
２１形態棚索法

3.3苔類およびツノゴケ類の形態観察

背類の観紫では，生きている植物体を胆察すること

が朗ましい．答賊の配偶体は・度乾燥させてしまう

と，水に捜してもjl(きていたl1Jfの形態か再現し雌いの

で，岨非心がけたいことである．

3.2.5胞子体を保護する器官

造卵器内の卯は受Wiの後，成艮してlKJj亀休になる

が，胞子体の成蛙に(1;い，他.f体を被っている周川の

組織（造卵器の墓部や造卵器が付茜している藷や枝の

頂端部）は再分裂し、上部は藤'服に，そして下部は鵬

となる．蘇柑やWiの形態は，成長を追うことにより．

また必要に応じて仙断や縦lWi切片を作側することによ

り仙察できる．
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る．また，雄包葉は通‘常の葉より葉の先端部がより噸

くて舟形にくぼむので雄花は丸いつぼみ状になり，区

別は容易である．なお．成熟した造卵器や造箭器を観

察するためには，あらかじめ成熟の季節を知っておく

必要がある．概して６｣jから８ﾉjにかけて成熟する抑

類が多い．糾滞ピンセットや柄{､l･き針で也興を取り外

すと容易に観察できる．

９画

図3-15～3-183-15,16.試料の押さえ方（15:指先で，１６:押さえ器農で)．３－１７.茎上の雄花（矢印，茎のド

部の糞は取り除かれている)．3-18.朔の観察Wii．Ａ:湿らせて|･分に膨らんだ鞘，Ｂ:中央付近で鞭，
横に切断した朔（胞下は取り除いてある)．
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３‘2.6胞子体の基本形態

胞j2体は朔（胞f･巽)，朔柄．足部よりなる．錨は．

撒，１１環，湖歯，湖壁，頚部などからなり．頚部には

剣孔が観察される賜合が多い．

これらの内部の形態は．枇断や縦断切片を必喚に応

じて作鯉してliM察する．朔附や州壁，気･Ｉ.Lを観察する

場合は，州を水に腿した後（図１８－A)，カミソリで朔

の『|'部付近で横断し，それぞれを縦断したもの（図3-

18:Ｂ）を検鏡すると仙察Ｌ払い．
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3.3.1茎葉体か葉状体か

外部形態は，配偶体を痛めないように実体顕微鏡や

生物顕微鏡の低倍率で観察する．まず，配偶体が茎葉

体なのか葉状体なのかが確翌できると，その後の観察

がし易い．茎葉体は茎と葉の区別があり．葉状体では

その区別がない．茎葉体ならコマチゴケやウロコゴケ

の仲間であり，葉状体ならフタマタゴケやゼニゴケの

仲間，ツノゴケ頚などである．

3.3.2葉

茎莱体では業の形やつき方，ｌRなり方，開き方など

を辿察する．蕊は茎から外さずに，そのまま実体顕微

鏡で観察する方が特徴をつかみ脇い、もちろん，微細

なものは生物顕微鏡で観察するようにする．

葉の外部形態は科や属によって特徴があるので，非

常に大切である．ウロコゴケの仲IHlでは２列の蕊（茎

の側面につく葉，まれに側葉と呼ばれる）とｌダ11の胆

葉がある．その形は微々であり，葉と脳棄が同じであ

る科や属は少なく，ふつうは形も異なり．服葉の方が

小さい．腹葉があるかないかは科や属を識別する上で

最も重婆な特徴の一つなので，仙爪に確認するように

する．一見すると胆繋がない槻に見えても痕跡的なこ

とがあるので，必ず生物顕微鈍で砿鯉するようにした

い．このとき，蕊の基部ではゴミや仮根などがじゃま

して見にくいので，茎の先端部で確認するとよい．ま

た，ウロコゴケの仲間の粟は先端がこ製している形を

雑木としているが，２つに折り盗まれている肌もあ

り，服側が舌状や袋状の服片となることも多い．同じ

種でも湿度などの剛境条件，植物体の発育状態によっ

て，形の異なることがあるので，なるべく多くの葉を

観察するようにしたい．

紫のつき方も非常に菰要である．墓に凡状（個瓦状

ともいう）についているか倒凡状か，あるいはほぼ横

についているかなどを調べる．たいていは，典のつき

方は重なりかたと同じであるが，稀に逆になっている

ことがあるので注意しなくてはならない．また，繭な

りの程度も意外に曲要なことである．

紫の蝦部の形態も亜愛である．特に沿下するかどう

かは大切な特徴の一つである．

特異な形態では，葉の縁にある単細胞の粘液毛状の

透明細胞が挙げられる．クサリゴケ科ではその位間が

属や亜属によって呪なっている．クサリゴケ科の葉で

は，粘波毛状の透明細胞は背片荘部，腹片基部，服片

歯牙の近くにあるのが脳本である．このうち，胆片歯

牙付近にある透明細胞の位世が大切な特徴とされてい

るので．生物顕微鏡で観察するようにする．

コマチゴケ属では，葉の配列がウロコゴケの仲間と

異なり．２列の葉（茎の側面につく葉，まれに側葉と

呼ばれる）と１列の背葉となっている．

3.3.3茎

茎の観察では，分枝型を確認することが最も大切な

ことである.分枝型は属によってほぼ一定であるので，

枝の出る位置や枝が出ている位置の主茎の葉の形．あ

るいは枝の根元に襟はあるかないかなどを観察する．

また，花被の直下から出る技は新枝と呼ばれ，その打

無は属によって異なり，その葉序も大切である．

苔類では，茎の内部組織の分化が重要な特徴となる

ことは少ないが，まれに横断面において，皮層と髄部

の分化や細胞壁の厚さなどが特徴となることがある．

3.3.4仮根

茎葉体では，茎のどこから仮根が出るかは，概ね科

や属で一定である．仮根の出る位置は葉や腹葉の位置

との関係で確認する．また，仮根が葉から出ることは

非常に稀であり，大きな特徴なので，その位慨を確蝿

したい．葉の縁から出る毛の中には，仮根のように見

えるものがあり，「仮根状の毛」と呼ばれることがあ

る．

葉状体では，仮根が１種類（平滑型）か２租類（平

滑型と有紋型）かを観察する．有紋型はゼニゴケの仲

間にしか見られず，分かり易い特徴である．

3.3.5葉状体

葉状体は１細胞に含まれる葉緑体の数やシアノバ

クテリア（ラン藻類）の有無，仮根，気室などを禍く

ると仲間を識別できる．

（１）ゼニゴケの仲間

ゼニゴケの仲間は見慣れてくると肉眼でも種の識別

ができるようになるが，大きな特徴は気室があり，仮

恨にｲj紋型と平滑型の２型あることである．分枝の仕

方や気室孔，同化糸，腹鱗片，無性芽器などを確鍵し

たい．

葉状体は基本的に先端から二叉状に分かれるが，ま

れに腹面の途巾から分枝することがあり，この枝はジ

ンガサゴケ科などの科にしか見られない特徴である．

服鱗片は，実体顕微鏡で配列の仕方を観察し、実体

顕微鏡下でピンセットかナイフを使い，１枚ずつはず
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し．生物顕微鏡で付凧物の形や油体のfj脈を観察す

る．付属物は脱藩しやすいので．蕊状体の先端部のも

ので確認するとよい．

葉状体の横断面を作ることによって，気室孔の形や

気室層の数，同化糸の有無などが観察できる．観察に

は極端に薄い切片を作る必漉はなく．きれいな断而を

作るように心がけたい．葉状体の表而に無性牙器を持

つ属があるが，非常に稀である．杯状ならゼニゴケ属

で，三日月形ならミカヅキゼニゴケ属である．

（２）ウスバゼニゴケの仲間

以前はフタマタゴケの仲間とされていたが．雌近の

分子系統解析の結果．ゼニゴケの仲間に近緑であるこ

とが分かっている．この仲間の大きな特徴は，シアノ

パクテリア（ラン藻類）が２列に並んで共生している

ことである．ツノゴケ類ではこれが不規則に点在して

いる．

(3)フタマタゴケの仲間

この仲間は．仮根が平滑型で，気室がないことが特

徴である．中肋部が明瞭か不明疎か．巾心束があるか

ないかなどを確認する．これらは，実体顕微鏡下でも

確認できるが，葉状体の横断面を作り，生物顕微鏡で

観察するとより確実である．野外においては，ルーペ

で観察した時の見え方を信じてほぼ間述いない．

更に腹鱗片を観察したい．胆鱗片は，古くなると脱

落したり，土などで汚れて観察し難いので，葉状体の

先端部のものを観察すると良い．この仲間の服鱗片は

小さいので，必ず生物顕微鏡で肌察するようにする．

また，胆鱗片は科や属によってほぼ一定の形やつき方

をしており，基本的にウロコゴケの仲間にはない．ウ

ロコゼニゴケ属は外観がウロコゴケの仲間のようであ

るが，腹鱗片の存在を確腿すれば，フタマタゴケの仲

間であることが分かる．

（３）ツノゴケ賊

胞子体がない植物体では，シアノパクテリアが共生

しているウスパゼニゴケの仲間と紛らわしいかもしれ

ない．しかし，ツノゴケ類では葉状体の細胞に含まれ

る葉緑体の数が１個や２～３個と少ないことで容易に

識別できる．ツノゴケ類の葉状体では，１１１肋部が明瞭

か不明瞭か，葉状体の横断面で細胞間隙の有紙などを

確認したい．

3.3.6細胞

系葉体では．鷲を茎から鮮類と同棟の方法ではずす

か，一枚々をピンセットで摘むようにしてはずして，

生物顕微鏡で観察する．鮮類の細胞の観察方法に瀬ず

るが,大きく異なるのは,油体を観察することである．

油体は蘇顛やツノゴケ類にはなく，苔類が持つ大きな

特徴の一つである．特にウロコゴケの仲間やフタマタ

ゴケの仲間のスジゴケ科においては．是非確認してお

きたい形圃である．乾燥すると観察できないので，採

典した直後に観察しなくてはならない．

葉の油体は葉の中央部と縁で数や大きさが異なるこ

とがあるので，葉のどの部分を観察しているのか注意

する．油体の観察では.一つの細胞に含まれる数や形．

色，形状などを確認する．油体はふつう全ての細胞に

含まれているが．稀に敵在することがあり．その時に

は油体を含む細胞という意味で油体細胞と呼び，区別

することがある．油体の形状は基本的には．均質型，

微粒型．ブドウ房型の３型に分けられるが，中間型も

あるので文京で表現するのは難しい．写真を樋影する

か図を画き残すとよいであろう．

細胞壁も重愛である．特に細胞の角の細胞壁が肥厚

している時にトリゴンと呼ばれており，その肥厚の程

度は大切である印細胞壁の肥厚は乾燥すると厚くなる

傾向があるので，生きている時と乾燥した時の両方を

観察するようにしたい．但し．多くの文献では．乾燥

した時の状態を記戦しているので．気をつける．

3.3.7生殖器官

雌雄性は是非淵べたいことである．蘇類と同じよう

に造梢器と造卵器のつく位佃を確惚する．造輔器や造

卵器も鮮類と同棟にして調べることができる．

苔類では，造精器の柄の横断面の特徴や壁の細胞の

並び方は非常に重要であるが，これを確認しなくては

同定できないことは稀である．また．造卵器の頚部の

細胞列の数は大きな仲間によってほぼ一定であるの

で，一度は観察しておきたい特徴である．

3.3.8胞子体を保護する器官

造梢器や造卵器は，茎葉体では芭葉によって，葉状

体では包膜によって保迩されている．その後やがて，

菜蕊体では雌蓮葉の内側に花被が，葉状体では雌包膜

の内側に偽花被が発達することが多い．ただし．茎葉

体の花被は受糖しなくても発達するが，葉状体の偽花

被は受締しないと発述しないことが多いので注意しな

くてはならない．

造卵器が受精すると，造卵器の細胞や造卵器が付荷

している菜や枝の細胞が袋のようになり，若い胞子体
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を保極する．このような柵造にはたくさんの煎頒があ

るが，胞子体が十分に成熟し，今にも柄が伸び出そう

かという時期を観察すると，それが何なのかが判断で

きる．すなわち，胞子体が発達した造卵器の細胞がど

の程度その柵造を形成しているかによって，真正カリ

プトラ．シュートカリプトラ，シーロカウレなどと呼

ばれて区別されている．これを識別するには，胞子体

が発達した造卵器とその周囲にあった他の造卵器がど

の位置にあるかを確認しなくてはならない．また，芭

葉や花被の基部が肥厚することがあり．ペリギニウム

と呼ばれる．ペリギニウムには直立型と下延型があ

り，著しく下延して袋状になっている柵造をマルスピ

ウムと呼ぶ．カリプトラの種類とペリギニウムの種類

が組合わさって何通りもの複雑な構造を形成してい

る．たとえば，マルスピウムを形成し，真正カリプト

ラのこともあれば，シーロカウレのこともシュートカ

リプトラのこともある．これらは．科や属の大きな特

徴とされている．

3.3.9胞子体

多くの苔類では早存に胞子体が成熟して，苅柄が伸

び，胞子を分散させる．この胞子を分散させる時期を

逃すと胞子体の観察は難しい．また，繊細で，壊れ易

いので観察し難い．苅柄の横断面や淵の形，朔壁の裂

け方，鮪壁の細胞層の数，鋪壁の細胞に見られる肥厚

などを観察する．

鮒柄は成熟して伸長してしまうと，観察しにくいの

で，伸びる直前のものを観察するとよい．伸びる前で

あれば，容易に横断面をつくることができる．

朔壁の裂け方は，実体顕微鏡で十分に確認できる．

苅壁の厚さは横断面を作成して確認する．淵壁の細胞

に見られる肥厚は，最外屑からと最内屑を確認した

い．

また，胞子の形質も重要である．大きさはもちろん

であるが，表面模様が大切である．表面模様は光学顕

微鏡でも観察できるが，走査副電子顕微鏡で観察する

と特徴がはっきりする．

ツノゴケ類の胞子体は半ば永続しているので，観察

できる時期が長い．淵の傾きや気孔の有無，胞子の表

面模様などを観察する．

3.3.10無性芽

苔類においても無性芽をつくる甑は多い‘多くの郁

類が知られているが，生じる場所や形，色などは同定

に役立つことが多い．色の違いもタカネイチョウゴケ

鵬のように種を区別することに役立つことがある．

無性芽が１年中観察できる苔類もあるが，春から夏

には見られない仲間もあるので．注意したい．

3.4生物顕微鏡の照明法

本項で紹介する３秘の照明法（図3-19）で同一試

料を観察した画像を図3-20に示すので比較された

い．

3.4.1ケーラー照明法（図3-19,凶3-20:Ａ）

通常の生物顕微鏡はケーラー照明法による明視野照

明で観察する．ケーラー照明装圃は，明るくムラのな

い視野が得られるため，般近の光源内蔵型生物顕微鏡

では標準装備されている．

3.4.2偏射照明法（図3-19,図3-20:Ｂ）

観察試料をまんべんなく照らす明視野観察とは異な

り，試料に対して角度をつけて照明する方法を偏射照

明法と呼ぶ．コンデンサに入る光を部分的に妨げるこ

とにより，容易に実現できる.般適な状態に淵穂した

場合，通常の照明法と比鮫し約２倍の分解能を得るこ

とができる．

3.4.3暗視野照明法（図3-19,図3-20:Ｃ）

観察試料を照らす光のうち，対物レンズに直接入る

光をカットし，拭料からの散乱光だけを使って観察す

る方法を暗視野照明法と呼ぶ．真っ暗な視野の中，通

常では観察できない微小な繊造（原理的には４，ｍく

らいの粒子）も「輝き」として確認することができる．

ちょうど暗い部屋の巾で，細い隙間から太陽光が射し

⑭ごq,シズ

謬謙［
咳ワ

、／
ベF＝

言存
明撹野顛明昌肘碩明母視野照明

図３－１９生物顕微jIiの照明法．
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3.5.1カメラの選択

（１）顕微鏡専用カメラ

顕微鏡メーカーは独自のカメラシステムを販売して

いる．これらの多くは蛍光梁色したプレパラートが発

するわずか芯励起光も逃さない高感度な冷却CCI)カ

メラと，それを制御する梯々な装置や画像処蝿装脱か

らなる比較的大がかりなものとなっている．このよう

なシステムはあらゆる顕微鏡写典搬影で威力を発揮す

るが，似めて商価で手慨に導入することは難しい．

（２）デジタル一眼レフカメラ

・眼レフカメラは，レンズを通ってきた光をIJiIMI式

ミラーで反射し、ファインダーに導くことで被写体を

直接見ることが可能なカメラである．このタイプのカ

メラを顕微鏡に面接取り付けた1ﾙ合，ファインダーを

のぞく車が雌しくなり，詳細なピント合わせのたy)に

3.5顕微鏡写真撮影法

近年，デジタルカメラは急速に普及し、フィルムと

ブィルムカメラは市場から婆を洲しつつある．顕微銃

写真撮影の分野においてもデジタルカメラの使用が一

般的となり．フィルムカメラはごく限られた分野での

みの使用にとどまっている．

デジタルカメラ最大の利点は，撮影直後に画像を確

認できることにある．このた鞠，たとえ搬影に失敗し

ても直ちに撮り血すことが111能で，撮影条件を変えて

納得のいくまで何度でも謀り返し撮影できる．また，

カメラの基本性能もフィルム時代から大きく進歩し、

ほとんどカメラまかせで良質な画像を得ることができ

る．しかし，顕微鏡写真撮影では，カメラメーカーの

想定していない条件での撤影も多く，論文や'雛会発表

などで実用に耐える科学淳真を撮影するた的には．宙

鼠
．~覇

属
』

り
】

込んできた時に，空気巾の微細な粒子が洲いて兇える

のと同椴の現象である．

図３－２０顕微鏡撮影像．Ａ:透過照明．Ｂ:偏射照明．Ｃ:暗視野照明．Ｄ:ノマルスキー微分下渉像

肋化されていない搬々なテクニックを駆使する必喫か

ある．
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はうアインダーの光をさらに1,,1やすい噸iftへと導くレ

フコンバーターなどが必要となる．しかし近年，披写

体を'皮晶モニターでリアルタイムに確認可能な「ライ

ブビュー」を搭戦した製品が増え、また液晶モニター

を隙々なｌｆ１ｌきに動かすことが可能な「パリアングル液

11''1モニター」を淵lliliした製品も議珊してきた．馴微鏡

写典搬影には，このパリアングル液晶モニターを榊『Ⅲ

した製品が便利である（図3-21)．ライブビューを用

いることで、液晶モニターで厳密なピント合わせか行

えるのみならず．‘機種によっては露川状態もリアルタ

イムで確認できる．

デジタル一眼レフカメラは，後述するコンパクトデ

ジタルカメラと比較して搬像素子が極めて人:きい．こ

のため，１画素あたりの受光面積が大きくなり高感度

特性に優れている．鹸近では鹸高感度がISO51200

やlO2400などの製品も登場している．顕微鏡'与真掘

影の聯合，被写体を数|･～数fli倍に仙ﾉ<するため，わ

ずかな振動でもブしかﾉｆじる場合がある．デジタル一

眼レフカメラには光学ファインダーに光を導く可動式

ミラーがあり，撮影時にはこれが動くためどうしても

振動が発生しやすい欠点がある．しかし，短時間セル

フタイマーやミラーアップ機能を＃jいることで，振jiIj

を抑制することが11J能である．また蚊近ではデジタル

･-．眼レフカメラから光学ファインダーを取り除いた

｢ミラーレスー眼」も苔場してきた．

デジタルー眼レフカメラを顕微鏡に取り付ける場

合．カメラ本体が大きく噸いため，顕微鏡I.|体に負荷

をかけないようにするべきである．そのためにはカメ

ラ専用の鏡筒を伽えた三眼鏡筒と顕微鏡写真搬影アダ

フータが必愛となる．このアダプタはいくつかのメー

函１３－２１ バリアングル液晶モニターを袋附したデジ

タルー眼レフカメラ．ライブピュー機能を

M1い為ことで．波晶モニターで脳密なピン
ト合わせが可能となる．

カーから苑'ﾉされているが、Mji微鈍やカメラの*Ii類に

よっては搬影llI1i像の四隅に影が'原ることもあるので，

附入前によく淵べておくことが重要である．

（３）コンパケトデジタルカメラ

コンパクトデジタルカメラは，カメラ本体とレンズ

が．体となった製品で安価かつ'鮒バコンパクトなもの

が多い．１ilMi微鏡写典搬影アダプタも様々 な製品が発光

されているが，その多くは接眼レンズの代わりに顕微

鏡鏡筒に挿入するタイプか，噸に接眼レンズ部にコン

パクトデジタルカメラを同定するだけの簡易なもの

で．安価かつ蝉人も容払である‘また，顕微鏡の光iIiIIl

一・▲鈎画

饗 ，
鋤

図３．２２コンパクトデジタルカメラと宝脚による間

易顕微鏡撮影，顕微鏡対物レンズにぶつけ
ないように注意して護満すること．

図３－２３コンパクトデジタルカメラと三脚による師

易馴微腕撒影．左：顕微鏡接眼レンズとカ

メラ側レンズの光仙があっていばいたい．

視野に明るさのムラができている．視野が

丸くなっているのは顕微鏡接眼レンズのイ

メージサークルを超えた部分まで撮影して
いるためである．必要に応じてカメラレン

ズを剖遮側にズームして視野を切り取る．
（f：コンパクトデジタルカメラと三脚で伽
易搬影した而像．
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とカメラの光lIilllを正肺に一致させることさえできれ

ば，アダプタを用いなくても鮮明なII11i像をlllt影するこ

ともできる（図3-22,3-23)．この方法を用いれば,携

帯電話のカメラ機能でも比較的鮮明な写真を得ること

ができるため，ちょっとした記録批影にも荷効であ

る．ただし，接眼レンズ渋1mやカメラレンズを傷つけ

る恐れもあるため，カメラの設置時には棋亜な作業が

求められる．

コンパクトデジタルカメラは，デジクルー眼レフカ

メラと比較し，その光学系にulmj式ミラーがない/こ

め，搬影時にほとんど振動が発生しないというメリッ

トがある．しかし，撤像共子が極小なため高感嘆特性

は大きく劣る．このため，搬影時にはプレパラートに

十分な光を当て，低感度で撮影するようにＬたい、

ずかな振助もブレにつながる．このため，カメラ本体

に触れずにシ,1,ソターを切ることが可能なリモート

ケーブルやリモコンを用いる．機種によっては２秒程

哩の短時間セルフタイマーやミラーアッフ機梢を装備

したものもあり，デジタルー眼レフカメラのミラー｜：

ﾄ'１IMIによるブしを抑えるのにｲ効である．また，可能

な限り高速シャッターを切ることも頂嬰である．

（５）実体顕微鏡での撮影

実体顕微鏡で写呉撮彫を行う場合．被写体にムラな

く光を照射し，余分な影や反射光か出ないよう調整す

あ．賜合によっては透過照iﾘlと落射照Iﾘjを組み合わせ

ると良い．また，実体顕微飾での搬影は尚倍率にはな

らないので，振動についてはあまり悪影響をIjえな

い．むしろ撮影する標木が風などの影響を受けやすい

たい，その点に十分な注意が必要である．

一部の実体顕微鈍には深い被写界深陛を側るた的の

絞りを装附したものもあるか，絞ることによる|IIli像劣

化が苫し<特別な場合を除いて推奨し趣い、

3.5.2顕微鏡写真撮影時の一般的な注意点

（１）コンデンサの調整

通常の生物顕微鏡にはコンデンサが装備されてい

る．ゴンデン+j･の内部には絞りがあり，これを操作す

ることにより分解能やコントラスト．被写界深哩を変

えることができる．通常，絞りを絞るとコントラスト

が強まり，被埠界深度も淡くなる．ただし，絞りすぎ

ると分解能が低下する．逆に絞りを附きすぎるとコン

トラストが低下Ｌてしまう．絞りの値は対物レンズ開

口数の７０％を目安にすると失敗は少ない．

（２）カメラの搬影モード

デジタルカメラはほとんどの機能がrimＩ化されてお

り、スナップ写呉など日常的な搬影ならばオート搬影

でほとんど問題ない．しかし，顕微鏡に接続した場合

のピント合わせやコンデンサの絞阿の調蕊は手動で行

うことになる．カメラ側はシャッタースピードとＩＳＯ

感嘆を乎助で洲催する「マニュアルモード｜で搬膨す

る．コンパクトデジタルカメラの｣ル合，自動調光

(オート）撒影の方が失敗は少ない．

（３）カメラの各種設定

デジタルー･眼レフカメラの一部機種では，専用レン

ズをｾｯﾄしていないとｼ､,,‘ｿﾀｰを切ることができ

ないものがある．これを回避するためにはカメラ側の

設定を変更する．カメラ本体のメニューに「レンズな

し時のレリーズ」等の項目があるはずなので，これを

｢許可ｌあるいは「ON」にしておけば解消できる.詳

細はカメラ本体のマニュアルを参照繭きたい．

（‘l）リモートケーブル（レリーズ）の使川

数|･～数百倍に拡大する顕微鏡‘城寛撮影の場合，わ

3.5.3画像処理・解析ソフト

デジタルカメラによって撮影されたIIhi像についての

If､隙'１１は弟６噸「デジタルカメラ'1j:！‘』LIli影法」を参照ざ
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図３－２４ノイズ低減処〕､．上：未処理．ド：処皿後
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れたい、

搬影されたIIhi像は，I-I的に応じて1111るさやコントラ

ストの微調整，トリミング，不要なゴミの除去などの

加T:や修正を行う必寵がある．これらを行うソフトは

フォトレタソチソフトと呼ばれ，代炎例として

Adobe社のPholoshop(hUp:/／ｗｗｗ・adobc・com／

ｉｐ／products／photoshop,ｈｔｍｌ）やフリー‘ンヱアの

ＧＩＭＰ(http://www､gimp.o1.9/）などがある．また，

ノイズ低減(図3-24）や画像強調に特化した専用ソフ

トもあり，Ｉ~Ｉ的に応じて利用したい．

撮影されたII1Ii像から1曲i像解|斤ソフトを用いること

で，長さや角度を計測Ｌたり，特定の色域や明るさの

部分を抽出してその数や伽祇を求めたりすることもで

きる．代表例としてフリーウェアのImageJ（http:/／

I･sbwcb､nih・goY/ij/)がある．

3.5..1特殊撮影

（１）コンポジント

コンパクトデジタルカメラを用いて尚感庇撮影を

行った場合など．｜Ii1i像にノイズが混じることが多い．

このノイズは通附カメラ内のノイズ低減機能やノイズ

低賊ソフト聯を川いてあ緋1,艇は除上可能である．し

かし，これらの処理ではどうしても細部がつぶれ，あ

たかも城り絵のようなlll1i像になってしまうこともあ

蔑門

図3-25コンボジソトの例．それぞれの画像をトー
ナメント式に不遇}りl陛5()％で合成していく‘

「ぬ垂〆ｆ ザ１Ｆ＝一一

ドァ課室園皇等
画二一一

吟侮一

ユ

図３２６コンポジット法によるノイズの低減上：
未処理．、ド：コンポジットlllIi像．

る．同一被写体を同・条件で複数枚撒影し、フォトレ

タッチソフトを用いて両像を重ね合わせることで平均

化すれば，劣化の少ない滑らかなIIIIi像を得ることかで

きる‘これをコンポジット法と呼ぶ（図3-25.326)．

AStl･()Ａ１･tS社のSlCllalmageなどの犬休凹像処迎ソ

フトを利用すると比較的簡単に処理か行える．複数枚

の1曲i像の問で披写体がずれていてはコンポジソトを行

うことができないため，撮影時に被写体が動かないよ

う注意する必喚がある．

（２）多焦点合成

絞りを絞って撮影することで深い彼写界深度を持っ

た画像を得ることができる．しかし．絞り過ぎると光

の回折の影響により分解能が低ドしてしまう.そこ

で、ピントの位慨を少しずつ変えた複数枚の画像を剛

附し．これらからピントの合っている部分を抜きIlL

て合成することで，分解能の低ドのない深い被写界深

度を持った画像を得ることができる（図3-27)．この

方法を多焦点合成と呼ぶ．かっては画像処理用の特殊

なソフトが必愛であったか，最近ではフォトレタッチ

ソフトの代喪格であるAdobe社のPhotoshopにも

隙地機能として搭載されている．また，プリーツ男ア
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図３－２７／f：通術撒影．イf：彰蝶点合成

Ｉ

のImagcJとそのプラグインソフト（ExtcndcdDcpth

ofFieId:111tp:/I/bigｗｗｗ､epO.ch/demo/edルやStack

Focuser:http:〃rsb､info､11ih､gov／ij／Plugins/stack‐

focusG1､.hlml)，CombincZM（http:〃hadlcywcb‘pwP、

bluCyondCl･‘CO.uk/CZM/Ｎｃｗｓ・hlm)などの(iji川ソフ

トもあるので適宜利用すると良い．

ピントの位置を変える際，どうしても被写体あるい

はカメラを動かす必要があるため，画像の中で被写体

がわずかにずれてしまうことがある．Photoshopや

'Jjimソフトにはそれらをある翻難||i正する機能も叩州

されている．ただし，作災の多くは'1勤化されている

たぬ，常に般適な状態で画像生成されるとは限らな

い．円然な画像を構築できるよう，様々な条件で繰り

返し作黙を行うことが亜甥である．

（３）ＩIＤＲ（IIighDy11nmicRal】gcimaging）

ｌＩ１〕Ｒとは，明暗誼の激しい被写体に対し適正露出

を含め±l～２段の露出補正を行った複数枚のllhi像を

撮影し，これらを合成することで通常の写真よりも幅

広い明暗差（ダイナミソクレンジ）を得る方法である

(似１３．２８，３２９)．U,Ｍ;のデジタルカメラはネガフィル

ムよりも狭い明暗鎧しか妃録できないが，Ｈ１)Ｒをｉｆ

うことでネガフィルムを超えた明暗差を持つ画像を生

成することができる．これまで，ＨＤＲを行うために

は専用ソフトを利用する必頭があったが，近年ではデ

ジタルカメラ本体やフォトレタッチソフトのｌ機能

として盛り込まれている助合も多く，比較的附巾に

IIDR画像を得ることができるようになった．露出補

正を行うた必にはカメラに触れる必要かあり，この際

に撮影コマ間で被写体がずれないよう慨ﾉﾉ振動を与え

ないようにする．

孟過オーバ“

画碇証Ｈ↑

覆局アンダー

【ID】：

癖鰯
写呼向
『､r'
, 炉&

溌蔑::喝…
澱灘鋤
・心誌凶睡．
‘_＃量，糠－１

図３－２８１１|)Ｒの原叫

図3-29ｋ：通補写典．’'1肋細胞とその葉緑体に露

出を合わせると，葉身細胞は黒く潰れてし

まう．卜：ＨＤＲ'写典．【I'肋細胞，葉身細
胞ともに蕊緑体まで観察できる．

3.6特殊な顕微鏡による観察

3.6.1ノマルスキー微分干渉顕微鏡

細胞の核などの構造は無色透明なものが多く，通常

の生物顕微鏡では観察が困雌な場合がある．この問題

を解決するたM〕に，照Iﾘj光が拭料を透過する隙のljiさ

や'1N折>紙の差によって生じる位*Ⅱ差を視覚化する位相
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蓮顕微鏡が開発された．しかしながら，位相溌顕微鏡

は物体の周囲にハロー（明るい部分）や周辺減光が生

じてしまうため，微細な柵造を観察する際の妨げにな

ることがある．

ノマルスキー微分干渉顕微鏡は，位相差顕微鏡と同

槻に試料の位相差を視覚化できるがハロ－などが生じ

ないため，より微細な柵造の観察が可能となっている

(図3-20:Ｄ)．

ノマルスキー微分干渉顕微鏡には，コンデンサ直下

に偏光仮とノマルスキープリズムが，対物レンズ血上

にもノマルスキープリズムと偏光板が装備されてい

る．これらを取り外すことで，通常の生物顕微鏡とし

ても利用可能である．

他に共焦点レーザー走査顕微鏡と走査型電子顕微鏡

などがあり，第１２童｢微細形態観察法｣に詳しく述べ

られている．
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ひとくちに図版と言っても梯々である．ここで主に

扱う図版は，線画と写典を蛙にした図版である．一般

的な図や表などの作り方については．田中・田巾

(1975)や富田(1975)に詳しいので参照されたい．

線画は一般にスケッチと呼ばれているが，広い意味

で「植物画」の範瑞に含まれるであろう．しかし．単

に植物画と呼ばれるものの巾には，芸術性を追求した

図版や純粋に自然科学的なものまで色々である．ここ

では，植物学的に評価される図版を取り上げ，そのつ

くり方を述べる．

4.1図版作製の目的

スケッチは英諮の辞榔を紐解くと,略図．見取り岡．

写生図，下書きなどという意味がある．すなわち，ス

ケッチは特徴を分かり易く，見取り図のように示した

写生図であり，特徴を表すためのすぐれた一つの手段

である．もちろん，実物標本や言葉による記述が穀術

的に評価されることは許うまでもないが，スケッチに

はこれらを補う十分な価値がある．むしろ，寓葉では

表現できない微妙な特徴を表せるという点では．ス

ケッチの方が記峨文よりも優れているかも知れない．

そもそも植物画は．同定するために描かれたことに

始まり，印刷技術の進歩とともに．その技法や愈図す

ることが変化してきた．一枚の図版を正確に描くとい

う点では，紙と証紀用具があれば．いつの時代でも可

能だったに違いない．しかし．同じ図を大量に容易に

複製印刷できるようになるまでにはそれなりの時の流

れを経なくてはならなかった．同定のために，印刷さ

れた図版が広く利用できるようになる前は，標本が本

のように綴じられ、その手助けとされていたことがあ

る．コケ類に関する欧州の古い書物の中には，標本が

貼られているものがあり．我が国にもあるが，これら

はその名残であろう．同超するためには．標本は砿か

に有効である．しかし．他の人に分かり易く説明する

という点において，図版には標本よりも優れている．
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面がある．標本は植物体が完全であれば，多くの悩報

を提供してくれる．しかし，↑111報が椛理されておらず，

そこに存在するだけである．図版は，標本よりも梢協

景は少ないかも知れないが，情報が整理されて示され

ているので，標本よりもその植物の特徴が分かり易く

示されている．

特徴を分かり易く説明するためには，正確に写実的

に描かれることが甥求されることは．高うまでもな

い．そのため，古くは被物画を描く専門の画家が不可

欠であった．今でも外国では卑門の画家を擁している

研究機関はあるようである．しかし，正確ということ

と写実ということは微妙に異なる．１９世紀中頃には

写実的に描こうとする愈図の現れとして，輪郭線がな

い彩色図が描かれていたことがあった．今や単に写実

的という一面は，写真に取って代わられたのではない

だろうか．特に色を表現するという点では，どんな彩

色画も写真には及ばないだろう．スケッチは正確に描

くことが甥求されることはもちろんであり，写実的か

つ意図的である．スケッチはその作者の意図を明確に

表現できるという点において．写真よりも優れてい

る．また，その意図は，芸術性を追求したものではな

く，学術性を追求している点で，芸術性や装飾性を追

求した絵画とは明確に一線を画すことができる．旧

し．その意図が極端になり．写実的でなくなったもの

は模式図であり．スケッチではない．

一方，写真は，真実を伝えるという点において．ス

ケッチよりも優れている．スケッチは，作者の意図が

表れた王覗的な面があるが．写真はより祥観的であ

る．近年，写真の搬影方法や画像のコンピューター処

理方法が容易になり．図に細工を施すことも可能に

なったとは言え，写真はありのままを伝えるという点

において，科学的な証拠として価値が高い．そして，

今｢１，コケ類の専門智や沙及榔に掲戦されている図版

は．線画スケッチと写典が併用されることが多くなっ

た．



３１
占木達郎

これまで，スケッチや写典が，他の人に特徴を脱ⅢＩ

するた的の手段の－つであると灘いてきたが，巽は，

作者にとっても，ｒｌ身か苫いているコケ煎について理

解するためには．図版を作ることは有効な手段であ

る．スケッチをするためには‘香こうとしている部分

を注意深く観察し，その柵造をよく理解していなくて

はならないからである．このことは，図版を作ること

が教育的にもJ|猟に,闘い効果を持っていることを示唆

している．

'１．２スケッチ

ここでは線画をスケンチと呼ぶことにする．スケッ

チの．ド苫きのiI健方には，顕微鏡で描画装砥を使う方

法や顕微鏡でメッシュ接眼ミクロメーターを用いる方

法，写真やフィルムをトレースする方法などがある．

また，いわ')》る恥入れにも，手で!'|く方法やデジタル

化する〃紘ぱどがある．近い将来、全てをデジタル化

して行う方法が脱流になるかも知れないが，ここで

は，公表することを、的とした．顕微鏡と描画装固を

使った伝統的なスケッチの作り方について詳しく述

べ，デジタルでおこなう方法は補遺的に扱う．

顕微鋪で描画:膳佃を使ってスケソチをする〃法に

は，個人によってそれぞれ工夫されている秘技や裏技

があり、加えて好みの違いもあり，絶対的な手法はな

いと思われるので，私の行っている方法を交えながら

紹介したい．

4.2.1装誕の準備

コケ頬は植物体が微細なので，スケッチをするため

には実体顕微鏡か生物顕微鏡が不可欠である．特に，

生物顕微鏡と描画渋|ifが必需品である．州IIIi装侭には

1《に次の３ｍi賊がある（、''1197.1，三lll・浜野

2001)．描''ブプリズム（カメラルシダ）〈(1,.awing

pI-ism,cameralucida)，アッベの描画装脱（Abbc，s

drawingcameI･a)，中間鏡筒型描画装歴(drawing

tube)．描写プリズムはプリズムとその支持リングか

らできており、ふつう接眼レンズに取り(､l･けて使う．

また，アンベの描'1m捜佃はプリズム，腕木，鏡などか

らなる.これら２つの捜置は，妓近，入手か凧雌であ

り．コケ瓶のスケンチではあまり使われていない．た

だし．アッベの猫lIIli装置は，拡大率が大きくなり，像

が歪まず，明るく，顕微鏡の機称を選ばないなど，中

間鏡筒型にはない利点があり，利用価値{JsIfIiく、分野

によっては非常に有効である（三川・浜野2001)．こ

藤，
ー

謹遮謹撮

図.１１唯物顕微鏡に装着したrI-1Im鈍簡型描画装置‘

の他に，湖微鋪の像を投影する投影拙画渋iivIを使う方

法などがある（田中１９７４)．

また，ノliのＭ料を大量に早急に処FMする必饗がある

場合には，まず‘辱吏に撮り，フイルムやプリントから

下､11:きをおこす方法が取られることもある．フィルム

からは，現像引(''1機を使い、投影して下＃ドきを普くこ

ともできる．

ここでは，コケ類のスケソチに．般的に利用されて

いる巾|Ⅲ鈍筒〕『'1描画装岡（図.1-1）を使った方法を述

べあ．そ,|LぞれのMIi微鏡の機棚にＩＷｌｊの柵llI1i袋iYが市

販されているので，それを使うことが望ましい．ノヒ物

顕微鏡での柵lIlIiはニコン製かオリンパス製が良いが，

実体顕微鏡での描画はかってのＷＩＬＤ製もしくはそ

れを受け継いだLEICA製の評価が高い．

以下の澗整は，いつでもスケッチできるようにする

ために，肌察を始める前に．終わらせておいた方が無

雌である．

（１）蝶点と明るさの調整

神き始める前に，鉛椛の先がはっきり兄えるように

焦点や明るさを淵龍する．明るさは諏微鏡の像とス

ケソチした線の両方がはっきり見えるように，顕微鏡

の光瞭と実験台の照明を調整する．中間鏡筒型描画装
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岡の欠点の－．つである暗さを補うために，実験台を明

るくする_L夫が必愛である．

（２）描画装置の倍率

専用の描画装置を使うと，顕微鏡の観察倍率とは別

にスケッチする倍率を調整することができる．また，

拙l1lji紙を脱ぐ台のi(.;iさでも1淵Wfすることができ為．促

し，’１１間鏡筒型描凹装iifliは，仙人傘があまり大きくで

きないという欠点がある．私は，以後のMIi々 なトラブ

ル（うっかりミスとか勘違い）を防止するために，観

察倍率とスケンチ倍率が同じになるように設定してい

る．従って，大きくスケッチしたいときには，観察倍

:私を上げるようにしている．また，５傭やｌ()倍のス

ケッチは，光学顕微鏡では．低倍率である１倍や２倍

の対物レンズが必要になるが，大抵は持っていないの

で難しい．そこで.５倍や１０倍のスケッチは実体顕微

鏡を使う．実体顕微鏡では，観察倍率とスケッチ倍率

を同じにするのは難しいので，実際に何倍でスケッチ

しているのかが分かるＴ夫をするとよい．私はズーム

の目盛りに実際のスケ，チ倍率を紙に苫いて貼ってい

る．

奨隙にｌＩＩＩ倍でスケッチしているかを確かめるた的に

は,対物ミクロメーター（Ⅸ１４－２)を使用す為．対物ミ

クロメーターはスライドグラスにミクロメーターが印

字されており，スライドグラスとしてミクロメーター

を観察することができる．対物ミクロメーターを観察

して．実際に観察している目盛りをスケッチし，ス

ケッチしたものを物差しで;汁ることで，スケッチして

いる倍率が分かる．この時‘接眼レンズが同じ場合で

も全ての対物レンズで同じ作業をしておかなくてはな

らない．対物レンズを交換した時に，対物レンズの倍

率とスケッチ倍率が派比例しないことがあるので，汰

瞳したい．レンズの組み合わせによって何陪でスケソ

ａＯ１諒戸 ○ 霧

図.１－２対物ミクロメーター‘

チすることになるのか，ｆめ記録しておく．また，｛･１

盛りをスケソチしたものは必ず残しておくようにす

る．どのような場合でも，必ず後で倍率が分かるよう

にしておかなくてはならない．その都度対物ミクロ

メーターをスケソチすることはJ|報に刊冊であり，作

雛のnllliによってはできないこともああので，Ｗ１は倍

率を!'|:ざ残すようにしている．

（３）スケッチする倍牟

・般的には，原図は大きく瀞き､印lll1ll時に縮小率を

高くした方がきれいに印刷できると荷われている．実

際，大きい方が下i1Iきも墨入れも楽である．特に柵造

が複雑な場合は，かなり拡大しないと‘'1:けないことが

多い．但し，論文に掲戦された時に，過度に拡大され

た図が最も良い図であるとは限らない．もちろん，拡

大すればするほどよく観察できる．しかし，図版にす

ると，それほど拡大されていなくても，特徴は張現で

きることが少なくない．何階でスケッチすれば，特徴

が表せるかを巻えて，全休のバランスによって決める

ようにする．大きすぎるド【'緯の閃は，坐入れする時

か，墨入れ後の原図仕上の時，または印刷への人碕時

などにコピー機やコンピューター淵棚を使って，縮小

すればよい．

また，複数の極をスケッチする時には，兄なる稲で

も同じ器官や組織であれば，1.1じ倍;網でスケッチする

ように心がけたい．あまりに大きさが異なり．どうし

ても同じ倍率でスケッチできないときには，それが分

かるような1:夫がほしい．例えば，１両lじ倍串でスケッ

チしたときの大きさが分かるような目安となるスケッ

チをしておくとよい．

スケッチする倍率は，自分なりの方針を決めておき

たいものである．

（｡1）歪みとスケ､‘ノチするiliuuM

顕微鏡を使ってスケッチをする|Ilj;には．像の篭みを

知ることが大切である．’.'｣間鈍簡咽描画挫悩には，剛

微鏡で見えている視野の全部をそのままスケッチする

と，端の方は歪んでしまうという欠点がある．特に、

スケッチしたい部分が),Lえている視岬からはみH{して

いる場合は厄介である．このような時は，スライドグ

ラスを少しずつ動かし，少しずつスケッチしなくては

ならない．その時に注意しないと，濃みのために線が

つながらなくなる．そこで．予め，見えている視野の

どの範囲なら歪まないでスケッチできるかを把握して

おくようにする．』忠水は．視野の巾心部だけでスケッ

チすることである．
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また，ｉIにうとす為mjlIは、１払湖微鏡で伽察しな

がら決め，スケッチした時α)ﾉくきさを把り&し，MiIlIIi紙

におさまるようにT:大しなくてはならない．

仏は，植物体の各部分によって，最低限必挫な大き

さの枠を決めて，Ｈ安にしている．

た、本人はIlf雌に,'ドいているつもりでも，実際にはI|；

砿にbII:かれていないということもよくあることであ

る．正確に普くたぬには，苫こうとしている部分の形

態をよく理解していなくてはならない．その上で，何
をスケッチしたいのか，何を説明したいのか，スケッ

チする意図を自覚する必要がある．自分の愈図するこ

とを表現する上で，般適と思われる試料を選ぶように

したい．ふつうは典型的なものが媛適であろう．

・1.2.2事前観察と試料選び

良いスケッチができるかどうかは、良い試料が地附

できるかどうかにかかっている．そのためには，ス

ケソチを始める前に，まず対象とするコケ類をよく柵

察し，形態を理解し，その目的にあった,拭料辿びから

始める．

たとえ同じ菰であったとしても生育環境や義姉に

よって．多少は形が違う．何を書いたとしても，正確

に書かれていれば，蛎実であるかもしれない．しかし、

せっかく群いたとしても，説明したい特徴がまったく

喪現されていないということもあり得るのである．ま

4.2.3下書き（図'1-3）

蝿入れする||#に|､.i｢I:さをどのように他川するかに

よって使川する描IIlIi紙などが災なる．理入れには大き

く２通りの方法がある．下器きに直接塾入れする方法

と下書きを複写する方法である．どのような場合も墨

入れする時に迷うような下評きを書かないことが最も

大切なことである.敬科神的には，ドヂ椿は破線でｉ１ド

<と言われることが多いが，コケ瀬の拙造は似雑ばた

裳Ｐ 鱗一

』』｡

、

騨黛一

殉 燭
皿

唱図

Ⅲ用

■

静電

図.１３生物Ii1Ii微鈍に袋iIfした111間鏡筒珊lMilIIIi装佃を使ってスケソチをしていお伽「．、ＦｊＥをI|ﾉlるくして，liWI111i紙
は文跳で1111さえている．

ゴ
型
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め．破線では上手に香けないので．私は実線で寄いて

いる．

また，実際に顕微鏡で観察して見えている像には．

輪郭線がないのがふつうであるが．下欝きは結果とし

て輪郭線を書いていることを自雌しなくてはならな

い．御いている線が．輪郭の外側なのか内側なのかを

統一しておく．その統一･ができないときには．輪郭の

真上を書くようにしたい．

更に，写真は，ある面に焦点が合っており．他はぼ

けていても許される．しかし，スケッチは多くの場所

にピントが合っている図である．従って．スケッチは

立体物を平面に密いていることを意識しながら密かな

くてはならない．一つのピント而では対象物の全てを

見ることはできないので，顕微鏡の微動焦点合わせの

ダイヤルを上下させ，焦点の合っている而をずらしな

がら，輪郭をなぞる．この時．どこに焔点が合ってい

るかを考えながら智く．例えば,細胞を1iくときには，

表面の梯子，細胞質，細胞壁の似みなどは蝶点の合っ

ている位置によって全く見え方が異なるので，注意し

なくてはならない．スケッチでは，このように焦点の

合っている位置を変えることによって初めて見えてく

る形面状態も密き表さなくてはならない．もちろん、

一つの図で表せないときには．複数の図を響けばよ

い．

（１）直接墨入れをする場合の下番き

下醤きしたものにそのまま醜入れする方法である．

スケッチすることだけが目的ならばこの方法をお勧め

する．この方法が最も生き生きとした線が件ける．理

想的には．下書きは墨入れ後も洲す必甥がないように

書くことである．しかし，そのためには注意すること

も少なくない．

使用する描画紙は墨入れする時ににじまないものを

使用しなくてはならない．一般には，ケント紙が使わ

れている．ケント紙にもいろいろな甑餓があり．ケン

ト紙以外にも上質紙やトレース紙などが使える．いず

れの場合にも，必ず墨入れの試し密きをして，使用す

る前に品蘭を見極めておく．

また，墨入れするときにインクがにじまないように

するためには，描画紙が傷まないように以下のことに

注意したい．

・消しゴムはなるべく使わない．使う場合には，描画

紙の表面を痛めず，油脂が少ない消しゴムを便刑す

る．紙質によっては製図川の附しゴムが使用でき

る．私は，製図用の芋消板を使い，間違えた簡所だ

けをプラスチック消しゴムで消し，消しゴムの粕は

ブラシで払っている．

・手袋をする．描画紙に手の油がつくと，墨入れのイ

ンクがのりにくくなるので，注意したい．手袋は布

製を使用するか爽験用の使い捨て手袋を使う．布製

の手袋を使川するときには，飛記用具が持ちにくく

なるので，私は帆桁，人錐し指，中指の部分を根元

で切り落として使っている．手袋の代わりに紙を敷

いてもよい．

・使用する鉛蕊は，ＨＢかＢなどを使い．なるべく細

く，薄く沓くようにする．この時．硬い鉛飛を使う

と，描画紙を術めてしまうので，注意する．反対に，

柔らかすぎると線が太くなりすぎたり，墨入れの時

にインクののりが悪くなる．私はシャープペンを

使っている．芯の太さが直径0.3ｍｍか0.5ｍｍの

シャープベンを使い，災に，芯の先をやすりで細く

して使う．やすりは，製図用のものがあるが，紙や

すりで十分である．これほど細くする必要はないだ

ろうと思われるかもしれないが，実際には，先を細

くしないと正しい線が書けないことが多い．

（２）複写する場合の下評き

墨入れは．直接には下瞥きにしないで，別の描画紙

にする方法である．手でトレースする方法と機械で複

写ないし，トレースする方法がある．前の方法と異な

り，描画紙はどんなものでも櫛わないであろう．但し．

線はある穂度，濃く響かないとトレースしにいので，

注怠したい．この方法の利点は，下諜きの描画紙を汚

くしても差し支えないことであり，スケッチした図に

様々な情報を書き込んでおくことができることであ

る．下書きをメモ的に保存しておきたいときには，こ

の方法をお勧めする．

4.2.4墨入れ

鉛韮書きの図は，鉛韮の濃淡などによって，暖昧な

部分をごまかすこともできる．しかし，墨入れするこ

とで，ごまかしができなくなり，暖昧さがなくなる．

蝋入れすることは．爪確に観察できているかどうかを

知る目安になる．正肺を期すためには．下響きをした

直後に輿入れすることが望ましい．また，墨入れには

個性が現れるので，自分のスタイルを確立したいもの

である．近年．墨入れも画像かスケッチの下書きをパ

ソコン上でトレースすれば比鮫的容易に作ることがで

きるようになった（後述：4-4）が，ここでは伝統的な

方法を述べる．
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防ぐことができる．また，峨近は，使い捨てのペンの

中にも利用できるものがある．使い捨てペンの利点

は，器<速度に左右されることなく一定の太さの線が

替けること，インクが漏れてこないので秤き出しが太

くなることがないことなどである．但し，保存性は保

証できない．名和，各製造会社のものを試して，川述

と好みによって選べばよい．

蝋入れする時には，線のﾉkさを決めなくてはならな

い．線の太さに決まりがあるわけではないので，好み

により「器万別である．また．印刷される時の縮小仙

ﾉＷ(を辞えて，太さを決める．いずれにしても，卿Ｍ１

に細い線は印刷した時にかすれてしまう恐れがあるの

で，注意したい．

蝿入れする前に．準備連動も忘れてはならない大切

なことである．手が震えていては,墨入れはできない．

手の震えがおさまるような準備運動をすると良い．私

は鉛派を持って弧や円を描いて，佃らすようにしてい

る．また，害<方向にも得て不得手があるので，自分

の特児な向きを知ることも大切なことである．手が震

えず，ペン先が描画紙に引っかからず，滑らかな線が

‘1}ける方法を見つけたい．

雌後に，手袋をするか，紙を蚊いて，手の油などで

柵lIlIj紙を汚さないように_L大する．

（１）下藩きに直接墨入れする

蝦水仙には下昔きの線をそのままなぞれば良いか，

戯外に雌しい、前述したように下書きの線が，’陥邪の

内1111なのか,外側なのか,翼l:なのかによってﾘ'↓なる．

特に,断倍串で;１１:いた間隔が狭いＷｊ線の場合には旅愁

しなくてはならない．輪郭の真上を書いた下盤きの上

をそのままなぞると，観察して見えていた像の間隔よ

りも蝿入れした線と線の間隔の方が狭くなりがちであ

る．そこで.実際に計測して，比較するようにしたい，

理想は，できあがった図版での計測値と顕微鏡での計

測値が一致していることである．私は，２本の物差し

の各々に４０倍と４００倍，１０倍と１００倍でスケッチ

したときの目鴨値を貼り、直ぐに測定できるようにし

ている，もし，このような諜差を小さくしたいばら，

大きな原例を作ることである．

また，墨入れする時に雌も難しいことは，線をつな

ぐ．ことであろう．－'､撤普きで書き終えることは/fく''1能

なので，どこかで線をつながなくてはならない．角

披っている所や線が交わっている所を起点と終点にす

ると良い．また，線と線の間を少し細いペンでつはぐ

〃法もある．私は，拡大鏡や実体顕微鏡を使い，拡大
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飛記用具は千差万別である．毛蚕もあれば．製側剛

のペンもある．製図剛のペンにもいろいろある．使用

するインクの鞭類やペン先の形などが玉婆になる．

使用するインクは，‐･般には．製図用のインクが推

奨される．炭素を含み，退色しにくく，にじみにくい

からである．用途によっては．ふつうの油性インクや

水‘I)kインクでも良い．{I'し，水ﾉ|ミインクを仙jガして,Iド

いた線は退色し鋤いので，保存に注意したい．また，

インクと紙の相性を試しておきたい．インクののりが

想い組み合わせやインクがにじむ組み合わせは避けな

くてはならない．

ペン先は，万年蕊のようなものと杵のようなものが

ある（Ⅸ|‘1.1)．万年稲のようなものには，いわゆる丸

ペンと呼ばれ，線の太さをある職度自在に変えられる

ものと太さが一定で太さにいろいろあるものがある．

九ペンはペン先をオイルストーンで研解して好みの太

さにしてから使う．かつては丸ペンが使われたが，雌

近は先が管のような製図ペンが広く使われている．ペ

ン先が管状の製図ペンは，太さは・定であるが，太さ

にはいろいろある．また．ペン先に２種類あり．単に

符になっているものと管の中に芯が入っているものが

ある．スケッチには、後背が適している．このペンの

欠点は，インクが11)れることがあり，‘Iﾄき出しが太く

なり易いこと，１１１:く早さによって線の太さが変わり鋤

いことなどである.特に冬にこのペンを使う時には.

この傾向が強い．そこで，私は使い始める前に少し暇

y)て，手で押ることによる温度上界にともなうインク

の川;ｌＬがなくなってから使うようにしていあ．こうす

ることで，ある隈喚は，インク漏れによる航わＬさを

厘届
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は｣,|§木的には点描することで入れるが、線として入れ

ることもある．小さい側の場合には，あまり陰影を入

れなくても良いが．大きくする場合には，陰影を入れ

た方が良いであろう．陰影を入れないと膜式阿と勘違

いされることもある．

色の濃淡は点の密度によって表現する．点描は，原

図できれいに見えても、印刷するときれいでなくなる

ことがあるので推怠したい．あまりに高い伴峻で打た

れた点は印刷するとつながってしまうし，小さ過ぎる

点は印刷されないこともある．常に．印刷されるとき

の縮小率を考慮しなくてはならない．また，陰影や色

のi腿淡の炎現が．っの柵造であると間述われることの

ないようにしなくてはならない．特に，炎而のざらつ

きや微名などと紛らわしくならないように気をつけた

い．

・方．輪郭だけを強調したいときには．陰影を入れ

ずWii的に仕上げるとよい．どれが良いとは一概には

,i､えないので，その川途によ‐》て使い分けたい．

（４）修似

やむを得ず修復するときには，「|f服の白の修正液か

絵の具で直す．私は，面相筆を使い，水溶性のポス

ターカラーの白で直している．

2７
図版fi製法

,1.2.5仕上げ

雌後にスケッチを一枚の図版として仕上げる方法を

述べる．図版のつくり方にはいろいろあるが，次の２

通りが般的である．ド評きから狐入れまで．初めか

ら終わりまで，一枚の紙にiH:く方按と一つ－－つの部分

ⅨIをそれぞれ別々の紙に!'卜いて，後から一枚の台紙に

貼る方法である．どちらにするかは初b/)に決的ること

しながら墨入れすることで，このようなトラブルを解

消している．

（２）下書きを複写する

下書きの上にトレースする紙をのせて．上からト

レースする方法である.トレースする場合，下書きと

トレースする紙は似剛Uのテープかメンディングテー

プなどで止M》ておくとよい．｜､レースするときに蚊も

注意したいことは，ノ､ﾄ1人;|Lしﾉこ線か|､､it催の線よりも

滑らかになり，微妙な'''1,''１や曲がりがなくなってしま

うことである．このようなことがおこらないように，

ふつうはトレース紙が使われる．もし，厚手の紙にト

レースするときには，ドから光を当てて，下蒋きの線

の通りに忠実に黒入れできるように_I二夫する（図｡１

５)．

また．下書きがきれいに評けていればコピー機で

そのまま複写すれば，原図にすることもできるし，下

１１}:きをデジタル化して，トレースすることも1J能であ

る．デジタル化については後述する．

（３）陰影など

墨入れのちょっとしたI:夫によって，仕上がりから

受ける印象が全く凪なる（岡4-6).そこで，線の太さ

や．線の秘斌陰影の〃無などに気を付けたい．

線の種類は雌本的には，実線でどくが，時には点線

を使用する．重なってドになっている部分や傷んでい

る部分．輪郭の境口がはっきりしていない境目を表す

ときには，点線が使われる．

立体感を出したい時には，線のﾉkさを変えたり，陰

影を人;|Lたりする．険形の入れ〃には．光が当たって

いる方向を想定する叫合と，Ｌない甥合がある．陰形

Ｉ

図４－５ライトポックスを使い，厚手のケント紙に

トレースしている様子．
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図‘１６鍋入れの例‘／ｒｉは線だけで､141ｍ的に仕上げ

た例．右(よ陰影を入れて'肱休的に仕上げﾉこ
例．

蕊蕊鍵

『



3８
古木達郎

である．ここでは，後者について手作業での過程を述

べるが，この作業はデジタル化することで飛剛的に簡

叩になっている．

（１）台紙の大きさ

もし．雑誌や本に掲載することを目的にスケッチす

るのであれば，投稿する雑誌の投刷規定を蹄岨しなく

てはならない．多くの場合，印刷に提川する原図の大

きさが，雑誌や出版社によって決められている．大き

過ぎるときには，何らかの方法で縮小して提出すれば

よい．

掲戦される大きさは，横幅によって決まることが多

い．ふつうは，図版の天地と本の天地が-．致して印刷

されるので，横幅が基準となる．複数の図版をつくる

ときには，横幅は同じになるように心掛けたい．

まず，図版が最も大きく掲載される時の縦横比を把

槻する．そのためには，図版の最大褐賊舗と，文字の

般大印字幅の関係を確かめておく．この両者が同じ場

合と，図版の方が狭い場合,広い場合など梯々である．

また，文章は１段組印刷のことも２段組印刷のことも

あるので，このことも注意したい．２段組印刷のとき

には，図版を１段幅に掲載されることもある．更に，

図版の脱明文を入れる位凹も考慮しなくてはならな

い．図版の下に入れるのか，別ページに入れるのかな

どである．

このようなことを調べ，原図の縦横比は図版が肢も

大きく掲雌される時の縦横比と同じになるように決

め，その縦櫛比で枠を設定する．例えば，その枠は，

掲戦される大きさの２倍とか３倍の長さに投定すれ

ばよい．従って，台紙の大きさはその枠よりも一回り

大きくなければならない．私は，掲載される大きさの

２倍の長さにして枠を設定し，その枠の四隅に鉛韮で

｜･字を徴くようにしている．各部分図は，雌大横帆を

その枠に合わせ．上に詰めるようにして，縦は般長を

超えないように貼る．

（２）配置

スケッチした部分図を一枚の図版のどこに配侭する

か，滑りをどのようにつけるかは，とても大切なこと

である．一つの方法は，一般の理工学併の文東と同じ

ようにと上から右下に向かって配岡することである．

しかし，各部分図によって大きさが不揃いであるため

に，この基本どおりにはできないことも多い．

別の配慨のⅡ:方は，主となるスケッチ（例えば，捕

物体の全形）を中心に据えて．その周囲の余白に部分

凶を配世する方法である．王となるスケッチが他の部

分図よりも際だって大きいときには，この配皿が良い

であろう．種子植物などでは．この配悩の仕方が多い．

この場合，部分図は，関係あるものどうしが近くにく

るように配置する．

いずれの配置においても，余白が必要以上にできて

しまうことは避けたい．

（３）番号

番号の付け方は，部分図の配圃の仕方にかかわら

ず，本文（たとえば記載文）に書かれている順番と同

じにすることが望ましい．恭号は文字を使うか数字を

使う．文字は，アルファベットが使われることが多い．

また，数字はアラビア数字（今の算用数字）かローマ

数字が使われることが多い．アルファベットは２６文

字しかないので，注意しなくてはならない．番号を付

ける位置は，例えば，部分図の左下とかに統一してお

くと分かりやすい．

複数の図版を作るときには．図版の稀号と部分図の

番号が混乱しないように注意したい．また，図版が一

枚であろうと複数であろうと，部分図に通し番号を振

る方法もある．番号の振り方も維継の投稿規定によっ

て決められていることがあるので，注怠したい．

稀号は，自分で啓き込むか．印字した紙を切り取っ

て貼るか，シール式（インスタントレタリング）のも

のを使うかであるが，好みによる．股近は，デジタル

化が一般的である．

（４）倍率の表示

倍率の表示の仕方には２通りの方法がある．一つ

は，例えば，×１０とか×１００として実際の倍串で我示

する方法である．この方法は一兇良さそうであるが，

印刷時に原図が何倍で縮小拡大されるか分からないこ

とが多いので．予め計算しにくく，校正に手間がかか

るという欠点がある．また，図版を測定しようとする

ためには．読者が計算しなくてはならず，不便を感じ

ることが多い．

他は，スケールで表示する方法である．この方法は，

例えば１ｍｍの長さを表す棒を原図に入れる方法で

ある．ふつうこの棒をスケールパーと呼んでいる．ス

ケールバーは部分図の近くに入れるか，余白にまとめ

て入れるようにする．後の手間が楽なことと間違いが

起こる確率が低いことから，私はスケールバーを入れ

る方法にしている．

どちらの場合にも．文字の入れ方に２通りある．図

版に直接評き込んでしまう方法と図版の税明文に入れ

る方法である．
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（５）文字怖報

文字を入れる場合．欧文をやむを得ず縦位慨に入れ

る時には．入れる向きに注意しなくてはならない．す

なわち，９０度回転した時に読めるように入れればよ

い．本を９０度回転して縦む時には，若い頁側が上に

位圏するように吐く．洋僻や理工学桝では，本の綴じ

代が左側にあり，右開きであるために，本を開くと左

側の頁が前で右側が後になるので．本を時計回りに

９０度回転することになる．しかし，綴書きの和書など

では，本は左開きなので．時計と反対回りに９０度回

転することになる．従って，左綴じの本と右綴じの木

とでは，欧文を縦位IiIに入れる向きが180度異なる．

（６）貼る

もし，初めから全ての部分図を一枚の描画紙に書い

てしまえば，各部分図を台紙に貼る手間はかからない

が，部分図ごとに仕上げる方法では，各部分図を絵に

沿って切り出し．台紙に糊で貼らなくてはならない．

台紙は厚手の白いケント紙などが使われる．糊は．変

色するもの，変質しやすいもの，剥がれやすいもの．

虫に食われやすいものなどは避ける．アラビア糊が瞳

もよいが，木工用ボンドで代用できる．また，貼った

あとに縮むことを防いだり．貼り直せるようにするた

めに，爪楊枝などの先に少蹴を付けて．点で接着し，

面では貼らない方がよい．般後に，部分図や番号，ス

ケールバーなどを全て揃えて，予備的に配置してか

ら．貼り付けるようにしたい．

（７）カバー

大切な原図なので，保掴するためのカバーを付けて

おきたい．私は薄手のトレース紙を使用している．こ

のカバーは単なるカバーではなく，図版の天地や番

号，著者名，印刷する縮小串などを書いておく．

また．台紙の典にも必ず，何前と図版の番号を赤鉛

飛で響いておくようにする．この時，ボールペンは使

用しない方がよい．ボールペンのインクは長い年月の

間に，徐々にしみて．紙の裏側にまでにじむことがあ

る．デジタルで印刷した甥合，カバーが必要ないこと

も多い．

4.2.6原図の提出

股後に提出する際の注意邪項を述べたい．最も大切

なことは．原図が返却されるかどうかを事前に確かめ

ておくことである．もし，返却されるのであれば，原

図を提出すればよい．しかし．返却されないこともあ

る．返却されない場合には．複写する．コピー機で．

ビーするか．写真に棚影するかコンピューターにデジ

タルで取り込み印刷しなくてはならない．その際，原

稿と同じ大きさの紙に印刷すると扱いが楽である．今

後のやり取りを考えると返却されるか否かにかかわら

ず，後者をお勧めする．

近年は，デジタルでの提出が主流になった．その際．

画像の解像度やファイルの祁類に注意しなくてはなら

ない．

4.3写真

ここで扱う写真図版は，論文として役柵する学術的

なものである．顕微鏡写真と生態写''4に分けられる

が，各々の撤影方法に関しては別項に排しく，顕微鏡

写真が形態観察法(p､２５)，生態写真が写真撮影法(p，

４１）に解説されている．ここでは．搬彫後の扱い方を

述べる．

4.3.1プリント

モノクロ（白黒）で論文に褐戦する場合には，初め

からモノクロで撮影して．モノクロでプリントした方

がよい．コントラストの強弱，色の洩哩などは，フィ

ルムや現像液．印画紙の稲類によって適宜，調整する

ようにしたい．

プリントする印画紙は光沢紙がよい．紙の上に番号

やスケールパーを貼るためには，なるべく表面が平滑

である方が扱い易い．

4.3.2複数を－枚の台紙に貼る

スケッチと写真とは，基本的には別の図版として作

る方がよい．スケッチは中間色がないが，写真には中

間色がある．スケッチでは．印刷時に巾間色を出そう

とすると，台紙に貼られている各部分のスケッチの紙

の境目が線として印刷されたり．鉛兼の下僻きが印刷
されたりしてしまう．

複数の写真を一枚の台紙に貼る甥合，各写真の間の

余白の処理の仕方は，雑誌の投稿規定によって決めら

れている場合があるので注意する．各写典を隙間なく

貼る方法と．投稿者にまかされている場合などがあ

る．もし．投稿規定になければ，そのまま一枚として

扱えるような図版がよい．余白がいい加減な原図は，

印刷会社が適当に余白を揃えるために，各写真を分解

してそれぞれを一枚として処理し，再柵成してⅡ:上げ

る方法を取ることになり，印刷費がかさむ要IAlになり

かねない．



４０ 古木達郎

配佃や番号の付け方，台紙への貼り方．カバーの付

け方は，スケッチと同梯のことに注意する．この時，

番号や，文字，スケールバーは黒に白い枠付きのイン

スタントレタリングがよい．

4.4デジタル化

蚊近，フラットヘッドスキャナーを使い，コケ類を

デジタル化すると非常に業IJWらしい図が得られるの

で，利用している．フラットヘッドスキャナーには，

読み取り部にＣＣＤタイプとＣＩＳタイプの２つがあ

る．光学ユニットが兇なる，－－．般にＣＣＤタイプは大

きく分厚いため被写界深度の深い画像が得るが，ｃｌｓ

タイプはシンプルで小さいが被写界深度の浅いものが

多い．また，デジタルカメラで焦点の違う複数のデジ

タル画像撮影し，それを合成する深度合成（多焦点合

成)法を使えば.深度の深い写興を作ることもできる．

このソフトとしてはlmageJやCombineZMなどが

広く使われおり，無料でダウンロードできる．

近年は，スケッチにしても．墨入れから．部分図の

配置，番号や文字．スケールバーを入れる作業はデジ

タル化した方が経凹と時間の節約になる．コンピュー

ター器機を利用する場合は，使う器機やソフトの稲類

と性能，習熟度にもよるので．マニュアルを読みなが

ら自分で試行錯誤を繭ね熟練するようにしたい．コン

ピューター器機の進歩の速度を考えると，今後，飛踊

的に改善されると思われるので，簡単に述べるにとど

めておく．デジタル画像には，ビットマップ画像とベ

クトル画像の２つがある．ビットマップ画像は写真な

どの連続階調画像に適していると言われ，いわゆるペ

イント系画像処理ソフトウェアが使われる．ベクトル

画像は，図表やスケッチなどに適していると言われ，

いわゆるドロー系図版作成ソフトフェアが使われる．

前者としては，Adobe社のPhotoShopが，後者では

Adobe社のIllustratorが良く使われている．

4.4.1スケッチ

スケッチ図版を作る過程でどの作業をデジタル化す

るかによって，工穐は異なる．現段階では，墨入れし

たスケッチをデジタル化するか．鉛筆で下書きしたも

のをデジタル化するかのどちらかであろう．股初から

デジタルで行う方法もあるが，コケ類のように複雑な

柵造をしているものを扱うには．熟練が必要である．

下嘗きをスキャナーで読み取り，そのデータをペイ

ント系ソフトウェアとタブレットで直接凧入れを行う

か，ドロー系図版作成ソフトウェアとタブレットでト

レースする方法が一般的である．

また，デジタル化したデータをオートトレースソフ

トウェアでトレースする方法もあるが，オリジナル画

像のできがかぎである．墨入れしたスケッチをデジタ

ル化する方法は，次に述べる写真のデジタル化と同槻

に行えばできる．

4.4.2写真

写真図版は，コンピューターとその周辺器機を使用

すると，棚影から完成までにかかる時間の煽縮と経費

の削減になる．すでにデジタル化が主流になりつつあ

ると言えるだろう．撒影方法については．別項の第６

章｢デジタルカメラ写真撮影法｣に詳しい．

デジタル化する方法としては．プリントした写真や

フィルムをスキャナーやデジタルカメラで取り込む．

デジタル画像は、ペイント系画像処理ソフトウェアで

修Iを加えて，番号や文字等を入れ，画像の解像度や

サイズ，保存の形式を決めて，保存する.

印刷に人稿する画像の解像度や保存の形式などは印

刷会社と相談して決めるとよいであろう．
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