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内容 
 

• 1. 従来技術 

• 2. 新技術の特徴、従来技術との比較 

• 3. 想定される用途 

• 4. 実用化に向けての課題 

• 5. 企業様へ 

• 6. 特許の状況 

• 7. お問い合わせ先 
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 1.従来技術 

• 構成図（一例） ・検査、監視等分野 
   ・製品検査、外観検査 
    ・非破壊検査 
   ・細胞培養監視 
   ・画像診断支援 
   ---------- 
   ・監視、解析、判断 
   ・自動化、省力化   

コンピュータ 

カメラ 

対象物 

光源 

・従来の認識系 → 高価、複雑、安定性に欠ける。 
  

   画像処理の性能！      汎用性、ロバスト性、性能 
 
      ○光源が均一でないといけないので、撮像系（照明、カメラ）が高価。 
     ○画像処理が単用である為、開発費が毎回かかる。調整等の費用。 
     ○外乱（照明）や対象物の微妙な変化に対応できない。 
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 2.新技術の特徴、従来技術との比較- 原理 

従来法→特定の閾値（最適化を含む） 
新技術→全閾値で検索後、重なりを解析、最適化 →様々な利点 
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 2.新技術の特徴、従来技術との比較- 原理 

利点の例： 
 
明暗、対象の明るさを 
意識せず 
 
特定の大きさ、形状のも
のを全てを得ることがで
きる。 
 
面倒な 
統計最適化も 
学習も不要 
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 2.新技術の特徴、従来技術との比較 - 表 
項目 従来法 新技術 

対象分離 ・閾値(最適化含) 
・(厳密な)特徴量 

・閾値不要 
・大雑把な特徴量指定 

感度 ・フィルター処理 
 閾値により、低下 

・最高感度（値１の違い 
・最高精度（1ピクセル～) 

調整 ・統計的解析や 
 学習が必要 

・実例で幾つか試せば 
 解がみつかる 

汎用性 ・通常、系毎に再設計 ・中核部分は汎用である。 

安定性 ・光源変化に敏感 
・対象の形状に敏感 
（設備が高価になる） 

・光源の偏りに強い 
・対象の形状に柔軟 
（安価、最低限の設備） 

改善余地 ・再設計が必要な 
 場合が多い 

・単純な構造の為、 
 様々なバリエーション有 
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 2.新技術の特徴、従来技術との比較 

・①、明るさの偏りに強い。 

・新技術： 
  明るさ補正なく、 
  全ての細胞を認識 
  できる。（黄色） 

・従来法： 
  このままでは、 
  閾値をどうとっても 
  全部の細胞を認識 
  できない（白） 

・認識対象： 
  明るさの傾斜がある 
  画像から 
  細胞を認識する。 



8 

 2.新技術の特徴、従来技術との比較 

・②、感度が高い。 

・新技術： 
  簡単な設定で、絵柄が 
  違っても、 
  明るさの差１の違いで、 
  細線や、塊を認識する。 
  （赤）   

・従来法： 
   ノイズ除去や、明るさ均一化、 
   エッジ強調等の前処理により、 
   感度は悪化する。 
   前処理なしでは安定な認識 
   はできないことが多い。 
   

・認識対象： 
  目では認識できない 
  レベルの小さい傷の 
  ある白い看板の 
  傷を探す。 
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 2.新技術の特徴、従来技術との比較 

・③、複雑、微妙な陰影も認識可能 

・新技術： 
  複雑な陰影、重なり有り 
  であっても90%以上 
  の染色された核 
  を認識する。 
  １時間程度の調整で 
  実現可能。（黄、緑） 

・認識対象： 
  組織診断用画像 

・従来技術： 
  従来技術でも 
  達成可能であるが、 
  対象の特徴を 
  詳しく設定するため 
  研究開発に数ヶ月の 
  時間が必要 
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 3. 想定される用途 - 1  

1, 製品検査 
  用途例： 
  ○製品をカメラで見て、傷、塗装ムラ、欠け、寸法違いを見つける。 
  

  特徴： 
  ○高感度で、目視で見逃しやすい傷や塗装ムラを検出可能。 
  ○検査対象や検査観点変更に柔軟、再調整に時間が少ない。
  
  ○高価な光源やカメラを要しない。装置コスト削減。 
• イメージ 

コンピュータ 

カメラ 

対象物 

光源 

ムラ 
傷 
欠け 
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 3. 想定される用途 - 2 

2.非破壊検査 
  用途例： 
  ○壁や構造物の写真やX線画像、超音波画像から、 
  ○目に見えないレベルの傷を探す。 
 
  特徴： 
  ○高感度。検査の特徴を簡易に設定可能。定量化可能。 
  ○写真だけでなく、X線、超音波画像にも適用可能。 

元画像                解析後               

目に見えない傷 
複雑な背景、配光OK 

• イメージ 
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 3. 想定される用途 - 3 

3. 細胞培養の監視、培養細胞の品質評価 
  用途例： 
  ○細胞培養画像、一般撮影、位相差顕微鏡画像、染色後。 
  ○画像を解析して、培養状況の把握、品質の把握を行う。 
  

  特徴： 
  ○複雑で入り組んだ画像、照明不均一、境界の細胞境界 
   不鮮明下で細胞の１つ１つを把握できる。（計数性能90%） 
  ○1万、10万、それ以上の細胞を監視可能。(目視では不可能） 
  ○大きさ、数、形状、密度などの正確な定量化が可能。 
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 3. 想定される用途 - 4 

４. 病理画像のスクリーニング、医療画像診断支援 
  用途例： 
  ○病理画像から細胞１つ１つを認識し、正常でない可能性の 
    ある画像をピックアップする。 
  ○各種画像診断機器の画像に対し、腫瘍等を探す。 
  特徴： 
  ○入り組んだ形も高い認識率で認識可能。 
  ○多数の細胞を瞬時に判定可能。 
  ○各種診断機器の画像に対応可能。 

核密度 
形状の大きさ 
異型 
を全域で、高速スキャンし、危険位置警告 
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 3. 想定される用途 

5. その他、一般認識用途 
 
 用途例： 
 ○OCR用の文字ピックアップ用前処理。 
 ○画像からの計数。 
 ○定地点観測。 
 ○その他、従来認識が難しかった画像の認識や、簡易に活用できる対象 
   があればご相談ください。 
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 4. 実用化に向けての課題 

1, 製品検査 
 ○画像処理のアルゴリズムはあるが、 
   製品検査の観点、実地での応用経験が少ないので、 
   それらを補い、ノウハウを得、性能を正確に把握する必要がある。 
2.非破壊検査 
 ○画像処理のアルゴリズムはあるが、 
   非破壊検査の観点、実地での応用経験が少ないので、 
   それらを補い、ノウハウを得、性能評価を行う必要がある。 
3. 細胞培養への応用 
 ○細胞の培養状況を把握するための特徴量、品質評価の観点を 
   知り、性能評価を行い、正確な性能を知る必要がある。 
 ○位相差顕微鏡でない、一般カメラ画像での対象認識は、 
  エッジが不鮮明であり、認識性能が不十分であるため、性能改善が 
  必要。 
4. 病理、医療画像診断への応用 
 ○医療画像、病理画像への応用に関しては、まだ検討中の段階であり、 
   どのような場面で使用可能かの検討から入り、専門家の援助を得て、 
   応用可能かの判断も合わせて、これから行う必要がある。 
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 5. 企業様へ 
1, ご提供可能な技術 

 ○製品検査、非破壊検査、細胞培養監視、医療画像診 
      断技術に 適用可能で、従来よりも高い認識率の画像処理アルゴリズム。 

 
2、必要としてるもの 

 ○現場のノウハウ、実験サンプル。 
 ○販路、営業、開発、企画。 
 
3. 希望する提携関係 
 3-1、共同研究 

   当方が基礎アルゴリズムと今後の認識技術をご提供し、 

   企業様に現場での判定ノウハウや画像例、所見をご提供頂く。 

   

 3-2、共同ビジネス（共同開発を含む）、共同企画の立案（詳細ご相談） 
 3-3、情報交換等 
-------- 

有効性をご判断頂く為に、ご説明、ソフトウエアデモに伺います。お気軽に連絡ください。 
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 6. 特許の状況 

発明の名称：画像処理方法、装置およびプログラム 
出願番号： 特願2011-247375 (2011.11.11出願） 
公開番号： - 
登録番号： - 
発明者： 武尾英哉、 堂之前義文 
出願人： 学校法人幾徳学園 神奈川工科大学 
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 7. お問い合わせ先 

神奈川工科大学 
リエゾンオフィス  谷田 雄二 
 

ＴＥＬ 046-291-3277 
ＦＡＸ 046-291-3221 
e-mail y_yatsuda@ctr.kanagawa-it.ac.jp 
 

タマティーエルオー株式会社 
産学連携事業部  田島 伸明 

ＴＥＬ   042-570-7240 

ＦＡＸ    042-570-7241 

e-mail     tech@tama-tlo.com 
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