
共焦点レーザー顕微鏡システム

共焦点レーザー顕微鏡システム　C2+



Simple and Robust
共焦点顕微鏡のスタンダードを一新。

ニコンが誇る「最高の画質を実現する光学性能」を搭載した、共焦点顕微鏡の

ベーシックモデル C2+。高性能光学系と高効率スキャンヘッド・ディテクターが、

優れた共焦点画像取得を実現します。高速ガルバノスキャナーにより、心筋細胞の

速い拍動も高精度に取得。また、蛍光3チャンネル＋DICの同時取得が可能です。

C2si+スキャンヘッドは、スタンダードディテクターユニットに加えて、32チャンネル

スペクトルディテクターユニットや高感度 GaAsP ディテクターユニットが使用可能。

重なり合ったスペクトルもクロストークを排し、鮮明な蛍光分離画像を取得できます。

C2+はバイオサイエンスの最先端の現場で、イメージングに関するさまざまな要望に

応える高性能と信頼性・拡張性、さらにユーザーフレンドリーな操作性で実験や

研究活動をサポートします。
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共焦点レーザー顕微鏡システム

高精細画像を高速取得
ガルバノスキャナーを使用した高速スキャンにより、拍動する心筋細胞などの生細胞の速い動態を共焦点画像取得
することが可能です。C2+は、従来の共焦点システムの往復スキャンによる画素ズレを補正し、高速往復スキャン時
でも高品質な画像を取得します。

ヒスタミン刺激を加えたラット由来の初代心筋細胞。グラフは上掲の一枚目の画像中の各ROI（赤、緑、青）の輝度変化を表します。
蛍光色素： Fluo-8 AM、MitoTracker® Orange
スキャン速度： 15 fps
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直感的でストレスのない 
簡単操作
画像統合ソフトウェア NIS-Elements C は、高度な解析
機能を豊富に搭載しながら、誰にでも分かりやすい
簡単操作を実現しています。さらにニコンの共焦点
顕微鏡だけでなく、他社製の周辺機器も直感的に操作
できるため、幅広いシステム構成に対応します。

マルチモード画像取得
NIS-Elements C は、顕微鏡とカメラなどの周辺機器を同時に制御で
きるため、共焦点、蛍光、全反射蛍光（TIRF）、光刺激などのマルチモー
ド画像取得や、画像処理・解析・プレゼンテーションを一つのソフト
ウェアで実行できます。共通化されたインターフェースとワークフ
ローにより、さまざまな画像取得システムをストレスなく制御でき
ます。

レーザー、ディテクターの設定を 
分かりやすく表示

スキャン条件の設定

シンプルな画像取得設定

Zスタック画像取得の条件設定 
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高効率スキャンヘッドとディテクター
コンパクトでニコンのすべての顕微鏡に簡単に装着可能なC2+のスキャンヘッド 
は、ディテクターから独立した構造のため熱やノイズの影響を受けません。光学的
に理想的な円形ピンホールと高精度ミラーを採用し、明るく高コントラストでノイズの少
ないコンフォーカル画像が取得できます。さらに、新開発のスキャナー駆動方式と
ニコン独自の補正技術の採用により、毎秒8フレーム（512×512画素）および毎秒
100フレーム（512×32画素）の高速イメージングを実現しています。

高精細透過 DIC 画像
C2+ は蛍光3チャンネル同時観察、または蛍光3チャンネル＋透過 DIC
画像の同時観察が可能です。蛍光画像と透過 DIC 画像を重ね合わせる
ことにより、画像の理解が一層深まります。

DIC 画像 DIC 画像と蛍光画像の重ね合わせ

スタンダード
ディテクターユニット

レーザーユニット 
スペクトル

ディテクターユニット

明るくシャープな像を実現する光学系
ニコンならではの高効率光学設計により、明るさとコントラストに
優れたシャープな共焦点画像が取得できます。
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共焦点イメージング用高性能対物レンズ
CFI アポクロマート Lambda Sシリーズ
ニコン独自のナノクリスタルコートの採用による高い透過率に
加え、高 NA と長作動距離を併せ持つ対物レンズです。紫外から
近赤外まで、幅広い波長で高い色収差補正を実現し、共焦点イメー
ジングに最適です。特に LWD Lambda S 40XC WI レンズは、
405 nm から近赤外までの色収差を補正しています。

左から　 CFI アポクロマートLWD Lambda S 20XC WI CFI アポクロマート Lambda S 40XC WI 
CFI アポクロマートLWD Lambda S 40XC WI CFI アポクロマート Lambda S 60X Oil

CFI アポクロマート 
 TIRF 60XC Oil

CFI アポクロマート 
 TIRF 100XC Oil

CFI プラン 
アポクロマート  

Lambda 10X

CFI プラン 
アポクロマート  

VC 60XC WI

CFI プラン 
アポクロマート  

VC 20X

CFI プラン 
アポクロマート  
Lambda 40XC

通常の反射防止多層膜 ナノクリスタルコート

ナノクリスタルコートとは
半導体製造装置の投影レンズに使われているナノ粒子膜を応用した、ニコン独自の超低屈折率の薄膜技術です。数ナノメートル
から10数ナノメートルの粒子で密度の低い膜を形成することで、従来の反射防止膜の限界を超えた極めて高い反射防止効果を
実現しています。「ナノクリスタルコート」は、従来の反射防止膜に比べて垂直に入射する光の反射をより低く抑え、広い波長域で
極めて高い透過率を実現。さらに、従来のコーティングでは難しかったレンズ斜めから入射する光に起因するゴースト、フレアー
に対しても、これまでにない優れた効果を発揮します。

CFI アポクロマート TIRF シリーズ
標準のカバーガラス、液浸オイルを用いて高 NA 1.49を実現した、
ニコン対物レンズの中でも最も高い解像度を誇る対物レンズです。
温度補正リングにより、23℃～37℃の温度変化がもたらす像質への
影響を補正することが可能です。

レンズ レンズ

反射光 反射光入射光 入射光

通常の反射防止多層膜 ナノクリスタルコート

CFI プラン 
アポクロマート  

IR 60XC WI

推奨対物レンズ

CFI プランアポクロマート Lambda 10X NA 0.45, WD 4.00 mm

CFI プランアポクロマート VC 20X NA 0.75, WD 1.00 mm

CFI アポクロマートLWD Lambda S 20XC WI NA 0.65, WD 0.95 mm

CFI プランアポクロマート Lambda 40XC NA 0.95, WD 0.25-0.16 mm

CFI アポクロマート Lambda S 40XC WI NA 1.25, WD 0.20-0.16 mm

CFI アポクロマートLWD Lambda S 40XC WI NA 1.15, WD 0.61-0.59 mm

CFI アポクロマート Lambda S 60X Oil NA 1.40, WD 0.14 mm

CFI プランアポクロマート VC 60XC WI NA 1.20, WD 0.31-0.28 mm

CFI アポクロマート TIRF 60XC Oil NA 1.49, WD 0.12 mm

CFI プランアポクロマート IR 60XC WI NA 1.27, WD 0.18-0.16 mm

CFI アポクロマート TIRF 100XC Oil NA 1.49, WD 0.12 mm

: ナノクリスタルコートを採用
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試料：HeLa 細胞にGFP（Tubline）とYFP（Golgi）
を発現させたものを488 nm のレーザーを
用いて取得したスペクトル画像（左図）。蛍光
分離後、GFP を緑、YFP を赤で表示した蛍光分
離後の画像（右図）。左グラフは、各 ROI 内の
スペクトルカーブを表示。
試料ご提供：Dr.Sheng-Chung Lee, Dr.Han-Yi 
E. Chou, National Taiwan University College 
of Medicine, Institute of  Molecular Medicine.

高性能スペクトルデータ取得のために
高回折効率：DEES
サンプルからの無偏光蛍光を偏光ビームスプリッターで
P 偏光と S 偏光に分離し、P 偏光を偏光回転素子によって
S 偏光に変換します。下図のように S 偏光は P 偏光に比べ
回折効率が高いため、回折効率が大幅に改善されます。

（DEES: Diffraction 
Efficiency 
Enhancement 
System）

正確な蛍光分離

既知のスペクトルデータ（リファレンス・スペクトル）が無くても、
ROI（取得イメージ中の領域）を指定して Simple Unmixing のボタンを
押すだけで、簡単に蛍光分離できます。データベースとして蛍光色素

メーカーの既知のスペクトルデータを内蔵しており、その中からリファ
レンス・スペクトルを指定しての蛍光分離も行えます。さらに、未知の
蛍光標識のスペクトルをデータベースに追加保存することも可能です。

光学ファイバーに高効率蛍光伝送技術を採用
シグナルロスを最小限に抑えるため、蛍光ファイバーや検出器表面に独自
の反射防止加工を施し、高い伝送効率を達成しました。

高信頼性：3種類の校正
各チャンネルのオフセットおよび感度を統一するためのチャンネル間感度
校正や、回折格子の分光効率や検出器の分光感度を統一するための分光感
度校正、スキャンヘッド内や顕微鏡内の光学素子の分光透過率を統一する
ための分光透過率校正などにより、正確なスペクトルを取得します。

蛍光分離

高性能スペクトルディテクター
C2si+ スキャンヘッドは、高速・高精度32チャンネルスペクトルディテクターユニット（C2-DUS）と、新開発の
高感度 GaAsP ディテクターユニット（C2-DUVB）を使用することが可能です。C2si+ は、多重染色標本の重なり
合ったスペクトルを正確に分離できるだけでなく、任意の波長帯域を取得できる「バーチャルフィルター」機能
も搭載しています。

■ C2-DUSスペクトルディテクターユニット
CD-DUS は、32チャンネル（最大320 nm）の波長を一回のスキャンで取得できます。最小2.5 nm の波長分解能で蛍光シグナルの正確な波長情報を取得
することが可能で、重なり合ったスペクトルや自家蛍光も完全に分離できます。

マルチアノード型 PMTの感度校正

グレーティングの特性
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DEESシステム
回折格子に入射する光をS偏光にそろえ
ることにより、高い回折効率を実現。

（詳細は下のコラムをご覧ください）

3種類の回折格子
スペクトルの波長分解能を決める
回折格子を3種類（2.5 nm、5 nm、
10 nm）装備。精密位置制御による
高い波長再現性。

光ファイバー
ピンホールの大きさに依存せず、
波長間クロストークが小さい。

S1
S1

S2
P

S2

マルチアノード型 PMT
C2si+のスペクトルイメージング専用ディテクターは、戻りレーザー
光を遮断する可動型レーザー漏れ込み防止機構を新開発。共焦
点ピンホール径に依存しない波長分解能と相まって、戻りレーザー
光のシャットアウトに成功しています。
ソフトウェア上で遮断部の位置を自由に動かして、さまざまな波長
を遮断できるので、C2si+は搭載するレーザーの波長を選びません。

偏光回転素子

偏光ビームスプリッター
無偏光



多重蛍光の分離

波長分解能や波長帯域を自由に選べるため、CFP/GFP/YFP/Ds Red など、青から赤までの
幅広い波長を持つ蛍光タンパク質を1ショットでスキャニングすることが可能です。
リファレンスデータからそれぞれの色に分離・表示することができます。

赤い蛍光色素の蛍光分離も簡単

これまで分離が難しかった赤色蛍光色素も、簡単にきれいに分離できます。

多重染色での自家蛍光の分離

蛍光分離によって、GFP/YFP のような近接した蛍光を分けることができるだけでなく、今まで除去が 
困難だった細胞由来の自家蛍光も固有のスペクトルとして認識し、除去することができます。

試料：HeLa細胞の核をCFP、アクチン関連蛋白質（ファシン）をGFP、ゴルジ体をYFP、ミトコンドリアをDsRed
でラベルし、408 nmと488 nmのレーザーを照射して取得したスペクトル画像（左図）。
取得したスペクトル画像をリファレンススペクトルを用いて蛍光分離して作成した蛍光分離画像（右図）。
試料ご提供： 独立行政法人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

試料：核にRFPを発現したHeLa細胞のアクチンをRhodamineにて染色。543 nmのレーザーを用いて550 nm～
630 nmまでの波長範囲を波長分解能2.5 nmで取得したスペクトル画像（左図）。RFPを赤、Rhodamineを緑
で表示した蛍光分離後の画像（右図）。

右図のROI 1と2のスペクトル
Rhodamine の 蛍光 ス ペ クト ル ピ ー ク は 約579 nm、RFP
の 蛍光 ス ペクトル ピークは 約600 nm。RFP の 蛍光強度 が
Rhodamine に比較して弱いが、RhodamineとRFP がきれいに
蛍光分離している。

試料：カドヘリン-GFPとDAPI染色されたゼブラフィッシュ卵を408 nmと488 nmのレーザーを用いて取得した
スペクトル画像（左図）。自家蛍光の領域（ROI1）とGFP、DAPIのリファレンスデータにより分離後、自家蛍光を
除いた画像（右図）。
試料ご提供： 群馬大学  大学院医学系研究科  機能形態学  准教授　村上徹先生

蛍光分離

蛍光分離

蛍光分離
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GFP 発現の確認

従来の共焦点観察では、蛍光をある波長域における蛍光強度として画像化していました。スペクトル 
ディテクターを用いることで、そこにある蛍光が持つ波長特性の詳細が確認できます。C2si+のスペクトル 
ディテクターは感度校正を行うことにより、わずかな色の違いを波長として確認することができます。

試料：シロイヌナズナのプロテオグリカンとGFP の融合タンパク質を488 nm のレーザーを用いて取得した
スペクトル画像（左図）。ROI1（自家蛍光）とGFP のリファレンスデータにより分離後、GFPを緑、自家蛍光を
赤で表示（右図）。

スペクトル分離（アンミキシング）後のFRET画像。CFPをシアン、YFPを緑で表示。

スペクトル画像上の ROI2内のスペクトルカーブ（青）と
eGFPのリファレンスカーブ（緑）とが一致していることから、
ROI2内には、GFPが発現していることが分かります。

スペクトル画像取得（x、y、t、λ）
スペクトルディテクターを用いて、5 nmの波長分解能で460 nmから620 nm
のスペクトル画像を取得することで蛍光波長の変化を観察できます。

蛍光分離（アンミキシング）
蛍光スペクトルの分離（アンミキシング）が可能です。CFP、YFPのリファ
レンスを用いてスペクトル FRET を解析でき、アクセプターブリーチな
しでもスペクトルデータから細胞内のCa2＋濃度の2次元的な変化（FRET）
が簡易判定できます。

ATP 刺激前
トゥルーカラー画像

刺激8秒後

スペクトル解析

CYPとYFPのトゥルーカラー画像とスペクトル解析。ROI内のスペクトル
カーブ。カーブの左のピークが CYP、右が YFP。ATP 刺激後、FRET が
起きたことによりCFPのピークが下がり、YFPのピークが上がっている。

5次元解析（x、y、z、t、λ）
3次元空間（X、Y、Z）における時間変化（t）とスペクトル（λ）を解析する
ことができます。

xy

xz

yz

xy

xz

yz

蛍光分離

リアルスペクトル法による FRET 解析（Spectral FRET）

リアルスペクトル法によるFRET（fluorescence energy transfer：蛍光共鳴
エネルギー移動）解析は、共焦点効果により高 S/N 比で空間分解能が高
く、3次元解析が行えるだけではなく、FRET によるスペクトルの変化を
リアルタイムに追うことができるため、FRET を簡単に判定できます。

また、ドナーとアクセプターのスペクトル分布がCFPとYFPのように重なり
合うような場合でも、リファレンスデータを使用して分離（アンミキシング）
することで詳細な輝度変化が検出でき、レシオ解析法による蛍光信号の
比（YFP/CFP）がブリードスルーなく解析できます。

ATP 刺激前 刺激8秒後
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■ C2-DUVB GaAsPディテクターユニット
C2-DUVB は、コンパクト設計でコストパフォーマンスの高い、C2+ シリーズの初めての高感度 GaAsP ディテクターユニットです。ユーザーによる
取得帯域の調整が可能なため、任意の波長帯域でのスペクトルイメージングがフィルターレスで行えます。

高感度スペクトルイメージング

検出器に高感度 GaAsP PMT を採用。微弱な蛍光も感度良く検出することができます。

取得帯域を連続的に調整

検出波長域帯域をユーザーが自由に設定できるため、チャンネルごとに検出波長範囲（最小幅10 nm）・ゲイン・レーザーパワーを設定して、固定波長の 
フィルターを使用することなく画像取得が行えます。波長帯域をずらしながらスペクトル画像を取得することで、多重染色標本のスペクトルイメージング
が可能です。

２チャンネルディテクターとしても使用可能

別売りの GaAsP PMT（C2-DUVB-OP）を追加することで、2ch の GaAsP
ディテクターユニットとして使用することが可能です。ダイクロイッ
クミラーを挿入して、二つのディテクターを別々のチャンネルに使用
することができます。複数の帯域を同時に取得することができるため、
FRET やレシオイメージングに効果的です。

高精度アンミックス

重なり合ったスペクトルの蛍光標識を高精度に分離することが可能です。
クロストークの無いスペクトル画像が取得できます。

VB（Variable Bandpass）モード（3ch画像取得）

アプリケーションに応じて、VB モードと CB モードが選択可能

VB（Variable Bandpass）モードでは、最大5ch の
カラー画像取得が可能

CB（Continuous Bandpass）モードでは、 
最大32chのスペクトルイメージングが可能
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２シリーズのレーザーユニットをご用意
LU-N4/LU-N4S/LU-N3はアプリケーションに最適な波長のレーザーを４本（LU- N3は３本）搭載し、高効率と簡単
セットアップ・省スペースを実現しました。LU-NV シリーズは最大８つまでの波長選択と７本のファイバー出力
切替えに対応します。

LU-NV シリーズ

複数のレーザー光源が搭載でき、最大８つまでの波長が選択可能です。最大７本のファイバー出力が行えるため、
これを切替えることにより、共焦点レーザー顕微鏡システム C2+、TIRF、光刺激などのレーザーアプリケーション
を複数組み合わせた顕微鏡システムにも対応します。

●  405 nm、445 nm、458 nm、488 nm、514 nm、532 nm、561 nm、594 nm、640 nm、647 nm のレーザーが搭載可能。
●  共焦点顕微鏡用の高出力レーザーを搭載することができます。
●  搭載レーザーは個別に電源の ON/OFFが行えるため、使用していないレーザーの消耗を低減可能。
●  レーザーの光軸は工場出荷時に調整済のため、セットアップが容易です。
●  新開発のレーザーコンバイナーにより、長時間使用してもレーザーの光軸ズレが起こりにくく、 

レーザー出力が安定しています。
●  内蔵のAOTFにより、各レーザーの強度を個別に制御できます。

レーザーユニット

4レーザーユニット LU-N4/LU-N4S 
3レーザーユニット LU-N3

C2+ に最適な、コンパクト設計で簡単セットアップ、アライメントも不要なレーザーユニットです。

●  LU-N4/LU-N4S はレーザー４本（405 nm、488 nm、561 nm、640 nm）、LU-N3 は 
レーザー３本（405 nm、488 nm、561 nm）を搭載。

●  LU-N4S はスペクトルイメージングに対応しています。
●  レーザーの光軸は工場出荷時に調整済のため、セットアップが容易です。
●  新開発のレーザーコンバイナーにより、長時間使用してもレーザーの光軸ズレが起こりにくく、 

レーザー出力が安定しています。
●  内蔵の AOTF により、各レーザーの強度を個別に制御できます。

LU-NVレーザーユニット
（LUコントローラーボックスBを搭載）

LU-N4/LU-N4S/LU-N3レーザーユニット
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研究用倒立顕微鏡ECLIPSE Ti2との組合せ

研究用正立顕微鏡ECLIPSE Niとの組合せ



高機能なNIS-Elementsソフトウェア

NIS-Elements C-ER

NIS-Elements C-HCオプション

高解像度画像を自動作成

NIS-Elements C-ER では、ニコン独自の画像処理技術により、従来の共焦点顕微鏡の高い操作性はそのままに、かつてない高解像度の共焦点画像が
取得できます。ワンクリックのシンプル操作で、ソフトウェアが自動的に取得画像を解析。最適な画像処理パラメーターを決定して、高解像度画
像を生成します。前処理技術により、以前に取得した共焦点顕微鏡画像の解像度を向上させることも可能です。 

コンフォーカル画像の解像度を向上

顕微鏡画像の解像度は、見分けられる二点間の最小距離で定義されます。従来の光学顕微鏡では理論的な解像限界は約200 nmとされ、共焦点レーザー
顕微鏡には潜在的にそれ以上の高解像度画像を取得する能力がありましたが、これまでは十分に発揮できていませんでした。NIS-Elements C-ER は、
新開発の画像処理技術を搭載することで、従来よりも高解像度な画像の取得を可能にしました。（従来比で XY 方向に約1.5倍、Z 方向に約1.7倍向上）

ウェルプレートなど、大量サンプルの画像取得に最適

必要な実験条件は、ウィザード形式の
ワークフローに従って簡単にセット
アップが可能。さまざまなメーカーの
ウェルプレートがデフォルト登録され
ているほか、画像取得ポイントについ
ても、ウェル内全視野、ウェル内ランダ
ム撮影など、自由に設定できます。

画像を取得しながら自動解析が可能

画像取得中は現在位置をライブ画像とともにリアルタイムで表示。自動解析も同時に行うことができます。豊富なデータ表示機能を搭載し、ヒスト
グラム、スキャッタープロットなどのグラフ表示も可能です。
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試料：マウス内耳蝸牛管、生後2日目
染色：Atto-565-phalloidin
試料ご提供：神戸大学大学院医学研究科　分子細胞生物学分野　富樫英先生 ※NIS-Elements C-ERは推奨対物でご使用ください。

XY Line

Histogram

Time Chart

Scatter Plot Bar Chart



マクロ共焦点レーザー顕微鏡システム AZ-C2+

AZ-C2+は、1 cm以上の大きな標本の高精細な共焦点画像
取得が可能です。広視野かつ高 S/N 比のシャープな画像
が、最大2048x2048の画素解像度でワンショット取得で
きるため、発生生物学における個体レベルでの観察や
組織切片の全景観察に最適です。また、低倍・高倍の対物
レンズ切替えとズーミング機能により、マクロ領域から
ミクロ領域まで連続的に観察することができます。実体
顕微鏡では不可能だった、マクロ領域のin vivo 共焦点
イメージングを実現しました。

マクロ共焦点画像をワンショットで取得

マクロ観察用の専用高NA対物レンズを使用することにより、試料の広い範囲の画像をワンショットで取得することができます。1 cm以上もの視野を 
カバーすることができるため、発生後期の成長した胚や細胞集団の動態が観察可能です。さらに、マクロ画像でありながら試料の微細構造までを 
鮮明に観察できます。
※Plan Apo 1x、AZ100光学ズーム4xを使用した場合、対角5.3 mmの実視野が得られます。

一般的な共焦点顕微鏡では一回の画像取得領域が AZ-C2+ に比べて小
さいので、複数の画像をタイリングする必要があります。それに対し、
AZ-C2+ では一回の撮影で広視野の画像を取得することができます。
試料：ラット舌切片

試料：ウサギ硝子軟骨細胞のアテロコラーゲン包埋培養　
培養21日生細胞（緑）とII型コラーゲン（赤）
ご提供：大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻 
生物プロセスシステム工学領域　紀ノ岡正博先生

ご提供：京都大学大学院理学研究科　高橋淑子先生

AZ-C2+ は細胞集団のダイナミックな動きを、経時変化を追いながら観
察できます。
試料：ニワトリ胚ステージ4（Plan Fluor 2x使用）GAP43-eGFPを発現させ細胞膜を標識
ご提供：理化学研究所発生・再生科学総合研究センター初期発生研究チーム　 
仲矢由紀子先生

AZ-C2+（Plan Fluor 2x使用）

AZ-C2+（マクロ像、Plan Apo 1x使用）

AZ-C2+（Plan Apo 1x使用）
試料：ニワトリ6.0日胚の神経（緑）と 
血管（赤）

t = 0 hr

t = 2 hr

t = 4 hr

一般的な共焦点顕微鏡（タイリング像）

AZ-C2+（拡大像）

AZ-C2+（Plan Apo 1x使用）
試料：ニワトリ2.5日胚の血管（赤）
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画像ご協力： 
京都工芸繊維大学　
名誉教授  
山本雅敏先生

TT2 ES細胞
細胞核に局在する抗Nanog 
抗体 （Cy3）、抗Oct-3/4抗体

（Alexa488）、DAPIの画像。
撮影ご協力：理化学研究所　
発生・再生科学総合研究センター
動物資源開発室　清成寛先生

低倍率から高倍率までの連続的な観察

5種類の対物レンズラインアップに加え、顕微鏡本体のズーム光学系とコンフォーカルズームを組み合わせることにより、低倍率から高倍率までのオー
ルラウンドな観察を一台の顕微鏡で実現しました。試料の全景観察のようなマクロ観察のみならず、単一細胞の形態観察のようなミクロ観察までを
連続的に行うことができます。

試料の深部まで観察可能

AZ-C2+ では従来の共焦点顕微鏡では困難だった深部の観
察が可能です。マクロ観察やin vivo 観察における、試料の
深部からの蛍光シグナルを取得できます。

試料：ヒト乳癌細胞株MDA-MB-231（Plan Fluor 5x使用）
ご提供：大阪府立成人病センター研究所生物学部門　 
伊藤和幸先生

AZ-C2+による観察。赤く見えているのは癌細胞。 
2 mmの深部にある細胞も、鮮明に観察できます。
試料：ニワトリの2.5日胚
ご提供：京都大学大学院理学研究科　高橋淑子先生

高倍観察により、細胞の
一つひとつまで観察が
可能です。

ズーム1x ズーム2x ズーム4x ズーム8x

試料：BPAE細胞（Plan Fluor 5x、C2+光学ズーム使用）
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サンプル：キイロショウジョウバエの生殖管
画像ご協力：京都工芸繊維大学 名誉教授　
山本雅敏先生

2.3 mm

精巣

付属腺

射精管

射精嚢貯精嚢
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パソコン

ソフトウェア

レーザーユニット

スキャナーセット

顕微鏡

検出器

オプション

第一ダイクロイックミラー 第一ダイクロイックミラー

フィルターキューブ

C2-DUSスペクトル
ディテクターユニット

C2-DUVB GaAsP
ディテクターユニット

または

LU-N4/N4Sレーザーユニット
 405/488/561/640*1
LU-N3レーザーユニット 
405/488/561*1

スタンダード
透過蛍光ディテクター

（3-PMT）

C2+ 
スキャンヘッド

C2si+ 
スキャンヘッド

コントローラー

LU-NVシリーズ
レーザーユニット

LUコントローラーボックスB 
LU-C 

＊1： LU-N4Sはスペクトルイメージング共焦点顕微鏡C2si+に対応しています。LU-N4/N3はC2si+には非対応です。
＊2：ステージアップキット使用時は不要です。
＊3：C-TT-C三眼鏡筒、C1 Y-TT三眼鏡筒、NI-TT 四眼傾角鏡筒が使用できます。
＊4：Ni-U使用時は、NI-TT 四眼傾角鏡筒、C-TT-C三眼鏡筒が使用できます。
　　Ni-E使用時は、NI-TT-E電動四眼傾角鏡筒、NI-TT 四眼傾角鏡筒、C-TT-C三眼鏡筒（Ni-Eステージ上下動タイプのみ）が使用できます。
＊5：NI-TT 四眼傾角鏡筒、NI-TT-E電動四眼傾角鏡筒使用時に必要です。
＊6：AZ-TE100LSエルゴ三眼鏡筒とAZ100ステージカバーを使用します。
＊7：取り付ける顕微鏡に合わせて専用のアダプターが必要です。

透過ディテクターユニット*7

AZ100*6FN1*3 Ni-E/Ni-U*4

リングアダプター L/S/SS リングアダプター L/S/SS

C2-NI-TT 四眼傾角鏡筒 A*5C1-TI TI マウントアダプター

リングアダプター S*2

Zフォーカスモジュール Zフォーカスモジュール
( Ni-U)

Zフォーカス
モジュール

Ti2-E

リングアダプター S

コンフォーカル LU
コントローラーA LU-CCA

システムダイアグラム
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推奨配置図

主な仕様

スキャンヘッド

スタンダード
透過蛍光
ディテクター

70
0

1200

14
30

70
0

65
2 コントローラーLU-N4/N4S

レーザーユニット

注1）コンピューター用テーブル寸法は参考値です。
852

（単位：mm）

搭載可能レーザー＊1 405 nm/488 nm/561 nm/640 nm（LU-N4/LU-N4S/LU-N3）、445 nm/458 nm、514 nm、532 nm、594 nm

レーザーユニット LU-N4/LU-N4S/LU-N3レーザーユニット、LU-NVシリーズレーザーユニット（最大8波長）

スタンダードディテクター 波長：400～750 nm、ディテクター：3 PMT、フィルターキューブ：2

透過ディテクター
（オプション）

波長：400～700 nm、ディテクター：1 PMT

スキャンヘッド
（ガルバノ）

＜スタンダードディテクター、DUVB GaAsPディテクター使用時＞
画素サイズ：2048×2048画素
走査速度：標準モード時　毎秒2フレーム（512×512画素 、双方向）、毎秒18フレーム（512×32画素 、双方向）、 
ズーム：1～1000×
高速モード時：毎秒8フレーム（512×512画素 、双方向）、毎秒100フレーム（512×32画素 、双方向）＊2、ズーム：8～1000×

＜スペクトルディテクター使用時＞
画素サイズ：最大1024×1024画素
走査速度：毎秒0.5フレーム（512×512画素 、1方向）、毎秒7フレーム（512×32画素 、1方向）

走査モード XY、回転 XY、ズーム、ROI、XYZ、タイムラプス、刺激、多点、ラージイメージ（画像つなぎ合わせ）

ピンホール 円形、6サイズ

C2-DUSスペクトルディテクター
ユニット（オプション）

チャンネル数：32、波長：400～750 nm、波長分解能：2.5 nm/5 nm/10 nm、0.25 nmステップで波長範囲可変
アンミキシング：高速アンミキシング、高精度アンミキシング

C2-DUVB GaAsPディテクター 
ユニット（オプション）

チャンネル数：1 or 2、波長：400～720 nm、波長帯域幅：10 nm ～320 nm、1 nmステップで可変
アンミキシング：高速アンミキシング

視野 ø18に内接する正方形

イメージ諧調 12ビット

対応顕微鏡
倒立顕微鏡エクリプスTi2-E、Ti2-A、Ti2-U、正立顕微鏡エクリプスNi-E（ステージ上下動タイプ／対物上下動タイプ）、Ni-U、
対物上下動式正立顕微鏡 FN１、ユニバーサルズーム顕微鏡 MULTIZOOM AZ100

Z ステップ
Ti2-E：0.025 μm、FN1用ステッピングモーター：0.05 μm
Ni-E：0.025 μm

NIS-Elements C
ソフトウェア

＜表示・画像構築・解析＞
2次元解析、3次元解析、タイムラプス解析、3次元ボリュームレンダリング、4次元解析、各種空間フィルター、 
ラージイメージ、コローカリゼーション、スペクトルアンミキシング、リアルタイムアンミキシング、バーチャルフィルター、 
デコンボリューション、ムービー制作

＜アプリケーション＞
FRAP、FLIP、FRET、光刺激、3次元タイムラプス、マルチポイントタイムラプス、ラージイメージタイムラプス

制御コンピューター

OS: Microsoft Windows 7 Professional 64 bit SP1（日本語）
CPU: Intel Xeon E5-1630v3 （3.70 GHz/10 MB/2133 MHz/Quad Core）以上
メモリー : 4 GB、ハードディスク: 500 GB SATA 3Gb/s （7,200 rpm）
光データ転送 : LAN、ネットワークインターフェース : Gigabit Ethernet
モニター : 解像度1600×1200以上、デュアルモニター推奨

＊1：レーザーユニットによって搭載可能レーザー、使用可能波長は異なります。
＊2：回転、自由ライン、CROP、ROI、スペクトラル画像取得、刺激には対応していません。
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適合レーザ安全規格：Class 3B

・本カタログに掲載した作例写真の一部は共焦点レーザ顕微鏡システムC1で取得したものです。
ご注意：本カタログに掲載した製品及び製品の技術（ソフトウェアを含む）は、「外国為替及び外国貿易法」等に定める規制貨物等

（技術を含む）に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取り下さい。
・本カタログ記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。
・本カタログは2020年10月現在のものです。仕様と製品は、製造者／販売者側がなんら債務を負うことなく予告なしに変更されます。
©2020  NIKON CORPORATION

（株）ニコンは、
環境マネジメントシステムISO14001の認証取得企業です。

2CJ-SCHH-4（2010）T

安全に関するご注意 ■ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

https://www.microscope.healthcare.nikon.com/ja_JP/
本社　140-0015　東京都品川区西大井1-6-3  （株）ニコン 大井ウエストビル3階

東　京　(03) 3773-8138 大　阪　(06) 6394-8801
札　幌　(011) 281-2535 京　都　(075) 781-1170
仙　台　(022) 263-5855 岡　山　(086) 801-5055
名古屋　(052) 709-6851 福　岡　(092) 558-3601
金　沢　(076) 233-2177

製品お問い合わせ（フリーダイヤル） (0120) 586-617
本社ショールーム	 (03) 3773-8138（受付）　
大阪ショールーム、名古屋ショールーム

108-6290  東京都港区港南2-15-3（品川インターシティ C棟）
https://www.healthcare.nikon.com/ja/
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