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細胞の画像を取得し，得られた画像を解析することで，一つまたは多数の細胞からなる組織の機能を解明す

ることができるハイスループット細胞機能探索システム（CellVoyager CV8000）を開発した。薬の候補となる

化合物を投与した細胞内の変化を，世界最高レベルの高分解能で観察することで，化合物投与による影響を確

認する過程を，自動的かつ世界最高の測定スピードで実現することができる。本稿では，従来機種から進化した

箇所を中心に，細胞の培養環境保持性能，水浸対物レンズの給水機構，非染色画像取得手法 DPC（Digital Phase 

Contrast），蛍光のクロストーク補正などの新たな機能やアプリケーションへの対応を報告する。

Yokogawa has developed the CellVoyager CV8000 high-throughput cytological discovery 
system, which can elucidate the functions of individual cells or tissues composed of multiple cells 
by acquiring and analyzing images of cells. This system can automatically observe processes 
within cells caused by the administration of drug-candidate compounds, at the world’s highest 
resolution and measurement speed. This paper describes various functions of the CV8000, 
including a newly developed element technology for preserving culture environments, a water 
supply mechanism for water-immersion objective lenses, a digital phase contrast (DPC) 
technique for label-free imaging, and a function for correcting fluorescent crosstalk.

1. はじめに

一つの医薬品を開発するには，一般的に 10 年以上の
年月と，数百億の開発費用を必要とする。そのプロセス
は，バイオ基礎研究から始まり，化合物スクリーニング，
前臨床，臨床，許可申請，生産と続く。なかでも，化合
物スクリーニングにおいては，新薬の候補となる数十万
から百万もの化合物の中から有望なものを選別する必要
がある。そのような研究開発過程において，一つの実験
からより多くの情報をより速く入手することは，極めて
重要なことである。これらを背景に，CellVoyager シリー
ズは開発され，数多くの化合物を迅速に試験するための
高いスループットを実現し，バイオ研究から創薬のアプ
リケーションまで数多くの成果を上げてきた。

近年では，観察対象が固定細胞から生細胞へと広がり，
さらには従来の蛍光染色された細胞から，染色による毒

性を排除した非染色細胞へと，観察対象のトレンドも日々
変化を続けている。

このような市場ニーズの変化を捉え，また新たなシー
ズを提供するため，図 1 に示すハイスループット細胞機
能探索システム CV8000 の開発はスタートした。

図 1 CV8000 の外観
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CV8000 では，細胞試料を保持する機能の実現，培養
環境を一定に保つステージインキュベータ機能の向上，
非染色細胞を観察することができる新たな撮影機能の追
加，細胞を複数の波長で同時撮像できるように照射する
レーザやカメラ台数を増設など，機能を拡充しながらも，
従来機種に比べて，体積比で 60% の小型化に成功した。
本稿では，CV8000 が実現しているこれらの新たな機能
について紹介する。

2. 計測ソフトウェア

CV8000 の制御を行う計測ソフトウェアのブロック図
と画面を，図 2，図 3 に示す。計測ソフトウェアは，機
器の状態を見たり各種設定画面へ遷移したりするための
ポータル（Portal）画面を中心に，測定（画像取得）条
件設定画面とそれに付随する各種設定ファイル作成画面，
機器の制御画面，測定結果を表示するための画面で構成
されている。

測定条件設定画面は，測定条件を高い自由度で設定で
きるように設計されている。長時間タイムラプスや Z 方
向のスライス画像を得る 3D 撮像，数百ミリ秒間隔で画
像を取得する高速タイムラプス，ディスペンス機能など，
ユーザの望む条件を柔軟に設定できる。

また，CV8000 は複数のカメラによるマルチチャネル
同時撮像をサポートしており，疑似カラーを付与した複
数チャネルのマージ画像を高速表示するために，プログ
ラマブルシェーダによる画像表示機能を有する。

図 2 計測ソフトウェアのブロック図

図 3 計測ソフトウェアの画面（計測中）

2.1 DPC （Digital Phase Contrast）
近年，非染色細胞による評価系が注目されているが，

細胞は無色透明のため，通常の画像では細胞と背景のコ
ントラスト差が小さく，細胞と背景を分離して解析する
ことが極めて難しい。そのため，一般的にはコントラス
トが高く，細胞と背景を区別しやすい位相差画像を撮像
して解析することが多い。しかし，位相差画像を撮る場合，
特殊な光学系が必要であるが，96 穴以上のマイクロプレ
ートでは，穴の大きさが光学系を制限して位相差画像を
撮影できないという欠点がある。

位相差光学系の課題を解決するため，DPC と呼ばれる
手法が提案され，顕著な成果を上げている。これは，通
常の顕微鏡光学系下で，光軸方向に撮影位置を変えて複
数枚の画像を取得し，これらの画像を基に試料の位相を
強調した１枚の画像を算出する手法である。細胞は周り
の培養液と若干異なる屈折率を持ち，この差によって通
過する光の位相が変化する。この変化を DPC で捉え，画
像化している。

当社は独自の DPC アルゴリズムを考案し，CV8000 に
実装した。この機能により，スクリーニング用途で一般
的な 96 穴や 384 穴のマイクロプレートを用いて，高コ
ントラストな非染色細胞画像を得ることが可能となった。
さらに，DPC では位相差のような画像を得られるモー
ド（Phase Type）と蛍光のような画像を得られるモード

（Fluor Type）の２種類のモードを提供する。Phase Type
ではコントラストが高く，細胞の細部の情報を持った画
像を得ることができ，Fluor Type を使用すると，解析し
やすい画像を得ることができる。図 4 に無色透明な細胞
を可視化した例を示し，２つのモードの画像を比較して
いる。

図 4 DPC 画像

2.2 オンザフライ画像補正
大型装置である CV8000 には，機構的な誤差，電気的

なノイズなどが存在する。これらに起因して，撮影した
画像には不正確な情報が含まれ，解析して出力する結果
の信頼性を下げている。主な誤差要素を次に示す。
● カメラの暗電流，ダーク成分
● 照明光の不均一性，シェーディング
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● 複数のカメラ間の画素ずれ
● XY ステージの位置精度による画素ずれ
● サンプルの蛍光の広帯域によるクロストーク

これらの影響を取り除くため，撮像された画像に対し
前述の誤差要素をキャンセルする補正ツールを提供して
いる。しかし，従来機種 CV7000 では，補正ツールは一
度撮像が終了してから処理を開始するため，補正された
画像を得るには，撮像時間に加えて画像補正にかかる時
間も必要であった。

そこで，CV8000 では，補正に際して他のチャネルの
画像の影響を受けない，ダーク成分，シェーディング，
カメラ間画素ずれをカメラから画像を取得した段階（画
像保存前）で補正する手法（オンザフライ画像補正）を
採用している。これにより，補正が適用された画像を得
るまでの時間を大幅に短縮し，高速な画像処理を実現し
ている。

オンザフライ画像補正は比較的負荷が高い処理であ
り，複数のカメラからの多量の画像に対して処理しなけ
ればならないため，マルチスレッドで処理を行っている。
図 5 にオンザフライ補正機能の効果の１例を示す。図 5 は，
解析を開始するまでの時間を大幅に短縮することができ
ていることを示している。特に，複数の Z スライス画像
を短時間に多量に取得する３D 画像において効果が高い。

図 5 オンザフライ補正の効果の例

2.3 クロストーク補正
複数カメラによるマルチチャネル（波長）同時撮像は，

複数の波長のレーザを観察対象となる細胞へ同時に出射
し，それぞれのレーザにより励起された複数の波長の蛍
光をフィルタにより分光して，各カメラに導くことで実
現している。しかし，図 6 に示すように，蛍光スペクト
ルは数十から数百 nm 程度の幅を持っているため，同時
撮像を行うと蛍光が目的外のカメラに漏れて混ざってし
まい，目的の蛍光体からの蛍光画像のみを得られない。
この漏れ光をクロストークといい，画像の SN 比を低下
させる原因となる。

CV8000 には，蛍光体のスペクトルデータ，光学系の
透過率，および撮像された画像から蛍光の漏れ込み量を
計算し，それを除去する機能を補正ツールに組み込んで
いる。

図 6 蛍光クロストーク概念図

クロストーク補正の原理を次に示す。チャネル n で得
られる総蛍光量を Chn とすると，式 （1） が成り立つ。

・・・（1）

ここで Sx は図 6 を参照のこと。
また，各蛍光体から得られる目的の蛍光強度と漏れ込

強度の割合は，式 （2） で表すことができる。

・・・（2）

ここで ETn はチャネル n の露光時間であり，EMn ×
DM は，チャネル n のフィルタの有効波長バンドにおけ
るフィルタとダイクロイックミラーの透過率の積の平均
値である。

式 （1），式 （2） より，式 （3） が得られるので，S11，S22

について解けば，漏れ込みがない輝度データを得られる。

・・・（3）

クロストーク補正前後の画像を図 7 に示す。図 7 は，
細胞核を Hoechst33342，細胞質を Azami-Green で蛍光
染色した試料で，図 7 （a） では，核の蛍光が細胞質のチ
ャンネルにも漏れ込んでいることがわかる。図 7 （b） で
は，クロストーク補正機能を使うことで，蛍光の漏れ込
みが低減され，細胞質内に漏れこんでいる核をきれいに
取り除けていることがわかる。
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図 7 クロストーク補正前後の画像

3. ハードウェア

CV8000 は，本体と制御用ワークステーションから構
成される。図 8 に CV8000 の本体概要を示す。

図 8 CV8000 本体内部構成

本体は，共焦点顕微鏡光学系，試料を搬送する XY ス
テージ，対物レンズを走査する Z ステージ，試料の温度，
湿度，CO2 濃度を制御するステージインキュベータ，試
薬を試料に滴下する分注ユニットのメカトロニクスから
構成される。それらを駆動させるのに必要な，電源，制
御基板，空圧回路，各種コントローラ類をはじめ，CO2

ガス混合器，透過照明用ランプ，蛍光観察用のレーザを
収めたビームコンバイナ及び UV 光源が搭載される。

試料観察に用いるディテクターとして高感度なデジタ
ル CMOS カメラを採用し，カメラ台数も従来機の３台か
ら４台に増設することで，同時撮像数の増加，撮影時間
の短縮を実現した。波長の異なる蛍光色素を組み合わせ
て多重染色することで複数の蛍光分子を細胞に導入し，
より多数のシグナルを同時に可視化するマルチカラーイ
メージングにおいて，ディテクターの増設と性能向上は
非常に重要な要素である。

通常の顕微鏡システムでは各ユニットの選定から始
まり，組立，設置，調整，暗室準備，ユニットごとのマ

ニュアル習熟など，多大な労力と技量が必要であった。
CellVoyager シリーズでは，これらすべての機能をワン
ボックス内に収まるように設計することで，個々のユニ
ットに対する調整や熟練度が不要となり，設置から使
いこなすまでの時間を短縮することができる。さらに，
CV8000 では，従来機 CV7000 に対して体積比で約 60%
の小型化を実現し，設置箇所の自由度が大幅に向上した。

3.1 水浸レンズとその給水機構
細 胞 の 画 像 を 自 動 で 取 得 す る HCA（High Content 

Analysis）の分野では，試料をより広く見る広視野化，
より深く観察するための 3D 画像構築，長時間ライブセ
ル観察などの要求が高まっている。これらのニーズに応
えるため，顕微鏡光学系，特に対物レンズの高性能化を
進める必要があった。

光学顕微鏡に使用されている対物レンズには，ドライ
レンズと液浸レンズがある。液浸レンズは，純水やオイ
ルなど屈折率の高い液体を，試料と対物レンズの間に満
たしている。これにより，対物レンズの NA（開口数）が
大きくなり，ドライレンズと比較すると，解像度の向上
とともに蛍光の集光能力がアップし，SN 比が高く，明る
い画像が得られる。

このような背景にあって，当社は従来になかった水浸
20 倍と水浸 40 倍の対物レンズの試作開発に取り組んだ。
開発のコンセプトとして，HCA のための水浸レンズを挙
げ，高い NA，極限までに少ない像面湾曲収差，長いワー
キングディスタンス，自動給水機構を実現した。

像面湾曲収差は，画像のゆがみを引き起こすため，画
像の中心では焦点が合うが，周辺ではぼけてしまう。そ
のため，像面湾曲収差が大きい画像は解析に使うことが
できない。また，試料を隣接する複数の視野で MAP 状
に撮影した場合，これらの画像を繋ぎ合わせた際の境界
がぼけて，不自然な画像になってしまう。このため，折
角広視野のカメラを用いても，画像の端を使用すること
ができなかった。

試作した水浸レンズは，像面湾曲収差を極力小さく設
計したことにより，撮影した画像の全領域で焦点が合い，
広視野のまま解析することができる。この結果，装置の
スループット向上につながった。また，MAP 撮影した画
像もスムーズに繋ぎ合わせることができ，例えば，組織
切片のような広いサンプルを，MAP 画像で高精度に解析
することが可能になった。

HCA では，試料をマイクロプレートで作成することが
多い。マイクロプレートの外形について，幅と奥行きは
規定されているが，高さに制限はない。様々な高さのマ
イクロプレートに対応するため，できるだけ対物レンズ
のワーキングディスタンスを大きく設計する必要がある。

しかし，対物レンズのワーキングディスタンスと開口
数は相反する関係にある。つまり，解像度の高い画像を

（a） クロストーク補正前 （b） クロストーク補正後

分注ユニット

XYステージ

光学系

Zステージ

インキュベータ
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得るためには開口数を高くする必要があり，必然的にワ
ーキングディスタンスが短くなる。逆に，ワーキングデ
ィスタンスを長く取ろうとすると，開口数が必然的に低
下する。この２つの相反する事象を両立させるため，対
物レンズの材質などの設計見直しにより，ワーキングデ
ィスタンスが長く，高 NA を確保した対物レンズを開発
できた。

ワーキングディスタンスの長い対物レンズでは，様々
なマイクロプレートに対応できるだけでなく，再生医療
で話題になっているスフェロイド（細胞の塊）のような
大きな試料の観察にも役に立つ。

水浸対物レンズは，試料と対物レンズの間に水を満た
した状態で使用される。CV8000 は連続運転する自動装
置でもあるため，この水を自動で供給する機構を対物レ
ンズに持たせる必要がある。

自動給水機構は対物レンズの先端に設置されるため，
画像取得時に撮像範囲を制限する要因になる。しかし，
本システムの給水機構では，極めて細い配管を使って給
排水を行うようにして，対物レンズの視野が狭くならな
いように設計した。

図 9 に，自社開発した水浸対物レンズを示す。先端に
水を付け，波長 488 nm のレーザを出力した場合の様子
である。この水浸対物レンズにより，試料を広視野，高
解像度，深部まで観察できるようになった。

図 9 新規開発した水浸対物レンズ

3.2 ステージインキュベータ性能の向上
当社 HCA 装置の特徴の一つに，長時間ライブセル観察

がある。コア技術である共焦点スキャナ CSU によるライ
ブセル観察は，顕微鏡分野において高く評価されていた
が，これを HCA 分野に導入し，細胞へのダメージが少な
い光学系を実現した。加えて，観察対象となる細胞が培
養されるマイクロプレートが設置されるインキュベータの
環境（通常環境，温度 37 ℃，湿度 80% 以上，CO2 ガス
濃度 5%）を高い安定性で制御し，維持できるようにした。

CellVoyager には，培養環境の改善を絶え間なく進め
てきた歴史がある。環境の安定性は，インキュベータの
密閉性によって左右されることを経験的に把握している。
CV8000 では，密閉性を維持するため，試料に試薬を投
入するために設けた f 10 mm 程度の穴にも可動式の蓋を

設け，妥協しない設計を行った。密閉性を上げた効果と
して，試薬投入口がある従来機種に比べて，濃度を保つ
ための CO2 の供給量を 1/6 に減らすことができた。

また，温度制御に関しては，制御部位を細分化し，そ
れぞれに対応してヒータを個別にコントロールすること
で均一性を実現した。図 10 に CV8000 の温度制御範囲
を示す。室温 15 ℃～ 30 ℃の環境下で，インキュベータ
内部の温度を 34 ℃～ 40 ℃に制御でき，幅広い創薬アプ
リケーションを可能にしている。

図 10 インキュベータ温度制御範囲

3.3 低酸素アプリケーションへの対応
がんの治療薬開発では，細胞を低酸素状態で試験す

る手法がしばしば用いられる。低酸素状態とは，酸素ガ
スの濃度が 1% 以下の状態をいう。高い密閉性を実現し
たステージインキュベータとはいえ，低酸素状態を保つ
ことは非常に困難であった。これは，大気中酸素濃度が
21% と高く，インキュベータ周辺のわずかな隙間を酸素
が通ってしまい，中の酸素濃度が高くなる。

CV8000 では，ステージインキュベータの中に，図 11
の濃い青色部分で示すように，もう一つ小型インキュベ
ータを設け，２重構造を取ることにより，低酸素状態を
達成した。酸素濃度を低くすると同時に，マイクロプレ
ート全体に渡る酸素分布の均一性と長時間にわたる安定
性も実現した。

このように，低酸素の HCA 装置を提供することにより，
各臓器に近い環境下で病態の解明や精度の高い薬効評価
が可能になる。特に，抗がん剤のスクリーニングなどで
は創薬支援に貢献できると言える。

図 11 低酸素コントロール構造
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3.4 光学系の防塵対策
光学機器において，ゴミの付着は様々な問題を引き起

こす原因となることは容易に想像できる。画像解析結果
の信頼性に影響を及ぼすことはもちろんのこと，メンテ
ナンス時のクリーニング作業工数を大幅に増加させる。

CV8000 では，防塵対策として，装置内を陽圧にして，
外部からの塵埃侵入を防止し，内部環境をクリーンに保
つようにした。さらに，光学部品が設置される部分や光
路を壁で囲い，ゴミが入らないように，壁の面と面の接
触箇所はラビリンス構造とした。特に最重要部品である
共焦点スキャナ部は，ゴムパッキンによる完全密封構造
にし，内部にクリーンエアを印加することで陽圧仕様と
し，ゴミのリスクを極限まで抑える構造とした。図 12 に
防塵構造の概要を示す。

図 12 防塵対策構造

4. おわりに

本稿では，CV8000 ハイスループット細胞機能探索シ
ステムの技術，性能及び機能について解説した。横河電
機がこれまで製品化してきた，CSU シリーズ，CQ1，CV
シリーズの優れた特性を継承しながら，新たな機能を追
加することで，さらに使い勝手のよい製品に仕上げるこ
とができた (1)(2)(3)。

創薬，生命科学の研究開発は，新しい医薬の創出や医
療技術を実現させ，人々を悩ます疾患の克服や，健康寿
命の延伸をもたらすことが期待される。しかし，生命と
いう小宇宙は未知に溢れており，容易に解明できるもの
ではない。CV8000 がその未知に挑む手助けとなり，創
薬開発，細胞機能解明，再生医療などのライフサイエン
ス分野発展に貢献することを期待する。
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