
We have developed a next-generation CCD-based imager with a new design concept for use in life sciences research. In this 
report, we describe the configuration of the imager system and its features of high image quality, multifunctionality, and ease of 
use. This imager has been made commercially available as“Amersham Imager 600” by GE Healthcare.

Abstract

1. はじめに

　生化学・分子生物学分野のタンパク質の研究において，タ
ンパク質をゲル電気泳動で分離した後，化学発光基質や蛍光
物質で標識し，その分離パターンの化学発光や蛍光を検出す
ることにより，イメージングして画像解析する手法がよく用
いられる。
　この時，電気泳動されたゲルそのものを撮影する場合と，
ウェスタンブロッティング法によりゲル内のタンパク質を転
写したメンブレンを撮影する場合がある。ウェスタンブロッ
ティング法では化学発光基質を利用することが多いが，その
発光は非常に微弱であるため，イメージング装置には高感度
で低ノイズであることが求められる。富士フイルムは，この
要求を満足する画像解析システムとして，大口径レンズと冷
却CCDカメラを搭載したイメージャシステム「LAS-1000」
を1997年に開発した。それ以来さまざまなアプリケーショ
ンに応えるために，「LAS-3000」等のLASシリーズを開発し，
高感度化や蛍光検出等の多機能化を実現してきた1）。
　また2009年より富士フイルムはGEヘルスケアと，バイ
オサイエンス分野の画像解析システムの事業についてグロー
バル提携し2），CCDイメージャとして「ImageQuant LAS 
4000」シリーズおよび「ImageQuant LAS 500」を，富士フ
イルムが開発・製造し，GEヘルスケアにて販売してきた。
　そしてさらなる高画質化・多機能化・使いやすさを追求し，
ImageQuant LAS 4000シリーズの後継機種として，新しい

コンセプトで開発したCCDイメージャ「Amersham Imager 
600」シリーズ（Fig. 1）を，GEヘルスケアにて2014年
3月よりグローバルで販売を開始した。本報告ではその
Amersham Imager 600シリーズのシステム構成および高画
質化・多機能化・使いやすさの特徴について紹介する。
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Fig. 1　External appearance of Amersham Imager 600

10 ライフサイエンス研究用新世代 CCD イメージャの開発



2. システム構成

　Amersham Imager 600シリーズ（以下AI600シリーズ）は，
微弱な化学発光を高感度で検出することに適した大口径レン
ズと冷却CCDカメラを組み合わせた撮影ユニット，撮影用
の光源およびフィルタ，それらを操作制御するシングルボー
ドコンピュータを筐体内に搭載したイメージングシステムで
あり，ゲルやメンブレンによる化学発光検出，可視検出（カ
ラリメトリック），蛍光検出といった多様なアプリケーショ
ンに対応できる製品となっている。AI600シリーズの主な仕
様をTable 1に，内部構造の概要をFig. 2に示す。
　AI600シリーズには，化学発光検出と白色落射照明による
可視検出のベーシックな機能を有するAI600，エチジウムブ
ロマイド（EtBr）等に適したUV光励起による蛍光検出機能
を追加したAI600UV，さらに白色透過照明による可視検出
での光学濃度測定機能を追加したAI600QC，Cy色素等に適 Fig. 2　Overview of the internal structure (AI600 RGB, side view).

Table 1　Specifications
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したRGB光励起による蛍光検出機能も追加したフル装備の
AI600RGBの4つのタイプがあり，ユーザの必要な機能に合
わせてタイプを選択することができる。また高機能なタイプ
へのアップグレードも，光源ユニット等の必要なモジュール
を追加することにより可能である。
　各タイプとも上下2つの撮影ポジションを有し，ゲル等の
サンプルを置いたトレイはアプリケーションに応じてどちら
かの撮影ポジションにセットされる。上側ポジションは化学
発光検出専用で，下側ポジションよりも高感度撮影が可能で
ある。下側ポジションは化学発光検出，可視検出，蛍光検出
のすべてのアプリケーションの撮影が可能である。なお，撮
影ポジションにより画像の取り込みサイズは異なるが，上
下どちらのポジションで撮影しても，画像上の1画素あたり
のサイズは同じであり，学術論文の投稿時に必要とされる
300dpi以上の解像度を持つ。
　またUV透過光源をトレイの真下に，白色透過光源をトレ
イ下面の左右に配置することで，アプリケーションにより
透過光源ユニット交換することが不要なシステムを実現した
（Fig. 3）。UV透過光源を使用する場合は，下側ポジションに
UV透過トレイをセットする。そして，UV透過光源からの可
視光成分がカットされたUV光が，トレイ上に置かれた蛍光
染色サンプルに照射される。一方，白色透過光源を使用する
場合は，白色拡散板をUV透過光源の上に置き，下側ポジショ
ンに白色透過トレイをセットする。そして，トレイ下面の左
右に配置された白色透過光源から中央に向かって照射された
光は，トレイの底面と白色拡散板の表面の間で散乱すること
でトレイ全面を照明し，トレイ上に置かれた可視染色サンプ
ルに照射される。
　なおAI600シリーズは，このような透過光源ユニットの
コンパクト化や，落射LED光源とCCDの配置の最適化等に
より，ImageQuant LAS 4000シリーズ（以下，LAS 4000シ
リーズ）と比較して装置の小型化と軽量化を実現している。

　次に，AI600シリーズの操作制御は，下記3つの方法で可
能である（Fig. 4）。
　（1） 市販のUSB無線LANアダプタを接続してタブレット

型PCから操作
　（2） DVIケーブルとUSBケーブルで接続したタッチパネル

ディスプレイからの操作
　（3） AI600シリーズをPC本体に見立て，USBケーブルで

接続したモニタ・キーボード・マウスを使っての操作
　なお，HTML5技術を活用したVNC（Virtual Network 
Computing）を搭載することにより，タブレット型PCには
特別なソフトをインストールする必要がなく，Webブラウ
ザからAI600シリーズの操作制御が可能である。また，タ
ブレット型PCはAI600シリーズに装着可能である。
　撮影した画像の保存先は下記3つから選択可能である。
　（1）AI600シリーズの内部ストレージ
　（2）USBメモリあるいはUSB接続ハードディスク
　（3）ネットワーク接続したPC
　なお，ネットワーク接続したPC側からAI600シリーズに
搭載したWebアプリにアクセスすることにより，AI600シ
リーズの内部ストレージに保存された画像データを取り出す
ことも可能である。

3. 高画質化

3.1 CCD駆動方法の改良
　CCDカメラでは，光入力のない状態でも信号出力がある。
これは暗電流と呼ばれるノイズであり，S/N比（信号雑音比）
を低下させて画質を劣化させる要因となる。暗電流は露出期
間中に蓄え続けられるので，特に長時間露出の場合に大きな
影響を与える。このため，多くのライフサイエンス用撮像装
置では，CCDを冷却することで暗電流を減らすことによっ
て，高いS/N比が得られるようにしている。

Fig. 3　Schematic view of the trans-illuminator.
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　一方で，CCDや後段の回路でも読み出しノイズが発生す
る。この暗電流によるノイズと，読み出しノイズの和がCCD
カメラのトータルノイズとなる（Fig. 5）。室温環境下では暗
電流ノイズが支配的であるが，十分に冷却されたCCDでは
読み出しノイズが支配的である。そこで，AI600シリーズで
は，読み出しノイズを低減するために新たなCCD駆動方法
を開発した。

　Fig. 6に示したCCD駆動波形の例を用い，水平2画素のビ
ニング（画素結合）した場合の駆動方法を解説する。CCDに
リセットをかけると，出力部に溜まっていた電荷は吐き出さ
れ，CCD出力信号は基準電位（Vft）となる。次に水平転送
信号を立ち下げると，1画素目の信号電荷が転送され，CCD
出力信号は1画素分の電位となる。ここでリセットをかける
ことなく，再び水平転送信号を立ち下げると，2画素目の信

Fig. 4　System connection diagram. AI600 can be operated by a tablet PC with a wireless LAN adapter.

Fig. 5　Relationship between electrical noise and temperature.
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号が転送され，CCD出力信号は2画素分の電位（Vdata）となる。
ここで，VdataとVftの電位差はビニングした2画素に照射さ
れた光量に比例する。
　VdataおよびVftの電位をAD変換する際，複数回のサンプリ
ング（オーバーサンプリング）を行い，平均値を算出するこ
とで読み出しノイズを低減することができる。AI600シリー　　　　　

ズでは，1画素目の転送完了から2画素目の転送完了までの
時間を短くし，VdataおよびVftの期間を延ばすことで，サン
プリング回数を増やし，読み出しノイズを低減した。さらに
CCD駆動電圧の最適化も実施することにより，CCD駆動方
法の改良前と比較して読み出しノイズを60%低減した。

Fig. 6　CCD driving waveform and output signal (horizontal 2 pixel binning).
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3.2 励起フィルタと蛍光フィルタの分光最適化
　蛍光色素Cyシリーズの励起スペクトルと蛍光スペクトル
をFig. 7に示した。Cy2とCy3が共存するサンプルに例えば
500nmの光を照射した場合，Cy2とCy3の双方が励起され
るため，Cy2蛍光を検出するときにCy3蛍光が混入（クロス
トーク）すると，正確な蛍光検出ができない。
　AI600シリーズ（RGBタイプ）では，多重蛍光撮影機能（4.3
に詳述）を備えており，Cy色素（Cy2，Cy3，Cy5）に適合した，
460nm落射LED光源とCy2用蛍光フィルタ（525BP20），
520nm落射LED光源とCy3用蛍光フィルタ（605BP40），
630nm落射LED光源とCy5用蛍光フィルタ（705BP40）の
組み合わせが用意されている。その励起光源の主波長と蛍光
フィルタの透過波長範囲をFig. 7に重ねて表示した。Cy3検
出のための520nm落射LED光源は，Cy2の励起スペクトル
にほとんど重ならずにCy3を励起でき，Cy3用蛍光フィルタ
の透過帯は，Cy2蛍光スペクトルの影響をほとんど受けずに
Cy3蛍光を検出できる波長域となるように設計されている。
Cy3検出，Cy5検出も同様のコンセプトで設計されている。
このように，AI600シリーズは最適化された励起光源と蛍光
フィルタの組み合わせにより，クロストークの少ない蛍光検
出ができる。

4. 多機能化

4.1 セミオート露出機能
　従来のLAS 4000シリーズで提供していたオート露出機能
は，画像全体の最大発光部分が最適な濃度になるように，露
出を自動的に設定して撮影するものである。一方で，目的バ
ンドが必ずしも最大発光部分になるとは限らないため，発光
の小さいバンドであっても，そのバンドが最適な濃度になる

ように撮影したいという要望があった。これに応えるために，
AI600シリーズではセミオート露出機能を搭載し，Fig. 8の
ように画像が表示された画面上で目的バンドの領域をユーザ
が指定することで，そのバンドに最適な露出を自動的に設定
して撮影できるようにした。

Fig. 7 Spectral characteristics: Excitation (ex.) and fl uorescence 
emission spectra (em.) of Cy dyes, and dominant 
wavelengths of the excitation light sources and emission 
fi lters of the AI600 series.

Fig. 8　Semi-automatic exposure screen.

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.60-2015) 15



4.2　カラー撮影と重ね合わせ機能
　LAS 4000シリーズでは，グレースケール用のCCDをその
まま用いていたため，可視染色されたバンドやレインボー
マーカーのようなカラー分子量マーカーの色をカラーで再
現できなかった。AI600シリーズでは，可視検出用の白色光
源としてR/G/Bを独立に点灯制御することができる落射LED
と透過光源（QC/RGBタイプのみ）を搭載しているので，R/
G/Bを順次に点灯して撮影すればグレースケール用のCCDを
用いてもカラー撮影が可能であり，ゲルやメンブレンの可視
光カラー画像を再現できる。
　さらに，可視光カラー画像と化学発光・蛍光のグレース
ケール画像を重ね合わせた画像を表示・保存する機能を搭載
した。これにより表示画面上でカラー分子量マーカーの色を
確認することにより，目的とするバンドの分子量を目視で簡
単に推定できる（Fig. 9）。

4.3 多重蛍光撮影の実現
　複数の蛍光試薬を使用した多重蛍光サンプルを蛍光撮影す
るには，それぞれの蛍光試薬に応じて蛍光用励起光源と蛍光
フィルタの組み合わせを変えて蛍光撮影する必要がある。従
来のLAS 4000シリーズでは，異なる単色蛍光撮影の操作を
複数回行ってから，複数色の画像データを別の解析ソフトで
個々に解析し，必要に応じて重ね合わせ画像を解析ソフト上
で作成して解析していた。AI600シリーズ（RGBタイプ）では，
1回の撮影操作で複数の異なる蛍光撮影を自動で行い，多重
蛍光画像データを自動で取得する機能を実現している。また，
複数色の画像データセットを一括で処理することができるの
で，多重蛍光画像を重ね合わせた状態のままで画像の確認・
解析が可能である（Fig. 10）。

Fig. 9　Overlay image display
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Fig. 10　Multiplex fluorescence image display.
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4.4 光学濃度測定機能
　AI600シリーズ（QC/RGBタイプ）では，可視染色された
タンパク質の濃度を，高感度かつ簡便に光学濃度として定量
的に測定できる。ここでは，定量性を高めるための補正方法
について説明する。
　染色されたタンパク質を撮像して得られた検出信号には，
タンパク質を透過した光成分（測定したい透過光）と，タン
パク質の周囲のゲルを透過した光の回り込み成分（周囲光）
が含まれる（Fig. 11）。ここで，タンパク質の濃度が高いほど，
検出信号量に占める周囲光の比率は大きくなり，タンパク質
の濃度を低めに測定してしまうことが課題であった。この課
題を解決するため，周囲光の影響を予め測定しておき，検出
信号から取り除く周囲光補正を採用した。これにより，光学
濃度の高い領域まで精度よくタンパク質の濃度を測定できる
システムを実現している（Fig. 12）。

5. 使いやすさ

5.1 直感的なデザインのGUI
　AI600シリーズでは装置をはじめて使うユーザであって
も，撮影・解析・保存までの一連のワークフローを簡単に操
作できるようにするために，直感的でわかりやすいGUI（グ
ラフィカルユーザインタフェース）を搭載している。例え
ば，Fig. 13に示すように検出手法を化学発光検出，可視検出，
蛍光検出としてまとめ，それぞれの検出手法の中で露出モー

Fig. 11　Schematic view of optical density measurement.

Fig. 12 Relationship between the optical density on the chart 
[Remark 1] and measured optical density.

Fig. 13　Capture screens.
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ド（オートやセミオート等）や光源などの詳細設定が行える
ようにしている。また，NextボタンやStartボタンなどの次
の操作に移るためのボタンは，画面下部に大きい青色ボタン
で統一し，ユーザをナビゲートするようなデザインとなって
いる。

5.2 解析機能の搭載
　LAS 4000シリーズでは，解析機能は別のソフトで提供さ
れていたが，AI600シリーズではTable 2に示した解析機能
が装置上に搭載されている。このため，ユーザはサンプル撮
影して画像確認した後に，装置上でシームレスに画像解析を
行うことができる。解析画面では下段に並ぶボタンを左から
右に順次押していくことで解析ワークフローを進められる。
目的とするバンドの解析が終了すると，Fig. 14のように解
析結果がサマリー画面に表示されるので，解析結果をすぐに
確認することができる。また解析結果は保存・印刷すること
が可能である。

6. まとめ

　ImageQuant LAS 4000シリーズで性能・信頼性で実績の
ある大口径レンズとCCDをベースにし，より高画質化・多
機能化・使いやすさを追求した，ライフサイエンス研究用
の新世代CCDイメージャ Amersham Imager 600シリーズを
開発した。Amersham Imager 600シリーズでは化学発光検
出・可視検出・蛍光検出のさまざまなアプリケーションに対
応できるように4つのタイプを用意し，光源ユニット等のモ
ジュールを追加することにより，高機能タイプへのアップグ
レードが可能な構成とした。高画質化技術として，新しい
CCD駆動方法によるノイズ低減，蛍光検出におけるフィルタ
分光の最適化によるクロストーク低減を実現した。また多機
能化として，見たいバンドを指定して最適な濃度で撮影でき
るセミオート露出機能，バンドの分子量をカラー分子量マー
カーとの目視比較により簡単に推定できるカラー画像の重ね
合わせ機能，複数の蛍光試薬による画像を自動的に重ね合わ

Table 2　Analytical functions

Fig. 14 Analysis summary screen:  
Upper left: Image or profile; Upper right: Graphs; Middle: Columns; Lower: Analysis workflow buttons
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せて評価できる多重蛍光撮影機能，およびバンドのタンパク
質濃度を定量するための光学濃度測定機能を搭載した。さら
に使いやすさを高めるため，撮影・解析・保存までの一連
のワークフローを簡単に操作できるようにする直感的なGUI
と，撮影した画像を装置上でシームレスに解析できるように
するための解析機能を搭載した。
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