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はしがき

　「フォトニッタ結晶」とはその誘電率が光の波長程度の周期構造で変化する結晶構

造に類似した媒質であり，光波に対してバンド構造（フォトニッタバンド構造）を現わ

すものである．この媒質を用いれば，自然放出光や誘導放出光の任意の光学モードを

抑制・増幅できる新しいオプトエレクトロニクス材料が実現できる，現時点では，マイ

クロキャピラリーチューブや半導体微細加工技術，2光子吸収現象と光硬化性樹脂を利

用した2次元六方格子構造のフォトニッタ結晶が作成されており，その分光特性，輻

射特性などが精力的に研究されている．これらの方法では2次元構造から3次元構造

への拡張がきわめて困難であったり，任意構造の3次元結晶構造を実現することが容

易ではないため，可視域での完全なバンドギャップ特性を提示する3次元フォトニッタ

結晶は未だに実現されていない．現在は，理論あるいは計算機シミュレーションによ

る解析が先行している状況である．

　これらの状況に対して，研究代表者は，光の波長程度の格子定数：をもつ誘電体3次

元周期構造を簡単に実現する方法として「周囲媒質に比較して高い屈折率をもつ誘電

体微小球に強度分布を有するレーザー光を照射すると，光の放射圧（勾配力）によって

光強度が極大となる位置に微小球を捕捉することができる」という，いわゆる「レー

ザートラッピング技術」　と懸濁液中の微粒子の拡散・散逸過程における「自己組織化

現象」に着目し，多光東の干渉によって結晶構造に類似した光強度分布を生成し，そ

こに誘電体あるい半導体微小球をレーザートラッピングおよび自己組織化現象を利用

して3次元的に配列する方法を考案するに至った．

　本研究では，拡散散逸過程における微粒子の自己組織化現象と代表的な結晶構造の

光強度分布を実現するためのレーザー光の照明条件を明らかにして，レーザートラッ

ピング技術と自己組織化現象を利用した簡便かつ柔軟な3次元フォトニッタ結晶の創

成法を開発・確立することを目的とする．

　本研究成果報告書は，平成14年度～平成16年度科学研究費補助金（基盤研究（B）（2））

の援助のもとに行なわれたレーザー放射圧と自己組織化現象を用いる3次元フォトニッ

タ結晶創成法の開発と応用に関する研究の成果をまとめたものである．
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研究成果

研究目的

　本研究は，拡散散逸過程における微粒子の自己組織化現象と代表的な結晶構造の光

強度分布を実現するためのレーザー光の照明条件を明らかにして，レーザートラッピン

グ技術と自己組織化現象を利用した簡便かつ柔軟な3次元フォトニッタ結晶の創成法

を開発・確立することを目的とする．その方法として，1）単光束のレーザー光照射で

微粒子に作用する勾配力と散乱力を利用して溶液セル底面に規則構造を生成する方法，

2）多光東レーザー光によって形成される3次元的に規則的な干渉光強度分布に沿って

微粒子を捕捉して規則構造を生成する方法，3）単光東レーザービームの空間光強度分

布を動的に変調して多数の粒子を規則的に並べる方法の3つについて調べた．！）では

主に現象の数理モデルを開発して計算機シミュレーションによる現象の解明と実験に

よる実証を行なった．2）では，様々な3次元規則構造の光強度分布を形成するための

多光東レーザーの照明条件を理論的に解析した．3）では液晶空間光変調器による照明

用レーザー光の空間光強度分布の制御を利用し，具体的な装置の作製と実験による実

証を行なった．

平成14年度研究成果

　　上述の1）の方法に焦点を絞り，この方法によって効率的に微粒子凝集規則構造を

得るための条件を明らかにすることを目的として，現実に近い状況に基づく数理モデ

ルを開発して，計算機シミュレーションにより調べた．具体的には3次元的に浮遊す

る微粒子のレーザー放射圧による捕捉・加速・凝集構造生成現象をすべて取り入れた

数理モデルを開発するとともに，形成される微粒子凝集構造の3次元フーリエ解析を

行なって，その形成速度と規則性に及ぼす微粒子径，レーザーパワー，凝集構造生成

位置のレーザービームウェストに対する相対位置の影響を調べた．その結果，以下の

ことが明らかとなった．

1．微粒子規則構造の生成速度

⑧用いる微粒子径が大きいほど，短時間に規則的な凝集構造を生成できる．

⑧照射レーザー光のパワーが大きいほど，短時間に規則構造を生成できる．

・微粒子の凝集規則構造を生成する位置を，照射レーザービームのビームウェ

　スト部より手前とする方が，短時間に生成できる．

2．微粒子規則構造の規則性

働用いる微粒子径が大きいほど，溶液中での微粒子のブラウン運動の影響が少

　なく，規則性の高い構造となる．

⑱照射レーザー光のパワーが大きいほど，微粒子のブラウン運動を強力に抑制

　でき，規則性の高い構造となる．
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醗同一のレーザーパワーであれば，微粒子凝集構造を生成する位置を照射レー

　ザー光のビームウェスト部とした場合にもっとも安定で規則性の高い凝集構

　造を生成できる．

　以上から，短時間に規則的な微粒子凝集構造を生成するための，微粒子径，照射レー

ザー光のパワー，形成位置（レーザービームのウェスト位置の設定位置）の条件に対

する指針が得られた．

平成15年度研究成果

　前年度に引き続き，前述の1）の方法を対象として，計算機シミュレーションに加え

て実験を実施して研究を進めた．シミュレーションでは前年度の数理モデルに加えて，

微粒子濃度が高い場合に起こる微粒子同士の衝突と積層現象を再現するモデルへと修

正を加えた．実験では，既存の乱射蛍光顕微鏡とアルゴンレーザー，ならびに顕微鏡

用自動微動ステージを組み合わせて，実際に微粒子規則構造をさまざまな条件で生成

し，その条件依存性を調べた．その結果，以下の点が明らかとなった．

1．計算機シミュレーションによる知見

⑧形成される微粒子凝集規則構造の大きさは，照射レーザー光のスポット径で

　制限され，それ以上のサイズでは形成される凝集構造は不安定となる．形成

　可能な規則構造には上限がある．現実的な装置構成では数ミクロン程度で

　あり，これをミリメーター程度とすることが望まれる．

⑧小さなスポット径でレーザー光を照射した場合，そのスポット径と同程度の

　大きさで微粒子の多層構造，すなわち3次元規則構造が生成できる可能性

　がある．

2，実験による知見

⑧計算機シミュレーションで予想された形成可能なサイズの制限が，実験によ

　り確認した．これより，大きいサイズの微粒子凝集規則構造を生成するため

　には，単光束照明による方法（上述の1）の方法）では限界があることが確

　認された。

⑧対象とする微粒子の懸濁液を充填するセルのビーム横断面方向の形状とし

　ては，ビームの光軸を中心として軸対象性のある円筒形状が適していること

　が分かった．

平成16年度研究成果

　前年度の研究結果から，より大きいサイズの微粒子規則構造を生成する方法として

2）多光東レーザー光によって形成される3次元的に規則的な干渉光強度分布に沿って

微粒子を捕捉して規則構造を生成する方法と3）単光東レーザービームの空間光強度
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分布を動的に変調して多数の粒子を規則的に並べる方法を検討した．方法2）について

は，多光束干渉で実現可能な3次元規則構造を，光波干渉理論と結晶学の逆格子の概

念を結びつけて理論的に明らかにした．方法3）については，照明光の空間光強度分布

を動的に制御して任意形状に微粒子を捕捉するために液晶空間光変調器を利用するこ

ととして，それを高速に制御するための適切な位相回復アルゴリズムの開発，実験装

置の構築とそこへの導入を行なって，実験実証を行なった．その結果，以下の成果が

得られた．

1．多光東照明で実現可能な3次元規則構造の理論解析

⑭3次元空間で規則的な干渉光強度分布を形成するには，少なくとも4本の光

　ビームによる干渉を用いなければならない．

⑧14種類のすべての格子構造は，4本の照射ビームの干渉で実現できる．各

　格子構造と4本のレーザービームの照射条件の関係を表わす一般式が得ら

　れた．

2．空間光変調器を用いた任意形状での複数微粒子の捕捉

幽微粒子トラップ部でのレーザー光強度の空間分布を所望のそれとする空間光

　変調器の位相透過率分布の計算にGerchberg－Saxtonの位相回復アルゴリズ

　ムを採用することで，十分な速度で光強度分布を更新して，複数の微粒子を

　所望の分布に配置して，動的に制御できるようになった．

⑧照射ビーム中心点の0次回折光の存在を無くすことができず，そこに微粒子

　が捕捉されてしまう問題点がある．

　以上の結果により，レーザー光の放射圧力による光トラッピング現象を利用して，複

数の微粒子をある程度の大きさに規則的に配置して，その構造を制御できるようになっ

た．ただし，多光東レーザー光の干渉による方法は，理論的な解析が済んだだけで，実

際の装置化まで進まなかった．それを簡単に実現する有力の手段は，上述の3）に示

した空間光変調器を用いて照明レーザー光の空間分布を制御する方法である．今後は，

理論的に得られた多光束照明の条件を空問光変調器で実現することを計画中である．
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