
JP 2013-11856 A 2013.1.17

10

(57)【要約】
【課題】別々に撮像された複数の部分画像を合成するこ
とにより広画角な全体画像を取得する撮像システムにお
いて、つなぎ目部分が不自然でない高品質な全体画像を
簡易な処理で生成可能とする。
【解決手段】撮像システムが、被写体の撮像範囲を複数
の小区画に分割して撮像する撮像手段と、前記撮像手段
で撮像された各小区画の部分画像を合成して全体画像を
生成する画像処理手段と、前記撮像手段で被写体を撮像
する前に、その被写体上の複数の点を計測し計測データ
を取得する計測手段と、前記計測手段で取得された各計
測点の計測データに基づいて、計測データの値の空間的
な変化がより小さい位置に小区画の境界が配置されるよ
うに、当該被写体の分割位置を調整する分割位置調整手
段と、を備える。前記撮像手段は、前記分割位置調整手
段により調整された分割位置に従って各小区画の撮像を
行う。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体の撮像範囲を複数の小区画に分割して撮像する撮像手段と、前記撮像手段で撮像
された各小区画の部分画像を合成して全体画像を生成する画像処理手段と、を有する撮像
システムにおいて、
　前記撮像手段で被写体を撮像する前に、その被写体上の複数の点を計測し計測データを
取得する計測手段と、
　前記計測手段で取得された各計測点の計測データに基づいて、計測データの値の空間的
な変化がより小さい位置に小区画の境界が配置されるように、当該被写体の分割位置を調
整する分割位置調整手段と、を備え、
　前記撮像手段は、前記分割位置調整手段により調整された分割位置に従って各小区画の
撮像を行う
ことを特徴とする撮像システム。
【請求項２】
　前記計測データは、被写体の輝度の情報を含み、
　前記分割位置調整手段は、前記被写体の輝度の変化がより小さい位置に小区画の境界が
配置されるように、当該被写体の分割位置を調整するものである
ことを特徴とする請求項１に記載の撮像システム。
【請求項３】
　前記計測データは、被写体の色の情報を含み、
　前記分割位置調整手段は、前記被写体の色の変化がより小さい位置に小区画の境界が配
置されるように、当該被写体の分割位置を調整するものである
ことを特徴とする請求項１に記載の撮像システム。
【請求項４】
　前記計測データは、被写体の表面の光軸方向の高さ、もしくは、被写体上に配置される
保護部材の表面の光軸方向の高さの情報を含み、
　前記分割位置調整手段は、前記被写体もしくは保護部材の表面の高さの変化がより小さ
い位置に小区画の境界が配置されるように、当該被写体の分割位置を調整するものである
ことを特徴とする請求項１に記載の撮像システム。
【請求項５】
　前記分割位置調整手段は、光軸に垂直な面内で分割位置を平行移動することにより、分
割位置を調整する
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の撮像システム。
【請求項６】
　前記分割位置調整手段は、光軸に垂直な面内で分割位置を回転することにより、分割位
置を調整する
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の撮像システム。
【請求項７】
　前記分割位置調整手段は、前記計測データから観察対象が存在する範囲である観察範囲
を検出し、少なくとも前記観察範囲を包含するように前記撮像手段での撮像範囲を決定す
る
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の撮像システム。
【請求項８】
　前記分割位置調整手段は、
　被写体上の各計測点について計測データの値の空間的な変化の度合いを示す特徴量を計
算する手段と、ある分割位置に対し、小区画の境界上または境界の近傍に位置する複数の
計測点の特徴量から当該分割位置の評価量を計算する手段と、を有し、
　分割位置を変化させながら各分割位置での評価量を計算し、評価量が最も小さくなる分
割位置を採用する
ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の撮像システム。
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【請求項９】
　前記特徴量は、２階微分値である
ことを特徴とする請求項８に記載の撮像システム。
【請求項１０】
　前記画像処理手段は、各小区画の部分画像に対し個別に補正を施した後、補正後の部分
画像同士をつなぎ合わせることにより、全体画像を生成する
ことを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の撮像システム。
【請求項１１】
　被写体の撮像範囲を複数の小区画に分割して撮像する撮像手段と、前記撮像手段で撮像
された各小区画の部分画像を合成して全体画像を生成する画像処理手段と、を有する撮像
システムの制御方法であって、
　前記撮像手段で被写体を撮像する前に、その被写体上の複数の点を計測し計測データを
取得する計測ステップと、
　前記計測ステップで取得された各計測点の計測データに基づいて、計測データの値の空
間的な変化がより小さい位置に小区画の境界が配置されるように、当該被写体の分割位置
を調整する分割位置調整ステップと、
　前記撮像手段が、前記分割位置調整ステップにより調整された分割位置に従って各小区
画の撮像を行う撮像ステップと、を含む
ことを特徴とする撮像システムの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被写体を撮像してデジタル画像データを取得する撮像システムおよびその制
御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、病理診断の分野において、被写体となる標本（人体の組織片等）の顕微鏡像を撮
像し、高精細のデジタル画像を取得・蓄積・閲覧する撮像システムが注目を集めている。
この種の撮像システムは、バーチャル・スライド・システムとも呼ばれる。
【０００３】
　特許文献１には、広視野の観察を可能にするために、撮像区画の異なる複数の画像を貼
り合せることにより高解像かつ広画角な画像を生成するシステムが提案されている。この
システムでは、最初にオペレータが低解像度の全体画像上で撮像範囲を指定すると、画像
処理装置が撮像範囲を小区画に分割し、小区画ごとに顕微鏡で高倍率の画像を取り込み、
各小区画の画像データを貼り合わせて１つの画像を生成する。また、特許文献２には、輝
度情報に基づいて全体画像の中から標本像の存在する範囲（左上座標と右下座標）を自動
で検出すること、検出した範囲内を小区画に分割し、小区画ごとに顕微鏡で高倍率の画像
を取り込むこと、が開示されている。このように、高解像な画像を取得する前に、スライ
ドグラス上における標本位置や、その観察すべき範囲などを予め調べることは従来より行
われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０９－２８１４０５号公報
【特許文献２】特開２０００－２９５４６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のシステムでは、１回の撮像で取得可能なサイズに基づき、指定ま
たは検出された撮像範囲を機械的に分割しているのみであった。
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　そのため、画像が急激に変化する部分、たとえば、標本像の輪郭や凹凸などが小区画の
境界と重なる場合がある。このような場合には、小区画の画像同士のつなぎ目部分におい
て画像の特徴量（輝度、色、コントラストなど）が大きく変化するため、画像合成の処理
が複雑あるいは困難になったり、処理時間が長大になる可能性がある。また、画像のつな
ぎ目部分の多くが不連続になるおそれもある。
【０００６】
　そこで本発明は、別々に撮像された複数の部分画像を合成することにより広画角な全体
画像を取得する撮像システムにおいて、不連続なつなぎ目部分が少ない高品質な全体画像
を簡易な処理で生成可能とするための技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第一態様は、被写体の撮像範囲を複数の小区画に分割して撮像する撮像手段と
、前記撮像手段で撮像された各小区画の部分画像を合成して全体画像を生成する画像処理
手段と、を有する撮像システムにおいて、前記撮像手段で被写体を撮像する前に、その被
写体上の複数の点を計測し計測データを取得する計測手段と、前記計測手段で取得された
各計測点の計測データに基づいて、計測データの値の空間的な変化がより小さい位置に小
区画の境界が配置されるように、当該被写体の分割位置を調整する分割位置調整手段と、
を備え、前記撮像手段は、前記分割位置調整手段により調整された分割位置に従って各小
区画の撮像を行う撮像システムを提供する。
【０００８】
　本発明の第二態様は、被写体の撮像範囲を複数の小区画に分割して撮像する撮像手段と
、前記撮像手段で撮像された各小区画の部分画像を合成して全体画像を生成する画像処理
手段と、を有する撮像システムの制御方法であって、前記撮像手段で被写体を撮像する前
に、その被写体上の複数の点を計測し計測データを取得する計測ステップと、前記計測ス
テップで取得された各計測点の計測データに基づいて、計測データの値の空間的な変化が
より小さい位置に小区画の境界が配置されるように、当該被写体の分割位置を調整する分
割位置調整ステップと、前記撮像手段が、前記分割位置調整ステップにより調整された分
割位置に従って各小区画の撮像を行う撮像ステップと、を含む撮像システムの制御方法を
提供する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、別々に撮像された複数の部分画像を合成することにより広画角な全体
画像を取得する撮像システムにおいて、不連続なつなぎ目部分が少ない高品質な全体画像
を簡易な処理で生成可能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】撮像システムの概略構成を示す図。
【図２】プレ計測処理および撮像処理の流れを示すフローチャート。
【図３】分割位置の調整処理の流れを示すフローチャート。
【図４】撮像部とステージの位置制御を説明する図。
【図５】実施例１における標本像の輝度分布に基づく分割位置の調整方法を示す図。
【図６】実施例２における標本の高さ分布に基づく分割位置の調整方法を示す図。
【図７】実施例３における撮像部の構成を示す図。
【図８】実施例３における撮像処理の例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
【００１２】
　（システム構成）
　図１は、本発明にかかる撮像システムの一構成例を示す図である。図１に示すように、
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撮像システムは、概略、撮像装置１、画像処理装置２、表示装置３から構成される。
【００１３】
　撮像装置１は、被写体であるプレパラート上の標本を撮像してデジタル画像を生成する
装置であり、計測を行う計測ユニット１００と、高倍率の撮像を行う撮像ユニット３００
と、プレパラートを搬送する搬送部２０３と、制御部４０１とを有する。
【００１４】
　プレパラート（スライドとも呼ばれる）は、被写体となる標本（組織片など）をスライ
ドグラス上に載置し、これを透明な保護部材（カバーグラス）によって挟んで固定したも
のである。たとえば、プレパラート上の１０ｍｍ×１０ｍｍの観察領域を光学倍率１０倍
で撮像する場合、撮像面での撮像領域の大きさは１００ｍｍ×１００ｍｍ、すなわち直径
１４１ｍｍ程度になる。これほどの面積を一括で撮像可能な大判の撮像素子（イメージセ
ンサ）は、画素欠陥などによる歩留り低下の影響によりコスト高となる。そのため、この
撮像システムでは、撮像領域を複数の小区画に分割し、小区画単位で撮像を行い、得られ
た部分画像をつなぎ合わせて全体画像を生成することを行う。具体的には、計測で得られ
た標本全体の計測データに基づき、実際に撮像する範囲や小区画への分割位置などの撮像
条件を決定し、撮像ユニット３００ではその撮像条件に従って各小区画の撮像が行われる
。
【００１５】
　画像処理装置２は、撮像装置１から得られた画像データに対し所定の画像処理（現像、
色変換、ガンマ補正、ノイズ除去、圧縮など）を適用する機能、小区画の画像を合成する
（つなぎ合わせる）機能、画像の管理・閲覧を行う機能などを有する。画像処理装置２は
、ＣＰＵ、メモリ、記憶装置、入力装置などを備える汎用のコンピュータで構成すること
もできるし、専用の画像処理回路を設けてもよい。画像処理装置２の記憶装置には上記機
能を実現するためのプログラムが格納されている。表示装置３は、画像や解析結果などの
閲覧に用いられるディスプレイである。なお、システム構成はこの例に限られず、たとえ
ば、画像処理装置２の機能を撮像装置１に組み込んでもよいし、表示装置３を撮像装置１
や画像処理装置２に一体化してもよい。
【００１６】
　撮像装置１の計測ユニット１００は、計測用照明部１０１、計測用ステージ１０２、計
測用光学系１０４、計測部１０５からなる。
　計測用照明部１０１は、計測用ステージ１０２上に設置されているプレパラート１０３
に光源からの光を導く照明光学系を有する。計測用ステージ１０２はプレパラート１０３
を保持し、計測用光学系１０４に対するプレパラート１０３の位置を調整する。
　計測用光学系１０４は、プレパラート１０３を透過した光を計測部１０５に導く光学系
である。計測ユニット１００ではプレパラート全体の計測を行うことが目的のため、計測
用光学系１０４は低倍率のものでよい。
【００１７】
　計測部１０５は、計測用光学系１０４からの光に基づき、被写体上の複数の点における
物理量を計測するセンサである。標本像の輝度や色の分布を計測する目的であれば、例え
ばＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）やＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍ
ｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）などの撮像素子
を用いることができる。標本もしくはカバーグラスの凹凸（表面形状）を計測する目的で
あれば、反射光や干渉光を利用する各種の距離センサを用いることができる。例えば特開
平６－０１１３４１号公報に開示があるような三角測量法を応用した光学式距離測定方法
や、特開２００５－９８８３３号公報に開示があるような共焦点光学系を用いてグラス境
界面で反射するレーザ光の距離の差を測定する方法がある。なお図１では、透過型の計測
ユニットを例示したが、計測する物理量やセンサの種類に応じて、カバーグラス側から光
を照射し被写体での反射光を計測する反射型の計測ユニットを用いたり、複数のユニット
もしくはセンサを組み合わせて用いてもよい。
【００１８】
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　各計測点の計測データは制御部４０１へ伝送され、プレパラート１０３上の標本の大き
さ、標本の存在範囲（輪郭）の検出、標本像の輝度や色の検出、標本またはカバーグラス
の表面形状（凹凸）の計測などに利用される。図１に示すように、計測用光学系１０４（
結像光学系３０４）の光軸に平行な方向をｚ方向、紙面に直交する方向をｘ方向とした場
合には、標本像の輝度などは各ｘ、ｙ位置での量としてデータが作成される。また、表面
形状は各ｘ、ｙ位置での表面のｚ位置としてデータが作成される。
【００１９】
　搬送部２０３は、計測が終了したプレパラート１０３を、計測ユニット１００から撮像
ユニット３００へと搬送する。符号３０３は、撮像ユニット３００の撮像用ステージ３０
２上に配置されたプレパラートを示している。搬送部２０３の具体的な機構については、
例えば計測用ステージ１０２自体が移動して撮像用ステージ３０２として機能する機構で
もよいし、ハンド装置によりプレパラートを把持または吸着してステージ上に移動する機
構でもよい。また、計測用ステージ１０２と撮像用ステージ３０２にそれぞれ異なるプレ
パラートが設置され、計測処理と撮像処理が並列に行われてもよい。なお、複数のプレパ
ラートの撮像を連続的に行う場合は、不図示のストッカに収容されているプレパラートが
搬送部２０３によって１枚ずつ計測用ステージ１０２、撮像用ステージ３０２へと順に搬
送される。
【００２０】
　制御部４０１は、計測データを解析した結果に基づいて、プレパラート３０３を撮像す
る際のプレパラート（の像）と撮像部３０５の相対的な位置および方向（ｘｙ平面内での
回転角度）を決定する。そして、制御部４０１は、決定した位置および方向の情報を駆動
部２０１に伝送し、プレパラート３０３が所望の位置に設定されるように撮像用ステージ
３０２を駆動する。あるいは、制御部４０１は、駆動部２０２を駆動し、撮像部３０５を
回転させたり、光軸方向へ移動させたりすることもできる。
【００２１】
　駆動部２０１は、制御部４０１から伝送された信号に基づき撮像用ステージ３０２を駆
動し、プレパラート３０３と撮像部３０５の相対位置を調整する機構である。駆動部２０
１はおもにステージ３０２をｘ、ｙ方向に動かし、プレパラート３０３の位置を微調整す
る。
【００２２】
　駆動部２０２は、制御部４０１から伝送された信号に基づき、撮像部３０５を駆動する
。駆動部２０２は、おもに撮像部３０５のｘｙ平面内での回転とｚ方向の移動を行い、撮
像位置を微調整する。駆動部２０２が、結像光学系３０４と撮像部３０５とを一体的に駆
動してもよい。あるいは、撮像用ステージ３０２にｘｙ平面内での回転やｚ方向の駆動を
させる機構を持たせ、駆動部２０２を省略することもできる。
【００２３】
　撮像装置１の撮像ユニット３００は、撮像用照明部３０１、撮像用ステージ３０２、結
像光学系３０４、撮像部３０５からなる。
　撮像用照明部３０１は、撮像用ステージ３０２上に設置されているプレパラート３０３
に光源からの光を導く照明光学系を有する。光源には、例えばハロゲンランプやキセノン
ランプ、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）を用いることができる。
　結像光学系３０４は、被写体である標本の光学像を拡大して撮像部３０５に導く光学系
である。プレパラート３０３を透過した光は結像光学系３０４を介して撮像部３０５上の
撮像面で結像する。
【００２４】
　撮像部３０５は、結像光学系３０４を介して受光した光を光電変換し、画像データを生
成、出力する。この画像データは制御部４０１を介して画像処理装置２に伝送される。撮
像部３０５は、例えばＣＣＤやＣＭＯＳといった撮像素子により構成される。撮像素子の
サイズ、数、配置は任意である。たとえば、Ｎ個の小区画の撮像を行うために、１つの撮
像素子でＮ回撮像してもよいし、複数（ｍ個）の撮像素子でＮ／ｍ回撮像してもよい。複
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数の撮像素子を用いる方が、撮像時間を短縮できるという利点がある。
【００２５】
　（画像取得の手順）
　次に、図２のフローチャートを参照して、計測処理および撮像処理の手順を説明する。
　まず、制御部４０１が搬送部２０３を制御し、計測用ステージ１０２上にプレパラート
１０３を設置する（Ｓ１０１）。なお、計測用ステージ１０２への設置については、自動
でなく、オペレータ自身が行ってもよい。
【００２６】
　その後、計測用照明部１０１が計測用ステージ１０２上に設置されたプレパラート１０
３を照明する。計測用光学系１０４からの光を計測部１０５で受光し、光の強度値および
光軸方向の高さを計測する（Ｓ１０２）。計測部１０５は計測データを制御部４０１に伝
送する（Ｓ１０３）。
【００２７】
　次に、制御部４０１は、計測データに基づいて、標本の撮像範囲や、その撮像範囲をど
のように小区画に分割するかを計算し、撮像回数（分割数）、並びに分割位置（各小区画
でのプレパラートと撮像部３０５の相対位置）を求める。これらの情報は、駆動部２０１
および２０２に指示される（Ｓ１０４）。Ｓ１０４の処理については、図３のフローチャ
ート、並びに実施例１および２で詳しく説明する。
　制御部４０１がＳ１０４の計算を行っている時間を利用して、搬送部２０３がプレパラ
ートを計測用ステージ１０２から撮像用ステージ３０２へと搬送する（Ｓ１０５）。処理
時間の短縮のため、Ｓ１０４とＳ１０５の処理は並列に行われる。
【００２８】
　その後、駆動部２０１および２０２がＳ１０４で指示された情報に従い、ステージ３０
２および撮像部３０５を移動および／または回転し、最初の小区画の撮像位置になるよう
プレパラートと撮像部３０５の相対位置を調整する（Ｓ１０６）。
　そして、撮像用照明部３０１が撮像用ステージ３０２上に設置されたプレパラート３０
３を照明し、結像光学系３０４により高倍率に拡大された小区画の光学像を撮像部３０５
が撮像する。撮像部３０５はその小区画の部分画像データを画像処理装置２へ伝送する（
Ｓ１０７）。
【００２９】
　一つの小区画の撮像が終わると、駆動部２０１および２０２がステージ３０２と撮像部
３０５を次の小区画の撮像位置に合わせ（Ｓ１０６）、撮像部３０５にて次の小区画の部
分画像データを得る（Ｓ１０７）。Ｓ１０４で求められた撮像回数分、Ｓ１０６とＳ１０
７の動作を繰り返し、複数の小区画の部分画像データを得る。
【００３０】
　その後、画像処理装置２が全部の小区画の部分画像データを合成して、高精細かつ広画
角の標本全体の画像データを生成する（Ｓ１０８）。画像処理装置２は、画像データを内
部または外部の記憶装置に格納する（Ｓ１０９）。また、ユーザからの指示に応じて、画
像処理装置２は表示装置３に画像データを表示する。
【００３１】
　（分割位置の調整）
　次に、図３のフローチャートを参照してＳ１０４の分割位置調整処理の流れを説明する
。
　前述のＳ１０２～Ｓ１０３により、制御部４０１には、被写体上の各計測点について、
光の強度（輝度、色）、カバーグラスまたは標本の表面の高さなどの、標本に関する物理
量が伝送されている。これらの計測データに基づき、標本像の空間的な強度分布（輝度分
布）や、標本の空間的な高さ分布（表面形状）を表す２次元画像を生成できる。以下、こ
の２次元画像を計測画像と呼ぶ。
【００３２】
　まず制御部４０１は、計測画像の強度分布（輝度分布）から標本像の輪郭を検出し（Ｓ
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２０１）、標本像を含むように観察範囲を設定する（Ｓ２０２）。プレパラート上に複数
の観察対象が存在する場合には、全ての観察対象を包含するように観察範囲が設定される
。標本像の輪郭検出には、２値化などの一般的な輪郭検出手法を利用することができる。
【００３３】
　次に制御部４０１は、１回の撮像で取得する部分画像の大きさ（小区画の大きさ）と、
Ｓ２０２で設定した観察範囲全体の取り込みに必要な撮像回数とを決定する（Ｓ２０３）
。部分画像の大きさは、撮像部３０５の撮像素子が１回の撮像で取得可能な画像の大きさ
（撮像可能サイズ）よりも小さい値に設定される。部分画像の大きさは予め与えられてい
てもよいし、制御部４０１が結像光学系３０４の倍率に応じて決定してもよいし、ユーザ
が指定してもよい。また、制御部４０１が、画像合成処理において必要となる画像同士の
重複部（つなぎ目）を撮像可能サイズから差し引いた値を、部分画像の大きさとして設定
してもよい。
【００３４】
　次に制御部４０１は、計測画像内の任意の位置に分割線の原点を仮設定し（Ｓ２０４）
、その原点を基準にして撮像範囲およびその分割線を仮設定する（Ｓ２０５）。撮像範囲
とは、撮像ユニット３００で高解像の撮像が行われる全範囲であり、少なくともＳ２０２
で設定した観察範囲を包含するように設定する必要がある。分割線とは、撮像範囲全体を
Ｓ２０３で設定した大きさの小区画に分割する仮想的な線であり、撮像ユニット３００の
撮像単位である部分画像の境界に相当するものである。
【００３５】
　次に制御部４０１は、分割線上の各計測点について、上記物理量（輝度、色、高さなど
）の空間的な変化の度合いを示す特徴量を計算する（Ｓ２０６）。あるいは、特徴量は分
割線上の近傍であってもよく、境界の内部の物理量をもちいてもよい。計測画像に対して
微分演算を施したもの、たとえば、２階微分値（ラプラシアンなど）を特徴量として用い
ることができる。
【００３６】
　制御部４０１は、分割線上にある計測点の特徴量の総和を、評価量として計算する（Ｓ
２０７）。このとき、分割線を中心とする所定の幅（たとえば数画素）の領域内の点の特
徴量を、評価量の計算に用いるとよい。この評価量は、小区画の境界上における計測デー
タの値の変化の小ささを示す指標であるといえる。
【００３７】
　その後、制御部４０１は、光軸に垂直な面内において、分割線の原点を平行移動し、ま
たは分割線の原点を中心にして分割線を回転することで、分割線と標本との相対位置を変
更する（Ｓ２０８）。そして変更後の分割線について、上記と同様、評価量が求められる
（Ｓ２０７）。分割線を移動（回転）する範囲やその移動量（回転量）については予め決
められており、制御部４０１は、その全ての候補位置の分割線について評価量を求めるま
で、Ｓ２０７～Ｓ２０８を繰り返す。なお、分割線と標本の相対位置の変更方法としては
、分割線の平行移動、回転のほか、分割線の拡大／縮小もある。これらの方法のいずれか
１つを用いるだけでもよいし、複数の方法を組み合わせることもできる。
【００３８】
　そして、制御部４０１は、評価量が最小になる位置、すなわち分割線近傍における物理
量の変化が最小になる位置を、撮像処理で用いる分割位置に決定する（Ｓ２０９）。制御
部４０１は、上記分割位置で分割される小区画各々の中心位置を計算し、その座標値を記
憶する（Ｓ２１０）。または、制御部４０１は、分割線の原点の座標および回転角を記憶
してもよい。以上で、Ｓ１０４の処理は終了である。
【００３９】
　なお、上記では、分割線の全ての候補位置について評価量を求め、その中から評価量の
最小値を検出する方法を採用したが、最小値探索の方法はこれに限らない。たとえば、分
割線の原点の移動範囲内のまばらな位置で評価量を求めた後、その中で評価量が最小とな
った位置のまわりで分割線を細かく移動させて、評価量が最小値をとる位置を探索するこ
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ともできる。このほか、通常用いられる最小値探索のどのような方法によって求めてもよ
い。
【００４０】
　（ステージと撮像部の位置制御）
　図４（Ａ）～図４（Ｃ）を参照して、撮像ユニット３００で小区画を撮像する際のステ
ージと撮像部の位置制御について説明する。
【００４１】
　図４（Ａ）は、ステージ３０２と撮像部３０５のＳ１０４直後の最初の位置関係を示し
ている。ステージ３０２における平面上での位置は座標系（Ｘｓ，Ｙｓ）で示される。（
Ｘｓ，Ｙｓ）の原点はステージ３０２の任意の位置になっている。実際には撮像用ステー
ジは標本に比べて非常に大きなものであるが、図中に収まるように標本程度の大きさで示
している。形状もこれに限られるものではない。
【００４２】
　撮像部３０５における平面上での位置は座標系（Ｘｉ，Ｙｉ）で示される。（Ｘｉ，Ｙ
ｉ）の原点は撮像素子および撮像領域の中心になっている。撮像部座標系（Ｘｉ，Ｙｉ）
の長さとステージ座標系（Ｘｓ，Ｙｓ）の長さとは、結像光学系３０４の倍率を用いて換
算できる。
【００４３】
　さて、Ｓ１０４の処理によって分割位置が図４（Ａ）のように決定されたとする。図４
（Ａ）中の１から９の小区画が高解像度の撮像を行う領域である。これらの小区画の中心
の座標は、それぞれ、（Ｘｓ１，Ｙｓ１）、・・・、（Ｘｓ９，Ｙｓ９）であり、小区画
はｘｙ平面内での回転角度θだけ回転している。もちろん、初期状態はθ＝０としてもよ
い。
【００４４】
　図４（Ｂ）と図４（Ｃ）はＳ１０６において、プレパラートを撮像位置にセットした後
のステージ３０２と撮像部３０５の位置関係を示している。ここでは、１回目の撮像位置
（小区画１）にセットされている。図４（Ｂ）では、ステージ３０２を－θだけ回転し、
（－Ｘｓ１，－Ｙｓ１）だけ平行移動したものである。撮像部３０５はＸｉＹｉ平面内で
固定されている。このようにすると、撮像部３０５の撮像領域内に、小区画１が含まれる
。図４（Ｃ）では、ステージ３０２を（－Ｘｓ１，－Ｙｓ１）だけ平行移動したものであ
る。撮像部３０５はＸｉＹｉ平面内でθだけ回転している。このようにすると、撮像部３
０５の撮像領域内に、小区画１が含まれる。撮像は図４（Ｂ）と図４（Ｃ）のどちらの方
法によって行われてもよい。
【００４５】
　［実施例１］
　実施例１では、標本像の強度分布（輝度分布）に基づく分割位置の調整方法について詳
しく説明する。
【００４６】
　図５（Ａ）は、計測により得られる計測画像の例である。本実施例では、低解像度の標
本全体画像（各画素は標本像の各点の輝度を示す）が用いられる。図５（Ａ）において、
灰色で示された部分が標本像であり、観察対象である。白い部分は標本像の背景部分であ
る。この例では、プレパラート上に４個の観察対象が存在している。
【００４７】
　また、図５（Ａ）の外側の四角形は撮像用ステージ３０２を示し、十字の基準位置は、
撮像用ステージ３０２の中心位置を示している。実際には撮像用ステージは標本に比べて
非常に大きなものであるが、図５（Ａ）では図中に収まるように標本程度の大きさで示し
ている。なお、基準位置は、撮像用ステージ３０２の中心位置の代わりに、プレパラート
上の任意の位置に設定してもよい。
【００４８】
　Ｓ２０１において標本像の輪郭が検出され、そしてＳ２０２において全ての観察対象を
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含むように観察範囲が設定される。図５（Ｂ）の長破線で囲まれた部分が観察範囲である
。十字で示した基準位置を、観察範囲の中心に置きなおす。Ｓ２０３において、小区画の
大きさが決定される。図５（Ｂ）の点線は、基準位置に中心を合わせて配置した小区画（
これを基準区画とよぶ）を示している。
【００４９】
　次に、制御部４０１は、基準区画内部の任意の位置に、分割線の仮の原点を配置し（Ｓ
２０４）、観察範囲全体をおおうように小区画の集合体、すなわち分割線を仮設定する（
Ｓ２０５）。図５（Ｃ）では、分割線の仮の原点（点で示されている）が基準位置上に配
置された例を示している。つまり小区画の集合体の中心位置が基準位置に重なるように、
分割線が配置されている。また、小区画の縦横それぞれの数、つまり撮像範囲の大きさは
、観察範囲の外周に少なくとも一列分の小区画が余分に配置されるように、決められる。
このように撮像範囲を設定することで、分割線を平行移動もしくは回転しても、観察範囲
が撮像範囲から外れてしまうことを防ぐことができる。
【００５０】
　そして、制御部４０１は、分割線上の計測画像の各点の物理量に微分演算などを施した
特徴量（２階微分値など）を求めた後（Ｓ２０６）、評価量を計算する（Ｓ２０７）。更
に、図５（Ｄ）および図５（Ｅ）に示すように分割線の原点位置を基準区画内で動かしな
がら、各位置での特徴量および評価量を計算する（Ｓ２０８、Ｓ２０６、Ｓ２０７）。分
割線の原点は基準区画の内部内において動かすことができる。基準区画内には有限なｎ個
の座標点が設定されており、分割線の原点位置はこのｎ個の座標点上に設定される。Ｓ２
０８では、分割線の方向（回転角度θ）も変化させても良い。回転角度θも有限なｍ個の
方向として設定される。分割線の位置や方向を変更すると、分割線（小区画の境界）と標
本像との重なりが変化するため、評価量の値も変化する。全ての候補（例えば、ｎ×ｍ個
）の評価量を計算したら、Ｓ２０６からＳ２０８の一連のステップが終了する。この計算
した評価量（例えば、ｎ×ｍ個）を用いて、評価量が最小となる分割線の原点位置および
回転角度を選ぶ。ｎ個の座標点のいずれかを選ぶのではなく、評価量のデータを補完する
ことにより、ｎ個の座標点の間の位置を分割線の原点位置として選んでも良い。分割線の
回転角度も同様である。図５（Ｃ）～図５（Ｅ）の中では、分割線と標本像の境界との重
なりが最も少ない図５（Ｅ）の分割線の原点位置において評価量が最小となり、これが撮
像処理で用いる分割線として選ばれる（Ｓ２０９）。分割線の原点位置（および分割線の
回転角度）から各小区画の中心位置を求めることができる（Ｓ２１０）。なお、本実施例
では、分割線の移動・回転（Ｓ２０８）及び分割線上の計測画像の各点の特徴量の計算（
Ｓ２０６）及び分割線の評価量の計算（Ｓ２０７）を繰り返した。しかし、予め観察範囲
内の計測画像の各点の特徴量を全て計算しておいて、分割線の移動・回転（Ｓ２０８）及
び分割線の評価量の計算（Ｓ２０７）を繰り返すこととしても良い。
【００５１】
　図５（Ｅ）の分割位置に従って各小領域の高解像度画像を撮像し、それらを合成するこ
とで得られた全体画像が図５（Ｆ）である。撮像時には、分割線に囲まれた領域のうち、
標本の存在する部分のみを撮像してもよい。図５（Ｆ）の内側の四角形の内部が、標本の
存在する部分のみを撮像した９枚の部分画像から得られた合成画像の例である。
【００５２】
　ところで、全体画像を合成する方法としては、隣接画像間の重複部から特徴的な部分を
抽出し、相互相関係数演算などによって一致度あるいは類似度を評価することで、画像間
の画素の対応付けを行い、それらを滑らかにつなぐという方法が一般的である。しかしな
がら、本実施例のように輝度の変化が小さい場所に分割位置を設定した場合には、画像の
重複部から特徴的な部分を検出できないことが多く、良好な合成結果が得られない可能性
がある。したがって、本実施例では、部分画像間の画素の対応付けのような処理は行わず
、部分画像のそれぞれに対し位置ずれ等の補正を施した後、補正後の部分画像同士を単純
につなぎ合わせるという方法を採る。
【００５３】
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　たとえば、画像処理装置２が、あらかじめ記憶している小区画ごとの位置ずれ情報に基
づき、部分画像に対し個別に位置ずれ等の補正を施す。小区画ごとに輝度や色のばらつき
がある場合には、位置ずれ補正とともに、輝度補正や色補正などを施すことも好ましい。
そして、画像処理装置２は、補正後の部分画像同士をつなぎ合わせる。このとき、画像処
理装置２は、隣接する部分画像のあいだの重複部を削除した後に（つまり各部分画像を小
区画の大きさでトリミングした後に）、それらをタイリングすることで全体画像を生成す
る。あるいは、画像処理装置２は、重複部の画素をアルファブレンドすることで、部分画
像同士をつなぎ合わせてもよい。
【００５４】
　なお、想定される位置ずれとしては、撮像ユニット３００の結像光学系や撮像用照明部
３０１の光学系の収差（残存収差、熱収差など）による位置ずれ、ステージや撮像部のマ
ウントや位置決めの精度に起因する位置ずれなどがある。前者については、光学系のパラ
メータから計算可能であるので、画像処理装置２の記憶装置にあらかじめ記憶させておけ
ばよい。後者は、機体ごとに異なる可能性があるので、事前のキャリブレーションで位置
ずれ量を取得し、画像処理装置２の記憶装置に記憶させるとよい。位置ずれ量は、撮像素
子とステージの相対位置ごと、すなわち小区画ごとに異なり、また小区画内の計測点（画
素）ごとに異なるものである。それゆえ厳密には、各小区画の各点について位置ずれ量の
情報を記憶しておくことが望ましい。ただし、データ量が膨大となるため、好ましくは、
代表点の位置ずれ量のみ、または関数の形式で位置ずれ量を記憶し、各点の位置ずれ量（
補正量）は計算により求めるようにしてもよい。
【００５５】
　以上述べた本実施例の構成によれば、画像の変化の小さい位置に小区画の境界がくるよ
うに撮像条件を決定したので、部分画像のつなぎ目が不自然になったり不連続になること
を従来よりも少なくすることができる。そのため、位置ずれ補正を行った部分画像同士を
単純につなぎ合わせるといった簡易な合成処理によっても、高品質な全体画像を生成する
ことが可能となる。また、標本（細胞など）の輪郭や構造上の特徴部位などの観察の対象
とされる部分と、部分画像のつなぎ目とが重ならないようにできるため、観察に必要な情
報が損なわれることは少なくなる。
【００５６】
　本実施例では、強度分布（輝度分布）に基づいて分割位置を決定する方法を説明したが
、計測データとしてカラー画像が得られている場合には、色分布に基づき、画素間の色差
が小さい位置に小区画の境界がくるように分割位置を決定する方法でもよい。カラー画像
を得る方法としては、白色光源とカラー撮像素子（例えば、ベイヤー配列の撮像素子）と
の組み合わせでもよいし、Ｒ（波長６５０ｎｍ近傍）、Ｇ（波長５５０ｎｍ近傍）、Ｂ（
波長４５０ｎｍ近傍）の３色光源とモノクロ撮像素子とを用いて撮像画像を合成する方法
でもよい。もちろん、計測データとしてカラー画像が得られていた場合であっても、分光
した輝度分布から分割位置を決定してもよい。また、ＲＧＢ値から合成した白色画像の輝
度分布から分割位置を求めてもよいし、ＲＧＢの中のいずれかのチャネルの輝度分布から
分割位置を求めてもよい。
【００５７】
　［実施例２］
　実施例２では、標本もしくはカバーグラスの表面形状（高さ分布）に基づく分割位置の
決定方法について説明する。
【００５８】
　図６（Ａ）は、計測により得られる計測画像の例である。観察範囲の設定などの処理に
は、実施例１と同様、低解像度の標本全体画像（各画素は標本像の各点の輝度を示す）が
用いられる。図６（Ａ）において、灰色で示された部分が標本像であり、観察対象である
。白い部分は標本像の背景部分である。この例では、プレパラート上に１個の観察対象が
存在している。図中の十字の基準位置は、撮像用ステージの中心位置を示している。
【００５９】
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　そして実施例１と同様、制御部４０１は、標本像の輪郭検出、観察範囲の設定、小区画
の大きさと基準区画の設定を行った後、分割線を仮設定する（Ｓ２０１～Ｓ２０５）。こ
こで、輪郭検出が容易ではない場合、あるいは輪郭線がない場合、任意に観察対象を設定
してもよい。分割線は、分割線を移動・回転させたときに撮像範囲が観察範囲から外れて
しまわないように、観察範囲よりもひとまわり大きいサイズに撮像範囲（小区画の数）と
なるよう設定する。
【００６０】
　次に、制御部４０１は、分割位置の決定処理を行う。以降の処理では、図６（Ｂ）に示
すように、標本の表面形状（高さ分布）を表す計測画像が用いられる。この画像の各画素
は標本表面の各点の光軸方向の高さを示している。なお図６（Ｂ）の太線の楕円は標本の
輪郭を示し、十字は基準位置、点線は基準区画を示している。
【００６１】
　制御部４０１は、特徴量として表面形状を表す計測画像の各点の２階微分値（ラプラシ
アン）を求める（Ｓ２０６）。図６（Ｃ）は、２階微分値の分布と標本像の輪郭線を示し
ている。そして、制御部４０１は、実施例１と同様、図６（Ｄ）に示すように分割線の原
点位置を基準区画内で動かしながら、各位置での評価量を計算する（Ｓ２０７、Ｓ２０８
）。そして、評価量が最小となる位置が分割位置として選ばれる（Ｓ２０９）。以降の処
理は、実施例１と同様である。
【００６２】
　一般に、標本の表面は平らではなく、凹凸（うねり）を有している。撮像処理で用いら
れる結像光学系の被写界深度は非常に浅いため、光軸方向のわずかな高さの差は、画像の
コントラストやぼけの差となって現れる。それゆえ、表面の傾きが大きい位置（高さが大
きく変化している位置）に分割線があると、部分画像の境界における画質（コントラスト
やぼけ）の差が大きくなり、合成処理が困難になる場合がある。
【００６３】
　その点、本実施例の方法によれば、標本の表面の傾きが小さいところに小区画の境界が
くるように分割線が配置されるため、部分画像のつなぎ目が不自然になったり不連続にな
ることを従来よりも少なくすることができる。そのため、位置ずれ補正を行った部分画像
同士を単純につなぎ合わせるといった簡易な合成処理によっても、高品質な全体画像を生
成することが可能となる。
【００６４】
　［実施例３］
　本実施例では、撮像ユニットにおける撮像処理の具体例について説明する。
　図７（Ａ）は、撮像部３０５の構成の一例を示している。図中の円は、結像光学系３０
４の撮像領域を示している。本実施例では、中心波長が５５０ｎｍ、開口数ＮＡが０．７
、倍率が１０倍という高解像な結像光学系３０４を用いている。プレパラート上の視野を
１０ｍｍ×１０ｍｍのサイズとすると、撮像部３０５の撮像面上における撮像領域は１０
０ｍｍ×１００ｍｍ、すなわち直径１４１ｍｍ程度になる。この面積を一括で撮像可能な
撮像素子を用いることは現実的でないため、本実施例の撮像部３０５は、複数（図７（Ａ
）では１９個）の撮像素子が配置された構成を採用している。
【００６５】
　撮像素子は実際に光を検知する受光領域以外に回路や基板を有しているため、そのサイ
ズは受光領域よりもひとまわり大きい。図７（Ａ）の上側２行では、受光領域を白い四角
、受光領域のまわりの不感領域を黒色で表しており、下側３行では、不感領域の図示を省
略している。このような不感領域が存在するため、撮像素子の受光領域は隙間なく並べる
ことができない。そこで、図７（Ａ）のように、各撮像素子は所定のピッチで互いに離間
するように配置される。撮像時には、撮像素子間の隙間を埋めるため、プレパラートと撮
像部３０５のいずれか又は両方を移動して複数回の撮像を行う必要がある。本実施例では
、プレパラート（撮像用ステージ３０２）を移動する方法をとり、撮像部３０５は図７（
Ｂ）に示すように回転を行うのみとした。なお、撮像部３０５を回転させる代わりに、撮



(13) JP 2013-11856 A 2013.1.17

10

20

像用ステージ３０２を回転させてもよい。
【００６６】
　図８（Ａ）、図８（Ｃ）は撮像面上での、撮像領域と撮像素子の位置を示している。灰
色の四角が撮像素子の受光領域、すなわち、１回で撮像できる部分画像の領域を示してい
る。なお、１回で撮像できる領域は、撮像素子の大きさ、サイズ、数によって決まる。図
８（Ｂ）、図８（Ｄ）は撮像面上での撮像位置を示し、１回目の撮像位置を「１」、２回
目の撮像位置を「２」・・・などというように示している。
【００６７】
　図８（Ａ）のように撮像部の中心位置を固定し、１，２，３，４の位置に撮像用ステー
ジの基準位置を順次置いて撮像を繰り返すことで、図８（Ｂ）のように撮像領域全体を埋
めつくす複数枚の部分画像を取得することができる。あるいは、図８（Ｃ）のように１，
２，３，４の位置に撮像用ステージの基準位置を順次置いて撮像を繰り返すことで、図８
（Ｄ）のように撮像領域全体を埋めつくす複数枚の部分画像を取得することができる。
　撮像素子は光学視野の外側に配置してもよい。プレパラートと撮像部の相対位置を変え
たときに視野の領域が動いて、視野の内側に入るからである。この場合、今まで視野の内
側に入っていた撮像素子が視野の外側にはみ出すものがでてくるものもある。
　したがって、このような構成の撮像部を用いる場合、制御部４０１は、撮像回数を４回
とし、４回分の撮像位置（プレパラートと撮像部の相対位置）を決定する。分割線の位置
や方向は、前述の実施例で述べた方法により決定される。
【００６８】
　なお、本実施例では、複数の撮像素子を有する撮像部を用いたが、単一の撮像素子から
なる撮像部を順次移動させるステップ方式により全ての小区画の撮像を行う構成を採るこ
ともできる。また、本実施例のように４回の撮像にてプレパラート上の１０ｍｍ×１０ｍ
ｍの領域の画像を取り込んだ後、ステージまたは撮像部を移動させて、プレパラート上の
別の領域を撮像してもよい。これによりさらに広画角の画像を取得することができる。
【符号の説明】
【００６９】
　１：撮像装置、２：画像処理装置、１００：計測ユニット、３００：撮像ユニット、４
０１：制御部
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