牛受精卵 AI 解析システム

Bovine Embryo AI Analyzer
ディープラーニング解析技術が可能にした
牛体外受精卵 自動解析大量生産管理システム

ディープラーニング解析技術が可能にした
牛体外受精卵 自動解析大量生産管理システム
牛受精卵ＡＩ解析システムは、受精卵培養中のタイムラプスイメージングから
クラウドへの受精卵画像の自動転送、ディープラーニング技術による自動解析、
さらに解析結果の Web ダッシュボードへの表示までを 1 台のシステムで実現した、
次世代の牛体外受精卵大量生産管理システムです。
蓄積されるビッグデータは、精子・卵子・受精卵の解析・管理にとどまらず、
培養、移植、繁殖に関するデータと連携して次世代の受精卵生産システムへの
発展が可能になります。

牛体外受精卵

自動化された
ワークフロー

タイムラプスイメージング

最大1,008 個の受精卵を
同時に培養、
観察、
解析へ
受精卵画像

受精卵生産情報

順次撮影、転送される
タイムラプス画像

タイムラプス
イメージング

培養
牛体外受精卵
培養ディッシュ

最大6培養ディッシュ
8日間20分間隔で
タイムラプスイメージング

牛体外受精卵
AI 解析システム構成

Webダッシュボードに
解析結果を表示

インキュベータ
タイムラプス画像を
クラウドに自動転送

タイムラプスイメージング装置
培養ディッシュ
培養・観察・撮影は
インキュベータ内で完結、
受精卵へのダメージを低減

バーコードリーダ
（培養ディッシュID読み取り用）
タイムラプスイメージング装置用
ワークステーション
Web ダッシュボード用
パソコン
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牛体外受精卵

AI クラウド解析

クラウドでの受精卵画像のディープラーニング解析
最大1,008 個の受精卵画像を
20分間隔で自動解析・データベース化

蓄積されるビッグデータが、
さらに進んだ牛体外受精卵生産管理を実現

出荷
判定

AI 解析
ディープラーニング解析

移植

繁殖

肥育

Web ダッシュボード

タイムラプス画像のクラウドへの自動転送

タイムラプス画像のクラウドストレージ

受精卵の画像処理・固有 ID 付与・時系列処理

受精卵ごとの解析マスターファイル作成・データベース化

認識解析

形態解析

数値解析

３つの解析エンジンによる
受精卵の発育・品質を自動解析

Web ダッシュボードでの数値・統計・グラフ・
画像・ビデオなどによる解析結果の確認
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自動化されたワークフロー
受精卵培養と、その解析結果による出荷判定と管理までのワークフローを自動化。
インキュベータ内のタイムラプスイメージング装置で 20 分間隔で撮影されたタイムラプス画像は、
クラウドに自動的に転送され、個々の受精卵ごとに認識解析、形態解析、数値解析の３つの解析
エンジンで解析が行われます。
その解析結果は、Web ダッシュボード上で確認でき、定量的・客観的な評価・出荷判定が可能です。

AI 解析

受精卵

培養

タイムラプス
イメージング

タイムラプスイメージング培養

判定

出荷

繁殖

移殖

AIクラウド解析

1 培養・撮影はインキュベータ内で完結、受精卵へのダメージを低減
最大6枚（最大1,008個）の培養ディッシュが配置可能
なタイムラプスイメージング装置は、インキュベータ内
に設置。受精卵培養ディッシュの配置から出荷判定の
段階まで、観察や撮影はインキュベータ内で完結します。
加えてシングルステップ培養で、温度湿度やガス気相
の変化、光毒性の影響を低減し、受精卵へのダメージ
を最小限に抑えます。

タイムラプスイメージング装置

インキュベータ

2 最大 1,008 個の受精卵を同時に培養・撮影・解析・データベース化
1 枚の培養ディッシュには、最大 168 個

専用培養ディッシュ

の受精卵を配置可能で、6 枚のディッシュ
を使用した場合、1,008 個の受精卵の
培養・観察・撮影・解析が可能です。
年間 40 回の生産では、約 40,000 個
の受精卵の生産とデータベースの構築

1
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が可能です。
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培養ディッシュの配置

1
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4つのパーティション
（12時／3時方向に目印入り）

36 37 38 39 40 41 42

各パーティション内に、
42個の受精卵を配置

6 枚（培養ディッシュ） 4 区画（パーティション） 42 個（受精卵）＝ 最大1,008 個の受精卵の培養・観察・解析が可能
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3 8日間 20 分間隔のタイムラプスイメージング
受精卵は、タイムラプスイメージング装置で、8 日間の培養期間にわたって、20 分間隔で自動撮影されます。
撮影された画像は、クラウドへ自動転送され、個別の受精卵ごとに 固有識別番号（ID）を付され、ディープ
ラーニング解析が行われます。
8 日間で最大 576 枚の画像の全数自動解析により大量の受精卵生産でも微細な変化も見逃しません。

1 細胞

2 細胞

4 細胞

桑実胚

初期胚盤胞

胚盤胞

拡張胚盤胞

培養期間 8日間

8 日間（培養期間） 24時間 60分 20 分（撮影間隔）＝ 最大 576 枚の画像処理・解析が可能

4 Webダッシュボードに解析結果を表示
ディープラーニング解析結果は、Web ダッシュボード
に表示され、20 分ごとに更新されます。

生産者は、いつでも受精卵の発育／品質状態の確認
ができ、表示される解析情報に基づいて客観的な
評価・出荷判定が効率的に行えます。

全 受 精 卵の個 別 ID 管 理での解 析により、 大 量の
受精卵生産でも見逃しや誤判定によるロスを大幅に
低減します。

解析結果はWebダッシュボードで確認

受精卵出荷作業などの撮影中断の際は、タイムラプスイメージング撮影、ディープラーニング解析は行われません。
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クラウドでのディープラーニング解析
タイムラプス画像を、個別受精卵画像に画像処理し、受精卵 ID ごとに解析しデータベース化します。
●

発育・品質状態

●

異常卵割検出

●

胚盤胞収縮検出

●

受精卵直径

●

卵割時間検出

など

ソニー独自の画像処理技術、ディープラーニング解析技術、数値解析技術で、自動解析します。

タイムラプスイメージング装置からの画像転送
クラウドでの３つの解析エンジンで最大1,008個、
20分間隔でのディープラーニング解析を実現
タイムラプス画像のクラウドストレージ
受精卵の画像処理・ID 付与・時系列処理
受精卵ごとの解析マスターファイル作成・データベース化

認識解析

形態解析

数値解析

数値・統計・グラフ・画像・ビデオなどによる解析結果 表示

Web ダッシュボード上に表示・更新

受精卵解析の主なパラメーター
1 認識解析

• 受精卵全体面積
• 受精卵内部細胞塊面積
• 直径
• 真円度

• ウェル内位置（ x, y）
• ウェル内の移動距離
• 培養時間に対する数値変化

2 形態解析

• 1細胞／2細胞／3細胞以上の解析結果
• 桑実胚／初期胚盤胞／胚盤胞／拡張胚盤胞／その他の解析結果
• 品質の解析結果
• リバースクリベージ（RC：Reverse Cleavage）／ダイレクトクリベージ（DC：Direct Cleavage）
の解析結果

3 数値解析

• 第1卵割時間
• 受精卵全体面積の収縮回数
• 培養時間に対する時系列の数値計算
全ての解析パラメーターが Web ダッシュボード上に表示されるものではありません。

6

Webダッシュボード
クラウドからの解析数値、解析画像、タイムラプスビデオなどは、Web ダッシュボード上に表示され
20 分間隔で更新されます。区画ごとに受精卵は、出荷見込、出荷済、出荷除外で一覧表示されます。
生産者は表示情報をチェックし、効率的、定量的、網羅的に、受精卵の発育・品質状態を確認し、
出荷判定することができ、安定して大量の受精卵生産と出荷が可能になります。

1 受精卵一覧画面

2 受精卵詳細画面

Embryo diameter

認識解析
• 受精卵直径
• 受精卵面積
Development status

形態解析

Shipping other
Expanded blastocyst

• 初期胚評価
• 出荷評価

Blastocyst
Early blastocyst
Morula

Early blastocyst other
3 cells or more
2 cells
1 cell

3 出荷判定項目と出荷判定

解析結果 生産者出荷判定

発育
品質
第１卵割時間
リバースクリベージ
ダイレクトクリベージ
受精卵全体収縮
動き指標
受精卵直径
メモ欄

出荷判定
出荷方法（新鮮/凍結）
解析結果、解析グラフは、出荷判定者の解析、出荷判定支援としてご使用下さい。
最終出荷判定、出荷方法（新鮮 / 凍結）は、出荷判定者（生産者）により確定されます。
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ソニー独自のコアテクノロジー
受精卵の認識解析技術
培養期間中約 600 枚のタイムラプス画像に対して、撮影された画像内での受精卵の特定領域を認識する
ことにより、受精卵の形状、直径、面積などの数値データの他、受精卵の収縮現象の回数、時刻、強度
などを定量的に解析します。

受精卵のディープラーニング解析による認識画像

受精卵観察画像
（オリジナル画像）

受精卵の認識確率画像
（ディープラーニング確率画像）

受精卵の認識画像
（2 値化画像）

オーバーレイ画像
（認識解析画像）

1 受精卵面積の変化
35000

30000

受精卵領域の面積

25000

20000

15000

10000
2018/1/18 12:00

2018/1/19 0:00

2018/1/19 12:00

2018/1/20 0:00

2018/1/20 12:00

培養時間

2 受精卵内部細胞塊面積の変化

内部細胞塊領域の面積変化

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00
2018/1/18 12:00

2018/1/19 0:00

2018/1/19 12:00

2018/1/20 0:00

2018/1/20 12:00

培養時間
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受精卵の形態解析技術
形態解析は、胚培養士による発育段階と品質状態の教師データを基にして、受精卵の発育段階（初期胚と
後期胚）と、品質状態を解析します。

1 初期胚
（ 1細胞／2細胞／ 3 細胞以上の3 分類）
の解析結果
第 1 卵割時間

第 2 卵割時間

3細胞以上

2細胞

1細胞

形態解析による判定結果
胚培養士による判定結果

2018/1/21 12:00

2018/1/22 0:00

2018/1/22 12:00

2018/1/23 0:00

2018/1/23 12:00

培養時間

2 後期胚
（桑実胚／初期胚盤胞／胚盤胞／拡張胚盤胞／その他の5分類）
の解析結果

出荷その他

拡張胚盤胞

胚盤胞

初期胚盤胞

桑実胚

形態解析による判定結果
胚培養士による判定結果

2018/1/17 0:00

2018/1/17 12:00

2018/1/18 0:00

2018/1/18 12:00

2018/1/19 0:00

2018/1/19 12:00

2018/1/20 0:00

2018/1/20 12:00

培養時間
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蓄積されるビッグデータが、
さらに進んだ牛体外受精卵生産管理に発展
データベースには、年間 40,000 個にのぼる受精卵データをはじめ、
精子・卵子に関する情報、受精卵培養に関する情報、受精卵移植結果に関する情報などが年々蓄積
されます。このデータベース活用により、精子・卵子・受精卵・培養・出荷・移植・繁殖に関するビッグ
データ解析が可能となり、次世代の受精卵生産システムへの発展が可能になります。

出荷可能受精卵の目視による

異常卵割や胚盤胞収縮などの

見逃しを防ぎ、出荷ロスの削減

不良胚出荷を防ぎ、移殖コストを低減

良好受精卵の移殖による

流産、流産事故死など、

妊娠率・繁殖率の向上をはかり、

母牛に及ぼす影響を予防し、

母牛の繁殖サイクルを増加

経済的ロスを減少

良好受精卵移植による牛の安定繁殖

牛体外受精卵

培養日程

Day -1

Day 0

Day 1

〜

Day 8

成熟培養

体外受精

発生培養

〜

培養終了日

④発生培養開始時刻

⑤観察時刻

①成熟培養開始時刻

①

②体外受精開始時刻
③体外受精終了時刻

②

③

④

⑤

媒精時間
培養経過時間

体外受精日を Day 0 とし、発生培養 Day 1 から最大 Day 8 までの培養期間の培養・タイムラプス
イメージング・ディープラーニング解析を行います。（出荷作業中を除く）
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システム構成（ハードウェア）

タイムラプスイメージング装置 / BioStudio-SC/ 株式会社ニコンエンジニアリング

観察装置

タイムラプスイメージング装置用ワークステーション
バーコードリーダ（培養ディッシュID読み取り用）

培養装置／培養ディッシュ

インキュベータ/ WMI-165R-S/ 株式会社アステック
牛体外受精卵培養ディッシュ/ S350D-P1/ 株式会社クラレ
Webダッシュボード用パソコン

Web ダッシュボード

27インチ縦型ディスプレイ
プリンタ（受精卵出荷表出力用）

詳しいシステム構成（ハードウェア機器）は弊社セールスまでお問い合わせください。
ハードウェア機器は弊社が提供する製品ではありません。各ハードウェア機器会社からお客様にてご購入ください。
必要なインターネット接続は弊社セールスまでお問い合わせください。
インターネット接続は本サービスの対象外ですので、お客様にて別途インターネット接続サービスをご契約ください。
ハードウェア機器、インターネット接続、培養ディッシュの保証、修理、サービス、メンテナンス等は、
弊社のサービス範囲ではありませんので、ご購入されたそれぞれの会社にお客様にてお問い合わせください。
タイムラプスイメージング装置、インキュベータには定期メンテナンスが必要です。
培養ディッシュは、消耗品です。

システムの主な仕様
商品名
受精卵培養数
年間最大培養数
タイムラプスイメージング

ディープラーニング解析

牛受精卵AI解析システム / Bovine Embryo AI Analyzer
168受精卵 / 1ディッシュ、168受精卵 6デイッシュ＝1,008受精卵
42,336受精卵（年間42回、8日間培養の場合）
20分間隔、8日間撮影（画像576枚 / 1受精卵）、深さ5スタック（18ミクロン）
①
②
③
④
⑤

培養ディッシュ ID・培養条件データベース
精子・卵子・受精卵 ID データベース
受精卵 認識解析アルゴリズム
受精卵 形態解析アルゴリズム
受精卵 数値解析アルゴリズム

本システム・機器・消耗品は全て研究用途です。
本システム・機器・消耗品は診断および治療にはご使用できません。
本システム・Web ダッシュボード・ディープラーニング解析・解析アルゴリズムは、牛体外受精卵用です。
本システムによる解析結果を全て保証するものではありません。
受精卵出荷作業などの撮影中断の際は、タイムラプスイメージング撮影、ディープラーニング解析は行われません。
受精卵培養数は、お客様の生産計画、ハードウェアのメンテナンス、インターネット回線のメンテナンスなどにより変動します。
本システムは、牛体外受精卵の画像解析、数値解析、Web ダッシュボードを提供するもので、
牛体外受精卵の培養、観察、生産、移植、繁殖を提供、保証するものではありません。
製品の仕様、および Web ダッシュボードは、予告なく変更することがあります。
ディッシュ ID、受精卵 ID は、固有識別番号が採番され、管理されます。
出荷される受精卵 ID は、お客様の出荷受精卵 ID（ストロー ID）に連結管理されます。
カタログのディスプレイ画面はハメコミ合成です。
牛の精子・卵子・受精卵の入手・培養・移植・繁殖は、お客様によるアニマルウェルフェア・生命倫理の配慮が必要です。
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