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技術報告

軟X線による魚類標本の観察

原田啓一

群馬県立自然史博物館学芸課
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博物館に収蔵されている， 魚類の冷凍標本・剥製標本・アクリル封入標本を軟X線で撮影し，

内部構造を比較観察した．比較観察の結果，軟X線の観察には， アクリル封入標本が冷凍標本に

次いで適しており，剥製標本は， 内蔵や骨格が取り除かれて製作されているため内部構造の観察

には適さないことがわかった．群馬県立自然史博物館には，展示及び研究のためにアクリル封入

標本が多数収蔵されており， この標本が特色の一つになっている． このアクリル封入標本につい

て，標本の厚さや軟X線の撮影の条件を変え，最も適した観察方法を考察した．

キーワード ：軟X線，魚類， アクリル封入標本

KeyWords :SoftX-ray,Pisces,Aspecimenembeddedinacrylicresin

を観察する方法を探った
はじめに

博物館には，様々な資料が収集・保存されている．博物

館資料には大きく実物を基本とする一次資料と，一次資料

の写真・測図・拓本・模写・レプリカ・文献・調査資料な

ど，実物の記録である二次資料に分けられる（加藤1996).

群馬県立自然史博物館（以下「当館｣）のような自然史系

の博物館で扱う資料は，動植物などの生命を有する生体で

あることが多い．従って， 自然界に存在する状態では保存

に適さないため，実物の形質や性状の一部を犠牲にして必

要な形質を保存するための加工処理をした標本の形で保存

される．代表的な一次資料としては，普通標本・乾燥標本・

さく葉標本・剥製標本・液浸標本・埋没（封入）標本・プ

ラスティネーショソ （樹脂含浸標本） ・遺構移築標本・土

層剥ぎ取り標本・プレパラート標本などがある（青木1999)．

博物館は資料を恒久的に保存し，調査・研究し，教育普

及や展示に供することを目的にしている，そのため研究の

ために資料の内部構造を知りたいときでも解剖したり， 破

壊することは，資料の保存という目的から逸脱しているた

め極力きけたい．資料の内部構造を非破壊で調べるために

X線による観察が医療や工業の分野ではよく利用きれてい

る．そこで当館が所有する軟X線装置を用いて様々な標本

X線による観察

X線を用いることで資料を破壊せずに内部構造を観察す

る， いわゆる非破壊検査ができる．

X線とは，波長が0.01nm～10nm(1nm=100万分のlmm)

程度の電磁波のことで, 1895年に， ドイツの物理学者ヴィ

ルヘルム・レントゲン(1845～1923)が発見した．

X線には， 1．直進性（電磁波としての性質)， 2 ，波

動性と粒子性（電磁波としての性質)， 3．写真感光作用，

4．蛍光作用， 5． イオソ化作用， 6．屈折しにくい， 7．

解析現象を示す， 8．透過能力が大きい， 9．電場，磁場

の影響を受けない等の性質がある． このうち写真感光作用，

透過能力を用いて資料の内部を透過してX線写真を撮るこ

とで骨格や内臓の様子を観察することができる．

X線のうち，一般的に短い波長域のものを硬X線，長い

波長域のものを軟X線という． X線の波長は管電圧(kVp:

キロボルトピーク）によって変化し，管電圧が高いぼど波

長は短くなり， エネルギーは増す．物質に対する透過力

（線質）は，波長と物体のx線に対する吸収度によって決

まる．波長が短いぼど透過力は大きくなる. X線の吸収度
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ば，物質が高密度なほど， また物質の厚みが厚いほど大き

くなる．

X線写真を撮影するときは管電流(mA) と照射時間

(sec)で表される線量で濃度を調節する．管電流が多い

ぼど， また照射時間が長いほど濃度は濃くなる．

サケ科

・ヤマメ (O"co"'y噸ﾉ"fs ﾉ""") :実物（冷凍),剥製

標本[GMNH-PV5]

・イワナ(S"蛇"池弼jα"0"'""s) :アクリル封入標本

[GMNH PV58]

観察方法

博物館資料をX線で観察するために，装置には当館が所

有する軟X線装置ソフテックス株式会社製「SOFTEXP

RO-TEST 150型」を, X線フイルムには富士フィルム

製の「Industrial X-RAYFILMFR」を使用してX

線写真を撮影した．

撮影は， 四つ切りのフィルムの上に直接資料を配置し，

資料の厚さ，標本の種類，管電圧，管電流及び照射時間の

条件を変えておこなった．撮影条件を表1 ， 2， 3に示し

材 料

今回観察した資料は， 当館で収蔵されている資料の中か

ら，様々な種類の標本がある魚類からコイ科及びサケ科･の

ものを選択した．

標本は，すべて群馬県から採取された日本産のもので，

当館所蔵標本である．以下に， その名称と学名及び標本の

種類を示した‘

コイ科

・モヅゴ(sFMimzs6om""'αノ ：アクリル封入標本[G

MNH-VP63]

・ギソブナ（“ﾉ海ss"ssl. ) :アクリル封入標本[GM

NH VP120]

・ハス (O"""cﾉz"zys z"c"0s/"s) :アクリル封入標本

[GMNH-VP97,GMNH-VP151]

一トデ
/L＝

表1 資料の種類

’
｜

I

アクリル封入標本の厚さ表2

資料名’
資料名

ｌ

ｌ

’’ 結果 ’
標本の厚さ

(mm)
Ｉ
ｌ
ｌ

ﾄ |照謹間| 結果 ’
I 180 1 不適
’ ’80 1 不適
’ 180 適
’ ’80 …
……

照射時間

(sec)

中の資料の

厚さ(mm)

アクリル:資料

厚さの比

管電圧

(kVp)

管電流

（｢『fA)

｜ モッゴ
|ギンブナ
｜ ハス
ハス ｜
イワナ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

30

37

45

55

10

15

20

20

2.0: 1 50

50

50

5050

１

１

２

２ 2

1.5： 1

1.3： 1

50 1 2

1.8： 1

80 35 1.3： 1

※照射時間は60sec～300secまで30秒ごとに条件を変えて撮影し､良いものを選んだ

表3 照射時間

ｌ

ｌ

~
~

｜
’

資料の種類

実物[冷凍］

剥製標本

アクリル封入標本

資料名

ヤマメ

ヤマメ

ﾉ、ス

管電圧

(kVp）
50

50

50

罎霊瀬

剛

2

2

2

照射時間

(sec）

60

60

180 適

結果

日晒

耳支］

不適

資料名

ノ、ス

標本の厚さ

(m、）

55

管電圧

(kVp）

50

管電流

(mA）

2

照射時間

(sec）

120

150

180

210

240

結果

不i

やや適
曰も

軍〕

やや適

不適
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よる観察に適しているが，標本の11｣｣:さによって観察の結果

が異なる．

アクリル封人楪水では， アクリルを透過させるために強

いx線を照#､|する必‘奥がある． アクリル封人標本の厚さが

30nlin (図版l.1)及び37mm (IXI版1.2)のものは， アクリル

の厚さに比べ， ’ | 'の資料が岬く， アクリルの透過に必要な

線量を雌射すると』 資料の内部枇迪はコントラストが失わ

れてしまい，像がはっきりせず観察に適さない. 451''m (図

版1.3)の標本では, ' | !の資料のl』』:みが20mlnあるのでアク

リルの厚さに対･する資料のHj:さも1!』｣:く 、 アクリルを透過す

る線量を照射しても|ﾉ1，，¥|;l,'''雌が観察できる. 80nlm (Xl版,.4)

の標本でも|ﾉ､1,洲,'#造は縦察できるが， アク'ノルが厚くなり

影が濃くなってしまってやや糾察に適さない． 今回は80mm

以上の厚みの楪本は伽影しなかったが， ある狸度以l:の厚

みのあるアクリル封入標本は， アクリルの影の影響が強く

なり観察に適さなくなるとちえられる． （表2）

l旱さ55mmのハスの楳本では, /ri;電川乙を50kVp,管電流を

2mAに間定し, (IxI版2)X線の雌射時間を30秒ごとに条

件を変えて撮影した結果， ’80秒の照射,,f旧lが観察に妓も

適していた．それ以ﾄｰの照身､1時iﾊlでは線量が足りずに輪郭

がはっきり'ゲらない． また， それ以Lの照射時間では線晨

が多すぎて観察したい資料までx線が透過してしまうため

観察に適さない． （表3）

結 果

実物と様々な標本にはそれぞれ特徴があり, X線で観察

してもそれぞれ述った結眼が｛!}:られた．今回は冷凍庫に保

存されていた資料とfll製標本，地投（封人）標本の一種で

あるアクリル封入標本を比べたところ， 最''製は製作過程で

骨格・内臓など|ﾉ1部描造を除去しているため，芯となる針

金以外の|ﾉ1部柵造が観察できない． また，通常，哺乳類で

は頭骨や指肖'を残して製作される場合が多いが， 当館の魚

類の＃ll製は蚊''1'も除去されている． アクリル封入標本は，

アクリル樹脂に資料をl1Mt (封~人） させているため，実物

に比べX線写真に影が'ゲって||（くなってしまうが，骨格・

内臓といった|ﾉ1fflil,' 'i造がそのまま似ｲi言されているため観察

に適している． （炎1）

そのほかの靴伽の楳水については，乾燥標本は当館には

魚類のものは猟いが，凍舟,'i屹燥により外形を保ったまま保

存できるような資料があれば|」1部柵迪を観察できると考え

られる．液浸標本は，実物と''1様の結果が得られると考え

られたので今回は撮影しなかった． また， 当館にはプラス

ティネーショソ標本は収fkされていないので観察できなかっ

たが，液浸標本と|‘1様の結果が得られると考えられる．

観

おわ り に
…

博物館にある様々な標本を'|りくX線装置で観察した結果，

当館の特色の一つであるアクリル｣§､|入標本は，実物につい

で内部橘造の観察に過していることがわかった． 今後，実

物での保存がI木|靴な|' |然史系の資料の研究について『|#<X線

装置をもっとｲ1効に利川するために，鞭ﾎ,1i'l吃燥標本などの

新しい標本がX線にk､'しどのような特徴を持つのか，様々

な資料を剛察する必喫がある．

~

図1 ヤマメ （冷凍）のX線写真[50KVp･2mA･60secで撮影］
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図2 ヤマメ （剥製）のX線写真[50KVp･2mA･60secで撮影］

本報告･を作成するにあたり,"｣Mj県〃:自然史博物館の楢

崎修一郎学芸員には， ！'りくX線についてご教示いただき， 判〈

X線装置の取り扱いやX線写真の撮影方法など様々な面で

ご指導いただいた． ここに記して厚く御礼申し上げる．

アクリル封入標本の観察

アクリル封人標本は埋没（封人）標本の種で比較的新

しい標本の形態である．生物の形質や鮮やかな色を生体に

近い状態で侭期間保つことができ， 手にとって様々な角度

から観察できる展示資料としても優れた標本である． 当館

でも動物や植物の多くのアクリル封入標本が展示されてい

て特色の一つになっている． アクリル封人標本は資料を固

定液で固定し，凍結乾燥させてから樹脂を吹き付け， アク

リル樹脂に封入して作製される （須永・井円， 1999)．骨

格・内臓などの|ﾉ､IMW''i造がそのまま残っているためX線に
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Abstract

TheobservationofthePiscesspecimensbythesoftX-ray

KeiichiHARADA

D"叱"/加騨〃0/Biology,G""洲αA伽sez""0/N"""/HIsroﾉツ

SoftX-ray imageswereexaminedforpisces speci-

mensoffrozev, taxidermyandspecimensembedded

inacrvlic resin.The taxidermv specimenhasno

internal organs or skeletons. Therefore,X ray

imageswerecomparedbeetweenfreezedspecimens

andspecimens embedded inaCrVlic resin. Inthis

paper,weexamined thebestX-rayconditions for

viewingspecimensembedded inacrylicresin.
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1 : 30mm[モツゴ :50KVp・ 1mA･180sec]

2 : 37mm[ギンブナ:50KVp・ 1mA・ 180sec]

3 : 45mm[ハス :50KVp・ 2mA･180sec]

4 : 80mm[イワナ :50KVp・ 2mA・ 180sec]

図版1 アクリル封入標本のX線写真［標本の厚さを変えて撮影］
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図版2 ハス（アクリル封入･55mm)のX線写真[50KVp･ 2mA･照射時間をを変えて撮影］


