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概要
環境大気中に浮遊するアスベスト（石綿）の一般的な検査方法には検出感度や検出スピードの課題がある。筆
者らは大気中のアスベスト検査を高速、簡易に行う事を目的として、画像解析技術を利用して、蛍光顕微鏡画像か
らアスベストを自動計測できるシステムを開発した。本システムでは高精度にアスベストの繊維を認識可能である
が、測定環境が変わった場合に認識の精度が低くなる事が分かった。そこで、多段階の蛍光顕微鏡画像の輝度補
正手法を導入し、測定環境の違いによる繊維の計測精度の偏りを改善した。本稿では、開発した自動計測システ
ム及び輝度補正手法を組み込んだ画像解析技術について紹介する。

1. はじめに

た後、位相差顕微鏡で観察する方法（位相差顕微鏡法）が一般

アスベストは長期にわたって大量に吸い込むことで、肺線維

判定が難しく、検査に熟練が必要、検査者による結果のばらつ

症（じん肺）、悪性中皮 腫の原因になると言われており、肺が

きが大きいという問題がある。また、位相差顕微鏡では光学的

んを起こす可能性もあることが知られている。日本において

な限界により幅０.２５μm以下の超微細アスベストは検出できな

は、平成１
８年９月にはアスベスト含有製品の製造、使用が全面

い問題がある。また、大気中の総繊維濃度が１本/L以上の場

禁止され、石綿ばく露防止対策の徹底、届け出が義務付けられ

合、微細なアスベストを検出可能な電子顕微鏡によって観察す

ている。また、関係省庁や地方自治体を中心に、現在も継続的

る方法（電子顕微鏡法）も実施されている。しかしながら、電

にアスベストの使用実態調査と除去作業が続けられている。

子顕微鏡による分析は熟練が必要な上、高倍率での観察が必

しかしながら、民間等を含む既設建築物には４,０００万トン以上

要であり、検査に時間を要する。そのため、解体現場の迅速な

のアスベスト含有建材(１wt%(質量パーセント濃度)以上含有

分析には不向きである。

的に使用されている。しかしアスベストと非アスベスト繊維の

アスベスト建材)が使用されているとも言われており、その解

これらの課題に対して、広島大学では、アスベスト特異的結

体による排出量が２０１
４年から２０２４年頃にピークを迎えると予

合タンパク質を発見し、このタンパク質を蛍光物質で修飾する

測されている[１]。その際、アスベストの飛散がないかどうかを

ことにより、フィルター上のアスベストを蛍光顕微鏡でとらえ

現場で調べなければ、再び大きなアスベスト問題を引き起こす

る方法（バイオ蛍光法）を開発した（JST先端計測機器開発事

と考えられる（解体現場でのアスベストリスク）。

業、要素技術開発平成１
９年-２２年度）[２]。このバイオ蛍光法は

現状の環境大気中に浮遊するアスベスト検査の方法として

繊維が蛍光を発するため、位相差顕微鏡法と比較して、アスベ

は、フィルターを通してポンプで吸引し、フィルターを透明化し

ストを容易に観察できる（図１、画像は広島大学より提供）。そ
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位相差顕微鏡

蛍光顕微鏡
図１ 同視野の位相差画像と蛍光画像の比較

のため、建物解体現場や作業現場等でアスベストを迅速に検
出する手法として有望視されており、環境省発行のアスベスト
モニタリングマニュアル第４.０ 版[３]にこの手法が紹介されて

2. アスベスト自動計測システム
2.1 システム概要

いる。このように、バイオ蛍光法は従来手法より簡易にアスベス

アスベスト自動計測システムは、従来のアスベスト検査方法

トを検出できる方法であるが、筆者らは更に、バイオ蛍光法に

より高速、簡易にアスベスト検査を可能にするシステムである。

おけるアスベスト検査において、熟練の計測者以外でも簡単に

システムは広島大学が開発したバイオ蛍光法によるアスベスト

計測を実施し、かつ計測時間の高速化を実現するため、アスベ

検出キット、携帯可能なLED(Light Emitting Diode)蛍光顕

ストの計測を自動化するシステムの開発を行った([４]、[５])。

微鏡とCCD(Charge Coupled Device)カメラ、ノートPCと当
社が開発した画像解析ソフトウェアから構成される。

自動計測ソフト、顕微鏡及びカメラ

アスベスト検出キット

図２ アスベスト自動計測システム
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2.2 システムの特長

た大気中の繊維濃度 (f ／ L) を自動計算する。

本システムでは、蛍光顕微鏡画像から画像解析技術を利用

（特長７）計測結果をレポート形式で出力

して、アスベスト繊維を瞬時に自動計測することができる。シ

アスベスト繊維の計測結果をレポート形式
（PDF ファ

ステムの特長を以下に挙げる。

イル）で出力する。

（特長１）１画像あたり、数秒で計測
蛍 光画像から画像 解 析を行い、即時に繊 維を計数
する（画像サイズ６４０×４８０pixel の場合、1 画像当

2.3 基本的な繊維の画像解析
アスベストモニタリングマニュアルによれば、アスベストが
単繊維（他との重なりのない１本の繊維）の場合は「長さ５μ

たり平均２秒）。

m 以上、幅（直径）３μm 未満で、かつ長さと幅の比が３：１ 以

（特長２）顕微鏡画像の撮影・保存
ＰＣから顕微鏡カメラの制御を行い、蛍光画像の撮

上の繊維状物質を１本と数える」というルールがある。本シス

影と保存が可能である。また、取得した画像から直

テムではこの基準のもと顕微鏡画像を解析している。具体的に

接繊維の計測を行うことができる。

は、蛍光の輝度の高い部分を抽出し（図４）、抽出領域を囲っ
た矩形の長辺の長さをL、輝度部分の面積をAとした場合、繊

（特長３）フォルダ内の複数画像を一括計測
一枚のフィルターから撮影した複数の画像を１フォル

維の幅Wは式(１)より求める。
W=A/L

ダで管理し、
「一括計測」機能によりフォルダ内全て

また、LとWよりアスペクト比Rを算出する。

の画像（同一検体画像）を一括で計測できる。

R=L/W

（特長４）繊維数、長さ、幅、アスペクト比を自動計測
画像中の繊維数、各繊維の長さ、太さ、アスペクト

（特長５）交差繊維・分岐繊維を自動認識
繊維同士が交差している形状、繊維の端が分岐して
いる形状など、複雑な形状の繊維について、画像解
析を使用し繊維一本一本を自動で認識する。
（特長６）統計処理で大気中繊維濃度を自動計算
全画像の計測結果について統計処理を行い、捕集し

図４ 繊維の形状算出

カメラ接続／撮影ボタン
一括計測／計測ボタン

データ保存／終了ボタン

検出アスベスト数／グレーゾーン数表示

図３ システム画面
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(２)

算出したアスペクト比Rが３以上のものをアスベストとして
抽出する（図５）。

比を自動計測し、これらの情報を表形式で示す。

画像ファイル／アスベスト情報表示切替タブ

(１)
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蛍光顕微鏡画像入力
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カラー分割（Ｇ成分取得）
輝度ムラ補正
ヒストグラム正規化
図５ 認識したアスベストの例

適応型コントラスト調整

3. 輝度補正手法

アスベスト認識

3.1 輝度補正の課題
自動計測システムにおいて、背景とアスベストの輝度のコン

図６ 繊維認識手順

トラストがはっきりした画像では、正確にアスベストの認識が
可能である。しかし、蛍光顕微鏡・CCDカメラ等の測定機器が

3.3 輝度ムラ補正処理

変わった場合や、サンプル毎の性質の違い等に起因して、様々

顕微鏡像を撮影する際の照明の条件や顕微鏡の光源の影響

な蛍 光 画 像 が 取得され、繊 維の認 識 精 度 が 低くなる課 題 が

により、画像には領域によって輝度のムラが生じる。特に画像

あった。解体現場等で誰もが簡便に自動計測を実施するため

の中央部分の輝度が高くなり、辺縁部の輝度が低くなる傾向

には、このような測定環境やサンプル毎の状態の依存が少な

がみられる。そこで、入力画像の背景領域の輝度分布から照明

く、高精度なアスベストの認識を行える必要である。

の条件によって生じる輝度ムラを予測し、自動的に画像を補正

次節からはこれらの課題に対する改善策について述べる。

する方法を実施した（輝度ムラ補正）。
輝度ムラ補正では、撮影画像MのヒストグラムHを作成し、

3.2 輝度補正の改善

Hの輝度分布から輝度の高低を表す輝度推定マップX（図７）

輝度補正の課題を改善するため、次に示す様な段階的に顕

を作成した。続いて、輝度推定マップXの輝度値を反転し、も
との撮影画像の輝度値に加算した補正画像Nを生成した。

微鏡画像を輝度補正する手法を考案した。

(３) M(i,j)

① 輝度ムラ補正

( M(i,j) は画像Mの座標(i、 j)における輝度値)
255−0
Q(i,j) =
P(i,j) ＜ Plow
(P −Plow )
Phigh −Plow (i,j)
補正画像Nでは、画像内の背景が明るい領域は変化せず、
暗い
③ 適応型コントラスト調整
255−0
Q(i,j) =
P(i,j) ＜ Plow
(P −Plow )
Phigh −Plow (i,j) 領域では背景の輝度を高くなる。
その結果、画像全体のムラが
図６に繊維認識の手順を示す。取得した顕微鏡画像に対して
② ヒストグラム分布正規化

多段階の輝度補正処理を順次実施し、輝度補正後の画像を従

Q(i,j)

改善され、背景の輝度が均一になる（図７）。

Q(i,j)

P(i,j) ＞ Plow
P(i,j) ＞ Plow

撮影画像 M

輝度推定マップ X

補正画像 N

図７ 輝度ムラ補正
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3.4 ヒストグラム正規化処理

3.5 適応型コントラスト調整

撮 影画像の輝度のバラつきを補正する方法として、画像ヒ

顕微鏡の焦点の具合や試薬の反応性の影響によって、撮影

ストグラムを正規化する手法を実施した。図８の２枚の撮影画

画像の１本１本の繊維の輝度に違いが生じる。そこで、画像内

像１,２は同視野であり、使用する顕微鏡とカメラは同一である

の局所領域で輝度の低い部分を調整するような適応型コント

が、カメラの露光時間が５００msec、
１０００msecと異なる。撮

ラスト調整を実施した。適応型コントラスト調整では、撮影画

影画像２と比較して撮影画像1は繊維を確認しにくい。そこで、

像P（図９）について縦と横の長さが等しくなるように升目状

次の手順でヒストグラム正規化を実施した。

PT
に分割し、複 数の小領域画像 P 1 〜P N (Nは小領域の数)を生

まず、顕微鏡画像Pのヒストグラムの下限領域から輝度下限

〜Pにおいて、
N
P 1 〜P N
P T (1≦T≦N）
成した後、小領域画像
QP11〜Q
QPTT 前章で述べた
N

値 を算出し、ヒストグラム上限領域から輝度上限値 を算出す

P 1 〜P 同
Q補正画像
Q T を生成した。
N
ヒストグラム正規化処理を施し、
1 〜Q N
Q 1 〜Q N Q T

PT

る。続いて、式(４)により、補正画像Qの輝度下限値が０、輝度

〜P
PT
Q 1 〜Q N
P TN
様に、全ての小領域画像 P 1 〜P NP 1において補正画像

QT

M(i,j)

255−0

Q(i,j) =
P(i,j) ＜ Plow
上限値が２
５５となるように画像のヒストグラムを線形的に変換
M (P −Plow )
Phigh −Plow(i,j) (i,j)
M(i,j)
し、
正規化した補正画像Qを得る（ヒストグラム正規化）。
255−0

Q(i,j) =M
＜P
P(i,j)
(P(i,j) −Plow )
255−0 low Q(i,j)
(i,j) −Plow
Phigh
Q(i,j) =
(P(i,j) −Plow ) (４)

QT
を生成し、最終的には補正画像
1枚の補
Q 1 〜QQ
Q TN を結合して、
N 1 〜Q
正画像Qを得る（図９）。撮影画像においては、輝度の高い繊

P(i,j) ＜ Plow 維領域はほとんど見られないが、適応型コントラスト調整によ
Phigh −Plow
P(i,j) ＜ Plow の場合は Q(i,j) =０、P(i,j) ＞ Plow の場合は =２５５)
(P −Plow )(ただし、
る補正画像では、多くの繊維領域で輝度が高くなる。このよう
Plow (i,j)
Q(i,j)

0

その結果、露出時間の異なる撮影画像１と撮影画像２におい
P(i,j) ＞ Plow

Q(i,j)

に、適応型コントラスト調整では、繊維を含む局所領域で正規

て、ほぼ同一の輝度分布の画像が得られた（図８）。また、
撮影
＞ Plow 化を行うことにより、部分的に輝度が低く、背景に埋もれて見
P(i,j)
P(i,j) ＞ Plow
画像１、撮影画像２共に２本の繊維を確認することができる。

えない繊維領域を強調した補正画像が生成できる。

3.6 輝度補正の結果
「輝度ムラ補正」、
「ヒストグラム正規化」
「適応型コントラスト
調整」の輝度補正の効果を評価した。複数の測定環境で撮影
した３４４枚の蛍光顕微鏡画像（うちアスベスト本数２９６本）に

撮影画像１
( 露光時間 500msec)

撮影画像 1 の補正画像

ついてアスベスト繊維の自動認識を行った。その結果、補正な
しの場合は認識精度８１.８%（２４２本/２９６本）であったが、輝度
ムラ補正、ヒストグラム正規化、適応型コントラスト調整を実
装した結果、それぞれ認識精度が８５１
. ％、
９１１
. %、
９３.２%と向上
した。これより各手法によってアスベスト繊維の認識精度が改

撮影画像２
( 露光時間 1000msec)

撮影画像２の補正画像

善されることが分かった。

図８ ヒストグラム正規化

撮影画像Ｐ

撮影画像 P を小領域分割
図９ 適応型コントラスト調整
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[5] 市田越子、青木功介、河崎哲男：アスベスト検出装置,特許公報,

目的として、画像解析技術を利用した蛍光顕微鏡画像からアス

システムでは基本的な繊維の認識が可能であるが、測定環
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境が変わった場合やサンプル毎の性質の違い等に起因して認
識の精度が低くなることが分かった。そこで、測定環境によら
ずアスベスト繊 維の計測精度を高めるように、多段階で蛍光
顕微鏡画像の輝度補正を実装した。これらの輝度補正の効果
について検証した結果、各々の手法を組み合わせる事によって
繊維認識の精度を改善させることができた。
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