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(57)【要約】
【課題】細胞の薬剤反応の評価精度を向上させることが
できる細胞解析方法および装置並びにプログラムを提供
することを目的とする。
【解決手段】異なる条件でそれぞれ培養された各細胞群
を撮像する撮像工程と、前記撮像工程において取得され
た細胞画像から各前記細胞の輝度を計測する輝度計測工
程と、前記条件毎に輝度データの分布特性を作成する分
布特性作成工程と、前記条件毎に作成された前記分布特
性を規格化する規格化工程とを含む細胞解析方法を提供
する。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる条件でそれぞれ培養された各細胞群を撮像する撮像工程と、
　前記撮像工程において取得された細胞画像から各前記細胞の輝度を計測する輝度計測工
程と、
　前記条件毎に輝度データの分布特性を作成する分布特性作成工程と、
　前記条件毎に作成された前記分布特性を規格化する規格化工程と
　を含む細胞解析方法。
【請求項２】
　前記規格化工程は、
　複数の前記分布特性に基づいて基準となる基準分布特性を設定する基準設定工程と、
　各前記分布特性が前記基準分布特性に一致するように前記分布特性における各輝度デー
タを線形変換することにより前記分布特性の規格化を行う分布特性変換工程と
　を含む請求項１に記載の細胞解析方法。
【請求項３】
　前記分布特性変換工程において、各前記分布特性のピークと前記基準分布特性のピーク
とを一致させるように、前記分布特性における輝度データを線形変換する請求項２に記載
の細胞解析方法。
【請求項４】
　規格化後の前記分布特性を比較し、他の分布特性に比べて異なる傾向を示す輝度データ
を削除または補正する補正工程を含む請求項１から請求項３のいずれかに記載の細胞解析
方法。
【請求項５】
　異なる条件で培養された複数の細胞を撮像することにより取得された細胞画像を用いて
細胞解析を行う細胞解析装置であって、
　前記細胞画像から各前記細胞の輝度を計測する輝度計測手段と、
　前記条件毎に輝度データの分布特性を作成する分布特性作成手段と、
　前記条件毎に作成された前記分布特性を規格化する規格化手段と
　を具備する細胞解析装置。
【請求項６】
　異なる条件で培養された複数の細胞を撮像することにより取得された細胞画像を用いて
細胞解析を行うための細胞解析プログラムであって、
　前記細胞画像から各前記細胞の輝度を計測する輝度計測ステップと、
　前記条件毎に輝度データの分布特性を作成する分布特性作成ステップと、
　前記条件毎に作成された前記分布特性を規格化する規格化ステップと
　をコンピュータに実行させる細胞解析プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生細胞を使ったガン等の病理診断および薬剤スクリーニング等に使用される
細胞解析方法、細胞解析プログラムおよび細胞解析装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　様々な薬物の効果を評価し、特に有効な薬剤を検索することを一般的に薬剤スクリーニ
ングと称する。特に、生細胞を使った薬剤スクリーニングにおいては、薬剤を投与した後
、適当な刺激を培養細胞に与え、刺激を与えていない細胞との差異を定量化することによ
り、薬剤効果を測定する。
　例えば、蛍光を用いた薬剤スクリーニングでは、細胞に対して蛍光たんぱく遺伝子を投
与し、一定時間経過後に細胞から発せられる蛍光量を検出することにより、細胞の化学物
反応を定量化し、薬剤効果を測定する。この場合、細胞内における特定の遺伝子の発現量
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が大きいほど、蛍光量が大きくなる。
【０００３】
　一般的に、上述したような薬剤反応については、検査者が薬剤投与前後の細胞変化を顕
微鏡などで目視することにより観察している。しかしながら、検査者による作業は、多大
な労力を費やすだけでなく、定量性に欠けるという問題がある。そこで、近年、これらの
細胞解析を自動で行う細胞解析装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
　特許文献１には、細胞を収容した容器をステージに載置し、カメラによって試料を撮像
して分析対象の細胞画像を取得し、この細胞画像を分析することにより細胞の化学物反応
を定量化する細胞解析装置が開示されている。
【特許文献１】特開２００１－３０７０６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、細胞における薬剤反応を画像解析によって自動で定量化する場合、画像
に含まれるノイズ等により解析精度が低下するという問題がある。例えば、細胞画像にお
ける細胞の輝度（蛍光量）は、画像取得の際に試料に照射する照明光の光量や、試料を収
容している容器の自家蛍光、容器の厚さ変化等の様々な影響を受け、これらがノイズとし
て細胞画像に表れることから、解析精度が低下する。
【０００５】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、細胞の薬剤反応の評価精度を
向上させることのできる細胞解析方法および装置並びにプログラム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】
　上記課題を解決するために、本発明は以下の手段を採用する。
　本発明は、異なる条件でそれぞれ培養された各細胞群を撮像する撮像工程と、前記撮像
工程において取得された細胞画像から各前記細胞の輝度を計測する輝度計測工程と、前記
条件毎に輝度データの分布特性を作成する分布特性作成工程と、前記条件毎に作成された
前記分布特性を規格化する規格化工程とを含む細胞解析方法を提供する。
【０００７】
　本発明によれば、異なる条件で培養された細胞群がそれぞれ撮像されることにより複数
の細胞画像が取得される。続いて、取得された各細胞画像において各細胞の輝度を計測し
、培養条件毎に輝度データの分布特性を作成し、この分布特性の規格化を行う。このよう
に、分布特性の規格化を行うことにより、培養条件の違いによる誤差を低減することがで
き、信頼性の高い分布特性を取得することが可能となる。従って、これらの分布特性を培
養条件間で比較することにより、細胞の薬剤反応の評価をより正確に行うことが可能とな
る。
【０００８】
　上記細胞解析方法において、前記規格化工程は、複数の前記分布特性に基づいて基準と
なる基準分布特性を設定する基準設定工程と、各前記分布特性が前記基準分布特性に一致
するように前記分布特性における各輝度データを線形変換することにより前記分布特性の
規格化を行う分布特性変換工程とを含むこととしてもよい。
【０００９】
　基準分布特性を設定し、各分布特性を基準分布特性に一致させるように各輝度データを
線形変換するので、容易に規格化を行うことが可能となる。
【００１０】
　上記細胞解析方法において、前記分布特性変換工程は、各前記分布特性のピークと前記
基準分布特性のピークとを一致させるように、前記分布特性における各輝度データを線形
変換することとしてもよい。
【００１１】
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　例えば、薬剤濃度による反応評価を行う場合、全ての細胞が薬剤に反応するわけではな
く、その大部分は無反応なことが多い。また、無反応な細胞は、略同じ程度の輝度を示す
ことから、分布特性におけるピークは無反応な細胞が示したデータであると判断すること
ができる。従って、各分布特性におけるピークを合せこむことにより、分布特性間におけ
る誤差を容易に低減することが可能となる。
　更に、薬剤濃度による反応評価を行う場合、高い値を示している輝度データを薬剤濃度
間でそれぞれ比較することが好ましい。このような場合において、本発明によれば、分布
特性のピークと基準分布特性のピークとが一致するように分布特性における輝度データを
線形変換して分布特性を規格化するので、薬剤反応を評価する際に重要とされる輝度範囲
における輝度データの変化を正確に把握することができ、信頼性の高い薬剤反応の評価結
果を得ることが可能となる。
【００１２】
　上記細胞解析方法において、規格化後の前記分布特性を比較し、他の分布特性に比べて
異なる傾向を示す輝度データを削除または補正する補正工程を含むこととしてもよい。
　このようにすることで、信頼性の低い輝度データを削除することが可能となる。この結
果、より信頼性の高い分布特性を取得することが可能となる。
【００１３】
　本発明は、異なる条件で培養された複数の細胞を撮像することにより取得された細胞画
像を用いて細胞解析を行う細胞解析装置であって、前記細胞画像から各前記細胞の輝度を
計測する輝度計測手段と、前記条件毎に輝度データの分布特性を作成する分布特性作成手
段と、前記条件毎に作成された前記分布特性を規格化する規格化手段とを具備する細胞解
析装置を提供する。
【００１４】
　本発明は、異なる条件で培養された複数の細胞を撮像することにより取得された細胞画
像を用いて細胞解析を行うための細胞解析プログラムであって、前記細胞画像から各前記
細胞の輝度を計測する輝度計測ステップと、前記条件毎に輝度データの分布特性を作成す
る分布特性作成ステップと、前記条件毎に作成された前記分布特性を規格化する規格化ス
テップとをコンピュータに実行させる細胞解析プログラムを提供する。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明によれば、細胞の薬剤反応の評価精度を向上させることができるという効果を
奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の細胞解析方法、細胞解析プログラムおよび細胞解析装置の一実施形態に
ついて、図を参照して説明する。
【００１７】
　図１は、本発明の一実施形態に係る細胞解析装置の構成を示す図である。
　本実施形態に係る細胞解析装置は、図１に示されるように、サンプルプレート１を搭載
するステージ１０１と、励起光源１０２と、該励起光源１０２に接続された電源ユニット
１０３と、励起光源１０２からの光をオンオフするシャッタユニット１０４と、光を平行
光に変換するレンズ１０５と、サンプルに入射させる励起光の波長を選択するフィルタユ
ニット１０６と、励起光を反射してサンプルに入射させ、蛍光を透過するミラーセット１
０７と、励起光を標本に集光する対物レンズ１０８と、対物レンズ１０８により集光され
ミラーセット１０７を透過した蛍光を集光する結像レンズ１０９と、結像された蛍光を撮
像するＣＣＤカメラ１１０と、シャッタユニット１０４、フィルタユニット１０６および
ミラーセット１０７を制御するユニバーサルコントロールボックス１１１と、ステージ１
０１を制御するステージコントローラ１１５と、ＣＣＤカメラ１１０により撮像された蛍
光を処理するとともに、ユニバーサルコントロールボックス１１１およびステージコント
ローラ１１５を制御するコンピュータ１１２とを備えている。
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【００１８】
　サンプルプレート１としては、図２に示されるように、例えば、直径２０ｍｍ、深さ１
５ｍｍのウェル１ａが１５個、３行５列に配置されたものが使用される。各ウェル１ａの
中に検査対象となる蛍光色素で染色された細胞が播種されるようになっている。本実施形
態で使用する蛍光色素は、例えば、ＧＦＰのような、細胞を生かしたままで蛍光を発する
事ができる色素であり、細胞質に染まるものである。また、サンプルプレート１にはバー
コード１ｂが貼り付けられている。バーコード１ｂは、不図示のバーコードリーダによっ
て読み取られることにより、データベースとの照合が行なわれ、サンプルプレート１とデ
ータベース内のデータの整合性が保たれるようになっている。
【００１９】
　ステージ１０１は、サンプルプレート１を搭載して、電動で水平方向に２次元的に駆動
し、任意の位置にサンプルプレート1を位置決めすることができるようになっている。
　励起光源１０２には、水銀光源等が用いられる。シャッタユニット１０４は、励起光源
１０２から出射される励起光の光路上に配置され、開閉可能なシャッタ板１０４ａを内蔵
している。
【００２０】
　フィルタユニット１０６は、２枚の励起フィルタ１０６ａを内蔵しており、波長の異な
る２種類の励起光をサンプルに向けて照射することができるようになっている。ミラーセ
ット１０７は、励起光を反射し、蛍光を透過するダイクロイックミラー１０７Ａとそれに
取り付けられた励起フィルタ１０７Ｄおよび吸収フィルタ１０７Ｃとにより構成されてい
る。
【００２１】
　ミラーセット１０７は、必要な励起波長分だけ不図示のミラーホルダに格納されており
、不図示の電動ユニットにより任意に光路入れ替え可能となっている。このミラーセット
１０７の反射光路上には、対物レンズ１０８およびサンプルプレート１が配置されている
。また、ミラーセット１０７の透過光路上には、結像レンズ１０９およびＣＣＤカメラ１
１０が配置されている。ＣＣＤカメラ１１０は、例えば、１２ビットで１０００×１００
０ピクセルの１００万画素カメラである。
　コンピュータ１１２には、キーボード１１３、モニタ１１４およびマウス１１６が接続
されている。
【００２２】
　以上のように構成された本実施形態に係る細胞解析装置を用いた細胞解析方法について
図を参照して説明する。
　まず、サンプルプレート１（図２参照）のウェル１ａの１行目には、例えば、細胞を植
えつける薬剤候補となる化合物Ａを濃度ａで投与する。同様に、２行目には細胞を植え付
けると共に薬剤候補となる化合物Ａを濃度ｂで投与する。さらに３行目には細胞を植え付
けると共に薬剤候補となる化合物Ａを濃度ｃで投与する。このように、本実施形態では３
つの異なる条件化で複数の細胞を培養する。各ウェル１ａには、ウェル番号が付されてい
る。これにより、ウェル番号によって細胞の培養条件を判別することができるようになっ
ている。
【００２３】
　続いて、検査者は、サンプルプレート１をステージ１０１にセットし、コンピュータ１
１２上で不図示の制御プログラムを起動してサンプルプレート１のバーコード（ＩＤ：１
０００１）を読み取り、観察・撮影をスタートさせる。これにより、ウェル１ａ毎に細胞
画像が取得され、ウェル番号と細胞画像とが対応付けられてコンピュータ１１２内のハー
ドディスクに保存される（撮像工程）。
【００２４】
　全てのウェルについて画像取得が終了すると、検査者はコンピュータ１１２上で細胞解
析プログラムを起動し、解析開始を指示する。これにより、細胞解析プログラムが実行さ
れる。
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【００２５】
　以下、細胞解析プログラムがコンピュータにより実行されることにより実現される細胞
解析方法について図３を参照して具体的に説明する。図３は、本実施形態に係る細胞解析
方法の手順を示すフローチャートである。
　まず、ステップＳＡ１において、コンピュータ１１２のハードディスク内に格納されて
いる細胞画像が不図示のメモリにロードされる。
　ステップＳＡ２において、複数の細胞画像がウェル番号に基づいて培養条件毎に区分け
される。ステップＳＡ３において、条件毎に各細胞の輝度が細胞画像から計測され、条件
毎に輝度のデータセットが作成される（輝度計測工程）。ここで、一般的に、１個の細胞
内においても場所によって輝度が異なる。このため、本実施形態では、輝度データとして
細胞全体の平均輝度、或いは、最大輝度を採用する。
【００２６】
　続くステップＳＡ４において、各条件における輝度のデータセットから分布特性が作成
される（分布特性作成工程）。本実施形態では、濃度ａ，ｂ，ｃの３つの条件について細
胞を培養したので、３つの分布特性が作成されることとなる。
　図４は輝度の分布特性の一例を示したものである。図４に示されるように、輝度の分布
特性は、横軸に輝度、縦軸に頻度を示すグラフとして得られる。頻度は、例えば、細胞の
個数であってもよいし、個数を所定の値で割った比率であってもよい。図４に示されるよ
うに、例えば、薬剤応答の場合、分布特性は、ピークを持ち、輝度が高くなるにつれて頻
度が緩やかに減少する特性を示す。
【００２７】
　次に、ステップＳＡ５において、上述した分布特性の規格化を行う（規格化工程）。図
５は、ステップＳＡ５において行われる規格化工程の手順について示したフローチャート
である。
　まず、ステップＳＢ１において、基準分布特性を設定する（基準設定工程）。基準分布
特性は、規格化を行うのに基準となる分布特性を決定するもので、例えば、上記ステップ
ＳＡ４において作成された３つの分布特性のうちの一つを基準分布特性として設定する。
【００２８】
　続くステップＳＢ２では、基準分布特性以外の分布特性の１つを規格化対象として選択
し、続くステップＳＢ３では、基準分布特性及び選択した分布特性（以下「選択分布特性
」という。）に１以上の代表点を設定する。代表点としては、例えば、図６に示すように
、ピーク、輝度最小値、上位１０％の境界輝度等が一例として挙げられる。
【００２９】
　次に、ステップＳＢ４では、図６に示されるように、選択分布特性の各代表点が基準分
布特性のそれらに一致するように、選択分布特性に関する輝度のデータセットを以下の変
換式（１）を用いて線形変換する（分布特性変換工程）。
　例えば、輝度データをｘとした場合、以下に示す（１）式を用いて輝度データｘを線形
変換する。
　Ｘ´＝ａｘ＋ｂ　　　（１）
　（１）式において、Ｘ´は線形変換後の輝度データ、ａ，ｂは変数、ｘは計測された輝
度データである。
【００３０】
　変数ｂを変化させることで、選択分布特性をＸ軸に沿って平行移動させることが可能と
なる。このデータ操作は、例えば、サンプルプレート１の自家蛍光等に起因するノイズを
低減する操作に対応する。つまり、プラスチック製のサンプルプレート１は蛍光を発する
ため、計測される細胞の輝度は、この自家蛍光の影響を受けた値となる。このため、変数
ｂを調節することで、自家蛍光によるデータのバラツキを補正することが可能となる。
　また、変数ａを変化させることで、最大頻度および最大頻度を取る輝度データを変更さ
せることが可能となる。このデータ操作は、照明光の強度変化に起因する輝度データの計
測誤差を低減させる操作に対応する。



(7) JP 2009-64398 A 2009.3.26

10

20

30

40

50

【００３１】
　ステップＳＢ４では、上記ａ，ｂの値を所定範囲内で任意に変化させることにより、選
択分布特性を線形変換し、変換後の選択分布特性と基準分布特性との各代表点における誤
差を算出し、この累積誤差が最小となるときのａ，ｂの値を特定する。このように、デー
タの規格化を行うことで、上述したような種々の要因により発生するノイズ成分を低減さ
せることが可能となる。
【００３２】
　次に、ステップＳＢ５では、全ての分布特性について規格化が行われたか否かを判定す
る。この結果、全ての分布特性について規格化を行っていなかった場合には、ステップＳ
Ｂ２に戻り、規格化を行っていない分布特性を選択し、選択した分布特性についてステッ
プＳＢ３以降の処理を行うことにより、同様に分布特性の規格化を行う。
　一方、ステップＳＢ５について、全ての分布特性について規格化が行われていた場合に
は、当該規格化工程を終了し、図４のフローに戻る。
【００３３】
　図４のステップＳＡ６では、規格化後の各分布特性を比較し、他の分布特性に比べて異
なる傾向を示す輝度データを削除または補正する（補正工程）。
【００３４】
　補正工程では、規格化後の分布特性を平均化することにより平均分布特性を求め、この
平均分布特性との偏差を分布特性毎に求める。そして、偏差が所定の閾値以上であった場
合には、その部分の輝度データを削除または平均特性に近づける補正をすることで、ノイ
ズの更なる低減を図ることが可能となる。
【００３５】
　図７に平均分布特性と規格化後の分布特性とを示す。図７に示されるように、平均分布
特性に対して偏差が所定の閾値以上とされている領域Ｐについては他の特性の輝度データ
を採用、調整するか、或いは、削除することで、ノイズ除去を図ることとしている。
【００３６】
　このように、規格化後の分布特性から平均分布特性を求め、この平均分布特性に対して
特異な傾向を示す輝度データについては削除或いは補正することで、信頼性の高い分布特
性を取得することが可能となる。
　なお、異なる種類の薬剤等を用いて細胞を培養した場合には、薬剤の違いによって特異
な傾向を示しているのか、或いは、ノイズによって特異な傾向を示しているのかを判断し
にくい。その場合には、平均分布特性に対して特異な傾向を示す輝度データを削除や補正
することなく、そのままの状態としておき、後の評価において、この特異傾向を解析する
こととしてもよい。
【００３７】
　このようにして、信頼性の高い分布特性が得られると、図３のステップＳＡ７において
、最終的に得られた各条件に対する分布特性を比較することにより、薬剤による化学反応
を定量化して評価する評価処理を行う。
【００３８】
　以上説明してきたように、本実施形態に係る細胞分析方法及び装置並びにプログラムに
よれば、培養条件毎に作成された輝度の分布特性を規格化するので、培養条件の違いによ
る輝度データの誤差を低減することができ、信頼性の高い輝度データ並びに分布特性を取
得することが可能となる。従って、これらの分布特性を培養条件間で比較することにより
、細胞の薬剤反応の評価をより正確に行うことが可能となる。
【００３９】
　例えば、薬剤濃度による反応の差を評価する場合、高い値を示している輝度データを薬
剤濃度間でそれぞれ比較することが好ましい。このとき、薬剤に反応している細胞数を比
較するために、輝度の閾値を設定し、この閾値よりも高い輝度を示している細胞を反応あ
りとして個数をカウントする評価方法がある。このような評価方法を採用する場合におい
ても、本実施形態に係る細胞解析方法によれば、各分布特性のピークと基準分布特性のピ
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ークとが一致するように分布特性における輝度データを線形変換して分布特性を規格化す
るので、薬剤反応を評価する際に重要とされる輝度範囲における分布特性の傾向を正確に
比較することが可能となる。これにより、これらの比較結果に応じて薬剤評価において適
切な輝度の閾値を設定することができ、薬剤評価を高い精度で行うことが可能となる。
【００４０】
　なお、上述した実施形態に係る細胞解析方法では、図４のステップＳＡ５で行う規格化
工程において、基準分布特性の代表点と、選択分布特性の代表点とが一致するように分布
特性の線形変換を行っていたが、この方法は一例であり、例えば、以下の方法１、或いは
方法２を採用することとしてもよい。
【００４１】
〔方法１〕
　まず、図８に示すように、基準分布特性の最小輝度をｍｉｎ＿ｉ，最大輝度をｍａｘ＿
ｉ、分布特性の最小輝度をｍｉｎ＿ｊ，最大輝度をｍａｘ＿ｊとした場合、以下の（２）
式、（３）式を用いて、それぞれの分布特性における最大輝度と最小輝度との差分Ｌｉ，
Ｌｊを算出する。
　Ｌｉ＝ｍａｘ_ｉ－ｍｉｎ_ｉ　　　（２）
　Ｌｊ＝ｍａｘ_ｊ－ｍｉｎ_ｊ　　　（３）
　続いて、基準分布特性に関する差分Ｌｉを分布特性に関する差分Ｌｊで除算することに
より上記ａを以下の（４）式を用いて求める。
　ａ＝Ｌｉ／Ｌｊ＝（ｍａｘ_ｉ－ｍｉｎ_ｉ）／（ｍａｘ_ｊ－ｍｉｎ_ｊ）　　　（４）
　また、上記ｂについては、以下の（５）式を用いて算出する。
　ｂ＝ｍｉｎ_ｊ－ｍｉｎ_ｉ　　　（５）
【００４２】
　上述のように、各分布特性の最小輝度及び最大輝度を用いてａ，ｂを取得し、取得した
ａ，ｂの値を用いて選択分布特性を規格化することとしてもよい。このような方法によっ
て、ａ，ｂを求めることが可能なのは、各分布特性は同様の特性を示していることに関係
する。つまり、各分布特性が、輝度の低い領域にピークを持ち、輝度が高くなるほど頻度
（個数）が緩やかに低下する特性を示していることに関係している。このように、各分布
特性の形状が略同じことから、上述した方法を用いることで容易にａ，ｂの値を求めるこ
とができ、選択分布特性の規格化を容易に行うことが可能となる。
【００４３】
〔方法２〕
　方法２では、上述した方法１と同様に、基準分布特性の最小輝度をｍｉｎ＿ｉ，最大輝
度をｍａｘ＿ｉ、分布特性の最小輝度をｍｉｎ＿ｊ，最大輝度をｍａｘ＿ｊとした場合、
ａ，ｂの変化数値範囲を以下のように予め決定しておき、この設定範囲を予め設定された
数で分割することにより、ａ，ｂの候補値をそれぞれ設定する。
　｜ａ｜＜（ｍａｘ＿ｉ－ｍｉｎ＿ｉ）／（ｍａｘ＿ｊ－ｍｉｎ＿ｉ）
　｜ｂ｜＜ｍｉｎ_ｊ－ｍｉｎ_ｉ
【００４４】
　そして、設定した候補値ａと候補値ｂの組み合わせを随時変えながら分布特性を変換し
、各組み合わせにおける基準分布特性と分布特性との累積誤差ｄが最も小さくなるときの
ａ，ｂの値の組み合わせを求める。累積誤差ｄは、以下の（６）式で表される。
【００４５】
　ｄ＝ｓａｍ＿ｋ｜Ｐｉ（ｔｋ）－Ｐｊ（ｔｋ）｜　　　（６）
　ただし、０≦ｋ≦ｎ
【００４６】
　ここで、図９に示すように、Ｐｉ（ｔｋ）は輝度ｔｋにおける基準分布特性の頻度、Ｐ
ｊ（ｔｋ）は輝度ｔｋにおける選択分布特性の頻度を示している。このｔｋを細かい刻み
で設定するほど、選択分布特性と基準分布特性との誤差をより細やかに判定することが可
能となる。
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　各分布特性について上記工程を行うことにより、各分布特性を基準分布特性に最も近似
させたときのａ，ｂの値を分布特性毎に得ることが可能となる。
【００４７】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの
実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれ
る。
　例えば、上記実施形態においては、条件毎に分布特性を作成したが、これに限られず、
例えば、ウェル１ａ毎に分布特性を作成して、同一条件に属する分布特性の間で上記輝度
データの規格化を行うこととしてもよい。このように、ウェル毎に規格化を行うことで、
ウェルの違いに起因するノイズや撮影時の照明におけるノイズを更に低減させることが可
能となる。
　また、上記実施形態においては、３つの分布特性のうちの一つを基準分布特性として設
定したが、この例に限られることなく、例えば、３つの分布特性から基準分布特性を新た
に設けてもよく、予め設定されている任意の基準分布特性を用いることとしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の一実施形態に係る細胞解析装置を示す全体構成図である。
【図２】図１の細胞解析装置に用いるサンプルプレートの一例を示す斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る細胞解析方法の手順を示すフローチャートである。
【図４】輝度の分布特性の一例を示したものである。
【図５】規格化工程の手順について示したフローチャートである。
【図６】代表点の一例、及び分布特性の規格化方法について説明するための図である。
【図７】平均分布特性と規格化後の分布特性とを示す図である。
【図８】規格化工程の方法１についての説明に用いられる説明図である。
【図９】規格化工程の方法２についての説明に用いられる説明図である。
【符号の説明】
【００４９】
１　サンプルプレート
１０２　励起光源
１１０　ＣＣＤカメラ
１１１　ユニバーサルコントロールボックス
１１２　コンピュータ
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