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概 要

液晶観察を念頭において、偏光顕微鏡の原理、取扱方、写真撮影技法、アクセサリーの使い方などを紹介する。

キーワード；偏光顕微鏡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　
1 はじめに

液晶の発見から今日までの長きに渡って、偏光顕微鏡が液

晶研究に果たした役割は大きい。偏光顕微鏡は液晶を研究し

ている研究室には、まず間違いなく存在し日常的に使われて

いる道具である。本稿は液晶観察を念頭においた偏光顕微鏡

入門である。初回に顕微鏡の構造を説明し、その後、顕微鏡

の調整と操作手順、偏光観察の原理と実際、写真撮影手法な

どを展開する。

顕微鏡観察対象としての液晶の特徴はコントラストが一

般的に比較的高く、それほど微細な構造を含んでいないこと

である。顕微鏡対物レンズは、低コントラストで理論分解能

ぎりぎりの物体が観察出来るように精密に設計されている。

しかし、液晶観察に限って言えば、対物レンズの性能を設計

どおりに発揮させる必要が生じることはまれである。このた

め、対物レンズの設計者が知ったら嘆くであろうような使い

方をすることも多い。もちろん、実験家の立場からは実用上

問題なければ「それでいい」わけである。ただし、対物レン

ズの設計性能を要求されるような場合もあり、その時に困ら

ないためには対物レンズを含めた顕微鏡の正しい使い方を

知っている必要がある。それ故に、顕微鏡の正しい使い方を

一応は知った上で、日常的には正しいとは言い難いかもしれ

ないが実用的な使い方をするのがよいだろう。何が正しく、

何が正しくないかを知るためにも、まず、顕微鏡とはいかな

る物で、どのような条件で使うことを要求されるのかをまと

めておく。

図 1: 顕微鏡の光学系。顕微鏡観察では、対物レンズにより作られた物体
の空中拡大像（実像）を接眼レンズで再拡大した虚像を見ている。対物レン
ズの実像が反転像となるため顕微鏡の拡大像は実物とは反転した物となる。

2 顕微鏡における画像拡大の原理

普通の光学顕微鏡は対物レンズと接眼レンズで像の拡大を

行う（図 1）。まず、対物レンズによって、物体の倒立実像を

形成する。その実像を接眼レンズによって再度拡大した虚像

を目で観察する。写真撮影の場合にも対物レンズの実像をそ

の後の光学系によりフィルム (もしくは撮像素子) 面に再度結

像させている。このように対物レンズと後段のレンズで２段

階の拡大を行う顕微鏡を複式顕微鏡 (compound microscope)
と呼ぶ。

複式顕微鏡の目視時の倍率M は対物レンズの倍率をMo、
接眼レンズの倍率をMeとするとM = Mo£Meで与えら

れる。対物レンズの倍率 Mo は図 2 に示したように拡大対

象となる像の大きさ a と対物レンズにより形成される像の大

きさ b の比Mo = b=a で与えられる。

一方、接眼レンズ（ルーペ）は実像を形成しないので対物

レンズと同じやり方では倍率を定義できない。接眼レンズで

物を拡大して見るときには図 3 に示したように、元の物体
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図 2: 実像の拡大倍率。実像の拡大倍率は形成された像が元の像に比べて
何倍に大きくなったかで定義される。

に比べてより大きな視角で物体が観察できる。この時、目で

物を見るときの視角は目と物体の距離に依存しており、同じ

物でも目の近くに置いた方が大きく見える。このため、目と

物体の間の距離を定めないと拡大率を一意的には定義できな

い。そこで、接眼レンズの倍率定義にあたっては、元の物体

は目から 250mm の位置に置かれているものとする。この距

離を明視の距離（the rearest distance of distinct vision）と

呼ぶ。250mm という値は平均的な成人が裸眼でピントを合

わせることのできる最短距離を元に定められた値である。今、

ルーペの焦点距離を ｆ とし、ルーペの焦点の位置に物体を

置くとする。この時、視角が小さくて sin 、tan とも視角に

等しいと近似できるのなら、明視の距離での視角 ®とルーペ

の焦点に物体を置いた場合の視角 ¯ の間には ¯=®＝ 250=f
という関係が成立する。これがルーペの倍率である。

図 3: 虚像の拡大倍率。虚像の拡大倍率はその物体が目から 250mm の距
離に置かれた場合に比べて、視角が何倍になったかで定義される。虫眼鏡を
通して物を見ると、目にはあたかも遠方に大きなものがあるように見える。

偏光顕微鏡 (polarized-light microscope, polarizing micro-
scope, polarized microscope)も複式顕微鏡の一種である。偏

光顕微鏡では試料による偏光状態変化を観察するために、通

常の顕微鏡に偏光子や検光子などの光学素子が加わってい

る。また、通常の顕微鏡観察と同様に試料の像 (orthoscopic
image) を観察する場合（オルソスコープ観察）の他に、様々

な入射角で試料に入射した光線の偏光変化を画像 (conoscopic
image)として観察するコノスコープ観察がある。コノスコー

プ観察時には対物レンズと接眼レンズの間にレンズ（ベルト

ランレンズ）を挿入する。

顕微鏡では物体の像をレンズにより拡大するわけだが、実

際の顕微鏡では物体の像を完全に正確に拡大できるわけでは

ない（図 4）。虫眼鏡で物体を観察する場合でも、虫眼鏡の種

類や観察の仕方によっては像の一部がボケたり、直線である

はずものが曲線になったりすることはご存じだと思う。レン

ズによって形成された像はピントがあった状態でも程度の大

小はともかく何らかのボケや画像歪みがある。画質の低下を

引き起こす理想結像からのずれを収差 (aberration) と呼ぶ。

もちろん、収差が大きくて画像が目で見てもぼけているよう

な品は現在の対物レンズには存在しない。

図 4: 理想的なレンズでは、像の一つの点からの光線はレンズにより正確
に一つの点へと結像する。また物と像は正確に相似である。しかし、収差
があるレンズでは一つの点からの光線は一つの点へは収束しない。このた
め細い線が幅を持ったコントラストの低い線になってしまう。また、図で
H の両側が曲がっているように直線が曲線になって物と像が相似ではなく
なってしまう。

同じレンズでも、物体までの距離が変わると収差の程度も

変わる。カメラ用のレンズでは日常的に使用する距離範囲

（無限遠方から１ｍ程度まで）で収差がバランスよく小さく

なるように設計してある。逆に言えば、特定の距離に最適化

した設計ではないために、収差を極限まで小さくは出来ては

いない。それに対して顕微鏡の対物レンズでは観察条件を一

意的に定め最適化しており設計条件では収差は極めて小さく

なっている。設計条件以外の使用では収差が大きくなり性能

（特に分解能）が低下する。

複式顕微鏡には有限距離補正系 (¯nite tube length mi-
croscope) と無限遠補正系 (in¯nity-corrected system micro-
scope) の２種類のシステムがある（図 5）。有限距離補正系

では、対物レンズは単体で定まった位置に実像を形成したと

きに収差が最小になるように設計されている。一方、無限遠

補正系では１点から発した光が対物レンズ通過後に平行光束

となる場合に収差が最小になるように設計されている。無限

遠補正系のシステムでは結像レンズ (tube lens) を用いて対
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物レンズからの平行光線を集光して実像を形成する。結像レ

ンズの焦点距離はメーカーによって異なっており、165mm～

200mm 程度の値が採用されている。有限距離補正系のレン

ズを無限遠補正系の鏡筒に取り付けても、その逆の組合せで

もピントはずれるが対物レンズによる実像は形成される。た

だし、設計条件以外での使用となるために収差が増加する。

異なる組合せでの利用は望ましくない。

図 5: 無限遠補正系と有限距離補正系の光学系。無限遠補正系では対物レ
ンズ通過後に点光源からの光は平行光束となり、結像レンズにより実像を
形成する。対物レンズの後に落射照明用のユニットを挿入しても、ピント
位置のずれも、画像の二重化も生じない。有限距離補正系では対物レンズ
のみで実像を形成する。落射照明ユニットを組み合わせると鏡筒長が変わ
るためにピント位置が狂ってしまう。また、落射用プリズムの反射により
画像が二重になる。

なお、有限補正系の対物レンズでは特定の機械的鏡筒長

(対物レンズの取り付け面から接眼レンズの取り付け面まで

の距離）で収差補正が最適化されている。生物顕微鏡の鏡筒

長は 160mm か 170mm、金属顕微鏡は 210mm から 230mm
であることが多い。金属顕微鏡の鏡筒長が長いのは落射照明

ユニットが鏡筒に組み込まれるためである。指定の鏡筒長以

外で用いると収差が増すとともに対物レンズの倍率が表記と

は異なった値となる。

無限遠補正系でも、ある焦点距離の結像レンズ用に設計さ

れた対物レンズを別の焦点距離の結像レンズと組み合わせて

用いると倍率は表記とは異なった値になる。ただし、有限距

離補正系とは異なり収差が増加することはない。

無限遠補正系はシステム顕微鏡用の光学系としては有限距

離補正系に比べて優れており、最近では無限遠補正系を採用

した顕微鏡が多い。

3 偏光顕微鏡の構造

顕微鏡各部分の名称と機能を紹介する。

ランプハウス (lamp house) 光源となる電球が入っている。

光源としては低電圧ハロゲンランプ (halogen lamp) が
使われることが多い。画像をより明るくする必要があ

図 6: 顕微鏡の主要部品。末尾に (ｐ) をつけたものは偏光顕微鏡に特有
の部品である。

る場合にはキセノンランプやメタルハライドランプが、

紫外線が必要な場合は超高圧水銀灯が用いられる。光

源は発光部分の面積が小さく点光源的なものが望まし

い。外部光源を用いる場合にも全体の光量より点光源

に近く高輝度のものを選んだ方がよい。なお、ハロゲ

ンランプの色調は点灯電圧により変化する（低圧ほど

赤みがかる）。このためカラー画像撮影時に光源光量を

点灯電圧により制御すると色調が変動する。画像撮影

時は、所定の電圧でハロゲンランプを点灯し、明るす

ぎる場合には後述の ND フィルターで減光する。

集光レンズ (collector lens) 光源の光を集めて、後段のレ

ンズと共に開口絞りの位置に光源の実像を形成するレ

ンズである。

フィルター (¯lter) フィルターは光源からの光を調整するの

に用いられる色のついた透明なガラス板である。偏光

顕微鏡では３種類のフィルターが標準で用意されてい

る。１種類目は ND（neutral density) フィルターであ

る。ND フィルターは可視領域で透過光量がほぼ一定

の灰色フィルターでスペクトルバランスを変えること

なく光量を減らすのに用いる。ただし、偏光顕微鏡で

は偏光素子による光量ロスがあるため ND フィルター

が必要になること少ない。２種類目はライトバランス

フィルターで、カラー撮影時に画像に赤みがかかるの

を補正するためのものである。３種類目は緑色フィル

ターで、位相差の測定時や白黒画像撮影時のコントラ

スト増強に用いることがある。

3



視野絞り (¯eld iris(diaphragm)) 光源からの光束を適当

な大きさに絞るためのものである。照明光学系が正し

く調整された状態では、視野絞りにより試料面の照明

範囲を調整できる。

偏光子 (polarizer) 光源からの光を直線偏光にするための

ものである。偏光子の軸が半固定的な顕微鏡と回転可

能な顕微鏡がある。ポリビニルアルコールに沃素の針

状結晶を吸着させたフィルム偏光子が普通であるが、

特別に消光比を高くしたときには、後述の検光子とも

方解石のプリズムを用いる。

開口絞り (appeature iris(diaphragm)) コンデンサレン

ズの下部にある絞りである。開口絞りを調節すると、

画像の明るさ、コントラストが変化する。

コンデンサレンズ (condenser) 照明光を試料面に絞り込ん

で照射するためのレンズである。調整が悪いと画像が

暗くなったり、コントラストが悪くなったりする。上

部のレンズが可動なハネノケ型コンデンサが標準で附

属している。これ以外に長作動距離コンデンサなどの

オプションが用意されていることがある。

回転ステージ (rotating stage) 偏光顕微鏡では回転ステー

ジが標準装備となっており、この点で他の顕微鏡と異

なっている。ステージの回転軸を顕微鏡の光軸と合わ

せるために位置を微調する装置 (stage centration) が

ついているものもある。

対物レンズ (objective) 物体の像を拡大するレンズである。

対物レンズの主なスペックに倍率 (magni¯cation)・開

口数 (Numerical Appeature)・作動距離 (Working dis-
tance) がある。倍率は文字通り物体像を何倍の空中像

（実像）にするかである。異なるシステムを組み合わせ

ると対物レンズに表記された倍率とは異なる倍率とな

ることがある。見込み角はピントのあった状態で光軸

と対物レンズの最外周を通過する光線の間の角度で、

開口数 (NA) はその正弦値にレンズと物体の間の屈折

率を掛けた値である。空気中で用いる対物レンズでは

開口数は０より大きく１以下の数となる。開口数が大

きいほど高分解能で明るいレンズになる。開口数と分

解能 D の間には観察波長を ¸と置くと D = ¸=aNA
(ただし、a は 0.5 から１程度の数) という関係がある。

開口数が大きいほど広い角度範囲の光を集められるの

で、明るいレンズとなる。レンズの明るさは対物レン

ズの倍率 mと NA の関数で　 (NA=m)2 に比例して

いる。

作動距離（WD) は対物レンズの前面から試料（もしく

は試料の前に被さった指定厚さのカバーガラス上面）

までの距離である。液晶観察でホットステージを用い

るときは作動距離が 10mm 程度以上ある長作動距離の

対物レンズを用いる必要がある。

対物レンズの取り付け面からピント面までの距離を同

焦点距離 (the perfocalizing distance of the objective)
と言う。同じ規格の対物レンズでは同焦点距離は等し

いので、レボルバーを回転して倍率の異なる対物レン

ズに切り替えると多少はピントはずれるが、微動ハン

ドル操作のみでピント合わせは可能である。しかし、

異なったシステム用の対物レンズを一台の顕微鏡に取

り付けて使用していると、対物レンズを切り替えによ

りピントが大きくずれて粗動ダイヤルから調整する必

要が生じることもある。同焦点距離は歴史的に 45mm
とされてきたが、最近はそれ以外の値を採用している

システムもある。

対物レンズの標準的なネジは直径 20.32mm でネジピッ

チ 0.706mm (36 山/1 インチ）である。これは英国の

The Royal Microscopical Society により定められた

もので RMS 規格として知られている。同焦点距離の

45mm も RMS 規格である。落射照明用の対物レンズ

や最近の一部のメーカの対物レンズは RMS 規格以外

のネジを用いているために互換性がない。

図 7: 対物レンズの見込み角と作動距離。対物レンズの鏡筒にはレンズの
スペックがいろいろ記されている。20/0.35 の２０が倍率。0.35 が開口
数である。開口数 NA と見込み角θの間には、レンズと物体の間の物質の
屈折率を n として NA = n sin µ という関係がある。210/0 の 210 はこ
の対物レンズが有限距離補正系で鏡筒長 210mm 用であることを、0 はこ
の対物レンズはカバーガラスを用いない設計であることを示している。鏡
筒長が 160mm の顕微鏡用のレンズは 210 の代わりに 160 という刻印が
あり、無限遠補正系の場合には∞記号が記されている。カバーガラスを用
いるレンズでは 0 の代わりに指定のカバーガラス厚（典型的には 0.17）が
記されている。低倍率で低 NA のレンズでは 0 の代わりに－が記してある
か、何も記していないことがある。これは、カバーガラス厚については特
に指定がないことを意味している。
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レボルバー (nosepiece) 偏光顕微鏡のレボルバーには芯だ

し装置 (objective centration) がついている。芯だしが

きちんとなされていないとステージを動かすと観察対

象が視野からはずれる。なお、レボルバーの対物座の

うち一つだけ芯だし機構がついていない場合がある。

その場合には、そこに最低倍率の対物レンズを取り付

ける。

スロットホルダー (slot holder) 1/4 波長板 (quarter-wave
plate)、鋭敏色板 (sensitive-tint plate, gypsum plate,
red-1 plate, ¯rst-order red plate) を装着するためのホ

ルダー。別売の楔型コンペンセータやベレック型コン

ペンセータを使う場合は、上記の波長板を外して代わ

りにこのホルダーに装着する。

検光子 (analyzer) 　対物レンズと接眼レンズの間にある偏

光板を検光子と呼ぶ。検光子は少なくとも 90度の範囲

で回転できるようになっている。　

図 8: 接眼レンズの光学系。対物レンズにより視野マスクの位置に空中像
が形成される（この位置にトレーシングペーパーを置くと像を目で見るこ
とが出来る）。対物レンズからの光は視野マスク位置を抜けて視野レンズ
(¯eld lens) に入射する。視野レンズにより光線は内側に曲げられて後段
の眼レンズ (eye lens) に送り込まれる。眼レンズを通った光はほぼ平行
な光束になる。実像のいろいろな部分を通った光は眼レンズの外側のある
場所で交差する。この場所をアイポイントと呼ぶ。アイポイントの位置に
は、空中像のすべての位置からの光が集まっているので、この場所に目の
瞳を置くと全画面を見られる。しかし、アイポイント以外の場所では一度
に全ての光束を見ることができないので、画面の一部しか観察出来なくな
る。空中像ではなく、実際の物を拡大する場合には物体からいろいろな方
向に光が出ているので、眼レンズを通過後の光束は太くなる。この結果矢
印で記した範囲では光軸に目を置けば物体の全ての場所からの光が目に到
達するので一度に全体を観察出来る。虫眼鏡で物を拡大するときにアイポ
イントの存在を意識しないのはこのためである。眼レンズからアイポイン
トまでの距離が短いとメガネを掛けた状態では瞳をアイポイントに合わせ
られず全画像を見られない。

ベルトランレンズ (Bertrand lens) コノスコープ観察時に

光路に挿入する。ベルトランレンズのピント調整機能

がついている顕微鏡もある。なお、最近の偏光顕微鏡

の中にはオルソスコープ観察専用でベルトランレンズ

が附属していないものもある。

接眼レンズ (eyepiece, ocular) 接眼レンズは対物レンズに

より形成された空中実像を再拡大して虚像として目に

送り込む役割を果たしている。接眼レンズのスペック

に視野数がある。視野数とは接眼レンズで観察できる

円形の領域の直径を示す数値である。最近の接眼レン

ズは視野数が 25mm 程度のものもある。接眼レンズの

視野数と対物レンズの倍率により実際に観察される領

域が定まる。例えば視野数 25 の接眼レンズと 5 倍の

対物レンズの組合せでは観察される領域は 25/5=5mm
となる。対物レンズの倍率が 50 倍の場合は、観察領域

は 25/50=0.5mm である。視野マスクが接眼レンズ系

の外側（対物側）に置かれている接眼レンズと、接眼

レンズ系の中に取り込まれている場合がある。接眼レ

ンズを通過した後に、空中像の様々な部分からの光は、

特定の場所でしか交差しない。この場所をアイポイン

ト (eyepoint) と呼ぶ。アイポイントの場所では光線が

集束するので、ここに半透明の紙を置くと明るい円盤

が見える。これをラムスデンの円 (Ramsden disc) また

は出射瞳 (exit pupil) と呼ぶ。アイポイントに目の瞳を

持ってこないと画面の一部しか見られなくなる。眼レ

ンズからアイポイントまでの距離（ヒトミ距離）が長

い方が観察が楽でメガネを掛けたままで全画面の観察

ができるので、最近はヒトミ距離の長いハイアイポイ

ント (high eyepoint) 接眼レンズが主流になっている。

写真鏡筒 (camera extension tuve) 　写真撮影のための

鏡筒で 35mm カメラやビデオカメラを装着する。写真

鏡筒がついている鏡筒部分を３眼鏡筒 (trinocular head)
と呼ぶ。写真鏡筒がついていない２眼鏡筒 (binocular
head) もある。これらの顕微鏡では両眼で画像を見ら

れるが、実体双眼顕微鏡 (stereomicroscope) とは異な

り画像は決して立体的には見えない。

照準 ピントを合わせるためのノブ。古い顕微鏡は鏡筒を上下

したが、最近の顕微鏡は鏡筒が固定されていてステー

ジが上下するものが多い。粗動と微動がある。

4 顕微鏡の光学系

図 9 に光源から網膜までの一連の光路を示した。図の中で

左の図はランプのフィラメントの１点から発した光がどのよ
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うな経路をたどるかに注目して光線を記したものである。図

ではランプフィラメント本体の他に開口絞り・対物レンズ後

ろ焦点面 (back focal plane)・出射瞳の３カ所にフィラメン

トが記してある。これらの面では大きさはそれぞれに異なる

がフィラメントの実像が形成されている。これら４つの位置

は共役面 (conjugate plane) と呼ばれる。

図 9: 共役面に着目した顕微鏡の光学系。左側が電球のフィラメントと共
役な面に着目した aperture series、右が視野絞りと共役な面に着目した
¯eld series である。それぞれの共役な面の位置を矢印で示してある。

顕微鏡には２組の共役面がある。一つは上で述べたランプフ

ィラメントを出発点とする共役面 ('aperture' series) である。

もう一つは視野絞りを出発点とする共役面 ('¯eld' series) で、

こちらには視野絞り・試料面・対物レンズ像結像面 (primary
image plane)・網膜 (retina) の４つである。対物レンズ像結

像面は一般的に顕微鏡の鏡筒の端よりも 10mm ほど内側に

設定されており、接眼レンズの視野マスクはこの位置に設定

されている。この場所と網膜が共役面なので、対物レンズ結

像面（接眼レンズ視野マスク位置）に目盛板を入れると網膜

上では画像と目盛が重なって観察できる。接眼レンズの視度

調整が狂っていると視野マスクの位置と網膜が共役面ではな

くなるので、ピントの合った画像にピントの合わない目盛り

や十字線が重なって見えることになる。

図 9 のランプから試料までの光学系がケラー照明 (KÄohler
illumination) と呼ばれるものである。ケラー照明ではランプ

フィラメントからの光をコレクターレンズにより集光し、開

口絞りの位置にフィラメントの実像を形成する。開口絞りは

コンデンサレンズの光源側の焦点面に置かれており開口絞り

の位置から出た光はコンデンサレンズを通った後で平行光線

になる。試料面はコンデンサレンズを挟んで視野絞りと共役

の位置に定められている。照明に、このように複雑な光学系

を用いるのは

1. 試料面を均一に照明する。

2. 照明範囲を NA とは独立に調整する。

3. 照明の見込み角を照明範囲と独立に連続的に調整する。

ためである。図 9 の光学系により、上述の目的がどのよう

に果たされているのかを考えてみよう。

試料面を均一に照明するためには、光源側で試料面と共役

にある視野絞り面の照度が均一で有ればよい。視野絞り位置

に光源からの光がどのように到達するかを考えてみると、ラ

ンプフィラメントの様々な場所からの光が混ざって視野絞り

に到達しており、たとえフィラメント面の明るさが部分的に

異なっていても、それらが平均されて均一度が増しているこ

とが理解できる。

続いて、照明範囲の調整について調べてみよう。ケラー照

明では視野絞りと試料面が共役にある。このため図 9（右）

に示したように視野絞りの大きさを変えると、それに伴って

試料面で照明されている領域の大きさも変化する。この図で

は視野絞りの大きさを光軸の右側では広く、左側では狭く描

いている。光線を追跡していくと試料面では、視野絞りの反

転した実像が形成されており、絞りの開き方を反映して右側

が広く、左側が狭く照明されていることが分かる。図では開

口絞りは左右均等に設定してある。照明光が試料面に入射す

る見込み角は左右では差がない。つまり、照射領域の調整は

NA とは独立に行われている。視野絞りの大きさと照明範囲

の大きさは正確に比例している。一方、視野絞りを通過する

光量も視野絞りの大きさに比例する。これら二つの比例関係

より視野絞りの大きさを変えると照明範囲は変わるが照明さ

れている部分の明るさは変わらないことが結論できる。

光線をさらに追跡していくと、照明範囲が広い側の光線は

視野マスク位置で視野マスクの外側に結像しており（図では
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その後を破線で示している）目には到達していない。つまり、

視野マスクで限られた観察領域の外側まで照射しても直接は

目には到達せずに顕微鏡の鏡筒内部で反射して画像のコント

ラスト低下をもたらす迷光となることが分かる。

視野絞りを左右均等にして開口絞りを左右不均等にすると

何が起こるかを考えてみよう。図 9（左）では左側の開口絞

りが広く（高NA)、右側の開口絞りが狭く（低NA)描いてあ

る。両方の光線を比べてみると高 NA 側が照明の見込み角が

大きく、低 NA 側は小さいことが分かる。一方照明された領

域の幅は左右で変わらず、視野絞りで規定された幅になって

いることが分かる。つまり、開口絞りにより照明範囲とは独

立に照明の NA が調整されている。照明範囲は不変のままで

低 NA 状態の方が入射する光量が少なくなるので暗くなる。

しかし、図をよく見ると試料を通過した高 NA 側の光束は対

物レンズに取り込まれずに外側に出てしまう。これでは画像

の明るさには寄与できない。つまり、照明側の NA が対物レ

ンズの NAより大きいと対物の NAより大きい領域の光束は

対物レンズに取り込まれずに無駄になるばかりではなく散乱

などにより画像のコントラストを低下させる原因になる。

5 液晶観察に特有の問題

液晶試料の相変化観察ではホットステージに入れて試料温

度を調整する必要がある。いろいろなメーカーからホットス

テージが販売されており、また自作の物を用いることもある

がいずれにせよ液晶セルはある程度の厚みを持った炉の中に

設置される。このため、対物レンズとコンデンサレンズの作

動距離が長くないと試料にピントが合わないとか、ケラー照

明がきちんとできないといった問題が生じる。メトラー社の

ホットステージを例に取ると、厚みが 25mm あり、試料の位

置は下から 15mm 程度にある。コンデンサーレンズの作動

距離は 15mm 程度以上、対物レンズの作動距離は 10mm 程

度以上必要である。

5.1 対物レンズの選定

偏光顕微鏡に附属する対物レンズは低倍率のものを除いて

作動距離が長くはない。多くの場合１０倍以上の対物レンズ

は、ホットステージを使用すると試料にピントが合わなくな

る。高倍率の観察が必要な場合には偏光顕微鏡用ではなく、

金属顕微鏡用の長作動距離対物レンズを転用することにな

る。金属顕微鏡用には２０倍や４０倍で作動距離が 10mm 以

上の対物レンズが用意されており、これらを用いれば、いく

つかの問題はあるものの高倍率観察が可能である。

金属顕微鏡用の対物レンズを用いることの問題の一つは、

一般に金属顕微鏡用対物レンズは偏光顕微鏡用対物レンズよ

り対物レンズによる偏光の乱れが大きなことである。これは、

偏光顕微鏡用対物レンズはガラス等の歪みによる偏光の乱れ

を極力少なくするように注意して作製されているのに対し、

それ以外の対物レンズではそれほどの注意が払われていない

ためである。微小複屈折試料の場合には金属顕微鏡用の対物

レンズを用いると画像のコントラストが悪くなる可能性があ

る。液晶セルの厚さが充分にあり複屈折も大きい場合には、

画像コントラストの低下は問題とはならない。

二番目の問題点は有限補正系システムにのみ関連すること

である。有限補正系の多くのシステムでは偏光顕微鏡と金属

顕微鏡では機械的鏡筒長が異なっている。通常は金属顕微鏡

の方が鏡筒長が長い。このため、金属顕微鏡用の対物レンズ

を偏光顕微鏡に取り付けると、対物レンズに表記された倍率

より低い倍率にしかならない。倍率の大凡の目安は対物レン

ズの倍率をM 、偏光顕微鏡本来の鏡筒長をLp、金属顕微鏡

の鏡筒長を Lm とすると修正倍率McはMc = M ¤Lp=Lm
となる。正確な拡大倍率を求めるには、対物ミクロメータを

用いるのがよい。偏光顕微鏡に落射照明ユニットなどを取り

付けて鏡筒長を金属顕微鏡と同じにすれば、対物レンズの倍

率は表記どおりとなる。無限補正系では、鏡筒長のミスマッ

チは生じないので、結像レンズが同じ焦点距離のシステム内

なら対物レンズに記載された通りの倍率となる。

鏡筒長のミスマッチがあると収差も増大する。しかし、液

晶観察時にはガラスを通しての観察になり、それによる収差

が大きく鏡筒長のミスマッチをあまり気にしなくて良い。

なお、ニコンやオリンパスの有限補正系用の長作動距離対

物レンズは製造中止製品となっている。ユニオン光学は現在

も新品を供給しているようである。

長作動距離の対物レンズでは有限補正系でも無限補正系で

も同じ倍率のレンズが２種類カタログに掲載されていること

がある。その場合、一方が作動距離がより長く、しかし NA
は小さくなっている。分解能のことを考えると作動距離に問

題がないのなら高 NA レンズの方が有利であるように思われ

るかもしれない。しかし、実際の液晶観察場面では、カバー

ガラスを使用しないで使うように設計されたレンズで 1mm
程度以上のガラスを通して液晶試料を観察しており、対物レ

ンズの設計条件からは大きく逸脱した使用状態となっている。

それ故に、対物レンズの NA から期待される分解能は実現で

きないのでコノスコープ観察をする場合を除けば対物レンズ

の NA には拘る必要はない。低 NA でも作動距離のより長い

対物レンズの方が使い勝手がよくおすすめである。

液晶観察用の長作動距離対物レンズもカタログには掲載さ

れている。これらの対物レンズには補正環 (correction collar)
があり、これにより、試料と対物レンズ間に挿入されたガラ

スにより発生する収差をある程度のガラス厚み範囲で補正す
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ることができる。日常的な液晶の組織観察では補正環付きの

レンズを使う必要性が感じられる場面はほとんどない。しか

しながら、反射型セルの反射面を観察する場合など、液晶セ

ルの下部にあるはっきりした構造を観察する場合には補正環

の調整によりコントラストが劇的に上昇することがある。補

正環のついた液晶観察用対物レンズは同倍率の対物に比べて

はるかに高価ではあるが、１本ぐらいは持っていてもよいも

のかもしれない。

5.2 コンデンサレンズの選定

高 NA コンデンサの作動距離は 1mm 程度であり、ホット

ステージと組み合わせた場合にはケラー照明は実現出来ない。

市販のホットステージと組み合わせて用いるには作動距離が

15mm 程度以上で、対物レンズと同程度の NA0.5 以上のコ

ンデンサーレンズが必要となる。しかし、このような商品は

著者の知る限り市販されていない。かつては、ニコンはカタ

ログに作動距離が 10mm で NA が 0.65 の長作動コンデンサ

を掲載していた。しかし、現在では製造中止になっている。

現状ではハネノケコンデンサの上玉を外して用いるのがホッ

トステージを用いる場合の照明の唯一に近い選択肢である。

なお、有限補正系長作動対物レンズや長作動コンデンサレ

ンズなどの製造中止商品をどうしても入手したい場合は、中

古商を探すほか、ネットオークションを定期的にチェックし

ておくとよいであろう。

6 正しい使い方と日常的な使い方の境界

サイズ

「正しい顕微鏡の使い方」に従うと、液晶観察においても、

①作動距離が十分に確保されているコンデンサレンズを用い

て照明を行い、②対物レンズの指定条件（長作動ではカバー

ガラス等を一切用いない。有限距離補正系では鏡筒長を合わ

せる）を守ることが要求される。特に、条件②は顕微鏡の分

解能に直結する条件で、これが守られていないと対物レンズ

のスペックは発揮されない。では、実際にどの程度のものを

観察するときには使用条件を考慮しなければならないのかを

少し考えてみよう。

使用条件からのずれによる影響は NA の増加と共に顕著に

なる。微細な構造を観察する場合には当然、高倍率で高 NA
の対物レンズを使うことになる。それ故に高倍率の対物レン

ズについてのみ考察すればよい。顕微鏡用の長作動高倍率対

物レンズは 100 倍まで用意されている。しかし、100 倍のレ

ンズは通常のホットステージと組み合わせるのには作動距離

が十分ではない。実用的に一番高倍率の対物レンズは 40～

50 倍のものである。ここでは、対応する実商品はないが、倍

率が 50 倍で NA は 0.5 というスペックの対物レンズについ

て考えることにする。対物レンズの分解能の式より、このレ

ンズの分解能は 1 μｍ程度以下である。視野数 25 の接眼レ

ンズと組み合わせた場合に観察領域の直径は 0.5mm なので、

分解能に相当する１μ m は画面直径の 1/500 になる。実際

に顕微鏡を観察することを考えると画面の 1/500 は、かな

り目を凝らさないときちんとは見えない長さである。このレ

ベルの構造観察を行う時には使用条件を正しく守る必要があ

る。もし、カバーガラスをどうしても使わなければならない

のなら補正環付きの対物レンズを使うしかない。実際の液晶

組織観察では、はこのような細かい構造に目を凝らして観察

しなければならない事態には先ず遭遇しないのではないかと

思う。

使用条件を守らなければならないサイズが分かったところ

で、続いて対物レンズの指定条件を守らなくてもどの程度の

大きさの組織なら問題がないかを考えてみよう。こちらの条

件は必ずしも明確ではないのだが、一般に NA が 0.1 程度の

対物レンズではカバーガラス厚指定は無くなるので、これを

目安に考えることにしよう。NA0.1に対応する分解能は 5 μ

m である。50 倍の対物レンズを使っているとすると、５μ

m は視野直径の 1/100に対応する長さである。これより長い

構造に関してはガラスを通しても一応は観察できていると考

えてよいだろう。もし、対物レンズの倍率が 10 倍であるの

なら、観察領域の直径は 2.5mm となるので、5 μ m は視野

の 1/500 相当の長さとなる。この場合には目視観察できるも

のは、一応は問題なく拡大されていると思って良いだろう。

7 次回の予告

顕微鏡の構造は一通り説明したので、次回は今回の説明を

前提に顕微鏡の調整方法を日常的な調整と大幅に光軸が狂っ

ている場合の調整に分けて説明する。次回が終わった段階で、

一応は、調整ができた顕微鏡で液晶を観察できるようになる

はずである。

偏光顕微鏡で液晶を観察すると、様々な色合いの美しい組

織が見られる。なぜ、透明な液晶が偏光顕微鏡下でカラフル

な組織を見せるのか、そして、そこからどのような情報を引

き出せるのかが、その次の話題になる予定である。
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