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(57)【要約】
【課題】培養方法や培養条件等に応じて設備を容易に変
更することができる細胞培養装置を提供する。
【解決手段】細胞培養に係る各作業工程に用いる設備が
分散されて装備された複数台の作業ユニット２が連接し
ており、各作業ユニット２は、それぞれの内部空間を互
いに連通させる第１開口部を有し、それらの作業ユニッ
ト２のうちの少なくとも１台は、その内部空間を外部と
連通させる第２開口部３ａを有しており、連接されてい
る作業ユニット間で培養容器等を自由に搬送可能な構成
となっている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　培養容器に入れた細胞を培養する細胞培養装置であって、細胞培養に係る各作業工程に
用いる設備が分散されて装備された複数台の作業ユニットが連接しており、
　前記各作業ユニットは、それぞれの内部空間を互いに連通させる第１開口部と、それぞ
れの内部空間において少なくとも培養容器を搬送し、且つ隣接する作業ユニット間で、前
記第１開口部を介して少なくとも培養容器を搬送する搬送手段と、を有し、
　前記複数台の作業ユニットのうちの少なくとも１台は、その内部空間を外部と連通させ
る第２開口部を有する
ことを特徴とする細胞培養装置。
【請求項２】
　隣接する作業ユニットのうちの少なくとも一方は、それぞれの内部空間を互いに連通さ
せる前記第１開口部を開閉する第１扉を有し、
　前記第２開口部を有する作業ユニットは、前記第２開口部を開閉する第２扉を有し、
　前記第１扉を閉じると前記各作業ユニットの内部空間が密閉され、前記第２扉を閉じる
と当該細胞培養装置の内部空間が密閉されることを特徴とする請求項１記載の細胞培養装
置。
【請求項３】
　作業ユニットとして、培養容器に入れた細胞を所定の環境で培養する培養室を有する細
胞培養ユニットと、所定数の細胞ずつ分配されるように細胞懸濁液を複数個の培養容器に
分配する細胞分配ユニットと、少なくとも培養容器の中の細胞を観察する細胞観察ユニッ
トと、培養容器を消毒する消毒ユニットと、少なくとも細胞剥離液を培養容器に注入する
細胞処理ユニットのうちから選択したユニットが連接していることを特徴とする請求項１
もしくは２のいずれかに記載の細胞培養装置。
【請求項４】
　前記細胞分配ユニットは、細胞懸濁液から細胞を分離する分離手段を有することを特徴
とする請求項３記載の細胞培養装置。
【請求項５】
　前記細胞分配ユニットは、培地を注入する培地注入手段を有することを特徴とする請求
項３もしくは４のいずれかに記載の細胞培養装置。
【請求項６】
　前記細胞分配ユニットは、細胞懸濁液を定量的に吸入もしくは吐出するピペッティング
手段を有することを特徴とする請求項３ないし５のいずれかに記載の細胞培養装置。
【請求項７】
　少なくとも培養容器または培養容器と遠沈管に、通信機能を備えた記憶手段が設けられ
ており、前記各作業ユニットは、前記記憶手段と通信を行う通信手段を有することを特徴
とする請求項１ないし６のいずれかに記載の細胞培養装置。
【請求項８】
　前記記憶手段に記憶されている情報に従い前記各作業ユニットに装備されている設備が
動作することを特徴とする請求項７記載の細胞培養装置。
【請求項９】
　培養容器に入れた細胞を培養する細胞培養装置であって、細胞培養に係る各作業工程に
用いる設備が分散されて装備された複数台の作業ユニットが連接しており、
　前記各作業ユニットは、それぞれの内部空間を互いに連通させる第１開口部と、それぞ
れの内部空間において当該作業ユニットが実行する作業に使用する容器を搬送し、且つ隣
接する作業ユニット間で、前記第１開口部を介して他の作業ユニットで使用する容器を搬
送する搬送手段と、を有し、
　前記複数台の作業ユニットのうちの少なくとも１台は、その内部空間を外部と連通させ
る第２開口部を有する
ことを特徴とする細胞培養装置。
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【請求項１０】
　隣接する作業ユニットのうちの少なくとも一方は、それぞれの内部空間を互いに連通さ
せる前記第１開口部を開閉する第１扉を有し、
　前記第２開口部を有する作業ユニットは、前記第２開口部を開閉する第２扉を有し、
　前記第１扉を閉じると前記各作業ユニットの内部空間が密閉され、前記第２扉を閉じる
と当該細胞培養装置の内部空間が密閉されることを特徴とする請求項９記載の細胞培養装
置。
【請求項１１】
　作業ユニットとして、培養容器に入れた細胞を所定の環境で培養する培養室を有する細
胞培養ユニットと、所定数の細胞ずつ分配されるように細胞懸濁液を複数個の培養容器に
分配する細胞分配ユニットと、少なくとも培養容器の中の細胞を観察する細胞観察ユニッ
トと、少なくとも細胞剥離液を培養容器に注入する細胞処理ユニットのうちから選択した
ユニットが連接していることを特徴とする請求項９もしくは１０のいずれかに記載の細胞
培養装置。
【請求項１２】
　前記細胞分配ユニットは、細胞懸濁液から細胞を分離する分離手段を有することを特徴
とする請求項１１記載の細胞培養装置。
【請求項１３】
　作業ユニットとして、培養容器に入れた細胞を所定の環境で培養する培養室を有する細
胞培養ユニットと、所定数の細胞ずつ分配されるように細胞懸濁液を複数個の培養容器に
分配する細胞分配ユニットと、少なくとも培養容器の中の細胞を観察する細胞観察ユニッ
トと、少なくとも細胞剥離液を培養容器に注入する細胞処理ユニットと、細胞懸濁液から
細胞を分離する細胞分離ユニットのうちから選択したユニットが連接していることを特徴
とする請求項９もしくは１０のいずれかに記載の細胞培養装置。
【請求項１４】
　前記細胞分配ユニットは、培地を注入する培地注入手段を有することを特徴とする請求
項１１ないし１３のいずれかに記載の細胞培養装置。
【請求項１５】
　前記細胞分配ユニットは、細胞懸濁液を定量的に吸入もしくは吐出するピペッティング
手段を有することを特徴とする請求項１１ないし１４のいずれかに記載の細胞培養装置。
【請求項１６】
　作業ユニットとして、培養容器に入れた細胞を所定の環境で培養する培養室を有する細
胞培養ユニットと、細胞培養に係る各種液体操作の作業工程に用いる設備が装備された液
体操作ユニットと、細胞懸濁液から細胞を分離する細胞分離ユニットのうちから選択した
ユニットが連接していることを特徴とする請求項９もしくは１０のいずれかに記載の細胞
培養装置。
【請求項１７】
　前記液体操作ユニットは、培地を注入する培地注入手段を有することを特徴とする請求
項１６記載の細胞培養装置。
【請求項１８】
　前記液体操作ユニットは、細胞懸濁液を定量的に吸入もしくは吐出するピペッティング
手段を有することを特徴とする請求項１６もしくは１７のいずれかに記載の細胞培養装置
。
【請求項１９】
　前記液体操作ユニットは、細胞剥離液を培養容器に注入する細胞剥離液注入手段を有す
ることを特徴とする請求項１６ないし１８のいずれかに記載の細胞培養装置。
【請求項２０】
　前記液体操作ユニットは、少なくとも培養容器の中の細胞を撮影する撮影手段を有する
ことを特徴とする請求項１６ないし１９のいずれかに記載の細胞培養装置。
【請求項２１】
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　作業ユニットとして、少なくとも培養容器の中の細胞を観察する細胞観察ユニットが連
接していることを特徴とする請求項１６ないし１９のいずれかに記載の細胞培養装置。
【請求項２２】
　作業ユニットして、前記第２開口部を有する搬入搬出ユニットが連接しており、前記搬
入排出ユニットの前記第２開口部を介して、細胞が入れられた培養容器が当該細胞培養装
置の外部から搬入されることを特徴とする請求項１１ないし２１のいずれかに記載の細胞
培養装置。
【請求項２３】
　前記搬入搬出ユニットは、培養容器を消毒する消毒手段を有することを特徴とする請求
項２２記載の細胞培養装置。
【請求項２４】
　前記搬入搬出ユニットは、当該細胞培養装置の一端に配置されることを特徴とする請求
項２２もしくは２３のいずれかに記載の細胞培養装置。
【請求項２５】
　培養容器に通信機能を備えた記憶手段が設けられており、前記複数台の作業ユニットの
うちの少なくとも１台は、前記記憶手段と通信を行う通信手段を有することを特徴とする
請求項９ないし２４のいずれかに記載の細胞培養装置。
【請求項２６】
　作業ユニットとして、前記第２開口部を有する搬入搬出ユニットと、隣接する作業ユニ
ットから搬送された凍結用容器内の凍結された細胞を解凍する解凍ユニットと、が連接し
ており、前記搬入排出ユニットの前記第２開口部を介して、凍結された細胞が入れられた
凍結用容器が当該細胞培養装置の外部から搬入されることを特徴とする請求項１１ないし
２１のいずれかに記載の細胞培養装置。
【請求項２７】
　前記解凍ユニットは当該細胞培養装置の一端に配置され、前記搬入搬出ユニットは前記
解凍ユニットに連接していることを特徴とする請求項２６記載の細胞培養装置。
【請求項２８】
　凍結用容器または凍結用容器と培養容器に通信機能を備えた記憶手段が設けられており
、前記複数台の作業ユニットのうちの少なくとも１台は、前記記憶手段と通信を行う通信
手段を有することを特徴とする請求項２６もしくは２７のいずれかに記載の細胞培養装置
。
【請求項２９】
　前記各作業ユニットが実行する作業に使用する容器に、通信機能を備えた記憶手段が設
けられており、前記各作業ユニットは、前記記憶手段と通信を行う通信手段を有すること
を特徴とする請求項９ないし２８のいずれかに記載の細胞培養装置。
【請求項３０】
　前記記憶手段に記憶されている情報に従い前記各作業ユニットに装備されている設備が
動作することを特徴とする請求項２５、２８、２９のいずれかに記載の細胞培養装置。
【請求項３１】
　前記複数台の作業ユニットのうちの少なくとも１台は、当該細胞培養装置の内部空間に
充填されている気体を清浄化する清浄化手段または滅菌する手段を有することを特徴とす
る請求項１ないし３０のいずれかに記載の細胞培養装置。
【請求項３２】
　前記各作業ユニットは、互いに整数倍の幅を有することを特徴とする請求項１ないし３
１のいずれかに記載の細胞培養装置。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、細胞の培養を自動化できる細胞培養装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　細胞を培養する場合、培養容器内の培地の交換操作や、培養容器内で所定の増殖状態に
なった細胞を複数の他の培養容器へ分配する継代操作といった煩雑な操作が必要であり、
従来は、熟練した作業者が手作業で行っていた。そのため、従来の細胞培養は、時間がか
かり、また容易には実施することができなかった。所定の増殖状態とは、培養容器内で増
殖した細胞が、例えば培養容器の底面の６０％から８０％程度の面積まで増殖した状態に
なっていることや、目的とする形態（例えば、コロニー内の細胞が中央に密集しており、
周囲は散在している形態や、コロニー内の細胞が密集している形態等）になっていること
をいう。
【０００３】
　そこで、近年では、細胞培養を自動化できる細胞培養装置が開発されてきている。例え
ば、特許文献１には、培地の交換操作や細胞の継代操作を自動的に行う細胞培養装置が提
案されている。この細胞培養装置は、液体を吸い出すアスピレータユニットと、培地、剥
離液、洗浄液等を供給する薬液供給ユニットと、液体を定量的に吸入及び吐出するピペッ
ティングユニットと、遠沈管内の細胞懸濁液から細胞を分離する遠心分離ユニットと、培
養容器及び遠沈管を各ユニットに移動するハンドリングユニットとを備え、全ユニットが
クリーンベンチ内に収納可能に構成されていることを特徴とするものである。
【０００４】
　しかしながら、上記従来の細胞培養装置は、全てのユニットを１台のクリーンベンチ内
に搭載しているため、例えば培養方法（接着、浮遊、包埋等）に応じて設備を変更したり
、遠心分離を行わずに継代操作を行う等、培養条件に応じて設備を変更することができな
かった。
【特許文献１】特開２００５－２１８４１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記問題点に鑑み、培養方法や培養条件等に応じて設備を容易に変更するこ
とができる細胞培養装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の請求項１記載の細胞培養装置は、培養容器に入れた細胞を培養する細胞培養装
置であって、細胞培養に係る各作業工程に用いる設備が分散されて装備された複数台の作
業ユニットが連接しており、前記各作業ユニットは、それぞれの内部空間を互いに連通さ
せる第１開口部と、それぞれの内部空間において少なくとも培養容器を搬送し、且つ隣接
する作業ユニット間で、前記第１開口部を介して少なくとも培養容器を搬送する搬送手段
と、を有し、前記複数台の作業ユニットのうちの少なくとも１台は、その内部空間を外部
と連通させる第２開口部を有することを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明の請求項２記載の細胞培養装置は、請求項１記載の細胞培養装置であって
、隣接する作業ユニットのうちの少なくとも一方は、それぞれの内部空間を互いに連通さ
せる前記第１開口部を開閉する第１扉を有し、前記第２開口部を有する作業ユニットは、
前記第２開口部を開閉する第２扉を有し、前記第１扉を閉じると前記各作業ユニットの内
部空間が密閉され、前記第２扉を閉じると当該細胞培養装置の内部空間が密閉されること
を特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の請求項３記載の細胞培養装置は、請求項１もしくは２のいずれかに記載
の細胞培養装置であって、作業ユニットとして、培養容器に入れた細胞を所定の環境で培
養する培養室を有する細胞培養ユニットと、所定数の細胞ずつ分配されるように細胞懸濁
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液を複数個の培養容器に分配する細胞分配ユニットと、少なくとも培養容器の中の細胞を
観察する細胞観察ユニットと、培養容器を消毒する消毒ユニットと、少なくとも細胞剥離
液を培養容器に注入する細胞処理ユニットのうちから選択したユニットが連接しているこ
とを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の請求項４記載の細胞培養装置は、請求項３記載の細胞培養装置であって
、前記細胞分配ユニットは、細胞懸濁液から細胞を分離する分離手段を有することを特徴
とする。
【００１０】
　また、本発明の請求項５記載の細胞培養装置は、請求項３もしくは４のいずれかに記載
の細胞培養装置であって、前記細胞分配ユニットは、培地を注入する培地注入手段を有す
ることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の請求項６記載の細胞培養装置は、請求項３ないし５のいずれかに記載の
細胞培養装置であって、前記細胞分配ユニットは、細胞懸濁液を定量的に吸入もしくは吐
出するピペッティング手段を有することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の請求項７記載の細胞培養装置は、請求項１ないし６のいずれかに記載の
細胞培養装置であって、少なくとも培養容器または培養容器と遠沈管に、通信機能を備え
た記憶手段が設けられており、前記各作業ユニットは、前記記憶手段と通信を行う通信手
段を有することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の請求項８記載の細胞培養装置は、請求項７記載の細胞培養装置であって
、前記記憶手段に記憶されている情報に従い前記各作業ユニットに装備されている設備が
動作することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の請求項９記載の細胞培養装置は、培養容器に入れた細胞を培養する細胞
培養装置であって、細胞培養に係る各作業工程に用いる設備が分散されて装備された複数
台の作業ユニットが連接しており、前記各作業ユニットは、それぞれの内部空間を互いに
連通させる第１開口部と、それぞれの内部空間において当該作業ユニットが実行する作業
に使用する容器を搬送し、且つ隣接する作業ユニット間で、前記第１開口部を介して他の
作業ユニットで使用する容器を搬送する搬送手段と、を有し、前記複数台の作業ユニット
のうちの少なくとも１台は、その内部空間を外部と連通させる第２開口部を有することを
特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の請求項１０記載の細胞培養装置は、請求項９記載の細胞培養装置であっ
て、隣接する作業ユニットのうちの少なくとも一方は、それぞれの内部空間を互いに連通
させる前記第１開口部を開閉する第１扉を有し、前記第２開口部を有する作業ユニットは
、前記第２開口部を開閉する第２扉を有し、前記第１扉を閉じると前記各作業ユニットの
内部空間が密閉され、前記第２扉を閉じると当該細胞培養装置の内部空間が密閉されるこ
とを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の請求項１１記載の細胞培養装置は、請求項９もしくは１０のいずれかに
記載の細胞培養装置であって、作業ユニットとして、培養容器に入れた細胞を所定の環境
で培養する培養室を有する細胞培養ユニットと、所定数の細胞ずつ分配されるように細胞
懸濁液を複数個の培養容器に分配する細胞分配ユニットと、少なくとも培養容器の中の細
胞を観察する細胞観察ユニットと、少なくとも細胞剥離液を培養容器に注入する細胞処理
ユニットのうちから選択したユニットが連接していることを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の請求項１２記載の細胞培養装置は、請求項１１記載の細胞培養装置であ
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って、前記細胞分配ユニットは、細胞懸濁液から細胞を分離する分離手段を有することを
特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の請求項１３記載の細胞培養装置は、請求項９もしくは１０のいずれかに
記載の細胞培養装置であって、作業ユニットとして、培養容器に入れた細胞を所定の環境
で培養する培養室を有する細胞培養ユニットと、所定数の細胞ずつ分配されるように細胞
懸濁液を複数個の培養容器に分配する細胞分配ユニットと、少なくとも培養容器の中の細
胞を観察する細胞観察ユニットと、少なくとも細胞剥離液を培養容器に注入する細胞処理
ユニットと、細胞懸濁液から細胞を分離する細胞分離ユニットのうちから選択したユニッ
トが連接していることを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の請求項１４記載の細胞培養装置は、請求項１１ないし１３のいずれかに
記載の細胞培養装置であって、前記細胞分配ユニットは、培地を注入する培地注入手段を
有することを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の請求項１５記載の細胞培養装置は、請求項１１ないし１４のいずれかに
記載の細胞培養装置であって、前記細胞分配ユニットは、細胞懸濁液を定量的に吸入もし
くは吐出するピペッティング手段を有することを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明の請求項１６記載の細胞培養装置は、請求項９もしくは１０のいずれかに
記載の細胞培養装置であって、作業ユニットとして、培養容器に入れた細胞を所定の環境
で培養する培養室を有する細胞培養ユニットと、細胞培養に係る各種液体操作の作業工程
に用いる設備が装備された液体操作ユニットと、細胞懸濁液から細胞を分離する細胞分離
ユニットのうちから選択したユニットが連接していることを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明の請求項１７記載の細胞培養装置は、請求項１６記載の細胞培養装置であ
って、前記液体操作ユニットは、培地を注入する培地注入手段を有することを特徴とする
。
【００２３】
　また、本発明の請求項１８記載の細胞培養装置は、請求項１６もしくは１７のいずれか
に記載の細胞培養装置であって、前記液体操作ユニットは、細胞懸濁液を定量的に吸入も
しくは吐出するピペッティング手段を有することを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明の請求項１９記載の細胞培養装置は、請求項１６ないし１８のいずれかに
記載の細胞培養装置であって、前記液体操作ユニットは、細胞剥離液を培養容器に注入す
る細胞剥離液注入手段を有することを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明の請求項２０記載の細胞培養装置は、請求項１６ないし１９のいずれかに
記載の細胞培養装置であって、前記液体操作ユニットは、少なくとも培養容器の中の細胞
を撮影する撮影手段を有することを特徴とする。
【００２６】
　また、本発明の請求項２１記載の細胞培養装置は、請求項１６ないし１９のいずれかに
記載の細胞培養装置であって、作業ユニットとして、少なくとも培養容器の中の細胞を観
察する細胞観察ユニットが連接していることを特徴とする。
【００２７】
　また、本発明の請求項２２記載の細胞培養装置は、請求項１１ないし２１のいずれかに
記載の細胞培養装置であって、作業ユニットして、前記第２開口部を有する搬入搬出ユニ
ットが連接しており、前記搬入排出ユニットの前記第２開口部を介して、細胞が入れられ
た培養容器が当該細胞培養装置の外部から搬入されることを特徴とする。
【００２８】
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　また、本発明の請求項２３記載の細胞培養装置は、請求項２２記載の細胞培養装置であ
って、前記搬入搬出ユニットは、培養容器を消毒する消毒手段を有することを特徴とする
。
【００２９】
　また、本発明の請求項２４記載の細胞培養装置は、請求項２２もしくは２３のいずれか
に記載の細胞培養装置であって、前記搬入搬出ユニットは、当該細胞培養装置の一端に配
置されることを特徴とする。
【００３０】
　また、本発明の請求項２５記載の細胞培養装置は、請求項９ないし２４のいずれかに記
載の細胞培養装置であって、培養容器に通信機能を備えた記憶手段が設けられており、前
記複数台の作業ユニットのうちの少なくとも１台は、前記記憶手段と通信を行う通信手段
を有することを特徴とする。
【００３１】
　また、本発明の請求項２６記載の細胞培養装置は、請求項１１ないし２１のいずれかに
記載の細胞培養装置であって、作業ユニットとして、前記第２開口部を有する搬入搬出ユ
ニットと、隣接する作業ユニットから搬送された凍結用容器内の凍結された細胞を解凍す
る解凍ユニットと、が連接しており、前記搬入排出ユニットの前記第２開口部を介して、
凍結された細胞が入れられた凍結用容器が当該細胞培養装置の外部から搬入されることを
特徴とする。
【００３２】
　また、本発明の請求項２７記載の細胞培養装置は、請求項２６記載の細胞培養装置であ
って、前記解凍ユニットは当該細胞培養装置の一端に配置され、前記搬入搬出ユニットは
前記解凍ユニットに連接していることを特徴とする。
【００３３】
　また、本発明の請求項２８記載の細胞培養装置は、請求項２６もしくは２７のいずれか
に記載の細胞培養装置であって、凍結用容器と培養容器に通信機能を備えた記憶手段が設
けられており、前記複数台の作業ユニットのうちの少なくとも１台は、前記記憶手段と通
信を行う通信手段を有することを特徴とする。
【００３４】
　また、本発明の請求項２９記載の細胞培養装置は、請求項９ないし２８のいずれかに記
載の細胞培養装置であって、前記各作業ユニットが実行する作業に使用する容器に、通信
機能を備えた記憶手段が設けられており、前記各作業ユニットは、前記記憶手段と通信を
行う通信手段を有することを特徴とする。
【００３５】
　また、本発明の請求項３０記載の細胞培養装置は、請求項２５、２８、２９のいずれか
に記載の細胞培養装置であって、前記記憶手段に記憶されている情報に従い前記各作業ユ
ニットに装備されている設備が動作することを特徴とする。
【００３６】
　また、本発明の請求項３１記載の細胞培養装置は、請求項１ないし３０のいずれかに記
載の細胞培養装置であって、前記複数台の作業ユニットのうちの少なくとも１台は、当該
細胞培養装置の内部空間に充填されている気体を清浄化する清浄化手段または滅菌する手
段を有することを特徴とする。
【００３７】
　また、本発明の請求項３２記載の細胞培養装置は、請求項１ないし３１のいずれかに記
載の細胞培養装置であって、前記各作業ユニットは、互いに整数倍の幅を有することを特
徴とする。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明の好ましい形態によれば、連接されている作業ユニット間で培養容器等を自由に
搬送することができるので、連接されている作業ユニットの一部の他の作業ユニットへの
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入れ替え、連接されている作業ユニットの配置変換、作業ユニットの追加、不要な設備が
装備されている作業ユニットの取り外し等が可能となり、培養方法や培養条件等に応じて
設備を容易に変更することができ、所望の作業工程の仕様に合わせた様々な態様の細胞培
養装置に変更することが可能となる。また、ＥＳ細胞やｉＰＳ細胞、間葉系幹細胞、体性
幹細胞等の様々な細胞を培養対象とすることが可能となる。また、単層（接着）培養や浮
遊培養、包埋培養等の様々な培養方法に用いることができる。また、実験レベルの小規模
な細胞培養から、工業的な大量培養まで対応させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　　（実施の形態１）
　以下、本発明の細胞培養装置の実施の形態１について、図面を交えて説明する。図１は
、本発明の実施の形態１における細胞培養装置の一例を示す斜視図である。図１に示すよ
うに、細胞培養装置１は、複数台（図１においては５台）の作業ユニット２が互いの側壁
の外面を当接させて連接されており、細胞培養に係る各作業工程に用いる設備がそれらの
作業ユニット２に分散されて装備されている。また、後述するように、各作業ユニットの
筐体には、隣接する作業ユニットに当接する側壁に開口部が形成されており、各作業ユニ
ット２の内部空間がそれらの開口部により互いに連通している。
【００４０】
　また、ここでは、細胞培養装置１の両端に配置される各作業ユニットの筐体に、細胞培
養装置１の内部空間を外部と連通させる開口部（第２開口部）３ａが形成されている。ま
た、それらの作業ユニットには開口部３ａを開閉する遮断扉（第２扉）４ａが設けられて
おり、それらの遮断扉４ａを閉じると、細胞培養装置１の内部空間が密閉される構造とな
っている。このように細胞培養装置を密閉可能とすることで、コンタミネーションの防止
を図ることができる。
【００４１】
　細胞培養装置１の内部空間を外部と連通させる開口部（第２開口部）３ａは、細胞培養
装置１の外部から内部へ、細胞が播種された培地が入った培養容器を搬入したり、細胞培
養装置１の内部から外部へ、細胞が播種された培地が入った培養容器を搬出するためのも
のであり、ここでは細胞培養装置１の両端に配置される作業ユニットに設けたが、これに
限定されるものではなく、細胞培養装置１を構成する作業ユニットのうちの少なくとも１
台に少なくとも１つ設ければよい。また、遮断扉（第２扉）４ａは、開口部３ａを閉じた
ときに細胞培養装置１の内部空間を密閉するためのものであり、ここでは作業ユニットの
筐体内面側に設けたが、作業ユニットの筐体外面側に設けてもよい。
【００４２】
　なお、開口部３ａの大きさを、当該開口部３ａを通過させる培養容器が通過可能な最小
の大きさとしたり、当該開口部３ａを通過させる培養容器が通過可能な最小の大きさの開
口領域が形成されるように遮断扉４ａを動作させることで、コンタミネーションの防止を
促進させることができる。
【００４３】
　また、本実施の形態１では、作業ユニットの側壁に開口部３ａが形成されている場合に
ついて説明するが、これに限らず、例えば開口部３ａを作業ユニットの前壁に設ける構成
としてもよい。
【００４４】
　各作業ユニット２は、図２に示すように、丈の高い架台５ａを有する設置台５上に設置
可能なように構成してもよい。なお、図２には、２台の作業ユニットを設置可能な設置台
と、３台の作業ユニットを設置可能な設置台を連接ないし連結させた例を示しているが、
無論、これに限定されるものではない。例えば１台の作業ユニットを設置可能な設置台を
連接ないし連結させたり、５台の作業ユニットを設置可能な設置台を用いたりしてもよく
、設置台の大きさは任意である。
【００４５】
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　また、作業ユニット２の筐体外面に電源コネクタを設けておき、作業ユニット２を設置
台５上に設置したときに、図２に示すように、作業ユニット２の電源コネクタ（図示せず
）が設置台の電源コネクタ６に接続して作業ユニット２に電源が供給される構成としても
よい。また、作業ユニット２の筐体背面に位置決めピン（図示せず）を設けておき、作業
ユニット２を設置台５上に設置したときに、図２に示すように、設置台５の背板部に形成
した挿入穴７に作業ユニット２の位置決めピンを嵌入して、作業ユニットを位置決めする
構成としてもよい。
【００４６】
　なお、例えば図３（ａ）の斜視図並びに図３（ｂ）の正面図に示すように、作業ユニッ
ト２の筐体下面に、断面形状が先細り形状の突起部材８を延設し、設置台の架台５ｂに形
成した略Ｖ字形状の溝９に沿って突起部材８が嵌入するように作業ユニット２を配置して
もよい。
【００４７】
　図４は作業ユニット２の一例を示す斜視図である。図４に示すように、作業ユニット２
の側壁には、隣接する作業ユニットの開口部に繋がる開口部（第１開口部）３ｂが形成さ
れている。この開口部３ｂは、隣接する作業ユニットから当該作業ユニット２の内部に培
養容器等を搬入したり、当該作業ユニット２の内部から隣接する作業ユニットへ培養容器
等を搬出するためのものであり、複数台の作業ユニットを連接したときに、各作業ユニッ
トの内部空間がそれらの開口部３ｂにより互いに連通される。
【００４８】
　またここでは、開口部３ｂを開閉する遮断扉（第１扉）４ｂが設けられており、遮断扉
４ｂを閉じると、作業ユニット２の内部空間が密閉される構造となっている。このように
作業ユニット単位で密閉可能にすれば、コンタミネーションの防止をより向上できる。
【００４９】
　なお、遮断扉（第１扉）４ｂは、開口部３ｂを閉じたときに作業ユニット２の内部空間
を密閉するためのものであり、ここでは作業ユニット２の筐体内面側に設けたが、作業ユ
ニット２の筐体外面側に設けてもよいし、また、隣接する作業ユニットの一方にのみ、そ
れぞれの内部空間同士を互いに連通させる開口部３ｂを開閉する遮断扉４ｂを設けてもよ
い。但し、複数台の作業ユニット２が連接されている状態において、開口部３ｂを開けて
隣接する作業ユニットの開口部同士を互いに連通させたときに、細胞培養装置の内部空間
が密閉される構造にする。
【００５０】
　また、ここでは、作業ユニット２の前壁に開口部（図示せず）が形成さており、その開
口部を開閉する遮断扉１０が設けられている。このようにすれば、遮断扉１０を開けて、
開口部から、作業ユニット２の内部に装備されている設備のメンテナンスを行うことがで
きる。但し、遮断扉１０で開口部を塞いでいる状態において開口部３ｂを閉じたときに、
作業ユニット２の内部空間が密閉される構造にする。なお、細胞培養装置の内部空間を外
部と連通させる開口部３ａを作業ユニット２の前壁に設ける場合には、遮断扉１０により
開閉される開口領域とは異なる領域に設けてもよいし、遮断扉１０に設けてもよい。
【００５１】
　また、作業ユニット２には、その内部空間に充填される気体を清浄化する清浄化手段と
してＨＥＰＡフィルタ１１が設けられており、清浄化された空気が作業ユニット２の内部
空間に供給される構成となっている。図示しないが、具体的には、作業ユニットの内部に
、ＨＥＰＡフィルタが介装された空気供給チューブに接続する空気供給ノズルを配置して
、空気供給チューブに接続するエアポンプから送気された空気がＨＥＰＡフィルタを介し
て空気供給ノズルへ送られ、清浄化された空気が作業ユニットの内部空間に供給される構
成等にすればよい。ここでは、ＨＥＰＡフィルタ１１は作業ユニット２の外面に設置され
ているが、無論、作業ユニット２の内部に設置させてもよい。
【００５２】
　なお、例えば図５に示すように、作業ユニット２の筐体下面にころ（キャスタとも呼ぶ
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）１２を設けて、作業ユニットの搬送性を向上させてもよい。また、図示しないが、作業
ユニット２の筐体下面に足を設けてもよい。
【００５３】
　続いて、細胞培養装置の内部で培養容器等を搬送する構成について説明する。作業ユニ
ットの内部空間において培養容器等を搬送し、且つ隣接する作業ユニット間で培養容器等
を搬送する搬送手段としては、例えばコンベアを用いることができる。例えば図６（ａ）
の縦断面図並びに図６（ｂ）の横断面図に示すように、作業ユニット２の開口部３、３間
で培養容器等を搬送したり、隣接する作業ユニット間で培養容器等を搬送したりするため
の第１コンベア１３ａを開口部３、３間に延設する。第１コンベア１３ａの分流コンベア
部（破線で囲んだ部分）１３ｂは、上昇および回動可能に構成されており、細胞培養に係
る作業工程に用いる設備が設置されている作業エリア１４へ搬送する培養容器等が分流コ
ンベア部１３ｂに到達すると、分流コンベア部１３ｂは上昇し、９０度回転して方向転換
し、第１コンベア１３ａよりも上方に設置した第２コンベア１３ｃに連接する。第２コン
ベア１３ｃは、作業エリア１４と分流コンベア部１３ｂとの間で培養容器等を搬送する。
また分流コンベア部１３ｂは、第２コンベア１３ｃから培養容器等が搬送されると９０度
回転して元の方向に戻り、下降して、元の位置に戻る。なお、作業ユニット内での作業が
多岐にわたる場合には、作業ユニット内の各作業エリア間で培養容器等を搬送するコンベ
アを設置してもよい。
【００５４】
　また、搬送手段として、例えば図７（ａ）の縦断面図並びに図７（ｂ）の横断面図に示
すように、隣接する作業ユニット間で培養容器等を搬送するためのコンベア１３を開口部
３の近傍に設けるとともに、作業ユニット２の内部空間において培養容器等を搬送するた
めの搬送ロボットを設けてもよい。
【００５５】
　搬送ロボットは、把持部１５を有する。また、詳しくは説明しないが、把持部１５をＸ
－Ｙ－Ｚ方向へ移動させる機構、把持部１５をＺ軸を中心に回動させる機構を有する。さ
らに、把持している培養容器等を傾けたり、把持している培養容器を揺動させる機構を有
する。図７には、把持部１５をＸ軸方向へ移動させるためのＸ軸レール１６、把持部１５
をＹ軸方向へ移動させるためのＹ軸レール１７を示している。
【００５６】
　なお、コンベア１３を開口部３近傍に設ける場合に限らず、例えばコンベア１３を開口
部３、３間で延設させる等してもよい。また、コンベアを用いずに、開口部３近傍に載置
台を設け、搬送ロボットが、把持している培養容器等を載置台に載置したり、載置台に載
置されている培養容器等を把持して搬送する構成としてもよい。また、載置台も設けずに
、搬送ロボット同士が培養容器等を渡し合う構成としてもよい。また、１台の作業ユニッ
トに複数台の搬送ロボットを装備させてもよい。
【００５７】
　図８は、本発明の実施の形態１における細胞培養装置の制御ブロックの一例を示すブロ
ック図である。図８に示すように、作業ユニット２は制御部１８を備える。この制御部１
８は、作業ユニットが装備する設備の動作を制御する。また、細胞培養装置は、各作業ユ
ニットの制御部１８に接続し当該装置全体の動作を管理・制御する上位制御部１９を備え
る。すなわち、上位制御部１９は、当該装置の現在の状況を把握して、各作業ユニットの
制御部１８へ指令を送る。各作業ユニットの制御部１８は、上位制御部１９からの指令に
基づき、作業ユニットが装備する設備の動作を制御する。
【００５８】
　なお、作業ユニットが装備する設備のうち、作業ユニット内部のメンテナンスを行うた
めに設けた開口部の遮断扉や、細胞培養装置の外部から内部へ培養容器を搬入したり、細
胞培養装置の内部から外部へ培養容器を搬出したりするために設けた開口部の遮断扉につ
いては、手動で開閉する構成としてもよい。
【００５９】
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　以上のように作業ユニットを構成することにより、連接されている作業ユニット間で培
養容器等を自由に搬送することができるので、連接されている作業ユニットの一部の他の
作業ユニットへの入れ替え、連接されている作業ユニットの配置変換、作業ユニットの追
加、不要な設備が装備されている作業ユニットの取り外し等が可能な細胞培養装置を提供
することができる。よって、細胞培養装置を、所望の作業工程の仕様に合わせた様々な態
様に変更することが可能となる。また、ＥＳ細胞やｉＰＳ細胞、間葉系幹細胞、体性幹細
胞等の様々な細胞を培養対象とすることが可能となる。また、単層（接着）培養や浮遊培
養、包埋培養等の様々な培養方法に用いることができる。また、実験レベルの小規模な細
胞培養から、工業的な大量培養まで対応させることができる。
【００６０】
　なお、無論、作業ユニットの入れ替え等を行うのにあわせて、動作プログラムの変更を
行う必要がある。また、各作業ユニットの制御部と上位制御部は図８に示すように有線で
接続してもよいが、作業ユニットの入れ替え等を容易に実行できるように、上位制御部と
各作業ユニットの制御部とを無線で接続する構成とするのが好適である。
【００６１】
　また、本実施の形態１では、作業ユニットの両側壁に形成された開口部を、隣接する作
業ユニットの内部空間を互いに連通させる第１開口部３ｂか、または細胞培養装置の内部
空間を外部と連通させる第２開口部３ａとして使用する場合について説明するが、例えば
、作業ユニットの前壁に第２開口部３ａを形成してもよい。このようにすれば、細胞培養
装置の端に配置される作業ユニット以外の作業ユニットにおいて、細胞培養装置の外部か
ら内部への培養容器の搬入および細胞培養装置の内部から外部への培養容器の搬出が可能
となる。また、この場合、細胞培養装置の両端に配置される各作業ユニットの両側壁のう
ちの他の作業ユニットと隣接する方の側壁にのみ開口部３ｂを設けてもよい。
【００６２】
　また、第２開口部３ａを有する作業ユニットに、当該作業ユニットの内部空間よりも狭
い内部空間を形成する筐体を備えた搬入搬出モジュールを設けて、細胞培養装置へ外部か
ら培養容器を搬入する際には、まず搬入搬出モジュールに培養容器を格納して当該搬入搬
出モジュールの内部空間を密閉した後に、当該搬入搬出モジュールから細胞培養装置の内
部空間へ培養容器を搬出し、細胞培養装置から外部へ培養容器を搬出する際には、まず搬
入搬出モジュールに培養容器を格納して当該搬入搬出モジュールの内部空間を密閉した後
に、当該搬入搬出モジュールから細胞培養装置の外部へ培養容器を搬出する構成としても
よい。この場合、搬入搬出モジュールは、作業ユニットの内部に固定設置してもよいし、
搬送可能に設置してもよい。また、搬入搬出モジュールは、作業ユニットの外部に固定設
置してもよいし、搬送可能に設置してもよい。また、作業ユニットの第２開口部３ａを介
して、細胞培養装置の内部と外部との間で搬入搬出モジュールを出し入れ可能に構成して
もよい。但し、搬入搬出モジュールを設ける場合には、細胞培養装置の内部空間が外部と
直接連通しないように構成する。
【００６３】
　このように搬入搬出モジュールを設けることにより、コンタミネーションの防止を促進
させることができる。また、搬入搬出モジュールの開口部の大きさを、当該開口部を通過
させる培養容器が通過可能な最小の大きさとしたり、当該開口部を通過させる培養容器が
通過可能な最小の大きさの開口領域が形成されるように、当該開口部を開閉する遮断扉を
動作させることで、コンタミネーションの防止をより促進させることができる。また、搬
入搬出モジュールの内部空間の大きさを、当該内部空間に格納させる培養容器の格納が可
能な最小の大きさとすることで、コンタミネーションの防止をより促進させることができ
る。
【００６４】
　続いて、本実施の形態１における細胞培養装置の一具体例として、当該装置を単層培養
の継代操作に用いる場合の一例について説明する。なお、ここでは、作業ユニットとして
、容器消毒ユニットＡ、細胞観察ユニットＢ、細胞処理ユニットＣ、細胞分配ユニットＤ
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、細胞培養ユニットＥがこの順に連接され、図１に示すように両端の作業ユニットに細胞
培養装置の外部と内部を連通させる開口部が形成されており、図７に示すように各作業ユ
ニットにコンベアと搬送ロボットが設置されている場合を例に説明するが、無論、本発明
の細胞培養装置はこれに限定されるものではない。
【００６５】
　まず、容器消毒ユニット（培養容器を消毒する消毒液噴射手段（消毒手段）を装備した
搬入搬出ユニット）Ａについて説明する。図９は、容器消毒ユニットＡの構成の一例を説
明するための説明図であり、（ａ）は縦断面図、（ｂ）は横断面図である。容器消毒ユニ
ットＡは、細胞培養装置の外部から、細胞が播種された培地が入った蓋付きの培養容器２
０が搬入されたときに、その搬入された培養容器２０の表面全体を、例えばエタノール（
エチルアルコール）等の消毒液により消毒するためのユニットであり、消毒液を培養溶器
の上側や下側方向から噴射する消毒液噴射モジュール等が装備されている。図１０に蓋付
き培養容器の一例を示す。
【００６６】
　なお、ここでは、消毒液噴射手段（消毒手段）を装備した作業ユニット（搬入搬出ユニ
ット）へ細胞培養装置の外部から培養容器を搬入する場合について説明するが、消毒手段
を装備しない搬入搬出ユニットを連接させてもよい。このように、消毒手段を装備しない
搬入搬出ユニットを連接させた場合でも、継代操作に係る各作業を実行する作業ユニット
の内部空間へ細胞培養装置の外部から培養容器を直接搬入しないで済むので、コンタミネ
ーションの防止の促進を図ることができる。
【００６７】
　細胞培養装置の一端に設置される容器消毒ユニットＡには、一方の開口部３を通じて細
胞培養装置の外部から培養容器２０が搬入される。この外部からの培養容器の搬入は、例
えば操作者が手動で行うようにしてもよい。この場合、細胞培養装置の外部から培養容器
が搬入される開口部３の近傍に設けたコンベア１３は稼動する必要はない。そこで、細胞
培養装置の外部から培養容器が搬入される開口部３近傍には、コンベアではなく載置台を
設けてもよい。また、操作者が開口部３からコンベア１３上に培養容器を載置し、そのコ
ンベア１３が所定の位置まで培養容器を搬送する構成としてもよい。なお、細胞培養装置
の外部から培養容器を搬入するための開口部３の遮断扉４は、培養容器を搬入するときに
のみ開け、搬入完了後、閉じる。また、細胞培養装置の外部から培養容器が搬入される際
に、容器消毒ユニットＡの内部空間が隣接する作業ユニットの内部空間と連通しないよう
に遮断扉を閉じておけば、コンタミネーションの防止をより向上させることができる。
【００６８】
　容器消毒ユニットＡの搬送ロボットは、細胞培養装置の外部から搬入された培養容器２
０を把持部１５により把持し、その把持した培養容器２０を消毒ステージ２３上に載置し
て、退避する。
【００６９】
　容器消毒ユニットＡに装備された消毒液噴射モジュール（消毒液噴射手段）は、図９に
示すように、網目状の消毒ステージ２３上に載置された培養容器２０に対して消毒液を斜
め下方から噴射する対向配置された２個の第１消毒液噴射ノズル２１ａと、第１消毒液噴
射ノズル２１ａを保持する第１ノズル保持部２２ａを有する。また、消毒ステージ２３上
に載置された培養容器２０に対して消毒液を上方から噴射する第２消毒液噴射ノズル２１
ｂと、第２消毒液噴射ノズル２１ｂを保持する第２ノズル保持部２２ｂを有する。また、
図示しないが、第１、第２消毒液噴射ノズル２１ａ、２１ｂの後端には、消毒液が貯留さ
れている消毒液貯留タンクと消毒液噴射ノズルとを接続する消毒液供給チューブの一端が
接続しており、それらの消毒液供給チューブには電磁バルブおよび消毒液供給ポンプが介
装されている。なお、消毒液供給ポンプや消毒液貯留タンクは、容器消毒ユニットＡの外
部に設置してもよい。
【００７０】
　また、図示しないが、消毒液噴射モジュールは、第１ノズル保持部２２ａを昇降させる
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昇降部を有する。この昇降部は、培養容器２０の底面および側面全体に消毒液が噴射され
るように第１消毒液噴射ノズル２１ａを昇降させる。また、消毒液噴射モジュールは、第
２ノズル保持部２２ｂを昇降させる昇降部を有する。この昇降部は、培養容器２０の上面
全体に消毒液が噴射されるように第２消毒液噴射ノズル２１ｂを昇降させる。
【００７１】
　以上説明した構成により、消毒液供給ポンプを稼動して、消毒液貯留タンクに貯留され
ている消毒液を消毒液噴射ノズル２１ａ、２１ｂから蓋付きの培養容器２０へ噴射するこ
とができる。なお、消毒液は、第１消毒液噴射ノズル２１ａと第２消毒液噴射ノズル２１
ｂから同時に噴射してもよいし、それぞれから異なるタイミングで噴射してもよい。また
、第１消毒液噴射ノズル２１ａと第２消毒液噴射ノズル２１ｂを昇降させる昇降部に代え
て、または昇降部に加えて、消毒ステージ２３を昇降させる機構を設けてもよい。また、
ここでは、培養容器２０に対して斜め下方から消毒液を噴射する第１消毒液噴射ノズル２
１ａを２個用いる場合を例に説明したが、第１消毒液噴射ノズル２１ａは２個に限定され
るものではなく、消毒ステージ２３上に載置された培養容器２０の底面および側面全体に
消毒液を噴射可能に配置すればよい。
【００７２】
　消毒作業が完了すると、搬送ロボットは、消毒ステージ２３上の培養容器２０を再び把
持し、その把持した培養容器２０を次ぎの作業を実施するユニットに近い側の開口部３の
近傍に設けたコンベア１３上に載置して、退避する。培養容器２０が載置されたコンベア
１３は、次ぎの作業を実施するユニットが設置されている方向へ培養容器２０を搬送する
。
【００７３】
　なお、各ユニットＡ～Ｅにおいて、隣接するユニットの開口部に繋がる開口部３の遮断
扉４は、細胞培養中、常に開けておいてもよいし、隣接する作業ユニット間で培養容器等
を搬送するタイミングで開閉してコンタミネーションの防止を促進させることもできる。
また、細胞培養装置の外部から培養容器が搬入される作業ユニットや細胞培養装置の外部
へ培養容器を搬出する作業ユニットにおいて、細胞培養装置の外部から培養容器が搬入さ
れる際や、細胞培養装置の外部へ培養容器を搬出する際に、当該作業ユニットの内部空間
が隣接する作業ユニットの内部空間と連通しないように遮断扉を閉じておけば、コンタミ
ネーションの防止を促進させることができる。
【００７４】
　続いて、細胞観察ユニットＢについて説明する。図１１は、細胞観察ユニットＢの構成
の一例を説明するための説明図であり、（ａ）は縦断面図、（ｂ）は横断面図である。細
胞観察ユニットＢは、培養容器内や試料容器内の細胞を観察するためのユニットであり、
撮影モジュール等が装備されている。ここでは、細胞観察ユニットＢにおいて、細胞が所
定の増殖状態か否かの判定処理、細胞が培養容器の底面から剥離しているか否かの判定処
理、培養容器中に細胞懸濁液が残存しているか否かの判定処理、一定量の細胞懸濁液中の
細胞数をカウントする処理、および培養容器中に細胞が均一に播種されているか否かの判
定処理等を実施する。
【００７５】
　細胞観察ユニットＢの搬送ロボットは、一方の開口部３から搬入され、その開口部３近
傍に設けたコンベア１３により所定の位置に搬送された培養容器等（図１１には、代表し
て培養容器２０を示している。）を把持部１５により把持し、その把持した培養容器等を
観察ステージ２６上に載置して、退避する。観察ステージ２６は、培養容器等を下側から
観察できるように、少なくとも培養容器等を載置する領域２６ａが透明な部材で構成され
ている。なお、培養容器等を下側から観察するために、培養容器を載置する領域や試料容
器を載置する領域に切り抜き部を形成してもよい。但し、この場合、培養容器や試料容器
が落ちないように切り抜き部を形成する必要がある。
【００７６】
　また、隣接する一方のユニットから他方のユニットへ培養容器等を搬送するときには、



(15) JP 2009-189362 A 2009.8.27

10

20

30

40

50

搬送ロボットは、一方の開口部３から搬入された培養容器等を把持し、その把持した培養
容器等を他方の開口部３近傍に設けたコンベア１３上へ載置して、退避する。
【００７７】
　細胞観察ユニットＢに装備された撮影モジュール（撮影手段）は、図１１に示すように
、顕微鏡２４ａと撮像素子２４ｂを備えた顕微鏡付きカメラと、顕微鏡付きカメラを保持
するカメラ保持部２５を有する。また、図示しないが、顕微鏡付きカメラは細胞観察ユニ
ットＢの制御部に接続しており、細胞観察ユニットＢの制御部は、顕微鏡付きカメラで撮
像された画像を画像処理して、上記した細胞が所定の増殖状態か否かの判定処理等を実行
し、その判定結果等の情報を上位制御部へ送る。なお、上位制御部において、細胞が所定
の増殖状態か否かの判定処理等を実行してもよい。また、撮像した画像を表示装置に表示
して、操作者が、細胞が所定の増殖状態か否かの判定等を行い、その判定結果等の情報を
上位制御部に入力する構成としてもよい。
【００７８】
　また、図示しないが、撮影モジュールは、カメラ保持部２５を昇降させる昇降部を有す
る。昇降部は、観察ステージ２６上に培養容器等が載置されると、観察ステージ２６の下
方に待機している顕微鏡付きカメラを昇降させて焦点合わせを行う。
【００７９】
　以上説明した構成により、細胞が所定の増殖状態か否かの判定処理等を実施することが
できる。なお、カメラ保持部２５を昇降させる昇降部に代えて、または昇降部に加えて、
観察ステージ２６を昇降させる機構を設けてもよい。
【００８０】
　細胞が所定の増殖状態か否かの判定処理等の作業が完了すると、搬送ロボットは、細胞
観察ステージ２６上の培養容器等を再び把持し、その把持した培養容器等を次ぎの作業を
実施するユニットに近い側の開口部３の近傍に設けたコンベア１３上に載置して、退避す
る。
【００８１】
　なお、搬送ロボットにより培養容器等が載置されたコンベア１３は、次ぎの作業を実施
するユニットが設置されている方向へ培養容器等を搬送する。
【００８２】
　また、図示しないが、細胞観察ユニットＢには、培養容器等を細胞培養装置の外部へ排
出するための排出機構が装備されている。例えば、搬送ロボットは、細胞懸濁液が残存し
ないと判定された培養容器を把持し、その把持した培養容器を排出機構へ搬送する。
【００８３】
　続いて、細胞処理ユニットＣについて説明する。図１２は、細胞処理ユニットＣの構成
の一例を説明するための説明図であり、（ａ）は縦断面図、（ｂ）は横断面図である。単
層培養の継代操作を行う場合、培養容器の底面から細胞を剥離したり、細胞同士の接着を
切る必要がある。細胞処理ユニットＣは、培養容器の底面から細胞を剥離したり、細胞同
士の接着を切るための細胞剥離液を培養容器に注入するためのユニットであり、培地吸引
モジュール、細胞洗浄液注入モジュール、細胞洗浄液吸引モジュール、細胞剥離液注入モ
ジュール等が装備されている。ここでは、細胞処理ユニットＣにおいて、培養容器内の古
い培地（ＦＢＳ）を吸引除去する作業、細胞洗浄液（例えばＰＢＳ）を培養容器内に注入
する作業、培養容器内から細胞洗浄液を吸引除去する作業、培養容器内へ細胞剥離液（例
えばトリプシン）を注入する作業を実施する。
【００８４】
　細胞処理ユニットＣに装備された培地吸引モジュール（培地吸引手段）は、図１２に示
すように、ピペット２７と、ピペット２７を保持するピペット保持部２８を有する。また
、図示しないが、ピペット２７の後端には、廃棄タンクとピペット２７とを接続するチュ
ーブの一端が接続しており、そのチューブには電磁バルブおよび吸引ポンプが介装されて
いる。なお、吸引ポンプや廃棄タンクは細胞処理ユニットＣの外部に設置してもよい。
【００８５】
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　以上説明した構成により、搬送ロボットに把持されている蓋が外された培養容器２０内
にピペット２７を差し込み、吸引ポンプを稼動して培養容器２０から古い培地を吸い出し
、廃棄タンクに廃棄することができる。図１３に蓋を外した培養容器の一例を示す。培養
容器２０内へのピペット２７の差し込み動作は、搬送ロボットにより実行してもよいし、
培地吸引モジュールにピペット保持部２８を昇降させる昇降部を設けて、培地吸引モジュ
ール側で実行してもよいし、搬送ロボットおよび培地吸引モジュールの両方によって実行
してもよい。なお、ピペットで培地を吸い出すときには、搬送ロボットにより培養容器２
０を斜めに傾けるのが好適である。
【００８６】
　細胞処理ユニットＣに装備された細胞洗浄液注入モジュール（細胞洗浄液注入手段）は
、図１２に示すように、ピペット２９と、ピペット２９を保持するピペット保持部３０を
有する。また、図示しないが、ピペット２９の後端には、細胞洗浄液が貯留されている細
胞洗浄液貯留タンクとピペット２９とを接続する細胞洗浄液供給チューブの一端が接続し
ており、その細胞洗浄液供給チューブには電磁バルブおよび細胞洗浄液供給ポンプが介装
されている。なお、細胞洗浄液供給ポンプや細胞洗浄液貯留タンクは細胞処理ユニットＣ
の外部に設置してもよい。
【００８７】
　以上説明した構成により、搬送ロボットに把持されている蓋が外された培養容器２０内
にピペット２９を差し込み、細胞洗浄液供給ポンプを稼動して、細胞洗浄液貯留タンクに
貯留されている細胞洗浄液を培養容器２０へ注入することができる。培養容器２０内への
ピペット２９の差し込み動作は、搬送ロボットにより実行してもよいし、細胞洗浄液注入
モジュールにピペット保持部３０を昇降させる昇降部を設けて、細胞洗浄液注入モジュー
ル側で実行してもよいし、搬送ロボットと細胞洗浄液注入モジュールの両方によって実行
してもよい。なお、細胞洗浄液の注入後、搬送ロボットにより培養容器２０を揺動させ、
培養容器２０の底面全面に細胞洗浄液が均一に行き渡るようにするのが好適である。
【００８８】
　細胞処理ユニットＣに装備された細胞洗浄液吸引モジュール（細胞洗浄液吸引手段）は
、図１２に示すように、ピペット３１と、ピペット３１を保持するピペット保持部３２を
有する。また、図示しないが、ピペット３１の後端には、廃棄タンクとピペット３１とを
接続するチューブの一端が接続しており、そのチューブには電磁バルブおよび吸引ポンプ
が介装されている。なお、吸引ポンプや廃棄タンクは細胞処理ユニットＣの外部に設置し
てもよい。
【００８９】
　以上説明した構成により、搬送ロボットに把持されている蓋が外された培養容器２０内
にピペット３１を差し込み、吸引ポンプを稼動して培養容器２０から細胞洗浄液を吸い出
し、廃棄タンクに廃棄することができる。培養容器２０内へのピペット３１の差し込み動
作は、搬送ロボットにより実行してもよいし、細胞洗浄液吸引モジュールにピペット保持
部３２を昇降させる昇降部を設けて、細胞洗浄液吸引モジュール側で実行してもよいし、
搬送ロボットと細胞洗浄液吸引モジュールの両方によって実行してもよい。なお、ピペッ
トで細胞洗浄液を吸い出すときには、搬送ロボットにより培養容器２０を斜めに傾けるの
が好適である。
【００９０】
　細胞処理ユニットＣに装備された細胞剥離液注入モジュール（細胞剥離液注入手段）は
、図１２に示すように、ピペット３３と、ピペット３３を保持するピペット保持部３４を
有する。また、図示しないが、ピペット３３の後端には、細部剥離液が貯留されている細
胞剥離液貯留タンクとピペット３３とを接続する細胞剥離液供給チューブの一端が接続し
ており、その細胞剥離液供給チューブには電磁バルブおよび細胞剥離液供給ポンプが介装
されている。なお、細胞剥離液供給ポンプや細胞剥離液貯留タンクは細胞処理ユニットＣ
の外部に設置してもよい。
【００９１】
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　以上説明した構成により、搬送ロボットに把持されている蓋が外された培養容器２０内
にピペット３３を差し込み、細胞剥離液供給ポンプを稼動して、細胞剥離液貯留タンクに
貯留されている細胞剥離液を培養容器２０へ注入することができる。培養容器２０内への
ピペット３３の差し込み動作は、搬送ロボットにより実行してもよいし、細胞剥離液注入
モジュールにピペット保持部３４を昇降させる昇降部を設けて、細胞剥離液注入モジュー
ル側で実行してもよいし、搬送ロボットと細胞剥離液注入モジュールの両方によって実行
してもよい。なお、細胞剥離液の注入後、搬送ロボットにより培養容器２０を揺動させ、
培養容器２０の底面全面に細胞剥離液が均一に行き渡るようにするのが好適である。
【００９２】
　続いて、細胞処理ユニットＣの搬送ロボットの動作について説明する。搬送ロボットは
、一方の開口部３から搬入され、その開口部３近傍に設けたコンベア１３により所定の位
置に搬送された培養容器２０の蓋を把持して、その把持した蓋を図示しない蓋載置台上に
載置した後、蓋を外した培養容器２０を把持して、その把持した培養容器２０を、培地吸
引モジュールの作業エリア、細胞洗浄液注入モジュールの作業エリア、細胞洗浄液吸引モ
ジュールの作業エリア、細胞剥離液注入モジュールの作業エリアへこの順に搬送する。そ
して、細胞剥離液注入作業が完了すると、次ぎの作業を実施するユニットに近い側の開口
部３の近傍に設けたコンベア１３上に培養容器２０を載置し、蓋載置台上の蓋を把持して
、その把持した蓋をコンベア１３上の培養容器２０に被せた後、退避する。
【００９３】
　また、隣接する一方のユニットから他方のユニットへ培養容器等を搬送するときには、
搬送ロボットは、一方の開口部３から搬入された培養容器等を把持し、その把持した培養
容器等を他方の開口部３近傍に設けたコンベア１３上に載置して、退避する。
【００９４】
　なお、搬送ロボットにより培養容器等が載置されたコンベア１３は、次ぎの作業を実施
するユニットが設置されている方向へ培養容器等を搬送する。
【００９５】
　続いて、細胞分配ユニットＤについて説明する。図１４は、細胞分配ユニットＤの構成
の一例を説明するための縦断面図であり、細胞分配ユニットＤの一部を示している。細胞
分配ユニットＤは、培養容器の底面から剥離した細胞を所定数ずつ複数個の培養容器へ分
配するためのユニットであり、培地注入モジュール、ピペッティングモジュール、遠沈管
ストック部、遠沈管蓋開閉モジュール、遠心分離モジュール、上清液吸引モジュール、試
料採取モジュール、培養容器ストック部、細胞分配モジュール等が装備されている。
【００９６】
　細胞分配ユニットＤに装備された培地注入モジュール（培地注入手段）は、図１４に示
すように、ピペット３５と、ピペット３５を保持するピペット保持部３６を有する。また
図示しないが、ピペット３５の後端には、培地が貯留されている培地貯留タンクとピペッ
ト３５とを接続する培地供給チューブの一端が接続しており、その培地供給チューブには
電磁バルブおよび培地供給ポンプが介装されている。なお、培地供給ポンプや培地貯留タ
ンクは細胞分配ユニットＤの外部に設置してもよい。
【００９７】
　以上説明した構成により、搬送ロボットに把持されている蓋が外された培養容器２０や
遠沈管３７内にピペット３５を差し込み、培地供給ポンプを稼動して、培地貯留タンクに
貯留されている培地を培養容器２０や遠沈管３７へ注入することができる。培養容器２０
や遠沈管３７内へのピペット３５の差し込み動作は、搬送ロボットにより実行してもよい
し、培地注入モジュールにピペット保持部３６を昇降させる昇降部を設けて、培地注入モ
ジュール側で実行してもよいし、搬送ロボットと培地注入モジュールの両方によって実行
してもよい。図１５（ａ）に培養容器２０内にピペット３５が差し込まれている状態の一
例を示す。また、図１５（ｂ）に遠沈管３７内にピペット３５が差し込まれている状態の
一例を示す。なお、図１５には、搬送ロボットの把持部１５については図示していない。
また、図１６に、搬送ロボットの把持部１５が、蓋が外された遠沈管３７を把持している
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状態の一例を示す。
【００９８】
　細胞分配ユニットＤに装備されたピペッティングモジュール（ピペッティング手段）は
、図１４に示すように、駒込ピペット３８と、駒込ピペット３８を保持するピペット保持
部３９を有する。また、図示しないが、駒込ピペット３８の後端はチューブを介してポン
プに接続しており、そのチューブには電磁バルブが介装されている。なお、ポンプは細胞
分配ユニットＤの外部に設置してもよい。図１７に、ピペット保持部３９が駒込ピペット
３８を保持している状態の一例を示す。
【００９９】
　以上説明した構成により、搬送ロボットに把持されている蓋が外された培養容器２０や
遠沈管３７内に駒込ピペット３８を差し込み、ポンプを稼動して、培養容器２０や遠沈管
３７内の細胞懸濁液を駒込ピペット３８に吸入したり、駒込ピペット３８内の細胞懸濁液
を培養容器２０や遠沈管３７へ吐出したり、また、搬送ロボットに把持されている蓋が外
された遠沈管３７内に駒込ピペット３８を差し込み、ポンプを稼動して、遠沈管３７内の
細胞懸濁液の定量的な吸入および吐出を繰り返して、遠沈管３７内の細胞懸濁液を攪拌す
ることができる。培養容器２０や遠沈管３７内への駒込ピペット３８の差し込み動作は、
搬送ロボットにより実行してもよいし、ピペッティングモジュールにピペット保持部３９
を昇降させる昇降部を設けて、ピペッティングモジュール側で実行してもよいし、搬送ロ
ボットとピペッティングモジュールの両方によって実行してもよい。
【０１００】
　なお、細胞懸濁液の吸引時や攪拌時には、搬送ロボットにより培養容器２０や遠沈管３
７を斜めに傾けるのが好適である。また、遠沈管３７を傾ける場合、ピペッティングモジ
ュールに駒込ピペット３８を傾ける機構を設けて、遠沈管３７の傾きに応じて駒込ピペッ
ト３８を傾けるようにするのが好適である。
【０１０１】
　細胞分配ユニットＤに装備された遠沈管ストック部４０は、複数本の遠沈管３７を立て
た状態でストックする台であり、遠沈管ストック部４０には、継代操作前に複数本の空の
遠沈管３７がストックされる。
【０１０２】
　細胞分配ユニットＤに装備された遠沈管蓋開閉モジュール（遠沈管蓋開閉手段）４１は
、搬送ロボットにより把持されている遠沈管３７の蓋の開閉を行うモジュールであり、例
えば、遠沈管の蓋を狭持する狭持部と、狭持部を回動および昇降させる駆動部を有し、遠
沈管の蓋を狭持している狭持部を駆動部により回動および上昇させて遠沈管の蓋を開け、
また遠沈管の蓋を狭持している狭持部を駆動部により回動および下降させて遠沈管の蓋を
閉める構成となっている。図１８に、搬送ロボットの把持部１５が、蓋３７ａが閉められ
た遠沈管３７を把持している状態の一例を示す。また、図１９に、搬送ロボットにより把
持されている遠沈管の蓋３７ａを、遠沈管蓋開閉モジュール４１の狭持部４１ａが狭持し
ている状態の一例を示す。
【０１０３】
　細胞分配ユニットＤに装備された遠心分離モジュール（遠心分離手段）４２は、搬送ロ
ボットによりセットされた蓋付きの遠沈管を回転して、遠心力により細胞懸濁液から細胞
を分離するモジュールであり、この遠心分離モジュール４２の遠心分離作業により、遠沈
管の底部に細胞塊を形成する。
【０１０４】
　細胞分配ユニットＤに装備された上清液吸引モジュール（上清液吸引手段）は、図１４
に示すように、ピペット４３と、ピペット４３を保持するピペット保持部４４を有する。
また、図示しないが、ピペット４３の後端には、廃棄タンクとピペット４３とを接続する
チューブの一端が接続しており、そのチューブには電磁バルブおよび吸引ポンプが介装さ
れている。なお、吸引ポンプや廃棄タンクは細胞分配ユニットＤの外部に設置してもよい
。
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【０１０５】
　以上説明した構成により、搬送ロボットに把持されている蓋が外された遠沈管３７内に
ピペット４３を差し込み、吸引ポンプを稼動して、遠心分離作業後の遠沈管３７から上清
液を吸い出し、廃棄タンクに廃棄することができる。遠沈管３７内へのピペット４３の差
し込み動作は、搬送ロボットにより実行してもよいし、上清液吸引モジュールにピペット
保持部４４を昇降させる昇降部を設けて、上清液吸引モジュール側で実行してもよいし、
搬送ロボットと上清液吸引モジュールの両方によって実行してもよい。
【０１０６】
　なお、ピペットで上清液を吸い出すときには、搬送ロボットにより遠沈管３７を斜めに
傾けるのが好適である。また、この場合、上清液吸引モジュールにピペット４３を傾ける
機構を設けて、遠沈管３７の傾きに応じてピペット４３を傾けるようにするのが好適であ
る。
【０１０７】
　細胞分配ユニットＤに装備された試料採取モジュール（試料採取手段）は、遠沈管３７
内の細胞懸濁液のうちの一定量を駒込ピペットに吸入して、その吸入した駒込ピペット内
の細胞懸濁液を試料容器へ吐出したり、試料容器内の細胞懸濁液を駒込ピペットに吸入し
て、その吸入した駒込ピペット内の細胞懸濁液を遠沈管へ吐出するモジュールであり、図
１４に示すように、駒込ピペット４５と、駒込ピペット４５を保持するピペット保持部４
６を有する。また、図示しないが、駒込ピペット４５の後端はチューブを介してポンプに
接続しており、そのチューブには電磁バルブが介装されている。なお、ポンプは細胞分配
ユニットＤの外部に設置してもよい。
【０１０８】
　また、試料採取モジュールは、ピペット保持部４６を横方向（Ｘ方向）へ移動させるピ
ペット移動機構（図示せず）と、試料容器４８を把持する把持部４７を有する。図示しな
いピペット移動機構は、遠沈管内の細胞懸濁液の吸入等を実施する作業エリアと、試料容
器への細胞懸濁液の吐出等を実施する作業エリアとの間で、ピペット保持部４６を搬送す
る機構である。また、把持部４７は、例えば４本のアーム４７ａで、試料容器４８の両端
部を縦方向に把持する構成等にすればよい。
【０１０９】
　図２０に試料採取モジュールの構成の一例を示す。図２０に示すように、図示しないピ
ペット移動機構は、搬送ロボットの把持部１５に把持されている遠沈管３７の上方、およ
び試料採取モジュールの把持部４７に把持されている試料容器４８の上方へ駒込ピペット
４５を移動させる。
【０１１０】
　図２１に試料容器の一例を示す。試料容器４８は、基台４９と、基台４９に形成された
凹部５０と、凹部５０を開閉するスライド自在なスライド部材５１を有す。基台４９は、
細胞観察ユニットＢにおいて凹部５０内の細胞の観察が可能なように、凹部５０の底面部
分が透明な部材で構成されている。スライド部材５１には被把持部５１ａが接合している
。搬送ロボットの把持部１５は、試料採取モジュールの把持部４７に把持されている試料
容器４８のスライド部材５１の被把持部５１ａを把持して、スライド部材５１をスライド
させる。
【０１１１】
　以上説明した構成により、搬送ロボットに把持されている蓋が外された遠沈管３７内に
駒込ピペット４５を差し込み、ポンプを稼動して、遠沈管３７内の細胞懸濁液のうちの一
定量を駒込ピペット４５に吸入したり、駒込ピペット４５内の細胞懸濁液を遠沈管３７へ
吐出することができる。遠沈管３７内への駒込ピペット４５の差し込み動作は、搬送ロボ
ットにより実行してもよいし、試料採取モジュールにピペット保持部４６を昇降させる昇
降部を設けて、試料採取モジュール側で実行してもよいし、搬送ロボットと試料採取モジ
ュールの両方によって実行してもよい。
【０１１２】
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　なお、細胞懸濁液の吸引時には、搬送ロボットにより遠沈管３７を斜めに傾けるのが好
適である。また、この場合、試料採取モジュールに駒込ピペット４５を傾ける機構を設け
て、遠沈管３７の傾きに応じて駒込ピペット４５を傾けるようにするのが好適である。
【０１１３】
　また、把持部４７に把持されている試料容器の凹部５０内に駒込ピペット４５を差し込
み、ポンプを稼動して、駒込ピペット４５内の細胞懸濁液を試料容器の凹部５０へ吐出し
たり、試料容器の凹部５０内の細胞懸濁液を駒込ピペット４５に吸入したりすることがで
きる。なお、試料容器の凹部５０内への駒込ピペット４５の差し込み動作は、試料採取モ
ジュールに、ピペット保持部４６と把持部４７の少なくとも一方を昇降させる昇降部を設
けることで実現できる。
【０１１４】
　細胞分配ユニットＤに装備された培養容器ストック部５２は、複数個の蓋付きの培養容
器２０を積み重ねた状態でストックする台であり、培養容器ストック部５２には、継代操
作前に複数個の空の培養容器２０がストックされる。
【０１１５】
　細胞分配ユニットＤに装備された細胞分配モジュール（細胞分配手段）は、図１４に示
すように、駒込ピペット５３と、駒込ピペット５３を保持するピペット保持部５４を有す
る。また、図示しないが、駒込ピペット５３の後端はチューブを介してポンプに接続して
おり、そのチューブには電磁バルブが介装されている。なお、ポンプは細胞分配ユニット
Ｄの外部に設置してもよい。
【０１１６】
　以上説明した構成により、搬送ロボットに把持されている蓋が外された遠沈管３７内に
駒込ピペット５３を差し込み、ポンプを稼動して、遠沈管３７内の細胞懸濁液を駒込ピペ
ット５３に吸入したり、搬送ロボットに把持されている蓋が外された培養容器２０内に駒
込ピペット５３を差し込み、ポンプを稼動して、駒込ピペット５７内の細胞懸濁液のうち
の所定量を培養容器２０へ吐出したり、また、搬送ロボットに把持されている蓋が外され
た遠沈管３７内に駒込ピペット５３を差し込み、ポンプを稼動して、遠沈管３７内の細胞
懸濁液の定量的な吸入および吐出を繰り返して、遠沈管３７内の細胞懸濁液を攪拌するこ
とができる。培養容器２０や遠沈管３７内への駒込ピペット５３の差し込み動作は、搬送
ロボットにより実行してもよいし、細胞分配モジュールにピペット保持部５４を昇降させ
る昇降部を設けて、細胞分配モジュール側で実行してもよいし、搬送ロボットと細胞分配
モジュールの両方によって実行してもよい。
【０１１７】
　なお、細胞懸濁液の吸入時や攪拌時には、搬送ロボットにより遠沈管３７を斜めに傾け
るのが好適である。また、この場合、細胞分配モジュールに駒込ピペット５３を傾ける機
構を設けて、遠沈管３７の傾きに応じて駒込ピペット５３を傾けるようにするのが好適で
ある。
【０１１８】
　また、図示しないが、細胞分配ユニットＤには、遠沈管等を細胞培養装置の外部へ排出
するための排出機構が装備されている。搬送ロボットは、使用済みの遠沈管や試料容器を
排出機構へ搬送する。
【０１１９】
　続いて、細胞分配ユニットＤの搬送ロボットの動作について説明する。搬送ロボットは
、一方の開口部３から搬入され、その開口部３近傍に設けたコンベア１３により所定の位
置に搬送された培養容器２０の蓋を把持して、その把持した蓋を図示しない蓋載置台上に
載置した後、蓋を外した培養容器２０を把持して、その把持した培養容器２０を、培地注
入モジュールの作業エリアへ搬送する。なお、隣接する一方のユニットから他方のユニッ
トへ培養容器等を搬送するときには、搬送ロボットは、一方の開口部３から搬入された培
養容器等を把持し、その把持した培養容器等を他方の開口部３近傍に設けたコンベア１３
上へ載置して、退避する。また、培養容器等が載置されたコンベア１３は、次ぎの作業を
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実施するユニットが設置されている方向へ培養容器等を搬送する。
【０１２０】
　培地注入モジュールにより培養容器２０内に培地が注入されると、搬送ロボットは、そ
の培地が注入された培養容器２０をピペッティングモジュールの作業エリアへ搬送し、ピ
ペッティングモジュールにより培養容器２０内の細胞懸濁液が駒込ピペット３８に吸入さ
れると、次ぎの作業を実施するユニットに近い側の開口部３の近傍に設けたコンベア１３
上に培養容器２０を載置した後、蓋載置台に載置した蓋を把持し、その把持した蓋をコン
ベア１３上の培養容器２０に被せる。
【０１２１】
　なお、培養容器２０が載置されたコンベア１３は、次ぎの作業を実施するユニットが設
置されている方向へ培養容器２０を搬送する。具体的には、この培養容器２０は、細胞観
察ユニットＢへ搬送される。そして、培養容器２０内に細胞懸濁液が残存しないと判定さ
れると、培養容器２０は細胞観察ユニットＢの排出機構へ搬送される。
【０１２２】
　次に、搬送ロボットは、遠沈管ストック部４０にストックされている遠沈管３７を把持
し、その把持した遠沈管３７を遠沈管蓋開閉モジュール４１の作業エリアへ搬送する。遠
沈管蓋開閉モジュール４１により遠沈管３７の蓋が外されると、搬送ロボットは、その蓋
が外された遠沈管３７をピペッティングモジュールの作業エリアへ搬送し、ピペッティン
グモジュールにより、培養容器２０から吸入した駒込ピペット３８内の細胞懸濁液が遠沈
管３７へ吐出されると、遠沈管蓋開閉モジュール４１の作業エリアへ遠沈管３７を搬送す
る。そして、遠沈管蓋開閉モジュール４１により遠沈管３７の蓋が閉められると、搬送ロ
ボットは、その蓋付きの遠沈管３７を遠心分離モジュール４２にセットして、退避する。
【０１２３】
　次に、搬送ロボットは、遠心分離作業後、遠心分離モジュールにセットされている蓋付
きの遠沈管３７を把持し、その把持した遠沈管３７を遠沈管蓋開閉モジュール４１の作業
エリアへ搬送する。遠沈管蓋開閉モジュール４１により遠沈管３７の蓋が外されると、搬
送ロボットは、その蓋が外された遠沈管３７を上清液吸引モジュールの作業エリアへ搬送
し、上清液吸引モジュールにより遠沈管３７内の上清液が吸引除去されると、培地注入モ
ジュールの作業エリアへ遠沈管３７を搬送する。
【０１２４】
　次に、搬送ロボットは、培地注入モジュールにより遠沈管３７内に培地が注入されると
、その培地が注入された遠沈管３７をピペッティングモジュールの作業エリアへ搬送し、
ピペッティングモジュールにより遠沈管３７内の細胞懸濁液が攪拌されると、試料採取モ
ジュールの作業エリアへ遠沈管３７を搬送する。
【０１２５】
　次に、搬送ロボットは、試料採取モジュールにより遠沈管３７内の細胞懸濁液のうちの
一定量が駒込ピペット４５に吸入されると、遠沈管蓋開閉モジュール４１の作業エリアへ
遠沈管３７を搬送し、遠沈管蓋開閉モジュール４１により遠沈管３７の蓋が閉められると
、その蓋付きの遠沈管３７を遠沈管ストック部４０に立てる。
【０１２６】
　次に、搬送ロボットは、図示しない試料容器ストック部にストックされている試料容器
４８を把持し、その把持した試料容器４８を試料採取モジュールの把持部４７に渡す。次
に、搬送ロボットは、試料採取モジュールの把持部４７に把持されている試料容器４８の
スライド部材５１をスライドさせて凹部５０を開ける。次に、搬送ロボットは、試料採取
モジュールにより、遠沈管３７から吸入した駒込ピペット４５内の細胞懸濁液が試料容器
の凹部５０へ吐出されると、試料容器４８のスライド部材５１をスライドさせて凹部５０
を閉じる。
【０１２７】
　次に、搬送ロボットは、試料採取モジュールの把持部４７に把持されている試料容器４
８を把持し、試料採取モジュールの把持部４７が試料容器４８を解放すると、その把持し
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た試料容器４８を、次ぎの作業を実施するユニットに近い側の開口部３の近傍に設けたコ
ンベア１３上に載置して、退避する。
【０１２８】
　なお、試料容器４８が載置されたコンベア１３は、次ぎの作業を実施するユニットが設
置されている方向へ試料容器４８を搬送する。具体的には、この試料容器４８は、細胞観
察ユニットＢへ搬送され、細胞懸濁液中の細胞数がカウントされた後、再度、細胞分配ユ
ニットＤへ搬送される。また、細胞観察ユニットＢにおいてカウントされた細胞数の情報
は上位制御部に送られる。上位制御部は、その細胞数に基づき、所定数の細胞ずつ分配さ
れるように、細胞懸濁液を分配する量を決定する。そして、その決定した分配量の情報を
、細胞分配ユニットＤの制御部へ送る。
【０１２９】
　次に、搬送ロボットは、搬入された試料容器４８を把持して、その把持した試料容器４
８を試料採取モジュールの把持部４７に渡す。次に、搬送ロボットは、試料採取モジュー
ルの把持部４７に把持されている試料容器４８のスライド部材５１をスライドさせて凹部
５０を開ける。次に、搬送ロボットは、試料採取モジュールにより試料容器の凹部５０内
の細胞懸濁液が駒込ピペット４５に吸入されると、試料容器４８のスライド部材５１をス
ライドさせて凹部５０を閉じる。次に、搬送ロボットは、試料採取モジュールの把持部４
７に把持されている試料容器４８を把持し、試料採取モジュールの把持部４７が試料容器
４８を解放すると、その把持した試料容器４８を排出機構へ搬送する。
【０１３０】
　次に、搬送ロボットは、遠沈管ストック部４０にストックした、細胞懸濁液が入ってい
る遠沈管３７を把持し、その把持した遠沈管３７を遠沈管蓋開閉モジュール４１の作業エ
リアへ搬送する。遠沈管蓋開閉モジュール４１により遠沈管３７の蓋が外されると、搬送
ロボットは、その蓋が外された遠沈管３７を試料採取モジュールの作業エリアへ搬送し、
試料採取モジュールにより、試料容器４８から回収された駒込ピペット４５内の細胞懸濁
液が遠沈管３７へ吐出されると、ピペッティングモジュールの作業エリアへ遠沈管３７を
搬送する。
【０１３１】
　次に、搬送ロボットは、ピペッティングモジュールにより遠沈管３７内の細胞懸濁液が
駒込ピペット３８に吸入されると、遠沈管蓋開閉モジュール４１の作業エリアへ遠沈管３
７を搬送する。遠沈管蓋開閉モジュール４１により遠沈管３７の蓋が閉められると、搬送
ロボットは、その蓋が閉められた遠沈管３７を排出機構へ搬送する。
【０１３２】
　次に、搬送ロボットは、ピペッティングモジュールの駒込ピペット４５に吸入した細胞
懸濁液中の細胞が所定数ずつ複数個の培養容器２０に播種されるように、以下の動作を繰
り返す。
【０１３３】
　すなわち、搬送ロボットは、まず遠沈管ストック部４０にストックされている空の遠沈
管３７を把持し、その把持した遠沈管３７を遠沈管蓋開閉モジュール４１の作業エリアへ
搬送する。遠沈管蓋開閉モジュール４１により遠沈管３７の蓋が外されると、搬送ロボッ
トは、その蓋が外された遠沈管３７をピペッティングモジュールの作業エリアへ搬送し、
ピペッティングモジュールにより、駒込ピペット３８から所定数の細胞を含む量の細胞懸
濁液が遠沈管３７へ吐出されると、培地注入モジュールの作業エリアへ遠沈管３７を搬送
する。なお、細胞分配ユニットＤの制御部は、上位制御部により決定された細胞懸濁液の
分配量に基づき、所定数の細胞を含む量の細胞懸濁液が吐出されるように、ピペッティン
グモジュールのポンプや電磁バルブを制御する。
【０１３４】
　次に、搬送ロボットは、培地注入モジュールにより遠沈管３７内に培地が注入されると
、その培地が注入された遠沈管３７を細胞分配モジュールの作業エリアへ搬送し、細胞分
配モジュールにより遠沈管３７内の細胞懸濁液が攪拌され、その攪拌された細胞懸濁液が
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駒込ピペット５３に吸入されると、遠沈管蓋開閉モジュール４１の作業エリアへ遠沈管３
７を搬送する。遠沈管蓋開閉モジュール４１により遠沈管３７の蓋が閉められると、搬送
ロボットは、その蓋が閉められた遠沈管３７を排出機構へ搬送する。
【０１３５】
　次に、搬送ロボットは、培養容器ストック部２０にストックされている培養容器２０の
蓋を把持し、その把持した蓋を図示しない蓋載置台に載置した後、蓋が外された培養容器
２０を把持し、その把持した培養容器２０を細胞分配モジュールの作業エリアへ搬送する
。細胞分配モジュールにより駒込ピペット５３内の細胞懸濁液が培養容器２０へ吐出され
ると、搬送ロボットは、その細胞懸濁液が吐出された培養容器２０を次ぎの作業を実施す
るユニットに近い側の開口部３近傍に設けたコンベア１３上に載置した後、蓋載置台に載
置した蓋を把持して、その把持した蓋をコンベア１３上の培養容器２０に被せる。そして
、搬送ロボットは、遠沈管ストック部４０にストックされている空の遠沈管３７を把持す
るために、遠沈管ストック部４０へ移動する。
【０１３６】
　なお、培養容器２０が載置されたコンベア１３は、次ぎの作業を実施するユニットが設
置されている方向へ培養容器２０を搬送する。具体的には、この培養容器２０は、細胞観
察ユニットＢへ搬送される。そして、培養容器２０内に細胞が均一に播種されていると判
定されると、培養容器２０は、次ぎの作業を実施するユニットへ搬送される。一方、培養
容器２０内に細胞が均一に播種されていない場合には、搬送ロボットにその培養容器２０
を把持させ、その把持した培養容器を前後左右に揺動させ、再度観察を実施する。
【０１３７】
　続いて、細胞培養ユニットＥについて説明する。図２２は、細胞培養ユニットＥの構成
の一例を説明するための縦断面図である。細胞培養ユニットＥには、培養容器に播種され
ている細胞を所定の環境で培養する細胞培養モジュール（培養室）５５が装備されている
。
【０１３８】
　図２３は細胞培養モジュール５５の一例を説明するための図である。図２３に示すよう
に、細胞培養モジュール５５の筐体には、培養容器２０を搬入および搬出するための開口
部５６が形成されている。また、開口部５６を開閉する遮断扉５７が設けられており、遮
断扉５７を閉じると、細胞培養モジュール５５の内部空間が密閉される構造となっている
。また、遮断扉５７は、開口部５６から培養容器２０を搬入および搬出するときに開閉す
る。このように細胞培養モジュール５５を密閉可能とすることで、培養環境の維持を図る
ことができる。
【０１３９】
　なお、ここでは開口部５６を１つ設けたが、複数の開口部を設けてもよい。また、遮断
扉５７は、開口部５６を閉じたときに細胞培養モジュール５５の内部空間を密閉するため
のものであり、遮断扉５７の配置位置は、細胞培養モジュール５５の筐体の外面側であっ
ても内面側であってもよい。
【０１４０】
　また、図示しないが、細胞培養モジュール５５の内部には、二酸化炭素濃度センサと、
二酸化炭素供給ノズルが設置されている。また、二酸化炭素供給ノズルの後端には、二酸
化炭素タンクと二酸化炭素供給ノズルとを接続する二酸化炭素供給チューブの一端が接続
しており、その二酸化炭素供給チューブには電磁バルブおよび二酸化炭素供給ポンプが介
装されている。なお、二酸化炭素タンクと二酸化炭素供給ポンプは、細胞培養モジュール
５５あるいは細胞培養ユニットＥの外部に設置してもよい。細胞培養ユニットＥの制御部
は、二酸化炭素濃度センサの検出結果を基に、細胞培養モジュール５５の内部空間の二酸
化炭素濃度が一定に維持されるように二酸化炭素供給ポンプと電磁バルブを制御する。
【０１４１】
　また、細胞培養モジュール５５の内部には、温度センサと加熱器が設置されており、細
胞培養ユニットＥの制御部は、温度センサの検出結果を基に、細胞培養モジュール５５の
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内部空間の温度が一定に維持されるように加熱器を制御する。
【０１４２】
　また、細胞培養モジュール５５の内部には、湿度センサと加湿器が設置されており、細
胞培養ユニットＥの制御部は、湿度センサの検出結果を基に、細胞培養モジュール５５の
内部空間の湿度が一定に維持されるように加湿器を制御する。
【０１４３】
　以上説明した構成により、細胞培養モジュール５５の内部環境（培養環境）を細胞培養
に適した状態（例えば、温度３７℃、湿度９５％、二酸化炭素濃度５％）に維持すること
ができる。
【０１４４】
　また、細胞培養モジュール５５は、複数個の培養容器２０が載置される載置台５８と、
この載置台５８を開口部５６から搬入および搬出する機構（図示せず）を備える。すなわ
ち、載置台５８は、細胞培養モジュール５５の内部へ培養容器２０を搬入するとき、およ
び細胞培養モジュール５５の内部から培養容器２０を搬出するときに、開口部５６から搬
入および搬出される。
【０１４５】
　なお、培養容器２０が載置される載置台５８は多段に設けてもよい。多段に設ける場合
、各段ごとに開口部を設けてもよいし、載置台を細胞培養モジュール５５の内部で搬送す
る機構を設けて、１つの開口部から搬入および搬出する構成としてもよい。
【０１４６】
　細胞培養ユニットＥの搬送ロボットは、一方の開口部３から搬入され、その開口部３近
傍に設けたコンベア１３により所定の位置に搬送された培養容器２０を把持部１５により
把持し、その把持した培養容器２０を、細胞培養モジュール５５から突出している載置台
５８上に載置して、退避する。載置台５８は、搬送ロボットにより培養容器２０が載置さ
れると、細胞培養モジュール５５の内部へ移動する。載置台５８が細胞培養モジュール５
５の内部へ移動すると、遮断扉５７は閉じる。
【０１４７】
　また、搬送ロボットは、細胞培養モジュール５５から突出した載置台５８上の培養容器
２０を把持し、その把持した培養容器２０を次ぎの作業を実施するユニットに近い側の開
口部３の近傍に設けたコンベア１３上に載置して、退避する。載置台５８は、搬送ロボッ
トにより培養容器２０が搬送されると、細胞培養モジュール５５の内部へ移動する。載置
台５８が細胞培養モジュール５５の内部へ移動すると、遮断扉５７は閉じる。培養容器２
０が載置されたコンベア１３は、次ぎの作業を実施するユニットが設置されている方向へ
培養容器２０を搬送する。
【０１４８】
　また、細胞培養装置の他端に設置される細胞培養ユニットＥには、細胞培養装置の外部
へ培養容器２０を搬出するための開口部３が形成されており、搬送ロボットは、細胞培養
装置の外部に培養容器を搬出するときには、細胞培養装置の外部へ連通する開口部３の近
傍に設けたコンベア１３上に培養容器２０を載置して、退避する。
【０１４９】
　細胞培養装置の外部への培養容器の搬出は、例えば操作者が手動で行うようにしてもよ
い。この場合、細胞培養装置の外部に連通する開口部３の近傍に設けたコンベア１３は稼
動する必要はない。そこで、細胞培養装置の外部へ培養容器を搬出するための開口部の近
傍には、コンベアではなく載置台を設けてもよい。また、所定の位置に載置された培養容
器をコンベアが開口部近傍まで搬送する構成としてもよい。なお、細胞培養装置の外部へ
培養容器を搬出するための開口部３の遮断扉４は、培養容器を搬出するときのみ開け、搬
出完了後、閉じる。また、細胞培養装置の外部へ培養容器を搬出する際には、細胞培養ユ
ニットＥの内部空間が隣接する作業ユニットの内部空間と連通しないように遮断扉を閉じ
ておくのが好適である。
【０１５０】
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　以上説明した容器消毒ユニットＡ、細胞観察ユニットＢ、細胞処理ユニットＣ、細胞分
配ユニットＤ、細胞培養ユニットＥを連接することにより、単層培養の継代操作を実施す
ることができる。続いて、この細胞培養装置による継代操作の一例について、図２４～図
２６を用いて説明する。
【０１５１】
　所定の培養環境に維持されたインキュベータから、細胞が播種された培地が入った培養
容器が取り出され、その取り出された培養容器が容器消毒ユニットＡへ搬入されると（ス
テップＳ１）、容器消毒ユニットＡにより培養容器（蓋付き）の表面を消毒した後（ステ
ップＳ２）、その消毒された培養容器を細胞観察ユニットＢへ搬送する。細胞観察ユニッ
トＢは、培養容器の中を下側に設けた顕微鏡付きカメラにより撮影し、その撮影した画像
を画像処理して、培養容器内の細胞が所定の増殖状態か否かの判定を行う（ステップＳ３
）。
【０１５２】
　ステップＳ３における判定処理の結果、細胞が所定の増殖状態ではない場合（ステップ
Ｓ３のＮｏ）、培養容器を細胞培養ユニットＥへ搬送し、細胞培養ユニットＥの細胞培養
モジュール５５の内部（培養室）に、所定時間、保管して細胞を培養した後（ステップＳ
４）、細胞観察ユニットＢへ搬送して、細胞観察ユニットＢにより、再度、細胞が所定の
増殖状態か否かの判定を行う（ステップＳ３）。
【０１５３】
　ステップＳ３における判定処理の結果、細胞が所定の増殖状態の場合には（ステップＳ
３のＹｅｓ）、培養容器を細胞処理ユニットＣへ搬送する。細胞処理ユニットＣは、培養
容器の蓋を外して、まず培地吸引モジュールにより培養容器内の古い培地を吸引して廃棄
した後（ステップＳ５）、細胞洗浄液注入モジュールにより培養容器内に細胞洗浄液を所
定量注入し（ステップＳ６）、搬送ロボットにより培養容器を揺動させて細胞洗浄液を培
養容器の底面全面に行き渡らせ（ステップＳ７）、所定時間経過後、細胞洗浄液吸引モジ
ュールにより培養容器内の細胞洗浄液を吸引して廃棄する（ステップＳ８）。このステッ
プＳ６～ステップＳ８の操作を所定回数繰り返す。
【０１５４】
　次に、細胞処理ユニットＣは、細胞剥離液注入モジュールにより培養容器内に所定量の
細胞剥離液を注入し（ステップＳ９）、搬送ロボットにより培養容器を揺動させて細胞剥
離液を培養容器の底面全面に行き渡らせる（ステップＳ１０）。
【０１５５】
　その後、蓋を被せた培養容器を細胞培養ユニットＥへ搬送して、所定時間、培養室に保
管する（ステップＳ１１）。このように、細胞剥離液を注入した後、培養室で保温するこ
とで、培養容器の底面からの細胞の剥離、および細胞同士の接着の剥離を促進させること
ができる。なお、培養室で保温する代わりに、細胞剥離液を注入した後、その位置で所定
の温度（例えば、約３７℃）で所定時間維持する構成としてもよい。
【０１５６】
　その後、培養容器を細胞観察ユニットＢへ搬送する。細胞観察ユニットＢは、培養容器
の中を下側に設けた顕微鏡付きカメラにより撮影し、その撮影した画像を画像処理して、
培養容器の底面から細胞が剥がれているか否か、細胞同士の接着が切れているか否かの判
定を行う（ステップＳ１２）。
【０１５７】
　ステップＳ１２における判定処理の結果、培養容器の底面から細胞が剥がれていなかっ
たり、細胞同士の接着が切れていない場合（ステップＳ１２のＮｏ）、培養容器を細胞培
養ユニットＥへ搬送し、細胞培養ユニットＥの培養室に、所定時間、保管した後（ステッ
プＳ１１）、細胞観察ユニットＢへ搬送して、再度、細胞観察ユニットＢにより、培養容
器の底面から細胞が剥がれているか否か等の判定を行う（ステップＳ１２）。なお、培養
室で保温する代わりに、細胞を観察した後、その位置で所定の温度（例えば、約３７℃）
で所定時間維持する構成としてもよい。
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【０１５８】
　ステップＳ１２における判定処理の結果、培養容器の底面から細胞が剥がれており、且
つ細胞同士の接着が切れている場合には（ステップＳ１２のＹｅｓ）、培養容器を細胞分
配ユニットＤへ搬送する。
【０１５９】
　細胞分配ユニットＤは、培養容器の蓋を外し、培地注入モジュールにより培養容器内に
所定量の培地を注入して、細胞剥離液の反応を止めた後（ステップＳ１３）、ピペッティ
ングモジュールにより培養容器内の細胞懸濁液を駒込ピペットに吸入する（ステップＳ１
４）。
【０１６０】
　その後、蓋を被せた培養容器を細胞観察ユニットＢへ搬送する。細胞観察ユニットＢは
、培養容器の中を下側に設けた顕微鏡付きカメラにより撮影し、その撮影した画像を画像
処理して、培養容器内に細胞懸濁液が残存するか否かの判定を行う（ステップＳ１５）。
【０１６１】
　ステップＳ１５における判定処理の結果、培養容器内に細胞懸濁液が残存する場合（ス
テップＳ１５のＮｏ）、培養容器を細胞分配ユニットＤへ搬送し、細胞分配ユニットＤに
より、再度、培養容器内の細胞懸濁液を駒込ピペットに吸入した後（ステップＳ１４）、
培養容器を細胞観察ユニットＢへ搬送し、細胞観察ユニットＢにより、再度、細胞懸濁液
が残存するか否かの判定を行う（ステップＳ１５）。
【０１６２】
　ステップＳ１５における判定処理の結果、培養容器内に細胞懸濁液が残存しない場合に
は（ステップＳ１５のＹｅｓ）、細胞分配ユニットＤは、遠沈管ストック部から遠沈管を
取り出し、その取り出した遠沈管の蓋を開けて、ピペッティングモジュールにより駒込ピ
ペット内の細胞懸濁液を遠沈管へ吐出して、遠沈管の蓋を閉める（ステップＳ１６）。な
お、培養容器は、蓋を被せて、細胞観察ユニットＢの排出機構へ搬送する。
【０１６３】
　次に、細胞分配ユニットＤは、蓋を閉めた遠沈管を遠心分離モジュールにセットして、
所定回転数で所定時間遠心分離を行い、細胞懸濁液から細胞を分離する（ステップＳ１７
）。
【０１６４】
　遠心分離作業後、細胞分配ユニットＤは、遠心分離モジュールから遠沈管３７を取り出
し、その取り出した遠沈管の蓋を開けて、上清液吸引モジュールにより遠沈管内から上清
液を吸引して廃棄する（ステップＳ１８）。
【０１６５】
　次に、細胞分配ユニットＤは、培地注入モジュールにより遠沈管内に所定量の培地を注
入した後（ステップＳ１９）、ピペッティングモジュールにより遠沈管内の細胞懸濁液を
攪拌する（ステップＳ２０）。
【０１６６】
　次に、細胞分配ユニットＤは、試料採取モジュールにより、遠沈管内の攪拌された細胞
懸濁液のうちの一定量を駒込ピペットに吸入し（ステップＳ２１）、その吸入した駒込ピ
ペット内の細胞懸濁液を試料容器へ吐出する（ステップＳ２２）。
【０１６７】
　その後、細胞懸濁液が吐出された試料容器を細胞観察ユニットＢへ搬送する。細胞観察
ユニットＢは、試料容器内の細胞懸濁液を撮影した画像を画像処理して、試料容器内の一
定量の細胞懸濁液に含まれる細胞数をカウントする。上位制御部は、その細胞数に基づき
、所定数の細胞ずつ分配されるように、細胞懸濁液を分配する量を決定する（ステップＳ
２３）。
【０１６８】
　その後、試料容器を細胞分配ユニットＤへ搬送する。細胞分配ユニットＤは、試料採取
モジュールにより試料容器内の細胞懸濁液を駒込ピペットに吸入し（ステップＳ２４）、
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その試料容器から回収した駒込ピペット内の細胞懸濁液を遠沈管へ吐出する（ステップＳ
２５）。なお、細胞懸濁液が回収された試料容器は、細胞分配ユニットＤの排出機構へ搬
送する。
【０１６９】
　次に、細胞分配ユニットＤは、ピペッティングモジュールにより遠沈管内の細胞懸濁液
を駒込ピペットに吸入する（ステップＳ２６）。なお、遠沈管は、蓋を閉めて、細胞分配
ユニットＤの排出機構へ搬送する。
【０１７０】
　次に、細胞分配ユニットＤは、遠沈管ストック部４０から空の遠沈管を取り出し、その
取り出した遠沈管の蓋を開け、ピペッティングモジュールにより駒込ピペットから所定数
の細胞を含む量の細胞懸濁液を遠沈管内へ吐出する（ステップＳ２７）。
【０１７１】
　次に、細胞分配ユニットＤは、培地注入モジュールにより遠沈管内に所定量の培地を注
入して細胞懸濁液を希釈し（ステップＳ２８）、細胞分配モジュールにより遠沈管内の細
胞懸濁液を攪拌して（ステップＳ２９）、その攪拌後の細胞懸濁液を駒込ピペットに吸入
する（ステップＳ３０）。なお、遠沈管は、蓋を閉めて、細胞分配ユニットＤの排出機構
へ搬送する。
【０１７２】
　次に、細胞分配ユニットＤは、培養容器ストック部にストックされている培養容器の蓋
を外し、その蓋を外した培養容器を培養容器ストック部から取り出し、細胞分配モジュー
ルにより駒込ピペット内の細胞懸濁液を培養容器へ吐出する（ステップＳ３１）。
【０１７３】
　以上のステップＳ２７～Ｓ３１の処理を繰り返して、所定数の細胞を複数個の培養容器
に播種する。
【０１７４】
　細胞が播種された培養容器は、蓋を被せて、細胞観察ユニットＢへ搬送する。細胞観察
ユニットＢは、培養容器の中を下側に設けた顕微鏡付きカメラにより撮影し、その撮影し
た画像を画像処理して、培養容器内に細胞が均一に播種されているか否かを判定する（ス
テップＳ３２）。
【０１７５】
　ステップＳ３２における判定処理の結果、細胞が均一に播種されていない場合（ステッ
プＳ３２のＮｏ）、搬送ロボットにその培養容器を把持させ、その把持した培養容器を前
後左右に揺動させ、再度観察を実施する（ステップＳ３３）。
【０１７６】
　ステップＳ３２における判定処理の結果、細胞が均一に播種されている場合には（ステ
ップＳ３２のＹｅｓ）、培養容器を細胞培養ユニットＥへ搬送し、培養室に保管して培養
する（ステップＳ３４）。
【０１７７】
　上述したように、連接されている作業ユニットの一部の他の作業ユニットへの入れ替え
等が可能であるので、例えば、培養する細胞の種類に応じた顕微鏡が装備されている細胞
観察ユニットに入れ替えたり、培養方法に応じた処理を行う設備が装備されている細胞処
理ユニットに入れ替えたり、培養する細胞の種類に応じた培養環境を提供する設備が装備
されている細胞培養ユニットに入れ替えることができる。また、ここでは、遠心分離によ
り細胞懸濁液から細胞を分離したが、例えば、温度応答性樹脂を用いて細胞を分離する設
備や、電場や超音波を用いて細胞を分離する設備が装備された細胞分配ユニットに入れ替
えることができる。また、遠心分離を行わずに継代操作を行うときには、遠心分離モジュ
ールを装備しない細胞分配ユニットに入れ替えることができる。また、ユーザが有する既
存の設備を利用するために、その既存の設備に対応する設備が装備されている作業ユニッ
トを取り外すことができる。また、細胞培養ユニットを追加することができ、大量培養に
対応することができる。また、消毒液噴射手段（消毒手段）を装備しない搬入搬出ユニッ
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トを追加してもよいし、消毒手段を装備した搬入搬出ユニットである容器消毒ユニットを
、消毒手段を装備しない搬入搬出ユニットに入れ替えてもよいし、搬入搬出ユニットを設
けない構成としてもよい。また、細胞懸濁液から細胞を分離する分離手段を装備しない細
胞分配ユニットと、分離手段を装備した細胞分離ユニットを設けた構成としてもよい。
【０１７８】
　このように、作業ユニットの入れ替え等が可能であるので、ユーザが所望する設備が装
備された細胞培養装置へ変更することができる。また、細胞懸濁液から細胞を分離する分
離手段を装備しない細胞分配ユニットを使用する場合、細胞懸濁液から細胞を分離する方
法を変更する際や、細胞培養装置から分離手段を取り外す際に、分離手段を装備した作業
細胞分離ユニットを入れ替えたり、細胞分離ユニットを取り外すだけで済み、細胞分配ユ
ニットを入れ替えずに済む。また、遠心分離モジュールを装備した細胞分配ユニットを用
いて、遠心分離と並行して、培地注入作業や細胞懸濁液の定量的な吸入および吐出を繰り
返すピペッティング作業等の各種液体操作を実行するには、遠心分離の振動による各種液
体操作への影響を回避するために、振動を遮断する機構が必要となる。さらに、遠心分離
を行う環境の適温と各種液体操作を行う環境の適温が異なる場合に、遠心分離と並行して
各種液体操作を実行するには、遠心分離を実行する空間と各種液体操作を実行する空間を
断熱する必要があり、また遠心分離と各種液体操作を並行して実行しない場合でも、細胞
分配ユニットの内部空間の温度が遠心分離や各種液体操作に適した温度となるまで待機す
る必要がある。これに対して、細胞懸濁液から細胞を分離する分離手段を装備しない細胞
分配ユニットと、分離手段を装備した細胞分離ユニットとを用いることにより、遠心分離
による振動の他のユニットへの伝達を容易に遮断できるし、遠心分離を実行する空間と各
種液体操作を実行する空間を容易に断熱できるので、遠心分離と並行して各種液体操作を
実行することが容易となる。
【０１７９】
　また、ここでは、排出機構を細胞観察ユニットＢと細胞分配ユニットＤに設けたが、こ
れに限らず、排出機構は、連接されている作業ユニットの少なくとも１台に設ければよい
。
【０１８０】
　また、ここでは、細胞培養装置の内部空間において培養容器等を搬送する手段としてコ
ンベアや搬送ロボットを使用する場合について説明したが、培養容器等を保持可能なステ
ージを搬送させる構成としてもよいし、搬送ロボットやコンベアとステージを組み合わせ
た構成としてもよい。なお、コンベアやステージにより遠沈管を搬送する場合には、コン
ベアやステージにおいて遠沈管を立てた状態で保持する構成とするのが好適である。
【０１８１】
　また、各作業ユニット２の筐体は、互いに整数倍の幅を有するように形成するのが好適
である。このようにすれば、連接されている作業ユニットの一部の他の作業ユニットへの
入れ替え、連接されている作業ユニットの配置変換、作業ユニットの追加、不要な設備が
装備されている作業ユニットの取り外し等が容易となる。特に、設置台上に作業ユニット
を設置する構成や、作業ユニットを位置決めピンおよび位置決めピン用の挿入孔により位
置決めする構成、作業ユニットを設置すると同時に、作業ユニットの電源コネクタに外部
の電源コネクタが接続される構成等において有利となる。
【０１８２】
　また、培養容器に、ＩＣタグのような通信機能を備えた記憶装置（記憶手段）を設け、
連接されている複数台の作業ユニットのうちの少なくとも１台に、その培養容器に設けた
記憶装置と通信する通信装置（通信手段）を設けてもよい。このように構成すれば、例え
ば、細胞培養装置に外部から搬入する初代の細胞が播種された培養容器の記憶装置に、そ
の細胞に関する情報を記憶させておき、継代操作により細胞が分配された各培養容器の記
憶装置に、その初代の細胞に関する情報を記憶させることができ、細胞の管理が容易にな
る。また、例えば、細胞培養装置による作業の内容や、細胞観察ユニットで認識された細
胞の状態等を培養容器の記憶装置に記憶させることにより、様々な条件で培養した細胞の
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比較が容易になる。また、培養室で保管を開始した時刻等の時間情報を記憶させることに
より、各作業における時間管理が容易になる。
【０１８３】
　また、細胞培養装置に外部から搬入する培養容器に、ＩＣタグのような通信機能を備え
た記憶装置（記憶手段）を設け、その記憶装置に予め全作業工程を記憶させておき、連接
されている複数台の作業ユニットのうちの少なくとも１台に、その培養容器に設けた記憶
装置と通信する通信装置（通信手段）を設けて、その培養容器の記憶装置から作業工程を
読み出して上位制御部で管理して、各作業ユニットの設備を動作させる構成としてもよい
。
【０１８４】
　また、継代操作に用いる培養容器や、遠沈管、試料容器に、ＩＣタグのような通信機能
を備えた記憶装置（記憶手段）を設け、それらの記憶装置に予め作業工程を記憶させてお
き、連接されている複数台の作業ユニットのうちの少なくとも１台に、培養容器等に設け
た記憶装置と通信する通信装置（通信手段）を設け、培養容器等の記憶装置から読み出し
た作業工程に従って各作業ユニットの設備を動作させる構成としてもよい。この場合、培
養容器等の記憶装置から全工程を読み出して上位制御部で管理してもよいし、培養容器等
が搬送される各作業ユニットに通信装置（通信手段）を設けて、それらの作業ユニットに
おいて作業工程を順次読み出してもよい。なお、作業工程を順次読み出す場合は、終了し
た作業の情報を培養容器等の記憶装置に書き込むのが好適である。
【０１８５】
　このように培養容器等に設けた記憶装置に予め作業工程を記憶させることにより、細胞
培養装置に装備されている各設備の動作を容易に変更することができ、培養の条件の変更
が容易になる。また、連接されている作業ユニットの一部の他の作業ユニットへの入れ替
え等を行ったときにも、培養容器等の記憶装置から読み出した作業工程に従って各設備を
動作させることができ、容易に動作の内容を変更することができる。
【０１８６】
　また、各作業ユニットに、それぞれの内部空間に充填されている気体を清浄化する清浄
化手段を設けたが、いずれか１台に清浄化手段を設けて、その清浄化手段により細胞培養
装置の内部空間に充填されている気体を清浄化してもよい。また、清浄化手段に代えて、
加熱や過酸化水素ガスにより細胞培養装置の内部空間（作業ユニットの内部空間）を滅菌
する手段を設けてもよいし、清浄化手段と共に滅菌する手段を設けてもよい。
【０１８７】
　　（実施の形態２）
　以下、本発明の細胞培養装置の実施の形態２について、図面を交えて説明する。但し、
前述の実施の形態１において説明した要素と同様の要素については同一符号を付して、説
明を省略する。また、前述の実施の形態１において説明した構成および方法と同様の構成
および方法についても、説明を省略する。
【０１８８】
　ここでは、本発明の細胞培養装置の実施の一形態として、凍結された細胞が入れられた
凍結チューブ（凍結用容器）が搬入されると、その凍結された細胞を解凍し、その解凍し
た細胞を培養する細胞培養装置について説明する。
【０１８９】
　図２７は、本発明の実施の形態２における細胞培養装置の一例を示す斜視図である。図
２７に示すように、この細胞培養装置は、作業ユニットとして、細胞解凍ユニット６０と
、搬入搬出ユニット５９と、細胞継代ユニット６１と、細胞分離ユニット６２と、２台の
細胞培養ユニット６３がこの順に連接されている。
【０１９０】
　なお、本実施の形態２では、搬入搬出ユニット５９の一方側に細胞解凍ユニット６０を
配置し、他方側に細胞継代ユニット６１、細胞分離ユニット６２および細胞培養ユニット
６３を配置したが、このようにすれば、高いクリーン度を要求されない細胞解凍ユニット
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６０と、高いクリーン度を要求される細胞継代ユニット６１、細胞分離ユニット６２およ
び細胞培養ユニット６３とを搬入搬出ユニット５９を介して分離して、お互いの環境に対
して影響を与え難くすることができる。
【０１９１】
　本実施の形態２では、細胞培養装置の内部空間を外部と連通させる第２開口部を有する
作業ユニットとして、側壁ではなく前壁に第２開口部が形成された搬入搬出ユニット５９
を用いる。搬入搬出ユニット５９は、細胞培養装置の端には配置されておらず、その両側
壁には、隣接する作業ユニットの内部空間を互いに連通させる第１開口部が形成されてい
る。但し、搬入搬出ユニット５９には、前述の実施の形態１で説明した消毒手段は装備さ
れていない。
【０１９２】
　また、本実施の形態２では、搬入搬出ユニット５９の第２開口部を介して、凍結チュー
ブの搬入、および培養容器の搬出を行う。したがって、前述の実施の形態１で説明したよ
うに、搬入搬出ユニット５９へ外部から凍結チューブが搬入される際や、搬入搬出ユニッ
ト５９から外部へ培養容器を搬出する際には、搬入搬出ユニット５９の内部空間が隣接す
る作業ユニットの内部空間と連通しないように遮断扉を閉じておくのが好適である。また
、搬入搬出ユニット５９の第２開口部は、当該第２開口部を通過させる培養容器や凍結チ
ューブが通過可能な最小の大きさとするのが好適である。または、第２開口部を通過させ
る培養容器や凍結チューブが通過可能な最小の大きさの開口領域が形成されるように遮断
扉を動作させるのが好適である。または、この搬入搬出ユニット５９に、搬入搬出ユニッ
ト５９の内部空間よりも狭い内部空間を形成する筐体を備えた搬入搬出モジュールを設け
るのが好適である。
【０１９３】
　細胞解凍ユニット６０には、搬送された凍結チューブ内の凍結された細胞を解凍させる
設備や、その解凍された細胞を凍結チューブから遠沈管へ移す設備が装備されている。解
凍された細胞を凍結チューブから遠沈管へ移す設備としては、例えば駒込ピペットにより
凍結チューブ内の細胞懸濁液を吸引し、その駒込ピペット内に吸入された細胞懸濁液を遠
沈管へ吐出する構成としてもよい。
【０１９４】
　また、本実施の形態２では、細胞培養に係る各種液体操作の作業工程に用いる設備が装
備された液体操作ユニットとして、細胞継代ユニット６１が連接されている。本実施の形
態２では、この細胞継代ユニット６１において、単層培養の継代操作に係る各種液体操作
を実行する。具体的には、細胞継代ユニット６１には、前述の実施の形態１で説明した細
胞観察ユニットＢが備える撮影モジュールや、細胞処理ユニットＣが備える細胞剥離液注
入モジュール等、細胞分配ユニットＤが備える培地注入モジュール等の各設備が装備され
ている。但し、細胞継代ユニット６１には、細胞懸濁液から細胞を分離する設備は装備さ
れておらず、細胞懸濁液から細胞を分離する設備は、細胞分離ユニット６２に装備されて
いる。ここでは、細胞分離ユニット６２には、遠心分離により細胞懸濁液から細胞を分離
する設備（遠心分離モジュール）が装備されている。
【０１９５】
　このように、細胞懸濁液から細胞を分離する設備を独立したユニットに装備させること
で、前述の実施の形態１で説明したように、細胞懸濁液から細胞を分離する方法を変更す
る際や、細胞懸濁液から細胞を分離する装備を細胞培養装置から取り外す際に、細胞分離
ユニットを入れ替えたり、細胞分離ユニットを取り外すだけで済む。また、遠心分離によ
り細胞懸濁液から細胞を分離する場合、遠心分離による振動の他のユニットへの伝達を容
易に遮断でき、かつ遠心分離を実行する空間と各種液体操作を実行する空間を容易に断熱
できるので、遠心分離と並行して、培地吸引作業や培地注入作業等の各種液体操作を実行
することが容易となる。
【０１９６】
　細胞培養ユニット６３は、前述の実施の形態１で説明した細胞培養ユニットＥと同様の
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構成であり、培養容器に播種されている細胞を所定の環境で培養する細胞培養モジュール
（培養室）が装備されている。図２７には、細胞培養ユニットを２台使用する場合につい
て例示しているが、無論、細胞培養ユニットの台数は２台に限定されるものではなく、細
胞培養ユニットは１台以上連接させればよい。
【０１９７】
　なお、図２７には、各作業ユニットの制御部に接続し細胞培養装置全体の動作を管理・
制御する上位制御部が装備されている制御装置６４と、加熱や過酸化水素ガスにより細胞
培養装置の内部空間（作業ユニットの内部空間）を滅菌するための滅菌装置６５を図示し
ている。
【０１９８】
　また、図２７には、細胞継代ユニット６１の幅が他の作業モジュールの幅よりも長い場
合について例示している。このように、各作業モジュールの幅が異なる場合には、前述の
実施の形態１で説明したように、各作業ユニットの筐体は、互いに整数倍の幅を有するよ
うに形成するのが好適である。
【０１９９】
　続いて、図２８を用いて、この細胞培養装置の動作の概要について説明する。図２８は
、本発明の実施の形態２における細胞培養装置の動作の概略を示すブロック図である。図
２８に示すように、この細胞培養装置には、搬入搬出ユニット５９の第２開口部を介して
、外部から凍結チューブ６６が搬入される。凍結チューブ６６が搬入されると、搬入搬出
ユニット５９は、隣接する細胞解凍ユニット６０へ凍結チューブ６６を搬送する。
【０２００】
　細胞解凍ユニット６０は、例えば、搬送された凍結チューブ６６を温めた水等の液体に
浸すことで、凍結チューブ６６内の細胞を解凍する。なお、無論、凍結された細胞の解凍
方法はこれに限定されるものではなく、例えば、凍結チューブ６６内に温めた培地を注入
した後に、ピペッティングを数回行う等してもよい。
【０２０１】
　細胞解凍ユニット６０は、解凍された細胞を遠沈管３７へ移し、その解凍された細胞が
入れられた遠沈管３７に培地を注入した後、遠沈管３７に蓋をして、その蓋が閉められた
遠沈管３７を搬入搬出ユニット５９へ搬送する。
【０２０２】
　なお、細胞解凍ユニット６０には、その内部空間において凍結チューブや遠沈管を搬送
する設備や、温めた水等の液体に凍結チューブを浸漬させる設備、凍結チューブや遠沈管
の蓋を開閉する設備、凍結チューブ内の細胞懸濁液を遠沈管へ移す設備、遠沈管ストック
部、遠沈管に培地を注入する設備、使用済みの凍結チューブを細胞培養装置の外部へ排出
するための排出機構等が装備されている。
【０２０３】
　解凍された細胞が入れられた遠沈管３７は、搬入搬出ユニット５９から、細胞継代ユニ
ット６１を介して細胞分離ユニット６２へ搬送される。細胞分離ユニット６２は、遠心分
離作業により遠沈管３７の底部に細胞塊を形成した後、この細胞塊が形成された遠沈管３
７を細胞継代ユニット６１へ搬送する。
【０２０４】
　細胞塊が形成された遠沈管３７が搬送された細胞継代ユニット６１は、まず遠沈管３７
内の上清液を吸引除去した後、遠沈管３７に培地を注入し、その新たな培地が注入された
遠沈管３７内の細胞懸濁液を培養容器２０へ移し、その培養容器２０に蓋をして、その蓋
をした培養容器２０を細胞分離ユニット６２へ搬送する。この培養容器２０は、細胞分離
ユニット６２を介して細胞培養ユニット６３へ搬送される。細胞培養ユニット６３は、そ
の培養容器２０内の細胞を培養室において培養する。培養容器２０内の細胞を培養した後
の動作は、前述の実施の形態１で説明した継代操作の動作と同様であるので、ここでは説
明を省略する。
【０２０５】
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　なお、ここでは、細胞解凍ユニット６０において、解凍された細胞が入れられた遠沈管
への培地の注入を行ったが、この遠沈管への培地の注入は、細胞継代ユニット６１におい
て行ってもよい。また、ここでは、解凍された細胞を遠沈管へ移す場合について説明した
が、一旦、培養容器へ移してもよい。
【０２０６】
　以上のように、細胞解凍ユニット６０と細胞継代ユニット６１との間に搬入搬出ユニッ
ト５９を介在させることで、細胞解凍ユニット６０と細胞継代ユニット６１とを離すこと
ができるので、コンタミネーションの防止の促進を図ることができる。
【０２０７】
　なお、ここでは、作業ユニットとして、細胞解凍ユニット６０と、搬入搬出ユニット５
９と、細胞継代ユニット６１と、細胞分離ユニット６２と、胞培養ユニット６３が連接さ
れている構成について説明したが、例えば、凍結チューブ内の凍結された細胞を人手で解
凍する場合には、図２９に示すように、細胞解凍ユニットを設けない構成としてもよい。
なお、図２９には、培養容器を細胞培養装置へ搬入する場合について示している。この場
合、前述の実施の形態１で説明したように、搬入搬出ユニット５９内に消毒手段（消毒液
噴射手段）を設けてもよい。
【０２０８】
　また、ここでは、コンタミネーションの防止を促進させるために搬入搬出ユニットを連
接させる場合について説明したが、例えば細胞培養装置の設置スペースの関係等から、図
３０に示すように、搬入搬出ユニットを設けない構成としてもよい。なお、図３０には、
培養容器を細胞培養装置へ搬入する場合について示している。この場合でも、安全キャビ
ネット程度のクリーン度を維持することができる。また、この場合、前述の実施の形態１
で説明したように、細胞培養装置の外部から培養容器が搬入される作業ユニット（図３０
に示す例では、細胞継代ユニット６１）に、その作業ユニットの内部空間よりも狭い内部
空間を形成する筐体を備えた搬入搬出モジュールを設けるのが好適である。
【０２０９】
　また、ここでは、遠心分離により細胞懸濁液から細胞を分離させる細胞分離ユニットを
連接させる場合について説明したが、細胞懸濁液からの細胞の分離を行わずに継代操作を
行うときには、図３１に示すように、細胞分離ユニットを設けない構成としてもよい。な
お、図３１には、培養容器を細胞培養装置へ搬入する場合について示している。
【０２１０】
　また、ここでは、細胞継代ユニットに、培養容器等の中の細胞を観察するための撮影モ
ジュールを装備させる場合について説明したが、細胞継代ユニットに撮影モジュールを装
備させずに、撮影モジュールを装備させた作業モジュールを連接させた構成としてもよい
。
【０２１１】
　また、ここでは、細胞継代に係る各種液体操作の作業工程に用いる設備が装備された細
胞継代ユニット６１を使用する場合について説明したが、例えば前述の実施の形態１で説
明したように、細胞観察ユニットＢと、細胞処理ユニットＣと、細胞懸濁液から細胞を分
離する設備が装備されていない細胞分配ユニットＤを連接させてもよい。
【０２１２】
　また、前述の実施の形態１と同様に、凍結チューブと培養容器に、ＩＣタグのような通
信機能を備えた記憶装置（記憶手段）を設け、連接されている複数台の作業ユニットのう
ちの少なくとも１台に、凍結チューブや培養容器の記憶装置と通信する通信装置（通信手
段）を設けてもよい。このように構成すれば、例えば、細胞培養装置に外部から搬入され
た凍結チューブの記憶装置に、その凍結チューブ内の細胞に関する情報を記憶させておき
、継代操作により細胞が分配された各培養容器の記憶装置に、その凍結チューブに入れら
れた細胞に関する情報を記憶させることができ、細胞の管理が容易になる。また、例えば
、細胞培養装置による作業の内容や、撮影モジュールで認識された細胞の状態等を培養容
器の記憶装置に記憶させることにより、様々な条件で培養した細胞の比較が容易になる。
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また、培養室で保管を開始した時刻等の時間情報を記憶させることにより、各作業におけ
る時間管理が容易になる。
【０２１３】
　また、前述の実施の形態１と同様に、細胞培養装置に外部から搬入する凍結チューブに
、ＩＣタグのような通信機能を備えた記憶装置（記憶手段）を設け、その記憶装置に予め
全作業工程を記憶させておき、連接されている複数台の作業ユニットのうちの少なくとも
１台に、凍結チューブの記憶装置と通信する通信装置（通信手段）を設けて、凍結チュー
ブの記憶装置から作業工程を読み出して上位制御部で管理して、各作業ユニットの設備を
動作させる構成としてもよい。
【０２１４】
　また、前述の実施の形態１と同様に、当該細胞培養装置において実行する各種作業に用
いる凍結チューブや、培養容器、遠沈管、試料容器に、ＩＣタグのような通信機能を備え
た記憶装置（記憶手段）を設け、それらの記憶装置に予め作業工程を記憶させておき、連
接されている複数台の作業ユニットのうちの少なくとも１台に、凍結チューブ等の記憶装
置と通信する通信装置（通信手段）を設け、凍結チューブ等の記憶装置から読み出した作
業工程に従って各作業ユニットの設備を動作させる構成としてもよい。この場合、凍結チ
ューブ等の記憶装置から全工程を読み出して上位制御部で管理してもよいし、凍結チュー
ブ等が搬送される各作業ユニットに通信装置（通信手段）を設けて、それらの作業ユニッ
トにおいて作業工程を順次読み出してもよい。なお、作業工程を順次読み出す場合は、終
了した作業の情報を凍結チューブ等の記憶装置に書き込むのが好適である。
【０２１５】
　このように凍結チューブ等に設けた記憶装置に予め作業工程を記憶させることにより、
細胞培養装置に装備されている各設備の動作を容易に変更することができ、培養の条件の
変更が容易になる。また、連接されている作業ユニットの一部の他の作業ユニットへの入
れ替え等を行ったときにも、凍結チューブ等の記憶装置から読み出した作業工程に従って
各設備を動作させることができ、容易に動作の内容を変更することができる。
【０２１６】
　なお、ここでは、細胞解凍ユニット６０を連接させたが、凍結チューブ内の凍結された
細胞を解凍する設備に加えて、例えば遠心分離により底部に細胞塊が形成され、上清液が
吸い出された遠沈管が他の作業ユニットから搬送されると、ＤＭＳＯ、グリセロール、セ
ルバンガー等の凍結保護剤を注入して懸濁した後、遠沈管から凍結チューブへ細胞懸濁液
を移して、その凍結チューブを凍結保存する設備が装備された細胞保存・解凍ユニットに
入れ替えてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２１７】
　本発明にかかる細胞培養装置は、連接されている作業ユニットの一部の他の作業ユニッ
トへの入れ替え、連接されている作業ユニットの配置変換、作業ユニットの追加、不要な
設備が装備されている作業ユニットの取り外し等が可能となり、所望の作業工程の仕様に
合わせた様々な態様の細胞培養装置に変更することができ、ＥＳ細胞やｉＰＳ細胞、間葉
系幹細胞、体性幹細胞等の様々な細胞の培養の自動化に有用である。また、単層（接着）
培養や浮遊培養、包埋培養等の様々な培養方法による細胞培養の自動化に有用である。ま
た、実験レベルの小規模な細胞培養から、工業的な大量培養の自動化に有用である。
【図面の簡単な説明】
【０２１８】
【図１】本発明の実施の形態１における細胞培養装置の一例を示す斜視図
【図２】本発明の実施の形態１における細胞培養装置の作業ユニットの設置例を示す斜視
図
【図３】本発明の実施の形態１における細胞培養装置の作業ユニットの他の設置例を示す
斜視図および正面図
【図４】本発明の実施の形態１における細胞培養装置の作業ユニットの一例を示す斜視図
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【図５】本発明の実施の形態１における細胞培養装置の作業ユニットの他例を示す斜視図
【図６】本発明の実施の形態１における細胞培養装置の搬送手段の一例を説明するための
縦断面図および横断面図
【図７】本発明の実施の形態１における細胞培養装置の搬送手段の他例を説明するための
縦断面図および横断面図
【図８】本発明の実施の形態１における細胞培養装置の制御ブロックの一例を示すブロッ
ク図
【図９】本発明の実施の形態１における細胞培養装置の容器消毒ユニットＡの構成の一例
を説明するための縦断面図および横断面図
【図１０】本発明の実施の形態１における細胞培養装置に用いる蓋付きの培養容器の一例
を示す斜視図
【図１１】本発明の実施の形態１における細胞培養装置の細胞観察ユニットＢの構成の一
例を説明するための縦断面図および横断面図
【図１２】本発明の実施の形態１における細胞培養装置の細胞処理ユニットＣの構成の一
例を説明するための縦断面図および横断面図
【図１３】本発明の実施の形態１における細胞培養装置に用いる培養容器の蓋を外した状
態の一例を示す斜視図
【図１４】本発明の実施の形態１における細胞培養装置の細胞分配ユニットＤの構成の一
例を説明するための縦断面図
【図１５】本発明の実施の形態１における細胞培養装置の培地注入モジュールの一例を説
明するための図
【図１６】本発明の実施の形態１における細胞培養装置の搬送ロボットが遠沈管を把持し
ている状態の一例を示す図
【図１７】本発明の実施の形態１における細胞培養装置のピペッティングモジュールの一
例を説明するための図
【図１８】本発明の実施の形態１における細胞培養装置の搬送ロボットが遠沈管を把持し
ている状態の一例を示す図
【図１９】本発明の実施の形態１における細胞培養装置の遠沈管蓋開閉モジュールの一例
を説明するための図
【図２０】本発明の実施の形態１における細胞培養装置の試料採取モジュールの一例を説
明するための図
【図２１】本発明の実施の形態１における細胞培養装置に用いる試料容器の一例を説明す
るための斜視図
【図２２】本発明の実施の形態１における細胞培養装置の細胞培養ユニットＥの構成の一
例を説明するための縦断面図
【図２３】本発明の実施の形態１における細胞培養装置の細胞培養モジュールの一例を説
明するための図
【図２４】本発明の実施の形態１における細胞培養装置による継代操作を示す第１フロー
図
【図２５】本発明の実施の形態１における細胞培養装置による継代操作を示す第２フロー
図
【図２６】本発明の実施の形態１における細胞培養装置による継代操作を示す第３フロー
図
【図２７】本発明の実施の形態２における細胞培養装置の一例を示す斜視図
【図２８】本発明の実施の形態２における細胞培養装置の動作の概略を示すブロック図
【図２９】本発明の実施の形態２における細胞培養装置の他例１を示すブロック図
【図３０】本発明の実施の形態２における細胞培養装置の他例２を示すブロック図
【図３１】本発明の実施の形態２における細胞培養装置の他例３を示すブロック図
【符号の説明】
【０２１９】
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　　１　　　細胞培養装置
　　２　　　作業ユニット
　　３、３ａ、３ｂ　　　作業ユニットの開口部
　　４、４ａ、４ｂ　　　作業ユニットの遮断扉
　　５　　　設置台
　　５ａ、５ｂ　　設置台の架台
　　６　　　設置台の電源コネクタ
　　７　　　設置台の挿入穴
　　８　　　作業ユニットの突起部材
　　９　　　架台の溝
　１０　　　作業ユニットの前壁に設けた遮断扉
　１１　　　ＨＥＰＡフィルタ
　１２　　　ころ
　１３　　　コンベア
　１３ａ　　第１コンベア
　１３ｂ　　分流コンベア部
　１３ｃ　　第２コンベア
　１４　　　作業エリア
　１５　　　搬送ロボットの把持部
　１６　　　搬送ロボットのＸ軸レール
　１７　　　搬送ロボットのＹ軸レール
　１８　　　作業ユニットの制御部
　１９　　　細胞培養装置の上位制御部
　２０　　　培養容器
　２１ａ、２１ｂ　　　消毒液噴射モジュールの消毒液噴射ノズル
　２２ａ、２２ｂ　　　消毒液噴射モジュールのノズル保持部
　２３　　　消毒ステージ
　２４ａ　　顕微鏡付きカメラの顕微鏡
　２４ｂ　　顕微鏡付きカメラの撮像素子
　２５　　　撮影モジュールのカメラ保持部
　２６　　　観察ステージ
　２６ａ　　載置領域
　２７　　　培地吸引モジュールのピペット
　２８　　　培地吸引モジュールのピペット保持部
　２９　　　細胞洗浄液注入モジュールのピペット
　３０　　　細胞洗浄液注入モジュールのピペット保持部
　３１　　　細胞洗浄液吸引モジュールのピペット
　３２　　　細胞洗浄液吸引モジュールのピペット保持部
　３３　　　細胞剥離液注入モジュールのピペット
　３４　　　細胞剥離液注入モジュールのピペット保持部
　３５　　　培地注入モジュールのピペット
　３６　　　培地注入モジュールのピペット保持部
　３７　　　遠沈管
　３８　　　ピペッティングモジュールの駒込ピペット
　３９　　　ピペッティングモジュールのピペット保持部
　４０　　　遠沈管ストック部
　４１　　　遠沈管蓋開閉モジュール
　４２　　　遠心分離モジュール
　４３　　　上清液吸引モジュールのピペット
　４４　　　上清液吸引モジュールのピペット保持部
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　４５　　　試料採取モジュールの駒込ピペット
　４６　　　試料採取モジュールのピペット保持部
　４７　　　試料採取モジュールの把持部
　４７ａ　　把持部のアーム
　４８　　　試料容器
　４９　　　試料容器の基台
　５０　　　基台の凹部
　５１　　　試料容器のスライド部材
　５１ａ　　スライド部材の被把持部
　５２　　　培養容器ストック部
　５３　　　細胞分配モジュールの駒込ピペット
　５４　　　細胞分配モジュールのピペット保持部
　５５　　　細胞培養モジュール
　５６　　　細胞培養モジュールの開口部
　５７　　　細胞培養モジュールの遮断扉
　５８　　　細胞培養モジュールの載置台
　５９　　　搬入搬出ユニット
　６０　　　細胞解凍ユニット
　６１　　　細胞継代ユニット
　６２　　　細胞分離ユニット
　６３　　　細胞培養ユニット
　６４　　　制御装置
　６５　　　滅菌装置
　６６　　　凍結チューブ
 
【図１】 【図２】
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【図２０】
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【図２３】 【図２４】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】
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