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細胞は無色透明なため，非染色の場合，画像にコントラストは殆どない。このため，非染色細胞の画像解析は，
蛍光染色をしてコントラストを高めた細胞の画像解析と比較すると非常に難しい。再生医療では，細胞の非染色
は必須であり，非染色の画像解析はこの分野において重要な課題となってくる。本論文では，この問題を解決す
るために，非染色細胞の画像のコントラストを高めるデジタル位相差技術と，識別が困難な細胞に対して機械学
習を使った画像認識技術について説明する。この２つの技術をソフトウェア製品 CellPathfinder に取り入れ，ユ
ーザは簡単に機械学習を用いて，これまで難しかった非染色細胞の画像解析が可能になった。

Biological cells are essentially clear and colorless. Since their images lack contrast, it is
difficult to observe them, which is why cells are usually labeled with fluorescence before
analysis. However, the label-free state is a fundamental requirement for regenerative medicine.
This paper introduces two technologies that help observe label-free cells more effectively. One
is a digital phase contrast image for enhancing contrast, and the other is machine learning for
improving recognition. We have implemented these two technologies in our CellPathfinder high
content analysis software. With the assistance of a machine learning function, users can analyze
images of label-free cells more precisely.

1. はじめに

に応えるため，非染色細胞の可視化技術 DPC（Digital
Phase Contrast）(2) を応用して，独自の認識手法を考案し

非染色細胞画像解析とは，蛍光タンパク質などの蛍光

た。また，従来難しかった非染色細胞の画像認識を，機

色素を用いずに，細胞を顕微鏡下で観察し，評価を行う

械学習によって行う手法を開発し，本特集号別稿で紹介

手法である。非染色細胞は，蛍光色素を使わないため，

する解析ソフトウェア CellPathfinder に搭載した。本稿

細胞の持つ特性のままで評価でき，本来は存在しない蛍

では，この２つの要素技術を説明し，画像の実例を紹介

光色素を細胞に融合することによる生細胞への影響，毒

する。

性をなくすことができる。しかし，細胞は殆ど透明であ
るため，染色しないとその画像化，さらに認識が極めて
難しい。

2. 細胞の可視化
一般的に，細胞は無色透明である。顕微鏡で細胞を観

近年，iPS 細胞による再生医療，免疫細胞治療，高効

察して得る画像のコントラストは非常に低く，細胞の認

率の細胞生産などに関する実用化の研究が盛んに行われ

識はほとんどできない。この課題に対して，細胞を可視

ている。どの研究も非染色細胞を扱うことが必須である。

化するために，細胞を蛍光タンパク質などで色付ける技

何らかの方法で非染色細胞を可視化し，認識して，細胞

術が開発され，細胞を蛍光で観察できるようになった。

をより生体に近い状態で評価することが，前述の様々な

一方，近年，非染色細胞に対して，デジタル位相差

分野において欠かせない技術であり，実用化が求められ

DPC 技術が提案され，透明な細胞にコントラストを付け

ている。

ることができるようになった。DPC は，細胞がある部分

当社はこれまで，自社の強みである共焦点蛍光イメー

とない部分の屈折率の差によって生じる光の位相差を基

ジング技術を基に，薬の化合物をスクリーニングするハ

に，光の伝搬方程式を利用して，細胞の形態を計算して

イコンテント解析システムを製品化してきた (1)。非染色

可視化する技術である。

細胞ベースのアプリケーションに対するニーズの高まり

具体的には，細胞を顕微鏡で観察する時，まず対物レ
ンズの焦点位置を細胞面の前後複数個所に移動して，複
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数枚の画像を取得する。次に，これらの画像を光の伝搬
方式に代入して解くことで，細胞の屈折率差による位相
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培養液
マイクロプレートの
1 ウェル

(a) 蛍光画像と黄色線上の断面プロファイル

(b) DPC 画像と黄色線上の断面プロファイル

図 1 細胞の画像の例

(a) 通常の位相差画像

差を数値化する。細胞を染色せずに認識できるのは DPC
手法のメリットである。
図 1 は細胞の画像の例である。蛍光画像と DPC 画像で，
それぞれの図中黄色ラインが引かれた部分の画像の輝度
（明るさ）変化，即ち断面プロファイルも示す。図 1(a)
の蛍光画像では，細胞の輝度は大きな山のような形をし

(b) DPC 画像

図 2 ウェル内撮影場所による画質の変化

ているため，単純な閾値で２値化処理をすれば，細胞を
背景から容易に分離できる。一方，図 1(b) の非染色 DPC
画像では，細胞は目視で識別可能である。
しかし，断面プロファイルを見た時，細胞部は図 1(a)

のを認識するための画像にはあまり向かない。
また，位相差画像は細胞を培養する容器によって観察
範囲が制限されることがある。図 2 にその概要を示す。

のような大きな山のような変化ではなく，図 1(b) では断

培養液は表面張力により容器の壁に引っ張られ，容器の

続的な変化を繰り返し，細胞の境界の判断が非常に難し

直径が小さい場合，培養液が凹レンズの形状を成し，位

い。したがって，２値化処理で細胞を背景から分離する

相差光学系が崩されてしまう。この結果，図 2(a) に示す

ことが容易ではない。このように，非染色細胞は，染色

ように，容器の中心では凹レンズの作用が小さく，ハロ

された細胞に比べて認識が極めて難しい。

ーのある正常な位相差画像が得られるが，容器の周辺に

このような理由により，装置システムによる非染色細

行くほど凹レンズの影響が大きく現れ，ハローのない不

胞の画像解析はまだ実用的な段階に至っておらず，多く

明瞭な画像になる。図 2(a) は 96 穴のマイクロプレート

はユーザの目視確認による識別が行われている。

を用いた場合で，384 穴以上のマイクロプレートでは，

しかし，遺伝子発現や細胞内小器官の詳細機能などの

位相差画像は全く得られない。

解析において，解析対象を細胞の数量や面積，長さなど

図 2(b) に , 当社の DPC 技術によって得られる画像を示

の形態情報に限定した場合，非染色細胞画像を解析する

す。容器の中央から周辺にかけて３カ所の画像であるが，

技術は非常に効率的なツールと言える。また，この場合，

どの場所でも同じような画質であり，場所による差異は

核，細胞質，神経など観察対象に応じて染色する必要は

ないことが分かる。このような DPC 画像を取得する時，

なく，手間とコストを省くこともできる。細胞の種類や

明視野用対物レンズを利用し，細胞の上下付近に焦点を

条件によっては均一に染色することが難しい場合も，蛍

合わせて複数枚の明視野画像を取得し，これらを光の伝

光ではなく，非染色のまま解析することは有効である。

搬方程式に代入して計算すると，図 2(b) のようにコント

3. デジタル位相差 DPC

ラストが得られ，細胞が浮き上がる画像が得られる。
この DPC 技術を神経細胞，繊維芽細胞，iPS 細胞など

従来，非染色の細胞画像は，コントラストを強調する

形状が複雑な細胞にも適用してみた。図 3 は神経細胞の

位相差顕微鏡を用いて取得する。いわゆる位相差画像で，

例である。比較のため，同じ場所を撮影した明視野画像

透明な細胞を可視化する優れた手法であり，目視確認に

も示すが，明視野画像に比べて DPC 画像のコントラスト

適している。しかし，ハローと呼ばれる明るさの強い変

が高く，認識しやすいことが分かる。当社の DPC 技術で

化を含んでおり，細胞の境界に現れるため，細胞そのも

は，深さ方向に分布し，１枚の画像にすべて映らない試
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当社の解析ソフト CellPathfinder には，２通りの機械
学習機能がある。１つは原画像から細胞を認識する機能，
もう１つは細胞認識後，細胞の状態をクラス分けする機
能である。前者は，いわゆるフィルタリング機能で，細
胞を構成する細胞核，細胞質，および画像の背景をピク
(a) 明視野画像

セル単位で分類し，それぞれを認識する。後者は，機械

(b) DPC 画像

学習によるゲート機能で，細胞を認識した後の処理を行
う。例として，生きている細胞，死んだ細胞，中間状態，

図 3 神経細胞の画像の例

培養液中のゴミなど，細胞の状態を分類する機能である。
料に対しても有効である。例えば，面内面外に伸びる神

非染色細胞によるアプリケーションは，細胞カウント

経や，大小様々な細胞コロニーが混在する場合にも，解

のような簡単なものから，iPS 細胞の分化判定のような

析しやすい画像を取得することができる。

高難度な内容があり，機械学習が幅広いアプリケーショ

DPC 技術は，通常の位相差画像のような専用光学系が

ンで使いやすいように，CellPathfinder 上では工夫して実

不必要で，また，培養容器による制限もないことから，

装した。例えば，教師データを作成する際，直感的に画

スタンダードな方法として，非染色の創薬スクリーニン

像をクリックして指定し，また，少量のデータでも学習

グ応用に広がっていくことが期待できる。

できるように実現している。

4. 機械学習

4.1 機械学習フィルタ

人工知能技術の一つである機械学習は，古くから画像

蛍光画像の場合，蛍光色素・レーザ・蛍光フィルタを

処理，画像認識に利用されてきた。コンピュータのハー

組み合わせることで，細胞核，細胞質を別々の画像に撮

ドウェア及びソフトウェアの発展により，機械学習技術

影することができる。図 1 で示したように，輝度がある

も革新的に進化し，ライフサイエンス分野にもその応用

閾値より高ければ，細胞核と認識すればよい。別のチャ

が期待されている。

ンネルに変えれば，細胞質も同様に認識は簡単である。

機械学習は，画像解析の様々な過程で力を発揮する。

しかし，非染色画像の場合は単純な閾値で細胞を認識す

図 1 で述べたように，DPC によって非染色細胞を可視化

ることができない。また，透過照明という１つのチャン

することはできるが，原画像から細胞などのターゲット

ネルしかないため，細胞核と細胞質の認識はさらに難し

を認識するのは依然として難しい。当社は，機械学習を

い。このような画像に対して，機械学習を適用してみた。

非染色細胞画像の認識に応用し，その有効性を確認した。

図 4 に細胞認識の流れを示す。蛍光画像と非染色画像

細胞核 :
波長 405 nm

細胞質:
波長488 nm

認識
関連
付け
認識

(a) 蛍光画像の細胞認識
細胞核
抽出
DPC

認識

機械
学習

関連
付け

認識

認識
赤：細胞核
青：細胞質

細胞質
抽出

(b) DPC 画像の細胞認識

図 4 機械学習による細胞認識の流れ
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の両ケースを例にしている。蛍光画像の場合，図 4(a) の
ように，第１のチャンネルで細胞核を撮影し，第２のチ
ャンネルで細胞質を撮影する。それぞれのチャンネル上
でターゲットを認識後，面積や輝度，長さなどの特徴量
を計算する。同時に，細胞核と細胞質の位置情報を求め，
どの細胞質がどの細胞核に属するかの関連付けを行う。
このようにして，別々の画像で認識された細胞核と細胞
質の特徴量が同じテーブルに出力し，同じ散布図上に表
示できるようにする。

(a) ユーザによる教師細胞の選択
（赤：明るい細胞， 青：普通の細胞）

非染色細胞の場合，図 4(b) のように，一つのチャンネ
ルで細胞を撮影し，DPC によってコントラストを付けて
可視化する。細胞核と細胞質が１つのチャンネルに映っ
ているため，蛍光画像のように，単純な閾値では細胞核
と細胞質を分けることができない。そこで，機械学習を
利用して，両者を認識する。具体的には，DPC 画像上で，
細胞核，細胞質，背景の部分を複数選択し，それを教師
データとし，学習を繰り返す。機械学習によって，細胞
核と細胞質の部分だけをそれぞれ抽出し，認識をする。
その後は，蛍光画像の場合と同じように特徴量を計算し，

(b) 機械学習によるグループ分けの結果

関連付けを行う。これまで行ってきた蛍光画像の解析と
同じように，非染色画像での解析が可能となる。

図 5 機械学習による細胞のゲート機能

このように，非染色細胞も蛍光と同じような解析が可
能となった。さらに，解析ソフト CellPathfider では，ユ

CellPathfinder は，画像認識後に細胞の明るさ，面積，

ーザの設定によって，核を蛍光，細胞質や神経を DPC 相

周囲長などの基本的な特徴量から，細胞群の模様を表す

画像として，蛍光画像と非染色画像を合わせて解析する

テクスチャの特徴量まで，様々な量を計算することがで

ことも可能である。

きる。さらに，どの特徴量がグループ分けに有効かの相
対的な値でランク付けする機能を持つ。ユーザはランク

4.2 機械学習ゲート
ゲートとは，細胞集団を解析するために分類すること

付けされた特徴量を選択し，効率的なゲートを定義し，
期待した解析を実行することができる。

である。従来，散布図やヒストグラムなどにおいて，ユ

非染色細胞画像は，ユーザの見た目で分類することが

ーザが指定した特徴量を使って細胞を分類，即ちゲート

多く，細胞表面の質感などが非常に重要である。このよ

をかけて解析する。細胞周期などの蛍光をベースとする

うな用途を考えて，CellPathfinder ではテクスチャ特徴量

アプリケーションでは，よく用いられる解析手法である。

を使って，機械学習ゲートで自動的に画像を分類するこ

CellPathfinder の機械学習によるゲート機能では，図 5
のように，ユーザが直接画像を見ながら，分類したい細
胞を分類したいグループにまとめて，教師データを作る。
教師データによる学習後，この学習パラメータを使って，
すべての画像に対して，全細胞を仕分けする。

とが可能である。

5. おわりに
本稿では，非染色細胞の解析において，非染色細胞
の画像のコントラストを高める DPC と画像認識の有効

この例では，明るい細胞を「赤」のグループ，普通の

なツールである機械学習技術が，無色透明の細胞の可

細胞を「青」のグループに分けるものである。図 5(a) では，

視化と認識に強力なツールであることを述べた。これ

明るい細胞を複数クリックして「赤」の教師とし，普通

らの技術はまだ開発途上であり，今後はさらにアルゴ

の明るさの細胞も複数クリックして「青」の教師とする。

リズムに工夫して，より実用的な解析手法を確立して，

学習後，図 5(b) のように，「赤」と「青」の２つのグル

CellPathfinder に反映してきたいと考えている。

ープの認識が，高精度でできていることが分かる。
従来のゲートにおいて，分類を２次元のグラフ上で行
うため，特徴量の数も最大２つに限定されていた。しかし，
CellPathfinder の機械学習のゲートでは，選択した画像そ
のものを特徴として指定するので，特徴量を自由に指定
することができ，複雑なゲートも可能である。
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