生体の Sub-Organela ネットワークを
明らかにする

Lattice SIM² 搭載 ZEISS Elyra 7
かつてない解像度を誇るライブイメージングシステム

zeiss.com/elyra
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高分子体、細胞小器官、細胞、生物などの生体の構造を理解することは、そ
の機能を理解する鍵となり、現代の生命科学において一般的になっています。
剛体構造における重要要素は空間解像能のみですが、動的構造においては、
生体試料を保護しつつ必要な時間分解能を実現するには、より高速な取得速
度と低ダメージ条件が欠かせません。
では、生体観察に必要な最小露光時間のみで高速イメージングする場合は、
解像度を犠牲にしなければならないのでしょうか。そんなことはありません。
Lattice SIM² は、従来の構造化照明顕微鏡（SIM）の 2 倍の解像度を提供する
ため、厳しい条件下で取得した画像でも細部を再構築できます。優れた焦点
外光抑制とセクショニング機能を備えた SIM² Apotome の損失のない超解像イ
メージングにより、原画像と再構成画像の 1 対 1 の比率を実現できます。
Lattice SIM と SIM Apotome の機能はすべて、SIM² の後継機種でもご利用いた
だけます。つまり 2 倍の解像度を保持しつつ、標準色素と蛍光タンパク質の
使用、様々なラベル付けがされた構造間におけるより高い分解能の同時デュ
アルカラーイメージング、必要に応じた視野拡大が可能になります。バースト
モードやリープモードといったイメージング機能は、制限なしにシームレスな
連携が可能です。さらに Lattice SIM² は、オンデマンドで Elyra 7 プラットフォー
ム上の TIRF、SIM、SMLM、および Airyscan イメージングと組み合わせること
ができます。
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Lattice SIM² による卓越した解像度
SIM テクノロジーをさらに上のレベルに引
き上げる新たな画像再構成アルゴリズムを
搭載した SIM² により、フォトンバジェット
を最大限に活用することができます。従来
の 2 倍の SIM 解像度で、60 nm の間隔でも
詳細に細胞内構造を識別できます。Lattice
SIM² の優れた焦点外光抑制機能により、拡
散の激しい試料でも、広視野で極めて鮮明
なセクショニングが可能になります。SIM²
の画像再構成技術は、生体試料や固定され
た試料に対して、Elyra 7 の構造化照明ベー
スの取得データを最小限のアーティファク
トで正確に再構成します。

実験をスピーディーかつ効率的に
高い光 効 率を発 揮する LatticeSIM² は、 従
来の 2 倍の SIM 解像度を実現する一方で、
生体試料と固定された試料に対して最大
255 fps の速度で低ダメージなイメージング
を実行します。
また、Lattice SIM² や SIM² Apotome をバー
ストモードおよびリープモードと組み合わ
せることで、かつてない高速な超解像取得
が可能となります。SIM Apotome モードで
は損失のない取得を実現し、再構成された
すべての画像に対して必要な原画像はたっ
た 1 枚だけです。
Elyra 7 Duolink で 2 つの異なる染色構造を
同時にイメージングし、複数の色を使って
解像度をさらに向上させることもできます。

研究に柔軟性を
Elyra 7 は、C. elegans、および厚さ最大 100 µm
の植物または組織切片の感光性細胞培養と
いった、あらゆる試料タイプに対応します。
Lattice SIM²、SIM² Apotome、 広 視 野 DIC、
SMLM お よ び TIRF な ど、Elyra 7 は 複 数 の
顕微鏡技術を駆使しています。これらの技
術をすべて、あるいは一部使用して取得し
た同じ試料画像を相互に関連付けることで、
試 料からより深い知 見を得ることができ
ます。
また、Elyra 7 を Airyscan 搭載の LSM や走査
型電子顕微鏡など、他のさまざまなイメー
ジングシステムと組み合わせ、相関ワーク
フローを形成することも可能です。

WF

SMLM

1 µm
5 µm

クリックしてビデオを見る

1 µm

フ ァロ イ ジ ン Alexa488 で ラ ベ ル 付 け さ れ た Cos-7 細 胞 を

Cos-7 細胞の小胞体（Clereticulin-tdTomato）の Lattice SIM² タ

Lattice SIM² でイメージング。アクチンネットワークの微細構

イムラプスイメージングにより、極めて動的な構造変化が明

SMLM：アフリカツメガエル A6 細胞（上皮腎臓細胞）。核膜
孔複合タンパク質である Gp120 を Alexa Fluor 647 でラベル付

造が観察できる。Z スタックの最大輝度値投影法が示されて

らかに。

けし、8 回対称に配置。

いる。
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Lattice SIM：3D 超解像技術
従 来 の SIM で は、 試 料 領 域 が 照 射 さ れ、
グリッドを使用してイメージングされます。
グリッド構造は試料内の構造と干渉し、モ
ワレ縞を形成します。この縞には高周波情
報、つまり高解像度情報が含まれており、
顕微鏡で分解可能な低周波数に変換されま
す。全方向でこの効果を得るために、試料
はグリッドパターンの様々な回転位置およ
び並進位置（位相）でイメージングされま
す。位相画像はデコンボリューション処理
によって取得画像になり、全 3 次元で 2 倍
の解像度を実現することができます。
Lattice SIM では、試料領域はグリッド線で
はなく格子スポットパターンで照射されま
す。2 次元性により、格子パターンは並進
再配置するだけでよく、回転する必要がな
いため イメージング速度が劇的に向上しま
す。さらに、高いコントラストを実現する
格子パターンが正確な画像再構成を可能に
します。従来の SIM と比較して格子パター
ン照明の試料効率は 2 倍アップし、試料照
明に必要なレーザー照射量は少なくて済み
ます。これこそが SIM が好ましい生細胞イ
メージング技術である所以です。
大幅に改善された格子照明の光量子効率の
おかげで、より高いコントラストとより低
い光照射量を実現しながら、イメージング
速度を上げることが可能となります。

クリックしてビデオを見る
従来の SIM と Lattice SIM を簡単に比較した動画をご覧ください。

WF

10 µm

Lattice SIM

10 µm

Lattice SIM：アクチンで染色された、有糸分裂を生じている Cos-7 細胞（ファロイジン Alexa Fluor 568、マゼンタ）、微小管（抗ベー
タチューブリン Alexa Fluor 488、黄色）および核（Hoechst、青）の広視野 SIM 画像と Lattice SIM 画像の比較。
画像は、合計深度 3.19 µm の 30 面の最大強度投影。対物レンズ：Plan-Apochromat 63x/1.4 Oil
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SIM² の再構築：SIM 解像度を 2 倍に
デュアルイテレーション SIM や SIM² は、構
造化照明顕微鏡データの解像度とセクショ
ニング品質を向上させる、斬新で画期的
な画像再構成アルゴリズムです。SIM² は、
Elyra 7 のすべての IM イメージングモード
と互換性があり、ZEN ソフトウェアに完全
に統合されています。

90B

80B

70B

60B

200 nm

50 nm

従 来 の 再 構 成 アル ゴリズ ムとは 異 なり、
SIM² は 2 段階の画像再構成アルゴリズム
です。次数の組み合わせ、ノイズ除去、お
よび周波数抑制フィルタリングがまず実行
され、デジタル画像操作から生じるすべて
のエフェクトが、デジタル SIM 点像分布関
数（PSF）に変換されます。その後の反復
デコンボリューションでこの PSF が使用さ
れます。ハードウェアベースの顕微鏡デー
タのデコンボリューションでの実験的 PSF
の使用と同様に、SIM² アルゴリズムは解像
度、セクショニング、および確実性の面で、
従来のワンステップ画像再構成法よりも優
れています。

GATTA-STED Nanoruler 90B、80B、70B、および 60B（GATTAquant, Germany）は、63x / 1.4 Oil 対物レンズを備えた Elyra 7 Lattice SIM²
モードで画像処理。90 nm、80 nm、70 nm、60 nm の距離で分離。

クリックしてビデオを見る
抗アルファチューブリン Alexa fluor 488 で染色された Cos-7 細胞の画像を、一般的なウィーナーフィルターを使用した従来の SIM アル
ゴリズムと、新しい SIM² 再構成で処理。画像から、SIM と比較して SIM² の解像度が改善していることが分かる。SIM² の優れたセクショ
ニング機能が動画で示されている。対物レンズ：Plan-Apochromat 63x / 1.4 Oil
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SIM Apotome：
柔軟な光学セクショニング
広視野システムを使用した生細胞イメージ
ングでは、ピンぼけやバックグラウンド信
号の問題があることが知られています。こ
れによって画像のコントラストと解像度が
低下してしまうことがあります。Elyra 7 の
SIM Apotome 取得モードは、構造化照明で
鮮明なコントラストと横方向および軸方向
の高い解像度を備えた、高速光学セクショ
ニングを実現します。

フォーカスが合っていない光の広視

3 つまたは 5 つの異なるグリッド位

再 構 成され、 光 学 的 に 切 断され た

野画像。白い破線で囲まれているの

置で SIM Apotome で画像を取得

画像

が焦点面からの信号

グリッドパターンは、顕微鏡の焦点面の蛍
光信号を照射し、すばやく変調するために
使用されます。異なるグリッド位置（位相）
で 3 つまたは 5 つの画像を取得後、ZEN イ
メージングソフトウェアがこれらのフレー
ムを組み合わせて、焦点面（光学セクショ
ン）からの情報のみを含んだ画像を作成し
ます。
SIM² 再構成アルゴリズムと組み合わせた
SIM Apotome 取得モードを使用すると、高
いコントラストや解像度はそのままに、ダ
メージを与えることなく迅 速に生 細 胞イ
メージングをさらに調整できます。あるい
は、より高速になった光学セクショニング
速度で様々な倍率で大規模な試料領域を
取得し、大量の試料を取得する際の生産性
を向上することができます。

WF

SIM² Apotome

50 µm
50 µm

クリックしてビデオを見る

SIM² Apotome：微小管で染色された Cos-7 細胞（抗アルファチューブリン Alexa Fluor 488、緑）および核（Hoechst、青）の広視野
および SIM² Apotome 単一平面画像の比較。対物レンズ：LD LCI Plan-Apochromat 25x / 0.8 Imm Corr
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SIM イメージングをさらに高速化
Elyra 7 はすでに高速のイメージング速度を提供していますが、加速モードを使用すると 2D・3D イメージングの時間解像度と生産性をさらに向
上させることができます。バーストモードとリープモードは、Lattice SIM および SIM Apotome 取得と互換性があり、SIM² 画像再構成と組み合わ
せることで、全 3 次元において並外れた解像度で非常にダイナミックなプロセスを捉えることができます。

2D バーストモード：
時間情報を完全に取得
バーストモード処理では、ローリングウィ
ンドウアプローチにより生体試料のプロセ
スを最大 255 fps で観察できます。またバー
ストモードは画像再構成機能でもあるため、
取得済みのデータセットでフレキシブルに
使用でき、データ分析に必要な時間情報を
決定できます。

フレーム 1
ブロック単位の処理

フレーム 2

バーストモード処理

2 µm
緑と赤のイベントは、バーストモード処理に
よってのみ分離可能

クリックしてビデオを見る
Rab5-mEmerald（緑）と tdTomato タグ付きゴルジ関連移動マー
カー（オレンジ）を発現する U2OS 細胞。同時デュアルカラー
取得。対物レンズ：Plan-Apochromat 63x / 1.4 Oil

3D リープモード：
新たなレベルのデジタルセクショニング
研究では、3D での高速イメージングが必
要になることがよくあります。リープモー
ド取得を用いれば、イメージング時間を短
縮し、試料のデータ数をさらに減らすこと
ができます。3 つおきの平面のみをイメー
ジングすることで、ZEN はピクセル再割り
当てアプローチでボリューム全体を再構築
します。

デジタルセクショニング

› 概要

Nyquist サンプリング
ボリュームの 3 つお
きの平面のみをイメ
ージング

再構築された平面

2 µm

2 µm

抗ベータチューブリン AlexaFluor488 で染色された Cos-7 細胞。
画像は、同じ試料領域の Nyquist サンプリング（左）および
デジタルセクション（右）画像のトリミングされたボリュー
ム 画 像 の XY、XZ、 および YZ ビューを 示 す。 対 物レンズ：
Plan-Apochromat 63x / 1.4 Oil
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SMLM：分子解像度での 3D イメージング
単一分子局在顕微鏡法（SMLM）では、蛍
光分子がまばらに活性化されるため、1 つ
の蛍光分子のみが単一点像分布関数（PSF）
内でオン状態になります。これにより、PSF
の拡張をはるかに超えるローカリゼーショ
ン精度で重心を決定することができます。
記録されると分子はオフ状態になり、すべ
ての分子が捕捉されるまで活性化／非活性
化のサイクルが繰り返されます。新しい画
像でローカライゼーションがプロットされ
て超解像画像が作成されます。Elyra 7 では、
PALM、dSTORM、PAINT などの SMLM 技術
で 20 〜 30 nm の横方向の解像度が実現さ
れ、ZEN ソフトウェアは、データの画像再
構築をシームレスに実行します。

3D 修正 PSF

WF

5 µm

クリックしてビデオを見る

SMLM

さらに、Elyra 7 には PRILM テクノロジーを
採用した 3D SMLM モードが備わっていま
す。PSF は Z 位置をエンコードするために
再形成されているため、1 つの平面のみを
取得しながら、50 〜 80 nm の軸方向解像
度で深度 1.4 µm のボリューム情報を取得
します。それにより、一貫した分子精度で
細胞全体から 3D データを取得できます。
1 µm
BSC1（腎臓上皮細胞）のミトコンドリア膜の 3D ペイント画像。外膜タンパク質 Tomm20 は、Ultivue –I2-650 イメージ
ングストランドでマーキング。Z 情報用に再形成された PSF エンコーディングで深度 1.4 µm の 3D ペイント画像を作成。
上の 図は、 領 域の 広 視 野 顕 微 鏡 画 像（ 左 ）と、3D SMLM に使 用され た 修 正 PSF の 3D 画 像（ 右 ）。 対 物レンズ：
alpha Plan-Apochromat 63x / 1.46 Oil
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Elyra 7 Duolink：同時 2 色イメージング
生体試料を用いた研究では、様々なタンパク質や細胞小器官の相互
作用に注目することがよくあります。ダイナミックなプロセスを深く
理解するには、関連構造の同時イメージングは欠かせません。
お使いの Elyra 7 に Duolink アダプターを取り付けて 2 台の sCMOS
カメラを操作することで、次の広視野ベースのテクノロジーの利点
を活用することができます：
• スキャンベーステクノロジーの使用時や異なるチャネルの連続
データ取得中に起こりがちな遅延がなく、視野全体で同時 2 色イ
メージングを実行

• 短い露光時間を選択し、生細胞全体の超解像リアルタイムスナッ
プショットを取得
• 同時間内に取得する情報の量を 2 倍にすることで、固定細胞実験
の生産性が向上
• 統合したマルチバンドパスエミッションフィルターが可能にする最
小限の信号クロストークにより、2 台のカメラで色の組み合わせを
イメージング
• マルチカラー実験をさらに高速化し、4 色画像を取得（機械フィ
ルターの交換は不要）
• 2 台の sCMOS カメラでマルチカラー SMLM 実験を実行

1 µm
クリックしてビデオを見る
効率的な画像取得のために搭載されたマルチバンドパスエミッションフィルターキューブを備えた、
2 色同時取得用 Elyra 7 Duolink sCMOS カメラアダプター。

小 胞 体マーカーである Clereticulin-tdTomato（マゼンタ）と、ミトコンドリアマーカーである
Tomm20-mEmerald（緑）を発現する Cos-7 細胞を 2 色で同時にイメージング。小胞体とミトコンド
リアの動的な相互作用を動画で示す。対物レンズ：Plan-Apochromat 63x / 1.4 Oil
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画像を定量的データに変換する
ZEISS ZEN
ZEN ソフトウェアは、画像を発表用の定量
的な結果に変換します。必要な取得パラ
メーターを公開・アクセス可能なメタデー
タ（.czi ファイル形式）として保存します。
さらに ZEN ソフトウェアは、様々な画像の
前処理および後処理ツールも提供します。
例えば、ZEN Intellesis モジュールに基づい
た機械学習を利用して、複雑な画像データ
を容易かつ直感的にセグメント化すること
ができます。また、ZEN の分析機能により、
試料内の複雑な構造的相互作用だけでなく、
幾何学的特徴を定量化し、関連するプロッ
トやヒストグラムも作成可能です。

クリックしてビデオを見る

arivis Vision4D®
「arivis Vision4D®」 を Elyra7 で 使 用 す れ ば、
大容量の 3D・4D データセットを可視化お
よび定量化できます。arivisVision4D® は、ほ
ぼ 無 制 限のサイズのボリューム画 像をレ
ンダリングできるだけでなく、ボリューム
フュージョン、チャネルシフト、従来型、
機械学習ベースのセグメンテーションや 3D
トラッキングなどの高度な画像処理ツール
も提供します。

arivis Vision4D® ソフトウェアで定量的な結
果を視 覚 化し、 全データを書き出すこと
で、さらに詳しく分析することができます。
arivis Vision4D® のモジュラー構造は、高度
な画像処理と分析のニーズに柔軟に対応し
ます。

クリックしてビデオを見る

ZEN Intellesis：優れた画像セグメンテーション結果を提供す

エンドソームマーカー Rab5-mEmerald を発現する U2OS 細胞を、Lattice SIM 3D リープ取得モードで経時的にイメージング。

る、ユーザーフレンドリーな機械学習ベースのソフトウェアモ

エンドソームのセグメンテーションとトラッキングのために Lattice SIM² データセットを arivisVision4D® ソフトウェアに転送。

ジュール。ZEN 画像分析ワークフローに完全に統合されてい

対物レンズ：Plan-Apochromat 63x / 1.4 Oil

ます。
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多様なアプリケーションに的確に対応

› 概要

典型的なアプリケーション／サンプル

タスク

ZEISS Elyra 7 の機能

› 特長

生細胞イメージング

細胞小器官の移動、小胞移動、膜再編成など、生細胞の
機構の詳細を明らかにする

Lattice SIM が、高速かつ低ダメージな光効率の高いイメージングを実行

›

アプリケーション

Lattice SIM：（複数回転するのではなく）全視野にわたる 1 回の画像取得により、速度を向上さ
せレーザー照射量を減少させる
Lattice SIM / SMLM：Definite Focus 3 が試料のフォーカスを長時間維持

› システム構成
構造の詳細を 3D および複数の色で表す

› 技術仕様

Lattice SIM：デジタルセクショニングにより、z スライスの数を減らすことでより高速な取得が
可能に
Lattice SIM / SMLM：波長ごとに最適化された解像度で、2 つのチャネルを同時に取得し、最大
4 色（LatticeSIM²）を取得。Duolink と最適化されたフィルターのコンセプトで、高速で整合性
のあるマルチチャネル取得を実現

› サービス
全細胞のコンテキストで高速な細胞プロセスを観察する

Lattice SIM：1 つの画像で細胞全体をキャプチャするための広い視野

標本を摂動することなく、微細構造の高速ダイナミクスを
観察

Lattice SIM：光効率の良い照明により、高速ダイナミクスを試料にダメージを与えることなく
観察
インキュベーション：完全に統合されたインキュベーションコントロール、温度最適化油浸、
補正カラー付きの水浸対物レンズ

多くの分子を追跡し、拡散挙動を取得する

SMLM：広い視野での粒子追跡により、細胞全体の拡散情報を収集。
カメラの制限付き時間分解能。

焦点接着のメカニズム、チューブリンの再編成、小胞の往
復など、1 分未満の動的プロセスの分子レベルの構造変化
を調査する

SMLM：可視スペクトル全体にわたる強力なレーザーとマルチエミッター分析で取得時間を短
縮し、1 分未満のタイムスケールでダイナミクスを測定

超解像だけでなく、膜ダイナミクスの記録、細胞分裂、 SIM Apotome：幅広い対物レンズ用の優れた光学セクショニングとイメージング速度のユニーク
細胞移動などの従来の生細胞イメージング実験も行う
な組み合わせ。デジタルセクショニングをさらに高速なボリュームイメージングに使用可能
TIRF と従来の広視野蛍光顕微鏡が多様性を提供
ショウジョウバエ、C. egans、シロイヌ
ナズナ、ゼブラフィッシュなど、サイズが
大きく変化する生物

侵入度の高い 3D で構造の詳細を表す

Lattice SIM：深部組織イメージング用の水浸対物レンズ
光学セクショニング、DIC、位相差などの追加オプションを利用可能
高速光学セクショニングのための SIM Apotome モード

広領域にわたり 3D で構造の詳細を表す

Lattice SIM：広領域のカバー用のタイリングとスティッチング。試料の傾きを避けるためのレベ
ル調整可能なステージ
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多様なアプリケーションに的確に対応

› 概要

典型的なアプリケーション／サンプル

タスク

ZEISS Elyra 7 の機能

› 特長

固定試料

蛍光特異性と超解像の利点を利用して、細胞全体の構造組
織を調査する

Lattice SIM：1 つの画像で細胞全体をキャプチャするための大きな FOV
Lattice SIM が、より高速な取得速度でスループットを改善

細胞成分とタンパク質の配置を調査する

Lattice SIM：適合グレーティングが、波長ごとに最適化された解像度で 4 色を取得

分子の相互作用を調査する

Lattice SIM / SMLM：全チャンネルのドリフト補正とアダプティブカラーアラインメント

細胞小器官の超微細構造を明らかにする

3D-SMLM：一貫したローカリゼーション精度を備えたクラス最高の z キャプチャ範囲。
ピエゾステージで > 10 µm まで積み重ね可能

分子集合体の超微細構造を調査する

SMLM：デュアルカラー取得のための高速レーザースイッチングおよび／または Duolink

›

アプリケーション

› システム構成
› 技術仕様
› サービス

SMLM：可視スペクトル全体における高いレーザー出力密度。活性化レーザー出力（PALM）
の微調整
タンパク質の局在を構造的なコンテキストに配置する

ZEN Shuttle & Find および ZEN Connect を使用した Lattice SIM / SMLM 相関メソッド

多種多様な標本 SIM Apotome の概要と詳細なイメージング

SIM Apotome：高い軸方向解像度での複数色の大容量超高速イメージング
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ZEISS Elyra 7 のアプリケーション例
› 概要
› 特長
›

アプリケーション

› システム構成
› 技術仕様
› サービス

Lattice SIM² – さらに詳細なイメージング
細胞骨格の構成要素の研究は、生物学にお
ける重要な研究分野です。アクチンネット
ワークや微小管フィラメントなどの構成成
分の微細構造により、100 nm 以下の分解
能でのイメージングでは、超解像技術がよ
く利用されます。
Lattice SIM² は、 従 来の SIM 技 術と比 較し
て試料からはるかに多くの構造情報を取得
し、60 nm までの解像度で動作するだけで
なく、画像のセクショニング品質を大幅に
改善します。この斬新かつ正確な画像再構
成方法を用いれば、オーダーメイドの染色
プロトコルや複雑な顕微鏡技術の専門知識
がなくても、シグナルとバックグラウンド
を効率的に分離できます。

10 µm

10 µm

ファロイジン Alexa488 でマークされた Cos-7 細胞の Lattice SIM² 画像。Plan-Apochromat100x/ 1.57 Oil 対物レンズで取得。Z スタック
の最大強度投影を表示

使いやすい Lattice SIM² テクノロジーにより、
複雑な構造情報と細部をさらに明らかにす
ることができます。

10 µm

10 µm

抗アルファチューブリン Alexa488 で免疫蛍光を介してマークされた Cos-7 細胞の Lattice SIM² 画像の投影を色分けして表示。データは、
Plan-Apochromat 100x / 1.57 Oil（左）および Apochromat 63x / 1.4 Oil（右）の対物レンズで取得。これらの画像は、SIM² 画像再構成
アルゴリズムの優れたセクショニング機能を示す。

13

ZEISS Elyra 7 のアプリケーション例

› 特長
›

アプリケーション

› システム構成
› 技術仕様
› サービス

わかりやすいマルチカラーの超解像イメー
ジング
多タンパク質複合体の調査には、複数色を
使った超解像イメージングが必要とされま
すが、これは従来の方法では容易ではあり
ません。Lattice SIM² では、 従 来の方 法で
染色された試料に対して、60 nm までの解
像度でマルチカラーイメージングを実行で
きます。
シナプトネマ複合体は減数分裂細胞の核と
してよく知られている構造であり、横方向
のフィラメントによって中央の要素に接続
されている 2 つの横方向の要素で構成され
ています。サイズが小さいため、シナプト
ネマ複合体の 3 色イメージングは、これま
では 3 倍拡張した試料の超解像イメージン
グといった複雑な手法でしか実現できませ
んでした。しかし Lattice SIM² は、SYCP3（横
方向の要素）の 2 つのストランドと SYCP1-C
（横方向のフィラメントの C 末端）を、特
殊な試料処理や特殊な染色をすることなく、
100 nm 以下の分解能でイメージングする
ことができます。さらに、3 色画像はタン
パク質 SYCP3 と SYCP1 の距離に関する構造
情報も提供できます。SYCP1 タンパク質内
でも、異なるマークが施された N 末端と C
末端は、2 つのマーク間で 50 nm 未満の解
像度で明確に分離することができます。

SIM

SIM²
SIM

SIM²

2µm

1µm

SeTau 647
Alexa 568
Alexa 488

49nm

1.2

45nm
56nm

52nm
1

0.8

Intensity (AU)

› 概要

0.6

0.4

0.2

250nm

0

-200

-100

0

100

200

Distance (nm)

YCP3 を SeTau647 で、SYCP1-C を Alexa 488 で、SYCP1-N を Alexa 568 で、Lattice SIM² モードで免疫マークすることにより、マウス
精巣からの 3 重マークシナプトネマ複合体の構造を可視化。試料ご提供：Marie-Christin Spindler, AG Prof Ricardo Benavente, Biocenter
of the University of Würzburg. 対物レンズ：Plan-Apochromat 63x / 1.4 Oil
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ZEISS Elyra 7 のアプリケーション例
› 概要
› 特長
›

アプリケーション

› システム構成
› 技術仕様

生体の細部を観察する
生物学的プロセスを理解することは、生体細胞や生物を低ダメージかつ高い時空間解像度で観察することを意味します。
Lattice SIM² を搭載した Elyra 7 は、生体試料のイメージングのために設計された超解像技術を駆使しています。独自の格子構造照明により、高
速イメージングと卓越した光効率、低ダメージ、さらに感度を実現します。
生体試料の細胞、細胞内部、さらには細胞小器官の構造を 2D・3D で経時的に観察できます。ミトコンドリアの動き、融合と分裂、または小胞
体の出芽の動態など、Elyra 7 Lattice SIM² は超解像で生細胞との互換性を提供します。

› サービス

10 µm
クリックしてビデオを見る

5 µm
クリックしてビデオを見る

Tomm20-mEmerald を発現する U2OS 細胞。Lattice SIM² ボリュ

Cos-7 細胞における小胞体（Clereticulin-tdTomato、マゼンタ）と微小管（EMTB-3xGFP、緑）の同時イメージングにより、これらの

ームデ ータセットのカラーコードイメージ。 対 物レンズ：

細胞小器官の非常に動的な相互作用が明らかに。対物レンズ：Plan-Apochromat 63x / 1.4 Oil

Plan-Apochromat 63x / 1.4 Oil
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ZEISS Elyra 7 のアプリケーション例
› 概要
› 特長
›

アプリケーション

› システム構成
› 技術仕様

驚異的な速度で優れたセクショニング
SIM² Apotome は、優れたセクショニング品質に基づいた実験向けの
フレキシブルな生細胞イメージング法であり、高い空間解像度を必
要としません。横方向および軸方向の解像度、ボリューム取得速度
の点で従来の共焦点顕微鏡よりも優れており、試料にとっても非常
に低ダメージな方法です。ここでは、H2B-mCherry およびα - チュー
ブリン mEmerald-GFP を発現する LLC PK1 細胞を、有糸分裂を行い
ながら、25x / 0.8 の水浸対物レンズで 35 分間連続で観察しました。

SIM² Apotome は、様々な倍率（10x、20x、25x、40x）の対物レン
ズと互換性があります。高 NA（1.4）の倍率 40 倍の画像は、
カルレティ
キュリン -tdTomato を発現する Cos-7 細胞で実証されているように、
従来の SIM 顕微鏡と同様の解像度とセクショニング機能、および高
速取得を実現しています。

› サービス

40x/1.4 油浸

25x/0.8 W

20 µm
クリックしてビデオを見る

20 µm
クリックしてビデオを見る

小胞体マーカーである Clereticulin-tdTomato を発現する Cos-7 細胞の SIM² Apotome タ

小胞体マーカーである Clereticulin-tdTomato を発現する Cos-7 細胞の SIM² Apotome タイムラプスデ

イムラプスデータ。深度 3.7 µm にわたる 12 面の最大輝度値投影法。対物レンズ：

ータ。深度 1.4 µm にわたる 12 面の最大輝度値投影法。対物レンズ：Plan-Apochromat 40x / 1.4 Oil

LD LCI Plan-Apochromat 25x / 0.8 Imm Corr
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ZEISS Elyra 7 のアプリケーション例
› 概要
› 特長
›

アプリケーション

› システム構成
› 技術仕様
› サービス

優れた画質で簡単に全体像を把握
SIM Apotome 取得モードの高速パフォーマ
ンスにより、非常に広い領域の高速タイル
スキャンイメージングを優れたセクショニ
ング品質で実現できます。
11.1 mm² x 11 µm サイズの桑の部分は、ナ
イキストサンプリングで 2 分以内に 3 方向
すべてと 2 色で画像化されています。葉の
断面でも同様の速度を達成することができ
ます。

0.5 mm
クリックしてビデオを見る
EC Plan-Neofluar 10x / 0.3 Air 対物レンズを使用した薄い桑の部分の SIM²Apotome ボリュームタイルスキャン画像。11 µm の深さにわ
たる最大輝度値投影法。試料：TS-Optics Set Dauerpräparate Botanik 25St の「Maulbeere」。

1 mm
クリックしてビデオを見る
EC Plan-Neofluar10x /0.3 対物レンズで画像化された葉の断面の SIM²Apotome ボリュームタイルスキャン画像。Z スタックの最大輝度値投影法。試料：TS-Optics Set Dauerpräparate Botanik の「葉」。
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ZEISS Elyra 7 のアプリケーション例
› 概要
› 特長
›

アプリケーション

› システム構成

最大 255 fps の超解像イメージング
細胞内の小さな小胞の拡散性、特に弾道性の動きは、超解像かつ非
常に動的なイメージングが同時に可能である場合にのみ捉えること
ができます。また Elyra 7 は、2D タイムラプスデータのバースト処
理により広視野で 255 Hz の超解像画像を生成し、Lattice SIM と SIM
Apotome の取得モードで 2 色を同時に取得します。

› 技術仕様

3 倍の速度の 3D イメージングのためのデジタルセクショニング
Elyra 7 のリープモードは、ボリュームイメージング速度を 3 倍に加
速すると同時に、試料の露光量を減少します。Clereticulin-tdTomato
を発現する U2OS 細胞の全ボリューム（18 面）は、細部をすべて捉
えながら、LatticeSIM 取得モードで 38 ボリューム / 分の速度でイメー
ジングされました。また SIM Apotome 取得モードの場合、最大 3 倍
のボリュームイメージング速度が期待できます。

› サービス

10 µm
クリックしてビデオを見る

10 µm
クリックしてビデオを見る

Rab5-mEmerald（ 緑 ）と tdTomato タグ付きゴルジ関 連 移 動マーカー（マゼンタ）を発 現する

小胞体を可視化するための Clereticulin-tdTomato を発現する U2OS 細胞。

U2OS 細胞。1024 x 1024 ピクセル（64 µm x 64 µm）の FOV に対して、1.5 ms/ フェーズの露光時

時系列は、ボリュームデータセットの最大強度予測を示す。

間での同時デュアルカラー取得。対物レンズ：Plan-Apochromat 63x / 1.4 Oil

対物レンズ：Plan-Apochromat 63x / 1.4 Oil
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ZEISS Elyra 7 のアプリケーション例
› 概要
› 特長
›

アプリケーション

› システム構成
› 技術仕様
› サービス

任意のスピードと解像度のニーズを定義
より速いイメージング速度と減光に対する
ニーズは無制限にあります。SIM 技術にお
いてこれは主に、最終フレーム 1 つの再構
成に必要な位相画像の数を削減することを
意味します。
Elyra 7 構造化照明パターンと画像再構成ソ
フトウェアの堅牢性で解像度はわずかに低
下しますが、Lattice SIM と SIM Apotome の
取得モードに必要な位相画像の数を大幅に
削減できます。

SIM Apotomes 取 得 ではフレームあたり 9
フェーズの画像で十分ですが、Lattice SIM
の取得はフレームあたり 3 フェーズの画像
で十分であり、イメージング速度がそれぞ
れ 44% と 66% 向上します。増加したイメー
ジング速度は大きな試料領域の高速スク
リーニングにも有効です。
またリープモードと組み合わせて、Lattice
SIM および SIM Apotome の 位 相 取 得 を 減
らすことで、最終フレームあたりの位相画

Lattice SIM 9 フェーズ

10 µm
クリックしてビデオを見る

像の数が減ります。したがって Lattice SIM
の場合、再構成されたフルフレームの結果
枚数の 3 倍の位相画像しか必要ありません。
さらに驚くべきことに、SIM Apotome リー
プモードは完 全に劣 化が 無くであり、 位
相画像とプロセス画像を同じ枚数提供し
ます。

SIM Apotome 3 フェーズ

SIM Apotome 3 フェーズ

20 µm
クリックしてビデオを見る

EMTB-3xGFP（緑）と EB3-tdTomato（マゼンタ）を発現する

LifeAct-tdTomato を発現する Cos-7 細胞のアクチンダイナミク

Cos-7 細胞は、微小管の動的な動きを示す。

スを、SIM Apotome 3D リープモードで経時的にイメージング。

Lattice SIM9 フェーズモードでイメージング。

深度 3.4 µm にわたる 30 面の最大輝度値投影法。対物レンズ：

対物レンズ：Plan-Apochromat 63x / 1.4 Oil

Plan-Apochromat 40x / 1.4 Oil

500 µm
Helianthus 断面の SIM Apotome ボリュームタイルスキャン
画像。試料：TS-Optics Set Dauerpräparate Botanik 25St の
「Helianthus」。対物レンズ：EC Plan-Neofluar 10x / 0.3
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ZEISS Elyra 7 のアプリケーション例
› 概要
› 特長
›

アプリケーション

深部に隠れている細部を表示
構造化された照明ベースの顕微鏡であるにもかかわらず、Elyra 7
Lattice SIM² および SIM² Apotome は、厚い試料または拡散試料で超
解像および高品質のセクショニング画像を提供することができます。

確実な照明パターンと優れた画像再構成技術の組み合わせにより、
神経マーカーである Thy1-eGFP を発現する厚さ約 80 µm のマウスの
脳切片全体のイメージングに成功しました。

› システム構成
› 技術仕様
› サービス

10 µm

50 µm

ニューロンマーカー Thy1-eGFP を発現するマウスの脳を、75 µm の Z スタック範囲にわたって

血管マーカー fli1-EGFP を発現するゼブラフィッシュ胚を、100 µm の範囲で SIM Apotome モード

Lattice SIM モードでイメージング。ボリュームデータの色分けされた投影を示した画像。

でイメージング。SIM² で処理された画像は、ボリュームデータの色分けされた投影を示す。対物

対物レンズ：Plan-Apochromat 63x / 1.4 Oil。試料ご提供：Herms Lab (MCN, University of Munich,

レンズ：LD LCI Plan-Apochromat 25x / 0.8 Imm Corr. 試 料ご 提 供：Haass Lab (MCN, University of

Germany)

Munich, Germany)
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ZEISS Elyra 7 のアプリケーション例
› 概要
› 特長
›

アプリケーション

› システム構成
› 技術仕様
› サービス

生体の多様性を発見する
Elyra 7 は、 多 種 多 様な試 料に対 応するフ
レキシブルな広視野システムです。Elyra 7
Lattice SIM²、SIM² Apotome、 ま た は
SMLM モードで、ライブ、または固定され
た、大小様々な厚みの試料を観察できま
す。細胞や酵母の小胞動態の研究にも、植
物、C. elegans（線虫）、ゼブラフィッシュ、
D. melanogaster（キイロショウジョウバエ）、
細菌の構造の解明にも、Elyra 7 で目的のモ
デル生物など様々な試料に簡単にアクセス
し、超解像でイメージングできます。

2 µm
クリックしてビデオを見る

10 µm
クリックしてビデオを見る

1 mm

C. エレガンス幼虫の Lattice SIM² の 3D 画像。最大輝度値投

SIM² Apotome：竹の 3D 断面全体（〜 13 mm²）画像。試料：

影法。試料ご提供：Mango Lab (University of Basel, Switzerland)

TS-Optics Set Dauerpräparate Botanik 25St の「Bambus」。

0.5 mm
クリックしてビデオを見る

GFP 結合膜マーカーと mCherry 結合ゴルジ関連タンパク質を

SIM² Apotome：血管マーカー fli1-EGFP を発現するゼブラフィッシュ胚を 3D でイメージング。

発現する生きた酵母の Lattice SIM² タイムラプス画像。試料

タイルスキャン Z スタックデータセットの最大輝度値投影法。対物レンズ：Plan-Neofluar 10x / 0.3

ご 提 供：C. MacDonald, G. Calder & P. O'Toole (Department of

ご提供：Haass Lab (MCN, University of Munich, Germany)

Biology & Bioscience Technology Facility, University of York, UK)
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ZEISS Elyra 7 のアプリケーション例
› 概要
› 特長
›

全体像から細部まで、さまざまなスケールで観察
生物学的試料には、スケールの異なるタイプの情報が含まれていることがよくあります。同じ試料を基に低解像度から高解像度のデータを収集
することにより、生産性を改善することができ、観察結果を相互に関連付け、相関関係を見い出して全体像を把握できます。

アプリケーション

› システム構成

10x / 0.3

40x / 1.4

› 技術仕様
› サービス

20 µm
60x / 1.4

2 mm

5 µm

ニューロンマーカー Thy1-eGFP を発現するマウス脳の Lattice SIM² および SIM² Apotome 画像。ボリュームデータの色分けされたまたは最大輝度値投影法。
対物レンズ：Plan-Neofluar 10x / 0.3、Plan-Apochromat 40x / 1.4 Oil および Plan-Apochromat 63x / 1.4 Oil。試料ご提供：Herms Lab (MCN, University of Munich, Germany)
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ZEISS Elyra 7 のアプリケーション例
› 概要
› 特長
›

アプリケーション

› システム構成
› 技術仕様
› サービス

1 つのシステムで様々な相関顕微鏡技術が利用可能
試料の同じ領域を異なる技術で画像化する相関顕微鏡は、生物学的研究の重要なツールで
す。Elyra 7 によるイメージングでは、LSM 980 Airyscan または ZEISS 電子顕微鏡ソリューショ
ンとシームレスに組み合わせることができます。例えば Elyra 7 は、SIM Apotome、Lattice SIM、
SMLM の 3 つの異なるイメージングモダリティがあり、必要に応じて、変化する試料スケール
に合わせて組み合わせ可能です。

Lattice SIM²

ここでは、超解像領域の相関関係を見い出して、ショウジョウバエの幼虫の詳細な SIM²
Apotome の概要ボリューム画像を、関心領域の超解像 Lattice SIM² ボリューム画像と組み合わ
せています。

dSTORM

1 µm
Alexa Fluor647 に 結 合したメンブレンマーカーで 染 色 され

また、有効な組み合わせとして SMLM 試料を Lattice SIM² でプレイメージングし、60 〜 100 nm
の解像度で試料領域を簡単に確認して、目的の細胞で、高精細な Localization 顕微鏡法での
観察が可能です。

た 細 菌 の Lattice SIM² お よ び dSTORM 画 像。 試 料 ご 提 供：

SIM² Apotome

Lattice SIM²

50 µm

J. Nabarro, C. Baumann, G. Calder & P. O'Toole (Department of
Biology & Bioscience Technology Facility, University of York, UK)

10 µm

HLH-54F-GFP（シアン）および Anti-Cut-Cy3（マゼンタ）で染色されたキイロショウジョウバエの幼虫の SIM² Apotome および Lattice SIM² 画像。3D データの最大輝度値投影法。
試料ご提供：R. Palmer and G. Wolfstetter (University of Gothenburg)
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ZEISS Elyra 7 のアプリケーション例
› 概要
› 特長
›

アプリケーション

単一分子局在顕微鏡（SMLM）
SMLM には、PALM、dSTORM、PAINT などの技術が採用されています。Elyra 7 は、可視スペクトル全体にわたる高出力レーザーとデュアルカメ
ラ検出により、ほぼすべての可能な組み合わせにおいて、幅広い色素、マーカー、および蛍光物質を研究者に提供します。
Elyra 7 は、広い視野と前例のない Z 撮影範囲で正確な定量化を実現します。分子レベルの精度で細胞全体から 3D データの取得が可能です。

› システム構成
› 技術仕様
› サービス

分子構造の表示
SMLM では、個々のタンパク質の正確な位
置をマッピングできます。
WF

2 µm

分子間の関係を決定
分子レベルの精度で 2 つのチャネルを検出
します。

情報を 3 次元でキャプチャ
Z の分子関係を確実に解き明かします。

SMLM

2 µm
SMLM ズームイン

100 nm

1 µm

4 µm

SMLM：A6 細胞における核膜孔複合体の 8 回対称性。Gp210

SMLM：アルファチューブリンは Alexa555 で、ベータチュー

SMLM：Elyra 7 を使 用して、1.4 µm の Z 深 度を一 度の取 得

は Alexa Fluor647 でラベル付け。広視野画像（左上）、SMLM

ブリンは Alexa488 でラベル付けされ、2 つのチャネルを同時

でイメージング。Alexa 647 α -tubulin の 3D SMLM イメージ、

に取得。エピトープは、緑または赤の蛍光物質によって占め

深さ情報を色分けして表示。

られおり、緑と赤の信号間の相互排除によって示されている。

試料ご提供：Michael W. Davidson, Florida State University, USA

画像（右上）、拡大領域（下）。

24

フレキシブルな構成

› 概要
› 特長

4

› アプリケーション
›

システム構成

2

› 技術仕様
› サービス

3

1

1 顕微鏡
• Axio Observer 7（倒立顕微鏡）
• インキュベーター XL ダークおよびトップス
テージインキュベーション電動ピエゾ XY ス
キャンステージ
• Z- ピエゾステージインサート
• Duolink を備えた 2 つまたは 1 つのカメラ
ポート
2 対物レンズ
• C-Apochromat 63x / 1.2 水浸（DIC）
• Plan-Apochromat 63x / 1.4 Oil（DIC）
• alpha Plan-Apochromat 100x / 1.46 Oil（DIC）
• alpha Plan-Apochromat 100x / 1.57 Oil HI Corr
（DIC）

•
•
•
•
•
•

alpha Plan-Apochromat 63x / 1.46 Oil
C-Apochromat 40x / 1.2 W
Plan-Apochromat 40x / 1.4 Oil（DIC）
LD LCI Plan-Apochromat 25x / 0.8 Imm Corr
Plan-Apochromat 20x / 0.8 Air
EC Plan-Neofluar 10x / 0.3 Air

3 ZEISS Elyra 7 の光源と検出器
• ファイバー結合固体レーザーまたはダイ
オード励起固体レーザー
• 利用可能なライン：405 nm ダイオード
（50 mW）、488 nm OPSL
（100 また 500 mW）、561 nm OPSL
（100 または 500 mW）
、642 nm ダイオード
（150 または 500 mW）

• Lattice SIM と SMLM の 間 で 共 有 さ れ る
レーザー
• Andor iXon 897 EM-CCD カメラ（SMLM）
• PCO エ ッジ sCMOS カ メ ラ（Lattice SIM、
SMLM, SIM Apotome モード）
4 ソフトウェア
• ZEN（Black Edition）
• Lattice SIM² / SIM² Apotome モジュール
• SMLM（PALM / dSTORM）モジュール
• 3D-PALM モジュール
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システム概要

› 概要

Specimen holder,
level adjustable

Specimen holder universal,
level adjustable
Mounting frame,
adjustable

› 特長
› アプリケーション
›

z-Piezo insert
with controller

z-Piezo stage controller
incl. remote control

システム構成

› 技術仕様

Lamp housing
HAL 100

Switching
mirror mot

Module Definite Focus
with controller

› サービス

Controller incl. joystick
for scanning stage 130 x 100

Incubator for
superresolution
microscopy

Switching mirror mot

HXP 120 V
illuminator

ELYRA 7
illumination module
(on rearport)
ECU
desktop housing

3D-SMLM module
Power supply stand
Axio Observer 7 SR
Camera adapter
and filter sliders

Duolink adapter
mot. SR
Adapter kit for
baseport camera

Detection module
"sCMOS camera pco.edge"
(ELYRA S.1 and PS.1)

Docking station

Detection module
"EMCCD camera
Andor iXon 897 Ultra"
(ELYRA 7, types L and LS)

Laser module for
superresolution microscopy

Camera adapter for
2x Detection module
"sCMOS camera pco.edge 4.2 CLHS"
Liquid cooling Unit
(ELYRA 7 types S and LS)
LCS-BU
or:
2x Detection module
"EMCCD camera Andor iXon 897 Ultra"
(ELYRA 7 types L and LS)

(on special request only)

LCD TFT
flat screen monitor 30"

Control computer

Storage
and data analysis PC

System table, small
(active air dampening)
for ELYRA 7, types L and S
or:
System table, small with hole
(active air dampening)
for ELYRA 7, type LS
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システム概要

› 概要

Specimen holder,
level adjustable

Universal specimen holder,
level adjustable
Mounting frame,
adjustable

› 特長
› アプリケーション

Z-Piezo insert
with controller

Z-Piezo stage controller
incl. remote control
Airyscan 2

›

システム構成

LSM 980
Controller incl. joystick
for scanning stage 130 x 100

› 技術仕様
Module
Definite Focus
with controller

› サービス

Incubator for
superresolution
microscopy

Switching mirror mot

HXP 120 V
illuminator

ELYRA 7
illumination module
(on rearport)

PZT Servo
controller

3D-SMLM
module

Axio Observer 7 SR
Camera adapter
and filter sliders

Laser rack for LSM 980

Adapter Duolink
mot. SR

Detection module
"EMCCD camera
Andor iXon 897 Ultra"
(ELYRA 7 types L and LS)

Adapter kit for
baseport camera

Laser module for
superresolution microscopy

Detection module
"sCMOS camera pco.edge"
(ELYRA S.1 and PS.1)

Switching
mirror mot
Camera adapter for
2x Detection module
"sCMOS camera pco.edge 4.2 CLHS"
(ELYRA 7 types S and LS)
or:
2x Detection module
"EMCCD camera Andor iXon 897 Ultra"
(ELYRA 7 types L and LS)

Docking station

Lamp housing
HAL 100
Liquid
cooling unit
LCS-BU

(on special request only)

System table large
(active air dampening)
with hole

Control computer

LCD TFT
flat screen monitor 30"

Storage and data analysis PC
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技術仕様

› 概要
› 特長
› アプリケーション

顕微鏡
スタンド

Axio Observer 7、超解像顕微鏡用の電動倒立顕微鏡

Z ドライブ

DC サーボモーター、オプトエレクトロニックコード化、最小 Z ステップ 25 nm

電動式 XY ピエゾスキャンステージ

範囲 130 mm x 100 mm；最大速度 100 mm / 秒；
解像度 0.2 µm；再現性：± 1 µm；絶対精度± 5 µm；
フレーム K160 x 110 mm および Z- ピエゾステージインサートの取り付けに対応

Z- ピエゾステージインサート

XY スキャンステージ用、最大移動範囲 100 µm；
最小 Z ステップサイズ 5 nm、標準の 3'' x 1'' スライド LabTek チャンバー、マルチウェルプレート、36 mm ガラス底ディッシュに使用できる
試料ホルダー；標準のスライド、ガラス底の皿および LabTekTM チャンバーで利用できるレベル調整可能でユニバーサルなステージインサート

› システム構成
›

技術仕様

› サービス
Lattice SIM および SMLM 用の光学フィルター
フィルターセット・リフレクター・タレット

マルチチャンネル Lattice SIM および SMLM で使用可能な 4 つの交換可能なフィルターセット；
各フィルターセットには、電動 6 ポジションタレットの超解像顕微鏡用に精密に取り付けられた 4 つの ACR コード化（1）フィルターモジュー
ル付属；標準の Push & Click フィルターモジュールと互換性のある各タレットの 2 つのポジション（視覚的な試料観察用など）

デュアルカラーおよびダブルデュアルカラー用途向けに
最適化された Duolink 用のデュアルフィルターセット

フィルターセットは、デュアルカメラアプリケーション、最大感度、最小クロストーク、および自家蛍光の低減のために最適化されています

フィルタースライダー

2 つのポジションを有す手動フィルタースライダー（発光フィルターまたはベルトランレンズ用）；
顕微鏡のサイドポートのカメラアダプターに取り付け可能；検出条件をカスタマイズするために交換可能な発光フィルター

レーザー
Elyra 7 用レーザーモジュール

偏光維持シングルモードファイバーを使用したレーザーカップリング（ユーザーによるレーザーカップリングの調整は不要）

レーザーライン

405 nm（50 mW）、488 nm（100 mW または 500 mW）、561 nm（100 mW または 500 mW）、642 nm（150 mW または 500 mW）；
405 レーザーは、最大 100,000 倍まで減衰させることが可能（アクティブ化とバックポンピングに使用）

カメラ
SMLM 用カメラ

Andor iXon897 バックシンの EMCCD カメラ。ピクセル：512 x 512；ピクセルサイズ：16 µm x 16 µm；
QE：90%（Andor によるカメラ仕様）

Lattice SIM および SMLM 用カメラ

pco.edge 4.2sCMOS カメラ；有効ピクセル：1280 x 1280；ピクセルサイズ 6.5 µm x 6.5 µm；
QE：82%；ダイナミックレンジ 15 ビット（PCO によるカメラ仕様）
EMCCD および sCMOS カメラ用の液体冷却システム

28

技術仕様

› 概要
› 特長

SMLM 用 Elyra 7
照明モジュール

完全電動落射蛍光（EPI）、高傾斜および積層光学シート（HILO）、全反射照明（TIRF）；
VIS および 405 nm レーザーラインによる同時 TIRF 照明；
色素の活性化と照明をカメラの読み取り時間と転送時間に同期させるためのレーザーの個別のトリガー；
電動 TIRF 角度調整；3 つの視野サイズオプションを備えた電動 TIRF 視野調整

3D-PALM モジュール

位相ランプイメージングローカリゼーション顕微鏡（PRILM）を提供する対物レンズの背面開口部の瞳面における二重位相ランプ；
z キャプチャ範囲は通常 1.4 µm；z 範囲を拡張するために可能なマルチプレーン取得

カメラ

EMCCD カメラ（顕微鏡の右側のポートに取り付け）；
または最大 2 台の pco.edgesCMOS カメラ（顕微鏡の右側のポートに取り付け）
チューブレンズ 1.6x 付き EMCCD カメラに使用する対物レンズ 100x；チューブレンズ 1x 付き sCMOS カメラに使用する対物レンズ 63x

対物レンズ（SMLM）

alpha "Plan-Apochromat" 100x / 1.46 Oil DIC、alpha "Plan-Apochromat" 100x / 1.57 Oil-HI DIC Corr（2D-PALM）、
alpha "Plan-Apochromat" 63x / 1.46 Oil、"Plan-Apochromat" 63x / 1.4 Oil DIC、C-Apochromat 63x / 1.2 W Corr DIC（3D-PALM）ACR（1）コーディ
ング（オプション；NA> = 1.46 の対物レンズは TIRF および HILO 照明に対応）

イメージングモード

広視野（WF）モード（アークランプによる試料照明）、レーザー WF モード（レーザーによる試料照明）、
単一分子局在顕微鏡法のための SMLM モード

視野（SMLM）

最大視野 51.1 x 51.1 µm²（alpha Plan-Apochromat 100x / 1.46 Oil DIC、1.6x チューブレンズ、フルチップ記録付き）；
127.6 x 127.6 µm²（Plan-Apochromat 63x / 1.4 Oil DIC、1.0x チューブレンズ、フルチップ記録付き）；
HP 視野が 2 倍小さい；uHP 視野が TIRF 視野より 2x √ 2 小さい

ローカリゼーション精度（SMLM）

十分な SN 比が与えられた場合、通常、横方向に 20 nm 〜 30 nm、軸方向に 50 nm 〜 80nm

マルチカラーイメージング（SMLM）

最大 2 つの異なる蛍光標識の検出（Duolink と同時に、または高速シーケンシャルレーザースイッチングにより同時に）

取得速度（SMLM）

EMCCD：TIRF（SMLM）および広視野モード：最大 30 フレーム / 秒（フルフレームモード、512 x 512 ピクセル）；
サブアレイモードで > 100 フレーム / 秒。
sCMOS（dSTORM）および広視野モード > 200 フレーム / 秒（512 x 512 ピクセル）

データ記録および分析（SMLM）

SMLM イメージングの完全なソフトウェア制御；基準マーカーに基づいてフォーカスを保持するソフトウェア；
Definite Focus Z ドリフトコントロール

› アプリケーション
› システム構成
›

技術仕様

› サービス

データの取得と分析を同時に行うためのオンライン SMLM 処理；
異なるフルオロフォアを使用した SMLM で最適な結果を得るためのパラメーター設定の手動編集；
SMLM ローカリゼーションテーブルの機能豊富なレンダリング；
カスタムフィルタリング用のローカリゼーションテーブルの書き出しと読み込み；
横方向および軸方向のドリフトの補正アルゴリズム；
色収差補正（基準マーカーまたは顕著な構造に基づく）
マルチエミッタフィッティングアルゴリズムにより、重複する信号を高精度で分析できます。
最大 10 倍のラベリング密度が可能であり、同じ係数で取得を高速化します。
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技術仕様

› 概要
› 特長
› アプリケーション
› システム構成
›

技術仕様

› サービス

Lattice SIM および SIM Apotome モード用 Elyra 7
照明モジュール

完全電動式 Lattice SIM イメージング；
照明パターンをレーザー波長および対物レンズに最適に一致させるための Lattice SIM の 5 つの異なる格子周波数；
マルチカラー Lattice SIM のグレーティングの電動交換；グレーティングの高速ピエゾ作動位相ステッピング

カメラ

右側のポートに取り付けられた最大 2 台の sCMOS カメラ

イメージングモード

HXP 120 とレーザーによる照明用の広視野モード、2 次元グリッド SIM モードを使用した Lattice SIM（2 次元および 3 次元の Lattice SIM）、
z セクショニングに 1 次元グリッドを使用した SIM Apotome モード
Plan-Apochromat 63x / 1.40 Oil DIC、C-Apochromat 63x / 1.20 W Corr、alpha「Plan-Apochromat」63x / 1.46 Oil、ACR（1） コ ー デ ィ ン グ
（オプション）、alpha「Plan-Apochromat」100x / 1.57 Oil -HI DIC Corr

対物レンズ（Lattice SIM）
対物レンズ（SIM Apotome モード）

Plan-Apochromat 40x / 1.4 Oil；C-Apochromat 40x / 1.2 W；EC Plan-Neofluar 10x / 0.3 Air；Plan-Apochromat 20x / 0.8 Air；
LD LCI Plan-Apochromat 25x / 0.8 Imm Corr DIC

解像度（Lattice SIM）

横方向の解像度（XY）：120 nm、軸方向の解像度（Z）：300 nm（対物レンズを使用した典型的な実験的 FWHM 値
Plan-Apochromat 63x / 1.40 Oil DIC、直径 40 nm のサブレゾリューションビーズ、および 488 nm での励起。解像度は試料と SN 比に依存）

解像度（Lattice SIM²）

横方向の解像度（XY）：60 nm まで、軸方向の解像度（Z）：200 nm まで（対物レンズを使用した一般的な実験的な FWHM 値
Plan-Apochromat 63x / 1.40 Oil DIC、直径 40 nm、励起 488 nm のサブレゾリューションビーズ；解像度は試料と SN 比に依存）

解像度（SIM² Apotome）
（直径 40 nm のサブレゾリューションビーズと 488 nm
での励起による典型的な実験的 FWHM 値）

横方向の解像度（XY）
：140 nm、軸方向の解像度（Z）
：275 nm（40x）。横方向の解像度（XY）
：265 nm、軸方向の解像度（Z）
：485 nm（25x）。
横方向の解像度（XY）
：285 nm、軸方向の解像度（Z）
：550 nm（20x）。横方向の解像度（XY）
：710 nm、軸方向の解像度（Z）
：1300 nm（10x）。

マルチカラー（Lattice SIM および SIM Apotome モード）

最大 4 つの異なる蛍光ラベルの検出（順次検出）および DuoLink による同時デュアルカラー検出

最大視野（Lattice SIM）

81.25 x 81.25 µm²（処理済み：78.32 x 78.32 µm²）
、
Plan-Apochromat 63x / 1.40 Oil DIC を使用したフルフレーム撮影
（1280 x 1280 有効ピクセル）

最大視野（SIM Apotome モード）

126 x 126 µm²、Plan-Apochromat 40x / 1.40 Oil を使用したフルフレーム撮影（1280 x 1280 有効ピクセル）
202 x 202 µm²、LD LCI Plan-Apochromat 25x / 0.8 Imm Corr DIC を使用したフルフレーム撮影；
2 x 252 µm²、Plan-Apochromat 20x / 0.8 Air を使用したフルフレーム録画；EC Plan-Neofluar 10x / 0.3 Air を使用したフルフレーム撮影

取得速度（Lattice SIM）

512 x 512 ピクセルの解像度と 1 ミリ秒の露光時間で毎秒 17 の SIM 画像フレーム（1 つの SIM 画像あたり 15 の位相画像）
512 x 512 ピクセルの解像度と 1 ミリ秒の露光時間で毎秒 19 の SIM 画像フレーム（1 つの SIM 画像あたり 13 の位相画像）
512 x 512 ピクセルの解像度と 1 ミリ秒の露光時間で毎秒 28 の SIM 画像フレーム（1 つの SIM 画像あたり 9 つの位相画像）

取得速度（SIM Apotome モード）

512 x 512 ピクセルの解像度と 1 ミリ秒の露光時間（カメラ限定）で毎秒 51 のセクション化されたフレーム（1 つのセクション化された画
像あたり 5 つの位相画像）
512 x 512 ピクセルの解像度と 1 ミリ秒の露光時間（カメラ限定）で毎秒 85 のセクション化されたフレーム（1 つのセクション化された画
像あたり 3 つの位相画像）

リープモードとバーストモード

リープモードとバーストモードは、Lattice SIM と SIM Apotome の両方と組み合わせることができます。
リープモードでは、3D 画像取得のフレームレートが 3 倍になります。
最大バースト処理後の 2D データでは、512 x 512 ピクセルの解像度と 1 ミリ秒の露光時間で毎秒 255 画像フレームを使用可能。

データの記録と分析（Lattice SIM および SIM Apotome モード） Lattice SIM イメージングの完全なソフトウェア制御；
マルチトラッキング（自由に構成可能なグレーティングの変更（Lattice SIM）、
または 1 つの共通グレーティング（SIM Apotome モード）、
フィ
ルター、トラック間の励起レーザーによるシーケンシャルマルチチャネルデータ取得）；1 つのグレーティングによる同時デュアルカラーイ
メージング；ユーザー定義のサブアレイ領域での Lattice SIM および SIM Apotome モードイメージング（ROI イメージング）
；優れたセクショ
ニングで 3 倍高速なイメージングのためのリープモード；タイルスキャンとスティッチングで画像領域の拡張が可能。Lattice SIM および
Aptotome モードの 2D 時系列データセットのバーストモード処理により、実効フレームレートがそれぞれ 15 倍および 5 倍に増加します。
（1）ACR（自動コンポーネント認識）； Elyra 7 システムと ZEN イメージングソフトウェアは、ACR でコード化されたコンポーネントを自動的に認識します。
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技術仕様

› 概要
› 特長
› アプリケーション

Lattice SIM と SMLM を組み合わせた Elyra7
システム情報

1 つのシステムに統合されたすべてのイメージングモード

照明モジュール

高度に統合された単一の照明モジュール（同じレーザーセットと単一の Elyra レーザーモジュールを使用）による、すべての広視野および超
解像モードでの試料照明

カメラ

SMLM 用カメラ：Andor iXon 897（顕微鏡の右側のポートに取り付けられた裏面照射型 EMCCD カメラ）
Lattice SIM 用カメラ：顕微鏡のベースポートに取り付けられた pco.egde sCMOS カメラ、または
SMLM と Lattice SIM を組み合わせたカメラ：顕微鏡の右側のポートに取り付けられた最大 2 台の pco.edge カメラ

› システム構成
›

技術仕様

› サービス

ソフトウェア
標準

ZEN イメージングソフトウェア（64 ビット）；OS：Microsoft Windows 10
すべてのイメージングモード（広視野、超解像を含む）での画像データ記録の完全なソフトウェア制御；
イメージングモード間のソフトウェア制御の切り替え
データ記録の完全なソフトウェア制御（マルチチャネルイメージング、時系列、z スタック）
データ記録のためのユーザー固有の構成の保存および復元

オプションパッケージ

ZEN 3D XL；ZEN Blue
ZEN StitchArt plus（タイルスキャンとそれに続く 2D および 3D データを使用したタイルのスティッチングによる視野の拡張）；
ZEN Connect；ZEN Shuttle & Find

アクセサリ
Definite Focus（フォーカス維持装置）

軸方向のドリフトを補正するためのフォーカスの保持、Elyra システムでの典型的な z 位置の精度：30 nm
指定制限：63x 対物レンズの場合は 100 nm；100x 対物レンズの場合は 90 nm

インキュベーション

インキュベーター XL ダーク S1 を備えた大規模チャンバーインキュベーション、周囲光への暴露も防止
z- ピエゾステージインサートでステージトップインキュベーションが可能

同タイプのカメラ 2 台を取り付けるための Duolink

同タイプのカメラ 2 台を顕微鏡に取り付け可能

32 TByte のストレージ容量を備えたストレージ PC

データの直接ストリーミングと並列処理、データのストリーミングが可能

レーザ放射
ビームへの直接暴露を
避ける
400 〜 700 nm、最大 500 mW
クラス IIIb レーザー製品

レーザ放射
ビームクラス 3B レーザー製
品への暴露を避ける
EN 60825-1:2014 準拠
400 〜 700nm 最大 500 mW

可視および不可視
レーザ放射
直接または散乱放射線への目
または皮膚への暴露を避ける
クラス 4 レーザ 製品

31

ZEISS サービス – いつでも頼れるパートナー

› 概要
› 特長
› アプリケーション
› システム構成
› 技術仕様
›

サービス

お客様がお持ちの ZEISS 顕微鏡システムは、最も重要なツールのひとつです。170 年以上の歴
史に裏付けられた ZEISS ブランドは、丈夫で長く使える、信頼できる装置の象徴として顕微鏡
分野において多くのお客様から選ばれてきました。装置の設置前もその後も、当社の優れたサー
ビスとサポートにお任せください。熟練した ZEISS サービスチームのサポートにより、常に安
心して顕微鏡をお使いいただけます。

調達
•
•
•
•
•
•

ラボプランニング・建設現場管理
実地検査・環境分析
GMP 認証 IQ/OQ
設置・受け渡し
IT 統合サポート
スタートアップトレーニング

新規投資
• デコミッショニング
• 下取り

オペレーション

• Predictive Service によるリモートモニタリング
• 検査・予防メンテナンス
• ソフトウェアメンテナンス契約
• オペレーション・アプリ
ケーショントレーニング
• 専門家による電話・リモートサポート
• 保護サービス契約
• 計測学的校正
• 装置の移転
• 消耗品
• 修理

装置の改造
• カスタムエンジニアリング
• アップグレード・近代化
• APEER によるワークフローのカスタマイズ

サービスは製品シリーズと場所によってはご利用いただけない場合がありますのでご了承ください

>> www.zeiss.com/microservice
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カールツァイス株式会社
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https://www.zeiss.co.jp/microscopy
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