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(57)【要約】
【課題】単純な光学系であって、多数の微粒子の形状お
よびサイズを推定することを可能とする、光計測システ
ムおよび光計測方法を提供する。
【解決手段】本発明の光計測システムは、レーザー光源
１０２と、レーザー光源１０２を用いて微粒子Ｐに照射
するレーザー光Ｌ１の集光スポットの形状を、線状とな
るように調整するレーザー光集光スポット形状調整手段
１０３と、レーザー光Ｌ１の集光スポットを、微粒子Ｐ
の位置に合うように調整するレーザー光集光スポット位
置調整手段１０４と、レーザー光Ｌ１の光軸と直交する
軸を中心に、微粒子Ｐと集光スポットとを相対的に回転
させて、微粒子Ｐに対するレーザー光Ｌ１の入射角度を
調整するレーザー光入射角度調整手段１０５と、微粒子
Ｐから散乱される散乱光を利用して、前記微粒子の投影
像を表示する微粒子投影像表示手段１０６と、を備えて
いることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
支持台に載置された微粒子に光を照射して、前記微粒子に関する情報を取得する光計測
システムであって、
レーザー光源と、
前記レーザー光源を用いて前記微粒子に照射するレーザー光の集光スポットの形状を、
線状となるように調整するレーザー光集光スポット形状調整手段と、
前記レーザー光の集光スポットを、前記微粒子の位置に合うように調整するレーザー光
集光スポット位置調整手段と、
前記レーザー光の光軸と直交する軸を中心に、前記微粒子と前記集光スポットとを相対
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的に回転させて、前記微粒子に対する前記レーザー光の入射角度を調整するレーザー光入
射角度調整手段と、
前記微粒子から散乱される散乱光を利用して、前記微粒子の投影像を表示する微粒子投
影像表示手段と、を備えていることを特徴とする光計測システム。
【請求項２】
さらに、前記レーザー光入射角度調整手段で調整された各入射角度で得られた前記微粒
子の投影像の形状の情報を組み合わせて、前記微粒子の３次元形状を推定する微粒子形状
推定手段を備えていることを特徴とする請求項１に記載の光計測システム。
【請求項３】
さらに、白色光源と、
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前記白色光源を用いて微粒子に照射する白色光の集光スポットのサイズを、調整する白
色光集光スポットサイズ調整手段と、
前記白色光の集光スポットを、前記微粒子の位置に合うように調整する白色光集光スポ
ット位置調整手段と、
前記微粒子から散乱される散乱光の強度の波長分布から、前記微粒子の吸収スペクトル
を計測する微粒子吸収スペクトル計測手段と、を備えていることを特徴とする請求項１ま
たは２のいずれかに記載の光計測システム。
【請求項４】
支持台に載置された微粒子に光を照射して、前記微粒子に関する情報を取得する光計測
方法であって、
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レーザー光源を用いて前記微粒子に照射するレーザー光の集光スポットの形状を、線状
となるように調整するレーザー光集光スポット形状調整ステップと、
前記レーザー光の集光スポットを、前記微粒子の位置に合うように調整するレーザー光
集光スポット位置調整ステップと、
前記レーザー光の光軸と直交する軸を中心に前記微粒子と前記集光スポットとを相対的
に回転させて、前記微粒子に対する前記レーザー光の入射角度を調整するレーザー光入射
角度調整ステップと、
前記微粒子から散乱される散乱光を利用して、前記微粒子の投影像を表示する微粒子投
影像表示ステップと、を有していることを特徴とする光計測方法。
【請求項５】
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前記レーザー光入射角度調整ステップで調整された各入射角度に対応して前記微粒子投
影像表示ステップで表示される投影像の形状の情報を組み合わせて、前記微粒子の３次元
形状・サイズを推定する微粒子形状・サイズ推定ステップを有することを特徴とする請求
項４に記載の光計測方法。
【請求項６】
前記微粒子の３次元形状・サイズを推定する前または推定した後に、
白色光源を用いて前記微粒子に照射する白色光の集光スポットのサイズを、調整する白
色光集光スポットサイズ調整ステップと、
前記白色光の集光スポットが前記微粒子の位置に合うように調整する白色光集光スポッ
ト位置調整ステップと、
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前記微粒子から散乱される散乱光の強度の波長分布から、前記微粒子の吸収スペクトル
を計測する微粒子吸収スペクトル計測ステップと、を有することを特徴とする請求項４ま
たは５のいずれかに記載の光計測方法。
【請求項７】
前記集光素子と前記微粒子との距離、および、前記光軸と前記微粒子との距離を、レー
ザ光源の波長λに対して、０．００１０λ以上１００λ以下の範囲で調整することを特徴
とする請求項４〜６のいずれか一項に記載の光計測方法。
【請求項８】
前記微粒子の３次元形状・サイズと前記波長分布の情報から、前記波長分布の前記断面
形状依存性を抽出し、

10

前記波長分布に対して、前記３次元形状・サイズに依存しないものとなるように校正を
行うことを特徴とする請求項６または７のいずれかに記載の光計測方法。
【請求項９】
前記微粒子の吸収スペクトルを特定の波長範囲ごとに区切り、各波長範囲における前記
吸収スペクトルのピークの有無を符号化したシグニチャファイルを作成し、
既知の成分を有する微粒子の吸収スペクトルにおいて、得られているシグニチャファイ
ルと照合することにより、前記微粒子の成分を同定することを特徴とする請求項６〜８の
いずれか一項に記載の光計測方法。
【請求項１０】
前記微粒子の吸収スペクトルのピークの波長または波数を、前記シグニチャファイルと
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照合することにより、前記微粒子の成分を同定することを特徴とする請求項９に記載の光
計測方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、散乱光を利用して多数の微粒子の情報を取得する、光計測システムおよび光
計測方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
光学的に粒子の吸収スペクトルを得る従来の手法として、Ｘ線吸収分光法、紫外／可視
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分光法、赤外分光法等があり、特に、単独微粒子の吸収スペクトルを得る手法として、顕
微赤外分光法がある。顕微赤外分光法は、赤外光と集光システムを用いて、散乱体の吸収
スペクトルから光散乱体の消光係数（あるいは吸収係数）を読み取る手法である（非特許
文献１）。一般に、この手法では、フィルム状の試料で得られるような定量的なスペクト
ルを、粒状の試料から得るのは難しいとされている（非特許文献２、３）。
【０００３】
赤外線吸収スペクトルは、官能基の同定や未知試料の同定に、産業界及び大学にて広く
利用されている。赤外線吸収スペクトルは、核磁気共鳴スペクトルと異なり、溶媒に溶け
ないものでも簡便に計測でき、また、質量分析と比較して定量性があるという点で優れて
いる。そのため、例えば、固体中における、部分的な反応の追跡に有効である。赤外線の
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計測用試料としては、一般に、ＫＢｒと一緒に乳鉢ですりつぶし、圧力をかけて錠剤とし
たものが用いられるが、粒子の状態で計測することは非常に難しい。その理由は、粒子の
状態ではスペクトルに歪みが出ることや再現性が乏しいことにある。一方、粒径の影響な
く解析ができるラマン散乱では、個別粒子スペクトル計測の装置が市販されていることか
ら分かるように、粒子ごとに組成を計測することの重要性は高い。
【０００４】
赤外線吸収スペクトルに歪みが出る理由は、粒径が照射光の波長近傍の共鳴領域にある
場合に、散乱パターンが、波長によって大きく変化することであるとして、説明すること
ができる（非特許文献４、５）。粒径が波長の半分以下である場合には、透過光は散乱せ
ず、直進する。一方、波長の２０倍以上である場合には、空気との界面で屈折し、曲げら

50

(4)

JP 2018‑66608 A 2018.4.26

れるという比較的単純な理論（幾何光学）で説明できる。中間の波長領域では、波長と粒
径の関係によって、複雑に散乱する。通常の有機合成で作製される粉末のサイズは、μｍ
オーダーであることが多く、赤外線の共鳴領域に当たっている。そのため、再現性の高い
データを得るために、粒径が波長の半分以下となるように試料を前処理して測定されるこ
とが多い。
【０００５】
赤外計測の場合、一つの試料作製にかかる時間は１時間弱であり、数百個あるいは数千
個の試料を作製して、それらを全て計測するのは事実上不可能である。前処理が、粒子ご
とに計測する際の障害となっている。粒子の前処理なしで、解析可能な吸収スペクトルを
得るには、粒径・形状を正確に計測し、シミュレーションにより、計測結果を補正する必
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要がある。そのために、単一微粒子の粒径・形状を正確に計測することが求められる。
【０００６】
波長近傍のサイズにおいては、従来のレンズ結像を利用した計測では、単一微粒子の粒
径・形状を正確に計測することは難しい。実験でレンズ倍率が高いと焦点合わせが難しい
ことがその理由として挙げられるが、得られた像の解析において、より本質的な問題があ
る。結像の輪郭を形状とした場合、光は粒子近傍を直進しているという仮定が入っている
が、粒径が波長に近いと回折効果が顕著となるためその仮定が成り立たなくなる。このた
め、レンズを使わずに光散乱パターンの解析による微粒子の計測が検討されている。
【０００７】
粒子形状やサイズを光散乱で正確に計測するには、回折効果を正確に評価する必要があ
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るが、波長の近傍の粒径では、特にこの評価が難しい。この波長近傍の光散乱から様々な
形状を正確に求める計算手法が考案され（非特許文献６）、さらに、この振る舞いを詳細
に検討することで、正確な計測を行う手法が考案されている（非特許文献７）。この手法
を用いることで、粒径・形状を正確に計測し、シミュレーションにより、吸収スペクトル
を補正することができる（非特許文献８、特許文献１）。
【０００８】
波長近傍の粒径（共鳴領域）において単独の微粒子の吸収スペクトルを歪みなく得ると
いう試みは、これまでうまくいかなかった。そこには、二つの問題がある。一つは微粒子
の形状・サイズを簡便かつ正確に計測する手法がなかったこと、もう一つは、不規則な形
状の単独微粒子の吸収を正確に計測・解析する手法がなかったことである（非特許文献９
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）。
【０００９】
微粒子の散乱パターンの解析は、粒子形状が球形に近い場合を除いて、あまりうまくい
っていない。その理由は、計算時間、プログラミング時間、精度を高い次元で両立させる
ことができなかったことにある。例えば、discrete dipole approximationやT‑matrixと
いう計算手法が形状計測に利用されているが、計測可能なサイズに制約があり、実用レベ
ルには至っていない（非特許文献１０、１１）。現在、実用レベルで利用されているのは
、球体近似（Ｍｉｅ理論）または、微粒子の３次元的な取り扱いが難しいフラウンホーフ
ァー近似である（非特許文献１２）。本発明者は、様々な形状について、簡便に精度良く
計算する方法を考案し、この問題に対応している（非特許文献７）。
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【００１０】
光の電場の計算に使用しているアルゴリズムとしては、厳密結合波解析という方法によ
るものがあり、１９８０年代にMoharamとGaylordによって開発され、今では市販のプログ
ラムも販売されている。この方法の欠点は、周期的な構造にしか適用できないことである
。これに対し、本発明者らは、孤立した形状に適用する方法を見出している（非特許文献
１３）。他の厳密な電場の計算手法と比較して、様々な形状・材質に容易に対応できるこ
とと、新たなプログラムの開発の必要がほぼないことで優れている。そのため、本発明者
らが見出した方法は、未知の形状の微粒子の光散乱の計算に適している。
【００１１】
従来、微粒子の形状を得る方法としては、Ｘ線ＣＴが用いられており、有機物に関して
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も、軟Ｘ線による計測が試みられている（非特許文献１６、１７）。これは、微粒子のサ
イズが波長の２０倍以上であるときに有効な方法である。また、Ｘ線散乱だけを用いた未
知形状の微粒子についても、２次元での解析が行われており（非特許文献１８）、さらに
、３次元についても研究が進められている（非特許文献１９）。本発明者らは、非特許文
献７において、シミュレーションに偏光を考慮する波動光学を用いた方法を開示している
。この方法では、特に粒子サイズが波長の０．５〜１０倍程度のときに、散乱パターンの
高い計算精度を見込むことができる。未知形状の微粒子についても、非特許文献７の計算
を繰り返し併用することで、原理的には、従来の方法より高精度に、形状・サイズを求め
られることが、２次元では示されている。しかし、同方法を用いて、未知形状の微粒子の
３次元的な解析をどのように行えばよいか、そして、実験レベルで具体的に、どのような
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計測方法を用いればよいかは明らかにされていない。
【００１２】
例えば、以下の問題が存在する。
ｉ）粒子を固定する支持体をどうするか。
ii）粒子を支持体とともに回転させたときに、どのようにして、集光点からずれないよう
にするか。
iii）粒子と支持体、さらにレンズを、一緒に光学的に解析するためにはどうするか。
iV）多数の粒子から一つの粒子を特定するにはどうすればよいか。
【００１３】
これらの問題の解決が難しい理由は、多数の粒子から一つの粒子を選択するには平行光
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でなく集光を用いなければいけない点（理由１）と、集光を含めた微粒子のシミュレーシ
ョンが難しい点（理由２）にある。（理由１）は、集光してしまうと、特定粒子とまわり
の粒子との位置関係を把握するのが難しくなることによる。（理由２）は、集光位置を正
確に把握しないと、シミュレーションができないが、集光位置を直接、正確に計測するの
は、計測時間・装置コスト・精度のいずれにも壁があることによる。
【００１４】
多数の粒子の吸収スペクトルを個々に解析する場合、多大な時間を要するため、この解
析を人手で行うことは難しい。そこで、この解析を自動化する必要がある。赤外線吸収ス
ペクトルを例にとると、粒子が一つの場合、この粒子の吸収スペクトルは、水酸基、カル
ボニル基、アミノ基等の官能基の種類によって、吸収のピーク位置が概ね特定される。吸
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収スペクトルのピークの波数が、ある範囲に入っていると考え、特定の範囲でのピークの
有り無しを符号化したファイル（シグニチャファイル）を作成する（非特許文献２０）。
このファイルを既存のデータベースと照合することにより、成分の同定を行うことができ
る。一方、多数の粒子に対して、こうした方法をどのように適用すればよいかは、まだ知
られていない。
【００１５】
多数成分の分類は、クラスタリングを用いれば、解析できることが知られている（非特
許文献２１）。クラスタリングとは、複数の標本の属性を、Ｎ次元座標で表し、標本間の
座標の距離をもとに、いくつかの種類に分類する手法である。標本間の距離の取り方とし
ては、ユークリッド距離を用いる方法が最も知られている。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
特定の微粒子のみにレーザー光を照射して形状を計測するためには、光が照射されてい
る微粒子を同定する必要がある。もう一つの課題は、形状の計測である。従来、粒子形状
を把握するためには、レンズによる結像が行われていたが、共鳴領域においては、回折効
果が大きいため、結像による正確な形状計測が期待できない。
【００１９】

10

本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、単純な光学系であって、多数の微
粒子の形状およびサイズを推定することを可能とする、光計測システムおよび光計測方法
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
上記課題を解決する上で、次の（１）〜（５）の問題が存在する。
（１）粒子と集光位置の関係把握：
光散乱のシミュレーションと実験を比較するには、粒子とレンズによる集光位置との関
係を把握する必要がある。
（２）３次元形状の計測：

20

基板の上に乗った粒子の粒径が１０波長より小さい場合、散乱パターンだけから、当該
粒子の形状を計測することは難しい。
（３）特定の粒子の同定：
多数の粒子から特定の粒子を同定し、しかも、その粒子の形状と吸収スペクトルを計測
する方法がない。
（４）形状計測と吸収スペクトルの光軸合わせ：
従来のように、形状計測を行ったのちに、吸収スペクトルを別の光軸で計測すると、光
軸合わせに多大な時間を要する。
（５）多数粒子のスペクトルの解析・分類：
一つ一つ帰属と分類をしていては膨大な時間がかかる。自動化する方法がない。

30

【００２１】
本発明者は、鋭意検討を重ね、これらの問題について次のように対応すればよいことを
明らかにした。
【００２２】
（１）粒子と集光位置の関係把握について：
粒子の形状にあまり関わりなく、集光位置が粒子の手前にあるか、中にあるか判断でき
ることが、実験およびシミュレーションから分かった。散乱光角度分布のコントラストお
よび散乱強度は、集光位置が、入射光側から見て粒子の少し手前にあるときに最大になる
。この結果、集光点の位置の計測と、散乱光角度分布の計測とを、同じレンズ・試料位置
でできることが分かった。集光位置を決定できれば、シミュレーションで散乱光角度分布

40

を計算し、実験データと対応させることで、粒子形状の情報が得られる。粒子の散乱光角
度分布を観測して、そのコントラストおよび散乱強度を解析しながら、集光位置を精密に
制御できるシステムを構築すればよい。
【００２３】
（２）３次元形状の計測について：
スリットとアイリス絞り等を用いて集光スポットの形状を変えると同時に、粒子への入
射角度を変えることで、様々な角度から見た微粒子の断面情報を得ることができる。そし
て、この情報を統合することにより、微粒子の形状およびサイズを計測できることが分か
った。したがって、特定の粒子に対し、所定の集光形状で様々な角度から光が照射される
ように、制御するシステムを構築すればよい。
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【００２４】
（３）特定の粒子の同定について：
粒子への入射角度を４５°変えると回転中心軸の精度が高くても、集光位置が１０μｍ
程度はずれてしまう。このはずれを補正するために、複数のマーカーを基準とすることで
、集光位置を調整することができる。粒子への集光時に、マーカーを同時に観測できるよ
うに、一部の光を集光点から外せるシステムを構築すればよい。
【００２５】
より詳細には、次の通りである。
［１］支持台に載置された微粒子に光を照射して、前記微粒子に関する情報を取得する光
計測システムであって、レーザー光源と、前記レーザー光源を用いて前記微粒子に照射す
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るレーザー光の集光スポットの形状を、線状となるように調整するレーザー光集光スポッ
ト形状調整手段と、前記レーザー光の集光スポットを、前記微粒子の位置に合うように調
整するレーザー光集光スポット位置調整手段と、前記レーザー光の光軸と直交する軸を中
心に、前記微粒子と前記集光スポットとを相対的に回転させて、前記微粒子に対する前記
レーザー光の入射角度を調整するレーザー光入射角度調整手段と、前記微粒子から散乱さ
れる散乱光を利用して、前記微粒子の投影像を表示する微粒子投影像表示手段と、を備え
ていることを特徴とする光計測システム。
［２］さらに、前記レーザー光入射角度調整手段で調整された各入射角度で得られた前記
微粒子の投影像の形状の情報を組み合わせて、前記微粒子の３次元形状を推定する微粒子
形状推定手段を備えていることを特徴とする［１］に記載の光計測システム。
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［３］さらに、白色光源と、前記白色光源を用いて微粒子に照射する白色光の集光スポッ
トのサイズを、調整する白色光集光スポットサイズ調整手段と、前記白色光の集光スポッ
トを、前記微粒子の位置に合うように調整する白色光集光スポット位置調整手段と、
前記微粒子から散乱される散乱光の強度の波長分布から、前記微粒子の吸収スペクトル
を計測する微粒子吸収スペクトル計測手段と、を備えていることを特徴とする［１］また
は［２］のいずれかに記載の光計測システム。
［４］支持台に載置された微粒子に光を照射して、前記微粒子に関する情報を取得する光
計測方法であって、レーザー光源を用いて前記微粒子に照射するレーザー光の集光スポッ
トの形状を、線状となるように調整するレーザー光集光スポット形状調整ステップと、前
記レーザー光の集光スポットを、前記微粒子の位置に合うように調整するレーザー光集光
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スポット位置調整ステップと、前記レーザー光の光軸と直交する軸を中心に前記微粒子と
前記集光スポットとを相対的に回転させて、前記微粒子に対する前記レーザー光の入射角
度を調整するレーザー光入射角度調整ステップと、前記微粒子から散乱される散乱光を利
用して、前記微粒子の投影像を表示する微粒子投影像表示ステップと、を有していること
を特徴とする光計測方法。
［５］前記レーザー光入射角度調整ステップで調整された各入射角度に対応して前記微粒
子投影像表示ステップで表示される投影像の形状の情報を組み合わせて、前記微粒子の３
次元形状・サイズを推定する微粒子形状・サイズ推定ステップを有することを特徴とする
［４］に記載の光計測方法。
［６］前記微粒子の３次元形状・サイズを推定する前または推定した後に、白色光源を用
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いて前記微粒子に照射する白色光の集光スポットのサイズを、調整する白色光集光スポッ
トサイズ調整ステップと、前記白色光の集光スポットが前記微粒子の位置に合うように調
整する白色光集光スポット位置調整ステップと、前記微粒子から散乱される散乱光の強度
の波長分布から、前記微粒子の吸収スペクトルを計測する微粒子吸収スペクトル計測ステ
ップと、を有することを特徴とする［４］または［５］のいずれかに記載の光計測方法。
［７］前記集光素子と前記微粒子との距離、および、前記光軸と前記微粒子との距離を、
レーザ光源の波長λに対して、０．００１０λ以上１００λ以下の範囲で調整することを
特徴とする［４］〜［６］のいずれか一つに記載の光計測方法。
［８］前記微粒子の３次元形状・サイズと前記波長分布の情報から、前記波長分布の前記
断面形状依存性を抽出し、前記波長分布に対して、前記３次元形状・サイズに依存しない
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ものとなるように校正を行うことを特徴とする［６］または［７］のいずれかに記載の光
計測方法。
［９］前記微粒子の吸収スペクトルを特定の波長範囲ごとに区切り、各波長範囲における
前記吸収スペクトルのピークの有無を符号化したシグニチャファイルを作成し、既知の成
分を有する微粒子の吸収スペクトルにおいて、得られているシグニチャファイルと照合す
ることにより、前記微粒子の成分を同定することを特徴とする［６］〜［８］のいずれか
一つに記載の光計測方法。
［１０］前記微粒子の吸収スペクトルのピークの波長または波数を、前記シグニチャファ
イルと照合することにより、前記微粒子の成分を同定することを特徴とする［９］に記載
の光計測方法。
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【発明の効果】
【００２６】
本発明の光計測システムは、単純な光学系であるが、回折限界の制約がないため、従来
より１０倍以上の精度で、微粒子（光散乱体）の形状およびサイズを計測することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の一実施形態に係る光計測システムの概略構成図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る光計測システムの概略構成図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る光計測システムのスライドガラス上における粒子の位
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置を示す図である。
【図４】（ａ）〜（ｆ）本発明の実施例１に係る光計測システムにおける微粒子の散乱パ
ターンを示す図である。
【図５】（ａ）〜（ｆ）本発明の実施例１に係る光計測システムにおける微粒子の散乱パ
ターンを示す図である。
【図６】（ａ）〜（ｆ）本発明の実施例１に係る光計測システムにおける微粒子の散乱パ
ターンを示す図である。
【図７】（ａ）〜（ｆ）本発明の実施例１に係る光計測システムにおける微粒子の散乱パ
ターンを示す図である。
【図８】（ａ）〜（ｆ）本発明の実施例１に係る光計測システムにおける微粒子の散乱パ
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ターンを示す図である。
【図９】本発明の実施例１に係る光計測システムのスライドガラス上における粒子の位置
を示す図である。
【図１０】（ａ）〜（ｆ）本発明の実施例１に係る光計測システムにおける微粒子の散乱
パターンを示す図である。
【図１１】（ａ）〜（ｄ）本発明の実施例１に係る光計測システムにおける微粒子の散乱
パターンを示す図である。
【図１２】（ａ）〜（ｆ）本発明の実施例１に係る光計測システムにおける微粒子の散乱
パターンを示す図である。
【図１３】（ａ）〜（ｄ）本発明の実施例１に係る光計測システムにおける微粒子の散乱
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パターンを示す図である。
【図１４】（ａ）〜（ｅ）本発明の実施例１に係る光計測システムにおける微粒子の散乱
パターンを示す図である。
【図１５】本発明の実施例１に係る光計測システムによる微粒子の散乱パターンについて
、シミュレーションを行う際の概略構成図である。
【図１６】本発明の実施例１に係る光計測システムによる微粒子の散乱パターンについて
、シミュレーションを行う際の概略構成図である。
【図１７】本発明の実施例１に係る光計測システムを用いて散乱させた、微粒子の散乱パ
ターンについてのシミュレーション結果を示すグラフである。
【図１８】本発明の実施例１に係る光計測システムを用いて散乱させた、微粒子の散乱パ
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ターンについてのシミュレーション結果を示すグラフである。
【図１９】本発明の実施例１に係る光計測システムを用いて散乱させた、微粒子の散乱パ
ターンについてのシミュレーション結果を示すグラフである。
【図２０】本発明の実施例１に係る光計測システムを用いて散乱させた、微粒子の散乱パ
ターンについてのシミュレーション結果を示すグラフである。
【図２１】（ａ）〜（ｄ）本発明の実施例１に係る光計測システムにおける微粒子の散乱
パターンを示す図である。（ｅ）散乱パターンから推定される微粒子の概形図である。
【図２２】（ａ）〜（ｄ）本発明の実施例１に係る光計測システムにおける微粒子の散乱
パターンを示す図である。
【図２３】（ａ）〜（ｄ）本発明の実施例１に係る光計測システムにおける微粒子の散乱
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パターンを示す図である。（ｅ）散乱パターンから推定される微粒子の概形図である。
【図２４】本発明の実施例１に係る光計測システムにおける微粒子について、光学顕微鏡
で観察して得た概形図である。
【図２５】本発明の実施例２に係る光計測システムにおける微粒子の吸収スペクトルを示
すグラフである。
【図２６】本発明の実施例２に係る光計測システムによる微粒子の散乱パターンについて
、シミュレーションを行う際の概略構成図である。
【図２７】本発明の実施例２に係る光計測システムにおける微粒子の吸収スペクトルを示
すグラフである。
【図２８】本発明の実施例２に係る光計測システムにおける微粒子の消光係数の波長依存
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性を示すグラフである。
【図２９】本発明の比較例１に係る光計測システムにおける微粒子の吸収スペクトルを示
すグラフである。
【図３０】本発明の比較例２に係る光計測システムにおける微粒子の吸収スペクトルを示
すグラフである。
【図３１】本発明の比較例３に係る光計測システムによる微粒子の散乱パターンについて
、シミュレーションを行う際の概略構成図である。
【図３２】本発明の比較例３に係る光計測システムにおける微粒子の吸収スペクトルを示
すグラフである。
【図３３】本発明の実施例３に係る光計測システムにおける微粒子の吸収スペクトルにつ

30

いて、自動分類する方法を説明する図である。
【図３４】本発明の実施例３に係る光計測システムにおける微粒子の吸収スペクトルにつ
いて、自動分類する方法を説明する図である。
【図３５】本発明の実施例３に係る光計測システムにおける微粒子の吸収スペクトルにつ
いて、自動分類する方法を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
以下、本発明を適用した実施形態である光計測システムおよび光計測方法について、図
面を用いて詳細に説明する。なお、以下の説明で用いる図面は、特徴をわかりやすくする
ために、便宜上特徴となる部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の寸法比率

40

などが実際と同じであるとは限らない。また、以下の説明において例示される材料、寸法
等は一例であって、本発明はそれらに限定されるものではなく、その要旨を変更しない範
囲で適宜変更して実施することが可能である。
【００２９】
［光計測システムの構成］
本発明の一実施形態に係る光計測システム１００の構成について、図１を用いて説明す
る。光計測システム１００は、支持台１０１に載置された微粒子Ｐ（以下、単に粒子と呼
ぶ場合がある）に光を照射して、微粒子Ｐに関する情報を取得するものである。なお、支
持台１０１に対して、光圧を用いて微粒子Ｐを固定してもよい（非特許文献２２）。支持
台がスライドガラスの場合は、微粒子の位置は支持台の表面であるが、光圧を用いる場合
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は、光圧を与えるレーザー（ＹＡＧレーザー等）の集光点に微粒子が位置する。光計測シ
ステム１００は、微粒子Ｐの支持台１０１と、レーザー光源１０２と、レーザー光集光ス
ポット形状調整手段１０３と、レーザー光集光スポット位置調整手段１０４と、レーザー
光入射角度調整手段１０５と、微粒子投影像表示手段１０６と、を備えている。
【００３０】
レーザー光源１０２、レーザー光集光スポット形状調整手段１０３、レーザー光集光ス
ポット位置調整手段１０４は、ｚ軸に平行な一直線上に並ぶように配置されている。図１
では、レーザー光源１０２側から、レーザー光集光スポット形状調整手段１０３として、
アイリス絞り１０３ａ、スリット１０３ｂが、順に並んで配置されている。また、図１で
は、レーザー光源１０２側から、レーザー光集光スポット位置調整手段１０４として、偏

10

光ビームスプリッタ―１０４ａ、対物レンズ１０４ｂ、ピンホール１０４ｃ、レンズ１０
４ｄ、レンズ１０４ｅが、順に並んで配置されている。アイリス絞り１０３ａ、スリット
１０３ｂは、レンズ１０４ｄとレンズ１０４ｅとの間に配置されている。
【００３１】
支持台（スライドガラス）１０１は、波長オーダーの精度で制御可能なＸＹステージ１
０７上に固定されている。支持台１０１は、微粒子の配置可能な形状であればよく、微粒
子の存在形態によって好適な形状が異なる。固体の上で静止している粒子の場合は、計測
波長に対して透明で平滑な板を用いることができる。この板の材料としては、Ｘ線ではＳ
ｉＮ、紫外・可視では石英やサファイヤ、赤外線ではＫＢｒやＧｅ（ゲルマニウム）が好
ましい。板の表面は、平坦度：３μｍ以下（２５×２５ｍｍ）、表面粗さ１００Å（Ｒｚ

20

）以下であることが好ましい。
【００３２】
支持台１０１の表面には、粒子の位置を特定できるマーカーがついていることが好まし
い。マーカーは複数個所ついていることが好ましい。マーカーを目印とすることにより、
支持台１０１の回転時にずれた集光位置を補正することができる。マーカーは、支持台１
０１の表面に書かれた点や形成された傷等の光を遮ったり、散乱するものであれば何でも
よい。
【００３３】
液中の粒子についての計測を行う場合には、液体に圧力をかける装置につながった細い
流路が適している。例えば、フローサイトメトリーの流路である。気中に浮遊する粒子に

30

ついての計測を行う場合には、計測対象とする粒子を導入するための排気設備につながっ
た流路が適している。例えば、車の排気ガス用マフラー等が挙げられる。液中の粒子の支
持台は細い流路を形成する管およぶ液体が、気中に浮遊する粒子の支持台はマフラーと内
部の気体がこれに相当する。
【００３４】
レーザー光源１０２としては、放射光、Ｘ線自由電子レーザー、気体レーザー、固体レ
ーザー等が挙げられる。波長はＸ線、紫外・可視、赤外線、テラヘルツ波等、幅広く用い
ることができる。
【００３５】
レーザー光集光スポット形状調整手段１０３は、レーザー光源１０２を用いて、微粒子

40

Ｐに対して照射するレーザー光Ｌ１の集光スポットの形状・サイズを、線状でかつ特定の
粒子にのみ集光するように調整する機能を有する。具体的には、スリット、瞳等が用いら
れる。スリットとしては、径のサイズ可変の瞳と集光素子の間に設置され、取り外し可能
であり、設置時には、波長の２００倍以下の精度で位置制御が可能なものであることが好
ましい。スリットは、集光スポットを回転させるため、回転可能な構成を有している。瞳
としては、アイリス絞りや、径の異なるピンホール等を用いることができるが、アイリス
絞りは径が可変であり、差し替えの必要がないため好ましい。
【００３６】
瞳を用いる場合、次の３つの手順〔１〕〜〔３〕で、レーザー光Ｌ１の集光スポットの
形状調整を行うことができる。
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〔１〕瞳の径を大きくして最初の計測を行い、全体像を観察する。
〔２〕集光素子あるいは微粒子の配置可能な部品の位置を動かして、対象とする粒子に集
光する。
〔３〕瞳を絞って、光が対象とする粒子だけに当たるようにする。
〔１〕から〔３〕までの手順を、対象とする粒子を変えた時、および、微粒子の配置可能
な部品の向きを変えた時に、その都度行う。
【００３７】
レーザー光集光スポット位置調整手段１０４は、レーザー光Ｌ１の集光スポットを、微
粒子Ｐの位置に合うように調整する機能を有する。具体的には、レンズ等の集光素子、す
なわち、レンズ、ゾーンプレート、準結晶ホールアレイ（非特許文献２３）、ウォルター

10

ミラー等が用いられる。
【００３８】
このうち、紫外線より長波長で汎用性の高いレンズが好ましく、色収差の小さい色消し
レンズであればより好ましい。色収差が小さいことで、波長分布の計測にも好適である。
また、レンズの材質としては、光吸収が少ないことから、可視光では石英が好ましい。一
方、赤外線では、広い波長で透過率が高いことからゲルマニウムが好ましい。一方、紫外
線より短い波長では、安価であることと集光効率が高いことからゾーンプレートが好まし
い。
【００３９】
集光素子の単色収差については、手順〔３〕では小さい方がよいが、手順〔１〕では、

20

ある程度大きい方が、観察が容易になる。必要に応じて、手順〔１〕では、レンズ７０と
レンズ５０の間に拡散体などを挿入することにより、集光を意図的に妨げることができる
。
【００４０】
光軸上において、レーザー光源１０２とレーザー光集光スポット形状調整手段１０３と
の間には、ピンホールと対物レンズからなるスペーシャルフィルターが置かれていること
が好ましい。スペーシャルフィルターを経由させることにより、照射されるレーザー光Ｌ
１から余分なモードを除くことができる。また、この目的のためピンホールのサイズは、
波長の５０倍以下であることが好ましい。
【００４１】
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レーザー光源１０１とスペーシャルフィルターの間には、照射されたレーザー光をスペ
ーシャルフィルターに導くために、ミラーが置かれていてもよい。さらに、ミラーとスペ
ーシャルフィルターの間には、偏光ビームスプリッタ―が置かれていることが好ましい。
ミラー、偏光ビームスプリッタ―が置かれていることによって、微粒子に集光する偏光を
正確に規定することができ、散乱パターンの計算が容易になる。また、偏光子でなく、偏
光ビームスプリッタ―を用いることで、粒子に集光する光の波面の歪みを小さくすること
ができる。また、偏光の向きを自由に変えるため、偏光ビームスプリッタ―は、光軸周り
に回転できるものであることが好ましい。
【００４２】
また、可変スリット等のレーザー光集光スポット形状調整手段１０３、集光素子等のレ
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ーザー光集光スポット位置調整手段１０４、および支持台１０１の位置制御は、光軸に垂
直な面内での、平行移動および回転によって行うことが好ましい。このために、ＸＹステ
ージや回転ステージ、ゴニオメータを用いることができる。ＸＹステージ１０７や回転ス
テージ、ゴニオメータは、散乱パターンを解析し、位置をフィードバック制御できるよう
に、計算機制御できることが好ましい。微粒子に照射する光の範囲を制御することで、散
乱パターンの実験値と計算値の比較が容易になる。可変スリットの幅は、レーザーの波長
の２０００倍以下であることが好ましい。このスリット幅と瞳により、微粒子に当てる光
の範囲が定まるとき、光散乱の実験値と計算値の比較が容易になる。可変スリットの設置
位置は、瞳と集光素子間で自由に変えられることが好ましい。
【００４３】
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可変スリットは前述の手順〔１〕〜〔３〕の後に、光軸上に設置し、平行移動や回転を
行って、粒子の光散乱を計測する。また、可変スリットに合わせて前述の偏光ビームスプ
リッタ―の向きを変えるのが好ましい。偏光の向きと可変スリットの向きを合わせること
で、散乱光角度分布の解析が容易になる。偏光ビームスプリッタ―と光源の間には、位相
差板が挿入できるのが好ましい。特定の偏光で、偏光ビームスプリッタ―を抜ける光が弱
くなるときに、それを防ぐことができる。可変スリットの最大回転角は９０°以上が好ま
しく、より好ましくは１３５°以上である。
【００４４】
レーザー光入射角度調整手段１０５は、レーザー光Ｌ１の光軸（ｚ軸）と直交する軸（
ｘ軸、ｙ軸）を中心に、微粒子Ｐと集光スポットとを相対的に４５°以上回転させて、微

10

粒子Ｐに対するレーザー光Ｌ１の入射角度を調整する機能を有する。
【００４５】
図１では、レーザー光入射角度調整手段１０５がＸＹステージ１０７に接続され、ｘｙ
ステージ１０７とともに微粒子Ｐが載置された支持台１０１を回転させる構成となってい
るが、この構成は一例である。例えば、レーザー光入射角度調整手段１０５は、レーザー
光集光スポット形状調整手段１０３に接続され、レーザー光集光スポット形状調整手段１
０３を回転させる構成となっていてもよい。また、レーザー光入射角度調整手段１０５は
、ｘｙステージ１０７とレーザー光集光スポット形状調整手段１０３の両方に接続され、
それぞれを回転させる構成となっていてもよい。
20

【００４６】
微粒子投影像表示手段１０６は、微粒子Ｐから散乱される散乱光を利用して、微粒子Ｐ
の投影像を表示する機能を有する。具体的には、散乱光を投影するスクリーンと投影像を
撮影する装置（イメージセンサ）の組み合わせ、あるいは、スクリーンなしで直接の投影
が可能なＣＣＤイメージセンサ（ＣＣＤ画像素子）等を用いることができる。ＣＣＤイメ
ージセンサの方が、感度の高さとダイナミックレンジの広さの点で好ましい。感度のダイ
ナミックレンジは３ケタ以上あることが好ましい。
【００４７】
［光計測方法］
光計測システム１００を用いた光計測方法として、微粒子Ｐに関する情報を取得する方
法について説明する。光計測方法は、主に、微粒子Ｐの形状・サイズを測定する次の第１

30

〜第４ステップを有している。
【００４８】
（第１ステップ）
まず、第１ステップ（レーザー光集光スポット形状調整ステップ）として、微粒子Ｐに
照射するレーザー光Ｌ１の集光スポットの形状を、レーザー光集光スポット形状調整手段
１０３（スリット）を用いて、線状となるように調整する。集光スポットは、スリットの
開口の長い辺に対して、集光効果が大きくなる。その結果、集光スポットは長い長方形と
なり、その長辺は、スリットの開口の長辺と垂直になる。
【００４９】
スリットの向きを変えることで、粒子に対して様々な角度で照射し、細長い長方形の集

40

光スポットを形成することができる。集光スポットの長辺が粒子より大きいとき、その領
域内での粒子の長い方の幅ｗが与える散乱パターンは、矩形開口の散乱パターンに類似す
ると考えられる（非特許文献３）。波長をλ、空気の屈折率をｎ０、回折次数をｍ、回折
次数ｍの散乱角度をθｍとするとき、ｗは次式（１）で与えられる。
ｗ＝ｍλ／｛ｎ０・ｓｉｎ(θm)｝

（１）

粒子が載置された基板１０１を入射光に対して垂直にした状態で、スリットを回転させ
ることで、粒子の輪郭を得ることができる。
【００５０】
第１ステップの前または後に、集光素子（レンズ等）と微粒子Ｐとの距離、および、光
軸と微粒子Ｐとの距離を、レーザ光源１０２の波長λに対して、０．００１０λ以上１０
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０λ以下の範囲で調整することが好ましい。また、その精度は波長オーダーであることが
望ましい。レンズの集光点と微粒子の距離が、数波長異なるだけで、散乱パターンが変化
する。散乱パターンから粒子の形状を算出するうえで、この距離が厳密に制御されている
ことが重要である。
【００５１】
集光素子から微粒子Ｐまでの距離は、集光素子を、ゴニオメータの上に載せ、位置を光
軸方向に垂直な面内で動かすことで可変となる。ゴニオメータを動かす方法としては、手
動式マイクロメータ、または、ピエゾアクチュエータが挙げられる。ピエゾアクチュエー
タは制御が高精度であるので、より好ましい。
【００５２】

10

（第２ステップ）
次に、第２ステップ（レーザー光集光スポット位置調整ステップ）として、レーザー光
Ｌ１の集光スポットを、微粒子Ｐの位置に合うように調整する。
【００５３】
（第３ステップ）
次に、第３ステップ（レーザー光入射角度調整ステップ）として、レーザー光Ｌ１の光
軸（ｚ軸）と直交する軸（ｘ軸、ｙ軸）を中心に、ＸＹステージ１０７により、支持台１
０１または光軸を回転させて、微粒子Ｐに対するレーザー光Ｌ１の入射角度θｉを調整す
る。
【００５４】

20

ｘｙｚの直交座標系において、光がｚ方向に進むとき、スリットの長辺をｘ軸方向に固
定し、ｘ軸上にある粒子を基板とともに、ｘ軸まわり、ｙ軸まわりに回転させる。このよ
うにして、粒子の赤道帯に集光し、異なる入射角度での散乱光角度分布を得ることができ
る。入射角度の変化によるｗの変化は粒子の断面の形状に依存する。基板上の粒子の散乱
光角度分布をシミュレーションすることでこの依存性がわかる。これを利用して、断面形
状を推定することができる。
【００５５】
（第４ステップ）
次に、第４ステップ（微粒子投影像表示ステップ）として、微粒子Ｐから散乱される散
乱光を利用して、微粒子Ｐの投影像を表示する。投影像を取得する方法としては、スクリ

30

ーンに投影してそれを撮影する方法と、スクリーンに投影せずに直接ＣＣＤ画像素子に投
影する方法等がある。
【００５６】
粒子をｚ軸方向から見た時の輪郭と、ｘ軸周りの断面、ｙ軸まわりの断面を組み合わせ
ることで、粒子の大まかな３次元形状を得ることができる。
【００５７】
第１〜第４ステップを経ることにより、各方向から見た微粒子Ｐの形状、サイズの情報
を取得することができる。さらに、第５ステップ（微粒子形状・サイズ推定ステップ）と
して、第３ステップで調整された各入射角度に対応して前記微粒子投影像表示ステップで
表示される投影像の形状の情報を組み合わせれば、微粒子Ｐの３次元形状・サイズを推定
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することもできる。
【００５８】
粒子の形状・サイズを算出する方法として、入射角度を変えて、散乱強度の角度分布を
計測して、ピーク同士の間隔から、サイズを求めるというものがある。ピーク同士の間隔
が短いほど、入射光の方向から観察した幅が長くなる傾向にあるので、これを粒子の周囲
から計測することで、形状が分かる（対称性の方法）。対称性の方法は、粒子の周囲から
入射角度を変えつつ光を当てた時に、その散乱パターンが、粒子の対称性によって変化す
るため、形状がわかるというものである（非特許文献７）。粒子が液中あるいは気中で孤
立しているときに有効である。
【００５９】
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しかし、計測対象の粒子は必ずしも孤立していない。そこで、ピークの数あるいはピー
クの波長間隔の入射角度による変化を比較するという方法を新しく見出した。入射角度が
０°から４５°まで１５°ずつ増えるときに、透過散乱光の角度分布のピークの数が増え
るか減るかあるいはほぼ同じかで、円と三角と四角を見分けることができる。三角や四角
など、形状が単純で、頂角の向きが異なるときに有効であることが多い。また、粒子が、
板の上に固定され、周囲から光を当てるのが困難なときにも有効である。形状・サイズと
ピークの数は、光学シミュレーションで求めることでできる。光学シミュレーションの手
法としては、ＲＣＷＡ（厳密結合波理論）、ＦＤＴＤ（有限差分時間領域法）、ＢＥＭ（
境界要素法）が挙げられる。
【００６０】

10

散乱光の波長分布を校正する方法として、吸光係数を変えて、実験で得られた形状・サ
イズに基づいて、光散乱強度の波長分布を計算する方法が挙げられる。各波長における、
実験の吸収強度と、計算された吸収強度を比較することで、実験の吸収強度を補正するこ
とができる。
【００６１】
第１〜第４ステップにおいて、微粒子Ｐの形状（３次元形状）・サイズを推定する前ま
たは推定した後に、微粒子Ｐの吸収スペクトルを計測することもできる。この場合の光計
測システム２００の構成について、図２を用いて説明する。
【００６２】
光計測システム２００は、支持台２０１に載置された微粒子Ｐに光を照射して、微粒子
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Ｐに関する情報を取得するものである。光計測システム２００は、微粒子Ｐの支持台２０
１と、白色光源２０２と、白色光集光スポットサイズ調整手段２０３と、白色光集光スポ
ット位置調整手段２０４と、微粒子吸収スペクトル計測手段２０５と、を備えている。
【００６３】
白色光源２０２としては、計測する波長範囲に合わせて、放射光、ハロゲンランプ、キ
セノンランプ、赤外線ランプ等を用いることができる。
【００６４】
白色光集光スポットサイズ調整手段２０３は、白色光源２０２を用いて微粒子Ｐに照射
する、白色光Ｌ２の集光スポットのサイズを調整する機能を有する。具体的には、レーザ
ー光集光スポット形状調整手段１０３と同様のスリット、瞳等が用いられる。
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【００６５】
白色光集光スポット位置調整手段２０４は、白色光Ｌ２の集光スポットを、微粒子Ｐの
位置に合うように調整する機能を有する。具体的には、レーザー光集光スポット位置調整
手段１０４と同様のレンズ等の集光素子、すなわち、レンズ、ゾーンプレート、準結晶ホ
ールアレイ、ウォルターミラー等が用いられる。
【００６６】
微粒子吸収スペクトル計測手段２０５は、主に、光強度の波長分布を計測する光計測装
置２０８と、計測されたデータを解析するコンピュータ２０９とで構成される。光計測装
置２０８としては、計測する波長に合わせたスペクトラムアナライザー（分光器）等を用
いることができる。

40

【００６７】
スペクトルアナライザー２０５と微粒子の支持台２０１の間には、集光素子を置いても
よい。また、スペクトルアナライザー２０５に集光素子で集光した光を導くために、光フ
ァイバー２１０を用いてもよい。
【００６８】
白色光源と瞳の間の光軸上には、ピンホールと対物レンズからなるスペーシャルフィル
ターが置かれているほうが好ましい。白色光のコヒーレンスを高くすることができ、散乱
光波長分布計算値との対応が容易になる。
【００６９】
本実施形態に係る光計測システム２００を用いた微粒子Ｐの吸収スペクトルの計測は、
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主に次の第６〜第８ステップで行うことができる。
【００７０】
（第６ステップ）
まず、第６ステップ（白色光集光スポットサイズ調整ステップ）として、白色光源２０
２から照射される白色光Ｌ２を、集光素子を経由させたのち、微粒子Ｐに集光する。具体
的には、白色光Ｌ２を、ピンホールを通したのち、平行光として、アイリス絞り、スリッ
ト、レンズを通して、微粒子Ｐに集光する。ここで、白色光集光スポットサイズ調整手段
２０３を用いて、微粒子Ｐに照射する白色光Ｌ２の集光スポットのサイズを、調整する。
【００７１】
（第７ステップ）

10

次に、第７ステップ（白色光集光スポット位置調整ステップ）として、白色光Ｌ２の集
光スポットが微粒子Ｐの位置に合うように調整する。
【００７２】
（第８ステップ）
次に、第８ステップ（微粒子吸収スペクトル計測ステップ）として、スペクトルアナラ
イザー（分光器）２０８を用いて、微粒子Ｐから散乱される散乱光の強度の波長分布から
、微粒子Ｐの吸収スペクトルを計測する。
【００７３】
なお、計測された微粒子の吸収スペクトルは、粒子の形状・サイズによって変化する。
ここでは、それを補正するためには、第１ステップ〜第４ステップで得られた形状・サイ
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ズの微粒子Ｐについて、波長によって光吸収がどのように変化するかを計算し、校正する
。この計算を、３次元で行うと計算量が膨大になるため、微粒子Ｐの短径における断面形
状についての２次元で計算を行ってもよい。
【００７４】
また、計測された光は、すべてが粒子に散乱された光ではなく、散乱されていない光と
散乱された光の和になっている。この二つの光の光量比が適切に考慮されないと、光吸収
がない波長においても、吸収があるかのように見える。光吸収がないと分かっている波長
の光については、計測された光から除く必要がある。
【００７５】
さらに、第８ステップを経て得た微粒子Ｐの吸収スペクトルを、特定の波長範囲ごとに
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区切り、各波長範囲における当該吸収スペクトルのピークの有無を符号化したシグニチャ
ファイルを作成し、既知の成分を有する微粒子Ｐの吸収スペクトルにおいて、得られてい
るシグニチャファイルと照合することにより、微粒子Ｐの成分を同定することができる。
【００７６】
また、微粒子の吸収スペクトルのピークの波長または波数を、得られたシグニチャファ
イルと照合することによっても、微粒子Ｐの成分を同定することができる。
【００７７】
成分の同定を行った後に、類似成分ごとに分類する。この分類は、基準を設けて類似度
を判定する。基準は、ピークの波長とピークの大小の差異である。ピークが複数ある場合
には、その差異の合計で判別する。
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【００７８】
微粒子Ｐが単一成分からなる場合には、微粒子Ｐの形状を計測して、スペクトルを補正
するだけでよいが、複数成分が混じっている場合には、クラスタリングを用いて分類を行
う。クラスタリングを行うには、標本を座標で表し、標本間の距離の基準を決める。この
基準としては、ユークリッド距離やタイムワーピング距離を検討する。標本としては、ス
ペクトルのピークの横軸である波長を基本として、その属性に、ピークの高さや幅が与え
られる。
【００７９】
クラスタリングした結果、二つのグループに分けられる場合、同じグループ内でのピー
クの波長の変動や異なるグループ間での違いの大きさを考慮して判定する。粒子の形状や
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サイズによって、クラスタリングの基準が変わる可能性がある。ここでは、この基準を、
シグニチャファイルを適用して分類された、同じ成分における微粒子間のピークの距離の
最大値とする。ここでは、類似度の判定単位を１０ｃｍ−１とする。吸収スペクトルのピ
ークの波数による分類として、赤外線吸収スペクトルを例にとる。この吸収スペクトルは
、官能基の水酸基、カルボニル基、アミノ基等について、特徴的な吸収のピークが存在す
る。そこで、これらのピークの波長範囲を設定して、ピークの有無と、ピークが存在する
場合は、基準のピーク波長からのずれを算出する。
【００８０】
例えば、３つの波長範囲を選択した場合、ピークの有無で、２３＝８通りに大きく区分
される。さらに、三つともピークが存在するものについては、３つの波長による３次元の
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表示が可能となる。この３次元の空間における距離を各粒子計算し、１０ｃｍ−１より近
いものを同じ区分の粒子と割り当てる。Ａ、Ｂ、Ｃの三つの粒子があった時に、ＡとＢの
距離が１０ｃｍ−１以下で、ＢとＣの距離が１０ｃｍ−１以下であれば、Ａ、Ｂ、Ｃは同
じ区分となる。なお、距離の算出方法や、同じ区分の距離の範囲については、上述の方法
に限定しない。サイズ・形状、形態、成分のそれぞれの範疇で分類してもよい。
【００８１】
以上説明したように、本実施形態に係る光計測システム１００によれば、回折限界の制
約がない方法のため、従来より１０倍以上の精度で、微粒子Ｐ（光散乱体）の形状および
サイズを測定することができる。
【００８２】
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また、本実施形態に係る光計測システム１００によれば、屈折率の違いはわずかであっ
ても、微粒子Ｐが光軸方向に長い形状であれば検出することができる。
【００８３】
また、本実施形態に係る光計測システム１００によれば、微粒子Ｐの形状およびサイズ
の計測を、非破壊で高速かつ高精度で行うことができる。
【００８４】
また、本実施形態に係る光計測システム１００によれば、レーザー光入射角度調整手段
１０５で調整された各入射角度で、レーザー光Ｌ１を微粒子Ｐに照射することができる。
これにより、複数の方向から見た微粒子Ｐの画像が得られ、各方向から見た微粒子Ｐの形
状、サイズの情報を取得することができる。
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【００８５】
光計測システム１００は、さらに、レーザー光入射角度調整手段１０５で調整された各
入射角度で得られた微粒子Ｐの投影像の形状の情報を組み合わせて、微粒子の３次元形状
を推定する微粒子形状推定手段を備えていることが好ましい。これにより、多数の微粒子
Ｐについて形状・サイズ等の情報を得たい場合であっても、対応可能となる。
【００８６】
また、本実施形態に係る光計測システム２００によれば、微粒子Ｐから散乱される散乱
光の強度の波長分布から、微粒子の吸収スペクトルを計測することができる。
【００８７】
また、本実施形態に係る光計測システム２００によれば、非破壊・非接触の吸収スペク
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トルの計測において問題となっていた、吸収スペクトルの歪みを修正することができる。
【００８８】
また、レンズを用いずに散乱光を解析して画像を得る場合、一般には位相情報を用いた
３次元画像の再構成が行われていたが、本実施形態に係る光計測システム２００によれば
、強度情報のみで３次元画像を再構成することができる。
【００８９】
また、レンズを用いた従来の計測方法では、微粒子の大きさの絶対値を得るために、ス
ケールを入れていたが、本実施形態に係る光計測システム２００によれば、スケールなし
で微粒子の大きさを求めることができる。
【００９０】
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また、レンズを用いた従来の３次元画像再構成では、光学的な輪郭から距離を算出する
ものであり、これは実際の物理的な輪郭とは必ずしも同じではなく補正が必要であった。
ところが、本実施形態に係る光計測システム２００によれば、３次元構造の断面について
光散乱を厳密に計算することにより、正しい形状と大きさを得ることができる。
【００９１】
また、散乱光について、位相情報を用いた３次元画像再構成を行う場合、従来はフラウ
ンホーファー近似に基づいて、フーリエ変換で計算していた。これに対し、本実施形態に
係る光計測システム２００では、フラウンホーファー近似による厳密な解を与える方法を
用いることで、正しい距離を得ることができる。この方法を用いることにより、散乱光か
ら散乱体の大きさを精度よく測定することができ、また、散乱光から定量的に一つの光散
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乱体の吸収スペクトルを得ることができる。
【００９２】
本実施形態のように、微粒子Ｐについて形状計測した後に、吸収スペクトルを計測する
場合、形状計測に、吸収スペクトルの計測と近い波長を用いることで、同じ光軸で形状計
測と吸収スペクトル計測ができる。この結果、吸収スペクトル計測の前には、光軸合わせ
は微調整のみで済む。
【００９３】
上述したように、シグニチャファイルを適用し、多数粒子の吸収スペクトルの成分を自
動的に帰属させることにより、吸収スペクトルの解析を自動化することができ、最終的に
、多数粒子の分類を行うことができる。この手法を利用すれば、粉末等の多数粒子の個別
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解析ができるようになる。
【００９４】
光計測システム１００を用いて得た微粒子Ｐの３次元形状・サイズの情報と、光計測シ
ステム１００を用いて得た微粒子Ｐの波長分布の情報から、波長分布の断面形状依存性を
抽出することができる。波長分布の断面形状依存性の抽出結果を踏まえ、波長分布に対し
て、３次元形状・サイズに依存しないものとなるように校正を行うことができる。
【００９５】
上記抽出は、具体的には、３次元形状・サイズの計測結果と波長分布の計測結果を同じ
計算機に取り込み、所定のプログラムを実行する。このプログラムは、周期構造を対象と
した波動光学の計算結果または、微粒子の光散乱を計算する波動光学のプログラムを利用
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したものである。
【００９６】
２種類の測定結果を同じ計算機に取り込む手法としては、測定結果のキーボードからの
手入力、ＵＳＢケーブルによる伝送、ＵＳＢメモリによるデータ移動等が挙げられるが、
ＵＳＢケーブルによる伝送が、最も簡便で好ましい。
【００９７】
片方の測定結果をもう片方の測定結果で校正する例としては、光計測システム１００を
用いて測定した光散乱パターンから、粒子のサイズ・形状を算出し、この結果に基づいて
、光計測システム２００を用いて測定した光吸収スペクトルを校正する手法が挙げられる
40

。
【００９８】
光散乱パターンとしては、粒子のサイズ・形状を正確に算出する手法としては、粒子の
サイズ・形状を仮定して計算し、計測された光散乱パターンからのずれをもとに逐次近似
するものが挙げられる。光吸収スペクトルを校正する手法としては、吸光係数を変えて、
実験で得られた形状・サイズに基づいて、光散乱強度の波長分布を計算する方法が挙げら
れる。各波長における、実験の吸収強度と、計算された吸収強度を比較することで、実験
の吸収強度を補正することができる。
【実施例】
【００９９】
以下、実施例により本発明の効果をより明らかなものとする。なお、本発明は、以下の
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実施例に限定されるものではなく、その要旨を変更しない範囲で適宜変更して実施するこ
とができる。
【０１００】
（実施例１）
図１の光計測システム１００を用いて、ローダミンＢ粉末の微粒子Ｐ１の形状・サイズ
を計測した（光学的測定試験１）。
【０１０１】
光源１０２、偏光ビームスプリッタ―１０４ａ、対物レンズ１０４ｂ、ピンホール１０
４ｃ、レンズ１０４ｄ、アイリス絞り１０３ａ、レンズ１０４ｅ、微粒子Ｐ１、スライド
ガラス１０１、衝立１０６の順に並べた。これらを、ｚ軸平行に延びる直線レール（不図
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示）上に置き、レール専用の治具、または両面テープで固定した。照射されるレーザー光
Ｌ１が、直線レール（ｚ軸）と平行になるようにした。
【０１０２】
さらに、スリット１０３ｂを、アイリス絞り１０３ａとレンズ１０４ｅの間に配置した
。レンズ１０４ｅとスライドガラス（支持台）１０１をＸＹステージ１０７上に設置（固
定）し、これらを波長オーダーの精度で制御するように設定した。ここで、ＸとＹはそれ
ぞれ図１のｘ軸とｙ軸に対応している。光源１０２としてアルゴンレーザーを用いた。微
粒子Ｐ１をスライドガラス１０１上に付着させた。スライドガラス１０１の粒子付着面を
、定規等で、直線レールの長手方向に対して、垂直になるようにした。偏光ビームスプリ
ッタ―１０４ａを、電場がｘ軸と垂直に振動するようにした。
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【０１０３】
スライドガラス１０１から１２ｃｍ離れた位置に、衝立（スクリーン）１０６を、その
主面がｘ軸方向およびｙ軸方向と平行になるように設置した。衝立の主面を、Ａ４の白い
紙で覆った。レンズ１０４ｅとスライドガラス１０１の距離を５．０ｃｍとした。微粒子
Ｐ１投影像の中心が、幅２１ｃｍのＡ４紙の中央になるようにした。レンズ１０４ｄとレ
ンズ１０４ｅとして、平凸レンズを用い、これらの中心軸がｚ軸方向と平行になるように
配置した。なお、レンズは必ずしも平凸レンズである必要はない。
【０１０４】
微粒子の形状・サイズを計測するために、まず、レンズ１０４ｅと微粒子Ｐの距離ｆを
調整し、集光点と微粒子の距離を設定した。この距離は、ＸＹステージのマイクロメータ
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の読みｆｚで調整した。そのために、散乱光角度分布と距離ｆｚの関係を把握した。スリ
ット１０３ｂを取り除いて、デジタルカメラで衝立の像を撮影した全体像を、図３に示す
。デジタルカメラとしては、オリンパス社製のＸＺ−１０を用いた。
【０１０５】
図３に見える微粒子Ｐ１にＸＹステージのマイクロメータで焦点を合わして、レンズ１
０４ｅと微粒子Ｐ１の距離をＸＹステージのマイクロメータで遠ざけると、微粒子Ｐ１の
同心円の粒子像のパターンは図４（ａ）〜（ｆ）に示すように変化する。図４（ａ）〜（
ｆ）の各々の左下に表示されている数値は、ｆ−ｆ０、すなわち、ＸＹステージのマイク
ロメータのメモリ（ｍｍ）である。
【０１０６】
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このとき、アイリス絞り６０を３０ｍｍφから６ｍｍφと小さくして、微粒子Ｐだけが
みえるようにすると、直進光の範囲が中央に限定され、散乱パターンが図５（ａ）〜（ｆ
）に示すように明瞭に見えた。図５（ａ）〜（ｆ）の各々の左下に表示されている数値は
、ｆ−ｆ０、すなわち、ＸＹステージのマイクロメータのメモリ（ｍｍ）である。
【０１０７】
さらに、スリットをｘ軸と平行となるように入れて観測した結果を、図６（ａ）〜（ｆ
）に示す。図６（ａ）〜（ｆ）に示すように、ｙ軸方向に長い集光形状が投影された。粒
子の散乱光のシミュレーションはｙｚ面内で考えることができ、この平面に平行に電場が
振動するようビームスプリッタを配置した。この時の偏光を、ＴＭ偏光とする。
【０１０８】
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図４から、同心円の粒子像のパターンは、粒子に集光点を近づけていくと、あるところ
までは、輪帯の数が増え、同時に散乱光角度分布のコントラストが強まるが、さらに近づ
けるとぼやけることが分かる。図５でも、図４でコントラストの高いところでは、散乱強
度が強まっていることが分かる。図６から、図４のコントラストの強まるところで、微粒
子による散乱強度とコントラストも強まることが読み取れる。図４〜６のそれぞれにおい
て、コントラストが最も強いのは、図４（ｃ）、図５（ｃ）、図６（ｃ）である。
【０１０９】
図７（ａ）〜（ｆ）、８（ａ）〜（ｆ）は、それぞれ、平凸レンズ１０４ｄ、１０４ｅ
を反転させ単波長収差を小さくして、同じ粒子について観測したものである。コントラス
トがより強まり、周期的なパターンもより明確になっている。距離ｆｚ

による、コント

10

ラストの変化も見やすくなっている。図６でコントラストが最も強いのは、図７（ｄ）で
ある。図７でコントラストが最も強いのは、図８（ｃ）である。
【０１１０】
図６から、図４のコントラストが高く、図５の散乱強度が強いところで、スリットを入
れると、縞のコントラストも高まることが分かる。実施例１では、図６のコントラストが
高く、周期的なパターンもより明確になっているところで、観測を行った。
【０１１１】
この周期的なパターンについての周期を解析することにより、入射光を含む平面内での
、微粒子Ｐ１の幅ｗを求めた（非特許文献７）。散乱光の角度分布から、粒子の形状を求
めるためには、矩形開口の散乱パターンから予測される、粒子幅ｗとｍ番目の散乱光のピ
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ークの角度の関係式（１）を用いた（非特許文献７）。
【０１１２】
図９〜１２は、別の微粒子Ｐ２について、同様に計測した結果を示している。図９が全
体像、図１０（ａ）〜（ｆ）、１１（ａ）〜（ｄ）が微粒子の同心円の投影パターン、図
１２（ａ）〜（ｆ）、１３（ａ）〜（ｄ）が、集光範囲をアイリス絞り１０３ａで狭めた
微粒子Ｐ２の散乱パターン、図１４（ａ）〜（ｅ）がスリットで微粒子の断面に集光した
ときの散乱パターンである。図１０（ａ）〜（ｆ）、１１（ａ）〜（ｄ）でコントラスト
が最も強いのは、図１０（ｅ）でる。また、図１２（ａ）〜（ｆ）、１３（ａ）〜（ｄ）
でコントラストが最も強いのは、図１２（ｅ）である。また、図１４（ａ）〜（ｅ）でコ
ントラストが最も強いのは、図１４（ｃ）である。微粒子Ｐ１と同様に、コントラストと
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輝度が高い、散乱パターンがあるｆｚで観測するのがよいことが分かる。
【０１１３】
次に、実験的に確認したコントラストの高い点があるかどうか、および、一つに定まる
のかを、シミュレーションで確認した。コントラストの高いか否かの基準は、散乱角度が
０°付近での強度が小さい（散乱している）ことと、−１５°〜１５°で最高の強度が大
きく、最低の強度との差が大きいことである。
【０１１４】
シミュレーションに用いた光学系は、図１５に示すように、微粒子Ｐが付着した透明な
板（支持台）１０１とレンズ１０４ｅと遮蔽板１１１とで構成されるものである。遮蔽体
１１１は、微粒子Ｐの載置面と対向する位置に配置され、微粒子Ｐと重なる位置において
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貫通孔を有している。この貫通孔にレンズ１０４ｅが嵌め込まれている。微粒子Ｐと透明
な板１０１およびレンズ１０４ｅの屈折率は１．５とした。レンズ１０４ｅの焦点距離は
５０λとした。微粒子の直径はｗとした。
【０１１５】
また、図１６に示すように、粒子形状が円形、三角形、正方形である場合について検討
し、粒子の幅ｗや形状を変えた場合の散乱光の角度分布をＲＣＷＡで計算した。円形、三
角形、正方形である場合についての計算結果を、それぞれ図１７〜２０のグラフに示す。
グラフの横軸は回折角（°）を示し、縦軸は散乱効率を示している。矢印で示したところ
がコントラスト最大と考えられるｆｚの極小値である。焦点距離である５０λ近傍でコン
トラスト最大となっている。各形状および幅ｗについて、コントラスト最大となるｆｚを
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表１にまとめた。いずれも、レンズの焦点距離５０λの近傍にある。
【０１１６】
【表１】

10
【０１１７】
このように、コントラストが最大のｆｚが、レンズの焦点距離近傍に来ることが本発明
で明らかになった。これで、コントラスト最大の時の実験条件が明確になり、シミュレー
ションと実験を対応させる足がかりを得た。光散乱を計測し、解析するシステムを構築す
れば、粒子の３次元形状を計測できる可能性がある。
【０１１８】
そこで、次に、実際に散乱パターンを解析して、粒子の３次元形状を推測する検討を行
った。ｘｙｚの直交座標系において、光がｚ方向に進むとき、スリットの長辺をｚ軸まわ
りに０、４５°、９０°、１３５°回転させる場合のシミュレーションを行った。そのと
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きの、散乱光角度分布を図２１（ａ）〜（ｄ）、２２（ａ）〜（ｄ）、２３（ａ）〜（ｄ
）に示す。
【０１１９】
この結果から縞と縞の角度間隔を計算し、上記式（１）をもとに解析すると、図２１（
ｅ）に示すように、長方形に近い形となる。これが上面から見た形状である。光学顕微鏡
で観察して得た微粒子の形状を図２４に示す。散乱光の角度分布から得た図２１（ｅ）の
微粒子の形状と、光学顕微鏡による観察で得た図２４の微粒子の形状とを比較したところ
、両者は類似した形状であることを確認した。
【０１２０】
次に、３次元的な形状を検討するために、粒子をｘ軸まわりに回転させた。粒子を回転
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し、そこに集光点を維持するためには、可視光において、回転ブレを１μｍ以下にするこ
とが求められるが、これを実際に行うことは難しい。ここでは、図３に示すようなマーク
を碁盤目状に配置し、回転後にｘｙ面内の集光位置を、マークを目安に修正するというこ
とを行う。
【０１２１】
図２２（ａ）〜（ｄ）は、粒子の赤道面（ｙｚ面）に集光したときに、地軸（ｘ軸）を
中心に回転したときの散乱パターンの変化を示している。図２２（ａ）〜（ｄ）は、それ
ぞれ、入射角を０、１５、３０、４５°とした場合に対応している。各散乱パターンから
計算した縞と縞の間隔を、表４に示す。
【０１２２】
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また、図２３（ａ）〜（ｄ）は粒子の子午面（ｘｚ面）に集光したときに、地軸（ｙ軸
）を中心に回転したときの散乱パターンの変化を示している。図２３（ａ）〜（ｄ）は、
それぞれ、入射角を０、１５、３０、４５°とした場合に対応している。各散乱パターン
から計算した縞と縞の間隔を表５に示す。図２３（ｅ）は、ｚ軸、ｘ軸、ｙ軸まわりに回
転させて得た画像の形状をもとにして、後述の手順によって予測された３次元形状を示し
ている。
【０１２３】
ここで、３次元形状についての手がかりを得るために、回転角度と、粒子形状との関係
を計算した。光学系は図１５、１６に示すものと同じとし、微粒子の形状が、円形、三角
形、正方形、長辺と短辺の比が２対１の長方形１、長辺と短辺の比が４対１の長方形２の
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いずれかである場合を想定して計算した。長方形１、２のいずれも、長辺が基板に接する
ように配置されているものとした。
【０１２４】
形状と入射角度を変えた時の、散乱角度分布の縞と縞の間隔に対応する角度間隔を計算
した。計算結果を表２、３にまとめる。表２、３は、それぞれ、幅３波長、幅５波長の粒
子のピーク間隔（縞間隔）に対応する角度間隔の平均を示すものである。
【０１２５】
【表２】
10

【０１２６】
【表３】

20

30
【０１２７】
表２、３の計算結果によると、円形の場合、入射角度の絶対値が大きくなると、縞の間
隔の角度が減るが、正方形の場合はその逆であり、三角形の場合は、縞の間隔（角度間隔
）の増え方が顕著である。この計算結果をもとにして実験結果を解析すると、表４、５の
ようになった。表４はｘ軸まわりに回転させた場合に対応し、表５はｙ軸まわりに回転さ
せた場合に対応している。
【０１２８】
【表４】
40

【０１２９】
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【表５】

10
【０１３０】
表４では、入射角度とともに縞の間隔（角度間隔）が狭くなっていることから、表２、
３の円の場合と比較すると、断面は円に近いと推定される。一方、表５では、０と１５°
での角度間隔は１０°程度と大きいが、３０°以上では８°程度と小さくなっている。こ
れを、表２、３の入射角が０°の場合と比較すると、０°では、三角または円、それ以外
では、正方形であると推定される。以上の結果から、図２３（ｎ）に示すような形状を推
定することができる。
【０１３１】
なお、微粒子の形状については、散乱強度の角度分布図からも分かる。例えば、図１７
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〜２０のグラフによれば、円形、三角形、正方形に対応する角度分布の形状が、全体とし
て、それぞれ三角、Ｍ字型、台形になっている。したがって、角度分布の形状をもとにし
て、粒子の形状を区別することができる。今回の計測では、角度分布はＭ字型でなかった
ことから、三角形状ではないと判断することができる。最終的に、表５の０と１５°から
推定される断面は三角ではなく円であると考えることができる。
【０１３２】
（実施例２）
図２の光計測システム２００を用いて、ローダミンＢ粉末の微粒子Ｐの光吸収スペクト
ルを計測した（光学的測定試験２）。
【０１３３】
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光源２０２、対物レンズ２０４ａ、ピンホール２０４ｂ、レンズ２０４ｃ、アイリス絞
り２０３、レンズ２０４ｄ、微粒子Ｐを付着させたスライドガラス２０１、光ファイバー
２１０の順に並べ、実施例１と同様に固定した。光ファイバー２１０を、スペクトラムア
ナライザー２０８につなげ、そのデータをコンピュータ２０８で解析できるように設定し
た。レンズ２０４ｄ、スライドガラス２０１を、それぞれＸＹステージ２０７ａ、２０７
ｂの上に載置した。コンピュータ２１０を、このＸＹステージ２０７ａ、２０７ｂに接続
した。
【０１３４】
おおよその各粒子の座標については、実施例１の光学的測定試験１で計測しておく。な
お、必要であれば、ＣＣＤカメラを光ファイバー２１０の代わりに配置し、微粒子像を観
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測することもできる。集光位置を光学的測定試験１で調整した集光点のｆｚを、ほぼその
ままにして、ｘ軸ｙ軸を動かした。吸収スペクトルを計測しながら、吸収が極大となる、
ｘｙを探した。このようにして計測した結果（散乱強度の波長依存性）を図２５に示す。
【０１３５】
次に、直径５μｍの円について、シミュレーションを行った。計測した結果を補正した
。シミュレーションは、消光係数ｋを０から０．２まで変えて、波長４８０〜７８０ｎｍ
まで行った。シミュレーションには、図２６に示す光学系を用いた。微粒子Ｐと透明な板
２０１およびレンズ２０４ｅの屈折率は１．５とした。レンズの直径は１１．２５μｍと
し、レンズ２０４ｅと粒子Ｐの間隔はｆｚとし、微粒子の直径はｗとした。焦点距離は、
２５μｍとなるようにレンズの曲率半径を調整した。入射光がレンズに制限されるように
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、レンズのわきに吸収体２１１を置いた。
【０１３６】
元のデータは、粒子で散乱されない光を考慮して、変換をする。変換式は下記の式（２
）または（３）で与えられる。
Ｔｏｂｓ＝（Ｉｂｇ

＋

Ｔｃａｌ＝（Ｔｏｂｓ

Ｔｃａｌ）／Ｉｔｈｒｏｕｇｈ
−

ｒａｔｅ)Ｉｔｈｒｏｕｇｈ

（２）
（３）

【０１３７】
式（２）において、Ｔｏｂｓは透過率の実験値、Ｉｂｇは光ファイバーに集光される光
のうち粒子に当たらず光散乱に寄与しない光、Ｔｃａｌはシミュレーションの透過率、Ｉ
ｔｈｒｏｕｇｈは実験の入射光の光量である。実験で粒子に当たらない光が多い場合、見
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かけ上、Ｉｔｈｒｏｕｇｈは大きくなる。式（２）を変形すると式（３）のようになる。
ｒａｔｅはＩｂｇ／Ｉｔｈｒｏｕｇｈを意味している。
【０１３８】
実測結果に対して式（３）で変換した結果を、図２７のグラフに粒子Ｐ１として示した
。また、図２７のグラフには、透過散乱強度を波長を変えてシミュレーションして、消光
係数ｋを０、０．０００２、０．００２、０．０２、０．２とした場合の各々に対応する
等高線を示した。透過散乱強度は、透明な板２０１において、散乱角θｄが±２０°以下
の範囲の強度の和を求めた。この等高線から、消光係数の波長依存性を求めることができ
る。各等高線で挟まれた領域ごとに、散乱強度に対してｋが一次関数で変化すると仮定し
て、ｋの値を算出する。例えば、ｋが０．０２から０．２の間には波長０．５２から０．
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５６μｍの散乱強度が存在する。これを、０．５２から０．５６まで、０．０１波長ごと
に、散乱強度から、ｋを推定する。その結果として、図２８のようにｋの極大値が５３０
ｎｍとなる。このように、粒子形状を基に、吸収スペクトルをある程度定量的に算出する
ことができる。なお、同様の計測を反射散乱強度について行い、計算をすれば、やはり、
吸収スペクトルを算出することができる。
【０１３９】
（比較例１）
粒子径が、実際と異なる場合、シミュレーションがどのような結果を与えるか検討した
。形状は円とし、粒子幅は実施例２の約半分の２．５μｍとした。シミュレーションを行
った結果、図２９に示すようになり、補正曲線（等高線）の範囲が狭くなることから、粒
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子幅が計測結果の解釈に大きな影響を与えることが分かった。
【０１４０】
（比較例２）
レンズの焦点位置が、実際と異なる場合、シミュレーションがどのような結果を与える
か検討した。形状は円とし、粒子幅は５μｍとした。粒子の光源側の側面とレンズの中心
の距離ｆｚは焦点距離が５０μｍであるのに対し、ここでは、ｆｚが７０μｍであるとし
てシミュレーションを行った。その結果、図３０のグラフに示すようになり、補正曲線の
範囲が広くなることから、焦点距離が計測結果の解釈に大きな影響を与えることが分かっ
た。
【０１４１】
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（比較例３）
微粒子Ｐ１について、実測と異なる形状・サイズとしてシミュレーションを行った。具
体的には、図３１に示すように、微粒子Ｐ１の幅ｗが２．５μｍ、高さｈが２．５μｍの
三角形であるとしてシミュレーションを行い、計測した結果の補正を試みた。照射光の焦
点の位置は、三角形の頂点に合わせた。シミュレーションの結果を図３２のグラフに示す
ようになり、消光係数ｋについて、補正曲線の範囲が狭くなることから、粒子形状が計測
結果の解釈に大きな影響を与えることが分かった。
【０１４２】
（実施例３）
光吸収スペクトルを計測した微粒子Ｐを自動的に分類するため、成分同定と成分の類似
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するもの同士を自動分類した。自動分類の方法について、以下に説明する。
【０１４３】
（自動分類１）
多数の粒子の光吸収スペクトルを計測した後、自動的に成分帰属をすることで多数粒子
の成分を区別できる。分類のために、まずピークの帰属を行う。図２９は、計測結果を分
類する一手順について説明する図である。図２９に示すように、吸収スペクトルのピーク
が多数あるとき、一定間隔ごとに、ピークを区分けする。たとえば、波数１ｃｍ−１ごと
に区分けするとき、１６０〜１６１ｃｍ−１が、一つの区切りとなる。１０００〜３００
０ｃｍ−１を計測対象とすると、２０００個の区分がある。この区分ごとにピークの有無
と個数を判定し、スペクトルのデータベースと比較することで、成分の推定を行うことが
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できる。赤外線に関するこのようなデータベースとしては、産業技術総合研究所が公開し
ているスペクトルデータベースが知られている。
【０１４４】
（自動分類２）
図３０は、計測結果を分類する他の手順について説明する図である。図３０に示すよう
に、粒子ごとに成分が異なり、３種類程度に分類できるとき、その種類が類似しているか
どうかを判定する。粒子が類似しているかどうかの判別は、ピークの数で多次元空間を張
り、その空間内での距離を計算して行う。模式的なイメージを図３１に示した。距離の計
算には、該当するピークの波数（または波長）を基準にとる。ある二つの粒子を持ってき
たときに、それぞれ１０個のピークがあり、そのユークリッド距離が個数の平方根（ここ
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では１０の平方根）よりも小さければ同じ種類、異なれば別の種類と判断する。
【０１４５】
（自動分類３）
図２５に示すように粒子ごとに成分が異なり、成分が少しずつ異なるとき、ある成分が
どの程度含まれているかで序列をつけることができる。この序列は、上記の自動分類２と
同様に定義される距離を用いて行うことができる。ある二つの粒子のそれぞれが有する１
０個のピークについて、そのユークリッド距離が近いものから順番に並べる。最も距離が
遠い二つを両端に置いて、その中間に順番に並べることにより、序列をつけることができ
る。
【産業上の利用可能性】
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【０１４６】
本発明は、主に次の３つの技術分野において応用することができる。
（１）光学測定方法、測長装置：
微粒子の３次元形状計測装置に適用すると、高速で精度の高い計測が可能となる。投影
像でなく、光軸方向の分布を含めた重心で距離を出すことができる。
（２） 光吸収スペクトルの計測：
吸収スペクトルの定量的な計測においては、溶媒に溶かしたり、フィルム化したりとい
う前処理が必要である。また、タンパク質の結晶のように、試料量がもともと少ない場合
は、これらの前処理を行うことも難しい。微光散乱体から直接、光吸収スペクトルを得る
ことができれば、前処理の簡略化とともに、少ない試料量でも、定量的な計測が可能とな
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る。
（３）多数の粒子の成分による自動分類：
計測した多数の微粒子の成分を自動的に分類し、粒子ごとの成分の分布を知ることがで
きる。これにより、従来、時間的・労力的な制約からできなかった、粉末の粒子ごとの成
分分析とそれによる少数成分の抽出や違いのわずかな異性体の検出などが可能になる。
【符号の説明】
【０１４７】
１００・・・光計測システム
１０１・・・支持台
１０２・・・レーザー光源
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１０３・・・レーザー光集光スポット形状調整手段
１０３ａ・・・アイリス絞り
１０３ｂ・・・レンズ
１０４・・・レーザー光集光スポット位置調整手段
１０４ａ・・・偏光ビームスプリッタ―
１０４ｂ・・・対物レンズ
１０４ｃ・・・ピンホール
１０４ｄ・・・レンズ
１０４ｅ・・・レンズ
１０５・・・レーザー光入射角度調整手段
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１０６・・・微粒子投影像表示手段
１０７・・・ＸＹステージ
２００・・・光計測システム
２０１・・・支持台
２０２・・・白色光源
２０３・・・白色光集光スポットサイズ調整手段
２０４・・・白色光集光スポット位置調整手段
２０４ａ・・・対物レンズ
２０４ｂ・・・ピンホール
２０４ｃ・・・レンズ
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２０４ｄ・・・レンズ
２０４ｅ・・・レンズ
２０５・・・微粒子吸収スペクトル計測手段
２０７ａ・・・ＸＹステージ
２０７ｂ・・・ＸＹステージ
２０８・・・光計測装置
２０９・・・コンピュータ
２１０・・・光ファイバ
Ｐ・・・微粒子
Ｐ１・・・微粒子
Ｐ２・・・微粒子
Ｌ１・・・レーザー光
Ｌ２・・・白色光
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