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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口絞りと、
　前記開口絞りが設けられ、フラットに形成された第１の位置決めガイド部が外周部に設
けられたコンデンサレンズと、
　目盛り表示部を有し、前記コンデンサレンズに対して取外し自在に取付けられ、前記第
１の位置決めガイド部に嵌合するフラットに形成された第２の位置決めガイド部が外周部
に形成された開口絞り目盛り環を備えたことを特徴とする顕微鏡。
【請求項２】
　前記フラットに形成された第１の位置決めガイド部材は、直径方向に対向して形成され
ていることを特徴とする請求項１に記載の顕微鏡。
【請求項３】
　前記第１の位置決めガイド部は、前記コンデンサレンズが前記顕微鏡に装着された際、
前記顕微鏡の接眼レンズ側から見て左右の位置に形成されていることを特徴とする請求項
１または２に記載の顕微鏡。
【請求項４】
　前記開口絞り目盛り環は、前記コンデンサレンズと前記顕微鏡の前記コンデンサレンズ
装着部とで挟持されることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の顕微鏡。
【請求項５】
　前記目盛り表示部は、前記第２の位置決めガイド部とは異なる前記開口絞り目盛り環の
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外周部に形成されていることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の顕微鏡
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は顕微鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図９は従来の顕微鏡の一例を示す側面図である。図９において、顕微鏡本体１の上方には
鏡筒２が固設もしくは着脱可能に設けられ、その上方には接眼レンズ３が固設もしくは着
脱可能に設けてある。鏡筒２の下方には、顕微鏡本体１に回転可能に取付けられたターレ
ット部材４を介して複数の対物レンズ５が取外し可能に設けてある。
【０００３】
対物レンズ５の下方には、本体ベース部６に固設された上下動機構部７を介して載物台８
が上下動可能に設けてある。上下動機構部７は顕微鏡本体１に回転可能に設けられた、焦
準用粗動ハンドル１７と焦準用微動ハンドル１８との夫々を手操作で回転することにより
載物台８を上下動する。載物台８のすぐ下において、上下動機構部７にはコンデンサレン
ズ受け１０が上下動機構部７に上下動可能に設けられており、該コンデンサ受け１０には
コンデンサレンズ９が係止ネジ１１で固定されている。
【０００４】
このコンデンサレンズ９には開口絞り（図示なし）調整用の開閉つまみ１２がコンデンサ
レンズ９の周縁に沿って回転可能に設けてあり、この開閉つまみ１２を手操作で回転させ
てコンデンサレンズ９の開口絞りの調節が可能である。
【０００５】
顕微鏡本体１の本体ベース部６にはまた、コンデンサレンズを照明する照明装置１４が設
けてあり、照明装置１４に内蔵された視野絞り（図示なし）を、視野絞り開閉リング１５
を手操作で回転することにより、視野絞りの調節が可能になっている。
【０００６】
従来のこの種の顕微鏡において、比較的高額な、主に研究用顕微鏡ではコンデンサレンズ
の開口絞り目盛り、視野絞り目盛り、焦準用微動ハンドルの微動目盛りは印刷や銘板など
によって顕微鏡に標準装備されているのが一般的である。これは高額な顕微鏡には、その
価格により製造コスト上の余裕があることは勿論、更には高額な顕微鏡は多目的に使用さ
れる可能性が高く、また不特定多数の人が使用することが考えられるからでもある。これ
に対し、比較的安価な、主に学生や生徒が使用する実習用顕微鏡では前記のような各目盛
りは装備されていなかったり、装備されていても各機能部品を目盛りと一体にプラスチッ
クモールドやダイカストで製作し、目盛りと背景が同一色で読みがたいのが一般的であっ
た。これは製造コスト上余裕がないことに加えて、使用目的上も比較的安価な顕微鏡は実
習用など目的が限られており、目盛りの使用頻度が少ないことなどが考えられる。
【０００７】
顕微鏡において、使用される上記各目盛りについて以下に説明する。
【０００８】
コンデンサレンズの開口絞りは使用する対物レンズの開口数の約７０～８０％に調整する
と対物レンズの分解能もそれ程落ちることなくコントラストのよい像が得られることが知
られている。そこでコンデンサレンズ開口絞りの目盛りにはコンデンサレンズの口径数値
でなく開口数を表示して、対物レンズの開口数の７０～８０％になるよう計算して合わせ
る使い方が多い。このような使い方は、アクロマートだけやアポクロマートだけのように
同一種類の対物レンズしか取付けない場合は有効であり、さらに予め計算された位置に対
物レンズの倍率を表示した目盛りを準備すればより使い易くなる。小学生や中学生に顕微
鏡の使い方を教えるような場合にはこのような倍率表示の目盛りが便利である。
【０００９】
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しかし、例えばアクロマートとアポクロマートのように種類の異なる対物レンズの場合、
倍率は同じであっても開口数は異なるため、同一顕微鏡で異なった種類の対物レンズが取
付けられる可能性がある場合は倍率表示による目盛りの使用はできなくなる。また、顕微
鏡の使い方に慣れてくると、接眼レンズを鏡筒から抜き取り、鏡筒内部を覗くことにより
対物レンズの瞳とコンデンサレンズの開口絞りを肉眼で観察し、瞳の７０～８０％程度に
なるよう絞りの像を見ながらコンデンサレンズの開口絞りを調節することもできるように
なる。このような場合、コンデンサレンズの開口絞りの目盛りは必要なくなる。一方、実
習用顕微鏡などにおいては接眼レンズを落として壊したり、紛失したりしないよう、接眼
レンズが鏡筒に固定されているものがある。このような顕微鏡では簡単に対物レンズの瞳
を覗くことはできない。
【００１０】
視野絞りは観察に必要な部分にのみ照明光を当てて観察しない箇所からの迷光が顕微鏡に
入ってコントラストを悪化させるのを防ぐと共に、標本の退色を防ぐ役目をしており、接
眼レンズを通して顕微鏡観察をすると標本像と一緒に視野絞り像も見ることができる。そ
のため、視野絞り調節は顕微鏡を観察しながらできるので、目盛りはそれほど必要ではな
い。このように、接眼レンズや写真装置のファインダを通して顕微鏡を観察している場合
は視野絞りの目盛りはあまり有効ではない。しかし、顕微鏡用のファインダのない、CCD
カメラ（電荷結合素子カメラ）やDSCカメラ（デジタルスチルカメラ）などを顕微鏡に取
付けて撮影する場合、撮影範囲を表示する視野絞りについての目盛りがあると、適切な絞
りに絞ることができ、コントラストのよい像が得られる。
焦準用微動ハンドルの微動目盛りは標本の深さ方向の大きさを測定するのに使用する。高
倍の対物レンズ、例えば、×４０の対物レンズでは×１０の接眼レンズを通して観察して
も１μｍ程度の焦点深度のため、厚さ方向の異なる２箇所にピントを合わせ、そのときの
目盛りを読み取り、差をとれば厚さ方向の大きさを知ることができるが、多くの顕微鏡使
用者は観察が主目的で、このような測定にはあまり使用されていないのが現状である。し
かし、焦準用微動ハンドルについても、存在すれば測定に用いることができ、使用目的に
よっては必要である。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の技術において見やすい目盛りの標準装備は製造コストを高め、目盛りを不
要とする使用者にとってもコストは高くなる。
【００１２】
コンデンサの開口絞り目盛りは異なった種類の対物レンズを使用する際、倍率表示ができ
ず開口数表示となり、目盛りで絞りを調整するときに絞りの大きさを計算する必要が生じ
、小、中学校教育で不便である。
【００１３】
視野絞り目盛りは顕微鏡用のファインダのないCCDカメラ、DSCカメラを取付けて撮影する
際に有効であるが、撮像素子の大きさが異なる場合、その大きさごとの目盛りが必要とな
り倍率表示を標準装備することが困難となり、口径表示として撮像素子に合わせた目盛り
と対物倍率を記録し、記録と対応させながら絞りを調整する面倒がある。
【００１４】
本発明は上記状況に鑑みてなされたもので、必要な使用者にのみ必要な目盛りを供給でき
る顕微鏡を提供することを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明では、開口絞り（コンデンサレンズ９の開口絞り）と、前記開口絞りが
設けられ、フラットに形成された第１の位置決めガイド部（９ａ）が外周部に設けられた
コンデンサレンズ（９）と、目盛り表示部（１３ｂ）を有し、前記コンデンサレンズに対
して取外し自在に取付けられ、前記第１の位置決めガイド部に嵌合するフラットに形成さ
れた第２の位置決めガイド部（１３ａ）が外周部に形成された開口絞り目盛り環（１３）



(4) JP 4613337 B2 2011.1.19

10

20

30

40

50

を備えたものを提案する。
【００１６】
　本発明では、前記フラットに形成された第１の位置決めガイド部材は、直径方向に対向
して形成されている。
【００１７】
この発明では、前記各目盛り部材（１３，１６，１９）を装備していない顕微鏡を標準と
することによるコストの削減を可能にする。
【００１８】
　更に本発明では、前記第１の位置決めガイド部は、前記コンデンサレンズが前記顕微鏡
に装着された際、前記顕微鏡の接眼レンズ側から見て左右の位置に形成されている。
　また、本発明では、前記開口絞り目盛り環は、前記コンデンサレンズと前記顕微鏡の前
記コンデンサレンズ装着部（１０）とで挟持される。
　また、本発明では、前記目盛り表示部は、前記第２の位置決めガイド部とは異なる前記
開口絞り目盛り環の外周部に形成されている。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下に、図１～図８を参照して本発明の好適な一実施の形態について詳細に説明する。尚
、図１～図８に示す実施の形態において、図９について説明した従来技術の顕微鏡と同じ
部分について、図中符号のみを示して説明を省略し以下では従来技術と異なる部分を主と
して説明する。
【００２０】
以下、本発明の実施形態を図面に基づき説明する。
【００２１】
図１は本発明の一実施形態による顕微鏡の側面図で、図２は図１のコンデンサレンズ取付
け部の拡大一部断面図である。図３は図２のコンデンサレンズ９のA矢視図で、図４は開
口絞り目盛り環１３を示す図面である。図５は図１の照明装置１４の部分拡大図であり、
図６は視野絞り目盛り環１６を示す図面である。図７は粗動ハンドル１７と微動ハンドル
１８から成る図１の焦準ハンドルの部分拡大図で、正面図も合わせて表記してある。図８
は微動目盛り環１９を示す図面である。
【００２２】
本実施の形態においてコンデンサレンズ９の外周部と下側端面とは開口絞り環１３の取付
け部となっており、コンデンサレンズ受け１０には開口絞り目盛り環１３がコンデンサレ
ンズ９と共に嵌め込まれ、係止ねじ１１により固定されている。コンデンサレンズ９には
直径方向に対向してフラットな位置決めガイド部９a,９aが設けてあり（図３参照）、こ
のガイド部９a,９aに対応して開口絞り目盛り環１３には位置決めガイド部１３a,１３aが
形成されてあり（図４参照）、開口絞り目盛り環１３をコンデンサレンズ９に嵌めこめば
互いに相対回転しないように拘束し合う。
【００２３】
コンデンサレンズ９には、開口絞り（図示なし）を調節するための開口絞りつまみ１２が
光軸周りに回転自在に設けてあり、開口絞りつまみ１２の指標１２aにより開口絞り目盛
り環１３に形成された倍率表示目盛り位置を読み取ることができる。
【００２４】
本実施形態において、開口絞り目盛り環１３はコンデンサレンズ９に嵌め合わせて係止ね
じ１１で係止してあるだけの構成である。従って、顕微鏡の標準仕様としては、開口絞り
目盛り環１３を備える必要はなく、特別仕様として供給された開口絞り目盛り環を顕微鏡
使用者が必要に応じ取付けて使用すれば良い。
【００２５】
また、開口絞り目盛り環１３はアクロマート系やアポクロマート系の開口数の異なる対物
レンズに対応して異なった倍率表示のものを準備し、使用する対物レンズに応じて交換し
て使用することができる。
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【００２６】
一方、照明装置１４において、視野絞り（図示なし）を調節するための視野絞り開閉リン
グ１５には、視野絞り目盛り環１６を取外し自在に嵌め込むことができる。本実施形態に
おいて、視野絞り開閉リング１５（図５参照）には直径方向に対向して２つの位置決め穴
１５a,１５bが設けてあり、一方視野絞り目盛り環１６（図６参照）にはこれら位置決め
穴１５a,１５bに係止される位置決めピン１６a,１６bが設けてあり、必要な視野絞り目盛
り環１６を視野絞り開閉リング１５に取付けられたとき、位置決め穴１５a,１５bと位置
決めピン１６a,１６bとが係合して、視野絞り目盛り環１６は視野絞り開閉リング１５に
互いに相対回転しないように拘束される。
【００２７】
こうして、顕微鏡の標準仕様としては、視野絞り目盛り環を有していなくとも特別仕様と
しての視野絞り目盛り環を必要に応じ購入し、必要に合わせて取付けあるいは交換して使
用することができる。尚、照明装置の指標１４aにより装着した視野絞り目盛り環の目盛
りを読めば良い。
【００２８】
さらに、本実施の形態において、図７、図８に示すように微動ハンドル１８の外周部には
直径方向に対向して２つの位置決め溝１８a,１８bが形成されている。微動目盛り環１９
は対応して２つの位置決め突起１９a,１９bが形成してあり、微動目盛り環１９を微動ハ
ンドル１８に勘合するとき、これら位置決め溝１８a,１８bと位置決め突起１９a,１９bと
は互いに係合し、従って微動目盛り環１９は微動ハンドル１８に互いに相対回転しないよ
う拘束される。
【００２９】
このように、顕微鏡の標準仕様としては微動目盛り環を有していなくとも特別仕様として
の微動目盛り環を必要に応じて取付けて使用すれば良い。尚、粗動ハンドルの指標１７a
により装着した微動目盛り環の目盛りを読めば良い。
【００３０】
次に実施形態の作用について述べる。
【００３１】
使用者は必要に応じて目盛りを準備して嵌め込めばよく、開口絞り目盛り環１３はコンデ
ンサレンズの位置決めガイド部９a,９aに沿って、視野絞り目盛り環１６は位置決め穴１
５a,１５bと位置決めピン１６a,１６bを、微動目盛り環１９は位置決め突起１９a,１９b
と位置決め溝１８a,１８bを、夫々嵌め込むことにより位置が拘束し合う。
【００３２】
開口絞り目盛り環１３はアクロマート系やアポクロマート系の開口数の異なる系列ごとの
倍率表示環を準備して目的ごとに使用できる。
【００３３】
視野絞り目盛り環の倍率表示目盛り１６cは通常は観察するのに使用する接眼レンズの視
野環（図示なし）に視野絞り像が外接する大きさに絞られる位置を示すことが多い。また
CCDカメラやDSCカメラの撮像素子に視野絞り像が外接する大きさを示す視野絞り目盛り環
を準備することができる。
【００３４】
微動目盛り環１９は透明なアクリル樹脂やポリカーボネイト樹脂を使用し、微動目盛り１
９cを微動目盛り環１９に裏文字の印刷などで表示すると粗動ハンドルの指標１７aとの段
差が少なく読みやすい。
【００３５】
【発明の効果】
本発明のコンデンサレンズの開口絞り、視野絞り及び焦準用微動ハンドルの少なくとも１
つを調節可能な部材として有する顕微鏡において、前記調節可能な部材の少なくとも１つ
に対応する目盛りを備えた目盛り部材を取外し自在に取付けるための取付け部が設けてあ
る顕微鏡によれば、前記各目盛り部材のない状態を標準の顕微鏡にすることにより、目盛
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りを必要としない使用者には製造コストの削減された標準の顕微鏡を、目盛りを必要とす
る使用者には必要な目盛りを取付けた顕微鏡を提供できる。
【００３６】
加えて、コンデンサレンズの開口絞り目盛り環は対物レンズの種類に合わせた倍率表示目
盛りのものを複数用意すれば使用する対物レンズの変化に対応でき、視野絞り目盛り環に
ついても接眼レンズの視野環に外接する倍率表示目盛りの他に、撮影に用いるカメラの撮
像素子に合わせた対物レンズの倍率表示目盛りのものを用いることでコントラストのよい
撮影ができる。
【００３７】
また、着脱式の各目盛り部材は所定の位置に取付けられる際、位置が決め拘束され、各目
盛りは背景、色及び明るさなどを変えることにより見やすく正確な値を読み取ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による実施例の顕微鏡の側面図である。
【図２】図１のコンデンサ取付け部の拡大一部断面図である。
【図３】図２のうち、コンデンサレンズのみのA矢視図である。
【図４】開口絞り目盛り環を示す図である。
【図５】図１の照明装置部分の拡大図である。
【図６】視野絞り目盛り環を示す図である。
【図７】図１の焦準ハンドル部分の拡大図で、正面図も記載した図である。
【図８】微動目盛り環を示す図である。
【図９】従来の顕微鏡の側面図である。
【符号の説明】
１・・・・・・・・顕微鏡本体
２・・・・・・・・鏡筒
３・・・・・・・・接眼レンズ
４・・・・・・・・ターレット部材
５・・・・・・・・対物レンズ
６・・・・・・・・本体ベース部
７・・・・・・・・上下動機構部
８・・・・・・・・載物台
９・・・・・・・・コンデンサレンズ
９a ・・・・・・・位置決めガイド
１０・・・・・・・コンデンサ受け
１１・・・・・・・係止ねじ
１２・・・・・・・開口絞り開閉つまみ
１２a ・・・・・・指標
１３・・・・・・・開口絞り目盛り環
１３a ・・・・・・位置決めガイド部
１３b ・・・・・・倍率表示目盛り
１４・・・・・・・照明装置
１４a ・・・・・・指標
１５・・・・・・・視野絞り開閉リング
１５a,１５b ・・・位置決め穴
１６・・・・・・・視野絞り目盛り環
１６a,１６b ・・・位置決めピン
１６c ・・・・・・倍率表示目盛り
１７・・・・・・・焦準用粗動ハンドル
１７a ・・・・・・指標
１８・・・・・・・焦準用微動ハンドル
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１８a,１８b ・・・位置決め溝
１９・・・・・・・微動目盛り環
１９a,１９b ・・・位置決め突起
１９c ・・・・・・微動目盛り

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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