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研究成果の概要（和文）：微粒子溶液の入ったサンプルセルの壁や液面の近傍で発生する微粒子のブラウン運動の変化
を解析するために、時間領域ならびにフーリエ領域低コヒーレンス動的光散乱法の開発を行った。前者では、深さ軸方
向の分解能1.4umを達成し、固液境界の界面効果を直接計測することに成功した。後者では、高速分光部を自作するこ
とによって、蒸発が常に発生している気体と液体の境界近傍の動態をワンショット解析することに成功した。さらに、
共通光路方式を提案し、ロバスト性を大幅に向上させた。本研究の結果、溶液内の空間位置に依存して動態が変化する
粒子の挙動に対するワンショット計測法を確立した。

研究成果の概要（英文）：New types of interferometric dynamic light scattering (DLS) systems were 
developed to analyze such space-variant diffusion phenomena in the area close to the different phase 
interface. The white light super-continuum source was introduced to the time-domain interferometric DLS 
system. The 1.4-um axis resolution enabled to measure directly the diffusion coefficients of Brownian 
particles at the distance nearer than 5 um from the solid-liquid interface. The Fourier-domain 
low-coherence DLS system was developed, into which the fast spectroscopic system was built, to realize 
the one-shot operation. It enabled to measure the diffusion coefficients in the area close to the 
gas-liquid interface where the boundary condition varies in space and time by evaporation. In addition, 
the common-path interferometric DLS system was proposed by making both the reference and scattered lights 
propagate in the same fiber and introducing an optical circulator to gain high robustness improvement.

研究分野： 光散乱計測
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１．研究開始当初の背景 
動的光散乱法(Dynamic Light Scattering 法、
DLS法)は、シングルナノから数１０ミクロンまでの
広い測定レンジと粒径分布計測が可能であるこ
となどの利点を有し、標準の粒径計測法となっ
ている。しかしながら、単散乱現象を基礎として
いるため被測定溶液を極端に希釈しなければな
らず、‘その場’計測になり得ないという決定的な
欠点が存在する。 

我 々 は 、 断 層 測 定 法 (Optical Coherence 
Tomography, OCT 法)の光路長分割特性と従来
のレーザーDLS 法の粒径分布計測とを組み合
わせて低コヒーレンス DLS 法を提案し、体積濃
度 10%高濃度懸濁液の粒径分布計測に世界で
初めて成功した。さらに、参照鏡を走査すること
により、プローブ点を移動させ、固液界面におけ
る wall-drag 効果を実証した。この研究をさらに
推し進め、固体面から 5 m 以下の領域で発現
する wall-drag 効果をシングルミクロン精度で実
測するためには、コヒーレンス長が 1 m 程度の
極短コヒーレンス光源を用いたコヒーレンス DLS
法を新たに開発する必要がある。 

一定粒径のブラウン運動のような定常的な現
象解析には、時間領域低コヒーレンス DLS 法は
有効である。一方、空気と高分子溶液との境界
近傍で発生する高分子の核形成やその沈降過
程の粒子径成長現象は、気液界面から深さ軸
方向に非定常な現象である。このような空間位
置に依存して粒子の粒質が変化する場合、それ
らのブラウン運動も位置に依存して変化すること
になる。このような粒子の拡散運動を解析する
DLS 法の研究は未だなされておらず、計測方法
論における新規性のみならず、プロセス制御の
観点からも解決すべき研究対象となっている。 
 
２．研究の目的 

微粒子懸濁液では固体と液体の境界面近傍
においてブラウン粒子の拡散運動、高分子微粒
子の生成プロセスでは気体と液体のそれにおい
て粒径が、境界面からの距離に依存して変化す
る。従来の動的光散乱法では時空間で定常性
を仮定しているため、このような非定常な現象を
解析できない。本研究では、光源としてスーパ
ーコンティニウム光源を導入することによって、
深さ軸方向の高解像化を実現し、異相境界面に
おけるブラウン粒子の挙動を触接に解析する技
術を開発する。さらに、気液境界面近傍におけ
るブラウイン粒子の動態解析のために、光軸方
向に空間的に動態が変化する運動粒子をワン
ショットで解析する手法を確立する。 
 
３．研究の方法 
① 時間領域極短コヒーレンス DLS 法の開発 

我々は、SLD を光源とする深さ分解能 14 m
の時間領域低コヒーレンス DLS システムによっ
て、濃厚溶液の粒質キャラクタリゼーションと
Wall-drag 効果の実証を行ってきた。これらの実
績を基礎にして、中心波長 827nm、波長帯域
18nm の SLD 光源の低コヒーレンス DLS システ
ムによって、分解能 16 m に対しても直接測定

が可能な半径１ m より大きな粒子に対する実験
を予備実験として行った。 

半径１ m 以下の粒子に対しては、固液境界
面から 5 m 以内の範囲で粒子の拡散係数が顕
著に減少する。この現象を直接観測するため、
スーパーコンティニウム光源(NKT Photonics,  
SuperK EXTREME Blue/EXB-4)から発する照
射光のスペクトル帯域を可変型帯域フィルタ
(NKT Photonics, SuperK VARIA)によって変化
させることで、1.4 m の深さ軸方向分解能を達成
した。このことにより、サブミクロンからシングルミ
クロンまでの微粒子に対して、Wall-drag 効果が
存在する固液境界面から自由拡散運動領域ま
でのブラウン粒子の動態計測を行った。 

 

②フーリエ領域低コヒーレンス DLS 法の開発 
図３に、フーリエ領域低コヒーレンス DLS 法の

光学系を示す。中心波長 827nm、波長帯域
18nm の SLD 光源の時間領域低コヒーレンス
DLS システムの検出部に分光部を構築した。分
光部は、反射型ホログラフィック回折格子と最大
走査周波数 23.5kHz の CCD ラインカメラによっ
て構成されている。ラインカメラの高走査周波数
によって、ブラウン運動粒子からの散乱光強度

 
図１ 時間領域低コヒーレンス DLS 光学系 

 
図２ 時間領域低コヒーレンス DLS 光学系 

 
図３ フーリエ領域低コヒーレンス DLS 光学系 



の時間変動について、分光解析が可能となる。
このことにより、光軸(深さ方向軸)上の位置を関
するとする一連の動的な散乱光の時間相関関
数が計測できることになる。実証実験では、固液
界面の動態計測を行い、①の結果との比較検
証を行った。さらに、時間領域低コヒーレンス
DLS 法では計測が不可能な、気液界面近傍に
おけるブラウン粒子の動態解析を行った。 

 
③共通光路方式フーリエ領域低コヒーレンス
DLS 法の開発 
 低コヒーレンス DLS 法は、マイケルソン干渉計
を基礎にしており、物体光と参照光が伝搬する
光路が異なっている。このため、外乱雑音の影
響を受けやすい欠点がある。図３に示すフィバ
ー結合部を、光サーキュレーターに置換えること
によって、ガラスセル表面から反射された参照光
と溶液内部のブラウン粒子からの散乱光が同一
の光路を伝搬させることが可能になる。このこと
によって、検出部の耐外乱雑音性が格段に向
上し、高いロバスト性が保証される。図４に、その
光学系を示す。実証実験は、①と②で実績を有
する固液界面のブラウン粒子の拡散係数を計測
し、推定される粒子径で検討を行った。 

④気液境界面近傍の高分子核形成プロセスの
その場計測 
高分子溶液中の良溶媒が気液界面において蒸
発することで発現する自己組織化析出現象と粒
子成長プロセスを、DLS 法を用いて検証した。
波長 514nm のアルゴンイオンレーザー光をサン
プル内に集光入射する。集光点近傍内に存在
するブラウン粒子からの散乱光を、側方検出す
る。このプローブ点を、深さ方向に移動可能なス
テージに設置して、液面からの深さを関数として、
各深さと経過時間について粒径計測を行い、高
分子粒子の成長プロセスを解析した。 

 
４．研究成果 
①固液界面における Wall-drag 効果の測定と

時間領域極短コヒーレンス DLS 法の実証 
 液界面近傍でブラウン運動の動態は、粒子の
拡散係数で表現され、Brenner らが理論的に解
析している。固液界面から s の距離で半径 R の
粒子がブラウン運動するとき、その拡散係数 Dw

は次式で与えられる。 
 
 
                                     (1) 
 
ここで、a=cosh-1(1+s/R)であり、D0 は自由拡散係

数を表す。実験は、  図６において、実線は

Brenner らの理論曲線であり、記号は測定値で

ある。半径 0.23 m から 5 m までの 6 種類のポリ

スチレン粒子の体積濃度 10%溶液で行った。図

より、1.5 m より大きい粒子の測定値は、（1）式

の理論と一致しているものの、サブミクロン粒子

については理論値よりも測定値が小さい。不一

致の傾向は、固液界面に近づくほど増大する。

これは、固液界面に近づくほど wall-drag 効果が

増加し、粒子のブラウン運動が抑制されるため、

拡散係数の減少率が急激に増大するためであ

る。この傾向は、粒子径が小さいほど大きい。 
 固液界面の近傍におけるサブミクロン粒子へ
の wall-drag効果を直接に観測するため、スーパ
ーコンティニウム光源を導入した光学系を図２に
示す。この光学系を用いて測定した結果を図７
に示す。図６において差異が大きかったサブミク
ロ ン 粒 子 、 す わ わ ち 、 R=0.23 m, 0.40 m, 
0.55 m に対する拡散係数と Brenner の式との一
致を得た。なお、（d）図には、図６からサブミクロ
ン粒子の結果を抜粋して示した。よって、声機会
面から 5 m 以下のごく近傍のブラウン粒子の動

 
図６ 時間領域低コヒーレンス DLS 法に 
よる固液界面の Wall-drag 効果の測定結果 

 

 
図７ 時間領域極短コヒーレンス DLS 法に 
よる固液界面の Wall-drag 効果の測定結果 

 

 

 
図５ 自己組織化析出現象計測ための DLS 光学系 

 
図４ フーリエ領域低コヒーレンス DLS 光学系 

 
 



態を直接に計測することに成功した。 
 
②異相界面における Wall-drag 効果の測定と
フーリエ領域低コヒーレンス DLS 法の実証 
 異相境界面から深さ方向の位置に依存し
て変化するブラウン粒子の挙動を、図３に示
す光学系を用いてワンショット解析した。こ
のような計測手法が最も効力を発揮するの
は、溶媒が蒸発して液面位置が時間とともに
変化するような対象である。このような条件
の例として、気液境界における wall-drag 効果
の例が図８(a)である。参考までに、同じ光学
系を用いて測定した、個液境界における
wall-drag 効果を図８ (b)に示す。破線は、
Brenner の理論曲線をおり、気液境界におけ
る wall-drag 効果は次式で表される。 
 
                                     (2) 
 
 
さらに、実線は光源のコヒーレンス長内で拡
散係数の変化が平均された曲線を表し、次式
で定義される。 
 
 
                  (3) 
 
 
(3)式において、g(s)は光源のコヒーレンス関
数を表す。 

 
③共通光路方式フーリエ領域低コヒーレン
ス DLS 法の実証 

 フーリエ領域低コヒーレンス動的光散乱
法によって実現できる測定法として、共通光
路方式低コヒーレンス動的光散乱法を開発
した。図４に示す光学系を用いて、固液界面
において wall-drag 効果が影響する拘束拡散

領域から自由拡散領域のブラウン粒子の動
態をワンショットで計測し、測定された拡散
係数から粒子径の推定を行った。図９にその
結果を示す。界面から 20 m までは wall-drag
効果のために粒径は大きく評価され、反対に
40 m 以遠では多重散乱の影響で粒子径が小
さく評価された。これらの傾向は粒子径が大
きいほど増加する。界面から 20 m～40 m の
領域で良好な粒子径推定が可能であること
を示した。 
 
④自己組織化析出法による高分子微粒子成
長プロセスの解析 

 有機溶媒に溶解した高分子溶液に貧溶媒
である水を滴下して混合させる。このとき、
大気と溶液の境界では良溶媒の有機溶剤が
蒸発することによって非溶媒の水の濃度が
増加して高分子が析出する。析出した核が沈
降するとともに粒子として成長していく。こ
の自己組織化法こそ、ワンショット計測を適
用する最適例であるが、本研究ではこの現象
を開発した手法で測定するにいたらなかっ
た。しかしながら、従来の図５に示す DLS
法を用いて、サンプルセルを深さ方向に移動
させながら、本現象を解析した。図 10(a)と(b)
には、それぞれ深さ位置と経過時間に対する
粒子径変化と粒子の変化率(CV 値)を示す。粒
子径は、深い位置に向かって増加し、深さ
5mm 程度一定値に収束する。また、経過時間
の初期段階では粒子径にばらつきがあるが、
時間が経過するにしたがってばらつきは減
少し一定値に収束することがわかった。この
ような傾向は、初期条件の高分子濃度に依存
しており、濃度が薄いほど粒子径が収束する
深さは浅く、収束時間は短い。よって、収束
した粒径は小さいことがわかった。 
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