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水中マイクロスコープの試作とその操作試験結果*1

高木 力 ・ 中 島敏光・豊田孝義*2

On the Prototype Construction and Sea Tests of 
an Underwater Microscope 

Tsutomu T AKAGI， Toshimitsu NAKASHIMA 

and Takayoshi TOYOTA吋

Abstract 

Research and d巴velopmentwork on an observational t巴chniquefor diagnosis and evaluation of coral reef 

activity is currently underway at JAMSTEC. An underwater microscop巴 hasbeen developed for in situ obs巴r

vation of corals. This paper describes the design specifications. construction. operational tests. and t巴stsresults 

for the und巴rwatermicroscope. 

During the tests with the underwater microscope. it was possible to conduct observations of corallites. 

septas and the tentacles of a polyp. Moreover. by connecting a time-Iapse vid巴ocassette-recorder. it was also 

possible to monitor the growth proceぉ foralgae. It was found that the video cable must be巴xtendedfor further 

improvement of operability. However. this would require significant improvements because of resulting signal 

attenuation and phase delay. 

1. はじめに

サンゴ礁海域では食栄養であるにもかかわらず，礁内

の海域は多彩な生物棺を持ち，そこには独特の物質循環

過穏が存在するj)。ほとんどのイシサンゴ図や半数以上

の八放サンゴ類は，その組織の中に共生関係、にある褐虫

藻(ゾーザンテラ)と呼ばれる微細な藻が存復し，サン

ゴ礁生態系の高い生産力の維持に寄与している 2)。サン

ゴが褐虫藻からもらい受けるエネルギーの約50%はサン

ゴの呼吸や成長にあてがわれるが，残りは粘液として体

外に分泌される。この粘液を食べる動物は多く，海中を

漂う動物プランクトンの食料ともなっている])。

この様なサンゴ近傍の状況やサンゴの微細構造を現場

海域で拡大観察できる装置があれば，新たな現場観察手

法が提供されることになる。しかし，今まで水中で使用
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できるスチルカメラやビデオカメラは比較的古くから開

発や市販されてきたものの，高倍率で水中生物を拡大観

察でき，しかもどデオ箇像で記録できるものは著者らが

知る限り存在しなかった。

そこで今回現場海域でサンゴを拡大観察し， ビデオ商

像として記録することができる水中マイクロスコープ

(水中で使用可能な顕微鏡)を試作した。本報では水中マ

イクロスコープの仕様，操作性およびその撮影試験結果

について報告する。また，サンゴの観察以外の応用例につ

いても検討したのでこの結果についても併せて報告する。

2. 水中マイクロスコープの仕様

図-1に水中マイクロスコープのカメラ部の外観閣を

示す。本機は KEYENCE社製デジタルマイクロスコープ

(型式 VH-6300) を水中で使用するように改造したも

ので，カメラヘッドを 10mm厚のアクリル製の耐圧容

器で穫い水密構造としている。カメラヘッドに取り付け

たレンズは倍率150-800倍まで 8段階に可変可能なズー

ムレンズ(同社製)である。カメラi郊の空中重最は約

6Kg.水中重量は約 2Kgである。図中Aは観察者が水中

マイクロスコープ。を持つハンドル Bはピントを調殺す

るダイヤルで，これを閉すことによってカメラ部全体が

前後にスライドする。 Cの部分には 12V-30Wハロゲン

ランプが納められており，光ファイパーケーブルでカメ
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図-1 水中マイクロスコープのカメラ部

ーが取り付けられており，撮影されている画像を船上で

モニタリングすることができる o コントローラ一部では

対象物上の 2点聞の距離，任意な領域の面積，角度等が

測定できるようになっている。映像信号はコントローラ

部からさらに分岐されて. TVモニター(日本ビクタ一

社製 BM-Hl400S).ヒデオカセ ットテープレコ ーダー

(日本ビクタ一社製 HR-X7lに接続することによって

動画も記録できるようになっている。水中マイクロスコ

ープを含むこれらの機器に要する電力は，船上の可搬型

小型発電器によって供給される。

3. 撮影試験結果

1} 大型水槽内でのサンゴ撮影試験

水中マイクロスコープおよび周辺機器の動作や操作性

を確認するため大型水槽内で撮影試験を行った。

(1)方法

1997年9/27-10/1にかけて沖縄県石垣島にある日本栽

培漁業協会八重山事業場の 400t水槽を使用して撮影試

験を行った。試験に用いた水槽は深さが 2.5m直径が約

15mの円形で，地先から海水が常時注入されるように

なっている。石垣島玉取崎付近で採取した数種類のサン

ゴを水槽の底に設置して，水中マイクロスコープを操作

するダイパーが潜り，これらのサンゴの撮影を行った。

撮影時の倍率は15インチモニター上で200倍になるよう

に設定した。このときモニターに映し出される撮影範囲

は1.53mmx 1.14mmである。

(2)結果

図-3はこのときの様子を撮影した写真である。撮影

作業中にマイクロスコープの大きさや重さの点で特に問

題となることはなかったが，マイクロスコープからの映

Under-water 
Microscope 

Video Tape 像信号伝送用のケー 7・ルがダイパーに絡まることが希に

あり ，撮影作業を円滑に行うためには陸上側から繰り出

図 2 水中マイクロスコープの撮影システム すケープルの長さを常に適切に保持調整する必要があっ

Tこ。水中ではマイクロスコープのレンズ面をどのような

ラ部先端から照射する構造となっている。実際に使用す 方向に向けても手で容易に支持することができ，方向性

る場合は水中での観察者が鍛影映像をモニタリングでき

る 4cmx 3cmの液品モニターが取り付けられ，映像の

ピントはこのモニターを見ながら調節される。

図-2は水中マイクロスコープの撮影システム全体を

表した模式図である。水中マイクロスコープで得られた

映像信号は船上局のコントローラ一部までケープソレで伝

送される。本システムではケーフソレ長は約 11mである。

ケーフツレ長を延長したことに伴い映像信号の位相遅れが

生ずるためケープルとコントローラの聞にこれを補正す

るための DelayLine Unitを装備した。コントローラ一

部では，記録しておきたい映像をデジタル化 した静止画

(JPEG方式)としてフロッピーディスクに保存するこ

とができる。コントローラ部には 6インチの液晶モニタ 図-3 400t水槽内でのダイパーによる操作
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の自由度の点で制約を受けることはなかった。ピント調

節の操作性は容易で，しかも細かな徽振動も水中では吸

収されるため撮影された映像がモニター上で振動して見

づらくなることはなかった。水中マイクロスコープ.に取

り付けられているダイパー用の小型の TFT液晶モニタ

ーは，サンゴ礁海域のように水深が浅く，透明度の高い

海水中では 日光が直接モニターに照りつけるため視認性

が悪くなる。そのためピント調節が困難になる場面もあ

っTこ。

図-4は撮影試験に供した葉状サンゴと塊状サンゴの

撮影画像を示したものである。撮影映像は紫色の色彩が

強〈 出る傾向にあった。そこでコントローラ ーのホワイ

トバランスを調整したが，今度は青色の色彩が強くなり

対象物の輪郭を認識しにくい映像となった。今のところ，

この原因については不明だが，自然な色調で対象物の輪

郭をはっきりさせる様な色調調整の改良が必要であるこ

とがわかった。

l-..-::---'1< ~ 
葉状サンゴ 塊状サンゴ

図-4 400t水槽内で撮影されたサンコの撮影画像

2) 阿嘉島におけるサン:耳撮影試験

1998年 2/24-2/26にみけて(財)阿嘉島臨海研究所内

(沖縄県座間味村)の水槽においてサンゴの群体形状に

よって撮影のし易さに違いが生ずるか撮影試験を行った。

また，阿嘉島周辺のサンゴ礁海域において現場撮影試験

を行った。

(1)方法

阿嘉島臨海研究所内での撮影試験では阿嘉島周辺で採

取したサンゴを 5001の実験用水槽に設置した。水中マ

イクロスコープのレンズ倍率は150倍に設定した。撮影

試験に用いたサンゴの群体形状は塊状，テ-fル状，板状，

コリンポース状，禁状の計 5種類で，それぞれウスチャキ

クメイシ (Faviatallida).クシハダミドリイシ (Acrotora

hyaci nthus).コユ ビミドリイシ (Acγotoradigitif era).ハ

ナガサミ ドリイシ (Acrotoranasuta).チヂミウスコモン

サンゴ (Montitoraaequitubeγculata)である。これらの

ウスチャキクメイシ クシハダミドリイシ

コユピミドリイシ ハナガサミドリイシ

句

~チデミウスコモンサンゴ

図-5・阿嘉島臨海研究所内の撮影試験に供したサンコ

サンゴ個体 ポリプ

図-6 サンゴのポリープの模式図

サンゴの外観を撮影した写真を図ー 5に示す。撮影試験

ではサンゴのポリプや褐虫藻までも撮影することを意識

して，主にサンゴの爽(サンゴ個体の部分でポリプがし

まい込まれる穴。 図-6 *参照)にできるだけ焦点をあ

わせてミ撮影した。

阿嘉島周辺のサンゴ礁海域での撮影試験では， 小型船

舶に‘ヨットローラ・三ニッ 'トおなぴ VTRを積み込みJア

ホ図は，西平守孝 :フィール ド図鑑造礁サンゴ，東

海大学出版会，東京.pp. 5. 1988.を参考にした。
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ンカリングした船舶の周囲のサンゴをダイパーが水中マ

イクロスコープを操作して観察した。

(2) 結 果

どのサンゴについても拡大画像として捉えることはで

きたが，サンゴの群体形状によって撮影のし易さに違い

が現れた。クシハダミドリイシ，コユビミドリイシ，ハ

ナガサミドリイシについてはサンゴの枝の先端部分近傍

は鮮明な画像として捉えることが可能であるが，枝の根

元方向に近くなる与ど焦点から遠ざかり.映像がぼやける

ことになった。水中マイクロスコープのレンズ面から被

チヂミウスコモンサンゴ

ウスチャキクメイシ

粘液とともに排出される粒子群

'~8. -!J2-24 : 1 :ちと:よ.

コユビミドリイシ
図-7 阿嘉島臨海研究所内で撮影したサンコの撮影画像

写体までの最適な観察距離は 12mmに設定されており ，

被写界深度もレンズ倍率 150倍で最大 0.78mmとなっ

ているので，この距離以上に遠く位置する部分の映像は

当然のことながら撮影が難しくなる。一方，葉状や塊状

のサンゴは表面の起伏が比較的なだらかになっているの

で焦点を合わせ易い。しかし，塊状サンゴのポリ ープは

直径が 10mm程度と大きいので爽の一部分しか撮影で

きないという欠点も生じた。水中マイクロスコープによ

って撮影された画像の一例を図-7に示した。写真の中

に示されている白い座標軸は一本の線の長さが 0.5mm

である。チヂミウスコモンサンゴやウスチャキクメイシ

の映像では隔壁の一部分が映し出されている。コユビミ

ドリイシは枝の先端に位置する頂端ポリープの撮影画像

である。このとき頂端ポリーフ.からは粘液が排出され，

これと一緒に褐虫藻と思われる 10μm程度の粒子も外

部に放出されていた。クシハダミドリ イシの撮影では爽

内部のポリプの触手の先端が映し出されたが写真では不

明瞭となるためここでは割愛した。

サンゴ礁海域での現場撮影試験時の写真を図-8に示

した。撮影時は礁内に波浪はほとんどなく海況が撮影に

影響することはなかったため，水槽内での撮影試験と 同

様に操作性での問題点はなかった。ただし，ケープルが

絡まないようにするためダイパーの動きに合あせて船上

では適度な長さに調整する必要があ った。現場ではトゲ

図-8 阿嘉島周辺の現場海域での撮影試験
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トゲキクメイシ

ノリコモンサンゴ

図-9 現場海域でのサンゴの撮影箇像

キクメイシ (Cyρhastreamicrophthalma)とノリコモンサ

ンゴ (Montiporainformis)を撮影した。これらの撮影画

像を図-9に示した。 トゲキクメイシではサンゴの隔壁

と爽内部の触手の先端部分が確認された。/リコモンサ

ンゴは白化している部位が確認されたため由化部位の爽

を撮影した。

3) エゾイシコロモの連続撮影試験

サンコeの観察以外で水中マイクロスコープを応用でき

ないか検討した。 1997年11/21~ 11/25にかけて富山県水

産試験場内の実験水槽で水中マイクロスコープを用いて

エゾイシゴロモ (Lithophyllumyessoense)の長時関連続撮

影試験を行った。エゾイシゴロモは紅藻サンゴモ目に属

する殻状無節サンゴモの一種で，藻体は炭酸カルシウム

を沈着して石灰化しているために堅い。磯焼け地帯には

この種のサンゴモが繁茂し，海底を被覆していることが

多い。 同時に槌食性のウニが大量に発生してその他の藻

類の生育を大きく妨げている現象がしばしば見受けられ

る。磯焼け地帯でサンコ'モが優占しているのはその再生

能力の高さによるところが大きいと考えられており，特

にエゾイシゴロモの場合では藻体の表層細胞層が剥離す

る性質があることや再生能力が高いために破損や動物の

食害に強いことが指摘されている。また，同種は着生生

物排除機能を有するためコンブ群落の形成を妨げている

とも考えられている引。そこで，ウニに一晩エゾイシゴ

ロモを捕食させ，その摂食痕の再生過程を水中マイクロ

スコープで観察した。

(1) 方 法

摂食痕の再生過程を連続的に長時間撮影するため

VTRはタイムラプスビデオカセットテープレコーダー

(日本ビクタ一社製 BR-S925)を使用して時間を縮めて

録画できるようにした。録画間隔は 4秒に lプレーム録

画されるように設定した(通常は1/30秒に 17レーム)。

撮影に供したエゾイシゴロモを図-10に示した。星形を

したウニによる摂食痕が藻体の表面に多数確認できるの

がわかる。

撮影試験は常時海水を注入させた水深約 50cmの1000

l水槽の底にエゾイシゴロモを置き，この上に水中マイ

クロスコープを設置して摂食痕が撮影範囲に収まるよう

に固定して行った。撮影時の倍率は200倍に設定した。

実験時の水温は180Cであった。

(2)結 果

水中マイクロスコープによる撮影画像を時系列的に並

べたものを図一11に示した。撮影画像中には十字形をし

た摂食痕の拡大画像が確認できる。 VTR録画された映

像からは摂食痕付近の表層組織が時間とともにゆっくり

と盛り上がってくる様子が確認された。また，撮影開始

から 3日目では藻体表面の数カ所で 10μm程度のフレー

ク状をした表層の微細組織が再生過程で剥がれ落ちてい

くのが確認された。

綴影開始5日目で光源のハロゲンランフ.が切れたため

撮影は終了せざるを得なかったが，水密性やその他の電

気系のトラブルは一切生じなかった。

図-10 ウニにより表層組織を摂食された工ゾイシゴロモ

4. おわりに

撮影試験を行うことにより水中マイクロスコープの実

用性と問題点が明らかになった。

l 透明度の高いサンゴ礁海域では強い太陽光によりマ

イクロスコープに取り付けられた液晶モニターの視認
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図-11 摂食痕周辺の表層組織の時間的変化(画像内の矢印は剥離する表層組織片を示す)

性が悪くなり，水中観察者が行うピント調整に影響を

及ぼす。また，マイクロスコープとコントローラーユ

ニットを結ぶケ-7"ルが水中観察者に絡も‘のを防ぐた

めに水中内に繰り出すケープル長は常に調整する必要

があることがわかった。撮影された映像は紫色または

青色の色彩が強〈現れるため，自然な色調に近づける

改良が今後の課題として残されている。以上を除いて

操作性の点、で特に問題となることはなかった。

2. サンゴを観察する場合，爽やその隔壁また内部に位

置するポリープの触手等を拡大観察することができる。

しかし， ミドリイシ類のサンゴのように枝状になって

いる物に対しては校側面に位置するポリーフ.を観察す

ることは難しい。

3. 長時関連続撮影にも適用できることがわかった。特

にタイムラプスビデオカセットレコーダーを組み合わ

せることにより藻類の成長過程などを視覚的に捉える

ことができ，こめ様な生物成長過程を把握する分野へ

の応用も期待できる。

以上のことに加えて操作性をさらに向上させるには船

上のコントローラーとマイクロスコープをつなぐケープ

ル長を延長させるなどの改良の余地が残されているが，

これについては高周波の映像信号の減表性や位相遅れの

問題などの点で抜本的な改良が必要となるであろう。ま

た，今回水中マイクロスコープを使用したときの水中環

境は透明度が高い上，波浪や潮流の影響をほとんど受け

ないものであった。これらの条件が異なる海域で使用す

る際は新たな問題も生ずる可能性があり，海域条件によ

る操作性の評価を行いながら，使用環境に合わせた操作

性向上のための改良が必要になると考えている。

本報告では水中マイクロスコープの操作性や撮影試験

結果に重点、を置いたが，今後はサンゴの活性度を評価す

るために本機器を適用させ，その成果を報告できればと

考えている。

最後に，実験に際しご協力やご助言頂いた日本栽培漁

業協会古津 徹常務理事および八重山事業場の職員の方

々，富山県水産試験場の反町稔場長，奈倉昇次長，

藤田大介主任研究員ならびに同職員の方々， (財)阿嘉

島臨海研究所の下池和幸研究員ならびに同研究所研究員

の方々に厚くお礼申し上げます。また，本機器を開発す

るにあたり多大なご協力を頂いた(株)湘南の長井義春

氏に深〈感謝いたします。
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