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(57)【要約】
【課題】細胞を担持する担持体を撮像して得られる対象
物の形態から対象物を分類するのに使用される、学習デ
ータを機械学習させるための教示データを、ユーザーフ
レンドリーな操作で作成する。
【解決手段】教示データを作成するための対象物を含む
教示画像を表示部に表示して対象物の分類を可能とする
表示工程と、表示部に表示された対象物の分類結果を受
け取り、分類結果と教示画像とを関連付けて教示データ
を作成するデータ作成工程とを備えている。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞を担持する担持体を撮像して得られる対象物の形態から前記対象物を分類するのに
使用される、学習データを機械学習させるための教示データの作成支援方法であって、
　前記教示データを作成するための対象物を含む教示画像を表示部に表示して前記対象物
の分類を可能とする表示工程と、
　前記表示部に表示された前記対象物の分類結果を受け取り、前記分類結果と前記教示画
像とを関連付けて前記教示データを作成するデータ作成工程と
を備えることを特徴とする教示データの作成支援方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の教示データの作成支援方法であって、
　前記分類結果を複数の種類に区分し、種類毎の前記教示データの数を報知する報知工程
をさらに備える教示データの作成支援方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の教示データの作成支援方法であって、
　前記データ作成工程は、前記表示部に複数の対象物を表示し、前記複数の対象物のうち
前記教示データとして採用しない対象物を除いて各対象物を生きているか死んでいるかの
２種類に区分し、
　前記報知工程は、生きている対象物の数と、死んでいる対象物の数を表示して報知する
教示データの作成支援方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の教示データの作成支援方法であって、
　前記生きている対象物の数と前記死んでいる対象物の数との総和数が学習許容数を超え
、しかも前記生きている対象物の数と前記死んでいる対象物の数との比率が学習許容比の
範囲内に収まるときに、教示データの作成を終了する教示データの作成支援方法。
【請求項５】
　請求項２ないし４のいずれか一項に記載の教示データの作成支援方法であって、
　前記表示部に表示された前記対象物の分類が行われると、前記表示部での前記対象物の
表示を分類結果に応じて変更する表示変更工程をさらに備える教示データの作成支援方法
。
【請求項６】
　細胞を担持する担持体を撮像して得られる対象物の形態から前記対象物を分類するのに
使用される、学習データを機械学習させるための教示データの作成支援装置であって、
　前記教示データを作成するための対象物を含む教示画像を表示する表示部と、
　前記表示部に表示された教示画像に基づいて分類される分類結果を受け付ける入力部と
、
　前記表示部に表示された教示画像と、前記入力部により受け付けた分類結果とを関連付
けて前記教示データを作成するデータ作成部と
を備えることを特徴とする教示データの作成支援装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の教示データの作成支援装置であって、
　前記データ作成部は、前記分類結果を複数の種類に区分し、種類毎の前記教示データの
数を報知する教示データの作成支援装置。
【請求項８】
　コンピュータを用いて、細胞を担持する担持体を撮像して得られる対象物の形態から前
記対象物を分類するのに使用される、学習データを機械学習させるための教示データの作
成を支援するプログラムであって、
　前記教示データを作成するための対象物を含む教示画像を表示部に表示して前記対象物
の分類を可能とする表示工程と、
　前記表示部に表示された前記対象物の分類結果を受け取り、前記分類結果と前記教示画
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像とを関連付けて前記教示データを作成するデータ作成工程と
を、コンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項９】
　請求項８に記載のプログラムを記録したことを特徴とするプログラム記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、細胞を担持する担持体を撮像して得られる対象物（細胞、細菌、スフェロ
イドなど）の形態から対象物を分類するのに使用される、学習データを機械学習させるた
めの教示データの作成を支援する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　医療や生物科学の実験においては、細胞、細菌あるいは多数の細胞が球状に集まった細
胞集塊（スフェロイド）をマイクロウェルプレートや透明容器などの担持体で培養し、そ
の培養中に細胞を非破壊的あるいは非侵襲的に撮像している。そして、細胞やスフェロイ
ドなどの対象物の品質や生死などを撮像された画像から評価する試みが行われている。こ
のとき、対象物の形態が重要であることが知られており、形態情報から対象物を分類する
技術が提案されている（例えば非特許文献１、２参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】加藤竜司、本田裕之，「細胞画像インフォマティクスによる細胞品質評
価法」，生物工学，２０１０年，第８８巻，第１２号，ｐ.６４６－６４８
【非特許文献２】国立大学法人熊本大学、“コンピューターを用いたヒト iPS 細胞の形
態診断法の開発 ―iPS 細胞とその分化における自動分類と質の保証― ”、［online］、
平成２６年１１月１１日、［平成２７年６月１日検索］、インターネット＜URL：http://
www.kumamoto-u.ac.jp/whatsnew/seimei/20141111＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、原画像から対象物（細胞やスフェロイド）を分類する操作を自動的に行うた
めに機械学習が用いられている。例えば非特許文献２では、「体細胞」、「完全なｉＰＳ
細胞」および「不完全なｉＰＳ細胞」毎の画像（本発明の「教示画像」に相当）を教示デ
ータとして準備している。そして、複数の教示データに基づいて機械学習を実行すること
で学習データを作成し、当該学習データに基づいて上記分類がコンピュータにより自動的
に行われる。したがって、機械学習に適した教示データを準備することは分類精度を高め
る上で重要となる。
【０００５】
　しかしながら、教示データを円滑に作成するための具体的な操作提案はなく、教示デー
タの作成に多大な労力が費やされていた。そこで、ユーザーフレンドリーな操作で教示デ
ータを作成することができる技術が要望されている。
【０００６】
　この発明は上記課題に鑑みなされたものであり、細胞を担持する担持体を撮像して得ら
れる対象物の形態から対象物を分類するのに使用される、学習データを機械学習させるた
めの教示データを、ユーザーフレンドリーな操作で作成することができる教示データの作
成支援技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明の第１態様は、細胞を担持する担持体を撮像して得られる対象物の形態から対
象物を分類するのに使用される、学習データを機械学習させるための教示データの作成支
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援方法であって、教示データを作成するための対象物を含む教示画像を表示部に表示して
対象物の分類を可能とする表示工程と、表示部に表示された対象物の分類結果を受け取り
、分類結果と教示画像とを関連付けて教示データを作成するデータ作成工程とを備えるこ
とを特徴としている。
【０００８】
　また、この発明の第２態様は、細胞を担持する担持体を撮像して得られる対象物の形態
から対象物を分類するのに使用される、学習データを機械学習させるための教示データの
作成支援装置であって、教示データを作成するための対象物を含む教示画像を表示する表
示部と、表示部に表示された教示画像に基づいて分類される分類結果を受け付ける入力部
と、表示部に表示された教示画像と、入力部により受け付けた分類結果とを関連付けて教
示データを作成するデータ作成部とを備えることを特徴としている。
【０００９】
　また、この発明の第３態様は、コンピュータを用いて、細胞を担持する担持体を撮像し
て得られる対象物の形態から対象物を分類するのに使用される、学習データを機械学習さ
せるための教示データの作成を支援するプログラムであって、教示データを作成するため
の対象物を含む教示画像を表示部に表示して対象物の分類を可能とする表示工程と、表示
部に表示された対象物の分類結果を受け取り、分類結果と教示画像とを関連付けて教示デ
ータを作成するデータ作成工程とを、コンピュータに実行させることを特徴としている。
【００１０】
　さらに、この発明の第４態様は、プログラム記録媒体であって、上記プログラムを記録
したことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明では、教示データを作成するための対象物を含む教示画像が表示部に表示され
る。このため、ユーザーは表示部に表示された画像を見ながら対象物の分類を行うことが
できる。そして、ユーザーによる対象物の分類結果を教示画像と関連付けて教示データが
作成される。したがって、教示データをユーザーフレンドリーな操作で作成することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明にかかる教示データの作成支援装置の一実施形態を装備する細胞判定シス
テムの概略構成を示す図である。
【図２】本発明にかかる教示データの作成支援方法の第１実施形態を実行して学習データ
を作成する機械学習処理の一例を示すフローチャートである。
【図３】本発明にかかる教示データの作成支援方法の第１実施形態である教示処理の一例
を示すフローチャートである。
【図４】第１実施形態における教示処理を模式的に示す図である。
【図５】第１実施形態における教示処理を模式的に示す図である。
【図６】第１実施形態における教示処理を模式的に示す図である。
【図７】教示画像の構成を模式的に示す図である。
【図８】第１実施形態における教示処理を模式的に示す図である。
【図９】本発明にかかる教示データの作成支援方法の第２実施形態を説明するための模式
図である。
【図１０】第２実施形態における教示処理を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１は本発明にかかる教示データの作成支援装置の一実施形態を装備する細胞判定シス
テムの概略構成を示す図である。この細胞判定システムは、マイクロウェルプレートＷＰ
の上面に形成されたウェルＷと称される窪部に注入された液体中の試料を撮像する撮像ユ
ニット１と、撮像された画像に対し画像処理を施す画像処理ユニット２とを備えている。
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【００１４】
　マイクロウェルプレートＷＰは、創薬や生物科学の分野において一般的に使用されてい
るものであり、平板状のプレートの上面に、断面が略円形の筒状に形成され底面が透明で
平坦なウェルＷが複数設けられている。１つのマイクロウェルプレートＷＰにおけるウェ
ルＷの数は任意であるが、例えば９６個（１２×８のマトリクス配列）のものを用いるこ
とができる。各ウェルＷの直径および深さは代表的には数ｍｍ程度である。なお、この撮
像ユニット１が対象とするマイクロウェルプレートのサイズやウェルの数はこれらに限定
されるものではなく任意であり、例えば３８４穴のものであってもよい。
【００１５】
　マイクロウェルプレートＷＰの各ウェルＷには、培地としての液体が所定量注入され、
この液体中において所定の培養条件で培養された細胞や細菌等が、この撮像ユニット１の
撮像対象となる。培地は適宜の試薬が添加されたものでもよく、また液状でウェルＷに投
入された後ゲル化するものであってもよい。
【００１６】
　撮像ユニット１は、試料を液体とともに各ウェルＷに担持するマイクロウェルプレート
ＷＰの下面周縁部に当接して、マイクロウェルプレートＷＰを略水平姿勢に保持するホル
ダ１１と、ホルダ１１の上方に配置される照明部１２と、ホルダ１１の下方に配置される
撮像部１３と、これら各部の動作を制御する制御部１４とを備えている。
【００１７】
　照明部１２は、ホルダ１１により保持されたマイクロウェルプレートＷＰに向けて照明
光Ｌｉを出射する。照明光Ｌｉとしては例えば白色光を用いることができる。照明部１２
により、マイクロウェルプレートＷＰに設けられたウェルＷ内の試料が上方から照明され
る。
【００１８】
　ホルダ１１により保持されたマイクロウェルプレートＷＰの下方に、撮像部１３が設け
られる。撮像部１３では、マイクロウェルプレートＷＰの直下位置に対物レンズ１３１が
配置されている。対物レンズ１３１の光軸ＯＡは鉛直方向に向けられており、対物レンズ
１３１の光軸ＯＡに沿って上から下に向かって順に、開口絞り１３２、結像レンズ１３３
および撮像デバイス１３４がさらに設けられている。対物レンズ１３１、開口絞り１３２
および結像レンズ１３３は、それぞれの中心が鉛直方向に沿って一列に並ぶように配置さ
れて、これらが一体として撮像光学系１３０を構成している。なお、この例では撮像部１
３を構成する各部が鉛直方向に一列に配列されているが、反射鏡等により光路が折り返さ
れていてもよい。
【００１９】
　撮像部１３は、制御部１４に設けられたメカ駆動部１４１により移動可能となっている
。具体的には、メカ駆動部１４１が、撮像部１３を構成する対物レンズ１３１、開口絞り
１３２、結像レンズ１３３および撮像デバイス１３４を一体的に水平方向に移動させるこ
とにより、撮像部１３がウェルＷに対し水平方向に移動する。１つのウェルＷ内の撮像対
象物が撮像されるときには、メカ駆動部１４１は、撮像光学系１３０の光軸が当該ウェル
Ｗの中心と一致するように、撮像部１３を水平方向に位置決めする。
【００２０】
　また、メカ駆動部１４１は、撮像部１３を鉛直方向に移動させることにより、撮像対象
物に対する撮像部のフォーカス合わせを行う。具体的には、撮像対象物たる試料が存在す
るウェルＷの内底面に対物レンズ１３１の焦点が合うように、メカ駆動部１４１が、対物
レンズ１３１、開口絞り１３２、結像レンズ１３３および撮像デバイス１３４を一体的に
上下動させる。
【００２１】
　また、メカ駆動部１４１は、撮像部１３を水平方向に移動させる際、照明部１２を撮像
部１３と一体的に水平方向に移動させる。すなわち、照明部１２は、その光中心が撮像光
学系１３０の光軸ＯＡと略一致するように配置されており、対物レンズ１３１を含む撮像
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部１３が水平方向に移動するとき、これと連動して水平方向に移動する。これにより、ど
のウェルＷが撮像される場合でも、ウェルＷに対する照明条件を一定にして、撮像条件を
良好に維持することができる。
【００２２】
　撮像部１３により、ウェルＷ内の試料が撮像される。具体的には、照明部１２から出射
されウェルＷの上方から液体に入射した光が撮像対象物を照明し、ウェルＷ底面から下方
へ透過した光が対物レンズ１３１により集光され、開口絞り１３２、結像レンズ１３３を
介して最終的に撮像デバイス１３４の受光面に撮像対象物の像が結像し、これが撮像デバ
イス１３４の受光素子１３４１により受光される。受光素子１３４１は一次元イメージセ
ンサであり、その表面に結像した撮像対象物の一次元画像を電気信号に変換する。受光素
子１３４１としては、例えばＣＣＤセンサを用いることができる。受光素子１３４１がマ
イクロウェルプレートＷＰに対し相対的に走査移動することにより、ウェルＷの二次元画
像が得られる。
【００２３】
　受光素子１３４１から出力される画像信号は、制御部１４に送られる。すなわち、画像
信号は制御部１４に設けられたＡＤコンバータ（Ａ／Ｄ）１４２に入力されてデジタル画
像データに変換される。こうして得られたデジタル画像データはインターフェース（Ｉ／
Ｆ）１４３を介して外部へ出力される。
【００２４】
　画像処理ユニット２は、システム各部の動作を制御して後述する教示データ作成部およ
び分類処理部（＝学習データ作成機能部＋分類処理機能部）として機能するＣＰＵ２０１
を有する制御部２０を備えている。制御部２０はまた、画像処理を受け持つグラフィック
プロセッサ（ＧＰ）２０２と、画像データを記憶保存するための画像メモリ２０３と、Ｃ
ＰＵ２０１およびＧＰ２０２が実行すべきプログラムやこれらにより生成されるデータを
記憶保存するためのメモリ２０４とを有している。なお、ＣＰＵ２０１がグラフィックプ
ロセッサ２０２としての機能を兼ねてもよい。また、画像メモリ２０３とメモリ２０４と
は一体のものであってもよい。また、本実施形態では、メモリ２０４に保存されるプログ
ラムのうち教示データの作成を支援するための教示支援プログラムを記録媒体から読み取
るためのリーダー２０６を装備している。
【００２５】
　その他に、制御部２０には、インターフェース（Ｉ／Ｆ）２０５が設けられている。イ
ンターフェース２０５は、ユーザーおよび外部装置との情報交換を担う。具体的には、イ
ンターフェース２０５は撮像ユニット１のインターフェース１４３と通信回線により接続
されており、ＣＰＵ２０１が撮像ユニット１を制御するための制御指令を撮像ユニット１
に送信する。また、撮像ユニット１のＡＤコンバータ１４２から出力される画像データを
受信する。
【００２６】
　また、インターフェース２０５には、例えば操作ボタン、マウス、キーボードまたはタ
ブレット等の入力デバイスもしくはそれらを組み合わせてなる入力部２１が接続されてい
る。入力部２１により受け付けられたユーザーからの操作入力が、インターフェース２０
５を介してＣＰＵ２０１に伝達される。さらに、インターフェース２０５には、例えば液
晶ディスプレイなどの表示デバイスを有する表示部２２が接続されている。表示部２２は
、ＣＰＵ２０１からインターフェース２０５を介して与えられる画像信号に対応する画像
を表示することで、ユーザーへの処理結果等の情報提示を行う。また、上記教示支援プロ
グラムにしがたって教示データの作成を行う時、つまり教示処理の実行時に、教示用の画
像などを表示してユーザーによる教示作業をアシストするマンマシンインタフェースとし
て機能する。
【００２７】
　なお、上記した構成を有する画像処理ユニット２は、一般的なパーソナルコンピュータ
の構成と概ね同じである。すなわち、この細胞判定システムの画像処理ユニット２として
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、汎用のコンピュータ装置を利用することが可能である。
【００２８】
　次に、このように構成された細胞判定システムの動作について説明する。この細胞判定
システムでは、撮像ユニット１が各ウェルＷの二次元画像を撮像し、画像データを画像処
理ユニット２に与える。一方、画像処理ユニット２は、受け取った画像データを解析して
二次元画像に含まれる細胞、細菌やスフェロイドなどの対象物の形態を認識し、対象物を
分類する。例えば、本実施形態では、以下に説明するようにスフェロイドを対象物とし、
スフェロイドを撮像した画像オブジェクトからスフェロイドの形態を認識し、当該形態か
らスフェロイドの生死を学習データに基づいて分類して生死判定を行う。
【００２９】
　ここで、上記分類および判定を正確に行うためには、分類・判定に適した学習データを
機械学習により作成する必要がある。そこで、本実施形態では、次に説明する機械学習処
理を行っており、その機械学習処理において機械学習に適した教示データをユーザーフレ
ンドリーな教示操作で作成することが可能となっている。以下、図２ないし図８を参照し
つつ機械学習処理ならびに当該機械学習処理で行われる教示データの作成支援方法につい
て詳述する。
【００３０】
　図２は、本発明にかかる教示データの作成支援方法の第１実施形態を実行して学習デー
タを作成する機械学習処理の一例を示すフローチャートである。また、図３は、本発明に
かかる教示データの作成支援方法の第１実施形態である教示処理の一例を示すフローチャ
ートである。さらに、図４ないし図６は第１実施形態における教示処理を模式的に示す図
である。機械学習処理は、学習データに基づくスフェロイドの生死の分類および判定を行
う前に実行されるものであり、少なくとも１つ以上のウェルＷに学習用のスフェロイドが
培養液とともに担持されたマイクロウェルプレートＷＰを用いて行われる。この機械学習
処理はＣＰＵ２０１がメモリ２０４に予め記憶された学習プログラムを実行して装置各部
を制御することにより実現される。また、機械学習処理のために教示データを作成する必
要があるが、これを行う教示処理はリーダー２０６を介してメモリ２０４に読み込まれた
教示支援プログラムをＣＰＵ２０１が実行して装置各部を制御することにより実現される
。
【００３１】
　機械学習を実行するために、まず、学習用のスフェロイドを培養液とともにウェルＷに
担持するマイクロウェルプレートＷＰが撮像ユニット１に搬入され、ホルダ１１にセット
される（ステップＳ１）。そして、撮像対象となるウェルＷに対し撮像光学系１３が位置
決めされて、撮像デバイス１３４による撮像が行われる（ステップＳ２）。これにより、
学習用のスフェロイドを含む原画像が取得される。
【００３２】
　こうして得られた原画像に対し、グラフィックプロセッサ２０２が所定の画像処理を行
い、原画像中に含まれる画像オブジェクトの領域を検出する（ステップＳ３）。原画像中
のオブジェクトの抽出には公知の技術を適用することができる。例えば、原画像を適宜の
閾値で２値化して背景領域とオブジェクト領域とに区分する方法を適用可能である。
【００３３】
　次のステップＳ４では、教示処理パネル２３と学習機能パネル２４とが表示部２２に表
示される。これらのうち教示処理パネル２３では、例えば図４や図５に示すように、タブ
の選択により２つの画面、つまり「Ｗｅｌｌｓ　Ｏｖｅｒｖｉｅｗ」画面（以下「ＷＯ画
面」という）２３１と「Ｗｅｌｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」画面（以下「ＷＩ画面」と
いう）２３２とを切替可能となっている。各ウェルＷの原画像を撮像した直後においては
、基本的に図４に示すように、教示処理パネル２３ではＷＯ画面２３１に切り替わり、撮
像されたウェルＷの原画像がマトリックス状に表示される。なお、図４のＷＯ画面２３１
中のチェックボックスは教示処理を既に完了していることを示している。
【００３４】
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　一方、学習機能パネル２４では、機械学習に関連する各種情報が表示される。学習機能
パネル２４の最上部に位置する「学習ファイル」の欄には、学習データを含む学習ファイ
ルに関する情報が表示される。ここでは、「Ｎａｍｅ」直下に配置されたボックスに対し
、ユーザーが学習データのファイル名を指定可能となっている。本実施形態では、ファイ
ル名の指定方式として複数種類を用意している。すなわち、当該ボックスに入力部２１を
介してファイル名を直接入力することが可能となっている。また、「学習ファイル」の欄
の右上に配置された「リスト表示」ボタンをユーザーが押下することでメモリ２０４に記
憶保存されている既存の学習ファイルがリスト表示される。それに続いて、ユーザーがリ
ストから選択することで当該選択されたファイル名が上記ボックスに入力される。もちろ
ん、当該ボックスをコンボボックスで構成し、コンボボックスを選択することでコンボボ
ックスに表示されるリストからユーザーが所望のファイル名を指定するように構成しても
よい。なお、「学習ファイル」の欄中の「Ｃｏｍｍｅｎｔ」は上記ボックスに表示された
学習ファイルに対するコメントを表示する。
【００３５】
　「学習ファイル」の欄の直下に、３つのボタンが横方向に並べられている。これらのう
ち「教示開始」ボタンがユーザーにより押下されると、教示処理を開始する。また、「教
示完了」ボタンがユーザーにより押下されると、教示処理を完了し、教示処理による教示
データに基づく学習処理を開始する。さらに、「キャンセル」ボタンがユーザーにより押
下されると、現在の作業をキャンセルする。
【００３６】
　これらのボタンの直下に、「教示対象ウェル」の欄が設けられている。この「教示対象
ウェル」の欄では、ウェルＷを分類するための「ウェルＩＤ」が設定されている。また、
「ウェルＩＤ」毎に、ユーザーによって、生きていると判定されたスフェロイド（以下「
生スフェロイド」という）の数が「生スフェロイド数」として表示されるとともに、死ん
でいると判定されたスフェロイド（以下「死スフェロイド」という）の数が「死スフェロ
イド数」として表示される。このように教示対象となるウェルＷ毎に、生スフェロイド数
および死スフェロイド数がテーブル形式で表示される。このテーブルの直下には、「教示
対象ウェルの設定」ボタンが配置されている。ユーザーにより教示対象ウェルが選択され
た状態で、「教示対象ウェルの設定」ボタンが押下されると、教示対象ウェルが設定され
る。
【００３７】
　さらに、学習機能パネル２４の最下段では、教示処理により教示された生スフェロイド
の総数と死スフェロイドの総数とが算出され、「教示データ情報」の欄に表示される。
【００３８】
　図２に戻って機械学習処理の説明を続ける。上記した学習機能パネル２４に対してユー
ザーによる学習ファイルの指定が入力部２１を介して行われると、制御部２０は学習ファ
イルの指定を受け付ける（ステップＳ５）。そして、学習ファイルの指定後に「教示開始
」ボタンが押下される（ステップＳ６で「ＹＥＳ」）と、制御部２０は図３に示す教示処
理を実行する（ステップＳ７）。
【００３９】
　教示処理では、まずユーザーによる教示対象ウェルの特定のために、教示処理パネル２
３ではＷＯ画面２３１が表示される（ステップＳ７１）。これによって、教示処理の開始
時点では、既に撮像されたウェルＷの原画像がマトリックス状に表示される。例えば図４
では、Ｂ行目、Ｃ行目およびＤ行目の各々に６個の原画像が配列されており、合計１８個
の原画像が表示されている。なお、本明細書では、原画像を特定するために、ｍ行目ｎ列
目のウェルＷを（ｍ－ｎ）ウェルと称し、学習機能パネル２４中のウェルＩＤも（ｍ－ｎ
）で特定する。
【００４０】
　このように本実施形態では、撮像された（Ｂ－２）、（Ｂ－３）、…（Ｄ－７）ウェル
Ｗの原画像が表示部２２に表示されており、ユーザーによる教示対象ウェルの選択が容易
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となっている。なお、「教示対象ウェル」とは、教示データを作成するのに適したスフェ
ロイドが存在するとユーザーが判断したウェルＷを意味しており、教示対象ウェルの原画
像には、上記スフェロイドを含む画像（以下「教示画像」という）が映し出されている。
【００４１】
　そして、次のステップＳ７２でユーザーによる教示対象ウェルの選択が行われると、制
御部２０は教示対象ウェルの選択を受け付け（ステップＳ７３）、選択されたウェルＷに
対応するＷＩ画面２３２を表示する（ステップＳ７４）。これによって、例えば図５に示
すように選択された（Ｃ－４）ウェルＷのＷＩ画面２３２が表示部２２に表示され、ユー
ザーはＷＩ画面２３２の画像表示領域２３２ａで教示対象ウェル（ここでは、（Ｃ－４）
ウェルＷ）の原画像の部分拡大図を観察することが可能となる。ここでは、説明のために
、（Ｃ－４）ウェルＷの原画像に３種類の教示画像、つまり、
　・生スフェロイドＳｐ１、Ｓｐ４、Ｓｐ５、…を含む教示画像、
　・死スフェロイドＳｐ２、…を含む教示画像、
　・デブリＳｐ３、…を含む教示画像、
が含まれている場合を例示している。なお、「デブリ」とは、生スフェロイドおよび死ス
フェロイド以外の異物、例えばウェルＷに混入した微細な埃やゴミ、マイクロウェルプレ
ートＷＰの傷、汚れ等を意味している。このような異物の像は教示データの作成の妨げと
なる。したがって、後述するように、「デブリ」を教示データから除外するのが望ましい
。
【００４２】
　図５に示すように、（Ｃ－４）ウェルＷのＷＩ画面２３２には、複数のスフェロイドが
表示されているが、教示データを作成するために、ユーザーはそれらの一部あるいは全部
に対して「生スフェロイド」、「死スフェロイド」、「デブリ」のいずれかの判定を行っ
て、３種類に分類する。より具体的には、ユーザーは入力部２１を操作することでＷＩ画
面２３２に表示されたスフェロイドのひとつを教示対象となる画像オブジェクトとして選
択し、スフェロイドの分類を行う。こうしたユーザー操作を入力部２１により受け取り、
それに対応して制御部２０は、ユーザーに選択された画像オブジェクトを特定し、当該画
像オブジェクトに対する分類結果を設定する作業（以下「ジョブ」という）を行う（ステ
ップＳ７５）。このジョブ内容について図６を参照しつつ詳述する。
【００４３】
　制御部２０は、ユーザーにより例えばスフェロイドＳｐ１が選択されると、教示処理パ
ネル２３の「Ｊｏｂ」の欄に選択されたスフェロイドＳｐ１を示す「Ｓｐ１」をジョブ名
として表示する。また、制御部２０はスフェロイドＳｐ１の近傍位置にポップアップ画面
２３２ｂを表示してスフェロイドＳｐ１に対して種々のステータス設定や処理を加えるこ
とが可能となっている。ここでは、６種類の操作、つまり、上から順に
　・選択スフェロイドのステータスを「生スフェロイド」に変更、
　・選択スフェロイドのステータスを「死スフェロイド」に変更、
　・選択スフェロイドのステータスを「デブリ」に変更、
　・選択外のスフェロイドのステータスを「デブリ」に変更、
　・スフェロイドの追加、
　・選択スフェロイドの削除、
が可能となっている。
【００４４】
　また、本実施形態では、選択されたスフェロイドを含む教示画像は、図７に示すように
、当該スフェロイドを含むオブジェクト領域Ｒ１の画像データと、当該スフェロイドに対
応する領域Ｒ２を特定するマスクデータと、上記領域Ｒ２に付すべき色の色データとに基
づいて表示される。つまり、画像データは原画像から抜き出された画像オブジェクトを示
すデータである。また、マスクデータは選択されたスフェロイドの形態を示すものであり
、当該マスクデータに基づいてスフェロイドの形態を特定することができる。さらに、色
データはスフェロイドのステータスに応じて設定されるものである。そして、本実施形態
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では、ユーザーによる判定が行われる毎に判定設定に応じた色データが設定され、領域Ｒ
２の色を変更させる。したがって、ユーザーはＷＩ画面２３２に表示された画像を見るこ
とで各スフェロイドが「生スフェロイド（図面では模様ＰＴ１が付されている）」、「死
スフェロイド（図面では模様ＰＴ２が付されている）」および「デブリ（図面では模様Ｐ
Ｔ３が付されている）」のうちのいずれに該当するかを容易に視認することが可能となる
。また、判定済か否かについても容易に視認することができる。なお、図６中の「Ｌｉｖ
ｅ　ｏｒ　ＮｏｔＡｌｉｖｅ」のチェックボックスは生スフェロイドおよび死スフェロイ
ドのみを画像表示領域２３２ａに表示させるか否かを設定するものであり、チェック設定
によりデブリＳｐ３を非表示することができ、教示処理をより円滑なものとすることがで
きる。
【００４５】
　ここでは、個々のスフェロイドを選択した上で上記判定を行って当該スフェロイドの分
類を行っているが、複数のスフェロイドを選択して上記分類を行ってもよい。例えば図８
の破線で示すように選択範囲を指定することで複数のスフェロイドＳｐ４、Ｓｐ５を一括
して選択し、それらを同一の種類に分類してもよい。また、入力部２１の特定キー（例え
ばキーボードのＣｔｒｌキー）を押下しながら複数のスフェロイドを順次選択してもよい
。
【００４６】
　また、選択されたスフェロイドの判定設定が行われると、制御部２０は、教示画像のう
ち色データを除いたデータ（＝画像データ＋マスクデータ）および判定結果を示すデータ
を相互に関連付け、これを教示データとして作成し、メモリ２０４に記憶する。また、制
御部２０は、「デブリ」を除き、生スフェロイド数および死スフェロイド数を集計し、表
示する（ステップＳ７６）。すなわち、制御部２０は、現在教示処理を行っているウェル
Ｗ（図６では、ウェルＩＤが（Ｃ－４）のウェルＷ）について、ステップＳ７５で新たに
判定された判定結果と既に判定されている判定結果とに基づいて生スフェロイド数および
死スフェロイド数を集計し、学習機能パネル２４の中段のテーブルに表示する。また、教
示対象となっている全ウェルＷについて生スフェロイド数および死スフェロイド数を集計
し、学習機能パネル２４の最下段に配置された教示データ情報の欄に表示する。これによ
り、教示処理中にユーザーは生スフェロイドおよび死スフェロイドの各々の教示データ数
をリアルタイムに把握することができ、教示処理の続行、終了および中止を容易に判断す
ることができる。
【００４７】
　このようにして１つの教示対象ウェルＷに対して行われる教示データの作成（ステップ
Ｓ７５）は、学習機能パネル２４の「教示対象ウェルの設定」ボタンが押下されるまで繰
り返される。そして、「教示対象ウェルの設定」ボタンが押下される（ステップＳ７７で
「ＹＥＳ」）と、次のステップＳ７８に進んで、制御部２０は他のウェルＷに担持された
スフェロイドを用いた教示データの作成を続行するか否かを判定する。この実施形態では
、「教示完了」ボタンが押下されない間、制御部２０は教示データの作成を続行すると判
定し、ステップＳ７１に戻って上記一連の処理を実行して新たな教示データを作成する。
一方、「教示完了」ボタンが押下される（ステップＳ７８で「ＮＯ」）と、制御部２０は
教示処理を終了する。そして、制御部２０はメモリ２０４に記憶された教示データを読み
出し、機械学習を開始する（ステップＳ８）。また、制御部２０は、機械学習によって作
成された学習データをステップＳ５で指定された学習ファイルに書き込み、当該学習ファ
イルをメモリ２０４に保存する（ステップＳ９）。
【００４８】
　以上のように、本実施形態では、機械学習のための教示データを作成するための教示画
像を表示部２２に表示し、当該表示内容を見ながらユーザーによるスフェロイドの判定分
類を行って教示データを作成している。したがって、教示データをユーザーフレンドリー
な操作で作成することができる。その結果、教示データの作成に要する時間や労力などを
大幅に削減することができる。
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【００４９】
　また、上記実施形態では、教示用のスフェロイドを、「生スフェロイド」、「死スフェ
ロイド」、「デブリ」の３種類のいずれかに分類し、そのなかでも学習データに関連する
「生スフェロイド」および「死スフェロイド」を抽出して教示データの作成を行っている
。このように「デブリ」を省くことで精度の高い教示データが得られる。
【００５０】
　また、「生スフェロイド」および「死スフェロイド」に区分されたスフェロイドの数を
表示部２２に表示してユーザーに報知し、「生スフェロイド」の教示データ数および「死
スフェロイド」の教示データ数をそれぞれ区分してユーザーに知らせている。したがって
、ユーザーはこれらの数値を参照することで適切な教示処理を行うことができる。という
のも、機械学習を適切に行うためには、分類毎の教示データ（例えば、本実施形態では、
生スフェロイド数および死スフェロイド数、また非特許文献２では、「体細胞」に関する
画像数、「完全なｉＰＳ細胞」に関する画像数および「不完全なｉＰＳ細胞」に関する画
像数）がほぼ同程度の数に収める必要があるからである。また、この条件を満足したとし
ても、分類毎の教示データの数が少ないと、適切な機械学習とは言えない。このような状
況下において、本実施形態によれば、教示処理中に分類毎の作成済のデータ数をリアルタ
イムに知ることができる。その結果、機械学習に適切な数の教示データを作成することが
でき、機械学習の精度を高めることができる。
【００５１】
　ここで、機械学習に適切な数としては、上記したように生スフェロイド数と死スフェロ
イド数との総和数と、生スフェロイド数と死スフェロイド数との比率とを考慮するのが望
ましい。したがって、上記実施形態において「教示完了」ボタンが押下された時点（ステ
ップＳ７８で「ＮＯ」）で、制御部２０が以下の２つのデータ数条件、
　・上記総和数が学習許容数を超えている、
　・上記比率が学習許容比の範囲内に収まっている、
という条件をともに満足している否かを判定するように構成してもよい。そして、２つと
も満足されている場合に機械学習に移行し、それ以外の場合には移行を制限し、教示デー
タの追加教示を提案するメッセージなどを報知するように構成してもよい。これによって
、適正な機械学習を担保することができる。
【００５２】
　また、上記実施形態では、表示部２２に表示されたスフェロイドの分類が行われると、
表示部２２でのスフェロイドの表示、具体的には色を分類結果に応じて変更している。こ
のため、ユーザーは、各スフェロイドが「生スフェロイド」、「死スフェロイド」および
「デブリ」のうちのいずれに該当するかを容易に視認することができ、しかも判定分類済
か否かについても容易に視認することができる。
【００５３】
　ところで、上記第１実施形態では、撮像ユニット１に搬入されるマイクロウェルプレー
トＷＰに特段の工夫を設けておらず、通常に培養されて生スフェロイドと死スフェロイド
とがランダムな割合で混在している中からユーザーが生スフェロイドと死スフェロイドを
区別しながら教示データを作成する必要があった。また、培養目的は生スフェロイドを作
成することであり、ウェルＷに含まれる死スフェロイドの数は一般的には生スフェロイド
よりも少ない傾向にある。このため、上記比率を学習許容比の範囲内に収めながら一定数
以上の死スフェロイド数を見つけ出すのが困難なことがあり、これが教示処理に要する時
間や労力の低減させる上で障害となることがある。
【００５４】
　しかしながら、薬品を使用することで予め大量の死スフェロイドを準備することは比較
的簡単であり、この点を考慮することで教示処理に要する時間および労力の低減を図るこ
とができる。以下、図９および図１０を参照しつつ本発明にかかる教示データの作成支援
方法の第２実施形態について説明する。
【００５５】
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　図９は本発明にかかる教示データの作成支援方法の第２実施形態を説明するための模式
図である。また、図１０は、第２実施形態における教示処理を模式的に示す図である。こ
の第２実施形態が第１実施形態と大きく相違する点は、図９の（ａ）欄に示すように、マ
イクロウェルプレートＷＰに設けられた複数のウェルＷのうち一のウェルＷ（本実施形態
では、（Ｄ－７）ウェルＷ）にスフェロイドを死滅させる薬品３を投与して当該（Ｄ－７
）ウェルＷに存在するスフェロイドをほぼ死滅させている点であり、その他の構成は第１
実施形態と基本的に同一である。したがって、以下においては相違点を中心に説明し、同
一構成の説明を省略する。
【００５６】
　第２実施形態においても、第１実施形態と同様に、マイクロウェルプレートＷＰが撮像
ユニット１に搬入され、ホルダ１１にセットされる（ステップＳ１）。そして、撮像対象
となるウェルＷに対し撮像光学系１３が位置決めされて、撮像デバイス１３４による撮像
が行われる（ステップＳ２）。これにより、学習用のスフェロイドを含む原画像が取得さ
れる。そして、撮像されたウェルＷの原画像が図９の（ｂ）欄に示すように教示処理パネ
ル２３のＷＯ画面２３１にマトリックス状に表示される。第２実施形態では、上記したよ
うに（Ｄ－７）ウェルＷに存在するスフェロイドはほぼ全部死滅している。したがって、
当該（Ｄ－７）ウェルＷを教示対象ウェルとして選択すると、その中に含まれるスフェロ
イドの大半は「死スフェロイド」であり、それを前提としてユーザーはスフェロイドの判
定分類を行うことができる。例えば（Ｄ－７）ウェルＷに存在するスフェロイドの多くを
一括して選択し、「死スフェロイド」と判定して分類することができ、その結果、例えば
図１０に示すように、学習機能パネル２４の中段のテーブルに表示されているように（Ｄ
－７）ウェルを用いることで数多くの「死スフェロイド」の教示データを比較的簡単にし
かも迅速に作成することができる。
【００５７】
　そして、上記薬品３を投入していないウェル、例えば図１０に示すように（Ｃ－７）ウ
ェルＷを新たな教示対象ウェルとして選択し、第１実施形態と同様にして生スフェロイド
の教示データの作成を行うことで上記２つのデータ数条件を比較的短時間で、かつ少ない
労力で満足させることができる。すなわち、通常培養したウェルＷと、薬品３によって強
制的に死スフェロイドの比率を大幅に高めたウェルＷとを準備し、これらを用いて教示処
理を行うことで教示処理に要する時間および労力のさらなる低減を図ることができる。
【００５８】
　以上説明したように、上記実施形態では、画像処理ユニット２が本発明の「教示データ
の作成支援装置」として機能しており、制御部２０が本発明の「データ作成部」として機
能している。また、ステップＳ７４、Ｓ７５、Ｓ７６がそれぞれ本発明の「表示工程」、
「データ作成工程」および「報知工程」の一例に相当している。また、ステップＳ７５の
うちユーザーによる判定が行われる毎に判定設定に応じて領域Ｒ２の色を変更させる工程
が本発明の「表示変更工程」の一例に相当している。また、生スフェロイド数および死ス
フェロイド数が本発明の「種類毎の教示データの数」の一例に相当している。さらに、生
スフェロイド数および死スフェロイド数がそれぞれ本発明の「生きている対象物の数」お
よび「死んでいる対象物の数」の一例に相当している。
【００５９】
　なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限
りにおいて上述したもの以外に種々の変更を行うことが可能である。例えば、上記実施形
態では、スフェロイドを本発明の「対象物」とし、生スフェロイドと死スフェロイドとの
２種類に分類するための教示データを作成しているが、細胞や細菌を本発明の「対象物」
とする場合も同様である。また、分類内容も生死の２種類に限定されるものではなく、例
えばスフェロイド、細胞や細菌を３種類以上に分類するための機械学習用の教示データを
作成する場合にも、本発明を適用することができる。また、「デブリ」と「デブリではな
いもの」とに分類するための機械学習用の教示データを作成する場合にも、本発明を適用
することができる。
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　また、上記実施形態では、生スフェロイド数および死スフェロイド数の表示部２２への
表示によりユーザーに種類毎の教示データの数を報知しているが、報知手段は表示部２２
に限定されるものではなく、用紙への印刷や音声などの他の報知手段により報知するよう
に構成してもよい。
【００６１】
　また、上記実施形態では、撮像ユニット１とともに細胞判定システムに装備された画像
処理ユニット２が本発明の「教示データの作成支援装置」として機能しているが、撮像ユ
ニット１を備えない構成で本発明にかかる「教示データの作成支援装置」を構成してもよ
い。また、リーダー２０６を介して原画像の画像データを受け取る態様においても、本発
明は有効に機能する。
【００６２】
　また、上記実施形態では、ＣＰＵ２０１がメモリ２０４に予め記憶された制御プログラ
ムを実行することで本発明が実施されるが、前記したように、この実施形態における画像
処理ユニット２としては汎用のコンピュータ装置を用いることが可能である。したがって
、このようなコンピュータ装置に読み込まれることを前提に、上記した教示処理をコンピ
ュータ装置に実行させる教示支援プログラムとして、またこれを適宜の記録媒体に記録し
た態様で、本発明をユーザーに提供することも可能である。これにより、例えば既に運用
されている細胞判定システムに新たな機能を付加することも可能となる。
【００６３】
　また、上記実施形態では、教示データの作成支援方法を実行する教示支援プログラムを
、ＣＤ－ＲＯＭ、光ディスク、光磁気ディスク、不揮発性メモリカードなどの記録媒体に
記録させ、この記録媒体からメモリ２０４に保存したプログラムをコードとして読み出し
、コンピュータにおいて実行させている。つまり、上記プログラムを記録した記録媒体、
コンピュータプログラム自体も本発明の一実施形態に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　この発明は、細胞を担持する担持体を撮像して得られる対象物（細胞、細胞、スフェロ
イドなど）の形態から対象物を分類するのに使用される、学習データを機械学習させるた
めの教示データの作成を支援する技術全般に適用することができる。
【符号の説明】
【００６５】
　２…画像処理ユニット（教示データの作成支援装置）
　２０…制御部（データ作成部）
　２１…入力部
　２２…表示部
　２３…教示処理パネル
　２４…学習機能パネル
　２０１…ＣＰＵ（データ作成部）
　２３１…ＷＯ画面
　２３２…ＷＩ画面
　Ｓｐ１～Ｓｐ５…スフェロイド
　Ｗ…ウェル、教示対象ウェル
　ＷＰ…マイクロウェルプレート（担持体）
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