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主な特徴
より速く より深く

• ハイパフォーマンスレーザー励起光源…7本のレーザーにより、あらゆる波長で強力な励起

• AgileOptixテクノロジー…高出力な光源とデュアルスピニングディスクによるサンプルに応じた最適な共焦点撮影

• 自動給水・排水の水浸レンズオプション…水浸レンズオプションにより、厚みのあるサンプルの深部まで明るく撮影

AI画像解析

• IN Carta™ 画像解析ソフトウェア

 ‒深層学習による画像認識モデルにより、高密度な画像やコントラストの低い画像でも正確な認識

 ‒教師なしステップを含む機械学習クラシフィケーションにより、バイアスのないトレーニングセットを作成

ノイズを排除し、より多くの発見をもたらします
ImageXpress Confocal HT.aiシステムは、 

3Dオルガノイドやスフェロイドのアッセイの画質と処理量を高め、 
他の技術ではなし得ない観察を実現します。

ImageXpress® Confocal HT.aiハイコンテントイメージングシステムは、8つのイメー
ジングチャンネルに対応する 7波長のレーザー光源を利用して、短い露光時間でハイ
スループットな画像取得を可能にすると同時に、高度なマルチプレックスアッセイを実
現します。水浸対物レンズが画像の解像度を高め、光学収差を最小限に抑えることで、
厚みのあるサンプルをより深くまで観察できるようになります。

MetaXpress® ソフトウェアと IN Carta™ ソフトウェアを効果的に組み合わせると、機械
学習機能と直感的なユーザーインターフェースにより、高度な表現型の分類と3D画像
解析のワークフローを簡略化できます。
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Discover More with Accuracy
唯一無二の AgileOptixスピニングディスクテクノロジーにより、 
ソフトウェア上でアッセイに適した光学系を選択できます。

ImageXpress Confocal HT.aiシステムは AgileOptixテクノロジーを特徴としています。
交換可能な3種類のディスク形状と7波長のレーザー励起光源を含む共焦点オプションによっ
て、アッセイごとに最良の結果が得られるようにシステムを簡単に選択・設定できます。イン
テリジェントに設計された光学系であり、高輝度レーザーと sCMOSセンサーを使用すること
で感度が向上しています。

8つのイメージングチャンネル
• DAPI

• CFP

• FITC

• YFP

• TRITC

• TexasRed

• Cy5

• Cy7

細胞内から生物個体全体のアッセイまで幅広く対応

• 25種類以上の対物レンズ

• 乾燥系対物レンズ（最大 NA 0.95）

• 水浸対物レンズ（最大 NA 1.2）

• 油浸対物レンズ（最大 NA 1.4）

アッセイのニーズを満たす共焦点スピニングディスクを選択できます。*

スピニングディスクの 
形状

60 µmピンホール 
（シングルディスク）

60 µmピンホール 
および 50 µmスリット 
（デュアルディスク）

60 µmピンホール 
および 42 µmピンホール 
（デュアルディスク）

高感度検出 ● ● ●

高速画像取得 ● ● ●

3桁以上の 
ダイナミックレンジ **

● ● ●

扁平なサンプルのための 
ワイドフィールドモード

● ● ●

多くの 
共焦点アプリケーション

● ● ●

最高解像度の 
イメージング

●

ハイスループットな 
共焦点アプリケーション

●

* より厚みのあるサンプルの画像取得を行うユーザー向けにカスタム形状のディスクもご用意しています。

** 当社の高応答性 sCMOSセンサー使用。
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特徴
高輝度レーザー光源
7波長のレーザーと8種類のフィルターの組合せによる
高性能レーザー励起によって、多重染色アッセイのフレ
キシビリティが向上します。

広い視野
広い視野のカメラにより、ウェル全体のイメージングが
可能で、対象を見逃しません。視野一様性を強化した新
たなデュアルマイクロレンズスピニングディスク共焦点
テクノロジーにより、広くフラットな視野を実現し、より
正確で再現性の高い画像解析が可能となります。

IN Carta画像解析ソフトウェア
最新の機械学習を活用して、ハイコンテントイメージン
グの解析精度と頑健性を向上し、他の技術では得ること
ができないデータの見識を提供します。最新のユーザー
インターフェースにおける直感的かつガイド付きのワー
クフローにより、複雑な画像解析を単純化します。

自動水浸対物レンズ
画像の解像度と感度が向上し、シグナルを最大で 4倍
高めることができます。その結果、露光時間が短縮され
ます。

正確な 3D測定
MetaXpress 3D解析モジュールは、共焦点イメージン
グに最適化されており、体積と距離の 3D測定が可能で
す。

唯一無二の AgileOptixスピニングディスクテクノロジー 

独自の光学系、高出力レーザー光源および sCMOSセン
サーにより、優れた感度を実現します。交換可能なディ
スクモジュールにより、高速な画像取得と高解像度な画
像取得を柔軟に切り替えることができます。

多数のイメージングモード
標準オプションとして、位相差および明視野（ラベルフ
リー）イメージング、蛍光ワイドフィールドおよび共焦
点イメージング、ならびに水浸光学系に対応できます。

広いダイナミックレンジ
3桁以上のダイナミックレンジを有する輝度の検出で、
同一の画像における低輝度シグナルと高輝度シグナルを
同時に定量化できます。

www.moleculardevices.co.jp4



Discover More with Flexibility
複雑な生物学の探求のための 3Dアッセイモデルを用いた実験で、 
より意味のある結果が得られます。

QuickIDターゲット画像取得

QuickIDでは、まず、低倍率で画像を取得し、興味
対象や稀な事象を特定するための解析を行います。
続いて、解析結果に基づき自動的にターゲットの高
倍率画像を取得します。あらゆる種類のフォーマット
とサイズの画像に対応する柔軟性を備えており、変化
する研究のニーズに合わせて拡張できます。 QuickIDは、スフェロイドの画像取得を効率化するために使われてきました。ウェル全体

を 1視野で観察するために低倍率で取得した画像に基づき、高倍率のレンズで複数波長
Zスタック画像を自動的に再取得するための対象を特定します。

ワイドフィールド

共焦点

3Dゲル内で培養してアクチンと核を染色した細胞。
40倍対物レンズで取得した 7枚の Zスタックのプ
ロジェクション画像。

複雑な 3D細胞モデルを用いると、単一培養や 2D細胞モデルよりも予測能が高く、生
理学的に意義の高い結果が得られます。ImageXpress Confocal HT.aiシステムを使
用することによって、厚みのある細胞外マトリックス内で培養したサンプルでも、これら
のモデルの複雑さがより速く解析され、より良い結果が得られます。あらゆる研究ニー
ズを満たす柔軟性の高いオプションは、アッセイに最適な画像を保証します。たとえば、
水浸対物レンズなどのオプションで 3D空間上の細胞をより深くまで観察できます。水
浸対物レンズは、サンプルをより深く観察する際に、収差を低減すると同時にシグナル
を最大で 4倍高めることができ、画像とデータの品質が向上します。

より明瞭な画像が得られ、 
スクリーニングがより定量的となるようなアプリケーション

• スフェロイド

• 厚みのある組織サンプル

• オルガノイド

• セルペインティング

• ゼブラフィッシュや線虫

• 洗浄不要なホモジニアスアッセイ

ハイスループットな長期間カイネティクス

ImageXpress Confocal HT.aiシステムで 3D創薬アッセイを素早く、簡単にスケー
ルアップできます。透過光と様々な蛍光細胞マーカーを使用して、オルガノイドの成長
と細胞のカイネティクスを正確にモニタリングするために利用できます。湿度、CO2、
温度などの環境条件を制御して、数分から複数日に渡る細胞のタイムラプス観察を行う
ことができます。

丸底プレートのスフェロイドの観察と用量反応曲線。左から、384ウェルプレート全体の合成サムネイル画像、単一のスフェロイドの画像、スフェロイドのセグメンテーション
例、およびスフェロイド内の生細胞の数に注目した用量反応曲線。

Live cells
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Discover More with Efficiency
シームレスなワークフローで高度に複雑な生物学の課題を克服する完全なソリューション。

複雑な生物学上の課題に対する当社の完全なイメージングソリューションと完全に統合され
た環境で、効率化されたハイコンテントスクリーニング（HCS）ワークフローの恩恵を受け
られます。

画像取得

MetaXpressハイコンテントイメージ取得・解析ソフトウェアは ImageXpress Confocal 
HT.aiシステムにインストールされ、統合された同一のインターフェースで画像取得と解析を
精密に制御します。

• 併用可能なレーザーベースおよび画像ベースのオートフォーカスシステムが、種々のサン
プルにわたって安定したフォーカス合わせを実現します。

• 生細胞画像を取得して、細胞の成長、細胞死、分化、遊走、ウイルスや細菌の侵入、ガン
転移、走化性、薬物毒性、転位をモニターできます。

画像解析

アプリケーションモジュールを備えたMetaXpressソフトウェアを使用することで、画像解析とデータの処理を迅速に行い、素早く簡
単に結果を得られます。

• プリセットされたアプリケーションモジュールは、数多くの画像解析ワークフローに適用できます。

• カスタムモジュールエディターは、画像解析ルーティンの詳細な調整を可能にし、解析のニー
ズに完全に一致させることができます。

• Adaptive Background Correction™機能により、画像セグメンテーションを 
細胞内や細胞間の局所的な輝度と特徴に合わせて調整し、定量性を向上し
ます。

• 2Dプロジェクションアルゴリズムには、3D画像データを容易に解釈
するための、ベストフォーカス、最大値、最小値、合計値プロジェ
クションが含まれます。

• 3D解析では、体積、XYZ位置、隣接するオブジェクトとの距離、
直径、深度、様々な輝度測定値、テクスチャー、またはオブジェ
クトの数を評価できます。

• 細胞ごとまたは画像ごとのデータが保存されます。

データ管理
MDCStoreソリューション

画像取得
ImageXpressシステム

画像解析
MetaXpressソフトウェア
MetaXpress PowerCoreソフトウェア

機械学習
IN Cartaソフトウェア

サードパーティー製 
イメージングシステム

DISCOVER 
MORE
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Discover More with Simplicity
直感的なユーザーインターフェースと機械学習機能とを組み合わせた効果的な解析で、 
高度な表現型の分類と3D画像解析を簡単に行うことができます。

IN Carta画像解析ソフトウェア

IN Cartaソフトウェアは、1枚の画像から複雑な要素を簡単
に引き出すことができます。最新のユーザーインターフェー
スと組み合わせられたパワフルな解析機能で、2D、3D、
およびタイムラプスデータから効率的に解析結果を導き出し
ます。機械学習のテクノロジーとガイド付きのワークフロー
は、最適なユーザーエクスペリエンスを生み出します。高
度な表現型の解析が直感的に行えて、信頼性の高い結果が
得られます。画像解析の専門知識や、面倒な実験パラメー
ターの微調整やテストは不要です。最も困難で手間がかか
る部分は IN Cartaソフトウェアに任せて、自身の研究に集
中できます。

• ガイド付きワークフローと調整可能なバッチ処理により生
産性が上がります。解析のセットアップで時間を無駄にす
ることがありません。

• 最適化された計算により、バイアスのない結果と有用な
可視化画像を提供します。

• 機械学習によって、より多くの情報を活用してハイコンテン
トスクリーニングデータの分析精度を向上させ、高い信頼
性で新たな発見を導き出します。

• 直感的なユーザーエクスペリエンスと最先端のテクノロ
ジーによって、容易にソフトウェアの使い方を習得でき、
生産性の障壁が取り除かれます。

IN Cartaソフトウェアの散布図で表示された、核の面積（X軸）と直径（Y軸）のデー
タ一例。

核（青色）、小胞体（緑色の輪郭線）、アクチンフィラメント（マゼンタ色）で表される
セグメンテーションマスクの一例。
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仕様

オプション 特徴

水浸対物レンズ

• 20倍、40倍、60倍（最大 NA 1.2）の水浸レンズ。
• シグナルを最大４倍まで高めることが可能です。輝度が増加し、露光時間が短縮されます。
• 蛍光観察の深さを増加させます。
• Z軸方向の解像度が向上し、光学収差が低減されます。
• 自動給水・排水機能により、中断することなく1枚のマイクロプレートを画像取得できます。

環境コントロールユニット

• 複数日にわたる生細胞のタイムラプスイメージング。
• 適切な気相条件を維持（例：5％または 10％ CO2）します。
• 生理的温度を模倣（30 – 40℃± 0.5℃）します。
• 湿度を制御し、蒸発を最小限に抑えられます（96ウェルまたは 384ウェルプレートで 0.5 µL/well/hour）。

位相差観察

• 高コントラストのイメージングで、無染色の細胞を背景から簡単に分離し、観察できます（4倍 – 60倍）。
• 非蛍光で組織化学的に染色したサンプルに最適です。
• ニコン社製 100 W TE-C ELWD コンデンサー付き透過光ユニット。
• NA 0.3、WD 65 mmおよび選択可能な位相リング（PhL、Ph1、Ph2）。
• 蛍光色素に依存しない形態の可視化および透過光画像と蛍光画像との重ね合わせ画像の作成にも最適です。

注：すべてのオプション、フィルター、対物レンズは販売時点または販売後のアップグレードの際に入手できます。上記以外にも利用可能な構成があります。ご自身の用途に最適なシステム構成に 
ついては、営業担当者やサポートチームにお問い合わせください。

システム

• 併用可能な 2種類のオートフォーカス機
能：高速レーザーオートフォーカスとイ
メージオートフォーカス

• 25 nmの解像度を誇るリニアモーター
式 XYZステージ

• ユーザーが簡単に対物レンズを交換可
能な 4ポジションの対物レンズチェン
ジャー

• 5ポジションのソフトウェア制御ダイクロ
イックフィルターホイール

• 8ポジションのソフトウェア制御蛍光フィ
ルターホイール

• 対応ラボウェア：1から 1536ウェルマイ
クロプレート、丸底または平底プレート、
ハイスカート、およびスライド

AgileOptix光学系

• ImageXpress Confocal HT.aiシステムで採用されている AgileOptixテクノロ
ジーは、強力なレーザー光源、高量子効率 16 bit、4メガピクセルsCMOSセンサー、
および選択可能な共焦点ディスクを組み合わせることで、要求の厳しい用途に必要
とされる感度とスループットを実現しています。

• 広い視野（対物レンズ 10倍使用時で 1.96 mm2）のイメージングにより、論文レ
ベルの高画質な画像と統計的に意味のあるデータを最大限に取得できます。

• ワイドフィールドモードと共焦点モードの両方で 3桁を超えるダイナミックレンジを
活用できます。

• 共焦点ディスクは次の 3種類の構成から選択できます。

• シングルディスク構成（60 µmピンホール共焦点およびワイドフィールドモード）

• ハイスループット用デュアルディスク構成（60 µmピンホール共焦点、ユニー
クで独自の 50 µmスリット共焦点、およびワイドフィールドモード）

• 高解像度画像取得用デュアルディスク構成（60 µmと42 µmピンホール共焦点、
およびワイドフィールドモード）

• 高輝度 7波長レーザー光源（405～ 750 nm）

本カタログに記載の商標はMolecular Devices, LLC および個々の所有者に帰属します。記載された仕様は予告
なく変更する場合があります。本製品は研究用です。臨床診断や治療を目的とした用途には使用できません。
製品に関する特許：www.moleculardevices.com/productpatents

お問い合わせ

モレキュラーデバイスジャパン株式会社
Phone: 0120-993-656
Web: www.moleculardevices.co.jp
Email: info.japan@moldev.com
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