
国（科学技術振興機構）の人材育成制度発足

主催者は静岡大学工学部の浜松ＲＡＩN房です

「青空偏光とセロハン色偏光アート教室」
（講義ノートと実習指導書）

（学習目的）：
不思議科学、おもしろ科学のセロハン色偏光を学習させ、色偏光のアート作品を制作
を楽しんでもらう。青空偏光の学習もさせ、チャレンジ実験にて自分のアート作品を
青空偏光で輝かさせ、地球環境大気を学習させる目的を達成させる狙いがある。

（1回目の授業）：
日時：２００８年１１月8日（土曜）と9日（日曜）、午前の部、午後の部、計４回開催さる
場所：静大工学部
対象：小学生から一般まで
講演会の内容：青空偏光と地球環境大気の話、セロハン色偏光とアートの話

（セロハン色偏光アート作品例）：

写真：世界遺産：「月と砂漠」 写真：光弾性学偏光虹・色グラデーション

材料：1枚、１色のセロハンと2枚の偏光板 材料：セロハン、プラ板、偏光板２枚
費用：偏光板２枚で３００円 費用：偏光板２枚とプラ板で３５０円



人材育成制度講演会、主催：静大工学部、浜松RAIN房 ｐ１

　 「不思議科学セロハン色偏光と地球環境空の研究」

はじめに：
無色透明のセロハンが偏光を当てると色鮮やかに輝く。不思議である。この性質を利用
して偏光発見器や偏光測定器を作ることができる。また、いろいろなセロハン色偏光を
利用してアート作品を作ることもできる。アメリカのオースチンさんは、セロハンアートで
世界的に活躍されています。

空の研究：
きれいな青空からは強い偏光がやってくる。大気汚染や地球温暖化で空気中の水蒸気
が増えると、青空偏光は弱くなる。毎日、青空を観測し、監視して、人類にとってかけがえ
のない地球環境空のきれいさを守ろうではないか。

青空偏光の数値観測：
カメラ露出計を利用して、青空偏光度を数値観測することができます。カメラは子供、大人
全世界の人が利用できますので、すこぶる有意義です。ここ5年観測して、浜松の青空
分布は、サインはV:見事なV字特性を示していました。1月から６月にかけて青空偏光は
直線的に減少し、１２月にかけて直線的に増大するものでした。季節変化がクッキリです。
今後は、世界一きれいな空、世界一汚れた空の青空分布を測定したいと思います。
みなさまのご協力をお願いいたします。
きれいな空は、空の世界遺産に指定して、かけがえのない地球環境大気を守りましょう。
汚れた大気は改善命令を出し、大気汚染による毎年百万近い死者を救いましょう。汚れた大気は改善命令を出し、大気汚染による毎年百万近い死者を救いましょう。

「浜松の青空分布」　（５年平均）

　　月 　青空偏光度
　1月 ５９．４　ﾊﾟｰｾﾝﾄ 59.4
　2月 ５２．８　ﾊﾟｰｾﾝﾄ 52.8
　3月 ４８．２　ﾊﾟｰｾﾝﾄ 48.2
　4月 ３６．３　ﾊﾟｰｾﾝﾄ 36.3
　5月 ３１．２　ﾊﾟｰｾﾝﾄ 31.2
　6月 ２０．４　ﾊﾟｰｾﾝﾄ 20.4
　7月 ３１．５　ﾊﾟｰｾﾝﾄ 31.5
　8月 ３２．１　ﾊﾟｰｾﾝﾄ 32.1
　9月 ４３．２　ﾊﾟｰｾﾝﾄ 43.2
10月 ４２．８　ﾊﾟｰｾﾝﾄ 42.8
11月 ５１．０　ﾊﾟｰｾﾝﾄ 51
12月 ５７．２　ﾊﾟｰｾﾝﾄ 57.2

　　　平成２０年１０月１０日　中桶悟光
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浜松ふしぎ科学探検隊 ｐ２

　　　「ふしぎ科学セロハン色偏光と地球環境空の研究」

まず、不思議科学セロハンの色偏光を学習し、自分の好きな作品作りに挑戦しよう。

次に、偏光発見器で自然界に存在する偏光の発見の旅に出ようではないか。

いろいろ実験や観察をして、以下の実験ノート、観察ノートを完成させて下さい。

１部 （小学生入門編）：セロハン色偏光の作品作り：
はじめに 作品１：偏光発見器の制作：向きが同じ２枚の偏光膜にセロハンをはさむ

偏光発見器の作り方：向きが同じ、２枚の偏光膜に、みどり色が強く出るようセロハンを

挟んで、手前の偏光膜に固定すると、偏光発見器、偏光測定器を作ることができます。

注１：偏光とは、光が上下とか左右とかの振動する向きがある光のことです。

注２：偏光膜とは、ある振動の向きの光だけを通す、向きがある膜のことです。要、確認。

光も偏光膜も図を書いて、イメージしてみましょう。掌の指の隙間でイメージできます。

光は色で分類すると、赤、黄、みどり、青、等、７色になります。光を振動の向きで分類

すると、向きの無い自然光と向きのある偏光の２つに分類されます。詳しい理論は

大人になってから学べばよいので、あまり気にすることはありません。

（光１個の姿・形）：
横から見ると：振動する波で、短冊でイメージできる。 光速
前から見ると：振動する高さで横幅は無視され、線でイメージされる。 光速

（自然光の姿・形）：向きがランダムで不揃い：

自然光

線は光の向き

図１：向きが不揃いの光

（偏光の姿・形）：向きが揃っている：

偏光

線は光の向き

図２：向きが揃った光

（偏光板）：1枚目は向きを揃える。自然光を偏光にする。光の櫛みたい。
図１の向きが不揃いの光が偏光板を通すと向きが揃い、図２のようになる。
光の向きを揃える、光の櫛みたいである。

偏光板の向き
同じ向きの光のみ通す

図３：１枚目の偏光板

２枚目の偏光板も同じ
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（セロハン膜：複屈折膜）：光の向きを変える。色で変える向きが異なり色分けされる。

セロハン膜 赤色の向き

偏光板の向きを赤の向きにすると赤く見える。

光の向き みどり色の向き

　入射光の向き を変える 偏光板の向きを緑の向きにすると緑に見える。

青色の向き

偏光板の向きを青の向きにすると青に見える。

（2枚目の偏光膜）：セロハンで向きが色別に分かれる。偏光板を色の向きに

合わせて特定の色の光を取り出す。そのため、偏光板を回すと色が変わる。

2枚目の偏光板は、図３と同じである。１枚目の偏光板と同じであるが、用途が異なる。

１章 偏光発見器で偏光の観察：太陽発見器：自分で実験して記録しよう：

１．自然の光を当ててもセロハンは色づかない。当たり前かな。（確認した、　できない）

２．同じ向きの偏光を当てると無色透明のセロハンが緑色に輝く。ふしぎ。（まる、ぺけ）

注：みどり色になるよう、セロハンの種類や枚数、角度を工夫してあります。

　　セロハンの種類や枚数、角度を変えると別の色が出ます。自由に選択できます。

３．直角の向きの偏光を当てると赤色に輝く。ふしぎだ。（まる、ぺけ）

注：青空の偏光の向きと太陽の方向は直角なので、赤色で太陽発見器ができます。注：青空の偏光の向きと太陽の方向は直角なので、赤色で太陽発見器ができます。

４．偏光発見器と偏光光源膜を、前後逆に重ねると、白黒になる。ふしぎ。（まる、ぺけ）

５．偏光膜の向きを変えて偏光を通すと白、偏光をカットすると黒色になる。（まる、ぺけ）

２章 セロハンの色当てクイズ：チャレンジして記録しよう：向きが直角な偏光膜にはさむ
１．無色透明のセロハンの色当てクイズなんて不可能だよ。しかし、チャレンジしてみよう。
まず、いろいろなセロハンを用意する。向きを直角にした2枚の偏光膜の間に
セロハンを挟む。重要：角度を調節する。クイズは当たったかな。記録しておこう。
まず、最初に、春華堂が、偏光科学の発展のため、セロハンの資料を無償で提供
して下さいました。その春華堂提供の、セロハンの色偏光を調べてみましょう。
１回目、春華堂提供のセロハン１枚の色は（赤、白、黄、みどり、青）、（当たり、外れ）
２回目、春華堂提供のセロハン２枚の色は（赤、白、黄、みどり、青）、（当たり、外れ）
３回目、資料２のクリスタルパックについても同じ実験にチャレンジしてみよう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（赤、白、黄色、みどり、青）である。答え（当たり、　外れ）
４回目、セロハンの種類や枚数を変えてチャレンジしてみよう。
注：平行の向きをした2枚の偏光膜に挟むと、セロハンは別の色（補色）になります。

３章 作品２：セロハンの色偏光検査器、および、色偏光検査表の作成
１．セロハンの色当てクイズの結果を記録整理すれば、セロハンの色偏光を検査した
ことになる。下の検査表に記録しておこう。
必要に応じて、その色偏光を利用しよう。例えば、黄色の色偏光で満月の作品を作る
ことができる。赤で太陽、青で青い山脈を作成できる。白で雪や雲を作ることができる。
それらと、セロハンの切り絵や折り紙を組み合わせて、いろいろなアート作品ができる。
資料１のセロハンは春華堂提供のものです。
アメリカのオースチンさんはセロハンアートで世界的に活躍されています。
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「色偏光検査器」　　　セロハンの色を調べて記録しよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
セロハン 色偏光、赤、黄、緑、 １枚 ２枚 用途
資料１ （春華堂提供）白印 白：雪、雲、青：山、海
資料２ （クリスタルパック）緑
資料３ 赤印 太陽、
資料４ 青印 青：山、海、緑：木の葉
資料５ 黄印 満月、黄金、

　　　（色偏光検査表）ただし、直角の向きをした２枚の偏光膜に挟んだ場合
　　　注：向きが同じ2枚の偏光膜にはさんだ場合は別の色になります（補色）
（コツ）：セロハンが最高に色づくよう斜めに傾ける。色シールうを張り付けておく。

４章 作品３：色偏光絵画アート作品：自分の好きな絵を制作してみよう：
セロハンの色偏光でいろいろな色が作れる。神秘的な色、好きな色を利用してアート
作品を制作してみよう。セロハンで切り絵や折り紙を作り、それらを組み合わせて
いろいろな色偏光アート作品を制作しよう。
例えば、海、山、月、太陽、動物、等を組み合わせる。まずは、スケッチしてみよう。
既に、制作してある色偏光アート作品を参考にしてもよい。

（アート・テクニック）：何でもコツがある。そのコツを習得せよ。
１．セロハンは縦、横位置では色が出ない。斜４５度に傾けると最高の色が出る。
２．２枚のセロハンを重ねて、２色のカラーデザインを楽しむ。アートに利用する。
３．切り抜きの一部を残し、折り曲げて、影を楽しむ。アートに利用する。
４．間に別のセロハンを挟み、回転させると色が変わり、動画の世界になる。
５．偏光膜をカーブさせると、色のグラデーションの虹が出る。アートに利用する。５．偏光膜をカーブさせると、色のグラデーションの虹が出る。アートに利用する。
６．プラ板を挟み、光弾性の色グラデーションを利用する。幻想的な色が出る。

「セロハン色偏光アート作品群」：

    写真１：暁のアンコールワット      写真２：１富士２タカ３なすび

          写真３：月と砂漠        写真４：少女のポートレイト
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（チャレンジ実験）：2枚の偏光板のうち、1枚目の偏光板は外すこと。
自分の偏光アート作品を、青空偏光で輝かしてみよう。デジカメで記録する。
すると、大切な地球環境大気のきれいさ、透明度の観測をしたことになる。
是非、チャレンジだ。青空偏光が、いつ、どこで、強いかが分かる。
次に、青空偏光の来る方向と青空偏光の向きを図解してみよう。

（青空偏光の図解）：

青空偏光 青空偏光の見える方向は太陽に直角

光の向き 青空偏光の光の向きも太陽に直角
線でイメージされる

青空偏光は空がきれいな時に強い
青空偏光は空が汚れたり曇ると弱い
青空偏光が無くなると人類の生存は危なくなる

太陽

　　肉眼
地球

５章 作品４：偏光測定器：偏光発見器を利用できる
１．偏光を当てて、みどり色に輝く向きで偏光の向きを測定できる。（確認した、しない）
２．偏光を当て、赤に輝く向きが偏光の向きと直角になることが分かる。（確認した、しない）
３．偏光がない電球や蛍光灯の光では、偏光の色がつかない。（確認した、　しない）３．偏光がない電球や蛍光灯の光では、偏光の色がつかない。（確認した、　しない）

６章 ミツバチ・アイ：作品５：
１．ミツバチは偏光メガネをかけているので、人間には見えない偏光が見えるそうだ。
　　ふしぎだね。調べてみよう。
２．ミツバチの目は向きの異なる偏光膜が８枚、円周上に並んでいるそうだ。
　　絵を見て確認しよう。（確認できた、できない）
３．ミツバチの目にセロハンを張ると、偏光が色で見えるようになる。確認（した、しない）。
４．ミツバチは青空偏光で太陽の位置が分かる。エサが見つかるとミツバチダンスで
　　エサのありかを仲間に知らせるそうだ。（　知っている、　知らない　）

7章 「自然界の偏光発見の旅」

偏光発見器ができたら、自然界の中で、何処に偏光があるか調べてみよう。
１．青空の場合、偏光は何処から来ているのかな。答え：太陽から９０度方向から偏光が
　　来るんだって。　　　（確認した、　　確認できない）
２．天気の良い日の青空からは強い偏光が来るんだって。（確認した、していない）
注：強い偏光が来ると、強いみどり色の色偏光が見られます。
３．電球や蛍光灯から来る光は偏光しているかな。　（偏光している、　偏光していない）
注：偏光していない自然光の場合、色偏光がつかない。
４．曇りの日や汚れた空からは偏光が来ないんだって。（確認した、していない）
注：大気汚染を受けた空や水蒸気で白く濁った空からは偏光が来ません。
　　そのため、偏光発見器は色づかないのです。
５．ガラス面の反射光は偏光しているかな。　（偏光している、　偏光していない）
注：ウィンドウガラス面の反射偏光を偏光メガネでカットしますと、ウィンドウガラスの
　　内面がよく見えます。ウィンドウショッピングに利用されます。
注：釣りに出かけた時、偏光メガネをかけると、水面反射の偏光がカットされ、水中の
　　魚がよく見えます。そのため、偏光メガネは釣りの時に利用されます。
６．電球や蛍光灯から来る光は偏光しているかな。　（偏光している、　していない）
７．液晶テレビや液晶時計の液晶画面から来る光は、（偏光している、していない）
注：液晶テレビ、液晶時計、等の液晶は縦、横、斜め、等、３種類の偏光が見えます。
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8章 作品６：偏光発見器の利用方法：青空のきれいさを観測：

自然は何かが起きると、そのことを知らせる信号を送ってきます。
問１．人間ケガをすると、信号（　痛み、　眠気　　　　　　　）が送られる。
問２．青空がきれいだと、信号（　青空偏光　、自然光　　　）が送られる。
問３．青空が汚れたり、曇りで濁ると、信号の青空偏光が（　強まる、　　弱まる　）。

注１：ある国では、大気汚染で毎年３０万人も死ぬそうだ。（日刊スポーツ、４月３日）
　　　青空を観測して、皆で守ろう、人類にとってかけがえのない地球環境大気を。
注２：青空偏光で空のきれいさを毎日観測している人は、世界に居ないみたいです。
　　　皆様が、青空偏光の研究者になられることを願っています。

実験１．快晴時、太陽から９０度方向から強い偏光がやってくる。（確認した、　できない）
太陽に向かう逆光方向や太陽を背にする順方向からは偏光は来ない。（確認した、しない）

実験２．快晴時、青空から強い偏光がやってくる。偏光測定器は強いみどり色に輝く。
注：空が大気汚染や地球温暖化で濁ると、空からやってくる偏光は弱い。偏光測定器
は弱いみどり色にしかならない。曇天や雨の日は偏光測定器は色づかない。
毎日、観測すれば、人類にとってかけがえのない地球環境大気のきれいさが観察できる。
日々変化、月変化、季節変化、年変化、地球分布、等が分かります。Ｐ１のグラフ参照。

実験３．小、中学生は、地球環境大気のきれいさを、色偏光の強さで観測しよう。
うす曇りの時は色偏光はうすい。曇天や雨の時は色づかない。（確認した、しない）

実験例１：青空偏光の色偏光を観察し、デジカメで記録する。

１．太陽から９０度方向をねらう。
２．偏光測定器を太陽と直角に向ける。
３．みどり色をデジカメで撮影し

　　 　　色の強さを観察して記録する。
４．毎日測定すると１年間の

　 　　変化が分かる。
　　 　　青空を失った国や地域も分かる。
　 　　守ろう大切な地球環境大気を。

５．空がきれいな時、みどり色
　　 　　が強く見える。

写真１：晴れの時の色偏光

実験例２：曇りの日の色偏光を観察し、デジカメで記録する。

１．太陽から９０度方向をねらう。
２．偏光測定器を太陽と直角方向
　　に向ける。
３．色偏光をデジカメで観察して
　　記録する。
４．曇りの日や大気が汚染された時には
　　色偏光はみどり色に色づかない。

写真２：くもりの日の色偏光
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２部 中級・一般者向けの学習：

4．青空偏光度の数値観測：
中学、高校、大学生、一般の人は、カメラ露出計を利用して、青空偏光度の数値観測
に挑戦しよう。
まず、太陽から９０度方向をねらい、空の光強度Ｉ₀　を測定する。次に、偏光膜を青空偏光
の向きに向け、青空偏光を通した時の光強度Ｉ₁　を測る。最後に、偏光膜を青空偏光の
向きと直角にして、青空偏光をカットした時の光強度Ｉ₂　を測る。ここに、光強度はオート
露出を利用して、絞り値Ａとシャッター速度Ｓを読み取れば、光強度はＩ＝ＳＡ²より得られる。
測定量を公式に入れて、青空偏光度Ｈ＝（Ｉ₁－Ｉ₂）/（Ｉ₁＋Ｉ₂）を数値で測定する。

５．作品７：青空偏光度の数値観測の実例：
（青空の時の青空偏光度の測定）：
カメラに３００ｍｍ以上の望遠レンズをつけ、太陽から９０度方向を狙い、空の光強度Ｉ₀
を測る。次に、偏光フィルターを太陽に直角に向け、青空偏光を通した光強度Ｉ₁を測る。
次に偏光フィルターを太陽に向け、青空偏光をカットした光強度Ｉ₂を測る。
その模様を映像で示すと、以下に示す写真のようになる。Ｉ₀は測定する必要がないが、
より詳細な研究のためには測定する必要がある。関心のある人は質問して欲しい。

I₀

I₁

I₂

写真：青空偏光度測定器の映像

上に示した写真例は、２００８年８月１６日、土曜日、午前５時半のものである。
Ｉ₀＝Ｓ＝５００、Ｉ₁＝Ｓ＝３５０、Ｉ₂＝Ｓ＝６０、絞り値はいずれもＡ＝５．６である。
公式Ｈ＝（Ｉ₁－Ｉ₂）/（Ｉ₁＋Ｉ₂）＝（３５０－６０）/（３５０＋６０）＝７０％である。
８月としては、珍しく快晴である。

（くもりの時の青空偏光度の測定）：
くもりの時は、青空偏光はゼロである。すると、Ｉ₁とＩ₂は等しく、同じ濃さの色に
なる筈だ。チャレンジしてみよう。

３部 世界最前線の研究者向け：レイリー散乱、ミー散乱

１．青空偏光度の純粋理論式：
青空偏光度の最も欲しい理論式を、あらゆる文献を調べて探したが見つかない。
そこで、文献１を参考に、次の形の理論式を導出した。

空からくる光は自然光Ｉｎと青空偏光Ｉｐの和である。それらは、太陽からの離角度θの

関数である。導出した理論式を以下に示す。
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　　青空偏光： Ｉｐ　＝　A
2
(　1/2 - 1/8sin

2
θ - 1/2cos

2
θ + 3/8cos

2
θ× sin

2
θ)

　　　自然光： Ｉｎ　＝　2A
2
 cos

2
θ(　1/2 － 3/8sin

2
θ)

　　　偏光度： H　＝　Ip/I0　＝　Ｉｐ／（Ｉｎ＋Ｉｐ）、 理論式１
ここに、Ａは定数、θは、太陽からの離角度

また、別の研究者が発表した青空偏光度の理論式を以下に示す。

　　青空偏光度： H　(θ)　=　sin²θ /　(　1 + cos ²θ  ) 理論式２

注：理論式が正しいか否かは、実験値と比較することにより判断できます。
色々な現象を考慮して、補正した理論式もいろいろ導出されてます。

２．青空偏光度の常用実験理論式：

青空偏光度の実験理論式には２つある。ここに、偏光度をＨ、青空からくる光強度をＩ₀
青空偏光を偏光膜で通した時の光強度をＩ₁、青空偏光を偏光膜でカットした時の
光強度をＩ₂とする。すると、次式が成立する。

公式１ 偏光度Ｈ₁＝（Ｉ₁－Ｉ₂）/Ｉ₀ 注：この式はI₀を含む。

公式２ 偏光度Ｈ₂＝（Ｉ₁－Ｉ₂）/（Ｉ₁＋Ｉ₂） 注：この式はI₀を含まない。

３．青空偏光度の厳密実験理論式：

厳密な実験理論式の導出：
公式１と公式２の結果は、３割も４割も異なる。この大きな違いはどこから来るのか
不明である。より正確な実験理論式を導く必要がある。順次、トライしていこう。
空の光強度Ｉ₀の測定は、直接、測定するので問題ない。偏光を通した時の光強度
は偏光膜を通すので、向きの同じ偏光Ｉｐの透過率をＣｐとする。
自然光Ｉｎが偏光膜を通過する透過率をＣｎとする。すると、次の式が成立する。
ここに、偏光を通過させた時の光強度をＩ₁、偏光をカットした時の光強度をＩ₂
とする。Ｉ₀を含む偏光度の公式をｈ₁、Ｉ₀を含まない公式をｈ₂とする。

Ｃｐ＝Ｉ₁/Ｉｐ、（この時、偏光度１００％）、Ｃｎ＝Ｉ₂/Ｉｎ、（偏光度０％） （１）式

Ｉ₀＝Ｉｐ＋Ｉｎ、Ｉ₁＝ＣｐＩｐ＋ＣｎＩｎ、Ｉ₂＝ＣｎＩｎ （２）式

ｈ₁＝Ｉｐ/Ｉ₀＝Ｉｐ/（Ｉｐ＋Ｉｎ）＝（１/Ｃｐ）（Ｉ₁ーＩ₂）/Ｉ₀ （３）式

ｈ₂＝（１/Ｃｐ）（Ｉ₁ーＩ₂）/（Ｉｐ＋Ｉｎ）＝（Ｉ₁－Ｉ₂）/｛Ｉ₁＋（Ｃｐ/Ｃｎ－１）Ｉ₂｝ （４）式

注：Ｃｐ＝１、Ｃｎ＝０．５として扱われる。このとき、常用実験式と厳密実験式は一致する。
しかし、実験で求めたところ、Ｃｐ＝０．７７、Ｃｎ＝０．３８である。この値を考慮すれば
常用実験式と厳密実験式はおおきく異なるので、注意が必要だ。

４部 作品例各種：いろいろな作品を参照して下さい。

世界的に活躍しているセロハン色偏光アート作品もあります。実に見事です。
インターネットで、austine wood comarow　を検索すると見ることができます。
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「青空偏光度の理論曲線」

理論式１ 理論式２
角度 偏光度 偏光度
０度 0 0 理論式１は佐藤氏による
１０度 3.2 2
２０度 10 7.2 理論式２が正しいものとされている
３０度 21 15
４０度 36.7 26 理論式は実験値と照合して成否が
５０度 56 41.5 判別されるはずである
６０度 75.4 63.4
７０度 89.2 84.7
８０度 97.3 96
９０度 100 100

青色は理論式１、赤色は理論式２をしめす。
横軸の１は０度、２は１０度、３は２０度、・・・１０は９０度を示す。

100

120

（青空偏光度）

　　　　　（青空偏光度の理論曲線）：

北大の実験値は、全領域において完璧に理論式１と一致する。
ただし、今までのところ、理論式２が正しいとされている。
理論式１と理論式２は、式を導く前提とする仮定に少し違いがある。
最終的に理論は実験値と完全に一致しなければならない。

空がきれいで透明度が高い時は青空偏光度は高い。
快晴の時は６０パーセントから８０パーセントになる
大気汚染や黄砂、曇りの時は、青空偏光は激減し、ゼロに近ずく
青空偏光が無くなると人類の生存は危ぶまれる
みんなで守ろう、かけがえのない地球環境大気を
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　　「セロハン色偏光の作品展示」

１部：「セロハン色偏光作品」

１．偏光発見器・偏光測定器（色偏光、偏光方向：みどり、太陽方向：赤）

２．偏光発見器偏光測定器（ポケット・タイプ、偏光方向：みどり）

３．青空偏光度測定器（白黒の写真濃度計）

４．色偏光検査器（平行偏光膜タイプ、セロハン色偏光サンプルつき）

５．色偏光検査器（直交偏光膜タイプ、セロハン色偏光サンプルつき）

６．カラー・ミツバチ・アイ（円周上に配置された偏光膜８素子）

７．偏光分光器（１８素子、８色スペクトル・タイプ）

８．偏光分光器（１２素子、６色スペクトル・タイプ）

９．偏光分光器（８素子、４色スペクトル・タイプ）

１０．色偏光アート作品（満月と霊峰富士）１０．色偏光アート作品（満月と霊峰富士）

１１．セロハン色偏光アート作品（好縁起：１富士、２鷹、３なすび）

１２．セロハン色偏光アート作品（満月と愛情物語）

１３．セロハン色偏光アート作品（好運３色鶴日本飛来）

１４．セロハン切り絵色偏光アート作品（トラ）

１５．セロハン切り絵色偏光アート作品（ネズミ）

１６．セロハン色偏光アート（槍ケ岳と青空偏光虹）

２部：「色偏光写真作品」

１．世界の青空偏光虹写真（アメリカ、カナダ、南米ペルー、ヨーロッパ、
　　フィンランドの北極圏、エジプト、トルコ、オーストラリア、中国、台湾、
　　ネパール・ヒマラヤ山脈、等々）

２．氷河の氷の結晶の色偏光写真

３．アメリカのオースチンさんのセロハン色偏光アート写真

４．偏光測定器のセロハン色偏光写真（偏光方向：みどり、太陽方向：赤）

５．白黒タイプ偏光度測定器の写真

６．ポケット・タイプ偏光測定器のセロハン色偏光写真（偏光方向：みどり）



　　「付録」 ｐ１１

研究目的 青空偏光の観測で世界一美しい青空分布を観測し、その素晴らしい地球環境を守り
空の世界遺産を目指す。また、世界一汚れた空の分布を観測し、毎年、大気汚染で
死んでいく何百万人の人達を救うデータと方策を出すことにある。

1章 「自然界の偏光」
１．ウィンドウ・ショッピングの時の光って見えない窓ガラス反射光は偏光だ。
２．釣りをしている時の光って見えない水面反射光。見え難い黒板の反射光も。
３．パソコン、携帯電話、テレビ、等の液晶画面からくる光は偏光だ。
４．きれいな青空から強い青空偏光がやってくる。ただし、太陽から90度方向である。
　　太陽方向（逆光）や太陽を背にする方向（順光）からは青空偏光はこない。

2章 「偏光、偏光膜、色偏光の模型による説明・実演」
光は短冊の形、偏光膜はスリット格子、セロハンは光短冊の向きを色別に変える。
1枚目の偏光膜は偏光を作る、2枚目の偏光膜は、その向きの色偏光を選別する。

3章 「偏光メガネ実験」
１．光って見えない時、偏光メガネで見る実験：反射光がカットされ、中身がクッキリ
　　見える筈。ウィンドウ・ショッピング、釣り、黒板が光って見えない時、役立つ。

4章 「偏光発見器・偏光測定器の制作と実験」
１．光って見えない物を偏光測定器で見る。みどり色の方向で、偏光の向きを測定する。
２．4章で述べるが、青空偏光を偏光測定器で観察する。偏光の方向に向けると
　　みどり色、太陽の方向に向けると赤色に輝く。魔法使いのようだ。　　みどり色、太陽の方向に向けると赤色に輝く。魔法使いのようだ。

5章 「青空偏光の模型による実演」
青空偏光は太陽から９０度方向から帯状分布領域から、やってくる。

6章 「セロハン色偏光検査実験および検査表の作成」

7章 「セロハン色偏光作品および作品作り」
１．偏光発見器・偏光測定器
２．偏光メガネ：反射光で見えないものがはっきり見える実験に挑戦せよ。
３．色偏光検査表を完成させること。各色の特徴でアート作品を作る。
４．色偏光アート作品を制作せよ。
　　　　１．色偏光サンプル・色見本を作るだけでもアートにある。
　　　　２．ランダム色偏光（ステンドグラスは一般的に作られている。）
　　　　３．自然、動物、植物、キャラクター、等を組み合わせてアートを作成する。

8章 「偏光発見器・偏光測定器の使い方」
最高に強いみどり色が出るよう、偏光発見器の位置、向きを調節する。
みどり色の強さに応じて、強い偏光が来ていることが分かる。色で偏光の向きが
分かる。偏光発見器を直角にすると、色偏光は赤くなり、空の場合太陽方向を示す。
反射光の場合は、単に、偏光方向に直角なことを意味するだけである。

9章 「参考文献」
１．岡村康行著「光への招待」森北出版
２．シャークリフ著「偏光とその応用」共立出版
３．佐藤文隆著「風と光の風景」
４．Born,Wolf[Principle of Optical pergamon Press,808pp,(1960),p656
５．Liou[An Introduction to Atmosphere Radiation]Academic press Inc,392pp(1980),p79
６．Boren,Hufffman[Absorption and Scattering of Light by Small Princples]
    John Wiley and Sons,530pp,(1983),p133,p135
７．Coulson[Polarization and Intensity of Light in the Atmosphere]A.Deepak Publishing
    596pp,(1988),p179
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「セロハン・アートの教材」

（作品作りの手順）：
１．自分の書きたい図案・キャラクターをスケッチする。
２．好みの色偏光を選び、そのセロハンを図案に重ね、ハサミかカッターで切りぬく。
３．切り抜いたセロハンの図案を２枚の偏光板に挟むと作品は完成する。
４．最後に、作品の台に貼り付けて、作品は最終的に完成する
注：セロハンをセロテープで張り付けるとき、色偏光が出ないよう向きを考える

（色別セロハンの用途）：

１．赤色：太陽 ２．黄色：満月
　　花びら

形は円 形は円

３．青色：青い山脈、富士山、うみ、等

４．みどり色：植物、木の葉、若葉、等、

（自由作品）：
以下に、自分で好きな図案を書く。好みの色が出るセロハンを貼り付けて切り抜く。
その際、最高に色が出るよう、セロハンを４５度ていど斜めに傾けるコツが大切だ。

（メーカー）：
１．メーカーは、子供が好む図案をいろいろ用意するとよい。
２．また、いろいろな色偏光が出るセロハンを用意する。
３．むろん、セロハンの作品を挟む２枚の偏光板を用意する。
　　費用は、１０ＣＭ角の偏光板２枚で３００円ほどかかる。
４．作品作りの際の色が出るテクニックやコツ、色が出ないコツを記す。





無色透明のセロハンが偏光を当てると色鮮やかに輝く。不思議である。この性質を利用

きれいな青空からは強い偏光がやってくる。大気汚染や地球温暖化で空気中の水蒸気
が増えると、青空偏光は弱くなる。毎日、青空を観測し、監視して、人類にとってかけがえ

カメラ露出計を利用して、青空偏光度を数値観測することができます。カメラは子供、大人

分布は、サインはV:見事なV字特性を示していました。1月から６月にかけて青空偏光は
直線的に減少し、１２月にかけて直線的に増大するものでした。季節変化がクッキリです。

きれいな空は、空の世界遺産に指定して、かけがえのない地球環境大気を守りましょう。



偏光発見器の作り方：向きが同じ、２枚の偏光膜に、みどり色が強く出るようセロハンを

挟んで、手前の偏光膜に固定すると、偏光発見器、偏光測定器を作ることができます。

注２：偏光膜とは、ある振動の向きの光だけを通す、向きがある膜のことです。要、確認。



光の向きを変える。色で変える向きが異なり色分けされる。

４．偏光発見器と偏光光源膜を、前後逆に重ねると、白黒になる。ふしぎ。（まる、ぺけ）

５．偏光膜の向きを変えて偏光を通すと白、偏光をカットすると黒色になる。（まる、ぺけ）

１．無色透明のセロハンの色当てクイズなんて不可能だよ。しかし、チャレンジしてみよう。

それらと、セロハンの切り絵や折り紙を組み合わせて、いろいろなアート作品ができる。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



２．偏光を当て、赤に輝く向きが偏光の向きと直角になることが分かる。（確認した、しない）

３．ミツバチの目にセロハンを張ると、偏光が色で見えるようになる。確認（した、しない）。

１．青空の場合、偏光は何処から来ているのかな。答え：太陽から９０度方向から偏光が

３．電球や蛍光灯から来る光は偏光しているかな。　（偏光している、　偏光していない）



実験１．快晴時、太陽から９０度方向から強い偏光がやってくる。（確認した、　できない）
太陽に向かう逆光方向や太陽を背にする順方向からは偏光は来ない。（確認した、しない）

毎日、観測すれば、人類にとってかけがえのない地球環境大気のきれいさが観察できる。
日々変化、月変化、季節変化、年変化、地球分布、等が分かります。Ｐ１のグラフ参照。



まず、太陽から９０度方向をねらい、空の光強度Ｉ₀　を測定する。次に、偏光膜を青空偏光
の向きに向け、青空偏光を通した時の光強度Ｉ₁　を測る。最後に、偏光膜を青空偏光の
向きと直角にして、青空偏光をカットした時の光強度Ｉ₂　を測る。ここに、光強度はオート
露出を利用して、絞り値Ａとシャッター速度Ｓを読み取れば、光強度はＩ＝ＳＡ²より得られる。

を測る。次に、偏光フィルターを太陽に直角に向け、青空偏光を通した光強度Ｉ₁を測る。



注：Ｃｐ＝１、Ｃｎ＝０．５として扱われる。このとき、常用実験式と厳密実験式は一致する。







１．光って見えない物を偏光測定器で見る。みどり色の方向で、偏光の向きを測定する。

５．Liou[An Introduction to Atmosphere Radiation]Academic press Inc,392pp(1980),p79


