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海洋/湖沼における最近の
植物プランクトンに関する問題

• 有害な藻類の増殖 (地球規模の問題)
• 海洋/湖沼

• 魚類, ペットの死滅, 人類の病気, 水関係のビジネスへの悪影響

• 養殖水産 ‐Can kill stocks/toxins can build up and make it harmful to consumers

• 健康指標
• 植物プランクトンの量と健康は水環境の健康状態を示唆する役割を持ちうる



次の課題に基づいた
環境モニタリング

• リアルタイムモニタリング
• いつ問題が生じるかを知る必要がある, 事後ではなく

• 有害な藻類: 爆増する前に知る必要が在る‐事後ではコストがかかりすぎる

• 健康: 現在、環境系が健康かどうかを知りたい, また植物プランクトンの健康
が保存化学物質により損なわれるかどうかを知りたい

• 藻類の分類
• 藻類は必ずしも不利益または有害ではない; 有害な種を識別する必要がある

• データを効果的に収録し、処理する方法
• 有限時間で代表的な水中のボリュームのサンプルを取得する必要がある

• 大量のデータを描く多くの技術; データを効率よく処理する必要がある. 簡単
に処理する方法がなければ多すぎるデータは有効ではない。



主な競合するテクノロジ
既存の顕微鏡 フローサイトメトリ バルク蛍光観測 4Deep 蛍光観測

手法:
• サンプル取得

• 研究所へ持ち帰
るために保存

• 事前フィルタリ
ング /染色

• サンプルを顕微
鏡で視認し、手
動で計数、分類

手法:
• 本質的に狭い
チャネル内のサ
ンプルからの粒
子を観測するこ
とが必要

手法:
• 通常1波長の光で

藻類を励起し、
一般的なスペク
トルまたはバル
ク値を取得する。

• 水中に入れ、
「計測」ボタン
を押すだけ

手法:
• 藻類を3種類の波

長で励起

• 水中に入れ、
「計測」ボタン
を押すだけ



従来の顕微鏡
問題点

1. 時間がかかる (サンプリング, 前処理); 
リアルタイム性がない

2. 藻類を保存・励起するのに消耗品を必
要とする

3. 顕微鏡観察の高度なスペシャリストを
要する

4. 計数にバイアスがある:自己整合性67‐
83%, 専門家間でも43% のコンセンサ
スªしかない

5. プランクトンネットを抜けたサンプル
のバイアスがある

競合:
Zeiss, Nikon, etc.

a) Do experts make mistakes? A comparison of human and machine identification of dinoflagellates
Phil F. Culverhouse, Robert Williams, Beatriz Reguera, Vincent Herry, Sonsoles González‐Gil
Marine Ecology Progress Series , 2003



フローサイトメトリ

フローチャンネル –サイズに制限
狭いチャンネル

詰まりが生じる
→前処理が必要

広いチャンネル

対象が焦点外になる

問題点

1. フローチャンネルのサイズ制限; 詰まりが生
じたり、ピンボケが生じる

2. 対象は「自然な環境」にあるわけではない
3. 計測ボリュームが小さい(1時間に数百滴程度)

競合:
1. IFCB (WHOI)
• Complicated
• Need highly trained personnel
• High cost
2. FlowCam
• Desktop
• Need to change magnification 



バルク蛍光観測

問題点

1. サンプル全体の蛍光を観測
=> 種別を特定できない

2. 通常1波長 => その波長の蛍

光を励起・放射する藻類の
みが反応

競合:
Turner Designs, Seapoint, etc.

=ΣFn



4Deep社製 FluoroSea

利点

1. 世界初、かつ唯一の水中投入
型蛍光観測システム

2. In‐situ かつリアルタイム

3. 細胞単位での励起光データを
取得

4. 大繁殖が起きる前に警告を出
すことができる

Alexandrium tamarense,Thalassiosira weissflogii
and Isochrysis galbana
蛍光スペクトル比とサイズの関係

蛍光スペクトル
強度比：Fc/Fv

サイズ
(μm)

蛍光スペクトル
強度比：Fg/Fc



4Deep社製 FluoroSea
利点

リアルタイム性

• テザーケーブルでコンピュータ及び電源に接続
Tethered to a computer and power source (in a hut or 
similar)

粒子を分類
• 「Jellyfish」で藻類を蛍光スペクトル強度比とサイ
ズで類別

• 藻類の信号をトレーニングしたら、自動的に藻類を
類別し、式位置に近づいたら警告を出す

効果的なデータ処理
• 「Jellyfish」が個々の藻類細胞情報や、より高度な
解析のためのデータを提供



海洋/湖沼における
サンプリングのニーズ

ニーズ 従来の
顕微鏡

フロー
サイトメトリ

バルク蛍光 4Deep社
FluoroSea

リアルタイム性 No YES (IFCB) YES YES

粒子の分類 Yes YES (Flowcam) No YES

処理効率 No No YES YES



技術詳細



画像ベースの蛍光分析
• 2 μm ドット解像度 (5倍対物)

• ストップ/フロー設定

• 3色蛍光 (405, 505, 540 nm)

• 600+ nm emission

• CMOSカメラセンサー (2048x1088)

• 画像セグメンテーションと分析

• スペクトル強度比による相対蛍光強
度計算(ノイズに強い)

• 蛍光に加えてサイズ情報を取得可能



機械設計

• サンプルの導入

• 動きを止める

• 防汚



操作
• 各励起光は300 – 400 ms パルス

• PSII反応中心の閉鎖を誘発し、
PCの急冷を防止する

• “Fmax” 値の計測

• 励起時間と同じに設定された
カメラ露光時間

植物表面で沈着したIsochrysis galbana と
Alexandrium tamarenseの405nm励起を起こ
したときの蛍光イメージ



画像処理

• 1回のキャプチャで3 画像フレームを取得

• 各フレームでは、オブジェクトはサイズとスペクトル強度閾値に
基づいてセグメント化される

• 各オブジェクトのセグメントに対してFmaxを計算

• 3種類の蛍光強度比 (F540/505, F505/405, F540/405) とオブジェクトのサイズ
を計算 (max Feret)



画像処理
• フォーカスしたオブジェクト
をフィルタアウトできるよう
になるために必要

• イメージングチャンバー内の
移動を補足(追跡)

• 近接・線形航跡に基づいてオ
ブジェクトをクラスター化

• マニュアル計数に比べ90% の
検出精度

Alexandrium tamarenseの3スペクトル
画像の重ね合わせ



テストした種別
Specie Phylum Pigment(s)
Chlamydomonas sp. Chlorophyte Chla, Chlb
Dunaliella tertiolecta Chlorophyte Chla, Chlb
Pyramimonas parkeae Chlorophyte Chla, Chlb

Thalassiosira weissflogii Diatom Chla, Chlc, fucoxanthin

Heterosigma akashiwo Raphidophyte Chla, Chlc, fucoxanthin

Alexandrium tamarense Dinoflagellate Chla, Chlc, peridinin

Amphidinium carterae Dinoflagellate Chla, Chlc, peridinin
Scrippsiella trochoidea Dinoflagellate Chla, Chlc, peridinin

Rhodomonas salina Cryptophyte Chla, Chlc, phycoerythrin

Storeatula sp. Cryptophyte Chla, Chlc, phycoerythrin
Isochrysis galbana Haptophyte fucoxanthin

Samples courtesy of Dr. Hugh L. Macintyre, Dept. of Oceanography, Dalhousie Univ.



類別の例

Cryptophytes

Green 
algae

Alexandrium

F540/F505
F540/F405



類別の例

F540/F505
F540/F405

Alexandrium
tamarense
(渦鞭毛藻類)

Thalassiosera
weissflogi
(珪藻類)

Isocrysis galbana
(小型藻類)


