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マイクロレオロジーの世界へ  

油 

水 

 食品や日用品などで「半分固体、半分液体」の製品が多数存在します。例えば食品で言えばヨーグルト、バター、ゼリー、

マヨネーズなどが挙げれますがこれらの製品は牛乳のように傾けただけでは簡単に流れていきませんが力を加えると比較的簡

単にその形が変わってしまいます。このような性質を粘弾性と呼び、そのような性質を持つ物質を粘弾性体と呼びます。この

ような性質を持つ製品は食品以外でも多数存在し、その取扱いや触感においてその性質を把握し、コントロールすることは重

要視されています。 

 

 そのため、物質の流動・変形の科学を意味する「レオロジー」という学問が古くから研究されてきました。液体のレオロ

ジーの評価のためにはいわゆるレオメーターという装置が今も現役で広く使用されていますが、サンプルの簡単な粘性・粘弾

性を測定するだけでは今日の高度な研究開発現場では事足りず、特殊な測定対象や条件に特化した特別なレオロジー評価機器

が求められています。 

 

 その1つが「マイクロレオロジー」の評価です。マイクロレオロジーとはナノ-マイクロスケールの粒子の動きを光学的手法

にて測定するレオロジー評価で、特徴として一般的なレオメータでは測定が困難な弱い構造を持つサンプルを非破壊で測定で

きることがあります。密閉容器内で外側からのレーザー照射で測定するため、時間や温度、pHなどの変化に伴うレオロジー特

性の変化を簡単に追うことができる方法です。 

  

 私たちの開発したマイクロレオロジー評価の手法はMS-DWS法と呼ばれ、その専用機として「RHEOLASER Master(レオ

レーザー マスター)」をご提案しています。今まで見えなかったマイクロレオロジーの世界をRHEOLASER Masterで開拓して

みませんか。 
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マイクロレオロジー特性を測定するMS-DWS法の原理 

 一般的なレオメータではサンプルに接した測定子(コーンプレート、円筒など)を回転させ、その時に見られる応力と

位相ずれから粘弾性を計算することができますが、弱い構造体を含むようなサンプルの場合、サンプルに加えられる力

によって構造が破壊されてしまい、本来測定するはずのレオロジー特性とは異なる結果しか見ることができません。 

 それら微細な構造を持つサンプルのレオロジー特性を評価する方法としてMS-DWS法(Multi Speckle-Diffusing 

Wave Spectroscopy、マルチスペックル拡散波分光法)を開発しました。 

干渉波 

スペックルイメージ 

検出器 

図：装置内状況 
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レーザー 

サンプル 
ボトル 

光源 

図：原理イメージ 

 本方法はレーザー光をサンプルに照射し、反射散乱光の強度の振動を評価することを基本原理としています。サンプ

ルボトル内のサンプルに外部からレーザー光を当てると、サンプル内部に含まれる粒子によってマルチ散乱が起こり散

乱光が返ってきます。その際に粒子のブラウン運動によって干渉を受けた反射散乱光は平面のマルチ検出器で観察する

と波を打ったようなスペックルイメージを表示します。このイメージの動きはそのまま粒子の動きと捉えることができ

ます。 

Mean Square Displacement 

MSD 
nm2 

粘性的 

粘弾性的 
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 ここで１つの粒子の動きに注目し、一定平面内でどの程度の速さでどの程

度の距離を移動するかということをMSD(Mean Square Displacement、平

均平面転移量)という数字で表すと数字が大きいものは粒子がより移動しやす

い、つまりは液体の挙動を示しているということになります。このMSDを時

間に対してプロットすると液体は直線性がありますが、サンプルにネット

ワーク構造などがあり、粒子の移動を妨げる状況が起こりますので移動が遅

れて起こる現象が見られ、MSDの増加も遅れて起こります。このような挙動

を示すサンプルは粘弾性体と言えます。 

 なお、固体の場合は時間に対してMSDの増加は起こりません。 

液体 

ゲル 



マイクロレオロジー評価用。 

非接触測定で微細なレオロジー特性を究明する。 

  RHEOLASER Master – レオレーザー マスター 

＜製品の特徴＞ 
 

・MS-DWS法を用いたマイクロレオロジー特性評価が可能 
 

・密閉容器中の完全非破壊測定 
 

・６スロットで同時/個別測定が可能 
 

・ヒーター機能で測定部の加熱温調可能 
 

・洗練されたデザインのソフトウェア 
 

 RHEOLASER Masterは画期的なMS-DWS法を用いたバルク溶液の

マイクロレオロジー特性を評価する世界で唯一の装置です。レーザー

をガラスボトル内のサンプルに照射し、反射散乱光の干渉波のイメー

ジを解析することでサンプルの粘弾性的特性を評価します。非接触で

ガラスボトル内のサンプルを測定可能なので弱い構造体が形成されて

いるサンプルのレオロジー特性の評価が可能です。 

 

 測定スロットは６つあり、異なるサンプルを同時に、あるいは個別

に測定することが可能です。スロットの開閉はいつでも行うことがで

き、サンプル導入後は速やかに測定を開始することができます。また、

スロット内は加熱温調が可能で、温度変化による粘弾性特性の変化を

追うことも可能です。 

 

 RHEOLASER Masterはソフトウェア上の簡単な操作で測定の開始・

終了を行うことが出来る上、各種指標の計算もワンクリックで行うこ

とができ、面倒な計算の手間がありません。RHEOLASER Masterは今

まで評価できなかったレオロジー特性の評価を可能とする新しい基準

を提案しています。 

 

専用サンプルボトル 
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光源波長： 650 nm 
 

測定原理：MS-DWS法 
 

サンプルボトル容量：20ml(4ml少量ボトルオプションあり) 
 

測定可能最低粘度： 約15cP 
 

温度調整： 室温+5℃～90℃ 
 

所要電源： 100Vac 50/60Hz 
 

寸法･重量： W60 x L40x H30cm 36kg 
 

主な評価項目：MSDによるレオロジー特性評価、ゲル化点評価 
        弾性インデックス(EI)、粘性インデックス(MVI) 
                     固液バランス(SLB) 

RHEOLASER Master 基本仕様 



解析ソフトウェア RheoSoft – レオソフト － 

RHEOLASER Masterで評価する項目 

RheoSoft操作画面 

 RHEOLASER Masterでは専用解析ソフトウェアの

「RheoSoft」を使用します。カラフルでシンプルな

画面構成となっており、データの解析ができるだけ簡

易に行えるような構造になっています。操作は見やす

いアイコン表示のボタンを使って行い、結果の解析も

画面左側の項目一覧から簡単に選択して実行可能です。 

 

 MSDのグラフを読み解くだけでもレオロジー特性の

比較評価は可能ですが、各種指標の計算を行って比較

することでより深いレオロジー評価が可能となります。 

 

 PCとの接続はUSB１本。装置を動作させなくても起

動可能でデータ処理のみにも使用可能です。 

 

①固液バランス(SLB、Solid-Liquid Balance)  

  MSDを時間に対してプロットした時の測定曲線の傾きを計算する

と、そのサンプルが固液どちらの性質が支配的かを評価できます。 

 

傾き > 0.5：液体としての挙動が支配的 

傾き = 0.5：固液両方の性質がある(粘弾性体) 

傾き < 0.5：固体としての挙動が支配的(=ゲル) 
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傾き = 固液バランス 

MSD 

tdec 

SLB (tan delta) 

EI (G’) 
MSD 

tdec 

MVI 
MSD 

tdec 

②弾性インデックス、粘性インデックス  

  サンプルの弾性挙動の指標、ならびに粘性挙動の指標です。弾性インデックスはゲル化、架橋構造形成、構造回復の

特性評価、粘性インデックスは流動性、触感、安定性の評価に応用可能です。 

時間、温度、pH、濃度など 

a,
 b

 

ゲル化点 
③ゲル化点 

  サンプルのMSDの測定を経過時間、温度、pH変化、濃度を変え

て複数点測定し、それぞれを液体あるいは固体どちらの挙動を色

濃く示しているかを評価し、その変異点をゲル化点として導き出

します。 



高温 

  RHEOLASER Masterのアプリケーション例 

 0.5%カラギナン溶液を高温から低温まで温度を変化させ、サンプルのレオロジー特性がどのように変化するかを観察しました。

その後、ゲル化点計算を行い、ゲル化点が39.7℃であることが分かりました。通常のレオメータではサンプル準備から測定で数

時間かかり、結果も精密なものは得られませんがRHEOLASER Masterでは高精度な結果が数分で得られます。 
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①ゲル化点評価 

②架橋速度の評価 

③分子構造変化によるレオロジー特性変化の評価 

低温 

ゲ
ル

 
液
体

 
ゾ
ル
・
ゲ
ル
転
移

 

温度(℃) 

ゲル化点 

ゲル 
液体 

時間 (h) 

EI
 (

n
m

-2
) 2 
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 エポキシ樹脂液と硬化剤を混ぜた時に起こる架橋反応による硬化時間を観察しました。硬化液の濃度違いで19%(1)と32%(２)

を用意し差を比較したところ、濃度の濃い方がむしろ硬化開始に時間がかかることがわかりました。しかし、同時に弾性インデッ

クスは濃度が濃い２の方が最終的には高くなることが確認でき、より強固な接着がなされることが示唆されます。 

温度(℃) 

加熱 

冷却 

水溶性 不溶性 
ランダムコイル 球状体 

低温域 高温域 

 PNiPAMは有機コーティングや光学フィルタの素材として使われていますが一定温度で可逆的な相転移を行うことで知られてい

ます。 PNiPAM溶液に架橋剤を加えるとコイル構造時に架橋反応が起こりゲル化しますがその変化を温度変化に対する弾性イン

デックス変化のグラフで比較すると架橋剤の濃度が異なっても一定の温度で相転移が起こり構造が変化していることが分かります。 



関連商品紹介 
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RHEOLASERシリーズ   レオロジー特性、塗膜乾燥工程、溶解・結晶化評価 

 液体のレオロジー特性を測定する手法として回転式のレオメータが一般

的ですが、サンプルのレオロジー特性が変化する様々な状況においてそ

れをモニタリングすることは困難でした。RHEOLASER(レオレーザー)

シリーズはそんな難しさをレーザーによる非破壊測定により解決してく

れるシステムです。 

 RHEOLASER Masterの他、塗布した塗料のレオロジー特性を評価す

ることで塗膜の乾燥工程を評価するRHEOLASER Coating、温度を変化

させながらレオロジー評価を行なうことで溶解・結晶化するサンプルの

特性変化温度を正確に測定するRHEOLASER Crystalの3種類があり、用

途に応じて選択が可能です。 
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  液中分散体は固体粒子、エマルション、泡など様々なものがあり、濃度も水に近い低濃度分散溶液から高濃度分散溶液まで幅広く存在

します。それらの分散体の安定性を評価するには過去には分散体濃度に制限があるものばかりでした。TURBISCAN(タービスキャン)

が採用するマルチ散乱光測定法はそれらすべてを希釈することなく測定できるように開発された技術です。低濃度域は透過光のみでの

測定が可能ですが高濃度域では光が全く透過しないこともあり、その場合後方散乱光の測定で評価を行います。多種多様なサンプルを

測定できるようにTURBISCANは工夫されています。目に見えない分散体の安定化評価に最適な世界のスタンダード機種です。 

   

TURBISCANシリーズ  液中分散安定性評価 

FLUIDICAM Rheo  画像解析式粘度計 

 FLUIDICAM Rheoは一般的な粘度計・レオメータでしばし

ば問題となる測定プローブの洗浄の難しさや、高せん断領域

での測定が不可能であることを解決した新しい画像解析式の

粘度計です。 

 内部にマイクロスケールの流路を持つマイクロチップを

使ったシステムで、2種類の液(粘度標準液、サンプル)を

別々の方向からチップに注入して界面を形成させ、その流れ

幅から粘度を計算します。注入速度＝せん断速度となり最大

180,000 s-1という高せん断条件下での測定が実現できます。 

RHEOLASER 
Crystal 

RHEOLASER 
Coating 



液中分散評価のパイオニア 
世界シェアトップの実力 

RHEOLASER Masterの多彩なアプリケーション 

注)本書に記載されている装置の外観や仕様は予告なく変更になる場合があります。 Lev. 3-2018.01 

国内総代理店 

日用品・化粧品 

・シャンプー、リンス 
・ボディソープ、クリーム 
・歯磨き粉 
・クレンジングフォーム 
・リップクリーム 
・マニキュア 
・日焼け止めクリーム 
・グロス 
 

食品・飲料 

・ソフトドリンク、牛乳 
・チョコレート、コーヒー 
・ホイップクリーム 
・ソフトクリーム 
・マヨネーズ、ケチャップ 
・ヨーグルト、チーズ 
・ゼリー、スイーツ 

製薬 

・軟膏 
・クリーム 
・エマルション 
・ハイドロゲル 

石油化学・セメント 

・原油 
・石油化学製品 
・掘削油 
・セメント 
 

 

 その他の表面・界面張力計、界面粘弾性測定装置、 
最低造膜温度計等関連製品も多数取り揃えております。 
詳細はお問い合わせください。 

大学・研究機関 

・ポリマー 
・ガム 
・エマルション 
・ゲル 

・インク顔料 
・ペイント 
・ポリマー 
 

化成品・インク 

三洋貿易株式会社 科学機器事業部 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-11 
TEL：03-3518-1194  FAX：03-3518-1237 
E-mail：info-si@sanyo-trading.co.jp  Web：www.sanyo-si.com 


