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特集 植生のリモートセンシング

近接ハイパースペクトルイメージングに基づく植物遺伝学研究の新展開
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Molecular genetic application ofhyperspectral image sensing as a method for higlトthroughputquantitative 

phenotype analysis 
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要旨：生物科学の研究では、材料やスケールを問わず、対象物を見分ける必要に迫られることが多い。その際、私たち

が最も頻繁に参照する形質は、言うまでもなく目に見える形や色である。しかしながら、私たちはこれらの情報を十分

に活用できているだろうか。とりわけ色に関しては、定量的な情報として注意深く扱われていることは稀である。一方、

衛星や航空機によるリモートセンシングでは、精密な色情報とも言える分光特性が、地上にある対象物を定量または識

別するための主要な鍵情報として活用されている。筆者らは、高精細な分光データを保持することができるハイパース

ベクトル画像を、ノイズの少ない撮影条件と遺伝的に均質なモデル植物の利点を生かすことのできる実験室において活

用することにより、組織または細胞レベルの生理的状態を精度よく予測するための実験系の構築に取り組んで、いる。本

稿では遺伝学研究にリモートセンシングの異分野技術を取り入れる試みを紹介するが、生態学における同技術の新たな

活用法を案出する有用な手がかりとなることを願いたい。

はじめに

複数のよく似た絵から異なる箇所を見つけ出す「間違

い探し」が、慌ただしい日常業務の合聞に、ささやかな

くつろぎをもたらしてくれるのはなぜだろうか。「パズル

(puzzle）」（「惑わせる」の意味をもっ名調）の一種である

からには、私たちの疲労を増長するものであっても不思

議ではない。しかしながら、「間違いjが lつ以上の有限

個だけ存在することは、必ず事前情報として私たちに提

示される。この安心感こそが、間違い探しをゲームたら

しめているゆえんだろう。

生物科学の研究では、材料やスケールを問わず、対象

物を見分ける必要に迫られることが多い。分類学であれ

ば採取した生物の種名を特定する作業、遺伝学であれば

多数の個体から突然変異体を見つけ出す作業といった具
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合である。しかしながら、目に見えることは必ずしも見

分けられることを保証しない。間違いの数ばかりか、有

無すらも明らかでない間違い探しは、たちまちゲーム性

を失い、正解を見逃すことへの不安感により私たちを惑

わせるばかりだろう。研究における識別問題に、客観的

な定量指標を求めたくなるのは当然であり、いまや積極

的に追求されるべき針路であると言える。

私たちが生物を見分ける上で、最も頻繁に参照する形

質は、言うまでもなく目に見える形や色（以下、可視表

現型とよぶ）である。最近では、「顔認識」に代表される、

デジタル画像のパターン認識技術（以下、画像認識技術

とよぶ）が、生物科学における問題解決にも大きく貢献

している（e.g.Negishi et al. 2009 : Kutsuna et al. 2012）。こ

れらの成果が厳然と物語るのは、「見えるものは見分けら

れる以上に情報をもっ」という事実である。一方で、画

像に多くを「語らせるjためには、情報損失の少ないデ

ータ化手法とデータ形式とを意識的に選択する必要があ

る。実のところ、可視表現型の中でも、色を画像認識に

おける鍵情報として活用している事例は、必ずしも多く
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ない。色は環境光と対象物との相互作用を通じて表れる

形質であり、入念な較正操作なくしては、定量性のある

情報として扱うことが困難なためである。また、 一般的

な画像形式では、画素数を増やすことにより空間解像度

（形に関する情報量） を高めることはできるが、色に関す

る記録容量には画素ごとに限りがあり、とりわけ波長方

向の分解能を高めることはできない。

人間の視覚を忠実に再現する画像化技術が発展してき

た一方で、、リモートセンシングの分野では、視覚の機能

を補完し拡張する技術が追求されてきた。地球観測衛星

からは、特殊な光学センサーにより撮影された画像デー

タが日夜地上へ届けられ、人間の目では見分けることが

困難な、植生をはじめとする土地被覆や潜在的な埋蔵資

源などに関する情報がもたらされている。こうした拡張

視覚によって生成された画像データと、上述の画像認識

技術とを併用すれば、生物科学の基礎的研究においても

新たな地平が拓かれるはずである。しかしながら、技術

的な敷居の高さゆえに、生物科学分野へのリモートセン

シング技術の浸透は、思いのほか緩慢かつ断片的である。

筆者らは、モデル植物であるシロイヌナズナ

(Arabidopsis thaliana）を用いた遺伝学的な手法により、

種々の環境刺激やストレスに対する応答を担う機能分子

を同定するため、個体を対象とした様々な画像化技術を

駆使してきた （e.g.Negi et al. 2008 . Matsuda et al. 2009）。

地球観測衛星における次世代の光学センサーとして期待

されているハイパースペクトルカメラについても、表現

型の定量化手段として、実験室における新規な活用法の

開発を進めている （Matsudaet al. 2012）。本稿では、衛星

や航空機などから、文字通り「遠隔的に」対象物を観測

する狭義のリモートセンシング（remotesensing）と は異

なる、「近接センシングJ(close sensing）に関する筆者ら

の試みを紹介する。生態リモートセンシングにも参考と

なる知見を提供できれば幸いで、ある。

ハイパースベクトル画像と撮影装置

一般的なデジタル画像 （RGB画像）が、赤、緑、およ

び青色 （RGB）に対応する 3つの波長帯 （以下、「バンド」

とよぶ）の輝度情報を重ね合わせることにより、人間の

感覚にかなった発色を得ょうとするのに対し、リモート

センシングにおいては、互いに重ならない 4バンド以上

の輝度情報をもっ分光画像がしばしば用いられる。中で

も、数十から数百バンドの輝度情報をもっ、波長分解能

の優れた分光画像は、ハイパースペクトル画像とよばれ
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る。分光画像は、視覚の代替として活用できることよりも、

不可視光領域（紫外および赤外線領域）を含む、幅広い

波長域の輝度情報を精密に記録できることに大きな利点

がある。このため、微小な色の違いを見分けるだけでなく、

もとより目に見えない情報を可視化するのにも役立つ。

分光画像のデータを閲覧・解析するためには、ENVI(Exelis 

VIS社）などの専用ソフトウェアが必要で、あるが、その

多くは決して安価とは言えない上、使いこなすには画像

統計学に関する一定の専門知識が求められる。このこと

は、リモー トセンシング技術の他分野への浸透を妨げて

きた要因のーっと言えるかもしれない。しかしながら、

分光画像のデータ構造を読み解く程度の情報技術があれ

ば、目的に即した作業性の優れた解析ソフトウェアを自

主開発することも決して困難ではないことを強調してお

きたい。

(a) (b) 

(c) 

ハイパー
スベヲト）~カメラ

図1 ハイパースペク トル画像の娠影装置。（a）像面走査型ハイ

パースペクトルカメラの受光部。上はレンズを外した写真。

矢印部分のス リットを通して、一度に縦 lピクセル分の分光

データが取り込まれる。下図のようにレンズが縦方向に定速

移動することにより、 2次元的なハイパースペクトル画像が

構成される。（b）撮影装置の全体写真。（c）撮影装置のユニ

ット構成図。



近接分光画像を用いた表現型の精密定量解析

一方、分光画像を取得するためのハードウェアは、も

っぱら定速で飛行する衛星や航空機からの観測を想定し

て開発されてきた。ハイパースペクトル画像を取得する

ための装置は、ハイパースベクトルカメラもしくはイメ

ージャーとよばれるが、既製品の多くは機構的にはスキ

ャナーにf以ている（いわゆるラインスキャンカメラであ

る）。このため、地上でハイパースペクトル画像を取得す

るには、センサ一部に走査機構を備えた製品（図 la）を

使用するか、カメラあるいは撮影台を一定方向に定速移

動させることにより、対象物の全体をカメラに走査させ

る必要がある。撮影にかかる時間は、画像の情報量に比

例して増大するため、もとより情報量の大きなハイパー

スペクトル画像をリアルタイムに取得することは、（空間

または波長分解能を犠牲にしない限り）現時点では不可

能である。ハイパースベクトルカメラの幅広い普及に向

けでは、情報量を損なうことなく、低コストでこれを実

現する技術的な革新が望まれるが、撮影時聞が問題とな

らない「静止体」である植物は、生物科学におけるハイ

パースペクトル画像の可能性を探る上で好適な研究材料

と言える。

モデル生物の近接センシング

衛星や航空機による光学リモートセンシングでは、基

本的に地表面において反射あるいは散乱された太陽光を

検出することになる。太陽放射は連続的な波長成分を含

むことが特徴であるが、地表面に到達する日射の分光分

布は、時刻や季節、緯度を反映した天頂角や天候により

大きく左右される。同じく、地表面からセンサーへと向

かう反射光、散乱光の特性も、地形や大気成分の影響を

免れ得ない。このため、分光画像から地上の状態を正し

く推定するためには、適切な大気および地形効果補正を

施す必要がある（飯倉 1999）。一方、実験室における近接セ

ンシングでは、これらの変動要因を徹底的に排除し、光学

的に理想に近い撮影条件を構築することができる（図 lb,c）。

安定性のある分光画像の取得を妨げる要因は、環境光

だけでなく、対象物の側にも内在している。とりわけ植

生など、生物を観測対象とする場合には、健全な状態に

おける標準的な分光特性でさえ、構成種により大きく異

なる。野外環境では単一種においても、その生理的状態

に個体差や季節変動、さらには年ごとの変動が生じるこ

とは避けられない。このため、同じ観測結果を異なる機

会に反復して取得することはできない。一方、遺伝学の

研究に用いられるモデル生物では、どの 2個体を選んで
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も、同じ遺伝情報をもつことが保証された純系が確立し

ている。同じ制御環境下で生育させれば、基本的には同

じ生理的状態を再現することができる。また、突然変異

体や形質転換体などの豊富な研究リソースを活用するこ

とにより、特定の生理機能のはたらきと、結果として表

出する個体の分光特性とのかかわりを、体系的に理解す

ることができる。

以下では、モデル植物と近接センシング、すなわち、

均質な材料と撮影条件との組み合わせの利点を生かした、

ハイパースペクトル画像の新規な活用事例を紹介する。

植物遺伝学におけるハイパースペクトル画像の

活用事例

生物が呈する色は、個体の生理的状態を表す有用な指

標である。多分に比験的ではあるが、「顔色j、「血色jと

いった言葉が健康状態を想起させることは、両者のかか

わりが古くから暗黙に意識されてきたことの証である。

植物の葉においては、クロロフィルやカロテノイド、ア

ントシアニンといった色素の量や組成が、その色を決定

づける主な要因である。植物は生育の段階や条件に応じ

て、これらの色素の代謝系を制御し、個体の恒常性を維

持する機構を備えている（Ougham et al. 2005 ; Tanaka and 

Tanaka 2011）。筆者らは、その分子的実体を明らかにする

ため、ハイパースペクトル画像に基づき、色素の状態を

迅速かっ非破壊的に可視化するための 2つの手法を考案

した。メタボロミクスにおける表現にならい、それぞれ

をターゲット法、ノンターゲット法と名付けている。前

者は特定の成分を標的として、その絶対量や成分間の濃

度比を定量的にとらえること（事例 1）、後者は原因とな

る成分を問わず、標準株（野生株など）との色の違いを

高感度に検出すること（事例2）を目的としている（Matsuda

et al. 2012）。さらに最近では、精密な色情報としての分

光データをパターン認識に供することより、表現型の類

似した個体を特異的に選抜するための、新しいターゲツ

ト法（事例 3）の開発を進めている。

事例 1）植物色素の非破壊的定量と分布の可視化

衛星による分光画像をもとに、生態系炭素収支を正確

に見積もる必要から、葉の分光特性の計測により、植物

色素、とりわけ光合成色素であるクロロフィルの量を非

破壊的に推定する手法は、多数のグループにより提案さ

れてきた（Ustinet al. (2009）および引用文献を参照）。
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しかしながら、これまでの研究の多くは、点測定型の光

ファイパ一分光器による計測に基づく展望のみを示して

おり、提案された色素量の推定式を分光画像に適用し、

リモートセンシングにおける有用性を直接的に実証した

事例は少ない。筆者らは、もと，よりハイパースベクトル

画像を用いて定量化した葉面の反射スペクトルと、従来

の化学的手法（Lichtenthaler1987 ; Gitelson et al. 2001）に

基づく色素濃度の実測値との相関を解析することにより、

シロイヌナズナの葉における主要色素の濃度を成分ごと

に推定し、その分布を二次元的に表示するための画像化

システムを作成した。

反射率から色素濃度を推定するための回帰式は、柔軟

性に優れた Gitelsonet al. (2006）による「Three-band

model」にしたがって構築した。このモデルは、反射率の

逆数（R,:1）が波長λの光を吸収する色素量の総和に比例

するとの原則に基づいている。また、分光計測において

不可避的に生じる後方散乱の影響を、近赤外光領域（NIR,

near infrared）の反射率 （Rλ3，以下では 772～ 800nmに

おける平均反射率である R112-sooを使用した）により相殺

する工夫がなされている。特定の色素成分を定量するた

めには、 λ3のほか、次式で表される反射率指標（RI,

reflectance index）と色素濃度の実測値との線形相闘を最

大化する 2つのバンド（λlおよびλ2）を、成分ごとに決

定する必要がある。

相関関係を図2a-dに示した。カロテノイド濃度の推定で

は、吸収帯が重なるアントシアニンのほか、相対的に量

の多いクロロフィルが強く干渉するため、補正項を加え

て4バンドを使用した。 4つの色素濃度推定式をハイパ

ースベクトル画像のすべての画素に適用し、成分ごとの

濃度分布や成分間の濃度比を可視化した事例を図2eに示

した。

(Chiα）RI = R6.fo-676×Rn2-aoo -1 (2) 

(Chi b)RI = (R誌－R6.fo-676）×Rn2-aoo (3) 

(Car)RI = (Rsl7 -R6i占－ 0.6456×Rslo）×Rn2-aoo (4) 

(Anth)RI = (R53~。－ R6.fo-676）×Rn2 soo (5) 

事例 2）「色違い」の程度の可視化

事例 lでは、色素の濃度や組成を可視化するためのシ

ステムを作成したが、反射率指標を決定するまでには、

入念な予備実験が必要となる。また、較正時に使用した

試料と同じ条件の範囲内で生育させた試料に対しては、

高い性能を示すのは当然であるが、どのような生理的あ

るいは遺伝的要因が分光計測に基づく色素濃度の推定を

妨害するかについても理解を深める必要がある。矛盾め

RI= (RJ:l-R足）×Rぉ (1) いてはいるが、遺伝学者は構想を具現化するための実験

通常λlには、標的とする色素の主な吸収帝を指定する。

λ2には、 λlにおける光吸収に影響する標的外の色素に特

異的な吸収帯を指定する。

クロロフィルαおよびb、カロテノイド、アントシア

ニンのそれぞれの濃度を分別的に推定するのに最適な 3

バンドを決定するため、色素組成の異なる同一葉齢の試

料を準備した。アントシアニンは生育培地中のリン濃度

の調整や傷害処理により、他の色素は窒素濃度の調整や

カロテノイド合成阻害剤（norflurazon,Sandmann et al. 

1989）の添加により蓄積量を変化させた。また、生体内

におけるクロロフィル bとアントシアニンの吸収帯を特

定したり、得られた色素濃度推定式の特異性を検証した

りするため、これらの成分を欠損した chl(chlorinα1, 

Espineda et al. 1999）および tt4(transparent testa 4, 

Abrahams et al. 2002）変異体を利用した。

多変量解析により求めた 4種の色素に特異的な反射率

指標を以下に、それぞれの指標と色素濃度の実測値との
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デザインに細心の注意を払いつつも、その枠組みに収ま

らない別の価値ある発見から新たな進路が聞けることを

同時に期待するものであり、筆者らもその例に漏れない。

筆者らは、事例 lの研究と並行して、葉面の反射スペ

クトルが色素の状態と同調的に変化することに着目し、

標準株（通常は野生株）を基準とした比反射率の区間最

大値を、輝度や疑似カラーに変換して画像表示するシス

テムを構築した。これを用いた変異誘発個体のスクリー

ニングの結果、目視による識別は困難ながら、反射スベ

クトルが野生株とは異なる 3系統の ire/(irregular 

reflectance）突然変異体を単離した（図 3a）。このうち、 2

系統については原因遺伝子の同定を完了し、 irefl系統で

は後に説明する JACJ(J-domain protein required for 

chloroplast accumulation response J）遺伝子に、 iriポ系統

では葉緑体への局在が予測される植物ホメオドメインフ

インガー構造をもっタンパク質のコード遺伝子に、機能

欠損型の突然変異が含まれることを確認した（図 3b）。

これら 3系統の葉における色素濃度を、従来法と事例
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図2 ハイパースペクトル画像に基づく植物色素の定量。（ad）反射率指標 （則，reflectanceindex）と色素濃度との関係。クロロフ

イル。（a）、クロロフィル b(b）、カロテノイド （c）、アントシアニン （d）の濃度を推定するための Rl（横軸）は本文中の式

(2）～（5）に示した。Matsudaet al. (2012）を改変。（e）色素濃度および組成の画像化。（a-d）の関係式をハイパースペクト

ル画像の全画素に適用し、右に示す各パラメーターの日内の範囲を最小値 （Min，黒色）、最大値 （Max.，白色）とする輝度

画像を描画した。

lに示した光学的手法により定量した。iref3および

irげみD系統では、標準的な生育条件において、野生株よ

りも光合成色素（クロロフィルおよびカロテノイド）の

濃度がわずかに低下しており、 2つの定量法が導く結果

に違いは見られなかった。一方、 irefl系統では、従来法

により決定した光合成色素の濃度が野生株と同等である

のに対し、光学的手法による推定濃度は著しく過小評価

となることが確認された（図 3c-e）。この傾向は、広い濃

度範囲にわたって共通する一方で、、葉緑体に分布する光合

成色素に限られており、液胞に蓄積するアントシアニンの

推定濃度は、 irefl系統においても妥当であった（図 3f）。

ire fl系統において欠損している JAClタンパク質は、

弱光照射下における葉緑体の光定位運動、すなわち、光

に垂直な柵状柔細胞の表裏面に葉緑体を集合させる反応

に必須な役割を果たしている（Suetsuguet al. 2005）。この

ため irefl系統では、照射光と平行な細胞側面への葉緑体
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の逃避反応 （主に phot2のシグナル系により制御される，

Kagawa et al. 200 l）が優位となり、向背軸方向の葉の光

透過性が上昇する （図 4a）。このことは、光学的手法に

よる濃度推定が光合成色素に限って過小評価された結果

を、合理的に説明するものと言える。

事例 3）葉緑体光定位運動に関連する突然変異体

の特異的検出

以上の結果から、無傷葉の分光計測に基づく色素定量

の精度は、葉緑体の光定位運動を誘起する環境光の強度

や、これらの応答の起こりやすさに影響され得ることが

明らかとなった。それでは、葉の分光特性の変化が、色

素の濃度や組成あるいは葉緑体の細胞内分布のいずれの

変化によるかを識別することはできるだろうか。

生物における様々な機能は、多数の因子による相乗的 ・
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図3 ハイパースペクトル画像に基づく突然変異体の同定。Matsudaet al. (2012）を改変。（a)ire/ (i1 regular reflectance）系統の表現

型。上はデジタルカメラによる RGB画像、下は矢印で示した野生株の葉の平均反射スペクトルを分母とした比スペクトルを求め、

550～650 nmの波長区間における比反射率の最大値を疑似カラーに変換して表示したもの。（b)ii・eflおよびiref3系統の原因遺伝

子がコードするタンパク質の構造。民EFIはカルボキシ末端に Jドメイン （DnaJ）、IREF3はアミノ末端に葉緑体移送シグナル （cTP,

樺色の三角形）と植物ホメオドメインフインガー （ZF-PHD）構造をもっタンパク質o ireflはグルタミン （Q）コドンを終止コド

ンに置換するナンセンス変異、iref3はアミノ末端部分のコード領域への挿入突然変異である。（c-f)ire／系統における色素濃度推

定式の検証。横軸は従来法による実測値、縦軸は本文中の式 （2）～（4）および図 2a-dの関係に基づき、反射スペクトルから求

めた予測値。光合成色素の濃度（c-e）については、標準的な条件下で生育させた各系統 10個体の平均±標準偏差の範囲を、凡例

に対応する色の楕円により示した。

労力を費やすことになる。筆者らは葉緑体の光定位運動

をモデル系として、葉面の反射スペクトルを鍵情報とし

た教師あり学習 （統計分類や回帰分析に用いられる機械

学習のー技法）により、その異常を特異的に検出する手

法の確立を目指している。

弱光照射下における葉緑体の集合反応は、フォトトロ

ピンによる青色光受容を起点とするシグナル伝達経路に

より担われており （Sakaiet al. 2001）、光受容体である

photl、phot2（ホロタンパク質）と先述の JACIのほか、

複数の構成因子の関与が明らかとなっている。それぞ、れ

の因子を欠損した突然変異体を弱光照射下で生育させた

際に見られる葉緑体の細胞内分布を、図 4aに模式的に示
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括抗的な作用の上に成り立っている。関連するすべての

因子と因子聞の相互作用の様式を記述して、はじめて機

能の全容が解明できたと言える。ある生理機能を担う因

子の lつが同定されたとしょっ 。残る因子を見つけ出す

ための有効な手段の lつは、「類似性」に着目することで

ある。例えば、同調的に発現が制御される遺伝子 （共発

現遺伝子）は、同ーの機能にかかわっている可能性が高

い（Usadelet al. 2009）。遺伝学的手法により関連因子を

同定する場合にも、表現型の類似した突然変異体が多数

得られていることが望ましい。但し、いずれの場合も類

似性をmる適切な基準を設けることが必須で、あり、さも

なくば標的とする機能とは無関係な因子の解析に多大な
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別された （図4e）。キネシン様のモータータンパク質で

ある KACl、KAC2(kinesin-like protein for actin-based 

chloroplast movement 1, 2）を欠いた突然変異体 （加clkac2)

では、葉緑体の分布は ir，ポ系統と類似している （Suetsugu

et al. 2010）。 一方、アクチン繊維との相互作用を通じて

葉緑体を細胞膜にとどめる役割を果たす CHUP!

(chloroplast unusual positioning 1）タンパク質の機能欠損

変異体 （chupl）では、葉緑体が細胞の底部に不規則に凝

集する傾向を示す（Oikawaet al. 2008）。図4eでは、後者

をirefl、photlphot2のいずれのクラスに振り分けるべき

かを、判別器が決めあぐねている様子がうかがえる。 し

かし、このことから、 chupl系統における葉縁体の細胞

内分布が、野生株のそれとは異なるであろうことを推察
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することができる。

図4f,gには、同じ条件で生育させた野生株と ir1引系統、

低窒素培地での育成により、光合成色素の量を低減させ

た野生株の 3クラスを計算機に学習させ、訓練試料とは

別の個体を判別させた結果を示している。図4hは、訓練

試料における葉面の反射スベクトルを示したものである。

ire/I系統における反射スベクト Jレは、 520～ 600nmおよ

び700～ 730nmの波長域では通常培地、それ以外では低

窒素培地で育成した野生株に近い。すなわち、葉緑体の

細胞内分布を反映した分光特性の変化は、光合成色素の

増減にともなう変化とは質的に異なり、両者は識別可能

であることを明示している。

遺伝学を専門とする筆者らがハイパースベクトルイメ

ージングに着目したのは、実のところ、 SPAD計（コニ

カミノルタ社）や葉身窒素計等の分光技術を応用した非

破壊測定器が、生態学研究において多用されている状況

を知ったことに端を発している。また、葉緑体の光定位

運動が、分光計測に基づく色素定量の妨害要因となり得

ることは、 SPAD計によるクロロフィル量の推定値が、

照射光強度の影響を受けることを示した Hoeland Solhaug 

( 1998）の報告において、的確に指摘されている。生態学

や農学において古典的に知られていた現象が、後年に発

展した分子遺伝学の研究において再認識されることは多

いと聞く。これらの事実は、現象に対する理解と研究の

着想、さらには実験技術や研究リソースが、対象とする

材料やスケールの枠を超えて共有されていくことが、新

時代における実りある生物科学の発展に向けて、非常に

重要であることを物語るものと言えるだろう。

おわりに

本稿では、可視から近赤外光に感度域をもっハイパー

スベクトルカメラを用いた、実験室における「近接セン

シング」の研究事例を紹介した。実験室の安定した撮影

環境とモデル植物の遺伝的均質性の利点を生かすことに

より、再現性の高いハイパースベクトル画像を得ること

ができる。また、植物では様々な環境刺激やストレスに

対する応答が、体表面の色として顕在化しやすい。それ

ゆえ、生育条件や遺伝子型と精密な色情報としての分光

特性との相聞を網羅的に記載することは、植物の生理的

状態を迅速かつ非破壊的に推察するための資料を構築す

ることにほかならない。ところで、色素にも構造の多様

性があるとはいえ、植物を構成する生体化合物のうち、

実際に色をもつものは（総数に比して）ごくわずかである。
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一方、色の有無によらず、生体化合物の多くは共有結合

性であり、赤外光領域に分子結合の振動エネルギーを反

映した固有の吸収スベクトルをもっ。近年では、近赤外

から短波長赤外光領域をカバーしたハイパースベクトル

画像から、水分や窒素成分のほか、細胞壁を構成するセ

ルロースやリグニン（Kokalyet al. 2009）、あるいは可溶

性糖類（北岡ほか 2012）の含量を推定する試みも進めら

れている（本特集における中路ほか（2014）の記事も参

照されたい）。赤外光センサーの性能と製造技術の進歩に

ともない、より広範な生体化合物の動態を、環境刺激や

ストレスに対する直接的な応答として解析できる日も、

遠くない未来に訪れることが予想される。

冒頭では、生物科学分野へのリモートセンシング技術

の浸透が緩慢かつ断片的であるとの私見を述べた。しか

しながら、分野横断的な技術の浸透に時間を要すること

は、リモートセンシング技術に限られたことではない。

画像認識により RGB画像を客観的に比較・評価する手法

も、生物科学においては必ずしも一般化しているとは言

い難い。筆者らは、ハイパースベクトル画像による差異

や類似性の判別を行うに際しては、それを用いることの

必要性を確認することにしている。 RGB画像でも目的と

する判別が可能であれば、特殊な装置等を用いずとも、

より多くの研究者が報告成果の思恵を得やすいためであ

る。実際に筆者の経験では、目視による識別は困難ながら、

RGBに対応した輝度値をパターン認識に供することによ

り、高精度な判別が可能となる事例に出会うことも多い。

そこで改めて実感させられるのは、先にも述べた「見え

るものは見分けられる以上に情報をもっ」との事実であ

る。同じ画像から従来よりも多くの情報を引き出すこと

のできる画像認識技術から始め、さらに歩を進めて、 l

つの画像に従来よりも多くの情報を持たせることのでき

る分光画像の利用へと、生物を観る新しい目を試してみ

るのはいかがだろうか。生態リモートセンシングの発展

に向けて、分光画像の解析技術をもっ、少しでも多くの

生物科学者が求められているのは無論であるが、新しい

技術の適用の先には、その試みの数だけ、新しい物の見

え方、デー夕、そして革新的な手法の創出が約束されて

いるはずである。
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