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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータシステムを用いて動的システムを評価する方法であって、該方法は、
　ａ．　センサが、該動的システムを２次元以上で表わす複数の画像を取得することと、
　ｂ．　データ処理デバイスが、教師なし学習アルゴリズムを用いて、代表的画像集合の
うちの画像間の自己類似性を判定することと、
　ｃ．　該データ処理デバイスが、該画像集合を自己類似性の統計的関数として特徴づけ
ることと
　を含み、
　該複数の画像は、
　ａ１．該センサが、第１の取得パラメータ化において画像を取得することと、
　ａ２．該データ処理デバイスが、選択された画像とその他の画像のうちの少なくとも１
つとの間の類似性を判定することと、
　ａ３．該データ処理デバイスが、自己類似性の統計的関数として該画像を特徴づけるこ
とと、
　ａ４．該データ処理デバイスが、該画像の自己類似性の関数として該取得パラメータ化
を動的に調整することと
　によって取得され、これにより該動的システムを評価する、方法。
【請求項２】
　該次元は、時間、空間、周波数スペクトル、温度、該システムの属性の存在又は欠如の
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うちのいずれかを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　該判定するステップは、該データ処理デバイスが、該複数の画像の全ての間の自己類似
性を判定することを含み、
　該特徴づけるステップは、該データ処理デバイスが、該複数の画像に関して判定された
自己類似性の統計的関数として該動的システムを特徴づけることを含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項４】
　コンピュータシステムを用いて動的システムを評価する方法であって、
　ａ．　センサが、該動的システムを２次元以上で表す複数の画像を取得することと、
　ｂ．　データ処理デバイスが、教師なし学習アルゴリズムを用いて、代表的画像集合の
うちの画像間の自己類似性を判定することであって、自己類似性を判定することは、短期
時間類似性および長期時間類似性を評価することを含む、ことと、
　ｃ．　該データ処理デバイスが、該画像集合を自己類似性の統計的関数として特徴づけ
ることと
　を含み、これにより該動的システムを評価し、
　該複数の画像は、
　ａ１．該センサが、第１の取得パラメータ化において画像を取得することと、
　ａ２．該データ処理デバイスが、選択された画像とその他の画像のうちの少なくとも１
つとの間の類似性を判定することと、
　ａ３．該データ処理デバイスが、自己類似性の統計的関数として該画像を特徴づけるこ
とと、
　ａ４．該データ処理デバイスが、該画像の自己類似性の関数として該取得パラメータ化
を動的に調整することと
　によって取得される、方法。
【請求項５】
　該データ処理デバイスが、該長期時間類似性と該短期時間類似性とを組み合わせること
により、分析の全持続時間を表す自己類似性マトリックスを確立することをさらに含む、
請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　該データ処理デバイスが、該自己類似性マトリックスを処理することにより、空間時間
信号をモデリングすることをさらに含む、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　該データ処理デバイスが、フレームバッファに画像をロードし、該短期時間類似性を評
価するために、該ロードされた画像を用いることをさらに含む、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　該データ処理デバイスが、該長期時間類似性を評価するために、該ロードされた画像を
用いることをさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　該データ処理デバイスが、該マトリックスの対称性を分析することによって、該自己類
似性マトリックスを評価することをさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項１０】
　該データ処理デバイスが、該自己類似性マトリックスを分析することにより、信号を表
すことをさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項１１】
　該画像集合を特徴づけることは、該データ処理デバイスが、該自己類似性マトリックス
に対してマトリックス演算を適用することにより、該動的システムを特徴づけることを含
む、請求項４に記載の方法。
【請求項１２】
　該データ処理デバイスが、該特徴づけられた画像集合と基準値とを比較することをさら
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に含む、請求項４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発明の分野
　本発明は、動的システムを特徴づけるための方法及び装置に関する。
【０００２】
　優先権の主張
　この出願は、２００２年２月１３日に出願された米国特許出願第６０／３５６，３２１
７号に対する特許法第１１９条（ｅ）の規定による優先権を主張するものであり、その内
容全体を参照により本書に取り入れる。
【背景技術】
【０００３】
　発明の背景
　ビデオとしても知られている時間の経過と関連する画像は、私たちの日常生活、産業プ
ロセス、環境状態などを経済的に且つ理解しやすく捉える。圧縮システムは、長いビデオ
の送信コストを顕著に減少させることができる。機械ビジョンシステムは、ピクセルの断
片の精度で画像を登録することができる。管理される登録システムは、何時間も続くビデ
オを効率的再利用のために組織して注釈付けすることができる。
【０００４】
　多くの科学的アプリケーション及び産業上のアプリケーションが、動的プロセスをより
良く測定し数量化するために費用有効的なビデオシステムを利用することから利益を得る
であろう。現在の技術は、大きな計算コスト及び格納コストを必要とし、また多くの非線
形システムの実時間評価及び制御に配慮するものではない。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、ディジタルデータ及び信号処理に関する。本発明、特に、例を挙げれば、空
間時間信号の自己相似性を測定して特徴づけ（集塊化、分類、表現する）、それらの取得
及び／又は格納を適応的に制御すると共にメタデータ及び更なる詳細処理を割り当てるこ
とに関する。本発明は、動的システムの空間時間知覚測定結果の質的評価及び量的評価に
も関する。
【０００６】
　発明の概要
　一般に、本発明は、動的システムを評価する例えば機械ベースの方法などの方法と装置
とを特徴とする。それらの方法は、次に記載するステップのうちの１つ以上を含むことが
できる（該ステップは、必ずしもここに記載した順序で実行されなくても良いが、通常は
ここに記載した順序で実行される）：２次元以上の、例えば３次元で動的システムを表わ
す複数の画像を取得するステップ；選択された画像と他の画像のうちの１つとの相似性を
判定するステップ；例えば、選択された画像を、前に取得された画像及び／又は後に取得
された画像などの、２次元連続体の異なる部分から取得された１つ以上の画像との相似性
の関数として特徴づけるなどの、選択された画像をそれに関して判定された相似性の統計
的関数として特徴づけることにより該動的システムを特徴づけるステップ。本方法では、
選択された画像を他の画像のうちの１つ又は複数（例えばＮ個の画像）と比較することが
でき、このＮは、ユーザにより選択される数であって、１から取得された画像の総数まで
の任意の数であって良く、例えば２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１２，１４，
１５，１６，１８，２０，３０，４０，５０，６０，７０，８０，９０，１００又はそれ
以上、及びこれらの間の任意の数であって良い。該２次元は、時間、周波数スペクトル、
温度、該システムの何らかの属性の存在又は欠如を含む任意の次元であって良いが、これ
らには限定されない。該判定ステップは、各画像と他の各画像との相似性の判定を含んで
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いて良く；該特徴づけステップは、該動的システムを、該複数の画像に関して判定された
相似性の統計的関数として特徴づけることを含むことができる。
【０００７】
　本書に記載されている実施態様の多くが２次元システムとしての時間に言及するけれど
も、他の次元で画像を取得する類似の実施態様が本発明に包含されることが理解されるべ
きである。
【０００８】
　本発明の一定の実施態様では、次に記載するステップのうちの幾つか又は全部を含む注
意深い取得又は格納方法により画像が取得される（これらのステップは、必ずしもここに
記載した順序で実行されなくても良いが、通常はここに記載した順序で実行される）：初
期取得及び／又は例えば第１の又は選択されたパラメータ化などの格納パラメータ化で画
像を取得するステップ；選択された画像間の相似性を判定するステップ（選択された画像
とは、例えば、より最近に取得された画像と、他の画像のうちの少なくとも１つとであり
、この他の画像のうちの少なくとも１つとは例えば１つ以上の前に取得された画像であり
、例えばＮ個の前に取得された画像であり、このＮはユーザにより設定される数であって
１と前に取得された画像の全部との間の任意の数であって良い）；該選択された画像を自
己相似性の統計的関数として特徴づけるステップ；任意に該特徴づけを例えば予め選択さ
れた基準値などの基準値と比較し、任意に該取得又は格納パラメータ化を画像の自己相似
性の関数として調整するステップ。一定の実施態様では、前記の予め選択された基準値は
例えば自己相似性などの、該動的システムにおける変化の尺度及び／又は変化率である。
【０００９】
　本発明は、他の側面においては、時間の経過と関連する動的システムを評価する例えば
機械ベースの方法などの方法を特徴とする。該方法は、次に記載するステップのうちの１
つ以上を、好ましくは全部を、包含する（これらのステップは、必ずしもここに記載した
順序で実行されなくても良いが、通常はここに記載した順序で実行される）：時間の経過
と関連して該動的システムを表わす複数の画像を取得するステップ；選択された画像と他
の画像のうちの１つとの相似性を判定するステップ；及び該選択された画像を、それに関
して判定された相似性の統計的関数として特徴づけるステップ。該判定ステップは、各画
像と他の各画像との相似性を判定することを含んでも良く；該特徴づけステップは該複数
の画像に関して判定された相似性の統計的関数として該動的システムを特徴づけることを
含んでも良い。
【００１０】
　他の側面において、本発明は次に記載するステップのうちの幾つか又は全部を含む例え
ば機械ベースの方法などの方法を提供する（これらのステップは、必ずしもここに記載し
た順序で実行されなくても良いが、通常はここに記載した順序で実行される）：時間、空
間、又は時間及び空間などの２次元以上（例えば３次元）で動的システムを表わす複数の
画像を取得するステップ；代表的画像集合の画像間の自己相似性を判定するステップ；及
び該画像の集合を自己相似性の統計的関数として特徴づけるステップ。該２次元は、時間
、空間、周波数スペクトル、温度、該システムの属性の存在又は欠如のうちのいずれを含
んでいても良い。一定の実施態様では、該判定ステップは該複数の画像のうちの幾つか又
は全部の間の自己相関性を判定することを含んでいて良く；該特徴づけステップは、該動
的システムを該複数の画像に関して判定された自己相関性の統計的関数として特徴づける
ことを含んでいて良い。一定の実施態様では、画像は１つの方法により取得され、その方
法は：初期取得及び／又は格納パラメータ化で画像を取得するステップ；選択された画像
間の相似性を判定するステップ；該選択された画像を自己相似性の統計的関数として特徴
づけるステップ；任意にその特徴づけを基準値と比較するステップ；及び任意に該取得又
は格納パラメータ化を該画像の自己相似性の関数として調整するステップを含む。一定の
実施態様では、前記の予め選択された基準値は例えば自己相似性などの、該動的システム
における変化の尺度及び／又は変化率である。
【００１１】
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　他の側面においては、本発明は動的システムを評価する例えば機械ベースの方法などの
方法を特徴とする。該方法は、次に記載するステップのうちの１つ又は全部、通常は全部
、を含む（該ステップは、必ずしもここに記載した順序で実行されなくても良いが、通常
はここに記載した順序で実行される）：時間の経過と関連して該動的システムを表わす複
数の画像を取得するステップ；例えば該画像のうちの幾つか又は全部、例えば一つ置きの
画像、二つ置きの画像、ランダムに選択された画像など、代表的画像集合の画像間の自己
相似性を判定するステップ；及び該画像集合を自己相似性の統計的関数として特徴づける
ステップ。
【００１２】
　一定の実施態様では、該判定ステップは複数の画像の全ての間での自己相似性を判定す
ることを含むことができ、該特徴づけステップは該複数の画像に関して判定された自己相
似性の統計的関数として該動的システムを特徴づけることを含むことができる。
【００１３】
　一定の実施態様では、画像は例えば機械ベースの方法などの方法により取得され、その
方法は：初期取得及び／又は格納パラメータ化で画像を取得するステップ；選択された画
像間の相似性を判定するステップ；該選択された画像を自己相似性の統計的関数として特
徴づけるステップ；任意に該特徴づけを基準値と比較するステップ；及び該取得又は格納
パラメータ化を該画像の該自己相似性の関数として調整するステップを含む。一定の実施
態様では、該予め選択された基準値は、例えば自己相似性などの該動的システムにおける
変化の尺度及び／又は変化率である。一定の実施態様では、該統計的関数はエントロピー
の尺度である。一定の実施態様では、該統計的関数はシャノンのエントロピー関数である
。一定の実施態様では、該統計的関数は
　　　Ｈｊ＝－ΣＰｊｌｏｇ２（Ｐｊ）／ｌｏｇ２（ｎ）　　　（１０）
である。
【００１４】
　一定の実施態様では、該判定ステップは、例えば、長さｎ画像のウィンドウを構成する
複数の画像間の対間相関を判定することなどの、例えば画像の対などの画像間の対間相関
を判定することを含むことができる。一定の実施態様では、該判定ステップは、ｎより大
きく離れている画像間の相関を、間に存する対間の相関を過渡的確率として扱うことによ
り近似することを含む。一定の実施態様では、該判定ステップは画像間の長期対間相関及
び短期対間相関を判定することを含むことができる。一定の実施態様では、該判定ステッ
プは、相似性のマトリックスを作ることを含むことができる。該判定ステップは、例えば
、正方、正規化のいずれかであり、確率から成り、１の対角線を有する相関マトリックス
を作ることを含むことができる。別の実施態様では、該方法は、動的システムを特徴づけ
るためにマトリックス演算を該マトリックスに適用することを含む。
【００１５】
　本発明の一定の実施態様では、画像をセンサーから取得することができる。センサーは
、取得された信号が視覚スペクトルを表わすかどうかとは無関係に、空間時間信号又はそ
の他の信号の取得に適するビデオカメラ又はその他の装置を含む（これらに限定はされな
い）、当該技術分野で公知の任意のセンサーであって良い。画像は、当該技術分野で公知
の任意の方法により取得されて良く、（ｉ）センサーにより捉えられた画像、及び（ｉｉ
）センサーにより捉えられた画像の処理された形のいずれかを含むことができる。画像の
処理された形は、当該技術分野で公知の任意の処理された画像であって良くて、（ｉ）セ
ンサーにより捉えられた画像のフィルタリングされた形、（ｉｉ）センサーにより捉えら
れた画像のウィンドウ化された形、（ｉｉｉ）画像のサブサンプリングされた形、（ｉｖ
）センサーにより捉えられた画像の時間に関する積分、（ｖ）センサーにより捉えられた
画像の平方の時間に関する積分、（ｖｉ）画像の勾配方向形、及び／又は（ｖｉｉ）これ
らの組み合わせを含むが、これらに限定はされない。
【００１６】
　本発明は、他の側面においては時間の経過に関連して動的システムを表わす画像を注意
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深く取得又は格納する例えば機械ベースの方法などの方法を特徴とする。その方法は、次
に記載するステップのうちの幾つか又は全部（通常は全部）を含むことができる（該ステ
ップは、必ずしもここに記載した順序で実行されなくても良いが、通常はここに記載した
順序で実行される）：選択された取得及び／又は格納パラメータ化において時間の経過に
関連して動的システムを表わす複数の画像を取得するステップ；選択された画像と、他の
画像のうちの少なくとも１つとの相似性を判定するステップ；画像を自己相似性の統計的
関数として特徴づけるステップ；任意にその特徴づけを例えば予め選択された基準値など
の基準値と比較するステップ；任意に取得及び／又は格納パラメータ化を画像の自己相似
性の関数として調整するステップ。一定の実施態様では、取得パラメータ化は、統計的関
数を例えばゼロに近い所定レベルへ駆り立てるようにセットされて良い。一定の実施態様
では、つい最近に取得された少なくとも１つ以上の画像が所定の変化率を反映するように
取得パラメータ化をセットして良い。一定の実施態様では、つい最近に取得された少なく
とも１つ以上の画像が所定の運動速度、形状変化速度、焦点変化速度、温度変化速度、強
度変化速度を反映するようにセットされて良い。
【００１７】
　本発明の一定の実施態様では、画像は注意深い取得又は格納方法により取得され、その
方法は次に記載するステップのうちの幾つか又は全部を含むことができる（該ステップは
、必ずしもここに記載した順序で実行されなくても良いが、通常はここに記載した順序で
実行される）：第１取得パラメータ化において画像を取得するステップ；例えばつい最近
に取得された画像と他の画像のうちの少なくとも１つ（例えば１つ以上の前に取得された
画像、例えばＮ個の前に取得された画像、ここでＮはユーザによりセットされる数であっ
て１と前に取得された画像の全部の数との間の任意の数であって良い）との相似性を判定
するステップ；画像を自己相似性の統計的関数として特徴づけるステップ；任意にその特
徴づけを例えば予め選択された基準値などの基準値と比較するステップ、及び任意に取得
又は格納パラメータ化を画像の自己相似性の関数として調整するステップ。一定の実施態
様では、予め選択された基準値は、例えば自己相似性などの、動的システムにおける変化
の尺度及び／又は変化率である。
【００１８】
　一定の実施態様では、取得パラメータ化は、取得率、露出、アパーチャー、焦点、ビン
ニング、又はその他のパラメータのうちのいずれかを含むが、これらに限定はされない。
【００１９】
　一定の実施態様では、取得された画像のうちの少なくとも選択された画像は、あり得る
処理のために緩衝記憶される。一定の実施態様では、その緩衝記憶された画像のうちの少
なくとも選択されたものは処理される。一定の実施態様では、取得された画像のうちの少
なくとも選択されたものは格納される。
【００２０】
　本発明は、他の側面においては、物体の運動を判定する例えば機械ベースの方法などの
方法を特徴とする。その方法は次に記載するステップのうちの幾つか又は全部を含む（該
ステップは、必ずしもここに記載した順序で実行されなくても良いが、通常はここに記載
した順序で実行される）：物体の複数の画像を取得するステップ；選択された画像におけ
る興味あるウィンドウを選択するステップであって、候補ウィンドウと、選択された画像
内で候補ウィンドウが存する領域との間の少なくとも１つの自己相関を実行することを含
むステップ；物体の運動を興味あるウィンドウと該画像のうちの他の画像の対応するウィ
ンドウとの間の相互相関として特定するステップ。この特定するステップは、例えば、前
記の他の画像中の候補対応ウィンドウと、その候補ウィンドウが存する画像の中の領域と
の間の少なくとも１つの自己相関を、任意にその自己相関の極大値を見出すことにより実
行することによる。本書に記載されている方法により画像を取得することができ、その方
法は、注意深い取得又は格納を含む方法を含み、その格納又は取得パラメータ化は、任意
に、取得された画像の一定の部分集合の自己相似性の関数として調整される。
【００２１】
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　本発明は、他の側面においては、物体の運動を判定するための例えば機械ベースの方法
などの方法を提供する。その方法は、次に記載するステップのうちの幾つか又は全部を含
む（これらのステップは、必ずしもここに記載した順序で実行されなくても良いが、通常
はここに記載した順序で実行される）：物体の複数の画像を取得するステップ；選択され
た画像中の興味あるウィンドウを選択するステップであって、候補ウィンドウと、その選
択された画像中の候補ウィンドウが存する領域との間の少なくとも１つの自己相関を実行
することを含む選択ステップ；該画像のうちの他のものにおける該興味あるウィンドウに
対応するウィンドウにおいて少なくとも１つの自己相関を実行するステップ；例えば該自
己相関の少なくとも特徴づけ部分を突き合わせることにより、物体の運動を該自己相関の
特徴づけ部分の変位の関数として特定するステップ。一定の実施態様では、画像は注意深
い取得又は格納を含む方法により取得され、その格納又は取得パラメータ化は、取得され
た画像の一定の部分集合の自己相似性の関数として任意に調整される。
【００２２】
　他の側面において、本発明は、複数の画像における運動を分析する例えば機械ベースの
方法などの方法を提供する。その方法は、次に記載するステップのうちの幾つか又は全部
を含む（これらのステップは、必ずしもここに記載した順序で実行されなくても良いが、
通常はここに記載した順序で実行される）：複数の画像を取得するステップ；選択された
画像中の複数の興味あるウィンドウを選択するステップであって、興味あるウィンドウの
各々について候補ウィンドウと前記の選択された画像中の該候補ウィンドウが存する領域
との間の少なくとも１つの自己相関を実行することを含む選択ステップ；各々の興味ある
ウィンドウと該画像のうちの他のものの中の対応するウィンドウとの間の相互相関の関数
として運動ベクトルを特定するステップであって、例えば他の画像中の候補対応ウィンド
ウと、その画像中のその候補ウィンドウが存する領域との間の少なくとも１つの自己相関
を実行し、任意に該相互相関の極大値を見出すことによって運動ベクトルを特定する特定
ステップ。一定の実施態様では、画像は注意深い取得又は格納を含む方法により取得され
、その格納又は取得パラメータ化は、取得された画像の一定の部分集合の自己相似性の関
数として任意に調整される。一定の実施態様では、この方法は、例えば、互いに関して最
小の平方距離を有する運動ベクトルの１つ以上の集合を見出すことによって、該画像を運
動ベクトルの関数として分割することも含む。
【００２３】
　他の側面において、本発明は、複数の画像における運動を分析する例えば機械ベースの
方法などの方法を提供する。この方法は、次に記載するステップのうちの幾つか又は全部
を、通常は全部を、包含する（これらのステップは、必ずしもここに記載した順序で実行
されなくても良いが、通常はここに記載した順序で実行される）：物体の複数の画像を取
得するステップ；選択された画像中の複数の興味あるウィンドウを選択するステップであ
って、各々の興味あるウィンドウについて候補ウィンドウと、選択された画像中の該候補
ウィンドウが存する領域との間の少なくとも１つの自己相関を実行することによって選択
を行う選択ステップ；各々の興味あるウィンドウについて、他の画像におけるそれぞれの
対応するウィンドウに関して少なくとも１つの自己相関を実行するステップ；例えば該自
己相関の少なくとも特徴づけ部分を突き合わせることによって、特徴づけ部分の変位、各
々の興味あるウィンドウと前記の他の画像中の対応するウィンドウとの自己相関の関数と
して運動ベクトルを特定するステップ。一定の実施態様では、画像は１つの方法により取
得され、その方法は：初期取得及び／又は格納パラメータ化で画像を取得するステップ；
選択された画像間の相似性を判定するステップ；該選択された画像を自己相似性の統計的
関数として特徴づけるステップ；任意にその特徴づけを基準値と比較するステップ；及び
任意に該取得又は格納パラメータ化を該画像の自己相似性の関数として調整するステップ
を含む。一定の実施態様では、前記の予め選択された基準値は例えば自己相似性などの、
該動的システムにおける変化の尺度及び／又は変化率である。
【００２４】
　一定の実施態様では、この方法は、例えば、互いに関して最小の平方距離を有する運動
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ベクトルの１つ以上の集合を見出すことによって、該画像を例えば運動ベクトルの関数と
して、自己相似性に基づいて分割することも含む。
【００２５】
　本発明の方法では、動的システムは、本書で定義される少なくとも１つの生物学的ユニ
ットを含む動的生物学的システムである。一定の実施態様では、その生物学的ユニットは
、例えば、細胞分化、伸展、収縮、食菌作用、飲作用、排出作用、成長、死、分裂、及び
分極などの形態変化を経験している。
【００２６】
　本発明の一定の実施態様では、動的生物学的システムは、単一のウェル、例えば１つ以
上のウェル、例えば多数のウェルを有するディッシュの１つ以上のウェルの中にある。一
定の実施態様では、生物学的ユニットは、例えばセル・チップ、マルチ・ウェル・プレー
ト、例えば９６ウェルなどの、アドレス指定可能なアレイ上にある。
【００２７】
　本発明の一定の実施態様では、動的システムを表わす複数の画像は単一の生物学的ユニ
ットの画像である。
【００２８】
　一定の実施態様では、生物学的ユニットは運動性である。
【００２９】
　一定の実施態様では、生物学的ユニットは、例えば減数分裂又は有糸分裂などの細胞分
裂を経験している。
【００３０】
　一定の実施態様では、生物学的ユニットは、画像取得時に例えば第２エンティティに隣
接し、接触し、或いは粘着するなど、細胞粘着を経験している。その第２エンティティは
表面又は他の生物学的ユニットであって良い。
【００３１】
　一定の実施態様では、生物学的ユニットは、蛋白質、核酸、脂質、炭水化物、イオン、
又は上記のいずれかを包含する多組成複合体などの細胞下の物体である。細胞下の物体の
別の例は、例えばミトコンドリア、ゴルジ装置、小胞体、葉緑体、エンドシトーシス小胞
、エクソシトーシス小胞、空胞、リソソーム、細胞核などの細胞器官を含む。一定の実施
態様では、生物学的ユニットは、例えば磁性の又は非磁性のビーズ、抗体、蛍光体、放射
体、及び標識付けされたリガンドなどで標識付けされる。放射体は、アルファ線放射体、
ベータ線放射体、ガンマ線放射体、又はベータ線及びガンマ線放射体であって良い。標識
は、注入、培養、エレクトロポレーション、浸すことなどによる生物又は器官への投与を
含む、当該技術分野で公知の任意の方法で生物学的ユニットに導入されて良い。合成的に
、化学的に、酵素的に、或いは例えば１つ以上の細胞においてＧＦＰを示し、或いは１つ
以上の細胞でＧＦＰ標識付けされた蛋白質を示すトランスジェニック動物を作ることによ
るなどして遺伝子的に、標識付けされた生物学的ユニットを得ることもできる。例えば標
識付けされた抗体又はリガンドなど、標識を科学的に付けても良い。
【００３２】
　１つの側面において、本発明は、時間の経過と関連して生物学的ユニットの属性を評価
するための例えば機械ベースの方法などの方法を提供する。この方法は、次に記載するス
テップのうちの幾つかを、好ましくは全部を、包含する（これらのステップは、必ずしも
ここに記載した順序で実行されなくても良いが、通常はここに記載した順序で実行される
）：時間の経過と関連して生物学的ユニットを表わす複数の画像を提供するステップ；例
えば計算された対間相関によって又はフーリエ光学を使用することによって選択された画
像と他の画像のうちの１つとの相似性を評価して対間相似性測定値を判定するステップ；
その対間相似性測定値を含む自己相似性マトリックスを作るステップ；及び、例えばその
自己相似性マトリックスから固有値及び／又はエントロピー・インデックスを作り、これ
により生物学的システムの属性を評価することにより生物学的ユニットを自己相似性マト
リックスの関数として特徴づけるステップ。一定の実施態様では、画像は１つの方法によ



(9) JP 4287287 B2 2009.7.1

10

20

30

40

50

り取得され、その方法は：初期取得及び／又は格納パラメータ化で画像を取得し；選択さ
れた画像間の相似性を判定し；選択された画像を自己相似性の統計的関数として特徴づけ
；任意にその特徴づけを基準値と比較し；任意に該取得又は格納パラメータ化を画像の自
己相似性の関数として調整する。一定の実施態様では、前記の予め選択された基準値は例
えば自己相似性などの、該動的システムにおける変化の尺度及び／又は変化率である。一
定の実施態様では、相似性は、選択された画像と他の全ての画像との間で判定される。
【００３３】
　一定の実施態様では、前記の属性は次のもののうちの１つ以上である：細胞形態、細胞
移動、細胞運動、細胞死（例えば、壊死又はアポプトシス）、細胞分裂、第２エンティテ
ィへの結合又は第２エンティティとの相互作用、生物発育、生物運動、生物形態変化、生
物生殖、及び生物の中での個々の組織又は器官の運動又は形態変化。
【００３４】
　一定の実施態様では、この方法は、計算された対間相関により又はフーリエ光学を使用
することにより、複数の画像を選択してそれらの画像の対の間の相似性を評価して対間相
似性測定値を判定するステップ；及び、その対間相似性測定値を含む自己相似性マトリッ
クスを作るステップを含む。
【００３５】
　一定の実施態様では、この方法は、例えば計算された対間相関により又はフーリエ光学
を使用することにより、複数の画像を選択してそれら全ての画像間の相似性を評価して対
間相似性測定値を判定するステップ、及びその対間相似性測定値を含む自己相似性マトリ
ックスを作るステップを含む。
【００３６】
　他の側面においては、本発明は、時間の経過と関連する動的生物学的システムの属性を
評価する方法を提供する。この方法は、次に記載するステップのうちの幾つかを、通常は
全部を、包含する（これらのステップは、必ずしもここに記載した順序で実行されなくて
も良いが、通常はここに記載した順序で実行される）：動的生物学的システムを表わす複
数の画像を提供するステップ；少なくとも２つの画像から運動フィールドを作るステップ
；動的生物学的システムをその運動フィールドの統計的関数として特徴づけ、これにより
動的生物学的システムを評価するステップ。一定の実施態様では、動的生物学的システム
における方向及び／又は速度を評価することにより、且つ／又は動的生物学的システムに
おける方向又は速度の分布を判定することにより、運動ベクトルの統計的分析を用いて動
的生物学的システムが特徴づけられる。
【００３７】
　一定の実施態様では、この方法は、方向の関数としての速度の統計的分析及び／又は速
度の関数としての方向の統計的分析を実行するステップを含む。
【００３８】
　一定の実施態様では、この方法は、例えば運動ベクトル共同移動に基づいて、画像中の
１つ以上の例えば生物学的ユニットなどの動いている物体を検出することを含む。一定の
実施態様では、この方法は、動いている物体の方向又は速度を共同移動する運動ベクトル
の関数として判定することを含む。一定の実施態様では、この方法は、方向の関数として
の速度の統計的分析及び／又は速度の関数としての方向の統計的分析を実行することを含
む。
【００３９】
　一定の実施態様では、この方法は、動いている物体について運動の中心を判定すること
を含む。一定の実施態様では、この方法は、動いている物体の方向持続性を判定し、動い
ている物体の運動の中心の方向又は速度を判定し、動いている物体の運動の中心の方向及
び速度を判定することを含む。この方法は、方向の関数としての速度の統計的分析、及び
／又は速度の関数としての方向の統計的分析を含むこともできる。一定の実施態様では、
この方法は、動いている物体の方向又は速度の分布を判定することも含む。
【００４０】
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　一定の実施態様では、この方法は動いている物体について、例えば各々の動いている物
体について、境界箱を確立することも含む。境界箱は、物体の最大寸法に正確に対応して
良い。境界箱は、物体の最大寸法プラス予め選択されたファクターに対応しても良い。境
界箱のサイズは、物体の自己相似性と共に変動して良い。一定の実施態様では、この方法
は、例えば、生の強度、テクスチャー、及び／又は周波数に基づいて画像分割を適用する
ことによって、境界箱の中の領域を分析することも含む。一定の実施態様では、この方法
は、物体の属性を評価することも含む。
【００４１】
　一定の実施態様では、この方法は、例えば１つの方法によって物体の属性を評価するス
テップも含み、この１つの方法は次のステップのうちの幾つか又は全部、通常は全部、を
含む：物体の複数の画像を提供するステップ；物体の複数の画像の間の相似性を評価する
ステップ；及び、例えば自己相似性マトリックスを作ることにより物体を画像間の相似性
の関数として特徴づけるステップ。一定の実施態様では、第１取得パラメータ化で画像を
取得するステップ；選択された画像と他の画像のうちの少なくとも１つとの間の相似性を
判定するステップ；画像を自己相似性の統計的関数として特徴づけるステップ；及び、取
得パラメータ化を画像の自己相似性の関数として調整するステップを含む方法によって物
体の画像が取得される。一定の実施態様では、複数の画像は画像の対である。
【００４２】
　一定の実施態様では、物体の複数の画像は境界箱の中の領域の画像を含む。一定の実施
態様では、この方法は、例えば、長径及び短径などの、物体の寸法を計算することを含む
。一定の実施態様では、この方法は物体の形状を長径及び短径の関数として特徴づけるこ
と及び／又は固有値を作ることも含む。
【００４３】
　ここに記載されている方法のいずれも、動的生物学的システムに適用することができる
。従って、他の側面においては、本発明は、例えば、細胞、組織、器官、及び単細胞生物
、多細胞生物のうちの１つ以上から別々に選択された例えば複数の生物学的ユニットなど
の生物学的ユニットを含む動的生物学的システムを特徴づける方法を提供する。該方法は
、次に記載するステップのうちの幾つか又は全部を、通常は全部を、包含する（これらの
ステップは、必ずしもここに記載した順序で実行されなくても良いが、通常はここに記載
した順序で実行される）：動的生物学的システムを提供するステップ；動的生物学的シス
テムを２次元で表わす複数の画像を取得するステップ；代表的画像集合の画像間の自己相
似性を判定するステップ；及び、その画像の集合を自己相似性の統計的関数として特徴づ
け、これにより動的生物学的システムを特徴づけるステップ。一定の実施態様では、初期
取得及び／又は格納パラメータ化で画像を取得するステップ；選択された画像間の相似性
を判定するステップ；該選択された画像を自己相似性の統計的関数として特徴づけるステ
ップ；任意にその特徴づけを基準値と比較するステップ；及び任意に該取得又は格納パラ
メータ化を該画像の自己相似性の関数として調整するステップを含む方法によって画像が
取得される。一定の実施態様では、前記の予め選択された基準値は例えば自己相似性など
の、該動的システムにおける変化の尺度及び／又は変化率である。一定の実施態様では、
複数の画像は画像の対である。
【００４４】
　一定の実施態様では、この方法は、生物学的ユニットの１つ以上の属性に関する情報を
提供する。一定の実施態様では、生物学的ユニットは細胞であり、一定の実施態様では、
１つ以上の属性は細胞運動性、細胞形態、細胞分裂、細胞粘着であって良い。一定の実施
態様では、生物学的ユニットは生物である。一定の実施態様では、１つ以上の属性は、生
物運動、生物形態変化、生物生殖、生物の中の個々の組織又は器官の運動又は形態変化で
あって良い。
【００４５】
　一定の実施態様では、例えば温度、粘度、剪断応力、細胞密度、接触する媒体又は表面
の組成、電荷、遺伝子発現、蛋白質発現を変化させることにより、或いは同じタイプ又は
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異なるタイプの１つ以上の他の生物学的ユニットを加えることにより、或いは１つ以上の
処理を加え又は除去することにより、動的生物学的システムが操作される。一定の実施態
様では、この操作は、小分子、核酸、蛋白質、抗体、糖及び脂質などの１つ以上の試験化
合物などの処理を付け加え或いは除去することである。一定の実施態様では、複数の動的
生物学的システムがそれぞれ異なる操作にさらされる。一定の実施態様では、動的生物学
的システムの余剰集合が操作の余剰集合にさらされる。例えば、第１集合が６つの動的生
物学的システムを含み、その６つの動的生物学的システムがそれぞれ異なる操作にさらさ
れる場合、余剰集合は、第１集合と同じ６つの操作にさらされる６つの動的生物学的シス
テムの第２集合であり、結果として２つの動的生物学的システムがそれぞれの試験化合物
にさらされることになる。
【００４６】
　一定の実施態様では、この方法は、次のポイント、即ち操作前、操作と同時、及び操作
後、のうちの１つ以上のポイントにおいて動的生物学的システムを表わす複数の画像を取
得するステップを含む。一定の実施態様では、この方法は、１つ以上の生物学的ユニット
の１つ以上の属性に対する処理などの操作の効果を評価するステップを含む。
【００４７】
　本発明の方法は、動的生物学的システムを評価する他の方法と組み合わされても良くて
、例えば、動的生物学的システムに対する１つ以上の薬物候補の効果を、ここに記載され
ている方法を第２の方法と組み合わせて分析することができる。この第２の方法は、本発
明の方法又は他の方法であって良い。それらの方法は任意の順序で適用されても良くて、
例えば、本発明の方法を用いない前のスクリーンで特定された“ヒット”候補化合物を確
認するために本発明の方法を用いることができる。
【００４８】
　一定の実施態様では、生物学的ユニットは細胞である。一定の実施態様では、属性は、
細胞運動、細胞形態変化、細胞粘着、及び細胞分裂であって良い。
【００４９】
　一定の実施態様では、生物学的ユニットは生物である。一定の実施態様では、属性は、
生物運動、生物形態変化、生物生殖、及び生物の中の個々の組織又は器官の運動又は形態
変化から成っていて良い。
【００５０】
　一定の実施態様では、動的生物学的システムは、全て類似しているか或いは２つ以上の
異なる生物学的ユニットを含む複数の生物学的ユニットを含む。例えば、遺伝子欠失又は
遺伝子重複、目的突然変異、ランダム突然変異、付加的遺伝子物質の後生的な、表現型的
な或いは発達段階での導入の結果として、生物学的ユニットは遺伝子的に異なっても良い
。生物学的ユニットは、試験化合物などの処理等の操作にさらされた結果として異なって
も良い。
【００５１】
　一定の実施態様では、この方法は生物学的ユニットの属性に対する操作の効果を評価す
るステップ、及び、更なる分析のために操作を選択するステップも含む。その更なる分析
は、本書に記載されている方法によっても良く、或いは異なる方法によっても良く、この
異なる方法は、例えば、動的生物学的システムを評価する方法以外の方法であって、生物
学的ユニットを供給するステップ；動的システムを２次元で表わす複数の画像を取得する
ステップ；代表的画像集合の画像間の自己相似性を判定するステップ；及び画像を自己相
似性の統計的関数として特徴づけるステップを含む。
【００５２】
　操作が処理の追加又は除去である一定の実施態様では、更なる分析は大スループット又
は平行スクリーンによる分析であり、そのスクリーンは例えば、少なくとも１０，１０２

，１０３，１０４，１０５，１０６，１０７，１０８，１０９，１０１０又はそれ以上の
或る数の動的生物学的システムが操作されるスクリーンであり、その操作は例えば試験化
合物などの処理にさらす操作であり、それは例えば候補薬物であり、例えば或る属性の抑
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制又は促進のための候補であり、例えば少なくとも１０，１０２，１０３，１０４，１０
５，１０６，１０７，１０８，１０９，１０１０又はそれ以上の異なる操作、例えば処理
、例えば試験化合物である。従って、１例では、例えば少なくとも１０，１０２，１０３

，１０４，１０５，１０６，１０７，１０８，１０９，１０１０などの複数の類似する動
的生物学的システム（例えば細胞など）の各々が例えば異なる化学化合物などの異なる試
験化合物にさらされる。その試験化合物は、いろいろなタイプのライブラリーを含む任意
のソースから得られるものであり、ランダムな又はランダムではない小分子、ペプチド又
は核酸ライブラリー又は他の化合物のライブラリー（例えば組み合わせにより作られたラ
イブラリー）を含む。上で論じた多くの場合に、複数の同じ又は類似する動的生物学的シ
ステム及び多数の異なる薬物候補が試験され、或いは、いろいろに異なる（例えば突然変
異体など、遺伝子的に異なる）動的生物学的システムが単一の薬物で試験される。スクリ
ーンは、試験化合物の、生物学的ユニット、受容体又はその他のターゲットと相互に作用
する能力を評価するためのスクリーンであって良く、例えば、試験化合物の結合能、ファ
ージディスプレイ、及びドラッグウェスタンを決定する組み合わせ化学、コンピュータベ
ースの構造モデリング及び合理的ドラッグデザインに基づいてスクリーンが選択される。
そのスクリーンは、例えばいろいろな化学構造を有する化合物のライブラリーなどのライ
ブラリーの複数のメンバーを複数の動的生物学的システムと接触させるステップと、例え
ば生物学的ユニットの属性に影響を及ぼす能力などの予め選択された特性を有するライブ
ラリーメンバーを選択するステップを含むことができる。
【００５３】
　一定の実施態様では、例えば処理、例えば試験化合物などの操作は、例えば本発明の方
法の前に実行されるスクリーンなどの前のスクリーンで特定された。その前のスクリーン
は、本書に記載されている方法又は異なる方法によるスクリーンであって良く、例えば、
生物学的ユニットを供給するステップ；動的システムを２次元で表わす複数の画像を取得
するステップ；代表的画像集合の画像間の自己相似性を判定するステップ；及びそれらの
画像を自己相似性の統計的関数として特徴づけるステップを含む動的生物学的システムを
評価する方法以外の方法であって良い。この様なスクリーンの例は、ターゲットへのリガ
ンドのバインディングに基づくスクリーンを含む。
【００５４】
　他の側面においては、本発明は、生物学的ユニットの属性に対する試験化合物の効果を
最高に活用するための方法を提供する。その方法は、次に記載するステップの幾つか又は
全部、通常は全部、を含む（該ステップは、必ずしもここに記載した順序で実行されなく
ても良いが、通常はここに記載した順序で実行される）：第１試験化合物を選択するステ
ップ；動的生物学的システムをその第１試験化合物にさらすステップ；その動的生物学的
システムを２次元で表わす複数の画像を取得するステップ；代表的画像集合の画像間の自
己相似性を判定するステップ；その画像の集合を自己相似性の統計的関数として特徴づけ
るステップ；次世代の試験化合物を供給するステップ；動的生物学的システムをその次世
代試験化合物にさらすステップ；動的生物学的システムを２次元で表わす複数の画像を取
得するステップ；代表的画像集合の画像間の相似性を判定するステップ；及びその画像の
集合を自己相似性の統計的関数として特徴づけるステップ。第１の及び次の世代の化合物
の活動を例えば相互に基準値と比較してその化合物を評価することができる。例えば試験
化合物の構造を最適にするために（例えば属性に対する試験化合物の効果を最大にするた
めに）、この方法のステップを連続する次世代化合物に対して反復することができる。
 
【００５５】
　一定の実施態様では、第１試験化合物と次世代化合物とは、公知化学構造の化合物のデ
ータベースから選択される。一定の実施態様では、次世代化合物は、第１試験化合物の、
例えば構造変異体などの変異体である。例えば、特定の成分又は官能基を一度或いは順次
に変化させて、最適の構造を特定することができる。一定の実施態様では、２つ以上の成
分又は官能基を同時に又は順次に変化させることができる。
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【００５６】
　一定の実施態様では、この方法は、第１処理を選択するステップ；次世代処理を提供す
るステップ；動的生物学的システムをその次世代処理にさらすステップ；動的生物学的シ
ステムを２次元で表わす複数の画像を取得するステップ；代表的画像集合の画像間の自己
相似性を判定するステップ；及び複数の画像を自己相似性の統計的関数として特徴づける
ステップも含む。
【００５７】
　一定の実施態様では、該方法は、次のポイント、即ち次世代処理にさらすステップの前
、このステップと同時、及びこのステップの後、のうちの１つ以上のポイントで動的生物
学的システムを表わす複数の画像を取得するステップも含む。
【００５８】
　他の側面において、本発明は試験化合物又は一連の試験化合物の特性と、生物学的ユニ
ットの属性を変化させる能力との間の関係を判定するための、例えば機械ベースの方法な
どの方法も提供する。この方法は、次に記載するステップのうちの幾つかを、好ましくは
全部を、包含する（これらのステップは、必ずしもここに記載した順序で実行されなくて
も良いが、通常はここに記載した順序で実行される）：例えば第１化学構造又は特性、例
えば選択された位置に存する第１成分又は構造グループなどの第１特性を有する第１試験
化合物を提供するステップ；生物学的ユニットを含む動的生物学的システムを該第１試験
化合物にさらすステップ；例えば、動的生物学的システムを２次元で表わす複数の画像を
取得するステップなどの、ここに記載されている方法によって動的生物学的システムを分
析するステップ；代表的画像集合の画像間の自己相似性を判定するステップ；その画像集
合を自己相似性の統計的関数として特徴づけるステップ；第１処理の特性に類似する少な
くとも１つの特性と、少なくとも１つの異なる特性とを有する第２試験化合物を提供する
ステップであって、その異なる少なくとも１つの特性は、例えば成分又は官能基であって
、例えばＲ基がこの第１及び第２の化合物間で変更されているステップ；生物学的ユニッ
トを含む動的生物学的システムを第２試験化合物にさらすステップ；例えば動的生物学的
システムを２次元で表わす複数の画像を取得することなどにより、ここに記載されている
方法によって動的生物学的システムを分析するステップ；代表的画像集合の画像間の自己
相似性を判定するステップ；画像の集合を自己相似性の統計的関数として特徴づけるステ
ップ；及び第１試験化合物及び第２試験化合物の類似する特性を１つ以上の属性に対する
効果と相関させるステップ。
【００５９】
　一定の実施態様では、試験化合物の特性は、化学構造、核酸配列順序、アミノ酸配列順
序、リン酸化、メチル化、硫酸化、ニトロサイレーション（ｎｉｔｒｏｓｙｌａｔｉｏｎ
）、酸化、還元、親和性、糖構造、脂質構造、電荷、サイズ、バルク、異性化；エナンシ
ョメライゼーション（ｅｎａｎｔｉｏｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ）；及び選択された成分の回
転的性質、又は構造の任意の物理的又は化学的特性から成るグループから選択される。例
えば、１つの成分が足場に存在し、その成分が変化させられてその成分又は同じ位置に存
する他の成分の１つの属性に影響を及ぼす能力の分析を可能にする。
【００６０】
　他の側面において、本発明は、例えば生物学的ユニットの選択された属性を調停するな
どのためにターゲットを評価又は選択するための、例えば機械ベースの方法などの方法を
提供する。該方法は、次に記載するステップのうちの幾つかを、好ましくは全部を、包含
する（これらのステップは、必ずしもここに記載した順序で実行されなくても良いが、通
常はここに記載した順序で実行される）：例えば受容体などの第１ターゲットのための例
えばリガンドなどの第１試験化合物を供給するステップ；生物学的ユニットを含む動的生
物学的システムをその第１試験化合物と接触させるステップ；例えば（１）動的生物学的
システムを２次元で表わす複数の画像を取得するステップと、（２）代表的画像集合の画
像間の自己相似性を判定するステップと、（３）その画像の集合を自己相似性の統計的関
数として特徴づけるステップとを含む、ここに記載されている方法を実行するステップ；
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これにより、選択された属性に対する第１試験化合物の効果に関連するパラメータの値を
提供するステップ；例えば異なる受容体などの第２ターゲットのための例えばリガンドな
どの第２試験化合物を供給するステップ；１つ以上の生物学的ユニットをその第２試験化
合物と接触させるステップ；例えば（１）動的生物学的システムを２次元で表わす複数の
画像を取得するステップと、（２）代表的画像集合の画像間の自己相似性を判定するステ
ップと、（３）その画像の集合を自己相似性の統計的関数として特徴づけるステップとを
含む、ここに記載されている方法を実行するステップ；これにより、選択された属性に対
する第２試験化合物の効果に関連するパラメータの値を提供するステップ；及び、それら
のパラメータを比較して、該属性に対して所望の効果を有する試験化合物を選択し、これ
によりターゲットを選択するステップ。
【００６１】
　１つの側面において、本発明は、遺伝子の活動を評価するための例えば機械ベースの方
法を提供する。該方法は、次に記載するステップのうちの幾つかを、好ましくは全部を、
包含する（これらのステップは、必ずしもここに記載した順序で実行されなくても良いが
、通常はここに記載した順序で実行される）：該方法は：第１の基準生物学的ユニット又
は複数のそれを供給するステップ；遺伝子の活動が第１生物学的ユニットと比べて変更さ
れている第２の生物学的ユニット又は複数のそれを供給するステップ；例えば（１）動的
生物学的システムを２次元で表わす複数の画像を取得するステップと、（２）代表的画像
集合の画像間の自己相似性を判定するステップと、（３）その画像の集合を自己相似性の
統計的関数として特徴づけ、これにより遺伝子の活動を評価するステップとを含む、ここ
に記載されている方法を実行するステップを含む。
【００６２】
　一定の実施態様では、遺伝子は定方向突然変異誘発又はランダム突然変異誘発により調
整される。一定の実施態様では、例えばランダム突然変異誘発によって複数の遺伝子が調
整される。一定の実施態様では、複数の遺伝子は、例えば遺伝子チップ実験などの発現プ
ロフィール実験の結果から選択され、或いは病気状態で発現され又は病気状態と関連する
と知られている。
【００６３】
　一定の実施態様では、複数の遺伝子は、複数の生物学的ユニット及び／又は動的システ
ムにおいて調整される。一定の実施態様では、独特の遺伝子が複数の生物学的ユニット及
び／又は動的システムの各々において調整される。
【００６４】
　一定の実施態様では、該方法は、動的システムを操作するステップと、その操作の遺伝
子の活動に対する効果を評価するステップとを含む。
【００６５】
　他の側面においては、本発明は、表面と生物学的ユニットとの相互作用を評価する例え
ば機械ベースの方法などの方法を提供する。その方法は、次に記載するステップのうちの
幾つか又は全部、通常は全部を含む（これらのステップは、必ずしもここに記載した順序
で実行されなくても良いが、通常はここに記載した順序で実行される）：生物学的ユニッ
トを含む動的生物学的システムを供給するステップ；その動的生物学的システムを表面と
接触させるステップ；及び、（１）動的生物学的システムを２次元で表わす複数の画像を
取得するステップと、（２）代表的画像集合の画像間の自己相似性を判定するステップと
、（３）その画像の集合を自己相似性の統計的関数として特徴づけ、これによりその生物
学的ユニットと表面との相互作用を評価するステップとを含む、ここに記載されている方
法を実行するステップ。
【００６６】
　一定の実施態様では、その表面は均一である。一定の実施態様では、その表面は可変的
であって、例えば孔、開口、凹面、凸面、滑らかな領域及び粗い領域、組成の変化、電荷
の変化、及び／又は試験化合物の有無などがあり、例えば、試験化合物は勾配をなして存
在する。
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【００６７】
　一定の実施態様では、その相互作用は、その表面への粘着、その表面を横断する運動、
その表面からの解放、その表面への材料物質の沈積又は除去、及び孔又は開口の浸潤であ
って良い。
【００６８】
　他の側面においては、本発明は、例えばステンレススチール、チタン、セラミック、及
び合成高分子などの補綴装置の表面などの構造に例えば浸潤するなどして該構造と相互作
用する１つ以上の生物学的ユニットの性質を評価するための例えば機械ベースの方法など
の方法を提供する。その方法は、次に記載するステップのうちの幾つか又は全部、通常は
全部を含む（これらのステップは、必ずしもここに記載した順序で実行されなくても良い
が、通常はここに記載した順序で実行される）：１つ以上の生物学的ユニットを供給する
ステップ；例えば補綴装置などの構造を供給するステップ；及び（１）動的生物学的シス
テムを２次元で表わす複数の画像を取得するステップと、（２）代表的画像集合の画像間
の自己相似性を判定するステップと、（３）その画像の集合を自己相似性の統計的関数と
して特徴づけ、これによりその生物学的ユニットの、１つの構造に浸潤する性質を評価す
るステップとを含む方法を実行するステップ。一定の実施態様では、この方法は、生物学
的ユニットを試験化合物にさらすステップと、その試験化合物の、該生物学的ユニットの
該構造に浸潤する性質に対する効果を評価するステップも含む。
【００６９】
　他の側面においては、本発明は、生物学的ユニットと第２エンティティとの相互作用を
評価する例えば機械ベースの方法などの方法を提供し、その第２エンティティは、例えば
骨細胞、組織であり、その組織は例えば移植組織であり、例えば同種異系間組織、同原組
織、又は異種組織である。一定の実施態様では、該方法は、１つ以上の生物学的ユニット
を供給するステップ；第２エンティティを供給するステップ；ここに記載されている方法
を実行するステップを含み、その方法は、例えば：（１）動的生物学的システムを２次元
で表わす複数の画像を取得するステップと、（２）代表的画像集合の画像間の自己相似性
を判定するステップと、（３）その画像の集合を自己相似性の統計的関数として特徴づけ
、これによりその生物学的ユニットと第２エンティティとの相互作用を評価するステップ
とを含む。
【００７０】
　他の側面においては、本発明は、試験化合物を評価する例えば機械ベースの方法などの
方法を提供する。該方法は、次に記載するステップのうちの幾つか又は全部、通常は全部
、を含む：第１生物学的ユニットを供給するステップ；この第１生物学的ユニットと同様
である第２生物学的ユニット又は複数のそれを供給するステップであって、その第１及び
第２の生物学的ユニットが好ましくは同様であるステップ；第２生物学的作用物質を試験
化合物と接触させるステップ；ここに記載されている１つの方法を実行するステップであ
って、その１つの方法が、例えば、動的生物学的システムを２次元で表わす複数の画像を
取得するステップと、代表的画像集合の画像間の自己相似性を判定するステップと、その
画像の集合を自己相似性の統計的関数として特徴づけるステップとを含むステップ；及び
該生物学的ユニットの属性を該試験化合物が存在するときと存在しないときとで比較し、
これにより該試験化合物を評価するステップ。一定の実施態様では、この方法は：第２試
験化合物を供給するステップ；第１生物学的ユニットをその第２試験化合物と接触させる
ステップ；例えば（１）動的生物学的システムを２次元で表わす複数の画像を取得するス
テップと、（２）代表的画像集合の画像間の自己相似性を判定するステップと、（３）そ
の画像の集合を自己相似性の統計的関数として特徴づけるステップとを含む、ここに記載
されている方法を実行するステップ；及び、生物学的ユニットの属性を試験化合物が存在
するときと存在しないときとで比較するステップも含む。
【００７１】
　本発明は、ここに記載されているシステム及び装置を含む。従って、１つの側面におい
ては、本発明は、次に記載するものの幾つか又は全部、通常は全部、を含む装置を提供す
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る：調整可能なパラメータ化において動的システムを表わす画像、例えば空間時間信号又
は他の信号、を取得するように構成されている例えばセンサーなどの取得システム；調整
可能なパラメータ化においてその画像を格納するように構成されている記憶装置；及びそ
の画像（例えば、該取得システムによって取得された画像）間の類似性を分析するように
構成されている計算装置。この装置は、表示装置を含んでいても良い。一定の実施態様で
は、該装置は、行われる可能性のある１つ以上の画像の処理のためのバッファリング手段
も含む。
【００７２】
　一定の実施態様では、該計算装置は、更に、取得装置の取得パラメータ化及び／又は記
憶装置の格納パラメータ化を画像間の類似性の統計的関数として調整するように構成され
、例えば、統計的関数を所定レベルへ駆り立てるように取得パラメータ化をセットするこ
とを含み、例えば、少なくとも１つ以上の最近取得された画像が所定変化率を反映するよ
うに取得パラメータ化及び／又は格納パラメータ化をセットし、例えば、少なくとも１つ
以上の最近取得された画像が所定の運動速度、形状変化速度、焦点変化速度、温度変化速
度、強度変化速度を反映するように取得パラメータ化をセットする。取得パラメータ化は
、取得率、露出、アパーチャー、焦点、ビンニング、又はその他のパラメータであって良
いが、これらに限定はされない。格納パラメータ化は、画像標識付けであって良いが、こ
れに限定はされない。
【００７３】
　他の側面において、本発明はデータベースを特徴とする。このデータベースは複数のレ
コードを包含し、その各レコードは次のもの：
　　ａ．　生物学的ユニットのアイデンティティーに関するデータ；
　　ｂ．　生物学的ユニットの属性に関するデータ；及び
　　ｃ．　属性に対する１つ以上の操作、例えば処理、例えば試験化合物の投与、の効果
に関するデータ；
のうちの少なくとも１つを含む。
【００７４】
　一定の実施態様では、生物学的ユニットのアイデンティティーに関するデータは、遺伝
子型及び表現型についての情報、例えば遺伝子の存在、欠如、空間的位置、時間的発現に
関する情報、及び／又は１つ以上の突然変異の存在又は欠如に関する情報を含む。
【００７５】
　一定の実施態様では、表現型データは、細胞のタイプ、生物のタイプ、細胞の状態、及
び年齢のうちの１つ以上を含む。
【００７６】
　一定の実施態様では、データベースは少なくとも２つのレコードを含み、各々のレコー
ドにおける操作は他のレコードとは異なる。一定の実施態様では、操作は試験化合物の投
与であり、１つのレコードにおいては予め選択されたファクターは試験化合物の投与を含
み、他のレコードにおいては試験化合物は投与されないか又は異なる投与量で投与される
。一定の実施態様では、データベースは少なくとも２つのレコードを含み、その各々のレ
コードにおいて少なくとも１つの操作は他のレコードとは異なる。一定の実施態様では、
レコードにおける少なくとも１つの操作は異なり、他の操作のうちの少なくとも１つは同
じである。
【００７７】
　他の側面においては、本発明は、未知のターゲット、例えば遺伝子、蛋白質又は他の細
胞ターゲット又は細胞外ターゲットを特定する方法を提供する。この方法は、次のステッ
プの幾つか又は全部、通常は全部、を含む：第１試験化合物のターゲットが分かっている
場合に属性に対する第１操作の効果に関するデータを有する少なくとも第１レコード；及
び第２操作のターゲットが不明である場合に属性に対する第２操作の効果に関するデータ
を有する少なくとも第２のレコードを含む、ここに記載されているデータベースを提供す
るステップ；及びその第１レコードのデータを第２レコードのデータと比較するステップ
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。
【００７８】
　一定の実施態様では、該データベースはコンピュータ読み出し可能な形になっている。
【００７９】
　空間時間信号の全長にわたって、又動く時間窓で自己相似性にアクセスする方法及び装
置が本書に記載されている。１つの側面においては、実時間信号取得システムが提供され
、そのシステムでは動く時間窓における自己相似性が前記空間時間信号の取得、処理、イ
ンデキシング、及び格納の適応制御を可能にする。他の側面においては、動く時間窓内の
自己相似性、その様な提供されるシステムは予期しない出来事を検出するための手段を提
供する。他の側面においては、空間時間信号又は動く又は動かない窓の全長にわたる自己
相似性、その様な提供されるシステムは、観察される動的プロセスを特徴づけ、分類し、
及び比較する手段を提供する。
【００８０】
　本発明の一定の側面に従うシステムにおいて空間時間信号の自己相似性を測定するため
の方法は、任意の２つの連続するフレーム又は取得時点間の近線形関係を保証するように
視覚シーン内の優勢な運動の速度での又はその速度付近での取得を保証し且つ維持するス
テップを含む。更なる処理は、時間的距離に関して近距離及び長距離のフレームの比較を
含む。１より大きな長さの時間窓についての前記比較は、マトリックスに配列されて良い
。本発明の別の側面によると、前記マトリックスはそれぞれの時間窓について自己相似性
を計算するために使用される。
【００８１】
　本発明の更なる側面は、教師なし学習アルゴリズムを用いて、取得された空間時間信号
の１つ以上のセクションの、前記信号の他の任意のセクションへの統計的依存性を分類し
てシーン内の周期的、規則性、又は不規則性を明らかにする方法及び装置を提供する。前
記アルゴリズムは、自己相似性を測定して視覚的力学を記述するために同調された又は特
定のテンプレート又はノイズモデルを必要としない限り、管理されなくても良い。
【００８２】
　本発明の別の側面は、連続するフレームの直線性又は近直線性の持続的被操作モデルと
周波数領域でのクロスマッチの幾何平均とを利用することによって、長い時間的距離によ
り分離されたフレーム間のクロスマッチの効率的で費用有効的で顕著な計算のために配慮
する。
【００８３】
　本発明の別の側面は、漠然と長い取得所用時間にわたる視覚的自己相似性の効率的で費
用有効的で顕著な測定を規定する方法及び装置を提供する。測定された視覚的自己相似性
は、本発明の関連する側面に従って、基礎を成す動的システムを特徴づけ、量を測り、そ
の視覚的投影の最良の表示と比較するために使用されて良い。
【００８４】
　本発明の別の側面は、取得セッションの典型的テンプレートを記録する自動的方法を提
供する。フレームは、連続的に取得されたフレームのシーケンスのカーネルであってその
増加時間的積分が該シーケンス中のどのフレームとも線形集合を形成するとき、典型的テ
ンプレートであるとされる。本発明の関連する一つの側面は、取得されたフレームのうち
の残りのフレームとの非線形的関係によって新規で予測不可能なフレームまたはフレーム
のシーケンスを認識するための手段を提供することである。
【００８５】
　本発明の関連する側面は、時間的サンプリング、例えばビデオ取得の場合、通常は、フ
レーム率及び露光、を制御するパラメータの適切性に関して、取得サブシステムに予測フ
ィードバックを提供する方法及び装置を提供する。
【００８６】
　本発明の更に別の側面に従って、バッファーにおいてフレームのグループについて全対
称又は自己対称性測定値を計算するために情報理論メカニズムを使用することができる。
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本発明の関連する側面による全体特徴づけを追跡し、フレーム率及び露光についての取得
パラメータの調節のための予測的信号を作ると共に興味あるフレーム・シーケンスを特定
する特徴づけに整合させることができる。
【００８７】
　本発明の別の側面は、連続するフレーム間のクロスマッチを計算するためにフーリエ光
学システムを処方する方法及び装置を提供する。
【００８８】
　本発明の別の側面は、見える支配的特徴的運動の速度及びタイプを示す運動特徴を測定
する在来の又はその他の取得装置を利用する上記のような方法及び装置を提供する。
【００８９】
　本発明の更に別の側面は、ユーザの格納及びインデキシング優先順位を要約するスクリ
プトを介して操作的にカスタマイズされるような方法を提供する。
【００９０】
　別様に定義されていない限り、本書で使用される全ての技術用語及び科学用語は、本発
明が属する技術分野の当業者に一般に理解されているのと同じ意味を有する。本発明を実
施し又は試験するときに本書記載のものと類似する又は同等の方法及び材料を使用できる
けれども、適切な方法及び材料は以降に記載される。本書において言及されている全ての
刊行物、特許出願、特許、及びその他の参考文献は、参照によりその全体が取り入れられ
る。矛盾する場合には、定義を含む本明細書が支配する。更に、材料、方法、及び実例は
、単に例証するものであって、限定することを意図してはいない。
【００９１】
　本発明の他の特徴及び利点は、以降の詳細な説明と請求項とから明らかとなろう。
【００９２】
　詳細な説明
　本発明は、動的システムを特徴づける方法及び装置を提供する。本発明の実施態様を以
下の説明及び実例において更に説明するが、それは請求項に記載されている本発明の範囲
を限定しない。
【００９３】
　空間時間信号の取得、圧縮及び特徴づけのための装置の実施態様のブロック図は、図１
に示されているようにセンサー（１０２）、データ処理装置（計算装置とも称される）（
１０３）、記憶装置（１０５）及びディスプレイ（１０４）装置を含む。
【００９４】
　データ処理装置（１０３）は、以下の教示に従って１つ以上の汎用又は特別目的ディジ
タルデータ処理装置又は信号処理装置において動作する１つ以上のモジュール（ソフトウ
ェア、ハードウェア又はこれらの組み合わせとして製造される）を含む。
【００９５】
　センサー（１０２）は、本書の教示に従って特徴づけ、インデキシング又はその他の処
理を受けるシステムを表わす空間時間信号、熱信号又はその他の信号（これらの信号が可
視光スペクトルを表わすか否かとは無関係に）を取得するために適している１つ以上のビ
デオカメラ（在来の種類の又はその他の）又はその他の装置であって良い。一実施態様で
は、該センサーは、以下で定義する動的システムを監視することができる。しかし、シス
テムが動的である可能性を有すると考えられる場合、或いは、少なくとも１つのシステム
が動的である可能性を有すると考えられるシステム同士を比較するときなどには、本書の
教示を非動的システムの監視に適用することができる。
【００９６】
　例えば蛍光結像手法のために必要とされる可能性のある特定の周波数帯域を受け取るよ
うに該センサーをパラメータ化又は調整することができる。シーン（１０１）とセンサー
との間に適切な装置（１０９）を挿入して、シーン内の情報を、センサーにより該情報が
取得される前に、増幅し、拡大し或いはフィルタリングし又は別様に操作することができ
る。センサー（１０７）の出力は、以降は、センサーのタイプや、画像が官能データ、再
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構成された官能データ或いは合成データの直接的表現であるか否かということとは無関係
に、“画像”又は“フレーム”と称される。或いは、要素１０２は、前に取得されたビデ
オ、空間時間信号又はその他の、動的システムを表わす信号のソースであっても良い。便
宜上、一般性を失うこと無く、要素１０２を以降は“センサー”と称する。
【００９７】
　センサー（１０２）は、限定をしない実例を挙げると、写真の画像のコレクションなど
の２次元以上の蓄積されている多数のフレームのソースであっても良く、また、フレーム
のいずれか又は全部が同じシステム又はシーンから取得されたか否かに関わらず、前記フ
レームを自己相似性の測定値に対応するクラスにまとめるために本発明の実施態様を使用
することができる。
【００９８】
　要素１０２は、非限定的実例を更に挙げると、ステレオ又はその他の多ソース画像取得
システムにおける２台以上のカメラ又は他のセンサー；シーンと信号取得装置との間に１
つ以上のフィルタリング装置を包含する１つ以上のセンサー；或いはそれぞれ１つ以上の
センサーにより表わされる感覚組織の集団であっても良い。
【００９９】
　動的システムは、該システムを監視するセンサーから出力される値が時間の経過と共に
変化するシステムである。動的システムは、“本来”動的であるシステム、即ち外からの
摂動無しで変化するシステムであり、一般に静止しているセンサーによって観察される。
例えば分裂する細胞は動的システムであろう。しかし、システムがいろいろな手段を通し
てセンサーから変動する出力を生じさせるように誘導されることがあり得る：それらの手
段は、次に記載するものを含む：フォトリソグラフィーのために半導体ウェファーを位置
決めし方位を合わせるとき或いは化学誘引物質を静止している細胞の近くに置くなどした
ときに発生するような、静止しているセンサーにより監視されているさもなければ変化し
ないシステムに摂動又は操作を加えること；文書又は大きな写真に対してビデオカメラを
パンするときなどに生じる摂動を、変化しないシステムを監視しているセンサーに加える
こと；センサーから出力される前の信号に電子的手段、プログラム手段又はその他の手段
を通して摂動を加えること；或いは摂動と、センサーからの出力を分散させる結果に至る
自然な力との任意の組み合わせ。便宜上、動的システムが本質的に動的であるか、それと
も結像感覚組織又は何らかの誘起された摂動のために動的に見えるようにされたかという
ことに関わらず、画像は、動的システム又は特に時間の経過と関連して動的システムを表
わすと言われる。
【０１００】
　分析の前に画像を処理することができる。処理は、フィルタリング、ウィンドウイング
、サブサンプリング、積分、平方の積分及び勾配検出を含んでいて良い。処理された又は
処理されていない画像は、以降は単に“画像”又は“フレーム”と称される。画像及びフ
レームは、強度を表わす値のアレイによって表わされる。フレーム又は画像シーケンス（
１０６）は、知覚情報を表わす値のアレイの集合であり、各フレームは、何らかの方法で
他の全てのフレームと関連付けられ、或いは関連付けられ得る。一定の実施態様では、こ
の関係はフレームが単一のセンサーによって順に取得されたという事実の故に存在して良
いけれども、他のモードではこの関係は、形状、色、周波数又はその他の幾つかの属性の
いずれかを共有することを通して生じる。該シーケンスは、フレームの部分集合をもっと
大きな集合から規則正しく又はランダムに選択することを通して定められても良い。フレ
ーム率は、単位時間内に捉えられるフレームの数を定める。露光時間は、センサーが単一
のフレームを作るデータを取得しながらシーン（１０１）に対して露出される時間の長さ
である。フレーム率及び露光時間は、視覚信号処理の分野におけるそれぞれの普通の定義
を有する。他の感覚組織は類似する変量を有する。
【０１０１】
　例示されている報告モジュール（２０３）は、例示されている実施態様によって取得、
圧縮、特徴づけ及び／又はインデキシングされ得るビデオ又はその他の空間時間シーケン
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スの少なくとも一時的記憶のための適切な容量を有する記憶媒体（ダイナミック、スタテ
ィック又はその他）から成る。図１では、非限定的実例として、記憶装置（１０５）がデ
ィスクドライブとして描かれている。
【０１０２】
　取得プロセスは、最初の又は第１取得率とアテンション・ウィンドウ（１０８）サイズ
との確定から始まる。これらのパラメータは、システムの能力、センサーやシーンに関す
る経験的知識に基づいて、或いはその他の手段を通して、手操作により或いはプログラム
により指定することのできるパラメータである。“アテンション・ウィンドウ”は、時間
単位の数又はその他の例えばフレーム数や特定の関数のピーク間間隔などの関連するメト
リックで指定される長さを有するフレーム・シーケンスである。本発明におけるアテンシ
ョン・ウィンドウの１つの用途は、例えば取得時間、相似性又はその他のメトリックの測
定値に基づいて互いに近いフレームなどの“短期”フレーム同士の関係を計算することで
ある。一定の実施態様では、最大フレーム率及びメモリーにおける対応するフレーム・サ
イズもシステム情報から得られる。非限定的な例を挙げると、細胞の伸展を表わすビデオ
画像を処理するためのアテンション・ウィンドウのサイズは１／２秒から多数秒に及んで
良いけれども、このプロセス及び他のプロセスを捉えるために他のサイズを用いても良い
。取得サブシステムが信号源と置き換えられるときには、最大フレーム率は、好ましくは
、データが取得されたフレーム率である。
【０１０３】
　一定の実施態様では、分析モジュールは先入れ先出し（ＦＩＦＯ）フレーム・シーケン
ス・バッファーを含むけれども、他のバッファーリング・デザインも可能である。好まし
くは、このバッファーは、デスクトップコンピュータのランダムアクセスメモリーなどの
データ処理装置の高速格納領域で維持されるが、ディスクドライブ又は他のディジタル媒
体での格納も可能である。好ましいモードでは、フレーム・シーケンス・バッファーのサ
イズは、次に記載する数学的関係に従って決定される：バッファー・サイズ＝（秒数で表
わされたアテンション・ウィンドウのサイズ＊秒数で表わされた初期フレーム率＊各フレ
ームのために必要なメモリー空間）＋オーバーヘッド・ファクター。このオーバーヘッド
・ファクターは、経験的に選択され、メモリー管理デザインに依存して例えば１から５パ
ーセントまでの範囲内にあって良い。非限定的な実例を挙げると、生物学的プロセスを表
わすビデオ画像を処理するためのフレーム・シーケンス・バッファーは３０から１２０メ
ガバイトに及んでも良いが、これらのプロセス及びその他のプロセスのために他のサイズ
を使用することもできる。ＦＩＦＯ内のフレームは、入って来る取得されたフレームの固
定、可変、或いは適応可変サンプリングを表わしても良い。入って来るフレームはセンサ
ー（１０２）を起源とする。格納又は表示（１０５及び１０４）されるべくデータ処理装
置（１０３）から出るフレームは、関連するラベルと、添付された特徴づけデータとを有
する。
【０１０４】
　一定の実施態様では、アプリケーション特有の空間時間特性を抑制又は助長するために
フレームは任意にプレフィルタリングされる。例を挙げると、特定の空間スケールで勾配
方向見積もりを抽出してシーン内で動いている物体又は生物の方向の変化を表わす信号を
増幅するために、入って来るフレームを当該技術分野の標準的方法で処理することができ
る。
【０１０５】
　一定の実施態様では、各フレームの輝度チャネルで一定の分析が実行される。他の実施
態様では、各フレーム内の多数のカラーチャネルを他のフレーム内の対応するカラーチャ
ネルと別々に調和させることができ、その結果としての値は組み合わされて測定値の単一
のセットとされ、又は１カラーチャネルに１セットずつ、他とは全く別なものとして提示
される。視覚センサーを取り入れた別の実施態様は、これらの他に、又はこれらの代わり
に、他のチャネルを使用することができ、非視覚センサーを取り入れた実施態様は、該セ
ンサーにより作られる情報に適したチャネルを使用するであろう。
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【０１０６】
　一定の実施態様では、各フレームで支配的な周波数帯域で一定の分析が実行される。こ
れは、周波数内容が連続するフレーム間でごく僅かしか変化しないという仮定が成り立つ
ときに好ましいモードである。他の実施態様で分析される周波数帯域の選択には他の要素
が影響を及ぼし得る。
【０１０７】
　一定の実施態様では、個々のフレームのセット間の相関を介して一定の分析が実行され
る。他の実施態様では、フレームを、関連し合う或る数のフレームの時間的蓄積又はピク
セル当たりのランク関数と相関させることができる。色彩チャネル、使用されるフレーム
の領域、及び可能な前処理ステップを処理する方法に関する選択肢を含む、本実施態様及
び前記の他の実施態様のためのこの選択肢の多数のバリエーションを実施して同様の結果
を作り出すことができる。
【０１０８】
　フレームは、センサー（１０２）からフレーム・シーケンス・バッファーへ普通の方法
で転送される。当該技術分野で広く知られているように、画像コピーのためにシステム資
源を利用する必要を無くするために前記フレームへの参照を使用することができる。
【０１０９】
　次に、取得されたフレーム中の空間時間信号が分析される。パーシバルの定理により、
空間時間信号の時間に関しての積分がその空間時間周波数の積分に比例することは良く知
られている。
【０１１０】

【数１】

【０１１１】
　ここでＩは強度、Ｆは周波数、ｘ及びｙは空間座標、ｔは時間、ｗｘ及びｗｙは空間次
元における周波数成分、ｗｔは時間次元における周波数成分である。
【０１１２】
　換言すれば、時間ｔ（０→ｔ）及びｔ＋ｎ（０→（ｔ＋ｎ））の間での空間時間信号の
積分は、時間ｔから（ｔ＋ｎ）までの空間時間周波数の変化の推定値である。シーン内の
最も速く変化する要素の変化の率より上のフレーム率で画像が取得されるときには、取得
されるフレームは殆ど同一であり、基礎を成す信号の積分はフレームから次のフレームへ
と定数値に近づいて行き、フレーム間の情報の差は無視できるようになってゆき、フレー
ム内の空間的鮮明度は高いままであり、情報内容は豊富である。対照的に、要素がフレー
ム率より速く変化するときには、フレームはぼやける、即ち、基礎を成す信号の積分もフ
レームから次のフレームへと定数値に近づいてゆくが、フレームは空間的鮮明さを失って
ゆき、従って情報内容は少なくなる。従って、情報速度の推定値は、時間的自己相関関数
の変化の速度に、従って空間時間周波数の積分の変化の速度に、正比例する。
【０１１３】
　情報内容の速度の変化を推定するために公知の方法を使用することができるが、その推
定には限界がある。ＭＰＥＧなどの技術公知の圧縮規格は、主として固定捕捉率及び出力
率という仮定に基づいている。ＭＰＥＧ符号器は、連続するフレーム間の時間的に過多の
データを発見するためにブロック・ベースの運動計算を使用する。これは３つのクラスの
フレーム：空間的に符号化されたフレーム（Ｉ）、予測されたフレーム（Ｐ）及び両方向
フレーム（Ｂ）の実現につながる。ブロック・ベースの手法を用いて、且つ効率的圧縮を
可能にするために特に予測されたフレームに依拠してこの様にフレームを符号化すると、
後に特別に興味あるものであることが見出されるフレームの情報内容を顕著に劣化させか
ねないデータ損失につながる。更に、ＭＰＥＧ方法は、非常に狭いウィンドウ（２－３フ
レーム）にわたる粗くて重なり合わない空間ブロックを用いて情報内容の変化の速度を推
定する。これは、更なる情報損失につながる。最終結果は、ＭＰＥＧ圧縮が圧縮及び再生
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のときに空間的完全性を犠牲にして時間的完全性を可能にするということである。本発明
は、空間的完全性も保ちながら興味あるフレーム・シーケンスにおける時間的完全性を保
つことを可能にする。
【０１１４】
　別の圧縮規格であるモーションＪＰＥＧは、時間的圧縮を可能にするものではなくて、
代わりに全てのフレームに対して標準的シングル・イメージＪＰＥＧ圧縮の別形を適用す
る。モーションＪＰＥＧ圧縮では、情報内容の変化の速度は空間的にのみ推定され、色彩
損失という結果をもたらす。単純な運動検出器を使用する他のアプローチは、情報内容の
変化の速度の推定値として、後のフレーム間の平均強度差を使用する。このアプローチは
、動きの無いシーンでの照明の変化が、実際にはそのシーン内で何も動いていないのに“
運動”として知覚されることになることを含めて、幾つかの点で限定されている。
【０１１５】
　観察する人は、目に見える動的シーンの属性を容易に且つ事前のトレーニング無しで測
定することができる。このことは、例えば、非限定的に、動的視覚シーンのアテンション
・ウィンドウにおいて全てのフレームにより含まれ且つ補強される相当量の相互情報量が
存在する可能性があることを暗に意味する。動的システムでは、僅かに離れているフレー
ムで捉えられた事象及び大きく離れたフレームで捉えられた事象は全て情報内容の変化の
速度に強い影響を及ぼす。フレームから次のフレームへの情報変化の速度が最小となる速
度で又はその速度に近い速度で本方法を好ましいモードで実行することにより、与えられ
たフレームについて作られる値が近くのフレームにも遠くにあるフレームにも依存するよ
うな小さな別々のステップで動的システムの特性関数を推定することができる。非限定的
な例を挙げると、興味ある事象が線虫の特定の運動パターンである生物学的検定法を監視
するためにその様なシステムを用いることができる。そのパターンは、１秒の僅か数分の
一続くだけであるかも知れず、野生型の虫の１８日間の命の間に希に気まぐれに生じるこ
とがあるだけかも知れない。それにもかかわらず、このパターンが感知された時点はその
虫の命に関する補強情報を作り出し、このパターンが存在しない期間は、それが存在しな
いことについての補強情報を作り出す。従って、本実施態様の自己相似性関数などの自己
相似性関数で表わされるような、この２つの間の差違は、興味ある事象の事例の自動的検
出を可能にするであろう。マンデルブロート（Ｍａｎｄｅｌｂｒｏｔ）は、アスワン・ダ
ムの建設中にナイル川に関する８００年間の洪水データを研究している間に、短期及び長
期の両方の相関、及びモデルとしての自己相似性の重要性に早く気づいた。しかし、それ
にも関わらず、自己相似性分析において長期相関を利用する効率的方法を当業者は未だ見
出していない。本発明は、その様な方法を提供する。
【０１１６】
　本発明の或る実施態様は、図２に示されているように、空間時間信号をモデリングし分
析するために自己相似性マトリックスを使用する。例示されている実施態様では、自己相
似性マトリックスは１の対角線を有する正規化された正の確率の正方マトリックスである
が、他の実施態様では自己相似性マトリックスは他の代わりの特性又は他の追加の特性を
持っていても良い。自己相似性マトリックスは、例えば実数値エルミートマトリックスな
どの対称マトリックスの形を有する。一定の実施態様では、本発明は、取得された信号の
時間的自己相関を近似するために自己相似性マトリックス、フレーム及びフレームのシー
ケンスを使用する。
【０１１７】
　一定の実施態様では、本発明は、時間的に視覚シーン内の支配的運動に近い速度でサン
プリングされたときのフレームの近相似性を利用して自己相関を近似する。殆ど同様のフ
レームの集合体は、与えられたフレームと、これから僅かにシフトしたバージョンとの相
関を近似する。他の実施態様では、多数の周波数で相関を実行することができ、或いは当
該技術分野で公知の方法を用いて自己相関関数を計算することができる。
【０１１８】
　本発明の他の実施態様は、他の学習又は近似アルゴリズムを使用して良い。空間時間信
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号を分析する平易な方法は、ＰＣＡ（Ｐｒｉｎｃｉｐａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ａｎａ
ｌｙｓｉｓ、主要成分分析法）又はＩＣＡ（Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎ
ｔ　Ａｎａｌｙｓｉｓ、独立成分分析法）を含む。具体的には、ＰＣＡ方法及びＩＣＡ方
法は、共に、相関マトリックスを使用するものであって、損失のある圧縮方法で広く使用
されている。
【０１１９】
　例示されている実施態様では、自己相似性マトリックスに全ての対間相似性測定値が埋
め込まれる。他の実施態様は、対間相違度を測定して良い。相似性測定値と、これに対応
する相違度測定値との和が常に１．０であるという事実の故に、その様な測定を本発明の
中で簡単に達成できる。従って、（１－相似性測定値）は相違度測定値を生じさせる。当
該技術分野では、センサーで捉えられた連続するフレーム間の対間相関を作るためにフー
リエ光学を使用することもできることが知られている。このようにして作られたフレーム
を用いて本書の教示に従って更に分析を行うことができる。
【０１２０】
　一定の実施態様では、選択される対間相似性メトリックは、フレーム全体に適用される
正規化された相関（乗算）である。この種のクロスマッチの結果は、－１．０（完全なミ
スマッチ）から１．０（完全なマッチ）までのスカラー値である。例示されている実施態
様では、以下で述べる理由から、私たちはクロスマッチの平方を用いる。いずれにせよ、
相似性メトリックは結合的（相似性（ａ，ｂ）＝相似性（ｂ，ａ））、反射的（相似性（
ａ，ａ）＝１．０）、且つ正（相似性（ａ）＞０）である。
【０１２１】
　画像相似性を確立するための公知方法は“絶対差の和”である。この方法は、正規化相
関と比べると利点及び欠点の両方を持っている。絶対差の和を用いることの利点は次のも
のを含む：
　　（ａ）　それが多くのコンピュータ・プラットホームでより高速であることが良くあ
る。
【０１２２】
　　（ｂ）　平らな強度パッチ上で鮮明である。
欠点は、次のものを含む：
　　（ｃ）　クロスマッチ結果が正規化されない。
【０１２３】
　　（ｄ）　クロスマッチ結果が強度の線形変化に対して不変ではない。
【０１２４】
　　（ｅ）　線形フィルタリングと同等ではない。
一定の実施態様では、正規化された相関のこの実施態様は、最新の計算アーキテクチャー
を利用して“絶対差の和”アプローチで計算性能における近同等性を達成すると共に、入
力画像がゼロ平方偏差を有するときを検出し、従って平らな強度パッチ上での良好な鮮明
度を可能にする。
【０１２５】
　他の実施態様では、クロスマッチ操作を他の乗算的操作、減算的操作、特徴ベースの操
作、又は統計的操作によって達成することができる。例示されている実施態様では、相似
性測定値は、空間時間整合フィルターとして動作するという付加的特性を有する。更に他
の実施態様は他の相関ベースの運動検出器を使用することができる。
【０１２６】
　自己相似性推定モジュール（３０２）は、短期時間相似性を推定し、長期時間相似性を
近似する。双眼鏡アプリケーションでは、自己相似性は、各カメラからの各フレームと、
他のカメラにより取得された全てのフレームとの間で測定される。更に他のアプリケーシ
ョンでは、空間時間信号の積分又はその様な信号の平方を使用することができる。
【０１２７】
　短期フレームは、上記バッファー内のフレームを指す。長期フレームは、このバッファ



(24) JP 4287287 B2 2009.7.1

10

20

30

40

50

ー内に最早存在しないフレームを指す。自己相似性の役割は２つある：即ち、第１に、相
似している近くのフレームを押し上げること、そして第２に、その他の似ていないフレー
ムの寄与を減少させることである。当業者は、非線形動的システム又は未知の線形性を有
する動的システム表わすときの自己相似性の使用法を知っているであろう。自己相似性は
下記のものから推定される：
　　（１）　ＳＳΔ＝自己相似性マトリックス（Ｘ，デルタ）。ここでＸは時系列であり
、Δは自己相似性を測定する継続時間である。一定の実施態様では、自己相似性マトリッ
クスは正方マトリックスである。
【０１２８】
　短期自己相似性を推定するために、該バッファー内の全てのフレームの相似性を測定す
ることができる。
【０１２９】
　　（２）　ＳＳｓｈｏｒｔ－ｔｅｒｍ，Δ＝自己相似性マトリックス（Ｘ，Δ）。ここ
でＸはフレームの時系列であり、Δはバッファーの長さであり、
　　（３）　ＳＭ（ｉ，ｊ）＝相関（ｍｉｎ（ｉ，ｊ），ｍａｘ（ｉ，ｊ））、全てのフ
レームｉ、及びｊ！＝ｉについて（結合性）
　　（４）　ＳＭ（ｉ，ｉ）＝１．０　　　　　（反射性）
　一定の実施態様では、フレームが取得されて画像バッファー（３０１）に置かれるとき
、少なくとも最新のフレームと、その直前のフレームとに対して相似性マッチングが実行
される。任意の２つのフレーム間の長期対間マッチングは、そのフレーム同士を分離する
対間相関のストリングを過渡的確率として扱うことにより近似される。本書に記載されて
いる相似性メトリック以外の相似性メトリックは、この近似の精度に強い影響を及ぼすが
、使用可能である。空間領域での相関は、周波数領域での共役乗算と同等である。一定の
実施態様では、
　　（５）　ＳＳｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ，Δ＝自己相似性マトリックス（Ｘ，Δ）である。
ここでＸはフレームのシーケンスであり、ΔはＦＩＦＯの長さであり、
　　（６）　ＳＭ（ｉ，ｊ）＝相関（ｉ，ｊ）、全てのｉ，ｊ及び距離（ｉ，ｊ）＝１に
ついて（結合性）
　　（７）　ＳＭ（ｉ，ｊ）＝１．０　　　　（反射性）
　　（８）　ＳＭ（ｉ，ｊ）＝（Πｉ≧ｊＳＭ（ｉ，ｉ＋１））１／（ｊ－ｉ）

　　（８Ａ）　ここでｊ＞（ｉ＋１）である。
【０１３０】
　方程式（８）は、ｉとｊとを分離する対間相関値の幾何平均を計算する。近似値は結合
的であり、ｉとｊとの間の距離が大きくなると共に劣化し、道筋に沿っていずれかの対間
相関が０であるときには０を生じさせるということに注意しなければならない。更に、近
似値は対称的である、即ちＳＭ（ｉ，ｊ）＝ＳＭ（ｊ，ｉ）であるということにも注意し
なければならない。
【０１３１】
　長期相似性及び短期相似性を組み合わせて、分析の継続時間全体にわたる自己相似性マ
トリックスを確立することができる。一定の実施態様では、長い継続時間は時間のウィン
ドウを有することができ、そのウィンドウにおいては短期推定値及び長期近似値の両方が
相似性測定値のために使用される。一定の実施態様では、より短い持続時間は短期推定値
を完全に使用する。通常、この選択肢は主として計算資源に基づく。
【０１３２】
　自己相似性の更なる処理は、相似性測定値がどの様に作られたのかということとは無関
係である。即ち、測定値は、短期推定、長期近似、又はこの２つの任意の加重、正規化、
又は生の組み合わせを介して作られても良い。
【０１３３】
　一定の実施態様では、その後、自己相似性マトリックス（５０５）は、図５に示されて
いるように、全てのフレームについてフレーム・シーケンスとの自己相似性の測定値を推
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定するために使用される。一定の実施態様では、各フレームについてのエントロピー・イ
ンデックスの推定値が自己相似性マトリックス（５０６）から計算される。一定の実施態
様では、非限定的実例を挙げると、シャノンのエントロピー計算法が使用される。シャノ
ンのエントロピーは、測定値の集合を獲得するランダムな変数により除去される平均不確
定性を計算する。
【０１３４】
　　（９）　Ｐｊ＝ＳＭｊ／ΣｊＳＭｉ，ｊ　　正規化
　　（１０）　Ｈｊ＝－ΣＰｊｌｏｇ２（Ｐｊ）／ｌｏｇ２（ｎ）
ここでｎはフレームの数である。
【０１３５】
　与えられたシーケンスについて、ランダムな変数が、該シーケンス中の各フレームにつ
いてのエントロピー・インデックスの集合を表わす。シーケンス中の全てのフレームが正
確なコピーであるならば、不確定性は完全に除去され、シャノンのエントロピーは殆どゼ
ロである。一方、全てのフレームが他の全てのフレームと全く似ていなければ、不確定性
は全く除去されず、シャノンのエントロピーは殆ど１である。
【０１３６】
　自己相似性マトリックスをフレーム・シーケンスの全長にわたって評価することができ
、その場合、前記シーケンスは固定されても良く或いはより大きなシーケンスにわたるス
ライディング・ウィンドウであって良い。前記スライディング・ウィンドウについての自
己相似性の計算は、好ましいモードでは、計算コストを該フレーム・シーケンス中のフレ
ームの数の線形関数にまで減少させるために標準的な公知の最適化方法を使用する。
【０１３７】
　現存する方法は、画像及び画像シーケンス中の興味ある事象を有意味に数量化すること
ができるが、それは空間的又は時間的分割ステップの後に初めて可能になることである。
殆どの場合、これらのステップは、計算時間及び人の介在に関して高価であり、信号中に
自然に発生するノイズによって損なわれる。本発明の一定の実施態様では、独特の視覚的
特徴を伴う興味ある事象を呈する動的システムを時間的又は空間的分割無しに数量化する
ことができる。一例は、視覚的収束プロセスを表わす空間時間信号である。例を挙げると
、前記信号からのフレームは、時間に関して焦点が合っていないフレーム、だんだん鮮明
になってゆくフレーム、及び焦点の合ったフレームを表わすことができる。例を挙げて説
明すると、焦点の合っていない画像を、ガウシアンでコンブォルブされたシーンの焦点の
合った画像として推定することができることは良く知られている。より大きな標準偏差の
あるガウシアンは、焦点の合ったシーン画像でコンブォルブされたとき、よりぼんやりと
した画像をもたらし、逆に、より小さな標準偏差を有するガウシアンで焦点の合ったシー
ン画像をコンブォルブすると、ボケの弱い画像がもたらされる。前記フレーム同士の対間
相似性が（σａ－σｂ）２に比例し、σが標準偏差であるとすれば、自己相似性マトリッ
クスは全ての対間相似性測定値を作表する。最小の標準偏差を有するガウシアンに対応す
るフレームは、シャノンのエントロピー又は平方和方法によって計算された最大累積相違
度を持つことになろう。従って、それは、最も鮮明な画像に対応する。
【０１３８】
　自己相似性マトリックスを更に幾つかの方法で操作することができる。対称マトリック
スを分析する標準的方法は、その固有値を計算することである。対称マトリックスの特別
の属性は、その固有値の和がその対角成分の和に等しいことである。例えば、対間相似性
を表わす対称Ｎ×Ｎマトリックスは、１．０の値を各々有するＮ個の対角要素を持つであ
ろう。この様なマトリックスの、数値精度内の固有値の和はＮである。固有値は、前記マ
トリックスにより表わされるＮ次多項式の根を表わす。
 
【０１３９】
　適切に取得されたフレームから計算されたときには、自己相似性マトリックスから得ら
れた情報を、一クラス内の視覚的動的プロセスを識別するために使用することができる。
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当該技術分野で良く知られているように、自己相似性測定値の時系列についてハースト・
パラメータを推定することができる。ハースト・パラメータを使って長期依存性を特徴づ
けることができる。表現された信号の数値評価を作るために自己相似性マトリックス及び
／又はエントロピー・インデックスを分析することができる。自己相似性の使用方法に関
する上記選択肢の多数のバリエーションを本発明の範囲内で使用して同様の結果を作るこ
とができる。
【０１４０】
　標準的統計学的方法或いはマトリックス代数学的方法を用いても良い。下記の実例は、
単に例を示すものであって、請求項に記載されている発明の範囲を限定するものではない
。
【０１４１】
　　　（ａ）　自己相似性マトリックスの最大の固有値
　殆ど同一のシーンを包含する画像の系列を表現する自己相似性マトリックスは、画像の
それ自身との相似性マッチを包含する対角要素の和に殆ど等しい固有値を有し、それは自
己相似性マトリックスが対称マトリックスであるので１．０である。画像のシーケンスを
、前記自己相似性マトリックスの前記固有値を用いて表現することができる。システム又
は類似するシステムの集合に１組の摂動を加えることから生じる“特徴”を表わす複数の
前記固有値を用いて、前記特徴を、各摂動のもとでの該システムの変動の首尾一貫した測
定と同列に置くことができる。
【０１４２】
　　　（ｂ）　エントロピー・インデックスの周期性
　充分な空間的解像度で取得された、鼓動する心臓などの周期的運動を表わす少なくとも
２完全周期分の画像を包含するフレーム・シーケンス又は画像シーケンスに自己相似性マ
トリックスを適用すると、画像化された周期的運動の周期又はそれに近い主周波数を含む
信号のエントロピー・インデックスが得られる。
【０１４３】
　運動推定量としての自己相似性
　一定の実施態様では、自己相似性は、重なり合うウィンドウ（６０２）で、また動くア
テンション・ウィンドウ（６０５）にわたって推定される。具体的には、フレーム・ジオ
メトリーはＳｘ、及びＳｙでサンプリングされる。図６に示されているように、左上をサ
イズ２ｘＳｘ、及び２ｘＳｙのサンプリング・ウィンドウの原点として定め、各サンプリ
ング・ウィンドウについて自己相似性マトリックスが推定される。サンプリング・ウィン
ドウは、自分が囲い込んでいるピクセルの５０％を自分に隣接するサンプリング・ウィン
ドウ（６０２）（６０３）（６０４）と共有する。例示されている実施態様では、エント
ロピー・インデックスが計算され、その標準偏差が相対運動の推定値として使用される。
アテンション・ウィンドウ（６０５）は１画像だけ前にシフトされ、その新たにシフトさ
れたアテンション・ウィンドウについて自己相似性が推定される。
【０１４４】
　代表的なフレーム及び分岐点フレーム
　代表的フレームとは、フレーム・シーケンスにおける自己相似性のエポックを表わすフ
レームである。分岐点フレームとは、代表的フレーム同士を分離する境界フレームである
。例示されている実施態様の１側面は、時間的分割をより深く分析するために自己相似性
マトリックスを利用できることである。フラットな積分経路を作り出すフレーム・シーケ
ンスは、単一の代表的フレームにより最善に表現されるエポックを明らかに描写する。自
己相似性マトリックスからその様なフレームと関連する結果とを特定する手法が当該技術
分野に存在する。本発明の一定の実施態様では、代表的フレームと分岐点フレームとをフ
レームが取得されている間にも特定することができ、従って与えられたフレームの更なる
格納又は処理に関して新規な選択肢の集合を可能にする。一定の実施態様では、適切な深
さを有するピクセル値の和又はピクセル値の平方の和を蓄積するアキュムレータ画像が分
析ステップの初めに作られる。自己相似性推定の初めに次の操作を実行することができる
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：
　　注：　新しいアキュムレータが必要ならば、１つ作る
　　（１１）　ｒ＝相関（ＡＣＭ，ｉ）、ＡＣＭはアキュムレータ画像である
　　（１２）　（ａｂｓ（ｒ－ＳＭ（ｉ，ｉ－１）＜ユーザ・スレショルド＞ならばｌａ
ｂｅｌ＿ｆｒａｍｅ（現存する代表的集合）
　　（１３）　そうでなければｌａｂｅｌ＿ｆｒａｍｅ（候補分岐点フレーム）
　一定の実施態様では、ユーザの好物の集合を使って、幾つの連続する分岐点フレームが
分岐点事象を特定するかを指定することができる。例えば、一定の動的プロセスでは、ユ
ーザは、非常に僅かのフレームにおいて起こっている事象に対応するフレームに興味を持
ちそうである。その様な選択は、時間単位、フレーム又は他の何らかの関連メトリックで
確立することができる。
【０１４５】
　焦点偏差検出
　オート・フォーカス及び画像の鮮明度の測定は、研究の焦点であり、画像の鮮明度を測
定するための多数の方法が存在する。一定の実施態様では、本発明は、連続取得システム
において焦点からの偏差を検出する。焦点が合っているフレームと、焦点が合っていない
可能性のあるフレームとを含むフレーム・シーケンスの自己相似性マトリックスが上記の
（１０）を用いて分析される。相似性測定の選択は、焦点の合っているフレーム及び焦点
の合っていないフレームを管理無しで分類する上で極めて重要である。当該技術分野で知
られているように、２つのフレーム間の正規化された相関関係は、両方の画像の鮮明度測
定を含む。一定の実施態様では、連続焦点偏差検出がフレーム・シーケンスにおける自己
相似性の滑り測定を用いて実行される。
【０１４６】
　注意深い取得、格納、及び制御
　自己相似性マトリックスは、フレームの“選択的な”及び／又は“注意深い”取得及び
／又は格納、即ち“注意深い捕獲”を可能にする。注意深い捕獲は、シーン内の情報内容
の変化の速度に非常に近い速度でシステムが動作することを、例えばフレームを取得し、
分析し及び／又は格納することを、可能にする。
【０１４７】
　注意深い捕獲は、取得パラメータを動的に調整し且つ／又は制御指令を外部の装置に対
して発する適応制御システムである。調整し得る取得パラメータは、率、露出、アパーチ
ャー、焦点、ビンニングを含むが、これらに限定はされない。更に、注意深い捕獲は、ユ
ーザにより好ましいモードで定められるパラメータと結合して、経験的に定められ且つ／
又はデフォルトにより確立され、格納指令を作る。取得及び格納の両方を制御することの
できる代表的パラメータは、フレーム間の変化の許容可能なレベルを定めるものを決定す
る空間周波数のレベルである。例えば、本発明の範囲を限定すること無く、生物学的検定
は、細胞の移動又はその他の運動統計の測定を必要として良い。その様な測定を容易にす
るために、１フレームから次のフレームへの移行に伴う細胞の動きが最小となるように取
得パラメータを制御することができ、移動又はその他の運動の統計に摂動が検出されたと
きに限って画像が単独に又は一定期間にわたって格納されることとなるように、格納を制
御することができる。
【０１４８】
　好ましいモードでは、注意深い捕獲のユーザは、留意するべき運動又は変化の量、内部
での自己相似性を査定するアテンション・ウィンドウのサイズ、及び自己相似性において
許容可能な偏差を記述する数個のパラメータをシステムに与える。他のモードでは、これ
らのセッティングはデフォルトのセッティングであっても良く、或いは経験的に決定され
ても良い。図４Ａに示されている初期化ステップのとき、指定されたアテンション・ウィ
ンドウのサイズに等しい数Ｎのフレームが画像バッファー（３０１）にロードされる。一
定の実施態様では、フレームの数は奇数であるが、これは偶数であっても良い。前記フレ
ームには“ｍｕｓｔ　ｓａｖｅ（保存しなければならない）”という印がつけられる（４
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３３）。当業者は、このステップでは任意の印し付け方式を使用しても良いことを認める
であろう。一定の実施態様では、留意するべき運動の量を示すパラメータは、前記パラメ
ータより大きい標準偏差のガウシアン・カーネルを表わすガウシアン低域フィルターに変
換されて良い（４３４）。選択された低域フィルターは、Ｎ個の画像の全てに適用されて
良い（４４１）。前記フィルターを適用すると、該フィルターにより規定される空間周波
数より高い空間周波数が減衰する。図８に略図示されているように、自己相似性マトリッ
クスを計算することができ、前記マトリックスの固有値を計算することができる。最大の
固有値は本書の教示に従って正規化され、この値は、アテンション・ウィンドウ内のフレ
ームについての自己相似性の推定値を表わす。
【０１４９】
　一定の実施態様では、初期化ステップ後、全てのフレームの取得後に、前記画像の印し
付けに関して評価を実行することができる。
【０１５０】
　共同移動モジュール
　画像及びフレーム内の物体は、その広範囲の特徴を用いて定められ、検出されて良い。
しかし、物体、その近傍の環境、及びもっと広い環境における予測可能な変化及び予測不
能の変化に対して最も変化の無い特徴を用いたときに最も強固に且つ正確に物体の位置を
突き止めることができそうである。もし物体が硬い変換を経験する剛体であれば、明るさ
が保たれると推測することができ、物体の位置を突き止めるために明るさを定義特徴とし
て用いることができる。しかし、多くの場合に、これは事実とは異なる。生物学的アプリ
ケーションにおいては、例えば、物体は、いろいろな変化の中でも特に、変形することが
でき、形態の転換を経験し、流体内で浮動したり、ペトリ皿の表面に沿ってはったりする
。一定の実施態様では、本発明は、物体を画定するためにその様な運動パターンを検出す
るアルゴリズムを提供する。
【０１５１】
　コルペッティら（Ｃｏｒｐｅｔｔｉ　ｅｔ　ａｌ．）の“流体の流れの濃密な推定（Ｄ
ｅｎｓｅ　Ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｆｌｕｉｄ　Ｆｌｏｗｓ）”、パターン分析及
びマシーンインテリジェンスに関するＩＥＥＥ会報（ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ
ｓ　ｏｎ　Ｐａｔｔｅｒｎ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ａｎｄ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｉｎｔｅｌｌ
ｉｇｅｎｃｅ）、２４，３：３６８－３８０（１９９８）（この文献は、参照により、そ
の全体が本書に取り入れられる）は、流体運動の変形可能性、表示処理の複雑さ、及び動
いている流体内での温度及び圧力のあり得る変動が全て流体の与えられた要素について観
察される輝度の広範で予測不能な変動にどの様に寄与するか記述している。この程度の変
動は、物体を特定するための在来の特徴検出を流体系に適用することを極めて難しくする
。対照的に、本書の教示に従って捉えられた画像シーケンスは、フレームから次のフレー
ムへの移行に伴う変形を、基礎を成すシーンの複雑さとは関係なく輝度の線形変化を伴う
並進運動変化のみ（回転又は剪断無し）に減じる。
【０１５２】
　本発明の一定の実施態様では、同様の方向の運動を示す隣り合うピクセルの集まりによ
り表わされる物体を特定し、評価し、追跡するために共同移動モジュールを使うことがで
きる。共同移動モジュールは、フレームからフレームへの変化の導関数を殆ど又は現実に
最小にする率でフレームを捉える注意深い取得サブシステムに決定的に依存する。情報内
容における極小の変化のこのボーダーラインで取得されたフレームの重要な特性は、フレ
ームから次のフレームへの移行に伴う運動を、その並進運動成分だけを用いて局所的に記
述できることである。
【０１５３】
　一定の実施態様では、“始点”画像の各々の小領域と、その始点画像の直後に取得され
た画像中の対応する、より大きな領域との相互相関を用いて運動ベクトルを推定すること
ができる。次に取得された画像中の、より大きな領域と、始点画像中のより小さな領域と
は共通中心点を共有する。一定の実施態様では、非限定的実例を挙げると、他の実施態様
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で使用される汎用正方形領域の代わりに相互相関のために、画像シーケンス中の線虫の表
示の回りの境界を形成する領域に近い領域などの、より大きい又はより小さい正方形領域
を選択することができる。更に他の実施態様では、非限定的実例を挙げると、剛直な又は
半剛直な物体の回りの境界を形成する箱を確定するために剛直な物体を画定するための当
該技術分野で知られている方法を適用することができ、これらの境界を形成する箱は、本
書の教示に従って同様の相互相関の基底を形成することができる。
 
【０１５４】
　共同移動モジュールは、例えば、個々の運動ベクトルの集まりを統計的に分析すること
を通じて得られた画像シーケンス中のより大きなパターンなどの運動フィールドを推定す
ることができる。共同移動モジュールは、移動する物体を検出し、中の基準ポイントと前
記物体の境界の形態とを追跡し、フレーム毎の集合的速度統計を計算し、変化する物体に
ついての状態情報を時間に関して維持し、フレームのシーケンスにわたって前記物体境界
形成画像データへの参照を維持することもできる。
【０１５５】
　運動ベクトル
　運動ベクトルは３次元ｘ、ｙ及びｔ（ｘ軸、ｙ軸、及び時間）のベクトルである。
【０１５６】
　　（１４）　Ｘ＝（ｘ，ｙ，ｔ）Ｔは、空間時間領域におけるベクトルを表わす。
【０１５７】
　２つの連続するフレームが与えられたとき、Ｘｉ，ｊは、フレームｔ中の小さな正方形
画像ウィンドウである“ターゲット”を、ターゲットと共通の中心点を共有するフレーム
ｔ＋１中のより大きな正方形画像ウィンドウである“サーチ”と整合させることによって
計算される。この操作は、境界条件に従うフレームｔ及びｔ＋１中の全てのピクセルにつ
いて所望のサンプリング速度で実行される。一定の実施態様では、ターゲットは５×５ピ
クセルであり、サーチは９×９であり、サンプリング速度は１である。第１ターゲットの
中心はフレームｔ内の座標（サーチ幅／２、サーチ高さ／２）にある。第１サーチ・ウィ
ンドウの中心は、フレームｔ＋１内の座標（サーチ幅／２、サーチ高さ／２）にある。
【０１５８】
　好ましいモードでの僅かな改善を伴って、ターゲットは、正規化された相関を用いて空
間領域におけるサーチと相関される。一定で等しい濃淡値を包含する２つの画像の標準正
規化相関は０であって、相関が無いことを暗に意味する。好ましい変更された相関は正規
化された相関の平方であり、これは、ゼロの場合を、基礎を成す回帰における特異点とし
て検出する。本発明の方法において使用される２つの画像間の絶対差の和又は平方を測定
する他のメトリック。標準正規化相関値は－１．０と１．０との間の正規化されたメトリ
ックであり、標準正規化相関の平方は０．０から１．０までの範囲の値をもたらすが、絶
対差の和は平均濃淡値差をもたらし、これは正規化されない。
【０１５９】
　本書に記載されている相関は、徹底的に実行することのできるものである。ターゲット
はサーチ上でそのサイズの移動するウィンドウに対応する画像データと整合され、５×５
相関スペースをもたらす。前記の好ましいモードにおいて平方される正規化された相関は
次の通りである：
【０１６０】
【数２】

【０１６１】
　シーン中の支配的な運動又は変化の速度以上の取得速度を維持している一定の実施態様
では、ターゲットの全部ではないとしても殆ど全ての特徴はサーチの外に移動していない
。フレームｔ及びｔ＋１の、強度関数が殆ど一定である領域では、相関スペースはフラッ
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トであって、大部分は特異な相関ポイントを含む。更に、一部の相関スペースは劣等な相
関値を含む。正しい相関スペースを捨てることは、最も高い相関値を局所的統計から計算
された性能指数と照合することによって達成されるということは当該技術分野で良く知ら
れていることである。例示されている実施態様では、私たちはフレームｔとｔ＋１との空
間的相互相関を実行して、図７に示されているように、この２つのフレーム間の包括的運
動の程度を測定する。フレームｔ及びｔ＋１の２つのローパス・バージョンＧ（ｔ）及び
Ｇ（ｔ＋１）が作られる。次に私たちは次の相関を実行する：
　　（１６）　Ｃｔ＝相関（フレームｔ、Ｇ（ｔ＋１））
　　（１７）　Ｃｔ＋１＝相関（フレームｔ＋１、Ｇ（ｔ））
　　（１８）　ＧＭＥ（包括的運動推定）＝ｓｑｒｔ（Ｃｔ＊Ｃｔ＋１）
　相関ピーク値はＧＭＥと比較される。相関スペースと、それに対応する運動ベクトル情
報とは、相関ピークがＧＭＥより高い場合に限って維持される。他の実施態様は、運動ｍ
を経験したｔ＋１における運動ベクトル位置とｔにおける位置との間の２乗された距離の
和に適用される最小化プロセスの剰余を使用することができる。更に他の実施態様は、各
々の運動ベクトル変異測定値の共分散を使うことができる。運動ベクトル分析は、画像中
の各点について運動ベクトルを生じさせることができるということが当該技術分野で良く
知られている。実際には、その様な運動ベクトルの確証、相応及びトラッキングはその場
限りのものであるということも当該技術分野で知られている。本書の教示は、運動ベクト
ルを確証し、相応し及びトラッキングする系統的で一般的に適用できる手段を論証する。
【０１６２】
　フレームｔ及びｔ＋１が互いの正確なコピーであれば、相関ピークは全て相関スペース
の中心にある（サーチ及びターゲットについての上の値を用いると（２．５，２．５））
。運動ベクトルは、その始点として相関スペースの中心を有し、その第２点としてピーク
を有するベクトルである。ピークの位置は加重モーメント・アプローチを用いて推定され
る。
【０１６３】
　　（１９）　ｘｐｅａｋ＝Σｉ，ｊｉ＊ｃ（ｉ，ｊ）／ΣｉΣｊｃ（ｉ，ｊ）
　　（２０）　ｙｐｅａｋ＝Σｉ，ｊｊ＊ｃ（ｉ，ｊ）／ΣｉΣｊｃ（ｉ，ｊ）
　ここでｘ及びｙはｉ，ｊ（上のデータを用いて０から４まで）における相対軸であり、
ｃはｉ，ｊにおける相関値である。
【０１６４】
　上では、Ｘｉ，ｊ＝（ｘｐｅａｋ，ｙｐｅａｋ，ｔ）である。直ちに私たちは始点から
ピークまでのユークリッド距離とピーク位置のアークタンジェントとを計算することによ
って変位及び方向を作ることができる。
【０１６５】
　運動ベクトル共同移動に基づいて物体を検出し特徴づけること
　移動する物体は、その運動により定められる物体である。一定の実施態様では、初めの
２つのフレームについて運動ベクトルの全体を用いて移動パターンを推定することができ
る。移動パターンを検出することは、各運動ベクトルに、その運動ベクトルと他の運動ベ
クトルとの近接度に応じてラベルを割り当てることを含む。近接度は、ユークリッド距離
によって記述することができる。各運動ベクトルについて、私たちは、それと他の全ての
ベクトルとの間の対間距離の平方を累積加算する。殆ど同一の総距離メトリックを有する
運動ベクトルは同様のラベルを受け取る。この方法に基づいて定められた物体を、該物体
の長軸及び短軸の特定に基づいて更に特徴づけることができる。
【０１６６】
　同様のラベルを有する運動ベクトルの集団を用いて、画像に表示されている物体の周囲
の境界箱を画定することができる。境界箱が画定されると、例えば、与えられたフレーム
の中の境界箱の内容と他のフレーム中の対応する境界箱の内容との関係を特徴づけるなど
、自己相似性関数の更なる適用が可能となる。境界箱とその内容とについての他の分析も
可能であり、それは、センサーにより作られたその中に含まれるピクセル強度又は他の値
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の分析、及び／又は空間及び／又は時間にわたる同じ物体又は複数の物体の境界箱の集団
におけるこれらの測定値及び他の測定値の統計的分析を含むが、これらに限定はされない
。更に他の分析は、生の強度、テクスチャー、及び／又は周波数に基づいて画像分割を適
用することを含む。
【０１６７】
　与えられたフレーム・シーケンスにわたって全ての移動性物体について運動情報の全体
に標準的統計分析を適用することにより、運動及び運動パターンに関するより高いレベル
の統計を決定することができる。マヘシュワリ（Ｍａｈｅｓｈｗａｒｉ）及びラウフェン
バーガー（Ｌａｕｆｆｅｎｂｕｒｇｅｒ）、細胞移動の分解（及び復元）、顕微鏡検査法
研究及び技術（Ｄｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｎｇ（ａｎｄ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｎｇ
）Ｃｅｌｌ　Ｍｉｇｒａｔｉｏｎ，Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ａｎｄ　
Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ）４３：３５８－３６８（１９９８）（この文献は参照によりその全
体が本書に取り入れられる）は、細胞母集団分散及びランダム運動性を予測するために個
別細胞経路測定値を使えるということを提案している。これは、“質量中心”を細胞にお
ける標準的レジストレーション・ポイントとして用いる細胞移動経路の定量化のためのア
ルゴリズムを概説している。一般に、どの様な反復可能で精密なレジストレーション・ポ
イントでも充分である。本書に記載されている装置及び方法を用いて、細胞の各境界ポイ
ントと、上で運動の中心として記述されたレジストレーション・ポイントとの移動にこの
アルゴリズムを適用することができる。
【０１６８】
　　（２１）　Ｓ＝（（Σｓ）／ｎ）／ｄｔ（ｄｔ→０）　移動速度
　　（２２）　Ｐ＝２ｄｔ／Σφ２）／ｎ　　　　　　　　持続時間
　　（２３）　ＣＩ＝（Σ（Ｘ・Ｇ））／Ｌ　　　　　　　ｓ
　　　　　　ｓは、一定時間内に進むユークリッド距離であり、
　　　　　　ｎは、時点の数であり、
　　　　　　φは、連続する変位間の角度であり、
　　　　　　Ｘは、変位ベクトルであり、
　　　　　　Ｇは、刺激勾配のベクトル表示である。
【０１６９】
　一定の実施態様では、与えられたフレームについての分析の終わりに、最近に作られた
測定値をアプリケーション規則の集合に当てはめて各物体についての移動状態の更新を可
能にすることができる。
 
【０１７０】
　動的生物学的システム及び生物学的ユニットを特徴づけること
　１つの側面において、本発明は生物学的ユニットを特徴づけるようになっている、実質
的に図１に示されているような装置を提供する。ここで、ＣＣＤ、ＣＭＯＳ、線走査カメ
ラ、赤外線カメラ或いはその他の興味あるセンサーの形を取ることのできるセンサー（１
０２）は、シーン（１０１）の１つ以上の画像を捉えるが、それはこの場合には動的生物
学的システムである。その動的生物学的システムは適切な容器に含まれているが、この容
器は、スライド、フローチャンバー、単一ウェルのシャーレ、９６ウェルのディッシュ、
或いは、研究される生物学的ユニットに適する他のマルチウェル・ディッシュを含むけれ
ども、これらに限定はされない。拡大装置、増幅装置又はフィルタリング装置（１０９）
を生物学的ユニットとセンサーとの間で用いることができる。可能な拡大装置は、標準的
光学顕微鏡、共焦点顕微鏡、ステレオ顕微鏡、マクロスコープ及びその他の広視野オプテ
ィックスを含むけれども、これらに限定はされない。可能なフィルタリング装置は、偏光
フィルター、帯域フィルター及び中性フィルターを含むけれども、これらに限定はされな
い。計算装置（１０３）及び記憶装置（１０４）は、動的生物学的システムを特徴づける
ために、ここに記載されているように更に変更されて上記のように構成され操作される。
【０１７１】
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　動的生物学的システムを特徴づけること
　本発明の一定の実施態様では、動的システムは動的生物学的システムであって良い。本
書で言及される“動的生物学的システム”は、１つ以上の生物学的ユニットを含む。本書
に記載されている“生物学的ユニット”は、生物から得られ、或いは生物中に見出すこと
のできるエンティティを指す。本書に記載されている“生物”は、任意の生きている種を
指し、動物、植物、及びバクテリア或いはその他の、原生生物及びウィルスを含む微視的
生物を指す。生物学的ユニットは、生きていても死んでいても良いが、通常は生きている
。生物学的ユニットの例は、細胞、組織、器官、単細胞生物、及び多細胞生物を含む。こ
れらのうちのいずれかの断片も含まれるが、それは、例えば膜、核分画又はサイトゾル画
分などの細胞の断片、及び器官、組織或いは生物の断片又は部分を含む。例えば、本書に
記載されているような細胞下の物体も含まれる。他の例は、生物学的ポリマー（例えば、
ペプチド、ポリペプチド及び／又は核酸など）、炭水化物、脂質及びイオンを含む。生物
学的ユニットは、標識付けされても良く、標識付けされなくても良い。例えば、標識は、
例えば、蛍光放射体、発光体、或いは放射線放射体（例えばアルファ線放射体、ベータ線
放射体或いはガンマ線放射体）を含んでも良い。動的生物学的システムは、同じ又は異な
る生物学的ユニットの別々に選択された組み合わせであって良い。生物学的ユニット同士
は、遺伝子的に、遺伝子外的に又は表現型的に異なっても良く、また発生段階に関して異
なっても良い。生物学的ユニットは、操作、例えば処理、例えば試験化合物にさらされた
結果として異なっても良い。非限定的な例を挙げると、動的生物学的システムは、２つ以
上の異なる細胞タイプ、２つ以上の異なる生物、又はこれらの組み合わせを含むマルチ・
ウェル・プレート上の単一のウェルであって良い。生物学的ユニットは、生物学的な、生
きていない又は非生物的材料に組み込まれても良く、例えば、細胞表面蛋白質をリポソー
ムに組み込むことができる。例えば、動的生物学的システムは、ニューロン及び神経膠、
Ｃ．エレガンス（Ｃ．ｅｌｅｇａｎｓ）及びバクテリア、又はマクロファージ及びバクテ
リアを含んで良い。
【０１７２】
　センサー又はセンサーの組み合わせによって検出することのできる任意の特徴を本書で
は“属性”と称する。例えば、属性は、画像中の１つ以上のピクセルの強度における変化
であると確認することのできる生物学的ユニットの任意の特徴であって良い。属性の１つ
の実例は、細胞が住んでいるディッシュを透過した光の強度と細胞を透過した光の強度と
の差違として検出できる形質膜の位置である。生物学的ユニットの属性を、操作又は処理
の追加又は除去に応答して監視することができる。操作は、温度、粘度、剪断応力、細胞
密度、酸素圧、二酸化炭素圧、接触する媒体又は表面の組成、電荷を変更すること、或い
は、同じ又は異なるタイプの１つ以上の他の生物学的ユニットを追加することを含んでい
て良い。この様な操作は、当該技術分野で広く知られている方法で達成できる。処理は、
遺伝子発現又は蛋白質発現の変調（例えば、絶対的に、空間的に、又は時間的に増加又は
減少させること）、及び／又は、例えば小分子、核酸、蛋白質、抗体、糖、脂質又は複雑
な天然又は合成化合物などの試験化合物を加え又は除去することを含むことができる。試
験化合物は、分かっている又は未知の生物学的機能を有する化合物であって良い。上記の
操作又は処理の効果を特徴づけるために、また、それらの効果をもたらすか或いはそれら
の効果に寄与する遺伝子又は蛋白質を特定するために、生物学的ユニットの属性を使用す
ることができる。生物学的ユニットの属性を使って、前記生物学的ユニットと第２の生物
学的ユニット又はその他のエンティティ（例えば、表面補綴装置、外科インプラント、又
は治療装置など）との間の相互作用を特徴づけることもできる。
【０１７３】
　一定の実施態様では、細胞下物体の運動を、例示された方法及び／又は装置を用いて、
評価することができる。この様にして分析できる細胞下物体の実例は、蛋白質、核酸、脂
質、炭水化物、イオン、及び／又は上記のもののうちのいずれかを含む多成分複合体を含
むけれども、これらに限定はされない。適切な細胞下物体の別の実例は、例えばミトコン
ドリア、ゴルジ装置、小胞体、葉緑体、エンドシトーシス小胞、エクソシトーシス小胞、
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空胞、リソソーム、核などの細胞器官を含む。細胞下物体の運動は、細胞の１つのコンパ
ートメントから他のコンパートメントへの運動であって良く、或いは単一のコンパートメ
ントの中に含まれていても良い。例えば、形質膜に局限された蛋白質は細胞質又は核へ移
動することが出来、或いは形質膜の１つの領域から他の領域への単純な移動であっても良
い。
【０１７４】
　一定の実施態様では、細胞分裂を特徴づけるために、本書に記載されている方法及び／
又は装置を使って分裂する細胞内のＤＮＡの状態を監視することができる。本書に記載さ
れている細胞分裂の分析に使用するのに適している細胞は、上で記載された実験条件がそ
うであるように、この実施態様のためにも適している。例えばＨｏｅｃｈｓｔ３３３４２
又はＳＹＴＯ染料（モリキュラープローブ（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅから入手で
きる）などの蛍光性生物染料によって、又は偏光顕微鏡法及びその他の手段を通して、Ｄ
ＮＡを視覚化することができる。蛍光を介してＤＮＡを視覚化する場合、例示された装置
は、適切な励起フィルター及び放射フィルターを含むように改造されなければならない。
細胞がＭフェーズに入るとき、ＤＮＡは凝縮し、核蛍光の、さもなければ散在しているパ
ターンは、初めに細点構造の中に局限され、次に識別可能な染色体の中に局限される。運
動ベクトルの共同移動に基づいて染色体を識別して追跡することができる。染色体は、そ
のとき、細胞の中心で整列する。一度、細胞の中心で、染色体は視覚的に重なり合ってＤ
ＮＡの１つの大きな塊に見える。一旦染色体が分離し始めると、運動ベクトルを用いて再
び染色体を検出することができ、染色体が細胞の２つの極の方へ移動して２つの娘細胞の
中に別れて行く間、染色体を追跡することができる。出現のパターン、１つの構造の中へ
の合体及び個々の構造への分離に基づいて、有糸分裂全体にわたってのＤＮＡの状態を査
定し使用して、この複雑なプロセスへの操作及び処理の影響を評価することができる。実
質的に有糸分裂について上で記載したように、この情報を用いることができる。
【０１７５】
　スクリーニングは、コンピュータベースのシミュレーション又はモデル（合理的ドラッ
グデザインとしても知られている）において複数の操作、処理又は試験化合物を、属性又
は他の何らかの興味あるパラメータを変更する能力について評価するプロセスであり、前
記の興味あるパラメータは、例えば、２つの類似する又は異なる生物学的ユニットの間の
又は生物学的ユニットと処理又は試験化合物との間の親和性、２つの類似する又は異なる
生物学的ユニットの間の又は生物学的ユニットと処理又は試験化合物の間の相互作用など
である。例えば、操作及び処理の大きな集合から、特定の細胞属性を変更することのでき
る操作又は処理を特定するために、生物学的ユニットの属性を主要なスクリーンとして用
いることができる。この様なスクリーンは、操作及び処理の数が１，０００より大きけれ
ば、“ハイ・スループット”であると言われる。例えば、前記の操作又は処理が他の手段
（前のスクリーンを含むけれども、これには限定されない）によって特定された後に更に
その作用を査定するために、生物学的ユニットの属性を副次的スクリーンとして使用する
こともできる。更に、処理又は一連の処理の特性間の関係を査定するために生物学的ユニ
ットの属性を使うことができ、これは構造・作用関係を決定することとしても知られるプ
ロセスである。この場合、同様の特性を共有する２つ以上の処理を本発明の方法を用いて
評価することができ、それはその同様の特性と、評価される属性に対する処理の効果との
間の関係であって良い。上記方法のいずれかで特定される処理を、例えば、特定された最
初の処理からより多くの方法のうちの１つで変更されている新しい処理などの一連の次世
代処理を導出することにより更に評価することができ、これを類似の又は異なる方法又は
装置を用いて評価することができる。
 
【０１７６】
　生物学的ユニットの属性のモジュレーターとして特定される操作又は処理は、例えば、
形質膜、細胞質、ミトコンドリア、ゴルジ装置、小胞体、葉緑体、リソソーム、核又はそ
の他の細胞器官などの細胞外の又は細胞内のスペースで作用することができる。これらの



(34) JP 4287287 B2 2009.7.1

10

20

30

40

50

検出事項に基づいて、研究されている属性の変化により特徴づけられる病気に抗する作用
を有する治療法として、又は前記病気についての診断試験として、操作又は処理を発達さ
せることができる。
【０１７７】
　所望の効果を有する操作又は処理が特定された後、それらの操作又は処理の作用のメカ
ニズムを探求することができる。試験化合物又は試験化合物の組み合わせの作用のメカニ
ズムを探究する１つの方法は、それと相互作用するポリペプチド、核酸、炭水化物、脂質
又はイオンを特定することである。この相互作用を、当該技術分野で知られている親和性
ベースの精製を用いて特定することができる。処理が蛍光体又は放射体で標識付けされて
発現ライブラリーを調べるために使われる“ドラッグウェスタン（ｄｒｕｇ　ｗｅｓｔｅ
ｒｎ）”として一般に知られている手法を用いて、この相互作用を査定することもできる
。或いは、ファージ又は細胞表示方法を用いてこの相互作用を査定しても良く、その場合
、蛋白質又はポリペプチドのライブラリーを表わすファージ又はその他の細胞の相互作用
は、研究されている処理と相互作用する蛋白質を特定するために使用される。
【０１７８】
　動的生物学的システム及び生物学的ユニットの属性をもたらす操作及び処理のためのス
クリーニングに加えて、本書に記載されている方法及び装置は、遺伝子の活動を評価する
ために使われても良い。ＤＮＡ（例えば、目的突然変異誘発、又はランダム突然変異誘発
による）、ｍＲＮＡ（例えば、ＲＮＡｉ、アンチセンスＲＮＡ、又はリボザイムを用いる
ことによる）又は蛋白質（例えば、試験化合物、抗体、又はその他の、研究されている遺
伝子の蛋白質産物と相互作用する蛋白質を用いることによる）のレベルで遺伝子活動を変
化させることができる。生物学的ユニットを操作することによって遺伝子活動を変化させ
ることもできる。更に、多数の遺伝子の活動を同時に変化させることができる。制御細胞
と、遺伝子活動が変更されている細胞との属性を比較して、研究されている遺伝子の活動
を評価することができる。
【０１７９】
　これらの分析方法を用いて評価することのできる細胞の属性の実例は、細胞形態及び形
態変化（例えば、収縮、伸展、分化、食作用、飲作用、エクソサイトーシス、分極）、細
胞分裂（例えば、ミティソス、成熟分裂）、細胞運動性、細胞死（例えば、アポプトシス
又は壊死）、及び細胞粘着を含むが、これらに限定はされない。これらの分析方法を用い
て評価することのできる細胞下属性の実例は、蛋白質、核酸、脂質、炭水化物、イオン、
上記のもののうちのいずれかを含む多成分複合体の発現、局在、又は移動を含むが、これ
らに限定はされない。細胞下属性の別の実例は、例えばミトコンドリア、ゴルジ装置、小
胞体、葉緑体、エンドシトーシス小胞、エクソシトーシス小胞、空胞、リソソーム、核な
どの細胞器官の局在及び数を含む。これらの分析方法を用いて評価することのできる生物
の属性の実例は、生物運動性、生物形態及び形態変化、生物生殖、生物発達、及び生物の
中での個々の組織又は器官の運動又は形状変化を含むが、これらに限定はされない。属性
は、上記センサーのうちのいずれか一つ又は組み合わせでの検査を通して監視することが
でき、可視光又は蛍光の検出を介して見ることのできる属性に限定されない。
【０１８０】
　本書に記載されている方法及び装置を用いて分析できる範囲内の属性が図１０に詳しく
記載されている。生物学的ユニットの属性の分析の特定の実施態様を以下で論じる。
【０１８１】
　一定の実施態様では、本書に記載されている方法及び／又は装置を用いて細胞形態を特
徴づけることができる。生存能力、有糸分裂、移動、粘着、食作用、分化及び死を含むが
これらに限定はされない多くの一般的細胞特性のマーカーとして形態学は重要である。形
態学的変化は、特定の細胞事象の特徴でもあるが、この細胞事象は、平滑筋及び心筋の収
縮、血小板活性化、神経突起伸長、軸索成長コーン・ガイダンス（ａｘｏｎ　ｇｒｏｗｔ
ｈ　ｃｏｎｅ　ｇｕｉｄａｎｃｅ）、腫瘍化、白血球移動、白血球食作用、及びガン細胞
移動を含むがこれらに限定はされない。形態及び形態変化を分析するための自動化された
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手段は、薬物発見及び基礎化学研究に広く応用されている。
【０１８２】
　形態変化の、限定を意図していない１例は、細胞伸展、例えば血小板伸展である。血小
板は、血餅形成に関与する細胞成分の１つであり、形態変化は血小板活性化プロセスの重
要なマーカーであると広く考えられている。伸展プロセス中、血小板は丸みを帯びた形態
から平らな形態へ移行する。例えば顕微鏡などの適切な拡大装置を有する例示されている
実施態様を用いて伸展プロセス時の血小板を画像化することができる。幾つかの良く確立
されている方法を用いて哺乳動物の血小板を全血から精製することができる。単離された
血小板は適当な容器に入れられて、表面に粘着できるようにされる。血小板が粘着して伸
展するか否か判定するときに該容器の表面特性、即ち材料自体及びコーティング又は処理
、が重要であるということは広く知られている。血小板を更に活性化し、粘着及び伸展を
促進するために、ＡＤＰ、フィブリン及びその他を含む物質を血小板混合物に加えること
ができることも広く知られている。従って、本発明は、細胞を含む容器の表面特性の操作
を行うこと、及び／又はＡＤＰ、フィブリン等を含むがこれらに限定はされない試験化合
物を加えることの、細胞伸展に対する効果を評価する方法を包含する。
【０１８３】
　血小板は他の細胞と比べて極端に小さいので、血小板の画像を分析するのは困難である
。伸展前に、丸い血小板は概して１ミクロンから５ミクロンまでの間の直径を有する。伸
展すると、血小板は概して３ミクロンから１０ミクロンまでの直径と１ミクロンから３ミ
クロンまでの高さとを有する。これらの寸法の結果として、位相コントラスト又は微分干
渉コントラストなどの一般的に応用されている光学手法を用いて低コントラストの透過光
像が得られる。その結果として、人間が充分に関与しないで在来の強度ベースのしきい値
処理を用いて形態分析に基づいて伸展の詳しい分析を行うことは困難である。
【０１８４】
　一定の実施態様では、血小板伸展を分析し、これにより各血小板を別々に特定する必要
を無くするために自己相似性を使用することができる。血小板を哺乳類の血液から精製し
、公知の遠心分離法を用いて洗浄することができる。精製され、洗浄された血小板は、許
容基板上に置かれ且つ／又は適切な活性剤で活性化される。許容基板は、処理されていな
いか又は蛋白質、薬物又は核酸で処理されているプラスチック及びガラスを含むが、これ
らに限定はされない。他の許容基板は、脈管内皮（例えば人の粘着性の臍静脈内皮細胞の
単層でコーティングされた可塑性組織ペトリ皿表面）、又は無損傷の又は分離された血管
の破壊された又は変化させられた脈管内皮などの生物学的表面を含む。活性剤は、フォン
・ウィルブランド因子、コラーゲン、フィブリノーゲン、フィブリン、及び上記のいずれ
かの蛋白質分解断片、ＡＤＰ、セロトニン、トロンボキサンＡ２を含むが、これらに限定
はされない。剪断応力も血小板の活性剤である。このプロセス中、適切な拡大装置及びセ
ンサーを用いて血小板を画像化することができ、画像は、分析のために計算装置が利用し
得るようにされる。
【０１８５】
　一定の実施態様では、１つ以上の操作又は処理に応答して伸展し又は伸展しない血小板
を描写した画像のシーケンスに対して、シーン全体について又は個々の血小板について自
己相似性を計算するための上記計算アプローチを応用することができる。伸展プロセスに
よって形態が変化するので、伸展しつつある血小板は、伸展しない血小板より低い自己相
似性を持つであろう。この形態学的情報は、伸展についての代用薬として使用することが
可能であり、研究されている各々の操作又は処理の効果に関する情報を提供する。各フレ
ームにおいて何処に血小板があるか、或いは１つ１つの血小板がどんな形態であるか具体
的に判定せずに、伸展プロセスを分析するために自己相似性を用いることができる。
【０１８６】
　血小板伸展に加えて、形が変化する任意の細胞又は生物を分析するために自己相似性を
用いることができ、該細胞又は生物は、収縮を生じるように刺激する条件（即ち、電気的
刺激、アドレナリン作用刺激、及びその他の適切な物理的又は化学的刺激）のもとの骨格
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筋、心筋及び平滑筋を含むが、これらに限定はされない。一定の実施態様では、血小板活
性化の病気を治療するために用いることのできる操作及び処理についてスクリーニングを
行うために上記の細胞形状変化の分析を使用することができ、その病気は、深静脈血栓症
、末梢動脈閉塞、心筋梗塞、塞栓性発作、肺動脈塞栓症、及び変容筋収縮の病気を含むが
これらに限定はされず、この変容筋収縮の病気は、高血圧症、心不全及び慢性骨格筋拘縮
を含むが、これらに限定はされない。
【０１８７】
　別の実施態様では、本書に記載されている方法及び／又は装置を用いて細胞運動を分析
することができる。細胞運動は、広範な正常及び病理的プロセスの中心であり、胚発育、
炎症、腫瘍侵入及び創傷治癒を含むが、これらに限定はされない。細胞運動は、細胞毎に
、また細胞のタイプ毎に非常に多様である。運動する細胞を特定して分析するために、現
存する画像処理ツールは、実質的な人の介在を必要とするか又は蛍光性（これは画像分割
に役立つ特性である）となるように遺伝子的に処理されている細胞系を必要とする。幾つ
もの病気に関して広範な治療アプリケーションを有する可能性のある細胞移動のモジュレ
ーターを特定するべく多数の操作又は処理をスクリーニングするために、本書に記載され
ているような、細胞移動を分析するための自動化された装置が必要である。自己免疫疾患
及び炎症性疾患は、細胞運動の変化に関連する病気の例である。前記病気の具体的な実例
は、慢性関節リウマチ、全身性紅班性狼瘡、重症筋無力症、強直性脊椎炎、乾癬、乾癬性
関節炎、喘息、糖尿病、粥状硬化症及び移植拒絶反応を含むが、これらに限定はされない
。炎症及び自己免疫疾患に加えて、癌腫、肉腫、リンパ腫、白血病、及び奇形腫を含む、
充実性腫瘍及び血液悪性腫瘍の両方の癌については、細胞運動が重要である。細胞運動は
、ニューロン及び軸索成長コーン移動（ａｘｏｎ　ｇｒｏｗｔｈ　ｃｏｎｅ　ｍｉｇｒａ
ｔｉｏｎ）、花粉管成長、及び病原体運動についても重要である。
【０１８８】
　一定の実施態様では、本書に記載されている方法及び／又は装置を用いて白血球運動を
特徴づけることができる。これは、主白血球（ｐｒｉｍａｒｙ　ｗｈｉｔｅ　ｂｌｏｏｄ
　ｃｅｌｌ）及び／又は不死化白血球系（ｉｍｍｏｒｔａｌｉｚｅｄ　ｗｈｉｔｅ　ｂｌ
ｏｏｄ　ｃｅｌｌ　ｌｉｎｅ）の運動性であって良い。主白血球は、リンパ球、単核細胞
／マクロファージ、好中球、好酸球及び好塩基細胞を含んでいて良く、哺乳動物の血液か
ら調製されて良い。不死化白血球系は、Ｊｕｒｋａｔ、Ａ２０、ＡＤ１０、Ｐｅｅｒ、Ｌ
１．２、ＨＬ－６０、ＰＬＢ－９８５、ＴＨＰ－１、Ｕ－９３７、ＭｏｎｏＭａｃ６、Ｋ
－５６２、ＡＭＬ１４．３Ｄ１０（これらは全てＡＴＣＣから入手できる）、並びにリン
パ球様系統及び骨髄様系統の正常な又は病的な細胞であると特徴づけられる他の細胞系を
含んで良い。
【０１８９】
　一例では、白血球系ＨＬ－６０をフラスコ、ディッシュ、マルチウェル・ディッシュ又
は他の適切なペトリ皿内で成長させる。この白血球系は、ＤＭＳＯ又はレチノイン酸での
処理を含む幾つもの、特徴が明らかにされている手段のうちの１つによって区別されるよ
うに誘導される。区別されると、該白血球系は細胞移動のアゴニストで刺激される。アゴ
ニストは、全固体に均一に適用されても良く、或いはアゴニストの勾配を作るために点源
から放出されても良い。細胞運動のアゴニストは、シトカイン、ケモカイン（ｃｈｅｍｏ
ｋｉｎｅｓ）、炎症の他の産物、補体の成分、他の小分子、イオン及び脂質を含む。この
実施態様では、細胞運動の好ましいアゴニストはカモカインである。カモカインの例は、
ＩＬ－８、ＧＣＰ－２、Ｇｒｏ　ａｌｐｈａ、Ｇｒｏ　ｂｅｔａ、Ｇｒｏ　ｇａｍｍａ、
ＥＮＡ－７８、ＰＢＰ、ＭＩＧ、ＩＰ－１０、Ｉ－ＴＡＣ、ＳＤＦ－１（ＰＢＳＦ）、Ｂ
ＬＣ（ＢＣＡ－１）、ＭＩＰ－１ａｌｐｈａ、ＭＩＰ－１ｂｅｔａ、ＲＡＮＴＥＳ、ＨＣ
Ｃ－１、－２、－３及び－４、ＭＣＰ－１、－２、－３及び－４、ｅｏｔａｘｉｎ－１、
ｅｏｔａｘｉｎ－２、ＴＡＲＣ、ＭＤＣ、ＭＩＰ－３ａｌｐｈａ（ＬＡＲＣ）、ＭＩＰ－
３ｂｅｔａ（ＥＬＣ）、６Ｃｋｉｎｅ（ＬＣ）、Ｉ－３０９、ＴＥＣＫ、ｌｙｍｐｈｏｔ
ａｃｔｉｎ、ｆｒａｃｔａｌｋｉｎｅ（ｎｅｕｒｏｔａｃｔｉｎ）、ＴＣＡ－４、Ｅｘｏ



(37) JP 4287287 B2 2009.7.1

10

20

30

40

50

ｄｕｓ－２、Ｅｘｏｄｕｓ－３及びＣＫｂｅｔａ－１１を含むが、これらに限定はされな
い。アゴニスト刺激は、接触している表面への細胞粘着及び細胞移動を促進する。アゴニ
スト刺激後、細胞は１時間にわたって粘着することを許され、粘着性の無い細胞は洗い流
される。白血球の画像は適切な拡大装置（１０９）を伴うセンサー（１０２）を用いて取
得され（２０１）、取得された画像は、以下で説明するように、データ処理装置（１０３
）を用いて分析される（２０３）。分析後、データ及びフレームは、データの報告（２０
３）を可能にする適切な記憶装置（１０４）用いて格納される。
【０１９０】
　この実施態様では、分析（２０３）は、１つ以上のアプローチを含んでいても良い多成
分プロセスである。シーケンス内の画像間の自己相似性が計算される。注意深い取得とし
て上で説明したこの測定に基づいてカメラのフレーム率を動的に変化させることによって
、重要な事象を捉えそこなうこと無く最小の数のフレームが取得されることを保証するた
めに自己相似性を使用することができる。或いは、採用された特定の実験条件のもとでの
細胞移動の特徴を確証するために細胞移動プロセスの全体的表示を得るための手段として
（即ち運動推定量として）画像間の自己相似性を使用することもできる。或いは、興味あ
る事象の場所（方程式１１－１３）を示すビデオシーケンス中のランドマークとして代表
的で分岐点的なフレームを特定するために自己相似性を使用することもできる。或いは、
確定された焦点面から焦点が外れているフレームを特定するために自己相似性を使用する
ことができる。この特定に基づいて、例えば人為的な焦点の合っていないフレームなどの
フレームを選び出し、それ以上の分析からは取り除き、且つ／又は捨てることができる。
【０１９１】
　本書に記載されている手法を用いて、運動ベクトルを計算し、運動フィールドを作るこ
とができる。運動ベクトルの共同移動に基づいて、細胞又はその他の画像シーケンス中の
各物体の場所を決定することができる。全ての白血球の総合速度と各細胞の速度とを計算
するために運動ベクトルを使用することができる。運動ベクトルに基づく細胞の場所の決
定は、運動の中心を含むが運動の中心に限定はされない時間基準点の確定も可能にする。
時間基準点を追跡することにより、全てのフレーム中の１つ１つの細胞について、速度、
方向及びその他の空間的メトリックを計算することもできる。細胞運動のアゴニストが点
源から放出される場合、その源の方への指向性運動が通常は予期される。非限定的な例を
挙げると、物体の総合方向及び速度を、その物体と関連する運動ベクトルの和に基づいて
計算することができる。更に、物体の運動を評価するために投射の中心の方向及び速度を
使用することができる。
【０１９２】
　上記パラメータのうちの１つ以上を用いて細胞が特定され、その特性が明らかにされる
と、その細胞を、動いていない、方向性無しで動いている、方向性をもって動いている、
分裂している、などのカテゴリーに割り当てることができる。非限定的な例を挙げると、
動いていない細胞は、関連する時間ウィンドウについてその総合運動ベクトルの大きさが
ゼロである細胞であると定義され得る。方向性無しで動いている細胞は、関連する時間ウ
ィンドウの間、その運動ベクトルの和がゼロであるか又はゼロに近い細胞であると定義さ
れ得る。方向性をもって動いている細胞は、関連する時間ウィンドウの間、その運動ベク
トルの和がゼロでない細胞であると定義され得る。分裂している細胞は、関連する時間ウ
ィンドウの間、１つの運動中心を有する１つの興味ある物体が別々の運動中心を有する２
つの別々の興味ある物体に変形する細胞であると定義され得る。これらの分類を用いて、
細胞運動又は細胞運動に対する操作又は処理の影響を更に特徴づけることができる。
【０１９３】
　各実験について格納されるフレームの数を更に減らすために、自己相似性、及び上記パ
ラメータ、或いは他の適切なパラメータ又はパラメータの集合を使って移動する細胞の画
像の格納を調整することもできる。例えば、任意の実験について格納されるフレームの割
合を、１つの画像と、その実験で取得される画像のより大きなシーケンスとの相似性の程
度に基づいて、動的に制御することができる。或いは、速度、方向、存続性、又はその他
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の、全てのフレームで測定される適切なパラメータの何らかの組み合わせに基づいて、格
納されるフレームの割合を制御することができる。自己相似性又はその他のパラメータに
基づいてフレームを格納すれば、格納されるフレームの数が減り、各実験に必要とされる
メモリーの量が減る。このプロセスは、選択モジュール（２１１）により実行され、その
結果として、添付されているデータがＸＭＬデータ（２１２）に変換され、一連のユーザ
の好みに基づいてフレームが格納（２１４）のために符号化（２１３）される。
【０１９４】
　本書に記載されている方法でその運動を分析できる細胞の他の例は、上皮細胞、間葉細
胞、神経系からの細胞、筋細胞、造血細胞、生殖細胞（例えば精子）、バクテリア及びそ
の他の単細胞生物精子）、バクテリア及びその他の単細胞生物を含む。各々の場合に、そ
の細胞タイプに特有の条件下で培養装置で細胞を成長させる。本書に記載されているよう
に、例えば白血球について記載したように、細胞運動を分析することができる。全ての場
合に、これらの形の特徴づけを用いて、各々の物質又は処理を特徴づけ、どの物質又は処
理が治療又は診断に適する可能性を有するか判定する目的で、細胞移動に対する操作又は
処理の影響を立証することができる。
【０１９５】
　他の実施態様では、本書に記載されている方法及び／又は装置を用いて細胞分裂（有糸
分裂又は減数分裂）を分析することができる。細胞分裂は、全ての生きている細胞及び生
物にとって複雑で非常に重要なプロセスである。細胞分裂サイクルは、一般に、４つの段
階、即ちＧ１、Ｓ、Ｇ２及びＭ、から成ると考えられている。Ｇ１、Ｓ及びＧ２の間、殆
どの細胞は、その細胞タイプの形態的特徴を保つ。Ｍの間、殆どの細胞は丸くなってほぼ
球形の形態を取り、このとき、その球内に生じた２つの極の中に染色体を分離させ、その
後、その球は、これら２つの極の間の平面の位置で割られる。
【０１９６】
　分裂する哺乳動物の細胞、及びその他の動物の細胞、イースト、バクテリア及び単細胞
生物を含む分裂する細胞を、本書に記載された方法によって研究することができる。一定
の実施態様では、例えば細胞系ＭＣＦ－７、ＢＣａｐ３７、ＭＤＡ－ＭＢ－２３１、ＢＴ
－５４９、Ｈｓ５７８Ｔ、ＨＴ－２９、ＰＣ－３、ＤＵ－１４５、ＫＢ、ＨｅＬａ、ＭＥ
Ｓ－ＳＡ、ＮＩＨ－３Ｔ３、Ｕ－８７、Ｕ２５１、Ａ５４９－Ｔ１２、Ａ５４９－Ｔ２４
（全てＡＴＣＣから入手できる）を含むがこれらに限定はされない癌細胞系などの、粘着
性癌細胞系が研究される。本書に記載されている方法及び装置を用いて非粘着性細胞系を
研究することもできるが、平らな形から丸い形への形態変化は生じない。別の方法で、本
書において粘着性細胞について記載されているように非粘着性細胞を分析することができ
る。任意の期間内に観察される分裂する細胞の数を増やすために、チミジン遮断、及び／
又は血清飢餓などの公知の方法を用いて細胞を同期化することができる。更に、発育因子
、飢餓後の血清再投与、放射、或いはその他の公知手法を用いて、分裂するように細胞を
誘導することもできる。
【０１９７】
　自己相似性は細胞分裂の始まり及び終わりのときに比較的に大きく変化するが、その理
由は、これらが１形態から他の形態への加速的変化の時期であることである。前述したよ
うに、細胞分裂の始まりのときに細胞は平らな形態から球形の形態に変化し、終わりのと
きには、結果として生じた２つの球が再び平らな形態へ移行する。これらの、自己相似性
が低下している劇的時期を、分裂する細胞の存在を特定して細胞が分裂に費やす時間の長
さを測定するマーカーとして用いることができる。
【０１９８】
　別の実施態様では、各細胞について運動ベクトルのパターンを用いて、分裂する細胞を
特定することができる。この方法では、各細胞についての運動ベクトルのパターンは、卵
割面を特定するために用いられる。動かない球形細胞では、運動の中心を用いて細胞の中
心を証明することができる。細胞分裂中、センサーの視軸にほぼ垂直な、細胞の中心と交
差するか又は殆ど交差する平面に沿って細胞の形質膜が内方へ引っ張られる。その結果と
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して、運動ベクトルの集団が、主として単一の軸に沿って求心的に向き、高度の対称性を
示す。細胞が分裂してゆくとき、これらの求心的な向きを有する運動ベクトルは徐々に自
分達の向きを再編成して、将来の各娘細胞の将来の中心に対応する２つの運動中心を特定
する。この特徴に基づいて、細胞を分割中と特定することができる。
【０１９９】
　制御されないか或いは不適切に制御される細胞分裂が癌、又は過剰な細胞増殖を伴う他
の病気、及び他の病気及び奇形の発達に寄与するということは一般に認識されている。そ
の結果として、細胞分裂は莫大な量の研究及び薬剤開発の実験材料である。例えば本書に
記載されているシステムなどのシステムを広範なアプリケーションに用いることができ、
そのアプリケーションは、或る操作や処理が哺乳類の細胞において抗増殖剤及び抗癌剤と
しての役割を果たし得るか否か試験すること、及び癌細胞の診断評価を含むが、これらに
限定はされない。
【０２００】
　他の実施態様では、本書に記載されている方法及び／又は装置を用いて、アポプトシス
としても知られているプログラムされた細胞の死を分析することができる。アポプトシス
は、生物の発育における細胞数の調整に関して、及び生物の寿命全体にわたって中心的で
あり、癌から自己免疫に及ぶ広範な病気に関係する。アポプトシスは、特徴がはっきりと
明らかにされている細胞における形態変化の特徴的系列をもたらすが、それは、細胞運動
の停止及び胸膜下肺胞性肺嚢胞の発病を含むけれども、これらに限定はされない。
【０２０１】
　一定の実施態様では、癌細胞系などの細胞系が研究され、該細胞系は、細胞分裂につい
て本書に記載された粘着性細胞系の全てを含んでいて良く、また、ＨＬ－６０、ＭＯＬＴ
－４、及びＴＨＰ－１（全てＡＴＴＣから入手できる）を含むけれどもこれに限定はされ
ない、懸濁液中で成長する幾つかの細胞系、及びその他の、白血病或いはリンパ腫から得
られる他の細胞系を包含して良い。細胞運動の停止は、本書に記載されている時間基準点
の割り当てに基づいて判定される。例えば、運動の中心が１０分間の期間内にいずれの次
元でも動きが１０％未満ならば細胞は運動を停止したと言うことができる。アポプトシス
、又は他の細胞プロセスに関連する胸膜下肺胞性肺嚢胞は、他の面では動きの無い細胞の
表面に運動ベクトルが集まることに基づいて検出される。胸膜下肺胞性肺嚢胞は、特徴的
なサイズ及び時間コースを有する細胞の表面のミクロドメインが急速に変化するという結
果をもたらす。例えば細胞の境界において運動中心の対応する変化を伴わずに１０分以下
の時間に渡って持続する運動ベクトルを３個以上含むドメインなどの、運動ベクトルの急
速に変化するドメインの存在は、アポプトシスを示す。
【０２０２】
　本書に記載されているアポプトシスを評価する方法を用いて、アポプトシスを促進又は
阻止する操作又は処理のためのスクリーニングを自動化することができる。例えば、癌細
胞の化学療法により引き起こされたアポプトシス又は放射線により引き起こされたアポプ
トシスを促進するけれども正常な細胞については促進しない操作又は処理、又はＴ細胞或
いはＢ細胞の特定の部分集合を選択的に殺す操作又は処理を特定するために、その様な実
施態様を用いることができる。例えば、発作及び心筋梗塞において、虚血及び再灌流に応
答してアポプトシスを阻止する操作又は処理を特定するためにこの実施態様を使用するこ
ともできる。更に、アポプトシスの頻発又は操作又は処理に応答するアポプトシスの頻発
についての診断試験として、この方法を使用することができる。病気の診断、又はアポプ
トシスを引き起こす能力に基づく治療用作用物質の選択を行うためにこの情報を使用する
ことができる。
【０２０３】
　他の実施態様では、本書に記載されている方法及び／又は装置は細胞粘着を分析するた
めに使われる。細胞粘着は、基板及び細胞の両方に依存する動的プロセスであり、両方の
レベルで高度に調整される。細胞粘着は、通常の発育及び生理、及び病理状態において重
要であり、この病理状態は、腫瘍侵入及び転移、炎症、軸索ガイダンス（ａｘｏｎ　ｇｕ
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ｉｄａｎｃｅ）、粥状硬化症及び脈管形成を含むが、これらに限定はされない。細胞粘着
は幾つかの方法で測定可能であり、その方法は、細胞を所定期間にわたってペトリ皿に置
き、その後に粘着性の無い細胞を洗い流して細胞を傾斜面に置き、動かない又は転がる細
胞の数を観察することを含むけれども、これらに限定されない。
【０２０４】
　他の実施態様では、一般にフローチャンバーと称される装置において液体中に細胞が浮
遊することに基づいて細胞は表面上を通過させられる。細胞は、白血球、血小板及び癌細
胞を含んで良いが、これらに限定はされない。いずれの場合にも、細胞のこれら３つのカ
テゴリーを代表する主細胞系及び不死化された細胞系の両方が、例示されている実施態様
を使用する分析に適する。適切な不死化された細胞形の或る実例は、ＨＬ－６０、ＴＨＰ
－１、Ｕ９３７、及びＫ５６２（全てＡＴＣＣから入手可能である）を含む。一般に、調
査される細胞は粘着することのできる任意の細胞タイプであって良く、表面は、分析を受
けるように選択された細胞タイプの粘着を支える任意の固体又は半固体であって良い。
【０２０５】
　１つの実例では、フィコール－ハイパック比重差遠心法を使用し、次に磁気ビーズ精製
を行って人の一次単核細胞を全血から精製することができ、チャンバーの底で成長した人
の臍静脈内皮細胞（ＨＵＶＥＣ）から成るフローチャンバーの表面上に前記の人の一次単
核細胞を通すことができる。粘着及び転がりを促進するために、Ｅ－セレクチン（Ｅ－ｓ
ｅｌｅｃｔｉｎ）、Ｐ－セレクチン（Ｐ－ｓｅｌｅｃｔｉｎ）、ＩＣＡＭ－１、ＶＣＡＭ
－１を含むがこれらに限定はされない特定の粘着性レセプターを表現するようにこれらの
内皮細胞を処理することができる。細胞が内皮細胞表面上を通るとき、流れる細胞の一部
は内皮細胞の表面に粘着し、転がる。例示されている発明のいろいろな特徴を用いて、転
がる細胞を分析することができる。本書に記載されている有益なアプローチは、細胞を個
別に追跡し、それらの運動を分析し、自己相似性に基づいてシーン全体を特徴づけること
を含む。第１の実施態様では、運動ベクトルを用いて細胞の位置を特定し、時間基準点の
割り当てに基づいて細胞を追跡することができる。この場合、細胞が予測可能に丸い形状
を有するために、運動の中心はこの分析に特に良く適する。これらの時間基準点に基づい
て、流れる細胞及び転がる細胞の両方について速度を計算することができ、転がる速度が
より遅いことに基づいて転がる細胞の割合を判定することができる。更に、それらの転が
りの速度と転がりの持続時間とを、それらの高速運動状態から低速運動状態への移行に基
づいて計算することができる。
【０２０６】
　別の実施態様では、実験内での差違の期間を検出するために自己相似性を使用するシー
ンの全体的特徴づけが採用される。粘着する細胞が無ければ、フレームは、センサーの前
を通過する流れる細胞の頻度により判定される一貫した態様で互いに関連する。この頻度
がほぼ一定である間、自己相似性はほぼ一定に留まるはずである。細胞が表面に粘着して
転がり始めると、それは自己相似性を低下させ、これを、その細胞自体の分析のための代
用物として用いることができる。この様に、与えられた任意の細胞に特徴を特に割り当て
ること無く、自己相似性を運動推定量として用いることができ、従って転がりの効率的で
頑丈な尺度として用いることができる。このアプローチは、各実験時に多数の細胞がセン
サーの前を通らされるときに特に貴重である。
【０２０７】
　本書に記載されている、細胞粘着を分析するための方法は、細胞粘着を変化させる操作
又は処理を発見するために応用できる方法である。その様な操作又は処理は広範な状態を
処理又は阻止する上で有益であろうが、この広範な状態は、癌（腫瘍転移を阻止すること
による）、炎症（炎症の場所に戻る白血球を阻止することによる）及び血栓症（血小板粘
着及び転がりを変更することによる）を含むが、これらに限定はされない。例示されてい
る実施態様は、細胞粘着が減少することを特徴とする状態についての診断試験としても用
いられ得る実施態様であり、その状態は、フォン・ウィルブランド病、ベルナールスリエ
症候群、グランツマン血小板無力症、白血球粘着欠陥Ｉ（Ｌｅｕｋｏｃｙｔｅ　Ａｄｈｅ
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ｓｉｏｎ　Ｄｅｆｉｃｉｅｎｃｙ　Ｉ）及び白血球粘着欠陥ＩＩ（Ｌｅｕｋｏｃｙｔｅ　
Ａｄｈｅｓｉｏｎ　Ｄｅｆｉｃｉｅｎｃｙ　ＩＩ）を含む。
【０２０８】
　他の実施態様では、本書に記載されている方法及び／又は装置を用いて単細胞生物又は
多細胞生物の運動を分析することができる。この生物を１つのリストから選択することが
できるが、このリストは、リステリア種、シゲラ種（Ｓｈｉｇｅｌｌａ　ｓｐｅｃｉｅｓ
）、Ｅ．コリ（Ｅ．ｃｏｌｉ）、タマホコリカビ、Ｃ．エレガンス（Ｃ．ｅｌｅｇａｎｓ
）、Ｄ．メラノガスター（Ｄ．ｍｅｌａｎｏｇａｓｔｅｒ）、Ｄ．レリオ（Ｄ．ｒｅｒｉ
ｏ）及びその他の生物を含むが、これらに限定はされない。多細胞生物では、運動は、整
合した挙動を生じさせるために該生物内での多様な細胞タイプの統合を必要とする複雑な
プロセスである。この様なものとして運動を用いて、関与する細胞成分の各々の働きと、
適切に機能するシステムへのそれらの成分の統合とを研究することができる。
【０２０９】
　実施態様において、Ｃ．エレガンス（以降、“虫”と称する）の運動を分析することが
できる。この実施態様では、この虫は、野生型の虫、又は、遺伝子発現或いは蛋白質発現
における遺伝子突然変異又はその他の変更を宿している虫であって良い。虫の運動を分析
するために、単純な総合運動中心方式を用いて、或いは対向する運動ベクトルに基づいて
計算される中間軸方法を用いて、運道特性を計算することができる。この中間軸方法は、
全ての対を成す対向する運動ベクトル間の中間点の集合によって虫の胴体を特定する。
【０２１０】
　使用される神経伝達物質系を含むがこれに限定はされない、運動に関わる可能性のある
虫の各構成要素に影響を及ぼす操作又は処理を選別するために、本書に記載されている方
法を使用することができる。例えば、人の機嫌及び臨床的意気消沈に関わっている、この
複雑な系に対して選択された効果を有する物質を特定しようと努力してセロトニン神経伝
達物質系により制御される移動性挙動を変化させる処理を特定するために、虫の運動を自
動的に分析する方法が使用される。
【０２１１】
　他の実施態様では、本書に記載されている方法及び／又は装置を用いて生物の発育を評
価することができる。生物の発育とは、生物の寿命の中の、成熟した又は成体の形を獲得
しなければならないとき、即ち卵、子宮又はその他の生殖器の中にあるとき、又は生殖器
の外にあるけれども成熟した又は成体の形を獲得する過程にあるときなどの期間である。
例示されている方法及び／又は装置を用いてその発育を分析することのできる生物の実例
は、Ｃ．エレガンス（Ｃ．ｅｌｅｇａｎｓ）、Ｄ．レリオ（Ｄ．ｒｅｒｉｏ）、Ｘ．ラエ
ビス（Ｘ．ｌａｅｖｉｓ）、Ｄ．メラノガスター（Ｄ．ｍｅｌａｎｏｇａｓｔｅｒ）、鶏
、飼い牛、Ｍ．マスキュラス（Ｍ．ｍｕｓｃｕｌｕｓ）、及びホモサピエンスを含む。生
物の発育は一般に数時間から数日又は数ヶ月の期間にわたって生じるので、それを人間が
連続的に観察するのは容易ではない。その結果として、胚発育を自動的に分析するシステ
ムは、試験管内受精から発生学の研究及び種々の操作及び処理の、生物発育中の事象に対
する影響の評価に及び或る範囲の活動にとって価値がある。
【０２１２】
　一実施態様では、試験管内受精後の人の胎児が観察される。受精後、胎児は当該技術分
野で広く知られている制御された媒質条件下に保たれ、気候調節されたチャンバー内に封
入され（例えば、一定の温度、ＣＯ２、Ｏ２及び湿度）て顕微鏡及び例えばＣＣＤカメラ
などの適切なセンサーによって監視され得る。１つの胎児がペトリ皿の各ウェルに置かれ
る。それらの胎児は受精後三日間にわたって絶えず監視される。２つの方法のうちのいず
れかを用いて（しかし、自己相似性の変化を用いることが好ましい）、有糸分裂について
前述したように細胞分裂事象が検出される。三日にわたる監視の間に、各細胞分裂のタイ
ミングが精密に記録される。胎児は３回の有糸分裂を経験して８細胞段階に到達すると期
待される。有糸分裂のタイミング及び回数、及びその他の細胞対称性及び細胞形態などの
特徴に基づいて、移植される胎児或いは更に胚盤胞段階に到達するであろう５日目まで保



(42) JP 4287287 B2 2009.7.1

10

20

30

40

50

温静置される胎児を選ぶことができる。
【０２１３】
　別の実施態様では、本書に記載されている方法及び装置を使って生物の中の器官の挙動
を査定することができる。心拍数、リズム及び収縮性の適切な協調が心臓血管系を有する
生物の生存のために重要であり、これらのパラメータを変化させる欠陥は不整脈及び／又
は心不全及び生存期間短縮という結果をもたらす。心臓を直接見ることができるようにす
るか又はその活動を血行センサー又は電気的センサーに基づいて監視することにより、心
拍数、リズム及び収縮性を調べることができる。多くの発育中の生物、及び或る成体の生
物においては、その胚又は生物が透明であるために個々の器官の運動又は活動を分析する
ことが可能である。更に、その器官及び撮像物理療法に応じて造影剤を使い或いは使わず
にＸ線又はその他のＣＴ又はＭＲＩなどの非侵襲的結像物理療法を用いて心臓及びその他
の器官を目に見えるようにすることができる。従って、結像は、心臓の運動を可視化する
ことができて自動的分析のために適切なシステムを利用できる任意の生物において心拍数
及びリズムを調べる上で有効な手段である。
【０２１４】
　一実施態様では、Ｄ．レリオ（本書では“ゼブラフィッシュ”とも称される）の胚又は
幼生の心拍数、リズム及び収縮性が、説明されている発明を用いて分析される。色素の少
ない突然変異体（白化個体、ブラス、透明）は、その透明度が高いので、好ましい。この
実施態様で使用されるゼブラフィッシュは、研究者が知っているか或いは知らない誘発突
然変異又は自然突然変異を帯びていても良い。例えば受精後３日から６日目に胚及び幼生
を調べることができる。動物を適切な容器に入れ、燐酸塩緩衝トリカイン（ｐｈｏｓｐｈ
ａｔｅ－ｂｕｆｆｅｒｅｄｔｒｉｃａｉｎｅ）で麻酔をかけ且つ／又は低融点アガロース
中で固定することができる。動物を多数の心臓周期にわたって結像させて分析する。心臓
は、例えば、それに関連する運動ベクトルの周期性の程度などの周期性に基づいて特定さ
れる。心臓周期の速さ及びリズムが、連続する心拍動の間のその自己相似性の周期性を用
いて特定されて分析される。心臓周期のうちの心拡張期及び心収縮期と称される期間に得
られた例えば長軸及び短軸などの幾何学的測定値に基づいてそのサイズを計算することが
できる。これらの寸法に基づいて、収縮性を査定することができる。
【０２１５】
　系統的突然変異誘発スクリーン又は心臓血管機能を変化させる操作又は処理のためのス
クリーンの一部であるか又はこれらのスクリーンにより作られたゼブラフィッシュを分析
するために、本書に記載されている方法及び装置を使用することができる。より一般的に
は、適切なセンサーを用いて視覚化又は取得して空間時間信号に変換することのできる任
意の器官又は組織のリズミカルな収縮を分析するために、この実施態様を使用することが
できる。滑らかな心筋又は骨格筋の働きを変化させることのできる能力を持っていて、そ
の能力に基づいて発見された操作又は処理は、変更された筋収縮をもたらすか或いは変更
された筋収縮から生じる内科の病気又は状態のための治療法になる可能性があり、その病
気又は状態は高血圧症、心不全、炎症性腸病、過敏腸症候群、骨格筋コントラクチュア、
分娩時の子宮収縮、及び異常活発膀胱症候群（ｈｙｐｅｒａｃｔｉｖｅ　ｂｌａｄｄｅｒ
　ｓｙｎｄｒｏｍｅ）を含むが、これらに限定はされない。
【０２１６】
　他の実施態様では、本書に記載されている方法及び／又は装置を用いて生物学的ユニッ
トと表面との相互作用を評価することができる。生物学的ユニットと表面との相互作用は
、細胞と他の細胞、組織及び器官（例えば骨又は移植された組織及び器官）及び補綴物及
び移植片などの人工的表面との相互作用などの多くの生理学的プロセスを理解する上で主
要な複雑で非常に重要なプロセスである。例えば、血小板はガラス、プラスチック、或い
はその他の製造された表面に粘着するが、この相互作用を、血小板と内皮又は凝塊との相
互作用についての代用物として使用することができる。生物学的ユニット及び表面の相互
作用の他の実例は、細胞外間充織と相互作用する繊維芽細胞、転移過程において内皮細胞
に粘着する癌細胞、及び免疫反応時のリンパ球シナプシスと抗原放出細胞との相互作用を
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含むが、これらに限定はされない。生物学的ユニットと製造された表面との相互作用の他
の実例は、人工的足場に粘着する腎臓細胞、整形外科移植組織、人工心臓弁及び細動除去
器などの医療器具に粘着する繊維芽細胞を含む。
【０２１７】
　一定の実施態様では、生物学的ユニットと相互作用する表面は一様である。一様な表面
の実例は、スチール、チタン、アルミニウム、セラミック、ガラス及び石英などの無機物
質と、プラスチック及び繊維ガラスなどの有機物質とを含む。他の実施態様では総表面粗
さに関して、又は機械的エッチング、プラズマエッチング、或いはリソグラフィーを介し
て工学的に作られた変化性に関して、表面は可変的である。更に他の実施態様では、表面
は細穴、開口、凹面、凸面、滑らかな領域及び粗い領域から成る。この様な表面の実例は
、微細機械加工された結晶質シリコン、ナノチューブ及びパターン化されたポリマーを含
む。更に他の実施態様では、表面変化性は組成の変化を含む。組成変化の実例は、炭素繊
維とエポキシとから作られた複合“サンドイッチ”に基づく可変性を含む。更に別実施態
様では、表面可変性は電荷の変化を含む。帯電表面の実例は、インピーダンス電極素子の
２次元アレイ、或いは静電容量電極素子の２次元アレイを含む。更に他の実施態様では、
表面可変性は、一様な濃度又は勾配のある処理（例えば試験化合物）の存在又は欠如を含
んで良い。試験化合物の実例は、シトカインなどのアゴニスト、ケモカイン（ｃｈｅｍｏ
ｋｉｎｅｓ）、炎症の他の産物、コンプリメント（ｃｏｍｐｌｉｍｅｎｔ）の成分、小分
子、イオン及び脂質を含む。
【０２１８】
　１つ以上の生物学的ユニットと１つ以上の表面との相互作用は、時間に関連する相互作
用の画像を取得するために拡大装置と適切なセンサーとを用いて評価することができる。
自己相似性などの“全体的特徴づけ”へのアプローチを用いて画像を特徴づけることがで
きる。画像中の物体を運動ベクトル共同移動によって特定し、その後に、前述したように
各物体の粘着、形態変化、運動、細胞分裂、或いは細胞の死の特徴づけによって画像を特
徴づけることもできる。
【０２１９】
　関連する実施態様では、生物学的ユニットは１つ以上の表面と相互作用している間に１
つ以上の処理にさらされ、その後、これらの生物学的ユニットは構造と相互作用する性質
について評価される。この様なプロセスの実例は、コラーゲンでコーティングされている
ガラス表面と相互作用している血小板をモノクローナル抗体にさらすことである。生物学
的ユニットと表面との相互作用に対する処理の効果の査定は、拡大装置と、時間の経過と
関連する相互作用の画像を取得する適切なセンサーとを用いて実行される。自己相似性な
どの“全体的特徴づけ”へのアプローチを用いて画像を特徴づけることができる。画像中
の動いている物体を運動ベクトル共同移動によって特定し、その後に、前述したように各
物体の粘着、形態変化、運動、細胞分裂、或いは細胞の死の特徴づけによって画像を特徴
づけることもできる。
【０２２０】
　他の実施態様では、補綴装置などの構造に浸潤する１つ以上の生物学的ユニットの性質
を評価するために、本書に記載されている方法及び／又は装置を用いることができる。そ
の様な補綴装置の実例は、入れ歯、人工移植顎骨、義肢及び義眼、豚及び人の心臓弁、乳
房切除移植組織、移植蝸牛刺激装置、人工関節などの整形外科ハードウェアを含むけれど
も、これらに限定はされない。この様な構造物は、１つ以上の物質から製造でき、その物
質はステンレススチール、チタン、セラミック及び合成高分子を含むけれども、これらに
限定はされない。生物学的ユニットの補綴装置への浸潤は、拡大装置と、時間の経過と関
連する相互作用の画像を取得する適切なセンサーとを用いて実行される。自己相似性など
の“全体的特徴づけ”へのアプローチを用いて画像を特徴づけることができる。画像中の
動いている物体を運動ベクトル共同移動によって特定し、その後に、前述したように各物
体の粘着、形態変化、運動、細胞分裂、或いは細胞の死の特徴づけによって画像を特徴づ
けることもできる。
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【０２２１】
　関連する実施態様では、生物学的ユニットは補綴装置と相互作用している間に１つ以上
の処理にさらされ、これらの生物学的ユニットはその後に該構造と相互作用する性質につ
いて評価される。この様なプロセスの実例は、白血球が移植の場所での炎症によって通常
作られるケモカインに反応して豚心臓弁に浸潤するプロセスである。生物学的ユニットの
補綴装置への浸潤に対する処理の効果の査定は、拡大装置と、時間の経過と関連する相互
作用の画像を取得する適切なセンサーとを用いて実行される。自己相似性などの“全体的
特徴づけ”へのアプローチを用いて画像を特徴づけることができる。画像中の動いている
物体を運動ベクトル共同移動によって特定し、その後に、前述したように各物体の粘着、
形態変化、運動、細胞分裂、或いは細胞の死の特徴づけによって画像を特徴づけることも
できる。
【０２２２】
　データベース
　上記実施態様において記載された実験からの画像及び数値データをデータベースに又は
複数のデータベースに格納することができ、以降はこの両方を一まとめにして“データベ
ース”と称する。数値データは、固有値、自己相似性、位置情報、速度、方向、強度、個
数、サイズを含むけれども、これらに限定はされない。画像は、画像は、動的生物学的シ
ステムの分析から得られる全ての画像を含んでいても良く、或いは、それらの画像の、何
らかの所定ルールを用いて選択された部分集合又は注意深い取得及び格納に基づく部分集
合を含んでいて良い。非限定的な実例を挙げると、例えば一次、二次又は構造・活動関係
スクリーンなどのスクリーンから、及び遺伝子機能を査定するように計画された実験から
得られた画像及び数値データを１つ以上のデータベースに入力することができる。データ
ベースは、例えば各細胞の状態に関する情報などの、実験中に作られたメタデータを含ん
でいても良い。更に、データベースは、例えば実験条件、考察される操作又は処理などの
注釈、及び、実験の構成要素に関する刊行されている文献からの、手操作で又は自動化さ
れた方法を用いて入力された情報を含むことができる。情報の目録を作ったり、或いは、
例えば、単に細胞運動だけを生じさせるより望ましいか或いは望ましくないと考えられる
ときにどの操作及び処理が細胞分裂及び細胞運動を引き起こすか特定するために複数の異
なるスクリーン又は実験状態における各操作又は処理の挙動に基づいて該操作又は処理の
更なる理解を提供するために、その様なデータベースに含まれる情報を使用することがで
きる。その様なデータベースに含まれる情報を用いて、公知ターゲットの遺伝子的又は化
学的な変更から得られた画像又は数値データを、特性が明らかにされていない操作又は処
理のスクリーンから得られた結果と突き合わせることもできる。この様にして、その様な
データベースを用いて、公知ターゲットの操作から得られた画像又は数値データと共有さ
れる属性に基づいて操作又は処理の未知のターゲットを特定することができる。
【０２２３】
　データベースは、本書に記載されているレコードの各々について種々のデータを格納す
ることのできる任意の種類の記憶システムであって良い。好ましい実施態様では、データ
ベースは複数のディジタル的に符号化されたデータレコードを有するコンピュータ媒体で
ある。データレコードは、例えばリレーショナル・データベース（例えば、オラクル或い
はサイベースデータベース（Ｓｙｂａｓｅ　ｄａｔａｂａｓｅ）環境のＳＱＬデータベー
ス）などのデータベースの一部分であるテーブルなどのテーブルとして構成され得るもの
である。
【０２２４】
　本書で使用される“機械読み出し可能な媒体”は、例えばディジタルコンピュータ又は
アナログコンピュータなどの機械によって直接に読んだりアクセスしたりできる任意の媒
体を指す。コンピュータの非限定的な実例は、デスクトップＰＣ、ラップトップ、メイン
フレーム、サーバー（例えば、ウェブサーバー、ネットワークサーバー、又はサーバーフ
ァーム）、手持ち式ディジタルアシスタント、ページャー、移動電話などを含む。コンピ
ュータは、スタンドアローンであっても良く、或いは、例えばローカルエリアネットワー
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ンターネットなど）、又は電話ネットワーク（例えば、無線、ＤＳＬ、又はＩＳＤＮネッ
トワーク）などの通信ネットワークに接続されても良い。機械読み出し可能な媒体は、フ
ロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク記憶媒体、及び磁気テープなどの磁気記
憶媒体；ＣＤ－ＲＯＭなどの光学式記憶媒体；ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯ
Ｍ、フラッシュメモリー等の電気的記憶媒体；及びこれらのカテゴリーの磁気／光学式記
憶媒体などのハイブリッドを含むが、これらに限定はされない。
【０２２５】
　本書に記載されているデータが記録されている機械読み出し可能な媒体を作るために、
当業者は種々のデータ記憶構造物を利用することができる。データ記憶構造物は、一般に
、格納されている情報にアクセスするために選択された手段に基づいて選択される。更に
、本発明の情報をコンピュータ読み出し可能な媒体に格納するために種々のデータプロセ
ッサ・プログラム及びフォーマットを使用することができる。
【０２２６】
　本発明は、その詳細な説明と関連して記述されているけれども、前の記述は説明を目的
としているのであって、本発明の範囲を限定することを目的としてはおらず、本発明の範
囲が添付されている請求項により定められるということが理解されなければならない。他
の側面、利点、及び変更が次の請求項の範囲内にある。
【図面の簡単な説明】
【０２２７】
【図１】図１は、該装置の実施態様のブロック図である。
【図２Ａ】図２Ａは、該方法の実施態様の高レベル・ブロック図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、該方法の実施態様の詳細ブロック図である。
【図３】図３は、分析モジュールの実施態様の詳細ブロック図である。
【図４Ａ】図４Ａは、注意深い捕獲初期化のブロック図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、自己相似性計算の方法のブロック図である。
【図５】図５は、自己相似性マトリックス及びエントロピー・インデックスの図である。
【図６】図６は、運動推定のための重なり合うタイルの使用の図である。
【図７】図７は、グローバル運動推定の方法のブロック図である。
【図８】図８は、自己相似性を推定する方法のブロック図である。
【図９】図９は、自己相似性を推定する方法の略ブロック図である。
【図１０】図１０は、細胞の属性と治療領域との重なり合いの図である。
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【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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【図５】
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【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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