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研究成果の概要： 
本研究は液晶性色素を平面ガラス基板上に塗布するという簡便な方法により光学的・電気的異

方性を発現する機能性薄膜を形成する新技術のための基礎研究である．塗布途中の流動状体や

塗布直後の様子を観察できる装置を作製し，流動状態や光学異方性の発現を動画により解析し

た．この結果，塗布過程のせん断変形により分子配向が形成される様子や塗布装置から排出し

た直後の光学異方性の特性の時間変化を明らかにした． 
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研究分野：工学 
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１．研究開始当初の背景 
ある種のディスク状の構造を持つ色素分

子は皿を積み重ねるように会合し，剛直な棒
状の分子集団(会合体)となる．この色素会合
体を高濃度で液体に溶解すると液晶化する．
このような色素を液晶性色素という．色素で
あることから可視光や電磁波などの特定の
周波数成分を吸収する性質がある．そこで，
色素会合体を同一方向に一様に配向させた
薄膜が製造できれば，偏光フィルター・位相
板や太陽電池などの光学異方性膜，電磁波用

フィルターなどの機能性薄膜として利用で
きると期待されている． 

液晶性色素の異方性特性を効果的に活用
するためには色素会合体を配向させること
と同時に膜厚や特性が面全体で一様である
ことが重要である．液晶性色素の水溶液を塗
布・乾燥させることにより光学機能性薄膜を
形成する手法は簡便で大量に機能成膜を生
産できることから注目されている．しかし，
液晶の流動特性はきわめて難しく未だ不明
な点が多い．たとえば単純なせん断流れにお



いても液晶分子の運動はせん断速度の大き
さに回転したり（タンブリング），振動した
り（ワギング），一方向に配向したり（アラ
イニング）することが知られている．さらに，
試料全体にわたり結晶方向が一様で均質な
状態（モノドメイン）以外に細かな領域に分
かれてそれぞれの領域内で分子配向方向が
異なる状態（マルチドメイン）も存在し，そ
れぞれ流動特性が異なる．また，乾燥過程で
は流動の急停止に伴う応力緩和現象，マクロ
構造の形成，乾燥による濃度上昇とこれに伴
う相変化などの諸現象が同時に発生する．こ
れらについてはいまだほとんど研究がなさ
れておらず液晶性色素の塗布・乾燥による機
能性薄膜製造技術の実用化には大きな困難
がある． 
 
 
２．研究の目的 
このような状況の中，本研究では液晶性色

素の塗布過程における流動配向状態やマク
ロ構造の形成の様子を明らかにすることを
目的とする． 
本研究では数ミクロンの厚さでガラス基

板上に塗布された液晶性色素の塗布過程お
よび乾燥過程におけるミクロ構造変化や分
子配向状態の変化を，偏光顕微鏡観察，流動
複屈折・二色性測定などの手法により明らか
にする．特に，塗布・乾燥過程は変化の速度
が早いため高速撮影可能なデジタル CCD カ
メラを用いて画像を解析する．また，高解像
度 CCD カメラにより液膜から乾燥した膜と
なる境界近傍の微小な流れ場についてもト
レーサー法などで可視化し，液膜厚さの変動
との関係を明らかにする．これらの情報をも
とに均一で高い配向度を持つ薄膜形成に影
響を及ぼす因子を明らかにする． 
 
 
３．研究の方法 
(1) 実験装置 
①塗布装置 
 塗布には本実験用に作製した塗布装置を
使用した．塗布はガラス基板上に試料液体を
アプリケータにより塗り広げることにより
行う．アプリケータ内あるいはアプリケータ
排出直後の塗布過程の観察を行うために，ア
プリケータを固定しガラス基板を移動させ
るようにした．ガラス基板の移動はステッピ
ングモータにより駆動する移動ステージを
作製した．ステッピングモータの駆動プログ
ラムを作成し，塗布速度を任意に調整できる
ようにした．また，ステージは光学顕微鏡，
光学異方性（複屈折，二色性）測定装置に設
置できるように小型化し，装置の上下方向に
光が透過できるように設計した． 
②アプリケータ 

 塗布状態を観察するために二種類のアプ
リケータを製作した．一つは金属製でアプリ
ケータの塗布面から排出した塗布直後の試
料の様子を観察できるように設計したもの
である．もう一つは塗布過程におけるアプリ
ケータ塗布面内部の流動状態を観察するた
めに合成石英により作製したものである．い
ずれのアプリケータも光学顕微鏡に取り付
けた場合に対物レンズが干渉しないように
設計されている．金属製のアプリケータは塗
布面におけるガラス基板とのギャップが
2μm，ガラス製のアプリケータでは 10μm と
した． 

 
図 1 塗布面観察用ステンレス製アプリケータ 

 

 
図 2 塗布面観察用ガラス製アプリケータ 

 
③観察・測定装置 
 試料の流動状態を観察するために光学顕
微鏡と CCD カメラを組み合わせた観察シス
テムを使用した． 
 シャッター速度を高くして高速流動状態
をクリアに観察するために CCD カメラを使
用し，流動現象を動画として観察するように
フレームレートの高い CMOS カメラを使用
した．しかし，実際にはこれらのカメラでは
対応しきれない部分があり，アナログ CCD
カメラあるいは高速度カメラ（Photoron 
NEO）を併用した． 
 光学機器としては物体顕微鏡システム
（Nikon C-10）を使用した．実験装置の外
観を図 3 に示す． 



 
図 3 塗布面顕微鏡観察システム外観 

 
 また，光学異方性の測定には自作の複屈
折・二色性解析装置を使用した． 
④試料 
 実験に使用した試料は液晶性色素として
紫の色素：Biebrich Scarlet Sodium Salt 
7wt%水溶液(以下 BSS 水溶液とする)，オレ
ンジ：Acid Orange8 5wt%水溶液を使用した．
また，晶性色素ではないが塗布により複屈折膜を

形成することができると期待する高分子液晶：HPC

（ヒドロキシルプロピルセルロース）50％水溶液

もあわせて試験した． 
 
 
４．研究成果 
①アプリケータ内部での流動状態 
 図 2に示した透明なガラスで作製したアプ
リケータを使用し，塗布面における液晶性色
素の状態を観察した．図 4 に塗布中のアプリ
ケータ塗布面（ガラスとのすき間が最も狭い
箇所）の出口端面に近い部分の顕微鏡像を示
す．試料は BSS 水溶液である．これらは試
料を挟むように 2枚の偏光板をクロスニコル
配置で設置した状態で撮影した．また，これ
らは高速度カメラにより塗布開始からアプ
リケータを停止させるまでの時間にわたり
撮影された動画の一部を切り出したもので
ある．顕微鏡の対物レンズは 5 倍ものを使用
した． 
 図 4 より，塗布速度をあげるとテクスチャ
の状態に大きな違いは見られないが，全体的
な明るさが変化する．特に(c) 5mm/s の場合，
流動開始からある時間まで画面全体の輝度
が周期的に変動する現象が観察された．クロ
スニコル配置の変更観察であることから，塗
布過程で複屈折性の変化が生じたものであ

り，液晶分子の流動による回転運動あるいは
相変化に関係すると考えられる． 
 また，(d) 10mm/s の場合は流動を停止する
と図 5に示すように塗布領域全体にわたり流
動方向に垂直なテクスチャが発生する．低速
で塗布した場合は明確なテクスチャ形成は
観察されなかったため，流動配向に起因する
ものと考える． 
 

 
図 4 アプリケータ塗布面における流動状態． 

塗布速度(ガラス基板移動速度)：(a) 1mm/s，
(b) 3mm/s，(c) 5mm/s，(d) 10mm/s． 

 

 
図 5 塗布速度 10mm/sから急停止した直後に発

生するテクスチャ． 
 

②アプリケータ出口直後の状態 
 図 1に概略図を示したようなナイフエッジ
状のアプリケータを用いて，アプリケータか



ら排出された直後の液晶の流動状態を観察
した．使用したアプリケータ以外は上記の実
験と同じである．アプリケータから排出した
直後に試料には自由表面が形成され，ガラス
基板の移動に伴いこの表面は伸張される．ま
た，せん断流動が急停止するとともに乾燥が
開始する．今回の実験では乾燥速度に対して
ガラスの移動速度が十分に速い．したがって
観察領域においては塗布過程（ガラス基板が
移動している状態）では試料は液体状態であ
る． 
 図 6 に流動中の観察結果の一例を示す．(a)
に示す塗布速度 1mm/s の場合，塗布面に形
成されるテクスチャは比較的同サイズであ
るが画面が全体的に暗い．すなわち複屈折性
は発現していない．これに対し塗布速度が上
がると画面が明るくなるが白い粒上の領域
が頻繁に発生することが観察された． 

 
図 6 アプリケータ流出直後における流動状態． 

塗布速度(ガラス基板移動速度)：(a) 1mm/s，
(b) 3mm/s，(c) 5mm/s． 

 
③まとめ 
 これらの結果はアプリケータにより液晶

性色素を塗布した際の分子配向状態や相状
態の検討に重要な情報を与えるものである．
さらに塗布条件を増やし，二色性の発現過程
や乾燥による流動状態の観察も行うことに
より液晶性色素の塗布による機能性薄膜製
造技術の確立に貢献できるものと期待する． 
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