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昆虫視細胞の分光感度

蟻川謙太郎*.若桑基博・木下充代

総合研究大学院大学先導科学研究科

Spec廿alSensitivity of Insect Photoreceptors. Kentaro A則KAWA，*Motohiro WAKAKUWA and Michiyo KINOSHITA 

Sokendai-Hayama; Shonan Village， Hayama， Kanagawa 240-0193， Japan. Jpn. J. Appl. Entomol. Zool. 58: 5-11 
(2014) 

Absiraci: Spectral sensitivity of insect visual system is one of the most important functions that are useful for 
controlling potential pests. Af王erbriefly summarizing the basic structure of two typical compound eye types， the 
apposition type of diumal insects and the superposition旬peof noctumal insects， we will introduce the mechanisms 
underlying the spec凶 1sensitivity of insect photoreceptors. We will then explain some technical aspects that are 

crucial for measuring spectral sensitivities. 
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はじめに

昆虫を光で制御するには，昆虫の視覚系に関する情報が

有用で、ある.複眼の分光感度 (spectralsensitivity)は，感

度と光の波長の関係を示す指標としてとくに重要な情報で

ある.複眼ではその他にも，どのくらい暗い光に反応でき

るか(絶対感度， absolute sensitivity)，追随できる動きの早

さはどれくらいか(運動感度， motion sensitivity)，偏光の

振動面は識別できるか(偏光感度， polarization sensitivity) 

などを測定することができ，さまざまな目的に役立てられ

る可能性がある.本稿ではまず複眼の基本構造を概説した

あと，分光感度とその生成のしくみを紹介し，最後に分光

感度を測定するにあたって注意すべき点を挙げる.

本研究は，農林水産省委託研究プロジェクト「生物の光

応答メカニズムの解明と省エネルギー，コスト削減技術の

開発」のうち， i害虫の光応答メカニズムの解明と高度利

用技術の開発 (INSEC下1101)Jの一部として実施した

昆虫視覚系の構造と機能

複眼は甲殻類と昆虫に広く見られる視覚器である.地球

上の動物の約 7割が見虫であることを考えれば，複眼は動

物界で最も成功したデザインの視覚器であるということが

できる.

複眼の表面を拡大すると，六角形あるいは四角形のレン

*責任著者

20日年 10月29日受領 (Received29 October 2013) 
2013年 12月 13日登裁決定 (Accepted13 December 2013) 
DOI: 1 0.1303/jjaez.20 14.5 

5 

ズがき守っしりと並んでいる. これは，複眼を構成するユ

ニットである個眼のレンズである.一つの個眼は細長い

構造で，隣り合う個眼がある角度(個眼間角度)をなして

集合しているために，複眼は全体としてドーム状を呈す

る.複眼の大きさはさまざまで，頭部がほとんど複眼でで

きているようなトンボやチョウから，シロアリのように申

し訳程度の小さな複眼が頭部に乗っているようなものまで

ある.ただ，個眼レンズの直径はどの複眼でもだいたい

25μmで一定しており，複眼の大きさは個眼の数と比例し

ていると考えてよい.

個眼の基本構造

ひとつの個眼には数個の視細胞 (photoreceptor，光受容細

胞)が含まれる. Fig. la，bはチョウ類の例で， 9個の視細

胞 (RI-R9)が含まれる.視細胞はそれぞれが個眼の中心

に向かつて微織毛 (microvilli)を伸ばし，感梓分体 (rhab-

domere)を形成している (Fig.la). すべての視細胞の感梓

分体は個眼中央で集合し，一つの感梓 (rhabdom)を作っ

ている (Fig.lb). 感梓の遠位側 3分の 2はRI-4，近位

側 3分の lは視細胞 R5- 8の微繊毛でできている.視細

胞 R9は，個眼基部でわずかに感梓形成に関わる.感梓の

構造には種による多様性があり，中にはハエ類のように，

感梓分体が集合せず分散したままのものもある (Fig.lc). 

微繊毛は細胞膜の突起である.細胞膜の主成分はリン脂

質なので，感梓はその周囲に比べて脂質の含有率が高く，
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Fig. 1. Structure of the ommatidillm and photoreceptor response. (a) Diagram of an ommatidium of apposition type compollnd eye. Of 

川 lephotoreceptors (R I-R9)， four d帥 1photoreceptors， R 1-4， form the distal two-thirds of the rhabdom， while four proximal photo-

receptors， R5-8， form the proximal one-third of the rhabdom. The basal photoreceptor R9 contriblltes to the rhabdom at th巴 baseof the 

ommatidium. The distal tip is attached to the proximal end of the crystalline cone. (b) Transmission electron micrograph of a transverse 

section of a rhabdom of Papilio xlIlhus through the distal tie 仁 Fo 山 photoreceptors (RI-R4) contribute their m川licrovillito the rhabdo印叩m. . 
(いωc)Transve悶 sect削 1of a D，.， 

Papilιio xlIl的h川11目selicited by 301口mslight刊ashesof 6 dif宵fe引rentII1tens剖Itles

したがって光の屈折率が高い このため，感梓は光ファイ

ノfーとして機能し，仮に感梓がすこし曲がっていたとして

も，上端から入った光は外に漏れずにそのまま個眼基部

にまで到達する.微繊毛の膜には視物質(光受容タンパク

質)が埋まっている.視物質は感梓を伝播する光によって

活性化され，視細胞の膜に受容器電位を生じさせる (Fig

ld) . 

連立像眼と重複像眼

複眼はその光学系の構造から，大きく 2つに分けられて

いる“連立像眼 (appositioneye)"と“重複像眼 (superposi

tion eye)"である (Fig.2).前者は畳行性，後者は夜行性

の種によく見られる. いずれも，角膜レンズ， 円錐晶体

(CC)，色素細胞 (PC)，受光部である感梓(貼)などで構

成される.連立像眼と重複像眼の際立つた違いは，感、梓の

長さと太さである前者は感梓が細くて長く，後者では感

梓が太くて短い 感梓が短い分 重複像眼では透明領域

(CZ)が発達している (Landand N ilsson， 2002) . 

連立像眼では，ひとつの個眼が受容する視野は小さく，

視角度の半値幅(受容角)にして数度(0)程度である (Fig.

2a) .つまり， 一つの個眼は視野のごく 一部から来る光の

みを円錐晶体で感得上端に集めている.別の個眼は視野の

別の部分から来る光を受容する 連立像眼の場合，個眼間

角度は l。くらいで， 1。ずれた方向から来る光は隣の個眼で

受容される.これが， 複眼の空間分解能(視力)を決定す

る重要な要因である.詳細は他に譲るが，個眼間角度はカ

Fig. 2. Optics oftwo typical compound eye types. (a) Apposition 

type. Light from a direction is received by a single omma-

tidium. Diagram of crystalline cone on the right shows afocal 

optics found typically in butterfties (Nilsson et al.， 1984). 

(b) Refracting superposition type. Light from one direc-

tlO日 is received by a set of ommatidia. The crystalline cone 

has the ability to“bend" the light as if there are two lenses 

Modified合omNilsson et al. (1984). CC， crystalline cone; 

CZ， clear zone; PC， pigment c巴11;RJl， rhabdom 
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マキリで 0.60，アゲハで 0.8
0，ミツバチで l.r程度で，この

値から計算される視力はそれぞれ，約 0.03，0.02， 0.01であ

る(蟻川，2009). 

一方重複像眼では，ある方向から来る光は，光軸の合っ

た個眼を中心にしてその周囲の数十~数百個の個眼を刺

激する (Fig.2b) 刺激される領域の大きさ(あるいは個

眼の数)は，いわば“絞りの大きさ"に相当する.重複像

眼でも個眼問角度は l。程度なので，絞りの端にあたる個

眼の光軸は，中心にある個眼と比べると 20。近くも傾いて

いることになる.そんな斜め方向からの入射光も中央の個

眼の感梓に焦点を結ぶのは，円錐晶体の屈折率が周囲にい

くほど高くなっていて，そのために光は大きく 曲がり， 更

に透明領域が光の進行を妨げないためである.このタイプ

の複眼を屈折型重複像眼と呼ぶ (Fig.2b) 円錐品体の屈

折率が一定でも，その内壁が鏡になっていればほぼ同じこ

とが起きる (この光学系はザリガニなど， 個眼レンズの

形が四角形の複眼に見られ，反射型重複像眼と呼ばれる.) 

L、ずれにせよ， 1個の感得に複数のレンズに入った光が集

まる重複像眼は，個々の個眼が独立している連立像眼に比

べて感度は圧倒的に高い.

絶対感度の高い重複像眼では 空間分解能が犠牲になっ

ているかといえば，必ずしもそうでもない.Fig. 2bに:tiMi

かれた光軸と 1
0ずれた光が入射したとき，やはりほとん

ど数百個の個眼がその光を受容するが，光が集まるのは先

ほどとは遣う，隣の個眼の感梓である つまり，重複像限

でも隣り合う感梓は個眼間角度の分だけ光軸のずれた光

を受容するので，やはり個眼間角度が空間分解能を決め

ていることになる.重複{象眼は，光の少ない夜に適応し

た上に空間分解能も高い，優れた眼ということができる

(Mclntyre and Caveney， 1998; Land and Nilsson， 2002) 

視細胞の分光感度

分光感度とは

分光感度 (spectralsensitivity， sensitivity spectrum) は生

物の反応と光の波長の関係を記述する指標で¥“ある反応

を得るのに必要な光強度の逆数を，波長に対してプロッ

トした関数"と定義される. これは測定の対象が視細胞で

も，複眼全体でも，中枢神経系のニューロンでも，あるい

は動物の行動であっても変わらない ただ，行動の場合

には作用スペク トル (actiol1 spectrum) と呼ぶことが多い

(Mel1zel， 1979). 

個限に含まれる一つ一つの視細胞にも，それぞれ分光感

度がある. アゲハの視細胞は分光感度の違いで 6種に分

けることができる (Arikawa，2003). 感度が最大になる波

長がそれぞれ 360nm(紫外線)， 400 run (紫)， 460 11m (青)，

52011111 (緑)， 600nm (赤)である“色"受容細胞と， 400か

ら65011111くらいまでの広い範囲に感度をもっ広帯域受容
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Fig. 3. Photoreceptor spectral sensitivities of butterfiies. (a) The 
Japanese yellow swallowtail， Papilio xuthus. (b) The small 
white， Pieris rapae， females. Males have double-peaked blue 
receptor (not shown) instead of the viol巴treceptor. Inset 
picture shows four clusters of red p巴rirhabdomalpigl11ent， 

sUITounding one rhabdol11 

細胞である (Fig.3a). ミツバチの複眼にあるのは，紫外

(340nl11) ，青 (450nl11)，緑 (55011111)の3種である (Menzel

and Backhaus， 1989). ただし，青受容細胞や緑受容細胞と

いう呼び名は，あくまでもヒトの色覚に基づいた便宜的な

ものであり，昆虫にその“色"が感じられるという意味で

はない. またもちろん， ミツパチには紫外， 青，緑のつ

色"アゲハには“6色"しか見えないという意昧でもない.

我々ヒトの色覚は赤 ・緑 ・青の 3種の視細胞に依存してい

るが，知覚できる色は数千万ともいわれる その機能は見

虫もおそらく同じである.むしろ分光感度が多様化した昆

虫は，ヒトよりも多くの色彩を感じている可能性が高い.

視物質の吸収スペクトルと視細胞分光感度

視細胞の分光感度を決める最も基本的な要因は，その細

胞に発現する視物質の畷収スペクトルである.昆虫の視物

質は，紫外線吸収型，中波長吸収型，長波長吸収型の 3タ

イプに大別される ミツパチの複眼にはそれぞれのタイプ

の視物質が lつずつ存在し，紫外，青，緑受容細胞にはそ

れぞれ，紫外視物質，青視物質，緑視物質が発現している

(Gaeliner， 2000; Wakakuwa et al.， 2007) . 

分光感度が多様化する原因のひとつが，視物質そのもの

の多様化である.たとえばアゲハチョウ科では長波長視物

質の遺伝子が 2つないし 3つに重複している.シロチョウ
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科とシジミチョウ科では中波長視物質が，ウンカやハエ類

では紫外視物質が重複しているものがある.逆に甲虫目で

は中波長視物質が欠落しており，その場合は，分光感度の

多様性が低下しているものと考えられる.

しかし，視物質と視細胞分光感度は，必ずしも一対ーに

対応してはいない 6種の色受容細胞をもっアゲハでは，

視物質は 5種類である (Arikawa，2003).紫外と青視物質

が lつずつ，長波長視物質が 3つである.長波長視物質の

うち， 2つは緑， 1つは赤視物質である.紫外，青，緑，赤

の視細胞には，それぞれ紫外，青，緑，赤の視物質が発現

する.面白いことに，他の視細胞に比べて著しく感度の広

い広帯域受容細胞 (Fig.3a)には，緑と赤の視物質が重複

して発現している 逆に紫受容細胞の感度は非常に狭い.

400nmに鋭いピークをもっこの細胞に発現しているのは，

360nmに吸収ピークのある紫外線視物質である.原因は

次節で説明する，蛍光色素によるフィルター効果である.

色素によるフィルター効果

アゲハの複眼に紫外線を照射すると，いくつかの個眼が

青白い蛍光を発する.蛍光を発する個眼の中には，紫外線

を吸収する蛍光物質 (3ーヒドロキシレチノール，最大吸収

波長=330nm)が含まれている. 3-ヒドロキシレチノール

は紫外線吸収型視物質よりも少し波長の短い紫外線を吸収

するために，この性質がフィルターとして機能し，紫外線

視物質を発現する視細胞の最大感度波長が 400nmにシフ

卜しているのである(釘ikawa，2003) 

もうひとつ，分光感度に大きな影響を与えているのが，

感梓の周囲にある赤い色素である.この色素は，モンシロ

チョウなどのシロチョウ類で特に顕著で，感梓を伝播す

る光の短波長成分を感梓の外側から吸収する機能がある

(Fig. 3b). たとえばモンシロチョウ複眼では，感梓の浅

い部分を作る視細胞 3，4番が緑受容細胞，深い部分を作

る視細胞 5-8番は赤受容細胞か暗赤受容細胞になってい

るが，これらの視細胞にはすべて同じ，緑吸収型視物質が

発現している 視細胞 5-8番が緑視物質を発現している

にも関わらず分光感度は赤で最大となるのは，赤色素で固

まれた長い感梓を光が伝播する過程で，光は赤色素に吸収

されて徐々に赤みを増していき，個眼の深い部分まで到達

するころには青から緑にかけての波長がほとんど無くなっ

てしまうためである (Wakakuwaet al.， 2007). 

分光感度の測定

視細胞反応の記録法

視細胞の分光感度は，複眼に電極を刺して光照射に応じ

て発生する電気的活動を指標にして測定する.使う電極の

太さによって，単一視細胞の反応を記録する“細胞内記録

法"と，多くの視細胞の反応をまとめて記録する“網膜電

図 (ERG)法"とがある

垂直ゴニオメーター

Fig. 4. Cardan arm perimeter device. Two goniometers set peト

pendicularly mak巴 lightstimulation from any point on the 

imaginary sphere possible 

細胞内記録法には，先端の直径が 0.1μm程度の微細なガ

ラスピペッ トに塩溶液を詰めたガラス微小電極を使う ま

ず昆虫の頭部を蜜蝋などでしっかりと固定し，小さく割っ

た剃万を使って複眼に小さな穴をあける.ガラス微小電極

は微動マニピュレータに固定，穴からゆっくりと複眼内に

挿入する.電位が急激にマイナス数十 mV変化したら，電

極が細胞内に入った可能性が高い.ただし複眼内には個眼

を取り囲む色素細胞も多くあるので，電極が視細胞に入っ

たかどうかは，光刺激を与えて確認する必要がある.マイ

ナス数十 mVの電位は細胞の静止膜電位で，受容器電位は

ここを基準にプラス側に振れる(脱分極， Fig. lc). 

個眼の受容角はごく狭いので 光刺激は電極の刺さった

視細胞を含む個眼の光軸の方向から与えなくてはならな

い.それを容易にするため，刺激光は光ファイパーで複眼

近くに導き，ファイパーの先端は 2つの回転ステージを直

角に組み合わせたぺリメーター装置 (Fig.4) に取り付け

ておく .複眼をぺ リメーターの回車王中心にセッ トしておけ

ば，球面の任意の位置から光刺激を与えることができる.

ERG法には，より太い電極を用いる.昆虫の種類によっ

て，先端を折ったガラス微小電極，タングステン線，銀線

などを複眼に刺入したり あるいは複眼表面に触れさせた

り， さまざまな工夫が必要で、ある.水道水で湿らせた紙片

を電極として複眼表面に置くだけで記録できる場合もあ

る ERG法では電極の先端が太いために視細胞の中には

入らず，反応、は電極の周囲にある多くの視細胞の反応を，

細胞の外側からまとめて記録することになる.そのため，

反応の極性は受容器電位とは反対で，受容野も広くなる.

したがって，細胞内記録の場合のように光ファイパーの位

置と角度についてはあまり神経質になる必要はなく， ペリ

メーター装置を使わない場合も多い.
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光の強度を示す単位には， さまざまなものがある.光

度(カンデラ cd)，光束(ルーメン lumen)，照度(ルクス

lux) ，輝度(ニト nit)など，ほとんどの単位はヒトの視覚

心理学の研究から派生してきたものである.実は， ヒト

の視覚の性質と関連づけられたこれらの単位は， ヒト以

外の生物と光の関係を考える上では全く意味が無い.例

えば，昆虫には見える紫外線が人聞にとっては真っ暗(照

度 0lux)であることを考えれば，それは自明だろう.意味

があるのは，光の物理的性質に基づく単位， エネルギー

(W/m
2
) と光子数 (photons/m

2
s巴c)である (Jo凶 sen，2012). 

波長Aの光のエネルギ一値Eは，波長λの光子一つのエ

ネルギ -10と光子数 nの積で表される.

ただし

)
 

唱

E
i(

 

(2) 

E=ne 

e=hv=与
周波数

波長

光速 (2.997925Xl 08 m1sec) 

プランク定数 (6.6256XI0-34J sec) 

一方， 10とλの聞には次のような関係がある.

λ 

V 

C 

分光感度

刺激光の調整

分光感度を測定するには，異なる波長の光一単色光ーを

同じ強度で出すことのできる装置を使う.いわゆる色光は

色セロファンや色プラスチックで手軽に作ることもできる

が，単色性の高い光を得るには， LED(発光ダイオード)， 

干渉フィルター，あるいは分光器が必須で、ある.

単色光というのは“単一の波長を含む光"という意昧の

言葉だが，波長は小数点以下いくらでも細かく分割でき

るので，実際の光に関しては，波長が単ーという概念は

余り意味が無い. Fig. 5は，ピーク波長が 850nm，735nm， 

660nmとして販売されている LEDから出た光のスペクト

ルと，透過率のピークが 740nmおよび680nmの干渉フィ

ルターを通した光のスペクトルである. これらの曲線は，

スペクトルメーター(高速分光ユニット HSU-I00S，朝日

分光，東京)の分解能を lnmに設定して測定した，一種

のヒストグラムである.ヒストグラムの幅が狭ければ狭い

ほど，単色性が高いということになる.生物の波長に対す

る反応を測定するときは，半値幅(ピークの 50%での波

長幅)が 10-20nm程度の光を用いるのが望ましい.縦軸

を対数で表示した Fig.5bでより明らかなように， LEDは

干渉フィルターに比べて半値幅が広く，また半値幅は波長

によって大きく変わることがあるので，使用前に必ずスペ

クトルを測定する必要がある.
EA 

n=一一-
hc 

が導かれる. このように， λが分かつてさえいれば光子数

nとエネルギ-Eは必要に応じて互いに換算できるので，

実験に用いるのはどちらの単位でも構わない.ただし生物

学では光子数を使う習慣がある.それは，生物の反応が光

子を基準にしているためである.光子がひとたび吸収され

るとその波長(すなわちエネルギー)とは無関係に，細胞

内の情報伝達系が活性化される.この性質から，生物の光

受容機構は光子計数機 (photoncounter)にたとえられるこ

ともある.

光子数を求める際，我々は光の単色性をスペクトルメー

ター (HSU-I00S，朝日分光)で確認した上で，個々の“単

色光"のエネルギーEをエネルギーメーター (U・450，三双

製作所)で測定，式(3)で光子数nに換算する.広いスペ

クトルをもっ光の強度は，スペクトルメーターでの測定結

果を積分することで得られる.強度が光子数で出力できる

装置ならばそのまま計算できるが，エネルギーの場合は波

長ごとの換算が必要である.ただし，通常の測定環境では

散乱光や測定器の固定法などにさまざまな制限があって，

光子数やエネルギーの絶対値を正確に測定することは困難

である.そのため，表示される値は相対的には正しいが，

絶対値としては土10%程度の誤差があると考えていたほ

うが良い.異なる波長聞で光子数が相対的に揃っていれば

良いのであれば(大抵の場合がそうである)，定数のたを

(3 ) 

h 

式(1)と (2)から，

. . 
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. 
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Fig. 6. Measurement of spectral sensitivity. (a) In旬nsity-response
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lとおいて，n=Eλを計算すればよい. また，スペクトル

メーターの分光感度が正確に校正されているかどうかはこ

れとは別の問題なので，個別にメーカーに確認する必要が

ある.

昆虫複眼の分光感度を調べる場合，光源にはキセノンラ

ンプを用いる.キセノンランプからの光には紫外線が多く

含まれるので，紫外線が見える動物の視覚機能を調べる上

ではこれが欠かせない.キセノンランプの光をさらに中性

フィルターと干渉フィルターを通して刺激とする.キセノ

ンランプから出る光のスペクトルも完全にフラットではな

いこと，干渉フィルターはひとつひとつ透過率が微妙に

違っていることで，干渉フィルターを通しただけでは波長

ごとに光子数がぱらついてしまう.それぞれの光子数を光

子数が最も少ない波長に合わせて落とすことで，光子数の

そろった単色光を作る.光子数を落とすには，適切な濃度

の中性フィルターを用いる.レンズや中性フィルターはす

べて，紫外線に透過性のある石英製のものを用いる.

分光感度の求め方

分光感度を測定するとき，まずある波長の光をだんだん

と強くしていって，光強度 iと反応Vの関係を求める.こ

のときの反応は，細胞内記録法ならば受容器電位の， ERG 

法ならば ERGの振幅である.刺激強度一反応曲線は，横

軸を光強度 lの対数 (log)でとったとき， S字状の曲線に

なる (V-logi曲線).これをさまざまな波長で測定すると，

8 2 46  
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Fig. 7. An altemative method of spec仕alsensitivity measurement. (a) Spectral response function. Response voltage plotted against the wave-

length of light. (b) Intensity-response function at the wavelength that elicited maximal response. Photon number required for eliciting 

the criterion問 sponsecan be predicted合oma and b. (c) Spectral sensitivity as出efunction of reciprocal of the photon number plotted 

against the wavelength. 
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感度の高い波長の曲線はグラフの左寄りに，低p波長の曲

線は右寄りに来る (Fig.6a). 基準とする反応(たとえば

最大反応の 50%)が得られる iの値を各波長で求め，その

値から分光感度を描く.感度の高いところがグラフの上

方に来るようにするため，求めた iはその逆数をとり，最

大値を1.0として相対的にプロットした分光感度曲線が，

Fig. 6bである.縦軸は単に sensitivityと標記されている場

合が多い.

しかし，複眼は光刺激によって明順応するので，刺激と

刺激の聞はいくらか時間(普通は 10-30秒程度)をあけて

回復を待つ必要がある. そのため，多くの波長で刺激強

度一反応曲線を記録する Fig.6の方法は，非常に時間がか

かる.測定にあまり時聞がかかるに試料の“生き"が悪

くなり，微小見虫などは場合によっては途中で死んで、し

まうこともある.そこで，最大反応の 30-70%くらいの反

応が得られる程度に光子数を揃えた単色光で反応を測定，

さらに最も感度の高い波長で V-logi曲線を測定， この 2

つのグラフから分光感度を求める便法がよく用いられる

(Fig. 7). Fig. 7bで求めた iから Fig.7cの分光感度を描く

手順は， Fig. 6の場合と同じ (iの逆数をとり，最大値を1.0

として相対的にプロットする)である.それぞれの方法か

ら得られる分光感度は厳密には同じではないが，その差は

実験誤差の範囲内にあると考えて問題ない.

おわりに

本稿では，昆虫複眼の構造，視細胞分光感度の生成機構，

分光感度の測定法について簡潔に解説した.色光に対する

生物のさまざまな反応は比較的手軽に調べられると考えら

れており，色フィルターや LEDなどの便利な道具を容易

に入手できることもあって それはある程度当たってもい

る. しかし，ヒト以外の生物を対象にするとき，ヒトの感

覚に基づいた推測は徹底的に排除すべきであることは忘れ

ではならない.動物はヒトとは全く異なる感覚をもってい

るということを大前提として考え，光の強さやスペクトル

分布をどう測定するかということにも細心の注意を払う必

要がある.本稿の，とくに後半部分がその役に立てば幸い

である.
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