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自動計測コロニーカウンターとは 

o 元画像 o 計測画像 

シャーレを容器とした寒天培地上のコロニーの数を、自動計算する装置です。 
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例えば、１シャーレ300個以上のコロニーの場合、手動計測では5分間必要ですが、自動計測
では3秒以内で完了します。 
・高速で画像を撮影し計測処理行うため瞬時に作業が完了します。 
・検体数が多く、数人がかりの作業がコロニーカウンターを導入することにより、 
 1名で疲れることなく計測可能となります。 
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計測精度向上の手法 均一な輝度 1-1 

シャーレ全体に、均一な光を照射する必要性 

外周の輝度が高い画像 

（意図的に作成） 

単純2値化画像 ソフト輝度ムラ補正後の2値化画像 

培地とコロニーの輝度差により、コロニー
のみを抽出する際、ソフトによる輝度ムラ
補正で、ほぼ計測は可能になります。但し、
培地が明るい部分に存在する薄いコロ
ニーは抽出出来ない場合があります。ま
た、人による目視確認も難しくなります。 

小さな薄いコロニーの計測
が難しくなる 
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計測精度向上の手法 均一な輝度 1-2 

輝度をグラフで表すと 

補正なし輝度グラフ ソフト輝度ムラ補正あり輝度グラフ 

計測精度を上げる条件としては、ハード的に照明ムラが無い事と、培地自
体に輝度ムラが有っても補正できるソフトが必要です。本装置は、ハードと
ソフトの両面から、均一なバックブランドを実現する設計になっております。 

コロニーとして認識するのは、培地輝度（ベースライン）より、高い部分になります 
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赤成分 緑成分 青成分 

単純モノクロ 

4種類のモノクロ画像から選択 
計測条件設定時には、画
像を確認しコントラストの
良い条件を選択します。 

また、シャープな画像程、
コロニーの大きさによる選
択時に、正確な選択ができ
ます。 

計測精度向上の手法 モノクロ化の方法 2 
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現画像 

http://www.sk-el.co.jp/sales/acc/


©2014 SK-Electronics CO.,LTD. All rights reserved. 

コロニーのみを抽出した、2値画像より、コロニーの形状を認識し、繋がった
コロニーを分離計測しています。 

計測精度向上の手法 重なり分離処理 3 
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コロニーカウントの精度（1） 

50個近辺のコロニー 

同一設定で計測した例（シャーレの端より内側の計測領域設定） 

200個近辺のコロニー 

100％正確 99.5％正確 
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社内検証結果 
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コロニーカウントの精度（2） 

1000個近辺のコロニー 

同一設定で計測した例（シャーレの下駄より内側の計測領域設定） 

4000個近辺のコロニー 

99.5％正確 99％は正確と思われる 
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社内検証結果 
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コロニーとそれ以外が、 
大きさ、明るさ、色などに
違いがあれば、計測可能
です。 

但し、多様な場合が有り、
実際に試してみる必要は
有ります。 

 

コロニーとそれ以外の特徴差により計測 

残渣や沈殿があるサンプルでは 例1 
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コロニーは、ある一定の大きさであり、
それ以上に大きい物は、計測面積ごと
削除する事もできます。 

（正確な面積補正を行う） 

但し、多様な場合が有り、実際に試し
てみる必要は有ります。 

 

青く囲まれた部分
は、計測面積より、
削除されます。 

不確定な部分は自動除外 

残渣や沈殿があるサンプルでは 例2-1 
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1、計測するコロニーの大き
さ範囲を指定します。 

2、自動カウントでは正確に

カウントできる大きさのみを
計測します。 

 

※人による判断が必要な部
分は、マウスにて手動補正
±を行う事も可能。 

＊作業の効率が上がります。 

 自動計測＋手動補正 

残渣や沈殿があるサンプルでは 例2-2 
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標準は、ソフト上にシャーレNo、コロニー数、計測領域面積が表示されます。

マイクロソフト社 エクセルの新しいシート、又はテンプレートに転送すること
ができます。その際、画像のリンクも自動設定することが可能です。 

エクセルでの表示 

計測結果の表示は 標準ソフト 
 

ソフト上での表示 
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1、微生物変異原性試験 

２、細胞毒性試験 

３、阻止円計測 

各種試験に関連する計測 
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１、変異原性試験のコロニーでは  

原画像 

輝度グラフ 

計測画像 

部分拡大 

計測領域全域で、小さく薄いコロニーの計測、
分離計測が出来ています。 
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Φ90シャーレ上の染

色細胞は、ＰＳＦ－
1000、2000共に標準
で計測が可能です。 

２－1、細胞毒性試験 φ90シャーレ  
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24穴までの計測は、
ＰＳＦ－2000で計
測が可能です。 

計測結果は、エク
セルテンプレートに
転送出来ます。 

※各穴に対して、
手動±カウント補
正もできます。 
 

2－2、細胞毒性試験 ウェルプレート 
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10個までの阻

止円を、自動
認識し計測し
ます。 

直径は、面積
又は15°毎の

平均より計算
させます。 

3、阻止円計測（オプションソフト） 
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コロニーの色、輝度の違い
により、最大4種類のコロ
ニーを、分離計測できます。 

計測領域は、丸、四角の設
定が可能です。 

分離計測 

その他コロニーカウンターとしての機能 1 
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スパイラル状、リング状のコロ
ニーを計測できます。 

各リングの大きさを設定出来、
スパイラルプレーターの装置に
対応可能です。 

スパイラル計測 

その他コロニーカウンターとしての機能 2 
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計測結果画面で、 

計測マークを消し、小さいコロニーの確認が出来ます。 

2値画像で、正確なコロニーの面積を抽出しているか確認できます。 

マウス操作により、計測の部分削除が出来ます。 

計測マークを消す 2値画像表示 計測結果表示 

確認 

その他コロニーカウンターとしての機能 3 
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計測結果
画面で、 

最大
200％の

拡大が可
能です 

拡大確認 

その他コロニーカウンターとしての機能 4 
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撮影画像の自動保存が可能です。 

また、保存画像を呼び出し、計測
する事も可能です。 

計測結果画像（マーク付）を保存
する事が可能です。 

画像保存 

その他コロニーカウンターとしての機能 5 
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更に詳しい情報は、 
弊社ホームページにてご確認下さい。 
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