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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。今回はデジタ

ルカメラを用いての写真撮影と連載全体に関する参考文献の紹介を行う。

キーワード；偏光顕微鏡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　
顕微鏡写真を取り巻く状況はここ数年で激変した。これま

で長きに渡り、フィルムを用いた「銀塩システム」がほぼ唯

一の写真技術であった。ところが、2 次元光センサーで画像

を電気信号に変換し、デジタル情報として画像処理を行う

「デジタル撮影システム」が急激に発展し、銀塩システムか

らデジタルシステムへの大移行が起こっている。この大移行

は継続中で、着陸地点はまだ見えていない。2005 年初頭時

点では、決定版デジタル顕微鏡写真システムは存在していな

いし、どのようなものになるかも定かではない。今回はデジ

タルカメラによる顕微鏡写真を取り上げるが、上述の理由で

数年以内に時代遅れになる部分が多々存在することを予めお

断りしておく。

デジタル撮影システムの利点は、その場で撮影結果が確認

できることである。もちろん、その後の処理の早さ、容易さ

も利点であるが、科学写真にとってはそれらは付随的なもの

である。銀塩システムでも撮影当日仕上がりの同時プリント

は存在するし、現像したフィルムをスキャナーで読み込めば

デジタル化できる。しかし、銀塩システムでは現像が仕上が

るまでは撮影に問題がなかったかの確認ができない。現像後

に問題が発覚すれば、再撮影の必要が生じる。しかし、時に

は試料の劣化等の事情で再撮影が困難な場合も存在する。一

方、デジタルシステムでは撮影したその場で結果確認ができ

るので、質はともかく、使える写真を確実に手に入れられる。

デジタル撮影システムで撮影時に画像確認を怠るのは、デジ

タルシステムを使う最大の利点を放棄するに等しい。

現時点では画像の精細さ、撮影領域の広さ、露光許容幅な

どに関しては銀塩システムの方が勝っている。今でも、本当

に美しい写真を撮影しようと思ったら、フィルムカメラを持

ち出すのが正しい方法なのである。しかし、研究用の写真で

は、使える画像が得られることが第１優先事項であり、この

点においてデジタル撮影システムは銀塩システムに対しては

決定的に有利な立場にある。

本論に写る前に、デジタルカメラを使った顕微鏡写真撮影

は、極めて気軽に始められることを強調しておく。お手元に

デジタルカメラがあるのなら、そのカメラのズームを望遠側

にして、カメラのレンズを顕微鏡の接眼部分に（レンズの前

面がぶつかって傷が付かないように注意して）つけて、シャッ

ターを押してみて頂きたい。これだけで、デジタル顕微鏡写

真が手に入る。こんな簡単な方法で、そのまま発表に使える

デジタル顕微鏡写真が得られる（こともある）。もちろん、

ボケたり、ブレたり、筒を通して見ているような画像だった

りして、発表には使えない写真となる場合もある。しかし、

画像が一部でも写っていれば、後は液晶ファインダーを見な

がら使える写真となるように工夫すればよいのである。デジ

タルカメラはフィルムカメラと違ってフィルムの消費を気に

する必要がなく、失敗を恐れずに、いくらでも撮り直しがで

きる。本稿では、こうした工夫の助けとなるような事柄を紹

介する。

デジタル顕微鏡撮影には大きく分けて 2 通りのやり方があ

る。1 番目は顕微鏡メーカーから販売されている専用のデジ

タル撮影システムを用いることである。しかし、これは本稿

の主旨とは異なるので取り上げない。2 番目が本稿で記す、

市販のデジタルカメラと顕微鏡の組み合わせによるデジタル

顕微鏡写真撮影手法である。なお、説明においてはこれまで

の連載で解説した用語は説明なしで用いている。意味が分か

らない用語があったら、連載をさかのぼってご覧頂けると幸

いである。
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1 撮影システム

図 1: デジタルカメラを用いた顕微鏡写真撮影の光学系。カメラ側にレン
ズがない（上）場合は、顕微鏡側で写真撮影用レンズを用いて直接結像す
る。カメラ側にレンズがある（下）場合は、顕微鏡側は普通の接眼レンズ
を用い、カメラレンズで結像する

市販のデジタルカメラと顕微鏡の組合せによる撮影システ

ムは大きく二つに分けられる。両者の違いはデジタルカメラ

側の撮影用レンズの有無による。図 1 にそれぞれの方法の

光学系を示した。カメラ側に撮影用レンズがない場合は、顕

微鏡の光学系で撮影素子面に実像を形成する。この手法は、

フィルムを用いた顕微鏡写真撮影システムで標準的に行われ

ている手法である。現在の顕微鏡写真システムでは、ビュー

アと自動露出機能などを備えた写真撮影用鏡筒の上にフィル

ムカメラが装着してある。この最終段のフィルムカメラだけ

をデジタルカメラに変えるのである。

もう一つの方法はカメラ側に撮影用レンズがある場合であ

る。この場合、カメラは人間の目と同じように結像能力を持っ

ているわけだから、顕微鏡側の光学系では虚像を形成し、そ

の虚像をカメラ側のレンズで結像する。この手法はコリメー

ト法と呼ばれており天体写真撮影やフィールドスコープを用

いた望遠撮影でよく用いられている。コリメート法による顕

微鏡写真撮影はこれまでも家庭用顕微鏡の写真撮影手法とし

て行われていた。しかしながら、普通のコンパクトフィルム

カメラでは合焦しているかの確認や撮影範囲の確認が不可能

であり、業務用としては実用的ではなかった。デジタルカメ

ラの出現により、ピントと撮影領域の確認が可能になりコリ

メート法は一気に実用的な手法となった。

カメラレンズは顕微鏡光学系ほど最適化されてはいないの

で、顕微鏡光学系のみを使う方がよい画像になる。しかし、

それには写真鏡筒を備えた顕微鏡が必要である。手軽さに関

しては普通の顕微鏡の上にデジタルカメラを置けば最低限の

ことは出来るコリメート法に軍配が上がる。

カメラ側の撮影レンズがない状態を作り出せるのは、撮影レ

ンズが交換できるカメラのみである。現在、この条件を満たせ

るのはデジタル一眼レフ（Digital Single Lens Re°ex:DSLR)
カメラか、レンズ交換式距離計連動デジタルカメラのみであ

る。現行の距離計連動デジタルカメラは趣味性が強い製品で、

撮影の自動化がなされていない。このため顕微鏡との組合せ

ると非常に不便である。つまり現実的には DSLR を使った

システム構築となる。

普通の（一眼レフでない）デジタルカメラ (Digital Still
Camera: DSC：以下本稿では DSC は取り外しできないレ

ンズがついたカメラという意味で用いる）には取り外し不可

能な撮影レンズが装着されている。この種のカメラを顕微鏡

と組み合わせる時の手法は必然的にコリメート法となる。な

お、現状で DSLR の方が DSC より速写性、連写性とも優れ

ておりこれらの機能が要求される場合は DSLR を使っでシ

ステムを構築する方がよい。

2 DSLRを用いたシステム構築

フィルムを用いる一眼レフカメラ（FSLR) を顕微鏡へ取

り付けての顕微鏡写真撮影は銀塩システムの時代から、それ

なりに一般的な手法であった。このため、多くのメーカーで

はFSLRを顕微鏡に取り付けるためのユニットを販売してい

た。これらの FSLR を顕微鏡に装着するユニットがあれば、

DSLRの多くは、そのまま、もしくは変換アダプターを介し

て顕微鏡に装着可能である。

図 2に顕微鏡にDSLRを取り付けた写真を示した。左側は

ニコンのビューア付き写真鏡筒に富士フイルムの DSLR を

取り付けたものである。このビューア付き写真鏡筒はニコン

Fマウントになっているため、ニコン・富士フイルム・コダッ

クのDSLRが直接装着可能である。ただし、写真鏡筒のレン

ズマウント部分のアルミリングがカメラマウントとぶつかっ

て装着できないことがあるので、取り付け時にはアルミリン

グをはずす必要が生じることもある。右側はオリンパスの顕

微鏡にオリンパスのFSLRカメラシステム用接続鏡筒を用い

てキヤノンの DSLR を取り付けたところである。もちろん

オリンパスの DSLR も装着可能である。

これらの装着例では何れも、既存のシステムを転用して

いるだけなので、取り付けのために、何か部品を作り出すと

いった工作は不要である。

なお、多くのDSLRでは、DSLRとコンピュータをUSB等

で接続してコンピュータから DSLR をコントロールできる。

コンピュータからコントロールすれば、撮影条件の設定や確

認も容易であるし、撮影画像をコンピュータの画面上で即座
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図 2: DSLR の顕微鏡への取り付け。左側の写真はニコンの写真撮影鏡
筒に富士フイルムの DSLR を装着している。右はオリンパスの顕微鏡に
OM システム用顕微鏡アタッチメントをつけて、さらに OM － EOS マ
ウント変換アダプターを介してキヤノンの DSLR を装着している。富士
フイルムの DSLR にはアングルファインダーを装着している。こうすれ
ば横から DSLR のファインダーを確認できるようになる。

に拡大してピントや露出の確認ができる。顕微鏡の脇にコン

ピュータを置く余裕があるなら、コンピュータからDSLRを

コントロールするようにシステムを構築するとよい。

3 DSCによるシステム構築

DSC は、それ自体で結像能力があり、光学的には人間の

目と同等の機能を持つ。それ故、DSC を用いる場合には、人

間の目の替わりに DSC のレンズを接眼レンズの上に設置す

ればよい。接眼レンズにより作られる虚像が、カメラのレン

ズにより受光素子上に実像として結像し画像が得られる。

3.1 顕微鏡へのDSCの取り付け

DSC を研究用顕微鏡に装着するためのの一番簡単な方法

は市販の顕微鏡－デジタルカメラ接続キットを用いることで

ある。ネット上の検索で「顕微鏡　デジカメ　アタッチメン

ト」といったキーワードで検索をかければ、該当するWebが

見付かるはずである。これらのキットは接眼レンズに相当す

るレンズも含まれているので購入して指定された DSC を組

み合わせれば、簡単に顕微鏡写真が撮影できるようになる。

これらの多くは単眼、双眼、三眼鏡筒の何れにも対応出来る

ようになっている。

市販接続キットを用いない場合は、目視観察用の接眼レン

ズを用いてシステムを構築する。単眼鏡筒顕微鏡に関しては、

ビクセン、ボーグ、ミードなどの天体望遠鏡メーカーから、

上述のキットより安価なコリメート法用のアタッチメントが

販売されており、これらを活用した装着例も Web 上では見

受けられる。ただし、物によっては DSC と相性のよいハイ

アイポイント接眼レンズが使えないので検討が必要である。

双眼鏡筒は接眼レンズ取り付け部分が斜めに傾いており、

また形状も複雑であるためにコリメート法用アタッチメント

の取り付けは必ずしも容易ではない。このような場合は鏡筒

にではなく接眼レンズ本体に DSC を取り付けてしまうのも

一つの方法である。例えば、ケンコーのフィールドスコープ

用アダプターはそのままでNikonの旧世代の接眼レンズに取

り付けられる。図 3 右はNikonE4500 フィールドスコープア

ダプターを使って接眼レンズに取り付け、それを単眼顕微鏡

の鏡筒に差し込んだ状態である。この組合せを使うと、JIS
規格接眼レンズが装着できる顕微鏡なら、その場で DSC が

取り付けられる。出先で顕微鏡写真を撮りたいときに役に立

つ組合せである。

DSC を三眼鏡筒顕微鏡の写真撮影用の鏡筒に取り付ける

時には写真撮影用鏡筒には写真撮影用のレンズではなく、通

常の目視観察用接眼レンズを取り付けるようにする。顕微鏡

に附属する写真撮影用レンズは、あくまでも直接結像するた

めのレンズである。つまり、レンズを通過した後の光線は集

光される作りになっている。一方、DSC を用いた撮影では

DSC 側に集光能力があるので、DSC に入射する光は平行光

もしくは発散傾向にある必要がある。それぞれのレンズの設

計基準が異なっていることもあり、写真撮影用レンズとDSC
を組み合わせると中心部分はシャープだけれど周辺部がボケ

た画像となることがある。写真鏡筒への取り付けにあたって

は、図 3 中に示したような簡単なアダプターを作成する必要

がある。

図 3: DSC の顕微鏡への取り付け。左は接続アダプタを使って三眼鏡筒
の写真鏡筒に取り付けた状態。右は、接眼レンズに取り付けて単眼鏡筒の
顕微鏡に取り付けた状態。真中下挿入図の左側の部品は３眼鏡筒の取り付
けに用いたアダプターで、真鍮の筒の上部にネジを切ったものである。右
はケンコーのフィールドスコープ用アタッチメントを接眼レンズに取り付
けた状態のものである。
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3.2 カメラの選択

コリメート法による撮影では接眼レンズの出射瞳と DSC
の絞り位置が適合していないと、画像全体を撮影出来ない。

これは、目視観察の場合に目の位置が悪いと中心部しか見え

ないのと同じ現象である。顕微鏡写真で図 4右のように画像

の中心の円形の部分のみ画像があり、周囲が黒くなっている

のは発表には使いたくない画像である。それ故に、顕微鏡撮

影用の DSC を選ぶときには、接眼レンズとの適合性がよい

ことが必須条件となる。とはいえ、接眼レンズとの適合に関

するデータは DSC のカタログには掲載されていない。この

ため、次の２つの方法で適合性のよい DSC を見出すことに

なる。

図 4: 接眼レンズと DSC のマッチング。この DSC ではズームを広角端
にすると画面の外縁部分は接眼レンズからの光が到達せずに黒く潰れてしま
う（左）。ズームを望遠側に持って行くと、外縁部まで画像となるが（中）、
これは、広角側の画像の中心部分を拡大していることに相当するので、撮
影範囲は広角側より実際には狭くなっている。さらにズームを望遠側にす
ると、撮影範囲はさらに狭くなっている（右）。左の写真内部のフレームは
真中の写真で写っている領域、真中の写真のフレームは右の写真で写って
いる領域である。

図 5: 接眼レンズの出射瞳の位置と DSC の絞りの位置が適合している
(接眼レンズからの光が DSC 光学系の絞りの位置で収束する) 場合（左）
には全画面が撮影される。絞り位置と{ 収束位置が異なってくる（中）と
絞りがある程度以上開いていれば、全画面が撮影されるが、絞りを絞って
いくと周辺部の光が遮られるようになる。絞りと収束位置が離れていると
（右）、どんなに頑張っても周辺部からの光は遮断され画面に写らなくなる。

最初の方法は世間の評判を調べることである。顕微鏡関連

の情報の他、天体やフィールドスコープ関係の情報も役に立

つ。ただし、天体望遠鏡やフィールドスコープ用には顕微鏡

用よりアイポイントの長い接眼レンズがあるので、天体望遠

鏡では使えても顕微鏡では使えないことがあるかもしれない。

二つめの方法は実際に試してみることである。一番よいの

は DSC を販売している店に顕微鏡を持ち込んで、接眼レン

ズの上に候補となっている DSC を実際に置いて様子を見て

みることである。これが、面倒だったり恥ずかしかったりす

る場合には、顕微鏡本体ではなく、接眼レンズのみを持ち込

んで、DSC の前につけて画面全体が明るくなるのか、それ

とも中央部に明るい領域が出現するのみなのかを確認する。

この時接眼レンズにはなるべく光軸方向からのみ光が入射す

るようにしておくとよい（こうするための単純な方法は紙筒

をつけることだが、回りの人から見ればかなり怪しげな行為

に見えることになるかもしれない）。なお、多くのDSC では

ズーム範囲の全てにおいて問題が生じないことは希で、広角

側では画面の真中に丸く画像が見えるのが、ズームを望遠側

に行くに従って画像が大きくなって、ついには全体が画像と

なる。さらにズームを望遠側にすると、今度は画像の中央部

分のみが拡大されるようになっていく。それ故、観察領域を

広くしようとおもったら、なるべく広角側で撮影領域が全画

面となる機種を選ぶようにする。

相性のテストをパスした機種に関しては、次に上げる事柄

を考慮して最終的な機種選定を行う。

まず、最初に考慮するのは顕微鏡への装着の容易さである。

例えば E4500 のようにレンズ前面にフィルターネジがあり、

また、ズームをしてもレンズ前面の位置が不動の機種は機械

的な装着が極めて簡単である。E4500 に限らず、標準でフィ

ルターやコンバージョンレンズが装着できる DSC は顕微鏡

への取り付けも楽であると思ってよい。オプションでフィル

ター装着ユニットがある場合もこの範疇に含めてよい。

標準でフィルターやコンバージョンレンズをつける手だて

がないカメラでは、カメラの三脚ネジ穴を使って、顕微鏡取

り付けユニットを装着することになる。この場合はある程度

の工作が必要になる。その機種を用いる特別な理由がない限

りは、取り付けに努力がいる機種は避けた方がよい。

２番目に考慮するのは、カメラの自動露出調整手段である。

カメラの自動露出手段にはプログラムオート（カメラが絞り

とシャッター速度の両方を決める）、シャッター優先オート

（人間がシャッター速度を決め、カメラが絞りを調整する）、

絞り優先オート（人間が絞りを決め、カメラがシャッター速

度を調整する）がある。顕微鏡撮影にあたっては、絞り優先

オートがついている方がよい。DSC の絞りが接眼レンズの

出射瞳位置にあれば、絞りが変動しても撮影領域に変化は

ないのだけれど、両者の位置がずれている場合には、図 5、
6 に示したように絞りを絞るに従って、撮影される領域も狭

まっていく。露出調整に伴って絞り値が変動する DSC を使

うと、画像が暗くて絞りが開いている場合には全画面が写る

けれど、対象物が明るいと絞りが絞られて中央部分のみしか

写らないといった問題が生じることがある。このようなこと

を避けるためには人間が絞り値を固定できるように、絞り優

先オートのあるカメラを用いる必要がある。

３番目に考慮するのは焦点位置を無限遠に固定できるかで

ある。後述するようにカメラのオートフォーカスを使っての

ピント調整も可能であるが、オートフォーカスは一様配向セ

ルのようにコントラストの低いものではうまく作動しないこ

ともある。安定した撮影を行いたいのならカメラの焦点位置
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図 6: カメラレンズの焦点距離は同一にして、絞りを一番開いた状態での
撮影（左）と、一番絞った状態での撮影（右）。左の写真は周辺まで写って
いるが、右の写真は周辺部分は黒く影になっている。

が無限遠に固定できる方が便利である。

そして最後に、レリーズが使えるかを確認する。シャッター

ボタンを直接押す操作は、撮影時に振動を引き起こすので、

本体のシャッターボタンを押すのではなく、外部からシャッ

ター操作できる方がよい。どうしても、本体でしかシャッター

が押せない場合は、セルフタイマーを使えばシャッターを押

す操作による振動を防ぐことが出来る。

上に述べた４つの事柄は決して必須事項ではない。顕微鏡

と組み合わせるDSCに基本的に要請されるのは、やはり、全

画面がきちんと、なるべく広い領域が撮影できるかである。

3.3 DSCカメラレンズの歪曲収差の問題

多くのズームレンズには歪曲収差がある。これは、直線が

直線に写らないものである。レンズのついたデジタルカメラ

を通しての撮影でもカメラレンズに歪曲収差がある場合に

は撮影された画像で直線が曲がることになる。この問題は、

LSI などの工業製品の撮影においては重大な問題となるが、

液晶の組織観察の場合には致命的な欠点とはならない。どう

しても歪曲が気になるなら、歪曲収差を補正するフリーソフ

トも存在するのでそれを使うとよいであろう。

4 ピント調整

顕微鏡で目視観察時をするときに、ピントがあった位置か

ら手前側と奥側にピントがあって見える範囲がある。この範

囲のことを物体空間深度という。顕微鏡には有限の物体空間

深度があるので、ピント調整が多少狂っていてもピンぼけを

認識できない範囲がある。物体空間深度を決定する要因は、

光の回折により生じる成分、目の分解能の限界により生じる

幾何光学的制限、目のピント調整能力により生じるものの 3
つがある。これらのうち、高倍率顕微鏡観察では前 2 者が主

要な原因であることが経験的に知られている。顕微鏡の物体

空間深度を与える式としてはベレックによる実験式が提唱さ

れている。

T =
1
2

¸
NA2 +

1
7mNA

(1)

ここで NA は対物レンズの NA 値、mは総合倍率である。こ

の式の１項目は光の回折由来の効果で、２項目は幾何光学的

なピントのずれによるものである。目視観察と写真撮影では

２項目の係数が異なる。このため、目視でピントを合わせた

つもりでも撮影された写真ではピンぼけになることがありう

る。ベレックの式からは、ピンぼけ写真を作り出す率は高倍

率時でも低倍率時でもそれほど変わりがないはずであるのだ

けれど、実際には低倍率の方がピンぼけ写真を作りやすいこ

とが知られている。これは、低倍率では目の調整機能による

ピントのずれが生じるためと推測されている。

ピンぼけ写真を作らないための基本は目視でのピント調整

時に拡大倍率を上げて写真撮影時の焦点深度に対して深度

をなるべく浅くしてピント合わせを正確にすることである。

デジタルカメラを使う場合には、最終的には撮影した画像を

その場でコンピュータ画面上でピクセル等倍まで拡大して確

認することになるけれども、その前段階の戦術は DSLR と

DSC では異なっている。そこで、それぞれ毎に説明する。

4.1 DSRLシステムのピント調整

現在のほとんどの DSLR は撮影以前に画像をモニター上

で確認する手段はない。つまり、背面の液晶ビューワーや外

部接続の画面はピント調整やフレーミングには役立たない。

2005 年 2 月現在、限定的にではあるが電子式ビューファイ

ンダーも使える DSLR は 2 機種存在する。しかし、これら

の機種は何れも天体撮影を意識して搭載されたもので顕微鏡

撮影に適した物かは定かではない。将来的には電子式ファイ

ンダー搭載が一般的になり顕微鏡写真撮影でも電子式ファイ

ンダーを使ったピント確認が主流になるのかもしれないが、

それまでは現在の光学式ファインダーの DSLR を使いこな

すしかない。

普通のDSLRを用いた場合のピント調整とフレーミングは

DSLRの光学式ファインダーを用いるか、写真鏡筒のビュー

アを用いるかのいずれかとなる。ビューアがないアダプター

を用いて DSLR を取り付けた場合にはピント調整とフレー

ミングには必然的に DSLR のファインダーを用いることに

なる。

DSLRのファインダーは撮像素子と光学的に同じ位置にあ

るファインダースクリーンに結像した画像を観察している。

画像の見え方はファインダースクリーンの種類によって大き

く異なる。一般に、ファインダースクリーンの散乱性が強い

と、見え方が実際に写される画像に近くなるがファインダー

5



は暗くなる。一方、ファインダースクリーンが素通しのガラ

スのようになると、ファインダーは明るくなるがピントのボ

ケが見えにくくなる。DSLRのファインダースクリーンはこ

の 2つの間でバランスをとって設定してある。機種によりファ

インダーにどのくらいコストをかけるか異なっており、それ

によりファインダーの見えやすさも異なる。なるべくファイ

ンダーの見やすさについての評価が高い機種を選定した方が

よい。

かつての FSLR システムの中には顕微鏡撮影に特化した

ファインダースクリーンが揃えられている機種もあった。こ

れらの機種では専用ファインダースクリーンを装着すれば

良好な像が得られた。しかし、現時点では顕微鏡用ファイン

ダースクリーンを用意している DSLR システムはない。そ

れ故、ビューアがある写真鏡筒を用いる場合にはピント合わ

せにはビューアーを用いて DSLR のファインダーはフレー

ミングのみに用いるようにする方がよい結果をもたらすと思

われる。

3 眼鏡筒の顕微鏡は、基本的には目視観察と写真撮影でピ

ント位置が同じになるように作られている。それ故、目視観

察用の接眼レンズの視度調整をきちんと行っておけば、目視

観察でピントを合わせれば、DSLRのファインダーのピント

もほぼあった状態になっているはずである。その上で、DSLR
にマグニファイヤー（拡大鏡）を装着して用いればDSLRで

も効率よいピント調整が可能である。

ビューア付き写真鏡筒を用いる場合の手順は、従来の写真

撮影手法と異なることはない。基本的には以下の手順に従え

ば、問題ない写真が得られるはずである。

ビューアの視度調整 ピントのあった写真をつくる最初の一

歩はビューアの視度調整である。ビューアには撮影範囲を示

すフレームと中心を示すマークがついている。これらのマー

クは光学的に撮像面と同じ位置にある。そこで、まず、ビュー

ア内に見えるマークが、もっともはっきりするようにビュー

アの視度調整を行う。鏡筒のマークが呆けて見えているとい

うことは、マーク面以外の部分にビューアの接眼レンズのピ

ントが合っているということであり、この状態で画像のピン

ト合わせをすると、正しい位置からずれたところにピント合

わせをすることになる。

ビューアを用いたピント調整 ビューアの視度調整が出来た

ら、画像のピントをあわせる。この時、一方からピント合わ

せを行うのではなく、ピントがあったと思われる位置から、

ピント調整の微調ノブを両方向に交互に動かして、ピントが

あったと思われる場所を追い込んでいくようにする。この操

作により、特に低倍率の場合に目の焦点調整により生じる誤

差を緩和できる。

焦準望遠鏡の使用 ビューアを正しく使っても、ピントが正

しく合わない場合は、ビューアに焦準望遠鏡を組み合わせて

用いる。これにより、ほとんどの場合はピントの合った写真

を得ることができる。

焦準望遠鏡等を用いても、写真のコントラストがあがらな

い場合は、光学系の汚れを疑ってみるとよい。対物レンズの

前面が汚れている場合は、画像が全体にコントラストを失う

ことがある。

DSLRの撮像素子サイズは一部の機種をのぞき、35mmフ

ルサイズ (24× 36mm)より小さい。一方、ビューアのフレー

ムは 35mm フルサイズ用になっている。このため、通常の

ビューアで撮影範囲を確認出来ない。撮影範囲の確認につい

ては、DSLR ファインダーに頼るしかない。アングルファイ

ンダーを取り付けると観察が簡単になる。

4.2 DSCシステムのピント調整

DSC を用いたシステムでのピント調整には 2 つのやり方

がある。一つは、DSC 自体のピント調整機能を活用して半

ば自動的にピント調整を行う手法である。この場合は、顕微

鏡本体のピントが DSCのピント調整範囲に収まっていれば、

カメラがピントを合わせてくれる。多くの DSC では焦点の

自動調整が作動してピントが合っていると判断しているかど

うかが表示されるので、それを確認して撮影すればピントが

あった写真を手に入れられる。

DSCのオートフォーカスを使う手法は簡便であるが、手動

でのピント調整が十分でないと合焦しないことがあり得る。

また、撮影毎にピント調整が行われるため、ステージを回転

して一連の写真撮影を行う場合にはかえって煩わしいことも

ある。また、オートフォーカスは時間がかかるので、速写性

が悪くなる。相転移途中の映像を記録したい場合などは手動

撮影にした方が安心である。

2 番目のピント調整のやり方は DSC 側のピント調整を遠

景固定（無限遠設定）し、人間の力だけでピントを合わせる

ものである。こうすると、一連の写真撮影もスムーズに行え

るし、自動焦点調整機能が正確に作動したかの確認を怠った

がために、一連の写真の一部だけがピンぼけになってしまっ

ていたといった事故も防げる。もちろん、ピント合わせに失

敗すれば、一連のピンぼけ写真が得られる。

DSC の背面には撮影範囲やピント確認用の液晶モニター

があるが、それを用いてのピント調整は非常に困難である。

これは背面の液晶モニターのサイズが小さく、撮影画素数に

比べて表示画素数が少なすぎるためである。ピント調整をよ

り正確にするためには、外部のモニターに接続するようにす

る。多くの DSC には TV モニター用外部出力がついている
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ので、それを利用する。外部モニター出力は通常のテレビ程

度の解像力しかなく、これでもDSCの画素数から見れば不足

している。しかし、外部モニターで確認すれば画面が大きく

なる効果もあり、背面 LCD に比べると遙かに正確にピント

調整が可能である。最近ではパーソナルコンピュータ用キャ

プチャーアダプターもあるので、それを通してコンピュータ

画面上で画像確認を行ってもよい。大きな画面を使ってのピ

ント確認は、DSC の自動焦点調整機構を活用する場合にも

有用なものである。

モニターを用いてのピント調整時もピントが正しそうな点

を中心に上下に交互にピントをずらして、もっともピントが

あっていると思われる位置を見出すようにする。顕微鏡の画

像は、理想的には合焦位置から上下に同じだけずれたときに

同等のボケを生じる。それ故に、どちらか一方からピントを

変化させて合焦位置を探すよりピントをずらした状態でのボ

ケ具合を上下で観察して、その中間に調整するほうが確実に

ピントを合わせられる。

DSC システムでのフレーミングについては、撮影画面が

液晶モニターにほぼ表示されているので、それを用いればよ

い。なお、図 4 を見ても分かるように、DSC のレンズが広

角側で周辺部が写っていない状況の方が、撮影されている実

領域は広くなりうる。広い領域を撮影したい場合には、通常

よりも低倍率のレンズを用いるか、あるいは、広角側で撮影

して中央部を適当に切り出すようにする。

4.3 撮影後のピント確認

DSLRシステムでも、DSCシステムでも、慣れないうちは

撮影したら即座にパーソナルコンピュータ上で画像の確認を

行うべきである。画像ビューワーソフトを用いれば容易にピ

クセル等倍での観察が出来る。この時、画像全体の大きさは

コンピュータの画面よりはるかに大きな物になる。つまり、

写真を非常に大きく拡大することに相当しており、極めて容

易にピント調整の可否をチェック出来る。これにより、ピン

ト調整の癖なども確認できる。チェックして問題があるよう

なら、その場で取り直すのは言うまでもない。

5 露出調整

現在のデジタルカメラはネガフィルムに比べて露光許容範

囲が狭いために露出をより正確に合わせる必要がある。露出

が不足していると全体に暗くノイズの多い写真になる。一方、

露出が多すぎると、色調がおかしくなったり、画面が白く抜

けてしまったりする。

一般的に適正露出の画像を得るための一番簡単な方法はカ

メラの露出調整機構に頼ることである。しかし図 7 で示すよ

うに、自動露出が必ずしも最適の解を与えるとは限らない。

また、クロスニコル間で配向試料を回転した時の明暗の変化

を撮影する時は、自動露出調整が行われると、全ての状態が

同程度の明るさに写ってしまい科学写真としては失格となる。

また、DSLRの中には顕微鏡との組合せでは自動露出はおろ

か、測光機能が一切作動しないものもあり、そのような機種

を用いる場合には完全に手動で露出調整を行う必要がある。

デジタルカメラでの露出調整はヒストグラム表示を使って

行う。多くのデジタルカメラにはヒストグラム機能が実装さ

れている。これは、横軸に画像の明るさ、縦軸にその画像の

明るさの画素数を表示するものである。カメラに実装されて

いるヒストグラムは、明るさの総和のみを示す物が多いが、

コンピュータ上のソフトウェアでは R、G、B のそれぞれに

ついてヒストグラム表示出来るものもある。用いているカメ

ラが明るさの総和のみしかヒストグラム表示がない場合に

は、R、G、B それぞれについてのヒストグラム表示が出来

るソフトウェアを別途用意する方がよい。ヒストグラム表示

は、撮影前から表示される機種もあり、それは一般の撮影で

は便利であるが、顕微鏡写真のように同一の露光条件で多く

の写真を撮影する場合には撮影前にヒストグラムが見られな

くても問題はない。

ヒストグラムの見方は簡単である。明るさの総和を示すヒ

ストグラムを例にとると左端は暗黒状態を、右端は完全に白

色でそれ以上明るくなれない状態を示している。それ故、ヒ

ストグラムが左端で有限の分布を持っていれば、本来なら左

端で示される部分よりも右側に明るさの変化があったのにも

かかわらず、それらが圧縮されて左端に積み重なってしまっ

ていることを意味している。つまり、何らかのコントラスト

をもって写るべき範囲が黒く塗りつぶされてしまっている。

一方、右端に有限の分布がある場合には、本来はもっと明る

い部分があるのだけれど、再現できる範囲を超えてしまい明

るさが頭打ちになった部分があることを示している。それ故、

ヒストグラムが両端で有限の値を持たずに、ヒストグラムで

示される範囲内で適当な分布を持って収まるような露出を行

えばよいのである。もちろん、一軸配向セルの消光状態で、

きちんと消光されていることを示す写真の場合にはヒストグ

ラムは左端にかたまった状態になっているべきである。

図 7にカメラの露出計が適正とした露出と、その 1/2 倍と

2 倍の露出で撮影した写真と、それぞれの写真のヒストグラ

ムを示した。カメラの自動露出に従ったものは、3 枚の写真

中では最も良さそうに見える。また、全強度ヒストグラムを

見ても問題は見あたらない。しかし、RGB 毎のヒストグラ

ムを見ると、この画像は R の値が右側で有限になっている。

つまり、画像の明るさに関しては飽和していないけれど、赤

に関しては飽和している。このように 1 色（もしくは 2 色）
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図 7: 同一の画像を露出を三段階変化して撮影したもの。真中がカメラの指示する適正露出で左は１段階アンダー、右はオーバーになっている。それぞれの
画像のしたに画像のヒストグラムを示した。ヒストグラムは上から R、G、B で 4 段目は明るさを示している。通常の DSC のヒストグラム表示では 4 段
目に相当するもののみが表示される。それぞれの露出のヒストグラムを見ると明るさは真中がバランスがよいが、真中のヒストグラムは R 成分が飽和してい
る領域が存在することが分かる。
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のみ飽和すると、その部分は色調がずれる。それ故、この場

合はカメラの露出計が判断した適正露出は露出過度である。

もっとも、カメラの指示した適正の半分では、今度は Bが黒

つぶれ（左側の有限領域）している。この場合には適正露出

はカメラの表示の 7～8 割程度であったと判断できる。

多くのカメラでは、同一の被写体を露出を系統的に変え

て複数枚撮影する機能がある（ブラケット露光）。重要な写

真ではブラケット機能を使って、露出を変えた写真を撮影し

て、後からヒストグラムを参照して適正露出のものを選ぶと

よい。

6 撮影操作

DSCを用いている場合は、そのままシャッターを押せば撮

影は完了である。振動を防ぐためにはレリーズを使っての撮

影がよい。

DSLR を用いて、ビューアー無しの鏡筒の場合も、その

ままレリーズ等を用いてシャッターを押せばよい。ただし、

DSLR の場合は撮影時にファインダーに光を送っていたミ

ラーが跳ね上がるため、DSCに比べてカメラ本体の振動が大

きくなる。もし、ピントがきちんと合っていて、光学系も汚

れていないにもかかわらず画像がはっきりしない場合には撮

影時の振動によるブレが原因である可能性がある。DSLRに

よってはミラーを予め跳ね上げてから撮影するようなミラー

アップや、振動低減モードを持ったものがあるので、それを

使うようにすると振動を低減できる。

DSLR をビューアー付き鏡筒にとりつけて、ビューアーで

ピント調整している場合の操作は少しややこしい。撮影に

あたっては、まずビューアーの光路をカメラ側に切り替え

る。自動露光調整のついた鏡筒を使っている場合には、T 露

光（シャッターを押してから、次ぎにシャッターを押すまで

シャッターが開いた状態になっているモード）をする。手動

鏡筒を使っている場合はシャッター速度を B（シャッターを

押している間中シャッターが開くモード）にして、オートレ

リーズ（レリーズを押した状態が保持できるレリーズ）を

使って、シャッターを開きっぱなしにする。その上で DSLR
側でシャッターを切るようにする。撮影時の振動を減らすた

めには撮影鏡筒側のシャッターを使う方が良いのだけれど、

そうしようとすると、DSLR 側の露出を不必要に長くする

（DSLR をB もしくは T 露光にする）必要があり、ノイズを

増やすことになる。

7 撮影倍率

フィルムカメラを用いた撮影ではフィルム上に記録される

画像の倍率は対物レンズ倍率×撮影レンズ倍率である。それ

故、用いたレンズの組合せさえ分かっていれば、あとから容

易に倍率計算ができる。DSLR を用いる場合は、撮影倍率の

取り扱いは従来の手法と同様である。ただし、撮像素子サイ

ズがほとんどの場合は 35mmフィルムより小さいので、フィ

ルムからと同じ程度の大きさの画像にすると最終段の拡大率

がフィルムカメラより大きくなる。このこととさえ注意して

いれば、対物レンズと撮影レンズの倍率さえ記述しておけば、

後からの撮影倍率の確定は簡単である。

一方、DSC を用いる場合には、CCD 上の撮影倍率はデジ

タルカメラのレンズの焦点距離にも依存するので、事情が複

雑になる。DSC の焦点距離を広角端か望遠端に固定するよ

うにすれば再現性を保てるわけだが、実際には全画面がうま

く写る範囲で、なるべく撮影領域を広くとるために画像を見

ながら焦点距離を調節するので変動を避けられない。

このため DSC を用いる場合には対物ミクロメータ (図 8)
を撮影して拡大倍率を決定しておく必要がある。対物ミク

ロメータは等間隔の目盛りが刻まれた板で、標準的なものは

1mm を 100 等分した目盛りが記されている。これを撮影す

ることにより画面のどの長さがどの程度に当てはまるかが確

認できる。DSC での撮影では最終的な拡大率は対物レンズ

及び接眼レンズの倍率と DSCレンズの焦点距離に比例する。

それ故、ある DSC について、対物レンズと接眼レンズのあ

る組み合わせで拡大率の測定を行えば、それ以降は撮影時の

DSCレンズの焦点距離が分かれば（これは、通常は画像ファ

イルに文字情報として書き込まれている）、最終倍率を決定

できる。ただし、これが成立するのは DSC のピントが無限

遠に固定された場合で、DSC のピントが自動調整になって

いるとピント距離によって、わずかではあるけれども拡大倍

率が変動する。

8 色再現

人間の目は環境に応じて白色に見える色を調整する機能を

持っている。このため、太陽光と電球の下では白い紙からの

反射スペクトルの波長分布は異なっているにもかかわらず、

白い紙として認識できる。しかし、フィルムにしろデジタル

カメラにしろ、そのような自動調整機能は備わっていないた

め、照明光線の波長分布をきちんと反映した色調を記録して

しまう。こうして記録された画像は照明色の色を反映した色

調を帯びることになり、プリントアウトすると、本来の色が

再現されていないと感じることになる。このため、フィルム
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図 8: 対物ミクロメータ。透過光用の対物ミクロメータは透明なスライド
グラスサイズのガラスの中心に黒線で目盛りが刻んである。目盛りの長さ
は 1mm しかないために、目盛りの位置を示す円が刻まれている。写真は
透過、反射兼用のもので、金属板の中央に金属を蒸着した部分があり、そ
の中央の円い刻みの中心に目盛りが刻んである。右上は刻みを顕微鏡で移
したもの。１目盛りは１０ミクロンである。この画像との比較により試料
の実サイズを決定する。

にしろ、デジタルカメラにしろ写真撮影時には光源の色調と

の適合をはかる必要がある。

太陽光線は約 5500 ℃の物体からの黒体放射である。それ

に対して顕微鏡の光源として用いられているタングステンハ

ロゲンランプは 3200 ℃程度の黒体放射と近似できる。つま

り、白熱電球の方が太陽光より赤みを帯びた色になっている。

通常のフィルムは太陽光下で妥当な色再現をするように作ら

れているため、タングステンハロゲンランプの光をそのまま

用いると赤みがかった写真になる。ネガフィルムの場合はプ

リント時に赤みを補正できるが、通常は撮影時にスペクトル

分布を太陽光線に近づけるフィルター（ライトバランスフィ

ルター）を装着して撮影を行う。

デジタルカメラは、DSLR でも DSC でも RGB に分離し

て記録した画像を電子的に合成して最終画像としている。画

像処理の段階で RGBのバランスを調整できるので、それに

より赤みや青みを補正できる。つまり、カメラ自体に色調の

補正機能がある。多くの DSC では撮影された画像のパター

ンから、照明のスペクトル分布を推定して、自動的に色調の

補正を行う。これをオートホワイトバランス調整機能という。

しかし、液晶の偏光顕微鏡画像に関する情報は DSC がホワ

イトバランス調整をするときのベースに含まれているとは思

いがたい。それ故、偏光顕微鏡撮影に関してはオートホワイ

トバランスをあてにしてはいけない。実際、試料を回転しな

がら一連の写真をオートホワイトバランスで顕微鏡撮影をす

ると、写真毎に同一であるべき色調が突発的に変化してしま

図 9: CIE の XY 色度図上に、1/4 波長板と鋭敏色板を挿入して撮影し
た画像の色の位置をプロットしてみた。顕微鏡側の電圧は写真撮影用とし
てライトバランスフィルターは外した状態である。鋭敏色の結果を見ると
オートホワイトバランスと太陽光設定では色調は赤みをおび、また、露出
による変動が大きい。一方、電球設定とプリセット設定では、比較的ある
べき色調に収まっている。

うことがある。

オートホワイトバランスは、オートフォーカスや自動露出

と違って、オートにしておいても良いことは一切なく、問題

を引き起こすのみである。それ故、ホワイトバランス調整は

オートではなく手動にして使うべきである。再現性のある手

動設定の仕方であるが、図 9の結果からも分かるように、標

準的には顕微鏡ランプの電圧を写真撮影用に設定し、カラー

バランスフィルターは抜いた状態で、デジタルカメラのホ

ワイトバランスを「電球」設定にする。もちろん、カラーバ

ランスフィルターを入れた上でデジタルカメラの方を「太陽

光」設定にしても色合いは問題ないのだが、フィルターを入

れると光量が減少するので、フィルターを入れないで電球設

定にする方が早いシャッターを切れるのでよいであろう。も

ちろん、プリセットホワイトバランスを使ってもよい。なお、

RAW 形式でデータを保存しておけば、あとから画像の劣化

なくホワイトバランスの変更が可能である。

8.1 保存フォーマット

デジタルカメラの保存フォーマットには大きく分けてRAW
と画像ファイルの２種類がある。RAWとは、CCD等の２次

元光センサーの出力データをそのまま保存する形式である。

それに対して画像ファイルは RAW データを演算処理によ

り適当な画像に変換したファイルである。画像ファイルは、
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さらに圧縮の有無、圧縮の程度によりいくつかの選択肢があ

る。レンズ付きカメラでは通常は画像ファイルでの保存しか

出来ない。それに対してハイエンド機種や一眼デジカメでは

RAW の保存も可能である。RAW ファイルの方が一般の画

像ファイルより画素あたりのビット数が大きい。また、RAW
データから画像ファイルへの変換には不可逆的な部分がある。

このため RAW ファイルで保存しておくと、後から画像の質

を損なうことなくカラーバランスを変更した画像を作り出し

たり、黒くつぶれたり白くとんだりしているように見える領

域の画像を、救い出すことが出来ることもある。RAW ファ

イルは JPEG ファイルに比べて容量は大きくなるが、RAW
データも記録可能なカメラを用いている場合には、保存用メ

モリーに厳しい制限がなければ RAW と画像ファイルの両方

を保存しておく方がよい。

9 コンピュータ上での画像処理

撮影された画像をコンピュータ上で処理するときにレタッ

チソフトを使えば、コントラストや明るさのある程度の修正

は可能である。特に RAW フォーマットで保存してある場合

には補正範囲は大きくなる。しかし、補正は決して万能では

ない。写真撮影時には補正の可能性は考えずに、その場でベ

ストの画像を作り出すようにすべきである。

10 終わりに

顕微鏡の使い方についての講座の話が出たときに、何回か

にまたがっても、書きたいことを全て書いてしまおうと思っ

た。何年か前に、顕微鏡メーカーの方に「顕微鏡の講習用の

テキストを探すと、原理がなくてただ使い方を羅列したよう

なものか、式に走って初心者には難しいもが多く、その中間

のものがなかなかない」というお話を伺ったことがある。こ

の機会に少なくとも定性的には原理をきちんと押さえた上

で、現実的な使い方について書き込んだものを実現できない

かと思ったわけだ。さらに欲張って、かなり顕微鏡を使って

いるかたでも「そうだったのか」と思えるようなことも潜り

込ませられたらいいなと思っていた。実際に出来上がった原

稿がどうであったかの判断は読者諸姉・兄にお任せするけれ

ど、本人は取り敢えず当分は顕微鏡に関することは書かなく

ていい気になっている。

とはいえ、書くつもりでいながら棚上げになってしまった

ことがいくつかある。コノスコープは複屈折の測定にはま

りこんだ結果、手が回らなくなって、ほとんど記していな

い。また、ストロボを使った撮影技法のリクエストがあった

のだけれど、これは、今回取り上げるつもりだったのが装置

を立ち上げる余裕がなくそのままになっている。それ以外の

棚上げも含め、Web(http://www.op.titech.ac.jp/lab/Take-
Ishi/html/ki/hg/et/sb/index.html)で公開していくつもりで

ある。

なお、この連載を通して埼玉大学の青木良夫先生に原稿に

目をお通し頂き、多くの有益なコメントを頂いた。また、2
回目以降はオリンパス株式会社の岩瀬正明氏に内容に関する

チェックを頂いた。さらに、研究室の学生諸氏には、書きか

けの原稿にコメントを御願いしたり、また、想定対象読者の

モニターになって頂いた。この場を借りて、これらの方々の

協力に深く感謝する次第である。

11 訂正

連載第３回において真性複屈折の原因を高次の非線形光学

効果由来であると記しましたが、これは、私の思いこみによ

る間違いで、正しくは分極を格子間隔/波長で展開したとき

の高次の成分由来です。お詫びして訂正いたします。

A 付録：スペクトルと色

複屈折物体を２枚の直交する偏光子で挟み込んだ構造を通

過した白色光が、複屈折量に依存した特徴的なスペクトル形

態となるが、それが人間の目にどのような色に見えるかにつ

いては、もう一段の説明が必要となる。人間の目の網膜には

何種類かの感光体がある。その中で明るいところで色を感じ

るのは 3 種類の感光波長域を持つ感光体である。感光体が 3
種類であるが故に、人間が感じることのできる色調は適当な

３つの波長の光で近似表現できる。近似と記したのは、人間

の目の 3 種類の感光体の感度分布には重なりがあり可視光の

ほとんどの領域では光により一つの感光体のみを励起するこ

とはできない（つまり 3つの感光体は独立ではない）からで

ある。このため、いかなる 3 種類の色を持ってきても、その

3 色では表現できない色領域が出現する。もちろん、3 種の

選び方により表現できる色空間の広がりには差がある。印刷

やディスプレイでは現実世界の色を表現可能な色の中にある

関係で射影して表現している。デジタルカメラやコンピュー

タで用いられる S-RGBとか Adobe－ RGB は、この射影と

再現できる色の範囲に関する規格である。

実際に存在する 3 色を持ってきても全ての色を作り出すこ

とは出来ないので、実在する 3 色では作り出せない色を数字

の上で作り出すためには、ある色の成分を引く（あるいは加

算すべきものにマイナスの符号をつけておく）操作が必要に

なる。これは、あまり気分のよい話ではないので、それより

は仮想的な 3 つの色を持ってきて、それらの（正の）混合で
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可視領域の全ての色を表現することが行われている。ここで

導入された仮想的な色は実際には見ることが出来ない色調で

あるので、虚色と呼ばれている。この 3つの色は物理的には、

人間の 3 種類の受光細胞を何らかの方法により独立に刺激し

たときに感じられるであろう色のようなものである。上記の

虚色の成分は x,y,z で表される。色座標では x+y+z=1 とい

う関係を用いて、x、y の 2軸で色調を表現する。これが図 9
で示した色座標である。

干渉色のように、連続的な波長分布を持つ光線の色調は、

それぞれの波長毎の色成分の和をとることにより求めること

が出来る。計算のために必要なのはそれぞれの波長における

仮想色に対する係数で、これは色彩学などの本に表として与

えられている。

B 付録：参考資料

連載の最後に連載に関連した参考文献を掲載する。書籍類

に関しては 2005 年 2 月時点で新本として入手可能なものの

みの掲載を考えたが、有益な書籍の中には品切れ中のものも

あるため最後に品切れ中の本のリストを最小限掲載した。

B.1 光学教科書

ヘクト　光学 (I,II,III) 　丸善 ３分冊に及ぶ大書（原書は

１冊）、丁寧に書かれた本で入門書としても適当である。幾

何光学（レンズによる拡大等）は第１分冊の後半に、偏光に

関する記載は第２分冊にある。

応用光学 I,II 　鶴田　匡夫　培風館 特に II は偏光に関す

る記述が多い。ヘクトほどは初学者を念頭にはまとめていな

い (2005 年 2 月現在、II は品切れ中)。

結晶工学の基礎　小川　智哉　裳華房 「結晶物理光学」（応

用物理学選書）の実質的なリバイバル版。結晶の対称性から、

光学物性、圧電、音波の伝播などを扱っている。コノスコー

プに関する説明もある。

結晶光学　応用物理学会光学談話会編　森北出版株式会社

結晶の光学的性質及び付随すること事柄に関する書籍。基礎

的な事柄の他、各種コンペンセータを含む光学素子や旋光性

にかんする記述もある。オンデマンド印刷物で発注できる。

B.2 光学関連読み物、光学機器

光学入門　岸川　利郎　オプトロニクス社 写真レンズ等の

光学機器を念頭においた入門書。この種の本は、実用的な知

識を得るのに役立つ。基礎的な光学の本に加えて１冊ぐらい

軽く目を通してもよいだろう。

光学機器大全　吉田正五郎　成文堂新光社 天文光学機器屋

さんによる光学機器に関する書籍。一般人を読者に想定して

いるので、それほど難しくはない。読んでいて楽しい書物で

ある。

光の鉛筆　１～６　鶴田　匡夫　新技術コミュニケーション

上述の応用光学の著者による光学エッセイ。顕微鏡関連でも

分解能の話題から物体界深度、偏光顕微鏡におけるコントラ

ストなど、様々な問題を扱っている。必ずしも容易ではない

ものもあるが、全体的には比較的楽しんで読めて、また、思

わぬところで役に立つ知識満載のシリーズである。先ずは第

１を買って気に入ったら買い揃えていくとよいであろう。

B.3 顕微鏡

ビデオ顕微鏡　 Shinya Inoue, Kenneth R. Spring 共

立出版 生物学分野における顕微鏡の使い手による顕微鏡お

よびビデオ撮影に関する本。大書であるが、基本的なことか

らきっちりと記述してありいい本である。高価である。

高分子素材の偏光顕微鏡入門　粟屋　裕　アグネ技術セン

ター 比較的実務的な本で、各種コンペンセータの使い方な

どは丁寧に記述してある。

B.4 写真技術

デジタルカメラ　プロの使い方　ロブ・シェパード　日経ナ

ショナルジオグラフィック 一般向けのデジタルカメラの入

門書ではあるのだけれど、ヒストグラム等、よい写真を撮影

するのには知っているべきことなどを平易に解説してある。

顕微鏡写真だけではなく、それ以外の業務用の写真撮影にも

ヒントになる内容が含まれている。

写真工学の基礎　－銀塩写真編－　日本写真学会編　コロナ

社 カメラではなく、記録される側を中心にまとめられた書

籍。色再現や露出調整などに関して、基礎的なことがきちん

と書かれている。銀塩写真に深い興味がなければ自分で購入

せずに図書館等のものを利用する方がよい。
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ファインイメージングとディジタル写真　－本写真学会出版

委員会編　コロナ社 デジタル画像の再現性などを扱った書

籍。デジタルカメラの色再現の話題も扱っている。この本も

特に必要がなければ図書館のものを利用するとよい。

Photography with a Microscope F. Rost and R.
Old¯eld Cambridge University Press 銀塩システム

を中心にした、顕微鏡写真撮影技術の本。日本語の書籍は内

容が古いか、実技に限定されたものが多いが、この本は光学

系のことも含めてバランスよくまとめられている。

B.5 品切れ中

Royal Microscopical SocietyのMicroscopy Handbooksに
は参考になる書籍がある。初歩的なことからきっちりと書い

てあり、また、英語も平易である。出版元は古い物はOxford
Science Publications で新しい物は Bios Scienti¯c Pubhish-
ersである。残念ながら絶版も多いが、90 年代後半に初版の

本が多く、少なくとも下記のものは見つけたら買って損はな

いと思う。また、坪井誠太郎の本は、偏光顕微鏡における和

書の古典であり持っていて損はない。

Introduction to Light Microscopy S. Bradbury and
B. Bracegirdle

Contrast Techniques in Light Microscopy S. Brad-
bury and P. J. Evennett

Qualitative Polarized-Light Microscopy P. C. Robin-
son and S. Bradbury

「偏光顕微鏡」（坪井誠太郎：岩波書店）
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