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Observation of Dermal Collagen Fiber with Second-Harmonic-Generation Imaging
Takeshi YASUI

Abstract
(SHG) imagrng has been applied to observe collagen fiber structure in porcine
Second.harmonic-generation
dermis. Diference of collagen fiber structure €unong diferent sliced samples is clearly visualized as high contrast
SHG images using a transmission-mode SHG microscope equipped with a mode-locked Ti : sapphire laser having-a
center wavelength of 800 nm. Furtiermore, we have developed a reflection-mode SHG microscope equipped with a,
mode-locked Cr : forsterite laser having a center wavelength of 1250 nm for optical-sectioning of dermal collagen
fiber in thick porcine skin every 20-pm depth, and confirmed that the collagen fiber structure in the dermis is
spatially evolved along the depth direction.
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1. は じ め に
ヒ ｀身体 にお け る最大 の臓器 と言 われ る皮膚 は,表
皮 ・真皮 ・皮下組織 の 3層 構造 か らなる。 これ らの 中
で,真 皮 は皮膚 の張 り ・弾性 ̀水 分保有の機能に深 く関
与 してお り,皮 膚 における中心的役割 を担 って いる。真
ク質 である● ラニゲ ンが豊富 に含 まれ
皮 には構造 タシ/N・
てお り,張 りや弾性 といつた皮膚 の形態的及 び機能的特
性 を決定する上で重要な役割を果た している。 このよ う
な真皮 コ ラ■ゲ ンの構造異常や構造的変化 を観察するこ
とは,皮 膚性状 を探 る上で重要 と考 え られることか ら,
真皮 コ ラ‐ゲ ンの変化 をモニ ターするための診断技術 が
皮膚美容 の分野 で強 く望まれて い る:通 常 は皮膚組織切
片 の コ ラーゲ ンを特 異的 に染色 し (ワ シギ ー シ ン染色
等),光 学顕微鏡 で組織診断 をす るが,さ らに コラTゲ ン
構造や配向を評価す る手段 として, 電 顕観測り, X線 回
折の, マ イク ●波法3),機 械的特性法→なども報告 されて
いる。 しか しいずれ も侵襲的 あるいは破壊的測定手法 で

の診断をめざすためには, コラーゲ ン濃度 と配向の局所
断層情報を非接触で得 る方法の開発が強 く望まれる。
そのような要求を満たす可能性を有す る 1つ の手段が
光 プローブ法である。生体 における最外殻組織である皮
較的容易であ り, これまでに
膚 は光学的アプ ローチが上ヒ
々な
も様
光学的皮膚計測法が報告されている。光 コヒー
レンス トをグラブカ=(OcT)で は,I多重散舌L光の中か
ら」ヒニ レンス (可干渉性)を保持す る後方散乱光 のみ
を コヒー レンスゲー ト検出す ることにより得 られた散乱
係数空間分布 か ら組織の断層構造を可視化する6)。
例え
ば, コラーゲ ン計測に関 しては, コラーゲ ンの有する複
屈折性を偏光感受型 OCTで 抽出す ることにより,火 傷
深度診断べの応用が試 み られている7)。
反射共焦点顕微
ーザー反射光
では
で
たレ
計測
,生 体組織中 後方散乱され

る上では信頼性が高 いが,臨 床応用 を考 えた場合,患 者
に対 して非常 に大 きな負担 を強要す ることになるもそ こ
で臨床応用を考慮 し,迅 速簡便 に毛穴 の観察 か らコラー
ゲ ンの配向を知 る方法 が提案 されてい る5)。さらに高度

に対 して,共 焦点配置を導入することにより,3次 元の ￨
空間分解能を達成する。また近年,共 焦点 2光 子蛍光顕
微鏡を用いた生体組織観察 に関する研究 も活発 に行われ
てお り,特 に組織や細胞の自家蛍光を利用す ることによ
り無染色で組織観察する試みも行われてぃるめoこ れ ら
従来法 は生体組織仝体の構造を可視化するとい う点では
優れているが,そ の中か らコラ=ゲ ン情報のみを抽 出 し
詳細 に測定す ることは困難 であった。
フェム ト秒 (10 5秒)オ ニダーの超短パルスレーザー
光を生体組織 に照射すると,光 電場 とコラ‐ゲ ン分子 の
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あり,1解剖学的皮膚生検 が必要 である。 このよ うな生検
に基づ いた手法 は コラーゲ ン構造 の異常 を実際 に識別す
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一
ー
非線形相互作用 によって入射 レーザ 光 の 部 が波長変
ー ー
換 され,入 射 レ ザ 光 の半波長 (あるい は 2倍 の周波
数)の 光 が 第 2高 調 波 発生光 (SHG;second―harmoni←
動
generation)として発生する 。我 々は,こ の生体 SttG光
ー
が 」ラ ゲ ン情報を非接触 リモー トで測定する手段 とし

性 に起因 している。同様 な現象 は光の領域 で も起 こり,
この場合 には非 中心対称性構造物質 (非線形光学結晶や
コラーゲ ン分子)が ピアノ,超 短 パ ルス光がカー 杯叩 く

て有効 であることに注 目 し,生 体 SHG光 を用 いて様 々
な ヒト組織 の コラーゲ ン配向測定法 に関する研究 を行 っ
2)。皮膚組織 の場合,コ ラーゲ ンは真皮 のみに
ているЮ)■

質 に入射すると,周 波数 が 2倍 (波長 が半分)の青色 パル
ス光 (周波数 =2ω ,波 長 =λ/2)が 発生 し,こ れが SHG

豊富 に含 まれ (含有量 70 wt%),表 皮 および皮下組織 に
はほとんど含 まれないことに注 目す ると,真 皮 コラーゲ
ンの分布情報 のみを特異的 に抽出す る手段 として,生 体
SHG光 が有効 であると考え られる。これ までにも,生 体
SHG光 を用 いた皮膚疾病診断13)ゃ
真皮 コ ラーゲ ン配向
Ю
)が
コ
計測
提案 されて い るが,真 皮 ラーダ ンの詳細 な構
造分布測定 はほとんど報告 されていない。本論文 では,
動物試料 に対 して真皮 コラーゲ ン線維 の詳細 な構造分布
測定 を行 ったので報告す る。
2.生 体 SHG光

を用 いた真皮 コラーゲン測定

ことに相当する (Fig.1右下側)。すなわち,赤 色 の超短
パ ルス光 (周波数 〒ω,波 長 =λ)を 非中心対称性構造物

光である。このよ うな SHG光 は線形光学効果 (反射や吸
収)と は本質的 に異 なるメ カニズ ムで発生 し,波 長 オ ー
ダーの物質構造や局所環境 の変化 に敏感であるとい う特
徴 を有 している。
コラーゲ ンの基本構造 lま
ポ リペ ピチ ド鎖二重 らせん構
ー
造 か らなる トロポ コラ ゲ ン (コラーゲ ン分子)で あり,
これが規員」
的 に1慣
次集合 して階層的 に太 くな ってい く。
このような コラーゲ ンは,そ の光波長 オ ーダーでの非 中
心対称性構造 (二重 らせん構造 および規則的配向構造)
ゆえに,高 い 2次 の非線形光学特性 を有 している。 その
ため,非 常 に高 い瞬時 ピー クパ ヮーを有するフェム ト秒
パ ルス レーザ ー光 を コラーゲ ン含有生体組織 に照射する

は物質 の構造非中心対称性 に起因す る非線形
の
光学現象 1つ である。 ここでは,音 の領域 における線
形 ・非線形現象 と対比 しなが ら,SHG光 発生 のメカニ

と,非 位相整合型 SHG発 生過程を介 して ),生 体 SHG
光 が特異的 に発生す る。例 えば,皮 膚 にフェム ト秒 パ ル
ス レーザー光を照射 した場合, コラーゲ ンは真皮 のみに

ズ ムを説 明す る。まず音 の領域 における現象 の例 とし

局在 しているので,生 体 SHG光 を用 い ることによ り真
皮 コラーゲ ン構造 の選択的計測が可能 になる (Fig.2)。
厳密 には,コ ラーゲ ン以外 に筋肉 フィラメントや微小管

SHC光

て, ビ アノ鍵盤を考 える。 Fig.1芹 卜側 に示す ようにピ
アノの鍵盤 に軽 く触れると,そ の鍵盤 に対応 した基本音
(周波数 ―ryが 発生す る。これは,入 力 と出力が 1対 1の
対応 を示 してお り,音 の領域 における線形現象 と言 え
る。 しか し同 じ鍵盤をカー杯叩 くと,基 本音以外 に 1オ
クター ブ上 の倍音 (周波数 =り も同時に発生 し,も はや
1対 1の 対応 を示 さな くなる (Fig.1右 上側)。 このよ う
な音の領域 の非線形現象 は, ピ アノ構造 の機械的非線形

Linear

といった生体構成物質 もSHG光 を発生 させるが8),お
、
ー
コ
ン
い
い
に
SHG発
ラ ゲ が高
生効率 を有 して る上
特
に,皮 膚 にお ける これ らの物質 の含有率 を考慮す ると,
皮膚 か らの生体 SHG光 は真皮 コラーゲ ン由来 の もので
あると言える。 まだ:近 赤外超短パ ルス光 の良好 な生体
透過性を利用す ると表皮越 しに生体 SHG光 を誘起 し,
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Fig. 1.

Linear and nonlinear phenomena in sound and optical regions.
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その後方散乱光を検出できる。それ以外 に も,ィヾックグ
ラウ ン ド光 (拡散反射光:蛍 光)と の分離 が容易,1低侵
襲,深 浸透性,熱 的 ダメ■ ジが小 さい,3次 元 イメニ ジン
グが可能 といった特徴 を有 している。また,真 皮 コラー

ゲ ン固有 の非線形光学特性を利用す るため組織染色が不
4s′
′
2測 定が可
要であり,生 きたありのままの状態でのビ
能なため, 火傷診断 )や光老化診断")といった臨床応用
なることが期待される。
分野で有用なッ‐7L/に
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3.実 験装置およびサンプル
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透追型 SHG顕 微鏡 の実験装置を Fig.3(1)に示す。光
源 にはモー ド同期 チタン ・サフ ァイアレーザー (中心波
長 800 nm,パルス幅 100お,繰 り返 し周波数 80 MHz)を
用 い る。光 チ ョッパ ニ (OCP)で 強度変調 され た レー
ザ=光 は, ビ ー^iキ スパ ンダ=(BE)で ビ‐ム径が対
物 レンパの瞳径に=致 するよ うに ビTム 径が拡大 された
後,対 物 レンズ (OL;NA=0.42,作 動距離 =20 nlln, ド
ライ)に 入射され る。レ ニザー光を対物 レンズ (OL)で
サ ンプルに集光す ることにより,生 体 SHG光 (中心波長
400 nm)が発生す る。発生 した生体 SHG光 の前方直進
成分を コンデ ンサー レンズ (CL)で 集め, 青色透過 フィ
ル ター (BPF,透 過波長 =300‑500 nm)でレーザ,光 成分
を除去 した後,光 電子増倍管 (PvTl)と 口'タ イ ン増幅
器 (LIA)を 用いて検出を行 う。組織切片 サ ンプルをス
テッピングモニ ター駆動 ステ‐ ジで走査することによ
り,SHGイ メ=ジ ング計測を行 う。本 システムの面内分
μ ある。
解能 は 115 mで
Fig.3(b)は反射型 SHG顕 微鏡 の実験装置を示 してい
る。二般 に, コヒー レントな非線形光学過程 として発生
す
る生体 SHG光 の大部分は前方直進成分であるため;
反射配置で は微弱 な後方散乱 sHo光 を検出す る必要が
ある。 そ こで,① 生体透過性 の良好 なモニ ド同期 クロ
ム ・フォルステライ トレーザー (中心波長 1250 nmiパ
ノ
ンス幅 15oヽ,繰 り返 し周波数 90 MHz)を 光源 と し, ②
サ ンプル表面での屈折率 ミスマ ッチ ングによる表面反射
を防ぎ効率的にレーザー光を生体組織内に送 り込めるよ
m)を
うに油浸対物 レンズ (NA=0.9,作 動距離 =350 μ
1用い:③ 光子 レベルの高感度検出が可能 な単■光子計数
型光電子増倍管を検出器 とすることにより,微 弱な後方
散乱 SHG光 の高速計測を実現す る。レ ーザニ光は, ガ
￨ルバ ノ ミラ■ (GM)と リレニ レンズ光学系 (L)を 経た

(b)
Fig. 3.

Experimental setups of (a) transmission-mode SHG
(b)
SHG
microscope
and
reflection-mode
microscope.
OCP: optical chopper; BE: beam
expander; M: mirror; OL: objective lens; CL:
condenser lens; BPF: blue-pass filter; L: lens; PMT
iock-in
1 and PMT2: photomultipliers; LIA:
amplifier; HS: harmonic separator; GM: galvano
mirror: F: IR cut filter.

後, 対物 ィシズ(6L)でサンプル照射すぅことにより生
体S G光 を発生きせる:発 生 した生体 SHG(中 心波長
6251 )光 の後方散乱成分を同じ対物レンズで集光 し;
ハ ー モ ニ ック セパ レ=夕 (HS)と IR除 去 フ ィル タ ー
(F)で 抽 出 した後,光 電子増倍管 (PMν )で 検出す る。
また,OLを ピエゾ駆動 ステ ー ジ (移動 ス トロ■ ク359

μ口)で光軸方向 に移動 させるこ￨に よ り,各 深 さ位置で
の コラーゲ ン線維構 造分布を取得する。
サ シプル には,様 々な動物 の中で比較的 ヒト皮膚 に類
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似 した構造を有する市販 ブタ皮膚 (Yucatan Micropig,米 い る様子 が確認できる (Fig.4(a))。一 般 に腱組織 の コ
―
ラーゲ ン線維 は単一軸配向を示す とされてお り, このよ
国チャールズ ・り'ヾ 社)の背中部分を用いた。採取 さ
うな コラーゲ ン構造 が腱組織 の配向方向 に沿 った高 い機
れた皮膚組織 はOCTコ ンパ ウ ン ド (サクラ ファイ ン
械的強度 を支えて いる。 ブタ皮 サ ンプル に関 しては,真
テックジャパ ン社)で包埋 した後,液 体窒素で凍結 され
ー
皮上層 (乳頭層付近),真 皮中層 (網状層上部)お よび真
る。凍結皮膚組織 ブロックを ミクロ ト ムによって皮膚
表面 と平行方向に連続スライスすることにより,各 皮膚

皮下層 (網状層下部)を それぞれ測定 した。真皮上層部
では,非 常 にキメの細 かい コラーゲ ン線維 が密 に分布 し

ー
一
μm)を 作成 した。また,規 則的 な単 配向の コ ラ ゲ ン
さ 10μm)を コ
構造を有するマ ウス腱 (mouse telldOn,厚
ントロール として用意 した。反射配置計測では,凍 結皮

ている様子 が分 かる (Fig.4(b))。また,表 皮 が真皮 に落
ち込んだ表皮突起部分 は,表 皮 が コラーゲ ンを含有 して
いないため,sHG光 の全 く検 出 されな い丸 い領域 と し
て現れている。次 に真皮中層部 では,比 較的太 いゴラー

さ16
深さでのプタ真皮切片サンプル(b6rcine demis,厚

膚組織 プロ ック(厚さ 5mm)を そのままサ ンプル として
用 いた:
4. 組 織切片サ ンプルの透過 SHGイ メー ジング
組織切片 サ ンプルの透過 SHGイ メニ ジ (400″m× 400
μ )を Fig.4に示す。 いずれのサ ンプルにおいて も,コ
ラーゲ ン線維分布 が高 コン トラス トなイメー ジとして可
視化 で きて い ることがわか る。 これは,コ ラーゲ ン自身
の高 い非線形光学特性以外 に,SHGイ メー ジの コン ト
ラス トが屈折率分布 の 2乗 依存性を示すため1め
,従 来 の
ー
屈折率分布 に対 して線形 な光 イメ ジング法 (例えば,
OCT)と 比較す ると,メ リハ リの きいた高 コン トラス ト
像 を取得す ることが可能 となる。 マ ウス腱では,太 く発
達 した コラーゲ ン線維 が非常 に規則性高 く配向分布 して

(a)

0) '

ゲ ン線維 が直交方向 に緩やかに交叉 した網状分布 が部分
的 に確認で きる (Fig.4(c))。
真皮下層部 では,真 皮中層
いコ
ン
=ゲ
と
に
部 同様 ,太
線維 が分布 して い るが,網
ラ
ー
状 の コラ ゲ ン線維分布 は確認で きない (Fig.4(d))。ま
た, 真 皮各層 で SHGイ メー ジを比較す ると, 乳 頭層 と
網状層 では コラーゲ ン線維分布 の相違 が確認 で きたが,
網状層上部 と下部 では明確 な相違 は確認 で きなか った。
一般 に真皮 に含 まれる コラーゲ ンはタイプ Iコ ラーゲ ン
が主であ り,タ イプ ⅡIコ ラーゲ ン等 の タイプの異 なる
コラーゲ ンが若千混在 して い る程度 である。 しか しなが
ら,真 皮表皮境界 に近 づ くにつれ タイプ IIIコラーゲ ン
の比率が上昇す る。 タイプ IIIコラーゲ ンは肌 のキメの
細 かさを決定す る重要 なファクターであ り,別 名 ベ ビ=

(c)

Fig。4. Transmslon SHC image of sliced specimens.(a)mOuse tendon,(b)papillary layer,(c)upper reicular layer,and(d)
lower re■cul年 layer of porcme demis.Image size is 400‐ rm by 400ψ m.

Fig. 5, Optical-sectioningSHG imagesof porcine dermisevery 20-pm depth (imagesize= 200X 200pm).

).
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コ ラーゲ ンともいわれ新生児 では 50%程 度 の構成比 と
な っている。乳頭層 と網状層 におけるSHGイ メー ジの
相違 は コラーゲ ンタイプの含有率 の違 いによるコラーゲ

and aging c01lagen.Dた らetes,40:391‑394,1991.
3)Osaki,S・

:Distribution map of collagen iber o
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a whole car leather.∠ ″αムRaα ,254:147‑152,1999.
4)MilthOrpe,B.K.,RogerS,G.J.,Schindhelm,K:MicrO̲

ン線維構造 の違 いを反映 して い ると考 え られる。 このよ
うに,SHGイ メー ジングを用 い ることにより,組 織 コ
ラーゲ ン線維 の詳細 な分布情報 のみを特異 的 に抽出す る

c o m p u t e lr a‐S e d s y s t e m f O r t e n s i l e t e s t i n g o f b i o l o g i c a l
te als.ル̀θ
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ことが可能 になる。

6) Huang,D.,Swanson,E.A.,Lin,C.P.,Schuman,J.S.,

of co■agen lber in s血 .∠″α■Rec.,263: 161‑166,2001.
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5. 組 織プ ロックサ ンプルの反射 SHGイ メー ジング
実際 の 滋J″ 計測を考 えた場合,上 述 の透過配置 よ り
も反 射配置 での計測が現実的である。 そこで,凍 結 ブタ
皮膚組織 プ ロ ックの深 さ分解 SHGイ メー ジングを反射
配置で行 った。 Fig.5は,皮 膚表面 を基準 とした場合 の
mご と)で 得 られ た SHGイ メ ー ジ
各 測 定 深 度 (20 μ
m)を 示 して い る。生体 SHG光 は深 さ
m× 200 μ
(200 μ

ory,K.,P

ence tomography.鍵

は発達 した太 いコラーゲ ン線維 が確認で きる。 また,真
皮上層部 の毛細血管 と思われ る黒 い領域 も確認 で きる
m以 上で も生体 SHG
(Fig.5(b)中 の矢印)。深 さ250 μ
のの
の
は確認できるも
,生
光 信号
体組織内の多重散乱 に
ー
よ リイメ ジがぼやけて いる。 これ らの特徴 は,真 皮切
片 サ ンプルの SHGイ メー ツ ング結 果 (Fig.4)と 一 致 し
てお り,真 皮 コラーゲ ン線維 の 3次 元的 な特徴 が本手法
によって非接触 リモ ー トで とらえ られて いる。
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本論文 では,生 体 SHGイ メー ジングが真皮 コ ラニゲ
ン線維分布 を抽出す る手段 として有効 であることを示 し
た。高 コン トラス トな透過型 SHGイ メー ジを もとに,
真皮各層 の切片 サ ンプルにおけるコラニゲ ン線維 の詳細
な 2次 元分布 が可視化 できたら さらに,反 射型深 さ分解
SHGイ メ ー ジングによって コ ラーゲ ン線維分布 のオプ
ティカル ・セ ク ショニ ング像が得 られ,本 法が 3次 元的
コ ラーゲ ン構造 の レsれ 計測 に有効 な手法であること
を確認 した。今後 は, ヒ ト皮膚 の レJ′ 計測を行 い,光
老化をは じめとした皮膚美容関連分野 へ の応用を行 う予
定である。
1本 研究 の下部 は, 科 研費 ・基盤研究 (A)17200032よ
り援助を受 けた。
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