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グラフカットを用いた骨髄腔画像の領域分割
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概要：生体イメージング技術の向上により生体内の細胞の動態を動画像として観察が可能となり，疾病の
メカニズム解明や創薬等への応用が期待されている．これらの応用のためには，細胞画像から特定領域を
抽出したり，細胞の特定の動きを検出する必要がある．また，膨大な数の画像に対して一定の基準で領域
分割や細胞の検出を行うためには計算機での処理が必要である．本論文では，二光子励起顕微鏡を用いた
骨髄腔画像の骨髄腔の領域分割手法を提案する．本研究で対象とする生体細胞画像は生体の一部を時系列
画像として撮影したものであり，骨髄腔領域と血流領域を分割するには，輝度値の高低や血流の有無等の
情報を総合して判断される．提案手法ではこれらの情報をエネルギー関数に取り入れた上でグラフカット
による最適化を行い，領域分割を実現する．提案手法と従来のグラフカットとの比較評価を行った結果，

hard-constraint というユーザの入力に依存した制約を用いていない提案手法が hard-constraint を用いて
いる従来手法と同等以上の性能が得られることを確認した．
キーワード：生体イメージング，グラフカット，血流認識，混合ガウス分布，細胞画像処理

A Bone-Marrow Space Segmentation Method using Graph-Cuts
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Abstract: Emerging bio-imaging technologies are expected to contribute to the discovery of new drugs and
the mechanisms by which diseases survive. In applications involving cell and bacterial imaging, extracting a
particular region or detecting cell motion is essential. Moreover, automatic extraction and detection in image
processing are also required because it is unrealistic to manually process a large number of images accurately,
uniformly, and in a short period of time. To help automate this process, we introduce a bone-marrow space
segmentation method for two-photon excitation microscopy images. Cellular dynamics specialists typically
separate regions of bone-marrow and other spaces using several criteria such as blood flow characteristics
and intensity. Taking these consideration, we designed data-term in graph-cuts method to process sequential
images of the inside of a living mouse. Results of evaluations and comparison with normal graph-cuts show
that our proposed method, which doesn’t use hard constraints, achieves better performance than normal
hard-constraint based graph-cuts methods.
Keywords: Bioimaging, Graph-cuts, Blood vessel recognition, Gaussian Mixture Model, Bioimage processing
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1. はじめに
生体イメージング技術の向上により，生体内の細胞の動
態を映像として観察することが可能となり，疾病のメカニ
ズムの解明，創薬等に重要な知見が得られると期待されて
いる．なかでも二光子励起顕微鏡はさまざまな生体を「生
きたまま」でより局所的で，より深い生体内の観測を可能
にした．

(a) 骨髄腔領域

骨髄腔は硬い石灰質に囲まれた骨組織内部にあり，生き
たままでの観察が困難であったが，二光子励起顕微鏡に
よって生体内の血管に血液が流れる様子や骨髄腔内の細胞
の動態を映像として得られるようになった．Kikuta らは
このイメージング技術を用いて，破骨細胞が「骨の表面に
存在するが骨の破壊をする破骨細胞（R 型）
」と「骨の表面
に存在するが骨の破壊をしない破骨細胞（N 型）」の発見
に成功した [1]．このように，骨髄腔に出入りする細胞を発
見・追跡することで，破骨細胞の挙動を解明し，骨粗しょ

(b) 時系列画像の一例

う症等の骨を破壊するメカニズムの解明に繋がると期待さ
れる．

図 1

骨髄腔画像の一例 (画像番号 1)

このような細胞の挙動をさらに解明するために，大量の
映像から特定の領域や細胞の動態を自動的に検出する手法
が求められている．特に，骨髄腔領域の検出は特定の細胞
の検出に必要とされているが，骨髄腔の映像は複数の構造
物が重なり合って写っているため，専門家による判断が必
要であった．この問題に対し，本論文では専門家の判断基
準を取り入れたグラフカットによる骨髄腔領域の分割手法
を提案する．

適用可能範囲に制限があるため，蛍光顕微鏡画像でのセル
トラッキングの場合に対して最適化を行った方法を提案し
ている．他の応用例として，形状を利用して心臓の左心室
を認識し，Level Set Method を拡張してトラッキングを行
う方法も提案されている [10]．
領域分割の代表的な手法として，グラフカット [11], [12]
が挙げられる．グラフカットの生体画像に対する応用例と
して，血管透過性の評価のために，時空間ボリュームに対

2. 関連研究
細胞画像における領域分割に関する研究として，Yin ら
は単純ベイズ分類器を持ちたセグメンテーションを提案し
ている [2]．Erik らの報告 [3] によると，領域分割手法はさ
まざまな手法が試されているが，過去の領域分割手法に関
しては閾値を用いたものが多く見られる．二光子励起顕微

して適用した例 [13], [14] がある．また，形状に関する事
前知識を利用する例として，成平らは肝臓領域のセグメン
テーションに関して解剖学的形状特徴を取り入れ，事前入
力の自動化等の工夫を通して自動化や認識精度の向上を実
現している [15]．

3. グラフカットを用いた骨髄腔領域分割手法

鏡で得られた生体画像解析の例として，Oliveieri らリンパ
球に関する生体画像に対し，細胞のトラッキングを行う方
法及びツールを提案している [4]．Yin らの研究 [5] では，
顕微鏡の特性のモデル化し，顕微鏡画像をさらに単純化し
ている．これにより，位相差顕微鏡に関して，閾値だけで
セグメンテーション可能な程度での画像の単純化に成功し
ている．

2 つの領域の境界線を連続に追跡する動的輪郭モデルと
して Snakes[6] や Level Set Method[7], [8] と言われる方法
が提案されている．これらはノイズに対して頑強な境界の
追跡法として広く用いられている．Level Set Method を
応用した例として，蛍光顕微鏡で撮影された細胞群を追跡
する Dzyubachyk らの手法が挙げられる [9]．Level Set は

本研究で扱う骨髄腔画像の例を図 1 に示す．二光子励
起顕微鏡では図 1 (b) に示す様な時系列画像として得られ
る．この画像では赤は血液であり，緑は細胞（好中球）で
ある．また，図 1 (a) の白い線で囲まれた領域が骨髄腔で
ある．骨髄腔領域とはこのような映像において，基本的に
は血液の存在しない領域である．対象画像は対象領域の位
置や形状は変化しないことや，境界が曖昧な場合もあるこ
とから，グラフカットによる領域抽出手法が適していると
考えられる．
対象とする細胞画像では，細胞や血管を流れる血液，時
間の経過による血液の染み込みのような性質や，他にも，顕
微鏡による見えにくい部分が発生する．そのため，Boykov
らのグラフカットを用いたセグメンテーション [11] の輝度
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値のみから決定されるデータ項では，正確なセグメンテー
ションは困難と考えられる．そのため，専門家の判断基準

の領域を判断する
判断基準 3

骨髄腔と血管の境界線が不明確な場合は，時

系列画像内で血液の流れで骨髄腔と血管の境界を判断

をグラフカットのデータ項に取り入れる．
また，Boykov らの手法では，シードと呼ばれるユーザ

する

の入力を用いているがエネルギー計算でシードの画素には

等の判断基準によって骨髄腔領域を認識している．本研究

hard-constraints と呼ばれる，一番高いエネルギーが設定

ではグラフカットのデータ項に上記の判断基準を参考にし

される．領域分割の場合このシードの位置が分割の結果に

たエネルギー関数を設定することで骨髄腔領域の分割手法

強く影響する．本研究で対象とするような，大量の画像に

を実現する．

対する均一な処理が求められる場合には，全ての画像に正

判断基準 1 と判断基準 2 については基本的には血液の輝

しくシードを与えることは現実的でなく，このような手法

度を用いて判断されているため，輝度値の利用が有効と考

は不向きと言える．このことから，一度のパラメータ設定

えられる．また，血液の輝度は一様でなく，染色されてい

で大量の画像に対する均一な処理を行うため，提案手法は

ない細胞などを含んでいるため，空間的に細かく変化して

hard-constraints のようなユーザの入力した画素の位置に

いる．輝度値だけではこのような変化の影響を受けるため，

依存した制約を設けない．

空間的な輝度の変化も考慮する必要がある．判断基準 3 に
ついては，血流を用いているということは血流による時間

3.1 グラフカット

的の輝度の変化を用いていると考えられる．すなわち，時

グラフカットは，様々な問題をエネルギーの最小化とい

間的な輝度の変化も考慮すべきである．以上から，エネル

う枠組みで捉える手法である [16]．画素等を表すサイトの

ギー関数には，輝度値，空間方向の輝度の変化，時間方向の

集合に対して，それぞれのサイトにラベルを割り振る問題

輝度の変化を用いる．具体的には，それぞれ，輝度，ラプラ

に置き換える．サイトへのラベルの配置に対してエネル

シアンフィルタ，フレーム間差分の値を用いる．それぞれ

ギー関数を定義し，その最小化問題に置き換えて解を得る．

の値を用いた尤度を PrR (Ip |θI )，PrF (Fp |θF )，PrB (Bp |θB )

一般に，サイトの有限集合を V とする場合，ラベル L
の配置 X : V → L に対するエネルギー関数 E(X) は次の
式で表される．

E(X) =

∑

∑

gυ (Xυ ) +

υ∈V

とし，各尤度について重み係数 λR と λF ，λB を用いて，
エネルギー関数のデータ項を

gυ (Xυ ) =
huv (Xu , Xv )

(1)

(u,v)∈E

λR · PrR (I(Xυ )|θI )
+λF · PrF (F (Xυ )|θF )
+λB · PrB (B(Xυ )|θB )

(2)

ここで，E ⊂ V × V はサイト間の隣接を表し，(u, v) ∈ E

とする．ここで，Xυ は画像中の座標，θI ，θF ，θB は各尤

において u, v は隣接している．この時，配置 X に対して

度関数のパラメータであり，各尤度関数は混合正規分布で

サイトの因子のみで決まる gυ を含む第一項は一般にデー

表されるものとする．また，骨髄腔ではない背景領域につ

タ項，またサイト間で X に与えられるラベルの関係によ

いても同様のエネルギー関数を用いる．

り定義される huv を含む第二項は平滑化項と呼ばれる．サ
イトの集合やラベルの集合，さらにデータ項や平滑化項を

4. 評価実験

表す関数 g, h は問題に応じて柔軟に定義できるため，幅広

提案手法を骨髄腔画像の領域分割の精度評価と，グラ

い応用が可能である．具体的には，問題に対応するグラフ

フカットを用いた従来法との比較評価の 2 つの評価実験

を定義し，データ項や平滑化項に対応する辺の重みを持た

を行った．実装には，MathWorks 社の MATLAB R2013b

せる．このグラフの最小切断問題に置き換えて解くことが

及び Image Processing Toolbox ，Statistics Toolbox を用

可能であり，双対にあたる最大流問題を解くアルゴリズム

いて行った．最大流量を求める処理には，Boykov らの C

などを用いて最適解を得る．

言語の実装である maxflow 3.01 [20] を用いた．対象とし
ている生体画像は，二光子励起顕微鏡で生きたままの生体

3.2 エネルギー関数

を観測しているため，脈拍等によって位置ずれが発生する．

二光子励起顕微鏡の画像では前後に存在する血液等も重

本研究では，画像処理支援環境 ImageJ[17] のプラグインと

なって撮影されるため，図 1 にもあるように，骨髄腔内に

して実装されている Turboreg[18] と Stackreg[19] を用い

おいても赤い領域が存在する．このような映像に対し，専

て画像の位置合わせを行った．Fp に用いられているラプ

門家は，

ラシアンフィルタは，そのカーネルサイズを 5×5，標準偏

判断基準 1

血液の流れていない部分（図 1 中央の暗い部

分）でおおまかな骨髄腔の領域を判断する
判断基準 2

血液の色（図 1 の赤い領域）を利用して血管
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画像番号 2

画像番号 3

σ = 10, c = 100, λR = 10
図 4
画像番号 4

画像番号 5

図 2

評価実験に用いた骨髄腔画像

図 1 の画像に Boykov らのグラフカット (比較手法 1) を用い
た結果

用い，混合数は 2 とした．
図 2 に対象画像の一例を示す．この図では緑が血液であ
り，青い領域は骨である．図中の白い線で囲まれた領域は
専門家の手によって得られた骨髄腔領域である．この図の
ように，画像中には複数の骨髄腔領域が存在し，各領域に
は図中の番号のラベルが付けられている．本実験では，そ
れぞれの骨髄腔領域に対してストロークによるシード入力
を行い評価を行った．
σ = 10, c = 100, λR = 10
図 5

4.1 抽出精度
図 1 の画像に対して本手法を用いて骨髄腔の抽出を行っ
た結果を図 3 に示す．それぞれのパラメータは図中に示す
通りである．ここで，c はエネルギー関数における平滑化
項の重みであり，σ は隣接画素間の輝度差をどの程度許容
するかを決定する．図 1 の抽出結果の適合率と再現率を表

1 に示す．この結果から骨髄腔領域の分割は，図 3 (c) のよ
うに，血流の重みをもっとも大きくし，輝度値やラプラシ
アンフィルタ，そして平滑化項の調整することで精度が得
られることが分かる．すなわち，骨髄腔領域の抽出には時
間的な変化が重要であり，提案手法はデータ項にこれを加
えることで骨髄腔領域の抽出精度が向上していると言える．

図 1 の画像に Boykov らのグラフカット (比較手法 2) を用い
た結果

の手法でシードの位置による制約がある場合 (比較手法 1)
およびシードの位置による制約がない場合 (比較手法 2) と
比較する．提案手法とこれらの既存手法には同じストロー
クによるシードの入力を行う． 図 1 の骨髄腔画像に対し
て骨髄腔を抽出した結果を図 4，図 5 に示す．これらの結
果から，Boykov らの手法では骨髄腔領域が他の領域と繋
がってしまい，抽出することはできなかったが，本研究の
提案手法では抽出できていることが分かる．
提案手法と Boykov らの手法を比べると，Boykov らの手
法では右上の領域を抽出できておらず，左下で，他の領域
と繋がっていることがわかる．このことから，血液の動き

4.2 既存手法との比較

をデータ項に加えた結果，画素値だけでは認識が困難な部

Boykov らの手法 [11] と比較実験を行った．3 節で述べ
た様に，hard-constraints のように入力されたシードの位
置が抽出結果に強い影響を与えることは大量の画像を処理
するには好ましくない．そこで，本実験では，Boykov ら

分を抽出可能になったと考えられる．
図 1 と図 2 の合計 5 つの時系列骨髄腔画像に対して実験
を行った．骨髄腔の数は合計で 30 である．他の骨髄腔領域
と繋がらずに抽出できた場合に抽出に成功したとし，骨髄
腔の抽出に成功した数を表 2 に示す．提案手法が 80.0%の

表 1

図 3 の適合率と再現率
再現率 [%]

骨髄腔領域の抽出に成功し，比較手法 1 では 70.0% ，比較

適合率 [%]

手法 2 では 53.3% であった．提案手法でのみ分割に成功し

図 3 (a)

83.7

96.2

た骨髄腔における評価を表 3 に示す．これら結果から，提

図 3 (b)

81.9

96.9

案手法は比較手法に対して安定して骨髄腔領域を抽出でき

図 3 (c)

85.6

97.2

ていると言える．表 3 の対象画像の列は (画像番号)-(骨髄
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(a)

σ = 1, c = 100, λR = 1,

σ = 1, c = 100, λR = 1,

(b)

λF = 1, λB = 10

λF = 1, λB = 1000
図 3

σ = 10, c = 1500, λR =
(c) 100,
λF = 100, λB = 10000

骨髄腔領域の抽出結果

腔領域のラベル番号) である．この結果から他手法では抽

提案手法で抽出に成功し，比較手法で抽出に失敗した例

出できない場合でも抽出精度は変わらないことがわかった．

を図 6 に示す．図 6 で赤で囲っている部分が提案手法で抽

成功した領域分割の再現率と適合率の平均を表 4 に示

出に成功し，比較手法で失敗している箇所である．比較手

す．これらの結果から成功した領域分割の再現率の平均は

法 1,2 では骨髄腔領域が他の領域と繋がっていることがわ

全体的に大きな差は見られなかった．適合率は全ての手法

かる．この画像ではこの繋がっている部分の輝度値は比較

で高かったが，その中では提案手法が最も低かった．

的低く，輝度値だけでは骨髄腔と判断するのは難しいが，

領域抽出の再現率が 80% を越えている対象画像の数に
ついて表 5 に示す．提案手法は再現率 80% 以上の領域分

血流による輝度の変化があるため，提案手法では抽出に成
功していると思われる．

割に 14 例成功しており，比較手法 1 では 13 例，比較手法

図 7 に本手法で抽出に失敗した例を示す．図 7 (a) が骨

2 では 8 例であった．分割に成功する割合は提案手法が高

髄腔領域の抽出結果であり，(b) が対象の画像列である．

く，再現率 80% の領域分割は Boykov らの手法と大きな差

図 7 の真値は図 2 の画像番号 5 のラベル付けされた領域で

は見られなかったが，hard-constraint を用いない比較手法

あるが，図 7 の各所で抽出した骨髄腔領域が他の骨髄腔領

2 は大きく劣る結果となった．このことから，提案手法は

域と繋がっていることがわかる．また，画像列から，細い

hard-constraint を用いずに用いている手法と同程度以上の

隙間を血液が流れていて比較的血流の時間的な動きが少な

性能を実現していることが分かる．

いことがわかる．このような輝度値での判断が困難で血液
の僅かな動きの画像に対しては，提案手法では抽出に失敗

表 2

骨髄腔領域の分割に成功した数
抽出率 [%]
提案手法

80.0

比較手法 1

70.0

比較手法 2

53.3

することがわかった．

5. おわりに
本論文では，二光子励起顕微鏡を用いて得られた骨髄腔
の生体画像を対象画像とし，対象とする生体画像の性質を

表 3

提案手法のみで分割に成功した骨髄腔領域の評価
対象画像

再現率

考慮してグラフカットのエネルギー関数を設計し，血流領
域と骨髄腔領域の分割手法を提案した．評価実験を行い，

適合率

1

85.6

97.1

提案手法は一般的に用いられる Boykov らのグラフカット

3-1

96.6

96.6

よりも安定して骨髄腔領域を抽出できることを示した．ま

3-3

96.5

73.3

た，提案手法はユーザのクリックやストロークで入力され

3-5

80.4

98.6

5-12

72.7

98.6

平均

85.8

91.2

たシードの位置による制約を用いずとも Boykov らのグラ
フカット以上に安定して骨髄腔領域の抽出ができるため，
大量の画像を処理にする場合に適しているといえる．一
方，提案手法はデータ項に複数の画像処理の結果を用いて

表 4 成功した領域分割の再現率の平均
比較手法 1

比較手法 2

提案手法

平均再現率

80.0

79.1

78.6

平均適合率

97.9

98.4

95.7

表 5 再現率 80%で抽出した骨髄腔領域の数

抽出数

比較手法 1

比較手法 2
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いるため，それぞれの重みを決めるパラメータの調整が必
要である．今後の課題として，これらのパラメータを自動
的に決定する手法の開発等があげられる．
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