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Abstract An imaging system using a digital single-lens reflex camera with a macro lens and LED illuminator 

mounted on a glass folding table was examined for accumulating metadata on zooplankton samples. As a result of 

resolution te山 oftheimagi時 systemusing a stage micrometer (each division = 10μm)， resolutions at each mag-

nification value， 0.15 X， 0.37 X， 1.3 X and 2.6 X were estimated as 89， 35， 10 and 5μm approximatel)ιτhe dark 

field images of zooplankton samples were high resolution/high color rendering enough to obtain metadata.百le

bright field images could be utilized for observations of pigments and oil sacs of copepods. We concluded that the 

imaging system is economical， easy to operate and is a useful system for zooplankton monitoring and metadata ac-

cumulation. 

Key words: digital single-lens reflex camera， macro lens， zooplankton， metadata 

はじめに

近年 IOdateCollectionJ等の歴史的標本群の分析に

よって，動物プランクトン現存量と種組成の長期変動が

気候変動や浮魚資源変動ど密接な関係にあることが報告

され，動物プランクトンの長期モニタリングの重要性が

指摘されている (Tadokoroet al. 2005， Chiba et al. 2006，杉

崎 2008).北海道周辺海域においても， 2008年から道

東・道南太平洋，北部日本海，南部オホーツク海4海域

において動物プランクトン優占種ノTイオマスのモニタリ

ングを継続した結果，魚類の餌生物として重要なNeo

calanus plumchrus/flemingeriのバイオマスは海洋環境の影

響な受けて年変動する可能性が示唆されている(嶋田ほ

か 2012). しかしながら動物プランクトン試料の分析は

熟練ど時間ど費用を要する作業である.近年開発された

Visual Plankton Recorderを用いた迅速な分析法は(市}l1

2008)，機材が高額なこともあり，圏内の水産研究機関

における導入は未だ少数である.このような現状のな

か，北海道では重要魚種(サケ，ニシンおよびホッケ

等)の資源動態解明のため，主に仔稚魚期の餌環境そ簡

便・迅速にモニタリングする手法の開発が求められてい

る.本稿では，各地の水産試験場，普及指導所および漁

業協同組合が導入できる民生用の安価な機材を組み合わ

せた撮影システムを用いて動物プランクトン試料を撮影

し，デジタJレ画像をメタデータどして取得する手法につ

いて述べる.

材料と方法

デジタ lレ画像の取得には，マクロレンズ (Canon，

EF-S 60 mm F2.8 macro USM，等倍*撮影時のワーキング

ディスタンス:90mm) を装着した一眼レフカメラ

*等倍どは，実際の被写体のサイズとイメージセンサに記録された被写体のサイズが等しいことを示す.
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(Canon， EOS60D， 1800万画素APS-Cサイズ (22.3X 14.9 

mm) CMOSセンサー搭載)を用い，付属のソフトウェ

ア (EOS-Utility) をインストーノレしたノートノfソコン

(Panasonic， CF-W8)で制御した (Fig.1). 撮影台は，ガ

ラスフォーノレディングテーブJレ(Stella，JK-V70BK) に着

脱式のコピースタンド (LPL，CSC-10) を取り付けたも

のを用いた (Fig.1).照明システムについては，ライト

パネノレ (CAB1N，CL-5300N LED，相関色温度5300K) を

ガラス面の下側に置いて透過明視野照明光源どした.落

射暗視野照明光源どして，演色性向上のため自然光LED

(CCS， LDA14N-H，相関色温度5000K) を採用し，これを

光ダクト(光源の光を無駄なく利用して試料を照明する

ための工夫，厚手アlレミホイ Jレを丸めて自作)を装着 し

たクリップライト(ヤザワ， CR40) 2基のソケットに装

着 して，光線が被写体に対して側方から互いに直交する

ようにガラス面の上側に取り付けたものを使用した

(Fig. 1).それぞれの照明機器はボタンスイッチ (Pana-

sonic， WH2711KWP)で点灯/消灯できるように工夫し

た.

撮影システムの分解能は 対物ミクロメータ (1目盛

10μm) を用いて撮影倍率別にテストした.動物フ。ラン

クトン標本については， 北海道周辺4海域(道東 ・道南

太平洋，北部日本海およびオホーツク海)において改良

型ノノレパックネットを用いて採集し，約 10% (最終濃

度)の中性フォノレマリンで固定したものを用いた.

撮影は， まず、伊90mmシャーレに展開した分割IJ (1/4~ 

1116)標本について，次いで6穴マlレチウエlレプレート

に選別した優占種について 原則どしてマニュアノレ

フォーカス，絞り優先自動露出，中央重点測光，感度

1S0400，絞り値F5.6の設定で明/暗視野撮影を行った.

ここで絞り値を F5.6どした理由は，できるだけ分解能を

損なわずに被写界深度を確保して， 厚みのある試料全体

を撮影するためである.暗視野撮影時には黒色植毛紙を

ガラス面の下側に挿入して背景どし (Fig.1)，露出オー

ノfーを防ぐために試料のライブビュー画像を参考として

Magnification value 

lx .1.3x 1.5x 1.8x 1.9x 

Fig. 1. Schematic diagram showing the system for zooplankton 

imaging used in the present study 

露出レベノレをマイナス側に適宜補正 しながら撮影した.

撮影倍率については，まず分割標本を 0.15倍(視野サイ

ズ100X100 mm) で撮影し，次いで選別した優占種を

0.37倍(同40X40mm) に拡大して撮影 した.さらに，

種別の精細な画像を得るため，接写 リング (Kenko，For 

C/AFs， 12十20十36mm) を用いて， 等倍を超えるマクロ

撮影を適宜行った.ホワイトバランスについては 18%

グレー標準反射板 (Kenko，18R) を用いて調整 した.優

占種の体サイズは，画像解析ソフトウェア (Motic1mage 

Plus 2.2) を用いてiJ!lJ定した.

結果

本撮影システムの分解能テストの結果，対物ミク ロ

メータの 1目盛 (10pm)をCMOS上で解像するためには

撮影倍率1.3倍(視野サイズ、約 11X 11 mm)以上を確保

する必要があることが分かつた (Fig.2). この結果から，

撮影倍率0.15倍および0.37倍の分解能はそれぞれ89μm

および35μmど算出され，接写リング装着時の本システ

2.2x 2.4x 2.6x 

Fig. 2. Results of resolution tests of the imaging system using a stage micrometer Ceach division = 10μm) at each magnification value 
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Fig. 3. 0.15 X images (100 X 100 mm) of the zooplankton sam-

ple (1/8 divided sample， col!ected from the northern Japan Sea in 

12 Feb. 2013). 

A: dark field image (shutter speed: 1/50 s)， B: bright field image 

(shutter speed: 1/640 s)， C: enlarged image of A with examples of 

identification and measurement of prosome length (PL) of three 

large copepod species， Neocalanus cristatus， N. plumchrus， Eu 

calanus bungii and Metridia pac(戸ca，D: enlarged image of B 
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Fig. 4. 0.37 X images (field size: 40 X 40 mm) of smal! cope-

pod， Pseudocalanus minutuslnewmani (sorted from 1/8 divided 

sample， col!ected from the Doto area of the North Pacific Ocean 

in 16 Oct. 2012). 

A: dark field image (shutter speed: 1/15 s)， B: bright field image 

(shutter speed: 1/640 s)， C: enlarged image of A with examples 

of measured prosome length (PL)， D: enlarged image of B 

ムの最高倍率 (2.6倍，視野サイズ5.7X5.7mm) におけ

る分解能は約5μmど推定された.

撮影倍率0.15倍(視野サイズ 100X100 mm) では，暗

視野画像は動物プランクトン標本全体の概観，体サイズ

2mm以上の大型優占種の同定，計数および体サイズ測

定に (Fig.3)，明視野画像は大型優占種の色素や油球の

状態を把握するのにそれぞれ実用的であった (Fig.3). 

撮影倍率0.37倍(視野サイズ40X40mm) では，暗視野

Fig. 5. 0.37 X image (field size: 40 X 40 mm) of a euphausiid 

and 1 X images (field size: 14.9 x 14.9 mm) of a large copepod 

and amphipods in the dark fields 

A: euphausiid (刀1ysanoessainermis， col!ected from the southern 

Okhotsk Sea in 19 Oct. 2012， shutter speed: 1/20 s)， B: large me 

sopelagic copepod (Aetideopsis sp.， collected from the Doto area 

of the north Pacific Ocean in 30 No玖 2012，shutter speed: 0.6 s)， 

C: large mesopelagic amphipods (Primno abyssalis， collected 

from the northern Japan Sea in 2 Dec. 2012， shutter speed: 1/8 s) 

Fig.6. 2.6 X images (field size: 5.7 X 5.7 111m) of small meso 

pelagic copepods (Scolecithricella minor， collected from the 

northern Japan Sea in 12 Feb. 2013). 

A: dark品eldimage (shutter speed: 0.8 s)， B: bright field image 

(shutter speed: 1/13 s) 

画像は体サイズ 1~2mmの小型種の体サイズ測定に

(Fig. 4)，明視野画像は小型種の色素や油球の状態を把

握するのにそれぞれ実用的であった (Fig.4). また，実

体顕微鏡では視野に収まらない大型種(オキアミ類や端

脚類など)についても精細で色再現性の高い暗視野画像

が得られた (Fig.5). さらに，等倍撮影(視野サイズ

14.9 X 14目9mm) で得られた大型カイアシ類および大型

端脚類の暗視野画像は，精細で色再現性も高く，生物写

真どして実用的であった (Fig.5). 本撮影システムの最

高倍率 (2.6倍，視野サイズ5.7X5.7mm) で、小型カイア
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シ類を明/暗視野撮影したところ，実体顕微鏡ど比較し

て遜色ない精細な画像が得られた (Fig.6).

考 察

本撮影システムは，動物プランクトン標本全体の概観

把握，小型優占種(体サイズ 1~2mm) および大型優占

種(体サイズ2mm以上)の同定，計数，生物写真の記

録，体サイズ測定および油球の蓄積状態等の把握に有用

であるこどが分かつた.採集間もない新鮮な試料を用い

てこれらのデータを取得，蓄積すれば，標本に付随する

メタデータどして極めて有効であると考えられる.

本撮影システムの特徴は，全て普及価格帯の民生品

(2013年3月の実勢価格で合計約百万円)で構成されて

いるにも関わらず，簡便に高品質な画像を取得できるこ

とである.民生品とはいえ，本研究におけるマクロレン

ズの分解能テストでは最高5μmど，市販の研究用実体

顕微鏡用対物レンズ (1倍 開口数0.1) の分解能 (3~

4μm) に迫る J性能を持っていることが分かった.また

マクロレンズは，実体顕微鏡と比較して同倍率時の視野

が広く，球面収差や軸上色収差等も良好に補正されてい

るため，動物プランクトンを忠実に描写する用途に適し

ている.さらに本システムは顕微鏡を含まないカメラど

レンズのみのシンフ。lレな構成で、あるため，ビームスプ

リッターやリレーレンズ等の余分な光学系による光量損

失がないことも特徴である.

本研究では色再現性向上のため，落射暗視野照明光源

として自然光LEDど光ダクトを組み合わせたものを用

いた.自然光LEDは太陽光に近い発光スペクトノレを持

ち，一般的な蛍光灯や白色LEDよりも演色性が優れた

光源である (htゆ://www.ccs-inc.co・jp/ledlamp/).これを光

源として用いた結果，本研究における暗視野撮影では，

色再現性においても実体顕微鏡を凌ぐ画像が得ることが

できた.本研究で透過明視野照明光源どして利用したラ

イトパネルについても自然光LEDを搭載した製品を利

用すれば (2013年3月現在市販されていない)，同様に

色再現性の高い画像を得ることができると考えられる.

なお本研究で用いた自然光LED(CCS， LDAI4N-H) は

2013年2月に製造中止となり現在は入手できないが，代

替品として平均演色評価数 (Ra)が95以上の製品(例え

ばプラタ， led127など)を利用可能ど考えられる.

本稿で「材料と方法」に示した撮影システムの機種構

成は一例であり，適宜アレンジ可能で、ある.基本的にマ

クロレンズ，デジタル一眼レフカメラ，ガラスフォーJレ

ディングテーブJレ，コピースタンド，落射暗視野照明装

置，透過明視野照明装置およびリモート撮影用ノートパ

ソコンがあればよい.ただしデジタJレ一眼レフカメラの

機種選定の際に留意すべき点どして，カメラ本体の機械

的振動防止のため， ミラーアップ(ライブpビュー)の状

態で電子シャッターによって露出制御でき，パソコン上

のソフトウェアからリモート撮影が可能な機種喜子選ぶこ

とがあげられる.また外的要因による振動防止のため，

ガラスフォーJレディングテーブルどコピースタンドにつ

いては剛性の高い製品を選ぶことが必要である.

以上，デジタlレ一眼レフカメラどマクロレンズを用い

たシステムは標本のメタデータ蓄積および優占種の簡易

モニタリングを目的どした動物プランクトンの撮影シス

テムとして有望で、あると考えられる.今後は本システム

を利用して，重要魚種の餌料環境の簡便・迅速なモニタ

リングを試みるほか，季節別・海域別の動物プランクト

ン標本の画像データから有機炭素量ベースのバイオマス

組成を見積もる手法を検討する予定である.
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