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従来，物理的な限界と考えられていた光学顕微鏡の空間分解能の限界を打ち破る超解像顕微鏡技術が開発され，
細胞生物学等の様々な分野の先端研究において利用され始めている。しかし，既存の超解像顕微鏡技術は時間分
解能が低いため，生細胞の動態を捉えることが困難であった。また，試料や色素の制約があるという課題があっ
た。そのため，生細胞の微細構造を高時間分解能で観察でき，かつ汎用性の高い超解像顕微鏡技術が望まれていた。
横河電機は，従来から生細胞観察のスタンダードツールとして最先端の研究に広く利用されている共焦点スキャ
ナユニット CSU をベースに，高時間分解能で汎用性の高い超解像顕微鏡技術である高速超解像共焦点スキャナを
開発した。本稿では，その技術と応用例について紹介する。

Super-resolution microscopy techniques that overcome the spatial resolution limit of
conventional light microscopy have been developed and are increasingly used for advanced
research in various fields including cell biology. However, their temporal resolution is still low,
so it is difficult to observe the dynamic behaviors of living cells. Furthermore, these existing
techniques have restrictions on the dyes that can be used and the specimens that can be
observed. Therefore, there is an increasing need for a versatile super-resolution microscopy
technique that can visualize the fine structures of living cells with high temporal resolution. To
meet this need, Yokogawa has developed a high-speed super-resolution confocal scanner based on
its confocal scanner unit (CSU), which is proven to be ideal for observing living cells. This paper
outlines the technologies implemented in this new scanner and its applications.

細胞生物学の研究対象は，技術の発展に伴い，固定細

1. はじめに

胞から生細胞へと進展し，また，細胞内の小器官，タン

19 世紀，ドイツの物理学者アッベによって，光学顕微

パク質の局在など，より微細な観察が必要とされるよう

鏡の空間分解能（微小構造を見分ける能力）は，光の波動

になっている。当社は，1996 年にマイクロレンズ付き

性による原理上の限界（回折限界）があることが示された。

ニポウディスク方式の共焦点スキャナユニット CSU10 を

その結果，可視光を用いる光学顕微鏡では，凡そ 200 nm

発売して以来，CSU シリーズは世界中の多くの研究機関

以下の構造を見分けることはできないと考えられてきた。

に導入され，生物学の発展に大きく貢献してきた。その

しかし，近年になって，光学系の工夫や蛍光色素の性

中で，生細胞の動態をより高速かつ詳細に観察したいと

質を巧みに利用することで，回折限界を上回る高空間分

いう最先端の研究に携わるお客様からのニーズに応える

解能での観察を可能とする超解像顕微鏡技術が複数開発

ため，当社は，CSU をベースとした超解像顕微鏡技術で

された

。従来の光学顕微鏡では，細胞内小器官の

(1)(2)(3)(4)

分布がようやく観察できる程度の空間分解能であったの
に対し，超解像顕微鏡では，これまで判別できなかった

ある高速超解像共焦点スキャナを開発した。

2. 超解像顕微鏡技術

細胞内小器官などの微細構造まで観察できるようになっ

現在，使用されている超解像顕微鏡は，主に蛍光分

た。2014 年には，超解像顕微鏡技術の研究を主導した

子 局 在 化 法（PALM・STORM）(1)(3)， 誘 導 放 出 抑 制 法

３名の博士にノーベル化学賞が授与され，この受賞を契

（STED）(2)，構造化照明法（SIM）(4) の３方式に分類される。

機に，細胞生物学を始めとした多くの分野で超解像顕微
鏡の利用が広がっている。

蛍光分子局在化法では，試料内の蛍光分子の位置を
数十 nm の精度で順次特定し，それらの座標を基に超解
像画像を構築する。電子顕微鏡に迫る高空間分解能が得

*1 計測事業本部 ライフサイエンスセンター 開発部

33

られるが，すべての蛍光分子の位置を特定するために数
千から数万枚の画像を繰り返し撮影する必要があるため，
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時間分解能（最短の測定時間間隔）は，数分から数十分

図 2 に，共焦点顕微鏡の光学系を模式的に示す。なお，

と低い。そのため，短時間で動いてしまう生細胞の観察

説明のため，照明系と結像系とを左右に分けて記載して

には向かず，主に固定試料の観察に用いられる。また，

いる。共焦点走査位置が r のとき，ピンホール上の位置

活性を制御可能な特殊な蛍光色素が必要となるため，汎

r+s における像 Ip(r,s) は，照明系点像分布関数 E，結像系

用性に劣るといった課題がある。

点像分布関数 U 及び試料分布関数 c を用いて，
（1）式で

誘導放出抑制法では，励起光によって励起された蛍光

表される。

分子のうち，外縁部にある分子の発光を誘導放出によっ
（1）

て抑制することで，発光範囲を回折限界以下の大きさと
し，試料上の一点一点を走査して超解像画像を構築する。
この方式でも，数十 nm の高い空間分解能が得られるが，
時間分解能は数秒から数分と低い。さらに，誘導放出効

照明系
点光源

対物レンズ

結像系
試料面

対物レンズ

ピンホール面

率の高い特殊な色素が必要で，強力なレーザ照射による
光毒性や褪色といった課題があるため，生細胞の観察に
は適さない。

r+s

r

構造化照明法では，試料を縞状の励起光で照射し，縞
の方位・位相を変化させて撮影した複数枚の画像を基に
超解像画像を構築する。この方式では，約 100 nm の空
間分解能と，約１秒の時間分解能で測定可能であるが，

照明系点像分布関数 E

試料分布関数 c

結像系点像分布関数 U

図 2 共焦点光学系

生細胞の動態を捉えるためには時間分解能が不十分であ
る。また，厚みのある細胞組織の三次元観察には適さな
いといった課題もある。

図 3 に示すように，照明系点像分布関数は位置 r にエ
アリーディスクのピークを持つのに対し，結像系点像分

既存の方式は以上のような課題があり，生細胞や組織

布関数は，位置 r+s にピークを持つ。共焦点光学系にお

の三次元観察において，実用に耐える超解像顕微鏡技術

ける実効点像分布関数は，照明系と結像系の点像分布関

が待ち望まれていた。

数の積で表される。簡単のため，照明系と結像系の点像

3. 高速超解像共焦点スキャナ
当社はこれらの課題を鑑み，従来から生細胞観察のス
タンダードツールとして用いられている CSU をベース

分布関数を同一とすると，実効点像分布関数は図 3 に示
すように，照明系点像分布関数と結像系点像分布関数の
双方のピークの中央，即ち位置 r+s/2 にピークを持つ。
このことから，像 Ip(r,s) は試料上の位置 r+s/2 から生じ

に，生細胞の動態の超解像観察を可能とする高速超解像

た確率が最も高いと言える。従来手法では，像 Ip(r,s) を

共焦点スキャナを開発した。本章では，その原理と構成，

撮像素子上の位置 r+s に結像させて記録していたため，

及び性能評価結果について述べる。

像が本来結像されるべき，試料面における最も確からし
い発生位置 r+s/2 に対して s/2 のずれがあり，空間分解
能が低下していた。

3.1 原理
光学顕微鏡の結像特性は，無限小の一点から生じる像，
即ち点像分布関数で表される。点像分布関数は，光の回
折によるエアリーディスク（図 1）と呼ばれる広がりを持

照明系点像分布関数

結像系点像分布関数

つ。図 1 の左側に，結像面上でのエアリーディスクの強

実効点像分布関数

度分布，右側に光軸を含む断面における強度分布を示す。

r+s

r+s/2

r

図 3 実効点像分布関数
そ こ で， 像 Ip(r,s) が 撮 像 素 子 上 で 結 像 す る 位 置 を，
r+s/2 に変位させることを考える (5)。即ち，従来手法に
図 1 エアリーディスク
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おける撮像素子上の結像位置 r+s を，-s/2 だけ変位させ
34
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る。このとき，試料面を走査して得られる撮像素子上の

る光学断層像を得られるため，厚みのある細胞組織の三

（2）式で表される。
像 Ic(r) は，

次元観察にも適するといった特徴があり，他の超解像顕
微鏡技術に比べて汎用性に優れる。
（2）

本構成では，一枚のディスク上にピンホールアレイ及
びマイクロレンズアレイを一体で形成しており，高い加
工精度を確保できるため，高品質な超解像画像を生成で
きる。また，一体化構造により，CSU と同様の高度な安

（2）式より，変位後の実効点像分布関数 Tc が（3）式で

定性・堅牢性を確保している。

表されることが分かる。
励起光

（3）

共焦点スキャナ

ダイクロイックミラー

マイクロレンズアレイ

撮像素子

さらに，（3）式をフーリエ変換することにより，光学
伝達関数（4）式が求まる。

スピンドル
モータ

リレーレンズ

ピンホールアレイ

蛍光フィルタ

（4）

第 2 マイクロレンズアレイ
θ

ここで，k は空間周波数ベクトル， ， 及び

は，そ

結像レンズ

2θ

対物レンズ

れぞれ Tc ，U 及び E のフーリエ変換を表す。（4）式よ
り，像 Ic(r) は，光学伝達関数が

試料

k である従来の顕微鏡

像と比較して，２倍の空間周波数帯域を持つことが示さ
れる。但し，空間分解能が２倍に相当する光学伝達関数
k

と比較すると，高周波数成分は減衰しており，撮

図 4 光学系構成

像された原画像における見掛け上の空間分解能の向上は

2 倍に留まる。そこで，原画像にデコンボリューショ

3.3 性能評価

ン処理を施し，高周波成分を回復することで，最終的に

従来の落射蛍光法，及び試作した高速超解像共焦点ス

空間分解能を回折限界の約２倍まで向上させた超解像画

キャナの空間分解能評価結果を，図 5 に示す。空間分解

像を得る。

能は，直径 100 nm の蛍光ビーズを 100 倍油浸対物レン
ズ（開口数 1.4）で撮影した画像から測定した。具体的には，
多数の蛍光ビーズをプレパラートに撒き，それを顕微鏡

3.2 構成
前述の原理を CSU に応用した高速超解像共焦点スキャ

にセットして，波長 488 nm のレーザ光で励起した。そ

ナ (6) の光学系構成を，図 4 に示す。共焦点スキャナ部は

して，撮像した多数の点画像のそれぞれの輝度プロファ

従来の CSU

(7)(8)(9)

と同じく，ピンホールアレイ及びマイク

イルの半値全幅から，空間分解能を算出した。

ロレンズアレイを各々配した２枚のディスクを回転させ，
共焦点走査を行う構成となっている。従来の構成からの
ロレンズアレイを備える点である。このマイクロレンズ
は，試料側から入射した光線の集光角を２倍に変換する
ように構成されており（図 4 の差し込み図），ピンホール
での結像位置をピンホールの中心方向に，s/2 だけ光学
的に変位させる効果を持つ。このように，各ピンホール

空間分解能 [nm]

主な変更点は，ピンホールアレイの裏面に第２のマイク

原画像

において，光学的に変位を施した上で撮像素子に結像す
るため，撮影された原画像そのものが，空間周波数帯域

落射蛍光法

デコンボリュー
ション後

高速超解像共焦点スキャナ

が２倍に向上した超解像画像となる。さらに，ディスク
を 4000 rpm で回転させることで，最速 1/200 秒で超解

図 5 空間分解能評価

像画像を形成できる。このように，リアルタイムで超解
像画像を観察できるため，使い勝手がよく，実験の効率
向上に繋がる。
また，任意の蛍光色素を使用可能で，共焦点効果によ
35

図 5 に示す結果では，落射蛍光法による空間分解能が
約 220 nm であるのに対して，高速超解像共焦点スキャ
ナの原画像では約 160 nm となり，さらにデコンボリュ
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ーション処理を行うと約 110 nm となる。即ち，高速超

法では近接して分離できなかった 350 nm と 540 nm の

解像共焦点スキャナでは，原画像の段階で空間分解能が

位置にある２本の微小管を，高速超解像共焦点スキャナ

落射蛍光法を約 40% 上回り，デコンボリューション処理

では明瞭に分離し，観察できることが分かる。

後は，落射蛍光法の場合と比較して，約２倍まで向上す
ることが確かめられた。

以上の結果から，高速超解像共焦点スキャナは，従来
の光学顕微鏡では見ることのできなかった，回折限界を

次に，細胞内で直径約 25 nm の繊維状の構造を持つ微

超えた生物の微細構造を描出できることが確認できた。

小管を撮影した画像を，図 6 に示す。図 6（A）に従来の

最後に，生細胞内のミトコンドリアを毎秒 10 枚のス

落射蛍光法で撮影した画像，図 6（B）に高速超解像共焦

ピードで連続撮影した画像を，図 7 に示す。図 7 の上側は，

点スキャナで撮影した画像を示す（それぞれ，左側が原

１枚目の全体像，その下側には黄四角で示す部分の 1/10

画像，右側がデコンボリューション処理後の画像）。２本

秒毎の連続画像を示す。このように，既存の超解像顕微

の微小管が近接している部分（各画像の黄色線部）に着

鏡技術を一桁以上上回る時間分解能で，ミトコンドリア

目すると，図 6（C）に示すプロファイルから，落射蛍光

の微細な内部構造まで捉えることができた。

1 um

原画像

10 um

デコンボリューション後

(A) 落射蛍光像

原画像

デコンボリューション後

(B) 高速超解像共焦点スキャナ
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(C) 微小管のプロファイル比較

図 6 空間分解能評価
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図 7 ミトコンドリア撮影例
（撮影ご協力：産業技術総合研究所 バイオメディカル研究部門
脳遺伝子研究グループ 加藤薫先生）
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4. おわりに
本稿では，従来の光学顕微鏡の空間分解能限界を超え
る超解像顕微鏡技術における当社の取り組みを紹介した。
単に微細な構造を観察するためであれば，細胞を固定し
て電子顕微鏡で観察すればよいが，それでは生命のダイ
ナミズムを知ることはできない。光学顕微鏡は細胞を生
きたまま観察でき，また，生命現象を可視化できる多様
な蛍光プローブが開発されているという，電子顕微鏡に
はない大きなメリットがある。したがって，超解像顕微
鏡技術は，そのメリットを十分活かせるものであるのが
望ましい。
当社が開発した高速超解像共焦点スキャナは，生細胞
の動態を詳細に観察できる時空間分解能を有し，また，
様々な試料や蛍光プローブに対応可能な汎用性を備えて
いる。その意味において，光学顕微鏡のメリットを十分
活かし，ダイナミックな生命現象を詳細に観察するのに
適した超解像顕微鏡技術であると言える。今後は，高速
超解像共焦点スキャナの製品化を急ぎ，新たな生命現象
の解明や，創薬・医療の研究開発に貢献していきたい。
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