
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データを記憶する画像データ記憶手段と、
　図形データを記憶する図形データ記憶手段
　前記画像データ記憶手段に記憶された画像データに基づいて、表示手段上に画像を表示
し、前記図形データ記憶手段に記憶された図形データ を用いて、前記画像
中に 複数の関心領域を画定し、

を備えた画像解析装置であって、

を前記表示手段上に表示可能に構成され
ことを特徴とする画像解析装置。
【請求項２】
　さらに、前記演算処理手段により加減算されて得られた定量データおよびどのようにし
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と、

に基づいた図形
図形で囲んだ 前記複数の関心領域内に対応する画像データ

を定量解析して関心領域ごとに定量データを生成する演算処理を行い、かつ、演算結果を
前記表示手段上に表示可能に構成された演算処理手段と

　前記演算処理手段は、
　前記画像中で互いに離間した複数の関心領域それぞれの定量データを互いに加算して加
算定量データを生成する演算処理、又は、
　一つの図形によって画定された一つの関心領域の定量データから、前記画像中で当該関
心領域の内部に他の図形によって画定された他の関心領域の定量データを減算して減算定
量データを生成する演算処理を行い、
　前記加算定量データ又は減算定量データ ている



て定量データが得られたかを、関心領域データとして記憶する関心領域定量データ記憶手
段を備えたことを特徴とする請求項１に記載の画像解析装置。
【請求項３】
　さらに、前記演算処理手段の演算結果に基づき、表データを生成し、前記表示手段上に
、表を表示可能に構成された表データ生成手段を備えたことを特徴とする請求項１または
２に記載の画像解析装置。
【請求項４】
　前記画像データが、輝尽性蛍光体を含む輝尽性蛍光体層が形成された蓄積性蛍光体シー
トを用いて生成されたものであることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記
載の画像解析装置。
【請求項５】
　前記画像データが、被写体の放射線画像データ、オートラジオグラフィ画像データ、放
射線回折画像データ、電子顕微鏡画像データ、化学発光画像データおよび蛍光検出システ
ムにより生成された蛍光画像データからなる群より選ばれる画像データにより構成された
ことを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の画像解析装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、画像解析装置に関するものであり、さらに詳細には、画像データに基づいて再
生された画像中の一つの図形により画定することのできない画像領域を関心領域として画
定して、定量解析をおこなうことのできる画像解析装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
放射線が照射されると、放射線のエネルギーを吸収して、蓄積、記録し、その後に、特定
の波長域の電磁波を用いて励起すると、照射された放射線のエネルギーの量に応じた光量
の輝尽光を発する特性を有する輝尽性蛍光体を、放射線の検出材料として用いて、被写体
を透過した放射線のエネルギーを、蓄積性蛍光体シートに形成された輝尽性蛍光体層に含
まれる輝尽性蛍光体に、蓄積、記録し、しかる後に、電磁波により、輝尽性蛍光体層を走
査して、輝尽性蛍光体を励起し、輝尽性蛍光体から放出された輝尽光を光電的に検出して
、ディジタル画像信号を生成し、画像処理を施して、ＣＲＴなどの表示手段あるいは写真
フイルムなどの記録材料上に、放射線画像を生成するように構成された放射線診断システ
ムが知られている（たとえば、特開昭５５－１２４２９号公報、同５５－１１６３４０号
公報、同５５－１６３４７２号公報、同５６－１１３９５号公報、同５６－１０４６４５
号公報など。）。
【０００３】
また、同様な輝尽性蛍光体を、放射線の検出材料として用い、放射性標識を付与した物質
を、生物体に投与した後、その生物体あるいはその生物体の組織の一部を試料とし、この
試料を、輝尽性蛍光体層が形成された蓄積性蛍光体シートと一定時間重ね合わせることに
より、放射線エネルギーを輝尽性蛍光体層に含まれる輝尽性蛍光体に、蓄積、記録し、し
かる後に、電磁波によって、輝尽性蛍光体層を走査して、輝尽性蛍光体を励起し、輝尽性
蛍光体から放出された輝尽光を光電的に検出して、ディジタル画像信号を生成し、画像処
理を施して、ＣＲＴなどの表示手段上あるいは写真フイルムなどの記録材料上に、画像を
生成するように構成されたオートラジオグラフィシステムが知られている（たとえば、特
公平１－６０７８４号公報、特公平１－６０７８２号公報、特公平４－３９５２号公報な
ど）。
【０００４】
さらに、光が照射されると、そのエネルギーを吸収して、蓄積、記録し、その後に、特定
の波長域の電磁波を用いて励起すると、照射された光のエネルギーの量に応じた光量の輝
尽光を発する特性を有する輝尽性蛍光体を、光の検出材料として用い、蛋白質、核酸配列
などの固定された高分子を、化学発光物質と接触して、化学発光を生じさせる標識物質に
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より、選択的に標識し、標識物質によって選択的に標識された高分子と、化学発光物質と
を接触させて、化学発光物質と標識物質との接触によって生ずる可視光波長域の化学発光
を、蓄積性蛍光体シートに設けられた輝尽性蛍光体層に、蓄積、記録し、しかる後に、電
磁波により、輝尽性蛍光体層を走査して、輝尽性蛍光体を励起し、輝尽性蛍光体から放出
された輝尽光を光電的に検出して、ディジタル画像信号を生成し、画像処理を施して、Ｃ
ＲＴなどの表示手段あるいは写真フイルムなどの記録材料上に、放射線画像を再生して、
遺伝子情報などの高分子に関する情報を得るようにした化学発光検出システムが知られて
いる（たとえば、米国特許第５，０２８，７９３号、英国特許出願公開ＧＢ第２，２４６
，１９７Ａなど。）。
【０００５】
また、電子線あるいは放射線が照射されると、電子線あるいは放射線のエネルギーを吸収
して、蓄積、記録し、その後に、特定の波長域の電磁波を用いて励起すると、照射された
電子線あるいは放射線のエネルギーの量に応じた光量の輝尽光を発する特性を有する輝尽
性蛍光体を、電子線あるいは放射線の検出材料として用い、金属あるいは非金属試料など
に電子線を照射し、試料の回折像あるいは透過像などを検出して、元素分析、試料の組成
解析、試料の構造解析などをおこなったり、生物体組織に電子線を照射して、生物体組織
の画像を検出する電子顕微鏡による検出システムや、放射線を試料に照射し、得られた放
射線回折像を検出して、試料の構造解析などをおこなう放射線回折画像検出システムなど
が知られている（たとえば、特開昭６１－５１７３８号公報、特開昭６１－９３５３８号
公報、特開昭５９－１５８４３号公報など）。
【０００６】
これらの蓄積性蛍光体シートを画像の検出材料として使用するシステムは、写真フイルム
を用いる場合とは異なり、現像処理という化学的処理が不必要であるだけでなく、得られ
た画像データに画像処理を施すことにより、所望のように、画像を再生し、あるいは、コ
ンピュータによる定量解析が可能になるという利点を有している。
他方、オートラジオグラフィシステムにおける放射性標識物質に代えて、蛍光物質を標識
物質として使用した蛍光検出（ fluorescence) システムが知られている。このシステムに
よれば、蛍光画像の読み取ることにより、遺伝子配列、遺伝子の発現レベル、実験用マウ
スにおける投与物質の代謝、吸収、排泄の経路、状態、蛋白質の分離、同定、あるいは、
分子量、特性の評価などをおこなうことができ、たとえば、電気泳動させるべき複数のＤ
ＮＡ断片を含む溶液中に、蛍光色素を加えた後に、複数のＤＮＡ断片をゲル支持体上で電
気泳動させ、あるいは、蛍光色素を含有させたゲル支持体上で、複数のＤＮＡ断片を電気
泳動させ、あるいは、複数のＤＮＡ断片を、ゲル支持体上で、電気泳動させた後に、ゲル
支持体を蛍光色素を含んだ溶液に浸すなどして、電気泳動されたＤＮＡ断片を標識し、励
起光により、蛍光色素を励起して、生じた蛍光を検出することによって、画像を生成し、
ゲル支持体上のＤＮＡを分布を検出したり、あるいは、複数のＤＮＡ断片を、ゲル支持体
上で、電気泳動させた後に、ＤＮＡを変性（ denaturation) し、次いで、サザン・ブロッ
ティング法により、ニトロセルロースなどの転写支持体上に、変性ＤＮＡ断片の少なくと
も一部を転写し、目的とするＤＮＡと相補的なＤＮＡもしくはＲＮＡを蛍光色素で標識し
て調製したプローブと変性ＤＮＡ断片とをハイブリダイズさせ、プローブＤＮＡもしくは
プローブＲＮＡと相補的なＤＮＡ断片のみを選択的に標識し、励起光によって、蛍光色素
を励起して、生じた蛍光を検出することにより、画像を生成し、転写支持体上の目的とす
るＤＮＡを分布を検出したりすることができる。さらに、標識物質により標識した目的と
する遺伝子を含むＤＮＡと相補的なＤＮＡプローブを調製して、転写支持体上のＤＮＡと
ハイブリダイズさせ、酵素を、標識物質により標識された相補的なＤＮＡと結合させた後
、蛍光基質と接触させて、蛍光基質を蛍光を発する蛍光物質に変化させ、励起光によって
、生成された蛍光物質を励起して、生じた蛍光を検出することにより、画像を生成し、転
写支持体上の目的とするＤＮＡの分布を検出したりすることもできる。この蛍光検出シス
テムは、放射性物質を使用することなく、簡易に、遺伝子配列などを検出することができ
るという利点がある。
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【０００７】
このように、電気信号に変換された画像データを、可視画像として、ＣＲＴなどの表示手
段上に再生して、観察解析する画像解析装置にあっては、ＣＲＴなどの表示手段上に表示
された画像の解析したい領域を、図形を用いて、関心領域として画定し、解析することが
できるように構成されている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、たとえば、実験用マウスにおける投与物質の代謝、吸収、排泄の経路、状
態などを研究するために、放射性標識物質によって標識した薬物を実験用マウスに投与し
てから、所定時間経過後に、実験用マウスをスライスし、蓄積性蛍光体シートを用いて生
成されたオートラジオグラフィ画像にあっては、一つの臓器が、実験用マウスがスライス
された結果、生成されたオートラジオグラフィ画像中では、複数の離間した画像領域に分
割されて、ＣＲＴなどの表示手段上に表示されることがあり、このような場合には、複数
の離間した画像領域を一つの関心領域として画定し、定量を実行する必要のある場合があ
るが、従来の画像解析装置においては、このように、画像中で、複数の離間された画像領
域を一つの関心領域として、画定することができず、したがって、各関心領域毎に定量し
、定量結果に基づいて、マニュアルで計算して、その臓器についての定量解析をする必要
があり、きわめて煩雑であった。
【０００９】
また、蛋白質の薄層クロマトグラフィ（ＴＬＣ）において、ＴＬＣプレート上に、蛋白質
を二次元的に展開して得たオートラジオグラフィ画像にあっては、複数の濃度の高いスポ
ット画像領域が二次元的に分布しているが、複数のスポット画像領域以外にも、放射性標
識物質の画像が形成されており、したがって、複数の画像スポット領域以外の画像領域を
一つの関心領域として画定し、定量を実行する必要のある場合がある。しかしながら、従
来の画像解析装置においては、複数のスポット画像領域以外の画像領域を一つの関心領域
として、画定することができず、したがって、複数のスポット画像領域を関心領域として
、画定して、定量するとともに、画像全体を定量して得た定量結果に基づいて、マニュア
ルで計算して、複数のスポット画像領域以外の画像領域についての定量解析をする必要が
あり、同様に、きわめて煩雑であった。
【００１０】
したがって、本発明は、画像データに基づいて生成された画像中に、一つの図形により画
定することのできない画像領域がある場合にも、かかる画像領域を、関心領域として、定
量解析をおこなうことのできる画像解析装置を提供することを目的とするものである。
【００１１】
【発明の構成】
本発明のかかる目的は、画像データを記憶する画像データ記憶手段と、図形データを記憶
する図形データ記憶手段とを備え、前記画像データ記憶手段に記憶された画像データに基
づいて、表示手段上に画像を表示し、前記図形データ記憶手段に記憶された図形データを
用いて、前記画像中に複数の関心領域を画定して、定量解析する画像解析装置において、
前記複数の関心領域に対応する画像データに基づき、定量データを生成し、得られた定量
データを加減算し、演算結果を前記表示手段上に表示可能に構成された演算処理手段を備
えた画像解析装置によって達成される。
本発明によれば、複数の関心領域に対応する画像データに基づき、定量データを生成し、
得られた定量データを加減算する演算処理手段を備えているから、実験用マウスがスライ
スされた結果、一つの臓器が、複数の離間した画像領域に分割されて、表示手段上に表示
されており、これらを一つの関心領域として画定することができない場合にも、複数の離
間した画像領域を、それぞれ、関心領域として画定し、演算処理手段により、複数の関心
領域に対応する画像データに基づいて生成された定量データを加算するのみで、複数の離
間した画像領域を、一つの関心領域として画定した場合と同様に、容易に、定量解析する
ことが可能になり、また、複数のスポット画像領域が形成された画像の複数のスポット画

10

20

30

40

50

(4) JP 3851699 B2 2006.11.29



像領域以外の画像領域を一つの関心領域として画定することができない場合にも、複数の
スポット画像領域を、それぞれ、関心領域として画定し、演算処理手段によって、複数の
関心領域に対応する画像データに基づいて生成した定量データを加算し、その和を、全体
の画像に対応する画像データに基づいて生成した定量データから減算するのみで、複数の
スポット画像領域以外の画像領域を一つの関心領域として画定した場合と同様に、容易に
、定量解析することが可能になる。
【００１２】
本発明の好ましい実施態様においては、さらに、さらに、前記演算処理手段により加減算
されて得られた関心領域の定量データおよびどのようにして前記定量データが得られたか
を、関心領域データとして記憶する関心領域定量データ記憶手段を備えている。
本発明の好ましい実施態様によれば、さらに、画像上では、一つの関心領域として画定で
きない画像領域の定量データを、その領域が一つの関心領域として画定した場合と同様に
、保存することができ、かつ、その定量データがどのようにして生成されたかを保存する
ことが可能になる。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、画像解析装置は、さらに、前記演算処理手
段の演算結果に基づき、表データを生成し、前記表示手段上に、表を表示可能に構成され
た表データ生成手段を備えている。
【００１３】
本発明のさらに好ましい実施態様によれば、演算結果を表の形で、表示手段に表示するこ
とができ、便利である。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記画像データが、輝尽性蛍光体を含む輝
尽性蛍光体層が形成された蓄積性蛍光体シートを用いて生成されている。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記画像データが、被写体の放射線画像デ
ータ、オートラジオグラフィ画像データ、放射線回折画像データ、電子顕微鏡画像データ
、化学発光画像データおよび蛍光検出システムにより生成された蛍光画像データからなる
群より選ばれる画像データにより構成されている。本発明において、被写体の放射線画像
データ、オートラジオグラフィ画像データ、放射線回折画像データまたは電子顕微鏡画像
データを生成するために使用することのできる輝尽性蛍光体としては、放射線または電子
線のエネルギーを蓄積可能で、電磁波によって励起され、蓄積している放射線または電子
線のエネルギーを光の形で放出可能なものであればよく、とくに限定されるものではない
が、可視光波長域の光によって励起可能であるものが好ましい。具体的には、たとえば、
特開昭５５－１２１４５号公報に開示されたアルカリ土類金属弗化ハロゲン化物系蛍光体
（Ｂａ 1 - x ,Ｍ

2 +
x  ）ＦＸ：ｙＡ（ここに、Ｍ 2 +はＭｇ、Ｃａ、Ｓｒ、ＺｎおよびＣｄから

なる群より選ばれる少なくとも一種のアルカリ土類金属元素、ＸはＣｌ、ＢｒおよびＩか
らなる群より選ばれる少なくとも一種のハロゲン、ＡはＥｕ、Ｔｂ、Ｃｅ、Ｔｍ、Ｄｙ、
Ｐｒ、Ｈｅ、Ｎｄ、ＹｂおよびＥｒからなる群より選ばれる少なくとも一種の３価金属元
素、ｘは０≦ｘ≦０．６、ｙは０≦ｙ≦０．２である。）、特開平２－２７６９９７号公
報に開示されたアルカリ土類金属弗化ハロゲン化物系蛍光体ＳｒＦＸ：Ｚ（ここに、Ｘは
Ｃｌ、ＢｒおよびＩからなる群より選ばれる少なくとも一種のハロゲン、ＺはＥｕまたは
Ｃｅである。）、特開昭５９－５６４７９号公報に開示されたユーロピウム付活複合ハロ
ゲン物系蛍光体ＢａＦＸ・ｘＮａＸ’：ａＥｕ 2 +（ここに、ＸおよびＸ’はいずれも、Ｃ
ｌ、ＢｒおよびＩからなる群より選ばれる少なくとも一種のハロゲンであり、ｘは０＜ｘ
≦２、ａは０＜ａ≦０．２である。）、特開昭５８－６９２８１号公報に開示されたセリ
ウム付活三価金属オキシハロゲン物系蛍光体であるＭＯＸ：ｘＣｅ（ここに、ＭはＰｒ、
Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、ＹｂおよびＢｉからなる群よ
り選ばれる少なくとも一種の三価金属元素、ＸはＢｒおよびＩのうちの一方あるいは双方
、ｘは、０＜ｘ＜０．１である。）、特開昭６０－１０１１７９号公報および同６０－９
０２８８号公報に開示されたセリウム付活希土類オキシハロゲン物系蛍光体であるＬｎＯ
Ｘ：ｘＣｅ（ここに、ＬｎはＹ、Ｌａ、ＧｄおよびＬｕからなる群より選ばれる少なくと
も一種の希土類元素、ＸはＣｌ、ＢｒおよびＩからなる群より選ばれる少なくとも一種の
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ハロゲン、ｘは、０＜ｘ≦０．１である。）および特開昭５９－７５２００号公報に開示
されたユーロピウム付活複合ハロゲン物系蛍光体Ｍ I IＦＸ・ａＭ I  Ｘ’・ｂＭ ' I I  Ｘ ' '

2  

・ｃＭ I I I  Ｘ ' ' '  
3  ・ｘＡ：ｙＥｕ 2 +（ここに、Ｍ I IはＢａ、ＳｒおよびＣａからなる群

より選ばれる少なくとも一種のアルカリ土類金属元素、Ｍ I  はＬｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂおよ
びＣｓからなる群より選ばれる少なくとも一種のアルカリ金属元素、Ｍ ' I IはＢｅおよび
Ｍｇからなる群より選ばれる少なくとも一種の二価金属元素、Ｍ I I I  はＡｌ、Ｇａ、Ｉｎ
およびＴｌからなる群より選ばれる少なくとも一種の三価金属元素、Ａは少なくとも一種
の金属酸化物、ＸはＣｌ、ＢｒおよびＩからなる群より選ばれる少なくとも一種のハロゲ
ン、Ｘ’、Ｘ ' 'およびＸ ' ' '  はＦ、Ｃｌ、ＢｒおよびＩからなる群より選ばれる少なくと
も一種のハロゲンであり、ａは、０≦ａ≦２、ｂは、０≦ｂ≦１０ - 2、ｃは、０≦ｃ≦１
０ - 2で、かつ、ａ＋ｂ＋ｃ≧１０ - 2であり、ｘは、０＜ｘ≦０．５で、ｙは、０＜ｙ≦０
．２である。）が、好ましく使用し得る。
【００１４】
本発明において、化学発光画像を生成するために、使用することのできる輝尽性蛍光体と
しては、可視光波長域の光のエネルギーを蓄積可能で、電磁波によって励起され、蓄積し
ている可視光波長域の光のエネルギーを光の形で放出可能なものであればよく、とくに限
定されるものではない。具体的には、たとえば、特開平４－２３２８６４号公報に開示さ
れた金属ハロリン酸塩系蛍光体、希土類元素付活硫化物系蛍光体、アルミン酸塩系蛍光体
、珪酸塩系蛍光体、フッ化物系蛍光体などがあげられる。これらの中では、希土類元素付
活硫化物系蛍光体が好ましく、とくに、米国特許第５，０２９，２５３号、同第４，９８
３，８３４号明細書に開示された希土類元素付活アルカリ土類金属硫化物系蛍光体が好ま
しく使用し得る。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に基づいて、本発明にかかる好ましい実施態様につき、詳細に説明を加え
る。
図１は、本発明の実施態様にかかるオートラジオグラフィ画像解析装置のための画像デー
タを生成する画像読み取り装置の一例を示す略斜視図である。
図１において、蓄積性蛍光体シート１には、輝尽性蛍光体を含む輝尽性蛍光体層（図示せ
ず）が形成されており、輝尽性蛍光体層には、放射性標識物質の位置情報が、放射線エネ
ルギーの形で、蓄積されている。
本実施態様においては、放射性標識物質の位置情報として、ＴＬＣプレート上に、放射性
標識物質により標識した蛋白質を二次元的に展開して得た放射性標識物質の位置情報が記
録されている。
【００１６】
ここに、位置情報とは、試料中における放射性標識物質もしくはその集合体の位置を中心
とした各種の情報、たとえば、試料中に存在する放射性標識物質の集合体の存在位置と形
状、その位置における放射性標識物質の濃度、分布などからなる情報の一つもしくは任意
の組み合わせとして得られる各種の情報を意味するものである。
試料中の放射性標識物質の位置情報が記録された蓄積性蛍光体シート１を、レーザ光２に
より、走査して、励起し、輝尽光を発生させる。
レーザ光２は、レーザ光源３により発生され、フィルタ４を通過することにより、レーザ
光２による励起によって蓄積性蛍光体シート１から発生する輝尽光の波長領域に対応する
波長領域の部分がカットされる。次いで、レーザ光２は、ビーム・エクスパンダ５により
、そのビーム径が正確に調整され、ガルバノミラー等の光偏向器６に入射する。光偏向器
６によって偏向されたレーザ光２は、ｆθレンズ７を介して、平面反射鏡８により反射さ
れ、蓄積性蛍光体シート１上に、一次元的に入射する。ｆθレンズ７は、蓄積性蛍光体シ
ート１上を、レーザ光２により走査するときに、つねに、均一のビーム速度で、走査がな
されることを保証するものである。
【００１７】
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このようなレーザ光２による走査と同期して、蓄積性蛍光体シート１は、図１において、
矢印Ａの方向に移動され、その全面が、レーザ光２によって走査されるようになっている
。
蓄積性蛍光体シート１は、レーザ光２が照射されると、蓄積記録していた放射線エネルギ
ーに比例する光量の輝尽光を発光し、発光した輝尽光は、光ガイド９に入射する。
光ガイド９は、その受光端部が直線状をなし、蓄積性蛍光体シート１上の走査線に対向す
るように近接して配置され、また、その射出端部は、円環状をなし、フォトマルチプライ
アなどの光電変換型の光検出器１０の受光面に接続されている。この導光性シート９は、
無蛍光ガラスを加工して作られており、受光端部から入射した光が、その内面で、全反射
を繰り返しながら、射出端部を経て、光検出器１０の受光面に伝達されるように、その形
状が定められている。
【００１８】
したがって、レーザ光２の照射に応じて、蓄積性蛍光体シート１から発光した輝尽光は、
光ガイド９に入射し、その内部で、全反射を繰り返しながら、射出端部を経て、光検出器
１０によって受光される。
光検出器１０の受光面には、蓄積性蛍光体シート１から発光される輝尽光の波長領域の光
のみを透過し、レーザ光２の波長領域の光をカットするフィルタが貼着されており、光検
出器１０は、蓄積性蛍光体シート１から発光された輝尽光のみを光電的に検出するように
構成されている。
光検出器１０によって光電的に検出された輝尽光は、電気信号に変換され、所定の増幅率
を有する増幅器１１によって、所定のレベルの電気信号に増幅された後、Ａ／Ｄ変換器１
２に入力される。電気信号は、Ａ／Ｄ変換器１２において、信号変動幅に適したスケール
ファクタで、ディジタル信号に変換され、ラインバッファ１３に入力される。ラインバッ
ファ１３は、走査線１列分の画像データを一時的に記憶するものであり、以上のようにし
て、走査線１列分の画像データが記憶されると、そのデータを、ラインバッファ１３の容
量よりもより大きな容量を有する送信バッファ１４に出力し、送信バッファ１４は、所定
の容量の画像データが記憶されると、画像データを、オートラジオグラフィ画像解析装置
に出力するように構成されている。
【００１９】
図２は、本発明の実施態様にかかるオートラジオグラフィ画像解析装置および画像読み取
り装置のブロックダイアグラムである。
図２において、オートラジオグラフィ画像解析装置３０は、蓄積性蛍光体シート１に蓄積
記録され、画像読み取り装置２０により読み取られて、ディジタル信号に変換された試料
に含まれる放射性標識物質の位置情報を含む画像データを受け、濃度、色調、コントラス
トなどが適正で、観察解析特性に優れた可視画像を再生し得るように、データ処理を施す
データ処理手段６０と、画像読み取り装置２０からデータ処理手段６０に入力され、デー
タ処理が施された画像データを記憶する画像データ記憶手段４０と、試料に含まれる放射
性標識物質の位置情報を含む画像データを画像として再生するＣＲＴ５０を備えている。
【００２０】
画像読み取り装置２０の送信バッファ１４に、一時的に記憶された画像データは、オート
ラジオグラフィ画像解析装置３０のデータ処理手段６０の受信バッファ６２に入力されて
、一時的に記憶され、受信バッファ６２内に、所定量の画像データが記憶されると、記憶
された画像データが、画像データ記憶手段４０の画像データ一時記憶部４１に出力され、
記憶される。このようにして、画像読み取り装置２０の送信バッファ１４から、データ処
理手段６０の受信バッファ６２に送られ、一時的に記憶された画像データは、さらに、受
信バッファ６２から、画像データ記憶手段４０の画像データ一時記憶部４１に記憶される
。こうして、蓄積性蛍光体シート１の全面を、レーザ光２によって走査して得られた画像
データが、画像データ記憶手段４０の画像データ一時記憶部４１に記憶されると、データ
処理手段６０のデータ処理部６４は、画像データ一時記憶部４１から画像データを読み出
し、データ処理手段６０の一時メモリ６６に記憶して、必要なデータ処理を施した後、こ
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のような画像データのみを、画像データ記憶手段４０の画像データ記憶部４２に記憶させ
、しかる後に、画像データ一時記憶部４１に記憶された画像データを消去する。
【００２１】
画像データ記憶手段４０の画像データ記憶部４２に記憶された画像データは、操作者が、
画像を観察解析するために、データ処理部６４によって、読み出されて、ＣＲＴ５０の画
面上に表示されるようになっている。
図３は、データ処理手段６０のブロックダイアグラムである。図３において、データ処理
手段６０は、画像読み取り装置２０の送信バッファ１４から画像データを受け取る受信バ
ッファ６２と、データ処理を実行するデータ処理部６４と、画像データを一時的に記憶す
る一時メモリ６６を備えている。ここに、一時メモリ６６は、画像データを、二次元的に
展開して、一時的に記憶するように構成されている。
データ処理手段６０は、さらに、一時メモリ６６に一時的に記憶された画像データの中か
ら、画像データの一部を選択する画像データ選択部６８と、画像データ選択部６８により
選択された画像データを拡大あるいは縮小する画像データ拡大／縮小部７０と、画像デー
タ拡大／縮小部７０により拡大あるいは縮小された画像データを、二次元的に展開して、
一時的に記憶する拡大／縮小画像データ記憶部７２と、ＣＲＴ５０の画面上に表示すべき
種々の図形データを記憶する図形データ記憶部７４と、図形データ記憶部７４に記憶され
た図形データの中から、所定の図形データを選択し、拡大／縮小画像データ記憶部７２に
二次元的に展開されて、一時的に記憶された画像データに重ね合わせるために、位置およ
びサイズを設定する図形データ設定部７６、拡大／縮小画像データ記憶部７２に一時的に
記憶された画像データと、図形データ設定部７６により選択され、位置およびサイズが決
定された図形データとを合成するデータ合成部７８と、データ合成部７８によって合成さ
れた画像データおよび図形データを、二次元的に展開して、一時的に記憶する合成データ
記憶部８２と、合成データ記憶部８２に一時的に記憶された画像データおよび図形データ
の中から、所定のデータ領域を選択するデータ領域選択部８０と、データ領域選択部８０
により選択された画像データおよび図形データのデータ領域を、二次元的に展開して、一
時的に記憶するウインドメモリ８４と、ウインドメモリ８４に、二次元的に展開されて、
一時的に記憶された画像データおよび図形データに基づいて、ＣＲＴ５０の画面上に、画
像を生成する画像表示部８６と、画定された関心領域につき、定量解析を実行する定量解
析部８８を備えている。
【００２２】
画像データ選択部６８には、選択画像データ決定手段９０からの画像データ選択信号が入
力され、画像データ拡大／縮小部７０には、画像データ倍率決定手段９２からの拡大／縮
小信号が入力されている。さらに、図形データ設定部７６には、図形データ表示手段９４
からの図形データ表示信号が、入力されている。また、データ合成部７８には、どの図形
データを選択し、どのように、画像データと図形データを合成して、ＣＲＴ５０の画面上
に表示するかを決定するデータ合成指示手段９６からのデータ合成信号が入力されている
。さらに、データ領域選択部８０には、データ領域指定手段９８からのデータ領域指定信
号が入力され、画像表示部８６には、画像表示指示手段１００からの画像表示指示信号が
入力されている。定量解析部８８には、定量解析実行手段１１０からの定量解析実行信号
が入力されている。
【００２３】
本実施態様においては、選択画像データ決定手段９０、画像データ倍率決定手段９２、図
形データ表示手段９４、データ合成指示手段９６、データ領域指定手段９８、画像表示指
示手段１００および定量解析実行手段１１０は、それぞれ、マウス１１２によって操作可
能に構成されている。図３においては、簡略化のために、マウス１１２は、図形データ表
示手段９４にのみに接続されているように描かれている。
以上のように構成されたオートラジオグラフィ画像解析装置３０は、以下のようにして、
画像データ記憶手段４０に記憶された画像データおよび図形データ記憶部７４に記憶され
た図形データに基づいて、ＣＲＴ５０の画面上に表示された画像中に、関心領域を画定す
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る。
【００２４】
まず、画像データ記憶部４２に記憶された画像データが、一時メモリ６６に、二次元的に
展開されて、記憶される。次いで、選択画像データ決定手段９０が操作されて、一時メモ
リ６６に二次元的に展開されて、記憶された画像データの一部が選択され、画像データ選
択部６８に、二次元的に展開されて、記憶される。その後、画像データ選択部６８に二次
元的に展開されて、記憶された画像データは、拡大も縮小もされることなく、拡大／縮小
画像データ記憶部７２に、二次元的に展開されて、記憶され、さらに、図形データが合成
されることなく、合成データ記憶部８２に、二次元的に展開されて、記憶される。合成デ
ータ記憶部８２に二次元的に展開されて、記憶された画像データは、ウインドメモリ８４
に、二次元的に展開されて、記憶され、画像表示指示手段１００が操作されることによっ
て、ＣＲＴ５０の画面上に、画像として表示される。
【００２５】
操作者は、ＣＲＴ５０の画面上に表示された画像を観察し、必要に応じて、画像データ倍
率決定手段９２が操作して、画像データ拡大／縮小部７０により、画像データ選択部６８
に二次元的に展開されて、記憶された画像データを拡大あるいは縮小し、画像データを、
拡大／縮小画像データ記憶部７２に、二次元的に展開して、記憶させる。次いで、拡大／
縮小画像データ記憶部７２に二次元的に展開されて、記憶された画像データは、データ合
成部７８により読み出され、合成データ記憶部８２に、二次元的に展開されて、記憶され
る。その後、操作者が、データ領域指定手段９８を操作して、合成データ記憶部８２に二
次元的に展開されて、記憶された画像データの一部の領域を指定すると、指定された画像
データが、ウインドメモリ８４に送られて、二次元的に展開されて、記憶され、画像表示
指示手段１００が操作されると、画像表示部８６により、ＣＲＴ５０の画面上に、画像と
して表示される。
【００２６】
図４は、ＴＬＣプレート上に、放射性標識物質により標識した蛋白質を二次元的に展開し
て得た放射性標識物質のオートラジオグラフィ画像が、ＣＲＴ５０の画面上に表示された
状態を示している。
図４に示されるように、ＴＬＣプレート上に、放射性標識物質によって標識した蛋白質を
二次元的に展開して得た放射性標識物質のオートラジオグラフィ画像は、二次元的に分布
した複数のスポット画像領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５を含んでいる。オートラジオ
グラフィシステムにおいては、しばしば、画像の解析のため、図形を生成して、スポット
画像領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５を関心領域として画定し、その領域内の濃度の積
算値を求めることがおこなわれている。
【００２７】
関心領域を画定する場合、操作者は、ＣＲＴ５０の画面上に表示された濃度を求めるスポ
ット画像領域Ａ１を画定するために使用する図形を、マウス１１２を用いて、ＣＲＴ５０
の画面上に描くことにより、選択する。
操作者が、あらかじめ、データ合成指示手段９６を操作して、画像データと図形データの
合成を指示し、マウス１１２を操作することにより、図形データ表示手段９４を操作する
と、マウス１１２の操作に応じた位置情報を含む図形データ表示信号が図形データ設定部
７６に入力され、図形データ設定部７６によって、その位置情報に対応する図形データが
、図形データ記憶部７４から読み出され、データ合成部７８に読み出されて、拡大／縮小
画像データ記憶部７２に二次元的に展開され、記憶された画像データと合成されて、合成
データ記憶部８２に、二次元的に展開されて、記憶され、ウインドメモリ８４を経て、Ｃ
ＲＴ５０の画面上に表示された画像上に、図形として表示される。その結果、画像データ
に基づいて、ＣＲＴ５０に表示されている画像に、図形により、スポット画像領域Ａ１が
、関心領域として画定される。合成データ記憶部８２に、二次元的に展開されて、記憶さ
れたスポット画像領域Ａ１に対応する画像データおよびスポット画像領域Ａ１を関心領域
として画定する図形に対応する図形データの座標値は、定量解析部８８に入力される。
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【００２８】
同様にして、スポット画像領域Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５が、図形により、関心領域として
画定され、合成データ記憶部８２に、二次元的に展開されて、記憶されたスポット画像領
域Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５に対応する画像データおよびスポット画像領域Ａ２、Ａ３、Ａ
４、Ａ５を関心領域として画定する図形に対応する図形データの座標値は、定量解析部８
８に入力される。
図５は、こうして、すべてのスポット画像領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５が、それぞ
れ、図形１５１、１５２、１５３、１５４、１５５により関心領域として画定されたＣＲ
Ｔ５０の画面を示すものである。
このように、すべてのスポット画像領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５を、それぞれ、図
形１５１、１５２、１５３、１５４、１５５により関心領域として画定した後、定量解析
実行手段１１０が操作されると、定量解析部８８によって、スポット画像領域Ａ１、Ａ２
、Ａ３、Ａ４、Ａ５に対応する画像データが解析され、それぞれの画像領域内の濃度の積
算値を求めることができるが、ＣＲＴ５０の画面上にに表示された画像領域Ａ６中のスポ
ット画像領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５を除いた画像領域Ａ７は、一つの図形によっ
て、関心領域として画定することができないため、画像領域Ａ７内にも、放射性標識物質
の位置情報が含まれている場合が、しばしばあるにもかかわらず、定量解析実行手段１１
０を操作することにより、画像領域Ａ７内の濃度の積算値を求めることはできない。した
がって、従来のオートラジオグラフィ画像解析装置３０にあっては、定量解析実行手段１
１０を操作して、定量解析部８８により、関心領域として画定されたスポット画像領域Ａ
１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５内の濃度の積算値を求めさせるとともに、全体の画像領域Ａ
６内濃度の積算値を求めさせ、得られた定量結果に基づき、操作者が、マニュアル計算に
よって、スポット画像領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５を除いた画像領域Ａ７内の濃度
の積算値を求めるより他はなく、きわめて煩雑であった。
【００２９】
そこで、本実施態様においては、オートラジオグラフィ画像解析装置３０は、ＣＲＴ５０
の画面上に表示された全体の画像領域Ａ６から、スポット画像領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ
４、Ａ５を除いた画像領域Ａ７内の濃度の積算値を求めることができるように構成されて
いる。
図６は、定量解析部８８のブロックダイアグラムである。
図８に示されるように、定量解析部８８は、合成データ記憶部８２から入力された各関心
領域に対応する画像データおよび各関心領域を画定する図形に対応する図形データの座標
値ならびに全体の画像領域Ａに対応する画像データの座標値を記憶するデータ記憶部２０
０と、データ記憶部２００に記憶されたデータに基づいて、合成データ記憶部８２に二次
元的に展開されて記憶された画像データを読み出す画像データ読み出し部２０２と、定量
解析実行手段１１０からの定量解析実行信号にしたがって、画像データ読み出し部２０２
から入力された画像データに対して演算を実行する演算処理部２０４と、演算処理部２０
４から入力された画像データの演算結果にしたがって、表データを生成し、ウインドメモ
リ８４に出力する表データ生成部２０６とを備えている。
【００３０】
操作者によって、定量解析実行手段１１０に関心領域内の濃度の積算値を算出すべき旨の
指示信号が入力されると、定量解析実行信号が画像データ読み出し部２０２に入力される
。画像データ読み出し部２０２は、定量解析実行手段１１０から入力された定量解析実行
信号にしたがって、座標データ記憶部２００に記憶された各関心領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、
Ａ４、Ａ５に対応する画像データおよび各関心領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５を画定
している図形に対応する図形データの座標値を読み出し、さらに、合成データ記憶部８２
から、全体の画像領域Ａ６に対応する画像データおよびその座標値を読み出して、演算処
理部２０４に出力する。演算処理部２０４は、定量解析実行手段１１０から入力された定
量解析実行信号にしたがって、画像データ読み出し部２０２から入力されたデータに基づ
いて、各関心領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５および全体の画像領域Ａ６の面積の値を
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算出するとともに、各関心領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５および全体の画像領域Ａ６
内の濃度の積算値を算出して、表データ生成部２０６に出力する。表データ生成部２０６
は、演算処理部２０４から入力された算出結果を用いて、表データを生成し、ウインドメ
モリ８４に出力する。その結果、各関心領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５および全体の
画像領域Ａ６の面積の値ならびに各関心領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５および全体の
画像領域Ａ６内の濃度の積算値が、表の形で、ＣＲＴ５０の画面上に表示される。
【００３１】
図７は、こうして生成され、ＣＲＴ５０の画面上に表示された  result table を示してい
る。図７に示されるように、  result table には、各関心領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、
Ａ５および全体の画像領域Ａ６の面積の値ならびに各関心領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、
Ａ５および全体の画像領域Ａ６内の濃度の積算値が含まれている。
さらに、ＣＲＴ５０の画面上に表示された画像Ａ６中の画像領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４
、Ａ５を除いた画像領域Ａ７の面積の値および画像領域Ａ７内の濃度の積算値を求める場
合には、操作者は、マウス１１２を用いて、  result テーブル内の「 Make ROI」ボタン中
の「 New 」をクリックする。その結果、定量解析実行手段１１０から新たな関心領域に関
するデータを生成すべき旨の指示信号が、演算処理部２０４および表データ生成部２０６
に入力され、図８に示されるように、ＣＲＴ５０の画面上に、新たにデータを生成する関
心領域の名前が  Make1と表示された行を含む  Make ROI Table が表示される。この  Make1
には、画像領域Ａ７に対応するデータが割り当てられるが、この段階では、データが割り
当てられていない。
【００３２】
ＣＲＴ５０の画面上に表示された画像Ａ６中の画像領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５を
除いた画像領域Ａ７の面積の値および画像領域Ａ７内の濃度の積算値を、画像領域Ａ６の
面積の値および画像領域Ａ６内の濃度の積算値から、画像領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、
Ａ５の面積の値および画像領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５内の濃度の積算値を減算し
て求める場合には、操作者は、さらに、マウス１１２を用いて、  result table の中から
、画像領域Ａ６を選択した後、図８に示されるように、  Make ROI Table とともに、ＣＲ
Ｔ５０の画面上に表示されている  Additional Group の「 Append Member 」ボタンをクリ
ックする。その結果、  result table の中から選ばれた画像領域Ａ６に対応する画像デー
タおよびその座標値が、合成データ記憶部８２から、それぞれ、画像データ読み出し部２
０２により、読み出されて、演算処理部２０４に入力され、さらに、表データ生成部２０
６に出力されて、画像領域Ａ６の面積の値および画像領域Ａ６内の濃度の積算値が、  Add
itional Group 内に複写されて登録される。
【００３３】
次いで、操作者が、マウス１１２を用いて、画像領域Ａ６の面積の値および画像領域Ａ６
内の濃度の積算値から、その面積および濃度の積算値を差し引くべき画像領域Ａ１、Ａ２
、Ａ３、Ａ４、Ａ５を、  result Table の中から選択し、図８に示されるように、  Make 
ROI Table および  Additional Group とともに、ＣＲＴ５０の画面上に表示されている  S
ubtract Group の「 Append Member 」ボタンをクリックすると、  result Table の中から
選ばれた画像領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５に対応する画像データおよび画像領域Ａ
１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５を画定する図形に対応する図形データの座標値が、座標デー
タ記憶部２００から、画像データ読み出し部２０２により、読み出されて、演算処理部２
０４に入力され、さらに、表データ生成部２０６に出力されて、画像領域Ａ１、Ａ２、Ａ
３、Ａ４、Ａ５の面積の値および画像領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５内の濃度の積算
値が、  Subtract Group 内に複写されて登録される。
【００３４】
さらに、演算処理部２０４は、画像データ読み出し部２０２から入力された全体の画像領
域Ａ６に対応する画像データおよびその座標値ならびに画像領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４
、Ａ５に対応する画像データおよび画像領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５を画定してい
る図形に対応する図形データの座標値に基づいて、  Additional Group 内に登録された画
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像領域Ａ６の面積の値および画像領域Ａ６内の濃度の積算値から、  Subtract Group 内に
登録された画像領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５の面積の値および画像領域Ａ１、Ａ２
、Ａ３、Ａ４、Ａ５内の濃度の積算値を減算して、得られた算出結果を、表データ生成部
２０６に出力する。その結果、表データ生成部２０６によって、画像Ａ６中の画像領域Ａ
１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５を除いた画像領域Ａ７の面積の値および画像領域Ａ７内の濃
度の積算値が、  Make ROI Table 中の  Make1に割り当てられる。
【００３５】
その後、操作者が、マウス１１２を用いて、  Make ROI Table 中の  Make1を選択し、 resu
lt Table、  Make ROI Table 、  Additional Group 及び  Subtract Group とともに、ＣＲ
Ｔ５０の画面上に表示されている  Group Table中の「 Append Member 」ボタンをクリック
すると、画像Ａ６中の画像領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５を除いた画像領域Ａ７の面
積の値および画像領域Ａ７内の濃度の積算値が割り当てられた  Make1のデータが、データ
記憶部２００に出力され、画像領域Ａ７の面積の値および画像領域Ａ７内の濃度の積算値
とともに、関心領域Ａ７の定量データが、全体の画像領域Ａ６の定量データから画像領域
Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５の定量データを減じて得られたものである旨が関心領域Ａ
７の関心領域データとして、記憶され、同時に、 Make1 が、  Group Table内に、関心領域
Ａ７の定量データとして登録される。
【００３６】
図９は、こうして、画像Ａ６中の画像領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５を除いた画像領
域Ａ７の面積の値および画像領域Ａ７内の濃度の積算値が割り当てられた  Make1が、  Gro
up Table内に、関心領域定量データとして登録された後のＣＲＴ５０の画面を示している
。
本実施態様によれば、全体の画像領域Ａ６中に形成されたスポット画像領域Ａ１、Ａ２、
Ａ３、Ａ４、Ａ５を除いた画像領域Ａ７のように、画像上で関心領域として画定すること
がきわめて困難な画像領域を、画像上で関心領域として画定することなく、関心領域に対
応する画像データに基づいて得られた定量データを加減算するのみで、画像領域Ａ７の面
積の値および画像領域Ａ７内の濃度の積算値を定量解析することが可能になり、きわめて
簡易な方法により、画像領域Ａ７を画像上で関心領域として画定した場合と同様に、画像
領域Ａ７の定量データを保存することが可能になる。
【００３７】
本発明は、以上の実施態様に限定されることなく、特許請求の範囲に記載された発明の範
囲内で種々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含されるものであることが
いうまでもない。
たとえば、前記実施態様においては、ＴＬＣプレート上に、放射性標識物質により標識し
た蛋白質を二次元的に展開し、放射性標識物質の位置情報を、蓄積性蛍光体シート１に蓄
積記録させ、これを光電的に読み出して、所定のデータ処理を施し、複数のスポット画像
領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５を含むオートラジオグラフィ画像を、ＣＲＴ５０の画
面上に表示した場合に、全体の画像領域Ａ６中に形成されたスポット画像領域Ａ１、Ａ２
、Ａ３、Ａ４、Ａ５を除いた画像領域Ａ７につき、定量解析を実行する場合につき、説明
を加えたが、本発明は、かかるオートラジオグラフィ画像の解析に限定されることなく、
たとえば、実験用マウスにおける投与物質の代謝、吸収、排泄の経路、状態などを研究す
るために、放射性標識物質によって標識した薬物を実験用マウスに投与してから、所定時
間経過後に、実験用マウスをスライスし、蓄積性蛍光体シート１を用いて生成したオート
ラジオグラフィ画像中に、実験用マウスがスライスされた結果、一つの臓器が、複数の離
間した画像領域に分割されているときに、演算処理部２０４により、これらの画像領域の
面積の値およびこれらの画像領域内の濃度の積算値を加算して、これらを１つの関心領域
として、定量解析をする場合や、実験用マウスの脳や心臓のように、内部に、定量解析を
する必要ない画像領域を含む画像領域を、演算処理部２０４により、定量解析すべき画像
領域の全体の面積の値およびその内部の濃度の積算値から、内部に含まれた画像領域の面
積の値およびその内部の濃度の積算値を減算して、定量解析をする場合などにも適用する
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ことができ、さらには、かかるオートラジオグラフィ画像に限らず、サザン・ブロット・
ハイブリタイゼーション法を利用して、遺伝子を電気泳動させたオートラジオグラフィ画
像、ポリアクリルアミドゲル電気泳動法によって、蛋白質の分離、同定、あるいは、分子
量、特性の評価などをおこなうためのオートラジオグラフィ画像など、蓄積性蛍光体シー
ト１を使用して、生成された他のオートラジオグラフィ画像の解析はもとより、蓄積性蛍
光体シート１を使用して生成した金属あるいは非金属試料の電子線透過画像や電子線回折
画像、生物体組織などの電子顕微鏡画像、さらには、金属あるいは非金属試料などの放射
線回折画像、さらには、蛍光検出システムによって、ゲル支持体あるいは転写支持体に記
録された蛍光物質の画像や蛋白質の分離、同定、あるいは、分子量、特性の評価などをお
こなうための蛍光物質の画像で、画像データに基づいて生成された画像中に、一つの図形
により画定することのできない画像領域があり、その画像領域を、関心領域として、定量
解析する必要のある場合には、広く適用することができる。
【００３８】
さらに、前記実施態様においては、光ガイド３０として、無蛍光ガラスなどを加工して作
ったものを用いているが、光ガイド３０としては、無蛍光ガラス製のものに限らず、合成
石英や、アクリル系合成樹脂などの透明な熱可塑性樹脂シートを加工して作ったものも用
いることができる。
また、前記実施態様においては、蓄積性蛍光体シート１を用いて、試料中の放射性標識物
質の位置情報を電気信号に変換して得た画像データを、ＣＲＴ５０の画面上に、可視画像
として表示しているが、蓄積性蛍光体シート１に代えて、写真フィルムを用いて、一旦、
可視画像を形成し、この可視画像を光電的に読み取って、電気信号に変換した画像データ
に対して、同様の処理をおこなうことも可能である。
【００３９】
さらに、本発明において、手段とは、必ずしも物理的手段を意味するものではなく、各手
段の機能がソフトウエアによって実現される場合も包含する。また、一つの手段の機能が
二以上の物理的手段により実現されても、二以上の手段の機能が一つの物理的手段により
実現されてもよい。
【００４０】
【発明の効果】
本発明によれば、画像データに基づいて生成された画像中に、一つの図形により画定する
ことのできない画像領域がある場合にも、かかる画像領域を、関心領域として、定量解析
をおこなうことのできる画像解析装置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の実施態様にかかるオートラジオグラフィ画像解析装置のための
画像データを生成する画像読み取り装置の一例を示す略斜視図である。
【図２】図２は、本発明の実施態様にかかるオートラジオグラフィ画像解析装置および画
像読み取り装置のブロックダイアグラムである。
【図３】図３は、データ処理手段のブロックダイアグラムである。
【図４】図４は、ＴＬＣプレート上に、放射性標識物質により標識した蛋白質を二次元的
に展開して得た放射性標識物質のオートラジオグラフィ画像が表示されたＣＲＴの画面を
示す中間調画像である。
【図５】図５は、複数のスポット画像領域が関心領域として画定されたオートラジオグラ
フィ画像が表示されたＣＲＴの画面を示す中間調画像である。
【図６】図６は、定量解析部のブロックダイアグラムである。
【図７】図７は、ＣＲＴの画面を示す中間調画像である。
【図８】図８は、ＣＲＴの画面を示す中間調画像である。
【図９】図９は、ＣＲＴの画面を示す中間調画像である。
【符号の説明】
１　蓄積性蛍光体シート
２　レーザ光
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３　レーザ光源
４　フィルタ
５　ビーム・エクスパンダ
６　光偏向器
７　ｆθレンズ
８　平面反射鏡
９　光ガイド
１０　光検出器
１１　増幅器
１２　Ａ／Ｄ変換器
１３　ラインバッファ
１４　送信バッファ
２０　画像読み取り装置
３０　オートラジオグラフィ画像解析装置
４０　画像データ記憶手段
４１　画像データ一時記憶部
４２　画像データ記憶部
５０　ＣＲＴ
６０　データ処理手段
６２　受信バッファ
６４　データ処理部
６６　一時メモリ
６８　画像データ選択部
７０　画像データ拡大／縮小部
７２　拡大／縮小画像データ記憶部
７４　図形データ記憶部
７６　図形データ設定部
７８　データ合成部
８０　データ領域選択部
８２　合成データ記憶部
８４　ウインドメモリ
８６　画像表示部
８８　定量解析部
９０　選択画像データ決定手段
９２　画像データ倍率決定手段
９４　図形データ表示手段
９６　データ合成指示手段
９８　データ領域指定手段
１００　画像表示指示手段
１１０　定量解析実行手段
１１２　マウス
１５１、１５２、１５３、１５４、１５５　図形
２００　データ記憶部
２０２　画像データ読み出し部
２０４　演算処理部
２０６　表データ生成部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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