5%以内に入ることを確認した。

図6に，その結果を示す。また，純水にエチレングリコー

ルを混ぜることで，溶液の粘度を1.0～3.8 mPa・sまで変

化させて，分注量の差が1%以内で，それぞれのCV値（標

準偏差／平均値）も±5%以内に入ることを確認した。

4. お わ り に

培養細胞を用いた創薬用のテストシステムを試作し，

その要素技術の幾つかを報告した。得られた画像は，本

特集号の他稿で紹介する画像処理，数理処理を行い，創

薬プロセスでの強力な武器として，お客様へのソリュー

ションを提供すべく，今後も研鑽してゆく所存である。
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図5　ディスペンサの概要

図6　分注量ばらつきの測定結果

電磁弁 

分注ヘッド 

分注針 

ピストン 

シリンジ 

エア 

溶液ビンへ 

三方弁 

0

分注量［µr］ 

C
V
値
［
％
］
 

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
10 20 30 40 50 60 70 80


