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(57)【要約】
　　撮像サイトメトリーにおける測定精度を上げるため
の装置、システムおよび方法。システムは、第１粒子が
発した光と、第２粒子が発した光を測定するように構成
された光検出器を含むことができ、この場合第２粒子か
ら測定した光は、重複領域において第１粒子から測定し
た光の少なくとも一部に重なる。これに加えて、システ
ムは、光検出器に結合されたプロセッサを含むことがで
き、このプロセッサは、重複領域における第１粒子から
の光の寄与率を特定し、重複領域における第２粒子から
の光の寄与率を特定するように構成されている。また、
プロセッサは第１粒子からの光の寄与率から第２粒子か
らの光の寄与率を引き、第１粒子が発した光の輝度を特
定するように構成することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒子測定デバイスにおける測定精度を上げるための方法であって、この方法は、
　第１粒子が発した光を測定するステップと、
　第２粒子が発した光を測定し、この測定した光を重複領域において前記第１粒子から前
記測定した光の少なくとも一部と重ねるステップと、
　前記重複領域における前記第１粒子からの光の寄与率を特定するステップと、
　前記重複領域における前記第２粒子からの光の寄与率を特定するステップと、
　前記第１粒子からの前記光の寄与率から前記第２粒子からの前記光の寄与率を引くステ
ップと、
　前記第１粒子が発した光の輝度を特定するステップ、
　とから構成されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第１粒子および前記第２粒子が発した光を測定するステップは、ＣＣＤ検出器によ
って行なわれる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１粒子および前記第２粒子が発した光を測定するステップは、ＣＭＯＳ検出器に
よって行なわれる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１粒子および前記第２粒子が発した光を測定するステップは、量子ドット検出器
によって行なわれる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記重複領域における前記第２粒子からの前記光の寄与率を特定するステップは、前記
第２粒子からの光のガウス分布を計算するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１粒子の測定を捨てるステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　粒子測定デバイスにおける測定精度を上げるための方法であって、
　第１粒子が発した光を測定するステップと、
　第２粒子が発した光を測定するステップであり、前記第２粒子が発した光の少なくとも
一部が前記第１粒子から反射されるステップと、
　前記第１粒子から反射された前記第２粒子からの光の寄与率を特定するステップと、
　前記第１粒子から反射された前記第２粒子からの前記光の寄与率が所定の値を超えた場
合、前記第１粒子の測定を捨てるステップを含む方法。
【請求項８】
　前記第１粒子から反射された前記第２粒子からの前記光の寄与率を特定するステップは
、前記第１粒子と前記第２粒子の間の距離を測定するステップを含む、請求項７に記載の
方法。
【請求項９】
　特定のコンピュータによって実行される際、前記コンピュータが以下の動作を行なうよ
うにする有形のコンピュータ読取り可能媒体を備えたコンピュータ読取り可能コードであ
って、前記動作が、
　第１粒子が発した光を測定するステップと、
　第２粒子が発した光を測定し、この測定した光を重複領域において前記第１粒子から前
記測定した光の少なくとも一部と重ねるステップと、
　前記重複領域における前記第１粒子からの光の寄与率を特定するステップと、
　前記重複領域における前記第２粒子からの光の寄与率を特定するステップと、
　前記第１粒子からの前記光の寄与率から前記第２粒子からの前記光の寄与率を引くステ
ップと、
　前記第１粒子が発した光の輝度を特定するステップを含む、有形のコンピュータ読取り
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可能媒体。
【請求項１０】
　特定のコンピュータによって実行される際、前記コンピュータが動作を行なうようにす
る読取り可能コードをさらに備え、前記第１粒子および前記第２粒子が発した光を測定す
るステップは、ＣＣＤ検出器を使用して行なわれる、請求項９に記載の有形のコンピュー
タ読取り可能媒体。
【請求項１１】
　特定のコンピュータによって実行される際、前記コンピュータが動作を行なうようにす
る読取り可能コードをさらに備え、前記第１粒子および前記第２粒子が発した光を測定す
るステップはＣＭＯＳ検出器を使用して行なわれる、請求項９に記載の有形のコンピュー
タ読取り可能媒体。
【請求項１２】
　特定のコンピュータによって実行される際、前記コンピュータが動作を行なうようにす
る読取り可能コードをさらに備え、前記第１粒子および前記第２粒子が発した光を測定す
るステップは量子ドット検出器を使用して行なわれる、請求項９に記載の有形のコンピュ
ータ読取り可能媒体。
【請求項１３】
　特定のコンピュータによって実行される際、前記コンピュータが動作を行なうようにす
る読取り可能コードをさらに備え、前記重複領域における前記第２粒子からの前記光の寄
与率を特定するステップは、前記第２粒子からの光のガウス分布を計算するステップを含
む、請求項９に記載の有形のコンピュータ読取り可能媒体。
【請求項１４】
　特定のコンピュータによって実行される際、前記コンピュータが動作を行なうようにす
る読取り可能コードをさらに備え、前記第１粒子の測定を捨てるステップを含む、請求項
９に記載の有形のコンピュータ読取り可能媒体。
【請求項１５】
　光学分析システムであって、
　第１粒子が発した光と、第２粒子が発した光を測定するように構成された光検出器であ
り、前記第２粒子から測定した前記光と、重複領域において前記第１粒子から測定した前
記光の少なくとも一部と重なる光検出器と、
　前記光検出器に結合されたプロセッサであり、
　前記重複領域における前記第１粒子からの光の寄与率を特定し、
　前記重複領域における前記第２粒子からの光の寄与率を特定し、
　前記第１粒子からの前記光の寄与率から前記第２粒子からの前記光の寄与率を引き、
　前記第１粒子が発した光の輝度を特定するように構成されたプロセッサを備える光学分
析システム。
【請求項１６】
　前記光検出器はＣＣＤ検出器である、請求項１５に記載の光学分析システム。
【請求項１７】
　前記光検出器はＣＭＯＳ検出器である、請求項１５に記載の光学分析システム。
【請求項１８】
　前記光検出器は量子ドット検出器である、請求項１５に記載の光学分析システム。
【請求項１９】
　前記プロセッサがさらに、前記第２粒子からの光の予測分布を計算することで、前記重
複領域における前記第２粒子からの前記光の寄与率を特定するように構成される、請求項
１５に記載の光学分析システム。
【請求項２０】
　前記プロセッサがさらに、前記第１粒子の測定を捨てるように構成される、請求項１５
に記載の光学分析システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像データ処理のための方法およびシステムに関する。一部の実施形態は、
粒子の画像を処理するために１つまたは複数のステップを実施するシステムおよび方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　電荷結合素子（ＣＣＤ）検出器などの検出器を使用する撮像作業が、生物工学用途で使
用されている。一部の用途では、ＣＣＤは、特定の光源に応答して粒子が発した蛍光性の
光を測定するように構成されている。粒子は特定の蛍光物質がどのくらい存在するかによ
って、異なる輝度の蛍光発光を有することができる。蛍光物質の量は、複数の条件を示す
可能性がある。例えば蛍光発光の大きさは、特定の物質の有無、あるいは粒子による特定
の物質の吸収を示す場合がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　粒子撮像デバイスにおける測定精度を上げるための方法が提示されている。一実施形態
において方法は、第１粒子が発した光を測定するステップと、第２粒子が発した光を測定
するステップを含むことができ、この場合第２粒子から測定した光は、重複領域において
第１粒子から測定した光の少なくとも一部に重なる。いくつかの実施形態において方法は
、重複領域における第１粒子からの光の寄与率を特定するステップと、重複領域における
第２粒子からの光の寄与率を特定するステップを含むことができる。これに加えて方法は
、第１粒子からの光の寄与率から第２粒子からの光の寄与率を引くステップと、第１粒子
が発した光の輝度を特定するステップを含むことができる。
【０００４】
　いくつかの実施形態において、第１粒子および第２粒子が発した光を測定するステップ
は、二次元ＣＣＤ検出器を使用して行なうことができる。いくつかの実施形態において、
光検出器は、ＣＭＯＳ検出器または量子ドット検出器であってよい。またいくつかの実施
形態において、重複領域における第２粒子からの光の寄与率を特定するステップは、第２
粒子からの光のガウス分布を計算するステップを含むことができる。いくつかの実施形態
において、第２粒子から測定した光の少なくとも一部は、第１粒子から反射されている。
重複領域における第２粒子からの光の寄与率を特定するステップは、第１粒子から反射さ
れた第２粒子からの光を計算するステップを含むことができる。これに加えて、第２粒子
からの光の寄与率を特定するステップは、第１粒子と第２粒子の間の距離を測定するステ
ップを含むことができる。第２粒子から測定された光の量を特定するステップは、第２粒
子の輝度を測定するステップを含むことができる。いくつかの実施形態において、方法は
、第１粒子の測定を捨てるステップを含むことができる。
【０００５】
　また粒子測定デバイスにおける測定精度を上げるための方法も提示されている。いくつ
かの実施形態において、方法は、第１粒子が発した光を測定するステップと、第２粒子に
よって放出された光を測定するステップを含むことができ、この場合第２粒子が発した光
の少なくとも一部は、第１粒子から反射される。方法はまた、第１粒子から反射された第
２粒子からの光の寄与率を特定するステップと、および／または第１粒子の測定を捨てる
ステップを含むことができる。いくつかの実施形態において、第１粒子から反射された第
２粒子からの光の寄与率が、所定の値を超えた場合、第１粒子の測定を捨てることができ
る。いくつかの実施形態において、第１粒子から反射された第２粒子からの光の寄与率を
特定するステップは、第１粒子と第２粒子の間の距離を測定するステップを含んでいる。
これに加えて、方法は、２つの粒子間の相対的な輝度を特定するステップを含むことがで
きる。
【０００６】
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　特定のコンピュータによって実行される際、このコンピュータが動作を行うようにする
コンピュータ読取り可能コードを備えた有形のコンピュータ読取り可能媒体も提示されて
いる。いくつかの実施形態において、この動作は、第１粒子が発した光を測定するステッ
プと、第２粒子が発した光を測定するステップを含むことができ、この場合第２粒子から
測定した光は、重複領域において第１粒子から測定した光の少なくとも一部に重なる。ま
たこの動作は、重複領域における第１粒子からの光の寄与率を特定するステップおよび／
または重複領域における第２粒子からの光の寄与率を特定するステップを含むことができ
る。いくつかの実施形態において、動作は、第１粒子からの光の寄与率から第２粒子から
の光の寄与率を引くステップと、第１粒子が発した光の輝度を特定するステップを含むこ
とができる。
【０００７】
　いくつかの実施形態において、第１粒子および第２粒子が発した光を測定する動作は、
ＣＣＤ検出器、ＣＭＯＳ検出器および／または量子ドット検出器を使用して行なうことが
できる。またこの動作は、重複領域における第２粒子からの光の寄与率を特定するステッ
プを含むことができ、このステップは、第２粒子からの光のガウス分布を計算するステッ
プを含むことができる。
【０００８】
　いくつかの実施形態において、第２粒子から測定した光の少なくとも一部は、第１粒子
から反射される。いくつかの実施形態において、重複領域における第２粒子からの光の寄
与率を特定する動作は、第１粒子から反射される第２粒子からの光を計算するステップを
含むことができる。第２粒子からの光の寄与率を特定する動作は、第１粒子と第２粒子の
間の距離を測定するステップを含むことができる。いくつかの実施形態において、第２粒
子から測定した光の量を特定する動作はさらに、第２粒子の輝度を測定するステップを含
むことができる。いくつかの実施形態において、この動作は、第１粒子の測定を捨てるス
テップを含むことができる。
【０００９】
　また光学的な分析システムも提示されている。いくつかの実施形態において、システム
は、第１粒子が発した光と、第２粒子が発した光を測定するように構成された光検出器を
含むことができ、この場合、第２粒子から測定した光は、重複領域において第１粒子から
測定した光の少なくとも一部に重なる。これに加えて、システムは、光検出器に結合され
たプロセッサを含むことができ、この場合プロセッサは、重複領域における第１粒子から
の光の寄与率を特定し、重複領域における第２粒子からの光の寄与率を特定するように構
成されている。プロセッサはまた、第１粒子からの光の寄与率から第２粒子からの光の寄
与率を引き、第１粒子が発した光の輝度を特定するように構成されてよい。
【００１０】
　いくつかの実施形態において、光検出器は、ＣＣＤ検出器、ＣＭＯＳ検出器および／ま
たは量子ドット検出器であってよい。またプロセッサは、第２粒子からの光のガウス分布
を計算することで、重複領域における第２粒子からの光の寄与率を特定するように構成す
ることができる。これに加えてプロセッサは、第１粒子から反射された第２粒子からの光
を計算するように構成することができ、重複領域における第２粒子からの光の寄与率を特
定することができる。いくつかの実施形態において、プロセッサはさらに第１粒子と第２
粒子の距離を測定することで、第２粒子からの光の寄与率を特定するように構成すること
ができる。またプロセッサは、第２粒子の輝度を測定することで、第２粒子から測定した
光の量を特定するように構成することができる。いくつかの実施形態において、プロセッ
サは、第１粒子の測定を捨てるように構成される場合もある。
【００１１】
　また粒子撮像デバイスにおける測定精度を上げるための方法も提示されている。いくつ
かの実施形態において、方法は、第１光源を使用して粒子に光を当てるステップと、光検
出器を使用して、第１光源に応答して粒子が発した光の第１測定を取得することによって
第１画像を形成するステップを含むことができる。方法はまた、この第１画像を補間する
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ことによって第２画像を形成するステップを含むことができ、この場合第２画像は、第１
画像より高い解像度を有する。これに加えて、方法は、第２画像において粒子の中心を特
定するステップを含むことができる。
【００１２】
　いくつかの実施形態において、方法は、第２画像を統合することによって、粒子の輝度
を特定するステップを含むことができる。これに加えて方法は、光の第１測定の解析的な
表示を形成するステップと、この解析的な表示を統合することによって粒子の輝度を特定
するステップを含むことができる。いくつかの実施形態において、方法は、第２画像のピ
クセルと、予測分布との間の差を特定するステップと、この差が所定の閾値を超えた場合
、光の第１測定を捨てるステップを含むことができる。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、予測分布は、ガウス分布であってよい。方法はまた、第
２光源によって粒子に光を当てるステップと、光検出器を使用して、第２光源に応答して
粒子が発した光の第２測定を取得することによって、第３画像を形成するステップを含む
ことができる。これに加えて方法は、第３画像において粒子の中心を特定するステップと
、第２画像における粒子の中心と、第３画像における粒子の中心の間に位置する差を特定
するステップを含むことができる。いくつかの実施形態において、方法は、この差に応答
する第２画像と第３画像の偏差を計算するステップを含むことができる。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、方法は、第１画像と第３画像の位置を合わせるステップ
を含むことができる。方法はまた、複数の粒子を使用して第２画像と第３画像の間の偏差
を計算するステップを含むことができる。
【００１５】
　特定のコンピュータによって実行される際、このコンピュータが動作を行なうようにす
るコンピュータ読取り可能コードを備える有形のコンピュータ読取り可能媒体も提示され
ている。いくつかの実施形態において、この動作は、第１光源を使用して粒子に光を当て
るステップと、光検出器を使用して第１光源に応答して粒子が発した光の第１測定を取得
することによって、第１画像を形成するステップを含むことができる。これに加えて、動
作は、第１画像を補間することによって第２画像を形成するステップであって、この場合
第２画像は、第１画像より高い解像度を有するステップと、第２画像において粒子の中心
を特定するステップを含むことができる。
【００１６】
　いくつかの実施形態において、動作は、第２画像を統合することによって粒子の輝度を
特定するステップを含むことができる。また動作は、光の第１測定の解析的な表示を形成
するステップと、この解析的な表示を統合することによって粒子の輝度を特定するステッ
プを含むこともできる。また動作は、第２画像のピクセルと、予測分布の間の差を特定す
るステップと、この差が所定の閾値を超えた場合、光の第１測定を捨てるステップを含む
ことができる。
【００１７】
　いくつかの実施形態において、予測分布はガウス分布である。また動作は、第２光源に
よって粒子に光を当てるステップと、光検出器を使用して、第２光源に応答して粒子が発
した光の第２測定を取得することによって第３画像を形成するステップ、および／または
第３画像において粒子の中心を特定するステップを含むことができる。いくつかの実施形
態において、動作は、第２画像における粒子の中心と、第３画像における粒子の中心の間
に位置する差を特定するステップ、および／またはこの差に応答する第２画像と第３画像
の偏差を計算するステップを含むことができる。いくつかの実施形態において、動作は、
第１画像と第３画像の位置を合わせるステップを含むことができる。また動作は、複数の
粒子を使用して第２画像と第３画像の間の偏差を計算するステップを含むことができる。
【００１８】
　また光学的な分析システムも提示されている。いくつかの実施形態においてシステムは
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、第１光源に応答して粒子が発した光を測定するように構成された光検出器と、この光検
出器に結合されたプロセッサを含むことができる。プロセッサは、光の第１測定を取得す
ることによって第１画像を形成し、この第１画像を補間することによって第２画像を形成
するように構成することができ、この場合第２画像は、第１画像より高い解像度を有する
。プロセッサはまた、第２画像における粒子の中心を特定するように構成することができ
る。
【００１９】
　いくつかの実施形態において、プロセッサは、第２画像を統合することによって粒子の
輝度を特定するように構成することができる。これに加えてプロセッサは、光の第１測定
の解析的な表示を形成するステップと、この解析的な表示を統合することによって粒子の
輝度を特定するように構成することができる。いくつかの実施形態において、プロセッサ
はさらに、第２画像のピクセルと、予測分布との間の差を特定し、この差が所定の閾値を
超えた場合、光の第１測定を捨てるように構成される。いくつかの実施形態において、予
測分布はガウス分布である。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、プロセッサはさらに、第２光源によって粒子に光を当て
るおよび／または光検出器を使用して、第２光源に応答して粒子が発した光の第２測定を
取得することによって第３画像を形成するように構成することができる。これに加えてプ
ロセッサは、第３画像において粒子の中心を特定し、第２画像における粒子の中心と、第
３画像における粒子の中心の間に位置する差を特定する、および／またはこの差に応答す
る第２画像と第３画像の間の偏差を計算するように構成することができる。
【００２１】
　いくつかの実施形態において、プロセッサはさらに、第１画像と第３画像の位置を合わ
せるように構成することができる。これに加えてプロセッサはさらに、複数の粒子を使用
して第２画像と第３画像の間の偏差を計算するように構成することができる。いくつかの
実施形態においてプロセッサは、第１画像と第３画像の間の偏差を計算するように構成す
ることができる。
【００２２】
　用語「結合された（ｃｏｕｐｌｅｄ）」は、接続された状態と定義されているが、必ず
しも直接的である必要はなく、また機械的である必要もない。
【００２３】
　用語「１つの（ａ）」および「１つの（ａｎ）」は、本開示がはっきりとそうでないこ
とを要求しない限り、１つまたは複数と定義される。
【００２４】
　用語「実質的に（ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌｌｙ）」およびその変形は、大部分という意
味で定義されているが、これは当業者によって理解されるように特定されるものの全体で
ある必要はなく、１つの非制限的な実施形態では「実質的に」とは、特定されるものの１
０％の範囲内、好ましくは５％の範囲内、より好ましくは１％の範囲内、最も好ましくは
０．５％の範囲内を指している。
【００２５】
　用語「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」（および「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」およ
び「備えている（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」などのいずれの形態の備えるも）、「有する
（ｈａｖｅ）」（および「有する」（ｈａｓ）および「有している」（ｈａｖｉｎｇ）な
どのいずれの形態の有するも）、「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」（「含む」（ｉｎｃｌｕｄ
ｅｓ）および「含んでいる（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」などのいずれの形態の含むも）およ
び「包含する（ｃｏｎｔａｉｎ）」（および「包含する（ｃｏｎｔａｉｎｓ）」および「
包含している（ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ）」などのいずれの形態の包含するもの）は、開放
型の連結動詞である。結果として、１つまたは複数のステップまたは要素を「備える」、
「有する」、「含む」または「包含する」方法またはデバイスは、１つまたは複数のステ
ップまたは要素を所有するが、但しこれらの１つまたは複数の要素のみを所有するように
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限定されない。同様に１つまたは複数の特徴を「備える」、「有する」、「含む」または
「包含する」方法のステップまたはデバイスの要素は、１つまたは複数の特徴を所有する
が、これらの１つまたは複数の特徴のみを所有するように限定されない。さらに特定の方
法で構成されたデバイスまたは構造体は、少なくともその方法において構成されるが、列
挙されない方法で構成される場合もある。
【００２６】
　他の特徴および関連する利点は、添付の図面に関連する以下の特定の実施形態の詳細な
記載を参照することで明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
　以下の図面は、本明細書の一部を形成しており、本発明の特定の態様をさらに例示する
目的で含まれている。本明細書に提示される特定の実施形態の詳細な記載に関連してこの
ような図面の１つまたは複数を参照することによって、本発明をより適切に理解すること
ができる。
【００２８】
【図１】撮像サイトメトリー用のシステムの一実施形態を示す概略ブロック図である。
【図２Ａ】２つの近くにある粒子の光の分布を示すグラフである。
【図２Ｂ】２つの近くにある粒子の光の分布を示すグラフである。
【図３】ＣＣＤ検出器によって取得した複数の粒子の測定である。
【図４Ａ】ＣＣＤ検出器によって取得した１つの粒子の測定である。
【図４Ｂ】図４Ａに示される測定を三次元グラフィックアートによって表示したものであ
る。
【図５Ａ】図４Ａに示される粒子の補間後の画像である。
【図５Ｂ】図５Ａに示される粒子を三次元グラフィックアートによって表示したものであ
る。
【図６Ａ】いくつかの粒子が共に接近した場合の複数の粒子の測定である。
【図６Ｂ】図６Ａに示される測定した粒子に基づいた補間後の画像を三次元グラフィック
アートによって表示したものである。
【図７】２つの近くにある粒子の光の分布を示すグラフである。
【図８】一方の粒子の光の寄与率を別の光の寄与率から引くための方法を表すフローチャ
ートである。
【図９】画像サイトメトリー測定の精度を上げるための方法を表すフローチャートである
。
【図１０】サイトメトリー画像においてバックグラウンド信号の輝度を特定するための方
法を表すフローチャートである。
【図１１Ａ】ＣＣＤ検出器の出力を表す行列である。
【図１１Ｂ】データ操作で使用されるステップを示す行列である。
【図１１Ｃ】データ操作で使用されるステップを示す行列である。
【図１１Ｄ】データ操作で使用されるステップを示す行列である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　様々な特徴および有利な詳細が、非限定的な実施形態を参照してより完全に説明されて
おり、これらの実施形態は添付の図面に示されており、以下の記載において詳細が記載さ
れている。よく知られた出発原料、処理技術、構成要素および装備の記載は、本発明の詳
細を不必要に不明瞭にしないために省略されている。しかしながらこの詳細な記載および
特定の例は、本発明の実施形態を示しており、これは例示する目的であって、限定する目
的では提示されていないことを理解されたい。根底を成す進歩的な概念の精神および／ま
たは範囲内にある多様な代替形態、修正形態、追加部分および／または再構成が、本開示
から当業者に明らかになるであろう。
【００３０】
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　粒子に関して複数の実施形態が本明細書に記載されているが、本明細書に記載されるシ
ステムおよび方法はまた、マイクロスフェア、ポリスチレンビーズ、微小粒子、金ナノ粒
子、量子ドット、ナノドット、ナノ粒子、ナノシェル、ビーズ、マイクロビーズ、ラテッ
クス粒子、ラテックスビーズ、蛍光ビーズ、蛍光粒子、カラー粒子、カラービーズ、組織
、細胞、微生物、有機物、無機物または当分野で知られた任意の他の別個の物質と共に使
用することもできることを理解されたい。粒子は、分子反応のための伝達手段として機能
することができる。適切な粒子の例は、Ｆｕｌｔｏｎに対する米国特許第５，７３６，３
３０号、Ｃｈａｎｄｌｅｒ等に対する米国特許第５，９８１，１８０号、Ｆｕｌｔｏｎに
対する米国特許第６，０５７，１０７号、Ｃｈａｎｄｌｅｒ等に対する米国特許第６，２
６８，２２２号、Ｃｈａｎｄｌｅｒ等に対する米国特許第６，４４９，５６２号、Ｃｈａ
ｎｄｌｅｒ等に対する米国特許第６，５１４，２９５号、Ｃｈａｎｄｌｅｒ等に対する米
国特許第６，５２４，７９３号、Ｃｈａｎｄｌｅｒに対する米国特許第６，５２８，１６
５号に示され記載されており、これらはあたかも本明細書に完全に記載されるように参照
によって組み込まれている。本明細書に記載されるシステムおよび方法は、これらの特許
に記載されるいずれかの粒子と共に使用することができる。加えて、本明細書に記載され
る方法およびシステムの実施形態で使用する粒子は、テキサス州、オースティン、Ｌｕｍ
ｉｎｅｘ社などの製造元より入手することができる。用語「粒子」、「ビーズ」および「
マイクロスフェア」は本明細書において相互に入れ替えて使用することができる。
【００３１】
　加えて、本明細書に記載されるシステムおよび方法に適合可能な粒子の種類には、粒子
の表面にくっついた、または粒子の表面に結合した蛍光物質を有する粒子が含まれる。こ
のような種類の粒子は、蛍光染料または蛍光粒子が粒子の表面に直接結合することで蛍光
（すなわち測定した、特定の粒子の同一性を特定する、または特定の粒子が属する部分集
合の同一性を特定するために使用した蛍光発光）の分類を供給し、このような粒子は、Ｃ
ｈａｎｄｌｅｒ等に対する米国特許第６，２６８，２２２号およびＣｈａｎｄｌｅｒ等に
対する米国特許第６，６４９，４１４号に示され記載されており、これらはあたかも本明
細書に完全に記載されるように参照によって組み込まれている。また本明細書に記載され
る方法およびシステムで使用することができるこのような種類の粒子には、粒子の中核に
１つまたは複数の蛍光色素または蛍光染料が組み込まれた粒子が含まれる。
【００３２】
　本明細書に記載される方法およびシステムで使用することができる粒子にはさらに、１
つまたは複数の適切な光源に曝されると、それ自体が１つまたは複数の蛍光信号を呈する
粒子が含まれる。さらに粒子は、励起されると粒子が、多様な蛍光信号を呈するように作
製される場合もあり、この信号をそれぞれ個別にまたは組み合わせて使用して粒子の同一
性を特定することができる。以下に記載するように画像データ処理作業は、とりわけ複合
検体流体のための粒子の分類、ならびに粒子に結合した検体の量の特定を含むことができ
る。特定のレポ－タ信号が粒子に結合した検体の量を表しており、この信号は、典型的に
は動作中は認識されないため、分類された波長または波長帯だけではなく、レポ－タ波長
または波長帯にも蛍光を発する特別に染色された粒子が本明細書に記載される工程で使用
される場合もある。
【００３３】
　本明細書で記載される方法は一般に、粒子の１つまたは複数の画像を分析するステップ
と、この画像から測定したデータを処理することで粒子の１つまたは複数の特徴、これに
限定するものではないが、多様な検出波長における粒子の蛍光発光の大きさを表す数値な
どを特定するステップを含んでいる。例えば１つまたは複数のこの数値を使用して粒子が
属する多重の部分集合を表すトークンＩＤおよび／または存在を表すレポータ値および／
または粒子の表面に結合した検体の量などの粒子の１つまたは複数の特徴のその後の処理
作業は、Ｆｕｌｔｏｎに対する米国特許第５，７３６，３３０号、Ｃｈａｎｄｌｅｒ等に
対する米国特許第５，９８１，１８０号、Ｃｈａｎｄｌｅｒ等に対する米国特許第６，４
４９，５６２号、Ｃｈａｎｄｌｅｒ等に対する米国特許第６，５２４，７９３号、Ｃｈａ
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ｎｄｌｅｒに対する米国特許第６，５９２，８２２号、Ｃｈａｎｄｌｅｒ等に対する米国
特許６，９３９，７２０号、米国特許公開第２００７／００６４９９０号に記載される方
法によって行なうことができ、これらはあたかも本明細書に完全に記載されるように参照
により組み込まれている。一例において、Ｃｈａｎｄｌｅｒ等に対する米国特許第５，９
８１，１８０号に記載される技法を、本明細書に記載される蛍光測定と共に粒子が、単一
サンプルにおける多様な検体を分析するための部分集合に分類されるマルチプレックス式
スキームにおいて使用することができる。一実施形態において本明細書に記載される方法
は、ＭａｇＰｉｘ分子診断機器で使用することができる。ＭａｇＰｉｘは、数千個の不規
則に分散した磁気ビーズの蛍光輝度を測定する自動画像処理ソフトウェアを備えた蛍光マ
イクロスコープである。
【００３４】
　ここで図面に戻ると、図１は、撮像サイトメトリーのためのシステム１００を示してい
る。図１は、現在、縮尺通りに描かれているが、このシステムの詳細を不明瞭にしないた
めに、システムの一部の要素は示されていないことに留意されたい。
【００３５】
　システムは、１つまたは複数の粒子１１０を有することができる撮像チャンバ１０２を
有する。図１に見られるように、粒子１１０は、撮像チャンバ１０２に沿って均一に分散
される訳ではないため、粒子の集合１１２などいくつかの粒子が共に接近している。いく
つかの実施形態において、粒子は不規則に分散される。したがってより多くの粒子が撮像
チャンバ１０２上に存在する程、２つの粒子がより接近する可能性が高くなる。図１はま
た、第１光源１０４と第２光源１０６を示しており、この場合光源は、撮像チャンバ１１
６上にある粒子１１０に光を当てるように構成されている。いくつかの実施形態において
、このような光源は発光ダイオード（ＬＥＤ）であってよい。第１光源１０４は、第２光
源１０６とは異なる色（または発せられる光の波長）を有することができる。光線１１４
は、第１光源１０４が発する光を表している。光線１１４はこのとき、粒子１１０に光を
当てることができ、この粒子は蛍光発光することができる。粒子１１０によって形成され
た蛍光性の光はその後、光検出器１０８に向けて発することができる。図１の光線１１６
は、粒子１１０が発した蛍光性の光を表している。
【００３６】
　光検出器１０８は、粒子１１０が発した蛍光性の光を検出するように構成されている。
光検出器は、ＣＣＤ検出器、ＣＭＯＳ検出器、量子ドット検出器、あるいは他の検出器で
あってよい。いくつかの実施形態では、ノイズが少なく高い解像度を有する光検出器１０
８が有益である。ＣＣＤ検出器は、二次元画像を形成するピクセルの二次元アレイであっ
てよい。例えばこの用途で使用することができるＣＣＤ検出器は、ＫｏｄａｋのＫＡＩ－
４０２１である。
【００３７】
　一部のケースでは、２つ以上の粒子が共に接近している場合もある。このような場合、
光検出器１０８で測定した光が共に接近する場合があり、さらには重なり合う場合もある
。したがって２つ以上の粒子が共に接近するような場合では、２つの異なる粒子から光を
測定するピクセルが存在する場合がある。システムの測定精度を上げるための取り組みに
おいて、各々の粒子からの光の寄与率を特定するため、２つの異なる粒子からの光の重複
を引くことができる。あるいは重複が検出された後、重なり合う粒子の測定を捨てる場合
もある。
【００３８】
　光検出器１０８は、プロセッサ１１８に結合される。プロセッサは、ＣＣＤ検出器から
生データを取得し、このデータを処理することで粒子１１０に関して有益なデータを取得
するように構成されている。いくつかの実施形態において、プロセッサは、必要なメモリ
、データ記憶装置および入力／出力デバイスを備えた専用プロセッサであってよい、ある
いはそれは、本明細書に記載される機能を果たすようにプログラムされたパーソナルコン
ピュータであってよい。このプロセッサによって使用されるデータ記憶装置は、ハードド
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ライブ、光学ドライブまたはフラッシュメモリデバイスなどの有形の記憶媒体である。入
力／出力デバイスは、ユーザの情報を出力するモニタであってよい、あるいはイーサネッ
ト（登録商標）制御装置などの通信装置であってよく、この装置によって、粒子１１０に
関して集めた情報を離れた場所に送信することが可能になる。加えてプリンタを使用して
データを有形の形態で出力することもできる。
【００３９】
　図２Ａに戻ると、２つの粒子が発した光が一次元で示されている。粒子２０２からの光
のピークと、粒子２０４からの光のピークが存在する。この例において、粒子２０２から
の光の輝度は、粒子２０４からの光の輝度よりも有意に高い。しかしながら２つの粒子は
わずかに重なり合い、粒子２０２からの光は、粒子２０４から測定された光に寄与してい
る。いくつかの実施形態において、粒子２０４に属する光を、粒子２０２に属する光から
引くことができる。したがって粒子２０２に関する測定を、粒子２０４がない場合の粒子
の測定により近づけることができる。この方法の１つの利点は、複数の粒子を正確に測定
することができることにより、システム全体の精度が上がることである。
【００４０】
　図２Ｂに戻ると、このグラフもまた、共に接近する２つの粒子が発した光を示している
。しかしながら粒子２０６の輝度は、粒子２０８からの光の輝度と相対的に同様である。
この図から見られるように、このような２つの粒子の間には有意により多くの重複があり
、粒子２０８から粒子２０６への光の寄与率の特定が、より難しくなりうる。このような
状況では、これらの粒子に関する２つの測定を捨てることができる。あるいは他の粒子に
よる影響を最も受けない粒子の測定されたピークと勾配に基づく標準的なガウス分布を使
用して、粒子の分布を概算することもできる。例えば粒子２０６のピークおよび／または
粒子２０６の左勾配を使用して、粒子２０６の予測される分布を概算することができる。
その後この予測分布を使用することで、粒子２０６のピークの両側にある測定された光（
これは粒子２０８からの光を含む）を測定するのではなく、粒子２０６が発した光の輝度
を特定することができる。粒子２０８でも同様の（但し鏡像）過程を使用することで、粒
子２０６が寄与しない粒子２０８の輝度を特定することができる。隣接する粒子の寄与率
を引くことによって複数の粒子を測定することができ、それによってシステムの精度を上
げることができる。
【００４１】
　図３に戻ると、ＣＣＤ検出器を使用したいくつかの粒子の測定が示されている。例えば
粒子３０２と粒子３０４があり、これらの粒子は重複領域３０６において重複している。
本明細書に記載される方法を使用することで、粒子３０２と３０４が共に接近しているに
も関わらず、これらの粒子を正確に測定することができる。
【００４２】
　図３はまた別の状況も示しており、この場合一方の粒子がピクセルに対して光を与え、
別の粒子からの光を測定することができる。粒子３０８および３１０は、その中心付近の
白点から分かるように比較的明るい粒子である。粒子３０８と３１０の間に別の粒子３１
２があるが、粒子３１２はこれらの粒子に比べてはるかに薄暗い。粒子３１２の一態様は
、周辺部より中心の方が薄暗いことである。典型的には粒子がほぼ円形である場合、測定
した光は、中心が最も明るくなる。しかしながら粒子３１２では、粒子３０８および３１
０に最も近い縁部が、粒子３１２の中心よりも明るくなる。粒子３１２の縁部で測定され
たこの光は、粒子３０８および３１０からの反射または屈折によって生じている。粒子３
１２によって実際に生成された光の正確な測定を得るには、粒子３０８および３１０から
の寄与率を引かなければならない。反射からの光の寄与率を引く１つの方法は、近くの粒
子の表面から反射することが予測される光の量を計算することである。いくつかの実施形
態において、予想される光の計算方法は、近くの粒子の距離を測定するステップを含んで
いる。図３では、粒子３０８が粒子３１２に近づく程、粒子３１２の表面からより多くの
光が反射されると予測される。また粒子３０８が明るくなる程、粒子３１２の表面からよ
り多くの光が反射されると予測される。懸濁媒体または粒子の材料およびサイズなどの他
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のパラメータが、どのくらいの光が反射されるかということに影響を与える場合があるた
め、これらのパラメータを使用することで、粒子の表面から反射されると予測される光の
量を計算することができる。
【００４３】
　粒子の表面から反射される光の他に、光が粒子を通り抜けて、あるいは粒子の表面を通
り抜けて屈折する場合もある。粒子と懸濁媒体で屈折率が異なる場合があるため、光は特
定の角度で粒子に進入し、別の角度で出ていく可能性がある。したがって粒子３０８から
の光は、実質的に粒子３１２に向かって進み、粒子３１２を通り抜けて屈折し、光検出器
１０８で終わることができる。
【００４４】
　いくつかの実施形態において、さらに高い輝度を有する粒子に近接することが理由で粒
子が捨てられる場合がある。粒子３０８と３１２の間が近接しており、その輝度に比較的
大きな差があることから、粒子３１２は測定から捨てられる場合がある。誤差があると分
かっている測定を捨てることによって、システム全体の精度を改善することができる。い
くつかの実施形態において、特定の表を使用して、測定を捨てる必要がある場合を特定す
ることができる。隣接する粒子から離れる程、特定の粒子の測定が捨てられないうちは、
より強力になる。全方向性の放熱器が発する輝度は、この距離の２乗のペースで降下する
ため、隣接する粒子が許容できる輝度は、距離の２乗だけ増大し得る。表１は、距離と輝
度の間の関係の一例を示しており、これを使用して、特定の粒子を捨てる必要がある場合
を特定することができる。輝度の段階は、単に相対語で示されるだけであり、光の輝度の
実際の単位を表している。表１の値の関係は、光の予測される放散と、距離の１／ｒ＾２
に従っている。例えば２０ピクセル離れた粒子を捨てるための閾値は、１０ピクセル離れ
た粒子を捨てるための閾値の４倍である。この表は、一例であって限定するものではない
。
【００４５】
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【表１】

【００４６】
　いくつかの実施形態において、輝度と距離の他の関係を利用して、粒子の測定を捨てる
必要があるかどうかが特定される場合もある。例えば表２は、測定を捨てるのに使用する
ことができる相対的な輝度を示している。この例において、輝度（相対語でも示される）
は、経験的に導き出すことができ、個々のピクセルの差の生データを表すことができる。
例えば６ピクセル離れた特定の粒子の個々のピクセル値が、対象の粒子のピークピクセル
より７０００「単位」大きい場合、隣接する粒子の輝度が、測定にマイナスの影響を与え
る恐れがあるため、対象の粒子は捨てることができる。またこの例において、対象の粒子
のピークピクセルから４ピクセルの距離内にあるいずれの隣接するピクセルも、そのよう
な近くのピクセルは、対象の粒子それ自体の大きさの範囲内にあると仮定されるために無
視される。また例えばピクセル距離に対するピークが２０ピクセル離れている場合、それ
ぞれの輝度の間の差に関わらず、いずれも捨てる必要はない。
【００４７】



(14) JP 2013-533975 A 2013.8.29

10

20

30

40

50

【表２】

【００４８】
　いくつかの実施形態では、個々の粒子を測定することができ、この測定を処理すること
で、測定の精度を上げることができる。図４Ａは、ＣＣＤ検出器を使用した粒子の測定か
らの生データを示す図である。この図は、１１ピクセル×１１ピクセルであり、１つの粒
子を示している。粒子の中心はおおまかに見分けることができるが、この中心の精度は、
せいぜい１ピクセルか１／２ピクセルであり得る。この画像は、光源１０４によって粒子
に光を当てることによって形成されている。粒子１１０は、粒子の内部または粒子の表面
のいずれかに蛍光物質を有することができる。光源１０４からの光１１４によって、蛍光
物質が蛍光し、光１１６を発することができる。光１１６はその後、光検出器１０８によ
って検出することができる。光検出器は、ＣＣＤ検出器であってよく、この光検出器はそ
の後、プロセッサ１１８に情報を伝送することができる。図４Ａに示される情報は生デー
タであり、光検出器１０８によって形成された、何らかの処理が行なわれる前の情報を指
している。プロセッサ１１８がこの生データを取得し、このデータを操作することで有益
な出力、粒子に含まれる物質に関連する情報などを形成する。いくつかの実施形態におい
て、プロセッサは、２つ以上のプロセッサであってよい。例えば図１に示されるように、
光検出器１０８は、一部の処理作業と、プロセッサ１１８への情報の伝達を行なう１つの
プロセッサを有することができる。プロセッサ１１８はその後、この情報を取得し、さら
に加工することによって有効な出力を形成することができる。
【００４９】
　図４Ｂは、図４Ａで測定した粒子を三次元グラフィックアートによって表現したものを
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示している。図４Ｂに見ることができるように粒子の輝度は、粒子の中心において明らか
に高くなっているが、粒子の実際の位置は、容易に測定されない。
【００５０】
　一実施形態において粒子の位置の精度は、図４Ａの測定を補間することで図５Ａの画像
を形成することによって改善される。図５Ａは、１１０ピクセル×１１０ピクセルの画像
を示している。図５Ａに含まれる情報は、補間を使用して図４Ａの情報から計算される。
いくつかの実施形態において、使用される補間はスプライン補間である。いくつかの実施
形態において、使用される補間は多項式補間である。またいくつかの実施形態では、粒子
の中心に近い領域のみが補間され、これによりシステムに要求されるリソースを抑えるこ
とができる。
【００５１】
　補間を利用する１つの利点は、粒子の中心の位置をより精密に特定することができる点
である。例えば図５Ａでは、最も高い輝度を有するピクセルを使用して、粒子の中心を特
定することができる。図４Ａと比較して、粒子の中心を１０倍の精度で特定することがで
きる。システムの１つの利点は、検出器単独よりも粒子の中心をより精密に特定すること
ができる点である。したがって解像度が制限されたＣＣＤ検出器でも、高い解像度の出力
を提供することができる。これによりシステムがより解像度の低いＣＣＤ検出器を有する
ことが可能になり、これにより安価になる、またはよりノイズが少なくなる、あるいはシ
ステムが、利用可能な最も解像度の高いＣＣＤ検出器よりも高い解像度を達成することが
可能になる。加えて補間方法は、光学機器による解像度のロスを補償するのを助けること
ができる。いくつかの実施形態において、レンズがシステムをよりコンパクトにするのに
役立つ場合があるが、これは測定された粒子の解像度に悪影響を与える場合がある。補間
は、解像度のロスを相殺することができる。
【００５２】
　いくつかの実施形態において、粒子のピーク値から粒子の輝度を計算することができる
が、これは予測分布が分かっているためである。いくつかの実施形態において、粒子の輝
度は、補間後の画像を統合することによって測定することができ、これにより測定した輝
度の解像度がより高くなる可能性がある。粒子の測定した輝度は、粒子から光を受信する
全てのピクセルの合計を含んでいる。したがって輝度を見つける１つの方法は、全てのピ
クセル輝度を併せて足すことである。粒子の中心を検出する際の高い解像度と同様に、補
間後の画像を統合することによって粒子の輝度をより高い解像度で特定することができる
。具体的には図４Ｂに示される粒子の輝度は、図４Ｂの全てのピクセルの高さを足すこと
によって特定することができる。同様に図５Ｂの全てのピクセルの高さを足す（および図
４Ｂよりも１００倍の点が図５Ｂにあるため１００で割る）ことによって、高い解像度で
粒子の輝度を見つけることができる。測定された粒子の輝度を高い精度で特定することが
できるため、システム全体の精度が改善する。異なる粒子における異なる輝度レベルを見
分けることができ、これにより異なる粒子における異なる吸収レベルを見分けることが可
能になる。システムの目的は、蛍光物質の量を測定することであるため、蛍光物質の輝度
の測定精度は、システムの性能に直接つながっている。
【００５３】
　いくつかの実施形態において、粒子の解析的な表示は、生データ画像または補間後の画
像のいずれかを使用して計算することができる。この実施形態では、ガウス曲線などの特
定の曲線を測定地点に適合させることができる。曲線の分布は、レンズの点広がり関数か
らガウス分布であってよい。予測される曲線は、特定の計算式または行列として表すこと
ができ、その後これを使用して粒子の中心または粒子の輝度を特定することができる。例
えば粒子の中心は、この曲線の導関数がゼロに等しい場所である。導関数がゼロに等しい
地点が２つ以上ある場合、この画像は２つ以上の粒子を含んでいる可能性がある。またこ
の計算式をこの中心の特定の半径の辺りで統合することによって、粒子の輝度を特定する
ことができる。
【００５４】
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　粒子の中心から距離ｒを有する地点ｐにおける輝度は、数１によって概算することが可
能である。
【００５５】
【数１】

【００５６】
　この場合ａおよびｂは定数である。具体的にはａは中心におけるピーク輝度値であり、
ｂは減衰速度である。値ｂは、数２に示される少なくとも２乗の手法を利用して、１セッ
トのＮデータ地点Ｐ1・・・ＰNからの較正時間において概算することができる。
【００５７】
【数２】

【００５８】
　この場合ｃは、粒子の中心である。対数の性質により、より大きな値よりもより小さい
値の方が誤差に大きく寄与することに留意されたい。これには、粒子の中心から離れた値
よりも粒子の中心に近い値を重み付けする作用がある。この重み付けは適切であり、その
理由は、中心から離れた地点がより多くなるためであり、半径ｒ1がｒ2まで増大する際、
この円の範囲内で低下するピクセルの数が、ｒ1／ｒ2の比の二乗だけ増加するためである
。したがって粒子の中心により近い地点は、粒子の中心から離れた地点よりも対象となり
得る。
【００５９】
　Ｉ（ｐ）をこの画像における地点ｐの輝度とする。Ｅ（ｐ）は、予測される輝度ｆ（ｐ
）からの誤差を指すものとする。
【００６０】

【数３】

【００６１】
　この場合、Ｎ（ｒ）は、中心から離れたピクセルよりも中心により近いピクセルに重み
付けをするように作用する正常化機能である。Ｎ（ｒ）の１つの特定の選択は以下の通り
。
【００６２】
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【数４】

【００６３】
　粒子の分類を容認するには、以下が要求される。
【００６４】
【数５】

【００６５】
【数６】

【００６６】
　何らかの定数値ε１およびε２に関して、この場合地点Ｐ1・・・ＰNは粒子の中心を囲
む特定の半径の範囲内にある。
【００６７】
　いくつかの実施形態において、粒子選別器を、好ましくはサブピクセルの正確なピーク
位置の周辺で機能させることで、粒子が、推定されるガウス形状の輝度に似たものを呈す
るかどうかを数量化することができる。粒子のピーク位置ｑの任意の特定された半径の範
囲内に１セットのピクセルＰがあるものと仮定すると、理想の撮像粒子は、数１の形態を
有するガウス形状に合わせたモデルの特定の輝度形状を呈することが推定され、この場合
ｒは、Ｐの要素ｐからｑまでのユークリッド距離であり、ａは、ｑにおける輝度値であり
、ｂは、マイナスの兆候を持つ輝度の減衰パラメータである。粒子を区別するためのアル
ゴリズムが、何らかの測定基準の下に輝度（ｐ）対ｆ（｜｜ｐ－ｑ｜｜）の誤差を測定し
、Ｐにある全てのピクセルに渡るこの誤差の蓄積は、進行するのに十分小さいものである
。そうでなければ、粒子は、さらなる処理作業から捨てることができる。区別する作業は
、より大きな精度を実現するためにサブピクセル画像の座標空間において行なわれるのが
好ましい。
【００６８】
　図６Ａは、複数の粒子を含む１つの画像の生データを示している。図６Ｂは、三次元レ
ンダリングにおける補間後の情報を示している。粒子６０２を正確に測定することができ
、この粒子の輝度に関する信頼できる情報を与えることができる。しかしながら他の粒子
は、信頼できる情報を提供するには余りにも共に接近しすぎている。一実施形態において
、開示される方法は、粒子が考慮され、特定の出力を生成するのに使用すべき場合と、こ
の粒子を捨てる必要がある場合を特定する。一実施形態において、予測分布は、特定の粒
子のピーク輝度および既知の粒子のサイズに基づいて計算される。例えば全ての粒子が特
定のサイズである場合、測定した光のガウス分布を予想することができる。したがって粒
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子のピーク輝度を測定することによって、粒子の残りの形状を推定することができる。そ
の後この推定された形状を使用して、測定が２つ以上の粒子からの光を含むかどうかを特
定することができる。例えば予測分布は、粒子の中心から２ピクセル離れた特定のピクセ
ルが、中心においてこのピクセルの輝度の５０％を有するべきであると予想することがで
きる。したがって任意の方向に２ピクセル離れた特定のピクセルが、中心ピクセルの輝度
の８０％を有する場合、近くに別の粒子があると推測することができる。このような状況
において、この粒子を統合するよりもこの測定を捨てることで、輝度を特定することが好
ましいと特定することができる。近くに光に寄与する粒子がある場合、測定した輝度が人
為的に増長され、これにより不正確な測定になる場合もある。
【００６９】
　図７は、２つの粒子７０２と７０４のグラフを示しており、これらの粒子は光検出器１
０８によって互いに近くで測定される。実線は、粒子７０２と７０４の測定された輝度を
示している。点線は、粒子７０２の予測分布を示しており、これは粒子７０２のピークお
よび／または粒子７０２の左勾配によって計算することができる。この点線を使用して、
粒子７０４の測定に対する粒子７０２の寄与率を引くことができる。あるいはこの点線を
使用して、粒子７０２および／または７０４の測定を捨てる必要がある場合を特定するこ
とができる。
【００７０】
　いくつかの実施形態において、１セットの粒子の２つ以上の画像が取得される。例えば
第２光源１０６を使用して第３画像を取得することができ、この場合第２光源１０６は、
第１光源１０４からの光１１４とは異なる波長で光１１５を発する。第２光源１０６が異
なる波長で光１１６を発することから、これを利用して、粒子１１０において提示され得
る第２のタイプの蛍光物質を検出することができる。したがって粒子１１０が、第１光源
１０４の光の下ではなく、第２光源１０６の光の下で蛍光する物質を有する場合、第３画
像は、第１画像にはない特定の場所に粒子を有する場合がある。しかしながら一部のケー
スでは、第１画像と第３画像の両方で単一の粒子が測定される場合もあり、この粒子を使
用して第１画像と第３画像を位置合わせすることができる。例えば第１画像と第３画像が
、数ピクセルだけずれている場合、第１画像における粒子の中心が、第３画像における同
一粒子の中心からずれている場合、これらの２つの画像の位置を合わせることができる。
いくつかの実施形態において、２つ以上の粒子を使用して異なる画像の位置を合わせるこ
とができる。いくつかの実施形態において、多くの粒子を使用して画像の位置を合わせる
場合もあり、この場合多くの粒子から測定された偏差は平均される。いくつかの実施形態
において、一部の偏差が捨てられる場合もあり、その理由は、それらが誤った測定を表し
ており、残りの偏差は平均することができるためである。
【００７１】
　以下に続く概略的なフローチャートは、概ね論理的なフローチャートとして記載されて
いる。そういうものとして、記載される順番および名前が付けられたステップは、提示さ
れる方法の一実施形態を示すものである。例示の方法の機能、論理または１つまたは複数
のステップに対する作用、またはその一部において等価な他のステップおよび方法を考え
ることができる。加えて、採用される形式および記号は、方法の論理ステップを説明する
ために提供されるものであり、方法の範囲を限定しないものと理解される。このフローチ
ャート図では様々な矢印の種類と線の種類が利用されているが、それらは、これに対応す
る方法の範囲を限定しないものと理解される。当然のことながら、一部の矢印または他の
接続記号を使用することで方法の論理フローのみを表す場合もある。例として、特定の矢
印は、記載される方法の列挙されるステップにおける、明示されない継続期間の待機また
はモニタリング時間を示す場合もある。加えて、特定の方法が行なわれる順番は、示され
る対応するステップの順番に厳密に忠実な場合と、忠実でない場合がある。
【００７２】
　図８は、撮像サイトメトリーにおける測定の精度を上げるための方法８００の一実施形
態を示している。一実施形態において方法８００は、ステップ８０２で始まる。ステップ
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８０２において、光源１０４を使用して粒子１１０に光を当て、その後この粒子は蛍光し
、光を発し、この光は検出器１０８において測定される。ステップ８０４において、同一
の光検出器１０８を使用して第２粒子からの光が測定される。いくつかの実施形態におい
て、８０２および８０４の測定は同時に行なわれる。ステップ８０６において各々の粒子
からの光の寄与率が特定される。いくつかの実施形態において、粒子からの光の寄与率を
特定するこのステップは、既知のパラメータと測定したパラメータに基づいて光の予測分
布を計算するステップを含む。例えば既知のパラメータは、粒子の半径であってよい。測
定したパラメータは、粒子のピーク輝度であってよい。既知のパラメータと測定されたパ
ラメータを使用して、粒子の予測分布を計算することができる。例えば予測分布は、数１
で表されるようにガウス分布であってよい。いくつかの実施形態において、予測分布は、
粒子の解析的な表示を計算することによって特定することができる。いくつかの実施形態
では、予測分布を概算するヒューリスティックな方法が使用される場合もある。例えば特
定のピクセルの輝度は、ピクセルが粒子の中心からどのくらい離れているかによって特定
のパーセンテージだけ低下すると概算することができる。ステップ８０８において、予測
分布を使用して、一方の粒子の寄与率を他方の粒子の測定から引くことができる。
【００７３】
　いくつかの実施形態において、画像同士の位置を合わせるステップが行なわれることで
、各々の粒子を、全ての画像チャネルにおいて確実に正確な位置に対応付けることができ
この場合位置合わせの誤差は、ｘおよび／またはｙ方向の画像座標の平行移動Ｔであると
推測される。画像チャネルにおいてピークサーチを行うことが可能な場合、画像同士の位
置合わせのアルゴリズムは、画像チャネルにわたって検出されたピークの位置合わせをす
る。ピークサーチが全ての画像チャネルではなく、一部の画像チャネルで行なわれる場合
、画像同士の位置合わせアルゴリズムの代わりに、全てのチャネルにわたるピーク値の中
間位置ｑを使用し、この場合ピークは、ピークサーチを行なうことができないチャネルｃ
における粒子の位置に関する最初の値として見つけられている。その後この位置ｑは、１
／ｓサブピクセルステップにおいて両方の軸に沿って＋／－ｒピクセルまでｑを摂動させ
ることが可能になり、かつ最大の光学パラメータを生むこの摂動後の値ｑを取得すること
によってｃにおいて改良される。全ての粒子に関して画像間の粒子の移動は、ベクトルｑ
－ｐとして計算され、このベクトルは記録される。したがって各々の粒子は、その好まし
い位置合わせのために移動することを投票する。全ての粒子がそのそれぞれの好ましい位
置合わせのための移動を投票した後、このベクトル投票空間における最も多数を占める集
団として、平行移動Ｔを果たす統計的に有意な包括的な移動を見ることができる。最も多
数を占める集団の位置が特定され、この集団の集まりの中心が、Ｔを果たす画像同士の位
置合わせベクトルとして算出される。
【００７４】
　いくつかの実施形態において、画像同士の位置合わせステップは、境界を示す正方形ま
たは円形を使用して多数の粒子の中心を見つけるステップを含むことができる。１つの方
法によると、特定のサイズ（例えば５ピクセルｘ５ピクセル）の全ての可能な境界を示す
正方形を合計し、所定の値より高い合計を有する正方形が、粒子の中心を包含するとみな
される。この技法は、表面染料の分布が、粒子のこの領域にわたって均一でない場合に、
単に最大のピクセルの大きさを見つけるステップよりもより正確であり得る。例えば蛍光
染料分子が、粒子の表面に不均一に分散された場合、この染料が発する最大の光は、粒子
の中心から来るのではなく、測定された光がガウス分布を有することはない。
【００７５】
　図１１Ａ－１１Ｅは、領域の境界を示す方法のいくつかの実施形態を示している。記載
される第１の実施形態は、長さが変化する境界を示す正方形を使用する方法である。選択
された光学パラメータが、特定の制約Ｚによってピクセル値の合計を利用するステップに
関連する場合、この場合Ｚは、一部の固定値ｒが全てのｗに関する上限であるｐに中心が
置かれた長さ２＊ｗ＋１の境界を示す正方形の中にこのようなピクセル値を特定しており
、その合計は、以下のように合計の行列を事前に算出することによって効率的に算出する
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必要がある。
【００７６】
　Ｌ＝ｓ＊ｋ＋ｒとする。ｐに中心を置く長さＮ＝２＊Ｌ＋１の境界を示す正方形の範囲
内にある全てのピクセルが、仮の行列Ｍにコピーされ、この仮の行列Ｍは、左の境界（最
小ｘ）と上（最小ｙ）の境界の両方が０の状態でバッファに入れられる（ステップＡ）。
【００７７】
　行列Ｍの長さＮ＋１の横列Ｒを考えると、この場合Ｒ［－１］が左側における０エント
リであるように表している。Ｍにおける各々のＲに関しては以下の通りである。
【００７８】
　合計を０に初期設定する。
【００７９】
　各々の整数ｉは、０からＮ－１である（ステップＢ０）。
【００８０】
　合計＝合計＋Ｒ［ｉ］に更新する。
【００８１】
　Ｒ［ｉ］＝合計を割り当てる。
【００８２】
　任意の所与のｋに関して、Ｒ［ｋ］は、左方向への全ての値の合計を表しており、行列
Ｍの横列Ｒにおいてｋを含んでいる。
【００８３】
　今度は行列Ｍの長さＮ＋１の縦列Ｃを考えると、この場合、Ｃ［－１］が最上位におけ
る０エントリであるように表している。Ｍにおける各々のＣに関しては以下の通りである
。　
【００８４】
　合計を０に初期設定する。
【００８５】
　各々の整数ｉは、０からＮ－１である（ステップＣ０）。
【００８６】
　合計＝合計＋Ｃ［ｉ］に更新する。
【００８７】
　Ｃ［ｉ］＝合計を割り当てる。
【００８８】
　ここでｐ＝＜ｘ，ｙ＞に中心を置く長さ２＊ｗ＋１の境界を示すボックスの周りの画像
における全てのピクセルの合計は、以下のように算出することができる。
【００８９】
　合計＝Ｍ［ｕ１，ｖ１］＋Ｍ［ｕ０，ｖ０］－Ｍ［ｕ１，ｖ０］－Ｍ［ｕ０，ｖ１］（
ステップＤ０）
【００９０】
　この場合ｕ０＝（ｐ－ｑ）．ｘ＋Ｌ－ｗ－１，ｖ０＝（ｐ－ｑ）．ｙ＋Ｌ－ｗ－１であ
る。
【００９１】
　ｕ１＝（ｐ－ｑ）．ｘ＋Ｌ＋ｗ，ｖ１＝（ｐ－ｑ）．ｙ＋Ｌ＋ｗである。
【００９２】
　最大の合計を獲得する位置ｐをここで効果的に特定することができる。
【００９３】
　一例として、ステップＡにおいてピクセル値をコピーした後の図１１Ａに示される行列
１１０２を考えると、この場合、その目的は、境界を示す正方形１１０４の中にあるピク
セルの合計を見つけることである。ステップＢ０およびＣ０に記載されるように各々の横
列と縦列を合計した後、図１１Ｂに示されるような行列１１０６が得られ、この場合各々
のセルは、図１１Ａのピクセルに対応しており、それ自身と、それより上およびその左側
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にある全てのピクセルの合計が含まれている。例えば図１１Ｂの正方形１１０８は、図１
１Ａにおける正方形１１０５にある全てのピクセルの合計である。ひとたび行列１１０６
が算出されると、さらに迅速に境界を示す正方形の合計が算出されるようになる。例えば
図１１Ａの境界を示す正方形１１０４の合計を見つけるには、単純に正方形１１０８から
正方形１１１２を引き、正方形１１１６を引き、正方形１１１４を足すだけでよい。この
例では、１０２２４－５３１０－４４７２＋２２９５＝２７３７であり、これは図１１Ａ
における境界を示す正方形１１０４の中にある全てのピクセルの合計である。境界を示す
正方形を使用する方法の１つの利点は、より迅速に全ての可能な境界を示す正方形の合計
を見つけることができ、その一方で単に最大値を使用する場合に対してなお、境界が示さ
れた正方形を利用する利点を提供することである。
【００９４】
　別の実施形態では、長さが固定された境界を示す正方形が使用される。境界が示された
正方形の合計は、特定の行列において算出され記憶することができる。例えば光学パラメ
ータに対する入力としてピクセルに課された制約Ｚが、ｒは、固定された整数＞＝１であ
るｐに中心を置く長さ２＊ｒ＋１の境界を示す正方形の中にあるピクセルを特定する場合
、このときステップＢは、以下のように修正することができる。
【００９５】
　行列Ｍの長さＮ＋１の横列Ｒを考えると、Ｒ［－１］が左側における０エントリである
ように表している。Ｒ’をＭの新たな横列Ｒにする。Ｍにおける各々のＲは、以下の通り
である。
【００９６】
　ｗ＝２＊ｒとする。
【００９７】
　合計を０に初期設定する。
【００９８】
　各々の整数ｉは、０からｗ－１である
【００９９】
　合計＝合計＋Ｒ［ｉ］に更新する。
【０１００】
　Ｒ’［ｉ］＝合計を割り当てる。
【０１０１】
　（ステップＢ１）
【０１０２】
　各々の値ｉは、ｗからＮ－１である。
【０１０３】
　合計＝合計＋Ｒ［ｉ］に更新する。
【０１０４】
　Ｒ’［ｉ］＝合計を割り当てる
【０１０５】
　合計＝合計＋Ｒ［ｉ－ｗ］に更新する。
【０１０６】
　ステップＣは以下のように修正することができる。
【０１０７】
　行列Ｍの長さＮ＋１の横列を考えると、Ｃ［－１］が最上位における０エントリである
ように表している。Ｃ’をＭの新たな縦列Ｃにする。Ｍの各々のＣは以下の通りである。
【０１０８】
　　ｗ＝２＊ｒとする。
【０１０９】
　合計を０に初期設定する。
【０１１０】
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　各々の整数ｉは、０からｗ－１である
【０１１１】
　合計＝合計＋Ｃ［ｉ］に更新する。
【０１１２】
　Ｃ’［ｉ］＝合計を割り当てる。
【０１１３】
　（ステップＣ１）
【０１１４】
　各々の整数ｉはｗからＮ－１である
【０１１５】
　合計＝合計＋Ｃ［ｉ］に更新する。
【０１１６】
　Ｃ’［ｉ］＝合計を割り当てる。
【０１１７】
　合計＝合計＋Ｃ［ｉ－ｗ］に更新する。 
【０１１８】
　ここでｐ＝＜ｘ，ｙ＞に中心を置く長さ２＊ｒ＋１の境界を示すボックスの周りの画像
における全てのピクセルの合計は、以下のように特定することができる。
【０１１９】
　合計＝Ｍ［ｕ１，ｖ１］（ステップＤ１）
【０１２０】
　この場合、ｕ１＝（ｐ－ｑ）．ｘ＋Ｌ＋ｒ，およびｖ１＝（ｐ－ｑ）．ｙ＋Ｌ＋ｒであ
る。
【０１２１】
　例えばステップＢ１およびＣ１が行列１１０２に対して算出された後、図１１Ｄの行列
１１２０が得られる。境界を示す正方形１１２２に対応するピクセルの合計を見つけるに
は、単に正方形１１２４を見るだけでよい。この方法を利用することの１つの利点は、行
列１１２０を算出した後、極めて少ないリソースまたは時間で境界が示された正方形の合
計を見つけることができる点である。
【０１２２】
　第３の実施形態では、直径が変わる境界が示された円が使用される場合もある。この実
施形態において、光学パラメータに対する入力としてピクセルに課された制約Ｚが、２＊
ｒ＋１（この場合整数ｒ＞＝１である）の直径を有するＰに中心を置く閉鎖した円の中の
ピクセルを特定する場合、このとき記載したステップＡおよびＢ０からＣ０を行ない、図
１１Ｂの行列１１０６を獲得することができる。次に、以下のステップを行なうことによ
って、２＊ｒ＋１の直径を有するｐ＝ｘ，ｙに中心を置く閉鎖した円内におおよそある画
像の中にある全てのピクセルの合計を特定することができる。
【０１２３】
　ｕ＝（ｐ－ｑ）．ｘ＋Ｌとする。
【０１２４】
　ｖ＝（ｐ－ｑ）．ｙ＋Ｌとする。
【０１２５】
　合計＝０に初期設定する。
【０１２６】
　／＊中心を通るピクセルの水平線の寄与率を算出する＊／
【０１２７】
　合計＝合計Ｍ［ｕ＋ｒ，ｖ］－Ｍ［ｕ－ｒ－１，ｖ］に更新する。
【０１２８】
　（ステップＤ２）
【０１２９】
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　各々のｙに関して１からｒとする。
【０１３０】
　／／円と水平線の交点を特定する。
【０１３１】
　ｓ＝下限（二乗（ｒ＾２－ｙ＾２））とする。
【０１３２】
　　／／中心より下の水平線の寄与率を算出する。
【０１３３】
　合計＝合計＋Ｍ［ｕ＋ｓ，ｖ＋ｙ］－Ｍ［ｕ－ｓ－１，ｖ＋ｙ］に更新する。
【０１３４】
　　／／中心より上の水平線の寄与率を算出する。
【０１３５】
　合計＝合計Ｍ［ｕ＋ｓ，ｖ－ｙ］－Ｍ［ｕ－ｓ－１，ｖ－ｙ］に更新する。
【０１３６】
　別の実施形態では、直径が固定された境界を示す円が使用される場合もある。いくつか
の実施形態において、円の方が、粒子の形状により適合する場合もある。この実施形態を
使用して、上記の制約Ｚに関して直径２＊ｒ＋１の値ｒが固定される場合、そのとき各々
の水平線と円との交点を事前に算出し、表に記録することができる。したがってステップ
Ｄは、以下のように書き換えることができる。
【０１３７】
　ｕ＝（ｐ－ｑ）．ｘ＋Ｌとする。
【０１３８】
　ｖ＝（ｐ－ｑ）．ｙ＋Ｌとする。
【０１３９】
　合計＝０に初期設定する。
【０１４０】
　／＊中心を通るピクセルの水平線の寄与率を算出する＊／
【０１４１】
　ｓ＝表［０］とする。
【０１４２】
　合計＝合計＋Ｍ［ｕ＋ｓ，ｖ］－Ｍ［ｕ－ｓ－１，ｖ］に更新する。
【０１４３】
　各々のｙに関して、１から表の長さ－１とする。（ステップＤ３）
【０１４４】
　　／／照合によって線と円との接点を得る。
【０１４５】
　ｓ＝表［ｙ］とする。
【０１４６】
　／／中心より下の水平線の寄与率を算出する。
【０１４７】
　合計＝合計＋Ｍ［ｕ＋ｓ，ｖ＋ｙ］－Ｍ［ｕ－ｓ－１，ｖ＋ｙ］に更新する。
【０１４８】
　／／中心より上の水平線の寄与率を算出する。
【０１４９】
　合計＝合計＋Ｍ［ｕ＋ｓ，ｖ－ｙ］－Ｍ［ｕ－ｓ－１，ｖ－ｙ］に更新する。
【０１５０】
　この場合表は、初期設定中に以下のステップによって一度形成される。
【０１５１】
　表の長さ＝ｒ＋１に設定する。
【０１５２】
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　各々のｙは０からｒである。
【０１５３】
　表［ｉ］＝下限（二乗（ｒ＾２－ｙ＾２））である。
【０１５４】
　図９は、測定された粒子を使用するかどうか、および２つの画像をどのように位置合わ
せするかを判断するための方法９００の概略ブロック図を示している。ステップ９０２に
おいて、光源１０４からの照明に応答して粒子１１０が発する光を測定することによって
第１画像が形成される。ステップ９０４において、第１画像が補間されて第２画像が形成
される。いくつかの実施形態において、使用される補間はスプライン補間である。ステッ
プ９０６において粒子の中心が特定される。粒子の中心は、第２画像における最も高い値
を有するピクセルを見つけることによって特定することができる。粒子の中心はまた、粒
子の解析的な表示を形成することによって特定することもできる。導関数がゼロに設定さ
れ、この計算式を解いて中心の位置を求める。ステップ９０８において、粒子の予想分布
を特定することができる。いくつかの実施形態において、予想分布はガウス分布であって
よい。ステップ９０８において粒子の測定を予想分布と比較することができる。粒子の測
定が予想分布と一致しない場合、この測定を捨てることができる。
【０１５５】
　ステップ９１２において、第３画像を形成することができる。第３画像は、粒子に対し
て第２光源１０６を照らすことによって形成することができ、この場合第２光源１０６は
、第１光源１０４とは異なる波長で光１１５を発する。ステップ９１４において、第３画
像における粒子の中心を特定することができる。いくつかの実施形態において、このステ
ップはさらに、第３画像を補間することによって、解像度が上がった画像を形成するステ
ップを含むことができる。この方法は、第１画像から第２画像を形成するのに使用される
方法と同様であってよい。ステップ９１６において第２画像と第３画像の偏差が計算され
る。いくつかの実施形態において、このステップは、２つの画像に存在する少なくとも１
つの粒子を見つけるステップと、その偏差を特定するステップを含む。最後に第２画像と
第３画像の間で計算された偏差に基づいて、２つの画像が位置合わせされる。
【０１５６】
　図１０において、方法１０００は、バックグラウンド信号を正確に測定することによっ
て撮像サイトメトリーの精度を上げることを目的として記載されている。ステップ１００
２において、ＣＣＤ検出器などの光検出器１０８を使用して、光源１０４からの光に応答
する粒子１１０からの光が測定される。ＣＣＤ検出器を使用する測定は、粒子の測定とバ
ックグラウンド信号の測定の両方を含むことができる。バックグラウンド信号は背景光を
含むことができ、またノイズを含む場合もある。
【０１５７】
　任意選択のステップ１００２において、測定した粒子の所定の半径の中にあるピクセル
が捨てられる。粒子の中心を上記に記載するように特定することができ、その半径を固定
することができる。いくつかの実施形態において、除外されたピクセルの半径は、粒子か
らの光の輝度と共に拡大する場合もある。したがっていくつかの実施形態において、粒子
が明るい程、より多くのピクセルが捨てられる。バックグラウンド信号を測定することが
目的であるため、粒子の測定が有効でない場合もある。
【０１５８】
　ステップ１００６において、第２５百分位数にあるピクセルの測定した輝度としてバッ
クグラウンドの測定が割り当てられる。一実施形態において特定の画像における全てのピ
クセル（測定した粒子を含めた）が分類され、順番に配置される。いくつかの実施形態に
おいて、ステップ１００４に記載されるように粒子の中心の所定の半径の範囲内にあるピ
クセルが捨てられ、残りのピクセルの輝度は、順番に配置される。ピクセルを順番に配置
することによって、より暗いピクセルがリストの片端に配置され、より明るいピクセルは
他方の端に配置される。各々のピクセルにおける測定がノイズ成分を有することから、リ
スト上にある最も暗いピクセルは、バックグラウンド信号とマイナスのノイズ信号を足し
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を有するバックグラウンド信号である。リストのさらに上にあるピクセルは、バックグラ
ウンド信号にプラスのノイズ成分を足したピクセルである。最後にリストの最上位にある
ピクセルは、粒子など、光源から光を受信するピクセルであってよい（但しこのようなピ
クセルは、ステップ１００４によって最小化することができる）。このとき第２５百分位
数にあるピクセルの輝度が、バックグラウンド信号として割り当てられる。例えば画像が
１００ピクセルで構成されている場合、１００個のピクセルの全てが分類され、リストに
入れられる。最下位（２５番目の最も暗いピクセル）から２５番目のピクセルが、背景レ
ベルとして割り当てられる。第２５百分位数を利用することの１つの利点は、それが下端
により近づくことであり、これは、例えば粒子など、光源からの光を含まない傾向にある
。しかしながら、まさしく最下位ではないことによって、この測定は、ほとんどないか皆
無のノイズしか含んでいない。これに加えて、ステップ１００６は、ピクセルを分類し特
定のピクセルを選択することのみを要求するため、このステップは比較的小さな処理能力
やリソースしか必要としない。いくつかの実施形態において、異なる百分位数が使用され
る場合もある。例えば低ノイズのシステムでは、第１０百分位数によって正確なバックグ
ラウンド信号が提供される場合もある。他のシステムでは、第３０百分位数が使用される
場合もある。いくつかの実施形態において、この数字は、リストには実際に載せられてい
ない。その代わりに方法は、順序付けられた統計学的方法を使用することによって、所望
の百分位数にある値を見つけることができる。いくつかの実施形態において、バックグラ
ウンドノイズを計算する方法は、検出器全体と比べてより小さい領域に関して算出するこ
とができる。例えば検出器の領域は、６つの異なる部分に区切ることができ、バックグラ
ウンド信号は、記載される方法に従って各々の部分から独立して算出することができる。
【０１５９】
　ステップ１００８において、ステップ１００６において特定されたバックグラウンド信
号を全てのピクセルから引くことができる。バックグラウンド信号を引くことによって、
残った信号のみが粒子の測定された信号である。
【０１６０】
　本明細書に開示され主張される全ての方法は、不必要な実験をすることなく本開示に照
らして作製され実行することができる。本発明の装置および方法を、好ましい実施形態の
観点から見て記載してきたが、当業者には、本発明の概念、精神および範囲から逸脱する
ことなく、本明細書に記載される方法、ならびにこの方法の複数のステップおよびステッ
プのシーケンスに変形形態を適用することができることは明らかである。これに加えて、
開示される装置に対して修正を行なうこともでき、構成要素をなくす、あるいは本明細書
に記載される構成要素の代わりをすることもでき、この場合同一または同様の結果が得ら
れる。当業者に明らかな全てのこのような同様の代替形態、および修正形態は、添付の特
許請求の範囲によって定義されるように本発明の精神、範囲および概念の範囲内にあると
考えられている。
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