
カラーフイルムのケースを利用 した簡易偏光装置

(と くにスライドプロゼクター用)の 自作

阪 口 和 則 (長崎県教育センター )

まえがき

簡易偏光装置の自作については,すでに本県に

おいて も多 くの先生方によって立派な ものが工夫

され,授業に利用されているので,何 ら目新しい

ものではないが,最近,不要になつたカラーフィ

ルムのケースを使 って簡単に回転円板つきの偏光

装 置を自作することができたので紹介したい。

とくに鉱物顕微鏡のない小,中学校での “岩石

のできかた
"の

学習において,ス ライ ドプロゼク

ターを用いた岩石薄片の観察は非常に大切なこと

だ と考えている。この装置をスライ ドプロゼクタ

ーにセットすればかな り効果的な授業が期待でき

る。

装置と工夫

この装置で工夫 した点は回転部分である。従来 ,

いろんな ものが工夫 され利用されているが (本県

関係で も,山野井重夫 ,石川直衛 :昭和 45年 P

寺井博 :昭和 49年 P阪 口和則 :昭和49どなど)

ここでは不要になったカラーフィルムのケースを

用い ることにした。このケースの利点は,①入手

しやすいこと,② このフィルムケースのふたはか

み合せになつてお り, この部分をつかえば,回転

がなめらかであ り,回転中にはずれた り,ずれた

りすることがない。③ケースの大きさがこの偏光

装置の全体の大きさとうまくマッチしている,な

どである。今回自作したこの簡易偏光装置は,以

前,筆者が塩イヒビニルパイプを使って自作したも

があ欠点を大部分除いてくれた。
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以 下,製作法について説明す る。

製作法

(図 1 回転載物台の製 1/F順 序参照 )

(1)カ ラーフィルムのケースを用意す る。

(2)ふ たの上面をふちだけ残してナイフで切 り取

って穴をあける。ふたの部分はやわらかなビニ

ール材を使 ってあるのでナイフで切 り取 ること

ができる。

(3)ふたの下約 8～ 9 ππのところでケースを切断

する。切断した残 りで顕微鏡用アナライザーを

つ くることがで きる (後述 )。

(4)次 に固定用板と回転円板をつ くる。

(a)固 定用板は,筆者の場合スライ ドチェンジ

ャーに取 りつけられるように幅をスライドの

マウントの大 きさである 4印にし長さは 10

"と
した,板 は 2 Zπ の厚みをもつ色つ きのア

クリル板を使 った。

固定板の中心に外管 (図 1(3))よ り少 し小さ

めの穴 (径 2.6翻 )を あける。その上に偏光

板 (3.5× 3.5側 )を 偏光の振動方向が図 1

(4)左の方向になるように貼ると多色性の観察

に都合がよい。偏光の振動方向の決定には黒

ウンモを使 う。偏光を通して黒ウンモを回転

させ,黒ウンモの多色性が暗い方に転じたと

きのへき開の方向を偏光の振動方向とする。

lb)回転円板はどんな もので も利用できるがで

きるだけ薄い もの (筆者の場合lππの塩ビ板 )

を利用し,直径 10働の円板をつ くり,そ の

中心に内管と同じくらいの穴 (径 2.6硼 )を1)2)3)は 引用文献の番号 を示す。
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図 1 回転載物台の製作順序
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図2 切断した残りのケースを使って上方ニコル(ア ナライザー )をつくる
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あける◎

回転円板には図のよ うに小さな穴 を4つ あけ

てゴムひもを通 し,薄片 を固定するのにつかう。

(5)内 管,外管はつけたま でゝ,固定用板,回 転

円板を,そ れぞれにで きるだけ強力な接着剤 を

つかって貼 りつける。

以上のようにして,ス ライ ドプロゼクター用の

回転載物台をつ くることができる。又この回転載

物台は生物顕微鏡にとりつけて,鉱物顕微鏡 とし

て利用できる。この際には上方偏光板 (ア ナライ

ザ ー )が必要になるので以下 ,そ の製 1/F法 につい

て説明する。 (図 2参照 )

先に使 ったカラーフィルムのケースの切断した

残 りの部分を利用してアナライザーをつ くる。ケ

ースの底を切 り取って円筒状にし一方に偏光板を

は りつける。このケースは普通の顕微鏡の鏡筒に

スッポリはまるので, これをつけたり,はずした

りして, クロスニコルにした り,平行ニコルにし

た りして観察する。

利用法

スライ ドプロゼクターのチェンジャーをはずし

その位置にこの回転載物台を挿入し,鉄製スタン

ドでしっか り固定する。

上方偏光板 (ア ナライザー )は プロゼクターの

映写 レンズの前におく,こ れは筆者の場合,特別

につ くらず,偏光板を手で持 って,ク ロスニコル
,

平行ニコルの操 1/Fを 行な った (写真 )。 顕微鏡の

クロスヘヤー (十字線 )の代 りにスクリーンに黒

い糸を十字にはって,造岩鉱物の消光角,多色性

な どを観察した。消光角はスクリーン面上で分度

器を使って沢」定し,部分的なスケッチもスクリー

ン面上か ら写し取ることができる。

画面 も広 く,明 るいので多 くの生徒たちと同時

に学習できる。又,鉱物の光学的性質のややくわ

しいこと (鉱物のへ き開,多色性,消光角,双晶

偏光装置は鉄製スタン ドで固定し,ア ナ

ライザーは手で持 って使用する。

のようすなど )は スクリーンに近づいて詳しく調

べ ることができる。

手に持 った上方偏光板をスクリーンに近づけ 9

-つ の鉱物の一部にそれをあてると,影の部分は

クロスニコルの状態,明 るい ところは平行ニコル

の状態にな り,同時に二つの状態で一つの鉱物の

観察ができる。とくに,へ き開と双晶などの関係

を見るのに都合が良かった。変わった使い方の一

例である。

この装置は前述したように生物顕微鏡に も取付

けて利用できる。

簡単に自作できる教具であると思 って紹介 した。

なお偏光板(30× 30")は一枚約 1,500円程度

です。購入法については筆者あて御一報下 さい。
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