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(57)【要約】
　測定対象である被検査物に作用した照明光に基づいて
被検査物を検査する検査装置であって、分光感度特性が
互いに異なる複数の光電変換部を有し、被検査物に作用
した照明光を受光する光検出部１３と、光検出部１３の
動作条件を決定する動作条件決定部１１と、動作条件に
基づいて光検出部１３を制御する計測制御部１２と、動
作条件に基づいて制御された前記光検出部１３の出力に
基づいて色推定処理を行う色推定処理部１４と、を備え
、動作条件決定部１１は、被検査物に対して照射する照
明光に関する照明情報、及び被検査物に関する情報であ
る被検査物情報の少なくとも一方に基づいて動作条件を
決定する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定対象である被検査物に作用した照明光に基づいて前記被検査物を検査する検査装置
であって、
　分光感度特性が互いに異なる複数の光電変換部を有し、前記被検査物に作用した照明光
を受光する光検出部と、
　前記光検出部の動作条件を決定する動作条件決定部と、
　前記動作条件に基づいて前記光検出部を制御する計測制御部と、
　前記動作条件に基づいて制御された前記光検出部の出力に基づいて色推定処理を行う色
推定処理部と、
を備え、
　前記動作条件決定部は、前記被検査物に対して照射する前記照明光に関する照明情報、
及び前記被検査物に関する情報である被検査物情報の少なくとも一方に基づいて前記動作
条件を決定する
ことを特徴とする検査装置。
【請求項２】
　設定記憶部を備え、
　前記動作条件決定部は、前記設定記憶部に記憶された情報から、前記照明情報を取得す
ることを特徴とする請求項１に記載の検査装置。
【請求項３】
　前記動作条件決定部は、所定の動作条件で制御された光検出部の出力に基づいて照明の
種別を判別し、前記照明情報として取得することを特徴とする、請求項１又は２に記載の
検査装置。
【請求項４】
　前記動作条件決定部は、所定の動作条件で制御された光検出部の出力に基づいて前記被
検査物の種別を判別し、前記被検査物の情報として取得することを特徴とする、請求項１
又は２に記載の検査装置。
【請求項５】
　前記光検出部と、前記被検査物とを相対的に移動させて、前記被検査物の複数個所の検
査結果を取得して、バーチャルスライドを生成する、バーチャルスライド生成部を更に備
えることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の検査装置。
【請求項６】
　前記動作条件決定部は、
　取得した照明情報に基づく動作条件に従って制御された前記光検出部の出力と、
　前記所定の動作条件で取得した前記光検出部の出力と、
に基づいて前記被検査物情報を取得する
ことを特徴とする、請求項２又は３に記載の検査装置。
【請求項７】
　前記動作条件決定部は読取部を有し、当該読取部により情報記録部を読み取って、前記
被検査物情報を取得することを特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載の検査装
置。
【請求項８】
　前記動作条件決定部は、前記動作条件として、前記光検出部が有する複数の光電変換部
のそれぞれについての増幅率、前記光検出部の出力の積分時間、積分動作回数、積分動作
の時間間隔及び積算回数のうちの少なくとも一つを決定することを特徴とする、請求項１
～７のいずれか一項に記載の検査装置。
【請求項９】
　前記動作条件決定部は、前記動作条件として、前記光検出部が有する前記複数の光電変
換部のうち、使用する光電変換部を決定することを特徴とする、請求項１～８のいずれか
一項に記載の検査装置。
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【請求項１０】
　前記動作条件決定部は、前記動作条件として、前記光検出部のダイナミックレンジを拡
大するように、前記光検出部で積分動作が複数回行われるように決定すると共に、順次の
積分動作の時間間隔、及び前記積分動作の各回における前記光検出部による前記出力の積
分時間、並びに前記複数の光電変換部のそれぞれについての増幅率を決定することを特徴
とする、請求項１～９のいずれか一項に記載の検査装置。
【請求項１１】
　前記色推定処理部は、前記色推定処理として、前記被検査物の色の詳細判別処理及びス
ペクトル推定処理のうち、少なくとも一方を行うことを特徴とする、請求項１～１０のい
ずれか一項に記載の検査装置。
 
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、２０１０年１２月２８日に出願された日本国特許出願第２０１０－２９１９
６７号の優先権を主張するものであり、この先の出願の開示全体をここに参照のために取
り込む。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、検査装置に関するものであり、特に、標本等の被検査物の検査を行う顕微鏡
等の検査装置に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　近年、顕微鏡や検査機等の機器において、標本等の被検査物の色等の特性を測定し、画
像処理や、診断支援や画像検査等に利用する機器がある。
【０００４】
　例えば、染色された生体標本を解析する顕微鏡等において、標本の複数部位の分光特性
を測定し、標本の染色ばらつきを推定して補正することにより、安定した標本画像を得る
装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　一方、被検査物の必要な観察領域を分割し、被検査物を位置制御しながら順次高倍率な
対物レンズで撮像して得た分割画像を統合して広視野かつ高精細なデジタル画像を効率よ
く撮像する装置も提案されている。このような装置では、被検査物を含む複数のスライド
を連続的に撮像して、高速で画像処理することが求められている。また、比較的短時間で
分光データを得ることが必要となるため回折格子等を用いた分光測定は現実的ではない。
このため、撮影に用いられる光の一部を光路分割して、カラーフィルタ等を用いたマルチ
スペクトルセンサで受光することにより比較的短時間に、簡易的な分光特性を得る技術が
採用されてきた。
　ここでカラーフィルタは、可視光のうち特定の波長域を通過させ特定の波長域を阻止す
るフィルタであり、その構成は様々である。色ガラス製や、色素を含んだ層をコーティン
グするような色素を利用したものや、いわゆる干渉フィルタのように干渉を利用したもの
、液晶チューナブルフィルタのように通過波長を電気的に制御可能なものなど多岐にわた
る。また、ここでマルチスペクトルセンサとは複数のスペクトル特性の異なる光を受光可
能なセンサである。
【０００６】
　しかし、カラーフィルタ等を用いたマルチスペクトルセンサは、コストやサイズの面で
有利である反面、カラーフィルタで実現可能な各色のセンサ間の感度に差異が生じること
がある。例えば色素タイプのカラーフィルタでは使用できる色素に制限があるために感度
に差異が生じる。一方干渉を利用したフィルタや電気的に波長を制御可能なタイプでは、
波長幅に生産上の制限は少ないが、用途によって、高精度にスペクトルの分解能を得たい
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波長領域と、そうでない波長領域と、がある場合など、取得波長の幅を異ならせることも
多く、結果として各色のセンサ間の感度に差異が生じることになる。また、測定する光源
や被測定物によっても入射する光量が異なる。
　これらを色素タイプのカラーフィルタの場合を例にとり図８から１０を用いて以下に詳
細に記す。
【０００７】
　図８（Ａ）及び（Ｂ）では、横軸に波長を、縦軸に各波長における相対的な分光感度特
性を示す。図８（Ａ）は所定未満の波長の光をカットすることで、所定以上の波長の光を
透過し、センサに検出させる、いわゆる、カット型のカラーフィルタを用いたセンサの分
光感度を示す図である。一方、図８（Ｂ）は、所定の波長域の光だけを透過させ、センサ
に検出させる、いわゆる、バンド型のカラーフィルタを用いたセンサの分光感度特性を示
す図である。
【０００８】
　図８（Ａ）は、マルチスペクトルセンサを構成する１５個のフィルタに対応する各セン
サの分光感度特性を表す曲線を示す。例えば、最も左側を始点とする曲線に対応するセン
サ（１番センサ）は波長５３０ｎｍ付近で最も分光感度が高く、他の曲線よりも全体的に
分光感度が高い。すなわち、このような特性を有するセンサは、他のセンサと比較して透
過する光量が多い。一方、最も右側（７２０ｎｍ付近）に始点を有する曲線に対応するセ
ンサ（１５番センサ）は、波長７４０ｎｍ付近になだらかなピークを有し、他のセンサよ
りも全体的に分光感度が低い。すなわち、１５番センサのフィルタは、他のセンサのフィ
ルタと比較して透過する光量が少ない。図８（Ｂ）に示すバンド型のカラーフィルタを用
いたセンサの場合についても、同様に、センサを構成する各フィルタの分光感度は種々の
波長域で異なる。
【０００９】
　このように、カラーフィルタの特性により、センサに入射する光量が波長ごとにばらつ
きがあることに加えて、顕微鏡に用いられる光源の種類に応じてカラーフィルタに入射す
る光自体の特性も異なる。顕微鏡に用いられる光源には、例えば、ＬＥＤ（Light Emitti
ng Diode）光源、ハロゲン光源等がある。ハロゲン光源は、用途に応じて、色温度変換フ
ィルタ（例えば、ＬＢＤフィルタ）と共に用いられることもある。図９は、各光源の分光
特性を示す図である。ＬＥＤ光源（白色）は、波長４６０ｎｍ付近に高いピークを有し、
波長５６０ｎｍ付近で比較的低いピークを有する。ハロゲン光源は、可視光波長域ではピ
ークは有さず、波長が高くなることに応じて強度が上昇する。他方、赤外線カットフィル
タを備えるハロゲン光源は、ＬＥＤ光源のように分光感度特性を示す曲線が著しく高いピ
ークを有することなく、可視光波長域で比較的安定した強度を有する。このように、光源
の種類に応じて、センサに入射する光の強度が大きく異なる。
【００１０】
　さらに、マルチスペクトルセンサを構成するセンサについても、波長や光源ごとにセン
サ出力が異なる。このことについて、図１０を参照して説明する。図１０は、上述した３
種の光源、すなわち、ＬＥＤ光源、ハロゲン光源、赤外線カットフィルタを備えるハロゲ
ン光源について、第１センサ～第１５センサの出力値を示す図である。縦軸は、最大出力
を１とした場合の、センサ出力値の相対値を示す。横軸に示した番号は、それぞれ各セン
サの番号に対応する。また図８(Ａ)に示すように、センサ番号が大きいほど、より長波長
側にピークを有するセンサとなる。
【００１１】
　各光源について、第１センサは、最大出力値１を示す。そして、第２センサ～第１５セ
ンサについて、検出する光の波長が大きくなるほど、センサ出力値は相対的に減少する。
減少の傾向は、ハロゲン光源を用いた場合が最もなだらかであり、ＬＥＤ光源及び色温度
変換フィルタを伴うハロゲン光源の場合は、ハロゲン光源の場合よりも、波長が高くなる
につれて急激にセンサ出力値が減少する。このように、光源の種類によっても、マルチス
ペクトルセンサに入射する光の特性が異なる。
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【００１２】
　上述したような、マルチスペクトルセンサを構成するカラーフィルタの特性、センサの
特性、そしてマルチスペクトルセンサに入射する光の光源自体の特性に加えて、対物レン
ズや、被写体の染色濃度といった、顕微鏡観察時に想定される諸条件によっても、センサ
に入射する光は変化する。したがって、マルチスペクトルセンサを構成するセンサは、非
常に広いダイナミックレンジを必要とする。
【００１３】
　ところで、センサには、ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）やＣ
ＣＤ（Charge Coupled Device）など、フォトダイオードで生じる光電流を積分すること
によって入射光量検出を行う（すなわち、蓄積積分方式で検出を行う）センサが用いられ
てきた。よって、上述のように、マルチスペクトルセンサを構成する各センサに入射する
光の特性が異なることで、各センサのフォトダイオード部に入射する光量に大きな差異が
生じると、フォトダイオードとその読み出し回路には、非常に広いダイナミックレンジが
必要となる。
【００１４】
　ここで、マルチスペクトルセンサを構成する各センサを、同一の積分時間で制御する場
合、センサのダイナミックレンジが不足するため、明るさを変更して複数回積分を行う、
異なるゲインで複数回測定を行う、光源のフリッカーをキャンセルする等の工夫が必要と
なり、測定に時間を要し、高速化ができないという課題があった。
【００１５】
　このような課題に対するセンサ側での対処方法としては、マルチスペクトルセンサを構
成する各センサの開口面積を異ならせることや（例えば、特許文献２参照）、センサーデ
ータ読み出し時の利得を各センサの感度に応じて異ならせること(例えば、特許文献３、
特許文献４参照）ことが挙げられる。しかし、そのためには、ハードウェア的な構造が必
要となり、センサ回路が複雑になると共に、様々な光源を用いて、様々な色の被写体を測
定する場合には、全ての組み合わせに対応した制御パターンを設計時にハードウェアに組
み込む必要があり、ハードウェア構成が大掛かりなものとなり、高コスト化するという問
題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】特開２００９―１４３５４号公報
【特許文献２】特開２００４－３１７１３２号公報
【特許文献３】特開２００５－３０８７４７号公報
【特許文献４】特開２００７－１０３３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　したがって、本発明の目的は、上記問題を解決するため、簡単且つ安価な構成で、照明
情報及び標本情報に基づく最適な測定条件を迅速に決定することができ、短時間での測定
を可能にする検査装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記課題を解決するため、本発明に係る検査装置は、測定対象である被検査物に作用し
た照明光に基づいて前記被検査物を検査する検査装置であって、分光感度特性が互いに異
なる複数の光電変換部を有し、前記被検査物に作用した照明光を受光する光検出部と、前
記光検出部の動作条件を決定する動作条件決定部と、前記動作条件に基づいて前記光検出
部を制御する計測制御部と、前記動作条件に基づいて制御された前記光検出部の出力に基
づいて色推定処理を行う色推定処理部と、を備え、前記動作条件決定部は、前記被検査物
に対して照射する前記照明光に関する照明情報、及び前記被検査物に関する情報である被



(6) JP WO2012/090416 A1 2012.7.5

10

20

30

40

50

検査物情報の少なくとも一方に基づいて前記動作条件を決定することを特徴とする。
【００１９】
　本発明に係る検査装置によれば、照明情報や標本情報に基づいて測定条件を変えるので
、最適な条件で被検査物を検査することができる。
【００２０】
　また、本発明に係る検査装置において、設定記憶部を備え、前記動作条件決定部は、前
記設定記憶部に記憶された情報から、前記照明情報を取得することが好ましい。
【００２１】
　本発明に係る検査装置によれば、設定記憶部に記憶された情報から、照明情報を取得す
るので、最適な条件で、迅速に被検査物を検査することができる。
【００２２】
　また、本発明に係る検査装置において、前記動作条件決定部は、所定の動作条件で制御
された光検出部の出力に基づいて照明の種別を判別し、前記照明情報として取得すること
が好ましい。
【００２３】
　本発明に係る検査装置によれば、所定の動作条件で制御された光検出部の出力に基づい
て照明の種別が判別され、照明情報として取得されるので、照明の種別に応じた最適な条
件で、被検査物を検査することができる。
【００２４】
　また、本発明に係る検査装置において、前記動作条件決定部は、所定の動作条件で制御
された光検出部の出力に基づいて前記被検査物の種別を判別し、前記被検査物の情報とし
て取得することが好ましい。
【００２５】
　本発明に係る検査装置によれば、所定の動作条件で制御された光検出部の出力に基づい
て被検査物の種別が判別され、前記被検査物の情報として取得されるので、被検査物の種
別に応じた最適な条件で、被検査物を検査することができる。
【００２６】
　また、本発明に係る検査装置において、前記光検出部と、前記被検査物とを相対的に移
動させて、前記被検査物の複数個所の検査結果を取得して、バーチャルスライドを生成す
る、バーチャルスライド生成部を更に備えることが好ましい。
【００２７】
　本発明に係る検査装置によれば、光源の照明情報や標本情報に基づいて測定条件を変え
るので、最適な条件でバーチャルスライドを生成することができ、バーチャルスライドを
高速に生成することができる。
【００２８】
　また、本発明に係る検査装置において、前記動作条件決定部は、取得した照明情報に基
づく動作条件に従って制御された前記光検出部の出力と、前記所定の動作条件で取得した
前記光検出部の出力と、に基づいて前記被検査物情報を取得することが好ましい。
【００２９】
　本発明に係る検査装置によれば、取得した照明情報に基づく動作条件に従って制御され
た光検出部の出力と、所定の動作条件で取得した光検出部の出力と、に基づいて被検査物
情報を取得するので、迅速且つ高精度で取得した被検査物情報と、照明情報とに基づいて
、被検査物を検査することができる。
【００３０】
　また、本発明に係る検査装置において、前記動作条件決定部は読取部を有し、当該読取
部により情報記録部を読み取って、前記被検査物情報を取得することが好ましい。
【００３１】
　本発明に係る検査装置によれば、動作条件決定部は読取部を有し、当該読取部により情
報記録部を読み取って、被検査物情報を取得するので、自動的に最適な条件を決定し、被
検査物を検査することができる。
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【００３２】
　また、本発明に係る検査装置において、前記動作条件決定部は、前記動作条件として、
前記光検出部が有する複数の光電変換部のそれぞれについての増幅率、前記光検出部の出
力の積分時間、積分動作回数、積分動作の時間間隔及び積算回数のうちの少なくとも一つ
を決定することが好ましい。
【００３３】
　本発明に係る検査装置によれば、動作条件として、光検出部が有する複数の光電変換部
のそれぞれについての増幅率、光検出部の出力の積分時間、積分動作回数、積分動作の時
間間隔及び積算回数のうちの少なくとも一つを決定するので、簡単且つ低コストな構成で
、照明又は被検査物に適した条件を決定し、被検査物を検査することができる。
【００３４】
　また、本発明に係る検査装置において、前記動作条件決定部は、前記動作条件として、
前記光検出部が有する前記複数の光電変換部のうち、使用する光電変換部を決定すること
が好ましい。
【００３５】
　本発明に係る検査装置によれば、動作条件として、光検出部が有する複数の光電変換部
のうち、使用する光電変換部を決定するので、照明又は被検査物に適した条件で被検査物
を検査することができる。
【００３６】
　また、本発明に係る検査装置において、前記動作条件決定部は、前記動作条件として、
前記光検出部のダイナミックレンジを拡大するように、前記光検出部で積分動作が複数回
行われるように決定すると共に、順次の積分動作の時間間隔、及び前記積分動作の各回に
おける前記光検出部による前記出力の積分時間、並びに前記複数の光電変換部のそれぞれ
についての増幅率を決定することが好ましい。
【００３７】
　本発明に係る検査装置によれば、光検出部のダイナミックレンジを拡大するように、検
出部で積分動作が複数回行われるように決定すると共に、順次の積分動作の時間間隔、及
び積分動作の各回における光検出部の出力の積分時間、並びに複数の光電変換部のそれぞ
れについての増幅率を決定するので、迅速且つ高精度に被検査物を検査することができる
。
【００３８】
　また、本発明に係る検査装置において、前記色推定処理部は、前記色推定処理として、
前記被検査物の色の詳細判別処理及びスペクトル推定処理のうち、少なくとも一方を行う
ことが好ましい。
【００３９】
　本発明に係る検査装置によれば、被検査物の色の詳細判別処理及びスペクトル推定処理
のうち少なくとも一方が行われるので、検査結果の可視化や判別処理の精度が改善される
。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明によれば、測定に先立って照明情報又は標本情報に基づいて光検出部の動作条件
を予備設定し、光検出部の出力に基づいて標本の色推定処理を行うので、簡単且つ安価な
構成で、照明情報及び標本情報に基づく最適な測定条件を迅速に決定して短時間での測定
を可能にするとともに、測定結果の精度を改善することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明による一実施の形態に係る顕微鏡装置の構成を示すブロック図である。
【図２】動作条件決定部における、照明情報取得方法の一例を示すフローチャートである
。
【図３】動作条件決定部における、標本情報取得方法の一例を示すフローチャートである
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。
【図４】本発明による一実施の形態に係る顕微鏡装置の動作を説明するフローチャートで
ある。
【図５】本発明による一実施の形態に係る顕微鏡装置を適用した顕微鏡システムの概略構
成を示す図である。
【図６】図５に示す顕微鏡システムの光学構成の概略を示すブロック図である。
【図７】図５に示す顕微鏡システムの概略動作を説明するフローチャートである。
【図８】マルチスペクトルセンサを構成する各フィルタの分光感度特性を表す曲線を示す
。
【図９】様々な光源の分光特性を示す図である。
【図１０】様々な光源についてのセンサの出力値を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下、本発明による検査装置の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００４３】
　（第１実施の形態）
　本発明による検査装置は、例えば、特定の色の検出や、画像化（現像）時の色再現性の
向上などを目的に使用することができる。本実施形態では、一例として、臓器摘出によっ
て得たブロック標本や針生検によって得た病理標本を測定対象である被検査物とし、病理
標本を測定するための顕微鏡装置について説明する。よって、以下の説明では測定対象で
ある被検査物のことを標本と称し、被検査物に関する情報である被検査物情報を標本情報
と称する。薄切りされた標本は、光を殆ど吸収及び散乱せず無色透明に近いため、一般的
に、観察に先立って色素による染色が施される。
【００４４】
　生体組織標本の染色は、元々個体差を有する生体組織に対し、化学反応を用いて色素を
固定する作業であるため、常に均一な結果を得ることが難しく、標本間で染色のばらつき
が生じている。専門の技能を有した染色技師を配置することで、同一施設内での染色ばら
つきはある程度軽減できるが、異なる施設間での染色ばらつきは依然として解決できてい
ない。
【００４５】
　染色にばらつきがあると、決定的な所見が見落とされる恐れがある。また、染色された
標本を透過した光を検出及び測定して、可視化して画像処理する場合、染色ばらつきが画
像処理精度に悪影響を及ぼすおそれがある。例えば、ある病変が特定の色を呈することが
判っていたとしても、標本を撮像した観察画像から自動的にその病変に対応する画像領域
を抽出することが難しくなる。
【００４６】
　そこで、本実施の形態による顕微鏡装置は、測定対象である染色標本を透過（作用）し
た光の検出及び測定に先立って、光の検出及び測定を行う光検出部の動作条件を決定する
と共に、光検出部の出力に基づいて標本の色推定処理を行う。光検出部の動作条件を調節
することで、標本の測定条件を最適化することが可能となる。
【００４７】
　図１は、一実施の形態による顕微鏡装置の要部概略構成を示すブロック図である。本実
施の形態による顕微鏡装置１０は、動作条件決定部１１と、計測制御部１２と、光検出部
１３と、を備える。また、図示しないが顕微鏡装置１０は、例えば、光源として、ＬＥＤ
、ハロゲンランプ等を備えるものとする。
【００４８】
　光検出部１３は、分光感度特性が互いに異なる複数の光電変換部を有し、標本に作用し
た照明光を受光する。ここでは、光検出部１３は、図８（Ａ）に示したような特性を有す
るカラーフィルタを有するマルチスペクトルセンサを備えるものとする。光検出部１３は
、光源から放射され、測定対象である標本を透過した光（測定光）を検出する。
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【００４９】
　動作条件決定部１１は、光検出部１３の動作条件を決定する。特に、動作条件決定部１
１は、標本に対して照射する照明光に関する照明情報、及び標本に関する情報である標本
情報の少なくとも一方に基づいて光検出部１３の動作条件を決定する。更には、動作条件
決定部１１は、所定の動作条件（以下、光検出予備動作と称する）で制御された光検出部
１３の出力（センサ出力）に基づいて照明の種別を判別し、照明情報として取得する。動
作条件決定部１１は、照明情報の取得にあたって、図２を参照して後述する方法に従って
、標本に対して光を照射する光源（照明）の種別を判定する。また、動作条件決定部１１
は、標本情報の取得にあたって、図３を参照して後述する方法に従って、標本の染色の種
別を判定する。
【００５０】
　また、動作条件決定部１１は、図２及び図３を参照して後述するような方法に従って、
照明情報及び標本情報を取得するだけではなく、ユーザインタフェースにより入力を受け
付け、入力結果に基づいて照明情報及び標本情報を取得し、光検出部１３の動作条件を決
定することもできる。この場合、情報の入力は、入力部を構成するキーボードを用いて手
動により行うことができる。
【００５１】
　この場合、動作条件決定部１１は、読取部を有し、当該読取部により情報記録部を読み
取って、標本情報を取得することが好ましい。この読取部は、自動読取りタイプのバーコ
ードリーダによって構成されうる。そして、自動読取りタイプのバーコードリーダは、所
定箇所に標本がセットされると、標本情報が埋め込まれたバーコードを自動的に読み取る
。これにより、フルオートで標本情報を取得することができ、手入力が不要となり、操作
が容易且つ迅速になるという効果が生じる。なお、バーコードにより標本情報を直接取得
してもよいが、バーコードリーダで読取った情報に従って、インターネット等の通信手段
により標本情報を取得してもよい。標本情報には、例えば、標本の作成施設、標本の染色
方法、標本の臓器種類、及び標本の厚みの情報が含まれる。この他にも、標本の染色色素
や画像情報等を含めてもよい。
【００５２】
　図２は、動作条件決定部１１における、照明情報取得方法の一例を示すフローチャート
である。動作条件決定部１１は、予め所定の標準照明情報を有し、光検出部１３によるセ
ンサ出力と、所定の標準照明情報との比較に基づいて照明情報を取得する。ここで、標準
照明情報とは、例えば、ハロゲン光源やＬＥＤ光源等顕微鏡に備えられうる光源のスペク
トル特性を表す基準値である。すなわち、ハロゲン光源についての標準照明情報は、赤色
光（波長６２０ｎｍ～７５０ｎｍ程度）や赤外光（波長約７００ｎｍ～１ｍｍ）の光量の
基準値であり、ＬＥＤ光源についての標準照明情報は、白色ＬＥＤ光のスペクトルのピー
クが存在する、波長４６０ｎｍ付近の光量の基準値でありうる。これら光量の基準値は絶
対的な値でもよいし、所定の色（例えば５００ｎｍ～６００ｎｍ）に対する上記赤色光や
赤外光の比などのような相対値でもよい。
【００５３】
　動作条件決定部１１は、予め定められた光検出予備動作に従って動作する光検出部１３
によって検出される、光源から放射された光（照明光）についてのセンサ出力を取得する
（ステップＳ２０１）。例えば、光検出予備動作は、顕微鏡装置１０のステージにセット
した標本載置用のスライドガラス（標本を含まない）を透過した光（すなわち、標本に作
用していない照明光）についてのセンサ出力を検出する動作である。動作条件決定部１１
は、取得したセンサ出力を分析し、赤色光の有無を判定する（ステップＳ２０２）。判定
は、マルチスペクトルセンサを構成する複数のセンサのうち、赤色光の波長帯の光を検出
するために設けられたセンサのセンサ出力値に基づいて行われる。例えば、動作条件決定
部１１は、図８（Ａ）に示したプロットラインのうち、左から１３番目に始点を有するプ
ロットライン（第１３センサのプロットライン）のような分光感度特性を有するカラーフ
ィルタを経た光を検出するセンサのセンサ出力値が所定値以上であるか否かを判定するこ
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とによって、赤色光の有無を判定する。なお、ステップＳ２０２にて、赤色光ではなく、
赤外光の有無を判定しても良い。また、上記に示す実施の形態では所定の波長帯の光の有
無を所定の波長帯のセンサ出力に基づいて検出しているが、例えば、所定の波長帯と基準
の波長帯（例えば５００ｎｍ～６００ｎｍ）のセンサ出力の比に基づき、比が所定値以上
であるか否かを判定してもよい。
【００５４】
　そして、動作条件決定部１１は、ステップＳ２０２で赤色光ありと判定した場合、光源
をハロゲン光源であると判定する（ステップＳ２０２のＹｅｓ、ステップＳ２０３）。一
方、ステップＳ２０２で赤色光無しと判定した場合、ＬＥＤ光（特に、白色ＬＥＤ光）の
有無を判定する（ステップＳ２０２のＮｏ、ステップＳ２０４）。判定は、例えば、白色
ＬＥＤ光のスペクトルのピークが存在する、波長４６０ｎｍ付近の光量が所定値以上であ
るか否かを基準に行われる。例えば、動作条件決定部１１は、図８（Ａ）に示したプロッ
トラインのうち、左から５番目に始点を有するプロットライン（第５センサのプロットラ
イン）のような透過特性を有するカラーフィルタを経た光を検出するセンサの検出値を、
左から６番目に始点を有するプロットライン（第６センサのプロットライン）のような透
過特性を有するカラーフィルタを経た光を検出するセンサの検出値で除算して、その値が
所定値より大きいか否かを判定する。
【００５５】
　そして、動作条件決定部１１は、ステップＳ２０４でＬＥＤ光ありと判定した場合、光
源をＬＥＤ光源であると判定する（ステップＳ２０４のＹｅｓ、ステップＳ２０５）。一
方、ステップＳ２０４でＬＥＤ光無しと判定した場合、動作条件決定部１１は、光源をハ
ロゲン光源及びＬＥＤ光源以外であると判定する（ステップＳ２０４のＹｅｓ、Ｓ２０６
）。なお、ここでは、ステップＳ２０２においてハロゲン光源についての判定を行い、ス
テップＳ２０４でＬＥＤ光源についての判定を行ったが、これらのステップにて判定され
る光源は、ハロゲン光源及びＬＥＤ光源には限定されず、顕微鏡装置１０に実装されうる
あらゆる光源でありうる。このように、動作条件決定部１１は、光検出部１３の出力に基
づいて照明（光源）の種別を判別して、照明情報として取得するので、照明の種別に応じ
た最適な動作条件を決定し、標本を測定することができる。
【００５６】
　図３は、動作条件決定部１１における、標本情報取得方法の一例を示すフローチャート
である。動作条件決定部１１は、所定の動作条件で制御された光検出部１３の出力に基づ
いて標本の種別を判別し、標本情報として取得する。動作条件決定部１１は、光源から照
射され、標本に作用（透過）した照明光（測定光）についての、光検出部１３のマルチス
ペクトルセンサのセンサ出力を取得する（ステップＳ３０１）。そして、動作条件決定部
１１は、測定対象である標本の染色がＨＥ（Hematoxylin-Eosin）染色であるか否かを判
定する（ステップＳ３０２）。例えば、判定は、取得したセンサ出力の値と、予めデータ
ベース（図示せず）に保持しているＨＥ染色の標準データとを比較し、センサ出力の値が
ＨＥ染色の標準データと一致するか否かにより行われる。
【００５７】
　そして、動作条件決定部１１は、センサ出力値がＨＥ染色の標準データと一致すると判
定した場合には、標本の染色をＨＥ染色と判定する（ステップＳ３０２のＹｅｓ、ステッ
プＳ３０３）。一方、動作条件決定部１１は、センサ出力値がＨＥ染色の標準データと一
致しないと判断した場合には、標本の染色がマッソントリクローム（ＭＴ）染色であるか
否かを判定する（ステップＳ３０４）。判定は、ステップＳ３０２と同様に、センサ出力
値を、予めデータベース（図示せず）に保持しているマッソントリクローム染色の標準デ
ータとを比較し、一致するか否かにより行われる。
【００５８】
　そして、動作条件決定部１１は、センサ出力値がマッソントリクローム染色の標準デー
タと一致すると判定した場合には、標本の染色をマッソントリクローム染色と判定する（
ステップＳ３０４のＹｅｓ、ステップＳ３０５）。一方、動作条件決定部１１は、ステッ
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プＳ３０４で、マッソントリクローム染色ではないと判定した場合、標本の染色はＨＥ染
色及びマッソントリクローム染色以外の特殊染色であると判定する（ステップＳ３０４の
Ｎｏ、ステップＳ３０６）。
【００５９】
　なお、マッソントリクローム染色はＨＥ染色よりも、多数の色に標本が染色されるため
、より詳細な測定が必要になる。また、用途に応じて、ギムザ染色等の他の特殊染色を判
別するように動作条件決定部１１を構成することも可能である。さらには、病理検査でい
うところの標準染色であるＨＥ染色や、同特殊染色であるマッソントリクローム染色のみ
に限らず、免疫染色を判別するように動作条件決定部１１を構成することも可能である。
【００６０】
　計測制御部１２は、動作条件決定部１１が決定した動作条件に基づいて光検出部１３を
制御する。表１に動作条件の一例を示す。
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【表１】

【００６１】
　表１に示すように、動作条件決定部１１は、光源（照明情報）及び染色方法（標本情報
）毎に、測定に使用する測定チャネル（光電変換部）、積算回数、フリッカーキャンセル
の有無、センサ積分時間、及び積分動作回数等の設定を予め保持している。また、動作条
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件決定部１１は、積分動作が複数回行われる場合の動作時間間隔の設定も予め保持してい
る。さらに、動作条件決定部１１は、各センサのセンサ出力の各種増幅率も予め保持して
いる。ここで測定チャネルとは、光検出部１３を構成するマルチスペクトルセンサが有す
る複数のセンサ（光電変換部）からのセンサ出力のうち、標本の測定に用いるセンサを示
すものであり、番号は、特定された染色方法にて用いられる色の波長域の光を検出するた
めのセンサの番号（図１０に示すセンサ番号に同じ）に対応する。
【００６２】
　積算回数とは、例えば、複数回数測定してその平均値を採用する場合の測定回数のこと
をいう。積算回数を多くすることで、高い測定精度を得ることができるとともに被写体が
暗い場合にも対応することが出来る。また、フリッカーキャンセルとは、例えば、ＬＥＤ
光源の場合のＰＷＭ制御によるフリッカーの影響を除去することを含む。動作条件決定部
１１は、動作条件として、光検出部１３が有する複数の光電変換部のそれぞれについての
増幅率、光検出部１３の出力の積分時間、積分動作回数、積分動作の時間間隔及び積算回
数のうちの少なくとも一つを決定する。これにより、本実施形態に係る顕微鏡装置は、簡
単且つ低コストな構成で、照明又は標本に適した条件を決定でき、標本を測定することが
できるようになる。
【００６３】
　さらに、センサ積分時間を変えて複数回測定することにより、ダイナミックレンジを拡
大することができる。この場合、順次の積分動作の時間間隔、及び積分動作の各回におけ
る光検出部１３によるセンサ出力の積分時間、並びに複数の光電変換部のそれぞれについ
ての増幅率を決定する。これにより、本実施形態に係る顕微鏡装置は、迅速且つ高精度で
標本を測定することができるようになる。
【００６４】
　このようにして、計測制御部１２は、動作条件決定部１１によって取得された照明情報
及び標本情報に基づいて、光検出部１３の測定チャネル、当該測定チャネルによるセンサ
出力の積算回数、フリッカーキャンセルの有無、及び、センサ積分時間を制御する。
【００６５】
　色推定処理部１４は、動作条件に基づいて制御された光検出部１３により得られたセン
サ出力に基づいて色推定処理を行う。色推定処理は、標本の色の詳細判別処理及びスペク
トル推定処理、標本の色素量推定処理の少なくともいずれかでありうる。色推定処理を行
うことにより、光検出部１３により得られた検査結果である標本画像の視認性を向上させ
ることができ、且つ、標本画像についての判別処理の精度を向上させることが可能になる
。なお、色推定処理は、公知のウィナー推定等による色推定処理であっても良い。
【００６６】
　図４は本実施の形態に係る顕微鏡装置の動作を説明するフローチャートである。顕微鏡
装置１０は、動作条件設定部１１によって、照明情報及び／又は標本情報を取得する（ス
テップＳ４０１）。そして、動作条件設定部１１によって、取得した各情報に対応する動
作条件を決定する（ステップＳ４０２）。次に、計測制御部１２によって、決定した動作
条件に従って光検出部１３を制御して計測を行い、センサ出力を取得する（ステップS４
０３）。そして、色推定処理部１４によって、光検出部１３によるセンサ出力に基づいて
色推定処理を行う（ステップＳ４０４）。
【００６７】
　このように、本実施形態の顕微鏡装置によれば、動作条件決定部１１を有することによ
り、照明や標本の種類や特徴に応じて光検出部１３の動作条件を変えることができるので
、常に最適な条件で標本を測定することができるようになる。
【００６８】
　更に、動作条件決定部１１は、図２を参照して説明した、照明情報の取得にあたって、
ユーザインタフェースを介した入力を受け付け、入力された光源の種別等の情報を照明情
報として取得し、光検出部１３の動作条件を決定することもできる。この場合、図２に示
したように測定に基づいて照明情報を取得する場合に比べて、標本の測定までに要する時
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間を短縮することができる。
【００６９】
　更に、動作条件決定部１１は、照明情報を、例えば、図示しない設定記憶部等に記憶さ
れた設定情報から取得することもできる。設定記憶部は、例えば、本実施の形態に係る顕
微鏡装置に取り付けられた照明切り替えスイッチ等に連動される。動作条件決定部１１は
、設定記憶部を参照することで、例えば、光源の種別（ＬＥＤ光源、ハロゲン光源等）の
照明情報を取得する。この場合、動作条件決定部は照明情報取得のための照明光の測定を
行わないので、迅速に、光検出部１３の動作条件を決定し、標本を測定することができる
。動作条件決定部１１は、照明がハロゲン光源の場合には、色温度変換フィルタの有無に
関する照明情報を、例えば、設定記憶部等に記憶されたフィルタオンオフスイッチの情報
から取得する。そして、例えば、照明情報を、（１）LED光源で周波数制御又はＰＷＭ（P
ulse Width Modulation）制御がある場合、（２）LED光源で周波数制御及びＰＷＭ（Puls
e Width Modulation）制御がない場合、（３）ハロゲン光源で色温度変換フィルタがある
場合、（４）ハロゲン光源のみの場合のいずれかに分類して取得する。そして、動作条件
決定部１１は、上述の（１）のような照明情報を取得した場合には、フリッカーキャンセ
ルが必要であると判定し、この判定結果に基づいて光検出部１３の動作条件を決定する。
【００７０】
　更には、動作条件決定部１１は、図２を参照して説明した方法に従って照明情報を取得
するのではなく、予め設定された照明情報を有し、当該照明情報に基づいて光検出部１３
の動作条件を決定することが可能である。
【００７１】
　更には、動作条件決定部１１は、図３を参照して説明した、標本情報の取得にあたって
、標本を含むプレパラートに付されたバーコード等を読み取って、当該バーコードに埋め
込まれた標本情報を取得することも可能である。これにより、標本情報の測定に要する時
間を短縮でき、迅速に標本の測定を行うことが可能になる。
【００７２】
　更には、動作条件決定部１１は、図２を参照して説明した方法に従う等により取得した
照明情報照明情報に基づく動作条件に従って制御された光検出部１３のセンサ出力と、所
定の動作条件で取得した光検出部１３のセンサ出力と、に基づいて標本情報を取得するこ
ともできる。すなわち、動作条件決定部１１は、既に取得済みの照明情報を利用して標本
情報を取得することができる。これにより、本実施形態に係る顕微鏡装置は、照明情報と
、当該照明情報に基づいて迅速且つ高精度に取得した標本情報と、に基づいて標本を測定
することができる。
【００７３】
　この場合、動作条件決定部１１は、取得済みの照明情報に基づいて決定した動作条件の
下、光検出部１３によって標本を経た光についてのセンサ出力値を測定する。そして、こ
のセンサ出力値と、照明情報を取得した際のセンサ出力値と、に基づいて、標本の分光透
過率を推定する。このようにして、動作条件決定部１１は、標本に施された染色を特定す
る。なお、図３を参照して説明したように、動作条件決定部１１は、染色の特定は、例え
ば、予めデータベースに保持しているＨＥ染色やマッソントリクローム染色等の標準デー
タとの比較により行うことができる。
【００７４】
　ここで、図５に、本実施の形態に係る顕微鏡装置を備える顕微鏡システムの具体的構成
を示す概略図を示す。顕微鏡システムは、ユーザインタフェース２１と、ホストシステム
２２と、制御コントローラ２３と、カメラユニット制御部２４と、測定ユニット制御部２
５と、フォーカス検出ユニット制御部２６と、レボルバユニット制御部２７と、光源ユニ
ット制御部２８と、ステージユニット制御部２９と、ＸＹ駆動制御部３０と、Ｚ駆動制御
部３１と、顕微鏡３２とを備える。ホストシステム２２は、例えばＰＣであり、動作条件
決定部１１及び色推定処理部１４に対応する。制御コントローラ２３は、計測制御部１２
に対応する。
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【００７５】
　顕微鏡３２は、側面視略コ字状の顕微鏡本体３４と、顕微鏡本体３４の上部に載置され
た鏡筒部３３とを備える。鏡筒部３３は、カメラユニット３３１と、双眼ユニット３３２
と、フォーカス検出ユニット３３３と、測定ユニット３３４とを備える。カメラユニット
３３１は、対物レンズ３４２の視野範囲の標本像を結像するＣＣＤやＣＭＯＳ等の撮像素
子を備えて構成され、標本を撮像し、標本画像をホストシステム２２に出力する。双眼ユ
ニット３３２は、標本３４３を目視観察できるように観察光を導く。測定ユニット３３４
は、標本３４３のスペクトル情報を取得し、ホストシステム２２に出力する。
【００７６】
　顕微鏡本体３４は、対物レンズ３４２を保持するレボルバユニット３４１と、標本３４
３が載置されるステージユニット３４４と、顕微鏡本体３４の底部後方に内設された光源
ユニット３４５とを備える。
【００７７】
　レボルバユニット３４１が保持するレボルバは、顕微鏡本体３４に対して回転自在であ
り、対物レンズ３４２を標本３４３の上方に配置する。対物レンズ３４２は、レボルバに
対して倍率（観察倍率）の異なる他の対物レンズとともに交換自在に装着されており、レ
ボルバの回転に応じて観察光の光路上に挿入されて標本３４３の観察に用いる対物レンズ
３４２が択一的に切換えられるようになっている。
【００７８】
　ここで、対物レンズ３４２の光軸方向をＺ方向とし、Ｚ方向と垂直な平面をＸＹ平面と
して定義すると、ステージユニット３４４のステージは、ＸＹＺ方向に移動自在に構成さ
れている。すなわち、ステージは、モータ（図示せず）及び該モータの駆動を制御するＸ
Ｙ駆動制御部３０によってＸＹ平面内で移動自在である。ＸＹ駆動制御部３０は、ＸＹ位
置の原点センサ（図示せず）によってステージのＸＹ平面における所定の原点位置を検知
し、この原点位置を基点としてモータの駆動量を制御することによって、標本の観察視野
を移動させる。
【００７９】
　また、ステージは、モータ（図示せず）及び該モータの駆動を制御するＺ駆動制御部３
１によってＺ方向に移動自在である。Ｚ駆動制御部３１は、Ｚ位置の原点センサ（図示せ
ず）によってステージのＺ方向における所定の原点位置を検知し、この原点位置を基点と
してモータの駆動量を制御することによって、所定の高さ範囲内の任意のＺ位置に標本を
焦準移動させる。
【００８０】
　制御コントローラ２３は、ホストシステム２２の制御に基づいて、顕微鏡装置３２を構
成する各部の動作を統括的に制御する。例えば、制御コントローラ２３は、レボルバを回
転させて観察光の光路上に配置する対物レンズ３４２を切換える処理や、切換えた対物レ
ンズ３４２の倍率等に応じた光源の調光制御や各種光学素子の切換え、あるいはＸＹ駆動
制御部３０やＺ駆動制御部３１に対するステージの移動指示等、標本３４３の観察に伴う
顕微鏡３２の各部の調整を行うとともに、各部の状態を適宜ホストシステム２２に通知す
る。
【００８１】
　また、制御コントローラ２３は、フォーカス検出ユニット３３３を制御して顕微鏡３２
のフォーカス状態に関する情報を取得し、その結果に応じてＺ駆動制御部３１に対するス
テージの移動指示を行うことで標本に自動的にピントを合わせるオートフォーカス制御を
実現する。
【００８２】
　さらに、制御コントローラ２３は、ホストシステム２２の制御に基づいて、カメラユニ
ット３３１の自動ゲイン制御のＯＮ／ＯＦＦ切換、ゲインの設定、自動露出制御のＯＮ／
ＯＦＦ切換、露光時間の設定等を行ってカメラユニット３３１を駆動し、カメラの撮像動
作を制御する。また、測定ユニット３３４によるスペクトルの取得の際の測定視野や測定
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箇所、測定数、測定の際の積算回数や使用するマルチスペクトルセンサのチャネル数、フ
ィルタ設定等を制御する。
【００８３】
　図６は、顕微鏡システムの光学構成の概略を示すブロック図である。光源ユニット３４
５の光源３４５１から射出された照明光は、色温度変換フィルタ３４５２とコンデンサレ
ンズ３４５３とを通過して標本３４３に照射され、その透過光が観察光として対物レンズ
３４２に入射する。
【００８４】
　対物レンズ３４２を通過した光はハーフミラー３３３１によって分割され、一方はフォ
ーカス検出回路３３３２に導入され、他方は双眼ユニット３３２に導入される。双眼ユニ
ット３３２に導入された光は、ハーフミラー３３２１及び３３２２によって接眼レンズ３
３２３へ照射され、標本３４３の被検査画像（標本像）が検鏡者に目視観察される。
【００８５】
　また、双眼ユニット３３２に導入された光は、ハーフミラー３３２１及び３３２２によ
ってカメラユニット３３１へ導入される。カメラユニット３３１へ導入された光は、結像
レンズ３３１１を介してカメラ結像面３３１２に結像される。
【００８６】
　また、双眼ユニット３３２に導入された光は、ハーフミラー３３２１によって測定ユニ
ット３３４へ導入される。測定ユニット３３４へ導入された光は、反射ミラー３３４１及
び結像レンズ３３４２により結像面３３４３で結像され、結像面３３４３上には視野枠が
設けられ、結像面３３４３中の所定の視野の光のみを導く構成となっている。これにより
、結像面３３４３の視野枠の変更（例えば、１００μｍ×１００μｍから４００μｍ×４
００μｍへの変更）に対応可能となる。結像面３３４３中の所定の視野の光はその後光拡
散デバイス３３４４（例えば、光ファイバ又は積分球）により、結像面３３４３の光を混
合又は拡散して均一化され、マルチスペクトルセンサ３３４６に照射される。なお、マル
チスペクトルセンサ３３４６の前には赤外カットフィルタ３３４５を挿脱可能なように配
置することも可能である。
【００８７】
　マルチスペクトルセンサ３３４６は、複数（例えば、４～２０色）のカラーセンサで構
成されている。使用するカラーセンサ数、すなわち計測スペクトルチャネル数については
、被写体が分光的に細かい特性を持っている場合にはチャネル数を多くし、高い測定精度
を必要としない場合にはチャネル数を少なくして計測時間を短縮する。測定スペクトルチ
ャネル数の情報は、動作条件決定部１１で決定される動作条件に含まれる。
【００８８】
　上述の顕微鏡システムでバーチャルスライドを作成する場合には、制御コントローラ２
３は、ホストシステム２２の制御に基づいて、ＸＹ駆動制御部３０やＺ駆動制御部３１に
対するステージの移動指示と、カメラユニット制御部２４に対する撮像指示との同期をと
る。すなわち、光検出部１３を構成するカメラユニット３３１に対して、標本３４３を移
動させて、標本３４３の複数個所の検査結果である標本画像を取得して、バーチャルスラ
イドを生成する。上述したような各機能ブロックは、バーチャルスライド生成部を構成す
る。そして、ホストシステム２２は、顕微鏡３２により取得された複数の部分的な対象標
本画像をそれぞれ処理して、バーチャルスライド画像を生成する。ここで、バーチャルス
ライド画像とは、顕微鏡３２よって撮像した１枚以上の画像を繋ぎ合せて生成した画像で
あり、例えば高倍率の対物レンズ３４２を用いて標本を部分毎に撮像した複数の高解像画
像を繋ぎ合せて生成した画像であって、標本の全域を映した広視野でかつ高精細の画像の
ことを言う。
【００８９】
　図７は、図５に示す顕微鏡システムの概略動作を説明するフローチャートである。ここ
では、顕微鏡システムにセットされた、染色標本から作成したプレパラートについて計測
及び撮影を行い、バーチャルスライド画像を生成するものとする。まず、制御コントロー
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ラ２３は、ステージユニット制御部２９によってＺ駆動制御部３１及びＸＹ駆動制御部３
０を制御し、フォーカス検出ユニット制御部２６によってフォーカス検出ユニット３３３
を制御して、低倍率の対物レンズ３４２で標本３４３を低倍率で撮像するようにステージ
ユニット３４４を移動させる（ステップＳ７０１）。以下、低倍率で撮像された画像をサ
ムネイル画像と称する。そして、ホストシステム２２は、サムネイル画像に基づいて、バ
ーチャルスライド画像を生成するために必要な撮影箇所数を算出する。
【００９０】
　そして、制御コントローラ２３は、カメラユニット制御部２４によってカメラユニット
３３１を制御して、撮影を行う（ステップＳ７０２）。そして、ホストシステム２２は、
撮像した画像に基づいて、標本領域を検出する（ステップＳ７０３）。標本領域は、サム
ネイル画像から取得した標本の位置情報に基づいて検出する。そして、制御コントローラ
２３は、レボルバユニット制御部２７によってレボルバユニット３４１を制御して、高倍
率の対物レンズ３４２をセットし、そして、測定ユニット制御部２５によって測定ユニッ
ト３３４を制御して、サムネイル画像から取得した標本の位置情報に基づいて照明情報及
び／又は標本情報を測定可能な位置にセットし、照明情報及び／又は標本情報を取得する
（ステップＳ７０４及びＳ７０５）。そして、ホストシステム２２は、取得した照明情報
及び／又は標本情報に基づいて測定ユニット３３４の動作条件を決定する（ステップＳ７
０６）。このとき、ホストシステム２２は、予め記憶している照明情報及び標本情報のテ
ーブルや、ネットワークを介して随時取得した照明情報及び標本情報を含む諸情報に基づ
いて動作条件を決定する。
【００９１】
　カメラユニット制御部２４は、複数箇所の撮像を行うため、撮像回数ｎに初期値０を設
定する（ステップＳ７０７）。カメラユニット３３１により、標本３４３の撮像を行うと
ともに、測定ユニット３３４により、撮像に同期して標本３４３の測定を行う（ステップ
Ｓ７０８）。ステップＳ７０８による処理が終了すると、カメラユニット制御部２４は、
撮像回数ｎを１だけインクリメントする（ステップＳ７０９）。
【００９２】
　次に、カメラユニット制御部２４は、撮像回数ｎが、ホストシステム２２によって算出
された撮像箇所数と一致しているか否かを判定する（ステップＳ７１０）。撮像回数ｎが
撮像箇所数と一致していない場合には、ステージユニット制御部２９によってＺ駆動制御
部３１及びＸＹ駆動制御部３０を制御し、（ステップＳ７１１）、ステップＳ７０８から
ステップＳ７１０の処理を繰り返す。一方、ホストシステム２２は、撮像回数ｎが撮像箇
所数と一致した場合には、色推定処理を行い（ステップＳ７１２）、処理を終了する。ス
テップＳ７１２における色推定処理は、具体的には、標本スペクトル推定処理、色素量推
定処理、標本画像色均質化現像処理である。標本スペクトル推定処理は画素値からスペク
トルを推定する処理である。色素量推定処理は、画素値からスペクトルを推定し、スペク
トルから各染色の色素量を推定する処理である。標本画像色均質化処理は、例えば、ガウ
シアンフィルタ、メディアンフィルタ、平均値フィルタ等を用いた平滑化処理である。
【００９３】
　このように、本実施の形態に係る顕微鏡システムによれば、標本のバーチャルスライド
を生成する際に、各分割画像を取得する前に照明情報及び標本情報に基づいて光検出部１
３の動作条件を決定するので、最適な条件で各分割画像を取得することができると共に、
各分割画像を取得する度にキャリブレーション等を行う装置に比べて、検査時間を削減す
ることができるようになる。
【００９４】
　さらに、上述の実施形態では、照明情報及び標本情報の両方を用いて光検出部１３の動
作条件を決定したが、本発明に係る検査装置は、照明情報及び標本情報の一方のみに基づ
いて光検出部１３の動作条件を決定することもできる。以下、照明情報のみに基づいて光
検出部の動作条件を決定して大規模バーチャルスライドを作成する例について説明する。
【００９５】
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　本実施の形態に係る顕微鏡システムを用いて、連続的に複数枚のスライドを自動で入れ
替えて撮影する大規模バーチャルスライドを作成することが可能である。複数枚のスライ
ドから取得した画像をつなぎ合わせて生成する大規模バーチャルスライドでは、スライド
毎に光源を変えて計測（撮像）を行うことは稀なため、スライド毎に照明情報を取得し直
す必要は無い。よって、大規模バーチャルスライド作成時には、顕微鏡システムを起動し
、大規模バーチャルスライドを作成すべき複数枚のスライドのうち最初の一枚について測
定を行う前に、一旦、照明情報を取得すれば、照明情報を変更するための入力がない限り
は、スライド毎に照明情報を取得する必要はない。よって、この場合、大規模バーチャル
スライドを構成する複数のスライドのそれぞれについて照明情報を取得するための動作を
行わないため、大規模バーチャルスライドの作成のための時間を短縮することができる。
ここでは照明情報のみを取得しているが、もちろん、さらにスライド1枚ごと又は数枚に
１回の頻度で標本情報を取得してもよい。
【００９６】
　このように、本発明の趣旨及び範囲内で、多くの変更及び置換ができることは当業者に
明らかである。従って、本発明は、上述の実施形態によって制限するものと解するべきで
はなく、特許請求の範囲から逸脱することなく、種々の変形や変更が可能である。例えば
、顕微鏡装置は、上述したような透過型顕微鏡に限られず、標本で反射された（標本に作
用した）照明光を光検出部１３で検出する反射型顕微鏡であっても良い。また、例えば、
半導体デバイスの製造時利用される検査装置のような、顕微鏡以外の装置に用いられても
良い。
　また、本実施の形態は色素を利用した構成のマルチスペクトルセンサについて記載され
ているが、干渉を利用しても良いし、液晶チューナブルフィルタ等を用いた電気的に波長
透過率を制御可能なカラーフィルタを用いたマルチスペクトルセンサを用いても良い。本
実施の形態ではセンサの測定チャネルを選択することで結果的にマルチスペクトルセンサ
全体の感度特性を変更していたが、電気的に波長透過率を制御可能なカラーフィルタを用
いる場合には、電気的に各センサのフィルタの波長の透過特性を変更させることで同様の
効果を得ることができる。この場合、本実施の形態では測定に使用しないチャネルが発生
していたが、これを発生させないようにフィルタの特性を制御することができるので、よ
り光を効率的に利用することができる。また、上記に述べたフィルタを二つ以上組み合わ
せても良い。
【符号の説明】
【００９７】
　１１　　　動作条件決定部
　１２　　　計測制御部
　１３　　　光検出部
　１４　　　色推定処理部
　２１　　　情報取得部
　２２　　　ホストシステム
　２３　　　制御コントローラ
　２４　　　カメラユニット制御部
　２５　　　測定ユニット制御部
　２６　　　フォーカス検出ユニット制御部
　２７　　　レボルバユニット制御部
　２８　　　光源ユニット制御部
　２９　　　ステージユニット制御部
　３０　　　ＸＹ駆動制御部
　３１　　　Ｚ駆動制御部
　３２　　　顕微鏡
　３３　　　鏡筒部
　３４　　　顕微鏡本体
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　１２１　　データベース
　３３１　　カメラユニット
　３３２　　双眼ユニット
　３３３　　フォーカス検出ユニット
　３３４　　測定ユニット
　３４１　　レボルバユニット
　３４２　　対物レンズ
　３４３　　標本
　３４４　　ステージユニット
　３４５　　光源ユニット
　３３１１，３３４２　結像レンズ
　３３１２　カメラ結像面
　３３２１，３３２２，３３３１　ハーフミラー
　３３２３　接眼レンズ
　３３３２　フォーカス検出回路
　３３４１　反射ミラー
　３３４３　結像面
　３３４４　光拡散デバイス
　３３４５　赤外カットフィルタ
　３４５２　色温度変換フィルタ
　３３４６　マルチスペクトルセンサ
　３４５１　光源
　３４５３　コンデンサレンズ
 

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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