画像解析による粒径分布評価法のユーザビリティ向上
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概要
触媒反応には、触媒の粒径が影響する場合が多いため、反応のメカニズムの解明や反応効率の上昇
には、触媒の粒径に関する情報が非常に重要となる。過去に、担持触媒の粒径を定量的に評価するた
めに、大域的な高分解能観察と画像解析を組み合わせた粒径分布の評価方法を提案した。画像処理に
よる粒径データの算出は、手動測定と比較すれば処理にかかる時間も短くすむため、便利かつ有効で
ある一方で、画像処理は、処理の過程で設定を要するパラメーターについて最適化を行う必要がある。
よって、パラメーターの妥当さを試行錯誤しながら処理を実行するため、画像処理にはある程度の労
力と時間がかかっていた。本研修では、数値計算ソフトの講習会に参加してその取り扱いを習熟し、
画像解析による粒径評価の実施において、ユーザーにかかる労力が最小限な環境を構築し、処理に係
る時間の飛躍的な短縮を図ることができた。

1. 背景
金担持触媒は、金粒子の大きさにより、触媒活性の上昇や、反応選択性の変化などを見せるため、
高い関心を持たれている。[1] – [3] 最近では、高い触媒活性を発現することが分かってきた金サブナノク
ラスターについて、活性と粒子サイズの相関が研究されている。[4] – [6] 触媒活性は、金触媒に限らず、
他の様々な金属触媒についても、粒径への依存があるため、粒径の評価は触媒の研究において非常に
重要である。担持触媒の粒径を評価できる手法として、過去に、大域的な高角度散乱暗視野走査透過
電子顕微鏡(HAADF-STEM)観察とモルフォロジー画像処理を組み合わせた方法を提案した。 [7]

– [9]

観

察に収差補正レンズを搭載した透過電子顕微鏡を用いることにより、原子 1 個で存在する単原子から、
原子数個から数十個で構成されるサブナノクラスター、ナノ粒子まで、担体に担持されている様子を
観察することが出来た。そして、撮影した数十枚の HAADF-STEM 像に対して、モルフォロジー演算
を用いた背景処理などを施すことにより、原子レベルでの粒径データを抽出することに成功した。ま
た、このようにして得られた粒径データの確かさ、および他の画像解析法に対する本画像解析法の優
位性について報告を行っている。[10] – [13]
画像処理による粒径データの算出は、手動測定と比較して恣意的な抽出がなく、処理にかかる時間
も短くすむため、便利かつ有効である。しかし一方で、画像処理は、処理の過程で様々なパラメータ
ーを設定する必要があり、最適化されていないパラメーターによる処理は、アーティファクトを生成
してしまい、データの正確性を著しく損なう危険性がある。よって、パラメーターの妥当さを試行錯
誤しながら処理を実行する必要があるため、画像処理にはある程度の労力と時間がかかっていた。本
研修では、画像処理過程におけるそれらの手間について、低減を試みた。本手法の画像処理過程にお
いて、最も重要で、かつ最適値の探索に試行錯誤を要されるパラメーターは、モルフォロジー演算に

より背景処理された像をバイナリー像に変換する際のしきい値である。そのため、画像処理における
二値化しきい値の最適値を探索しやすい環境、および二値化しきい値の設定以外は全て自動処理で進
む環境の構築を行った。

２．MATLAB 講習の受講
画像処理環境の構築にあたり、画像処理に用いているソフトである MATLAB の取扱いに習熟する必
要があったため、MATLAB を配布している MathWorks 社の東京本社ビルで行われる「MATLAB 基礎」
という講義を受講した。講義は 3 日間、計 16 コマで構成されており、1 コマごとに講義と実技を織り
交ぜた形式で行われた。講義より、環境の構築において不足していた技術や知識を得ることができた。

３．環境の構築
画像処理の工程をスクリプト化し、処理過程における二値化しきい値の設定以外は全て自動で処理
が進み、かつ二値化しきい値の最適値の探索の際にはしきい値を探索できる GUI が起動する環境を作
成した。スクリプトが走ると、まずはワークスペースのフォルダ内の画像ファイルをリストアップし、
それらについて、ループ処理で一枚ずつ順番に画像を処理するようにした。一枚ずつの画像の処理に
おいて、二値化処理については、まずは適当な初期値で二値化して、画像解析前の画像と画像解析後
の画像、およびしきい値の調整ができる GUI がデスクトップ上にウィンドウ表示されるようにした。
しきい値が不適な場合には、GUI 上の特定のボタンを押すことで、しきい値を上下変更することがで
き、その値で再度画像解析が自動で行われ、解析後の像が再表示されるようにした。しきい値が適し
ている場合には、GUI 上の特定のボタンを押すことで、解析後の像に含まれる粒子について、粒径デ
ータをエクセルファイルに出力するようにした。本スクリプトを作成する以前では、画像処理などに
係るコマンドを全て手打ちしており、二値化しきい値の最適値を探すために試行錯誤していたため、1
試料（画像 50 枚）あたり 3～4 時間の解析時間が必要であった。しかし、本スクリプトを使用するこ
とにより、1 試料あたり 10 分未満の解析時間になったため、処理にかかる手間は飛躍的に低減した。

４．まとめ
大域的高分解能 HAADF-STEM 観察とモルフォロジー画像処理演算を組み合わせた手法について、
画像処理の工程のスクリプト化および最適な二値化しきい値を探索するための GUI を作成することで、
画像解析にかかるユーザーの負荷が和らぎ、処理にかかる時間の飛躍的な短縮を実現した。
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