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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顕微鏡装置によって観察する被検物を連続的に撮像して観察画像を取得する連続撮影手
段と、
　前記連続撮影手段によって取得した第１の観察画像および前記第１の観察画像より後に
取得した第２の観察画像間の変化量を検出し、前記変化量と予め設定されたしきい値とを
比較する変化量検出手段と、
　前記変化量検出手段によって検出した前記変化量が前記しきい値よりも小さいときには
、互いに隣接する複数画素の画素情報を加算して出力するビニング処理を実行し、前記変
化量が前記しきい値以上のときには、前記ビニング処理を実行せずに画素情報を出力する
ビニング手段と、
　を備えることを特徴とする顕微鏡用撮像装置。
【請求項２】
　前記変化量検出手段によって検出した前記変化量が前記しきい値よりも小さいときには
、互いに隣接する複数画素のうち所定の画素のみの画素情報に間引いて出力する間引き処
理を実行し、前記変化量が前記しきい値以上のときには、前記間引き処理を実行せずに画
素情報を出力する間引き手段と、
　前記ビニング手段または前記間引き手段を選択的に実行させる選択手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の顕微鏡用撮像装置。
【請求項３】
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　前記被検物に照明光を照射する照明手段をさらに備え、
　前記照明手段は、前記選択手段によって前記ビニング手段が選択的に実行される際、前
記被検物に照射する照明光の光量を減少させることを特徴とする請求項２に記載の顕微鏡
用撮像装置。
【請求項４】
　前記連続撮影手段によって取得した観察画像を圧縮する圧縮手段をさらに備え、
　前記変化量検出手段によって検出した変化量に基づいて、前記圧縮手段によって圧縮す
る画素情報の圧縮率を変えることを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の顕微
鏡用撮像装置。
【請求項５】
　前記変化量検出手段によって検出した変化量に基づいて、前記連続撮影手段によって撮
影する撮影間隔を変えることを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の顕微鏡用
撮像装置。
【請求項６】
　前記しきい値は、予め定められた複数のしきい値群から選択されることを特徴とする請
求項１乃至５の何れか１項に記載の顕微鏡用撮像装置。
【請求項７】
　観察対象である被検物のタイムラプス撮影を行なう顕微鏡用撮像装置が実行する記録制
御方法であって、
　顕微鏡装置によって観察する被検物を連続的に撮像して観察画像を取得し、
　前記取得した第１の観察画像および前記第１の観察画像より後に取得した第２の観察画
像間の変化量を検出し、
　前記変化量と予め設定されたしきい値とを比較し、
　前記第２の観察画像に対して、前記変化量が前記しきい値よりも小さいときには、互い
に隣接する複数画素の画素情報を加算して出力するビニング処理を実行し、前記変化量が
前記しきい値以上ときには、前記ビニング処理を実行せずに画素情報を出力し、
　前記出力結果を記録することを特徴とする記録制御方法。
【請求項８】
　観察対象である被検物のタイムラプス撮影を行なう顕微鏡用撮像装置に実行させるため
の記録制御プログラムであって、
　顕微鏡装置によって観察する被検物を連続的に撮像して観察画像を取得する手順と、
　前記取得した第１の観察画像および前記第１の観察画像より後に取得した第２の観察画
像間の変化量を検出する手順と、
　前記変化量と予め設定されたしきい値とを比較する手順と、
　前記第２の観察画像に対して、前記変化量が前記しきい値よりも小さいときには、互い
に隣接する複数画素の画素情報を加算して出力するビニング処理を実行し、前記変化量が
前記しきい値以上ときには、前記ビニング処理を実行せずに画素情報を出力する手順と、
　前記出力結果を記録する手順と、
　を実行させるためのコンピュータ実行可能な記録制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、観察対象である被検物のタイムラプス撮影を行なう顕微鏡用撮像装置、上記
顕微鏡用撮像装置を備えた顕微鏡システム、タイムラプス撮影した画像の記録制御方法、
および記録制御プログラムに関し、特に、タイムラプス撮影した画像間の変化量に応じて
適切な記録手法を選択するように制御する顕微鏡用撮像装置、記録制御方法、および記録
制御プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、顕微鏡装置により観察する被検物の観察画像を記録するために、銀塩フィルムを



(3) JP 4928081 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

使用したカメラによって被検物を撮影する方法が用いられていたが、最近では電子カメラ
（デジタルカメラ）の高性能化にともない、電子カメラによって被検物を撮像する方法が
多く用いられている。
【０００３】
　また、医療技術や科学技術の分野においては、被検物として生きた細胞を観察するアプ
リケーションが多く提供されてきており、生きた細胞の時間的な変化を観察するために、
動画撮影やタイムラプス撮影等の連続撮影機能を有する顕微鏡用撮像装置（顕微鏡用カメ
ラ）も開発されている。
【０００４】
　ところが、動画撮影やタイムラプス撮影等の連続撮影は、撮影した画像データ量が膨大
になってしまうという問題点を抱えている。
　この問題点を解決するために、撮影した画像データのうち不要な画像データを間引き、
必要な画像データだけを使用する撮像装置が提案されている（例えば、特許文献１参照。
）。
【特許文献１】特開平１０－６６０７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のような連続撮影を行なう撮像装置においては、フレームレートを
上げることが優先され、連続撮影時の画像データサイズを抑えるために、解像度を落とし
て圧縮率を大きくした一様な連続撮影を行なっている。そのため、観察者が最も所望する
、生きた細胞の変化する期間における画像が、十分な解像度や画質を得られないという問
題点があった。
【０００６】
　また、このとき操作者が現象を見極めるに十分な解像度や画質の画像を得るために再度
標本を精製して撮影しなければならないなど、大きな工数損失になってしまうという問題
点があった。
【０００７】
　また、逆に、解像度を上げて連続撮影を行なった際にも、長い撮影時間中で観察者が所
望する標本の変化する現象が短時間である場合は、大半の部分が不必要に高解像度となる
ため、記録媒体の容量を無駄に消費してしまうという問題点があった。
【０００８】
　本発明は、上記従来技術の欠点に鑑みてなされたもので、顕微鏡用撮影装置による動画
撮影、タイムラプス撮影等において、被検物である標本の状態変化や検鏡法に応じて画像
の撮影条件をコントロールすることによって、経時変化する標本に対して最適な連続撮影
を行なうことが可能な顕微鏡用撮像装置、記録制御方法、および記録制御プログラムを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するため、下記のような構成を採用した。
　すなわち、本発明の一態様によれば、本発明の顕微鏡用撮像装置は、顕微鏡装置によっ
て観察する被検物を連続的に撮像して観察画像を取得する連続撮影手段と、上記連続撮影
手段によって取得した第１の観察画像および上記第１の観察画像より後に取得した第２の
観察画像間の変化量を検出し、この変化量と予め設定されたしきい値とを比較する変化量
検出手段と、上記変化量検出手段によって検出した上記変化量が上記しきい値よりも小さ
いときには、互いに隣接する複数画素の画素情報を加算して出力するビニング処理を実行
し、上記変化量が上記しきい値以上のときには、上記ビニング処理を実行せずに画素情報
を出力するビニング手段と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の顕微鏡用撮像装置は、上記変化量検出手段によって検出した上記変化量
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が上記しきい値よりも小さいときには、互いに隣接する複数画素のうち所定の画素のみの
画素情報に間引いて出力する間引き処理を実行し、上記変化量が上記しきい値以上のとき
には、上記間引き処理を実行せずに画素情報を出力する間引き手段と、上記ビニング手段
または前記間引き手段を選択的に実行させる選択手段と、を備えることが望ましい。
【００１１】
　また、本発明の顕微鏡用撮像装置は、上記複数画素が、２次元配列画素であることが望
ましい。
　また、本発明の顕微鏡用撮像装置は、上記連続撮影手段によって取得した観察画像を圧
縮する圧縮手段をさらに備え、上記変化量検出手段によって検出した変化量に基づいて、
上記圧縮手段によって圧縮する画素情報の圧縮率を変えることが望ましい。
【００１２】
　また、本発明の顕微鏡用撮像装置は、上記変化量検出手段によって検出した変化量に基
づいて、上記連続撮影手段によって撮影する撮影間隔を変えることが望ましい。
　また、本発明の顕微鏡用撮像装置は、上記被検物に照明光を照射する照明手段をさらに
備え、上記照明手段が、上記選択手段によって上記ビニング手段が選択的に実行される際
、上記被検物に照射する照明光の光量を減少させることが望ましい。
【００１３】
　また、本発明の顕微鏡用撮像装置は、上記変化量検出手段が、上記観察画像の任意の領
域における変化量を検出することが望ましい。
　また、本発明の顕微鏡用撮像装置は、上記選択手段によって選択的に実行される上記ビ
ニング手段が、予め定められたしきい値より上記変化量が小さい場合に実行することが望
ましい。
【００１４】
　また、本発明の顕微鏡用撮像装置は、上記選択手段によって選択的に実行される上記圧
縮手段が、予め定められたしきい値より上記変化量が小さい場合に実行することが望まし
い。
【００１５】
　また、本発明の顕微鏡用撮像装置は、上記しきい値が、予め定められた複数のしきい値
群から選択されることが望ましい。
【００１６】
　また、本発明の一態様によれば、本発明の記録制御方法は、観察対象である被検物のタ
イムラプス撮影を行なう顕微鏡用撮像装置が実行する記録制御方法であって、顕微鏡装置
によって観察する被検物を連続的に撮像して観察画像を取得し、上記取得した第１の観察
画像および上記第１の観察画像より後に取得した第２の観察画像間の変化量を検出し、上
記変化量と予め設定されたしきい値とを比較し、上記第２の観察画像に対して、上記変化
量が上記しきい値よりも小さいときには、互いに隣接する複数画素の画素情報を加算して
出力するビニング処理を実行し、上記変化量が上記しきい値以上ときには、上記ビニング
処理を実行せずに画素情報を出力し、上記出力結果を記録することを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の一態様によれば、本発明の記録制御プログラムは、観察対象である被検
物のタイムラプス撮影を行なう顕微鏡用撮像装置に実行させるための記録制御プログラム
であって、顕微鏡装置によって観察する被検物を連続的に撮像して観察画像を取得する手
順と、上記取得した第１の観察画像および上記第１の観察画像より後に取得した第２の観
察画像間の変化量を検出する手順と、上記変化量と予め設定されたしきい値とを比較する
手順と、上記第２の観察画像に対して、上記変化量が上記しきい値よりも小さいときには
、互いに隣接する複数画素の画素情報を加算して出力するビニング処理を実行し、上記変
化量が上記しきい値以上ときには、上記ビニング処理を実行せずに画素情報を出力する手
順と、上記出力結果を記録する手順とを実行させるためのコンピュータ実行可能な記録制
御プログラムである。
【発明の効果】
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【００１８】
　本発明によれば、顕微鏡用撮像装置の動画撮影およびタイムラプス撮影等において、標
本の変化を検出し、検出結果に応じて観察画像の画素数を変えるため、標本の変化する期
間の画像を高解像度で撮像することができる。
【００１９】
　また、本発明によれば、顕微鏡用撮像装置の動画撮影およびタイムラプス撮影等におい
て、標本の変化を検出し、検出結果に応じて観察再生の圧縮率を変えるため、標本の変化
する期間の画像を高画質で撮像することができる。
【００２０】
　また、本発明によれば、顕微鏡用撮像装置の動画撮影およびタイムラプス撮影等におい
て、標本の変化を検出し、検出結果に応じて観察画像のフレーム間引き率を変えるため、
標本の変化する期間の画像を高時間分解能で撮像することができる。
【００２１】
　また、本発明によれば、間引きあるいはビニング機能を選択できるため、検鏡法や標本
の明るさによって連続撮影間隔を大きく変える必要なく、適切な撮影画像を得ることが出
来る。
【００２２】
　また、本発明によれば、ビニング処理によって標本への照明光量を抑え、標本へのダメ
ージを小さくすることができる。
　また、本発明によれば、標本の撮像画像の時間変化量を算出する領域を任意に選択する
ため、画像視野内に複数の異なる標本が存在する場合でも、着目する標本に対して適切に
標本変化を検出することができる。
【００２３】
　また、本発明によれば、標本の変化を判断するしきい値を複数有し、それを選択するこ
とが可能であるため、様々な検鏡法や撮影環境において、標本の変化を適切に検出するこ
とができる。
【００２４】
　すなわち、本発明によれば、顕微鏡用撮像装置の動画、タイムラプス撮影等において、
被検物である標本の変化を検出し、その検出結果に応じて撮影画像の解像度、圧縮率、撮
影間隔や照明光をコントロールするため、観察者の意図に即した適切な連続標本画像を取
得することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について述べる。
（第１の実施の形態）
　図１は、本発明にかかる顕微鏡システムを適用した第１の実施の形態の構成を示す図で
あり、図２は、撮像部１０２の構成を示す図であり、図３は、信号処理部１０３の構成を
示す図であり、図４は、変化検出部１０４の構成を示す図である。
【００２６】
　図１において、顕微鏡システム１００は、例えば透過明視野観察または蛍光観察などの
各種検鏡法の状態に切換可能な顕微鏡１０１と、この顕微鏡１０１により得られる観察像
の撮像を行なう撮像部１０２と、信号処理部１０３と、変化検出部１０４と、画素数変換
部１０５と、コントローラ１０６と、Ｉ／Ｆ部１０７と、パーソナルコンピュータ（ＰＣ
）１０８と、表示部１０９と、入力装置１１０と、ＣＰＵ１１２とを備えている。そして
、ＣＰＵ１１２は、制御バス１１１を介して撮像部１０２、信号処理部１０３、変化検出
部１０４、画素数変換部１０５、コントローラ１０６と接続されている。
【００２７】
　図２において、撮像部１０２は、撮像レンズ２０１と、撮像素子２０２と、ＣＤＳ／Ａ
ＧＣ回路２０３と、Ａ／Ｄ変換器２０４と、駆動部（ＴＧＶ－ｄｒｖ）２０５とを備えて
おり、一般的なＣＣＤカメラが有しているものである。
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【００２８】
　まず、顕微鏡１０１から入射される標本画像は、撮像部１０２に入る。すると、入射し
た標本画像は、撮像レンズ２０１によって撮像素子２０２に結像される。そして、撮像素
子２０２および制御バス１１１と接続された駆動部２０５が、制御バス１１１を介してＣ
ＰＵ１１２から指示された条件で撮像素子２０２を駆動するための駆動信号を生成し、撮
像素子２０２に出力する。また、上記駆動部２０５は、ＣＰＵ１１２の指示に応じて撮像
素子２０２の光電変換を全画素、あるいは、隣接縦横２画素ずつ４画素を加算し１画素と
して読み出すビニンクモードで撮像するための駆動信号を撮像素子２０２に出力する。撮
像素子２０２は、これらのいずれかの駆動信号に応じて入射光を光電変換する。
【００２９】
　光電変換した信号は、相関二重サンプリング（ＣＤＳ）および利得自動調整（ＡＧＣ）
するＣＤＳ／ＡＧＣ回路２０３を通り、Ａ／Ｄ変換器２０４によってデジタル信号に変換
された後、フレーム周期タイミングを示す周期信号とともに信号処理部１０３に出力され
る。
【００３０】
　信号処理部１０３は、図３に示すように、制御バス１１１を介したＣＰＵ１１２からの
設定に応じて入力画像データに対してブラックバランス（ＢＢ）補正３０１およびホワイ
トバランス（ＷＢ）補正３０２等のカメラの画像調整処理を行ない、画素数変換部１０５
に画像データを出力するとともに変化検出部１０４に画像データと同期信号を出力する。
また、ＡＥ評価値部３０３は、露出時間を算出するのに必要なフレームごとの輝度積算値
を算出しＣＰＵ１１２に送信する。
【００３１】
　図４に示すように、信号処理部１０３からの入力される画像データ信号は、変化検出部
１０４に入力される際、２系統に分けられる。片側１系統の画像データ信号は、そのまま
差分検出部４０２に入力され、もう１系統の画像データ信号は、フレーム遅延部４０１に
よって１フレーム遅延されたのち、差分検出部４０２に入力される。
【００３２】
　差分検出部４０２は、入力される現フレームの画像データ信号（信号処理部１０３から
そのまま入力された画像データ信号）と前フレームの画像データ信号（フレーム遅延部４
０１によって１フレーム遅延された画像データ信号）の輝度差分値を画素毎に演算し、入
力同期信号を元にその差分値を１フレーム毎に積算した積算値Ｓをしきい値判別部４０３
に出力する。
【００３３】
　しきい値判別部４０３は、制御バス１１１を介してＣＰＵ１１２と接続されており、Ｃ
ＰＵ１１２によって予め設定されたしきい値Ｔｈと、積算値Ｓとの大小を比較し、その比
較結果を比較結果信号ＫとしてＣＰＵ１１２に送信する。例えば、積算値Ｓがしきい値Ｔ
ｈ以上であれば（Ｓ≧Ｔｈ）Ｋの値として１を出力し、積算値Ｓがしきい値Ｔｈより小さ
ければ（Ｓ＜Ｔｈ）Ｋの値として０を出力する。
【００３４】
　画素数変換部１０５は、ＣＰＵ１１２からの入力信号に応じて、信号処理部１０３から
入力された画像データに処理を何も施さないスルー画像、もしくは、隣接縦横２画素の４
画素中同位置の１画素のみを出力し、総画素数を１／４に減らす間引きのいずれかの処理
によって画素数を減らした画像を生成し、コントローラ１０６に出力する。
【００３５】
　コントローラ１０６は、Ｉ／Ｆ部１０７を介してＰＣ１０８と、制御バス１１１を介し
てＣＰＵ１１２と接続しており、データ形式の変換を行ないつつＰＣ１０８、ＣＰＵ１１
２間の撮像データ送受信のタイミング調整を行なう。また、コントローラ１０６は、画素
数変換部１０５と接続されており、画素数変換部１０５から入力される画像データをＩ／
Ｆ部１０７に送信する。
【００３６】
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　Ｉ／Ｆ部１０７は内部にバッファメモリを有しており、ＰＣ１０８とコントローラ１０
６間のデータ通信のタイミング調整を行なう。
　ＰＣ１０８には、表示部１０９、入力装置１１０が接続されている。
【００３７】
　表示部１０９は、ＴＦＴやＣＲＴなどのモニターであり、ＰＣ１０８からの入力画像信
号に応じてモニターに画像を表示する。
　入力装置１１０は、ボタン、キーボード、マウス等、操作者が撮影条件や撮影タイミン
グ等の指示を与えるための入力デバイスであり、ＰＣ１０８に接続されている。
【００３８】
　次に、上述のような構成を有する本実施の形態の顕微鏡システム１００が実行する動作
について説明する。
　図５は、顕微鏡システム１００が実行する撮影処理の流れを示すフローチャートである
。
【００３９】
　まず、操作者が顕微鏡システム１００の電源を投入すると、ステップＳ５０１において
、顕微鏡システム１００の電源がＯＮされ、ＰＣ１０８が、内蔵記憶装置に保存されてい
るデフォルトの撮像条件で標本画像を取得するための撮像データを、コントローラ１０６
を介してＣＰＵ１１２に送信する。そして、ステップＳ５０２において、ＣＰＵ１１２は
、ＰＣ１０８から受信した撮像データに応じて撮像するための制御パラメータを、制御バ
ス１１１を通じて各部に送信して設定する。
【００４０】
　次に、ステップＳ５０３において、ライブ画像表示命令があるまで待機し、操作者が入
力装置１１０からライブ画像表示開始をＰＣ１０８に通知すると、ＰＣ１０８はＣＰＵ１
１２にライブ画像表示の開始を指示する信号を送信する。すると、ステップＳ５０４にお
いて、ライブ画像表示が開始される。
【００４１】
　ライブ画像表示をより具体的に説明すると以下のようになる。
　まず、ライブ画像表示開始の信号を受信したＣＰＵ１１２が、駆動部２０５に撮像開始
を指示する。指示を受けた駆動部２０５は、駆動信号を生成し、撮像素子２０２に送信す
る。
【００４２】
　撮像素子２０２は、駆動部２０５からの入力信号にしたがって、顕微鏡１０１からの入
射光を光電変換し出力する。ここで駆動部２０５は、ＣＰＵ１１２の指示に応じて顕微鏡
１０１の標本画像を撮像素子２０２の全画素撮像するための駆動信号を撮像素子２０２に
出力する。撮像素子２０２は、このいずれかの駆動信号に応じて入射光を光電変換する。
この後撮像素子２０２の出力信号は、ＣＤＳ／ＡＧＣ回路２０３を通り、Ａ／Ｄ変換器２
０４によってデジタルデータに変換された後、信号処理部１０３に送信される。信号処理
部１０３において種々の画像処理を行なった画像データは、画素数変換部１０５と変化検
出部１０４に出力されるが、このとき変化検出部１０４は動作しない。
【００４３】
　画素数変換部１０５は、処理を施さす入力画像データをそのままコントローラ１０６に
送信する。
　コントローラ１０６は、Ｉ／Ｆ部１０７を介してＰＣ１０８とのタイミング調整を取り
ながら、入力画像データをＰＣ１０８に送信する。ＰＣ１０８は、入力画像データをモニ
ター表示用信号に変換した後、表示部１０９に送信し、表示部１０９に標本画像が表示さ
れる。以上の動作が連続的に繰り返され、標本のライブ画像が表示部１０９に表示される
。
【００４４】
　次に、ステップＳ５０５において、撮影条件変更命令があるまで待機し、操作者が、入
力装置１１０からホワイトバランス、露出等の撮影条件を変えることをＰＣ１０８に指示
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すると、ステップＳ５０６において、ＣＰＵ１１２はＰＣ１０８から受信した撮像データ
を元に各部の制御パラメータを設定変更する。このパラメータ変更に応じてライブ画像表
示が変わる。
【００４５】
　そして、ステップＳ５０７において、入力装置１１０からＰＣ１０８に対しての間引き
（Ａ）もしくはビニング（Ｂ）のいずれかのモードの指定、および、所定時間の動画撮影
もしくはタイムラプス連続撮影開始の指示を、操作者から受けると、ＰＣ１０８は、Ｉ／
Ｆ部１０７を通して撮像データをＣＰＵ１１２に送信する。ステップＳ５０８において、
ＣＰＵ１１２は、読み取った撮像データに応じて、変化検出部１０４にしきい値Ｔｈを送
信し、画素数変換部１０５と駆動部２０５に間引き（Ａ）およびビニング（Ｂ）のいずれ
かの画像処理を選択する間引き選択信号ＳＥＬを送信し、各部に設定する。ここでビニン
グ（Ｂ）モードが選択されていたとき、駆動部２０５は、ビニングモードかつ露出時間を
間引き（Ａ）の１／４にして撮影するための駆動信号を出力する。
【００４６】
　なお、間引き（Ａ）もしくはビニング（Ｂ）のいずれかのモードの指定は、１フレーム
の画像データの輝度値（明るさ）に応じて指定されるように予め設定されていても良い。
　次に、ステップＳ５０９において、ＰＣ１０８は、ＣＰＵ１１２に対して撮影開始を指
示する撮像データを送信すると同時に内蔵タイマをスタートさせる。このとき変化検出部
１０４が動作開始する。そして、顕微鏡１０１からの入射光を撮像素子２０２によって光
電変換した信号は、ライブ画像表示時と同様に処理され、画素数変換部１０５と変化検出
部１０４に出力される。
【００４７】
　変化検出部１０４は、差分検出部４０２において前後２フレームの入力画像の差分積算
値Ｓを算出し、しきい値判別部４０３においてＣＰＵ１１２に設定されたしきい値Ｔｈと
比較し、Ｓ≧Ｔｈを満たすときに信号Ｋ＝“１”、満たさないとき（Ｓ＜Ｔｈ）にＫ＝“
０”をデジタル信号としてＣＰＵ１１２に送信する。ただし、最初の１フレーム目は、前
フレームのデータがないためＫ＝０を出力する。
【００４８】
　ＣＰＵ１１２は、比較結果Ｋを毎フレーム取得し、間引き選択信号ＳＥＬ＝Ｂ（ビニン
グ）かつ比較結果Ｋ＝１（変化大）のとき、駆動部２０５を制御し、次フレームの撮像素
子２０２の駆動信号を変化させゲインを４倍にする。また、間引き選択信号ＳＥＬ＝Ｂ（
ビニング）かつ比較結果Ｋ＝０（変化小）のときは、次フレームをビニングモードで撮影
するための駆動信号を生成させる。
【００４９】
　また、ＣＰＵ１１２は、画素数変換部１０５に制御信号を送信し、変化検出部１０４に
おいてフレーム間差分の積算値が設定しきい値より小さいと判断し（Ｋ＝０）、かつ間引
き選択信号ＳＥＬ＝Ａの場合は間引き処理によって画素数を落とした画像を生成し、それ
以外の場合は、何も処理を施さず出力させる。
【００５０】
　図６は、上述の結果、間引き選択信号ＳＥＬと比較結果Ｋに応じて画素数変換部１０５
から出力されるデータ形式を示している図である。
　コントローラ１０６は、Ｉ／Ｆ部１０７を介してＰＣ１０８とのタイミング調整を取り
ながら、画像データをＰＣ１０８に送信する。
【００５１】
　ここで、操作者がタイムラプス連続撮影を指示したとき、ＰＣ１０８は、入力画像デー
タを操作者指定の時間間隔で取り込み、所定の静止画フォーマットに変換した後、内部記
憶装置に保存する。
【００５２】
　以上の撮像からＰＣ１０８の内部記憶装置への記録までの動作は、連続的に繰り返され
て実行される。
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　そして、ステップＳ５１０において、ＰＣ１０８が内蔵タイマによって操作者の指定し
た撮影時間が経過したのを検出すると、操作者が動画撮影を指示していたとき、ステップ
Ｓ５１１において、ＰＣ１０８は、入力画像データを所定のフォーマットに変換し、図示
しない内部記憶装置に保存した後、一連の動作は停止し、撮影は終了する。
【００５３】
　次に本第１の実施の形態の作用、効果について説明する。
　図７は、差分検出部４０２が算出する連続したフレームの輝度差分積算値Ｓの時間変化
を表す図である。
【００５４】
　横軸が時間（フレーム）、縦軸が輝度差分値の１フレーム毎の積分値を表している。こ
こでは、５から８フレーム目までがしきい値Ｔｈを超えているので、しきい値判別部４０
３からはＫ＝１が出力され、それ以外のフレームにおいては、Ｋ＝０が出力される。この
場合、５から８までの期間を、画像輝度値の変化が大きく、標本の状態が他期間に比べて
大きく変動した期間と判断する。
【００５５】
　図８および図９は、間引き選択信号ＳＥＬとしきい値判別結果Ｋに応じた出力画像の状
態を表に示した図である。
　しきい値判別部４０３の出力結果がＫ＝１、すなわち標本状態の変化が他と比べて大き
いと判断した次フレームは、操作者が間引き、あるいはビニングいずれかの処理を選択し
ていても、常に何も処理を施さず画素数を減らさないスルーの画像が出力される。一方、
しきい値判別部４０３の出力結果がＫ＝０、すなわち標本状態の変化が小さいと判断した
次フレームは、操作者の選択に応じて、間引き、もしくはビニング処理して画素数を減ら
した画像が出力される。ここで操作者がビニングモードを選択した場合、隣接画素との加
算処理によって１画素あたりの輝度値が間引きモードと比べて大きくなるため、露出時間
が短くなり、フレームレートが上がる。
【００５６】
　したがって、本第１の実施の形態によれば、動画やタイムラプス等の連続撮影をする際
に、標本の状態変化を検出し、変化が小さいと判断した期間は、間引いて画素数を落とし
た画像を撮像画像とし、変化が大きいと判断した期間は、間引かずに画素数をキープした
画像を撮像画像とするため、観察者が注目する標本の変化を確認するに足る十分な解像度
を保持した効率的な連続撮影を行なうことができる。また、露出時間の長い蛍光のような
暗い標本に対して操作者がビニングモードを選択すれば、照明（励起）光を強くして露出
時間を短くすることなく時間分解能を保持できるため、照明光による標本へのダメージを
抑えることが出来る。
【００５７】
　なお、本第１の実施の形態においては、前後フレームの輝度差分積算値Ｓが所定しきい
値より大きく、かつ操作者がビニングモードを選択しているとき、撮像素子２０２のゲイ
ンが通常の４倍となるように設定したが、ゲインを変えずに画像取得することも可能であ
る。この場合、露出時間が長くなるが、ノイズ成分の少ない画像を取得することが出来る
。
（第２の実施の形態）
　次に、本発明を適用した第２の実施の形態について述べる。
【００５８】
　本第２の実施の形態の特徴は、標本の変化状態に応じて顕微鏡１０１の照明光を調節す
ることにある。
　図１０は、本発明にかかる顕微鏡システムを適用した第２の実施の形態の構成を示す図
である。
【００５９】
　図１０において、顕微鏡システム１００Ａは、例えば透過明視野観察または蛍光観察な
どの各種検鏡法の状態に切換可能な顕微鏡１０１と、この顕微鏡１０１により得られる観
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察像の撮像を行なう撮像部１０２と、信号処理部１０３と、変化検出部１０４と、画素数
変換部１０５と、コントローラ１０６と、Ｉ／Ｆ部１０７と、パーソナルコンピュータ（
ＰＣ）１０８と、表示部１０９と、入力装置１１０と、ＣＰＵ１１２と、照明制御部１０
０１とを備えているが、照明制御部１００１をさらに備えていること以外は第１の実施の
形態と同様であるため、説明を省略する。
【００６０】
　照明制御部１００１は、顕微鏡１０１のＮＤフィルタ等の調光手段に接続しており、そ
れらを駆動して、標本に照射する照明光量をコントロールする機能を有するものである。
そして、照明制御部１００１は、制御バス１１１を介してＣＰＵ１１２にも接続されてお
り、ＣＰＵ１１２からの指示に応じて照明光量を制御する。
【００６１】
　次に、本第２の実施の形態の動作について説明する。
　本第２の実施の形態における撮影処理の流れは、図５を用いて説明した第１の実施の形
態における撮影処理と同様であるので、図５のフローチャートを用いて説明する。
【００６２】
　まず、操作者が顕微鏡システム１００Ａの電源を投入すると、顕微鏡システム１００の
電源がＯＮされ（Ｓ５０１）、撮影条件を変更、調整（Ｓ５０６）するまでの動作は第１
の実施の形態と同様であるため説明を省略する。
【００６３】
　操作者が入力装置１１０からＰＣ１０８に動画もしくはタイムラプスによる連続撮影の
指示を与え、ＰＣ１０８がその指示を受けると（Ｓ５０７）と、ＰＣ１０８から撮像デー
タを受信したＣＰＵ１１２は、変化検出部１０４にしきい値Ｔｈを、駆動部２０５にビニ
ングモードを指示する信号を送信して設定する（Ｓ５０８）。
【００６４】
　次に、ＰＣ１０８は、ＣＰＵ１１２に対して撮影開始を指示する撮像データを送信する
と同時に内蔵タイマをスタートさせる（Ｓ５０９）。ＣＰＵ１１２は、ＰＣ１０８が指示
した撮像条件にしたがって撮像するための制御パラメータを撮像部１０２に送信する。こ
のときＣＰＵ１１２は、照明制御部１００１に制御信号を送信し、照明光量を撮影前の１
／４に下げる。
【００６５】
　このとき撮像素子２０２は、駆動部２０５が生成した駆動信号にしたがって、顕微鏡１
０１からの入射光を光電変換し出力する。この出力信号は第１の実施の形態と同様な経路
を通って処理され、デジタル信号として画素数変換部１０５と変化検出部１０４に出力さ
れる。
【００６６】
　変化検出部１０４は、第１の実施の形態と同様に連続２フレームの画像データに対する
差分積算値Ｓを算出し、しきい値Ｔｈと比較した比較結果信号ＫをＣＰＵ１１２に送信す
る。
【００６７】
　ここでＣＰＵ１１２は、図１１に示すように比較結果信号Ｋ＝０（変化小）の次フレー
ムは２×２ビニング、比較結果Ｋ＝１（変化大）の次フレームは通常の全画素撮像で撮像
素子２０１を駆動するための制御信号を駆動部２０５に送信する。駆動部２０５はＣＰＵ
１１２からの制御信号に応じて駆動信号を生成し、撮像素子２０１に出力する。また、Ｃ
ＰＵ１１２は、Ｋ＝０（変化小）の次フレームに、照明制御部１００１に制御信号を送信
し、照明光量をスルー画像取得時の１／４にする。
【００６８】
　画素数変換部１０５は、何も処理を施さず入力画像データをそのまま出力する。
　この後、コントローラ１０６への入力画像がＩ／Ｆ部１０７を通りＰＣ１０８に至る画
像データフローと、ＰＣ１０８が内蔵タイマによって撮影完了を検知し、撮影動作を完了
するまでの動作は第１の実施の形態と同様であるため省略する。



(11) JP 4928081 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

【００６９】
　次に本第２の実施の形態の作用、効果について述べる。
　本第２の実施の形態は、図１１に示すように、連続撮影画像についてフレーム間差分の
大きい（Ｋ＝１）期間は、標本の状態に大きな変化があったことを検出して、間引き処理
をしないスルー画像を取得し、フレーム間差分値の小さい（Ｋ＝０）期間は、標本の状態
変化が少ないことを検出してビニング処理をした画像を取得すると同時に標本に当てる照
明光量を弱める。撮影中、ゲインは常に一定である。
【００７０】
　したがって、動画、タイムラプス等の撮影において、画質を大きく劣化させることなく
標本の変化が大きい期間の撮影画像を高解像度化すると同時に、変化の小さい着目外の期
間の照明光強度を抑えるため、照明光の標本に与えるダメージを最小限に抑えつつ、より
微細な標本の時間変化を確認することが出来る。
（第３の実施の形態）
　次に、本発明を適用した第３の実施の形態について述べる。
【００７１】
　本第３の実施の形態の特徴は、撮影画像中の標本変化を検出する領域を可変とし、その
領域を操作者が指定することにあり、第１の実施の形態における変化検出部１０４の代わ
りに変化検出部１０４Ａが備えられている。
【００７２】
　図１２は、本発明を適用した第３の実施の形態の変化検出部１０４Ａの構成を示す図で
ある。
　図１２において、変化検出部１０４Ａは、アドレス比較部１２０１を備えていることが
第１の実施の形態と異なっている。
【００７３】
　アドレス比較部１２０１は、信号処理部１０３、フレーム遅延部４０１、差分検出部４
０２、そして制御バス１１１を介してＣＰＵ１１２と接続されている。
　そして、アドレス比較部１２０１には、信号処理部１０３から画像データと同期信号が
入力され、フレーム遅延部４０１からは１フレーム遅延された画像データが入力され、Ｃ
ＰＵ１１２から撮影画像の所定領域を示すアドレス情報が入力される。また、アドレス比
較部１２０１は、信号処理部１０３から入力される同期信号を元に、入力画像データが撮
像画面内のどの位置のデータであるかを示すアドレスを生成する。そして、そのアドレス
をＣＰＵ１１２から設定されたアドレス情報と比較し、比較結果に応じて差分検出部４０
２への出力画像の形態を変更する。
【００７４】
　次に、本第３の実施の形態の動作について述べる。
　本第３の実施の形態における撮影処理の流れは、図５を用いて説明した第１の実施の形
態における撮影処理と同様であるので、図５のフローチャートを用いて説明する。
【００７５】
　操作者が顕微鏡システム１００の電源を投入することにより顕微鏡システム１００の電
源がＯＮされるステップ（Ｓ５０１）から、標本のライブ画像が表示部１０９に表示され
るステップ（Ｓ５０４）までの手順は、第１の実施の形態と同様であるため説明は省略す
る。
【００７６】
　繰作者がライブ画像表示を見ながら撮像設定を変えて調整すると同時に、画像中で注目
する領域を入力装置から指定すると、ＰＣ１０８は、操作者の指定した領域を表示部１０
９に表示する。同時に、この領域が画面上縦横どの位置に存在するかを示すアドレス情報
をＣＰＵ１１２に送信する。
【００７７】
　図１３は、表示部１０９における表示画像を模式的に表したものである。
　図１３は、ライブ画像表示画面１３０１に標本１３０３および標本１３０４が存在する
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とき、操作者がマウス等の入力装置によって標本１３０４周辺の指定領域１３０２を指定
した状態を表している。
【００７８】
　このとき、ＣＰＵ１１２はアドレス情報をアドレス比較部１２０１に送信するが、アド
レス比較部１２０１は、この入力アドレス情報に関わらず、連続２フレームの入力画像デ
ータに処理を施さずスルー出力する。
【００７９】
　操作者が、ライブ画像表示を参照しつつ撮像状態を変更し（Ｓ５０５、Ｓ５０６）、所
望の画像に調整した後、連続撮影開始を指示（Ｓ５０７）してから実際に撮影開始する（
Ｓ５０９）までの動作は、第１の実施の形態と同様である。
【００８０】
　ＣＰＵ１１２からの制御パラメータの設定に応じて撮像部１０２によって得られた標本
画像データは、信号処理部１０３で種々の画像処理がなされ、変化検出部１０４Ａと画素
数変換部１０５に出力される。
【００８１】
　変化検出部１０４Ａ内のアドレス比較部１２０１は、信号処理部１０３から入力される
画像の位置アドレスとＣＰＵ１１２から設定されたアドレス情報を比較し、一致したとき
は、差分検出部４０２に２フレーム連続の入力画像データをスルー出力し、一致しなかっ
た場合は、差分検出部４０２に輝度値“０”のデータを出力する。
【００８２】
　差分検出部４０２は、連続２フレームの入力画像データに対して、上述の第１の実施の
形態と同様に輝度差分値のフレーム積算値Ｓを算出し、しきい値判別部４０３に出力する
。しきい値判別部４０３が、設定しきい値Ｔｈと積算値Ｓの比較結果ＫをＣＰＵ１１２に
送信し、この比較結果信号Ｋと、ＣＰＵ１１２から指定された間引き選択信号ＳＥＬに応
じた画像データをコントローラ１０６に出力し、Ｉ／Ｆ部１０７を介して、ＰＣ１０８に
動画、もしくはタイムラプス静止画として保存し、撮影終了（Ｓ５１１）するまでの手順
は、第１の実施の形態と同様である。
【００８３】
　次に本第３の実施の形態の作用、効果について述べる。
　撮影画面内に観察対象となる部位が複数存在するとき、例えば、図１３に示すように２
つの標本１３０３および標本１３０４が存在する場合、観察者が一方の標本１３０４の状
態変化に着目し、その標本を含む領域１３０２を指定すると、標本の変化を検出する変化
検出部１０４は、着目する標本１３０４を含む領域１３０２の輝度値のみで連続２フレー
ムの輝度差分積算値を算出する。したがって、着目外の標本１３０３が変化してもその変
化を検出することはなく、注目する標本１３０４の変化した期間のみを検出するため、標
本１３０４の変化期間をより正確に検出して高解像度した連続撮影画像を取得することが
できる。
（第４の実施の形態）
　次に、本発明を適用した第４の実施の形態について述べる。
【００８４】
　本第４の実施の形態の特徴は、標本の変化状態に応じて連続撮影画像の圧縮率を変える
ことにある。
　図１４は、本発明にかかる顕微鏡システムを適用した第４の実施の形態の構成を示す図
である。
【００８５】
　図１４において、顕微鏡システム１００Ｂは、例えば透過明視野観察または蛍光観察な
どの各種検鏡法の状態に切換可能な顕微鏡１０１と、この顕微鏡１０１により得られる観
察像の撮像を行なう撮像部１０２と、信号処理部１０３と、変化検出部１０４と、圧縮部
１４０１と、コントローラ１０６と、Ｉ／Ｆ部１０７と、パーソナルコンピュータ（ＰＣ
）１０８と、表示部１０９と、入力装置１１０と、ＣＰＵ１１２とを備えているが、画素
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数変換部１０５の代わりに圧縮部１４０１を備えていること以外は第１の実施の形態と同
様であるため、説明を省略する。
【００８６】
　圧縮部１４０１は、信号処理部１０３、変化検出部１０４、コントローラ１０６および
制御バス１１１と接続されており、信号処理部１０３から画像データが入力され、変化検
出部１０４から上述の比較結果信号Ｋが入力される。また、コントローラ１０６に対して
画像データを出力する。そして、圧縮部１４０１は、変化検出部１０４からの比較結果信
号Ｋに応じた圧縮率（Ａ：圧縮率大、Ｂ：圧縮率小）によって信号処理部１０３からの入
力画像データを圧縮した画像、もしくは何も処理を施さないスルー画像をコントローラ１
０６に送信する。
【００８７】
　次に、本第４の実施の形態の動作について述べる。
　本第４の実施の形態における撮影処理の流れは、図５を用いて説明した第１の実施の形
態における撮影処理と同様であるので、図５のフローチャートを用いて説明する。
【００８８】
　操作者が顕微鏡システム１００Ｂの電源を投入することにより顕微鏡システム１００Ｂ
の電源がＯＮされるステップ（Ｓ５０１）から、ライブ画像開始が指示されるステップ（
Ｓ５０３）、表示部１０９にライブ画像が表示されるステップ（Ｓ５０４）、操作者の指
示により撮影画像が調整されるステップ（Ｓ５０６）までの手順は、第１の実施の形態と
同様であるため説明を省略する。ただし、このとき変化検出部１０４は動作せず、圧縮部
１４０１は、信号処理部１０３から入力される画像データに何も処理せずにコントローラ
１０６に出力する。
【００８９】
　ここで操作者が、所定時間の連続撮影開始を指示する（Ｓ５０７）と、初めにＰＣ１０
８が、制御データをＩ／Ｆ部１０７を通してＣＰＵ１１２に送信する。ＣＰＵ１１２は、
受信した撮像データに応じて変化検出部１０４にしきい値Ｔｈを設定する（Ｓ５０８）と
同時に、圧縮部１４０１に高圧縮率Ａを指定する信号を送信して設定する。
【００９０】
　次に、ＰＣ１０８は、ＣＰＵ１１２に対して撮影開始を指示する制御データを送信する
と同時に内蔵タイマをスタートさせる（Ｓ５０９）。このとき変化検出部１０４が動作開
始する。顕微鏡１０１からの入射光を撮像素子２０２によって光電変換した信号は、ライ
ブ画像表示時と同様に処理され、圧縮部１４０１と変化検出部１０４に出力される。
【００９１】
　変化検出部１０４は、第１の実施の形態と同様に、差分検出部４０２において前後２フ
レームの入力画像の差分積算値Ｓを算出し、しきい値判別部４０３においてしきい値Ｔｈ
と比較し、Ｓ≧Ｔｈを満たすときに信号Ｋ＝“１”、満たさないときにＫ＝“０”をデジ
タル信号として圧縮部１４０１とＣＰＵ１１２に送信する。ただし、最初の１フレーム目
は、前フレームのデータがないためＫ＝０を出力する。
【００９２】
　圧縮部１４０１は、変化検出部１０４の出力信号Ｋに応じて、図１５に示す圧縮率で画
像を圧縮して、コントローラ１０６に出力する。すなわち、変化検出部１０４においてフ
レーム間差分の積算値が設定しきい値より大きいと判断したとき（Ｋ＝１）は、小さい圧
縮率Ｂで画像を圧縮し、一方、フレーム間差分の積算値が設定しきい値より小さいと判断
したとき（Ｋ＝０）は、大きい圧縮率Ａで画像を圧縮した画像データを生成し、コントロ
ーラ１０６に出力する。
【００９３】
　この後、コントローラ１０６に送信された画像データが、Ｉ／Ｆ部１０７を介してＰＣ
１０８に連続的に送信され、ＰＣ１０８の内蔵タイマが所定の撮影時間が経過したのを検
出し、ＰＣ１０８において所定のファイル形式に保存され一連の撮像動作が終わる（Ｓ５
１１）までの動作は、第１の実施の形態と同様であるため省略する。
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【００９４】
　次に、本第４の実施の形態の作用、効果について述べる。
　本第４の実施の形態において、変化検出部１０４においてフレーム間差分の積算値が設
定しきい値より大きいと判断したとき（Ｋ＝１）は、標本の状態変化が大きいことを検出
して小さい圧縮率Ｂで画像を圧縮した画像データを生成し、一方、フレーム間差分の積算
値が設定しきい値より小さいと判断したとき（Ｋ＝０）は、標本の状態変化が小さいこと
を検出して大きい圧縮率Ａで画像を圧縮した画像データを生成するため、観察者が注目す
る標本の変化する期間において低圧縮で高画質の画像を得ることが出来る。
（第５の実施の形態）
　次に、本発明を適用した第５の実施の形態について述べる。
【００９５】
　本第５の実施の形態の特徴は、標本の変化状態に応じて連続撮影画像のフレーム間引き
率を変えることにある。
　図１６は、本発明にかかる顕微鏡システムを適用した第５の実施の形態の構成を示す図
である。
【００９６】
　図１６において、顕微鏡システム１００Ｃは、例えば透過明視野観察または蛍光観察な
どの各種検鏡法の状態に切換可能な顕微鏡１０１と、この顕微鏡１０１により得られる観
察像の撮像を行なう撮像部１０２と、信号処理部１０３と、変化検出部１０４と、フレー
ム間引き部１６０１と、コントローラ１０６と、Ｉ／Ｆ部１０７と、パーソナルコンピュ
ータ（ＰＣ）１０８と、表示部１０９と、入力装置１１０と、ＣＰＵ１１２とを備えてい
るが、画素数変換部１０５の代わりにフレーム間引き部１６０１を備えていること以外は
第１の実施の形態と同様であるため、説明を省略する。
【００９７】
　フレーム間引き部１６０１は、信号処理部１０３、変化検出部１０４、コントローラ１
０６および制御バス１１１と接続されており、信号処理部１０３から画像データと同期信
号が入力され、変化検出部１０４から上述の比較結果信号Ｋが入力される。また、コント
ローラ１０６に対して画像データを出力する。そして、フレーム間引き部１６０１は、内
部に図示しないカウンタを有しており、入力同期信号からフレーム数をカウントする。フ
レーム間引き部１６０１は、そのフレームカウンタ値を元にフレーム変化検出部１０４か
らの比較結果信号ＫをＮフレーム周期で読み取り、図１７に示すように信号処理部１０３
からの入力画像をＮフレーム周期で間引く（Ａ）か、もしくは間引かない（Ｂ）のいずれ
かの状態に処理しコントローラ１０６に出力する。
【００９８】
　次に、本第５の実施の形態の動作について述べる。
　本第５の実施の形態における撮影処理の流れは、図５を用いて説明した第１の実施の形
態における撮影処理と同様であるので、図５のフローチャートを用いて説明する。
【００９９】
　操作者が顕微鏡システム１００Ｃの電源を投入することにより顕微鏡システム１００Ｃ
の電源がＯＮされるステップ（Ｓ５０１）から、プレビュー表示開始が指示されるステッ
プ（Ｓ５０３）、表示部１０９にプレビュー画像が表示されるステップ（Ｓ５０４）、操
作者の指示により撮影画像が調整されるステップ（Ｓ５０６）までの手順は、第１の実施
の形態と同様であるため説明を省略する。ただし、このとき変化検出部１０４は動作せず
、フレーム間引き部１６０１は、信号処理部１０３から入力される画像データを間引きな
し（Ｂ）で連続的にコントローラ１０６に出力する。
【０１００】
　ここで操作者が、所定時間の動画もしくはタイムラプス連続撮影開始を指示する（Ｓ５
０７）と、初めにＰＣ１０８が、撮像データをＣＰＵ１１２に送信する。ＣＰＵ１１２は
、受信した撮像データに応じて変化検出部１０４にしきい値Ｔｈを設定する（Ｓ５０８）
と同時に、フレーム間引き部１６０１に画像データのＮフレーム周期間引き（Ａ）を指示
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する信号を送信する。
【０１０１】
　次に、ＰＣ１０８は、ＣＰＵ１１２に対して撮影開始を指示する撮像データを送信する
と同時に内蔵タイマをスタートさせる（Ｓ５０９）。このとき変化検出部１０４が動作開
始する。顕微鏡１０１からの入射光を撮像素子２０２によって光電変換した信号は、ライ
ブ画像表示時と同様に処理され、フレーム間引き部１６０１と変化検出部１０４に出力さ
れる。
【０１０２】
　変化検出部１０４は、第１の実施の形態と同様に、差分検出部４０２において前後２フ
レームの入力画像の差分積算値Ｓを算出し、しきい値判別部４０３においてしきい値Ｔｈ
と比較し、Ｓ≧Ｔｈを満たすときに信号Ｋ＝“１”、満たさないときにＫ＝“０”をデジ
タル信号としてフレーム間引き部１６０１とＣＰＵ１１２に送信する。ただし、最初の１
フレーム目は、前フレームのデータがないためＫ＝０を出力する。
【０１０３】
　フレーム間引き部１６０１は、変化検出部１０４の出力信号Ｋに応じて、図１７に示す
条件で画像をフレーム間引きして、コントローラ１０６に出力する。すなわち、変化検出
部１０４においてフレーム間差分の積算値が設定しきい値より大きいと判断したとき（Ｋ
＝１）は、間引きなし（Ｂ）で連続的に画像を送信し、一方、フレーム間差分の積算値が
設定しきい値より小さいと判断したとき（Ｋ＝０）は、Ｎフレーム周期で間引いた（Ｂ）
画像を、コントローラ１０６に出力する。
【０１０４】
　この後、コントローラ１０６に送信された画像データが、Ｉ／Ｆ部１０７を介してＰＣ
１０８に連続的に送信され、ＰＣ１０８の内蔵タイマが設定された撮影時間が経過したの
を検出し、ＰＣ１０８において所定の動画ファイル形式で保存され一連の撮像動作が終わ
る（Ｓ５１１）までの動作は、第１の実施の形態と同様であるため省略する。
【０１０５】
　次に、本第５の実施の形態の作用、効果について述べる。
　図１８は、本発明を適用した第５の実施の形態の変化検出部における輝度差分積算値と
間引き処理の時間変化を示す図である。
【０１０６】
　図１８においては、本第５の実施の形態の変化検出部１０４における差分積算値Ｓ、し
きい値Ｔｈと、フレーム間引き部１６０１における間引き処理について示したものである
。ここでは、フレーム間引き周期Ｎは５フレームであり、図１８中の太線の部分は画像が
出力されるフレームである。
【０１０７】
　図１８中の０、５、１５フレーム目においては、Ｓ＜Ｔｈ（Ｋ＝０）であるため標本の
変化が小さいことを検出し、その後の１～４、６～９、１６～１９フレーム目までは間引
かれる。一方、１０フレーム目は、Ｓ≧Ｔｈ（Ｋ＝１）であるため、標本の変化が大きい
ことを検出し、その後の１１～１４フレームは間引かずに連続で出力する。
【０１０８】
　したがって本第５の実施の形態によれば、顕微鏡標本の連続撮像において、観察者があ
まり必要としない標本の状態が変化しない期間には間引いて撮影画像を取得し、観察者が
注目する標本の状態が変化する期間には間引かない連続撮影画像を取得するため、標本の
状態変化をより短い時間間隔で観察しつつ、無駄の少ない効率的な撮影を行なうことが出
来る。
（第６の実施の形態）
　次に、本発明を適用した第６の実施の形態について述べる。
【０１０９】
　本第６の実施の形態の特徴は、標本の変化を検出するしきい値を複数持ち、それを選択
することにある。
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　図１９は、本発明を適用した第６の実施の形態の変化検出部１０４Ｂの構成を示す図で
ある。
【０１１０】
　図１９において、変化検出部１０４Ｂは、しきい値選択部１９０１を備えていることが
第１の実施の形態と異なっている。
　しきい値選択部１９０１は、制御バス１１１を介してしきい値判別部４０３とＣＰＵ１
１２と接続されている。
【０１１１】
　そして、しきい値選択部１９０１は、複数のしきい値（Ｔｈ１，Ｔｈ２，．．．，Ｔｈ
Ｎ）を格納する図示しないレジスタを内蔵しており、それぞれのしきい値は制御バス１１
１を通してＣＰＵ１１２から設定変更する。また、それぞれのレジスタの出力先にはセレ
クタが接続されており、ＣＰＵ１１２からのしきい値選択信号ＳＥＬＳによって選択され
たしきい値（Ｔｈ１，Ｔｈ２，．．．，ＴｈＮの何れか）が、しきい値判別部４０３に出
力されて設定される。
【０１１２】
　次に、本第６の実施の形態の動作について述べる。
　本第６の実施の形態における撮影処理の流れは、図５を用いて説明した第１の実施の形
態における撮影処理と同様であるので、図５のフローチャートを用いて説明する。
【０１１３】
　操作者が顕微鏡システム１００の電源を投入することにより顕微鏡システム１００の電
源がＯＮされるステップ（Ｓ５０１）から、プレビュー表示開始の指示（Ｓ５０３）によ
り、表示部１０９にプレビュー画像が表示されるステップ（Ｓ５０４）、操作者の指示に
より撮像画像が調整されるステップ（Ｓ５０６）までの手順は、第１の実施の形態と同様
であるため説明を省略する。ただし、このとき変化検出部１０４は動作しない。
【０１１４】
　ここで操作者が、所定時間の連続撮影開始を指示する（Ｓ５０７）と、初めにＰＣ１０
８が、撮像データをＣＰＵ１１２に送信する。ＣＰＵ１１２は、受信した撮像データに応
じてしきい値選択部１９０１の内部レジスタに複数のしきい値（Ｔｈ１，Ｔｈ２，．．．
，ＴｈＮ）を設定する。次にＰＣ１０８は、しきい値選択部１９０１に設定した複数のし
きい値（Ｔｈ１，Ｔｈ２，．．．，ＴｈＮ）を表示部１０９に表示する。ここで操作者が
、表示されたしきい値のいずれかを入力装置１１０から選択すると、ＰＣ１０８を介して
ＣＰＵ１１２がしきい値選択信号ＳＥＬＳを送信し、操作者が選択されたしきい値（仮に
Ｔｈａとする）をしきい値判別部４０３に出力すると、しきい値設定が終了する（Ｓ５０
８）。同時に画素数変換部１０５と駆動部２０５に、操作者による間引き（Ａ）もしくは
ビニング（Ｂ）を選択する信号ＳＥＬが送信される。
【０１１５】
　ＰＣ１０８が、ＣＰＵ１１２に対して撮影開始を指示する撮像データを送信すると同時
に内蔵タイマをスタートさせ（Ｓ５０９）てから、撮影終了（Ｓ５１１）までの動作は、
第１の実施の形態と同様であるため説明を省略する。
【０１１６】
　次に、本第６の実施の形態の作用、効果について述べる。
　図２０は、明視野観察時、変化検出部１０４Ｂにおいて算出される差分積算値を模式的
に表したものである。
【０１１７】
　一般的に明視野観察は標本が明るく、撮像素子のゲインを上げなくとも十分短い露出時
間を得られるため、連続撮影画像にもノイズが少ない。したがって、低めのしきい値（Ｔ
ｈ１）を設定した場合においても、ノイズ成分を誤って標本変化イベントとして検出せず
に、標本の小さい変化も漏れなく検出することができる。
【０１１８】
　図２１は、蛍光観察時、変化検出部１０４Ｂにおいて算出される差分積算値を模式的に
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表したものである。
　一般的に蛍光観察は標本が暗く、退色を抑制するため励起光を弱くし、撮像素子のゲイ
ンを上げるためノイズ成分が多い。したがって、しきい値を低く（Ｔｈ１）設定するとノ
イズ成分を誤って標本変化イベントとして検出してしまう可能性が高い。ここで操作者が
高めのしきい値（Ｔｈ２）を設定すれば、ノイズ成分による誤検出を抑えることができる
。
【０１１９】
　したがって本第６実施の形態によれば、検鏡法や観察環境に応じて標本の変化を検出す
るしきい値を複数レベルの中から選択するため、検鏡法に応じて最適な連続撮影画像を得
ることができる。
【０１２０】
　以上、本発明を適用した第１乃至第６の実施の形態を説明してきたが、第１乃至第３お
よび第６の実施の形態におけるビニングモードは、隣接縦横２×２画素の４画素加算に限
るものではなく、４×４画素の１６画素加算、８×８画素の６４画素加算等、他の形態の
ビニング撮像に対しても変形可能である。このときの露出時間は、ビニング撮像しないと
きと比べて１／１６、１／６４とさらに短くなるため、蛍光観察で、かつ非常に暗い標本
を観察する際にも、変化を固定するに十分短い時間分解能を確保した連続撮影画像を取得
することが可能となる。
【０１２１】
　また、第３の実施の形態において操作者が指定する領域は、矩形領域に限られるもので
なく様々な形状に対して適用可能である。さらに、操作者が指定する領域の数は１つに限
られるものではく、複数指定に変形可能である。このとき、複雑な形状の標本の変化を、
より正確に検出することができる。
【０１２２】
　また、第４の実施の形態における圧縮率や、第５の実施の形態における撮影間隔は、２
種類に限定されるものでなく、第６の実施の形態の複数のしきい値に対してそれぞれ圧縮
率や撮影間隔を設定することによって、３種類以上もたせるように変形することも可能で
ある。その場合は、種々の撮影環境に対してより適切な連続撮影画像を取得することが出
来る。
【０１２３】
　また、本発明は、上記第１乃至第６の実施の形態に限定されるものでなく、本発明の要
旨を逸脱しない範囲で随時変形して実施できる。
　また、本発明が適用される顕微鏡システムは、その機能が実行されるのであれば、上述
の各実施の形態等に限定されることなく、単体の装置であっても、複数の装置からなるシ
ステムあるいは統合装置であってもよいことは言うまでもない。
【０１２４】
　すなわち、本発明は、以上に述べた各実施の形態に限定されるものではなく、本発明の
要旨を逸脱しない範囲内で種々の構成または形状を取ることができる。
　ここで、上述した実施の形態の特徴を列挙すると、以下の通りである。
（付記１）
　顕微鏡装置によって観察する被検物を連続的に撮像して観察画像を取得する連続撮影手
段と、
　前記連続撮影手段によって取得した第１の観察画像および前記第１の観察画像より後に
取得した第２の観察画像間の変化量を検出する変化量検出手段と、
　前記変化量検出手段によって検出した変化量に基づいて、互いに隣接する複数画素の画
素情報を加算して出力するビニング手段と、
　を備えることを特徴とする顕微鏡用撮像装置。
（付記２）
　顕微鏡装置によって観察する被検物を連続的に撮像して観察画像を取得する連続撮影手
段と、
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　前記連続撮影手段によって取得した第１の観察画像および前記第１の観察画像より後に
取得した第２の観察画像間の変化量を検出する変化量検出手段と、
　前記変化量検出手段によって検出した変化量に基づいて、互いに隣接する複数画素の画
素情報を加算して出力するビニング手段と、
　前記変化量検出手段によって検出した変化量に基づいて、互いに隣接する複数画素のう
ち所定の画素のみの画素情報に間引いて出力する間引き手段と、
　所定の値に基づいて、前記第２の観察画像に対して前記ビニング手段または前記間引き
手段を選択的に実行させる選択手段と、
　を備えることを特徴とする顕微鏡用撮像装置。
（付記３）
　前記複数画素は、２次元配列画素であることを特徴とする付記１または２に記載の顕微
鏡用撮像装置。
（付記４）
　前記連続撮影手段によって取得した観察画像を圧縮する圧縮手段をさらに備え、
　前記変化量検出手段によって検出した変化量に基づいて、前記圧縮手段によって圧縮す
る画素情報の圧縮率を変えることを特徴とする付記１乃至３の何れか１項に記載の顕微鏡
用撮像装置。
（付記５）
　前記変化量検出手段によって検出した変化量に基づいて、前記連続撮影手段によって撮
影する撮影間隔を変えることを特徴とする付記１乃至４の何れか１項に記載の顕微鏡用撮
像装置。
（付記６）
　前記被検物に照明光を照射する照明手段をさらに備え、
　前記照明手段は、前記選択手段によって前記ビニング手段が選択的に実行される際、前
記被検物に照射する照明光の光量を減少させることを特徴とする付記１乃至５の何れか１
項に記載の顕微鏡用撮像装置。
（付記７）
　前記変化量検出手段は、前記観察画像の任意の領域における変化量を検出することを特
徴とする付記１乃至６の何れか１項に記載の顕微鏡用撮像装置。
（付記８）
　前記選択手段によって選択的に実行される前記ビニング手段は、予め定められたしきい
値より前記変化量が小さい場合に実行することを特徴とする付記１乃至７の何れか１項に
記載の顕微鏡用撮像装置。
（付記９）
　前記選択手段によって選択的に実行される前記圧縮手段は、予め定められたしきい値よ
り前記変化量が小さい場合に実行することを特徴とする付記１乃至７の何れか１項に記載
の顕微鏡用撮像装置。
（付記１０）
　前記しきい値は、予め定められた複数のしきい値群から選択されることを特徴とする付
記８または９に記載の顕微鏡用撮像装置。
（付記１１）
　被検物を観察する顕微鏡装置と、
　前記顕微鏡装置によって観察する前記被検物を連続的に撮像して観察画像を取得する連
続撮影手段と、
　前記連続撮影手段によって取得した第１の観察画像および前記第１の観察画像より後に
取得した第２の観察画像間の変化量を検出する変化量検出手段と、
　前記変化量検出手段によって検出した変化量に基づいて、互いに隣接する複数画素の画
素情報を加算して出力するビニング手段と、
　前記変化量検出手段によって検出した変化量に基づいて、互いに隣接する複数画素のう
ち所定の画素のみの画素情報に間引いて出力する間引き手段と、
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　所定の値に基づいて、前記第２の観察画像に対して前記ビニング手段または前記間引き
手段を選択的に実行させる選択手段と、
　を備えることを特徴とする顕微鏡システム。
（付記１２）
　観察対象である被検物のタイムラプス撮影を行なう顕微鏡用撮像装置が実行する記録制
御方法であって、
　顕微鏡装置によって観察する被検物を連続的に撮像して観察画像を取得し、
　前記取得した第１の観察画像および前記第１の観察画像より後に取得した第２の観察画
像間の変化量を検出し、
　前記第２の観察画像に対して、前記検出した変化量に基づいて互いに隣接する複数画素
の画素情報を加算して出力するか、または、前記第２の観察画像に対して、前記検出した
変化量に基づいて互いに隣接する複数画素のうち所定の画素のみの画素情報に間引いて出
力するかを、所定の値に基づいて選択的に実行し、
　前記出力結果を記録することを特徴とする記録制御方法。
（付記１３）
　観察対象である被検物のタイムラプス撮影を行なう顕微鏡用撮像装置に実行させるため
の記録制御プログラムであって、
　顕微鏡装置によって観察する被検物を連続的に撮像して観察画像を取得する手順と、
　前記取得した第１の観察画像および前記第１の観察画像より後に取得した第２の観察画
像間の変化量を検出する手順と、
　前記第２の観察画像に対して、前記検出した変化量に基づいて互いに隣接する複数画素
の画素情報を加算して出力するか、または、前記第２の観察画像に対して、前記検出した
変化量に基づいて互いに隣接する複数画素のうち所定の画素のみの画素情報に間引いて出
力するかを、所定の値に基づいて選択的に実行する手順と、
　前記出力結果を記録する手順と、
　を実行させるためのコンピュータ実行可能な記録制御プログラム。
【図面の簡単な説明】
【０１２５】
【図１】本発明にかかる顕微鏡システムを適用した第１の実施の形態の構成を示す図であ
る。
【図２】撮像部１０２の構成を示す図である。
【図３】信号処理部１０３の構成を示す図である。
【図４】変化検出部１０４の構成を示す図である。
【図５】顕微鏡システム１００が実行する撮影処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】間引き選択信号ＳＥＬと比較結果Ｋに応じて画素数変換部１０５から出力される
データ形式を示している図である。
【図７】差分検出部４０２が算出する連続したフレームの輝度差分積算値Ｓの時間変化を
表す図である。
【図８】間引き選択信号ＳＥＬとしきい値判別結果Ｋに応じた出力画像の状態を表に示し
た図（その１）である。
【図９】間引き選択信号ＳＥＬとしきい値判別結果Ｋに応じた出力画像の状態を表に示し
た図（その２）である。
【図１０】本発明にかかる顕微鏡システムを適用した第２の実施の形態の構成を示す図で
ある。
【図１１】本発明を適用した第２の実施の形態のビニング処理と照明制御の関係を表に表
した図である。
【図１２】本発明を適用した第３の実施の形態の変化検出部１０４Ａの構成を示す図であ
る。
【図１３】表示部１０９における表示画像を模式的に表したものである。
【図１４】本発明にかかる顕微鏡システムを適用した第４の実施の形態の構成を示す図で
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ある。
【図１５】本発明を適用した第４の実施の形態のしきい値判別結果に対する画像圧縮率を
表に示した図である。
【図１６】本発明にかかる顕微鏡システムを適用した第５の実施の形態の構成を示す図で
ある。
【図１７】本発明を適用した第５の実施の形態のフレーム間引き率を表に示した図である
。
【図１８】本発明を適用した第５の実施の形態の変化検出部における輝度差分積算値と間
引き処理の時間変化を示す図である。
【図１９】本発明を適用した第６の実施の形態の変化検出部１０４Ｂの構成を示す図であ
る。
【図２０】本発明を適用した第６の実施の形態における明視野観察時の輝度差分積算値の
時間変化を表す図である。
【図２１】本発明を適用した第６の実施の形態における蛍光観察時の輝度差分積算値の時
間変化を表す図である。
【符号の説明】
【０１２６】
　　　１００　　　　顕微鏡システム
　　　１００Ａ　　　顕微鏡システム
　　　１００Ｂ　　　顕微鏡システム
　　　１００Ｃ　　　顕微鏡システム
　　　１０１　　　　顕微鏡
　　　１０２　　　　撮像部
　　　１０３　　　　信号処理部
　　　１０４　　　　変化検出部
　　　１０４Ａ　　　変化検出部
　　　１０４Ｂ　　　変化検出部
　　　１０５　　　　画素数変換部
　　　１０６　　　　コントローラ
　　　１０７　　　　Ｉ／Ｆ部
　　　１０８　　　　ＰＣ
　　　１０９　　　　表示部
　　　１１０　　　　入力装置
　　　１１１　　　　制御バス
　　　１１２　　　　ＣＰＵ
　　　２０１　　　　撮像レンズ
　　　２０２　　　　撮像素子
　　　２０３　　　　ＣＤＳ／ＡＧＣ回路
　　　２０４　　　　Ａ／Ｄ変換器
　　　２０５　　　　駆動部
　　　３０１　　　　ブラックバランス補正部
　　　３０２　　　　ホワイトバランス補正部
　　　３０３　　　　ＡＥ評価値部
　　　４０１　　　　フレーム遅延部
　　　４０２　　　　差分検出部
　　　４０３　　　　しきい値判別部
　　　１００１　　　照明制御部
　　　１２０１　　　アドレス比較部
　　　１３０１　　　表示画面
　　　１３０２　　　指定領域
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　　　１３０３　　　標本
　　　１３０４　　　標本
　　　１４０１　　　圧縮部
　　　１９０１　　　しきい値選択部

【図１】 【図２】

【図３】
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