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PAS-FTIRによる高分子膜の深さ方向分析
Depth Profiling of Polymer Films by Infrared Photoacoustic Spectroscopy
杉浦　英樹＊

Hideki SUGIURA

要　　　旨
フーリエ変換赤外光音響分光法（PAS-FTIR）が高分子膜の深さ方向分析に有効である例

として，干渉計の可動鏡速度を変化させてPAS分析深さを変え，非破壊で深さ方向組成分
布を得た．モデル2層膜を用いてPAS分析深さを求め，熱拡散長値と比較したところPAS
分析深さは熱拡散長よりも2.7倍程度長いことがわかり，その原因を理論的に考察した．ま
たモデル3層高分子膜の個々の成分を非破壊でスペクトル解析した．以上の基礎検討結果
をもとに，ポリカーボネート樹脂中のシリコーンオイルの深さ方向組成分析に応用し，そ
の分子構造，分子量と深さ方向分布についての知見を得た．

ABSTRACT
Fourier transform infrared photoacoustic spectroscopy（PAS-FTIR）has been

proven to be a powerful tool for the depth profiling analysis of polymer films.
Nondestructive depth profiling can be performed with the aid of variation of the
effective sampling depth of PAS-FTIR by using different interferometer mirror
velocities. It turned out that actual sampling depth of polymer films is about 2.7
times deeper than that of the thermal diffusion length, the reason of which was
discussed theoretically. Using these basic examinations, each component of three-
layer polymer films was investigated, and the depth profiling of silicon oils in
polycarbonate films was studied. The relation between the molecular structure

（molecular weight）and the depth profiling was clarified.
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1．背景と目的

高分子膜の深さ方向の層構造の解析は，材料の機能発
現，特性評価のために非常に重要である．これまで表面数
μm～数十μmオーダーの深さ方向分析には，表面層を
かき取り分析する方法や，ウルトラミクロトームにより
切片を作成し顕微赤外分光法（IR）により分析する方法1）

等であった．しかし，かき取り分析する方法は，手間，
精度，信頼性等の点で問題があり，前処理操作が加わる
ために高分子構造を変化させる危険性もある．また顕微
IRによる方法も試料処理が煩雑で，空間分解能も10μm
程度と高くない．赤外光音響分光法（PAS-FTIR；
Photoacoustic spectroscopy-FTIR）は試料の前処理を
ほとんど必要としない非破壊測定法である．また干渉計
の可動鏡速度や変調周波数を変化させることで分析深さ
の異なるIRスペクトルが得られる2）～8）．理論的に試料の
熱拡散率より熱拡散長が算出でき，PAS分析深さの目
安とすることができるが 9），実測での可動鏡速度（変調
周波数）と分析深さの関係はほとんど評価されていな
い10）,11）．両者の関係を知ることは，試料のスペクトルを
解釈するために実用上重要である．

そこで各種ポリカーボネート樹脂のモデル2層膜を作
成し，可動鏡速度と分析深さの関係を求めた．そして
PAS分析深さと熱拡散長の関係について理論的に考察
した．さらに他の高分子に展開し，同様な手法で解析評
価できることを確認した．以上の結果をもとにポリカー
ボネート樹脂中のシリコーンオイルの深さ方向分析を行
った．

2．技術

2-1 実験装置及び方法
2-1-1 試料

分析深さ検討用の試料として，ポリカーボネート（PC）
とポリエチレンテレフタレート（PET）の2層膜

（PC/PET）と，その上にポリビニルピロリドン（PVP）
を積層した3層膜 （PVP/PC/PET）を作成した．2層膜
は分子構造の異なる各種PCをジクロロメタンに溶解し，
50μm PETフィルムにキャストしてPC膜厚が2.5～
24.2μmの各種試料を作成した．3層膜はPVPをメタノ
ールに溶解し，PC/PET 2層膜上に積層して作成した．
同様にポリ塩化ビニル（PVC），ポリ酢酸ビニル（PVAc）
をテトラヒドロフランに溶解し，PVC / P ET ,
PVAc/PET, PVP/PET 2層膜を作成した．

シリコーンオイルの深さ方向分析用の試料は，ジクロ
ロメタンに溶解したPCに，以下の各種シリコーンオイ
ルを添加してAl基板上にキャストした膜厚30μmのフィ
ルムを用いた．シリコーンオイルとして，ジメチルシリ

コーンオイル，メチルフェニルシリコーンオイル（高分
子量，低分子量，フェニル基が多く導入されているもの）
を用いた．膜厚はAnritsu K-351C 電子マイクロメータ
で評価した．試料はパンチで6mmφの円状に切りだし
PAS測定に供した．
2-1-2 装置

PAS-FTIRはNICOLET MAGNA850，PASユニッ
トはMTEC MODEL 300を用いた．リニアスキャン法
で可動鏡の光学的移動速度は0.1581cm/s～2.5317cm/s，
積算は20～2000回，分解能は8cm-1で測定した．光学系
は乾燥空気でパージして，試料セル内はヘリウムガスを
封入し感度を向上させた．さらに過塩素酸マグネシウム
をセル内に設置し極微量の水蒸気を除去した．またカー
ボンブラックをリファレンスとして用いた．顕微FTIR-
ATR（全反射吸収測定）はNIC-PLAN顕微ユニットを用
いた．ATR測定は結晶にダイヤモンドを用い，積算200
回，分解能4cm-1で行った．断面からの膜観察と元素マ
ッピングは試料を鋭利刃で切断後，白金蒸着して走査型
電子顕微鏡（SEM;HITACHI S-2700）とX線マイクロ分
析法（EPMA;SHIMADZU EPMA-8705）により行った．
2-1-3 PAS測定系および原理

PASスペクトル測定系をFig.1に示した．測定系は光
源，干渉計，PASセルと検出器，信号処理系から構成さ
れている．光源から入射した赤外光は干渉計のビームス
プリッタ（半透鏡）により分割され，可動鏡を移動させる
ことにより固定鏡との間で光路差が発生し，2光束の干
渉によって変調された赤外光が発生する．それを試料に
照射し発生する熱エネルギーを音波としてマイクロフォ
ンで検出し，その干渉曲線（インターフェログラム）のフ
ーリエ変換によりPASスペクトルを得る．

固体試料の光音響検出法はガスマイクロホン法といわ
れ，RG理論12）で解析するのが一般的である．すなわち

Fig.1 Schematic diagram of the experimental setup.
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発生した熱の伝達により試料表面の気体層が膨張伸縮
し，その境界面が一種のピストンとなって気体層内に音
波を発生させその光音響信号を解析する．光吸収長 r

β

は光が試料内部に浸入する深さの目安を，熱拡散長 μ
i

は試料表面の温度変化に寄与する熱分布の深さの目安を
表し，以下のように定義される12）．

ここで，β/cm-1は吸収係数，α
i
/cm-1は熱拡散係

数，
i
/cm2 s-1は熱拡散率，ω/rad s-1は入射光の変調

角周波数，k
i
/cal cm-1 s-1 ℃-1は熱伝導度，ρ

i
/g cm-3は

密度，C
i
/cal g-1 ℃-1は比熱，f/Hzは変調周波数，V/cm

s-1は光学的可動鏡速度，ν/cm-1は赤外光の波数．添字i
は試料，気体，試料支持台に対してs,g,bとする．

試料が光学的に不透明で熱的に厚い場合（μ
s
≪r（試料

の厚さ）,μ
s
＜r

β
），つまり一般的な信号飽和のない測定

条件では，（2）式より可動鏡速度を変化させることによ
り熱拡散長μ

s
が変化しPAS分析深さを変化させること

ができる．また熱拡散長は試料の熱拡散率等の物性値や
測定波数によっても変化することがわかる．

2-2 結果および考察
2-2-1 PAS分析深さの基礎検討

PC/PET 2層膜の表面を可動鏡速度を変化させて
PAS-FTIR測定し，可動鏡速度と分析深さの関係を求
めた．9.1μm 膜厚PCと50μm膜厚PET二層膜のPAS-
FTIRスペクトルをFig.2に示した．1736cm-1に下層
PETのカルボニル基（C=O）伸縮振動バンドに帰属され
るピークが検出された．このピークは可動鏡速度を速く
すると信号強度が弱くなり，ある可動鏡速度以上で検出
されなくなり，上層のPCだけの信号となる．このよう
にPETの信号が検出されなくなるPC膜厚をその可動鏡
速度と測定波数でのPAS分析深さとよぶことにする．

分子構造の異なるPC（a,b,c）の各種膜厚のPC/PET 2
層膜を同様に測定し，各試料の可動鏡速度と分析深さの
関係を得た（Fig.3）．その結果，PAS分析深さは可動鏡
速度を速くすることでより浅くなり，可動鏡速度の-1/2
乗で変化する曲線に近似できた．これは（2）式と一致す
る．しかし実測の分析深さ（可動鏡速度2.5～0.16cm/s，
波数1736cm-1）は8～32μmの範囲にあり，PCの熱拡散率13）

1.3×10-3cm2 s-1から計算した熱拡散長3～12μmと比較す
るとより深くなることがわかった．

ここで実測のPAS分析深さが熱拡散長と異なる原因
を考察した．まず試料の熱拡散率が実測値でないことや
膜厚測定の精度を考慮したが，その影響は十分小さいと
考えられた．そこで以下により1次元の熱拡散モデルを
用い詳細に検討した．

PASの熱拡散を試料内に赤外光が入り込んだ後の熱
の発生として次のモデルを考える（Fig.4）．基板で囲ま

Fig.4 Schematic diagram of a sample and an infinite
substrate.

Fig.3 Sampling depths of various polycarbonate films
（PC（a）,PC（b）,PC（c））measured with increasing
mirror velocities and the thermal diffusion length of
PC（μ

s
）.

Fig.2 PAS-FTIR spectra of a 9.1μm polycarbonate
coating on a 50μm polyethylene terephthalate film
measured with increasingly shallow-sampling depths
corresponding from mirror velocities of 0.16，0.32，
0.47，0.63，0.95，1.27，and 1.90 cm/s.
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れた厚さdのフィルム試料の表面（x=0）で，角周波数ω
の周期発熱j（t）=j

0
exp（iωt）を発生させたときの一次元

の熱拡散方程式は（3）式で与えられる14）．Tは温度である．

光吸収長が熱拡散長より十分長い（β≪α
s
）場合，RG

理論における熱拡散方程式の光吸収による強度減少の項
は無視できる．試料裏面（x=d）での温度変化は，（3）式
を試料が熱的に十分厚い（α

s
d≫r）ことを仮定し，境界

条件を考慮して解くと以下の式で与えられる．

ただし，

ここでαは熱拡散係数， は熱拡散率，kは熱伝導度，
添字sは試料，添字bは基板を表す．この式よりx=dでの
温度変化は，加熱面と比較して，位相がα

s
dだけ遅れ，

振幅強度もexp（-α
s
d）だけ減衰することがわかる．位相

の項を無視して（4）式を簡素化すると，

ただし，

となり発生した熱は指数関数的に減衰することがわかる
（Fig.5）．熱拡散長はμ

s
=1/α

s
であるから，距離μ

s
にお

ける熱振幅はA/eとなる．したがって一般的に熱拡散長
はPAS分析深さの目安とされるが，それは熱振幅が1/e

（0.37）倍となる深さであることがわかる．実際には熱の
温度変化が装置の検出限界以下になるまでの深さの信号
が検出される．一般的にガス・マイクロホン法で検出で
きる温度変化は10-6℃であるといわれているが15），通常
の測定条件でスペクトルとして検出可能な分析深さは，
それ以外の様々な要因に依存するため予測は難しい．今
回の実測値をもとにPAS分析深さを推定すると熱拡散
長のe（2.7）倍程度の分析深さがあることがわかった．こ
れは温度（振幅）が熱発生時の1/e2（0.14）倍となる深さに
相当する．

2-2-2 各種ポリマーのPAS分析深さ
PAS分析深さが熱拡散長のe（2.7）倍程度という現象が，

PCだけの現象であるかどうかを他のポリマーにより確
認した． PVC, PVAc,PVPのPET 2層膜を同様に可動
鏡速度を変化させて測定し，可動鏡速度と分析深さの関
係を求めた（Fig.6）．PVAcとPVP はPETの1736cm-1ピ
ークと重なるピークを持つためそれぞれ729,1100cm-1の
PETピークをモニターすることで分析深さを求めた．
図には比較のため一般的なポリマーの熱拡散係数1.3×
10-3cm2 s-1から計算した熱拡散長（1736cm-1における）を
示した．その結果，PCと同様に他のポリマーでも熱拡
散長よりPAS分析深さは深いことがわかった．熱拡散
長がPAS分析深さの1/e倍と仮定して，分析深さと可動
鏡速度のカーブフィット係数より熱拡散率を求めた

（Table 1）．その結果，熱拡散係数は文献値とほぼ一致
し，他のポリマーも実測のPAS分析深さが熱拡散長のe
倍程度であることがわかった．この結果は，D.A.Saucy
らが見積もったポリスチレンの場合の2～3倍程度という
結果10）とも一致し，より多種のポリマーへ展開できたと
言える．

Fig.5 Schematic diagram of the one-dimensional heat
diffusion showing the temperature changes in the
sample.
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2-2-3 モデル3層膜の解析
可動鏡速度とPAS分析深さの基礎検討結果をもとに，

PVP/PC/PET 3層膜における2層目成分の非破壊分析
の可能性を検討した． PVP,PC,PET単体のPAS-FTIR
スペクトルをFig.7に示す．いずれのポリマーもカルボ
ニル基を持つため1700cm-1付近に強い吸収を持つが，分
子構造の違いによりピーク波数はわずかに異なる

（PVP;1681cm-1, PC;1778cm-1,PET;1736cm-1）．そこで
それらC=Oバンドに着目してピーク分離を行った．
PVP/PC/PET = 8.2/5.2/50μmの3層膜の解析結果を
Fig.8に示す．可動鏡速度0.16cm/sにおけるPAS分析深
さはFig3より約30μmであるが，実測スペクトル（A）は
予想どうり3層成分の混在スペクトルであった．同様に
可動鏡速度1.9cm/sで測定したスペクトル（B）はPVP単
成分であることが確認できた．そこで（A）と（B）の差ス
ペクトル（C）をとり，さらに（C）とPETの差スペクトル

（D）を得た．このスペクトル（D）はPC単体のスペクトル
（E）とほぼ一致し，ポリマーの定性分析に十分使用でき
ることが確認できた．

完全にスペクトルが一致しない理由の一つにPAS信
号の飽和が考えられる．例えば (A)のPVP 1681cm-1の
ピークはそのブロードな形状より飽和していることがわ
かる．そのスペクトルから飽和していないPVPの信号を
差し引きしたため飽和スペクトルの裾のピークが引きき
れず疑似ピークとして検出されたものと考えられる．も
う一つの理由としてPAS分析深さの波数依存性が考え
られる．つまり低波数になるほど分析深さは浅くなるが，
1700cm-1付近を基準に差スペクトルをとるため完全に同
一の分析深さのスペクトル引き算とならないためであ
る．この現象を回避するには測定波数領域で変調周波数
が一致するステップスキャン法が有効である17）18）．いず
れにせよ，3層膜を表面から可動鏡速度を変化させて測
定することで第2層目成分スペクトルが非破壊で得られ，
定性分析に十分使用できることがわかった．

Fig.8 PAS-FTIR spectra of a three-layer film
（PVP/PC/PET = 8.2/5.2/50μm）of bare PC obtained
by spectral subtraction at mirror velocities of 0.16
cm/s and 1.90 cm/s.

Fig.7 PAS-FTIR spectra of polyvinylpyrrolidone(PVP),
polycarbonate(PC) and polyethylene terephthalate
(PET).

Table.1 Thermal diffusivity values estimated by PAS-
FTIR spectra.

Fig.6 Sampling depths of polycarbonate（PC）,
polyvinyl acetate（PVAc）, polyvinyl chloride

（PVC）, and polyvinylpyrrolidone（PVP） measured
with increasing mirror velocities compared with the
thermal diffusion length of normal polymer（μ

s
）.
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2-2-4 シリコーンオイルの深さ方向分析
各種構造を持つシリコーンオイルをPCに添加した試

料についてシリコーンオイルの深さ方向分布を分析し
た．シリコーンオイルのスペクトルは，その分子構造に
よりわずかに異なるが，いずれも1055cm-1付近にSi-O伸
縮振動のピークが認められる（Fig.9）．一方，未添加の
PCのスペクトルには1055cm-1付近にピークはなく，可
動鏡速度変化による強度変化もないことから1055cm-1の
ピークをシリコーンオイルのキーバンドとした（Fig.10）．
各試料を可動鏡速度を変化させて測定した結果，
1055cm-1のピーク強度変化が試料により異なることがわ
かった．例えばジメチルシリコーンオイル添加試料とメ
チルフェニルシリコーンオイル（多フェニル基）添加試料
を比較すると，ジメチルシリコーンオイル添加試料は可
動鏡速度を上げることで1055cm-1のピークが減少する
が，メチルフェニルシリコーンオイル添加試料はほとん
ど変化しない（Fig.11）．可動鏡速度を分析深さに対応さ
せ（Fig.3），各試料のスペクトル強度比（1055cm-1

/1597cm-1）よりPC膜内のシリコーンオイルの深さ方向
分布を得た（Fig.12）．その結果，シリコーンオイルの深
さ分布は，その分子構造や分子量に依存し，側鎖に多く
フェニル基を持ち，低分子量のシリコーンオイルの濃度
分布は小さいことが明らかとなった．また濃度分布の大
きい試料は，シリコーンオイルが基板側により多く偏析
していることがわかった．

Fig.11 PAS-FTIR spectra of a polycarbonate film
containing dimethyl silicone oil (upper) and
methylphenyl silicone oil rich in phenyl groups (lower)
measured at mirror velocities of 0.16, 0.32, 0.47, 0.63,
1.90, and 2.53cm/s.

Fig.10 PAS-FTIR spectra of a polycarbonate film
containing no silicone oils.

Fig.9 PAS-FTIR spectra of various silicone oils.
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2-2-5 FTIR-ATR，EPMA，SEMによるシリコーン
オイルの深さ方向分析

PAS-FTIRによる解析結果を検証するため，各種シ
リコーンオイル添加試料について表面および基板から剥
がした裏面をFTIR-ATRで測定した． FTIR-ATR法は
試料表面を測定する手法で，その分析深さはATR結晶
の種類により変化し，ダイヤモンド結晶の場合，波数
1000cm-1で約2μmである．したがってPAS-FTIRより
浅い分析深さの測定となる．各種シリコーンオイル添加
試料の測定結果（Fig.13）より，ジメチルシリコーンオイ
ル添加試料は表面より基板面の方が1055cm-1のピーク強
度が強く，シリコーンオイルが基板側により多く偏析し
ていることがわかった．一方，メチルフェニルシリコー
ンオイル（多フェニル基）添加試料は表裏面の1055cm-1の
強度はほぼ一致し，シリコーンオイルは表面と裏面でほ
ぼ均一に存在することがわかった．以上の結果はPAS-
FTIRによる解析結果を支持する．

さらにSEM, EPMAによりシリコーンオイル分布を
解析した．ジメチルシリコーンオイル添加試料，メチル
フェニルシリコーンオイル（多フェニル基）添加試料の断
面のSEM像をFig.14に示す． 像の下方が基板（裏）面で
ある．これよりジメチルシリコーンオイル添加試料では
直径1～7μm程度の島状の丸い粒が観察され，その粒は
基板側により多く偏析することがわかった．一方メチル
フェニルシリコーンオイル添加試料では直径0.5μm程
度の粒が試料内で比較的均一（わずかに基板側に多い）に
分布することがわかった．粒とシリコーンオイルとの関
係を調べるためSEMと同一視野でEPMAによるSi元素
マッピングを行った（Fig.15）．粒の位置とSiの分布は対
応しないが，切片作成時におけるシリコーンオイルの抜
けだしが原因と考えられる． FTIR-ATRとPAS-FTIR
の結果からジメチルシリコーンオイル添加試料では基板
側により多くシリコーンオイルが存在すると考えられる
が，SEM像の粒の分布はほぼそれに対応する．以上，
FTIR-ATR,SEM,EPMA測定によりPAS-FTIRの解析
結果が妥当であることが明らかとなった．

Fig.13 FTIR-ATR spectra of a polycarbonate film
containing no silicone oil (upper), dimethyl silicone oil
(middle) and  methylphenyl silicone oil rich in phenyl
groups (lower) measured at the surface and the
interface of the film.

Fig.12 Depth profiling of various silicone oils in a
polycarbonate film.
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3．成果

PAS-FTIRにより高分子膜の深さ方向の分析深さを求
めた．基礎検討結果をもとに，モデル3層高分子膜の
個々成分を非破壊でスペクトル解析した．また高分子膜
中のシリコーンオイルの深さ方向分析に応用し，その分
子構造，分子量と深さ方向分布についての知見を得た．

4．今後の展開

今後，ここで検討したリニアスキャン法に加えステッ
プスキャン法による測定検討を行い，他の高分子膜，有
機材料薄膜の深さ方向組成分布解析にPAS-FTIR法を
適用することにより，新規材料の研究開発，現象解析に
役立てることが期待される．
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Fig.15 The silicon mapping images of a cross section of
a polycarbonate film containing dimethyl silicone oil (a)
and methylphenyl silicone oil rich in phenyl groups (b).

Fig.14 The SEM images of a cross section of a
polycarbonate film containing dimethyl silicone oil (a)
and methylphenyl silicone oil rich in phenyl groups (b).
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