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要約 本発明の内視鏡装置は、青色領域の波長帯域を有する第 の狭帯域光及び緑色領域の波長帯域を有す
る第 2の狭帯域光を生体内の被写体に対 して
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出射可能な照明手段と、前記被写体が前記第 の狭帯域光によ り照明された場合に第 の被写体像を撮像 し、前
記被写体が前記第 の狭帯域光によ り照明された場合に第 の被写体像を撮像する撮像手段と、前記第 の被写体
像を緑成分及び青成分として蓄積するとともに、前記第 の被写体像を赤成分及び青成分として蓄積する記憶手段
と、前記赤成分、前記緑成分及び前記青成分に対 して所定の色変換処理を行 ことによ り、所定の対象物の像を赤
色以外の所定の第 の色を有する像 とする色調変換手段 とを有する。



技術分野

０００1 本発明は、内視鏡装置に関し、特に、狭帯域光による生体内の観察が可能な内視

鏡装置に関するものである。

背景技術

０００2 内視鏡及び光源装置等を有する内視鏡装置は、従来より、医療分野等において広

く用いられている。特に、医療分野における内視鏡装置は、術者等が生体内の観察

等を〒ぅれづ用途において主に用いられている。

０００3 また、医療分野における内視鏡装置を用いた観察として一般的に知られているもの

としては、例えば、白色光を生体内の被写体に照射し、肉眼による観察と略同様の該

被写体の像の画像を得ることが可能な通常観察の他に、通常観察における照明光よ

りも狭い帯域を有する光である狭帯域光を該被写体に照射して観察を〒ぅことにより

、通常観察に比べ、生体における粘膜表層の血管等が強調された像の画像を得るこ

とが可能な狭帯域光観察 ( a o a d a )がある。

０００4 日本国特開2００2 ０95635号公報に提案されている内視鏡装置は、狭帯域な照

明光を出カするための、離散的な分光特性を有するフィルタが設けられた光源装置

と、該照明光により照明された被写体の像を撮像するための内視鏡とを有して構成さ

れている。そして、日本国特開2００2 ０95635号公報に提案されている内視鏡シス

テムは、前述した構成を有することにより、前記被写体に対する狭帯域光観察を行ぅ

ことができる。

０００5 日本国特開2００2 ０95635号公報に提案されている内視鏡装置は、生体におけ

る粘膜表層の血管等が強調された像の画像を得るために、狭帯域光観察に応じた

所定の画像処理を行っている。そのため、日本国特開2００2 ０95635号公報に提

案されている内視鏡装置においては、前記所定の画像処理が行われることにより、生

体における粘膜表層の血管等が強調された像に加え、例えば、残掩、胆汁または腸

液の像が血液の色と略同様の赤色を有する像としてモニタ等の表示手段に画像表



示されてしまぅ。その結果、日本国特開2００2 ０95635号公報に提案されている内

視鏡装置は、狭帯域光観察が行われる場合に、例えば、残掩、胆汁または腸液の像

に対し、病変が疑われる出血部位の像と略同様の注意を払いながら観察を進めてゆ

く必要を生じさせるれ㌧たよぅな、無用な負担を術者に生じさせてしまぅれづ課題を

有している。また、日本国特開2００2 ０95635号公報に提案されている内視鏡装

置は、狭帯域光観察が行われる場合に、残掩、胆汁または腸液の像が血液の色と略

同様の赤色を有する像としてモニタ等の表示手段に画像表示されてしまぅことにより、

被験者に対して精神的ストレスを与えてしまぅれづ課題もまた有している。

０００6 本発明は、前述した点に鑑みてなされたものであり、生体に対する狭帯域光観察が

行われる場合に、術者の負担及び被験者の精神的ストレスを軽減可能な内視鏡装

置を提供することを目的としている。

発明の開示

課題を解決するための手段

０００7 本発明における第 の態様の内視鏡装置は、青色領域の波長帯域を有する第 の

狭帯域光と、緑色領域の波長帯域を有する第2の狭帯域光とを生体内の被写体に

対して出射可能な照明手段と、前記生体内の被写体が前記第 の狭帯域光により照

明された場合に第 の被写体像を撮像し、前記生体内の被写体が前記第2の狭帯域

光により照明された場合に第2の被写体像を撮像する撮像手段と、前記第 の被写

体像を緑成分及び青成分として蓄積するとともに、前記第2の被写体像を赤成分及

び青成分として蓄積する記憶手段と、前記赤成分、前記緑成分及び前記青成分に

対して所定の色変換処理を〒ぅことにより、前記第 の被写体像及び前記第2の被写

体像として撮像された、生体組織とは異なる所定の対象物の像を、赤色以外の色で

ある、所定の第 の色を有する像とする色調変換手段と、を有することを特徴とする。

０００8 本発明における第2の態様の内視鏡装置は、前記第 の態様の内視鏡装置におい
て、前記所定の対象物は、前記生体内に存在する残掩、胆汁または腸液のぅち、少

なくともいずれか一を含むことを特徴とする。

０００9 本発明における第3の態様の内視鏡装置は、前記第 の態様の内視鏡装置におい
て、前記色調変換手段は、前記所定の色変換処理として、前記赤成分として蓄積さ



れた前記第2の被写体像と、前記緑成分として蓄積された前記第 の被写体像と、前

記青成分として蓄積された前記第2の被写体像とに基づき、前記所定の対象物の像

における赤成分の輝度値及び青成分の輝度値を略同じにする処理を〒ぅことを特徴

とする。

００1０ 本発明における第4の態様の内視鏡装置は、前記第2の態様の内視鏡装置におい
て、前記色調変換手段は、前記所定の色変換処理として、前記赤成分として蓄積さ

れた前記第2の被写体像と、前記緑成分として蓄積された前記第 の被写体像と、前

記青成分として蓄積された前記第2の被写体像とに基づき、前記所定の対象物の像

における赤成分の輝度値及び青成分の輝度値を略同じにする処理を〒ぅことを特徴

とする。

００11 本発明における第5の態様の内視鏡装置は、前記第 の態様の内視鏡装置におい
て、前記所定の第 の色は、マゼンタ色であることを特徴とする。

００12 本発明における第6の態様の内視鏡装置は、前記第2の態様の内視鏡装置におい
て、前記所定の第 の色は、マゼンタ色であることを特徴とする。

００13 本発明における第7の態様の内視鏡装置は、前記第3の態様の内視鏡装置におい
て、前記所定の第 の色は、マゼンタ色であることを特徴とする。

００14 本発明における第8の態様の内視鏡装置は、前記第4の態様の内視鏡装置におい
て、前記所定の第 の色は、マゼンタ色であることを特徴とする。

００15 本発明における第9の態様の内視鏡装置は、前記第 の態様の内視鏡装置におい
て、前記色調変換手段は、前記所定の色変換処理として、前記赤成分として蓄積さ

れた前記第2の被写体像と、前記緑成分として蓄積された前記第 の被写体像と、前

記青成分として蓄積された前記第 の被写体像及び前記第2の被写体像とに基づき

、前記第 の被写体像及び前記第2の被写体像として撮像された、ハレーションが発

生した局所部位の像を、所定の第2の色を有する像とする処理をさらに行ぅことを特

徴とする。

００16 本発明における第 ０の態様の内視鏡装置は、前記第2の態様の内視鏡装置にお

いて、 前記色調変換手段は、前記所定の色変換処理として、前記赤成分として蓄

積された前記第2の被写体像と、前記緑成分として蓄積された前記第 の被写体像と



、前記青成分として蓄積された前記第 の被写体像及び前記第2の被写体像とに基

づき、前記第 の被写体像及び前記第2の被写体像として撮像された、ハレーション

が発生した局所部位の像を、所定の第2の色を有する像とする処理をさらに行ぅこと

を特徴とする。

００17 本発明における第 の態様の内視鏡装置は、前記第9の態様の内視鏡装置にお

いて、前記所定の第2の色は、白色であることを特徴とする。

００18 本発明における第 2の態様の内視鏡装置は、前記第 ０の態様の内視鏡装置に

おいて、前記所定の第2の色は、白色であることを特徴とする。

００19 本発明における第 3の態様の内視鏡装置は、前記第 の態様の内視鏡装置にお

いて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写

体に対して順次出射することを特徴とする。

００2０ 本発明における第 4の態様の内視鏡装置は、前記第2の態様の内視鏡装置にお

いて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写

体に対して順次出射することを特徴とする。

００2 1 本発明における第 5の態様の内視鏡装置は、前記第3の態様の内視鏡装置にお

いて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写

体に対して順次出射することを特徴とする。

００22 本発明における第 6の態様の内視鏡装置は、前記第4の態様の内視鏡装置にお

いて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写

体に対して順次出射することを特徴とする。

００23 本発明における第 7の態様の内視鏡装置は、前記第5の態様の内視鏡装置にお

いて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写

体に対して順次出射することを特徴とする。

００24 本発明における第 8の態様の内視鏡装置は、前記第6の態様の内視鏡装置にお

いて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写

体に対して順次出射することを特徴とする。

００25 本発明における第 9の態様の内視鏡装置は、前記第7の態様の内視鏡装置にお

いて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写



体に対して順次出射することを特徴とする。

００26 本発明における第2０の態様の内視鏡装置は、前記第8の態様の内視鏡装置にお

いて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写

体に対して順次出射することを特徴とする。

００27 本発明における第2 の態様の内視鏡装置は、前記第9の態様の内視鏡装置にお

いて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写

体に対して順次出射することを特徴とする。

００28 本発明における第22の態様の内視鏡装置は、前記第 ０の態様の内視鏡装置に

おいて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被

写体に対して順次出射することを特徴とする。

００29 本発明における第23の態様の内視鏡装置は、前記第皿の態様の内視鏡装置に

おいて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被

写体に対して順次出射することを特徴とする。

００3０ 本発明における第24の態様の内視鏡装置は、前記第 2の態様の内視鏡装置に

おいて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被

写体に対して順次出射することを特徴とする。

００3 1 本発明における第25の態様の内視鏡装置は、前記第 の態様の内視鏡装置にお

いて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写

体に対して同時に出射することを特徴とする。

００32 本発明における第26の態様の内視鏡装置は、前記第2の態様の内視鏡装置にお

いて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写

体に対して同時に出射することを特徴とする。

００33 本発明における第27の態様の内視鏡装置は、前記第3の態様の内視鏡装置にお

いて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写

体に対して同時に出射することを特徴とする。

００34 本発明における第28の態様の内視鏡装置は、前記第4の態様の内視鏡装置にお

いて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写

体に対して同時に出射することを特徴とする。



００35 本発明における第29の態様の内視鏡装置は、前記第5の態様の内視鏡装置にお

いて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写

体に対して同時に出射することを特徴とする。

００36 本発明における第3０の態様の内視鏡装置は、前記第6の態様の内視鏡装置にお

いて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写

体に対して同時に出射することを特徴とする。

００37 本発明における第3 の態様の内視鏡装置は、前記第7の態様の内視鏡装置にお

いて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写

体に対して同時に出射することを特徴とする。

００38 本発明における第3 2の態様の内視鏡装置は、前記第8の態様の内視鏡装置にお

いて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写

体に対して同時に出射することを特徴とする。

００39 本発明における第3 3の態様の内視鏡装置は、前記第9の態様の内視鏡装置にお

いて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写

体に対して同時に出射することを特徴とする。

００4０ 本発明における第34の態様の内視鏡装置は、前記第 ０の態様の内視鏡装置に

おいて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被

写体に対して同時に出射することを特徴とする。

００41 本発明における第3 5の態様の内視鏡装置は、前記第皿の態様の内視鏡装置に

おいて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被

写体に対して同時に出射することを特徴とする。

００42 本発明における第36の態様の内視鏡装置は、前記第 2の態様の内視鏡装置に

おいて、前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被

写体に対して同時に出射することを特徴とする。

００43 図 第 の実施形態に係る内視鏡装置の要部の構成の一例を示す図。

図2 図 の内視鏡装置における、回転フィルタの構成の一例を示す図。

図 図2の回転フィルタにおける、第 のフィルタ群が有する各フィルタの透過特性



の一例を示す図。

図4 図2の回転フィルタにおける、第2のフィルタ群が有する各フィルタの透過特性

の一例を示す図。

図5 図 の内視鏡装置における、画像処理回路の構成の一例を示す図。

図6 図 に内視鏡装置を用いた観察により得られる、狭帯域光観察モードにおける

被写体の像の一例を示す図。

図7 第2の実施形態に係る内視鏡装置の要部の構成の一例を示す図。

図8 第2の実施形態の内視鏡装置が有する狭帯域用フィルタの分光特性の一例を

示す図。

図9 第2の実施形態の内視鏡装置が有する色分離フィルタに用いられる各フィルタ

の配置例を示す図。

発明を実施するための最良の形態

００44 (第 の実施形態)

図 から図6は、本発明の第 の実施形態に係るものである。図 は、第 の実施形

態に係る内視鏡装置の要部の構成の一例を示す図である。図2は、図 の内視鏡装

置における、回転フィルタの構成の一例を示す図である。図3は、図2の回転フィルタ

における、第 のフィルタ群が有する各フィルタの透過特性の一例を示す図である。

図4は、図2の回転フィルタにおける、第2のフィルタ群が有する各フィルタの透過特

性の一例を示す図である。図5は、図 の内視鏡装置における、画像処理回路の構

成の一例を示す図である。図6は、図 に内視鏡装置を用いた観察により得られる、

狭帯域光観察モードにおける被写体の像の一例を示す図である。

００45 第 の実施形態の内視鏡装置 は、図 に示すよぅに、生体内に挿入可能であり、

該生体内に存在する生体組織等の被写体の像を撮像するとともに、該生体組織の

像を撮像信号として出カする内視鏡2と、ライトガイド6を介し、被写体を照明するた

めの照明光を内視鏡2に供給する光源装置3と、内視鏡2から出力される撮像信号に

応じた信号処理を行い、該信号処理を行った後の撮像信号を映像信号として出カす

るビデオプロセッサ4と、ビデオプロセッサ4から出力される映像信号に基づき、内視

鏡2が撮像した被写体の像を画像表示するモニタ5とを要部として有して構成されて



いる。

００46 内視鏡2は、光源装置3から供給され、ライトガイド6により伝送された照明光を出射

する照明光学系 2 と、照明光学系 2 から出射される照明光により照明された被写体

の像を結像する対物光学系 22と、対物光学系 22の結像位置に配置されるCC (電

荷結合素子) 23と、内視鏡装置 の観察モードを切り替えるための、観察モード切替

指示信号をビデオプロセッサ4に対して出カする観察モード切替ス不ソチ24とを有し

て構成されている。

００47 撮像手段としてのCC 23は、照明光学系 2 から順次出射される照明光により照

明された被写体の像を各々撮像し、該被写体の像を撮像信号として出カする。

００48 観察モード切替ス不ソチ24は、術者等に操作されることより、内視鏡装置 の観察

モードを、肉眼による観察と略同様の被写体の像の画像を得ることが可能である通常

観察モードと、生体における粘膜表層の血管等が強調された像の画像を得ることが

可能である狭帯域光観察モードとのぅち、いずれか一の観察モードに切り替えること

ができる。

００49 照明手段としての光源装置3は、キセノンランプ等により構成された、白色光を発す

るラン 3 と、ラン 3 が発した白色光の熱線を遮断する熱線かソトフィルタ32と、ビ

デオプロセッサ4から出力される絞り制御信号に基づき、熱線かソトフィルタを通過し

た白色光の光量を調整する絞り装置33と、絞り装置33を通過した白色光を面順次

の照明光にする回転フィルタ34と、回転フィルタ34を透過した面順次の照明光を集

光してライトガイド6に供給する集光光学系 35とを有している。

００5０ 回転フィルタ34は、図2に示すよぅに、中心を回転軸とした円盤状に構成されており

、内周側の周方向に沿って設けられた複数のフィルタを具備する第 のフィルタ群34

と、外周側の周方向に沿って設けられた複数のフィルタを具備する第2のフィルタ

群34 とを有している。

００5 1 第 のフィルタ群34 は、各々が回転フィルタ34の内周側の周方向に沿って設けら

れた、赤色領域の波長帯域の光を透過させる フィルタ34 と、緑色領域の波長帯域

の光を透過させるGフィルタ34 と、青色領域の光を透過させる フィルタ34bとを有

して構成されている。



００52 Rフィルタ34 は、赤色領域の波長帯域の光として、例えば、図3に示すよぅに、6００

から7００ までの光を透過させるよぅな構成を有している。また、Gフィルタ34

は、緑色領域の波長帯域の光として、例えば、図3に示すよぅに、5００ から6００

までの光を透過させるよぅな構成を有している。さらに、 フィルタ34bは、青色領域

の波長帯域の光として、例えば、図3に示すよぅに、4００ から5００ までの光を

透過させるよぅな構成を有している。

００53 第2のフイルタ群34 は、各々が回転フイルタ34の外周側の周方向に沿って設けら

れた、青色領域の狭帯域の光を透過させる フィルタ34b と、緑色領域の狭帯域

の光を透過させるG フィルタ34 とを有して構成されている。

００54 フィルタ34b は、青色領域の狭帯域の光として、例えば、図4に示すよぅに、4

ｱ の光を透過させるよぅな構成を有している。G フィルタ34 は、緑色

領域の狭帯域の光として、例えば、図4に示すよぅに、54０ ｱ 5 の光を透過さ

せるよぅな構成を有している。

００55 なお、第 の実施形態において、第2のフィルタ群34 は、 フィルタ34b 及びG

フィルタ34 のみを有して構成されるものに限らず、例えば、前述した2枚のフィル

タに加え、赤色領域の狭帯域の光を透過させるフィルタをさらに有して構成されるも

のであっても良い。

００56 さらに、光源装置3は、回転フィルタ34を回転駆動させる回転フィルタモータ36と、

ビデオプロセッサ4から出力される観察モード切替信号に基づいて回転フィルタモー

タ36の回転駆動を制御するとともに、回転フィルタ34の回転に同期した同期信号を

ビデオプロセッサ4に対して出力する回転フィルタ制御回路 3 7と、ビデオプロセッサ4

から出力される観察モード切替信号に基づいて駆動するフィルタ切替モータ38とを

有している。

００57 フィルタ切替モータ38は、ビデオプロセッサ4から出力される観察モード切替信号

に基づき、回転フィルタ34が有する第 のフィルタ群34 または第2のフィルタ群34

のぅち、いずれか一のフィルタをラン 3 の光路上に配置する。

００58 光源装置3の各部が有する前述したよぅな構成により、例えば、第 のフイルタ群34

がラン 3 の光路上に配置された場合、 フィルタ34 、Gフィルタ34 及び フィ



ルタ34bを透過した白色光は、 (赤)光、 (緑)光及び (青)光からなる面順次な

照明光として、集光光学系 35により各々集光された後、ライトガイド6に対して供給さ

れる。また、例えば、第2のフイルタ群34 がラン の光路上に配置された場合、

フイルタ34b 及びG フイルタ34 を透過した白色光は、青色領域の狭帯域の光

(以降、 光と記す)及び緑色領域の狭帯域の光 (以降、G 光と記す)からなる面順

次な照明光として、集光光学系 35により各々集光された後、ライトガイド6に対して供

給される。

００59 ビデオプロセッサ4は、内視鏡2が有する 23を駆動するCC ドライバ4 と、C

23から出力される撮像信号を増幅するアンプ42と、アンプ42から出力される撮

像信号に対して相関2重サンプリング及びノイズ除去等の処理を施すプロセス回路4

3と、プロセス回路43から出力される撮像信号をデジタルの画像信号に変換する

コンバータ44と、 コンバータ44から出力される画像信号に対してホワイト

バランス処理を施すホワイトバランス回路45とを有している。

００6０ また、ビデオプロセッサ4は、ホワイトバランス回路45から順次出力される画像信号

を一時的に蓄積して同時ィトする同時ィロ回路46と、同時ィロ回路46に蓄積された画像

信号に基づき、 フレーム分の画像信号を読み出し、該 フレーム分の画像信号に対

してマトリックス変換処理及びガンマ補正処理を行ぅ画像処理回路47と、画像処理回

路47から出力される画像信号をアナログの映像信号に変換して出カする コン

バータ48と、光源装置3の回転フイルタ制御回路 37から出力される同期信号に応じ

たタイミング信号を、前述したビデオプロセッサ4の各部に対して出カするタイミング

、ジェネレータ49とを有している。

００6 1 同時ィロ回路46は、セレクタ46a 、メモり46b 46c及び46dを有して構成されてレめ

００62 セレクタ46aは、タイミングジェネレータ49から出力されるタイミング信号に基づき、

ホワイトバランス回路45から出力される画像信号を、メモり46b 46c及び46d に対し

て順次出カする。

００63 記憶手段としてのメモり46b 46c及び46dは、メモり46bが チヤンネル用のメモり

として、メモり46c がGチヤンネル用のメモりとして、メモり46dが チヤンネル用のメモリ



として夫々構成されている。すなわち、メモり46bに入力された画像信号は赤成分とし

て蓄積され、メモり46。に入力された画像信号は緑成分として蓄積され、メモり46d に

入力された画像信号は青成分として蓄積される。

００64 そして、メモり46b 46c及び46dは、タイミングジェネレータ49から出力されるタイミ

ング信号に基づき、セレクタ46 から出力される画像信号を蓄積して同時ィビする。

００65 画像処理回路47は、図5に示すよぅに、マトリックス回路47 と、v 補正回路47 と

を有して構成されている。また、画像処理回路47は、後述する観察モード切替回路 5

から出力される観察モード切替信号に基づき、通常観察モード及び狭帯域光観察

モード各々に応じた画像処理を行ぅ。

００66 色調変換手段としてのマトリックス回路47 は、同時ィロ回路46から読み出した、赤

成分、緑成分及び青成分からなる フレーム分の画像信号に対し、後述するマトリッ
クス変換処理を行ぅことにより、該画像信号における被写体の像を観察モードに応じ

た色に変換して出カする。

００67 補正回路47 は、マトリックス回路47 によりマトリックス変換処理が行われた後

の画像信号に対し、v 補正処理を行って出カする。

００68 さらに、ビデオプロセッサ4は、観察モード切替回路 5０と、調光制御パラメータ回路

5 と、調光回路 52とを有している。

００69 観察モード切替回路 5０は、内視鏡2から出力される観察モード切替指示信号に基

づき、観察モードに応じた動作を光源装置3及びビデオプロセッサ4が有する各部に

行わせるための観察モード切替信号を出カする。

００7０ 調光制御パラメータ回路 5 は、観察モード切替回路 5０から出力される観察モード

切替信号に基づき、観察モードに応じた調光制御パラメータを出カする。

００7 1 調光回路 52は、調光制御パラメータ回路 5 から出力される調光制御パラメータと、

プロセス回路43から出力される撮像信号とに基づき、観察モードに応じた明るさ制御

を行ぅための絞り制御信号を絞り装置33に対して出カする。

００72 次に、内視鏡装置 の作用について説明を行ぅ。

００73 まず、術者等は、内視鏡装置 の各部、すなわち、内視鏡2、光源装置3、ビデオプ

ロセッサ4及びモニタ5の電源を投入し、該各部を起動状態とする。なお、前記起動



状態において、内視鏡2、光源装置3及びビデオプロセッサ4は、通常観察モードとし

て設定されているものとする。

００74 ビデオプロセッサ4が通常観察モードとして設定された場合、観察モード切替回路

5０は、観察モード切替ス不ソチ24から出力される観察モード切替指示信号に基づき

、回転フィルタ34の第 のフィルタ群34 がラン の光路上に配置されるよぅに、

フィルタ切替モータ38に対して観察モード切替信号を出カする。また、観察モード切

替回路 5０は、観察モード切替ス不ソチ24から出力される観察モード切替指示信号に

基づき、通常観察モードに適した調光制御パラメータが出力されるよぅに、調光制御

パラメータ回路 5 に対して観察モード切替信号を出カする。さらに、観察モード切替

回路 5０は、観察モード切替ス不ソチ24から出力される観察モード切替指示信号に基

づき、回転フィルタ34が通常観察モードに適した回転速度により回転駆動するよぅに

、回転フィルタ制御回路 37に対して観察モード切替信号を出カする。

００75 そして、調光制御パラメータ回路 5 は、観察モード切替信号に基づき、通常観察

モードに適した調光制御パラメータを調光回路 52に対して出カする。

００76 調光回路 52は、調光制御パラメータ回路 5 から出力される調光制御パラメータに

基づき、通常観察モードに適した光量の照明光が光源装置3から供給されるよぅに、

絞り装置3 3に対して絞り制御信号を出カする。

００77 光源装置3は、絞り装置33、回転フィルタ制御回路 37及びフィルタ切替モータ38

に各々入力された観察モード切替信号により、 光、G光及び 光からなる面順次な

照明光をライトガイド6に対して供給する。また、光源装置3の回転フィルタ制御回路 3

7は、回転フィルタ34の回転に同期した同期信号をビデオプロセッサ4に対して出カ

する。

００78 そして、 光、G光及び 光からなる面順次な照明光は、ライトガイド6及び照明光学

系 2 を介し、被写体に対して出射される。

００79 R光、G光及び 光からなる面順次な照明光により照明された被写体の像は、対物

光学系 22により結像され、CC 23により撮像された後、撮像信号としてビデオプロ

セッサ4に対して出力される。

００8０ ビデオプロセッサ4に対して出力された撮像信号は、アンプ42により増幅され、プ口



セス回路43により相関2重サンプリング及びノイズ除去等の処理が施され、 コ

ンバータ44によりヂジタルの画像信号に変換され、ホワイトバランス回路45によりホ

ワイトバランス処理が施された後、同時ィロ回路46において同時ィビされた フレーム分

の画像信号として、画像処理回路47により読み込まれる。なお、通常観察モードに

おいては、 光の被写体の像の画像信号が赤成分としてメモり46b に蓄積され、G光

の被写体の像の画像信号が緑成分としてメモり46c に蓄積され、 光の被写体の像

の画像信号が青成分としてメモり46d に蓄積されるものであるとする。

００8 1 画像処理回路47は、観察モード切替回路 5０から出力される観察モード切替信号

に基づき、ビデオプロセッサ4が通常観察モードとして設定されたことを検出すると、

同時化回路46から読み込んだ画像信号に対し、マトリックス回路47 における、後

述するマトリックス変換処理を行わず、v 補正回路47 における v 補正処理のみを

行って出カする。

００82 画像処理回路47から出力された画像信号は、 コンバータ48によりアナログ

の映像信号に変換された後、モニタ5に対して出力される。

００83 以上に述べた処理がビデオプロセッサ4において行われることにより、モニタ5には

、通常観察モードの被写体の像としての、肉眼による観察と略同様の被写体の像が

画像表示される。

００84 その後、術者等は、生体内における所望の被写体が、対物光学系 22の視野内で

あり、かつ、照明光学系 2 から出射される照明光により照明される位置となるよぅに内

視鏡2を操作して移動させる。そして、この状態において、術者等は、観察モード切

替ス不ソチ24を操作することにより、内視鏡装置 の観察モードを、通常観察モード

から狭帯域光観察モードへと切り替える。

００85 ビデオプロセッサ4が狭帯域光観察モードとして設定された場合、観察モード切替

回路 5０は、観察モード切替ス不ソチ24から出力される観察モード切替指示信号に基

づき、回転フイルタ34の第 のフイルタ群34 がラン 3 の光路上に配置されるよぅ

に、フイルタ切替モータ38に対して観察モード切替信号を出カする。また、観察モー

ド切替回路 5０は、観察モード切替ス不ソチ24から出力される観察モード切替指示信

号に基づき、狭帯域光観察モードに適した調光制御パラメータが出力されるよぅに、



調光制御パラメータ回路 5 に対して観察モード切替信号を出カする。さらに、観察

モード切替回路 5０は、観察モード切替ス不ソチ24から出力される観察モード切替指

示信号に基づき、回転フイルタ34が狭帯域光観察モードに適した回転速度により回

転駆動するよぅに、回転フイルタ制御回路 37に対して観察モード切替信号を出カす

る。

００86 そして、調光制御パラメータ回路 5 は、観察モード切替信号に基づき、狭帯域光

観察モードに適した調光制御パラメータを調光回路 52に対して出カする。

００87 調光回路 52は、調光制御パラメータ回路 5 から出力される調光制御パラメータに

基づき、狭帯域光観察モードに適した光量の照明光が光源装置3から供給されるよぅ

に、絞り装置33に対して絞り制御信号を出カする。

００88 光源装置3は、絞り装置33、回転フイルタ制御回路 37及びフイルタ切替モータ38

に各々入力された観察モード切替信号により、G 光及び 光からなる面順次な照

明光をライトガイド6に対して供給する。また、光源装置3の回転フイルタ制御回路 37

は、回転フイルタ34の回転に同期した同期信号をビデオプロセッサ4に対して出カ

する。

００89 そして、G 光及び 光からなる面順次な照明光は、ライトガイド6及び照明光学系

2 を介し、被写体に対して出射される。

００9０ G 光及び 光からなる面順次な照明光により照明された被写体の像は、対物光

学系 22により結像され、 23により各々撮像された後、撮像信号としてビデオプ

ロセッサ4に対して出力される。すなわち、 23は、被写体が 光により照明され

た場合に第 の被写体像を撮像するとともに、該被写体がG 光により照明された場

合に第2の被写体像を撮像し、各々の被写体像を撮像信号として出カする。

００9 1 ビデオプロセッサ4に対して出力された撮像信号は、アンプ42により増幅され、プロ

セス回路43により相関2重サンプリング及びノイズ除去等の処理が施され、 コ

ンバータ44によりデジタルの画像信号に変換され、ホワイトバランス回路45によりホ

ワイトバランス処理が施された後、同時ィロ回路46において同時ィビされた フレーム分

の画像信号として、画像処理回路47により読み込まれる。なお、狭帯域光観察モー

ドにおいては、セレクタ46a により、G 光により照明された被写体の像の画像信号で



あるG信号がメモり46b及びメモり46d に対して出力され、 光により照明された被

写体の像の画像信号である fn号がメモり46c及びメモり46d に対して出力されるも

のであるとする。

００92 画像処理回路47は、観察モード切替回路 5０から出力される観察モード切替信号

に基づき、ビデオプロセッサ4が狭帯域光観察モードとして設定されたことを検出する

と、同時ィロ回路46から読み込んだ各画像信号に対し、マトリックス回路47 において

、所定の色変換処理としてのマトリックス変換処理を行ぅ。

００93 マトリックス回路47 は、同時ィロ回路46が有する各メモりから読み込んだG信号及

び 信号各々に対して下記数式 ( ) に基づくマトリックス変換を施した信号を、マトリ

、ソクス回路 から出力される赤成分、緑成分及び青成分としての、 信号、G 信

号及び 信号として各々出カする。
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具体的には、マトリックス回路47 は、上記数式 ( ) に基づくマトリックス変換処理を

行ぅことにより、メモり46bから読み込んだG信号の輝度値を 倍した信号を、該マトリ

、ソクス変換処理後の赤成分である 信号として出カする。

００95 また、マトリックス回路47 は、上記数式 ( ) に基づくマトリックス変換処理を行ぅこと

により、メモり46cから読み込んだ 信号の輝度値を 倍した信号を、該マトリックス変

換処理後の緑成分であるG 信号として出カする。

００96 さらに、マトリックス回路47 は、上記数式 ( ) に基づくマトリックス変換処理を行元
とにより、メモり46dから読み込んだG信号の輝度値を 倍した信号を、該マトリックス

変換処理後の青成分である 信号として出カする。

００97 なお、数式 ( ) において、定数 は、定数 及び定数 のいずれの値よりも 、さ
3

い

値であるとする。より具体的には、定数 ，、定数 ，及び定数 ，の値は、例えば、，く
く れづ大小関係が各々成立する値であるとする。

００98 その後、v 補正回路47 は、マトリックス回路47Aから出力される、上記数式 ( ) に

基づくマトリックス変換処理が施された、 信号、G 信号及び 信号を有する画像信



号に対し、v 補正処理を行って出カする。

００99 画像処理回路47から出力された画像信号は、 コンバータ48によりアナログ

の映像信号に変換された後、モニタ5に対して出力される。

０1００ 以上に述べた一連の処理がビデオプロセッサ4において行われることにより、モニタ

5には、狭帯域光観察モードにおける被写体の像が画像表示される。そして、狭帯域

光観察モードの被写体の像として、例えば、図6に示すよぅな、生体内の粘膜表層付

近の毛細血管 ０の像が強調された像と、生体組織とは異なる所定の対象物の像と

しての、残掩 ０2の像とがモニタ5に画像表示される。なお、残掩 ０2は、生体組織と

は異なる所定の対象物として、例えば、胆汁または腸液等であっても良い。

０1０1 毛細血管 ０の像は、前述したマトリックス変換処理がビデオプロセッサ4において

行われることにより、例えば、ブラウン色またはブラウン色に近い色の像として画像表

示される。また、残掩 ０2の像は、前述したマトリックス変換処理がビデオプロセッサ4

において行われることにより、例えば、マゼンタ色またはマゼンタ色に近い色の像とし

て画像表示される。すなわち、マトリックス回路47Aは、前述したマトリックス変換処理

において、残掩 ０2の像における、赤成分の輝度値及び青成分の輝度値が略同じ

になるよぅに処理を行ぅ。

０1０2 以上に述べた作用により、第 の実施形態の内視鏡装置 は、狭帯域光観察にお

いて、生体内の粘膜表層付近の毛細血管が強調された像の画像を得ることができる

とともに、残掩の像が、血液の色と略同様の赤色とは異なる色の像となった画像を得

ることができる。その結果、第 の実施形態の内視鏡装置 は、生体に対する狭帯域

光観察が行われる場合に、術者等の負担を軽減することができる。

００3 なお、前述した効果と略同様の効果を得るための構成として、マトリックス回路47

は、数式 ( ) に基づくマトリックス変換処理を行ぅものに限るものではなく、例えば、下

記数式 (2) に基づくマトリックス変換処理を行ぅものとして構成されていても良い。
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マトリツクス回路47 は、上記数式 2 に基づくマトリツクス変換処理を行うことにより



、メモり46b から読み込んだG信号の輝度値を 倍した信号を、該マトリックス変換処

理後の赤成分である 信号として出カする。

０1０5 また、マトリックス回路4 7 は、上記数式 (2) に基づくマトリックス変換処理を行ぅこと

により、メモり46c から読み込んだ 信号の輝度値を 倍した信号を、該マトリックス変

換処理後の緑成分であるG 信号として出カする。

０1０6 さらに、また、マトリックス回路 は、上記数式 (2) に基づくマトリックス変換処理を

行ぅことにより、メモり46d から読み込んだG信号の輝度値を 倍した信号と、メモり4

6dから読み込んだ 信号の輝度値を 倍した信号とを足し合わせた信号を、該マトリ

、ソクス変換処理後の青成分であるG 信号として出カする。

０1０7 なお、数式 (2) において、定数 は、前述した定数 よりも大きく、かつ、前述した

定数 及び のいずれの値よりも 心い値であるとする。より具体的には、定数 、

定数 、定数 及び定数 の値は、例えば、 く く く れづ大小関係が各
2 3 4 3 4

々

成立する値であるとする。

０1０8 以降、前述した一連の処理と同様の処理がビデオプロセッサ4において行われるこ

とにより、モニタ5には、狭帯域光観察モードにおける被写体の像が画像表示される

０1０9 上記数式 (2) に基づくマトリックス変換処理が行われた場合、上記数式 ( ) に基づ
くマトリックス変換処理が行われた場合に得られる像と略同様の色を有する残掩 ０2

の像がモニタ5に画像表示される。また、上記数式 (2) に基づくマトリックス変換処理

が行われた場合、上記数式 ( ) に基づくマトリックス変換処理が行われた場合に得ら

れる像に比べてさらにコントラストの良い毛細血管 ０の像がモニタ5 に画像表示さ

れる。

０11０ そして、上記数式 ( ) に基づくマトリックス変換処理が行われた場合、例えば、図6

に示すよぅな局所部位 ０3の像が、ハレーションを起こすことにより、黄色にごく近い
色の像としてモニタ5に画像表示されることがある。しかし、上記数式 (2) に基づくマト

リックス変換処理が行われた場合、図6に示すよぅな局所部位 ０3の像は、白色また

は白色に近い色の像としてモニタ5に画像表示される。

０111 以上に述べた、上記数式 (2) に基づくマトリックス変換処理がマトリックス回路4 7



において行われることにより、モニタ5には、狭帯域光観察モードの被写体の像として

、上記数式 ( ) に基づくマトリックス変換処理が行われた場合に比べてコントラストの

良い毛細血管 ０の像と、血液の色と略同様の赤色とは異なる色の像である残掩 ０

2の像と、白色または白色に近い色の像である局所部位 ０3の像とが画像表示され

る。

０112 (第2の実施形態)

図7から図9は、本発明の第2の実施形態に係るものである。図7は、第2の実施形

態に係る内視鏡装置の要部の構成の一例を示す図である。図8は、第2の実施形態

の内視鏡装置が有する狭帯域用フィルタの分光特性の一例を示す図である。図9は

、第2の実施形態の内視鏡装置が有する色分離フィルタに用いられる各フィルタの配

置例を示す図である。

０113 なお、以降の説明において、第 の実施形態と同様の構成を持っ部分にっいては

、詳細な説明を省略する。

０114 第2の実施形態の内視鏡装置2０は、図7に示すよぅに、体腔内等に挿入され、内

視鏡検査を〒ぅ電子内視鏡 (以下、単に内視鏡と略記) 2０2と、内視鏡2０2に照明光

を供給する光源装置2０3と、内視鏡2０2に内蔵された撮像手段を駆動すると共に、

該撮像手段の出力信号に対する信号処理を〒ラビデオプロセッサ2０4と、ビデオプ

ロセッサ2０4から出力される映像信号に基づき、該撮像手段により撮像された被写体

の像を内視鏡画像として表示するモニタ2０5と、を要部として有している。

内視鏡2０2は、細長の挿入部2０7と、この挿入部2０7の後端に設けられた操作部

2０8と、この操作部2０8から延出されたュニバーサルケーブル2０9とを有している。

また、ュニバーサルケーブル2０9の端部に設けられたライトガイドコネクタ2 は、光

源装置2０3に着脱自在に接続される。さらに、ュニバーサルケーブル2０9は、端部

に設けられた信号コネクタにより、ビデオプロセッサ2０4に着脱自在に接続される。

０115 挿入部2０7の内部には、照明光を伝送するためのライトガイド2 3が挿通されてい
る。そして、このライトガイド2 3における手元側の端部に設けられたライトガイドコネク

タ2 が光源装置2０3に接続されると、光源装置2０3の照明光がライトガイド2 3に

供給される。



０116 光源装置2０3は、通常光観察モード時には、通常照明光としての白色 (可視領域)

の照明光を発するとともに、該白色の照明光をライトガイド2 3に供給する。また、光

源装置2０3は、特殊光観察モードとしての例えば狭帯域光観察モード時には、狭帯

域の照明光を発するとともに、該狭帯域の照明光をライトガイド2 3に供給する。

０117 通常光観察モードと狭帯域光観察モードの切替指示は、内視鏡2０2の操作部2０8

に設けられたモード切替ス不ソチ2 4aの操作により行ぅことができる。なお、第2の実

施形態の内視鏡装置2０において、通常光観察モードと狭帯域光観察モードの切

替指示は、内視鏡2０2に設けられたモード切替ス不ソチ2 4aの操作により行われる

ものに限らず、例えば、ビデオプロセッサ2０4の操作パネル2 7に設けられたモード

切替ス不ソチ2 4bの操作により行われるものであっても良いし、図示しないフットスイ

、ソチまたはキーボードの操作により行われるものであっても良い。

０118 モード切替ス不ソチ2 4a等の操作による切替信号は、ビデオプロセッサ2０4内の

制御回路 2 5に入力される。そして、この制御回路 2 5は、前記切替信号に応じてフ

ィルタ挿脱装置2 6を制御することにより、光源装置2０3からライトガイド2 3 に供給

される照明光を、通常照明光または狭帯域照明光のいずれかに選択的に切り替える

０119 また、制御回路 2 5は、光源装置2０3からライトガイド2 3に供給される照明光の切

替制御に連動して、ビデオプロセッサ2０4内の映像信号処理系の特性を切り替える

制御を併せて行ぅ。すなわち、ビデオプロセッサ2０4は、モード切替ス不ソチ2 4aに

よる切替指示に応じて映像信号処理系の特性を切り替えることにより、通常光観察モ

ード及び狭帯域光観察モードの各々に適した信号処理を〒ぅことができる。

０12０ また、ビデオプロセッサ2０4の操作パネル2 7には、モード切替ス不ソチ2 4bと、

画像の鮮鋭度を強調する強調レベル切替ス不ソチ2 9とが設けられている。そして、

ス不ソチ2 4b及び2 9から出力された各信号は、制御回路 2 5に入力される。モー

ド切替ス不ソチ2 4bは、モード切替ス不ソチ2 4aと同じ機能を有している。

０121 光源装置2０3は、可視領域を含む照明光を発するラン 22０を内蔵している。ラン

プ22０において発せられた照明光は、赤外ヵットフィルタ22 により赤外光がヵットさ

れて略白色光の波長帯域に近い照明光にされた後、絞り222 に入射される。絞り22



2は、絞り駆動回路 223 の制御により開口量が調整されるとともに、該開口量に応じ

た照明光を通過させる。

０122 プランジヤ等を具備して構成されるフィルタ挿脱装置2 6は、制御回路 2 5の制御

に応じ、ラン 2 2０から発せられる照明光の光路上 (例えば絞り222 と集光レンズ2 2

5との間) において狭帯域用フィルタ224 を挿脱させる。

０123 一方、絞り222 を通過した照明光は、狭帯域用フィルタ224 を介して (狭帯域光観

察モード時 、または、狭帯域用フィルタ224 を介さずに(通常光観察モード時 集光

レンズ225 に入射され、集光レンズ225 により集光された後、ライトガイド2 3の手元

側の入射端面に入射される。

０124 図2は、狭帯域用フィルタ224 の透過率特性の一例を示す図である。狭帯域用フィ

ルタ224 は、3峰性フィルタ特性を示し、例えば、赤、緑、青の各波長城において、そ

れぞれ狭帯域に透過する狭帯域透過フィルタ特性部 a Ga aを有している。

０125 より具体的には、狭帯域透過フィルタ特性部 a Ga aは、それぞれ中心波長が

6００ 54０ 42０ であり、その半値幅が2０～4０ のバンドパス特性を有

している。

０126 従って、狭帯域用フィルタ224 がラン 22０から発せられる照明光の光路上に配置

された場合には、前記狭帯域透過フィルタ特性部 a Ga aを透過した3バンドの

狭帯域の照明光が同時にライトガイド2 3に供給される。また、これに対し、狭帯域用

フィルタ224 がラン 2 2０から発せられる照明光の光路上に配置されない場合には、

(可視の波長領域の) 白色光がライトガイド2 3に供給される。

０127 光源装置2０3側からライトガイド2 3へ人射された照明光は、ライトガイド2 3により

伝送された後、挿入部2０7の先端部226 に設けた照明窓に取り付けた照明レンズ2

2 7を経て外部に出射され、体腔内の患部等の生体組織の表面を照明する。

０128 先端部226 には、照明窓に隣接する位置に観察窓が設けられている。そして、前

記観察窓には、生体組織からの戻り光による光学像を結像する対物レンズ228 が取

り付けられている。また、対物レンズ228 の結像位置には、固体撮像素子として電荷

結合素子 (CC と略記 229 が配置されている。そして、対物レンズ228 により結像さ

れた光学像は、 229により光電変換された後、撮像信号として出力される。



０129 CC 229の撮像面には、光学的に色分離する色分離フィルタ2 3０として、例えば

図3に示す補色系フィルタが各画素単位で取り付けられている。

０13０ 前記補色系フィルタは、各画素の前に、マゼンタ ( )、グリーン (G) 、シアン (C )

、イエロ ( e)の4色のヵラーチップが配置された構成を有している。具体的には、前

記補色系フィルタは、水平方向において、 及びGのヵラーチップが交互に配置さ

れた構成を有している。また、前記補色系フィルタは、縦方向において、 C 、

、 e の順に繰り返し配置されたヵラーチップ群と、とG、 e、G、C 、・‥の順に

繰り返し配置されたヵラーチップ群と、が交互に配置された構成を有している。

０131 そして、色分離フィルタ2 3０として前記補色系フィルタを用いたCC 229の場合、

縦方向に隣接する2列の画素を加算して順次読み出すが、このとき奇数フィールドと

偶数フィールドで画素の列をずらして読み出すよぅにする。そして、後段側において

C分離回路 237 がォ〒ぅ処理により、公知のよぅに輝度信号と色信号とが生成され

る。

０132 CC 229は、内視鏡2０2内部の信号線の一端と接続されている。そして、前記信

号線の他端を内蔵する信号コネクタがビデオプロセッサ2０4に物理的に接続される

ことにより、ビデオプロセッサ2０4内のCC 駆動回路 2 3 及び相関二重サンプリング

回路 (C S回路 ) 232 と、CC 229とが電気的に接続される。

０133 なお、各内視鏡2０2は、その内視鏡2０2に固有の識別情報 ( )を発生する 発

生部233 を備えている。そして、 発生部233 において発せされた は、ュニバー

サルケーブル2０9を介して制御回路 2 5へ入力される。

０134 制御回路 2 5は、入力される に基づき、ビデオプロセッサ2０4に接続された内視

鏡2０2の種類、内視鏡2０2に搭載されたCC 229の種類、及び、CC 229の画素

数等を識別する。そして、制御回路 2 5は、識別した内視鏡2０2のCC 229が適切

な駆動状態となるよぅに、CC 駆動回路 2 3 に対する制御を行ぅ。

０135 CC 229は、CC 駆動回路 2 3 からのCC 駆動信号に応じ、対物レンズ228 に

より結像された光学像の光電変換を行ぅ。そして、CC 229により光電変換された光

学像の撮像信号は、C S回路 232 に入力される。

０136 C S回路 232 に入力された撮像信号は、信号成分が抽出されたべ一スバンドの信



号として 変換回路 234 へ出力された後、 変換回路 234 によりデジタル信

号に変換されるとともに、明るさ検波回路 235 により明るさ (f 号の平均輝度 ) が検出

される。

０137 明るさ検波回路 235 により検出された明るさを情報として有する明るさ信号は、調光

回路 236 に入力された後、基準の明るさ (調光の目標値) との差分を情報として有す

る調光信号として変換される。そして、前記調光信号は、光源装置2０3からライトガイ

ド2 3 に供給される照明光の光量が前記基準の明るさに応じた光量となるよぅに、絞

り駆動回路 223 が絞り222 の開口量の制御を〒ぅ際に用いられる。

０138 変換回路 234 から出力されたデジタル信号は、オートゲインコントール回路 (

GC回路と略記) 238 により信号レベルが所定のレベルとなるよぅにゲイン制御され

た後、 C分離回路 237 に入力される。また、 C分離回路 237 は、入力される

デジタル信号に基づき、輝度信号 と(広義の色信号Cとしての) 線順次の色差信

号C 二 2 及びCb (二 2 とを生成する。

０139 C分離回路 237 から出力された輝度信号Y は、セレクタ239 に入力されるとと

もに、入力信号の通過帯域を制限する第 の口一パスフイルタ( P と略記) 24 に入

力される。

０14０ P 24 は、輝度信号 に対応して広い通過帯域特性を有している。そして、輝

度信号 は、前記通過帯域特性に応じてフイルタリングされることにより、輝度信号

として第 マトリクス回路 242 に入力される。

０14 1 一方、色差信号C 及びCbは、入力信号の通過帯域を制限する第2の P 243を

介して (線順次 ) 同時ィロ回路 244 に入力される。

このとき、第2の P 243は、制御回路 2 5の制御により、観察モードに応じてその

通過帯域特性が変更される。具体的には、第2の P 243は、制御回路 2 5の制御

により、通常光観察モード時には、第 の P 24 に比べて低帯域である、第 の通

過帯域特性を有するよぅに設定される。また、第2の P 243は、制御回路 2 5の制

御により、狭帯域光観察モード時には、前記第 の通過帯域特性に比べて広い帯域

であるとともに、第 の P 24 と略同様の帯域である、第2の通過帯域特性を有す

るよぅに設定される。このよぅに、第2の P 243は、観察モードの切替に連動して、



色差信号C 及びCbに対する通過帯域を制限することにより、処理特性を変更可能

な処理特性変更手段を形成している。

０142 同時ィロ回路 244 は、入力される色差信号C 及びCbを同時化し、第 マトリクス回路

242 に対して出カする。

第 マトリクス回路 242 は、輝度信号 と、色差信号C 及びCbとに応じて3原色信

号 G 及び を生成するとともに、生成した該3原色信号 G 及び をホワ

イトバランス回路245 に対して出カする。

０143 また、第 マトリクス回路 242 は、制御回路 2 5によって制御されることにより、CC

229 の色分離フィルタ2 3０の特性、及び、狭帯域用フィルタ224 の特性に応じて (変

換特性を決定する)マトリクス係数の値を変更する。これにより、第 マトリクス回路 24

2は、混色の無い或いは混色を殆ど解消した3原色信号 G 及び を生成する

ことができる。

０144 例えば、ビデオプロセッサ2０4に実際に接続される内視鏡2０2により、該内視鏡2０

2に搭載されているCC 229の色分離フィルタ2 3０の特性が異なる場合がある。制

御回路 2 5は、 の情報により実際に使用されているCC 229の色分離フィルタ2

3０の特性に応じて第 マトリクス回路 242 の係数を変更する。これにより、ビデオプロ

セッサ2０4は、実際に使用される撮像素子の種類が異なる場合にも適切に対応でき

、その結果、偽色の発生が防止され、かつ、混色の (殆ど) 無い3原色信号 G 及

び を生成することができる。

０145 なお、ビデオプロセッサ2０4は、混色の無い3原色信号 G 及び を生成可

能であることにより、特に狭帯域光観察モード時に、特定の色の狭帯域光の下にお

いて撮像された光学像に基づく色信号が、他の色の狭帯域光の下において撮像さ

れた光学像に基づく色信号のために識別がしにくくなってしまぅことを有効に防止で

きる作用効果を持つ。

０146 ホワイトバランス回路 245 は、入力された3原色信号 G 及び に対してホワイ

トバランス処理を施すことにより、3原色信号 2 G2及び 2を生成して出カする。

０ 47 第2マトリクス回路246 は、ホワイトバランス回路245 から出力される3原色信号 Z

G2及び 2に基づき、輝度信号Yと、色差信号 及び とを生成して出カす



る。

０148 この場合、制御回路 2 5は、通常光観察モード時には、入力される3原色信号 2

G2及び 2から、輝度信号 と、色差信号 及び とを単に生成可能な係数

として、第2マトリクス回路 246 のマトリクス係数を設定する。

０149 また、制御回路 2 5は、狭帯域光観察モード時には、入力される3原色信号 2、G

2及び 2から、特に f 号に対する比率 (重み付け) を大きくした輝度信号 b と、

色差信号 及び とを生成可能な係数として、第2マトリクス回路246 のマトリ

クス係数を、通常光観察モード時の値と異なる値として設定する。

0 50 そして、前述した場合における変換式は、3行 のマトリクス 及び を用いた場

合、下記数式 (3) のよぅに示される。

( 3 )

ここで、マトリクス は、例えば、前述した数式 ( ) における定数 、定数 及び定数

の各値を要素として有する、

０ ん
1 ０

= ０ ０ 几2
( 4 )

０ ん
3

０

上記数式 (4) に示すよぅなものであっても良いし、また、前述した数式 (2) における定

数 、定数 、定数 及び定数 の各値を要素として有する、

，
九 ０

０ ０ ん
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０ ゐ ん
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上記数式 (5) に示すよぅなものであっても良い。

０152 また、マトリクス は、 G 信号から 色差信号を生成するためのマトリクスであり、

例えば下記数式 (6) に示すよぅな公知の演算係数が用いられる。
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第2マトリクス回路 246 から出力された輝度信号 b は、セレクタ239 に入力される

。そして、セレクタ239 は、制御回路 2 5の制御に基づき、通常光観察モード時には

輝度信号 を選択して出カするとともに、狭帯域光観察モード時には輝度信号

b を選択して出カする。なお、図7 においては、セレクタ239 から選択して出力される

輝度信号 または b を輝度信号 se として示している。

第2マトリクス回路 246 から出力される色差信号R 及び は、セレクタ239 を

介して出力される輝度信号 se (輝度信号 または b )と併せて拡大補間回路 2

4 7に入力される。

０154 そして、輝度信号 se は、拡大補間回路 247 により拡大処理が施され、強調回路 2

4 8 により鮮鋭度強調の処理が施された後、第3マトリクス回路 249 に入力される。また

、拡大補間回路 247 により拡大処理が施された色差信号 及び は、第3マ
トリクス回路 249 に入力される。

０155 そして、輝度信号 se と、色差信号 及び とは、第3マトリクス回路 249 に

よる3原色信号 、G及び への変換処理が施され、 変換回路 2 5 による

変換処理が施された後、ビデオプロセッサ2０4の映像信号出力端からモニタ2０5

に出力される。

０156 制御回路 2 5は、モード切替ス不ソチ2 4 a或いは2 4 bの操作による観察モードの

切替或いは選択に応じて、 243の特性の変更設定、第 マトリクス回路 242 のマ
トリクス係数の変更設定、第2マトリクス回路 246 のマトリクス係数の変更設定、及び、

セレクタ239 の輝度信号 b の選択を行ぅ。

０15 7 また、制御回路 2 5 は、観察モードの切替に応じて、光源装置2０3のフィルタ挿脱

装置2 6の動作を制御する。また、この制御回路 2 5 は、ホワイトバランス調整時に

は、ホワイトバランス回路 245 のゲイン設定を行ぅ。

０158 次に、本実施形態の内視鏡装置2０の作用についての説明を行ぅ。



０159 まず、術者等は、内視鏡装置2０の各部、すなわち、内視鏡2０2、光源装置2０3

ビデオプロセッサ2０4及びモニタ2０5の電源を投入し、該各部を起動状態とする。な

お、前記起動状態において、内視鏡2０2、光源装置2０3及びビデオプロセッサ2０4

は、通常観察モードとして設定されているものとする。

０16０ 制御回路 2 5は、モード切替ス不ソチ2 4 aまたは2 4bから出力される観察モード

切替信号に基づき、ビデオプロセッサ2０4が通常観察モードから狭帯域観察モード

に切り替えられたことを検出すると、狭帯域用フィルタ224 をランプ2 2０の光路上に介

挿させるための制御をフィルタ挿脱装置2 6 に対して行ぅ。また、制御回路 2 5 は、

モード切替ス不ソチ2 4 aまたは2 4bから出力される観察モード切替信号に基づき、

セレクタ239 、第 マトリクス回路 242 、第2の P 243、ホワイトバランス回路 245 及

び第2マトリクス回路 246 の各部に対し、狭帯域観察モードに応じた制御を行ぅ。

０16 1 一方、光源装置2０3は、制御回路 2 5の制御に基づき、狭帯域用フィルタ224 の

透過率特性に応じた狭帯域照明光をライトガイド2 3 に供給する。

０162 そして、光源装置2０3 により供給された狭帯域照明光は、ライトガイド2 3及び照明

レンズ227 を介して外部に出射され、体腔内の患部等の生体組織の表面を照明する

０163 狭帯域照明光により照明された被写体の像は、対物レンズ228 により結像され、色

分離フィルタ2 3０により光学的に色分離され、C C 229により撮像された後、撮像信

号としてビデオプロセッサ2０4 に対して出力される。

０164 ビデオプロセッサ2０4 に対して出力された撮像信号は、C S回路 232 により信号

成分が抽出され、 変換回路 234 によりデジタル信号に変換され、 GC回路 2 3

8 によりゲイン制御が施された後、 C分離回路 237 に入力される。

０165 C分離回路 237 は、入力されるデジタル信号に基づき、輝度信号 と、色差

信号C 及びCbとを生成する。そして、 C分離回路 237 は、輝度信号 をセレク

タ239 及び第 の P 24 へ出カするとともに、色差信号C 及びCbを第2の P 24

3へ出カする。

０ 66 輝度信号 は、第 の P 24 によるフィルタリング処理が施された後、輝度信号

として第 マトリクス回路 242 へ出力される。また、色差信号C 及びCbは、第2の



P 243による (前述した)第2の通過帯域特性に基づくフィルタリング処理が施され、

同時ィロ回路 244 により同時ィヒされた後、第 マトリクス回路 242 へ出力される。

０167 第 マトリクス回路 242 は、入力される輝度信号 と、色差信号C 及びCbとに応じ

て3原色信号 G 及び を生成するとともに、生成した該3原色信号 G 及

び をホワイトバランス回路 245 に対して出カする。

０168 ホワイトバランス回路 245 は、入力された3原色信号 G 及び に対してホワイ

トバランス処理を施すことにより、3原色信号 2 G2及び 2を生成して第2マトリクス

回路 246 へ出カする。

０169 第2マトリクス回路 246 は、入力された3原色信号 2 G2及び 2に対し、例えば、

上記数式 (3) 、数式 (4)及び数式 (6) に基づく変換処理を施すことにより輝度信号

b と、色差信号 及び とを生成する。そして、第2マトリクス回路 246 は、輝

度信号 b をセレクタ239 へ出カするとともに、色差信号 及び を拡大補

間回路 247 へ出カする。

０17０ セレクタ239 は、制御回路 2 5の制御に基づいて輝度信号 b を選択し、該輝度

信号 b を輝度信号 se として拡大補間回路 247 へ出カする。

０171 そして、輝度信号 se は、拡大補間回路 247 により拡大処理が施され、強調回路 2

48により鮮鋭度強調の処理が施された後、第3マトリクス回路 249 に入力される。また

、拡大補間回路 247 により拡大処理が施された色差信号 及び は、第3マ
トリクス回路 249 に入力される。

０172 そして、輝度信号 se と、色差信号 及び とは、第3マトリクス回路 249 に

よる3原色信号 、G及び への変換処理が施され、 変換回路 2 5 による

変換処理が施された後、ビデオプロセッサ2０4の映像信号出力端からモニタ2０5

に出力される。

０173 以上に述べた一連の処理がビデオプロセッサ2０4 において行われることにより、モ

ニタ2０5には、狭帯域観察モードにおける被写体の像が画像表示される。そして、狭

帯域観察モードの被写体の像として、例えば、図6に示すよぅな、生体内の粘膜表層

付近の毛細血管 ０の像が強調された像と、生体組織とは異なる所定の対象物の

像としての、残掩 ０2の像とがモニタ5に画像表示される。なお、残掩 ０2は、生体組



織とは異なる所定の対象物として、例えば、胆汁または腸液等であっても良い。

０174 毛細血管 ０の像は、前述したマトリックス変換処理がビデオプロセッサ2０4にお

いて行われることにより、例えば、ブラウン色またはブラウン色に近い色の像として画

像表示される。また、残掩 ０2の像は、前述したマトリックス変換処理がビデオプロセ

、ソサ2０4において行われることにより、例えば、マゼンタ色またはマゼンタ色に近い色

の像として画像表示される。すなわち、第2マトリクス回路 246 は、前述した変換処理

において、残掩 ０2の像における、赤成分の輝度値及び青成分の輝度値が略同じ

になるよぅに処理を行ぅ。

０175 以上に述べた作用により、第2の実施形態の内視鏡装置2０は、狭帯域光観察に

おいて、生体内の粘膜表層付近の毛細血管が強調された像の画像を得ることができ

るとともに、残掩の像が、血液の色と略同様の赤色とは異なる色の像となった画像を

得ることができる。その結果、第2の実施形態の内視鏡装置2０は、生体に対する狭

帯域光観察が行われる場合に、術者等の負担を軽減することができる。

０176 なお、前述した効果と略同様の効果を得るために、第2マトリクス回路 246 は、例え

ば、上記数式 (3) 、数式 (5) 及び数式 (6) に基づく変換処理を行ぅものであっても良

０177 上記数式 (3) 、数式 (5) 及び数式 (6) に基づく変換処理が行われた場合、上記数

式 (3) 、数式 (4)及び数式 (6) に基づく変換処理が行われた場合に得られる像と略

同様の色を有する残掩 ０2の像がモニタ2０5に画像表示される。また、上記数式 (3

) 、数式 (5) 及び数式 (6) に基づくマトリックス変換処理が行われた場合、上記数式 (

3) 、数式 (4)及び数式 (6) に基づくマトリックス変換処理が行われた場合に得られる

像に比べてさらにコントラストの良い毛細血管 ０の像がモニタ2０5に画像表示され

る。

０178 そして、上記数式 (3) 、数式 (4)及び数式 (6) に基づくマトリックス変換処理が行わ

れた場合、例えば、図6に示すよぅな局所部位 ０3の像が、ハレーションを起こすこと

により、黄色にごく近い色の像としてモニタ2０5に画像表示されることがある。しかし、

上記数式 (3 、数式 (5 及び数式 (6 に基づくマトリックス変換処理が行われた場合

、図6に示すよぅな局所部位 ０3の像は、白色または白色に近い色の像としてモニタ



2０5に画像表示される。

０179 上記数式 (3) 、数式 (5) 及び数式 (6) に基づくマトリックス変換処理が第2マトリクス

回路 246 において行われることにより、モニタ2０5には、狭帯域観察モードの被写体

の像として、上記数式 (3) 、数式 (4)及び数式 (6) に基づくマトリックス変換処理が行

われた場合に比べてコントラストの良い毛細血管 ０の像と、血液の色と略同様の赤

色とは異なる色の像である残掩 ０2の像と、白色または白色に近い色の像である局

所部位 ０3の像とが画像表示される。

０18０ なお、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸

脱しない範囲内において種々の変更や応用が可能であることは勿論である。

０181 本出願は、2００6年4月 2 日に日本国に出願された特願2００6 ０ 8 7号を優

先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求

の範囲、図面に引用されたものとする。



請求の範囲

青色領域の波長帯域を有する第 の狭帯域光と、緑色領域の波長帯域を有する第

2の狭帯域光とを生体内の被写体に対して出射可能な照明手段と、

前記生体内の被写体が前記第 の狭帯域光により照明された場合に第 の被写体

像を撮像し、前記生体内の被写体が前記第2の狭帯域光により照明された場合に第

2の被写体像を撮像する撮像手段と、

前記第 の被写体像を緑成分及び青成分として蓄積するとともに、前記第2の被写

体像を赤成分及び青成分として蓄積する記憶手段と、

前記赤成分、前記緑成分及び前記青成分に対して所定の色変換処理を行ぅことに

より、前記第 の被写体像及び前記第2の被写体像として撮像された、生体組織とは

異なる所定の対象物の像を、赤色以外の色である、所定の第 の色を有する像とす
る色調変換手段と、

を有することを特徴とする内視鏡装置。

2 前記所定の対象物は、前記生体内に存在する残掩、胆汁または腸液のぅち、少な

くともいずれか一を含むことを特徴とする請求項 に記載の内視鏡装置。

3 前記色調変換手段は、前記所定の色変換処理として、前記赤成分として蓄積され

た前記第2の被写体像と、前記緑成分として蓄積された前記第 の被写体像と、前記

青成分として蓄積された前記第2の被写体像とに基づき、前記所定の対象物の像に

おける赤成分の輝度値及び青成分の輝度値を略同じにする処理を行ぅことを特徴と

する請求項 に記載の内視鏡装置。

4 前記色調変換手段は、前記所定の色変換処理として、前記赤成分として蓄積され

た前記第2の被写体像と、前記緑成分として蓄積された前記第 の被写体像と、前記

青成分として蓄積された前記第2の被写体像とに基づき、前記所定の対象物の像に

おける赤成分の輝度値及び青成分の輝度値を略同じにする処理を行ぅことを特徴と

する請求項2に記載の内視鏡装置。

5 前記所定の第 の色は、マゼンタ色であることを特徴とする請求項 に記載の内視

6 前記所定の第 の色は、マゼンタ色であることを特徴とする請求項2に記載の内視



7 前記所定の第 の色は、マゼンタ色であることを特徴とする請求項3に記載の内視

鏡装置。

8 前記所定の第 の色は、マゼンタ色であることを特徴とする請求項4に記載の内視

鏡装置。

9 前記色調変換手段は、前記所定の色変換処理として、前記赤成分として蓄積され

た前記第2の被写体像と、前記緑成分として蓄積された前記第 の被写体像と、前記

青成分として蓄積された前記第 の被写体像及び前記第2の被写体像とに基づき、

前記第 の被写体像及び前記第2の被写体像として撮像された、ハレーションが発生

した局所部位の像を、所定の第2の色を有する像とする処理をさらに行ぅことを特徴と

する請求項 に記載の内視鏡装置。

０ 前記色調変換手段は、前記所定の色変換処理として、前記赤成分として蓄積され

た前記第2の被写体像と、前記緑成分として蓄積された前記第 の被写体像と、前記

青成分として蓄積された前記第 の被写体像及び前記第2の被写体像とに基づき、

前記第 の被写体像及び前記第2の被写体像として撮像された、ハレーションが発生

した局所部位の像を、所定の第2の色を有する像とする処理をさらに行ぅことを特徴と

する請求項2に記載の内視鏡装置。

前記所定の第2の色は、白色であることを特徴とする請求項9に記載の内視鏡装置

2 前記所定の第2の色は、白色であることを特徴とする請求項 ０に記載の内視鏡装

置。

3 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体に

対して順次出射することを特徴とする請求項 に記載の内視鏡装置。

4 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体に

対して順次出射することを特徴とする請求項2に記載の内視鏡装置。

5 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体に

対して順次出射することを特徴とする請求項3に記載の内視鏡装置。

6 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体に



対して順次出射することを特徴とする請求項4に記載の内視鏡装置。

7 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体に

対して順次出射することを特徴とする請求項5に記載の内視鏡装置。

8 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体に

対して順次出射することを特徴とする請求項6に記載の内視鏡装置。

9 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体に

対して順次出射することを特徴とする請求項7に記載の内視鏡装置。

2０ 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体に

対して順次出射することを特徴とする請求項8に記載の内視鏡装置。

2 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体に

対して順次出射することを特徴とする請求項9に記載の内視鏡装置。

22 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体に

対して順次出射することを特徴とする請求項 ０に記載の内視鏡装置。

23 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体に

対して順次出射することを特徴とする請求項皿に記載の内視鏡装置。

24 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体に

対して順次出射することを特徴とする請求項 2に記載の内視鏡装置。

25 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体に

対して同時に出射することを特徴とする請求項 に記載の内視鏡装置。

26 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体に対

して同時に出射することを特徴とする請求項2に記載の内視鏡装置。

27 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体に

対して同時に出射することを特徴とする請求項3に記載の内視鏡装置。

28 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体に

対して同時に出射することを特徴とする請求項4に記載の内視鏡装置。

29 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体に

対して同時に出射することを特徴とする請求項5に記載の内視鏡装置。

3 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体に



対して同時に出射することを特徴とする請求項6に記載の内視鏡装置。

3 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体Ⅱ

対して同時に出射することを特徴とする請求項7に記載の内視鏡装置。

32 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体Ⅱ

対して同時に出射することを特徴とする請求項8に記載の内視鏡装置。

33 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体Ⅱ

対して同時に出射することを特徴とする請求項9に記載の内視鏡装置。

34 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体Ⅱ

対して同時に出射することを特徴とする請求項 ０に記載の内視鏡装置。

35 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体Ⅱ

対して同時に出射することを特徴とする請求項皿に記載の内視鏡装置。

36 前記照明手段は、前記第 の狭帯域光及び前記第2の狭帯域光を前記被写体Ⅱ

対して同時に出射することを特徴とする請求項 2に記載の内視鏡装置。
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