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(57)【要約】
　自動化された走査型サイトメトリーシステムにおいて
、多面画像の取得に色収差が使用される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顕微鏡システムであって、
　結像レンズと、対物レンズと、試料を支持する試料台とを備えた顕微鏡と、
　画像センサと、
　前記画像センサと前記対物レンズとの間の光路であって、前記結像レンズが前記画像セ
ンサと前記対物レンズとの間に位置している光路と、
　前記試料台の近くの試料空間の中に延びる前記対物レンズの光軸に沿って複数の対物面
を同時に生成するために、前記画像センサと前記結像レンズとの間の前記光路に配置され
ている光学的透過性要素であって、それぞれの前期対物面が複数の色の中の各々の色に関
連づけられている光学的透過性要素と、
　を備えていることを特徴とする顕微鏡システム。
【請求項２】
　前記画像は前記試料の反射暗視野画像化によって生成されることを特徴とする請求項１
に記載の顕微鏡システム。
【請求項３】
　前記光学的透過性要素は、ガラス部品からなることを特徴とする請求項１に記載の顕微
鏡システム。
【請求項４】
　前記光学的透過性要素は、リレーレンズからなることを特徴とする請求項３に記載の顕
微鏡システム。
【請求項５】
　前記画像センサは、電荷結合素子（ＣＣＤ）からなることを特徴とする請求項３に記載
の顕微鏡システム。
【請求項６】
　前記ガラス部品は、約１．５１８から約１．８５５までの範囲の屈折率を有しており、
且つ約１．００ｍｍから約１２．２０ｍｍまでの範囲の厚さを有していることを特徴とす
る請求項５に記載の顕微鏡システム。
【請求項７】
　前記対物面は、少なくとも青、緑、および赤に関連づけられていることを特徴とする請
求項５に記載の顕微鏡システム。
【請求項８】
　前記画像センサはベイヤーフィルターチップを備えていることを特徴とする請求項３に
記載の顕微鏡システム。
【請求項９】
　前記複数の色が少なくとも青、緑、および赤を含んでおり、前記画像センサは少なくと
も１つの電荷結合素子（ＣＣＤ）カメラであることを特徴とする請求項３に記載の顕微鏡
システム。
【請求項１０】
　前記対物レンズを位置決めするための出力と、複数の対物面の各々の焦点度を計算する
焦点計算方法とを備えている対物レンズ位置コントローラを更に備えており、
　且つ前記対物レンズ位置コントローラは、前記対物レンズの焦点を前記対物面に合わせ
る出力を備えていることを特徴とする請求項１に記載の顕微鏡システム。
【請求項１１】
　前記焦点計算方法の中に、帯域通過フィルターを各々の色に適合させる方法をさらに備
えていることを特徴とする請求項１０に記載の顕微鏡システム。
【請求項１２】
　各々の色に対する前記焦点計算方法を較正する方法をさらに備えていることを特徴とす
る請求項１１に記載の顕微鏡システム。
【請求項１３】
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　前記対物レンズを位置決めするための出力と、前記複数の対物面のなかの一つの対物面
における焦点度に応答する焦点回路とを備えている対物レンズ位置コントローラをさらに
備えており、
　且つ前記対物レンズ位置コントローラは、前記対物レンズの焦点を前記対物面に合わせ
る出力を備えていることを特徴とする請求項１に記載の顕微鏡システム。
【請求項１４】
　結像レンズと、試料空間を支持するための走査台と、前記画像空間に延びる光軸を有す
る対物レンズと、を備えている顕微鏡と、
　画像センサと、
　前記画像センサと前記対物レンズとの間の光路であって、前記結像レンズは前記画像セ
ンサと前記対物レンズとの間に位置している光路と、
　前記対物レンズの光軸に沿って複数の対物面を生成する前記光路に色収差を導入するた
めに、前記画像センサと前記結像レンズとの間の前記光路に配置されている光学的透過性
要素であって、各対物面が複数の色の中の各々の色に関連づけられていることを特徴とす
る光学的透過性要素と、
　オートフォーカス回路であって、前記複数の対物面における前記画像センサによって検
知された対物面における焦点度を決定し、且つ前記画像センサによって検知される別の対
物面の焦点度よりも良好な焦点度を有する対物面に前記対物レンズの焦点を合わせるため
に、前記画像センサと対物レンズとに結合されているオートフォーカス回路と、
を備えるサイトメトリーシステム。
【請求項１５】
　前記光学的透過性要素は、ガラス部品からなることを特徴とする請求項１４に記載のサ
イトメトリーシステム。
【請求項１６】
　前記画像センサは電荷結合素子（ＣＣＤ）からなることを特徴とする請求項１５に記載
のサイトメトリーシステム。
【請求項１７】
　前記ガラス部品は、約１．５１８から約１．８５５までの範囲の屈折率を有しており、
且つ約１．００ｍｍから約１２．２０ｍｍまでの範囲の厚さを有していることを特徴とす
る請求項１６に記載のサイトメトリーシステム。
【請求項１８】
　前記対物面は、少なくとも青、緑、および赤に関連づけられていることを特徴とする請
求項１６に記載のサイトメトリーシステム。
【請求項１９】
　前記複数の色が少なくとも青、緑、および赤を含んでおり、且つ前記画像センサが少な
くとも１つの電荷結合素子（ＣＣＤ）カメラであることを特徴とする請求項１５に記載の
顕微鏡システム。
【請求項２０】
　顕微鏡の対物レンズを自動的に焦点合わせする方法であって、
　前記対物レンズを通って試料空間の中に延びる前記顕微鏡内の光路に色収差を導入する
工程と、
　前記試料空間で生成され、前記色収差の導入に応じて光軸に沿って位置する複数の対物
面の各対物面の画像を検知する工程と、
　前記対物面の各々で画像の焦点度を測定する工程と、
　少なくとも１つの他の対物面の焦点度よりも良好な焦点度を有する対物面に焦点を合わ
せるように前記対物レンズを自動的に位置決めする工程と、
を備えていることを特徴とする顕微鏡の対物レンズを自動的に焦点合わせする方法。
【請求項２１】
　前記色収差を導入する工程は、光学的透過性のガラス部品を前記光路に位置決めするこ
とを含むことを特徴とする請求項２０に記載の方法。
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【請求項２２】
　前記ガラス部品は、約１．５１８から約１．８５５までの範囲の屈折率を有し、約１．
００ｍｍから約１２．２０ｍｍまでの範囲の厚さを有することを特徴とする請求項２１に
記載の方法。
【請求項２３】
　対物面の各々が複数の色の中の各々の色に関連付けられることを特徴とする請求項２２
に記載の方法。
【請求項２４】
　前記複数の色が、少なくとも青、緑、および赤を含んでいることを特徴とする請求項２
３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記複数の色が、少なくとも青、緑、および赤を含んでおり、且つ前記カメラは少なく
とも１つの電荷結合素子（ＣＣＤ）カメラであることを特徴とする請求項２３に記載の方
法。
【請求項２６】
　前記色収差を変えることによって前記対物面間の距離を変更する工程をさらに含むこと
を特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２７】
　顕微鏡システムであって、
　結像レンズと、対物レンズと、試料を支持する試料台とを備えている顕微鏡と、
　少なくとも２つの異なる色の画像を同時に取得できる画像装置と、
　前記カメラと前記対物レンズとの間の光路であって、前記結像レンズが前記画像装置と
前記対物レンズとの間に配置されている光路と、
　前記画像装置によって取得されるカラー画像を作り出す各グレースケール画像の焦点面
との間の位置における軸方向の差を決定する較正システムと、
　を備えていることを特徴とする顕微鏡システム。
【請求項２８】
　前記画像装置によって種々の焦点面で取得される少なくとも２つのカラー画像に基づい
て、前記結像レンズの最良の焦点位置を計算し、且つ前記最良位置に前記レンズを移動さ
せるオートフォーカスシステムをさらに備えていることを特徴とする請求項２７に記載の
顕微鏡システム。
【請求項２９】
　前記画像装置によって取得されるカラー画像のグレースケール画像を用いて三次元（３
Ｄ）画像を構成する手段をさらに備えていることを特徴とする請求項２７に記載の顕微鏡
システム。
【請求項３０】
　前記画像装置が、前記２つの色の各々に対するそれぞれのセンサを備えており、
　且つ前記較正システムが、前記センサの少なくとも１つの位置を調整することによって
前記軸方向の差を補正する手段を備えていることを特徴とする請求項２７に記載の顕微鏡
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に記載される本発明は、いずれも米国国立衛生研究所によって授与されたＮＩ
ＢＩＢ交付金番号Ｒ０１　ＥＢ００６２００－０３およびＮＨＧＲＩ交付金番号Ｕ５４　
ＨＧ００３９１６－０３の下で、一部米国政府からの支援を受けてなされたものであり、
米国政府は本発明における一定の権利を有する。
【０００２】
　本明細書は、生体物質に対する顕微鏡を使用したスクリーニングに関する。さらに具体
的には、本明細書は、三次元試料の光軸に沿った複数の深度の各々における画像の取得に
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関する。あるいは、本明細書は、三次元試料の光軸に沿って間隔をあけられた複数の平面
の各々における画像の取得に関する。好ましくは、１つの対物面は三次元試料によって占
有される空間における種々の焦点でレンズによって合焦される複数の色の各々に対して取
得される。
【背景技術】
【０００３】
　疾病の基本的な分子機構を明らかにするためには、生体物質に対して顕微鏡を使用した
スクリーニングを必要とする。生体物質が顕微鏡スライド、多層プレート、またはその他
の同等のデバイスで支持されて、顕微鏡によって取得された画像から得られる光情報が細
胞の測定に利用されるとき、スクリーニングプロセスは「イメージングサイトメトリー」
と呼ばれ、スライドまたはプレートが、一連の画像とそれに対応する一連の位置における
細胞測定値とを取得するために走査される場合、プロセスは「走査型サイトメトリー」と
呼ばれる。自動化された走査型サイトメトリー（以下、自動走査型サイトメトリーとも言
う）は、走査、焦点、画像取得および記憶など、システム機能の自動化によって改良され
た走査型サイトメトリーである。自動化された走査型サイトメトリーにおいて、高分解能
走査は細胞単層の厚さと同等の被写界深度を有する中から高開口数（ＮＡ）対物レンズを
必要とする。定量および定性分析に対してこのような層を合焦するためには、オートフォ
ーカス（自動焦点合わせ、自動合焦）が良好な画質を実現するのに役立つ。
【０００４】
　サイトメータは、生物学的研究用の定量的および定性的情報を得るために細胞を計数し
それらの特性を測定するために設計された計器である。走査型サイトメトリーでは、フロ
ーサイトメトリーとは対照的に、大きい細胞集団の定量測定を行なうために完全自動化画
像処理に同期して基質に付着された細胞および組織を走査する試料台を利用する。さらに
、現場で付着される細胞はそれらの正常な形状を維持し液体の流れの中で懸濁されないの
で、細胞分類はフローサイトメトリーの場合よりも正確である。しかし、低速であること
によって精度の向上は制限される。フローサイトメータは、２０～３０ｋＨｚの走査速度
（細胞／秒）を有しうるが、画像サイトメータは典型的に１００Ｈｚで作動する。走査速
度の差を埋めるために、特に高開口数の対物レンズを必要とする高分解能走査に対しては
、高速走査中に高画質を確保するためにオンザフライでの自動焦点合わせ（ｏｎ－ｔｈｅ
－ｆｌｙ　ａｕｔｏ　ｆｏｃｕｓｉｎｇ：走査を止めずに焦点合わせを自動的に行う手法
）が開発されている。
【０００５】
　この点において、イメージングサイトメトリーは、従来からのフローサイトメトリーと
は対照的に、細胞の量および細胞の再配置を含む画像情報の二次元的な（２－Ｄ）表現の
優位性を有する（１つのフローサイトメータ、アムニス（Ａｍｎｉｓ）による画像ストリ
ーム，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｍｎｉｓ．ｃｏｍ／、も流れの中の細胞を画像化する）
。２Ｄへの拡大は、一次元（１－Ｄ）的なフローサイトメトリーと比べて速度が遅いとい
う欠点を有していた（非特許文献１参照）。しかし、生物学的応用における１つの重要な
部分である癌細胞などの極端に稀な細胞を検出するために、走査型イメージングサイトメ
トリーは、高解像度画像を用いて試料をきわめて詳細に解析する機会を提供するので現在
のところ最良の方法である。大きい細胞集団の中のこれらの極端に稀な細胞を識別するた
めには、このプロセスは自動化されることが望ましい（非特許文献２、非特許文献３、お
よび非特許文献４参照）。
【０００６】
　自動化された走査型サイトメトリーを実現するために、試料台移動、試料照明、および
画像取得がホストコンピュータによって自動化されなければならない。個々の細胞の小さ
な特徴を分類できるように、細胞境界などが区別されなければならない。（非特許文献５
）を参照されたい。このため、高開口数（たとえば、０．７）および高倍率（たとえば、
４０ｘ）を有する対物レンズが必要である。方位分解能の増大とこれに対応する被写界深
度の減少とによって、各視野に対して試料を再び合焦する必要がある。中間画質および高
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画質に対する安定したオートフォーカスのアルゴリズムは単純化されるので焦点外画像は
十分な情報を提供することができない。（Ｂｒａｖｏ　Ｚａｎｏｇｕｅｒａ．Ｍ．Ｅ．の
論文　カリフォルニア大学（２００１））。したがって、完全に自動化された走査型サイ
トメトリーシステムは、ソリューションスキャンを必要とする。（非特許文献６）。
【０００７】
　自動化サイトメータは、現在、臨床的応用および工業的応用において採用されている。
臨床的応用としては、スクリーニングシステム（たとえば、子宮頸癌のプレスクリーニン
グ）、稀有な事象の検出システム（たとえば、遺伝子スクリーニング）、および血液シス
テムが挙げられる。工業的応用としては、調剤（たとえば、薬剤スクリーニング）、食品
および化粧品（たとえば、細菌総数分析）ならびに生物学研究における日常業務が挙げら
れる。（非特許文献１参照）。
【０００８】
　増分走査（増分スキャニング）は、画像の取得中に試料台が静止している必要があり、
試料全体が走査されている間に焦点を追跡するために従来の自動化されたサイトメータに
おいて使用される。増分走査では、電動機構が光学的断面の「ｚ－スタック」とも呼ばれ
る軸方向の一連の画像を収集するために光軸（ｚ方向）に垂直な試料（または対物レンズ
）を移動させる。輪郭がきわめてはっきりした画像を試験し焦点を調整するために、位相
コントラスト法、蛍光、微分干渉コントラスト法（ＤＩＣ）、およびその他のコントラス
ト促進機構が使用されうる。自動焦点合わせの後、細胞性状を測定するために蛍光（典型
的であるが、ときには明視野の位相コントラスト法、ＤＩＣなど）画像が取得される。各
試料の最初の視野は手動で（あるいは、新しい各ウエルを用いた薬剤スクリーニングでは
日常的である比較的長い自動探索範囲で）合焦されて画像が取得される。後続のすべての
視野は、対物レンズポジショナ（ＰＩＦＯＣ，フィジック　インスツルメント，ｈｔｔｐ
：／／ｗｗｗ．ｐｈｙｓｉｋｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｅ．ｃｏｍ／ｅｎ／ｐｒｏｄｕｃｔｓ
／ｐｒｄｅｔａｉｌ．ｐｈｐ？ｓｏｒｔｎｒ＝２００３７５）を使用中に、あるいは顕微
鏡とともに販売される電動焦点アクチュエータ（たとえば、ニコン製　モデル　エクリプ
ス　ＴＩ－ｅ，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｉｋｏｎｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ．ｃｏｍ／ｔ
ｉ／）によって、あるいはプレートポジショナ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｙｓｉｋｉ
ｎｓｔｒｕｍｅｎｔｅ．ｃｏｍ／ｅｎ／ｐｒｏｄｕｃｔｓ／ｐｒｄｅｔａｉｌ．ｐｈｐ？
ｓｏｒｔｎｒ＝２０１５４６）、あるいはマッド　シティ　ラボズ（Ｍａｄ　Ｃｉｔｙ　
Ｌａｂｓ、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍａｄｃｉｔｙｌａｂｓ．ｃｏｍ／ｎａｎｏｚ５００
．ｈｔｍｌ）を用いて自動的に調整される。このポジショナ（保定装置）は、ｚ方向に特
定のステップ数（Δｚ）だけ移動される。オートフォーカスは、種々のｚ方向で種々の試
験対物面で取得された一連の画像を収集し分析することによって実施される。（Ｂｒａｖ
ｏ　Ｚａｎｏｇｕｅｒａ．Ｍ．Ｅ．論文，カリフォルニア大学（２００１））。アナログ
オートフォーカス回路が、種々のｚ方向でＣＣＤカメラによって撮られる画像に対して電
圧を発生する。ｚ方向への移動中、回路の最高電圧は最良焦点位置で取得される最良焦点
画像に対応する。最良焦点位置が見つかると、画像が取得されて試料台が次の視野に移動
され、そこで以前の視野の最良画像位置が新たな視野焦点探索の原点として採用される。
（Ｂｒａｖｏ　Ｚａｎｏｇｕｅｒａ．Ｍ．Ｅ．Ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎ　カリフォルニ
ア大学（２００１））。この方法は、スライド、カバースリップ、およびマイクロタイタ
ープレートの上の細胞および組織に対して十分なデータと正確な最良焦点位置とを得るた
めに、少なくとも７～９つの異なる試験対象面を必要とする。（（非特許文献７）、およ
び（非特許文献８））。増分走査のための一連の手順（シーケンス）では、焦点関数曲線
が視野の移動（．．．，ｎ－１，ｎ，ｎ＋１．．．）によって得られる。ｚ位置の動きは
、ホストコンピュータの制御下にある。
【０００９】
　ｚ位置の移動速度は、その起動時および停止時の試料台の加速に由来する振動によって
制限される。（Ｂｒａｖｏ　Ｚａｎｏｇｕｅｒａ．Ｍ．Ｅ．Ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎ　
カリフォルニア大学（２００１））。結果として、試験対物面の連続取得はおよそ３Ｈｚ
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（３視野／秒）で行われ、これによってスライド全体のスキャン時間は６０～９０分とな
る。
【００１０】
　連続的な走査によって、顕微鏡試料台の加速が排除されて、走査速度が改善されると同
時に高い分解能が維持される。（Ｂｒａｖｏ　Ｚａｎｏｇｕｅｒａ．Ｍ．Ｅ．Ｄｉｓｓｅ
ｒｔａｔｉｏｎ　カリフォルニア大学（２００１）、（非特許文献９）、（非特許文献１
）、および（非特許文献１０）。試料台をｘまたはｙ方向に一定速度で移動することによ
って試料を走査できるようにするために、複数の試験対物面がｚ方向で同時に取得され、
平行オートフォーカスアルゴリズムが各視野における最良焦点位置を決定し、焦点は顕微
鏡視野につき複数回閉ループフィードバック修正方式で更新される。（非特許文献１）。
起動時および停止時の加速の影響を回避するために、ラインカメラとも呼ばれる１－Ｄ　
ＣＣＤセンサが最初に連続スキャンで使用された。（（非特許文献１１）、（非特許文献
１２）、（非特許文献１３）、および（非特許文献１４））。この応用において、ライン
カメラから読み出された画像は、２－Ｄ画像を収集するための試料台の動きに同期されて
いる。特に、低輝度試料（たとえば、蛍光染色された組織）の場合、大面積ＣＣＤカメラ
の画像の電子表示をＣＣＤチップの表面を移動する光学像に同期させる時間遅延積分（Ｔ
ＤＩ）方法によって感度が高くなる。（（非特許文献９）および（非特許文献１５））。
連続試料台の動きと多面画像取得とを組み合わせることによって、走査速度が著しく高く
なり、将来の連続走査型の三次元（３Ｄ）画像化が可能になる。それゆえ、多面画像取得
は、焦点と全画像の同期取得との並列計算を実施することによって連続スキャニングの順
次処理に置き換わる。多面画像取得は、カメラの画素取得速度によってのみ制限される走
査速度を生成して１－Ｄフローサイトメトリーの速度に達する可能性のある２－Ｄ走査型
サイトメトリーを可能にする。（非特許文献９）。
【００１１】
　「ボリュームカメラ（大容量カメラ）」とも呼ばれる多面画像取得システムは、ｚ方向
の複数の画像面を同時に取得することができる。（非特許文献９）。また、（特許文献１
）を参照されたい。この点において、多面画像取得は、複数の対物面に合焦された複数の
ＣＣＤカメラの使用に基づく。このような２－Ｄ画像である重ね合わせ画像（スタック）
は、試料の１つのボリューム画像を表わす。２－Ｄ画像を組み合わせるさらなる計算量は
３－Ｄ画像を提供する。このようなボリュームカメラと複数の対物面が存在することによ
って、走査中に試料の最良焦点位置を素早く計算することができる。
【００１２】
　しかし、ボリュームカメラにおける対物面の軸方向移動量により倍率にある変化が生じ
、画像システムのサンプリングレートを変動させてオートフォーカスアルゴリズムの性能
を変動させる。このような倍率の変化は、コンピュータ、倍率補正光学系によって補正さ
れうるが、これらが小さ過ぎてオートフォーカス性能を変えなければ、完全に無視されう
る。ボリュームカメラの顕微鏡対物レンズを表わすレンズは試料を拡大し、試料空間内の
複数の対物面は同時に焦点内にある。センサは画像空間内の種々の軸方向位置に設置され
、各センサは１つの対物面および対応する情報を取得して焦点内位置を計算する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許第６，６４０，０１４号公報
【特許文献２】米国特許第６，８３９，４６９号公報
【特許文献３】米国特許第５，７９０，７１０号公報
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】Ｂｒａｖｏ－Ｚａｎｏｇｕｅｒａ，Ｍ．Ｅ．＆　Ｐｒｉｃｅ、Ｊ．Ｈ．
「光顕微鏡の同時多重平面の画像捕捉（Ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓ　Ｍｕｌｔｉｐｌａｎ
ａｒ　Ｉｍａｇｅ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｌｉｇｈｔ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ



(8) JP 2012-506060 A 2012.3.8

10

20

30

40

50

．）」ＳＰＩＥ　Ｐｒｏｃ．Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ　ｏｆ　Ｂｉｏｌ
ｏｇｉｃａｌ　Ｆｌｕｉｄｓ　ａｎｄ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　Ａｎ
ａｌｙｔｉｃａｌ　Ｃｙｔｏｌｏｇｙ　３２６０号（１９９８年）
【非特許文献２】Ｂａｊａｊ，Ｓ．，Ｗｅｌｓｈ，Ｊ．Ｂ．，Ｌｅｉｆ，Ｒ．Ｃ．＆　Ｐ
ｒｉｃｅ，Ｊ．Ｈ．「胎児のモデル調整における特注の走査型サイトメータの超稀少事象
の検出性能（Ｕｌｔｒａ－ｒａｒｅ－ｅｖｅｎｔ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ｐｅｒｆｏｒｍ
ａｎｃｅ　ｏｆ　ａ　ｃｕｓｔｏｍ　ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｃｙｔｏｍｅｔｅｒ　ｏｎ　ａ
　ｍｏｄｅｌ　ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｆｅｔａｌ）」ｎＲＢＣｓ．Ｃｙｔｏｍ
ｅｔｒｙ　３９号，２８５頁－２９４頁（２０００年）
【非特許文献３】Ｍｏｒｅｌｏｃｋ，Ｍ．Ｍ．ら「カッパＢ核転座の核因子の高スループ
ットセルイメージングのアッセイ検証の統計結果（Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ　ｏｆ　ａｓｓ
ａｙ　ｖａｌｉｄａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｈｉｇｈ　ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ　ｃｅｌｌ　ｉｍ
ａｇｉｎｇ　ｏｆ　ｎｕｃｌｅａｒ　ｆａｃｔｏｒ　ｋａｐｐａＢ　ｎｕｃｌｅａｒ　ｔ
ｒａｎｓｌｏｃａｔｉｏｎ．）」Ａｓｓａｙ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｖ　Ｔｅｃｈｎｏｌ　３号
，４８３頁－４９９頁（２００５年）
【非特許文献４】Ｐｒｉｇｏｚｈｉｎａ，Ｎ．Ｌ．ら「高含量スクリーニングのためのプ
ラズマ膜アッセイと３区分のイメージサイトメトリー（Ｐｌａｓｍａ　ｍｅｍｂｒａｎｅ
　ａｓｓａｙｓ　ａｎｄ　ｔｈｒｅｅ－ｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔ　ｉｍａｇｅ　ｃｙｔｏ
ｍｅｔｒｙ　ｆｏｒ　ｈｉｇｈ　ｃｏｎｔｅｎｔ　ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ）」Ａｓｓａｙ　
Ｄｒｕｇ　Ｄｅｖ　Ｔｅｃｈｎｏｌ　５号，２９頁－４８頁（２００７年）
【非特許文献５】Ｍ．Ｂｒａｖｏ－Ｚａｎｏｇｕｅｒａ; 「高分解能顕微鏡の継続的な画
像捕捉のための自動オンザフライでの焦点合わせ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｏｎ－ｔｈｅ－
ｆｌｙ　ｆｏｃｕｓｉｎｇ　ｆｏｒ　ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　ｉｍａｇｅ　ａｃｑｕｓｉ
ｔｉｏｎ　ｉｎ　ｈｉｇｈ－ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ）」Ｐｒｏｃ
，Ｏｐｔ．Ｄｉａｇ．Ｌｉｖｉｎｇ　Ｃｅｌｌｓ，２４３頁－２５２頁，１９９９年
【非特許文献６】Ｏｌｉｖａ，Ｍ．Ａ．Ｂｒａｖｏ－Ｚａｎｏｇｕｅｒａ，Ｍ．＆　Ｐｒ
ｉｃｅ，Ｊ．Ｈ「顕微鏡オートフォーカスのためのコントラスト反転フィルタ除去（Ｆｉ
ｌｔｅｒｉｎｇ　ｏｕｔ　ｃｏｎｔｒａｓｔ　ｒｅｖｅｒｓａｌｓ　ｆｏｒ　ｍｉｃｒｏ
ｓｃｏｐｙ　ａｕｔｏｆｏｃｕｓ）」Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ　３８号，６３８頁
－６４６頁（１９９９年）
【非特許文献７】Ｂｒａｖｏ－Ｚａｎｏｇｕｅｒａ，Ｍ．，Ｍａｓｓｅｎｂａｃｈ，Ｂ．
，Ｋｅｌｌｎｅｒ，Ａ．＆　Ｐｒｉｃｅ，Ｊ「生物学顕微鏡のための高性能オートフォー
カス回路（Ｈｉｇｈ－ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　ａｕｔｏｆｏｃｕｓ　ｃｉｒｃｕｉｔ　
ｆｏｒ　ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ）」Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　Ｓｃｉ
ｅｎｔｉｆｉｃ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　６９号，　３９６６頁－３９７７頁（１９９
８年）
【非特許文献８】Ｐｒｉｃｅ，Ｊ．Ｈ．＆　Ｇｏｕｇｈ，Ｄ．Ａ．「走査型顕微鏡のため
の位相コントラストの比較と蛍光デジタルオートフォーカス（Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏ
ｆ　ｐｈａｓｅ－ｃｏｎｔｒａｓｔ　ａｎｄ　ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ　ｄｉｇｉｔａ
ｌ　ａｕｔｏｆｏｃｕｓ　ｆｏｒ　ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ）」Ｃｙｔ
ｏｍｅｔｒｙ　１６号，２８３頁－２９７頁（１９９４年）
【非特許文献９】Ｂｒａｖｏ－Ｚａｎｏｇｕｅｒａ，Ｍ．Ｅ．，Ｌａｒｉｓ，Ｃ．Ａ．，
Ｎｇｕｙｅｎ，Ｌ．Ｋ．，Ｏｌｉｖａ，Ｍ．＆　Ｐｒｉｃｅ，Ｊ．Ｈ．「継続的走査と時
間遅延と画像捕捉の構築のための動的オートフォーカス（Ｄｙｎａｍｉｃ　ａｕｔｏｆｏ
ｃｕｓ　ｆｏｒ　ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ－ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｔｉｍｅ－ｄｅｌａｙ－ａ
ｎｄ－ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ　ｉｍａｇｅ　ａｃｑｕｓｉｔｉｏｎ　ｉｎ　ａｕｔｏｍ
ａｔｅｄ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ）」Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｏ
ｐｔｉｃｓ　１２号，３４０１１／３４０１１－３４０１６（２００７年）
【非特許文献１０】Ｎｇｕｙｅｎ，Ｌ．Ｋ．，Ｂｒａｖｏ－Ｚａｎｏｇｕｅｒａ，Ｍ．Ｅ
．，Ｋｅｌｌｎｅｒ，Ａ．Ｌ．＆　Ｐｒｉｃｅ，Ｊ．Ｈ．Ｍａｇｎｉｆｉｃａｔｉｏｎ　
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「同時的多重平面取得工程のための校正された光学的画像スプリットモジュール（Ｃｏｒ
ｒｅｃｔｅｄ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｉｍａｇｅ　Ｓｐｌｉｔｔｉｎｇ　Ｍｏｄｕｌｅ　ｆｏ
ｒ　Ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓ　Ｍｕｌｔｉｐｌａｎａｒ　Ａｃｑｕｓｉｔｉｏｎ　Ｐｒ
ｏｃ．Ｏｆ　ＳＰＩＥ）」Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ　ｏｆ　Ｌｉｖｉｎ
ｇ　Ｃｅｌｌｓ　ＩＩＩ号　３９２１，３１頁－４０頁（２０００年）
【非特許文献１１】Ｃａｓｔｌｅｍａｎ，Ｋ．Ｒ．「ＰＳＩ自動中期探知機（Ｔｈｅ　Ｐ
ＳＩ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｍｅｔａｐｈａｓｅ　ｆｉｎｄｅｒ）」Ｊ　Ｒａｄｉａｔ　
Ｒｅｓ（Ｔｏｋｙｏ）３３号別冊，１２４頁－１２８頁（１９９２年）
【非特許文献１２】Ｓｈｉｐｐｅｙ，Ｇ．，Ｂａｙｌｅｙ，Ｒ．，Ｆａｒｒｏｗ，Ｓ．，
Ｌｕｔｚ，Ｒ．＆　Ｒｕｔｏｖｉｔｚ，Ｄ．Ａ「頸部プレスクリーニングのための高速イ
ンターバルプロセッサ（ＦＩＰ）（ｆａｓｔ　ｉｎｔｅｒｖａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ（
ＦＩＰ）ｆｏｒ　ｃｅｒｖｉｃａｌ　ｐｒｅｓｃｒｅｅｎｉｎｇ）」Ａｎａｌ　Ｑｕａｎ
ｔ　Ｃｙｔｏｌ　３号，９頁－１６頁（１９８１年）
【非特許文献１３】Ｔｕｃｋｅｒ，Ｊ．Ｈ．ら「継続的動作結像細胞スキャナの細胞集団
の自動濃度測定（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　ｄｅｎｓｉｔｏｍｅｔｒｙ　ｏｆ　ｃｅｌｌ　ｐ
ｏｐｕｌａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　ａ　ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ－ｍｏｔｉｏｎ　ｉｍａｇｉｎ
ｇ　ｃｅｌｌ　ｓｃａｎｎｅｒ）」Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ　２６号，３３１５頁
（１９８７年）
【非特許文献１４】Ｔｕｃｋｅｒ，Ｊ．Ｈ．＆　Ｓｈｉｐｐｅｙ，Ｇ「ＣＥＲＶＩＦＩＰ
リニアアレイのプレスクリーニングにおける基礎的性能試験（Ｂａｓｉｃ　ｐｅｒｆｏｒ
ｍａｎｃｅ　ｔｅｓｔｓ　ｏｎ　ｔｈｅ　ＣＥＲＶＩＦＩＰ　ｌｉｎｅａｒ　ａｒｒａｙ
　ｐｒｅｓｃｒｅｅｎｅｒ）」Ａｎａｌ　Ｑｕａｎｔ　Ｃｙｔｏｌ　５号，１２９頁－１
３７頁（１９８３年）
【非特許文献１５】Ｎｅｔｔｅｎ，Ｈ．，Ｖａｎ　Ｖｌｉｅｔ，Ｌ．Ｊ．，Ｂｏｄｄｅｋ
ｅ，Ｆ．Ｒ．，Ｄｅ　Ｊｏｎｇ，Ｐ．＆　Ｙｏｕｎｇ，Ｉ．Ｔ．Ａ「２次元ＣＣＤを用い
た蛍光顕微鏡と時間遅延積分とを用いた高速スキャナ（ｆａｓｔ　ｓｃａｎｎｅｒ　ｆｏ
ｒ　ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ　ｕｓｉｎｇ　ａ　２Ｄ　ＣＣＤ
　ａｎｄ　ｔｉｍｅ　ｄｅｌａｙｅｄ　ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）」（１９９４年）
【非特許文献１６】Ｓｈｅｎ，Ｆ．，Ｈｏｄｇｓｏｎ，Ｌ．，Ｐｒｉｃｅ，Ｊ．Ｈ．＆　
Ｈａｈｎ，Ｋ．Ｍ「高分解能油浸顕微鏡のためのデジタル微分干渉コントラスト法オート
フォーカス（Ｄｉｇｉｔａｌ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　
ｃｏｎｔｒａｓｔ　ａｕｔｏｆｏｃｕｓ　ｆｏｒ　ｈｉｇｈ　ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｏ
ｉｌ－ｉｍｍｅｒｓｉｏｎ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ）「Ｃｙｔｏｍｅｔｒｙ　Ａ　７３号
，６５８頁－６６６頁（２００８号）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　１つの前述のようなボリュームカメラでは、アナログのオートフォーカス回路基板のア
レイ（配列）に接続される時間遅延および積分（ＴＤＩ）ＣＣＤカメラのアレイに結合さ
れる９本の光ファイバー束のアレイを利用する。（非特許文献９）。ファイバー束のアレ
イは、多面画像を取得するために必要な軸方向移動量を提供する階段パターンで配置され
る。しかし、ファイバーの隣接する配置によって、コンピュータによる補正を必要とする
空間的遅延を誘発する空間移動がある。さらに、ボリュームカメラは、システムの装置お
よび支持構造が複雑である上にファイバー束の光効率が低い（透過率６０％）ので製作費
および維持費が高くつく。（非特許文献１）。
【００１６】
　上記の欠点は、ビームスプリッタとミラーを組み合わせて使用する画像分割システムに
おける同時画像取得のための第２の設計をもたらして８チャネル多面画像システムを生成
することとなった。（特許文献２）を参照されたい。ビームスプリッタは、ボリュームカ
メラのファイバー束よりも効率が高くファイバー束ほど脆弱でない。ボリュームカメラの
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ファイバー束システムとは対照的に、画像は１つの視野のみに由来するので空間的差異が
抑制される。システムは、光出力に８つの等しい非反転画像を生成する。ｚ位置が様々で
あるため、各対物面は８つのＴＤＩ　ＣＣＤカメラの１つに画像を合焦するズーム（拡大
）リレーレンズシステムによって各光出力チャネルを結合することで補正されうる異なる
倍率を有する。（非特許文献１０）。ファイバーがセンサに接合されるボリュームカメラ
の光ファイバーシステムとは対照的に、拡大光学系は画像分割システムに容易に追加され
うる。（非特許文献１０）。最後に、留意すべき重要な点は、画像分割システムが光を８
チャネルに分割し、さらに、ガラス－空気界面を有することである。それゆえ、個々のカ
メラに対する各光出力の強度は大幅に低下される。
【００１７】
　多面画像取得は、複数の軸平面の相対的な鮮明度の同時試験を可能にすることによって
自動合焦（オートフォーカス）が早められる。互いに対して軸方向に移動されたＣＣＤカ
メラは、試料空間の種々の平面に焦点を合わせる。これによって、複数の試験対象面の取
得が可能になり焦点および将来の３－Ｄ画像を追跡することができる。一連のミラーおよ
びビームスプリッタからなるボリュームカメラの改良型は、試料内のボリュームカメラを
８つの２－Ｄ画像に分割する。しかし、このシステムには、大量のガラスに起因する光学
収差を依然として有するという欠点がある。これらの収差の補正は、多額の費用がかかり
骨の折れる作業である。
【００１８】
　以下の明細書では、すべての光学系に内在する色収差を利用してビームスプリッティン
グ光学ガラスの量と焦点が軸方向に移動された所与の数の試験画像を取得するのに必要な
リレーレンズの数とを減らす、多面画像を取得し自動で焦点合わせをする際のボリューム
画像装置の準最適性能に対する解決法を提案する。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　概要
　自動化された走査型サイトメトリーシステムにおいて、色収差は組織試料によって占有
される空間（試料空間）内で多面画像取得に使用される。好ましくは、１つの対物面が、
試料空間内の種々の焦点面でレンズによって焦点合わせされる複数の色の各々に対して取
得される。
【００２０】
　また、色収差は、光伝送路の１つの光軸に沿って移動される画像の積み重ね（スタック
）を取得し、取得された画像の分解能および／または鮮明度を測定し、測定に基づいて最
良の焦点を見つけることによって、試料空間内で直接レンズを焦点合わせする画像に基づ
いたオートフォーカスに使用される。光軸に沿った色収差は、複数の焦点面を同時に取得
するために必要な焦点の差をもたらす。
【００２１】
　焦点の差は、光軸に沿ったこれらの焦点面の変位（移動）を制御することによって調整
または変更されてもよい。焦点面の間隔は、様々な分散および厚さの光学素子を光路に挿
入することによって制御されてもよい。焦点面の間隔は、波長の差が増加するにつれて色
収差も通常は増加するので、光の特定波長を変更することによっても制御されうる。また
、焦点面の間隔に対するさらなる制御は、ＲＧＢカメラにおけるＣＣＤチップに軸方向の
動きを制御するアクチュエータを設置することによっても実現されうる。
【発明の効果】
【００２２】
　一例として、試料空間の多色照明を用いると、３色コードの独立ＣＣＤを有する３チッ
プＣＣＤカラーカメラが、顕微鏡レンズを通して見られる試料空間内で３つの対物面を同
時に取得することができる（各色に対して一つずつ）。対物面の各々に対する軸方向焦点
オフセットは、レンズの色収差によって生じる。
【００２３】
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　さらなる例において、３帯域通過カラーフィルターを有する３チップＣＣＤカラーカメ
ラは、顕微鏡レンズの自動合焦のための軸方向光学空間の高速サンプリング方法を可能に
する。これに関連して、マルチポート設計の顕微鏡は、顕微鏡装置内に複数のこのような
カメラ、たとえば、顕微鏡のレンズで見える試料空間内で９つの軸方向に移動された対物
面を生成する３つのＲＧＢカメラを含んでいてもよい（ニコン製　Ｍｕｌｔｉ－Ｉｍａｇ
ｅ　ＭｏｄｕｌｅおよびＲｏｐｅｒ　Ｄｕａｌ－Ｃａｍなどのアダプタ、ｈｔｔｐ：／／
ｗｗｗ．ｐｈｏｔｏｍｅｔｒｉｃｓ．ｄｅ／ＤｕａｌＣａｍ．ｈｔｍｌは顕微鏡ポートに
つき２つのＲＧＢカメラを有効にし、多面画像取得をさらに好都合に拡大する）。このよ
うな装置を用いる多面画像取得システムは、種々の対物面から同時に並列にほぼ完全に横
方向に記録された２－Ｄ画像を取得することができる可能性がある。
【００２４】
　さらに、対物面間の距離はシステム内の色収差を変えることによって変更されてもよい
。それゆえ、自動化された走査型サイトメトリーシステムは、焦点を最適に追跡し、さら
に３Ｄ画像を有効にする色収差の要素の１つまたは複数を調整することによって微調整さ
れる可能性があるので、このような微調整可能なシステムは先行技術のボリュームカメラ
および画像分割システムに置き換わる可能性がある。
【００２５】
　本明細書に記載される方法および装置は、カスタマイズされた光学素子を用いて実施さ
れてもよく、また市販の光学部品の高分解能および高効率の光透過率を利用してもよい。
これにより、従来の設計における収差の補正に必要なカスタム光学システム設計の改善が
不要になる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】薄いレンズの色収差の説明図である。
【図２】色収差を用いた多面画像取得を示す。
【図３】多面画像取得のために色収差を用いた自動化された走査型サイトメトリーシステ
ムのブロック図である。
【図４】図３のシステムで使用するために修正された顕微鏡を示す。
【図５】試料空間内の対物面のばらつきを示す。
【図６】例示的な３帯域通過フィルターのスペクトル応答を示す。
【図７】３チップＣＣＤカメラのスペクトル応答を示す。
【図８】図４の顕微鏡でガラスサンプルを固定するために使用される修正されたＣマウン
トアダプタを示す。
【図９】図８のアダプタで使用されるシフターを示す。
【図１０】アダプタ、シフター、およびガラスサンプルのアセンブリを示す。
【図１１】光円錐内のガラスサンプルの位置を示す。
【図１２】焦点関数曲線を取得するために使用されるマイクロメータスライドの位相コン
トラスト画像を示す。
【図１３】多面画像取得のために色収差を用いた自動化された走査型サイトメトリーシス
テムの制御機械化を表わすフローチャートである。
【図１４】アレイ分割プロセス、畳み込み関数、およびランプ変動補正のブロック図であ
る。
【図１５】極大値として示されるエラーを有する焦点関数曲線である。
【図１６】エラー検査サブルーチンのフローチャートである。
【図１７】測定の階層を示す表である。
【図１８】圧電対物レンズポジショナコントローラの制御ルーチンのフローチャートであ
る。
【図１９】対称出力加重平均（ＰＷＡ）間隔を表わすグラフである。
【図２０】各々が３つの焦点関数曲線を示す３つのグラフを含む。
【図２１】制限されたＰＷＡ間隔とともにＰＷＡアルゴリズムを示すブロック図である。
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【図２２】スプレッドシート出力の図である。
【図２３】ショット（登録商標）によって提供されるアッベ図である。
【図２４】図８のＣマウントアダプタにおける絶縁体の位置決めを示す。
【図２５】３つの原（オリジナル）グレースケール画像とフィルター処理グレースケール
画像とを同時に提供する回路図である。
【図２６】ヒトの皮膚細胞を用いた多面画像取得を示す。
【図２７】薄い光学素子を用いた多面画像取得を示す図である。
【図２８】縮小型の画像システムのレイトレースである。
【図２９】前焦点領域のズームである。
【図３０】媒体ｎ２の共平面ガラスサンプルを通過する媒体ｎ１からの単色光である。
【図３１】想定される実験の傾向である。
【図３２】緑－青距離と種々の屈折率を有するガラスサンプルの厚さとのプロットである
。
【図３３】緑－赤距離と種々の屈折率を有するガラスサンプルの厚さの変動とのプロット
である。
【図３４】顕微鏡光路のガラスサンプルが対物面位置に及ぼす影響を示す。
【図３５】マイクロメータスライドによる多面画像取得を示す。
【図３６】図３５のグレースケール画像のバイナリバージョンを示す。
【図３７】緑と青の対物面間の距離をガラスの厚さの関数として示すグラフである。
【図３８】緑と赤の対物面間の距離をガラスの厚さの関数として示すグラフである。
【図３９】色収差の量を半円錐角δの関数として示す。
【図４０】光の円錐、焦点関数曲線の形状、および対物面間の距離の関係を示す。
【図４１】１組の対物面の位置への拡大効果を示す。
【図４２】図１、３９、および４１のガラスサンプルを色収差ももたらす「分散リレーレ
ンズ」ユニットに交換することを示す。
【図４３】３色プリズムである「９色モジュール」のＲＧＢバンドの各々の中にカラーサ
ブバンドを分配するとともに、９焦点面色モジュールに図４２のリレーレンズ（図１のガ
ラスサンプルでもありうる）を使用することを示す。
【図４４】３つの異なる対物レンズに対して１Ｘチューブレンズを有するニコン製　Ｔｉ
－Ｅ顕微鏡の色収差を示す。
【図４５】図４２のリレーレンズがある場合とない場合の３つの異なるニコン製対物レン
ズの色収差を示す。
【図４６】図４２のレンズユニットにおけるレンズ素子のタイプの種々の組合せによる図
４５の場合と同じ３つの対物レンズの色収差を示す。
【図４７】図４６のレンズ対の１つと組み合わせたニコン製　２０Ｘ　０．７５ＮＡ　Ｐ
ｌａｎ　Ａｐｏ　ＶＣ対物レンズの焦点関数曲線を示す。
【図４８】マイクロタイタープレートに有用である暗視野（傾斜）照明の代替的な方法と
、顕微鏡の対物レンズの先端周辺の円環光源の位置とを示す。
【図４９】反射暗視野光源の例として、Ｎｅｒｌｉｔｅ（米国、ニューハンプシャー州、
ｗｗｗ．ｎｅｒｌｉｔｅ．ｃｏｍ）Ｍｉｃｒｏｓｃａ　ＤＦ－５０ストローブ付き暗視野
照明器を示す。
【図５０】マイクロタイタープレート上の色収差に対応した多面画像取得のための反射暗
視野照明を示す。
【図５１】代替光源を用いてポリエルリジンコーティングされたカバースリップ上で懸濁
されて遠心分離されたＭＤＡ－ＭＢ－４３５乳癌細胞に対して位相コントラスト（左上）
と比較した傾斜（反射）照明（右上）を示す。
【図５２】５カラーＣＣＤカメラを生成する５色プリズムを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　光学顕微鏡は、試料の拡大画像を映し出す。焦点内にある試料の２Ｄ画像は、その最高
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空間周波数を有し、あるいは最短距離で最大のコントラストを有し、試料の細部の分解能
および測定を可能にする。光学顕微鏡は、光学装置を使用して試料の最終２－Ｄ画像を修
正する。顕微鏡の光学列におけるこれらの装置としては、照明器、集光レンズ、試料、対
物レンズ、接眼レンズ、およびカメラが挙げられる。
【００２８】
　光学レンズには、収差と呼ばれる多くの固有の障害が関連する。それゆえ、理想的な無
歪みの画像を形成するための理想的なレンズはない。収差には、色収差と単色収差の少な
くとも２種類がある。単色収差は球面収差を含む。
【００２９】
　球面収差は、レンズによって与えられる種々の半径によって発生する。それゆえ、この
多半径レンズ（ｍｕｌｔｉ　ｒａｄｉｉ　ｌｅｎｓ）を通過する近軸単色光は、同じ焦点
位置では干渉しない。このような特性は、焦点の周辺にぼやけをもたらす。したがって、
画像はこれらの焦点の外に生成されて、画像も不鮮明になる。
【００３０】
　色収差は屈折率の特性の結果である。屈折率ｎは、２つのパラメータ、すなわち、光が
通過する媒体と光の波長とに依存する。この点に関して、屈折は１つの透明媒体から別の
透明媒体に入る光波の方向の変化である。この方向の変化は、透明媒体の変化を通じて光
波の速度が変化することによって生じる。屈折角θ２は入射角θ１に依存する。種々の媒
体における種々の角度間の関係は式（１）で示され、これはスネルの法則とも呼ばれ、光
学における基本式の１つである。式（１）において、光波は屈折率ｎ１およびｎ２の媒体
１および２を伝播する。
【００３１】
【数１】

（１）
【００３２】
　式（２）は、１つの透明媒体ｎ１から別の透明媒体ｎ２に速度ｖ１およびｖ２で入る光
の速度間の比を表わす。正規化では、すべての速度が真空中の光速ｃに対して計算される
。それゆえ、屈折率は、あらゆる透明材に対して計算されうる。
【００３３】

【数２】

（２）
【００３４】
　真空中の光速は各波長に対して一定である。しかし、他の透明媒体は波長に対する光速
に影響を及ぼす。式（２）によると、屈折率ｎは波長の関数ｎ＝ｎ（λ）になる。この現
象は「分散」と呼ばれる。
【００３５】
　光学媒体は、長い波長よりも短い波長に対して屈折率が大きくなるように反応する。屈
折率が大きくなると、屈折角が大きくなる。それゆえ、レンズを伝播する多色光は、図１
に示されるようにそれぞれの焦点を有する複数の焦点距離をもたらす。
【００３６】
　たとえば、図１において、レンズ１００を通過する多色光の赤、緑、および青の成分は
、レンズ１００の軸１０５に垂直なそれぞれの焦点面、青、緑、および赤で焦点合わせさ
れる。焦点面は、色の波長およびレンズの屈折率に関係するそれぞれの焦点距離によって
レンズ１００から移動される。焦点距離は、レンズ１００の中心を通る軸１０５に垂直な
平面から関心焦点面まで測定される。その１つの焦点距離は、青色光が焦点合わせされる
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青平面までである。レンズ１００に対する焦点面の軸位置（ｚ位置）は、それらの焦点距
離の大きさに対応する。それゆえ、赤平面のｚ位置が０であれば、青色光が焦点合わせさ
れる青平面のｚ位置が焦点距離の大きさである。別の例において、図１を再び参照して、
レンズ１００を通過する光が単色性であり、かつ色が変更されうると仮定する。光の色が
変わると、焦点も変わり、焦点面までの焦点距離と焦点面のｚ位置も変わる。より完全に
は、焦点距離とｚ位置の調整は、光の色特性およびレンズの屈折率の一方または両方を調
整することによって行われることができる。
【００３７】
　本明細書に記載される方法および装置では、対物レンズの光軸が延びる試料空間内に複
数の対物面を形成するために対物レンズの色収差特性を利用する。複数の波長からなる光
を使用すると、レンズシステム（光学顕微鏡の対物レンズなど）は色収差のために試料空
間において単一の対物面で焦点を合わせることができない。屈折率の波長依存性は、対応
する対物面に位置する複数の焦点を生成する。重要な洞察によれば、各レンズシステムに
よって与えられる自然の色収差特性を利用することによって連続または増分走査顕微鏡法
において多面画像が取得される可能性がある。
【００３８】
　波長（それぞれ、色）「赤」、「緑」、および「青」に対して３つの独立したＣＣＤを
有する３チップＣＣＤカラーデジタルカメラを使用すると、これらの対象面の３つが同時
に取得される可能性がある。図２は概念の簡単な説明である。種々のガラスを光路に挿入
すると、「赤」、「緑」、および「青」の波長によって形成される対物面間の距離を変更
することによって色収差の影響が強くなる。「青」および「緑」の波長によって与えられ
る対物面間の距離ａはａ’に変更され、「緑」および「赤」の波長によって形成される対
物面間の距離ｂはｂ’に変更される。
【００３９】
　各々が前述の３チップＣＣＤ技術を備える３つのカメラが９つの異なる対物面および画
像面をそれぞれ生成するための１台の光学顕微鏡に搭載されてもよい。ｚ方向の９つの画
像すべてを同時に取得した後、コンピュータは試料の３－Ｄ画像を処理（ボリュームスキ
ャン）してもよく、あるいは、薄い試料を用いるとき、コンピュータ（またはオートフォ
ーカス回路）は最良の焦点位置を決定することができる。この方法の効果としては、分解
能の向上、個々のカメラに対する高照度、およびコンパクトな光学機械設計が挙げられる
かもしれない。各対物レンズによる色収差が備えられ、高価な機械的支持構造物がないた
め、このシステムを安価でありながら多色応用に有効なものにすることができる。
【００４０】
　多面画像取得のために色収差を用いる自動化された走査型サイトメトリーシステムは、
複数の異なる波長、たとえば、３つの異なる波長における焦点変位が特徴とされてもよい
。このようなシステムでは、複数の色、たとえば、「赤」、「緑」、および「青」に対す
る対物面間の距離は、光路内に色収差の量または効果を導入して変えるために種類の異な
るガラスを用いて制御（増加または減少）されてもよい。したがって、これらの対物面か
らの画像の同時取得は、３チップＣＣＤカメラを使用して実施されてもよい。
【００４１】
　多面画像取得のために色収差を用いる自動化された走査型サイトメトリーシステムのブ
ロック図が図３に示され、このようなシステムの顕微鏡が蛍光光源ではあるが図４に示さ
れる。試料、ここではマイクロメータスライドが顕微鏡試料台に設置され、顕微鏡光学系
が接眼レンズだけでなく光電管にも試料の拡大画像を生成する。光電管に接続されたズー
ムレンズが、３チップＣＣＤカメラのＣＣＤに試料の画像を生成する。Ｃマウントアダプ
タがズームレンズとカメラの間に設置される。Ｃマウントアダプタは、カメラを保持して
ガラスサンプルを収納する。
【００４２】
　図３のように、３チップＣＣＤカメラで取得される画像は、ＩＥＥＥ－１３９４インタ
ーフェースを使用してホストコンピュータに転送されてもよい。好ましくは、ホストコン
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ピュータは、取得された画像からデジタル焦点値を計算するプログラムコードを実行する
。デジタルアナログ変換器（ＤＡＣ）を使用することによって、デジタル焦点値はアナロ
グ電圧に変換される。圧電対物レンズポジショナの制御手段（コントローラ、ＰＩＦＯＣ
）は、アナログ電圧を使用して基準電圧を生成し、さらに、ＰＩＦＯＣの位置を制御して
顕微鏡対物レンズの位置を制御する。焦点値は、ホストコンピュータに記憶されて画面に
おける適切な表示に使用される。
【００４３】
　試料を照射するために白色光源を使用し、画像システム内には光学収差がないものと仮
定すると、システムは各波長に対して１つのみの共通対物面を生成しうる。図５に示され
るように、理想的な顕微鏡の画像面内に３チップＣＣＤカラーカメラを設置すると、試料
空間内に１つの同じ対物面を生成し、ここでは、ＣＣＤ１、ＣＣＤ２、およびＣＣＤ３が
、それぞれ「赤」、「緑」、または「青」の波長に対応していてもよい。色収差を誘発す
ると、「赤」、「緑」、および「青」の対物面は互いから離れる。対物レンズとＣＣＤの
間の光路長が同じであるにもかかわらず、これらは試料空間内の同じ対物面に合焦しない
。それゆえ、試料空間内の３つの対物面は、３チップＣＣＤカメラによって同時に観察さ
れる。
【００４４】
　所与の光学装置の特有の色収差に加えて、ＣＣＤと試料空間の間の光路に外気とは異な
る屈折率を有する光学的透過性要素を挿入することによって、さらなる色収差を誘発する
ことも可能である。たとえば、共平面状構造の（コプラナー状の）ガラス部品が使用され
てもよい。このような場合、誘発される色収差は、素子の厚さ、屈折率、および光路内の
素子の位置に依存する。色収差が大きくなると、単一対物面間の距離が増加するはずであ
る。このような距離は、ガラス部品の厚さおよび屈折率に関して測定されている。測定は
、対応する最良焦点位置間の距離を表わす「赤」、「緑」、および「青」の対物面の各々
に対して焦点関数曲線を取得することによって行われた。
【００４５】
　測定は、位相コントラスト照明モードで使用されるニコン製　Ｏｐｔｉｐｈｏｔ（Ｉ）
正立顕微鏡を用いて行われた。透過型光学顕微鏡法（明視野および鮮やかな位相コントラ
スト）の光源として、標準のオスラム（Ｏｓｒａｍ）１２Ｖ／５０Ｗが使用された。光学
系は、フェーズ３の鮮やかな位相コントラストのニコン製　ＣＦ　Ｆｌｕｏｒ　ＤＬ　２
０Ｘ、０．７５ＮＡ対物レンズと、ニコン製　０．５２　ＮＡ長作動距離集光レンズとを
含んでいた。システム測定では、光学的透過性要素は、被写界深度に対して非常に薄いニ
コン製　１０μｍ／目盛の試料台マイクロメータスライドであった。
【００４６】
　測定中に、顕微鏡対物レンズは移動され、焦点は１００μｍレンジの圧電対物レンズポ
ジショナ（ＰＩＰＯＣ、ポリテック　ピーアイ（Ｐｏｌｙｔｅｃ　ＰＩ）、コスタメサ、
カリフォルニア州）モデルＰ－７２０．００およびＥ－８１０．１０閉ループコントロー
ラ（ポリテック　ピーアイ）によって変更された。ＰＩＦＯＣの位置は、約１．５ｎｍの
最小デジタルステップサイズを備えるデジタル分解能が１６ビットのナショナル　インス
ツルメンツ製（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，オースチン、テキサス州）
ＰＣＩ－６０３１Ｅデータ取得基板のＤＡＣによって制御された。画像は、２０．０ｎｍ
～４．０μｍレンジごとに取得された。
【００４７】
　画像は、ニコン製　ＣＣＴＶ　０．９～２．２５ズームレンズを用いて、画素サイズが
４．６５×４．６５μｍ２および２８．８ＭＨｚの水平周波数応答の１０２４（Ｈ）×７
６８（Ｖ）能動画素を有する日立製　ＨＶ－Ｆ３１Ｆ　３－ＣＣＤビデオカメラで拡大さ
れた。カメラは、内蔵ＡＤＣと、Ｄｅｌｌ　Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　３８０、Ｐ４　６３０
　３．００ＧＨｚ　ＰＣのＳｔａｒＴｅｃｈ　２ポートＰＣＩ　ＩＥＥＥ　１３９４　Ｆ
ｉｒｅｗｉｒｅ　ＰＣＩカードのオープンホストコントローラインターフェース（Ｏｐｅ
ｎ　Ｈｏｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ＩＥＥＥ　１３９４ポート
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に接続されるＩＥＥＥ　１３９４　ファイアーワイヤー（Ｆｉｒｅｗｉｒｅ）出力とを有
する。
【００４８】
　複数の波長（たとえば、「赤」、「緑」、および「青」）は、各波長に対して１つの、
複数の空間遮断周波数（または、分解能限界）を生成する。０．９７５に調整されたズー
ムレンズによって、「赤」および「緑」チップで取得された画像は１．２３および１．０
７倍でオーバーサンプリングされ、「青」チップで取得された画像は０．９１倍でアンダ
ーサンプリングされた（レイリーの分解能の基準のナイキストサンプリングによって）。
【００４９】
　被写界深度が最小であるとき単一モードで正確な焦点関数曲線が生じる。「赤」、「緑
」、および「青」の波長を分離すると、被写界深度が小さくなって焦点関数曲線が急峻に
なる。このため、図６に示されるようなスペクトル応答を有するクロマ（Ｃｈｒｏｍａ）
　６１０００Ｖ２Ｍの３帯域通過フィルターが選定された。３チップＣＣＤカメラの通過
帯とスペクトル応答との関係は、図７との比較によって分かる。
【００５０】
　ランプは、均一に照射される画像を生成しない可能性がある。均一に照射される視野を
生成し易くするために、「フィジカル　オプティックス（Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｏｐｔｉｃ
ｓ）社」製の０．５度の拡散器（ディフューザ）が採用された。
【００５１】
　Ｃレンズマウンティングアダプタ（マウントアダプタ）は、ニコン製　ＣＣＴＶ　０．
９～２．２５ズームレンズを３チップＣＣＤカメラと接続する。図８に示されるように修
正されたＣマウントアダプタには、光路内に種々のガラス部品を挿入するために物理的空
間を提供した。修正されたＣマウントアダプタは、アルミニウムで作られ、その外面およ
び内面は光の反射と散乱を抑制するために黒色陽極処理された。図９に示されるシフター
（ダイヤフラム、絞り）は、Ｃマウントアダプタ内のガラス部品を支持し、中心に置き、
取り外せるように構成された。アセンブリの概略図が図１０に示される。
【００５２】
　画像の人為的な口径食を防止するために、シフター内で最大直径の孔が選定されてもよ
い。口径食は、画像の端に陰影を引き起こし、光強度の低下をもたらしてコントラストを
悪化させる。取り込まれた画像の境界のスメアリングは、高周波を減衰させて焦点関数曲
線の形状に影響を与える。円盤形のガラス部品の具体的な直径、たとえば、約１１．８０
ｍｍに関して、シフター内の孔の最大直径、この場合、１１．００ｍｍが選択された。
【００５３】
　シフターの直径が制限されている場合でも、口径食の影響を最小にする方法が別にある
。たとえば、シフターはカメラの入力光に可能な限り近づけて設置されてもよい。これは
、高さ［ｈ］での光円錐の直径が図１１に描かれるシフターの内部の孔の直径と同じであ
るか、それよりも小さくなければならない理由である。
【００５４】
　口径食をさらに減らすためにさらなる措置が取られてもよい。残る陰影の多くは、画像
の関心領域（ＲＯＩ）が最小化されて、たとえば、６４０×３０画素まで排除されてもよ
い。試料内の視野から現れる光の各ビームがＲＯＩの各画素によって取り込まれる可能性
があるとき、口径食は完全にではないにしても大幅に排除される。マイクロメータースラ
イドで構成される光学素子の取得された画像としての図１２では、口径食がなくなってい
ることが分かる。取得された画像の端には陰影が生じていない。これらの条件に対処する
ことによって、焦点関数曲線の形状を改善してより再現性の高い測定値を生成することが
できる。
【００５５】
　コンピュータのプログラムコードは、日立製　ＨＶ-Ｆ３１Ｆ　３チップＣＣＤビデオ
カメラを制御するために、ナショナル　インスツルメンツ社　ＩＭＡＱ１３９４ドライバ
ーによって供与されたＮａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　ＬａｂＶＩＥＷ（登
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録商標）７．１ソフトウェアで書かれた。結果は、マイクロソフト（登録商標）のエクセ
ル（登録商標）文書に記憶された。表２に注釈されるような図１３のフローチャートは、
測定装置のソースコードの運用構造全体の概説を提供する。コードに関わる以下の説明に
おいて、語尾＊．ｖｉはサブルーチンを表わし、ｖｉは仮想機器（ＶＩ）の省略である。
ＶＩは、内部のＬａｂＶＩＥＷ（登録商標）ライブラリから選定されるか、あるいはカス
タムプログラムされることができる。
【００５６】
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【表１】

【００５７】
　表１において、ステップａ）は、測定の開始を表わし、日立製　ＨＶ－Ｆ３１Ｆ　３チ
ップＣＣＤビデオカメラを、ホストコンピュータのオープンホストコントローラインター



(19) JP 2012-506060 A 2012.3.8

10

20

30

40

50

フェース（Ｏｐｅｎ　Ｈｏｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）　ＩＥＥ
Ｅ１３９４ポートを介してＩＭＡＱ１３９４　Ｉｎｉｔ．ｖｉによって始動させる。これ
は、最高数のコントラスト反転、たとえば、陰陽線を有するＲＯＩでは重要である。日立
製　ＨＶ－Ｆ３１Ｆ　３チップＣＣＤビデオカメラ基準によって得られるカラー画像は、
ＩＭＡＱ　ＣｏｌｏｒＩｍａｇｅＴｏＡｒｒａｙ．ｖｉによって、二次元配列を、取り扱
いが容易な３２ビットに変換されなければならない。３２ビット二次元配列の各値は、ビ
ット深度［｛８ビット｝、｛８ビット｝、｛８ビット｝、｛８ビット｝］＝［｛空き｝、
｛「赤」画像｝、｛「緑」画像｝、｛「青」画像｝］によってコード化された。分割数関
数を使用すると、カラーアレイは、「赤」色、「緑」色、および「青」色に対応する３つ
の８ビットのグレースケールアレイに分割されうる。それゆえ、日立製　ＨＶ－Ｆ３１Ｆ
　３チップＣＣＤビデオカメラの個々のＣＣＤは各々が８ビットのグレースケールアレイ
によって表わされてもよく、各グレースケールアレイは「赤」、「緑」、および「青」の
画像のそれぞれ１つに対応する。
【００５８】
　ステップｂ）は、現在のｚ位置の画像の焦点位置および鮮明度に関する情報の抽出を表
わす。各アレイは、信頼性できる焦点関数を有するオートフォーカスアルゴリズムによっ
て独立に処理されなければならない。好ましくは、オートフォーカスアルゴリズムは画像
コンテンツ処理を備える。（特許文献３）および（非特許文献８）を参照されたい。その
１つのオートフォーカス機能は、式（３）によって与えられる。
【００５９】
【数３】

（３）
 
ここで、ｈ（ｘ）は高域有限インパルス応答（ＦＩＲ）フィルターであり、ｉは画像であ
り、ｘ、ｙ、およびｚは画素および軸方向位置であり、ｎおよびｍは画像の横寸法である
。
【００６０】
　式（３）において、焦点値Ｆｚは、照明の変動を抑制するために分離された高周波成分
の二乗値の和を画像ｉｚの積分強度の二乗で割ることによって計算される。高周波成分は
、画像の各行のｘ方向における１－Ｄフィルターカーネルの畳み込みの結果である。フィ
ルターｈ（ｘ）は、以下のフィルターカーネルを用いた１－Ｄ　３１タップ畳み込み高域
フィルターである。すなわち、｛０．００７０１、－０．００１２０、０．００１８５、
－０．０１２６５、－０．０１２１１、０．０８３４６、－０．０４６８８、－０．１８
６３３、０．２７４８８、０．１３８６４、－０．５８８４０、０．２２４５４、０．６
６９９６、－０．７４６６７、－０．３０１６３、１．０００００、-０．３０１６３、
－０．７４６６７、０．６６９９６、０．２２４５４、－０．５８８４０、０．１３８６
４、０．２７４８８、－０．１８６３３、－０．０４６８８、０．０８３４６、－０．０
１２１１、－０．０１２６５、０．００１８５、－０．００１２０、０．００７０１｝の
フィルターカーネルである。この３１タップフィルターは、０．８４ｆｃに中心があり、
単一モードの最良焦点関数曲線を生成する。１５出力値は、ランプの変動などの光強度変
化に敏感である。それゆえ、画像ｉｚの合計強度の二乗による正規化は、こうした変動を
補正する。図１４は、Ｆｚを計算するＬａｂＶＩＥＷ（登録商標）プログラムによって生
成されるブロック図を表わす。ステップａ）の分割数関数による３つのカラーアレイの抽
出も示される。
【００６１】
　図１４によると、各画像は、「赤」、「緑」、および「青」の画像に対して３つ１組の
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値Ｆｚを提供する。これらの値Ｆｚを記憶するために、図１３で表わされるような４つの
中心アレイが必要である。これら３つは、焦点関数アレイＦｚ　ＲＥＤ、Ｆｚ　ＧＲＥＥ

Ｎ、およびＦｚ　ＢＬＵＥであり、ｚ位置に関する焦点値Ｆｚを持つように設計される。
ｚ位置は、ＰＩＦＯＣ制御ルーチンによって管理され、ｚ位置アレイと呼ばれる第４のア
レイに記憶される。
【００６２】
　しかし、分解能が大きくなり（そして被写界深度が小さくなり）、焦点測定値が振動、
熱、および電源変動などの環境因子によって歪められる可能性がある。たとえば、不減衰
振動は、焦点関数曲線を劣化させて急峻な１つの極大値を発生しうる。焦点関数曲線の実
際の全体の最大値が最良の焦点位置に近いとき、真の焦点位置は振動によって影響されう
る。また、他の環境の影響も焦点関数曲線を劣化させて真の焦点位置も劣化させる可能性
がある。ビデオカメラの動作に関連している可能性のあるこのような不規則に発生するエ
ラーの例が画像を変形させて、最大値に似た急峻な１つの極大値を焦点関数に発生させる
と、これは振動によって発生している可能性がある。明らかに、これらの影響は、光学素
子の機械的隔離および健全な無停電電源を含むシステム構成によって完全に回避されない
までも実質的に緩和されることができる。
【００６３】
　実際に、環境および運用の影響の範囲および大きさを判断するために、エラーチェック
（エラー検査）がシステムソフトウェアで提供されてもよい。この点において、エラー検
査サブルーチンがＬａｂＶＩＥＷ（登録商標）コードに書き込まれた。このサブルーチン
は、焦点関数曲線のデフォルト（初期設定値）の最大勾配（％単位）と現在の勾配（％単
位）のブールコンパレータ（ブール値の比較器）として作動する。デフォルトの最大勾配
は、システムの初期化に必要であり、実験者によって予測されうる。これは、１つの測定
に必要な時間に影響するだけで焦点値Ｆｚには影響しない。現在の勾配は、現在の値Ｆｚ

および過去の値Ｆｚ－１の微分商によって計算され、第１の値Ｆｚ＝０はエラー検査サブ
ルーチンなしで維持される。焦点関数曲線の現在の勾配がデフォルトの最大勾配よりも大
きい場合、エラー警告が発生し、新たな画像が同じｚ位置で取得されることになる。新た
な値Ｆｚがエラー検査サブルーチンを通過すると、値Ｆｚは中心アレイに記憶される。図
１５は振動によって引き起こされる環境エラーとカメラの間欠的な誤動作に関連するシス
テム運用エラーとを含む焦点関数曲線を示す。
【００６４】
　焦点関数曲線自体の傾向がデフォルトの最大勾配よりも大きい勾配を示す場合、機械的
振動やカメラの誤動作がたとえなくても、エラー検査サブルーチンはエラー警告の供給を
停止しない。このため、デフォルトの最大勾配は、上方への動的値として扱われてもよい
。例示的なエラーサブルーチンでは、この勾配は同じｚ位置で１０回の連続するエラー警
告があるとき増大する。この時点で、変更されたデフォルトの最大勾配は調整済みの最大
勾配となる。振動または運用上の誤動作によって生じるエラーが一般に約４回のエラー警
告の間持続するものと仮定すると、エラー検査サブルーチンは比較的滑らかな焦点関数曲
線を生成するのに適している可能性がある。サイドピークおよび広域ピーク位置は別とし
て、極大値は生じない。エラー検査サブルーチンとオートフォーカス値との連結性が図１
６のフローチャートに示される。
【００６５】
　ＰＩＦＯＣが最良焦点位置を含むｚ軸間隔（探索範囲）を移動されるとき、各色に対し
て１つの焦点関数曲線が取得されるものと仮定する。なお、焦点測定カメラに対する「最
良焦点位置」は、適切な蛍光波長の蛍光カメラを用いて同時に記録された別の焦点関数曲
線を参照した較正手順で事前に決定される。以下の説明において、「赤」、「緑」、およ
び「青」の焦点関数曲線を含む１組の焦点関数曲線の取得は、測定サイクルと呼ばれる。
１測定サイクルは、一連の測定の一要素である。図１７は測定の階層を示す。例示的な１
組の測定において、たとえば、１測定サイクルに対応するｚ軸間隔（探索範囲）は、約２
０ｎｍのステップサイズΔｚで２００サンプルを有する約４μｍの範囲（ｚ位置）に設定
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された。画像ｉｚは各ｚ位置で取得された。試料の最良焦点位置を通る対物レンズの対物
面の移動は、ＰＩＦＯＣ制御ルーチンによって制御される。ＰＩＦＯＣ制御ルーチンは、
色収差が軸方向の画像空間をサンプリングするのに十分であることを示すための実験に使
用された。以下で説明するＰＩＦＯＣ制御ルーチンの因果関係が図１８のフローチャート
に示される。
【００６６】
　ＰＩＦＯＣ制御ルーチンは、前述のエラーの１つが発生してもＰＩＦＯＣに変化をもた
らさないかもしれない。このような場合、システムは同じ対物面の新たな画像を取得する
ことができる。あるいは、不要な遅延を回避するために、誤った焦点測定が最良焦点計算
から除外されるだけでもよい。エラーが発生しないとき、実際の測定サイクル数はＰＩＦ
ＯＣの移動が上方であるかそれとも下方であるかを判断する。たとえば、約２０測定サイ
クルに関する一連の測定は、１０回の前方運動と１０回の後方運動として実施される１０
の偶数番サイクルと１０の奇数番サイクルとからなってもよい。これらの運動の各々は、
前方運動または後方運動のいずれであれ、測定間隔内で特定数の種々のｚ位置に分けられ
る。閉ループモードでＰＩＦＯＣを制御する場合、各ｚ位置は直流（ＤＣ）電圧値に対応
する。たとえば、１０Ｖの電圧は、１００μｍのＰＩＦＯＣの振幅に一致してもよい。Ｎ
Ｉ　ＰＣＩ－６０３１Ｅデータ取得基板などの標準データ取得素子のアナログ出力として
この電圧を供給できるためには、互換ハードウェアドライバーを含むＬａｂＶＩＥＷ（登
録商標）ＤＡＱ（データ取得）Ａｓｓｉｓｔａｎｔが使用される。ＤＡＱ　Ａｓｓｉｓｔ
ａｎｔのＤＣ電圧データ入力は、ＬａｂＶＩＥＷ（登録商標）コードによって提供される
Ｓｉｍｕｌａｔｅ　Ｓｉｇｎａｌ機能によって供給される。
【００６７】
　これまで説明したように、システムは、図２０によってｘｙグラフＡ、Ｂ、およびＣに
プロットされるような焦点関数曲線を得ることができる。焦点関数曲線を様々な最大値お
よび最小値と目視比較することは難しい。しかし、正規化焦点関数曲線は、互いに容易に
比較されうる。図２０の正規化焦点関数曲線Ａは、焦点関数曲線全体のあらゆる焦点値Ｆ

ｚから最小焦点値を差し引いた後、各焦点値Ｆｚその最大値Ｆｚで割る正規化アルゴリズ
ムによって発生されうる。それゆえ、各焦点関数曲線の最大値は１．０に正規化され、最
小値はゼロに正規化される。図２０において、グラフＡの正規化はグラフＢに示される。
【００６８】
　ステップｃ）は、取得された焦点関数曲線から最良焦点位置を抽出する。たとえば、最
良焦点位置は、記憶された焦点関数値Ｆｚから出力加重平均（ＰＷＡ）を計算することに
よって得られてもよい。この点において、（特許文献３）を参照されたい。たとえば、式
（４）で実施されるようにＰＷＡを使用すると、焦点関数曲線のピーク位置の周囲で比較
的対称な間隔を必要とするかもしれない。焦点関数曲線が対称でなければ、最良焦点位置
Ｗａはほとんどの値Ｆｚを含む方向にシフトする可能性があり、このシフトは式４の指数
が小さい場合とｚが大きい場合の較正中とではますます問題である。図１９は、このよう
な対称ＰＷＡ間隔を示す。ＰＷＡ間隔がなければ、測定間隔全体にわたるＰＷＡの計算は
、補正されたエラーよりも大きい可能性のあるエラーを発生する可能性がある。
【００６９】
【数４】

（４）
【００７０】
　対称な焦点関数曲線では、各焦点関数曲線は一定のＰＷＡ間隔に制限されてもよい。た
とえば、ＰＷＡ間隔は、焦点関数曲線のおおよそのピーク位置に中心があってもよい。図
２０のグラフＣにおける制限されたＰＷＡ間隔は、各焦点関数曲線がほぼ対称であること
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を示す。
【００７１】
　制限されたＰＷＡ間隔でのＰＷＡの実現は、たとえば、ＬａｂＶＩＥＷ（登録商標）の
アレイ最大最小ツール（Ａｒｒａｙ　ＭＡＸ　＆　Ｍｉｎ　ｔｏｏｌ）を用いて最大値Ｆ
ｚを探索することによって実現されてもよい。この場合、焦点関数アレイの所定の最大指
数は、ＰＷＡ間隔の中心として使用されてもよい。アレイサブセット（Ａｒｒａｙ　Ｓｕ
ｂｓｅｔ）ツールを使用すると、波長「赤」、「緑」、および「青」の各焦点関数曲線の
制限されたアレイと、対応するｚ位置の制限されたアレイとが分離されうる。たとえば、
図２１において、ＰＷＡは「赤」の中心アレイとその対応するｚ指数とを用いて計算され
る。左の部分ではＰＷＡ間隔が制限され、右下の部分ではＰＷＡが制限されたデータを用
いて計算される。
【００７２】
　好ましくは、計算されたＰＷＡ、それぞれ最良焦点位置は、エクセル（登録商標）のｏ
ｕｔｐｕｔ．ｖｉに接続されるアレイに記憶される。一連の測定全体が実行されるとき、
３つのアレイ「赤」、「緑」、および「青」は、エクセル（登録商標）のｏｕｔｐｕｔ．
ｖｉの入力として与えられる。図２２に示されるエクセルのｏｕｔｐｕｔ．ｖｉは、ＮＩ
　Ｅｘａｍｐｌｅデータベースからのエクセル（登録商標）Ｍａｃｒｏ　Ｅｘａｍｐｌｅ
．ｖｉの修正版である。これは、所与の＊．ｘｌｓと示されるエクセル（登録商標）ワー
クシートを開いてセル値を書き留める。ユーザーは、エクセル（登録商標）ワークシート
を保存することによって取得されたデータを確認してもよい。
【００７３】
　おそらく、温度に対するｚ軸の不安定性に起因して、絶対最良焦点位置を処理すると温
度依存関数に干渉するデータが提供されるであろう。このような場合、最良焦点位置間の
距離のみを計算すると、温度の影響がないかもしれない。この効果を理解するために、エ
クセル（登録商標）ワークシートを使用して「赤」と「緑」の最良焦点位置間の距離なら
びに「青」と「緑」の最良焦点位置間の距離が計算された。距離に沿って標準偏差（ＳＤ
）が決定された。５％を超えるＳＤは、後で計算される平均値に影響を与えうる温度の影
響を表わしている可能性がある。
【００７４】
　十分に研究されている光学材料としてのガラスは、その特性に関する実質的な知識体系
で説明される。好ましくは、必ずではないが、ガラス部品は所望の色収差を生成するため
に使用される。この点において有利には、ガラスは比較的小さい温度係数を有しており広
範な分散を示す。透過波長に関して、Ｎ－ＢＫ７などの大きいアッベ数を有する低分散ガ
ラスは、比較的ばらつきの小さい屈折率を示す。Ｎ－ＳＦ６６などの小さいアッベ数を有
する高分散ガラスは、比較的ばらつきの大きい屈折率を示す。
【００７５】
　図２３はアッベ図を示す。これは、業界で使用される多くのガラスの種類をほとんど含
む。ガラスを分散光学素子として使用するとき、価格、可用性、機械的感度、および所望
分散範囲内の分布が検討されるべきである。たとえば、光学ガラス、ＮＳＦ５７（ショッ
ト製）、Ｎ－ＢＡＳＦ６４（ショット製）、およびＮ－ＢＫ７の赤丸で囲んだ事例は、多
面画像取得に色収差を用いる自動化された走査型サイトメトリーシステムおよび方法の性
能を測定するための実験装置に使用された。
【００７６】
　測定では、厚さが５．７０ｍｍ、１０．７０ｍｍ、および１２．２０ｍｍの３個のＮ－
ＳＦ５７（ｎｅ　１．８５５０４）、厚さが６．１０ｍｍ、１１．３０ｍｍ、および１１
．８０ｍｍの３個のＮ－ＢＡＳＦ６４（ｎｅ　１．７０８２４）、ならびに厚さが１．０
０ｍｍ、４．１０ｍｍ、６．２０ｍｍ、９．３０ｍｍ、１１．４０ｍｍの５つ（ｓｔａｃ
ｋｓ）のＮ－ＢＫ７（ｎｅ　１．５１８７２）スタックが使用された。Ｎ－ＢＫ７のスタ
ックは、フィッシャー　サイエンティフィック（Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ、
カタログ番号１２－５４９）による１．００ｍｍの単純な顕微鏡スライドで作られた。こ
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れらは、Ｃａｒｇｉｌｌｅ不乾性液浸油、公式：Ｃｏｄｅ　１２４８；Ｔｙｐｅ　Ｂ，ｎ
（ｅ）＝１．５１８０±０．０００２と組み合わせられた。
【００７７】
　光学部品間の隙間を埋めてガラス－空気界面を排除するために油浸が採用された。結果
として、反射の発生が抑制され、システム全体の光の透過と光効率が向上した。屈折率が
油浸と整合しなければ、光の透過はあらゆる界面で９６％になる。１１枚のスライドのス
タックでは、２２のガラス－空気界面がある。９６％の透過（反射防止（ＡＲ）膜がない
場合）および２２の界面を考慮すると、式（５）を用いて計算されたその総合光効率は約
４０．７％になる。しかし、油浸によってスタックは厚さを増し、したがって、真の厚さ
が測定されなければならない。０．１０ｍｍ厚のフィッシャー科学顕微鏡カバーガラス（
カタログ番号１２－５４２Ｃ）がきわめて薄い２つの表面空気の基準値（エアリファレン
ス）として使用された。表２は、使用された多くのガラスを示す。
【００７８】
　　［数５］
　　　　光効率＝光の透過（ガラス－空気界面の数）

（５）
【００７９】
【表２】

【００８０】
　実験１：実験１は、複数の対物面の並列走査を実現する顕微鏡画像システムと組み合わ
せて色収差の使用を評価するために実施された。３チップＣＣＤカメラによって、システ
ムは３つの独立した画像とそれらに対応する対物面とを形成することができた。色収差特
性に基づいて、上記に対物面は軸方向に分離された。それゆえ、試料は、３つの異なる対
物面で同時に軸方向にサンプリングすることが可能であった。目標は、色収差を変えるこ
とによって上記対物面間の距離を変えることであった。種々の平面ガラスサンプルが色収
差を変えるために光路内に設置された。
【００８１】
　実験は、以下の詳細説明で指定されるシステム構成によって行われた。各ガラスサンプ
ルが一連の測定に使用された。ガラスサンプルはシフターの上部に中心が置かれ、シフタ
ー自体はＣマウントアダプタ内に設置された。顕微鏡部品の膨張を考慮して、システムは
測定開始前に加温された。加温をないがしろにすると、焦点関数曲線が測定間隔からｚ方
向にずれる可能性があった。それゆえ、ガラスは、システムの一部となるはずであり、フ
ィッシャー　サイエンティフィック　モデル（Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　ｍ
ｏｄｅｌ）７７　スライドウォーマーで予熱された。実験室内の環境温度は、２２～２４
℃で変動した。Ｃマウントアダプタの余熱温度は約１７℃であった。約５℃の温度差をほ
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ぼ克服するために、スライドウォーマーは２８℃に設定された。
【００８２】
　しかし、顕微鏡の周囲にわずかに流れる空気と光散乱とが焦点関数曲線内にある極大値
を依然として生成していたことが注目された。これを防止して温度を安定した状態に保つ
ために、Ｃマウントアダプタの孔が図２４に示されるように断熱材で密封された。
【００８３】
　ＬａｂＶＩＥＷ（登録商標）プログラムの構成では、カメラが６４０×３０画素のＲＯ
Ｉおよび３２ビットＲＧＢカラー画像を受け取る必要があった。ＲＯＩが大きくなると測
定速度が低下し、ＳＮＲが増加することはない。ＲＯＩは、黒から白への最大反転数を得
るためにマイクロメータスライドの画像内に中心が置かれた。
【００８４】
　ｚ方向の探索範囲は、２０ｎｍのステップサイズで４．００μｍに設定された。それゆ
え、取得された焦点関数曲線は、測定サイクル当たり２００サンプルの分解能をもたらし
た。デフォルトの最大勾配（絶対値）は、ＣＣＤの誤動作および振動によって生じる極大
値を防止するために５％に設定された。現在の勾配とデフォルトの勾配の正しい比較を実
現するために、Ｆｚの最初の値に上記のエラーがあってはならなかった。ＰＷＡ間隔は、
間隔の中心に絶対最大値を有する１００サンプルに設定された。ほぼ対称なＰＷＡ間隔を
得るために、焦点関数曲線は探索範囲内で可能な限り中心に置かれた。ある種のガラスに
対して実施された測定サイクルの数は、２０であった。それゆえ、各ガラス片は２０測定
サイクルで使用され、各測定サイクルは「赤」、「緑」、および「青」に対して３つ１組
の最良の焦点位置をもたらした。
【００８５】
　エクセル（登録商標）ファイルは、ＬａｂＶＩＥＷ（登録商標）コードの出力としての
機能を果たした。このファイルは、対物面の取得された最良焦点位置間の距離を計算する
ために使用された。測定が完了するとファイルは手動で保存された。その後、１つのガラ
ス片に対して連続的に取得された２０の距離は、１つの平均距離に平均化された。これら
の平均距離の少なくとも２つは各ガラス片に対して得られた。
【００８６】
　実験２：実験２は、画像システムが試料空間内で軸方向に移動された対物面上の平行集
束によって２－Ｄ画像を同時に取得できることを確認するために実施された。顕微鏡マイ
クロメータスライドと同様のきわめて薄い試料を使用することによって、「赤」、「緑」
、および「青」の波長によって定められる個々の対物面を連続的に掃引することができた
。各波長に対する最良焦点位置を示す焦点関数曲線の支援によって、最大分解能で画像を
識別することが可能になった。
【００８７】
　実験は、本詳細な説明で指定された画像システム構成で実行され、試料台マイクロメー
タスライドが試験試料として使用された。画像を取得するに当たり、プログラムコードの
修正セクションが必要であった。図２５において、プログラムコードのセクションは、３
つのグレースケール画像と３つの空間フィルター処理グレースケール画像とを生成するた
めにアップグレードされ、これらの画像の各々は試料空間内の１つの対物面に対応してい
る。空間フィルター処理では、３１タップの高域通過フィルターが使用された。高域通過
フィルター処理では、画像における高い空間周波数を可視化することができた。３つのグ
レースケール画像とこれらに対応するフィルター処理グレースケール画像とが、コンピュ
ータ画面に同時に表示された。
【００８８】
　対物面はわずかサブミクロンだけ分離されているものと予測されたので、人間の視覚で
は隣接する対物面を見分けることができなかった。図２６に対応しかつ人間の視覚が大き
な被写界深度を有するという事実に基づいて、最良焦点を主観的に決定することがようや
く可能であった。この問題を克服するために、焦点関数曲線がさらに画面にプロットされ
た。焦点関数曲線内のピーク位置は、対応する対物面が焦点内にあることを示した。
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【００８９】
　実験中に、３組の画像が取得された。各組は焦点内にある１つの画像と焦点外にある２
つの画像の同時に取得された３つの画像を含んでいる。適切な概略図が図２７に示される
。
【００９０】
　実験３：レイトレーシングは、明視野顕微鏡のような光学システムを通る光の伝播をモ
デル化する広範囲にわたって適用可能な技術である。システムを横断する光線の理論的経
路を決定するために、Ｗｉｎｌｅｎｓ（登録商標）４．４光学設計ソフトウェアと画像シ
ステムの実験装置の簡易版とが使用された。目標は、実験１の結果を確認し、ガラスの種
類と、その厚さと、対物面間の距離との基本的関係を明らかにするデータセットを得るこ
とであった。
【００９１】
　光学部品設計に適用されるレイトレーシングは、図２８の代表的な光学概略図を生成し
た。レイトレーシング解析は、６０４ｎｍの「赤色」光、５２２ｎｍの「緑色」光、およ
び４６２ｎｍの「青色」光を用いて達成された。
【００９２】
　画像平面は、図２８の概略図の左側に見られる。そこでは、ＣＣＤセンサ平面が光学空
間を定義し、３チップＣＣＤカメラの「赤」、「緑」、または「青」に敏感なＣＣＤが設
置される。図２８の画像平面の隣の光学部品は、ガラスサンプルである。実験中に、ガラ
スサンプルは厚さと屈折率が修正された。ガラスサンプルの左側の結像レンズは、約２４
．５４ｍｍの有効焦点距離（ＥＦＬ）を有しており、Ｎ－ＢＫ７で作られている。顕微鏡
対物レンズは、２つの色収差補正レンズと１つの平凸レンズの３つの光学部品からなる。
各色収差補正レンズは、Ｎ－ＳＦ２およびＮ－ＢＫ７レンズからなり、約３８．１１ｍｍ
のＥＦＬを有する。これらの色彩補正特性を有する色収差補正レンズは、色収差に対して
顕微鏡対物レンズを補正する無収差レンズを形成するために必要である。試料内の比較的
小さな詳細を解像するために０．７５ＮＡが必要であり、かつ入射角および反射角の増大
に伴って球面収差が増加するので、平凸レンズがシステム内にも含まれる。光路内のその
配置は円錐角を拡大し、レンズの入射角および反射角を小さくする。試料平面は顕微鏡対
物レンズの右側にある。顕微鏡対物レンズの色彩補正にもかかわらず、システムは調和し
ない対物面を形成するほどの十分な色収差を依然として備えており、これは図２９から分
かる。
【００９３】
　光線図内にガラスサンプルがなければ、光学システムの総合倍率は約２０である。中間
画像平面は、顕微鏡対物レンズの第１の面の前方約１４０ｍｍに設置される。
【００９４】
　実験中に、ガラスサンプルの厚さは０ｍｍから最大１２ｍｍまで変更され、近軸光線に
対する画像距離が各波長、「赤」、「緑」、および「青」に対して記録された。この変更
は、３種類のガラス、Ｎ－ＢＫ７、Ｎ－ＢＡＳＦ６４、およびＮ－ＳＦ５７に対して行わ
れた。
【００９５】
　図３０は、ｎ２の屈折率とｄの厚さとを有する共平面ガラスサンプルを通る光の単色ビ
ームの屈折を明示する。共平面ガラスサンプルは光路長のみに影響を与えるが光の方向に
は影響を与えないことが示される。式（６）～（９）は、図３０のパラメータ間のコヒー
レンスを表わす。画像距離の軸方向シフトｘとガラスサンプルの厚さｄとの直線関係、式
（１０）は明らかである。ガウスレンズ公式に基づいて、画像距離の変化が、光学システ
ムの一定ＥＦＬに対して撮影距離の変化に直接線形結合される。分散の現象を考慮すると
、システムは、各々が特定波長に対応する複数の撮影距離、それぞれ対物面をもたらす。
式（１０）において、定数ｃは線形関数の勾配を表わす。定数ｃは、特定の屈折角α’に
よって直接影響を受け、さらに、光学媒体および波長によって影響を受ける。その結果と
して、各対物面の位置もｄの変動によって直線的に影響を受ける。
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【００９６】
【数６】

（６）
【００９７】
【数７】

（７）
【００９８】
【数８】

（８）
【００９９】
【数９】

（９）
【０１００】
【数１０】

（１０）
【０１０１】
　上記の考察に基づいて、得られたデータセットは、おそらく図３１の左側のグラフに似
た図を生成する。ここで、ｘは、２つの対物面間の距離がガラスサンプルの厚さｄによっ
てどのように影響を受けるかを明示する。右側のグラフでは、距離ｘは、対物面の２つの
対応する焦点関数曲線（１）と（２）の間の距離である。オフセットｘ０は、システムの
通常の色収差によって生成される２つの対物面間の最初の距離である。ガラスサンプルの
屈折率はｎで示される。
【０１０２】
　実験結果：
【０１０３】
　実験１：実験１は、試料空間内の対物面間距離を変更する実現可能性を判断するために
実施された。図３１を参照すると、２つの焦点関数曲線（１）と（２）の最良焦点位置間
の距離ｘも、２つの対物面間の距離を表わす。理論的な傾向によると、ガラスサンプルの
厚さを増加すると２つの対物面間の距離が増加するはずである。
【０１０４】
　図３２および図３３は、厚さおよび屈折率が可変のガラスサンプルを顕微鏡光路に挿入
する実験結果を示す。凡例内のラベリング［ａ’１］－［ａ’３］および［ｂ’１］－［
ｂ’３］は独立した測定（「平均値」測定）を示し、この中で各測定は２０の測定の平均
値によって計算された。２０の測定の１つ当たりの試験時間は、約１分であった。図３２
は、４６２ｎｍの「青色」光および５２２ｎｍの「緑色」光によって形成された対物面間
の距離として定義される「緑－青」距離を表わす。図３３は、６０４ｎｍの「赤色」光お
よび「緑色」光によって形成された対物面間の距離として定義される「緑－赤」距離を表
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わす。
【０１０５】
　ガラスサンプルの厚さｄおよび屈折率ｎを増加すると対物面間の絶対距離に影響を与え
ることは明らかである。図３２において、ガラスサンプルの厚さを増加すると「緑－青」
距離は増加し、また、屈折率ｎの増加に対して勾配は増加する（ｎ［Ｎ－ＢＫ７］＜ｎ［

Ｎ－ＢＡＳＦ６４］＜ｎ［Ｎ－ＳＦ５７］）。
【０１０６】
　理論からは、ガラスサンプルの厚さの増加に対する距離の増加と屈折率の増加に対する
曲線の勾配の増加とが予測される。しかし、実験１において、図３３の「緑－赤」距離の
勾配は負であり、これは距離が減少することを示す。図３３において、曲線は互いに交差
し、採用されるサンプルの勾配と屈折率の直接相関が不明確であることも示される。これ
は、顕微鏡が多くの光学素子を有する複雑な光学機器であり、これら多くの光学素子の組
合せが色収差などの収差を減らすように設計されるという事実によるのかもしれない。さ
らに完全なモデリングがなければ、このシステムはきわめて複雑であるので予測すること
は容易でない。結論として、色収差を変更するために種々のガラスサンプルの挿入が採用
されうるが、正確な違いおよび傾向は実験的な較正によってより確実に判断される。
【０１０７】
　実験１は、顕微鏡光路内のガラスが種々の波長によって形成される対物面間の距離を変
更することができることを示す。「緑－青」距離は、約０．４４μｍの距離の最大変化に
対して図３２から読み取られるように、２．１８μｍから最大約２．６２μｍまで変化し
た（Ｎ－ＳＦ５７　１２ガラスサンプルを使用）。図３３の「緑－赤」距離は、約０．４
３μｍから約０．１６μｍまでの約０．２６μｍの最大変化を示す（同じガラスサンプル
を使用）。実験１の実験装置によって取得されたすべての測定値からは、５％よりも小さ
いＳＤが得られた。
【０１０８】
　図３４は、顕微鏡光路内のガラスサンプルが対物面の位置にどのように影響を与えるか
についての直接比較を表わす。そこでは、焦点関数曲線のピーク領域は、１つの曲線を他
の曲線と容易に比較できるように正規化される。図３４の左右の曲線群の間で、「赤」と
「緑」の曲線が互いに近づき、「青」と「緑」の曲線が互いに遠ざかる。また、焦点関数
曲線の対が全く同じでないことは注目に値する。これらの配置に基づいて、デフォルトの
距離、オフセットを測定することができ、これは「緑－青」距離では約２．１８μｍであ
り、「緑－赤」距離では約０．４３μｍである。図３２および３３を参照すると、このオ
フセットは「緑－青」距離図のｙ軸が２．１５μｍで始まり、「緑－赤」距離図のｙ軸が
０．１５μｍで始まることを示す。オフセットは距離の変化に対して大きいので、オフセ
ットを除去することが可視化にとってより有利である。
【０１０９】
　実験２：以下に記載する実験は、試料空間内の種々の対物面から２－Ｄ画像を同時に取
得するためにシステム能力を明示すべく実行された。試料を観察する３チップＣＣＤカメ
ラは、３つ１組の画像を提供した。３つのＣＣＤに対応する対物面がｚ方向に互いに移動
し、一致しなかった。試料（マイクロメータスライド）が薄いため、同時に焦点内にあり
うるのは１つの対物面だけである。それゆえ、これら３つの同時に取得される画像の１つ
は最大のコントラストを示し、それらの２つは不鮮明である。
【０１１０】
　１組の画像が保存されると、直ちに別の対物面が試料平面と一致するまで顕微鏡対物レ
ンズがｚ方向に移動された。かつては鮮明な画像が不鮮明になり、隣接する画像が最大の
コントラストを示した。この手順は各対物面に対して３回（３組）実施され、これによっ
て、図３５に示すような９つの画像が得られた。ｚ範囲内の各対物面を定量化するために
、焦点関数曲線が図３５の右側部分に示され、ここでは、「青」曲線が３チップＣＣＤカ
メラのＣＣＤ１に対応し、「緑」曲線がＣＣＤ２に対応し、「赤」曲線がＣＣＤ３に対応
する。顕微鏡光路にガラスサンプルがない場合、「青」および「緑」波長に対応する対物
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面は約２．１５μｍの距離で観察された。「赤」および「緑」の対物面は約０．４３μｍ
だけ分離された。
【０１１１】
　図３５において、画像の第１の線は焦点内にある「青」のＣＣＤを示し、第２の線は焦
点内にある「緑」のＣＣＤを示し、第３の線は焦点内にある「赤」のＣＣＤを示す。焦点
内にある画像の比較によると、「青」の最良焦点画像は「赤」および「緑」の最良焦点画
像と実質的に異なり、「赤」および「緑」の最良焦点画像はほとんど同じであることを示
している。「青」の最良焦点画像の画像内のバーパターンは、「赤」および「緑」最良焦
点画像の画像内のバーパターンよりもバーが細いことを示す。しかし、バー間の距離はあ
らゆる最良焦点画像に対して同じである。
【０１１２】
　図３６は、３１タップ高域通過フィルターによって空間的にフィルター処理される図３
５のグレースケール画像を示す。最良焦点位置で取得された画像は、視覚によって最良焦
点を識別するために使用できる高周波成分（垂直線）を明示する。ＣＣＤ１（「赤」波長
）が焦点内にあるとき、ＣＣＤ２（「緑」波長）は依然として多くの高周波を表わす。こ
れは、「赤」の焦点関数曲線のピーク位置が「緑」の焦点関数曲線の最大値の片側にある
という事実による。
【０１１３】
　しかし、一部の画像に劣化があるものの、画像システムでは、種々の対物面に焦点を合
わせることによって３つの鮮明な２－Ｄ画像を同時に得ることが可能であることが示され
た。これら対物面間の空間距離が明示されるので、装置は焦点探索あるいは３－Ｄ画像用
データの構築のいずれにも使用されうる。
【０１１４】
　実験３：拡張レイトレーシング実験の結果が、図３７および３８に示される。各波長、
すなわち、「赤」、「緑」、または「青」のいずれかが独立した対物面を発生するという
事実に関連して、これらの対物面間の距離が測定されうる。図３７は、ガラスサンプルの
厚さに関して「緑」および「青」の光によって形成される対物面間の距離ｄを表わす。図
３８は、図３７と同じ構成を表わすが、「緑」および「赤」の光によって形成される対物
面間の距離ｄを表わす。距離はμｍ目盛の縦座標軸にプロットされ、ガラスの厚さはｍｍ
目盛の横座標軸にプロットされる。いずれの図も３種類のガラスＮ－ＢＫ７、Ｎ－ＢＡＳ
Ｆ６４、およびＮ－ＳＦ５７に対応する３つの曲線を示す。
【０１１５】
　図３７および図３８はいずれも、ガラスサンプルの厚さに関する対物面間の距離の明確
に定義された拡大を明らかにする。（数値データが補遺Ｈに示される）。１２ｍｍ　Ｎ－
ＳＦ５７ガラスサンプルを使用して約０．８９μｍの最大距離変化を発生し、続いて１２
ｍｍ　Ｎ－ＢＡＳＦ６４ガラスサンプルと１２ｍｍ　Ｎ－ＢＫ７ガラスサンプルとが使用
された。「緑－青」距離に対する曲線の勾配も「緑－赤」距離に対する曲線の勾配も、１
種類のガラスの各厚さに関して同じである。
【０１１６】
　それにもかかわらず、オフセットが各曲線の原点に加えられ、これは「緑－青」距離で
は約９０．４２μｍであり、「緑－赤」距離では約８１．１５μｍである。このオフセッ
トは、３つすべての発散曲線の原点を形成しており、図３７と図３８の間の唯一の差であ
る。オフセットは、光学システムの比較的簡単なモデルを使用することに基づくもので重
要ではない。
【０１１７】
　曲線はわずかに非線形であり、これは意外ではないが、図３１によっても、ここで使用
された簡単な理論および光学モデルによっても予測されなかった。
【０１１８】
　結果の検討：上記の実験の目標は、色収差に基づいて同時多面画像取得の実現可能性を
検証することであった。同時多面画像取得では、オンザフライでの自動焦点合わせ（オー
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トフォーカス）、増分走査用高速オートフォーカス、および３－Ｄ画像が可能になる。オ
ンザフ方式のオートフォーカスでは、試料空間内の移動された対物面から画像のスタック
を取得し、このスタックから最良焦点位置を計算する。その後、最良焦点位置の画像はそ
の後の細胞解析のために保存される。３－Ｄ画像では、画像のスタック全体がボリューム
（３－Ｄ）画像を表わす。
【０１１９】
　上記の実験は、色収差が試料空間内に複数の対物面をもたらし、各対物面がそれぞれの
波長によって形成されること明確に示す。３チップＣＣＤカメラは、これら対物面の３つ
の画像を検出することができ、各センサは３つの画像の１つを取得する。各対物面間の距
離を増減するためにシステム内の色収差を変更する目標は実現されて、種々の応用および
光学的配置に対する軸方向のサンプリングを最適化する上記距離の自動制御が可能になる
。光路内に共平面ガラスサンプルを挿入することによって、新たな色収差が誘導される可
能性がある。３つの画像の小さいスタックはその後のオートフォーカスアルゴリズムに対
して十分なｚ位置を備えていないので、より多くの画像を収集するために焦点を変更した
り、同時に検出される対物面の数を増やしたりすることができ、後者は連続的な走査に必
要であるかもしれない。同時に収集される対物面の数は、マルチポート顕微鏡を使用する
ことによって増加されることができる。３つのサイドポートを備えるこのような顕微鏡は
、３チップＣＣＤ技術に基づく３つのカメラを搭載することができる。８チャネル、した
がって、８つの対物面を備える先行技術の画像分割モジュールとは対照的に、この設計で
は、光学顕微鏡内の９つの対物面を同時に観察することができる。２軸カム（Ｄｕａｌ－
Ｃａｍ）、二重または多重イメージモジュールでは、サイドポートを解放したり、同時に
取得される対物面の数をさらに増加したりするために、各サイドポートに２つのＲＧＢカ
メラが使用されうる。
【０１２０】
　したがって、多面画像取得に色収差を用いる自動化された走査型サイトメトリーは、先
行技術の少なくとも画像分割システムを置き換えることができる改良設計である。３チッ
プＣＣＤカメラは、民生用デジタルカメラに使用されるより一般的な単一チップＲＧＢカ
メラと同様に、既製在庫部品である。大量のガラスと表面の多さとが原因で、先行技術の
分割モジュールは、球面収差および色収差と低光効率という問題を抱えている。対照的に
、３チップＣＣＤカメラは設計がよりコンパクトである。カメラの内部分割ビームプリズ
ムは、サイズを最小化し光学収差を低減するのに有効である。
【０１２１】
　３チップＣＣＤカメラの標準化されたＣマウントコネクタによって、カメラは同心円状
に搭載することが可能であり、カメラの光軸は顕微鏡の光軸と一致する。それゆえ、薄い
試料（単層細胞など）が各ＣＣＤの中心で画像化されうる。画像平面がカメラに対して傾
いている場合、画像の一部のみが焦点内にあることになる。これは、カメラの画像平面が
試料平面の複合体に食い込むことになるためである。顕微鏡の被写界深度が十分に大きい
場合、ＣＣＤ配列の小さなずれは許容されうる。普通のＮＡまたは高いＮＡの対物レンズ
は数μｍ程度の浅い被写界深度を有する試料平面を画像化することができるので、正確で
ロバストな光学機械装置が必要とされる。
【０１２２】
　図３２～３４を参照すると、実験１は、システムが複数の対物面を同時取得できること
を示している。さらに、光学顕微鏡の光路内に共平面ガラスサンプルを挿入すると色収差
が増加し、それぞれの対物面間の距離が拡大しうることが明示される。光円錐の集束が増
加すると色収差の量は増加し、限りなく補正される経路の内部には色収差は誘導されない
ことは明白である。それゆえ、画像システム光路内のガラスサンプルの物理的位置は、大
きい円錐角を描かなければならない。
【０１２３】
　しかし、実験１において、最大円錐角はＣマウントアダプタの内部にあった。図３２～
３４によると、この位置で厚さおよび屈折率が可変のガラスサンプルを顕微鏡光路に挿入
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すると、「青」と「緑」の対物面間に０．４４μｍの最大変化を生じ、「赤」と「緑」の
対物面間に０．２６μｍの最大変化を生じる。最大変化は、最高屈折率（Ｎ－ＳＦ５７　
ｎｅ＝１．８５５０４）を有する最も厚いガラスサンプル（１２．２０ｍｍ）を使用する
ことによって取得された。これは、色収差の量が共平面ガラスサンプルの屈折率と厚さの
両方とともに増加するためである。実験１は、「青」と「緑」の対物面間の距離が増加す
る一方で「赤」と「緑」の対物面間の距離はガラスサンプルの厚さと屈折率とに対して減
少することを示した。この挙動は、顕微鏡の複雑な光学システムが原因で起きている可能
性があるが、カメラの設計も一因である可能性がある。
【０１２４】
　ニコン製　ＣＦ　Ｆｌｕｏｒ顕微鏡対物レンズの指示では、ＣＦは「クロムを含まない
」ことを表わす。すなわち、顕微鏡対物レンズは色収差に対して補正される。しかし、色
収差は最適化の処理である。それゆえ、すべての波長を単一の焦点に集中させることは決
して可能でないかもしれない。この補正処理によって、波長の焦点の軸方向の順序は入れ
換えられる可能性がある。それにもかかわらず、「青」の焦点関数曲線は過度に外れてお
り、これは準最適色彩補正に起因する可能性がある。距離の減少に関して考えられるもう
１つの理由は、３チップＣＣＤカメラの構造に関わり、これがＣＣＤの軸方向のずれを生
じる可能性がある。これが正しければ、カメラは各チップに対して同じ経路長を示さない
であろう。３つのＣＣＤが同じ経路長の値を示す場合、「青」と「緑」の間隔は、「赤」
と「緑」の対物面と同様に、ガラスサンプルの厚さおよび屈折率に対して増加するであろ
う。したがって、「緑－赤」の距離および「緑－青」の距離のいずれの距離も正の勾配を
示すことになる。
【０１２５】
　このため、図３７および３８を参照すると、経路長の一致は光学レイトレーシングソフ
トウェアを使用することによって実験３でシミュレーションされる。これは実験１と同様
の結果を示したが、「青」および「緑」と「赤」および「緑」とに対して発散する対物面
を有する。実験１および３の両方において、曲線の勾配がガラスサンプルの屈折率に依存
することは注目に値する。それゆえ、高い屈折率では対物面が低い屈折率よりも大きく外
れる。実験３において、１２ｍｍ　Ｎ－ＳＦ５７ガラスサンプルでは、「緑－赤」および
「緑－青」の両方の距離におよそ０．８９μｍの最大変化を生じる。
【０１２６】
　実験３の説明では、曲線の直線性の傾向を仮定することになる。しかし、図３７および
３８に見られる結果はわずかな非線形傾向を示しており、これは縦倍率が横倍率のほぼ二
乗であるという事実によって説明されるかもしれない。（非特許文献１）。それゆえ、撮
影距離の変化によって生じる倍率の変化は、軸方向におよそ二乗依存性を有しており、よ
り完全な理論ではより非線形性を帯びて焦点面に関して非対称である。（非特許文献６）
。
【０１２７】
　しかし、また、レイトレーシング解析の結果は実験１の結果に比べてより明確な傾向を
示す。実験１において、曲線（図３２～３４）は、屈折率に関して実際に互いに交差する
。実験１の試験結果の分布は「緑－赤」の距離および「緑－青」の距離の両方に対して比
較的低い分散を示すので、交差が不規則に生じることはない。なお、すべての試験結果は
５％よりも小さい標準偏差を示す。また、「緑－赤」の距離および「緑－青」の距離が同
時に取得されたことも考慮されるべきである。それゆえ、経時的な温度の変動およびシス
テム挙動は、この交差の原因にはなりえない。「緑－青」の距離は交差の影響を受けない
ので、交差は「赤」焦点関数曲線の固有の形状による可能性がある。
【０１２８】
　また、実験１および３はいずれも対物面間の最初の距離を実現するオフセットを表わす
ことが観察される。実験１において（図３２～３４）、オフセットは光路内のレンズ素子
の色収差と、場合によっては、ＣＣＤの軸方向のずれとによって引き起こされる。色収差
がなく、かつＣＣＤの軸方向のずれがなければ、すべての対物面は共平面になり、オフセ
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ットは生成されないことになる。また、実験３（図３７および３８）は、システム内のレ
ンズ素子の色収差によってのみ生じるオフセットを表わす。レイトレーシング実験のオフ
セットは実験１のオフセットよりも大きい。これは、対物面の決定にレイファン全体では
なく近軸光線を使用することによるのかもしれない。また、モデル顕微鏡の簡略光学設計
は、実際の顕微鏡における光学列とはかなり異なる。したがって、簡略化モデルは、数値
エラーを引き起こすはずであり、同様に適合するものとは期待されない。
【０１２９】
　レイトレーシング実験では、「緑－赤」の距離および「緑－青」の距離に対する曲線の
勾配がガラスサンプルの屈折率に関して等しいことが明らかになった。「緑－赤」の距離
と「緑－青」の距離との唯一の違いはオフセットである。
【０１３０】
　また、レイトレーシング実験からは、簡略化光学モデルから得られる対物面の順序が明
らかになる。「緑－青」の距離の勾配は「緑－赤」の距離の勾配と同様に正である。それ
ゆえ、対物面が発散し、「緑」の対物面が「赤」の対物面と「青」の対物面の間にあるこ
とが示唆される。色収差を実際の顕微鏡に導入するためにガラスサンプルを挿入すると、
光学システムがより複雑であるために勾配の差を誘発するかもしれない。実験１における
実験装置のＣＣＤの軸方向の移動は、その結果として検証される。
【０１３１】
　図３２～３４、３７、および３８を参照すると、実験１および３では、厚さおよび屈折
率が可変のガラスサンプルを挿入すると隣接する対物面間の距離が均等に拡大することが
明らかになる。実験３は実験１の結果と一致している。球面収差も色収差もない理想的に
補正される顕微鏡があると仮定する。実験１を参照すると、このような理想的な顕微鏡の
一致する対物面は、色収差特性を使用することによって互いに０．４４μｍだけ分離され
る可能性がある。レイトレーシング実験における０．６５～０．９μｍの焦点の差は、こ
こでモデル化された同じ対物レンズ特性（２０ｘ、０．７５ＮＡ）を用いて数千の顕微鏡
の視野で実施されたオートフォーカス精密測定の過去の試験で使用された０．１～０．２
４μｍの軸方向ステップに十分に匹敵する。（非特許文献７、非特許文献８）。
【０１３２】
　たとえ上記実験の目的がオートフォーカス顕微鏡法の色収差の調査であったとしても、
複数の対物面の同時取得に関しては他にもいくつかの可能性も明らかにされる。他の可能
性は３チップＣＣＤ技術を用いて調査された。
【０１３３】
　第１の可能性は、顕微鏡の光路の内側に種々のガラスを用いた色収差についての既に説
明済みの改善である。３チップＣＣＤカメラは、３つの対応する対物面の画像を取得する
ために使用されうる。色収差の変化は、焦点面間の「緑－赤」および「緑－青」の両方の
距離を制御するために使用されうる。顕微鏡のＣＣＤセンサの軸方向配列と収差補正とを
含む条件は、色収差による焦点面の差を変える可能性がある。波長を決定する３帯域通過
フィルター（およびカメラのスペクトル応答）の選定は、焦点面の分離も変える。それゆ
え、波長の変更は、「赤」および「緑」と「青」および「緑」の焦点面の差を制御するた
めに使用されうる。それゆえ、試料の軸方向サンプリングは、具体的な実験のニーズ（対
物レンズ、サンプルの色、および自動焦点合わせの後に取得される画像に必要な照明波長
の選定）に適合するように制御されうる。
【０１３４】
　上記の測定では、波長が手動で設定された。また、種々の波長が、フィルターホイール
、液晶同調フィルター（ＬＣＴＦ）、または音響光学同調フィルター（ＡＯＴＦ）を使用
することによって種々の走査に対して選択することができる。さらに、カメラ内部のＣＣ
Ｄの軸方向のマイクロポジショニングが、サンプリングされる対物面間の距離をさらに制
御するために使用されることができる。ガウスレンズ公式に基づいて、各ＣＣＤは画像距
離の違いの一因となり、したがって、撮影距離の違いの一因ともなる。それゆえ、対応す
る対物面は、試料空間内に確実に配置される。ＣＣＤセンサのみの変位は種々の焦点面を
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サンプリングするために使用されることができるが、色収差を単独であるいはＣＣＤ変位
と組み合わせて使用することによって、基本的な光学特性を利用した潜在的アプローチが
提案される。
【０１３５】
　マイクロポジショニングを色収差と結合すると、対物面間の距離の調整と、実際に軸方
向サンプリングレートの調整とが可能になる。マイクロポジショニングＣＣＤおよびカラ
ーフィルターを備える３チップＣＣＤカメラは、全く同じ距離を有する試料空間から対物
面を取得しうる。ここで、各対物面は単独の波長によって形成される。色収差がなければ
、カメラは、まさに一定のサンプリングレートで軸方向に試料をサンプリングすることが
できる。色収差は、対物面間の距離を等しく変化させ、したがって、軸方向のサンプリン
グレートも等しく変化させるために使用されうる。
【０１３６】
　また、上記の実験は、焦点関数曲線が顕微鏡使用者によって必要とされる特定の実験条
件下で色収差を正確に測定するために使用されうることを示す。対物レンズ、フィルター
、試料特性（様々なスライド、カバースリップ、ガラスボトム（ガラスの底部を有する）
マイクロタイタープレート、ならびにマイクロタイタープレートおよび培養チャンバー内
の種々の薄膜およびプラスチック製品を含む）、および波長（蛍光または透過光）を変更
すると、色収差を変えることができる。厳しい実験条件において各波長でオートフォーカ
スを実施することによって、様々な波長間の焦点の違いが決定され、検出器のマイクロポ
ジショナが色収差を補正し、記録された多色画像の品質を改善する。これは、３色画像に
限定されるものではなく、任意数の波長に対して実施されうる。
【０１３７】
　なお、上記においては、対物面の位置は、色収差の誘導、３帯域通過フィルター（それ
ぞれ、カメラのスペクトル応答）の使用、およびＣＣＤのマイクロポジショニングによっ
て変更されうる。第４の可能性として、ガラスサンプルを通る光の集束円錐の修正もあり
うる。円錐角δを増加すると図３９に示すようにより多くの色収差が誘導されることは明
らかである。
【０１３８】
　色収差が増加すると、さらに、「赤」、「緑」、および「青」のＣＣＤに対して光路長
間の差が大きくなる（簡単なレイトレーシングモデルにおいて）か、あるいは変化する（
複雑な光学システムでは大きくなるかまたは小さくなる）。それゆえ、この方法は、対物
面間の距離を変えることもできる。これには、新たな光学カスタム設計および実施が必要
になる。
【０１３９】
　今日のほとんどの顕微鏡は、マルチポート設計を提供し、複数のカメラを同時に搭載す
ることができる。３ポートを有する顕微鏡は、３チップＣＣＤ技術による３つのカメラを
搭載してもよい。各カメラは、対応する対物面から３つの画像のスタックを取得する。さ
らに、全部で９つの対物面が同時に観察されうる。試料空間の所望の軸方向サンプリング
密度を実施するために、３つのスタックの対物面は、機械的マイクロポジショニングを用
いて、あるいは、光の同じまたは異なる対応波長を有する種々のガラスインサートを使用
することによって、互いに整列されうる。すなわち、各ＲＧＢカメラは、異なる３つの波
長または同じ３つの波長を、同じかまたは異なるガラスサンプル（厚さ、アッベ数、また
は分散、および／または屈折率）とともに用いて画像を取得しうる。マルチポート顕微鏡
は３つ以上のカメラを備える場合があるかもしれない。しかし、この場合、さらに、顕微
鏡の光路がポート数に分割されるので光効率が低下する。しかしながら、非蛍光（透過ま
たは反射）照明では光毒性が低い（試料が多くの光を吸収しないので）。それゆえ、たと
えば、照明を飛躍的に明るくして３つよりも多くの３チップＣＣＤカメラを使用できるよ
うに、輝度は、アーク灯、レーザー、またはＬＥＤを使用することによって増加されうる
。
【０１４０】



(33) JP 2012-506060 A 2012.3.8

10

20

30

40

50

　しかし、これらの測定に使用される顕微鏡の構造に起因して、光強度がすべてのポート
で同じではない。この場合、顕微鏡の基部にあるビームスプリッタを交換するか、あるい
はポート出口の前方に減光フィルターを追加することによって種々の強度が補正されうる
。
【０１４１】
　また、帯域通過は各ＣＣＤに対して可能な限り狭くなければならないことに留意された
い。１つの離散波長が１つの対物面を形成するように、多くの波長が多くの対物面を形成
している。多くの波長を通過させる帯域通過フィルターによって、ＣＣＤは中心波長の画
像だけでなく隣接する波長の画像も取得する。試料空間内の対物面の広がりが被写界深度
よりも大きい場合、画像内にさらなるぼやけが生じる。ＬＥＤおよびレーザーを含む一部
の光源の比較的狭い波長帯は、この機能を果たすこともできる。
【０１４２】
　また、重要なのは、光の円錐内のガラスサンプルの位置決めである。光の円錐内の軸方
向位置は問題でないが、共平面ガラスサンプルの垂線の方向は大いに問題である。共平面
ガラスサンプルを光軸に対して傾けると、コマと呼ばれる球面収差が発生する。この収差
を低減して画像品質を維持するために、非常にロバストで正確な光学機械装置が必要であ
る。
【０１４３】
　実験２は、色収差を用いた多平面画像システムが試料空間内の種々のｚ位置から２－Ｄ
画像を同時に取得できることを検証するために実施された。新たな設計は、試料空間内の
対物面の軸方向変位の使用に基づいており、各ＣＣＤはこれらの面の１つに焦点合わせし
ている。実際のところ、焦点関数曲線のピーク値はｚ位置を示し、このz位置で特にＣＣ
Ｄに対して、対応する対物面は焦点内にある。実験２において、きわめて薄い試料（マイ
クロメータスライド）を使用するとき焦点関数曲線のピーク位置は種々のｚ位置で生じる
ことを示す必要があった。
【０１４４】
　オートフォーカスが実施された後でＲＧＢカメラが最良画像を取得するためには、各検
出器は最良の焦点にあるべきである。これによって、最良の定量的細胞解析の実現が可能
になる。透明な試料（明視野、位相コントラスト、ＤＩＣ、または反射光によって照射さ
れる）では、各色に対する相対最良焦点位置も最良画像を収集する補正較正位置を表わす
。ＣＣＤチップの機械的アクチュエータによって、各波長における焦点内画像の最終収集
の相違を補正することができるようになる。図３５および３６に示される実験２の試験結
果から、「赤」と「緑」の対物面の画像は同じであるが、「青」の対物面の画像はいくら
かの変動を示すことが明らかになる。マイクロメータライン間の距離と種々のガラスサン
プルとの比較から、倍率の実験的な最大の相違は、２４．５Ｘ対２４．３Ｘであった。各
ＣＣＤに対する焦点関数曲線を比較すると、変動も生じている。図４０において、「赤」
と「緑」の焦点関数曲線はやはり同等に近いが、「青」の焦点関数曲線はより幅広いピー
クを示す。図３４には、Ｎ－ＢＫ７顕微鏡スライドの１１．３ｍｍ厚の重ね合わせがある
場合とない場合の相対スルー焦点鮮明度測定値Ｆｚ(式１)。挿入されたガラスサンプルに
関する焦点関数曲線は、青に対する最大と赤に対する最小の幅の差の有無を問わず、これ
らよりも幅が広い。サイドピークも赤および青では大きい。これらの差は、サンプリング
（倍率）および分解能の両方の変化によって生じうる。倍率の変化は小さかった（ガラス
インサートがある場合、最大変化は２４．５ｘ～２４．３ｘであった）ので、１２．２ｍ
ｍ厚のＮ－ＳＦ５７ガラスサンプルを用いて各波長に対する分解能の変化を測定した（表
１）。Ｒ、Ｇ、およびＢに対するガラスサンプルがある場合およびない場合の分解能と、
分解能の低下とが表２に示される。ガラスインサートがある場合の分解能の低下は、Ｂお
よびＲに対してそれぞれ０．７５μｍおよび０．６３μｍで最大であり、Ｇに対して０．
４０μｍで最小であった。なお、これらの差は、インサートなしで波長自体の間で測定さ
れた差と同等であり（０．７１μｍのＧ－Ｂ差、０．２８μｍのＲ－Ｂ差、および０．４
３μｍのＧ－Ｒ差）、レイリーの分解能の差（Ｇ－ＢおよびＲ－Ｇ）よりも２～３倍大き
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い。図７の焦点関数曲線は、大部分が単一モードに保たれたので、分解能のこれらの変化
はオートフォーカス性能を低下させるおそれがない。各色に対してα＝８の場合に式２で
決定されるような最良焦点の差は、０．３５μｍ（Ｂ）、０．９μｍ（Ｒ）、０．６μｍ
（Ｇ）である。ガラスサンプルの挿入後に最大のＲ焦点のシフトがある場合、ＢおよびＲ
の焦点は比較的離れており（２．１μｍ対１．７μｍ）、ＲおよびＧの焦点は互いに比較
的接近している（０．２５μｍ対０．４５μｍ）。
【０１４５】
　ガラスサンプルは、色収差をさらに導入する分散特性を有するリレーレンズシステムに
よって置き換えられうる。図４２は、色収差を生成するレンズユニット、対称ダブレット
の例を示す。このようなリレーレンズは、図１のガラスサンプルに置き換わるか、あるい
はこのガラスサンプルと組み合わせられて、色収差の制御をさらに助けて種々の色の焦点
面間で所望の分離距離を実現することができる。通常であればカメラＣＣＤで画像化され
るサイドポートで顕微鏡によって発生される画像は、レンズＬ１およびＬ２によってカメ
ラの新たなカメラ画像平面で再画像化される。
【０１４６】
　光学系の様々な組合せによる色収差の以下の測定は、ニコン製　Ｔｉ－Ｅ自動化顕微鏡
で実施された。顕微鏡（ニコン製　ＳＤＫ同梱）、カメラ、および光源を制御し、すべて
の画像処理のためにＬａｂＶＩＥＷ　８．０が使用された。画像化は、画像化されるサン
プルに応じて明視野または位相コントラストのいずれかで実施された。照明は、－４００
ｎｍ～－７５０ｎｍの照明を提供するように構成されたワンライト　スペクトラ（Ｏｎｅ
ｌｉｇｈｔ　Ｓｐｅｃｔｒａ）製のマルチスペクトル光源（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏｎ
ｅｌｉｇｈｔｃｏｒｐ．ｃｏｍ／ｐｒｏｄｕｃｔｓ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ，ワンライト
コーポレーション，３１４－１７５５　ウエスト　ブロードウェイ，バンクーバー，Ｂ．
Ｃ．カナダ　Ｖ６Ｊ　４Ｓ５）によって提供された。ワンライトは、メーカーが提供する
ＬａｂＶＩＥＷドライバーおよびライブラリを用いてコンピュータによって制御された。
モードは、１）有効スペクトルの範囲にピーク波長を有する１５ｎｍという狭い単一帯の
照明、２）各々が有効スペクトル全域で１５ｎｍという狭い多色帯の同時照明、および３
）複数の照明スペクトル間の高速スイッチング（数ｍｓの）を含む。対物レンズと対物レ
ンズおよび追加光学系との色収差測定では、１０μｍ／目盛マイクロメータスライドがサ
ンプルとして使用された。６０ｆｐｓで画像を取得し、ＬａｂＶＩＥＷ　Ｉｍａｑｄｘド
ライバーで制御されるプロシリカ（Ｐｒｏｓｉｌｉｃａ）ＥＣ６５０ファイヤーワイヤー
カメラ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｒｏｓｉｌｉｃａ．ｃｏｍ／ｐｒｏｄｕｃｔｓ／ｅｃ
６５０．ｈｔｍｌ，プロシリカ　インク，１０１－３７５０　ノース　フレイサー　ウェ
イ，バーナビイ，Ｂ．Ｃ．，カナダ　Ｖ５Ｊ　５Ｅ９）を用いて取り込まれた。マイクロ
メータスライドのｚ位置は、ニコン製　Ｔｉ－Ｅ顕微鏡とともに購入されたマッド　シテ
ィ　ラボズ（Ｍａｄ　Ｃｉｔｙ　Ｌａｂｓ）Ｎａｎｏ－Ｚ５００圧電試料台インサート（
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍａｄｃｉｔｙｌａｂｓ．ｃｏｍ／ｎａｎｏｚ５００．ｈｔｍｌ
，マッド　シティ　ラボズ　インク．，２５２４　トッド　ドライブ，マヂソン，ＷＩ　
５３７１３）により５０μｍにわたって２５ｎｍのステップで移動された。画像は光の各
波長に対して各ｚ位置で取得され、焦点指数（以下で説明）は前述のように次のｚ位置に
移動する前に実時間で計算された（（非特許文献７）、（非特許文献８））。これは、ド
リフトが色収差測定に与える影響を最小にするために行われた。色収差は、４１２ｎｍか
ら２５ｎｍの増分で最大６３７ｎｍまでの波長に対して測定された。測定された各波長は
、およそ１５ｎｍの帯域幅を有していた。色収差は、あらゆる構成に対して５つの独立し
た試験で測定され、これらの試験の平均値が報告されている。
【０１４７】
　図４３は、９つの異なる色の９つの焦点面を同時に画像化するために、３色性プリズム
である「９カラーモジュール」と組み合わせた図４２のリレーレンズの使用を示す。顕微
鏡ポートからの９つの焦点面（９つの別々の色で標識された）は、分散リレー光学系を通
過する。様々なリレー光学系が回転ターレットに設置され、したがって、種々の光学系が
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顕微鏡の構成に応じて選択されうる。必要に応じてＩＲ遮断フィルターが使用される。９
つの色は、一体型薄膜干渉コーティングを有する３プリズム素子によって低帯域、中間帯
域、および高帯域に分離される。干渉コーティングは、図示のように、「低」、「中間」
、および「高」波長の色のそれぞれのサブセットを選択する。３つの帯域の各セットは、
図示のように、検出用の独立した３色カメラに画像化される。あるいは、干渉コーティン
グを有する３色性プリズムは、種々の焦点面を画像化するように互いに関連したＣＣＤチ
ップの位置を変えるためにアクチュエータによって置き換えられうる。
【０１４８】
　図４４は、３つの異なる対物レンズに対して１Ｘチューブレンズを有するニコン製　Ｔ
ｉ－Ｅ顕微鏡の色収差を示す。ニコン製　Ｔｉ－Ｅ　１Ｘチューブレンズを有する３つの
ニコン製　２０Ｘ対物レンズに対する５１２ｎｍ光の最良焦点に関連して測定された焦点
シフトは、４１２～６３７ｎｍの波長に対してプロットされている。データ点への曲線適
合は、Ｍａｔｌａｂ曲線適合ツールボックスの三次スプライン補間を用いて生成された。
焦点は、方法で説明したように１０μｍ／目盛のマイクロメータスライドを用いて５回の
試験で測定された。標準偏差は、データ点そのものよりも実質的に大きくないので示され
ていない。
【０１４９】
　図４５は、図４２のリレーレンズがある場合とない場合の色収差のプロットを示す。４
１２～６３７ｎｍに波長における３つの対物レンズの色収差焦点シフトのプロットは、色
収差を増加するように設計されたリレーレンズがない場合（黒）とある場合（赤）につい
て示される。焦点シフトは、１０μｍ間隔のマイクロメータを使用して最良焦点に対する
明視野で測定された。画像は、６４０×４８０カメラでニコン製ズームレンズによって１
．５ｘに拡大された（４画素／μｍのサンプリング）。３つのプロットは、ａ）Ｐｈ１位
相コントラストにおけるニコン製　Ｐｌａｎ　Ｆｌｕｏｒ　２０ｘ　０．５ＮＡ、ｂ）Ｐ
ｈ２位相コントラスト２におけるニコン製　Ｐｌａｎ　Ａｐｏ　２０ｘ　０．７５Ａ、お
よびｃ)最良補正されるニコン製　Ｐｌａｎ　Ａｐｏ ＶＣ　２０ｘ　０．７５ＮＡの対物
レンズを用いて種々の波長における相対焦点位置を示す。
【０１５０】
　図４６は、図４２のレンズユニットにおける複数種のレンズ素子の種々の組合せを備え
る図４５の場合と同じ３つのレンズの色収差を示す。測定された焦点シフトは、図４２の
ように構成されたさらなる外部光学系を有する３つのニコン製　２０ｘ対物レンズの場合
の５１２ｎｍ光の最良焦点に関するものであり、４１２－６３７ｎｍの波長に対してプロ
ットされる。ニコン製対物レンズの使用は、（ａ）０．７５　ＮＡ　Ｐｌａｎ　Ａｐｏ　
ＶＣ、（ｂ）０．７５　ＮＡ　Ｐｌａｎ　Ａｐｏ、および（ｃ）０．５　ＮＡ　Ｐｌａｎ
　Ｆｌｕｏｒである。（ｃ）に示す凡例において、最初の数字はｍｍ単位のＬ１の焦点距
離であり、２番目の数字はｍｍ単位のＬ２の焦点距離であり、最後の項目は使用されたガ
ラス（ＦＳ石英ガラスおよびＢＫ７）である。この実験で使用されたレンズは表３にさら
に列挙される。
【０１５１】
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【表３】

【０１５２】
これらのプロットは、オートフォーカスのために焦点面を適切に分割するために必要に応
じて色収差を変更する機能を明示する。
【０１５３】
　図４７は、２５ｎｍステップの４１２～６３７ｎｍの波長に対する図４６のレンズペア
（Ｌ１＝Ｌ２＝１００ｍｍ焦点距離石英ガラスレンズ）の１つと組み合わせられたニコン
製　２０Ｘ　０．７５　ＮＡ　Ｐｌａｎ　Ａｐｏ　ＶＣ対物レンズに関する焦点関数曲線
を示す。各点は、５回の試験の平均値である。ＳＤは、点のサイズと同等であるので図示
されない。この図は、サンプルの所与のｚ位置に対する焦点面の所望の分割を実現するた
めに、光学系に加えて波長の適切な選択がどのように利用されうるかを示す。
【０１５４】
　比較的小さいウエル（９６ウエルプレートおよびさらに高い密度）を有するマイクロタ
イタープレートは、位相コントラスト透過型顕微鏡照明の歪みを生じ、すべての形態の透
過照明を阻止する不透明の蓋を有することが多い。代替手段は、光軸に対して大きい角度
（すなわち、プレートの表面に対して小さい凝視角）で側部（倒立顕微鏡において）の試
料の真下から照らす光源として構成された傾斜暗視野照明である。図４８は、暗視野（傾
斜）照明のこの代替的な方法を示しており、これはマイクロタイタープレートと、顕微鏡
の対物レンズ先端周辺の円環光源の位置とにとって有用である。
【０１５５】
　図４９は、反射暗視野傾斜光源の例として、Ｎｅｒｌｉｔｅ（米国、ニューハンプシャ
ー州、ｗｗｗ．ｎｅｒｌｉｔｅ．ｃｏｍ）Ｍｉｃｒｏｓｃａｎ　ＤＦ－５０ストローブ付
き暗視野照明器を示す。図の左部分は、試料の表面に対する２０°の角度（凝視角）が光
軸に対して７０°であることを示す。Ｎｅｒｌｉｔｅ　ＳＣＭ－１ストローブコントロー
ラは、ＲＧＢカメラ取得に同期される。図４９に示すように、照明器は光軸に取り付けら
れて７０°の角度をなす発光ダイオードのリングからなる。５０．８ｍｍの開口部によっ
て、照明の集束点はＤＦ－５０の上面から７．６ｍｍである。
【０１５６】
　図５０（左）は、無染色細胞の位相コントラストを用いる透過照明がオートフォーカス
用の蛍光顕微鏡法よりも性能が良いことを示す。しかし、マイクロタイタープレートのウ
エルの凹凸レンズは、レンズの機能を果たして、位相画像を劣化させる。このため、画像
に基づいたオートフォーカスを使用するＨＣＳ計器は、典型的に、蛍光で焦点を合わせて
、細胞を不要な光毒性および光退色にさらにさらす。傾斜白色照明は、この問題を反射暗
視野画像を生成することによって解決する。図５０は、Ｇｒｅｉｎｅｒメンブレン－下部



(37) JP 2012-506060 A 2012.3.8

10

20

30

40

50

マイクロタイタープレートで培養されたＮＩＨ　３Ｔ３細胞に対する同じ視野の位相コン
トラスト（左）と反射照明（右）画像とを示す。傾斜（反射）照明（右）は、Ｇｒｅｉｎ
ｅｒ　３８４-ウエルメンブレン下部マイクロタイタープレートにおけるβカテニンスク
リーン（β－ｃａｔｅｎｉｎ　ｓｃｒｅｅｎ）からのＨｅｌａ細胞への蛍光（左）と比較
される。光軸に対する高角度の照明の白色光は、マイクロタイタープレートの細胞から最
高コントラストの「暗視野」画像を提供した。焦点関数曲線は、プロットを生成するため
に斜めに（赤）蛍光（青）で０．１μｍごとに記録された。なお、傾斜照明は、ニコン製
　２０ｘ　０．５ＮＡでの蛍光の場合よりも暗視野同様の高い周波数ＭＴＦ（１）を示す
可能性のある位相コントラストよりも狭いピーク幅を生成した。装置は両実験の照射モー
ド間で変更され、したがって、最良焦点（焦点関数ピーク）は同じではない。傾斜照明は
、高いコントラストの画像と通常の焦点関数曲線を生成し、オートフォーカスに対して優
れた特性を示す。傾斜照明は、適切な色のＬＥＤの組合せまたは連続波長の白色光照明の
いずれかによって提供され、色収差による多面画像を提供する。この後、ＬＥＤは、図４
９におけるＤＦ－５０のＮｅｒｌｉｔｅ　ＳＣＭ－１ストローブコントローラと同様に、
ストローブされうる。
【０１５７】
　図５１は、ポリーL-リジンコーティングされたカバースリップ上で懸濁されて遠心分離
されたＭＤＡ－ＭＢ－４３５乳癌細胞に対して位相コントラスト（左上）と比較した傾斜
（反射）照明（右上）を示す。２つの強度減衰導光照射源（ｌｉｇｈｔ－ｇｕｉｄｅ－ｄ
ｅｌｉｖｅｒｅｄ　ｓｏｕｒｃｅ）、ニコン製　Ｉｎｔｅｎｓｉｌｉｇｈｔおよびニコン
製　Ｍｅｔａｌ　Ｈａｌｉｄｅランプ（これらは容易に入手可能であったために選定）が
傾斜照明でサンプルを照らすために対物レンズのいずれかに配置された。焦点関数曲線が
斜めに０．１μｍごとに記録され、プロットを生成（右）するために位相コントラストモ
ードで伝送された。なお、傾斜照射は、０．５２　ＬＷＤ集光レンズおよび２０ｘ　０．
５　ＮＡ　Ｐｈ１対物レンズよりも暗視野同様の高い周波数ＭＴＦ１を示す可能性のある
狭いピーク幅を生成した。これは、暗視野画像を生成するために光軸に対して高角度で照
明を提供する代替白色光源を明示している。
【０１５８】
　色収差に基づいたオートフォーカスシステムは、顕微鏡によって生成される軸方向色収
差を変える光学顕微鏡の外部に１つまたは複数の光学素子のシステムを含む。たとえば、
絞りを間に備える２枚の平凸レンズが顕微鏡によって検出器（カメラ）に生成された画像
を再画像化する。使用される光学系は、光に種々の波長の種々の軸方向焦点位置を分離す
るように選択される。所要の光学系は、対物レンズと顕微鏡の色収差に依存するであろう
し、対物レンズによって異なる可能性がある。
【０１５９】
　カラー画像を収集するように構成されたカメラであれば、どんなカメラも画像カメラと
なりうる。例として、３チップのＲＧＢカメラと単一チップのベイヤー配列（ベイヤーア
レイ）のカラーカメラが挙げられる。ＲＧＢカメラの場合、３つ波長がカメラに同時に入
射することになる。カメラは、様々な数のＣＣＤチップで構成されうる。図５２は、５色
のＣＣＤカメラを作り出す５色プリズムを示す（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｌｔ－ｖｉｓ
ｉｏｎ．ｃｏｍ／ｃｏｌｏｒ＿ｐｒｉｓｍｓ＿ｔｅｃｈ＿ｄａｔａ．ｈｔｍ，オプテック
（Ｏｐｔｅｃ），ヴィア　マンテーニャ（Ｖｉａ　Ｍａｎｔｅｇｎａ）　３４－２００１
５　パラビアーゴ（Ｐａｒａｂｉａｇｏ）ＭＩ－イタリア）。波長は、単一または複数の
光源からの個々の波長として提供されうるか、あるいは広域スペクトル源からの光を適切
な波長を選択するフィルターに通した後で提供されうる。単一チップカメラの場合、各波
長は取り込まれる各フレームが異なる波長に対応するようにカメラ撮影の同期を取るスト
ローブとして提供されうる。また、この技術は複数の波長に適用されうる。たとえば、こ
れは、高速グレースケールカメラを用いて時をわずかに異にして透過照明システムまたは
暗視野照明システムにおいて各組のＬＥＤをストローブするストローブコントローラを用
いて行われる。
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【０１６０】
　色収差オートフォーカスの実施は、種々の光の波長がサンプル内の種々の平面で合集す
るように対物レンズ、光学系、および光の波長の選択で始まる。この後、種々のサンプル
平面の焦点の性質がサンプルを移動せずに画像を撮影することによって測定されうる。焦
点の性質は焦点指数によって測定される。焦点指数は、画像内の中間周波数成分～高周波
成分の量を評価する。これは、畳み込みフィルターまたは周波数（フーリエ）空間のフィ
ルターを用いて実施されうる。
【０１６１】
　色収差オートフォーカス性能は、前述のようにカバーグラスで培養されたＮＩＨ　３Ｔ
３細胞のサンプルを走査することによって数値化された。（（非特許文献７）、（非特許
文献８））。サンプルの画像化は、ニコン製　２０Ｘ　０．７５　ＮＡ　Ｐｌａｎ　Ａｐ
ｏ　Ｐｈ２対物レンズを用いて位相コントラストモードで行われた。オートフォーカス性
能は、３ＣＣＤのカラーカメラと、単一ＣＣＤのベイヤー配列のカメラとの２種類のカメ
ラを用いて数値化された。３ＣＣＤのカラーカメラは、ＪＡＩ　ＣＶ－Ｍ９ＣＩ　ＲＧＢ
カメラリンクカメラであった（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗｗ．Ｊａｉ．Ｃｏｍ／ＥＮ／Ｃａｍ
ｅｒａＳｏｌｕｔｉｏｎｓ／Ｐｒｏｄｕｃｔｓ／Ｐａｇｅｓ／ＣＶ－Ｍ９ＣＬ．ａｓｐｘ
，ＪＡＩ　Ｉｎｃ．－ＵＳＡ．６２５　Ｒｉｖｅｒ　Ｏａｋｓ　Ｐａｒｋｗａｙ，Ｓａｎ
　Ｊｏｓｅ，ＣＡ　９５１３４）。カメラは、Ｌａｂｖｉｗ　Ｉｍａｑドライバーで制御
され、１０ビット／チャネルのフルフレームのビット深度で３０ｆｐｓで動作された。単
一チップのベイヤーカメラは、６０ｆｐｓで動作するＩｍａｇｉｎｇ　Ｓｏｕｒｃｅ　Ｄ
ＢＫ－２１ＡＦ０４ファイヤーワイヤーカメラであった（ザ　イメージング　ソース　エ
ルエルシー，６９２６　シャンノン　ウイロー　ロード　スイート４００、シャーロット
　ノースカロライナ州　２８２２６，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｈｅｉｍａｇｉｎｇｓｏ
ｕｒｃｅ．ｃｏｍ／ｅｎ＿ＵＳ／ｐｒｏｄｕｃｔｓ／ｃａｍｅｒａｓ／ｆｉｒｅｗｉｒｅ
－ｃｃｄ－ｂａｙｅｒ／ｄｂｋ２１ａｆ０４／）。未加工のベイヤーの赤、緑、および青
の画像は、ベイヤー処理から生成されるスペクトルの余分な重複なしでこのカメラから読
み取られた。このベイヤー設計では赤および青の画素の１つずつに対して２つの緑の画素
があるとの事実に基づいて、緑の画素を生成するために１行おきにのみ緑の画素が使用さ
れた。ベイヤーカメラは、ＩｍａｑｄｘドライバーによってＬａｂＶＩＥＷで制御された
。
【０１６２】
　オートフォーカス性能に関する過去の研究は、より多くの平面で実現されているより優
れた焦点性能を有する７～１２のサンプリングされた平面に頼った（（非特許文献７）、
（非特許文献８））。したがって、各走査では、各視野で最良の焦点を見つけるために９
つの異なる平面がサンプリングされた。これは、３つの異なる機械的ｚ位置からなり、各
機械的位置に対して３つの異なる色平面があった。機械的ｚ位置の間隔は、最良焦点を決
定する９つの異なる平面のほぼ等しい間隔を実現するために測定された色焦点面が互いに
かみ合うように選択された。
【０１６３】
　従来の研究の場合のように、焦点指数ｆ（ｚ）は、サンプルの様々なｚ位置に対してサ
ンプルの画像に存在する中間周波数成分～高周波成分の相対的な量を計算することによっ
て決定された（（非特許文献７）、（非特許文献８））。このとき、最良焦点を計算する
ために、次式のような出力加重平均が使用された。
【０１６４】
【数１１】

（１１）
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【０１６５】
ここで、ｎ＝８はこの場合の最良焦点に関する加重として使用される。焦点指数の計算は
、次式のような一次元に沿って帯域通過畳み込みフィルターを使用することによって実現
された。
【０１６６】
【数１２】

（１２）
【０１６７】
　過去の研究において、３１タップ帯域通過フィルターが設計された。これは、カメラが
画像システムのナイキスト遮断周波数の１．４５倍でサンプリングしていれば多くのサン
プルに対してうまく機能する。（非特許文献６）。以下の実験では、フィルターは、空間
周波数通過帯の種々のサンプルと光学的配置の高速調整とを可能にするために修正された
。パワースペクトルは、一次元の画像の全域で最初に計算される。この後、中間周波数～
高周波数が合計されて次式のような焦点指数を与える。
【０１６８】
【数１３】

（１３）
ただし、
【０１６９】
【数１４】

（１４）
【０１７０】
これは、一次元に沿った画像の各線のパワースペクトルである。Ｎはｘ次元における画素
数であり、ｗνは各周波数νに使用される重み付けである（本研究では、すべてのνに対
してｗν＝１）。
【０１７１】
　合計に使用される周波数は、以下の２つの基準に基づいて選択される。すなわち、１）
焦点関数は１つの強力なピークのみを持つべきである。２）数学的に決定された焦点は目
測で決定された最良焦点と一致すべきである。出力加重平均は、この後、式１１のように
適用される。この新しい技術では、様々なカメラの種々のサンプル、対物レンズ、倍率、
波長、および画素サイズに対する適切なフィルター条件を素早く決定しうる。これは、対
物レンズ、カメラ、またはリレーレンズ倍率の変化がナイキスト周波数に対して異なるサ
ンプリングレートをもたらすときに特に重要である。
【０１７２】
　種々の色の焦点指数を比較するために、スルー焦点ｚシリーズが較正に使用される。こ
れは、各色に対して完全な焦点関数曲線を与える。曲線の各々が同じ尺度（すなわち、０
で最小値、１で最大値）を有するように変換するために、各焦点指数値は最小値を差し引
いてから最大値で割ることによってシフトされる。これで各焦点指数は正規化される。た
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とえば、較正は種々の波長（４５０、５２０、および６００ｎｍ）で実施された。この後
、これら３つの波長のシフトおよび尺度は、３つの物理的ｚ位置のみが画像化される後続
の視野で測定された焦点指数に適用され、したがって、完全なスルー焦点情報は得られな
いかもしれない。所与の色では、サンプルの特定のｚ方向に関する焦点指数は、それぞれ
のスルー焦点ｆ（ｚ）関数測定値を介して別の色の焦点指数に関係している（たとえば、
焦点関数曲線については、たとえば、図４０および４７を参照されたい）。図４７にプロ
ットされた正規化焦点関数曲線は、曲線の最小値を０に設定するためのシフトとピークを
収集された未加工ｆｒ（ｚ）の１に設定するための尺度との両方を必要とした。これは次
式のように実施される。
【０１７３】
【数１５】

（１５）
【０１７４】
シフトはｍｉｎの減算であり、尺度はｍａｘ－ｍｉｎによる除算である。種々の色に対す
るシフトおよび尺度は、大きく異なる値を有しうるので、何らかの形の較正がなければ、
１つの色に対する所与のサンプルのｚ位置におけるより大きい焦点指数値が別の色よりも
良好な焦点内にあるとは必ずしも言えない。多重視野走査に対して較正を行うために、完
全なスルー焦点関数曲線が第１の視野における走査で使用された３つの波長に対して取得
される。この後、これらの曲線のシフトおよび尺度が後続のすべての視野における対応波
長の焦点指数に適用される。同様に、較正も種々の色の相対的な焦点シフトを決定する働
きをする。この較正は、１）各視野の内容は較正視野と同等であること、２）種々の波長
に対する画像内容は画像化されている細胞数に比例すること、および３）種々の波長に対
する焦点関数曲線の形状は類似していること、の３つの仮定に基づく。これらの条件の３
つすべてがここで画像化されたサンプルに関して満たされた。
【０１７５】
　オートフォーカス実験が、１，０１２の顕微鏡画像視野に対して実施された。画像は自
動的に走査され、オートフォーカス性能の評価基準としてＳＤを計算するためにオートフ
ォーカスが各視野で繰り返された。サンプルは、カバースリップで培養されたＮＩＨ　３
Ｔ３細胞であった。４５０、５２０、および６００ｎｍの波長が走査で使用された。各波
長に対する最良焦点は－２．２５μｍ離れていた。サンプルは、－０．７５μｍだけ分離
された３つの異なる軸方向位置で画像化された。これは６．０μｍの全探索範囲を与えた
。各軸方向位置で各色に対して決定された焦点指数から、合成焦点関数が生成されて、最
良焦点が計算された。これは各視野に対して２０ｘで繰り返された。３－ＣＣＤカラーカ
メラの結果は、走査１）１００ｎｍの複合ＳＤ（８つの異常値を除外してＳＤを５７．８
ｎｍに低減）および走査２）１６５ｎｍの複合ＳＤ（３つの異常値を除外してＳＤを６６
．０ｎｍに低減）であった。異常値は、細胞塊、空の視野（ｅｍｐｔｙ　ｆｉｅｌｄｓ　
ｏｆ　ｖｉｅｗ）、および試料表面の塵埃などの密集した残屑によって生じうる。３色単
一チップのベイヤー配列のカメラの結果は、１７６ｎｍの複合ＳＤ（１０の異常値を除外
してＳＤを４９．６ｎｍに低減）であった。
【０１７６】
　３－Ｄ画像処理では、焦点面の差によって生じた小さい倍率のエラーは補正されること
ができる。前述の画像分割モジュールでは、このエラーを補正するために新たな倍率補正
光学系が開発された。３チップＣＣＤ技術を用いた新たな設計では、各３チップカメラの
前方にＣマウントアダプタを有する標準ズームレンズを使用することによって補正されう
る。同じカメラの画像間の倍率差は、ホストコンピュータによってデジタル的に補正され
うる。必要な倍率補正に関する情報は、たとえば、マイクロメータスライドを使用して過
去の実施された較正によって得られる。また、式１５を用いて実施される較正は、様々な
焦点面間の倍率の差を補正する。
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【０１７７】
　一部の画像に劣化があるにもかかわらず、画像システムは種々の対物面に焦点を合わせ
ることによって３つの鮮明なほとんど一致する２－Ｄ画像を同時に得ることが可能である
ことが示された。これ対物面間の軸方向の差が明示されるので、装置は焦点探索あるいは
３－Ｄ画像用データの構築に使用されうる。
【０１７８】
　３チップＣＣＤカメラを色収差の特性と組み合わせて使用する、本研究で提示される新
たな方法によって同時多面画像取得およびオンザフライでの自動焦点合わせが可能になる
。これは、ＲＧＢカメラによって３つの焦点面を生成することができ、３つのＲＧＢカメ
ラでは、９チャネル、それゆえ、９つの対物面を生成することができる。それにもかかわ
らず、画像化性能を高めるために実施されうるいくつかの改善がある。
【０１７９】
　１．光効率の向上：色収差を制御するために好ましくは反射防止膜が施された非分極ガ
ラスサンプルを選定すると、光効率が向上する。
【０１８０】
　２．ガラス部品を挿入すると、おそらくサイデル収差のすべて、特に球面収差の増加に
よって分解能が低下した。必要に応じて、各色において誘発された球面収差は、光学シス
テム内の様々な位置に設置された、各素子が種々の屈折率およびアッベ数を有する特殊な
ガラスからなる複数の平面素子を使用することによって減少されうる。
【０１８１】
　３．並行な平面を有する素子は、エタロンとして作用し、干渉縞およびゴースト像を生
成し、これらは僅かなウェッジ角（多分１°～５°）を使用することによって低減されう
る。
【０１８２】
　４．軸方向サンプリング距離のオンラインでの変更：３－Ｄ画像の厚い試料のサンプリ
ングは、特定の軸方向サンプリング距離を必要とする。ボリュームカメラの軸方向サンプ
リング距離は、光路内のガラスサンプルを変更することによって変更されうる。後願にお
いて、この変更は、様々な厚さと屈折率のガラスサンプルを組み込むフィルターホイール
によってオンラインで実現されうる。システム全体の倍率も共平面プレートによって変更
されるので、試料は、試料、顕微鏡対物レンズ、ＣＣＤ、または別の光学部品を軸方向に
移動することによって焦点を合わせ直さなければならない。
【０１８３】
　５．マルチフィルターホイール：フィルターホイールは、特定数のガラスサンプルのみ
を保持しうる。それゆえ、試料空間内の対物面を調整する可能性は制限される。ここで、
もう１つのフィルターホイールの上方で回転する別のフィルターホイールは、さらなるガ
ラスサンプルを担持することができ、ガラスの組合せの数、したがって可能なｚ位置の数
も増加する。
【０１８４】
　６．結論：実験では、色収差に起因する焦点の差は同じ対物レンズ（２０ｘ、０．７５
　ＮＡ）を用いたオートフォーカス精度（０．１～０．２４μｍ）の過去の試験で使用さ
れた軸方向サンプリングに一般的に使用される差と同等であることが示された。（非特許
文献７、非特許文献８）。共平面ガラスサンプルの顕微鏡の光路への挿入は、色収差の量
を変えるために採用され、それぞれＲ－Ｇ－Ｂ焦点面間の軸方向の差を変更することがで
きる。さらに、色収差を変えて焦点面間に必要な距離を生成するために、リレーレンズの
様々な組合せが採用されうる。市販のデジタルカメラを用いて３つの異なる焦点面を測定
するために光を分割する簡素化された光学系は、従来の（増分）走査におけるオートフォ
ーカスを促進する（機械的な再配置移動回数を９回から３回に減らすことによって）と同
時に同様の精度（ＳＤで評価される）を実現し、連続スキャンにおけるオンザフライでの
自動焦点合わせの光学系を簡素化して高速の３－Ｄ画像化を可能にするかもしれない。
【０１８５】
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　種々の焦点から画像を得るための色収差の利用は、試料に由来する光に期待される波長
が存在するかどうかにかかっている。透過または反射する白色光の場合、サンプルは鮮明
さの測定に支障を来たす点にまで色を吸収すべきではない。吸収は、画像コントラストが
、たとえば、位相コントラストによって発生される場合の無染色試料（（非特許文献７、
非特許文献８））、ＤＩＣ（非特許文献１６）、または反射落射照明にとって問題になら
ない。吸収性有色色素(たとえば、免疫組織化学的染色)で染色された組織は、選定された
波長の相対強度を変更しうる。これらの色素の典型的に広いスペクトル吸光度曲線はいず
れか１つの波長を完全に遮蔽する可能性は低いが、各波長に対する相対的カメラ利得また
は光源光度を変えるために較正を実施することは有用であるかもしれない。蛍光の場合、
サンプルが適切な色素で染色されうるか、あるいはオートフォーカスが透過または反射白
色光を用いて最初に実施されることができる。
【０１８６】
　多面画像取得の新しい方法は、デジタルＲＧＢカメラを色収差の特性と組み合わせて使
用することによって実現される。色収差はいかなる光学システムにおいても発生し、ある
いはシステムが完璧に補正されると発生するようにすることができるので、複数の対物面
が試料空間内で発生されることになる。前述の測定において、これら対物面の３つは３つ
の波長に対応し、３つの波長は各々がさらに３つのＣＣＤの１つによって取得されうる。
それゆえ、カメラの３つのＣＣＤは、３つの対物面を同時に取得することができる。本研
究の目標は、これら対物面を互いに変位させるために色収差の特性も利用することであっ
た。ここで、ガラスの共平面の一部は新たな色収差を誘発し、対物面を形成する３つの波
長に影響を与える。対物面間の距離は、多面画像システムの軸方向サンプリングレートを
決定する。対物面間の最適な間隔と焦点を追跡する探索範囲は、スライド面の変動と顕微
鏡対物レンズの被写界深度とによって決定される。ガラスサンプルの厚さおよび屈折率を
変えると、試料空間内の対物面間の距離を調整することができる。光学システムの発散（
または集束）ビーム経路に平面ガラス部品を追加すると、少量の色収差が加わる。分散素
子を追加すると、多量の色収差が発生する可能性がある。それゆえ、色収差の量は、ガラ
ス部品の厚さを変更することと、特定の屈折率およびアッベ数（分散）を有する適切なガ
ラスを選定することと、リレーレンズの特性を変更することと、適切な波長を選定するこ
ととによって制御されうる。
【０１８７】
　また、色収差は、単一チップＲＧＢカメラによく表れている。ＲＧＢカメラは格安であ
る。ＲＧＢカメラは、光の種々の波長を取得するので焦点差も示す。
【０１８８】
　ＲＧＢカメラ技術を色収差と組み合わせて使用するといくつかの優位性がもたらされ、
この組合せは先行技術の画像分割モジュールに置き換わることができる。ＲＧＢカメラは
、独立したＴＤＩカメラを備える画像分割システムよりもロバストな光学機械設計を示す
在庫部品である。ＲＧＢカメラは、連続的な走査用の画像分割モジュールの３つの単一Ｔ
ＤＩカメラの簡単でありながら精度の高い代替品である。
【０１８９】
　結果は、自動化された走査型サイトメトリーシステムが多面画像を同時に取得するため
に色収差を実際に使用できることを示している。このシステムは、３－Ｄ画像およびオー
トフォーカスにとって特に重要であるほぼ同じ画像を提供する。３ポート顕微鏡は３つの
３チップＣＣＤカメラを搭載することができるので、９つの対物面の２－Ｄ画像を同時に
取得できるシステムが設計されうる。さらに、誘発される色収差が対物面間の距離を変更
し、この距離はオートフォーカスを実施するために一般に選定される距離と同じ範囲にあ
ることが示される。対物面間の距離は挿入されるガラスサンプルの厚さとほぼ線形相関を
示しており、このことは、ひいては、この新技術のその後の実施にとって特に有用である
。
【０１９０】
　本明細書に記載され例証される色収差を用いた新規な多面画像取得システムおよび方法
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の範囲は、適宜、本明細書に記載された素子および手順を備え、これらの素子および手順
からなり、あるいは基本的にこれらの素子および手順からなっていてもよい。本明細書に
記載され例証される色収差を用いた新規な多面画像取得システムおよび方法は、本明細書
に特に開示されず、図面に示されず、かつ／または本出願の実施形態に例示されない素子
の非存在下で、適宜、実施されてもよい。さらに、色収差を用いた新規な多面画像取得シ
ステムおよび方法が一定の実施形態に関して記載されているが、本明細書に記載され例証
される原理から逸脱することなく様々な修正がなされうることを理解されたい。したがっ
て、色収差を用いた新規な多面画像取得システムおよび方法に与えられる保護範囲は、以
下の特許請求の範囲によってのみ制限される。
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