偏光による干渉色を用いた新しい教材
New teaching materials which use interference color
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Abstract
A cellophane tape or a polymer sheet with birefringence exhibits interference
color by polarizer．This experiment is easy to demonstrate, and easy to understand
visually．We produce new coloration teaching materials using squared poly-propylene
sheet．This coloration teaching materials help us to understand the polarization effect
and birefringence．
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1．はじめに

切り抜いた高分子シートを利用した教育教材

シャボン玉のように，光波の干渉によって生

を提案し，出前授業やおもしろ科学実験におい

じる色を干渉色という．一方，偏光顕微鏡を用

て実験を実施してきた 3)．過去に提案した教材

いて，液晶や鉱物の薄片を観察するときに生じ

においては，あらかじめ数字や図形に切り抜い

る着色も干渉色といわれる．後者については，

た高分子シートを利用したが，本研究では同じ

光の干渉を伴うものではなく“偏光による干渉

大きさの正方形の高分子シートやセロファン

色”といえる．この偏光による干渉色はセロテ

テープを多数貼りあわせて作製する新しい偏

ープ等の複屈折性材料を偏光板に挟むだけで

光教材を提案する．また，その教材を用いた演

簡単に観察できるため，安価な教材や演示実験

示を実施したので報告する．

として多くの教育機関で実施されている．特に，
高分子シートは様々な大きさのものが市販さ

2．使用する高分子シート

れており，シートを自由にはさみで切って使用

2 枚の偏光板をクロスニコル配置またはオー

できるため，多様な実験が可能となる．これま

プンニコル配置にして，偏光板の偏光方向とシ

でに，高分子シートを用いた様々な演示実験や

ートの主軸の角度をおよそ 45°とすることで，

学生実験が提案，報告されている

1,2)

．

我々の研究グループでは，図形や数字の形に

着色現象を一番良く観察することができる．ま
た，偏光板の偏光方向とシートの主軸の角度を

0°とすることで，着色現象は観察されなくな

きる．ラベルシートは複屈折性を有しているた

る．本研究では，高分子シートを小さく切り取

め，ラベルシートを貼り付けた面の反対側に正

って貼りあわせるため，取り扱いが容易で，着

方形の高分子シートを貼る．図 2 に高分子シー

色時のシートの色の均一性が良いことが要求

トを貼った偏光板と高分子シートの主軸の方

される．そこで本研究では，コレクト社のポリ

向を示す．偏光板の偏光方向は水平方向となっ

プロピレン製｢透明ポケット S 型｣(厚さ 90m)

ており，7×7 の正方形のセルすべてに 1 枚ずつ

を使用した．

高分子シートが貼られている．着色させたいセ
ルの場所には，高分子シートの主軸が 45°傾い

3．偏光による数字の着色

たシートを貼り付けている．このように偏光板

1) 偏光による数字の着色 1
数字を着色したい場合，高分子シートを数字
の形に切り抜き，偏光板で挟むことにより作製
できることを過去の論文で報告した 3)．
今回は，正方形のセルを用いて数字を表示す

なしで観察した場合は，どの数字が着色される
かを観察することはできない．偏光板を通して
観察することで，図 3 のように“56”の数字が
着色する．

ることを検討した．教材の作製手順を示す．ま
ず，1 辺の長さが 1．5cm の正方形の高分子フィ
ルムを多数用意する．このとき，高分子シート
の主軸は水平方向のものと，45°傾けたものの
２種類を用意しておく．偏光板なしで観察した
場合は，図１(a)のように着色現象は観察され
ないが，偏光板を通して観察することで，図１
(b)に示すように，高分子シートの主軸と偏光
板の軸を 45°傾けて配置したシートのみ，着色
現象を示すことがわかる．

主軸の方向

主軸の方向

偏光方向
（a）

図 2 高分子シートを貼った偏光板１

偏光方向
（b）

図１ 偏光による正方形のシートの着色１
(a)偏光板なしで観察した時, (b)偏光板を通し
て観察した時(パラニコル配置)．
次に，1 辺が 10．5cm の正方形の偏光板を用
いて数字を作製する．偏光板にはあらかじめマ
ス目を印刷したシートを貼っておくと作製が
容易になる．今回の実験では，コクヨ社製のラ
ベルシート(LBP-G2210)を用いた．本製品はレ
ーザープリンタ用の透明なラベルシートであ
り，シールで偏光板に直接貼り付けることがで

図 3 偏光による数字の着色
(パラニコル配置)

2) 偏光による数字の着色 2
次に，高分子シートの主軸を＋45°傾けたも
のと－45°傾けたものの 2 種類を用いて数字を
作製した．この場合は，図 4(a)(b)に示すよう
に，2 種類の高分子シートを偏光板で挟んで正
面から観察すると，同じ青色の着色現象を示す
ことがわかる．図 5 に高分子シートを貼った偏
光板と高分子シートの主軸を示す．さきほどと
同様に 7×7 の正方形のすべてのセルに 1 枚ず
つ高分子シートが貼られている．偏光板なしで
観察した場合は，どの数字が着色されるのが推
測することはできない．また，偏光板を通した

図 6 偏光による着色（パラニコル配置）

場合は着色されるが，すべてのセルが青色とな
り数字を観察することはできない（図 6）
．数字

通して観察した着色現象を示す．重ねる高分子

を観察するには，もう１枚の高分子シートを重

シートは正方形の高分子シートと同一のもの

ねる方法および，斜め方向から観察する方法の

を使用した．正方形の高分子シートの主軸の方

2 通りの方法が考えられる．図 7(a)にもう１枚

向を赤矢印で示し，重ね合わせた高分子シート

の高分子シートを全体に重ねた上で偏光板を

の主軸の方向を青矢印で示す． 2 枚の高分子シ
ートの軸が直交している場合は，着色現象を示

主軸の方向

主軸の方向

さない．また，2 枚の高分子シートの軸を平行
にした場合は，新たな色(この場合はピンク色)
が着色されることが分かる．

偏光方向
（a）

偏光方向
（b）

図 4 偏光による正方形のシートの着色 2

図 5 の上に１枚の高分子シートを全体に重ね
てから偏光板を通して観察した着色現象を図 8
に示す．“56”の数字が観察できることが分か

(a)偏光板なしで観察した時, (b)偏光板を通し

る．次に斜め方向から観察する方法について説

て観察した時(パラニコル配置)．

明する．図 4(b)のように，正面から観察すると
同じ色に見える着色現象も，斜め方向から観察
すると図 7(b)のように色が変化して見える．図
6 を斜め右側から観察した着色現象を図 9 に示
す．こちらも“56”の数字が観察できることが
分かる．

（a）

（b）

図 7 偏光による正方形のシートの着色 3
(a)高分子シートと偏光板を通して観察．(b)斜
図 5 高分子シートを貼った偏光板 2

めから偏光板を通して観察．

1) グレースケール表示
1/2λ板や 1/4λ板等の位相差フィルムを使
用することでグレースケール表示することが
できるが，市販されている位相差フィルムは非
常に高価であるため教材として適していると
は言い難い．そこで本教材においては，安価な
セロファンテープの使用を検討した．今回は，
ニチバン社製のセロファンテープを用いた．図
10 にセロファンテープを偏光板に挟んで観察
した写真を示す．偏光板の偏光方向は，水平方
図 8 高分子シートを挟んで観察した

向のものと垂直方向のものを重ねたクロスニ

偏光による数字の着色

コル配置となっている．ニチバン社製のセロフ
ァンテープはテープの取り出す方向と主軸が
方向が平行になっている．図 10 の赤矢印はセ
ロファンテープの主軸方向を示している． セ
ロファンテープの主軸と偏光板の偏光方向を
平行にすると黒を表示できる．テープの主軸を
傾けることで徐々に明るくなり，45°傾けると
白を表示できる．

図 9 斜め方向から観察した偏光
による数字の着色

黒

⇔

白

図 10 グレースケールの表現
このように，正面からでは観察できないが，

(クロスニコル配置)

高分子シートを挟んだり，斜め方向から覗き込
んだりすることで観察できる新しい偏光教材
となりうる．

2) カラー表示
従来から報告されているように，高分子シー
トやセロファンテープを多数重ねあわせるこ

4． グレースケールおよびカラー表示

とで，さまざまな色の表現が可能となる．正方

正方形の高分子シートを多数貼りあわせて

形のセルを用いたカラー表示の一例を図 11 に

数字の作製をおこなったが，数字以外にも複雑

示す．緑，青，黄色等さまざまな色に着色され

な図形等の表現が可能である．そのためには，

ていることが確認できる．また，各色の明るさ

グレースケール表示やカラー表示ができるこ

は高分子シートやセロファンテープの主軸の

とが望ましい．ここでは，偏光の着色現象を用

方向を変化させることで制御可能である．図 12

いたグレースケール表示およびカラー表示の

に緑色の明るさを変化させた着色現象の写真

方法について説明する．

を示す．赤い矢印は高分子シートの主軸の方向
を示し, 主軸を傾けることで明るさが変化す
ることが確認できる．

図 11 着色現象によるカラー表示

暗い

⇔

明るい

図 13 偏光アートの例

図 12 明暗の表現(緑色)

（偏光板なしで観察）

(クロスニコル配置)

5． 偏光アートの作製と演示
正方形の高分子シートを複数用いることで
偏光アートを作製した．セルの数が多いほど複
雑な偏光アートの作製が可能となる．20×20 の
正方形のセルを用いて作製した偏光アートの
一例を示す．偏光板を通さない場合は，図 13
のように，ほとんど何も観察できないが，偏光
板を通して観察することで，図 14 のような偏
光アートを観察できる．このように正方形のセ
ルを多数用いた偏光アートは，従来の偏光アー
トとは一味違う魅力があり，演示実験等で大き

図 14 偏光アートの例

な効果があると考えられる．

（偏光板を通して観察）

2009 年 6 月 20 日(土)，21 日(日)に実施され
た北見工業大学大学祭の研究室公開イベント
において，偏光アートの演示をおこなった．
我々の研究室においては，光をテーマとした
様々な演示や最新研究成果発表を行い，両日で
約 300 人の学生や一般市民が参加した．写真１
に偏光アートの演示の様子を示す．実際に偏光
アートを手に取り，興味深く観察をしていたの
が印象的であった.
写真１

大学祭での演示の様子

6．おわりに
本論文においては，同じ大きさの正方形の高
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