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共焦点レーザ顕微鏡スキャナとCCDカメラ

Confocal Laser Microscope Scanner and CCD Camera

ニポウディスク方式共焦点スキャナCSU10の性能を最大化するためのスキャナ技術要素と，CCDカメラ特性

について報告する。ビデオレートでの共焦点画像形成ができるスキャナの基本構造，システム構成及びスキャ

ナと共に用るカメラの空間分解能感度，ノイズについてまとめた。更に，本器を使用した観測例を紹介する。

共焦点画像の取得には目的に合ったカメラを選定することが重要である。
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We report the elemental technology of scanner and CCD camera characteristics for optimizing the

Nipkow disk type confocal scanner unit CSU10. The inside structure of the scanner is shown to under-

stand the theory of operation for video rate confocal. Regarding to sensitivity, spatial resolution, noise

level and video rate applications of the CCD camera are also reported. For acquiring the confocal

images, CCD camera suitable for its application should be selected.

図１　CSU10内部構成

1. は  じ  め  に

1884年に，Paul Nipkowが発明したニポウディスク方

式の共焦点走査顕微鏡は高速なスキャンができる特長を

持っているが，ピンホールの光透過効率が低いことが大

きな欠点であった。古典的な光学一般手法として，光束

を効率的に微小開口を通過させるには，レンズで集光さ

せる方法が知られているが，これをニポウディスクの全

ピンホールに施すためレンズアレイディスクを用い，生

物・バイオ研究分野用に製品化したものが共焦点レーザ

顕微鏡スキャナユニットCSU10である。

CSU10は1996年の発売後，既に200台近くが出荷されて

おり，その多くがバイオ・医療研究現場で稼動してい

る。本装置は肉眼での直接観察ができるが，画像を電子

化データとして利用するためには原理上，画像撮影用の

カメラがなくてはならない。本装置の特長を最大限に引

き出すためには，CSU10の特性を理解することと同時

に，従来の共焦点顕微鏡システムでは必要なかったCCD

カメラを含む画像取り込み系とのマッチングが重要であ

ることがクローズアップされている。

2. スキャナの構造と動作原理

従来の殆どの共焦点顕微鏡に拠るスキャン方法が，反射

鏡の振動を用いたシングルビーム走査であるのに対し，ニ

ポウディスク方式であるCSU10では，ピンホールディスク

から同時に射出している約1000本のビームを利用したマル

チビーム走査であり，高速スキャンを容易にしている。

CSU10の内部構造を図１に示す。レーザ光は光ファイ

バでスキャナ本体にFCコネクタ接続される。NDフィル

タ（図示せず）を通過後，ファイバ出射後のレーザ光束は

発散角を持っており，第１ミラーで折り曲げられた後，

コリメートレンズで平行光束になる。スライド式の励起

波長選択フィルタを通過後，第２，第３ミラーで反射さ

れ，マイクロレンズアレイディスク（以下，MLD），ダイ

クロイックミラー（以下，DM），ピンホールアレイディ
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スク（以下，PHD），フィールドレンズ（以下，FL）の順に

通過する。顕微鏡は一般的には像側にテレセントリック

ではなく，顕微鏡のチューブレンズから射出する主光線

角度が異なるため，このFLを適切に選ばないとCSU10で

の共焦点画像は，中心付近のみが明るく周辺が暗い

シェーディングを生じてしまう。従って，これを解決す

るために，顕微鏡の瞳中心を全てのレーザ照明光束が通

過できるような焦点距離を持ったFLを，CSU10側に設置

している。

スキャナは顕微鏡のカメラポートに接続され，レーザ

光束はスキャナを射出後，顕微鏡の対物レンズを介して

試料上に導かれる。試料からの信号光は逆の光路を辿

り，スキャナのDMに到達する。CSU10は蛍光観察が標

準であるため，試料を励起するレーザ波長よりも長い波

長の蛍光シグナルを反射するようにDMが設計されてお

り，その反射光は第４，第５ミラーで反射され，観察系

へと導かれる。励起光の混入を防ぐために，DMの後方

にはバリアフィルター（交換式）を挿入してある。共焦点

画像はスライド式ミラーにより切り換えて，アイピース

またはカメラポートで観察できる。

図２にスキャン原理図を示す。250μm間隔でパターン

配列されたMLDとPHDは互いに対向しており，機械的に

結合された状態で1800 rpmの回転運動をしている。回転

角30°で１画像の掃引が完了するようにパターン配置して

あるので，画像形成速度は秒速360コマとなる。入射光束

は各マイクロレンズで集光され，DMを透過後，対応す

るピンホール位置において焦点を結ぶため，光損失が少

なく，またPHD表面での反射成分を低減させることがで

きるため，共焦点画像のS/N比が向上している。ピン

ホール面は顕微鏡の光学系により観察標本面と光学的に

共役であり，多数のピンホールが回転掃引されるのと同

時に，標本上でも集光された多数のレーザ光束が掃引さ

れる。標本から発せられた蛍光は，再び顕微鏡の光学系

を逆行しPHDに達する。従来の共焦点顕微鏡ではピン

ホールが励起側と観察側で２つ必要であるが，CSU10で

は同一のピンホールを用いているため，優れた振動耐性

を持っている。ピンホールを通過後は，DMで反射さ

れ，観察側に伝達される。

3. システムとカメラ

従来の殆どの共焦点レーザ顕微鏡では，１本のレーザ

ビームを振動ミラーや音響光学素子でスキャンし，蛍光

信号をフォトマル検知器で捕え，スキャンの位置情報と

蛍光信号強度をCPUにより画像化していたため，コン

ピュータが不可欠である。

図３はCSU10が使用されるシステム例を示したもので

ある。CSU10はレーザを接続した最低限のシステム構成

でも，高速スキャンと人間の残像特性を利用すること

で，共焦点画像をアイピースから肉眼観察することがで

きる。しかし，多くの場合，観察像を記録することが必

要とされるので，CSU10で光学的に形成された共焦点画

像を記録するためには，図３に示すように，共焦点画像

をCCDカメラで記録することが必要である。従って，

CCDカメラの撮影性能が共焦点画質に直接的に寄与する

ことになる。

CCDカメラで撮り込まれた画像は，単にビデオテープ

に録画するだけであれば画像処理コンピュータは不要で

あるが，多くのアプリケーションにおいては画像取り込

みボードをコンピュータに搭載し，これを介して画像取

り込みを行った後，ノイズ処理，強調，擬似カラー化な

どの画像処理が行われる。また，殆どのディジタルCCD

カメラはコンピュータの画像取り込み系が必要であり，

更に観察面を移動するためのZ軸制御や，レーザビーム遮

蔽シャッターの統合制御を自動的に行うためには，ニポ

ウディスク方式のCSU10でも①カメラ，②Z軸コント

ローラ，③シャッタコントローラ，④画像処理機能を持

つコンピュータシステムの構築が必要になってくる。こ

のうち②～④の選択は従来の共焦点レーザ顕微鏡でも同

様の技術を使っているが，①のカメラについてはCSU10

が画像を取得するためには二次元センサーが不可欠であ

る，という従来の共焦点レーザ顕微鏡にはなかった要請

図２　スキャン原理
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のために，カメラ機種を選択する上での注意が必要であ

る。更に，コンピュータによる画像処理の成否は元画像

の画質の良し悪しに大きく影響されるため，カメラの選

定は益々重要である。

カメラの一般的な性能指標には撮影速度，空間分解

能，感度，ノイズレベル，諧調数，ダイナミックレン

ジ，ガンマ特性，カラー／白黒等々，多々ある。CSU10

と共に用いる際に，撮影速度の異なるカメラを目的に応

じて選択することになるが，実際のアプリケーションに

おける重要な共通指標は空間分解能，感度，ノイズレベ

ルの３点とされることが多い。

空間分解能はCCDカメラの画素サイズで決定されるが，

感度とノイズレベルについては各種のカメラ間の比較がで

きるように，同じ測定基準で測定したデータが少ない。そ

こでガラス基板に薄膜形成されたCrの繰り返しラインパ

ターン（４μmライン＆スペース）を作成し，これを背面照

明撮影することで，各カメラの画像取得条件を一定にした

上で，カメラの画像を取得する方法を考案した。

4. カメラの性能評価測定

図４にカメラの測定例を示す。Crパターンを撮影した時

の画像の階調ラインプロファイルを示してある。この画像

に対するコントラスト及びノイズレベルの階調解析を行

う。但し，コントラストは白レベル平均階調値をIW，黒

レベル平均階調値をIB として，（IW－IB）／（IW+IB）とい

う光学分野で一般的に用いられている定義を用い，また，

ノイズレベルは白レベル部分，黒レベル部分の各々に対し

階調分布の標準偏差（SD）を算出している。

以下，項目毎の評価ポイントを述べる。

空間分解能：CCDカメラの画素サイズがカタログに表

示されている場合が多いが，ディジタルカメラではカメ

ラの画素サイズ＝取り込み画像の空間分解能となるが，

カメラ出力がアナログ信号の場合には画像取り込みボー

ドの取り込みサイズにも依存する。CSU10でビデオレー

ト以上の速い撮影をする場合には，単位時間当りの光量

が少ないため，Intensifier付きCCDカメラを用いなけれ

ばならない場合があり，感度と分解能のトレードオフが

ある。

感度：CSU10で得られた共焦点画像を，単に明るい画

像を期待して高感度のカメラを選択すると，得られた画

像は全体的に輝度が高いだけで，バックグランドも明る

くなってしまう。共焦点画像はコントラストの向上が最

大の特長であるから，カメラについても単位入射光量変

化に対する電気信号出力変化値，つまりコントラストが

重要である。特に生体サンプルでは蛍光試薬の投与量に

制限があり，且つレーザ照射の光毒性を抑えるために励

起レーザエネルギーを低くしなければならないので，蛍

光信号が一般的に弱く，特にコントラストの良い高感度

カメラ選択が必要とされる。一方，固定サンプルはその

制限が緩いが，退色防止処理をしていない場合には，や

はり同様のカメラ選択が必要になる。図４の測定例では

コントラストが0.063であり，これは8bitカメラの16階

調，12bitカメラの258階調に相当する。この値の妥当性

はケースバイケースであるが，一般的に動体観測にはカ

メラ速度が必要で感度を重視するため，階調を犠牲にす

るが，形態観測の場合にはより中間階調が求められる。

ノイズレベル：得られた画像に重畳するノイズは光学

的，電気的な色々な原因で生ずるが，その値はカメラの

冷却温度，設定感度，露光時間，読み出し速度，外来ノ

イズなどの使用環境でも異なる。しかし，これらの条件

を一定にすれば，取得した画像のうち白レベル部分と黒

レベル部分の各々において，信号値の持つ階調分布に対

する標準偏差を算出することで定量的な比較解析が可能

となる。測定例でのノイズ値は標白レベルで6.15，黒レ

ベルで2.63である。ノイズレベルは大よそ冷却CCDでは

１未満，非冷却CCDでは1～5，Intensifier付きCCDでは

図４　カメラ測定例
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図５　線虫の連続Z軸駆動共焦点画像
（東京大学  理学部  生物化学  杉本亜砂子先生試料作成）
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５以上である。ノイズレベルが許容値以下であるか否か

の最終判断は対象としているサンプルの観測部位（例えば

ニューロン細胞の軸索などの）の微細構造が分別できる

か，サンプルからの発生シグナル（スパークやpH依存性

色素による顆粒の蛍光）変化が認知，或いは定量的な測定

ができるかといった各アプリケーション毎の判断基準に

委ねることになる。

空間分解能，感度，ノイズ特性の三拍子が揃ったカメ

ラはないので，共焦点観測の目的に適したカメラを選択

することが必要である。

5. CSU10による測定例

図５にGFP融合咽頭蛋白を発現させた線虫（C.elegans）

を，Z軸方向に顕微鏡対物レンズを１μmピッチで駆動し

た時の連続共焦点画像を示す。CSU10はビデオレートで

の共焦点測定ができるので，動きの緩慢な線虫に対して

はほぼ空間的なズレが無視できる三次元スライスデータ

を取得できる。このスライス画像スタックを１秒間隔で

連続して16秒，つまり16スタック取得し，各々のスタッ

クに対しコンピュータで立体再構築処理を施した結果を

図６に示す。使用カメラはIntensifier付きCCDで８bitの

画像取り込みボードを使用している。

図７に局所グルタミン酸投与に拠る海馬神経細胞線維

のCa反応を，ビデオレートで撮影した例を示す。図示し

てあるのは，0.1秒毎の共焦点画像であるが，実際の撮影

は1/30秒毎に行われた。サンプルはfluo-3で染色した海馬

神経細胞線維であり，ケージドグルタミン酸を紫外線パ

ルスレーザで光解除した。カメラはC2400-08（浜松フォト

ニクス社製）を使用。矢印AとBの順に1秒間隔でパルス

レーザ照射を行うと，Ca波は光解除位置（矢印AとB）か

ら両方向へ伝播してゆく様子が観測された。細かなノイ

ズが混入しているが，Ca波の伝播の様子を知るには十分

な分解能と感度を持っていることが分かる。

図６　線虫の三次元立体再構築画像
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図７　海馬神経細胞線維のCa波

6. お  わ  り  に

共焦点スキャナ及びシステムに要求される今後の課題

として，ディジタルカメラの撮影速度とのマッチング，

ビデオレート以上のスキャン速度及びフィルタの自動切

り換えを含むフルオートマチック制御が挙げられる。

2001年前半にはフルオートマチック対応で33 m秒～１m

秒の任意スキャンレートが可能なスキャナを発表の予定

である。これにより，遺伝子分野や半導体・液晶分野で

の応用の拡大も期待される。
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