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はじめに
顕微鏡カメラが初めて開発されて以来、研究者とオペレー
ターは、顕微鏡画像から定量的、実用的な情報を抽出し、研
究をさらに発展させ、プロセスを改善することを目指して
きました。

顕微鏡画像の定量解析には、何らかの形での「セグメンテ
ーション」が付きものです。セグメンテーションとは、分類
および解析ができるよう、画像を特定の領域に分割するこ
とです。ここでの領域とは、鉱物の欠片、金属粒子、複合材
の細孔、表面のオイル汚染、血球など、隣接するエリアから
区別できるあらゆるエリアを指します。これらの領域、ま
たは領域間の境界を解析することで、有益な情報を得る
ことができます。セグメンテーションされた画像の解析に
よって、有用な微細構造特性を決定するための、いくつか 
の規格があります。例としては、粒度 (ASTM E112[1])、 

鋳鉄内のグラファイト (EN ISO 945-1[2])、介在物含
有量 (ASTM E45[3])、およびセラミックコーティング
の多孔性 (ASTM E2109[4]) などが挙げられます。た
だし、これらの手法はセグメンテーション結果の精度と信
頼性に依存しています。

課題
セグメンテーションは定量画像解析において核となるもの
ですが、必ずしも容易ではありません。標準的なセグメンテ
ーション手法では、グレースケール値またはカラー値の閾値
を定め、それに基づいて領域を定義します。領域間で色や明
るさが似通っていて、テクスチャや形状でしか区別がつかな
かったり、特定のコントラストモードでしか違いがわからな
かったりすると、セグメンテーションは難しくなります。

もう一つの課題は、実際に操作しているオペレーターには
明らかであっても、基本的な閾値法ではスクラッチやわず
かな染みのようなアーチファクトが真の特徴や関連のある
領域と誤認されてしまうことがあることです。マルチチャン
ネルデータ (RGB のカラーデータもしくは、異なる偏光
角、異なる蛍光チャンネル、または異なる機器から取得した
空間的に相関のあるデータから生成されたマルチチャンネ
ル画像) の取り扱いは、領域特定の複雑さが増すほど難しく
なります。最後に、高画質の画像を作成するには時間のかか
るサンプル準備が必要であり、3D データセットについて
は、ノイズを軽減し、容易に特徴付けられる画像を作成す
るにはデータ収集に長い時間がかかることです。

これらの課題があることから、システムがシンプルであり、
画像全体で領域間のクリアなコントラストが得られない限
り、適切なデジタルフィルタおよびツールを組み合わせた
有用なワークフローを作成するには熟練の画像処理のス 
ペシャリストが必要となります。スペシャリストがいたとし
ても困難であることには変わりなく、オペレーターはマニュ
アル解析に頼ることになり、結果としてオペレーターの主
観を伴った解析と長い処理時間につながります。
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セグメンテーションの課題を機械学習で解決
ZEISS ZEN Intellesis は ZEISS ZEN 顕微鏡制御
ソフトウェアのプラグインです。データに依存しない機械
学習システムであり、単体で、または他のソフトウェアプラ
ットフォームと組み合わせて、初期データの生成やセグメ
ンテーション済み画像の解析／処理に使用できます。ユー
ザーはモデルを定義し、画像、画像のデータセット、または
より大きなデータセット (2D または 3D) の一部の領域
にラベルすることでモデルを「トレーニング」します。図 1 
に示すように、関心対象の異なるクラスまたは特徴を画像 
に「ペイント」して行います。

本書では、機械学習に基づいたセグメンテーションのため
のインタラクティブツール ZEISS ZEN Intellesis を
使用します。このツールは次の原理で機能します。まず、画
像のすべてのピクセルに対して特徴ベクトルを作成します。
これは、複数の輝度、テクスチャ、およびエッジフィルタか
ら生成された一定数のプロパティを有する各ピクセルの
プロファイルです。次に、「ランダムフォレスト」アプローチ
を使用し、これらの特徴ベクトルを用いて分類器を作成し、
トレーニングラベルを最適に復元します。続いて、この分類
器を画像全体に適用します。

トレーニング領域を生成するために、反復型インタラクテ
ィブインターフェースを使用します。これにより、ユーザー
は画像データの一部の初期トレーニング領域にペイントす
ることができます。次に、インターフェースがデータセット
のこの領域に対するセグメンテーションアルゴリズムを生
成し、結果をデータにオーバーレイします。ユーザーはさら
にラベルを行い、機械学習によるセグメンテーション結果
を改善し、さらにラベルを行うことで反復的にセグメンテ
ーションアルゴリズムを更新します。満足のいく結果が得
られるまでこのプロセスを繰り返します。

小さなデータセット (例：サンプルの特定領域の 2、3 枚
の顕微鏡画像) に対してアルゴリズムをトレーニングする
と、今度はそのアルゴリズムを、同じ撮影条件下で取得さ
れた大きなデータセットに対して繰り返し適用できます。
これによって、すべての顕微鏡画像を自動的にセグメンテ
ーションでき、定量解析が容易になり、結果の再現性を確
保できます。ZEISS ZEN Intellesis は、標準の 2D お
よび 3D 画像フォーマットの入力に対応しています。シン
グルチャンネルデータ (例：モノクロ画像)、およびマルチ
チャンネルの画像 (例：カラー光学顕微鏡画像、および同じ
領域の SEM 画像からなる複合画像) に対応しています。

ZEISS ZEN Intellesis は、経時的なマルチチャンネル 
Z スタックのタイル画像のような 6D データセットもサ
ポートしています。
ZEISS ZEN Intellesis の工業材料への実際の応用例
として、ルーチン解析から最先端の研究までをご紹介し 
ます。

二相ステンレス鋼の相分率解析
オーステナイト系ステンレス鋼は、靭性が高く溶接が比較
的容易であり、一般的に腐食には強いですが (したがって、
多くの家庭用品に使用されています)、特定の環境において
応力腐食割れの影響を受けやすい特性があります。一方、
フェライト系ステンレス鋼は、応力腐食割れに耐性があり
ますが、オーステナイト系ステンレス鋼と比較して脆く、溶
接が難しいという特性があります。二相ステンレス鋼は組
成が注意深く調整されており、クロムとその他の合金元素
を多量に含み、その微細構造においてはフェライトとオース
テナイトがほぼ同量ずつ含まれています。2 つの異なる相
の相乗効果により、各相が持つ複数の問題を克服すること
ができます。つまり、比較的溶接し易く、かつ応力腐食割れ
にも強いという性質を持ちます。二相ステンレス鋼は、一般
的に耐食性、機械的強度、および溶接性がすべて求められる
特定の使用環境で使われます。

図	1	 ZEISS ZEN Intellesis のトレーニングインターフェース – フェ
ライト系ステンレス鋼で一般的な特定領域の同定。赤はフェライトを、緑は
パーライトを表す。
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オーステナイトとフェライトの比率は、組成によって影響
を受けるだけでなく、熱履歴によっても影響を受けます。
溶接領域と熱の影響を受けたエリアでは、オーステナイト
とフェライトの比率が異なっている場合があり、局所的に
異なる特性を持つ場合があります。鋼の性質を理解し、予
測するには、これらの領域におけるオーステナイトとフェ
ライトの比率を特定する必要があります。二相ステンレス
鋼の金属組織調製は比較的容易で、オーステナイトとフェ
ライトを可視化することができます。しかし、特にオーステ
ナイトの粒径に大きなばらつきがある場合は、閾値法で自
動解析できるように、二相ステンレス鋼をエッチングするこ
とは困難です。

図 2 にカラーエッチング後の溶接していない二相ステン
レス鋼の顕微鏡画像の例を示します。RGB 値に基づいた
閾値法によるフェライト (有色) とオーステナイト (白色) 
の自動分離は、粒径の大きなオーステナイトに対しては成
功していますが、粒径の小さなオーステナイトに対しては、
エッチング効果と周辺のフェライトからの色にじみにより
上手くいっていません。機械学習を活用することで、粒径
の小さいオーステナイトもフェライトから分離することが
可能です。画像解析においては、領域間の位置決めにはあ
る程度の曖昧さが常に残りますが、これによって少なくと
も小さな領域を見逃すことは避けることができます。この
視野でオーステナイトが占める割合は、従来の閾値法を用
いて測定すると 46.9% ですが、機械学習を用いたセグメ
ンテーションで測定すると 51.2% に上がります。

ナノ粒子の粒度分布の決定
ナノ粒子に関する研究は、医薬品、生物医学、コーティング、
インクおよび顔料、エネルギー材料およびろ過などの多く
の工業用途において極めて重要な役割を担っています。独
自の特性を持つナノ粒子を設計し、合成方法を改善し、新
製品を開発するためには、個々のナノ粒子の化学的特性、
粒径、および形状を明らかにする必要があります。粒度分布
を決定するためのバルク分析技術 (ふるい分け、レーザー散
乱など) はいくつか開発されています (ただし、これらの方
法で対応できる粒径や組成には限度があります)。しかし、凝
集体の中の個々のナノ粒子の自動解析はいまだに大きな課
題です。

図	2	 (A) 二相ステンレス鋼の断面
(B) RGB 値の閾値法でセグメンテーションした同じ断面  
(C) ZEISS ZEN Intellesis の機械学習を用いてセグメンテーションし
た後の同じ断面。ご提供：TWI Ltd

A

B

C
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従来の画像セグメンテーションアルゴリズムでは個々のナ
ノ粒子の境界を特定できないため、こういった作業は今だ
に人が行っており、不正確で一貫性のない結果となってい
るのが現状です。

図 3 は、凝集体の中の個々のナノ粒子を分離し、粒子面
積分布を決定する、エンド・ツー・エンドの自動化ワークフ
ローの例です。シリコン基板上のフェロセリウムスパーク
のナノ粒子を、ZEISS GeminiSEM 500 の二次電子
検出器で画像取得したものです[5,6]。 ZEISS ZEN 
Intellesis の機械学習を用いたセグメンテーションによ
り、3 つのクラス (ナノ粒子、ナノ粒子間の境界、および背
景) を特定することができました。個々のナノ粒子をさら
に分離し、粒度分布を決定するために、ZEISS のクラウ
ドベースのデジタル顕微鏡プラットフォームである 
APEER （下記参照）内でオープンソースの Python パ
ッケージ (https://scikit-image.org) が作成され、シ
ームレスでパーソナライズされた解析が可能になりました。
最新の顕微鏡技術、機械学習による画像セグメンテーショ
ンおよび解析を組み合わせた自動化ワークフローを使用
して、凝集した個々のナノ粒子の特性評価を行いました。こ
うした解析は、研究者が材料の特性間の関係性をより深く
理解し、さらに工業研究を発展させる上で役立ちます。

使いやすいモジュールで	
顕微鏡ワークフローを簡単にする	APEER
工業材料の研究では、多くの場合複雑な画像処理と解析ワ
ークフローの統合が求められます。上述のナノ粒子の例で
挙げたとおり、顕微鏡画像から意味のあるデータを抽出す
るために、様々なツールと顕微鏡ソリューションが使用さ
れています。解析機能のある個々のソフトウェアパッケー
ジが提供されている一方で、自動化された方法で容易に再
利用できるモジュール方式およびパーソナライズされたエ
ンド・ツー・エンドソリューションが求められています。

APEER は、この課題を克服するためのデジタル共通プラ
ットフォームです。顕微鏡ユーザーは、独自のワークフロー
に定義済みパッケージを構築および統合し、それを同僚と
共有し、研究とイノベーションを加速します。個別に作成さ
れたモジュールとワークフローは、容易にアクセス可能で、
コンピュータービジョンの専門知識も必要としません。 

図	3	 ナノ粒子の粒度分布解析のワークフロー。
(A) Inlens 検出器を用いて 2 kV で画像取得したナノ粒子の走査型電子
顕微鏡 (SEM) 画像。
(B) Intellesis でセグメンテーションした画像。背景 (青)、粒子間の境界 
(緑)、およびナノ粒子 (赤) を示す。
(C) 機械学習、およびさらなる解析を用いて分離した個々のナノ粒子の画像。
(D) セグメンテーションした個々のナノ粒子の面積分布。
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B
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D

https://scikit-image.org
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ナノ粒子のセグメンテーションに使用したワークフローの
例を図 4 に示します。この例では、4 つの異なるモジュー
ルを接続し、対象の画像のアップロードからパーソナライ
ズした結果の可視化まで、シンプルな手順で解析を行いま 
した。

工業材料研究に APEER を取り入れることで、ルーチン
業務の自動化により効率を高め、柔軟に定義済みモジュー
ルを構築し、特定の業務に特化したワークフローを使用す
ることで時間を節約できます。さらに、APEER の共通統
合デジタルプラットフォームは、実験結果の管理と記録に
も役立ちます。

層厚の評価
コーティングや表層は、装飾、機能、保護などを目的として、
あるいは副産物として、様々な分野で利用されています。
例としては、塗料、亜鉛メッキ、溶射コーティング、腐食スケ
ール、エポキシ樹脂、物理蒸着、化学蒸着、触媒層などが挙
げられます。

コーティングおよび各コーティング層の厚さは、寿命と性
能に大きく影響します。したがって、コーティングの厚さの
測定が重要なパラメータとなります。平均の厚さだけでは
なく、最小、最大、および一定の長さにおける厚さ分布を正
確に測定する必要があります。層厚の測定は手動もしくは
自動で行う方法があり、用途に応じて多くの規格がありま
す (例：ASTM B487-85[7])。

コーティングと基板やマウント樹脂との間で、カラー値ま
たはグレースケール値の範囲が重ならないため、コーティ
ングを周囲からはっきりと区別できる場合もあります。こ
ういった場合には、コーティングを分離するのに通常の閾
値法や画像処理アプリケーションで十分です。

層と基板の差は、人の目にははっきりと分かっても、自動で
の解析は困難なことがよくあります。図 5 に 3 つの例を
示します。亜鉛メッキ鋼の例では、コーティングと樹脂のグ
レースケール値が同じになっている箇所が何か所もありま
す。これにより、その後の画像処理が難しくなります。

図	4	 APEER インターフェース。モジュールを接続することで、ナノ粒子の解析とセグメンテーションを実行するための完全なワークフローを作成できる。
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図	5	 ZEISS ZEN Intellesis を使用したコーティングの断面画像のセグメンテーション。セグメンテーション済み画像のそれぞれの色は異なるコーティ
ング層を表しています。
(上) 亜鉛メッキ鋼 – 明視野。
(中央) 9% クロム鋼における高温腐食スケール – 明視野。ご提供：TWI Ltd
(下) 溶射コーティング – C-DIC

50 µm

50 µm

50 µm
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高温腐食スケールは基板から分離できますが、スケール内
の各層は、ある相の細孔が別の相のグレースケール値と一
致するため、分離が難しくなります。 

セラミックスの例では 2 つの課題がありました。基板に最
も近い層と基板との違いは、グレースケール値ではなく、主
にテクスチャの違いでした。そして、層間の境界をまたぐス
クラッチがサンプル上にいくつもありました。

いずれの場合においても、ZEISS ZEN Intellesis で十
分なトレーニングを行ったところ、層を分離することがで
き、その後の定量測定が可能になりました。サンプルにスク
ラッチがあった場合、および金属組織調製中に生じたアー
チファクトがあった場合でも同様に分離することができま
した。

発泡ガラスの	3D	データセットのセグメンテーション
材料の不良および破損をより深く理解し、微細構造形成を
リアルタイムで観察し、実際の構造物に対して物理シミュ
レーションを実施するには、3D イメージング技術が欠か
せません。ZEISS ZEN Intellesis は、X 線顕微鏡など
で作成した 3D データセット (.txm、.tiff、.czi など) を
セグメンテーションすることも可能です。

3D データセットの任意のスライスまたはすべてのスライ
スに対してラベルを適用することができます。モデルはラ
ベルされたすべてのスライスにおいてトレーニングするた
め、どのスライスのどのラベルも入力となりえます。 
特徴ベクトルは 3D 内で機能しているわけではありませ
ん。特徴ベクトルはあくまでもスライスごとに作成される
ものです。しかし、この問題はスライスの角度を変えてデ
ータを解析し、平均を取ることで軽減できます。 

3D データセットのセグメンテーション例を図 6 に示し
ます。サンプルは建設業界で使用される発泡ガラス断熱材
です。研究者は、これらの材料の多孔性および内部構造を
決定し、ガラス粉末と発泡剤を混合する合成プロセスを改
善し、実際の 3D 構造で物理シミュレーションを用いて熱
特性を予測しようとしています。
この情報を抽出し、均一な孔径分布を実現し、欠陥を最小
限に抑え、断熱性を高めるためには、3D 生データの画像
セグメンテーションが欠かせません。ZEISS ZEN 
Intellesis を用いて、このサンプルの 3D モデルを作成
することに成功しました。正確な結果を得るために、ガラス
壁に存在する大きな細孔と小さな細孔の両方を識別し、内
部構造をセグメンテーションするためにモデルをトレーニ
ングしました。

図	6	 ZEISS ZEN Intellesis を用いた発泡ガラスのセグメンテーション。
(A) X 線顕微鏡画像データセットのバーチャル 2D スライド。
(B) セグメンテーションした微細構造。青は細孔を、赤はガラス壁を表す。
(C) セグメンテーション結果を用いた発砲ガラスの 3D モデル。
(D) 典型的な発泡ガラス構造の画像。
ご提供：Martin Bonderup Østergaard、Dr. Rasmus R. 
Petersen、Prof. Yuanzheng Yue (Aalborg University)、 
および Dr. Jakob König (Jozef Stefan Institute)。

D

A AA B C
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実際の 3D データセットから得られた合成画像に対して、
従来の画像セグメンテーションアルゴリズム (Otsu 法、 
Watershed 法)、そして ZEISS ZEN Intellesis の
機械学習を用いたマルチバリアント分類を適用し、比較し
ました。ノイズレベルが低い場合は、どのアルゴリズムでも
良好な結果が得られましたが、機械学習を用いた分類は他
のアルゴリズムよりもノイズに対して大幅に高い耐性を示
しました。また、機械学習を用いた分類では、従来のアルゴ
リズムでは不可能であったテクスチャコントラストに基づ
いたセグメンテーションも可能でした。従来の 2 つの方法
では、テクスチャコントラスト領域 (ノイズレベルゼロ) で
の誤分類率が 50% を超えたのに対し、機械学習を用いた
方法では 5% を下回りました[8]。

金属およびセラミックスの粒度測定
工業で使用されるほとんどの合金やセラミックスの特性は、
その粒径と形態に大きく左右されます。粒度測定には様々
な規格があり、光学顕微鏡を用いる方法 (例：ASTM 
E112[1]) や、後方散乱電子回折を用いる方法  
(例：ASTM E2627[9]) などがあります。これらすべての
方法に共通しているのは、ある粒子をそれに隣接する粒子
から区別するという基本的な要素です。光学顕微鏡を用い
た場合は、適切なエッチングにより、粒界を強調する (鋼お
よびニッケル合金で一般的)、もしくは各粒子を隣接する粒
子と異なる色付けをする (偏光でのアルミニウム合金など) 
ことで実現します。個々の粒子を特定できれば、粒径や形状
の分布を割り出すのは簡単です。図 7 および 8 に光学顕
微鏡と電界放射型電子顕微鏡 (FE-SEM) を用いて金属お
よびセラミックスの粒界を検出した例を示します。金属 
(Alloy 600) は 0.25 µm まで研磨して仕上げた後で、
希硫酸で電解エッチング処理を施しています。

粒界をはっきりと確認することができ、粒子内の双晶線も
見て取ることができます。しかし、双晶線は粒界よりも明る
いので、機械学習を用いると粒界の検出は容易にできまし
た。ジルコニアのサンプルはさらに困難でした。このサンプ
ルは、未処理の状態（研磨およびコーティングなし）で、二 
次電子検出器を使って 1kV で ZEISS Sigma 300 
FE-SEM でイメージングされました。

粒界は目で確認することはできますが、サンプル全体でコ
ントラストが大きくばらついているうえ、細孔がいくつもあ
りました。ZEISS ZEN Intellesis の機械学習を使用す
ることで、粒界を直接セグメンテーションして粒子のサイ
ズおよび形状を測定できたと同時に、細孔のサイズ、形状、
分布も検出し、測定することができました。

まとめ
2D または 3D 顕微鏡画像から意味のある情報を抽出す
る必要のある工業研究者、材料科学者および技術者にとっ
て、画像のセグメンテーションは重要なステップです。研究
を加速させ、ルーチン業務の生産性を高め、さらに正確性も
高めることができるからです。従来の閾値法と機械学習アル
ゴリズムが存在しますが、これらの手法を効率的かつ正確
に扱うには、画像セグメンテーションの専門知識が求められ
ることがほとんどです。

自動化された画像セグメンテーションを導入しない限り、
オペレーターの主観を伴う解析につながるだけでなく、長
時間のマニュアル作業も避けられません。変化の速い産業
環境では、時間を節約しつつも結果の再現性と正確性に優
れた堅牢な画像セグメンテーションプラットフォームが欠
かせません。

図	7	 (上) 金属組織調製および電解エッチング後のニッケル合金 Alloy 600。 
ZEISS Axio Imager Z2.m を使用した明視野イメージング。
(下) ZEISS ZEN Intellesis を使用したこの画像のセグメンテーション。
赤は粒子を、緑は粒界を表す。 
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図	8	 (上) 未処理の状態のジルコニア。ZEISS Sigma 300 VP で 
1 kV、30 Pa にて二次電子検出器でイメージング。
(下) ZEISS ZEN Intellesis でのこの画像のセグメンテーション。 
青は粒子、赤は粒界、緑は細孔を表す。

ZEISS ZEN Intellesis によって、これらすべてのメリ
ットが得られ、さらに ZEISS ZEN ソフトウェアプラット
フォームに統合することも可能です。金属またはセラミッ
クスの粒度分析から、凝集したナノ粒子の粒度分布、材料
の層および相の分析、多孔性評価、物理シミュレーション
のための 3D 実造のエクスポートまで、ZEISS  
ZEN Intellesis はすべての標準画像フォーマット (カ
ラーおよびグレースケール) を効率的に処理し、シームレ
スな画像セグメンテーションを可能にします。

ZEISS ZEN Intellesis の無料トライアルライセンスは 
ZEISS のウェブサイト (https://www.zeiss.com/
intellesis) からご利用いただけます。是非ダウンロードし
て、ご体感ください。使いやすく、統合された ZEISS ZEN 
システムを活用し、工業材料の顕微鏡画像から有益な情報
を迅速に入手することができます。ZEISS 顕微鏡ソリュ
ーションと機械学習を用いた画像セグメンテーション、モ
ジュール式ワークフローを組み合わせて、業界にイノベーシ
ョンを巻き起こしましょう。
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