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Feature Article  特集論文

並列ディジタルホログラフィック顕微鏡法による
細胞の3次元動画像計測法及びその装置の開発

粟辻 安浩

試料の3次元情報を動画像計測できる方法として並列ディジタルホログラフィを発明し，その有効性を計算機シミュレー
ションと原理実験により確認した。本方法は，動く細胞や生体粒子構造，機能，ダイナミクスなどの瞬時3次元計測や3
次元動画像計測を可能にし，将来の医療分析，食品・製品検査など多くの応用に有効である。

はじめに

近年，エレクトロニクスとバイオテクノロジーが高度に発
達し，社会のさまざまな分野に貢献している。エレクトロ
ニクスにより大容量情報の高速処理が可能になった結
果，より高次元な情報処理を可能にした。バイオテクノロ
ジーも医学・薬学・農学において生体機能の理解・発見
や新機能の発現・合成などを実現している。この二つの
技術を融合させて医療分野に応用し，より豊かな生活を
実現することが今後重要な課題となる。生体の計測には
非侵襲性が必要で，更に画像として情報を得られること
が検査や診断では重要である。古くは光学顕微鏡，近年
では共焦点レーザ顕微鏡や近接場顕微鏡，原子間力顕
微鏡，将来は光CT*1など光計測が有望な技術として期待
されている。しかし，これらの方法では3次元の奥行情報
を計測するために走査処理が必要であり，生体粒子や動
く細胞の計測は不可能である。一方，3次元情報を記録・
計測できる技術としてホログラフィ[1]がある。従来は高解
像度写真乾板に3次元情報を記録し，それを現像・再生
する過程が必要であり記録から再生まで長時間を要し
た。計算機の処理の高速化，記憶装置の大容量化，CCD
やCMOSイメージセンサなどの撮像素子の高解像・高画
素数化などエレクトロニクスの進展をホログラフィに導
入することによりこれらの処理を省略できて，より高速に
計測ができるディジタルホログラフィ[2,3]が提案された。
この方法では，撮像素子で干渉縞を取得し計算機におい

て3次元物体の位相と振幅を任意の奥行で得ることがで
きる。しかしながら微細な干渉縞を記録するには，既存の
撮像素子の画素数や画素ピッチでは解像力が低いので，
ホログラムの記録に必要な参照光を撮像素子に垂直に照
射することにより，干渉縞間隔を広げて記録するin-lineホ
ログラフィ[4-6]という方法が用いられている。ところが，こ
の方法には，試料の必要な情報の上に，不要な背景光や
共役光が重なることが原理的に避けられないという問題
がある。ディジタルホログラフィで，より信号対雑音比の
高い情報を得るために記録時に必要な参照光の位相を3
段階以上変化させて干渉縞を得る位相シフト法[7]が用い
られている。しかしながら，この方法では，位相を逐次的
に変化させるために瞬時計測が不可能であった。そこで
著者は，位相の変化を同時に行うことが可能な並列ディ
ジタルホログラフィ[8-12]を考案した。

*1： Optical Computed Tomography。X線CTにおけるX線の代わり

に光を試料に照射し，透過や散乱，反射などの光応答を計測し，コ

ンピュータで処理して断層写真を得る方法。特に生体内での透過性

が比較的高い近赤外光を用いた場合，生体組織を傷つけず3次元的

な分析を行うことができることから医療面での応用が期待される。

ホログラフィ

ホログラフィは，光の干渉・回折を利用して光波の振幅
と位相の分布を記録，再生する技術である[1]。この技術
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は完全な立体像を記録・再生できることから3次元画像
表示の有力な手段となっている。光が物体に照射される
と，物体の各点で乱反射を起して強度と位相が変調され
る。このようにして，その物体特有の光の波面が作られ
る。波面の記録には，その波の強度と位相を記録する必
要がある。しかし，記録材料や撮像素子には強度しか記
録できない。そこで，位相を記録するために光の干渉を
利用して，位相情報を強度情報に変換して記録する。

ホログラムの記録と再生を図1に示す。物体に光を当て，
物体から散乱した物体光と，物体に当たらない参照光と
を干渉させると干渉縞パターンができる。この干渉縞の
光強度のパターンをホログラムとして記録材料に記録す
る。ここでは，そのホログラムに参照光と同じ再生照明光
を当てると，物体の像が再生される。

ディジタルホログラフィ

図2に，ディジタルホログラフィ[2,3]の概念図を示す。この
技術は，干渉縞パターンをCCDなどのイメージセンサに
画像として記録し，その干渉縞画像のデータに対してコ
ンピュータにより光の回折現象を数値計算することで記
録物体の3次元像をコンピュータ内に再生する。ディジタ
ルホログラフィには，以下の特徴がある。

　（1）現像処理が不要で，撮影現場で再生像が得られる。
　（2） 任意の面での再生像が得られる，焦点深度が深い

像が得られる。

　（3）定量的な評価が行える。
　（4）ホログラムのデータを容易に伝送，複製できる。
　（5）使用するレーザ光の波長の制限が少ない。

これらの特徴により，粒子や流体の3次元計測，生物3次
元顕微鏡，3次元内視鏡，機械振動の3次元計測などを目
指した研究が近年盛んに報告されている（図2）。

従来のディジタルホログラフィ

これまでに報告されているディジタルホログラフィは，大
別してin-line型[4-6]，off -axis型[7]，位相シフト型[7,8]の3つの
型に分類される。in-line型は参照光を撮像素子に対して
垂直に照射する。この型では，再生時に非回折光と所望
の像とその共役像は重なってしまい，その結果，再生像
が劣化する。これに対してoff-axis型は物体光と参照光
が角度を持って入射するので，再生時においても非回折
光と所望の像とその共役像が分離して結像され，像が重
なるのを防ぐごとができる。しかし，この型では，ホログ
ラムの記録には1 mmあたり千本～数千本という高い解
像力が必要になる。この干渉縞パターンを既存の撮像素
子で撮影する場合，現在のCCDの解像度は1 mmあたり
せいぜい数百本程度であるために，参照光と物体光の角
度は小さい値しかとることができないということになる。
非回折光と所望の像とその共役像が重なるために，小さ
な試料に対して非常に狭い領域でしか記録できないとい
う問題がある[13]。

図1　ホログラフィの原理
（a）記録，（b）再生

（a） （b）
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位相シフト型[7]は，位相シフト干渉法を用いて物体光の
複素振幅を直接求めようとするタイプのディジタルホロ
グラフィである。位相シフト干渉法[7]とは，物体形状を計
測するために広く用いられる干渉計測の手法である。干
渉計の光路差に対する干渉縞の変化から試料の位相分
布を求める。二光束干渉計において，参照光側の光路中
にはピエゾ素子や波長板など光路長を変化させることが
できる素子を用いて参照光の位相を変化させる。位相を
変化させた時の複数の干渉縞パターンを順次計算機に
取り込み，それらの干渉縞パターンから試料の複素振幅
分布を求める。計算がし易くなるという理由から一般的
には3枚，または4枚の干渉縞パターンが用いられる。位
相シフト型では，試料の完全な複素振幅が求まるので，
鮮明な像が得られ高精度計測が可能である。しかしなが
ら，参照光の位相を順次変えて干渉縞パターンを撮影す
るために動く被写体には適用ができなかった。

並列ディジタルホログラフィ

従来のディジタルホログラフィの欠点をクリアし，動く試
料に対して3次元画像計測が可能な方法として並列ディ
ジタルホログラフィを発明した[8-12]。この方法では，参
照光の位相を光軸に対して垂直な面内で空間的に変化
させ，1枚のホログラムに位相シフトディジタルホログラ
フィに必要な複数枚のホログラムの情報を記録する。記
録したホログラムに対して計算機処理を施し複数枚分の

ホログラムの画像情報を抽出し，それらの画像情報を処
理することで並列に位相シフト法を行い，再生像を得る。

並列ディジタルホログラフィの記録の概略図を図3（a）に
示す。4段階に位相をシフトさせる位相シフト干渉法を同
時に行う場合を例に説明する。参照光は空間的に4段階
に位相をシフトさせた光を利用する。このような光を実現
する一例として，位相シフトアレイデバイスがある。位相
シフトアレイデバイスにはCCDの画素のサイズほどの微
小な1/2波長板，1/4波長板をアレイにした波長板アレイ
や厚みの異なる光学素子アレイを並べたもので実現でき
る。このデバイスを参照光の光路に導入することで，空間
的に異なる位相を持った参照光と物体光との干渉縞が記
録でき，位相シフト干渉計測法で必要な4枚の干渉縞パ
ターンの画像は，各画素数は1/4になるが1枚の干渉縞パ
ターン中に存在することになる。この方法の光学的実現
法の一例を図3（b）に示す。撮影された干渉縞パターンか
ら試料の3次元像をコンピュータで再生するために考案
したアルゴリズムの流れを図3（c）に示す。干渉縞パター
ンの中から参照光が同じ量の位相のシフト受けた部分を
抜き出して，それぞれで画素数が1/4になった4枚の干渉
縞パターンの画像を作る。元の画像サイズに戻すために，
値を持たない画素に対して，補間により画素値を設定す
る。補間後の4枚の干渉縞パターンの画像に対して，位相
シフト干渉法と同様の数値計算により，撮像素子面上で
の物体光の位相分布と振幅分布の両方，すなわち複素振

図2　ディジタルホログラフィ
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幅分布が求められる。この複素振幅に対して光波の伝播
を計算することにより，物体の複素振幅が得られる。

並列ディジタルホログラフィック顕
微鏡の原理確認実験

並列ディジタルホログラフィの有効性を示すために，原
理確認実験を行った。先に述べた位相シフトアレイデバ

図3　並列ディジタルホログラフィ
（a）原理　（b）光学的実現方法例　（c）像再生アルゴリズム

（a）原理

（b）光学的実現方法例

（c）像再生アルゴリズム
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イスが現時点では開発されていない。そこで，従来の逐
次位相シフトディジタルホログラフィにより光学的に4枚
の干渉縞パターンの画像を記録し，これらの画像からコ
ンピュータ処理により，位相シフトアレイデバイスを用い
た時に記録できる1枚のホログラムを等価的に作製した。
このホログラムに対して考案したアルゴリズムを用いて
像を再生した。
本方法の顕微鏡への応用可能性を調べるために，顕微

鏡対物レンズを用いた試料の拡大像の3次元像の記録と
その再生を行った。細胞観察・計測の例としてタマネギ
の表皮の細胞を試料に用いた場合の再生結果を図4に示
す。また，微生物観察・計測の例としてミジンコを試料
に用いた場合の再生結果を図5に示す。いずれの場合も，
提案方法で求めた再生像は従来のin-line型で記録・再
生した像よりも，鮮明かつ高精度な像が得られ，提案方
法の有効性を確認できた。

図4　原理確認実験結果（タマネギの細胞を試料とした）
（a）従来法　（b）提案法

(a) (b)

100µm

図5　原理確認実験結果（ミジンコを試料とした）
（a）従来法　（b）提案法

(a) (b)

300µm
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並列ディジタルホログラフィにより瞬時の3次元画像取得
と計測が可能であることがわかった。現在，並列に位相
をシフトさせる技術とデバイスを開発中であり，このデバ
イスを用いて干渉縞の連続取り込みを行うことで，3次元
動画像計測装置が実現できる。また，カラー化を目指した
研究も進めている[14,15]。

おわりに

並列ディジタルホログラフィック顕微鏡法は，蛍光標識
など特殊な薬品が不要なために，無毒無害で生体に対し
て安全な3次元画像計測技術である。また，本技術に基
づく装置において，像再生の計算には，パーソナルコン
ピュータを用いており，パーソナルコンピュータの性能に
より，動画の再生速度が制限される。像再生の計算に利
用される演算は少ない種類で十分であるので，フレネル
変換，高速フーリエ変換，画素間の補間などの演算に特
化した専用のLSIや，各画素の情報を並列に処理するス
マートピクセルを開発することにより，リアルタイムで3
次元の動画計測が可能な高性能装置化に発展できる。ま
た，計算で得られた試料の3次元情報は，インターネット
を通じて遠隔地に伝送できる。伝送先において空間光変
調素子を用いた書き換えホログラムを利用することによ
り，遠隔地で試料の3次元表示も可能なシステムに発展
できる。本技術に基づく3次元動画像計測装置をバイオ・
医療計測に応用することで生体粒子や細胞のダイナミク
スや機能の新たな発見や理解に貢献できる。この機能や
能力は，新たな医療技術，診断方法，食品検査法に有用
である。日本にとって近未来に不可避で世界的にも未曾
有の高齢化社会において，人々が健康で豊かな生活を送
れるように医療分析技術の発展に貢献でき，更には人類
の未来において光明をあてるものとして期待される。
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