
JP 2012-511906 A 2012.5.31

10

(57)【要約】
細胞含有試料における細胞について核を計数するための
方法およびシステムが開示される。該方法は：細胞含有
試料の原画像を受信する工程；原画像を１つ以上の核ク
ラスターを含むセグメント画像に変換する工程を含む。
該方法は：１つ以上の核クラスターごとに、核クラスタ
ーの凸包を得る工程；核クラスターを核クラスターの凸
包と比較することにより核クラスター上のどんな欠刻で
も位置を突き止める工程；欠刻の集計に基づいて第一の
核計数を計算する工程；核クラスターを複数の細胞のう
ちの細胞に割り当てる工程をさらに含む。該方法は：細
胞ごとに、それを構成する核クラスターの第一の核計数
を総計することにより第二の核計数を計算すること；複
数の細胞のうちの少なくとも１つの第二の核計数に基づ
く結果を提示することをさらに含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞含有試料における複数の細胞の核を計数するためのコンピュータ実装法であって、
　前記細胞含有試料の原画像を受信する工程；
　前記原画像を、対照的背景上に１つ以上の核クラスターを含むセグメント画像に変換す
る工程；
　前記１つ以上の核クラスターごとに：
　前記核クラスターの凸包を得る工程；
　前記核クラスターを前記核クラスターの前記凸包と比較する工程により前記核クラスタ
ー上のどんな欠刻でも位置を突き止める工程；
　前記欠刻の集計に基づいて前記核クラスターについて第一の核計数を計算する工程；お
よび
　前記核クラスターを前記複数の細胞のうちの１つの細胞に割り当てる工程；
　前記複数の細胞の細胞ごとに、それを構成する核クラスターの前記第一の核計数を総計
する工程により第二の核計数を計算する工程；ならびに
　前記複数の細胞のうちの少なくとも１つについての前記第二の核計数に基づいて結果を
生み出す工程、
を含む方法。
【請求項２】
　前記結果を生み出す工程が、
　前記複数の細胞それぞれをその第二の核計数に基づいて、単核、二核または多核に分類
する工程、および
　少なくとも１つの分類の細胞の集計を提示する工程、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記細胞含有試料の前記原画像が、前記細胞含有試料における前記細胞の染色された核
の蛍光画像である、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記原画像が、単一蛍光画像チャネルから得られる単色画像である、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記原画像における核の推定サイズおよび最小強度を指定する１つ以上の核パラメータ
を受信する工程をさらに含み；
　前記原画像を前記１つ以上の核クラスターを含むセグメント画像に変換する工程が、前
記１つ以上の核パラメータに基づいて前記原画像から核クラスターを分離する工程をさら
に含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記セグメント画像がバイナリー画像である、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記核クラスター上のどんな欠刻でも位置を突き止める工程が：
　前記核クラスターの前記凸包を含むフィルター画像を得る工程；および
　前記セグメント画像における前記核クラスターを前記フィルター画像におけるそのそれ
ぞれの凸包から減算する工程をさらに含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　単一細胞に所属する２つの核間の最大距離を指定するパラメータを受信する工程をさら
に含み；
　前記核クラスターを細胞に割り当てる工程が：



(3) JP 2012-511906 A 2012.5.31

10

20

30

40

50

　前記核クラスターの前記第一の核計数と第二の核クラスターの前記第一の核計数とが両
方とも１に等しい場合には、
　前記核クラスターと前記第二の核クラスターとの間の分離距離を決定し；
　前記分離距離が前記最大距離よりも少ない場合に前記核クラスターおよび前記第二の核
クラスターを共通の細胞に割り当てる工程をさらに含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記細胞含有試料における前記細胞の染色された細胞質を含む第二の原画像を受信する
工程；
　前記第二の原画像における前記核クラスターの位置と前記第二の核クラスターの位置と
の間の強度ギャップを検出する工程により、前記核クラスターおよび前記第二の核クラス
ターの細胞割り当てを検証する工程、
をさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　１つ以上の欠刻を有する核クラスターごとに：
　前記セグメント画像における前記１つ以上の欠刻それぞれのサイズを増強し；
　前記核クラスターを前記欠刻において２つ以上の核に分割する工程、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記結果を生み出す工程が：
　前記複数の細胞のそれぞれを、その第二の核計数に従って分類に割り当てる工程；
　前記分類のうちの１つ以上からの細胞を含む細胞マップを提示する工程であって、各分
類からの細胞が共通の特徴によって同定され、前記細胞のうちの少なくとも１つが前記分
割から生じた核を含む、工程、
をさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記核クラスターを２つ以上の核に分割する工程が：
　欠刻が増強されている前記セグメント画像における前記核クラスターに基づいて距離変
換を得て、
　前記距離変換に分水界変換を適用する工程により前記核クラスターにおける２つ以上の
核間の境界を得る工程、
をさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記原画像における微小核についての推定サイズ、最小強度、および主要核からの距離
範囲を指定する１つ以上の微小核パラメータを受信する工程；
　前記原画像を、前記１つ以上の微小核パラメータに基づいて１つ以上の非付着微小核を
含む第二のセグメント画像に変換する工程；
　前記原画像を、１つ以上の核クラスターを含む第三のセグメント画像に、前記１つ以上
の微小核パラメータに基づいて、前記第三のセグメント画像が前記１つ以上の核クラスタ
ーにおいて付着微小核を含むのに十分な解像度を有するように、変換する工程；
　前記第三のセグメント画像における前記１つ以上の核クラスターにおいてどんな付着微
小核でも検出する工程；
　前記非付着および前記付着微小核のそれぞれを、前記複数の細胞のうちの１つの細胞に
割り当てる工程；ならびに
　前記細胞に割り当てられる前記非付着および前記付着微小核を集計する工程により前記
複数の細胞ごとに微小核計数を計算する工程、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　どんな付着微小核も検出する工程が：
　前記第三のセグメント画像における各核クラスターを、前記第一のセグメント画像にお
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けるその対応する核クラスターから減算する工程；および
　前記減算から生じた画像から付着微小核を同定する工程、
を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記結果を生み出す工程が：
　前記複数の細胞のうちの少なくとも１つの前記第二の核計数および前記微小核計数に基
づく結果を提示する工程、
をさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記非付着および付着微小核のそれぞれを前記複数の細胞のうちの１つの細胞に割り当
てる工程が：
　各付着微小核を、前記微小核が付着している核を含有する細胞に割り当てる工程；
　非付着微小核ごとに：
　前記非付着微小核と隣接する核クラスターとの間の距離を計算する工程；および
　前記距離が前記１つ以上の微小核パラメータにより指定される距離範囲内であれば、前
記非付着微小核を、前記核クラスターを含有する細胞に割り当てる工程、
をさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　少なくとも１つのプロセッサーにより実行されると：
　細胞含有試料の原画像を受信する工程；
　前記原画像を、対照的背景上で１つ以上の核クラスターを含むセグメント画像に変換す
る工程；
　前記１つ以上の核クラスターごとに：
　前記核クラスターの凸包を得る工程；
　前記核クラスターを前記核クラスターの前記凸包と比較する工程により前記核クラスタ
ー上のどんな欠刻でも位置を突き止める工程；
　前記欠刻の集計に基づいて第一の核計数を計算する工程；および
　前記核クラスターを前記複数の細胞のうちの１つの細胞に割り当てる工程；
　前記複数の細胞の細胞ごとに、それを構成する核クラスターの前記第一の核計数を総計
する工程により第二の核計数を計算する工程；ならびに
　前記複数の細胞のうちの少なくとも１つについての前記第二の核計数に基づいて結果を
生み出す工程、
を含む操作を前記プロセッサーに実施させる、命令がその上に記憶されているコンピュー
タ可読媒体。
【請求項１８】
　１つ以上のプロセッサーと；
　前記１つ以上のプロセッサーに連結されたメモリーであって、
　前記１つ以上のプロセッサーにより実行されると、
　細胞含有試料の原画像を受信する工程；
　前記原画像を、対照的背景上で１つ以上の核クラスターを含むセグメント画像に変換す
る工程；
　前記１つ以上の核クラスターごとに：
　前記核クラスターの凸包を得る工程；
　前記核クラスターを前記核クラスターの前記凸包と比較する工程により前記核クラスタ
ー上のどんな欠刻でも位置を突き止める工程；
　前記欠刻の集計に基づいて第一の核計数を計算する工程；および
　前記核クラスターを前記複数の細胞のうちの１つの細胞に割り当てる工程；
　前記複数の細胞の細胞ごとに、それを構成する核クラスターの前記第一の核計数を総計
する工程により第二の核計数を計算する工程；ならびに
　前記複数の細胞のうちの少なくとも１つについての前記第二の核計数に基づく結果を使
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用者に提示する工程、
を含む操作を前記１つ以上のプロセッサーに実施させる、命令を記憶するために作動可能
なメモリーと、
を含むシステム。
【請求項１９】
　細胞含有試料における細胞核を計数する方法であって：
　核染色を前記細胞含有試料に適用する工程；
　前記染色を適用後、前記細胞含有試料の画像を記録する工程；
　前記画像において核の１つ以上のクラスターの凸包を得る工程；
　凸包が得られる前記１つ以上のクラスターごとに：
　前記クラスターにおける核を数を確認する工程；および
　前記クラスターを細胞に割り当てる工程；および
　前記試料における細胞に存在する核の数を提供する工程、
を含む方法。
【請求項２０】
　前記画像が蛍光画像装置により記録される、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記細胞含有試料が、多ウェルプレートのウェルに置かれている、請求項１９に記載の
方法。
【請求項２２】
　細胞含有試料における細胞核を計数する方法であって、
　核染色を前記細胞含有試料に適用する工程；
　蛍光画像装置の単一チャネルを使用して前記細胞含有試料の画像を得る工程；および
　前記細胞含有試料における細胞の細胞質をマークする第二の染色を適用することなく、
　前記細胞含有試料の前記画像を解析して前記画像における細胞核の数の計数を得る工程
、を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に記載される技術は、一般にコンピュータ実装画像処理に関する。当該技術は
、より具体的には、多核細胞分類および微小核点数化のためのシステムおよび方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　環境毒素および薬物は、生細胞に染色体異常誘発効果をおよぼす、すなわち、細胞染色
体に顕微鏡的に見える損傷または変化を与え細胞周期が遅延することが多い。細胞染色体
に対する損傷には、染色体における切断および再編成、ならびに染色体数の変化が挙げら
れる。毒素または薬物の染色体異常誘発効果により、毒素または薬物に曝露される生細胞
では微小核が形成され多核が存在することがある。したがって、微小核の形成および多核
細胞の存在は、ある種の環境毒素に対する遺伝毒性の指標としておよび新薬の開発サイク
ル中の薬物候補の評価のために使用することが可能である。
【０００３】
　薬物または環境毒素の染色体異常誘発効果の評価は、通常ある種の微小核アッセイによ
り実現される。微小核アッセイは、培養細胞が微小核の形成を誘導するように処理され、
次に微小核誘導の程度について解析され点数化される一連の遺伝毒性学アッセイの１つで
ある。微小核アッセイ中は、切断されたまたは脱離した染色体は紡錘体から分離され、細
胞が有糸分裂を受けた後、その断片は細胞質中に捕捉されて微小核を形成する。次に、微
小核アッセイにおける微小核形成の頻度を測定し、これを使用して遺伝毒性を決定するこ
とが可能である。さらに、単核細胞に対する多核細胞の比は、細胞毒性の初期指標となる
細胞周期遅延の情報を提供する。
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【０００４】
　例となる微小核アッセイは、培養ヒトおよび／または哺乳動物細胞において微小核誘導
を測定するための細胞質分裂遮断微小核（ＣＢＭＮ）アッセイである。ＣＢＭＮアッセイ
中、細胞培養物は試験物質に曝露され；試験物質への曝露後、細胞質分裂を遮断するため
のサイトカラシンＢが添加され；次に細胞培養物は染色体損傷を与えて二核または多核間
期細胞において微小核を形成させるのに十分な期間培養され、その後細胞は回収され微小
核検出および点数化が可能になるよう染色される。
【０００５】
　微小核アッセイは、多ウェルプレートにおいて実施することが可能である。そのような
アッセイ中、様々なフルオロフォアまたは蛍光染色がプレート上のウェルにおいて培養細
胞に適用される。通常、培養細胞の細胞核と細胞質には異なる染色剤が適用される。核染
色および細胞質染色は、励起と発光フィルターの異なる組合せを使用して選択的に励起さ
れ、染色された細胞核と細胞質の別々の蛍光画像が得られる。微小核アッセイにおける細
胞、核および微小核の同定および計数は、技術者により手動で、または蛍光画像に基づく
画像処理システムもしくはソフトウェアモジュールにより行うことが可能である。細胞境
界の正確な検出ならびに核および微小核のそのそれぞれの細胞への正確な割り当ては、ア
ッセイにおいて起こった微小核誘導を点数化するのに極めて重要である。
【０００６】
　図１Ａ～１Ｃは、細胞質マーカーおよび核マーカーを用いて染色された細胞試料の蛍光
画像の例である。２チャネル蛍光画像化システムでは、細胞に付着された細胞質マーカー
および核マーカーは、２つの異なる周波数の光により選択的に励起され、その蛍光発光は
、細胞質画像（図１Ａに示されている）および核画像（図１Ｂに示されている）に別々に
捕捉される。完全な細胞画像は２つの画像を１つに重ね合わせることにより得られる（図
１Ｃに示されている）。この例では、細胞質画像は細胞の境界を示し（すなわち、図１Ａ
では赤線で示されている）、細胞あたりの核の数を計算するために処理することが可能で
ある。
【０００７】
　微小核点数化のための最近の技法は、細胞境界を検出し核および微小核をそのそれぞれ
の細胞に割り当てるために細胞質と核の両方の画像を必要とする。基本的に、主に細胞は
核よりも著しく大きく、したがって細胞境界検出のための正確な要件を満たすのはそれだ
け容易であるという理由で、核および微小核は細胞境界が存在する場所の計算に基づいて
そのそれぞれの細胞に割り当てられる。したがって、細胞質と核物質両方の対照を改良す
る単一染色がなければ、別々の染色を使用して、核の位置を強調するために使用される染
色からの細胞質の画像化を促進しなければならない。そのような技法は、試料を二度染色
し画像化しなければならないために、時間がかかり、数人の訓練された人材を必要とする
ことが多く、彼らの決定は主観的になることがある。特に、個別の細胞質画像化の必要性
は、試料調製および画像処理にかなりの量の時間と経費を導入する。
【０００８】
　さらに、細胞境界検出の正確さは細胞試料の培養密度状態により顕著な影響を受ける。
高培養密度であれば細胞境界分割は非常に困難になり、これらの技法の正確さは減少する
。図２は、高培養密度状態の細胞試料の例となる蛍光画像を示している。細胞の間隔がよ
り密になっているために、細胞への核の適切な割り当てには細胞境界検出のより高度な正
確さが必要になる。同時に、細胞質画像に基づく細胞境界検出はそのような高培養密度に
比例して一層困難になる。
【０００９】
　したがって、微小核形成および多核細胞の存在の同定および定量化のための高速、正確
、客観的、自動化、費用効果的方法および／またはシステムの必要性が存在する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　本技術は、記載される細胞含有試料における複数の細胞の核を計数するためのコンピュ
ータ実装法を含む。該方法は、細胞含有試料の原画像を受信する工程；原画像を対照的背
景上で１つ以上の核クラスターを含むセグメント画像に変換する工程；１つ以上の核クラ
スターごとに核クラスターの凸包を得る工程；核クラスターと核クラスターの凸包を比較
する工程によりどんな欠刻も核クラスター上に位置を突き止める工程；欠刻の集計に基づ
いて第一の核計数を計算する工程；および核クラスターを複数の細胞のうちの細胞に割り
当てる工程；複数の細胞の細胞ごとに、それを構成する核クラスターの第一の核計数を総
計する工程により第二の核計数を計算する工程；および複数の細胞のうちの少なくとも１
つの第二の核計数に基づく結果を使用者に提示する工程を含む。
【００１１】
　該方法は、１つ以上の欠刻のそれぞれのサイズを増強させ、核クラスターをその欠刻で
２つ以上の核に分割する工程を含む、１つ以上の欠刻を有する核クラスターをそれを構成
する核に分割するためのステップを含む工程が可能である。
【００１２】
　該方法は、原画像における微小核についての推定サイズ、最小強度、および主要核から
の距離範囲を指定する１つ以上の微小核パラメータを受信する工程；原画像を１つ以上の
微小核パラメータに基づいて１つ以上の非付着微小核を含む第二の画像に変換する工程；
原画像を、１つ以上の核クラスターを含む第三のセグメント画像に、１つ以上の微小核パ
ラメータに基づいて、第三のセグメント画像が１つ以上の核クラスターにおいて付着微小
核を含むのに十分な解像度を有するように、変換する工程；第三のセグメント画像におけ
る１つ以上の核クラスターにおいてどんな付着微小核でも検出する工程；非付着および付
着微小核のそれぞれを、複数の細胞のうちの細胞に割り当てる工程；ならびに細胞に割り
当てられる非付着および付着微小核を集計する工程により複数の細胞ごとに微小核計数を
計算する工程を含む、細胞含有試料において細胞の微小核を計数するためのステップをさ
らに含む工程が可能である。
【００１３】
　細胞含有試料において細胞核を計数するための方法が開示される。該方法は、核染色を
細胞含有試料に適用する工程；染色を適用後、細胞含有試料の画像を記録する工程；画像
において核の１つ以上のクラスターの凸包を得る工程；凸包が得られる１つ以上のクラス
ターごとに、クラスターにおける核の数を確認する工程；およびクラスターを細胞に割り
当てる工程を含む。該方法は、試料において細胞中に存在する核の数を提示する工程をさ
らに含む。
【００１４】
　細胞含有試料において細胞核を計数するための方法が開示される。該方法は、核染色を
細胞含有試料に適用する工程；蛍光画像化装置の単一チャネルを使用して細胞含有試料の
画像を得る工程；および細胞含有試料における細胞の細胞質をマークする第二の染色を適
用することなく、細胞含有試料の画像を解析して画像における細胞核の数の計数を得る工
程を含む。
【００１５】
　該方法は、核、微小核の数、および微小核を含有する細胞の割合、微小核形成の頻度、
ならびに単核細胞に対する多核細胞の比を報告する工程が可能である。
【００１６】
　本明細書に記載される方法のうちの任意の方法を実装するシステムも開示される。
【００１７】
　本明細書に記載される方法のうちの任意の方法の特定のステップまたはすべてのステッ
プを実施するための命令がコード化されたコンピュータ可読媒体も開示される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１Ａ～１Ｃは、２つの染色を使用して得られた細胞含有試料の例となる蛍光画
像を示す図である。
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【図２】図２は、高培養密度を有する細胞含有試料の例となる蛍光画像を示す図である。
【図３】図３は、試料が多核細胞を含有している、核マーカーで染色された細胞含有試料
の例となる蛍光画像を示す図である。
【図４】図４は、試料が微小核細胞を含有している、核マーカーで染色された細胞含有試
料の例となる蛍光画像を示す図である。
【図５】図５Ａ～５Ｅは、細胞含有試料の核画像に基づいて細胞含有試料の中の細胞につ
いて核を同定し、グループ化し、計数するための例となるプロセスを示す図である。
【図６】図６Ａ～６Ｄは、核クラスター上の欠刻を増強することにより核クラスターをそ
れを構成する核に分割するための例となるプロセスを示す図である。
【図７】図７は、細胞含有試料の細胞中の付着および非付着微小核を示す例となる細胞マ
ップを示す図である。
【図８】図８は、凸包法を使用して細胞含有試料中の細胞の核を計数するための例となる
プロセスの流れ図である。
【図９】図９は、細胞含有試料中の細胞について微小核を計数するための例となるプロセ
スの流れ図である。
【図１０】図１０は、細胞含有試料の核画像に基づく核計数のための凸包法を利用するた
めの例となるプロセスの流れ図である。
【図１１】図１１は、本明細書に記載される方法を実施するのに適した例となる蛍光画像
化システムの模式図である。
【図１２】図１２は、本明細書の他の場所に記載されている方法を使用する核および微小
核計数のための核および微小核パラメータを入力するためのソフトウェアプログラムの例
となるユーザーインターフェイスを示す図である。
【図１３】図１３は、本明細書の他の場所に記載されている方法を使用する核および微小
核計数のために構成されるソフトウェアプログラムからの例となる出力画像を示す図であ
る。
【図１４】図１４は、本明細書の他の場所に記載されている方法を使用する核および微小
核計数のための例となる画像を示す図である。
【図１５】図１５は、本明細書の他の場所に記載されている方法を使用する核および微小
核計数のための例となる画像を示す図である。
【図１６】図１６は、本明細書の他の場所に記載されている方法を使用する核および微小
核計数のために構成されるソフトウェアプログラムからの別の例となる出力を示す図であ
る。
【図１７】図１７は、本明細書の他の場所に記載されている方法を実装し実施するために
使用することができるコンピュータシステムの模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
概要
　本明細書に開示される方法を実装する方法、システム、およびコンピュータ可読媒体は
、微小核誘導のための細胞の集団および／または多核細胞の存在を定量的に解析するのに
必要な時間を減少させる。ある種の実施形態では、細胞核の画像のみが必要である。その
ような実施形態では、細胞質染色、画像化、および細胞質の画像の処理は、核および微小
核を細胞に割り当てるのに必要ではない。
【００２０】
　本明細書に記載される方法は自動化することが可能であり、画像解釈および核計数にお
ける主観性を減少させるのにも寄与することが可能である。該方法は、複数の試料が同時
に画像化される場合などの、プレート中の複数の曝露されたウェルを同時に評価するのに
適応可能である。たとえば、細胞の集団に対する単一化合物の効果を手動で評価するのは
、現在当業者に公知の方法を使用して１～２週間かかることがあるが、本明細書に記載さ
れる方法であれば数時間で９６ウェルプレート全体についての結果を出すことが可能であ
る。したがって、本明細書に記載される方法は、試験される化合物あたりの処理量および
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費用の著しい改良を提供して、遺伝毒性および細胞毒性試験を創薬過程のもっと早期の段
階で実行可能にすることができ、それによって見込みがない薬物候補をもっと迅速に取り
除くことにより時間と費用が節約される。
【００２１】
　本開示は、染色細胞の蛍光画像などの、細胞の画像において細胞、細胞あたりの核、お
よび細胞あたりの微小核の数を同定し計数するための画像処理法を記載する。該方法は、
細胞含有試料が核マーカーのみで染色されている適用に特に適している。そのような実施
形態では、細胞質マーカーは核および微小核の同定および計数に必要ではなく、そのため
に細胞質染色および細胞質画像処理に伴う相当量の時間および費用が節約される。本開示
に記載される方法を使用すれば、蛍光画像における核および微小核の細胞への割り当ては
細胞質マーカーを使用せずに実現することが可能である。それにより、細胞境界情報は、
細胞質画像なしで核画像のみから推定することができる。したがって、そのような方法で
は、細胞境界同定の正確さは、細胞培養密度状態により悪影響を受けることがない。
【００２２】
　画像中の細胞は、各細胞内の細胞核の数に基づいて、単核、二核、または多核として分
類することが可能である。さらに、蛍光画像における細胞中の微小核の発生頻度を、各細
胞内の微小核の数に基づいて決定することが可能である。微小核に対する単核の比などの
他の測定値も得ることが可能である。同じ方法を拡張して、たとえば、計数目的で、核画
像における核クラスターを個々の核に分割することが可能である。
細胞中の主要核の同定および計数
　図３は、核マーカーを用いて染色された細胞試料の例となる画像を示している。図３で
は、核クラスターの像が暗／対照的背景の上に見える。各核クラスターは、単一核、一対
の接触核または２つを超える接触核を含有することができる。たとえば、図３では、３つ
の楕円によりマークされる３つの核クラスターはそれぞれが一対の接触核を含有していて
、四角によりマークされる核クラスターは３つの接触核を含有しており、三角によりマー
クされる核クラスターは１つの核を含有している。これらの核クラスターはそれぞれがお
そらく単一の細胞に属しており、他のすぐ近くの核クラスターから比較的大きく離れてい
るせいで他の核クラスターとは細胞を共有していない。これとは対照的に、図３中３つの
円によりマークされる三対の核クラスターでは、三対のそれぞれにおける各核クラスター
は単一核のみを含有しており、三対の核クラスターのそれぞれの対は、互いに近接近して
いるせいでおそらく単一の共通の細胞を共有している。
【００２３】
　図４は、核マーカーを用いて染色された細胞試料の別の例となる画像である。図４では
、核クラスターの像が暗／対照的背景の上に見える。各核クラスターは、図３において示
されるクラスターと同様に、単一核、一対の接触核、または２つを超える接触核を含有す
ることができる。しかし、正常な大きさの核（または本明細書に記載される主要核）を含
有する核クラスターに加えて、この画像ではいくつかの微小核が暗／対照的背景の上に見
える。微小核のいくつかは本明細書では「付着」微小核、すなわち、主要核に接触してい
る微小核と呼ばれる。他の微小核は本明細書では「非付着」微小核、すなわち、どの主要
核からも分離している微小核と呼ばれる。たとえば、図４では、２つの楕円に囲まれた２
つの微小核は付着微小核であり、２つの四角に囲まれた３つの微小核は非付着微小核であ
る。２つの付着微小核のそれぞれは、おそらく微小核が付着している核クラスターを含有
するそれぞれの細胞に所属している。この例では、１つの付着微小核は画像の左下隅の三
核細胞に所属しており、もう１つの付着微小核は画像の中央下の二核細胞に所属している
。さらに、３つの非付着微小核のそれぞれは、おそらくその微小核がもっとも近接近して
いる核クラスターに所属している。具体的には、１つの非付着微小核は、画像の左上隅の
三核細胞に所属しており、他の２つの非付着微小核は画像の右上隅の三核細胞に所属して
いる。「付着微小核」が真の「微小核」であるのか、または単に「ブレブ」であるのかに
関して科学界には考えられる意見の不一致があるが、本開示においては「付着微小核」は
微小核と見なされそう呼ばれる。使用者は、細胞中の微小核と主要核との間の最短距離を
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指定する適切な微小核パラメータを設定することにより、その解析においてこれらの「付
着微小核」を検討の対象から除外することが可能である。
【００２４】
　人が画像中の細胞の数を手動で決定し、核クラスターおよび微小核を同定し、各核クラ
スターおよび微小核をそれに適した細胞に割り当て、そのような核画像に基づいて各細胞
中の核および微小核の数を計数するのは比較的直観的ではあるが、手動による同定および
計数は、特に何百ものまたは何千もの細胞が存在する場合には主観的で、退屈で、時間が
かかることがある。したがって、薬物候補の効果を試験する時に典型的に行われるように
、多数の細胞を含む試料または多数の細胞試料を手動で処理し、各試料中の微小核誘導を
測定するのは非実用的である。
【００２５】
　本開示は、細胞核の画像から核クラスターを自動的に分割し、核クラスター周囲の欠刻
の数および／または他の形状／サイズの要素に基づいて核クラスターが単一核、一対の接
触核、または２つを超える接触核を含有するかどうかを決定する、コンピュータ実装法な
どの画像処理法を記載する。さらに、該方法は各核クラスターを細胞に割り当てる。いく
つかの例では、細胞は、それぞれが単一核、一対の接触核、または２つもしくはそれ以上
の接触核を含有する単一の核クラスターを含有していることもあり、他の例では、細胞は
、それぞれが単一核を含有する一対の間隔が狭い核クラスターを含有していることもある
。いくつかのまれな場合では、細胞は、それぞれが１つ以上の核を含有していることがあ
る複数の核クラスターを含有していることもある。各細胞内の核の集計は、核クラスター
の割り当てに基づいて得ることが可能である。
【００２６】
　各核クラスター内の核の数は、核クラスターの周囲のいくつかの欠刻に基づいて決定さ
れる。核クラスター周囲の欠刻は、セグメント画像において核クラスターの凸包を計算し
、そのそれぞれの凸包から核クラスターを減算することにより同定される。各核クラスタ
ー周辺の欠刻を増強させて、核クラスターをそれを構成する核に図表的に分割することを
促進することが可能である。各クラスター中の分割された核を示す細胞マップを使用者に
提示することが可能である。分割結果を使用して核クラスター内の核計数を検証すること
も可能である。
【００２７】
　同一方法は、核画像から付着および非付着微小核を分割し、微小核のそれぞれを細胞に
割り当てることに適用することが可能である。各微小核の細胞割り当ては微小核とそのも
っとも近い核クラスター間の距離に基づいている。割り当てが終了すると、各細胞内の微
小核の集計が得られる。
【００２８】
　主要核の数および微小核の数が細胞ごとに計数されると、細胞は、主要核の数に従って
単核、二核、または多核として分類することが可能である。微小核形成の頻度（すなわち
、細胞あたりの微小核）は、微小核の数および細胞の数に基づいて決定することができる
。単核と微小核の比は、細胞含有試料中の単核細胞の数および微小核の数に基づいて得る
ことができる。
【００２９】
　図５Ａ～５Ｅは、細胞試料の核画像に基づく主要核分割、計数およびグループ化のプロ
セスの概観を示す。
【００３０】
　図５Ａは、核マーカーを用いて染色された細胞試料の蛍光画像（またはグレースケール
強度画像）である。染色された細胞試料が、適切な励起周波数の光に曝露されると、核マ
ーカーは蛍光を発し核マーカーからの光放射は核画像に記録される。したがって、画像中
の比較的高強度の領域は、細胞試料における細胞内の核の部位を示す。
【００３１】
　細胞試料中の核部位から放射される光に加えて、核画像は試料中の他の不純物もしくは
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細胞断片から、または周囲環境から放射されるまたは反射される迷走シグナルも含有する
ことがある。これらの背景シグナルは、ノイズと呼ばれることもあるが、蛍光核原画像か
ら核像を同定し分離することに難問をもたらす。さらに、核自体からの放射は不均等なこ
とがあり、核部位でも同様に不均等な強度を生じる。正確な計数のためには、前処理ステ
ップを使用して、蛍光原画像から対照的背景上に主要核クラスターのみを含有する分割バ
イナリー画像を得ることが可能である。バイナリー画像は画素ごとに２つの可能な値のみ
を有するデジタル画像である。典型的には、バイナリー画像に使用される２つの色は黒と
白であるが、どんな２色でも使用することが可能である。画像中のオブジェクト（複数可
）のために使用される色は前景色であり、画像の残りは背景色である。
【００３２】
　分割法は、コンピュータ画像処理の分野に他の適用を見出している。分割における主要
な作業は、画像中において対象のオブジェクトを背景と区別することである。本方法は核
原画像を、平滑で輪郭のはっきりした境界を有する核クラスターを含有するバイナリー画
像に分割する。分割化は局所的背景強度を上回る使用者指定のまたは装置指定の最小強度
に基づくことが可能である。グレースケール画像は、この最小強度値に基づいて背景と前
景領域に分離される。さらに、閾値強度を下回るすべての画素をゼロに設定することによ
り背景強度における変動をならして、閾値を上回る輝度を有する画素を未変化にまたは均
一な前景値に設定したままにしておくことも可能である。
【００３３】
　いくつかの実装では、核または核クラスターの最大および最小幅などの他の入力を使用
して、不純物、細胞断片、および人為産物からのシグナルをフィルター除去することが可
能である。いくつかの実装では、セグメント画像における核クラスターの縁は、主要核の
最大、最小および／または平均サイズに基づいてならされる。
【００３４】
　いくつかの実装では、主要核クラスターの前処理または分割は、核クラスターが画像に
おいて背景から明確に分離されている限りバイナリー画像をもたらす必要はない。
【００３５】
　細胞試料の核原画像の最初の処理および分割後、１つ以上の核クラスターを含むセグメ
ント画像が得られる。図５Ｂは、図５Ａにおける核原画像に基づく例となる分割バイナリ
ー画像を示している。セグメント画像は、対照的背景上に分離された主要核クラスターを
含有している。核クラスターの画素はすべて均一な強度を有する。主要核クラスターは、
単一核、一対の接触核、または２つを超える接触核を含有していることがある。
【００３６】
　各主要核クラスターに含有される核の数は、各核クラスターの境界に沿った欠刻の数に
基づいて確認することが可能である。核クラスターごとに欠刻の数を得るためには、画像
における核クラスターごとに先ず凸包が計算される。数学では、実ベクトル空間Ｖにおけ
る点の集合Ｘに対する凸包は、Ｘを含有する最小凸集合である。細胞核は大部分が卵型で
あるために、２つ以上の核が接触して核クラスターを形成すると、クラスターの境界、ま
たは周囲に沿って欠刻が形成される。核クラスターを含有するセグメント画像では、各ク
ラスターは点の非空有限集合であり、集合中の各点は核クラスターの境界内部の画像上の
画素である。点の有限集合の凸包をコンピュータ処理するための方法は、計算幾何学の分
野では公知である。凸包計算を実施するための適用可能なアルゴリズムの詳細は文献で入
手可能であり、本明細書に記載されるように、細胞核などの画像にそのようなアルゴリズ
ムを適応させ実装するのは当業者の能力の範囲内である。適切なアルゴリズムは数値的方
法の他にも解析的方法にも基づいている。凸包計算に関する参考例は、ｔｈｅ　ＧＮＵ　
Ｏｃｔａｖｅ　Ｍａｎｕａｌ　Ｖｅｒｓｉｏｎ　３、ｂｙ　Ｊｏｈｎ　Ｗ．　Ｅａｔｏｎ
、Ｄａｖｉｄ　Ｂａｔｅｍａｎ、ａｎｄ　Ｓｏｒｅｎ　Ｈａｕｂｅｒｇであり、この文献
の内容は参照により本明細書に組み込まれている。
【００３７】
　直接計算によりまたは外部ソフトウェアモジュールを通じてのどちらかで各核クラスタ
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ーの凸包が得られると、各核クラスター周囲の欠刻は、核クラスターとそのそれぞれの凸
包を比較することにより得られる。いくつかの実装では、それぞれの凸包を含有するフィ
ルター画像から核クラスターのセグメント画像を減算することにより、欠刻のみを含有す
る結果の画像が得られる。いくつかの実装では、核クラスターとそのそれぞれの凸包間の
違いに関する情報は視覚的に描写することが可能である。いくつかの実装では、情報は画
像中の画素ごとにデータとして記憶される。図５Ｃは、主要核クラスターを含有するセグ
メント画像とそのそれぞれの凸包を含有するフィルター画像を比較することから得られた
欠刻を示す例となる画像である。図５Ｃでは、２つ以上の接触核を含有する核クラスター
周囲に欠刻が見られる。単核を含有する核クラスター周囲には欠刻は見られない。いくつ
かの実装では、減算から生じた迷走画素をフィルター除去するためのステップを実施する
ことができる。
【００３８】
　核クラスターの境界に沿った欠刻の数とそこに含有される核の数との間の相関関係は、
統計的もしくは数学的モデル、またはヒューリスチィック規則に基づいて見つけることが
可能である。たとえば、欠刻をまったく含有しない核クラスターはおそらく単核を含有し
ており；単一欠刻または一対の相対する欠刻を含有する核クラスターはおそらく２つの核
を含有しており；３つの欠刻を含有する核クラスターはおそらく３つの核を含有している
；等々である。各核クラスターに沿った欠刻の数を集計することにより、核クラスター中
に含有される核の数を示す第一の核計数が得られる。各核クラスター内の核の数を決定す
る時には、細胞試料における核の最大および最小のサイズ／幅、核クラスターの総面積、
核クラスターの形状係数（たとえば、核クラスターがどれくらい丸いか、または長いか）
等々、などの他の要因も考慮することが可能である。いくつかの実装では、ポリ核（すな
わち、二核または多核）核クラスターごとの核分割結果も、核クラスター内の核の数を決
定する際に使用することが可能である。
【００３９】
　いくつかの例では、細胞試料は、一対の間隔は狭いが非接触の核を有する細胞を含有す
る。この対における核はそれぞれ、画像分割中は別々の核クラスターとして表される。単
核を有する核クラスターが単核細胞における唯一の核であるのかまたは二核細胞における
一対の核のうちの１つなのかを決定するために、核クラスターと隣接する核クラスターと
の間の距離がコンピュータ処理され、細胞内の核間の使用者指定のまたは事前に決められ
た閾値最小距離と比較される。いくつかの実装では、２つ以上の接触核を含有する核クラ
スターは、細胞内の唯一の核クラスターであると見なされ、図５Ｄに示されるなどのグル
ープ化解析から除外される。そのような実装では、残りの単核核クラスター間における各
対の隣接核クラスター間の距離が決定され最小閾値距離と比較される。一対の隣接単核核
クラスター間の距離が最小閾値距離よりも小さい場合には、その対の隣接単核核クラスタ
ーはグループ化され、共通の細胞に関連付けられる。ある実装では、近接核を１つの細胞
にまとめるかどうかを決定する時には、隣接核間の形態およびテクスチャの類似性のよう
な他の要因が考慮される。
【００４０】
　いくつかの実装では、細胞質画像も利用できる場合には、隣接単核核クラスターのグル
ープ化は、２つの隣接単核クラスター間の細胞質画像の強度レベルを照合することにより
随意に検証することができる。この検証作業における一般仮定は、２つの隣接単核核クラ
スターが同じ細胞に所属するのであれば、２つの核クラスター間の細胞質画像の強度は、
どんな強度ギャップもなく比較的均一になると考えられることである。しかし、２つの単
核核クラスターが異なる細胞に所属するのであれば、２つの異なる細胞間の細胞質の不在
のせいで２つの核クラスター間の細胞質画像には強度ギャップが存在すると考えられる。
この検証ステップは、細胞への核割当ての正確さを改良すると考えられる。このステップ
は確かに細胞質画像の処理を必要とするが、細胞割り当て検証には細胞質画像の分割は必
要ではない。細胞質画像の分割と比べると、細胞質画像における強度ギャップについての
照合が必要とする計算時間および処理時間ははるかに少ない。
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【００４１】
　いくつかの実装では、各細胞は、核クラスターが２つ以上の核を含有しているかどうか
とは無関係に２つ以上の核クラスターを含有しうると仮定される。たとえば、二核核クラ
スターは単核核クラスターと同じ細胞に割り当てられ、三核細胞を生じうる。そのような
実装では、核クラスターの細胞への割り当ては、核クラスターとその隣接核クラスターと
の間の距離に基づいている。たとえば、各核クラスター内の画素を照合して、ある画素が
別の核クラスターにおける画素から事前に決定されたまたは使用者指定の最小距離内にあ
るかどうかを確認することができ、そのような画素が存在すれば、２つの核クラスターは
同じ細胞に割り当てられる。いくつかの実装では、平均、最大、最小細胞サイズならびに
／または核形態および強度テクスチャの類似性などの他の要因を使用して、細胞への所与
の核クラスターの割り当てが不適切である可能性があるかどうかを決定することが可能で
ある。いくつかの実装では、核クラスター間の細胞質強度に基づく同じ検証ステップを、
２つの単核核クラスターのグループ化に関して記載された通りに実施することが可能であ
る。
【００４２】
　核クラスターの細胞へのグループ化の後、画像中に存在する細胞ごとに第二の核計数が
得られる。たとえば、２つ以上の接触核を含有する各核クラスターが別々の細胞に割り当
てられる場合には、その細胞内の核の総計数は核クラスター内の核計数と同じである。２
つの単核核クラスターが同じ細胞に割り当てられる場合には、細胞内の核の総計数は、２
つである両核クラスターについての核計数の総計である。複数の核クラスターが単一の細
胞に割り当てられる場合には、細胞内の核の総計数は、その細胞に割り当てられた成分核
クラスターすべてについての核計数の総計である。
【００４３】
　細胞ごとの総核計数が得られると、いくつかの結果が得られ使用者に提示することがで
きる。たとえば、細胞ごとの核計数を提示することができる。代わりに、原画像における
細胞を、それぞれの細胞内に含有される核の数に基づいて、単核、二核、または多核、等
々として分類することが可能である。いくつかの実装では、各分類における細胞の集計を
使用者に提示することができる。いくつかの実装では、その細胞が属する特定の分類の一
般的特徴によりマークされる１つ以上の核クラスターを示す細胞マップを使用者に提示す
ることができる。たとえば、単核細胞、二核細胞、および多核細胞に割り当てられる核ク
ラスターはすべて、細胞マップにおける異なる特徴的色によりそれぞれマークされる。い
くつかの実装では、細胞試料内の多核細胞の割合も得られ、細胞毒性の指標として使用す
ることが可能である。いくつかの実装では、その細胞割り当てに従って核クラスターの分
水界変換を使用することにより細胞境界が得られる。
増強されたＶ欠刻に基づく核分割
　図６Ａ～６Ｄは、核クラスター内の主要核を計数するための方法、すなわち、二核また
は多核核クラスターを核クラスター周囲の欠刻に基づいてそれを構成する核へ分割するこ
との別の面を示している。
【００４４】
　核クラスターの画像をそれを構成する核に分離する様々な方法が生物医学画像処理の分
野で考えられてきた。一般に使用されるアルゴリズムは、分水界アルゴリズムである。分
水界アルゴリズムは、蛍光核画像から得られるセグメント画像に適用することが可能であ
る。用語「分水界」は、グレーレベル画像を、明領域が「高」と見なされ暗領域が「低」
と見なされる地形面に例える図画アナロジーに由来する。このアルゴリズムでは、地形面
上の各地域的最小値に穴が開けられていると仮定され、表面がこれらの穴から「出水して
いる」ならば、水は画像の集水流域（すなわち、そのもっとも急な斜面経路が所与の最小
値に到達する表面上の点の集合）を次第に溢れさせることになる。この洪水手順の最後に
は、各最小値は「分水界線」により完全に取り囲まれている。
【００４５】
　分割バイナリー画像において核クラスター内の成分核間に境界線を得るためには、核ク
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ラスターは、核クラスターの輪郭が分水界線に一致し核が分水界線に取り囲まれた集水流
域に一致するように、局所的最小値が成分核の中心に位置する形態を有している必要があ
る。そのような結果を得るためには、分水界変換が適用される前に、セグメント画像上で
距離変換を実施することが可能である。デジタル画像についての距離変換は、距離が画素
とその最寄りの非背景画素間である、画像の画素ごとの距離値を含有する。図６Ｃは、２
つの接触核（図６Ｃの左上隅に示されている）を含む例となるバイナリー核クラスターに
適用された例となる距離変換と分水界変換を示している。バイナリー画像の距離変換によ
り図６Ｃの画像Ａが生じる。この画像は、画像全体にまたがる集水流域が１つしかないた
めにあまり有用ではない。画像の補数の距離変換により図６Ｃの画像Ｂが生じる。画像Ｂ
のほうが密であるが、その集水流域は核の中心にない。画像Ｂをネゲートすると図６Ｃの
画像Ｃが生じ、これは核ごとに１つの集水流域を示しており、画像Ｃは分水界変換の準備
ができている。分水界変換を画像Ｃに適用すると、図６Ｃの画像Ｄで示されるように、２
つの核間の境界が得られる。
【００４６】
　分水界変換は核クラスターをそれを構成する核に分割する際に使用されてきたが、分水
界変換は、それが接触領域において狭い「ネック」を示す接触オブジェクトに頼るという
事実から生じるいくつかの限界を有する。オブジェクトセグメンテーションのための分水
界変換プロセスは誤りがちであることで有名である。オブジェクトセグメンテーションを
導く「マーカー」の適切な集団を作製するためのアルゴリズムの設計にはかなりの尽力が
払われてきた。本方法では、核クラスターの境界沿いの狭いネックのためのこれらのマー
カーは、核クラスターをそのそれぞれの凸包と比較することにより得られてきた。分水界
法の有効性を改良するために、欠刻のサイズが増強される。たとえば、その増強は、Ｖ欠
刻の先端を伸長することにより、または単に欠刻のサイズを拡大することにより実施する
ことができる。欠刻を増強すれば、核クラスターをそれを構成する核に分割する際の分水
界法の正確さが改良される。
【００４７】
　図６Ａに示されるように、先ず、核クラスターをそのそれぞれの凸包から減算すること
により、二核核クラスターおよび多核核クラスターについて欠刻が得られる。図６Ｂでは
、欠刻はそのサイズを拡大することにより増強されている。増強された欠刻は核クラスタ
ーにさらに狭い「ネック」を生じる。さらに、欠刻の数も、分割されることになる各核ク
ラスターに含有される核の数に関する情報を提供する。図６Ｃでは、通常の標準距離変換
および分水界変換を、増強された欠刻を用いて核クラスター上で実施することができ、二
核核クラスターおよび多核核クラスターごとに核境界が得られる。図６Ｄでは、分割から
生じた核を細胞マップに提示することができる。提示される細胞マップは、その細胞の分
類、すなわち、単核、二核または多核に従って各核を同定することができる。この例では
、多核細胞は緑色としてマークされ、１つのそのような多核細胞の核は細胞マップの左縁
に示されており；二核細胞は橙色としてマークされ、そのような二核細胞の接触核の対が
細胞マップの様々な位置に示されており；単核細胞は灰色としてマークされ、そのような
単核細胞の核は細胞マップの様々な位置に示されている。たとえば、図６Ｄの細胞マップ
上に掛かる楕円によりマークされる核クラスターについては、核分割プロセスから得られ
る核境界が細胞マップに表示されている。
細胞中の微小核の同定および計数
　細胞における主要核の適切な同定、グループ化および計数に加えて、微小核の適切な同
定、細胞割り当ておよび計数も、微小核誘導の正確な測定を得るのに必要である。
【００４８】
　核画像では、微小核をその細胞の主要核から分離するもしくは主要核に付着させないよ
うにすることが可能であり、または微小核をその細胞の主要核に付着させることが可能で
ある。核原画像から微小核構造体を分割するためには、局所的背景を上回る最小強度、微
小核と主要核両方の最大および最小サイズなどのパラメータを分割のために使用すること
を除いて、主要核クラスターを分割するのに使用されたのと同じ方法を利用することがで
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きる。微小核パラメータは、本明細書の方法を実装するソフトウェアまたはシステムにお
いて、使用者指定される、または事前に決定されることが可能である。
【００４９】
　分離されたまたは非付着の微小核を含むセグメント画像は、局所的背景を上回る強度な
らびに微小核に指定された最大および最小サイズに基づいて得られる。
【００５０】
　付着した微小核の同定は、非付着微小核の同定よりも込み入っている。先ず、主要核ク
ラスターの境界がならされるこの時点では、平滑フィルターが微小核のサイズに基づいて
いて、したがって、主要核に付着しているどんな微小核も主要核クラスター中で完全なま
まに保つのに十分な解像度を与えることを除いて、主要核クラスターは以前の通りに同定
される。主要核クラスターおよび付着微小核を含むセグメント画像から主要核クラスター
のみを含むセグメント画像を減算することにより、付着微小核のみを含む結果の画像が作
成される。この減算から生じる人為産物およびノイズは、付着微小核周囲の欠刻を同定す
ることによりフィルター除去することができる。
【００５１】
　非付着微小核と付着微小核が両方ともセグメント画像において同定される場合、それぞ
れが少なくとも１つの主要核クラスターを含有する細胞に割り当てられる。細胞における
微小核と主要核との間の最大および最小距離は、使用者により指定されるまたはソフトウ
ェアもしくはシステムにより事前に決定されることが可能である。これらの距離を使用す
れば、核画像中のこの許容可能な距離範囲の外側に位置する人為産物および死滅ＤＮＡ断
片を、これら人為産物および死滅ＤＮＡ断片が微小核と誤って同定されないように、フィ
ルター除去することができる。微小核の細胞への割り当ては、微小核と隣接主要核間の距
離に基づいている。付着微小核は、その微小核が付着している主要核クラスターを含有す
る細胞に割り当てられる。非付着微小核は、その微小核にもっとも近接近している主要核
を含有する細胞に割り当てられる。付着微小核（または主要核に付着している核物質）が
実際、細胞試料における微小核誘導を測定するための微小核であるかどうかに関してはあ
る種の論争が存在する。使用者は、微小核と主要核との間のノンゼロ最小距離を指定して
、付着微小核を、微小核点数化の際に同定され考慮されることから取り除くことができる
。
【００５２】
　各同定された微小核がそれぞれの細胞に割り当てられると、各細胞における微小核の計
数が得られる。試料における微小核の総数および細胞の総数に基づいて、微小核形成の頻
度を計算することが可能である。微小核の画像は、細胞試料中の主要核と共に細胞マップ
に提示することができる。図７は、主要核および微小核を示す例となる細胞マップである
。核は、そのそれぞれの細胞の分類を示す異なる色でマークされており、たとえば、灰色
は単核細胞を表し、橙色は二核細胞を表し、緑色は多核細胞を表す。細胞マップにおける
微小核は紫色にマークされている。微小核は主要核に付着しているまたは非付着であるこ
ともあり、各微小核はその細胞において唯一の微小核であるまたは少数の微小核の１つで
あることもあり、各微小核は、単一主要核、一対の主要核、または複数の主要核と細胞を
共有していることもある。これら上記の状況の例は図７において、円でマークされた細胞
で見ることができる。
【００５３】
　図８は、本明細書に開示される方法を使用して細胞含有試料において細胞の核を計数す
るための例となるプロセス８００の流れ図である。例となるプロセス８００は、細胞含有
試料の原画像を受信するためのステップ８０２、原画像を１つ以上の核クラスターを含有
するセグメント画像に変換するためのステップ８０４を含み；次に核クラスターごとに例
となるプロセス８００はさらに：核クラスターの凸包を得るためのステップ８０６、核ク
ラスターをその凸包と比較することにより核クラスター上のどんな欠刻でも得るためのス
テップ８０８、欠刻の集計に基づいて第一の核計数を計算するためのステップ８１０、お
よび複数の細胞のうちの細胞に核クラスターを割り当てるためのステップ８１２を含み；
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次に細胞ごとに例となるプロセス８００はさらにその第二の核計数に基づいて各細胞を単
核、二核または多核に分類するためのステップ８１４を含み；次に例となるプロセス８０
０は第二の核計数または少なくとも１つの細胞の分類に基づく結果を提示するためのステ
ップ８１８を含む。例となるプロセス８００は、本核計数法の１つの可能な実装を記載し
ている。例となるプロセス８００におけるすべてのステップが特定の実装において必要と
されるわけではない。
【００５４】
　いくつかの実装では、細胞含有試料の原画像を受信するためのステップ８０２は、使用
者が本明細書に記載される核計数法を実装するソフトウェアモジュールに原画像の出所位
置を入力することにより呼び出すことが可能である。いくつかの実装では、ステップ８０
２は、画像システムが細胞含有試料の画像を取り込んだ後、画像システムに直接連結され
ているソフトウェアモジュールにより自動的に実施される。いくつかの実装では、原画像
は、核マーカーを用いて染色された細胞の蛍光画像である。いくつかの実装では、細胞は
、細胞質マーカーによっても細胞膜マーカーによっても染色されていない。いくつかの実
装では、原画像は画像システムの単一チャネルを使用して作成される単色像である。いく
つかの実装では、原画像は画像における核画素が強度値を記録する強度画像である。
【００５５】
　いくつかの実装では、原画像を１つ以上の核クラスターを含有するセグメント画像に変
換するためのステップ８０４はソフトウェアモジュールにより実施される。いくつかの実
装では、変換は使用者により入力されたまたはソフトウェアモジュールにおいて事前に決
定された１つ以上の核パラメータに基づいている。１つ以上の核パラメータは、核（また
は微小核と区別され時には「主要」核と呼ばれることもある）の最大および最小幅ならび
に局所的背景を上回る最小強度を含むことが可能である。これらの核パラメータを使用す
れば、背景ノイズ、不純物および非核オブジェクトのせいである原画像中に記録される迷
走シグナルをフィルター除去することができる。たとえば、以下の手順：最小強度を下回
り局所的背景を上回る強度値を有する画素はゼロに設定されて、原画像における背景ノイ
ズを取り除き；最小強度を上回り位置背景を上回る強度を有する画素はノンゼロ前景強度
値に設定されて核クラスター内の非均一性を取り除き；核の最大および最小幅を使用して
、原画像においてそのサイズのせいで核または核クラスターである可能性がないオブジェ
クトをフィルター除去し；核の最大および最小幅も使用されて、原画像において同定され
た核クラスターの縁を、それが卵形のオブジェクト（すなわち、細胞核）のクラスターと
して見えるようにならす、のうちの１つ以上を実施して、原画像を核クラスターを含むセ
グメント画像に変換することができる。いくつかの実装では、上記の変換後に得られるセ
グメント画像は、核クラスターが前景強度を有し画像の残りが背景強度（たとえば、ゼロ
）を有するバイナリー画像である。
【００５６】
　いくつかの実装では、一連のステップ（たとえば、ステップ８０６、８０８、８１０お
よび８１２）は、セグメント画像において各核クラスターごとに実施される。いくつかの
実装では、核クラスターの凸包を得るためのステップ８０６は、外部の数学または幾何学
ソフトウェアモジュールにより実施される。核クラスター内のすべての画素（点）が外部
のソフトウェアモジュールに提供され、外部のソフトウェアモジュールは、核クラスター
において画素を含む（画素／点の）最小凸集合である核クラスターの凸包を戻す。
【００５７】
　細胞核は一般に卵形であるために、接触核は、２つ以上の接触核を含む核クラスター周
囲に自然に欠刻を生じる。核クラスター上のこれらの欠刻は、核クラスターとそのそれぞ
れの凸包を比較することにより検出することが可能である。いくつかの実装では、核クラ
スターとその凸包を比較することにより核クラスター上のどんな欠刻でも位置を突き止め
るためのステップ８０８は、核クラスターの凸包を含むフィルター画像を得て、セグメン
ト画像における核クラスターをフィルター画像におけるそのそれぞれの凸包から減算する
ことをさらに含む。いくつかの実装では、核クラスターごとの凸包は、凸包およびその関
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連する核クラスターの減算または比較がクラスター－クラスターを基に実施することがで
きるように、個々に記憶されそのそれぞれの核クラスターと関連付けられる。いくつかの
実装では、核クラスターすべての凸包はフィルター画像に記憶され、凸包およびその関連
する核クラスターの減算または比較は、画像全体について実施される。
【００５８】
　複数の細胞のうちの細胞に核クラスターを割り当てるためのステップ８１２はさらに、
ポリ核細胞における核間の最大距離を指定する核パラメータを受信し、核クラスター間の
距離が指定された最大距離よりも小さいときのみ核クラスターを同じ細胞に割り当てるこ
とを含むことが可能である。いくつかの実装では、多核クラスターは細胞内の唯一の核ク
ラスターであると推定され、距離に基づく細胞割り当ては単核核クラスターについてのみ
実施される。いくつかの実装では、多核核クラスターは別の核クラスターと細胞を共有す
ることができ、距離に基づく細胞割り当ては核クラスターすべてについて実施される。そ
のような実装では、細胞の閾値サイズを使用して、あまりにも多くの核クラスターが誤っ
て同じ細胞に割り当てられることを防ぎうる。
【００５９】
　いくつかの実装では、距離に基づく細胞割り当ては、単核核クラスターについて実施さ
れ、２つの単核核クラスターが十分に間隔が狭ければ、共通の細胞に割り当てることが可
能である。いくつかの実装では、多核細胞における核はすべて通常類似の形態および染色
強度を示すので、核クラスターの類似性を計算して、細胞割り当ての正確さ改良すること
が可能である。そのような実装では、細胞割り当ては、細胞含有試料における細胞の染色
された細胞質を含む第二の原画像を使用することによりさらに検証することが可能である
。第二の原画像を受信し２つの間隔の狭い単核クラスターの細胞割り当てを検証するため
のステップを実施することができる。検証は、第二の原画像において２つの間隔の狭い単
核核クラスターの位置間の強度ギャップを検出することにより実施される。検証は、２つ
の間隔の狭い単核核クラスターが同じ細胞に所属しているのであれば、細胞中の細胞質の
強度は比較的均一であり、強度ギャップは検出されないという仮定に基づいている。一方
、２つの間隔の狭い単核核クラスターが２つの異なる細胞に所属しているのであれば、２
つの異なる細胞それぞれにおいて細胞質間に強度ギャップが存在すると考えられる。細胞
質画像における強度ギャップの検出は、細胞質画像を分割することとほぼ同じくらい計算
集約的ではないために、このステップは、処理時間を著しく増加させることなく細胞割り
当ての正確さを改良するために実施することが可能である。
【００６０】
　細胞は２つ以上の核クラスターを含むことができるために、核クラスター上で検出され
る欠刻の数に基づいて細胞に割り当てられる核クラスターごとに第一の核計数を先ず計算
することにより（ステップ８１０）、および細胞に割り当てられた全核クラスターの第一
の核計数を総計することにより（ステップ８１４）、各細胞における核の総数を計算する
ことが可能である。いくつかの実装では、各多核核クラスターが細胞における唯一の核ク
ラスターであると推定される場合には、細胞の核計数は多核核クラスターの核計数と同じ
である。そのような実装では、単核核クラスターのみを別の単核核クラスターと同じ細胞
に割り当てることが可能であり、そのような細胞における核の総数は２である。
【００６１】
　各分類における細胞の計数が望まれるときは、随意に、細胞の第二の核計数（または核
の総数）に基づいて各細胞を単核、二核、または多核に分類するためのステップ８１４を
実施することが可能である。
【００６２】
　いくつかの実装では、画像において多核核クラスターそれぞれで核を分割するための随
意のステップを実施することが可能である。分割は、核クラスター上で検出される欠刻を
増強することにより実施することができる。欠刻の全サイズを拡大することにより、また
は欠刻の先端を伸長して核クラスターを欠刻でさらに「つまむ」ことにより、欠刻を増強
することが可能である。欠刻を増強後、欠刻が増強されたセグメント画像における核クラ
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スターに基づいて、距離変換を得ることができ、距離変換に分水界変換を適用することに
より、核クラスターにおける２つ以上の核間の境界が得られる。
【００６３】
　図９は、細胞含有試料における細胞の微小核を計数するための例となるプロセス９００
の流れ図である。例となるプロセス９００は、以下のステップ：細胞含有試料の原画像を
受信するためのステップ９０２、１つ以上の核パラメータおよび１つ以上の微小核パラメ
ータを受信するためのステップ９０４、原画像を１つ以上の核パラメータに基づいて１つ
以上の核クラスターを含む第一のセグメント画像に変換するためのステップ９０６、原画
像を１つ以上の微小核パラメータに基づいて１つ以上の非付着微小核を含む第二のセグメ
ント画像に変換するためのステップ９０８、原画像を微小核パラメータに基づいて１つ以
上の核クラスターを含む第三のセグメント画像に変換するためのステップ９１０、第三の
セグメント画像と第一のセグメント画像を比較することにより第三のセグメント画像にお
いてどんな付着微小核でも検出するためのステップ９１２、付着および非付着微小核のそ
れぞれを細胞に割り当てるためのステップ９１４、細胞に割り当てられた付着および非付
着微小核の数を集計することにより細胞ごとに微小核計数を計算するためのステップ９１
６、ならびに少なくとも１つの細胞の微小核計数に基づく結果を提示するためのステップ
９１８のうちの１つ以上を含むことが可能である。
【００６４】
　いくつかの実装では、細胞含有試料において微小核を計数するための例となるプロセス
９００は、同じ細胞含有試料において核を計数するためのプロセス８００と同時に実施す
ることが可能である。細胞含有試料の原画像を受信し、１つ以上の核パラメータおよび１
つ以上の微小核パラメータを受信するためのステップは、同じユーザーインターフェイス
において同時に実施することが可能である。１つ以上の微小核パラメータは、細胞含有試
料における微小核の最大および最小幅、原画像における微小核について局所的背景を上回
る最小強度、ならびに細胞における微小核と主要核との間の最小および最大距離を含むこ
とができる。
【００６５】
　例となるプロセス９００では、原画像を核パラメータに基づいて１つ以上の核クラスタ
ーを含む第一のセグメント画像に変換するためのステップ９０６は、図８においてステッ
プ８０４に関して記載されるのと同じように実施することができる。第一のセグメント画
像では、核クラスターの境界が主要核のサイズに従ってならされているために、核クラス
ターにはどんな付着微小核も含まれておらず、付着微小核からのシグナルは平滑作業中に
取り除かれる。原画像を非付着微小核を含む第二のセグメント画像に変換するためのステ
ップ９０８は、使用されるパラメータが微小核パラメータであることを除いてステップ９
０６に類似している。主要核クラスターは、細胞含有試料において予想することができる
微小核の最大サイズに基づいて第二のセグメント画像から取り除くことが可能である。原
画像を微小核パラメータに基づいて１つ以上の核クラスターを含む第三のセグメント画像
に変換するためのステップ９１０は、平滑作業が微小核のサイズに基づいて実施されて、
核クラスターにおいて付着微小核を完全なままにしておくのに十分な解像度を与えること
を除いて、ステップ９０６に類似している。第三のセグメント画像における１つ以上の核
クラスターは、１つ以上の付着微小核が第三のセグメント画像の１つ以上の核クラスター
の縁周囲に見出せることを除いて、第一のセグメント画像における核クラスターと基本的
に同じ核クラスターである。
【００６６】
　第三のセグメント画像においてどんな付着微小核でも検出するためのステップ９１２は
、第三のセグメント画像と第一のセグメント画像を比較することにより実施することが可
能である。いくつかの実装では、第三のセグメント画像から第一のセグメント画像を減算
することにより、付着微小核のみを含む画像が得られる。いくつかの実装では、第一のセ
グメント画像に関して図８のステップ８０６および８０８において記載されるのと同じよ
うに、第三のセグメント画像において欠刻を核クラスター上に位置を突き止めることが可
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能である。欠刻は核クラスターにおける付着微小核周囲に位置を突き止めることができる
。これらの欠刻を使用して、画像減算から生じる人為産物を退けることができる。すなわ
ち、関連する欠刻を有する減算からの結果の画像の部分のみが付着微小核として同定され
、結果の画像の他の部分は人為産物として取り除かれる。
【００６７】
　各付着および非付着微小核を細胞に割り当てるためのステップ９１４は、各付着微小核
をその微小核が付着している核を含有する細胞に割り当て、各非付着微小核をその非付着
微小核にもっとも近接近している核を含有する細胞に割り当てる２段階で実施される。い
くつかの実装では、各非付着微小核と隣接する核間の距離は細胞割り当てのために決定さ
れ、距離が、１つ以上の微小核パラメータで使用者により指定される許容可能な距離範囲
内であれば、非付着微小核は隣接する核を含有する細胞に割り当てられる。いくつかの実
装では、使用者により指定される細胞における微小核と主要核との間の最小距離を使用し
て、最初に微小核として同定された付着微小核（または「ブレッド」）を取り除く。いく
つかの実装では、使用者により指定される細胞における微小核と主要核との間の最大距離
を使用して、微小核として誤って同定された浮遊ＤＮＡ断片を取り除く。
【００６８】
　細胞割り当てステップ９１４後、ステップ９１６を実施して、細胞に割り当てられた付
着および非付着微小核を集計することにより細胞ごとに微小核計数を計算することが可能
である。少なくとも１つの細胞の微小核計数に基づく結果を提示するためのステップ９１
８は、少なくとも１つの微小核を含む細胞の計数を提示し、細胞含有試料における単核細
胞の数と微小核細胞の数の間の比を提示し、および／または細胞含有試料における微小核
の数と細胞の数の間の比を提示することをさらに含むことが可能である。いくつかの実装
では、細胞をさらに単核、二核、多核、プローブＡ陽性、プローブＢ陽性、プローブＡＢ
陽性、等々に分類される場合には、これらの分類それぞれ内の微小核細胞の計数を提示す
ることができる。
【００６９】
　いくつかの実装では、使用者が微小核と主要核との間のノンゼロ最小距離を指定してい
た場合には、付着微小核分割、計数および割り当てに固有の処理ステップは随意に飛ばす
ことが可能である。代わりに、ノンゼロ最小距離だけがその結果の提示に影響を与えるだ
けであり、簡単な結果比較のためにはトグルでオンオフを切り替えることが可能である。
【００７０】
　図１０は、実験室環境において細胞含有試料で核を計数するための開示された方法を利
用するための例となるプロセス１０００を示す。たとえば、プロセス１０００は、核染色
を細胞含有試料に適用するためのステップ１００２、染色ステップ１００２後に細胞含有
試料の画像を記録するためのステップ１１０４を含むことが可能であり；次に画像中の核
クラスターごとにプロセス１０００は、核クラスターの凸包を得るためのステップ１００
６、核クラスターにおいて核の数を確認するためのステップ１００８、および核クラスタ
ーを細胞へ割り当てるためのステップ１０１０をさらに含み；随意に、プロセス１０００
は細胞含有試料における細胞に存在する核の数を提示するためのステップ１０１２を含む
ことが可能であり；随意に、プロセス１０００は、細胞における微小核の数を確認するた
めのステップ１０１４、および細胞におけるいくつかの微小核を提示するためのステップ
１０１８も含むことが可能であり、随意に、プロセス１０００は、核クラスターをそれを
構成する核に分割し、分割から生じる核を提示することをさらに含むことが可能である。
【００７１】
　いくつかの実装では、画像は蛍光画像装置により記録される。いくつかの実装では、細
胞含有試料は多ウェルプレートのウェルに置かれる。いくつかの実装では、細胞含有試料
は、染色体異常誘発効果を有する化学物質により処理される。いくつかの実装では、蛍光
画像装置の単一チャネルを使用して画像が得られる。いくつかの実装では、細胞含有試料
は細胞質マーカーを用いて染色されない。
核計数法を実装するシステム
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　細胞試料の核画像において主要核および微小核を同定し、グループ化し、計数するため
の本明細書に開示される方法は、画像処理システムにおいてソフトウェアコンポーネント
またはモジュールとして実装することが可能である。ソフトウェアシステムは細胞画像ハ
ードウェアシステムと連動して使用することが可能である。
【００７２】
　図１１は、例となる蛍光画像システムの模式図である。システムは、光源１１０２、励
起フィルター１１０４、ダイクロイックミラー１１０６、対物レンズ１１０８、エミッシ
ョンフィルター１１１０、接眼レンズ１１１２、検出器１１１４、およびプラットホーム
１１１６を含む。画像化される細胞試料１１１８は、プラットホーム上の多ウェルプレー
トのウェルに置くことができる。操作中、光源１１０２からの興奮性光は、所望の周波数
成分が励起フィルター１１０４を通過するように励起フィルター１１０４を照射する。適
切な励起フィルターは、試料に付着している蛍光マーカーに基づいて選択することができ
る。励起フィルターを通過する興奮性光は、ダイクロイックミラー１１０６により屈折さ
れて、対物レンズ１１０８により試料１１１８に焦点を合わされる。プラットホーム１１
１６上に置かれた試料１１１８が興奮性光に曝露されると、試料中の蛍光マーカーは、励
起のために使用されるのと同じ対物レンズ１１１８により検出器１１１４に焦点を合わさ
れている放射光を発生させる。対物レンズ１１０８と検出器１１１４間のエミッションフ
ィルター１１１０は、試料中の蛍光マーカーにより放射される蛍光からどんな励起光もフ
ィルター除去する。検出器１１１４は、コンピュータに連結されている電荷結合素子（Ｃ
ＣＤ）カメラであることが可能である。光を受信しデジタル画像を作成することができる
他の装置も使用に適している。コンピュータは、捕獲されたときに励起下にある試料の画
像を記録するおよび／または処理することができる。試料中の異なるオブジェクト（たと
えば、核物質、細胞質、細胞膜、タンパク質、等々）に付着する異なる蛍光マーカーを試
料に適用することが可能であり、これらのマーカーそれぞれの画像は、興奮性フィルター
とエミッションフィルターの異なる組合せ（各組合せは蛍光チャネルである）下で得られ
、ソフトウェアシステムにより処理されることが可能である。
【００７３】
　ソフトウェアシステムは画像システムと連結させる、または独立型システムとして機能
することができる。ソフトウェアシステムは、核構造体を正常、ミクロ、有糸分裂、アポ
トーシス、ネクローシス、プローブＡ／ＢおよびＡＢ陽性、等に分類するなどの他の能力
を含むことが可能である。個々の細胞／オブジェクトについてまたは画像全体について測
定を行うことが可能である。有糸分裂細胞は、核画像の強度に基づいて決定することがで
きる。他の随意の細胞マーカーを使用して、アポトーシス細胞およびネクローシス細胞を
同定することができる。有糸分裂、アポトーシスおよびネクローシス細胞は、核分割およ
び微小核統計から排除することが可能である。多ウェルプレート（たとえば、９６ウェル
プレート）から得られる画像については自動的に処理を実施することができる。いくつか
の実装では、分割結果は、使用者の内覧および操作に利用することができる。
【００７４】
　図１２は、核画像分割ならびに主要核および微小核についての細胞割り当てそれぞれに
必要なパラメータを入力するための例となるユーザーインターフェイスを示す。使用者は
処理される核原画像をこのユーザーインターフェイスから選択することができる。このユ
ーザーインターフェイスでは、使用者は、アポトーシス、ネクローシス、プローブＡおよ
びプローブＢ細胞の同定のために他の供給源画像を随意に指定することもできる。
【００７５】
　主要核分割および細胞割り当てでは、使用者により入力されるパラメータは、近似の最
小幅、近似の最大幅、局所的背景を上回る強度、有糸分裂細胞平均強度およびグループ化
距離を含むことが可能である。近似の最大幅および近似の最小幅は、画像において見つか
ると予想される主要核の最大および最小幅を定義する。局所的背景を上回る強度は、隣接
する背景レベルと比べた主要核の局所的コントラスト強度閾値を指定する。このパラメー
タは、局所的コントラストに適合することにより画像全体の不均等な画像背景を補正する
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ための前処理において使用される。これによりさらに頑強な分割が可能になる。グループ
化距離は、ポリ核細胞における核の最大距離でもある。グループ化距離は、細胞の一部と
見なされることになる核構造体間の最大エッジ間距離を指定する。指定された値よりも互
いに近いどんな核構造体もグループ化され１つの細胞の一部と見なされる。
【００７６】
　微小核分割および細胞割り当てでは、使用者により入力されるパラメータは、近似の最
小幅、近似の最大幅、局所的背景を上回る強度、主要核からの最小距離、および主要核か
らの最大距離を含むことが可能である。近似の最大幅および近似の最小幅は、画像におい
て見つかると予想される微小核の最大および最小幅を定義する。局所的背景を上回る強度
は、隣接する背景レベルと比べた微小核の局所的コントラスト強度閾値を指定する。主要
核からの最小距離は、微小核を細胞核または複数の細胞核から位置を突き止めることがで
きる最小距離である。この距離よりもその主要核に近いどんな微小核構造体も解析から排
除される。この設定は、本物の微小核とブレブを区別するのに寄与することが可能である
。主要核からの最大距離は、微小核を細胞核または複数の細胞核から位置を突き止めるこ
とができる最大距離である。この距離よりもその主要核から遠くに離れているどんな核構
造体も解析から排除される。この設定は、微小核の誤った陽性同定を減らすのに寄与する
。たとえば、この設定がなければ、死滅細胞由来のＤＮＡ断片または汚れが微小核として
誤って同定されるおそれがある。
【００７７】
　図１３は、本出願において開示される方法を実装するソフトウェアコンポーネントの例
となる出力図である。この例では、核はそのそれぞれの細胞の分類に一致する色によりマ
ークされている。たとえば、単核（灰色）、二核（橙色）、多核（緑色）、微小核（紫色
）、有糸分裂（赤色）等々である。各分類の核は、出力画像において選択的にマスクする
または覆うことが可能である。核分割結果はこの画像に示すことが可能である。しかし、
核分割結果が必要ではない場合は、核は提示されている成分核間の内部境界なしで完全な
クラスターとして提示することができる。
【００７８】
　図１４および１５は、２つの試料核画像についての例となる結果である。図の上半分は
２つの細胞試料の核画像を示し、図の下半分は、単、二、多、微小およびアポトーシス分
類に分類される細胞内に核を含むそのそれぞれの細胞マップを示す。
【００７９】
　図１６は、様々な薬物を用いて処理された細胞試料の微小核細胞（上）および単核細胞
（下）の画分のグラフを示す。薬物濃度が増加するに従って（横軸の左から右へ）、微小
核を表示する細胞の割合は５０％超まで増加し、単核細胞の数は、化合物Ｂ、Ｃ、Ｆ、Ｇ
薬物では９０％から２０％に減少し、対照化合物Ａ、ＤおよびＥは最小変化を示す。
例となるデータ記憶媒体およびコンピュータシステム
　図１７は、汎用コンピュータシステム１７００の模式図である。システム１７００は、
本明細書に記載される方法に関連して記載される操作を実行するために使用することが可
能である。システム１７００は、プロセッサー１７０２、メモリー１７０４、記憶デバイ
ス１７０６および入力／出力デバイス１７０８を含むことが可能である。コンポーネント
１７０２、１７０４、１７０６および１７０８はそれぞれ、システムバス１７１０を使用
して相互に接続される。プロセッサー１７０２は、システム１７００内で実行のための命
令を処理することができる。そのような実行される命令は、たとえば、システム２００の
１つ以上のコンポーネントを実装することが可能である。一実装では、プロセッサー１７
０２はシングルスレッドプロセッサーである。別の実装では、プロセッサー１７０２はマ
ルチスレッドプロセッサーである。プロセッサー１７０２はメモリー１７０４においてま
たは記憶デバイス１７０６において記憶された命令を処理して、入力／出力デバイス１７
０８上でユーザーインターフェイスの情報を表示することができる。
【００８０】
　メモリー１７０４は、システム１７００内に情報を記憶する揮発性または不揮発性メモ
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リーなどのコンピュータ可読媒体である。メモリー１７０４は、たとえば、画像、核クラ
スター、核および微小核パラメータ、等々を表すデータ構造を記憶することができるであ
ろう。記憶デバイス１７０６はシステム１７００に固定記憶域を提供することができる。
記憶デバイス１７０６は、フロッピー（登録商標）ディスクデバイス、ハードディスクデ
バイス、光ディスクデバイス、もしくはテープデバイス、または他の適切な固定記憶手段
でもよい。入力／出力デバイス１７０８はシステム１７００に入力／出力操作を提供する
。一実装では、入力／出力デバイス１７０８は、キーボードおよび／またはポインティン
グデバイスを含む。別の実装では、入力／出力デバイス１７０８はグラフィカルユーザー
インターフェイスを表示するための表示ユニットを含む。
【００８１】
　本明細書に記載される主題および機能操作の実施形態は、デジタル電子回路において、
または本明細書に開示される構造体およびその構造等価物を含むコンピュータソフトウェ
ア、ファームウェアもしくはハードウェアにおいて、またはこれらのうちの１つもしくは
複数の組合せにおいて実装することが可能である。本明細書に記載される主題の実施形態
は、１つ以上のコンピュータプログラム製品、すなわち、データ処理装置による実行のた
めの、またはデータ処理装置の操作を制御するためのコンピュータ可読媒体にコード化さ
れたコンピュータプログラム命令の１つもしくは複数のモジュールとして実装することが
できる。
【００８２】
　用語「データ処理装置」は、例としてプログラマブルプロセッサー、コンピュータ、ま
たはマルチプルプロセッサーもしくはコンピュータを含むデータを処理するためのあらゆ
る装置、デバイスおよび機械を包含する。装置は、ハードウェアに加えて、問題のコンピ
ュータプログラムのための実行環境を作り出すコード、たとえば、プロセッサーファーム
ウェア、プロトコールスタック、データベース管理システム、オペレーティングシステム
、またはそれらのうちの１つもしくは複数の組合せを構成するコードを含むことができる
。
【００８３】
　コンピュータプログラム（プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケーション
、スクリプトまたはコードとしても知られる）は、コンパイラ型もしくはインタープリタ
型言語を含むプログラミング言語、または宣言型もしくは手続き型言語のうちのどの形態
でも書くことができ、コンピュータプログラムは、スタンドアロンプログラムとして、ま
たはコンピュータ環境において使用するのに適したモジュール、コンポーネント、サブル
ーチンもしくは他のユニットとしてを含む、どんな形態でも配置することができる。例と
なる言語には、ＦＯＲＴＲＡＮ、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｊａｖａ（登録商標）およびＰｅｒｌが挙
げられるが、これらに限定されない。コンピュータプログラムは、ファイルシステムにお
けるファイルと必ずしも一致しない。プログラムは、他のプログラムもしくはデータを保
持するファイルの一部（たとえば、マークアップ言語ドキュメントに記憶された１つもし
くは複数のスクリプト）で、問題のプログラムのために設けられた単一ファイルで、また
は複数の調整ファイル（たとえば、１つもしくは複数のモジュール、サブプログラム、も
しくはコードの一部を記憶するファイル）で記憶することができる。コンピュータプログ
ラムは、１つのコンピュータで、または１つのサイトに置かれているもしくは複数のサイ
トにわたり割り振られて通信ネットワークにより相互に接続されている複数のコンピュー
タで実行されるように配置することができる。
【００８４】
　本明細書に記載されるプロセスおよび論理の流れは、１つ以上のコンピュータプログラ
ムを実行して、入力データで作動して出力を作成することにより機能を果たす１つ以上の
プログラマブルプロセッサーにより実施することが可能である。コンピュータプログラム
の実行に適したプロセッサーは入力データで作動し出力を作成することを含む。コンピュ
ータプログラムの実行に適したプロセッサーは、例として、汎用と専用マイクロプロセッ
サーの両方、および任意の種類のデジタルコンピュータのどれか１つ以上のプロセッサー
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を含む。一般に、プロセッサーは読み取り専用メモリーもしくはランダムアクセスメモリ
ーまたは両方から命令またはデータを受信することになる。コンピュータの不可決な要素
は、命令を実施するためのプロセッサーならびに命令およびデータを記憶するための１つ
以上のメモリーデバイスである。一般に、コンピュータは、データを記憶するための１つ
もしくは複数の大容量記憶デバイス、たとえば、磁気ディスク、光磁気ディスクもしくは
光ディスクも含む、または１つもしくは複数の大容量記憶デバイスからデータを受信する
または１つもしくは複数の大容量記憶デバイスにデータを転送する、または両方を行うよ
う作動可能に連結されることになる。しかし、コンピュータはそのようなデバイスを有す
る必要はない。
【００８５】
　コンピュータプログラム命令およびデータを記憶するのに適したコンピュータ可読媒体
には、例として、半導体記憶デバイス、たとえば、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭおよびフラ
ッシュメモリデバイス；磁気ディスク、たとえば、内臓ハードディスクまたはリムーバブ
ルディスク；光磁気ディスク；ならびにＣＤ　ＲＯＭおよびＤＶＤ　ＲＯＭディスクを含
む、あらゆる形態の不揮発性メモリー、媒体およびメモリーデバイスが挙げられる。プロ
セッサーおよびメモリーは、専用論理回路により補完されるまたは専用論理回路に組み込
まれることが可能である。
【００８６】
　使用者との相互作用を提供するため、本明細書に記載される主題の実施形態は、使用者
に情報を提示するための表示デバイス、たとえば、ＣＲＴ（陰極線管）モニターまたはＬ
ＣＤ（液晶ディスプレー）、またはＯＬＥＤ（有機発光ダイオード、もしくは有機ＥＬデ
ィスプレー）パネル、ならびに使用者がコンピュータに入力することができるよう用いる
キーボードおよびポインティングデバイス、たとえば、マウス、トラックパッド、ライト
ペンまたはトラックボールを有するコンピュータにおいて実装することが可能である。他
の種類のデバイスを使用して、使用者との相互作用も同様に提供することができ、たとえ
ば、使用者に与えられるフィードバックは、どんな形態の感覚フィードバックでも、たと
えば、視覚フィードバック、聴覚フィードバック、または触覚フィードバックでも可能で
あり、使用者からの入力は、音響入力、音声入力または触覚入力を含むどんな形態でも受
信することが可能である。
【００８７】
　本明細書に記載される主題の実施形態は、たとえば、データサーバーとしてバックエン
ドコンポーネントを含む、またはミドルウェアコンポーネント、たとえば、アプリケーシ
ョンサーバーを含む、またはフロントエンドコンポーネント、たとえば、使用者が本明細
書に記載される主題の実装と相互作用することができるよう用いるグラフィックユーザー
インターフェイスもしくはウェブブラウザを有するクライアントコンピュータ、または１
つもしくは複数のそのようなバックエンド、ミドルウェア、もしくはフロントエンドコン
ポーネントのどんな組合せでも含む計算システムにおいて実装することが可能である。シ
ステムのコンポーネントは、どんな形態または媒体のデジタルデータ通信、たとえば、通
信ネットワークによっても相互に接続することが可能である。通信ネットワークの例には
、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）および広域ネットワーク（ＷＡＮ）、たとえば
、インターネットが挙げられる。
【００８８】
　計算システムはクライアントおよびサーバーを含むことが可能である。クライアントと
サーバーは一般に互いに離れており、典型的には通信ネットワークを通じて互いに作用す
る。クライアントとサーバーの関係は、それぞれのコンピュータで動作し互いにクライア
ントサーバー関係を有するコンピュータプログラムのおかげで生じる。
【００８９】
　本明細書は多くの特定の実装詳細を含有するが、これらは、いかなる発明の範囲または
特許請求の範囲を制限するものとしてではなく、むしろ特定の発明の特定の実施形態に特
有である可能性がある特徴の記述として解釈されるべきである。別個の実施形態という文
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せて実装することが可能である。反対に、１つの実施形態という文脈において記載されて
いる様々な特徴も、複数の実施形態において別個にまたは任意の適切なサブコンビネーシ
ョンにおいて実装することが可能である。さらに、特徴はある種の組合せにおいて作用す
るとして本明細書に記載されており、そのようなものとして最初に主張さえされていると
しても、主張される組合せ由来の１つ以上の特徴はいくつかの場合にはその組合せから削
除することが可能であり、主張される組合せはサブコンビネーションまたはサブコンビネ
ーションの変化に向けられることもある。
【００９０】
　同様に、操作は特定の順に図に描かれているが、これは、そのような操作が示される特
定の順にもしくは順番に実施されること、または例示される操作はすべて望ましい結果を
得るために実施されることを要求していると理解されるべきではない。ある種の状況では
、マルチタスクおよび並列処理が有利なこともある。さらに、本明細書に記載される実施
形態において様々なシステムコンポーネントの分離は、すべての実施形態においてそのよ
うな分離を要求していると理解されるべきではなく、記載されるプログラムコンポーネン
トおよびシステムは一般に１つのソフトウェア製品において１つに統合する、または複数
のソフトウェア製品にパッケージすることが可能であると理解されるべきである。
【００９１】
　本明細書に記載される主題の特定の実施形態が説明されてきた。他の実施形態は以下の
特許請求の範囲の範囲内である。たとえば、特許請求の範囲に列挙されるアクションは異
なる順に実施され、それでも望ましい結果を得ることが可能である。一例として、添付図
に描かれているプロセスは、望ましい結果を得るためには、示される特定の順、または順
番を必ずしも必要としない。ある種の実装では、マルチタスクおよび並列処理が有利なこ
ともある。
【００９２】
　本明細書の記載および特許請求の範囲全体において、用語「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）
」および「含んでいる（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」および「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）
」などのその変形は、他の添加物、成分、完全体またはステップを排除することを目的と
していない。
【００９３】
　別途に定義されなければ、本明細書に使用される専門用語および科学用語はすべて、本
技術が属する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。本明細書に記
載される方法および材料に類似するまたは等価な方法および材料を本技術の実行または試
験において使用することは可能であるが、適切な方法および材料は下に記載されている。
本明細書において言及される出版物、特許出願、特許および他の参考文献はすべて、参照
によりその全体を組み込まれている。争いが発生した場合、定義を含む本明細書が支配す
ることになる。さらに、本明細書に記載される材料、方法および例は、説明的なものにす
ぎず、限定的であることを目的としない。本明細書に記載される技術の他の特徴および利
点は、詳細な説明からおよび特許請求の範囲から明らかとなるであろう。
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