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(57)【要約】
【課題】試料を非侵襲のまま解析することができるとと
もに、その対象の空間的な位置情報を取得することがで
きるデータ作成方法及びデータ使用方法を提供すること
。
【解決手段】データ作成方法は、所定の波長の光の焦点
を所定の焦点面上の１つの座標に配置して、該座標に位
置する試料に光からなる励起光を照射することによって
、試料由来の自家蛍光を取得して、自家蛍光の強度デー
タ及び／又はスペクトルデータを含む自家蛍光データを
生成する自家蛍光データ生成ステップと、所定の焦点面
上の１つの座標に照射光を照射することによって、試料
が散乱させた反射光を取得し、該反射光の強度データを
生成する反射光データ生成ステップと、所定の焦点面上
の１つの座標における自家蛍光データと、反射光データ
とを対応付けた対応データを作成する対応データ作成ス
テップとを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の波長の励起光の焦点を所定の焦点面上の１つの座標に配置して、該座標に位置す
る試料に前記励起光を照射することによって、試料由来の自家蛍光を取得して、自家蛍光
の強度データ及び／又はスペクトルデータを含む自家蛍光データを生成する自家蛍光デー
タ生成ステップと、
前記所定の焦点面上の１つの座標に照射光を照射することによって、前記試料が散乱さ
せた反射光を取得し、該反射光の強度データを生成する反射光データ生成ステップと、
前記所定の焦点面上の１つの座標における前記自家蛍光データと、前記反射光の強度デ
ータとを対応付けた対応データを作成する対応データ作成ステップとを含む、
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データ作成方法。
【請求項２】
前記所定の焦点面上の互いに異なる複数の座標において実施されるものである、
請求項１に記載のデータ作成方法。
【請求項３】
互いに異なる複数の焦点面において実施されるものである、
請求項１又は２に記載のデータ作成方法。
【請求項４】
前記自家蛍光データ生成ステップにおいて、波長の異なる複数の励起光の照射を実施し
、該複数の励起光により得られた各自家蛍光の前記スペクトルデータにより構成されるス
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ペクトルプロファイルデータを含む前記自家蛍光データを作成する、
請求項１〜３のいずれかに記載のデータ作成方法。
【請求項５】
前記反射光データ生成ステップは、前記波長の異なる複数の励起光のいずれかの励起光
を用いて前記反射光を取得する、
請求項４に記載のデータ作成方法。
【請求項６】
前記反射光データ生成ステップは、前記波長の異なる複数の励起光のすべての励起光を
用いて前記反射光を取得する、
請求項４に記載のデータ作成方法。
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【請求項７】
前記自家蛍光データ生成ステップは、前記反射光データ生成ステップにおいて所定の強
度以上の反射光が得られた座標においてのみ実施する、
請求項１〜６のいずれかに記載のデータ作成方法。
【請求項８】
前記自家蛍光データ生成ステップは、前記反射光データ生成ステップにおいて所定の強
度以上の反射光が得られた複数の座標と、該複数の座標によって取り囲まれる領域であっ
て、前記試料の内部に相当する領域の内部に位置する一つ又は複数の座標とにおいて実施
する、
請求項１〜６のいずれかに記載のデータ作成方法。
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【請求項９】
前記励起光及び前記照射光は、少なくとも一方がレーザ光である、
請求項１〜８のいずれかに記載のデータ作成方法。
【請求項１０】
請求項１〜９のいずれかに記載のデータ作成方法によって前記対応データを生成し、複
数の試料の自家蛍光データを比較することによって、試料の状態との相関を見出すデータ
使用方法。
【請求項１１】
機械学習により前記相関が見出されるものである、請求項１０に記載のデータ使用方法
。
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【請求項１２】
請求項１〜９のいずれかに記載のデータ作成方法によって前記対応データを生成し、既
知試料の自家蛍光データと未知試料の自家蛍光データとを比較することによって、未知試
料の同定又は評価を行うデータ使用方法。
【請求項１３】
機械学習により既知試料の特徴付けが行われるものである、請求項１２に記載のデータ
使用方法。
【請求項１４】
試料が、動物細胞、植物細胞、酵母細胞、真菌類細胞、微細藻類細胞、細菌類、古細菌
類、ウイルス、ファージのいずれか及びそれらが産生する胞子、芽胞、膜小胞のいずれか
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である請求項１０〜１３のいずれかに記載のデータ使用方法。
【請求項１５】
前記試料の状態が、試料の代謝状態又は生理状態に関するものである請求項１０又は１
１に記載のデータ使用方法。
【請求項１６】
前記未知試料の同定が、生物学上の界、門、綱、目、科、属、種、品種、病原型又は抗
原型を同定するものである請求項１２又は１３に記載のデータ使用方法。
【請求項１７】
前記未知試料の同定が、微生物学上の株又は亜株である請求項１２又は１３に記載のデ
ータ使用方法。
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【請求項１８】
前記未知試料の評価が、代謝状態又は生理状態に関するものである請求項１２又は１３
に記載のデータ使用方法。
【請求項１９】
所定の波長の光の焦点を所定の焦点面上の１つの座標に配置して、該座標に位置する試
料に前記光からなる励起光を照射することによって、試料由来の自家蛍光を取得して、自
家蛍光の強度データ及び／又はスペクトルデータを含む自家蛍光データを生成する自家蛍
光データ生成ステップと、
前記所定の焦点面上の１つの座標に照射光を照射することによって、前記試料が散乱さ
せた反射光を取得し、該反射光の強度データを生成する反射光データ生成ステップと、
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前記所定の焦点面上の１つの座標における前記自家蛍光データと、前記反射光の強度デ
ータとを対応付けた対応データを作成する対応データ作成ステップと、
前記自家蛍光データ生成ステップ、反射光データ生成ステップ、及び対応データ作成ス
テップを互いに異なる複数の焦点面において繰り返す繰り返しステップと、
前記繰り返しステップにより得られた前記対応データを用いて、所定の特性を有する集
団を抽出する抽出ステップとを含む、
データ使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、例えば微生物が発した自家蛍光を測定することによってデータを作成するデ
ータ作成方法、及びそのデータを使用するデータ使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、微生物種の同定を行う際には、コッホの法則で体系化されたように、検体から微
生物を単離して培養するのが一般的である。これに対して、微生物の単離や培養を行わず
に微生物種を同定する技術として、次世代シークエンサー技術に基づいたメタゲノム解析
によって微生物種を同定する種別同定方法が提案されている（例えば、特許文献１を参照
）。特許文献１によれば、メタゲノム解析によって決定された塩基配列と、既知の微生物
の塩基配列とを比較することによって、検体中に存在する微生物の微生物種を同定するこ
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とができる。
【０００３】
このほかに微生物種を同定する技術として、コロニーが発する自家蛍光を検出すること
によって微生物種の同定を行う方法が知られている（例えば、特許文献２、３を参照）。
特許文献２、３によれば、微生物に対して非侵襲で微生物種を検出することができる。さ
らに、蛍光染色された細胞に励起光を照射することによって該細胞が発する蛍光を撮像し
て得られる撮像画像であって、波長帯域が異なる励起光に基づく複数の撮像画像を用いて
細胞を検出する技術が知られている（例えば、特許文献４を参照）。
【０００４】
近年、微生物の動態を探るため、共焦点顕微鏡を用いて三次元空間における微生物の位
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置やその空間における動きを把握する研究が行われている（例えば、非特許文献１、２を
参照）。これらの研究は、例えば微生物集団と微生物によって生産される細胞外マトリク
ス成分の複合体（バイオフィルム）の形成過程を経時的三次元的に観察することにおいて
大きな成果をあげてきたが、当該方法を自家蛍光に基づく微生物の同定・評価に応用する
という着想は報告されていない。また、前述の特許文献１〜４において、三次元空間にお
ける空間的な位置やその空間における動きを把握するといった、微生物種の同定に加え、
非侵襲の微生物の位置情報を取得することについては考慮されていない。さらには、空間
上の１つの座標における、試料の発する自家蛍光と反射光の両者を対応させて記録すると
いう着想は、前記の先行技術文献に記載も示唆もない。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５−２０４８１３号公報
【特許文献２】特表２０１２−５１１９０５号公報
【特許文献３】特表２００５−５０２３５４号公報
【特許文献４】国際公開第２００３／００８６３４号
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】R.
,

J.

Palmer

and

C.

Sternberg:

Curr.

Opin.

Biotech.,
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263(1999).

【非特許文献２】Y.
H.

Uchiyama

and

Yawata,

K.

N.Nomura:

Toda,
J.

E.

Biosci.

Setoyama,
Bioeng.,

J.
110,

Fukuda,

H.

Suzuki,

377(2010).

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、試料を非侵襲のまま解析することがで
きるとともに、その対象の空間的な位置情報を取得することができるデータ作成方法及び
データ使用方法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】
【０００８】
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上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係るデータ作成方法は、所定
の波長の励起光の焦点を所定の焦点面上の１つの座標に配置して、該座標に位置する試料
に前記励起光を照射することによって、試料由来の自家蛍光を取得して、自家蛍光の強度
データ及び／又はスペクトルデータを含む自家蛍光データを生成する自家蛍光データ生成
ステップと、前記所定の焦点面上の１つの座標に照射光を照射することによって、前記試
料が散乱させた反射光を取得し、該反射光の強度データを生成する反射光データ生成ステ
ップと、前記所定の焦点面上の１つの座標における前記自家蛍光データと、前記反射光の
強度データとを対応付けた対応データを作成する対応データ作成ステップとを含むことを
特徴とする。
【０００９】
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本発明に係るデータ作成方法は、上記発明において、前記所定の焦点面上の互いに異な
る複数の座標において実施されるものであることを特徴とする。
【００１０】
本発明に係るデータ作成方法は、上記発明において、互いに異なる複数の焦点面におい
て実施されるものであることを特徴とする。
【００１１】
本発明に係るデータ作成方法は、上記発明において、前記自家蛍光データ生成ステップ
において、波長の異なる複数の励起光の照射を実施し、該複数の励起光により得られた各
自家蛍光の前記スペクトルデータにより構成されるスペクトルプロファイルデータを含む
前記自家蛍光データを作成することを特徴とする。
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【００１２】
本発明に係るデータ作成方法は、上記発明において、前記反射光データ生成ステップは
、前記波長の異なる複数の励起光のいずれかの励起光を用いて前記反射光を取得すること
を特徴とする。
【００１３】
本発明に係るデータ作成方法は、上記発明において、前記反射光データ生成ステップは
、前記波長の異なる複数の励起光のすべての励起光を用いて前記反射光を取得することを
特徴とする。
【００１４】
本発明に係るデータ作成方法は、上記発明において、前記自家蛍光データ生成ステップ
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は、前記反射光データ生成ステップにおいて所定の強度以上の反射光が得られた座標にお
いてのみ実施することを特徴とする。
【００１５】
本発明に係るデータ作成方法は、上記発明において、前記自家蛍光データ生成ステップ
は、前記反射光データ生成ステップにおいて所定の強度以上の反射光が得られた複数の座
標と、該複数の座標によって取り囲まれる領域であって、前記試料の内部に相当する領域
の内部に位置する一つ又は複数の座標とにおいて実施することを特徴とする。
【００１６】
本発明に係るデータ作成方法は、上記発明において、前記励起光及び前記照射光は、少
なくとも一方がレーザ光であることを特徴とする。
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【００１７】
本発明に係るデータ使用方法は、上記発明に係るデータ作成方法によって前記対応デー
タを生成し、複数の試料の自家蛍光データを比較することによって、試料の状態との相関
を見出すことを特徴とする。
【００１８】
本発明に係るデータ使用方法は、上記発明において、機械学習により前記相関が見出さ
れるものであることを特徴とする。
【００１９】
本発明に係るデータ使用方法は、上記発明に係るデータ作成方法によって前記対応デー
タを生成し、既知試料の自家蛍光データと未知試料の自家蛍光データとを比較することに
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よって、未知試料の同定又は評価を行うことを特徴とする。
【００２０】
本発明に係るデータ使用方法は、上記発明において、機械学習により既知試料の特徴付
けが行われるものであることを特徴とする。
【００２１】
本発明に係るデータ使用方法は、上記発明において、試料が、動物細胞、植物細胞、酵
母細胞、真菌類細胞、微細藻類細胞、細菌類、古細菌類、ウイルス、ファージのいずれか
及びそれらが産生する胞子、芽胞、膜小胞のいずれかであることを特徴とする。
【００２２】
本発明に係るデータ使用方法は、上記発明において、前記試料の状態が、試料の代謝状
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態又は生理状態に関するものであることを特徴とする。
【００２３】
本発明に係るデータ使用方法は、上記発明において、前記未知試料の同定が、生物学上
の界、門、綱、目、科、属、種、品種、病原型又は抗原型を同定するものであることを特
徴とする。
【００２４】
本発明に係るデータ使用方法は、上記発明において、前記未知試料の同定が、微生物学
上の株又は亜株であることを特徴とする。
【００２５】
本発明に係るデータ使用方法は、上記発明において、前記未知試料の評価が、代謝状態
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又は生理状態に関するものであることを特徴とする。
【００２６】
本発明に係るデータ使用方法は、上記発明において、所定の波長の光の焦点を所定の焦
点面上の１つの座標に配置して、該座標に位置する試料に前記光からなる励起光を照射す
ることによって、試料由来の自家蛍光を取得して、自家蛍光の強度データ及び／又はスペ
クトルデータを含む自家蛍光データを生成する自家蛍光データ生成ステップと、前記所定
の焦点面上の１つの座標に照射光を照射することによって、前記試料が散乱させた反射光
を取得し、該反射光の強度データを生成する反射光データ生成ステップと、前期所定の焦
点面上の１つの座標における前記自家蛍光データと、前記反射光の強度データとを対応付
けた対応データを作成する対応データ作成ステップと、前記自家蛍光データ生成ステップ
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、反射光データ生成ステップ、及び対応データ作成ステップを互いに異なる複数の焦点面
において繰り返す繰り返しステップと、前記繰り返しステップにより得られた前記対応デ
ータを用いて、所定の特性を有する集団を抽出する抽出ステップとを含むことを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００２７】
本発明によれば、試料を非侵襲のまま解析することができるとともに、その対象の空間
的な位置情報を取得することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
30

【００２８】
【図１】図１は、本発明の一実施の形態に係る顕微鏡システムの概略構成を模式的に示す
図である。
【図２】図２は、本発明の一実施の形態に係るデータ解析方法を説明するフローチャート
の一例である。
【図３】図３は、本発明の一実施の形態に係る顕微鏡システムの走査方法を説明する図で
ある。
【図４】図４は、本発明の一実施の形態に係る顕微鏡システムにおける走査によって生成
される合焦画像を説明する図である。
【図５】図５は、本発明の一実施の形態に係る顕微鏡システムにおいて表示される三次元
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画像を説明する図である。
【図６】図６は、本発明の一実施の形態に係る顕微鏡システムにおける同定対象の一例で
あって、Streptococcus

mitis（S.mitis）が写った検体画像を示す図である。

【図７Ａ】図７Ａは、波長が４０５

ｎｍの励起光を照射した際に撮像されるS.mitisの

蛍光画像を示す図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、波長が４０５

ｎｍの励起光を照射した際に検出されるS.mitisの

蛍光スペクトルを示す図である。
【図８Ａ】図８Ａは、波長が４５８

ｎｍの励起光を照射した際に撮像されるS.mitisの

蛍光画像を示す図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、波長が４５８
の蛍光スペクトルを示す図である。

ｎｍの励起光を照射した際に検出されるS.mitis
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ｎｍの励起光を照射した際に撮像されるS.mitisの

蛍光画像を示す図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、波長が４８８

ｎｍの励起光を照射した際に検出されるS.mitisの

蛍光スペクトルを示す図である。
【図１０】図１０は、本発明の一実施の形態に係る顕微鏡システムにおける同定対象の一
例であって、Aggregatibacter

actinomycetemcomitans（A.a.）が写った検体画像を示す

図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、波長が４０５

ｎｍの励起光を照射した際に撮像されるA.a.の

蛍光画像を示す図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、波長が４０５

ｎｍの励起光を照射した際に検出されるA.a.の

10

蛍光スペクトルを示す図である。
【図１２Ａ】図１２Ａは、波長が４５８

ｎｍの励起光を照射した際に撮像されるA.a.の

蛍光画像を示す図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、波長が４５８

ｎｍの励起光を照射した際に検出されるA.a.の

蛍光スペクトルを示す図である。
【図１３Ａ】図１３Ａは、波長が４８８

ｎｍの励起光を照射した際に撮像されるA.a.の

蛍光画像を示す図である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、波長が４８８

ｎｍの励起光を照射した際に検出されるA.a.の

蛍光スペクトルを示す図である。
20

【図１４】図１４は、S.mitisとA.a.とが存在する合焦画像を示す図である。
【図１５】図１５は、図１４に示す合焦画像において、S.mitisに配色を行った画像を示
す図である。
【図１６】図１６は、S.mitisとA.a.とが存在する複数の合焦画像を三次元で表現した三
次元画像を示す図である。
【図１７】図１７は、S.mitis及びA.a.にそれぞれ配色を行った三次元画像を示す図であ
る。
【図１８】図１８は、図１７に示す三次元画像からS.mitisを抽出した三次元画像を示す
図である。
【図１９】図１９は、反射光に基づく三次元画像（ａ）、S.mitis及びA.a.にそれぞれ配
色を行った三次元画像（ｂ）、及びS.mitisに配色を行った三次元画像（ｃ）を示す図で
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ある。
【図２０】図２０は、特性の異なる油脂酵母（子嚢菌）を示す画像であって、油脂高生産
株の自家蛍光画像（ａ）、油脂低蓄積株の自家蛍光画像（ｂ）、及び油脂高生産株と油脂
低蓄積株とを混合した自家蛍光画像（ｃ）をそれぞれ示す図である。
【図２１】図２１は、図２０の（ａ）に示す油脂高生産株の自家蛍光のスペクトルプロフ
ァイルを示す図である。
【図２２】図２２は、図２０の（ｂ）に示す油脂低蓄積株の自家蛍光のスペクトルプロフ
ァイルを示す図である。
【図２３】図２３は、土壌細菌であるパエニバシラス・ポリミキサ（Paenibacillus

pol
40

ymyxa）の自家蛍光のスペクトルプロファイルを示す図である。
【図２４】図２４は、土壌細菌であるシュードモナス・プチダ（Pseudomonas

putida）

の自家蛍光のスペクトルプロファイルを示す図である。
【図２５Ａ】図２５Ａは、野生株大腸菌の共焦点反射顕微鏡画像を示す図である。
【図２５Ｂ】図２５Ｂは、各励起光を照射した際に取得される野生株大腸菌の自家蛍光画
像を示す図である。
【図２６Ａ】図２６Ａは、チロシン過剰生産株大腸菌の共焦点反射顕微鏡画像を示す図で
ある。
【図２６Ｂ】図２６Ｂは、各励起光を照射した際に取得されるチロシン過剰生産株大腸菌
の自家蛍光画像を示す図である。
【図２７】図２７は、野生株大腸菌の共焦点反射顕微鏡画像及び自家蛍光画像（ａ）と、
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チロシン過剰生産株大腸菌の共焦点反射顕微鏡画像及び自家蛍光画像（ｂ）とを示す図で
ある。
【図２８Ａ】図２８Ａは、野生株のカビ（Aspergillus

nidulans）の共焦点反射顕微鏡

画像を示す図である。
【図２８Ｂ】図２８Ｂは、各励起光を照射した際に取得される野生株のカビ（Aspergillu
s

nidulans）の自家蛍光画像を示す図である。

【図２９Ａ】図２９Ａは、変異株のカビ（Aspergillus

nidulans）の共焦点反射顕微鏡

画像を示す図である。
【図２９Ｂ】図２９Ｂは、各励起光を照射した際に取得される変異株のカビ（Aspergillu
s

10

nidulans）の自家蛍光画像を示す図である。

【図３０】図３０は、野生株のカビ（Aspergillus

nidulans）の自家蛍光のスペクトル

プロファイルを示す図である。
【図３１】図３１は、変異株のカビ（Aspergillus

nidulans）の自家蛍光のスペクトル

プロファイルを示す図である。
【図３２Ａ】図３２Ａは、腸管上皮ガン細胞の共焦点反射顕微鏡画像を示す図である。
【図３２Ｂ】図３２Ｂは、各励起光を照射した際に取得される腸管上皮ガン細胞の自家蛍
光画像を示す図である。
【図３３】図３３は、本発明の一実施の形態に係る顕微鏡システムにおいて生成された共
焦点反射顕微鏡画像と、自家蛍光画像とを重ね合わせた画像とについて説明する図である
20

。
【図３４】図３４は、本発明の実施の形態の変形例１に係る顕微鏡システムにおける記録
部が記録するデータについて説明する図である。
【図３５】図３５は、各増殖フェイズにおけるパエニバシラス・ポリミキサ（Paenibacil
lus

polymyxa）の共焦点反射顕微鏡画像、各励起光を照射した際に取得される自家蛍光

画像、及び蛍光スペクトルを示す図である。
【図３６】図３６は、各増殖フェイズにおけるシュードモナス・プチダ（Pseudomonas

p

utida）の共焦点反射顕微鏡画像、各励起光を照射した際に取得される自家蛍光画像、及
び蛍光スペクトルを示す図である。
【図３７】図３７は、パエニバシラス・ポリミキサ（Paenibacillus
ードモナス・プチダ（Pseudomonas

polymyxa）とシュ

putida）とが混在している共焦点反射顕微鏡画像を
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示す図である。
【図３８】図３８は、パエニバシラス・ポリミキサ（Paenibacillus
ードモナス・プチダ（Pseudomonas

polymyxa）とシュ

putida）とに対してそれぞれ設定された色相を、共

焦点反射顕微鏡画像に重畳した画像を示す図である。
【図３９】図３９は、本発明の実施の形態の変形例２に係るデータ解析方法を説明するフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」とい
う）を説明する。
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【００３０】
（実施の形態）
図１は、本発明の一実施の形態に係る顕微鏡システムの概略構成を模式的に示す図であ
る。同図に示す顕微鏡システム１は、共焦点レーザスキャン顕微鏡１００により取得され
た画像データに基づいて、画像中に写り込んだ対象の種別、例えば微生物の微生物種の同
定を行って、その同定結果や取得した画像の表示を行うシステムである。この顕微鏡シス
テム１は、図１に示すように、レーザ光を照射して検体の自家蛍光又は反射光を取得する
共焦点レーザスキャン顕微鏡１００と、顕微鏡システム１を統括的に制御する制御装置２
００と、共焦点レーザスキャン顕微鏡１００が取得した光に基づく画像データ等の各種デ
ータを生成する画像処理装置３００と、画像処理装置３００が生成した表示用の画像デー
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タに基づく画像を表示する表示装置４００とを備える。ここで、微生物は、細菌、菌類、
ウイルス、微細藻類、及び原生動物等を含んでいる。なお、本実施の形態において、撮像
対象となる試料は、動物細胞、植物細胞、酵母細胞、真菌類細胞、微細藻類細胞、細菌類
、古細菌類、ウイルス、ファージのいずれか、及びそれらが産生する胞子、芽胞、膜小胞
のいずれかである。
【００３１】
共焦点レーザスキャン顕微鏡１００は、ステージ１０１と、対物レンズ１０２と、レー
ザ光源１０３と、レンズ１０４と、コリメートレンズ１０５と、ビームスプリッター１０
６と、結像レンズ１０７と、コンフォーカルピンホール１０８と、検出器１０９と、走査
ミラー１１０とを備える。以下、ステージ１０１の検体載置面と平行な平面上の直交する

10

二つの軸をＸ軸、Ｙ軸とし、この平面に直交する軸をＺ軸とする。なお、Ｚ軸は、対物レ
ンズ１０２の光軸と平行であるものとして説明する。
【００３２】
ステージ１０１は、検体を載置する。ステージ１０１は、制御装置２００の制御のもと
、例えばモータ等の駆動源を用いてＺ軸方向に移動可能に構成される。検体は、微生物を
含む溶液や培地であり、例えばシャーレやスライドガラス等の保持部材によって保持され
た状態でステージ１０１に載置されている。
【００３３】
対物レンズ１０２は、ビームスプリッター１０６が反射したレーザ光をステージ１０１
に向けて集光するとともに、ステージ１０１上の検体からの光を平行光にしてビームスプ

20

リッター１０６に入射させる。
【００３４】
レーザ光源１０３は、所定の波長を有するレーザ光を出射する。具体的に、レーザ光源
１０３は、検体を励起するための励起波長に応じた波長のレーザ光を出射する。レーザ光
源１０３は、使用する波長のレーザ光をそれぞれ出射可能な複数の光源を有するものであ
ってもよいし、白色のレーザ光を照射して、フィルタによって出射する光の波長を選択で
きるようにしてもよい。
【００３５】
レンズ１０４は、レーザ光源１０３が発したレーザ光を放射状のレーザ光として出射す
る。

30

【００３６】
コリメートレンズ１０５は、レンズ１０４を通過した放射状のレーザ光を平行光に変換
して、ビームスプリッター１０６に出射する。
【００３７】
ビームスプリッター１０６は、入射する光の一部を通過させ、残りの光を反射する。具
体的に、ビームスプリッター１０６は、レーザ光源１０３から出射された光の一部を対物
レンズ１０２側に折り曲げるとともに、対物レンズ１０２から入射した光の一部を通過さ
せることによって結像レンズ１０７に入射させる。ビームスプリッター１０６は、例えば
ハーフミラーを用いて構成され、入射したレーザ光のうち、半分のレーザ光を通過させる
とともに、残りの半分のレーザ光を反射する。
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【００３８】
結像レンズ１０７は、ビームスプリッター１０６を通過した光を結像する。
【００３９】
コンフォーカルピンホール１０８は、結像レンズ１０７によって結像された光の少なく
とも一部を通過させる。コンフォーカルピンホール１０８には、光が通過可能な孔である
ピンホール１０８ａが形成されている。また、コンフォーカルピンホール１０８は、対物
レンズ１０２と共役な位置に設けられる。このため、コンフォーカルピンホール１０８で
は、対物レンズ１０２の焦点面からの光がピンホール１０８ａを通過し、合焦していない
位置からの光が遮断される。例えば、結像レンズ１０７により結像されるレーザ光のスポ
ット径が０．２μｍである場合、結像位置において、約０．０３μｍ2の範囲からの光が
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ピンホール１０８ａを通過する。なお、ピンホール１０８ａの径と、焦点空間の大きさは
設定の変更が可能である。
【００４０】
検出器１０９は、入射した光を設定された波長帯域に分離する反射型回折格子と、得ら
れた光を光電変換するとともに、変換した電気信号の電流増幅を行う複数の光電子増倍管
（PhotoMultiplier

Tube：PMT、以下、チャンネルということもある）とを用いて構成さ

れる。検出器１０９は、例えば反射型回折格子によって互いに波長帯域の異なる３２個の
光に分離し、分離した光が、３２個の光電子増倍管にそれぞれ入射する。各光電子増倍管
は、入射した光をそれぞれ光電変換して電気信号を出力する。
10

【００４１】
走査ミラー１１０は、制御装置２００による制御のもと、検体の焦点面ＰF上における
レーザ光の照射位置を制御する。走査ミラー１１０は、例えばＸ位置制御ミラーと、Ｙ位
置制御ミラーとを用いて構成され、ＸＹ平面上の所定の位置にレーザ光を導光する。走査
ミラー１１０は、制御装置２００による制御のもと、各位置制御ミラーの角度を変化させ
ることによってレーザ光の照射位置を予め設定された走査経路に沿って移動させる。
【００４２】
次に、制御装置２００の構成について説明する。制御装置２００は、制御部２０１と、
入力部２０２とを備える。なお、制御装置２００は、当該制御装置２００の動作に必要な
各種情報を記録する記録部（図示せず）を備えている。
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【００４３】
制御部２０１は、演算及び制御機能を有するＣＰＵ（Central

Processing

Unit）や

各種演算回路等を用いて構成される。制御部２０１は、記録部が格納する情報を読み出し
て各種演算処理を実行することによって顕微鏡システム１を統括して制御する。制御部２
０１は、レーザ制御部２０３と、走査制御部２０４とを有する。
【００４４】
レーザ制御部２０３は、制御プログラムや、入力部２０２が受け付けた指示情報に基づ
いて、レーザ光源１０３によるレーザ光の出射を制御する。具体的に、レーザ制御部２０
３は、レーザ光の出射タイミングの制御や、出射するレーザ光の波長の制御を行う。レー
ザ制御部２０３は、例えば、パルス制御によってレーザ光を間欠的に出射する制御を行う
30

。
【００４５】
走査制御部２０４は、制御プログラムや、入力部２０２が受け付けた指示情報に基づい
て、ステージ１０１のＺ方向の位置の制御や、走査ミラー１１０によるレーザ光の照射位
置の制御を行う。
【００４６】
入力部２０２は、各種情報の入力を受け付ける。入力部２０２は、キーボード、マウス
、タッチパネル等のユーザインタフェースを用いて構成される。
【００４７】
次に、画像処理装置３００の構成について説明する。画像処理装置３００は、検出信号
受信部３０１と、データ生成部３０２と、二次元画像生成部３０３と、三次元画像生成部
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３０４と、データ解析部３０５と、色相重畳部３０６と、記録部３０７とを有する。
【００４８】
検出信号受信部３０１は、検出器１０９から、各チャンネルの電気信号を受信する。検
出信号受信部３０１は、受信した各チャンネルの電気信号と、走査面上の位置情報（レー
ザ光照射位置）とを対応付けてデータ生成部３０２に出力する。なお、検出信号受信部３
０１は、反射光検出用と、自家蛍光検出用とを個別に設けるようしてもよい。
【００４９】
データ生成部３０２は、検出信号受信部３０１から受信した電気信号に基づく光の強度
と、走査面上の位置情報とを対応付けたデータを生成する。データ生成部３０２は、自家
蛍光データ生成部３０２ａと、反射光データ生成部３０２ｂと、対応データ生成部３０２
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ｃとを有する。
【００５０】
自家蛍光データ生成部３０２ａは、検出信号受信部３０１が受信した自家蛍光に係る電
気信号であって、各チャンネルの電気信号を取得して、所定の焦点面上の１つの座標ごと
に強度データ及び／又は蛍光スペクトル（スペクトルデータ）を生成する。自家蛍光デー
タ生成部３０２ａは、走査面上の一つの位置について、照射された励起光が一つの場合は
、一つの蛍光スペクトルを生成し、互いに異なる複数の波長の励起光が異なるタイミング
で照射された場合には、励起光に応じて複数の蛍光スペクトルを生成する。ここでいう「
蛍光スペクトル」とは、励起光として所定の波長のレーザ光を照射した際に生じた自家蛍
光の「波長に対する強度分布」を意味する。また、ここでいう「強度」とは、例えば得ら
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れた自家蛍光を光電変換した信号値を指す。蛍光スペクトルは、例えばプロット間を補完
して平滑化処理等が施されている波形からなる。なお、本発明では複数の蛍光スペクトル
からなるデータをスペクトルプロファイルデータと呼ぶことがある。本明細書において、
「自家蛍光データ」とは、自家蛍光の強度データ、スペクトルデータ及びスペクトルプロ
ファイルデータのいずれか又はすべてを含む。自家蛍光データ生成部３０２ａは、走査面
上の各位置（所定の焦点面上の複数の座標）について、励起波長に応じて生成される蛍光
スペクトルを対応付けた自家蛍光データを生成する。
【００５１】
反射光データ生成部３０２ｂは、検出信号受信部３０１が受信した、検体が反射した反
射光に係る検出信号を取得して、この取得した検出信号に基づく反射光の強度と、走査面
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上の位置情報とを対応付けた反射光データを生成する。反射光データ生成部３０２ｂは、
例えば、各チャンネルの電気信号に基づく光の強度を合算して、その走査面上の位置にお
ける反射光の強度とする。
【００５２】
対応データ生成部３０２ｃは、所定の焦点面上の１つの座標における自家蛍光データと
反射光データからなる、対応データを生成する。対応データ生成部３０２ｃは、複数の座
標において自家蛍光データ及び反射光データが生成されていれば、各座標について、自家
蛍光データと反射光データとを対応付けた対応データを生成する。また、同一の座標にお
いて複数の励起光による自家蛍光データが生成されていれば、その座標に各自家蛍光デー
タを対応付ける。
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【００５３】
ここで、所定の焦点面上の１つの座標において反射光データと自家蛍光データとを対応
付けることの意義について述べる。反射光の強度は、所定の焦点面上の１つの座標におけ
る、細胞等の検体の存在を反映する。当該座標に検体（細胞）が存在しなければ反射光の
強度は低く、検体（細胞）が存在すれば高い強度の反射光が得られる。高倍率での反射光
を取得すれば、細胞の輪郭部分からの反射光、細胞内部からの反射光、さらには核など内
部の細胞内小器官からの反射光を得ることもできる。このようにして、ある座標における
検体（細胞）の有無、或いは、ある座標が検体（細胞）のどの部位に相当するかの情報を
取得し、これと当該座標における自家蛍光データを用いることにより、これまで不可能で
あった個々の細胞レベル、さらには細胞内小器官レベルでの同定又は評価を行うことが可
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能となる。
【００５４】
二次元画像生成部３０３は、データ生成部３０２が生成した各種データに基づいて、１
フレームの表示用画像に対応する二次元画像データを生成する。二次元画像生成部３０３
は、例えば、反射光に基づく合焦画像データを生成する場合、反射光データ生成部３０２
ｂが生成した反射光データに基づいて、画素位置ごとに輝度情報を付与した合焦画像デー
タを、走査した走査面の数に応じて一つ又は複数生成する。また、二次元画像生成部３０
３は、照射した励起光により生じた自家蛍光による蛍光画像データを生成する場合、対応
データ生成部３０２ｃが生成した対応データのうちの蛍光スペクトルと、データ解析部３
０５による解析結果とに基づいて、画素位置ごとに輝度情報を付与した蛍光画像データを
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、走査した走査面の数に応じて一つ又は複数生成する。二次元画像生成部３０３は、生成
された１フレームの二次元画像データに対してゲイン処理、コントラスト処理、γ補正処
理等の公知の技術を用いた画像処理を行うとともに、表示装置４００の表示仕様に応じた
処理を施すことによって表示用の画像データを生成する。以下、反射光に基づく合焦画像
を、共焦点反射顕微鏡（ＣＲＭ）画像ということもある。
【００５５】
三次元画像生成部３０４は、二次元画像生成部３０３が生成した二次元画像データをも
とに、三次元画像データを生成する。三次元画像生成部３０４は、各フレームにおける輝
度情報を、三次元空間上に付与することによって三次元画像データを生成する。
10

【００５６】
ここで、レーザ光照射位置は、二次元画像生成部３０３及び三次元画像生成部３０４が
生成する画像データの空間情報と対応付いている。空間位置は、二次元であればＸ軸上の
画素の位置（Ｘ位置）及びＹ軸上の画素の位置（Ｙ位置）からなる位置情報であり、三次
元であればＸ位置、Ｙ位置、及びＺ軸上の画素の位置（Ｚ位置）からなる位置情報である
。例えば、走査面は、Ｚ軸と直交する平面に対応し、走査面上の位置は、その走査面にお
けるＸ位置とＹ位置とによって表現される。
【００５７】
データ解析部３０５は、データ生成部３０２において生成された対応データを用いて、
検体に関する各種データ解析を行う。データ解析部３０５は、例えば、検体の種別の同定
や、状態の評価、所定の特性を有する検体の抽出などを行う。具体的に、データ解析部３
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０５は、検体の同定を行う場合、記録部３０７に記録されている同定テーブルを参照して
、解析対象の位置に対応付いている蛍光スペクトルと一致するスペクトルパターンを有す
る種別が存在するか否かを同定する。データ解析部３０５は、レーザ光の照射位置と、同
定した種別とを対応付けた同定情報を生成する。
【００５８】
色相重畳部３０６は、データ解析部３０５の同定情報に基づいて、画像中の対応する画
素位置に、設定された色相を重畳する。具体的に、色相重畳部３０６は、表示対象画像が
三次元画像であり、赤色に配色する微生物種が設定されている場合、三次元画像データに
対して、該当する微生物種であると同定された画素位置に赤色を配色する処理を施す。色
相重畳部３０６は、色相を重畳した重畳画像データを表示装置４００に出力する。この重
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畳画像データは、二次元画像データ又は三次元画像データに、色相に関する情報を付与し
たデータである。
【００５９】
記録部３０７は、画像処理装置３００の動作を実行するためのプログラムを含む各種プ
ログラムを記録する。記録部３０７は、各種プログラム等が予めインストールされたＲＯ
Ｍ（Read

Only

Memory）や、演算パラメータ等を記録するＲＡＭ（Random

Access

Me

mory）等を用いて構成される。
【００６０】
記録部３０７は、データ解析部３０５が種別の同定に用いる同定テーブル等、解析を行
うために必要なデータを記録する解析情報記録部３０８を有する。同定テーブルは、例え
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ば微生物の種別（微生物種）を同定するものである場合、励起波長ごとに特徴付けられる
蛍光スペクトルを一つ又は複数含むスペクトルパターンと、微生物種とが対応付けられて
いる。同定テーブルに限らず、入力された情報に対して、対応する情報を出力可能なデー
タ形式であればよい。解析情報記録部３０８は、データ解析部３０５により生成された同
定情報等の解析結果を記録してもよい。
【００６１】
表示装置４００は、液晶又は有機ＥＬ（Electro

Luminescence）を用いて構成され、

画像処理装置３００にて生成された画像等を表示する。表示装置４００は、制御装置２０
０にて生成された各種情報を表示するようにしてもよい。
【００６２】
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次に、顕微鏡システム１によるデータ解析方法について、図２を参照して説明する。図
２は、本発明の一実施の形態に係るデータ解析方法を説明するフローチャートの一例であ
る。以下、得られた自家蛍光に基づいて、検体の解析を行って重畳画像データを生成する
流れを説明する。
【００６３】
本実施の形態に係るデータ解析方法では、まず、制御部２０１の制御のもと、検体に対
し、反射光を取得するために予め設定された波長又は波長帯域の光を照射する（ステップ
Ｓ１）。検出信号受信部３０１が、この光により生じた自家蛍光、又は検体が反射する反
射光に応じた検出信号を取得する。本実施の形態では、反射光取得用の光であるレーザ光
の焦点位置を三次元的に走査して自家蛍光又は反射光を取得し、三次元空間のデータを生

10

成するものとして説明する。
【００６４】
ここで、顕微鏡システム１による走査方法について、図３を参照して説明する。図３は
、本発明の一実施の形態に係る顕微鏡システムの走査方法を説明する図である。共焦点レ
ーザスキャン顕微鏡１００では、あるＺ位置の焦点面において、ＸＹ平面上を走査して検
体からの光を受光した後、Ｚ位置を変更して、変更後のＺ位置におけるＸＹ平面上を走査
する。例えば、図１に示すＺ走査範囲ＲZにおいて設定されたＺ位置ごとに走査を行って
、各Ｚ位置において焦点面上の複数の位置から光（反射光又は自家蛍光）を得る。共焦点
レーザスキャン顕微鏡１００では、生成する画像に応じて、ビームスプリッター１０６や
、検出器１０９の構成を適宜変更可能である。
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【００６５】
例えば、図３に示すように、焦点面ＰF１におけるレーザ光の走査を行った後、ステー
ジ１０１をＺ軸方向に移動して、移動後にレーザ光の焦点が配置される焦点面ＰF２にお
けるレーザ光の走査を行う。これを、予め設定されているＺ走査範囲ＲZにおける焦点面
ＰF３、ＰF４、ＰF５、ＰF６、ＰF７、・・・と順次走査を行う。
【００６６】
ＸＹ平面における走査方法について、例えば、図３に示すように、矩形をなす焦点面（
図３では焦点面ＰF７）の一つの角部からレーザ光を照射して、照射領域であるスポット
ＳＰからの光を受光する。このスポットＳＰをジグザグに走査することによって、焦点面
ＰF７において、１枚の二次元画像（合焦画像）を生成するためのデータ数に対応する光
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を取得することができる。このスポットＳＰの径を、例えば一つの画素（モニタに表示さ
れる１つのドットに相当）のサイズと略同等とすれば、二次元画像及び三次元画像の色を
画素単位で表現することができ、さらには同定情報に対応する視覚情報を画素単位で配色
することが可能である。「画素のサイズと略同等」とは、例えば、スポットＳＰを円とし
た場合、画素に内接する大きさとほぼ同じサイズのことをいう。なお、上述した走査経路
は一例であり、焦点面を走査できれば、この経路に限らない。なお、スポットＳＰの径は
、光学顕微鏡の分解能の限界である約０．２μｍを下限として、コンフォーカルピンホー
ルの径を変更することにより適宜調節しうる。
【００６７】
ステップＳ１に続くステップＳ２において、反射光データ生成部３０２ｂは、検出信号
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受信部３０１が受信した反射光に係る検出信号を取得し、取得した検出信号に基づいて反
射光データを生成する（反射光データ生成ステップ）。
【００６８】
ステップＳ２に続くステップＳ３において、制御部２０１の制御のもと、検体に対し、
自家蛍光を取得するために予め設定された波長又は波長帯域の光（励起光）を照射する。
なお、本フローチャートでは、自家蛍光を取得するための励起光と、反射光を取得するた
めの照射光（例えば同じ波長の励起光）とを異なるタイミングで照射して取得するものと
して説明するが、試料に対して励起光を一回のみ照射し、検出時間に差を設けることによ
って自家蛍光及び反射光を取得するようにしてもよい。
【００６９】
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その後、自家蛍光データ生成部３０２ａは、検出信号受信部３０１が受信した自家蛍光
に係る検出信号を取得し、取得した検出信号に基づいて自家蛍光データを生成する（ステ
ップＳ４：自家蛍光データ生成ステップ）。この自家蛍光データは、ステップＳ１におい
て検体に照射された励起光によって生じた自家蛍光の蛍光スペクトルを含んでいる。
【００７０】
なお、ステップＳ１、２及びステップＳ３、４の各データ生成処理は、ステップＳ３、
４を先に行ってもよいし、並行して処理を実行するようにしてもよい。
【００７１】
ステップＳ４に続くステップＳ５において、制御部２０１は、ステップＳ３で照射した
自家蛍光取得用の励起光の波長（又は波長帯域）とは異なる波長（又は波長帯域）の励起

10

光を照射するか否かを判断する。制御部２０１は、予め設定されている走査条件や、入力
部２０２を介して設定された走査条件を参照し、さらに照射すべき励起光があるか否かを
判断する。
【００７２】
ステップＳ２、Ｓ４では、１スポット、すなわち、あるＺ位置の焦点面における一点に
ついて、ある一つの励起波長のレーザ光を照射した際に取得される自家蛍光の蛍光スペク
トル、又は反射光強度が生成される。予め設定されている励起波長が複数の場合は、各励
起波長のレーザ光の走査を繰り返すことによって、同じ位置において異なる励起波長の蛍
光スペクトルを生成する。この繰り返しにより、複数の焦点面における各位置の、励起波
長に応じた蛍光スペクトルが生成される。ここでいう「焦点面」とは、レーザ光の光軸と
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直交する面であって、レーザ光の焦点が配置されている面のことをさす。
【００７３】
制御部２０１は、ステップＳ３で照射した波長とは異なる波長の励起光の照射をする必
要があると判断した場合（ステップＳ５：Ｙｅｓ）、ステップＳ３に戻り、設定される励
起光を用いた走査を繰り返す。これに対し、制御部２０１は、さらなる励起光の照射を行
う必要がないと判断した場合（ステップＳ５：Ｎｏ）、ステップＳ６に移行する。
【００７４】
ステップＳ６において、対応データ生成部３０２ｃは、ステップＳ２で生成された反射
光の強度と、ステップＳ３で生成された蛍光スペクトルとを対応付けた対応データを生成
する（対応データ作成ステップ）。この際、複数の励起光の照射により複数の蛍光スペク
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トルが生成されている場合は、一つのレーザ光照射位置について、複数の蛍光スペクトル
と、反射光の強度とが対応付けられる。また、反射光の強度は、一つのレーザ光照射位置
について、波長（又は波長帯域）が異なるすべての励起光について取得した反射光の強度
を合算した合算値として用いてもよいし、予め設定されている波長の励起光により取得さ
れた反射光の強度を用いてもよい。
【００７５】
ステップＳ６に続くステップＳ７において、データ解析部３０５は、ステップＳ５にお
いて生成された対応データをもとに、検体の解析処理を行う。本実施の形態では、データ
解析部３０５が、各スポット位置における微生物の種別の同定を行う。解析処理の具体例
については後述する。

40

【００７６】
ステップＳ７に続くステップＳ８において、二次元画像生成部３０３、三次元画像生成
部３０４及び色相重畳部３０６が、対応データに基づいて画像データを生成する。ステッ
プＳ７では、まず、二次元画像生成部３０３が、対応データにおける反射光データを用い
て複数の合焦画像データを生成する。
【００７７】
図４は、本発明の一実施の形態に係る顕微鏡システムにおける走査によって生成される
合焦画像を説明する図である。対応データ生成部３０２ｃにより生成された対応データの
うちの反射光の強度に基づいて、二次元画像生成部３０３が画像処理を行うことによって
、図４に示すような、各焦点面において反射された光に基づくＮ枚の合焦画像Ｄ1、Ｄ2、
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・・・、ＤNが得られる（Ｎは３以上の自然数）。二次元画像生成部３０３は、各位置に
おいて得られた反射光の強度を輝度情報に変換し、レーザ光の照射位置に応じて配列した
合焦画像データを生成する。すなわち、二次元画像生成部３０３は、反射光により生成さ
れる画像と、レーザ光の照射位置に関する位置情報（例えばＺ位置）とを含む二次元画像
データを生成する。
【００７８】
複数の合焦画像データ（合焦画像Ｄ1、Ｄ2、・・・、ＤN）が生成されると、三次元画
像生成部３０４が、三次元空間の直交座標系において、各合焦画像の輝度情報を対応付け
ることによって、三次元空間上の輝度に応じて検体像を表現する三次元画像データを生成
10

する。
【００７９】
図５は、本発明の一実施の形態に係る顕微鏡システムにおいて表示される三次元画像を
説明する図である。三次元画像生成部３０４は、図５に示すような、輝度に応じた明るさ
の点の集合によってなる三次元画像を含む三次元画像データを生成する。なお、図５では
、輝度に応じて濃淡を変化させたグレースケールの三次元画像を示しているが、色相の条
件等は適宜設定の変更が可能である。
【００８０】
三次元画像データを生成後、色相重畳部３０６が、データ解析部３０５が生成した同定
情報と、予め設定された条件とに応じて、各位置（二次元空間又は三次元空間上の位置）
において重畳する色相を選択して、三次元画像生成部３０４が生成した三次元画像データ

20

に色相を重畳した重畳画像データを生成する。例えば、検体中に微生物であるStreptococ
cus

mitis（S.mitis）と、Aggregatibacter

actinomycetemcomitans（A.a.）とが存在

し、S.mitisを赤色に配色し、A.a.を緑色に配色する条件が設定されている場合、色相重
畳部３０６は、重畳対象の画像に対し、S.mitisと同定されたレーザ光照射位置に対応す
る画像の位置（画素位置）に赤色、A.a.と同定されたレーザ光照射位置に対応する画像の
位置に緑色を重畳する処理を施す。
【００８１】
ステップＳ８に続くステップＳ９において、画像処理装置３００は、制御装置２００の
制御のもと、色相重畳部３０６により生成された重畳画像データを、表示装置４００に表
示させる。以上説明した処理により、励起光の照射により取得した検体像を解析結果（種
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別）に応じて配色した重畳画像が、表示装置４００に表示される。
【００８２】
続いて、ステップＳ７における解析処理について、図面を参照して説明する。ステップ
Ｓ７における解析処理では、処理内容に応じて、生物学上の界、門、綱、目、科、属、種
、品種、病原型又は抗原型を同定したり、微生物学上の株又は亜株を同定したり、未知試
料又は既知試料の代謝状態又は生理状態に関する試料の状態を評価したりする。ここでは
、ステップＳ７における解析処理の一例を図６〜図１９を参照して説明する。まず、自家
蛍光に基づく蛍光スペクトルについて、図６〜図１３Ｂを参照して説明する。以下、S.mi
tis及びA.a.の画像と蛍光スペクトルとを例に挙げて説明する。
40

【００８３】
図６は、本発明の一実施の形態に係る顕微鏡システムにおける同定対象の一例であって
S.mitisが写った検体画像を示す図である。なお、図の左下にはスケールが表示されてい
る。図６は、予め設定された波長又は波長帯域のレーザ光を照射して得られた合焦画像を
示している。図６に示すような合焦画像を表示することによって、微生物（ここではS.mi
tis）の二次元における配置を視覚的に確認することが可能である。
【００８４】
図７Ａは、波長が４０５

ｎｍの励起光を照射した際に撮像されるS.mitisの蛍光画像

を示す図である。図７Ｂは、波長が４０５

ｎｍの励起光を照射した際に検出されるS.mi

tisの蛍光スペクトルを示す図であって、図７Ａに示す指示位置ＰI１における蛍光スペク
トルを示す図である。
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【００８５】
同様にして、波長が４５８

ｎｍ、４８８

ｎｍのレーザ光を照射した際の蛍光画像及

び蛍光スペクトルを図８Ａ，８Ｂ、図９Ａ，９Ｂに示す。図８Ａは、波長が４５８

ｎｍ

の励起光を照射した際に撮像されるS.mitisの蛍光画像を示す図である。図８Ｂは、波長
が４５８

ｎｍの励起光を照射した際に検出されるS.mitisの蛍光スペクトルを示す図で

あって、図８Ａに示す指示位置ＰI１における蛍光スペクトルを示す図である。図９Ａは
、波長が４８８

ｎｍの励起光を照射した際に撮像されるS.mitisの蛍光画像を示す図で

ある。図９Ｂは、波長が４８８

ｎｍの励起光を照射した際に検出されるS.mitisの蛍光

スペクトルを示す図であって、図９Ａに示す指示位置ＰI１における蛍光スペクトルを示
10

す図である。
【００８６】
図７Ｂ、図８Ｂ及び図９Ｂに示すように、励起波長により異なる蛍光スペクトルが得ら
れる。S.mitisは、４０５

ｎｍ、４５８

ｎｍ及び４８８

ｎｍの励起光による自家蛍

光パターンについて、図示したような固有のパターンを有している。
【００８７】
続いて、Aggregatibacter

actinomycetemcomitans（A.a.）の画像及び蛍光スペクトル

について、図１０〜図１３Ｂを参照して説明する。図１０は、本発明の一実施の形態に係
る顕微鏡システムにおける同定対象の一例であって、A.a.が写った検体画像を示す図であ
る。図１０は、図６と同様に、予め設定された波長又は波長帯域のレーザ光を照射して得
20

られた合焦画像を示している。
【００８８】
また、図１１Ａは、波長が４０５

ｎｍの励起光を照射した際に撮像されるA.a.の蛍光

画像を示す図である。図１１Ｂは、波長が４０５

ｎｍの励起光を照射した際に検出され

るA.a.の蛍光スペクトルを示す図であって、図１１Ａに示す指示位置ＰI２における蛍光
スペクトルを示す図である。図１２Ａは、波長が４５８

ｎｍの励起光を照射した際に撮

像されるA.a.の蛍光画像を示す図である。図１２Ｂは、波長が４５８

ｎｍの励起光を照

射した際に検出されるA.a.の蛍光スペクトルを示す図であって、図１２Ａに示す指示位置
ＰI２における蛍光スペクトルを示す図である。図１３Ａは、波長が４８８

ｎｍの励起

光を照射した際に撮像されるA.a.の蛍光画像を示す図である。図１３Ｂは、波長が４８８
ｎｍの励起光を照射した際に検出されるA.a.の蛍光スペクトルを示す図であって、図１
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３Ａに示す指示位置ＰI２における蛍光スペクトルを示す図である。
【００８９】
図１１Ｂ、図１２Ｂ及び図１３Ｂについても、励起波長により異なる蛍光スペクトルが
得られていることがわかる。A.a.は、４０５

ｎｍ、４５８

ｎｍ及び４８８

ｎｍの励

起光による自家蛍光パターンについて、図示したような固有のパターンを有している。
【００９０】
また、S.mitisとA.a.との蛍光スペクトルを比較しても、それぞれスペクトルのパター
ンが異なっていることが分かる。このように、微生物は、種別に応じて固有の自家蛍光パ
ターンを有している。
【００９１】

40

そこで、本実施の形態では、データ解析部３０５が、得られた自家蛍光パターンから微
生物種を同定する。解析情報記録部３０８には、例えば、既知の微生物に関して、それぞ
れの蛍光スペクトルのパターンと微生物種とを対応付けた同定テーブルが記録されている
。データ解析部３０５は、解析情報記録部３０８に記録されている同定テーブルを参照し
て、ピーク位置等から入力された未知の自家蛍光パターンの微生物種を同定する。この際
、データ解析部３０５は、例えばＺ軸方向の位置ごと、レーザ光の照射位置ごとに微生物
種の同定を行い、同定した種別とともに、レーザ光の照射位置を含む同定情報を生成する
。なお、レーザ光のスポット径（照射位置）と、画素位置とが１対１で対応していること
を前提に説明しているが、間引き等で複数の画素位置、及びＺ軸方向で隣り合う複数の合
焦画像について一括して微生物種を同定する場合はこの限りではない。
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【００９２】
上述した色相の重畳について、図１４及び図１５を参照して、二次元画像である合焦画
像に色相を重畳した場合を説明する。図１４は、S.mitisとA.a.とが存在する合焦画像を
示す図である。図１４に示すように、合焦画像から微生物の存在位置は把握できるものの
、それぞれの自家蛍光を受光して画像化したのみでは、S.mitisとA.a.とを区別すること
はできない。
【００９３】
図１５は、図１４に示す合焦画像において、S.mitisに配色を行った画像を示す図であ
る。図１４に示す合焦画像に対して、色相重畳部３０６によって、S.mitisであると同定
された位置に赤色を重畳すると、混在する微生物のなかから、S.mitisを識別することが

10

できる。また、画像中にS.mitis及びA.a.のみ存在することが分かっていれば、残りの微
生物がA.a.であることも識別可能である。
【００９４】
次に、上述した色相重畳処理を、三次元画像に適用した場合について、図１６〜図１９
を参照して説明する。図１６は、S.mitisとA.a.とが存在する複数の合焦画像を三次元で
表現した三次元画像を示す図である。図１７は、S.mitis及びA.a.にそれぞれ配色を行っ
た三次元画像を示す図である。図１８は、図１７に示す三次元画像からS.mitisを抽出し
た三次元画像を示す図である。図１９は、反射光に基づく三次元画像であって、微生物種
に応じた配色を行っていない三次元画像（ａ）、S.mitis及びA.a.にそれぞれ配色を行っ
た三次元画像（ｂ）、及びS.mitisに配色を行った三次元画像（ｃ）を示す図である。

20

【００９５】
図１６及び図１９の（ａ）に示す三次元画像では、図１４に示す合焦画像と同様に、三
次元画像から微生物の空間的な位置は把握できるものの、S.mitisとA.a.とを区別するこ
とはできない。
【００９６】
図１６及び図１９の（ａ）に示す三次元画像に対して、色相重畳部３０６によって、S.
mitisに赤色を重畳し、かつA.a.に緑色を重畳すると、微生物が混在する空間から、S.mit
isとA.a.とをそれぞれ識別することができる（図１７及び図１９の（ｂ）参照）。また、
図１８及び図１９の（ｃ）に示すように、S.mitisを抽出することにより、視線方向（例
えば図１９の（ｃ）ではＹ軸方向）においてA.a.の奥に存在するS.mitisの位置を空間的

30

に把握することが可能である。
【００９７】
上述した画像生成処理は、共焦点レーザスキャン顕微鏡１００によりレーザ光を照射し
て、検体が発した反射光又は自家蛍光を受光することによって可能である。このため、従
来のような、微生物の単離及び培養や、塩基配列の決定を行わずに微生物の同定を行うこ
とができ、特に、微生物を生きたまま、ありのままに観察を行い、かつ微生物種の同定を
行うことができる。これにより、微生物の動態（例えば、生長や移動）を経時的に追うこ
とが可能となる。例えば、図１５に示す三次元画像データを経時的に生成し、時系列に沿
って切り替え表示を行って動画表示させることによって、微生物の経時的な動きを観察す
ることができる。この際、同定した微生物を配色すれば、複数の微生物が混在する中での

40

、特定の微生物の動態を追うことも可能である。
【００９８】
また、データ解析部３０５は、上述した種別の同定のほか、検体の状態の評価や、クラ
スタリング等の解析を行うことができる。以下、データ解析部３０５が行う解析処理の例
を、図面を参照して説明する。
【００９９】
図２０は、特性の異なる油脂酵母（子嚢菌）であるリポマイセス・スターキー（Lipomy
ces

starkey）を示す画像であって、油脂高生産株の自家蛍光画像（ａ）、油脂低蓄積株

の自家蛍光画像（ｂ）、及び油脂高生産株と油脂低蓄積株とを混合した自家蛍光画像（ｃ
）をそれぞれ示す図である。図２０に示すように、子嚢菌であっても、油脂を高生産する
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油脂高生産株（図２０の（ａ）参照）と、油脂の蓄積能が比較的低い状態の油脂低蓄積株
（図２０の（ｂ）参照）とでは、自家蛍光の色（波長）や菌自体の大きさが異なる（図２
０の（ｃ）参照）。
【０１００】
図２１は、図２０の（ａ）に示す油脂高生産株の自家蛍光のスペクトルプロファイルを
示す図である。図２２は、図２０の（ｂ）に示す油脂低蓄積株の自家蛍光のスペクトルプ
ロファイルを示す図である。図２１、２２は、使用する励起光の波長（波長帯域）に付さ
れた番号（Excitation

No.）を示す第１軸と、検出器１０９による光の分解能（上述し

た実施の形態では３２チャンネル）に合わせて分割した自家蛍光の波長帯域の番号（Emis
sion（ch））を示す第２軸と、検出した各チャンネルの自家蛍光の相対強度を示す第３軸

10

とが、互いに直交している三次元直交座標系を示している。図２１、２２に示すように、
各株の蛍光スペクトルは、三次元の自家蛍光の相対強度の分布として表現され、油脂高生
産株と油脂低蓄積株とで異なっている。
【０１０１】
図２３は、土壌細菌であるパエニバシラス・ポリミキサ（Paenibacillus

polymyxa）

の自家蛍光のスペクトルプロファイルを示す図である。図２４は、土壌細菌であるシュー
ドモナス・プチダ（Pseudomonas

putida）の自家蛍光のスペクトルプロファイルを示す

図である。図２３、２４についても、図２１、２２と同様に、使用する励起光の波長（波
長帯域）に付された番号（Excitation

No.）を示す第１軸と、検出器１０９による光の

分解能（３２チャンネル）に合わせて分割した自家蛍光の波長帯域（Emission

Waveleng

20

th）を示す第２軸と、検出した各チャンネルの自家蛍光の相対強度を示す第３軸とが、互
いに直交している三次元直交座標系を示している。ここで、パエニバシラス・ポリミキサ
は、グラム陽性の細菌である。また、シュードモナス・プチダは、グラム陰性の細菌であ
る。図２３、２４に示すように、土壌細菌においても、自家蛍光の相対強度の分布は、菌
の種類で異なっている。
【０１０２】
このような相対強度の分布を、株の状態等と対応付けて解析情報記録部３０８に記録さ
せておき、データ解析部３０５が、検出信号から得られる自家蛍光のパターンと、解析情
報記録部３０８に記録されている相対強度の分布とを比較することによって、株の状態の
30

評価、ここでは油脂の蓄積能の評価や土壌細菌の特定を行う。
【０１０３】
また、野生株の大腸菌（以下、野生株大腸菌という）と、チロシン過剰生産株の大腸菌
（以下、チロシン過剰生産株大腸菌という）とにおいても、自家蛍光の色（波長に対する
強度分布）に差異がみられる。図２５Ａは、野生株大腸菌の共焦点反射顕微鏡画像を示す
図である。図２５Ｂは、各励起光を照射した際に取得される野生株大腸菌の自家蛍光画像
を示す図である。図２５Ａ及び図２５Ｂに示す画像は、同一の走査面を走査した際に得ら
れた画像である。図２５Ｂは、励起光の波長を、４０５
ｎｍ、５１４

ｎｍ、５４３

ｎｍ及び６３３

ｎｍ、４５８

ｎｍ、４８８

ｎｍとしてそれぞれ照射した際に得られ

た自家蛍光画像である。
40

【０１０４】
図２６Ａは、チロシン過剰生産株大腸菌の共焦点画像を示す図である。図２６Ｂは、各
励起光を照射した際に取得されるチロシン過剰生産株大腸菌の自家蛍光画像を示す図であ
る。図２６Ａ及び図２６Ｂに示す画像は、同一の走査面を走査した際に得られた画像であ
る。図２６Ｂは、励起光の波長を、４０５
ｎｍ、５４３

ｎｍ及び６３３

ｎｍ、４５８

ｎｍ、４８８

ｎｍ、５１４

ｎｍとしてそれぞれ照射した際に得られた自家蛍光画

像である。
【０１０５】
図２５Ｂ及び図２６Ｂに示すように、励起光の波長を５１４

ｎｍ及び５４３

ｎｍと

したときの蛍光強度又は色に大きな差がある。この差により、検体から得られる自家蛍光
の強度分布から、例えば、野生株大腸菌とチロシン過剰生産株大腸菌とが混在するなかで
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、二つの大腸菌を選別することが可能である。
【０１０６】
また、野生株大腸菌と、突然変異株の大腸菌（以下、変位株大腸菌という）とにおいて
も、自家蛍光のパターンに差異がみられる。図２７は、野生株大腸菌の共焦点反射顕微鏡
画像及び自家蛍光画像（ａ）と、チロシン過剰生産株大腸菌の共焦点反射顕微鏡画像及び
自家蛍光画像（ｂ）とを示す図である。図２７は、励起光の波長を、４０５
８

ｎｍ、４８８

ｎｍ、５１４

ｎｍ、５４３

ｎｍ及び６３３

ｎｍ、４５

ｎｍとしてそれぞれ

照射した際に得られた自家蛍光像である。
【０１０７】
図２７の（ａ）及び図２７の（ｂ）に示すように、自家蛍光のパターンとして、特に励
起光の波長を４８８

10

ｎｍとしたときの蛍光強度に大きな差がある。この差により、検体

から得られる自家蛍光パターンから、例えば、野生株大腸菌と変位株大腸菌とが混在する
なかで、二つの大腸菌を選別することが可能である。
【０１０８】
また、野生株のカビ（Aspergillus

nidulans）と、変異株のカビ（Aspergillus

nidu

lans）とにおいても、自家蛍光の色（波長に対する強度分布）に差異がみられる。図２８
Ａは、カビ（Aspergillus

nidulans）の野生株の共焦点反射顕微鏡画像を示す図である

。図２８Ｂは、各励起光を照射した際に取得されるカビ（Aspergillus

nidulans）の野

生株の自家蛍光画像を示す図である。図２８Ａ及び図２８Ｂに示す画像は、同一の走査面
を走査した際に得られた画像である。図２８Ｂは、励起光の波長を、４０５
８

ｎｍ、４８８

ｎｍ、５１４

ｎｍ、５４３

ｎｍ及び６３３

ｎｍ、４５

20

ｎｍとしてそれぞれ

照射した際に得られた自家蛍光画像である。
【０１０９】
図２９Ａは、変異株のカビ（Aspergillus

nidulans）の共焦点反射顕微鏡画像を示す

図である。図２９Ｂは、各励起光を照射した際に取得される変異株のカビ（Aspergillus
nidulans）の自家蛍光画像を示す図である。図２９Ａ及び図２９Ｂに示す画像は、同一
の走査面を走査した際に得られた画像である。図２９Ｂは、励起光の波長を、４０５
ｍ、４５８

ｎｍ、４８８

ｎｍ、５１４

ｎｍ、５４３

ｎｍ及び６３３

ｎ

ｎｍとして

それぞれ照射した際に得られた自家蛍光画像である。図２９Ａ、３０Ｂは、窒素代謝能が
30

変化した変異株を示している。
【０１１０】
図２８Ｂ及び図２９Ｂに示すように、野生株と変異株とでは、特に励起光の波長を６３
３

ｎｍとしたときの蛍光強度又は色に大きな差がある。この差により、検体から得られ

る自家蛍光の強度分布から、例えば、野生株大腸菌とチロシン過剰生産株大腸菌とが混在
するなかで、二つの大腸菌を選別することが可能である。
【０１１１】
図３０は、野生株のカビ（Aspergillus

nidulans）の自家蛍光のスペクトルプロファ

イルを示す図である。図３１は、変異株のカビ（Aspergillus

nidulans）の自家蛍光の

スペクトルプロファイルを示す図である。図３０、３１についても、図２３、２４と同様
に、使用する励起光の波長（波長帯域）に付された番号（Excitation

No.）を示す第１

40

軸と、検出器１０９による光の分解能（３２チャンネル）に合わせて分割した自家蛍光の
波長帯域（Emission

Wavelength）を示す第２軸と、検出した各チャンネルの自家蛍光の

相対強度を示す第３軸とが、互いに直交している三次元直交座標系を示している。図３０
、３１に示すように、カビ（Aspergillus

nidulans）においても、自家蛍光の相対強度

の分布は、野生株と変異株とで異なっている。
【０１１２】
ここで、同じ野生株、変異株であっても、当てる励起光の光源の特性や、株そのものの
個体差によって自家蛍光のパターンが若干異なるため、同じ野生株であっても図３１、３
２に示す自家蛍光のスペクトルプロファイルとは完全に一致しない場合がある。本変形例
１では、同一種の株において得られた自家蛍光のパターンに対し、画像処理を施してパタ
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ーンの特徴を抽出する。例えば、自家蛍光によって得られたオリジナルの画像（自家蛍光
の強度データの分布）をもとに、二値化や、微小オブジェクトの除去、エッジ平滑化、膨
張させた平滑化、収縮させた平滑化、主要オブジェクトの抽出、骨組み抽出、分岐部抽出
、分岐部マスク処理、分岐部除去処理、微小セグメント除去等の処理を施して特徴を抽出
することによって野生株と変異株とを識別する。例えば、複数の自家蛍光画像を用いて機
械学習させることによって既知試料の特徴付けを行い、野生株と変異株とを識別すること
も可能である。
【０１１３】
図３２Ａは、腸管上皮ガン細胞の共焦点反射顕微鏡画像を示す図である。図３２Ｂは、
各励起光を照射した際に取得される腸管上皮ガン細胞の自家蛍光画像を示す図である。図
３２Ｂは、励起光の波長を、４０５
、５４３

ｎｍ及び６３３

ｎｍ、４５８

ｎｍ、４８８

ｎｍ、５１４

10

ｎｍ

ｎｍとしてそれぞれ照射した際に得られた自家蛍光画像であ

る。図３２Ａ、図３２Ｂに示す腸管上皮ガン細胞においても、上述したようにして、自家
蛍光スペクトルプロファイルや自家蛍光パターンを特徴付けることによって、識別するこ
とが可能となる。
【０１１４】
以上説明した本発明の一実施の形態では、検体の自家蛍光パターンと、検体からの反射
光データと、レーザ光の照射位置とを対応付けた対応データを作成して、この対応データ
に基づいて検体の解析を行うようにしたので、検体の空間的な位置情報を持たせ、検体を
20

非侵襲のまま解析することができる。
【０１１５】
また、上述した実施の形態では、検体の未知の自家蛍光パターンを取得して、既知の自
家蛍光パターンとの比較によって微生物種を同定し、反射光に基づいて生成された画像に
おいて、同定した微生物種に対応する位置に色相を重畳するようにしたので、微生物の空
間的な位置情報を視覚的に把握することができる。
【０１１６】
図３３は、本発明の一実施の形態に係る顕微鏡システムにおいて生成された共焦点反射
顕微鏡画像と、自家蛍光画像とを重ね合わせた画像とについて説明する図である。図３３
の（ａ）は、シュードモナス・プチダ（Pseudomonas

putida）の共焦点反射顕微鏡画像

及び自家蛍光画像を示す図である。図３３の（ａ）に示す共焦点反射顕微鏡画像及び自家

30

蛍光画像は、位置関係が対応付いている。図３３の（ｂ）は、図３３の（ａ）に示す共焦
点反射顕微鏡画像における領域Ｒ1を拡大した画像、及び図３３の（ａ）に示す自家蛍光
画像における領域Ｒ2を拡大した画像を示す。図３３の（ｃ）は、図３３の（ｂ）に示す
共焦点反射顕微鏡画像と自家蛍光画像とを重ね合わせた画像であって、共焦点反射顕微鏡
画像に対して、所定の透過率に設定した自家蛍光画像を重畳した画像である。図３３の（
ｃ）に示すように、共焦点反射顕微鏡画像と自家蛍光画像とを重ね合わせて表示すること
によって、所望の菌の画像における存在位置や、個々の菌の存在領域を容易に把握するこ
とができる。
【０１１７】
なお、上述した実施の形態では、図２に示すフローチャートにおいて、予め設定されて

40

いる波長の光のみにより反射光を取得するものとして説明したが、自家蛍光取得用の励起
光が複数ある場合に、この複数の励起光に合わせて、波長が異なるすべての励起光を照射
して、各励起光について反射光を取得するようにしてもよい。また、複数の励起光の照射
により取得した場合、各レーザ光照射位置に対応付けられる複数の反射光の強度のうち、
最大の強度を抽出して反射光データを作成してもよいし、複数の反射光の強度の平均値を
算出して反射光データを作成してもよい。
【０１１８】
（変形例１）
次に、上述した実施の形態の変形例１について、図３４を参照して説明する。なお、本
変形例１に係る顕微鏡システムの構成は、上述した顕微鏡システム１の構成と同じである
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ため、説明を省略する。上述した実施の形態では、予め記録されている蛍光スペクトルの
パターンに基づいて種類や状態を特定するものとして説明したが、本変形例１では、予め
記録されている蛍光スペクトルのパターンから機械学習により既知試料を特徴付けし、異
なる種別又は状態の試料間の境界を設定することによって、検体の種類の特定や、状態の
評価を行う。
【０１１９】
図３４は、本発明の実施の形態の変形例１に係る顕微鏡システムにおける記録部が記録
するデータについて説明する図である。本変形例１では、図３４に示すように、ある特定
の種を表現する蛍光スペクトルとして、一部が異なる複数の蛍光スペクトルデータのデー
タセット３１１、３１２が、解析情報記録部３０８に記録されている。データ解析部３０

10

５は、各データセット３１１、３１２に基づいて決定される領域を参照し、入力された検
体の種別や状態を特定する。
【０１２０】
例えば、データセット３１１は、油脂高生産株の油脂酵母（子嚢菌）を表現する自家蛍
光の蛍光強度を示す複数の教師データ３１１ａ、３１１ｂ、３１１ｃ、３１１ｄ、３１１
ｅ、・・・を有する。教師データ３１１ａ、３１１ｂ、３１１ｃ、３１１ｄ、３１１ｅ、
・・・は、それぞれが油脂高生産株を表現する自家蛍光強度であり、互いに少なくとも一
部が異なっているパターンを有している。
【０１２１】
また、データセット３１２は、油脂低蓄積株の油脂酵母（子嚢菌）を表現する自家蛍光

20

の蛍光強度を示す複数の教師データ３１２ａ、３１２ｂ、３１２ｃ、３１２ｄ、３１２ｅ
、・・・を有する。教師データ３１２ａ、３１２ｂ、３１２ｃ、３１２ｄ、３１２ｅ、・
・・は、それぞれが油脂低蓄積株を表現する自家蛍光強度であり、互いに少なくとも一部
が異なっているパターンを有している。
【０１２２】
データ解析部３０５では、まず、データセット３１１、３１２について、予め設定され
ている境界であって、油脂高生産株を表現する自家蛍光強度の領域と、油脂低蓄積株を表
現する自家蛍光強度の領域とを分ける境界に最も近い自家蛍光の強度を、教師データを参
照して各領域から抽出する。その後、この抽出した各領域の強度の位置に基づいて油脂高
生産株と油脂低蓄積株との境界を再設定する。この際に再設定される境界は、励起光の波
長（Excitation

30

No.）と、自家蛍光の波長（チャンネル）とによって区分される部分的

な境界である。この処理を、励起光の波長と自家蛍光の波長との組ごとにそれぞれ境界を
算出し、これらの境界を繋ぐことによって、上述した第１軸、第２軸及び第３軸からなる
三次元空間において、油脂高生産株を表現する自家蛍光強度の領域と、油脂低蓄積株を表
現する自家蛍光強度の領域との境界を決定する。例えば、６つの励起光、３２チャンネル
の場合、１９２個の部分的な境界が設定され、これらの境界が繋げられる。このような境
界の決定は、公知の方法、例えばサポートベクターマシン（Support

Vector

Machine：

SVM）を用いて構成される。又は、データセット３１１、３１２について、油脂高生産株
を表現する自家蛍光プロファイルと、油脂低蓄積株を表現する自家蛍光プロファイルを区
別する非線形の境界を定義するニューラルネットワークまたは畳み込みニューラルネット

40

ワークを構築するようにしてもよい。例えば、６つの励起光、３２チャンネルの場合、１
９２次元のベクターをニューラルネットワークの第一層への入力として、或いは６行３２
列の行列を畳み込みニューラルネットワークの第一層への入力として用いる。このような
非線型の境界の決定は、公知の方法、例えば誤差逆伝播方法や、あるいは転位学習法を用
いて行われる。
【０１２３】
ここで、機械学習による判別の一例について、図３５、図３６を参照して説明する。同
じ種類の細胞であっても、生理状態（増殖フェイズ）によって自家蛍光のスペクトルプロ
ファイルが異なる。図３５は、各増殖フェイズにおけるパエニバシラス・ポリミキサ（Pa
enibacillus

polymyxa）の共焦点反射顕微鏡画像、各励起光を照射した際に取得される
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自家蛍光画像、及び蛍光スペクトルを示す図である。図３６は、各増殖フェイズにおける
シュードモナス・プチダ（Pseudomonas

putida）の共焦点反射顕微鏡画像、各励起光を

照射した際に取得される自家蛍光画像、及び蛍光スペクトルを示す図である。図３５、図
３６では、６時間、８時間、１０時間、２４時間、３０時間、５２時間の各増殖フェイズ
における共焦点反射顕微鏡画像と、励起光（波長：４０５
ｎｍ、５１４

ｎｍ、５４３

ｎｍ、６３３

ｎｍ、４５８

ｎｍ、４８８

ｎｍ）における自家蛍光画像と、自家蛍

光スペクトルファイルとを示している。なお、図３５、図３６において、各画像中に示す
白線は、その白線の一端から他端までの長さが２０μｍに相当することを示している。
【０１２４】
図３５、図３６に示すように、同じ細胞であっても、自家蛍光画像やその自家蛍光のス

10

ペクトルプロファイルが異なっていることが分かる。これらのスペクトルプロファイルを
、細胞の種別を対応付けて機械学習させることによって、増殖フェイズによらず細胞を識
別することができる。このように、様々な生理状態の自家蛍光のスペクトルプロファイル
を用いて訓練させて、試料の相関を見出すことによって、どのような生理状態であっても
細胞を識別可能な機械学習モデルを構築することができる。また、上述したように、自家
蛍光画像（自家蛍光の強度データの分布）を用いて特徴付けしたものを訓練させることに
よっても機械学習モデルを構築することができる。
【０１２５】
ここで、機械学習モデルによる識別結果について、図３７及び図３８を参照して説明す
る。図３７は、パエニバシラス・ポリミキサ（Paenibacillus
ナス・プチダ（Pseudomonas

polymyxa）とシュードモ
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putida）とが混在している共焦点反射顕微鏡画像を示す図

である。図３８は、パエニバシラス・ポリミキサ（Paenibacillus
ドモナス・プチダ（Pseudomonas

polymyxa）とシュー

putida）とに対してそれぞれ設定された色相を、共焦

点反射顕微鏡画像に重畳した画像を示す図である。なお、図３８に示す画像は、図３７に
示す共焦点反射顕微鏡画像における菌の輝度を反転しつつ背景を黒色にし、その上に識別
結果に応じた色相を重畳している。図３８に示す画像では、パエニバシラス・ポリミキサ
（Paenibacillus

polymyxa）を緑色で表現し、シュードモナス・プチダ（Pseudomonas

putida）を赤色で表現している。
【０１２６】
パエニバシラス・ポリミキサ（Paenibacillus
（Pseudomonas

polymyxa）とシュードモナス・プチダ
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putida）とが混在している共焦点反射顕微鏡画像（図３７参照）に対し

、機械学習により高精度に識別された結果に応じて色相を重畳した画像（図３８参照）で
は、二つの菌が色分けされている。このようにして、色相を重畳した画像から、各菌の位
置を識別することができる。
【０１２７】
本変形例１では、解析情報記録部３０８に記録されるデータセット３１１、３１２をも
とに、機械学習を行って、入力される蛍光スペクトルから、油脂高生産株又は油脂低蓄積
株を特定するようにした。これにより、記録されている蛍光スペクトルのパターン以外の
スペクトルデータが入力された場合であっても、検体の特定を行うことが可能となる。
【０１２８】
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なお、上述した変形例１では、二つの種類を特定する例を説明したが、三つ以上の種類
や状態を特定する場合であっても、同様にして各自家蛍光の強度分布に基づき境界が設定
され、入力された自家蛍光のスペクトルから、検体が特定される。
【０１２９】
（変形例２）
次に、上述した実施の形態の変形例２について、図３９を参照して説明する。なお、本
変形例２に係る顕微鏡システムの構成は、上述した顕微鏡システム１の構成と同じである
ため、説明を省略する。上述した実施の形態では、走査領域全体をスキャンして自家蛍光
データを取得するものとして説明したが、本変形例２では、反射光データから、自家蛍光
を取得すべき位置を特定し、特定した位置にのみ励起光の照射を行う。
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【０１３０】
図３９は、本発明の実施の形態の変形例２に係るデータ解析方法を説明するフローチャ
ートである。以下、得られた自家蛍光に基づいて、検体の解析を行って重畳画像データを
生成する流れを説明する。
【０１３１】
本変形例２に係る画像生成方法では、まず、制御部２０１の制御のもと、検体に対し、
反射光を取得するための照明光（好ましくはレーザ光）を照射する（ステップＳ１１）。
検出信号受信部３０１が、この照明光により生じた反射光を取得する。本ステップＳ１１
で使用する照明光は、検体からの反射光を取得するためのものであり、自家蛍光を取得す
る励起光等の特定の波長帯域の光を用いてもよいし、白色光を用いてもよい。ステップＳ
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１１では、走査領域全体のスキャンを行う。
【０１３２】
ステップＳ１１に続くステップＳ１２において、反射光データ生成部３０２ｂは、検出
信号受信部３０１が受信した反射光に係る検出信号を取得し、取得した検出信号に基づい
て反射光データを生成する（反射光データ生成ステップ）。
【０１３３】
ステップＳ１２に続くステップＳ１３において、データ解析部３０５は、反射光データ
を参照して、反射光を受信した位置、すなわち検体が存在する位置を判定する。データ解
析部３０５は、例えば、予め設定された閾値以上の強度を取得した位置を、検体存在位置
として判定する。ここで設定する閾値としては、例えばノイズと判定される強度よりも大
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きい値が設定される。
【０１３４】
ステップＳ１３に続くステップＳ１４において、制御部２０１による制御のもと、検体
が存在すると判定された位置に対し、励起光（好ましくはレーザ光）を照射する。検出信
号受信部３０１が、この励起光により生じた自家蛍光を取得する。
【０１３５】
その後、自家蛍光データ生成部３０２ａは、検出信号受信部３０１が受信した自家蛍光
に係る検出信号を取得し、取得した検出信号に基づいて自家蛍光データを生成する（ステ
ップＳ１５：自家蛍光データ生成ステップ）。この自家蛍光データは、ステップＳ１３に
おいて検体が存在すると判定された位置にのみ蛍光スペクトルが付与される。すなわち、

30

自家蛍光データは、取得した蛍光スペクトルを走査位置に応じて並べてみたときに歯抜け
のデータとなっている。
【０１３６】
ステップＳ１５に続くステップＳ１６において、制御部２０１は、ステップＳ１４で照
射した励起光の波長（又は波長帯域）とは異なる波長（又は波長帯域）の励起光を照射す
るか否かを判断する。制御部２０１は、予め設定されている走査条件や、入力部２０２を
介して設定された走査条件を参照し、さらに照射すべき励起光があるか否かを判断する。
制御部２０１は、ステップＳ１４で照射した波長とは異なる波長の励起光の照射をする必
要があると判断した場合（ステップＳ１６：Ｙｅｓ）、ステップＳ１４に戻り、検体が存
在すると判定された位置について、励起光を用いた走査を繰り返す。これに対し、制御部
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２０１は、さらなる励起光の照射を行う必要がないと判断した場合（ステップＳ１６：Ｎ
ｏ）、ステップＳ１７に移行する。
【０１３７】
ステップＳ１７において、対応データ生成部３０２ｃは、ステップＳ１２で生成された
反射光の強度と、ステップＳ１５で生成された蛍光スペクトルとを、レーザ光照射位置と
対応付けた対応データを生成する（対応データ作成ステップ）。
【０１３８】
ステップＳ１７に続くステップＳ１８において、データ解析部３０５は、ステップＳ１
７において生成された対応データをもとに、検体の解析処理を行う。ステップＳ１８では
、例えば、上述した実施の形態のように、データ解析部３０５が、自家蛍光取得位置（検
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体存在位置）における微生物の種別の同定を行う。
【０１３９】
ステップＳ１８に続くステップＳ１９において、二次元画像生成部３０３、三次元画像
生成部３０４及び色相重畳部３０６が、対応データに基づいて画像データを生成する。ス
テップＳ１９では、まず、二次元画像生成部３０３が、対応データにおける反射光データ
を用いて複数の合焦画像データを生成する。
【０１４０】
ステップＳ１９に続くステップＳ２０において、画像処理装置３００は、制御装置２０
０の制御のもと、色相重畳部３０６により生成された重畳画像データを、表示装置４００
に表示させる。以上説明した処理により、励起光の照射により取得した検体像に、解析結
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果（種別）に応じて配色した重畳画像が、表示装置４００に表示される。
【０１４１】
本変形例２によれば、上述した実施の形態と同様の効果を得ることができるとともに、
自家蛍光を取得する位置を、反射光データから絞るようにしたので、上述した実施の形態
と比して、自家蛍光を取得するための走査時間を短縮し、データ量を削減することができ
る。
【０１４２】
なお、細胞によっては内部に気泡や液胞が存在しており、この気泡や液胞の位置（座標
）では照明光が反射されず、反射光が得られない場合がある。このため、上述した変形例
２において、反射光データから判定される検体存在位置に加え、この検体存在位置に基づ
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いて検出される検体の内部全体の領域に励起光を照射して自家蛍光を取得するようにして
もよい。例えば、検体が存在すると判定された複数の位置、すなわち複数の座標と、その
複数の座標によって取り囲まれる領域の内部の全座標に励起光を照射して、その座標にお
ける自家蛍光を取得する。このようにすることによって、検体、例えば細胞において気泡
や液胞により反射光が得られなかった部分があったとしても、細胞全体（特に、気泡や液
胞等により反射光が得られない部分）に励起光を照射して自家蛍光を取得することが可能
となる。
【０１４３】
上述した実施の形態及び変形例のほか、例えば、データ解析部３０５が、未知試料に対
し、所定の特性を有する検体を抽出するようにしてもよい。具体的には、図２に示すステ

30

ップＳ６において、所定の励起波長に対して、所定の波長の自家蛍光を発する検体や、所
定の蛍光スペクトルを有する検体を抽出する（抽出ステップ）。この抽出処理により生成
された情報を、ステップＳ７で画像化、例えば抽出した部分について、反射光画像に色相
を重畳してその画像を表示してもよいし、抽出情報生成後、ステップＳ７、Ｓ８は行わず
に処理を終了するようにしてもよい。
【０１４４】
ここまで、本発明を実施するための形態を説明してきたが、本発明は上述した実施の形
態によってのみ限定されるべきものではない。上述した実施の形態では、検体中の微生物
からの自家蛍光に基づいて蛍光スペクトルを生成し、微生物の種別を同定するものとして
説明したが、微生物種に限らず、例えば分離した細胞等、レーザ光の照射によって特有の
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蛍光スペクトルを示す生物であれば適用することが可能である。
【０１４５】
また、上述した実施の形態では、三次元空間を走査して、自家蛍光データ、反射光デー
タ及び対応データを生成するものとして説明したが、二次元空間（図３に示すＸＹ平面、
ＸＺ平面及びＹＺ平面のいずれか）を走査して自家蛍光データ、反射光データ及び対応デ
ータを生成してもよいし、図３に示すＸ方向、Ｙ方向及びＺ方向のうちのいずれか一つの
方向に走査するようにしてもよいし、空間における、ある一点の自家蛍光及び反射光を取
得して自家蛍光データ、反射光データ及び対応データを生成してもよい。
【０１４６】
また、上述した実施の形態では、三次元画像を生成して表示するものとして説明したが
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、二次元画像を表示、又は視覚情報を重畳するものであってもよいし、ユーザからの操作
入力によって表示する画像を選択するようにしてもよい。
【０１４７】
また、上述した実施の形態では、検体からの反射光により二次元画像及び三次元画像を
生成するものとして説明したが、この他、特定の波長あるいは可視光によって可視化する
手法、例えば共焦点反射顕微鏡法による立体可視化や微分干渉法による二次元の可視化、
透過光による二次元の可視化等、公知の手法を用いて二次元画像や三次元画像を生成する
ようにしてもよい。
【０１４８】
また、上述した実施の形態では、検出器１０９が、反射型回折格子及び光電子増倍管（
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PMT）を用いて構成されるものとして説明したが、この他、例えば、音響光学ビームスプ
リッター（例えば、ライカ社のＡＯＢＳ（登録商標））、高感度検出器（HyD検出器）、
及び検出器の前段に設けられる可動スリット構造からなる検出器としてもよい。この検出
器は、上述した構成により、例えば１

ｎｍごとの波長に分離したデータを取得すること

が可能である。
【０１４９】
また、上述した実施の形態では、画像に対して設定された色相を重畳するものとして説
明したが、色相に限らず、網掛けを重畳する等、視覚的に識別可能なものであれば適用可
能である。
【０１５０】
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また、上述した実施の形態では、レーザ光を用いて反射光又は自家蛍光を取得するよう
にしたが、レーザ光のような指向性の高い光に限らず、指向性の低い光（例えばハロゲン
ランプによる光）を集光して試料に照射することによって反射光又は自家蛍光を取得する
ようにしてもよい。例えば、レーザ光により自家蛍光を取得し、ハロゲンランプを用いて
反射光を取得したり、ハロゲンランプを用いて自家蛍光を取得し、レーザ光により反射光
を取得したり、ハロゲンランプを用いて自家蛍光及び反射光を取得したりしてもよい。ま
た、光の波長は、フィルタを通過したものや、プリズムによって分光したものでもよい。
【０１５１】
また、上述した実施の形態では、複数の励起波長ごとの蛍光スペクトルを用いて種別を
同定するものとして説明したが、同定可能であれば、一つの励起波長に対応する蛍光スペ
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クトルにより種別を同定するようにしてもよい。また、上述した実施の形態では、得られ
た蛍光スペクトルと、既知の蛍光スペクトルのピーク位置を比較して解析するものとして
説明したが、ピークの強度や、ピークの強度比等を用いて解析するようにしてもよい。強
度を用いて解析する場合、自家蛍光データは、位置ごとかつ励起波長ごとに検出された自
家蛍光の強度を対応付けたデータとなる。
【０１５２】
このように、本発明は、特許請求の範囲に記載した技術的思想を逸脱しない範囲内にお
いて、様々な実施の形態を含みうるものである。
【０１５３】
以上のように、本発明にかかるデータ作成方法及びデータ使用方法は、試料を非侵襲の
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まま解析することができるとともに、その対象の空間的な位置情報を取得するのに有用で
ある。
【符号の説明】
【０１５４】
１

顕微鏡システム

１００

共焦点レーザスキャン顕微鏡

１０１

ステージ

１０２

対物レンズ

１０３

レーザ光源

１０４

レンズ
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１０５

コリメートレンズ

１０６

ビームスプリッター

１０７

結像レンズ

１０８

コンフォーカルピンホール

１０９

検出器

１１０

走査ミラー

２００

制御装置

２０１

制御部

２０２

入力部

２０３

レーザ制御部

２０４

走査制御部

３００

画像処理装置

３０１

検出信号受信部

３０２

データ生成部

３０２ａ

自家蛍光データ生成部

３０２ｂ

反射光データ生成部

３０２ｃ

対応データ生成部

３０３

二次元画像生成部

３０４

三次元画像生成部

３０５

データ解析部

３０６

色相重畳部

３０７

記録部

３０８

解析情報記録部

４００

表示装置

【図１】

JP 2019‑12084 A 2019.1.24

10

20

【図２】

(27)
【図３】

【図５】

【図４】

【図６】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

JP 2019‑12084 A 2019.1.24

(28)
【図８Ａ】

【図９Ａ】

【図８Ｂ】

【図９Ｂ】

【図１０】

【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

JP 2019‑12084 A 2019.1.24

(29)
【図１２Ａ】

【図１３Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１３Ｂ】

【図１４】

【図１５】

JP 2019‑12084 A 2019.1.24

(30)
【図１６】

【図１８】

【図１７】

【図１９】

【図２０】

JP 2019‑12084 A 2019.1.24

(31)
【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２５Ａ】

【図２４】
【図２５Ｂ】

JP 2019‑12084 A 2019.1.24

(32)
【図２６Ａ】

【図２７】

【図２６Ｂ】

【図２８Ａ】

【図２９Ａ】

【図２９Ｂ】
【図２８Ｂ】

JP 2019‑12084 A 2019.1.24

(33)
【図３０】

【図３２Ａ】

【図３１】

【図３２Ｂ】

【図３３】

【図３４】

JP 2019‑12084 A 2019.1.24

(34)
【図３５】

【図３６】

【図３７】

【図３９】

【図３８】

JP 2019‑12084 A 2019.1.24

(35)

JP 2019‑12084 A 2019.1.24

フロントページの続き
Ｆターム(参考) 2G043 AA03 AA04 BA16 BA17 CA04 DA06 EA01 EA14 FA01 FA02
HA01 HA09 JA03 KA02 KA05 LA03
2G059 AA05 BB12 CC16 DD13 EE02 EE07 EE12 FF03 GG01 GG09
HH02 HH06 JJ03 JJ05 JJ11 JJ22 KK03 LL01
4B063 QA01 QA07 QA14 QA18 QQ05 QQ06 QQ07 QQ08 QQ09 QQ10
QS36 QS39 QX02

