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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
平滑な表面を有しており、当該表面の一方の端部側に試料を載置する試料台と、
平板状であり、一方の端部の下面に上記試料台上の試料が接するとともに、他方の端部
が上記試料台の表面における他方の端部側に接した状態で、上記表面に対して傾斜して設
けられる透光板部材と、
少なくとも試料台の表面と透光板部材の下面との間に挟持された状態にある試料に対し
て、温度、湿度、圧力および雰囲気から選ばれる少なくともいずれか一つの条件を変化さ
せ、他の条件を一定に維持することを可能とする試料条件変化手段と、
顕微鏡手段とを備えており、
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上記顕微鏡手段では、試料に対する上記条件の変化に伴う膨張または収縮によって透光
板部材の傾斜角度が変化することにより生ずる、上記試料台および透光板部材の間におけ
る光の干渉縞の変化を観察し、この干渉縞の変化を基準として試料の膨張量および／また
は収縮量を計測することを特徴とする試料膨張・収縮量計測システム。
【請求項２】
上記試料条件変化手段が、少なくとも試料台の表面と透光板部材の下面との間に挟持さ
れた状態にある試料を加熱または冷却可能とする試料温度変化手段であって、
温度変化に伴う試料の熱膨張量および／または熱収縮量を計測する熱膨張・収縮量計測
システムである請求項１に記載の試料膨張・収縮量計測システム。
【請求項３】
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上記試料条件変化手段は、試料に加えて、当該試料を挟持する試料台および透光板部材
に対して温度、湿度、圧力および雰囲気から選ばれる少なくとも何れか１つの条件を変化
させ、他の条件を一定に維持することを可能とすることを特徴とする請求項１または２に
記載の試料膨張・収縮量計測システム。
【請求項４】
請求項１または２に記載の試料膨張・収縮量計測システムにおいて、上記試料条件変化
手段に代えて、
少なくとも試料台の表面と透光板部材の下面との間に挟持された状態にある試料に対し
て、温度、湿度、圧力および雰囲気を一定に維持することを可能とする試料条件維持手段
を備え、
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上記顕微鏡手段では、試料の上記条件維持下での経時的な膨張または収縮によって透光
板部材の傾斜角度が変化することにより生ずる、上記試料台および透光板部材の間におけ
る光の干渉縞の変化を観察し、この干渉縞の変化を基準として試料の膨張量および／また
は収縮量を計測することを特徴とする試料膨張・収縮量計測システム。
【請求項５】
上記試料条件維持手段は、試料に加えて、当該試料を挟持する試料台および透光板部材
に対して、温度、湿度、圧力および雰囲気を一定に維持することを可能とすることを特徴
とする請求項４に記載の試料膨張・収縮量計測システム。
【請求項６】
さらに、システムの稼動に伴って、試料台および透光板部材、並びにこれらに挟持され
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る試料に生ずる振動を防止または除去する防振・除振手段を備えていることを特徴とする
請求項１ないし５のいずれか１項に記載の試料膨張・収縮量計測システム。
【請求項７】
さらに、上記顕微鏡手段により観察される画像を記録する画像記録手段を備えているこ
とを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載の試料膨張・収縮量計測システム
。
【請求項８】
さらに、上記顕微鏡手段により観察される画像を記録する画像記録手段と、
当該画像記録手段により記録された画像情報を解析する画像解析手段とを備えており、
上記画像記録手段に記録された観察画像から、干渉縞の経時的な変化を画像解析手段に

30

より解析することで、試料の膨張量および／または収縮量を数値化することを特徴とする
請求項１ないし６のいずれか１項に記載の試料膨張・収縮量計測システム。
【請求項９】
上記画像解析手段では、干渉縞の移動および干渉縞の間隔変化の少なくとも一方に基づ
いて、試料の膨張量および／または収縮量を数値化することを特徴とする請求項８に記載
の試料膨張・収縮量計測システム。
【請求項１０】
上記顕微鏡手段は、画像記録手段に記録される観察画像において少なくとも干渉縞の本
数が５０〜３００本の範囲内となるような範囲で、当該干渉縞の変化を観察することを特
徴とする請求項７ないし９の何れか１項に記載の試料膨張・収縮量計測システム。
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【請求項１１】
上記顕微鏡手段が、共焦点走査型レーザー顕微鏡であることを特徴とする請求項１ない
し１０の何れか１項に記載の試料膨張・収縮量計測システム。
【請求項１２】
さらに、上記試料、試料台および透光板部材を外部と隔離された密閉状態で、かつ、こ
れらを試料条件変化手段または試料条件維持手段により条件をそれぞれ変化または維持す
るように収容する試料収容手段と、上記試料収容手段の内部にガス若しくは液体を導入可
能とする雰囲気導入手段、または、上記試料収容手段の内部を真空にする真空手段を備え
ていることを特徴とする請求項１ないし１１のいずれか１項に記載の試料膨張・収縮量計
測システム。
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【請求項１３】
標準物質と、
平滑な表面を有しており、試料と、上記標準物質とを載置する試料台と、
平板状であり、上記試料台および上記標準物質とそれぞれ異なる端部の下面において接
し、且つ、上記試料台および上記試料とそれぞれ異なる端部の下面において接するように
設けられている少なくとも一枚の透光板部材と、
少なくとも試料台の表面と透光板部材の下面との間に挟持された状態にある試料および
上記標準物質に対して、温度、湿度、圧力および雰囲気から選ばれる少なくともいずれか
一つの条件を変化させ、他の条件を一定に維持することを可能とする試料条件変化手段と
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、
顕微鏡手段とを備えており、
上記条件の変化に伴う上記標準物質の膨張率は予め求められており、
かつ、上記顕微鏡手段では、試料および上記標準物質に対する上記条件の変化に伴う膨
張または収縮によって透光板部材の傾斜角度が変化することにより生ずる、上記試料台お
よび透光板部材の間における、試料に関する光の干渉縞の変化と、
上記標準物質に関する光の干渉縞の変化とを観察し、これらの干渉縞の変化を基準として
試料の膨張量および／または収縮量を計測することを特徴とする試料膨張・収縮量計測シ
ステム。
【請求項１４】
上記透光板部材は、三角形状であり、当該透光板部材の各端部の下面において、上記試

20

料台、上記標準物質、および上記試料にそれぞれ接しており、
かつ、上記顕微鏡手段では、上記試料の膨張または収縮に起因する上記透光板部材の傾
斜角度の変化、および、上記標準物質の膨張または収縮に起因する上記透光板部材の傾斜
角度の変化のそれぞれによって生ずる、上記試料台および透光板部材の間における光の干
渉縞の変化を観察し、比較することを特徴とする請求項１３に記載の試料膨張・収縮量計
測システム。
【請求項１５】
上記試料膨張・収縮量計測システムは、２枚の上記透光板部材を備え、
第１の透光板部材は、一方の端部の下面において、上記試料台と接し、他方の端部の下
面において、上記試料と接しており、
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第２の透光板部材は、一方の端部の下面において、上記試料台と接し、他方の端部の下
面において、上記標準物質と接しており、
かつ、上記顕微鏡手段では、上記試料の膨張または収縮に起因する上記第１の透光板部
材の傾斜角度の変化によって生ずる、上記試料台および上記第１の透光板部材の間におけ
る光の干渉縞の変化、および、上記標準物質の膨張または収縮に起因する上記第２の透光
板部材の傾斜角度の変化によって生ずる、上記試料台および上記第２の透光板部材の間に
おける光の干渉縞の変化、を観察し比較することを特徴とする請求項１３に記載の試料膨
張・収縮量計測システム。
【請求項１６】
標準物質と、
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平滑な表面を有しており、試料と、上記標準物質とを載置する試料台と、
平板状であり、上記試料および上記標準物質とそれぞれ異なる端部の下面において接す
るように設けられている透光板部材と、
少なくとも試料台の表面と透光板部材の下面との間に挟持された状態にある試料および
上記標準物質に対して、温度、湿度、圧力および雰囲気から選ばれる少なくともいずれか
一つの条件を変化させ、他の条件を一定に維持することを可能とする試料条件変化手段と
、
顕微鏡手段とを備えており、
上記条件の変化に伴う上記標準物質の膨張率は予め求められており、
かつ、上記顕微鏡手段では、試料および上記標準物質に対する上記条件の変化に伴う膨
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張または収縮によって透光板部材の傾斜角度が変化することにより生ずる、上記試料台お
よび透光板部材の間における光の干渉縞の変化を観察し、この干渉縞の変化を基準として
試料の膨張量および／または収縮量を計測することを特徴とする試料膨張・収縮量計測シ
ステム。
【請求項１７】
平滑な表面を有している試料台上に、試料を載置する工程と、
平板状の透光板部材を、異なる端部の下面において上記試料台の表面、および上記試料
に接するように、上記表面に対して傾斜して設置する工程と、
少なくとも試料台の表面と透光板部材の下面との間に挟持された状態にある試料に対し
て、温度、湿度、圧力および雰囲気から選ばれる少なくともいずれか一つの条件を変化さ
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せ、他の条件を一定に維持すると同時に、試料に対する上記条件の変化に伴う膨張または
収縮によって透光板部材の傾斜角度が変化することにより生ずる、上記試料台および透光
板部材の間における光の干渉縞の変化を観察する工程と、
上記観察された干渉縞の変化を基準として、試料の膨張量および／または収縮量を計測
する工程とを含むことを特徴とする試料膨張・収縮量計測方法。
【請求項１８】
平滑な表面を有している試料台上に、試料を載置する工程と、
平板状の透光板部材を、異なる端部の下面において上記試料台の表面、および上記試料
に接するように、上記表面に対して傾斜して設置する工程と、
少なくとも試料台の表面と透光板部材の下面との間に挟持された状態にある試料に対し
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て、温度、湿度、圧力および雰囲気を一定に維持しながら、上記顕微鏡手段では、試料の
上記条件維持下での経時的な膨張または収縮によって透光板部材の傾斜角度が変化するこ
とにより生ずる、上記試料台および透光板部材の間における光の干渉縞の変化を観察する
工程と、
上記観察された干渉縞の変化を基準として、試料の膨張量および／または収縮量を計測
する工程とを含むことを特徴とする試料膨張・収縮量計測方法。
【請求項１９】
平滑な表面を有している試料台上に、試料と、標準物質とを載置する工程と、
少なくとも一枚の平板状の透光板部材を上記試料台および上記標準物質とそれぞれ異な
る端部の下面において接し、且つ、上記試料台および上記試料とそれぞれ異なる端部の下
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面において接するように設置する工程と、
少なくとも試料台の表面と透光板部材の下面との間に挟持された状態にある試料および
上記標準物質に対して、温度、湿度、圧力および雰囲気から選ばれる少なくともいずれか
一つの条件を変化させ、他の条件を一定に維持すると同時に、試料および上記標準物質に
対する上記条件の変化に伴う膨張または収縮によって透光板部材の傾斜角度が変化するこ
とにより生ずる、上記試料台および透光板部材の間における、試料に関する光の干渉縞の
変化と、上記標準物質に関する光の干渉縞の変化とを観察する工程と、
上記観察された干渉縞の変化を基準として、試料の膨張量および／または収縮量を計測
する工程とを含み、
かつ、上記条件の変化に伴う上記標準物質の膨張率は予め求められていることを特徴と
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する試料膨張・収縮量計測方法。
【請求項２０】
上記観察された干渉縞の変化を基準として、試料の膨張量および／または収縮量を計測
する工程は、干渉縞の本数を数え、一定長さ当たりの干渉縞の本数の変化から試料膨張・
収縮量を算出する工程であることを特徴とする請求項１７ないし１９のいずれか１項に記
載の試料膨張・収縮量計測方法。
【請求項２１】
上記観察された干渉縞の変化を基準として、試料の膨張量および／または収縮量を計測
する工程は、フーリエ変換法により、上記干渉縞を観察した領域上の点において干渉縞の
位相を求め、これを用いて得られる上記干渉縞を観察した領域における位相の分布に基づ
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いて試料膨張・収縮量を算出する工程であることを特徴とする請求項１７ないし１９のい
ずれか１項に記載の試料膨張・収縮量計測方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、微小サイズの試験片の膨張量および／または収縮量を計測可能とする試料膨
張・収縮量計測システムおよび試料膨張・収縮量計測方法に関するものであり、特に、微
小サイズの試験片の熱膨張量および／または熱収縮量を計測可能とする熱膨張・収縮量計
測システムおよび試料膨張・収縮量計測方法に関するものである。
10

【背景技術】
【０００２】
ＭＥＭＳ（ｍｉｃｒｏ

ｅｌｅｃｔｒｏ−ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ

ｓｙｓｔｅｍ）デバ

イスは、ＩＴ、バイオ・医療分野をはじめとして多くの科学技術分野への応用を通じて、
将来、我国にとって重要な基板技術の一つとなるものと期待されている。その実現には材
料の選択（最適な弾性率、強度の組合せ等）並びに、その加工法の選択が極めて重要であ
るが、必要な物性値が巨視的な測定で得られた場合と同一であるとして設計することは必
ずしも妥当ではない。
【０００３】
ＭＥＭＳデバイスの一例としては、基板上に形成させた薄膜から半導体製造技術を応用
したマイクロマシニング技術で三次元の微小構造体を作製することが想定されている。こ
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のため作製される部材の寸法は、薄膜の厚さを基本とするサイズ、すなわちサブミクロン
からミクロン程度の寸法となるが、このような薄膜の物性は作製プロセス（スパッタ、メ
ッキ、エッチング条件等）に大きく依存する。
【０００４】
特にプロセス中の欠陥導入に関しては、通常サイズでは問題とならないようなマイクロ
メートルオーダーやナノメートルオーダーの欠陥が微小部材の物性には大きな影響を与え
る。このことは、対応するバルク材料（通常寸法材料）の物性から薄膜の物性を推定する
ことが不可能もしくは著しく困難であることを意味している。
【０００５】
一般に、機械の設計においては、要求される性能を満たすために様々な材料を組み合わ
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せて構成し使用する。その検討過程では組み合わされる個々の材料の物性が十分に知られ
ていることが必要となる。ＭＥＭＳデバイスの設計においては、まだ選択した作製方法に
よって材料の物性が決まってくるのが現状である。しかし、より広範な材料や作製方法か
ら最適なものを選択するためには、個々の材料の微小サイズの試験片の物性を簡便な方法
で計測できる手法を確立することが強く望まれる。かかる手法の確立により、将来的には
、例えば、材料と作製方法の両面から検索することが可能なデータベースの構築等によっ
て、より広範な材料や作製方法から最適なものを選択することが可能となる。
【０００６】
特に、材料の物性の中でも、温度変化に伴う寸法変化は、ＭＥＭＳデバイスの設計にお
いては、非常に重要な物性である。すなわち、ＭＥＭＳデバイスのような微小な部品から
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なるシステムでは、わずかな熱流や通電加熱の導入によって大きな温度上昇とそれに伴う
熱膨張が起こる。そのため、均一でない熱膨張量を有する部品で構成される構造では、わ
ずかな熱や電力による部品間の熱膨張の差が大きな弾性応力の原因となり、力学的な不安
定要因となり得る。
【０００７】
このように、そのサイズに比べて大きな熱流に晒される微小構造物は、上述したＭＥＭ
Ｓに限らず、発光ダイオードや無機ＥＬや有機ＥＬのような発光素子、ＬＳＩなどの電子
部品、高温材料における遮熱・耐酸化コーティング被膜等のように多岐にわたって存在す
る。このような微小構造物においては、例えば、基盤となる物質と機能を発揮する物質と
の熱膨張量の差は、弾性・塑性ひずみを引き起こすことになる。このようなひずみは、上
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記微小構造物の物性や作動原理にも大きな影響を与えるだけでなく、微細構造物の力学的
破壊に至ることもある。
【０００８】
したがって、かかる微小構造物において、より最適な熱膨張量を有する材料を選択する
ためには、個々の材料の微小サイズの試験片の熱膨張量を簡便な方法で計測できる手法を
確立することが強く望まれる。
【０００９】
しかし、このような微小サイズの試験片に対する熱膨張量の直接測定は、試験片の小さ
さゆえ非常に困難である。一般的な熱膨張測定装置では、数ｍｍないし２０ｍｍ程度のサ
イズの試料を用い、１０ミクロン程度の変位をトランスデューサで測定し、その試料の熱

10

膨張量を得ることはできる。しかしこの方法では、一般的な機械設計に必要な熱膨張量や
物性研究には十分なデータを得ることはできても、トランスデューサの測定精度が低いた
め、目的とする微小サイズの試料の熱膨張量を測定することは不可能である。また、かか
る通常の熱膨張測定装置では、試料温度の均一性の確保が難しい。
【００１０】
微小サイズの試験片において熱膨張を測定する技術については、これまでにいくつかが
提案されており、一部は実用化されている。かかる技術としては、Ｘ線回折により格子定
数の温度依存性を計測する技術（非特許文献１）や、基盤の湾曲を高精度で測定する技術
（非特許文献２）、薄膜多結晶シリコンの熱膨張係数を測定するマイクロゲージセンサー
（非特許文献３）等を挙げることができる。また、レーザーを利用した熱膨張の測定技術

20

としては、マイケルソン干渉計を応用した技術も知られている。
【非特許文献１】Ｓ．Ｒａｊｕ

ｅｔ

ａｌ．，Ｊｏｕｒｎａｌ

ｏｆ

Ｎｕｃｌｅａｒ

Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，Ｖｏｌ．３２５，１８−２５（２００４）
【非特許文献２】Ｈ．Ｔｏｄａ

ｅｔ

ａｌ．，Ｊｏｕｒｎａｌ

ｏｆ

Ａｐｐｌｉｅｄ

Ｐｈｙｓｉｃｓ，Ｖｏｌ．８７，４１８９−４１９３（２０００）
【非特許文献３】Ｊｕｎｇ−Ｈｕｎ

Ｃｈａｅ

ｅｔ

ａｌ．，Ｓｅｎｓｏｒｓ

ａｎｄ

Ａｃｔｕａｔｏｒｓ，Ｖｏｌ．７５，２２２−２２９（１９９９）
【発明の開示】
【００１１】
しかしながら、上述した従来の技術は、何れも、微小サイズの試験片の熱膨張を計測す
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るには不十分である。
【００１２】
すなわち、非特許文献１に開示されている、Ｘ線回折により格子定数の温度依存性を計
測する技術では、一般的には、数ミクロン程度の微粒子からなる試料が数グラム程度必要
であり、普及している装置では目的とする微小サイズの試験片の熱膨張量を測定すること
は困難である。また、目的とする微小サイズの試験片において起こりうる格子定数変化の
異方性の決定は容易ではない。
【００１３】
さらに、格子の熱振動に起因する熱膨張は測定可能であるが、組織変化や欠陥の導入・
修復による変位は本質的に測定不能である。具体的には、熱膨張の要因は大きく二つに分
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けることができる。一つは、イントリンジックな要因であり、原子間ポテンシャルの非対
称性と原子の熱振動に基づく原子間距離の変動である。もう一方は、エクストリンジック
な要因であり、欠陥の存在およびその量の温度に依存した変動である。非特許文献１に開
示されている、Ｘ線回折により格子定数の温度依存性を計測する技術では、熱膨張の計測
は、対象となる試料のサイズや形状にあまり依存しないイントリンジックな熱膨張計測は
可能である。しかし、試料の作製時に導入される欠陥によって、サンプルの長さが変化す
る場合の測定には無力である。また、非晶質物質（アモルファスなど）には適用できない
。
【００１４】
また、非特許文献２に開示されているように、基盤の湾曲を高精度で測定する技術は、
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組み合わされた材料について個別のマッチングを判定することは可能になっているものの
、個別の材料の熱膨張測定を高い精度で行うことは困難である。すなわち、基盤の湾曲を
高精度で測定する技術を用いて熱膨張の相対比較はできるが、個別の材料の熱膨張量の絶
対値を高い精度で得ることには困難がある。それゆえ、基盤の湾曲を高精度で測定する技
術は、より自由度の高い微小構造物の設計を行うための、微小サイズの材料の基礎物性で
ある熱膨張量の測定法には適していない。また、測定のための装置も特殊なものである。
【００１５】
さらに、非特許文献３に開示されている技術は、薄膜多結晶シリコンの熱膨張係数を測
定する手法に事実上特化しているため、汎用性に乏しいと考えられる。
【００１６】

10

加えて、前述したマイケルソン干渉計の技術を応用した技術では、既存の顕微鏡システ
ムに組み込む点で困難が多く、簡便さの点で問題がある。すなわち、微小な試験片の寸法
変化の測定は可能であるものの、試験片サイズそのものの測定は別方法で行う必要がある
。また、マイケルソン干渉計では、半透鏡（光路分離）および参照鏡を顕微鏡に組み込ま
なければならないが、そのためには既存の顕微鏡の大改造または顕微鏡の新規設計が必要
となる。さらに、半透鏡および参照鏡が試料と独立に振動すると、その振動による変位が
そのまま測定誤差となる。このため、特にｎｍオーダーの変位を測定する場合には、極め
て厳密な防振が必要となり、実施の上で大きな障害となる。
【００１７】
微小な試験片の熱膨張測定のためには、簡便な測定用試験片の作製方法および微細な試
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験片を測定可能な測定方法の確立が必要である。マイクロマシニングや、電子顕微鏡薄膜
試料作製法の進歩は測定用試験片の作製を容易にした。しかし、上述したように、これま
で、かかる微小な試験片に見合った測定方法はなかった。
【００１８】
本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、結晶質・非結晶質とい
った固体物質の状態を問わずに、微小サイズの試験片の熱膨張量を計測可能とする熱膨張
量計測システムを提供することにある。
【００１９】
本発明者らは、上記課題に鑑み鋭意検討した結果、試験片の熱膨張（または熱収縮）に
伴う試料の実際の動きを、当該試験片を挟持する２つの部材の相対的な動きに変換し、こ
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れら部材の微細な動きを干渉縞の変化から計測することにより、微小サイズの試験片であ
っても熱膨張（または熱収縮）をより正確に測定することが可能であることを見出し、ま
た、かかる計測は、熱膨張（または熱収縮）に限られず、熱（温度）以外の条件変化に伴
う試料の膨張（または収縮）の計測にも用いることができることを考慮し、本発明を完成
させるに至った。
【００２０】
すなわち、本発明にかかる試料膨張・収縮量計測システムは、平滑な表面を有しており
、当該表面の一方の端部側に試料を載置する試料台と、平板状であり、一方の端部の下面
に上記試料台上の試料が接するとともに、他方の端部が上記試料台の表面における他方の
端部側に接した状態で、上記表面に対して傾斜して設けられる透光板部材と、少なくとも
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試料台の表面と透光板部材の下面との間に挟持された状態にある試料に対して、温度、湿
度、圧力および雰囲気から選ばれる少なくともいずれか一つの条件を変化させ、他の条件
を一定に維持することを可能とする試料条件変化手段と、顕微鏡手段とを備えており、上
記顕微鏡手段では、試料に対する上記条件の変化に伴う膨張または収縮によって透光板部
材の傾斜角度が変化することにより生ずる、上記試料台および透光板部材の間における光
の干渉縞の変化を観察し、この干渉縞の変化を基準として試料の膨張量および／または収
縮量を計測することを特徴としている。
【００２１】
また、上記本発明にかかる試料膨張・収縮量計測システムは、上記試料条件変化手段が
、少なくとも試料台の表面と透光板部材の下面との間に挟持された状態にある試料を加熱
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または冷却可能とする試料温度変化手段であって、温度変化に伴う試料の熱膨張量および
／または熱収縮量を計測する熱膨張・収縮量計測システムであってもよい。
【００２２】
また、上記本発明にかかる試料膨張・収縮量計測システムでは、上記試料条件変化手段
は、試料に加えて、当該試料を挟持する試料台および透光板部材に対して温度、湿度、圧
力および雰囲気から選ばれる少なくとも何れか１つの条件を変化させ、他の条件を一定に
維持することを可能とするものであることが好ましい。
【００２３】
また、上記熱膨張・収縮量計測システムでは、上記試料条件変化手段は、試料に加えて
、当該試料を挟持する試料台および透光板部材を加熱または冷却可能とするものであるこ

10

とが好ましい。
【００２４】
また、本発明の試料膨張・収縮量計測システムは、上記試料膨張・収縮量計測システム
において、上記試料条件変化手段に代えて、少なくとも試料台の表面と透光板部材の下面
との間に挟持された状態にある試料に対して、温度、湿度、圧力および雰囲気を一定に維
持することを可能とする試料条件維持手段を備え、上記顕微鏡手段では、試料の上記条件
維持下での経時的な膨張または収縮によって透光板部材の傾斜角度が変化することにより
生ずる、上記試料台および透光板部材の間における光の干渉縞の変化を観察し、この干渉
縞の変化を基準として試料の膨張量および／または収縮量を計測するものであってもよい
20

。
【００２５】
また、上記試料条件維持手段は、試料に加えて、当該試料を挟持する試料台および透光
板部材に対して、温度、湿度、圧力および雰囲気を一定に維持することを可能とするもの
であることが好ましい。
【００２６】
また、本発明の試料膨張・収縮量計測システムは、さらに、システムの稼動に伴って、
試料台および透光板部材、並びにこれらに挟持される試料に生ずる振動を防止または除去
する防振・除振手段を備えていることが好ましい。
【００２７】
また、本発明の試料膨張・収縮量計測システムは、さらに、上記顕微鏡手段により観察
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される画像を記録する画像記録手段を備えていることが好ましい。
【００２８】
また、本発明の試料膨張・収縮量計測システムは、さらに、当該画像記録手段により記
録された画像情報を解析する画像解析手段とを備えており、上記画像記録手段に記録され
た観察画像から、干渉縞の経時的な変化を画像解析手段により解析することで、試料の膨
張量および／または収縮量を数値化することがさらに好ましい。かかる試料膨張・収縮量
計測システムでは、上記画像解析手段は、干渉縞の移動および干渉縞の間隔変化の少なく
とも一方に基づいて、試料の膨張量および／または収縮量を数値化するようになっている
ことが好ましい。
【００２９】
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上記顕微鏡手段は、画像記録手段に記録される観察画像において少なくとも干渉縞の本
数が５０〜３００本の範囲内となるような範囲で、当該干渉縞の変化を観察することが好
ましい。上記顕微鏡手段が、共焦点走査型レーザー顕微鏡であることが好ましい。
【００３０】
上記試料膨張・収縮量計測システムは、さらに、上記試料、試料台および透光板部材を
外部と隔離された密閉状態で、かつ、これらを試料条件変化手段または試料条件維持手段
により条件をそれぞれ変化または維持するように収容する試料収容手段備えていることが
好ましい。また、上記熱膨張・収縮量計測システムは、上記試料、試料台および透光板部
材を外部と隔離された密閉状態で、かつ、これらを試料温度変化手段により加熱または冷
却可能とするように収容する試料収容手段備えていることが好ましい。
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【００３１】
上記試料膨張・収縮量計測システムは、さらに、上記試料収容手段の内部にガス若しく
は液体を導入可能とする雰囲気導入手段、または、上記試料収容手段の内部を真空にする
真空手段を備えていることが好ましい。
【００３２】
上記試料膨張・収縮量計測システムにおいては、さらに、システムの動作を制御する制
御手段を備えており、当該制御手段は、少なくとも、試料条件変化手段による試料の経時
的な条件変化に対応させて、顕微鏡手段による観察動作を制御することが好ましい。上記
制御手段は、さらに、試料条件変化手段による試料の経時的な条件変化に対応させて、画
像記録手段による顕微鏡手段の観察画像の記録を制御することが好ましい。
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【００３３】
上記熱膨張・収縮量計測システムにおいては、さらに、システムの動作を制御する制御
手段を備えており、当該制御手段は、少なくとも、試料温度変化手段による試料の経時的
な温度変化に対応させて、顕微鏡手段による観察動作を制御することが好ましい。上記制
御手段は、さらに、試料温度変化手段による試料の経時的な温度変化に対応させて、画像
記録手段による顕微鏡手段の観察画像の記録を制御することが好ましい。
【００３４】
また、本発明にかかる試料膨張・収縮量計測システムは、標準物質と、平滑な表面を有
しており、試料と、上記標準物質とを載置する試料台と、平板状であり、上記試料台およ
び上記標準物質とそれぞれ異なる端部の下面において接し、且つ、上記試料台および上記
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試料とそれぞれ異なる端部の下面において接するように設けられている少なくとも一枚の
透光板部材と、少なくとも試料台の表面と透光板部材の下面との間に挟持された状態にあ
る試料および上記標準物質に対して、温度、湿度、圧力および雰囲気から選ばれる少なく
ともいずれか一つの条件を変化させ、他の条件を一定に維持することを可能とする試料条
件変化手段と、顕微鏡手段とを備えており、上記条件の変化に伴う上記標準物質の膨張率
は予め求められており、かつ、上記顕微鏡手段では、試料および上記標準物質に対する上
記条件の変化に伴う膨張または収縮によって透光板部材の傾斜角度が変化することにより
生ずる、上記試料台および透光板部材の間における、試料に関する光の干渉縞の変化と、
上記標準物質に関する光の干渉縞の変化とを観察し、これらの干渉縞の変化を基準として
試料の膨張量および／または収縮量を計測するものであってもよい。
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【００３５】
かかる試料膨張・収縮量計測システムにおいては、上記透光板部材は、三角形状であり
、当該透光板部材の各端部の下面において、上記試料台、上記標準物質、および上記試料
にそれぞれ接しており、かつ、上記顕微鏡手段では、上記試料の膨張または収縮に起因す
る上記透光板部材の傾斜角度の変化、および、上記標準物質の膨張または収縮に起因する
上記透光板部材の傾斜角度の変化のそれぞれによって生ずる、上記試料台および透光板部
材の間における光の干渉縞の変化を観察し、比較する。
【００３６】
また、上記試料膨張・収縮量計測システムは、２枚の上記透光板部材を備え、第１の透
光板部材は、一方の端部の下面において、上記試料台と接し、他方の端部の下面において
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、上記試料と接しており、第２の透光板部材は、一方の端部の下面において、上記試料台
と接し、他方の端部の下面において、上記標準物質と接しており、かつ、上記顕微鏡手段
では、上記試料の膨張または収縮に起因する上記第１の透光板部材の傾斜角度の変化によ
って生ずる、上記試料台および上記第１の透光板部材の間における光の干渉縞の変化、お
よび、上記標準物質の膨張または収縮に起因する上記第２の透光板部材の傾斜角度の変化
によって生ずる、上記試料台および上記第２の透光板部材の間における光の干渉縞の変化
、を観察し比較するものであってもよい。
【００３７】
また、本発明にかかる試料膨張・収縮量計測システムは、標準物質と、平滑な表面を有
しており、試料と、上記標準物質とを載置する試料台と、平板状であり、上記試料および
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上記標準物質とそれぞれ異なる端部の下面において接するように設けられている透光板部
材と、少なくとも試料台の表面と透光板部材の下面との間に挟持された状態にある試料お
よび上記標準物質に対して、温度、湿度、圧力および雰囲気から選ばれる少なくともいず
れか一つの条件を変化させ、他の条件を一定に維持することを可能とする試料条件変化手
段と、顕微鏡手段とを備えており、上記条件の変化に伴う上記標準物質の膨張率は予め求
められており、かつ、上記顕微鏡手段では、試料および上記標準物質に対する上記条件の
変化に伴う膨張または収縮によって透光板部材の傾斜角度が変化することにより生ずる、
上記試料台および透光板部材の間における光の干渉縞の変化を観察し、この干渉縞の変化
を基準として試料の膨張量および／または収縮量を計測するものであってもよい。
【００３８】
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本発明にかかる試料膨張・収縮量計測方法は、平滑な表面を有している試料台上に、試
料を載置する工程と、平板状の透光板部材を、異なる端部の下面において上記試料台の表
面、および上記試料に接するように、上記表面に対して傾斜して設置する工程と、少なく
とも試料台の表面と透光板部材の下面との間に挟持された状態にある試料に対して、温度
、湿度、圧力および雰囲気から選ばれる少なくともいずれか一つの条件を変化させ、他の
条件を一定に維持すると同時に、試料に対する上記条件の変化に伴う膨張または収縮によ
って透光板部材の傾斜角度が変化することにより生ずる、上記試料台および透光板部材の
間における光の干渉縞の変化を観察する工程と、上記観察された干渉縞の変化を基準とし
て、試料の膨張量および／または収縮量を計測する工程とを含むことを特徴としている。
【００３９】
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また、本発明にかかる試料膨張・収縮量計測方法は、平滑な表面を有している試料台上
に、試料を載置する工程と、平板状の透光板部材を、異なる端部の下面において上記試料
台の表面、および上記試料に接するように、上記表面に対して傾斜して設置する工程と、
少なくとも試料台の表面と透光板部材の下面との間に挟持された状態にある試料に対して
、温度、湿度、圧力および雰囲気を一定に維持しながら、上記顕微鏡手段では、試料の上
記条件維持下での経時的な膨張または収縮によって透光板部材の傾斜角度が変化すること
により生ずる、上記試料台および透光板部材の間における光の干渉縞の変化を観察する工
程と、上記観察された干渉縞の変化を基準として、試料の膨張量および／または収縮量を
計測する工程とを含むものであってもよい。
【００４０】
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さらに、本発明にかかる試料膨張・収縮量計測方法は、平滑な表面を有している試料台
上に、試料と、標準物質とを載置する工程と、少なくとも一枚の平板状の透光板部材を上
記試料台および上記標準物質とそれぞれ異なる端部の下面において接し、且つ、上記試料
台および上記試料とそれぞれ異なる端部の下面において接するように設置する工程と、少
なくとも試料台の表面と透光板部材の下面との間に挟持された状態にある試料および上記
標準物質に対して、温度、湿度、圧力および雰囲気から選ばれる少なくともいずれか一つ
の条件を変化させ、他の条件を一定に維持すると同時に、試料および上記標準物質に対す
る上記条件の変化に伴う膨張または収縮によって透光板部材の傾斜角度が変化することに
より生ずる、上記試料台および透光板部材の間における、試料に関する光の干渉縞の変化
と、上記標準物質に関する光の干渉縞の変化とを観察する工程と、上記観察された干渉縞
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の変化を基準として、試料の膨張量および／または収縮量を計測する工程とを含み、かつ
、上記条件の変化に伴う上記標準物質の膨張率は予め求められているものであってもよい
。
【００４１】
上記本発明にかかる試料膨張・収縮量計測方法では、上記観察された干渉縞の変化を基
準として、試料の膨張量および／または収縮量を計測する工程は、干渉縞の本数を数え、
一定長さ当たりの干渉縞の本数の変化から試料膨張・収縮量を算出する工程であることが
好ましい。
【００４２】
また、上記本発明にかかる試料膨張・収縮量計測方法では、上記観察された干渉縞の変
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化を基準として、試料の膨張量および／または収縮量を計測する工程は、フーリエ変換法
により、上記干渉縞を観察した領域上の点において干渉縞の位相を求め、これを用いて得
られる上記干渉縞を観察した領域における位相の分布に基づいて試料膨張・収縮量を算出
する工程であってもよい。
【００４３】
本発明は、以上のように、顕微鏡が有する光学装置としての機能を拡張し、試料の観察
面垂直方向への膨張（または収縮）を、光学的干渉および必要に応じてデジタル処理によ
り高い精度で計測することを可能としている。そのため、従来よりも正確で汎用性の高い
熱膨張（または熱収縮）、あるいは、膨張（または収縮）の計測技術となっている。その
結果、より適切な製造プロセスの選択や内在する問題点の明確化、設計への例えば熱膨張
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の意識的な折り込みによる合理的な微細構造の構築など、人工物としてより完成度の高い
工業製品への道が開かれるという効果を奏する。
【００４４】
また、本発明にかかる熱膨張・収縮量計測システム（または試料膨張・収縮量計測シス
テム）は、構造が簡単であり安価なジグを用いることで、とりわけ微小サイズの試料片の
熱膨張・収縮量（膨張・収縮量）測定が可能となる。
【００４５】
また、本発明にかかる熱膨張・収縮量計測システム（または試料膨張・収縮量計測シス
テム）では、顕微鏡手段として、わずかな改良を加えるのみで既存の光学装置を利用する
ことができる。例えば、顕微鏡手段として共焦点レーザー顕微鏡を用いる場合には、試料
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温度変化手段または試料条件変化手段として、例えば炉を設置するのみで、既存の共焦点
レーザー顕微鏡を利用することができる。また、例えば、顕微鏡手段として通常の光学顕
微鏡を用いる場合には、光源を単色光（ナトリウムランプなど）等とし、試料温度変化手
段または試料条件変化手段として、例えば炉を設置するのみで、既存の光学顕微鏡を利用
することができる。
【００４６】
さらに、本発明にかかる熱膨張・収縮量計測システム（または試料膨張・収縮量計測シ
ステム）においては、干渉する２光波が反射する、試料台と傾斜半透鏡（透光板部材。以
下、本明細書において、透光板部材を傾斜半透鏡と称することがある。）は隣接している
ため、ほぼ同じ振動をすると考えられる。それゆえ、本発明にかかる熱膨張・収縮量計測
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システム（または試料膨張・収縮量計測システム）試料は振動という外部からの攪乱に対
して比較的鈍感であり、高精度の測定が可能である。
【００４７】
また、本発明にかかる熱膨張・収縮量計測システム（または試料膨張・収縮量計測シス
テム）においては、プローブに光を利用しており、非接触であるため、プローブの熱膨張
といった誤差要因を持たない。
【００４８】
さらに、本発明にかかる熱膨張・収縮量計測システム（または試料膨張・収縮量計測シ
ステム）においては、温度変化（または条件変化）にさらされる主要部分（試料台と傾斜
半透鏡）を小さくすることができるため、温度の不均一による測定精度の低下を回避しや
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すいという効果を奏する。
【００４９】
また、空間キャリア（干渉縞）が発生しているため、サブフリンジ干渉法、特にその中
のフーリエ変換法と整合性がよい。それゆえ、ｎｍオーダーの変位を容易に復調すること
が可能となる。
【００５０】
さらに、試料の長さと試料の変位を別々に求める必要なく、熱膨張率（または膨張率）
を簡単に計算することが可能となる。
【００５１】
また、同一条件下において、当該条件下における膨張率が既知である標準物質の膨張率
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を計測し、上記試料の計測結果と比較することによって、装置系に起因する誤差を補正し
、より精度の高い測定結果を得ることができる。
【００５２】
本発明のさらなる他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分わ
かるであろう。また、本発明の利益は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろ
う。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の一実施形態を示すものであり、試料台および傾斜半透鏡により試料を挟
持して干渉縞の変化を測定する要部の構成を示す模式図である。
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【図２】本発明にかかる熱膨張・収縮量計測システムの一例を示す模式図であり、図１に
示す要部を有する構成を示す。
【図３（ａ）】本発明にかかる試料ホルダーの構成例を示す模式図である。
【図３（ｂ）】本発明にかかる試料ホルダーの構成例を示す模式図である。
【図４】本発明における試料の高さと干渉縞との関係の導出方法を説明するために、試料
台および傾斜半透鏡にレーザー光等の光が入射して反射された状態を示す模式図である。
【図５】本発明において、干渉縞の解析手順の好ましい一例を示す工程図である。
【図６】本発明において、昇温時および降温時での純銅の熱膨張量をアナログ手法により
計測した結果を示すグラフである。
【図７】本発明において、昇温時および降温時での純銅の熱膨張量をデジタル手法により
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計測した結果を示すグラフである。
【図８】本発明において、昇温時および降温時での純銅の熱膨張量を計測した実施例にお
いて、各温度における干渉縞の間隔を示すグラフである。
【図９】本発明において、昇温時および降温時での純金の熱膨張量を計測した実施例にお
いて、各温度における干渉縞位相の傾きを示すグラフである。
【図１０】本発明において、昇温時および降温時での純金の熱膨張量を計測した結果を示
すグラフである。
【図１１】本発明において、昇温時および降温時での純銅の熱膨張量を計測した実施例に
おいて、各温度における干渉縞位相の傾きを示すグラフである。
【図１２】本発明において、昇温時および降温時での純銅の熱膨張量を計測した結果を示
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すグラフである。
【図１３】本発明の第２の実施形態に係るジグの構造を示す平面図である。
【図１４】本発明の第３の実施形態に係るジグの構造を示す平面図である。
【図１５】本発明の第４の実施形態に係るジグの構造を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５４】
１０

試料

１１

試料台

１２

傾斜半透鏡（透光板部材）

１３

加熱炉（試料温度変化手段、試料収容手段）

２０

共焦点レーザー顕微鏡（顕微鏡手段）

１４

防振・除振機構（防振・除振手段）

３１

画像記録部（画像記録手段）

３２

パーソナルコンピュータ（制御手段、画像解析手段）

３３

標準物質

３４

観測範囲
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【発明を実施するための最良の形態】
【００５５】
〔第１の実施形態〕
本発明の一実施形態について図１ないし図１２に基づいて説明すると以下の通りである
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が、本発明はこれに限定されるものではなく、特許請求の範囲に示した範囲で種々の変更
や組合せにより得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【００５６】
（Ｉ）本発明にかかる熱膨張・収縮量計測システム
本発明にかかる熱膨張・収縮量計測システムの具体的な一例を図２に示す。同図に示す
ように、本発明にかかる熱膨張・収縮量計測システムは、試料台１１、傾斜半透鏡（透光
板部材）１２、加熱炉（試料温度変化手段）１３、防振・除振機構（防振・除振手段）１
４、配管１５およびバルブ１６、共焦点レーザー顕微鏡（顕微鏡手段）２０、画像記録部
（画像記録手段）３１、パーソナルコンピュータ（画像解析手段および／または制御手段
）３２とに分けることができる。
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【００５７】
〔試料台および傾斜半透鏡〕
試料台１１は、平滑な表面を有しており、当該表面の一方の端部側に試料１０を載置す
るものであれば特に限定されるものではない。本実施の形態では、例えば、透明アルミナ
（Ａｌ２Ｏ３）板を用いている。また、試料台１１は、図２に示すように水平に配置され
ていてもよいが、その配置の向きはこれに限定されるものではなく、適宜選択すればよい
。
【００５８】
傾斜半透鏡１２は、平板状であり、一方の端部の下面に上記試料台１１上の試料１０が
接するとともに、他方の端部が上記試料台１１の表面における他方の端部側に接した状態
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で、上記表面に対して傾斜して設けることが可能なものであれば特に限定されるものでは
ない。本実施の形態では、上記試料台１１と同様に、透明アルミナ板を用いている。つま
り、本実施の形態では、本発明の好ましい一例として試料台１１および傾斜半透鏡１２と
して同一の部材を用いているが、もちろん本発明はこれに限定されるものではない。
【００５９】
上記試料台１１および傾斜半透鏡１２は、試料台１１の表面と透光板部材の下面との間
で試料１０を挟持することになる。したがって、これらをまとめて試料ホルダーと称して
もよい。図３（ａ）は、上記試料ホルダーの一構成例を示す模式図である。同図に示すよ
うに、傾斜半透鏡１２の下面が、試料台１１のエッジに接している構成でも良い。また、
図３（ｂ）は、上記試料ホルダーの他の構成例を示す模式図である。同図に示すように傾
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斜半透鏡１２のエッジが、試料台１１の表面に接している状態でも良い。なお、上記のそ
れぞれのエッジは、直線状であることが好ましい。
【００６０】
上記試料台１１および傾斜半透鏡１２（試料ホルダー）は、図２に示すように、加熱炉
１３中に設置されることが好ましいため、加熱炉１３による加熱に耐久できる耐熱性を有
していることが好ましい。また、本発明では、後述するように、加熱炉１３によって試料
１０や試料台１１、傾斜半透鏡１２を加熱するだけでなく冷却可能としてもよいため、冷
却のプロセスにも耐久できるものであれば好ましい。言い換えれば、本発明で用いられる
試料台１１および傾斜半透鏡１２は、熱膨張量（または熱収縮量）を計測するために加熱
および冷却される温度範囲内（計測温度範囲内）で十分な耐久性を有するものであればよ

40

い。
【００６１】
具体的には、例えば、常温すなわち１５℃±５℃程度の温度範囲から１４００℃程度の
高温域までの加熱に耐久性（耐熱性）を有しており、かつ、常温から−１５０℃程度の低
温域まで冷却にも耐久性（耐冷却性）を有していれば好ましい。もちろん、本発明にかか
る熱膨張・収縮量計測システムの用途によっては、耐熱性のみ有していてもよいし、耐冷
却性のみを有していてもよいし、耐久温度の範囲も異なっていてもよい。
【００６２】
ここで、試料台１１および傾斜半透鏡１２の耐久性とは、温度変化によって破壊や変形
、屈折率の大きな変化、相変態等を起こさないことを指すものとする。本実施の形態では
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、試料台１１および傾斜半透鏡１２として上記透明アルミナ板を用いているが、この透明
アルミナ板であれば、上記計測温度範囲内で十分な耐久性を示すことができる。
【００６３】
〔傾斜半透鏡（透光板部材）のより具体的な構成〕
上記傾斜半透鏡１２のより具体的な構造は特に限定されるものではなく、その厚みや大
きさについては、計測対象となる試料１０の種類や熱膨張（または熱収縮）の条件（入射
するレーザー光の波長、加熱や冷却、計測雰囲気の種類、温度変化の速度等）によって適
宜設定すればよい。言い換えれば、試料１０の種類や熱膨張（または熱収縮）の条件に応
じて適切な厚みや大きさを設定すればよい。なお、後述するが、レーザー光顕微鏡部で観
測される画像には、少なくとも５０〜３００本の干渉縞が現れることが好ましいため、傾

10

斜半透鏡１２の長さの設定には、この点を十分に考慮する。
【００６４】
例えば、傾斜半透鏡１２の強度や剛性の点から見ると、材質にもよるが、傾斜半透鏡１
２の厚みが大きい方が強度も剛性も高くなるため、その厚みは傾斜状態で強度や剛性を十
分に保持できる程度であればよい。しかしながら、傾斜半透鏡１２の厚みが大きすぎると
、試料１０に加わる応力が高くなって塑性変形を引き起こす可能性がある。それゆえ、試
料１０の種類に応じて傾斜半透鏡１２の厚みは適宜好ましい値を設定すればよい。
【００６５】
また、傾斜半透鏡１２における干渉光の点から見ると、傾斜半透鏡１２にレーザー光を
入射させた場合、傾斜半透鏡１２の上下からの反射光が干渉することによって、実際に計
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測する対象である干渉縞を形成する反射光の一方が減殺される可能性がある。傾斜半透鏡
１２の厚みが大きすぎると、わずかな温度変化で当該傾斜半透鏡１２の熱膨張量が波長の
１／２となって、上記の減殺が昇温中に頻繁に起きることになる。例えば、傾斜半透鏡１
２の厚みが０．５ｍｍ程度であると、熱膨張係数が１０−５程度の場合、１００℃ごとに
減殺が発生し、前後１０℃程度で測定が困難になると予想される。一方、傾斜半透鏡１２
の厚みが薄すぎると、減殺が頻繁に起きない代わりに、広い温度範囲で干渉縞の濃淡差が
小さくなっていき、測定困難な温度範囲が現れる可能性がある。例えば、傾斜半透鏡１２
の厚みが０．１ｍｍ程度であると、減殺の発生間隔が５００℃程度となるが、前後５０℃
くらいの範囲で測定が困難になると思われる。
【００６６】
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上記の点から、傾斜半透鏡１２の相対的な厚みについては、ごく狭い温度範囲の熱膨張
データ（または熱収縮データ）が必要な場合は、比較的薄い傾斜半透膜を用いれば、欠落
の無い計測結果を得ることができる（ただし、上記温度範囲内で計測に困難が生じないこ
とが必要）。一方、広い温度範囲の熱膨張データ（または熱収縮データ）を必要とする場
合は、比較的厚い傾斜半透鏡１２を用い、かつ、計測により得られた熱膨張データ（また
は熱収縮データ）を内挿・補完することが好ましい。汎用的な傾斜半透鏡１２の厚みとし
ては、例えば、０．１ｍｍ以上０．５ｍｍ以下を挙げることができる。
【００６７】
上記傾斜半透鏡１２の長さは、後述する加熱炉１３による加熱（または冷却）温度が均
一となる領域に合わせて上限を設定すればよい。また、後述するように、傾斜半透鏡１２
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と試料台１１とで好ましい条件での干渉縞を形成することができるような長さであればよ
い。それゆえ、傾斜半透鏡１２の具体的な長さは特に限定されるものではないが、例えば
、本実施の形態では、長さ１ｍｍ程度のものを好適に用いることができる。
【００６８】
試料台１１上に配置される傾斜半透鏡１２の傾斜角度は、入射したレーザー光により干
渉縞を十分生じさせることができる角度であればよく、特に限定されるものではないが、
傾斜半透鏡１２の加熱中に試料台１１との間で傾斜の位置関係にずれが生じるような事態
を回避するためにも傾斜角度はできるだけ小さいことが好ましい。後述するように、本実
施の形態では、例えば、波長６３２．８ｎｍのレーザー光を用いているが、この場合、生
じる干渉縞の間隔を５μｍとすれば、傾斜角度は０．５°〜１５°であることが好ましく
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、１．５°〜５°であることがより好ましく、３°程度であることがさらに好ましい。
【００６９】
なお、傾斜角度についても、レーザー光顕微鏡部で観測される画像には、少なくとも５
０〜３００本の干渉縞が現れるような角度に設定することが好ましいため、必ずしも上記
具体的な数値に特定されるものではない。
【００７０】
〔加熱炉〕
上記加熱炉は、熱膨張量（または熱収縮量）の計測対象となる温度範囲内で、少なくと
も試料１０を、好ましくは試料台１１および傾斜半透鏡１２を加熱できるものであればよ
いが、試料１０等を加熱しながら干渉縞を観察できるような構成となっている必要がある

10

。
【００７１】
具体的な加熱用の装置構成としては、試料１０の種類や加熱温度範囲等の諸条件に応じ
て公知の好ましいものを選択すればよい。例えば、本実施の形態では、赤外線イメージ炉
を用いている。赤外線による加熱であれば、試料１０や試料１０を挟持する試料台１１お
よび透光板部材をより均等に加熱することができるとともに、試料１０等の表面酸化も有
効に抑制することができる。また、加熱の均等性を高くできるとともに、試料１０の表面
酸化等の変質を抑制できるのであれば、抵抗加熱炉、高周波炉、通電加熱等といった公知
の他の加熱装置を用いることもできる。
【００７２】
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また、上記加熱炉１３においては、より正確な熱膨張量（または熱収縮量）を計測する
観点から、（１）試料温度を高精度で測定または校正曲線から推定できること、（２）加
熱中の試料表面の酸化や窒化などの変化を避けることができること、（３）温度コントロ
ールが高い精度で可能であること、等の性能を有していることが特に好ましい。このよう
な性能は、加熱炉１３そのものが有していてもよいし、後述する制御部による制御で実現
してもよい。
【００７３】
なお、上記のように本発明では、計測温度範囲としては、例えば、−１５０〜１４００
℃の温度範囲を挙げることができるので、実質的に加熱処理だけでなく、冷却処理を施し
てもよい。そこで、本実施の形態における加熱炉１３は、試料１０を加熱または冷却可能
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とする構成（試料温度変化手段）ということができる。したがって、加熱炉１３には加熱
用の装置構成だけでなく冷却用の装置構成を有してもよい。
【００７４】
上記冷却用の装置構成としても特に限定されるものではなく、公知の種々の冷却装置を
利用すればよい。具体的な冷却装置としては、例えば、ペルチエ素子、冷却窒素ガス循環
冷却器等を好適に用いることができる。
【００７５】
さらに、本発明においては、試料温度を変化させる目的で設けられる冷却装置以外に、
加熱炉１３による加熱が、試料１０やこれを挟持する試料台１１および傾斜半透鏡１２以
外に影響を及ぼさないようにするための冷却装置を備えていてもよい。便宜上、このよう
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な装置を加熱影響回避用の冷却装置と称する。このような冷却装置の具体例も特に限定さ
れるものではなく、上記と同様、公知の種々の冷却装置を利用することができる。
【００７６】
なお、本実施の形態では、図２に示すように、加熱炉１３内に試料１０および試料ホル
ダー（試料台１１および傾斜半透鏡１２）を設置するようになっている。ここで、試料１
０等の表面酸化をより一層抑制または回避するために、これら試料ホルダーおよび試料１
０を外部と隔離された密閉状態とすることがより好ましい。したがって、上記加熱炉１３
は、単に加熱のためだけでなく、試料１０を密閉して収容する構成（試料収容手段）とな
っていることが好ましい。
【００７７】
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この場合、後述するように、収容空間内をガスまたは液体で置換したり真空状態とした
りすることで、試料１０の表面酸化等の変化を有効に回避し、より一層正確な熱膨張量（
または熱収縮量）を計測することが可能となる。加熱炉１３における試料収容のための構
成は特に限定されるものではなく、計測のための光の導入が可能かつ密閉可能なケーシン
グとして広く知られている公知の構成を用いればよい。
【００７８】
〔防振・除振機構〕
上記防振・除振機構１４は、本発明にかかる熱膨張・収縮量計測システムの稼動に伴っ
て、試料台１１および透光板部材、並びにこれらに挟持される試料１０に生ずる振動を防
止または除去するための構成であればよい。

10

【００７９】
上記防振・除振機構１４において要求される性能としては、システムの振動による干渉
縞の揺れが干渉縞間隔より十分小さくできるような防振／除振制御が可能であればよい。
具体的には、システムの振動による干渉縞の揺れは、干渉縞間隔の１０分の１以下、より
好ましくは１００分の１以下、さらに好ましくは１０００分の１以下、特に好ましくは１
００００分の１以下である。これにより、細かい精度で位相を算出することが可能となる
。例えば、システムの振動による干渉縞の揺れを、干渉縞間隔の１０００分の１以下とす
ることにより後述するサブフリンジ干渉を利用した場合には、干渉縞間隔の１／１０００
の細かい精度で位相を算出することが可能となる。
【００８０】
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上記防振・除振性能を得るためには、例えば、ＳＴＭ（走査形トンネル顕微鏡）やＡＦ
Ｍ（原子間力顕微鏡）などに用いられている除震機構等を好適に用いることができる。
【００８１】
また、熱膨張量（または熱収縮量）の計測の条件や目的、並びに、防振・除振機構１４
の種類等によっては、干渉縞の間隔を広げてもよい。すなわち、干渉縞の間隔よりも振動
の間隔が大きければ、干渉縞の位置の変動を測定したときに誤差が生じやすくなるため、
計測値への影響が無いかほとんど無視できるのであれば、干渉縞の間隔を広げることが好
ましい。
【００８２】
なお、干渉縞のゆらぎは、試料台１１と傾斜半透鏡１２の間の距離が変わる振動成分の
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みから起こるが、本発明にかかる熱膨張・収縮量計測システムにおいては、干渉する２光
波が反射する、試料台１１と傾斜半透鏡１２は隣接しているため、ほぼ同じ振動をすると
考えられる。それゆえ、本発明にかかる熱膨張・収縮計測システム試料は振動に対して比
較的強いと考えられる。
【００８３】
〔配管・バルブ他〕
本実施の形態では、上記のように、加熱炉１３が試料１０を密閉した状態で収容できる
ため、この加熱炉１３内の雰囲気の種類を変えたり、圧力を変化させたりする構成を備え
ていることがより好ましい。例えば、図２に示す配管１５およびバルブ１６は、図示しな
いガス供給部、液体供給部および／または真空ポンプに接続されている構成を挙げること
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ができる。
【００８４】
ガス供給部（雰囲気導入手段）に接続されている場合には、加熱炉（試料収容手段）１
３の内部に各種ガスを導入することができる。このとき用いられるガスとしては、試料変
化を惹起しないものであれば特に限定されるものではなく、試料の種類に応じて適宜選択
することができる。したがって、上記ガスは、試料によっては、アルゴンガス、ヘリウム
ガス、窒素ガス等の不活性ガスであってもよいし、還元性ガスであってもよいし、酸化性
ガスであってもよい。また、これらガスは、酸素や水分を除去したものであってもよい。
これにより、雰囲気が試料１０へ与える影響をより一層低減することができる場合がある
。ここで、酸素除去や除湿のための構成は特に限定されるものではなく、公知のフィルタ
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ー等を用いればよい。
【００８５】
液体供給部（雰囲気導入手段）に接続されている場合には、加熱炉（試料収容手段）１
３の内部に各種液体を導入することができる。このとき用いられる液体としては、光が遮
られない液体であって、試料変化を惹起しないものであればよく、例えば、水、水溶液、
溶融塩、油等を挙げることができるが特に限定されるものではない。なお、液体雰囲気中
で熱膨張量（または熱収縮量）の測定を行う場合の温度も、ガス中や真空中で測定する場
合と同様である。
【００８６】
上記ガス供給部および液体供給部の具体的な構成は特に限定されるものではなく、各種
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ガスを閉鎖空間内に供給および排出する公知の構成を好適に用いることができる。
【００８７】
上記真空ポンプ（真空手段）に接続されている場合には、加熱炉（試料収容手段）１３
の内部を減圧または真空状態とすることができる。また、ガス供給部と併設して用いられ
る場合には、ガスによる加熱炉１３の内圧を変化させることができる。この真空ポンプの
具体的な構成は特に限定されるものではなく、公知の構成を好適に用いることができる。
【００８８】
上記配管１５およびバルブ１６の具体的な構成も特に限定されるものではなく、ガス供
給・排出、液体供給・排出等の分野で用いられている一般的な配管やバルブを用いればよ
い。

20

【００８９】
〔レーザー顕微鏡部〕
上記共焦点レーザー顕微鏡２０は、試料ホルダーに対してレーザー光を入射させ、試料
ホルダー（すなわち試料台１１および傾斜半透鏡１２）により形成される干渉縞を観測す
る。共焦点レーザー顕微鏡２０の具体的な構成は特に限定されるものではなく、図２に示
すように、レーザー光源２１、レーザー光走査部２２、ハーフミラー２３、レンズ２４、
レーザー光受光部２５等を備えている一般的な構成を挙げることができる。
【００９０】
上記レーザー光源２１においては、出射するレーザー光が単色光である必要があり、位
相がそろっていることが好ましい。なお、用いられる傾斜半透鏡１２の透光性が十分であ

30

り、レンズ２４やレーザー受光部で十分に対応できる波長であれば、可視光領域の波長で
ある必要はない。具体的なレーザー光源２１としては、例えば、Ｈｅ−Ｎｅレーザー発振
器等を用いることができるが、特に限定されるものではない。
【００９１】
上記レーザー光走査部２２としては、試料１０に対して照射するレーザー光を走査でき
る構成であればよく特に限定されるものではない。例えば、ガルバノメーターミラー（ガ
ルバノミラー）を好ましく用いることができるが、もちろん公知の他の構成であってもよ
い。
【００９２】
上記ハーフミラー２３は、レーザー光源２１から出射されたレーザー光を上記レーザー

40

光走査部２２（およびレンズ２４）に向けて照射するとともに、試料ホルダーから反射さ
れたレーザー光をレーザー光受光部２５に向けて照射する構成を有していればよい。ハー
フミラーに変えて、偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ）と１／４波長板（ＱＷＰ）を組み合
わせたものを用いることもできる。
【００９３】
上記レンズ２４は、開口数等については特に限定されるものではなく、観察対象に合わ
せて適切なものを用いればよいが、図２にも示すように、加熱炉１３内で加熱（または冷
却）される試料ホルダーを十分に観察できるものである必要がある。言い換えれば、加熱
炉１３内での広範な温度範囲でも試料ホルダーから干渉縞を観察できるレンズ系であれば
、公知のどのようなものでも好適に用いることができる。
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【００９４】
上記レーザー光受光部２５は、試料１０（試料ホルダー）から反射されるレーザー光を
受光して観察画像として生成することができるものであればよい。図２に示す構成では、
反射されたレーザー光は、共焦点位置のピンホールを通過して光電子増倍管（ＰＭ）に入
り、画像データ変換部により画像データとして変換される。共焦点レーザー顕微鏡２０で
は、レーザー光走査部２２によってｘ−ｙ軸に入射するレーザー光のスポットが走査され
るので、画像データ変換部において、ＰＭにより得られるレーザー光の強度を個々の座標
に応じてフレームメモリ上の位置に入力することで画像データを得ることができる。
【００９５】
上記共焦点レーザー顕微鏡２０による試料ホルダーの観察の条件は特に限定されるもの

10

ではないが、画像記録部３１に記録される観察画像において、少なくとも５０〜３００本
の範囲内となるような範囲で、当該干渉縞の変化を観察することが好ましい。これによっ
てより正確な熱膨張量（または熱収縮量）を計測することができる。
【００９６】
本実施の形態では、顕微鏡手段として、共焦点レーザー顕微鏡２０を用いているが、本
発明はこれに限定されるものではなく、共焦点レーザー顕微鏡に代えて、通常の光学顕微
鏡をはじめとする様々なタイプの顕微鏡を用いることができる。
【００９７】
本発明の熱膨張・収縮量計測システムにおいて用いることができる顕微鏡はとくに限定
されるものではないが、光源を単色光または準単色光にする必要がある。ここで準単色光

20

とは、非単色ではあるが、波長帯域が干渉に差し支えないほど十分に狭い光をいう。かか
る光源としては、特に限定されるものではないが、輻射光に対して相対的に十分なパワー
の光源であることが好ましい。これにより、数百℃以上の高温での測定が可能となる。か
かる光源としては、具体的には、例えば、水銀ランプ、ナトリウムランプ等を好適に用い
ることができる。かかる、輝線を発する熱光源を用いることにより、特定の輝線を、例え
ば色フィルタ等で選択し、選択した輝線を干渉光源として用いることができる。
【００９８】
また、上記光源として、一般の白色光源を用い、この白色光源から干渉フィルタで特定
の波長を切り出し、干渉光源として用いてもよい。
【００９９】
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本発明で用いることができる種々の顕微鏡の構成も、特に限定されるものではなく、市
販の各種顕微鏡を好適に利用することができる。
【０１００】
なお、顕微鏡手段として、レーザー顕微鏡以外の顕微鏡を用いる場合には、本実施の形
態中、「レーザー光」は、該顕微鏡において用いられる「光」に、「共焦点レーザー顕微
鏡」は「顕微鏡」に置き換えて理解される。
【０１０１】
また、本実施の形態では、レーザー顕微鏡２０として共焦点型のものを用いているが、
本発明はこれに限定されるものではなく、試料１０の種類や観察の条件等に応じて、他の
レーザー顕微鏡を用いてもよい。もちろん単色性の高いレーザーを光源に用いれば、より

40

明るく、かつ、コントラストの高い干渉光測定が可能となる。ただし、レーザーを光源に
用いる場合には、空間的な干渉性が高いことにより、スペックル雑音が生じる。共焦点レ
ーザー顕微鏡を用いることにより、かかるスペックル雑音を取り除くことが可能となる。
また、共焦点型ではないレーザー顕微鏡であっても、レーザーの空間コヒーレンスを低減
するフィルタ、回転散乱板等を用いることによりスペックル雑音を取り除くことが可能と
なる。
【０１０２】
本実施の形態では、上記試料ホルダーにおいて、傾斜半透鏡１２の下面と試料台１１と
の間隔ができるだけ少ない位置で、傾斜半透鏡１２の下面に焦点が合うように調整して観
察を行ったところ、傾斜半透鏡１２の項で説明した干渉の減殺はほとんど認められなかっ
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た。これは、用いたレーザー顕微鏡が共焦点型であることから、距離が近い二つの反射光
の干渉のみが観察されたためと解釈される。したがって、この点からも、本発明で用いる
レーザー顕微鏡は、共焦点走査型レーザー顕微鏡であることが好ましい。
【０１０３】
〔画像記録部・画像解析部〕
上記画像記録部３１は、上記共焦点レーザー顕微鏡２０により観察される画像を記録す
るものであれば特に限定されるものではない。当該画像記録部３１に要求される性能とし
ては、可能な限り高い分解能を有する少なくとも５０〜３００本であって、可能な限り多
くの干渉縞の間隔を高い精度で録画できること、試料１０（および試料ホルダー）に対し
て付与される長時間の温度変化（加熱および冷却）に対して十分な録画時間が確保される

10

ものであればよい。
【０１０４】
具体的な画像記録部３１としては、公知のアナログ方式の画像記録装置（一般のビデオ
装置等）であってもよいし、デジタル方式の画像記録装置（デジタル方式のビデオ装置や
パーソナルコンピュータ３２への画像データの直接取り込み等）であってもよい。ハード
ディスク等を用いたデジタル方式であれば長時間の画像記録が可能であるとともに、画像
情報を解析しやすくなるため、好ましい。
【０１０５】
上記画像解析部は、上記画像記録部３１により記録された画像情報を解析するものであ
ればよいが、特に本発明では、記録された観察画像から、干渉縞の経時的な変化を解析す

20

ることで、試料１０の熱膨張量（または熱収縮量）を数値化している。すなわち、試料１
０および試料ホルダーを加熱したり冷却したりすることで生じた試料１０の膨張や収縮は
、試料ホルダーによって（ＩＩ）の項でより具体的に説明するように、干渉縞の移動や干
渉縞の間隔変化等として現れる。そこで、これらのパラメーターの少なくとも何れかに基
づいて、試料１０の熱膨張量（または熱収縮量）を数値化すればよい。
【０１０６】
上記画像解析部のより具体的な構成は特に限定されるものではなく、例えば、適切な画
像解析用のソフトウエアをインストールしたパーソナルコンピュータ３２およびその周辺
機器一式を用いることができる。また、ハードディスク等を用いてデジタル方式で画像を
録画する場合には、画像解析部と画像記録部３１とを一つのパーソナルコンピュータ３２
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で兼用することもできる。
【０１０７】
〔制御部〕
本発明においては、さらに、上述した構成を有する熱膨張・収縮量計測システムの動作
を制御する制御部（制御手段）を備えていることが好ましい。具体的な制御としては、熱
膨張量（または熱収縮量）の計測を確実、円滑に行うことができる制御であれば特に限定
されるものではないが、例えば、（１）加熱炉１３による試料１０および試料ホルダーの
経時的な加熱（または冷却）を制御する、（２）加熱炉１３による試料１０および試料ホ
ルダーの経時的な加熱（または冷却）に対応させて、共焦点レーザー顕微鏡２０による観
察動作を制御する、（３）加熱炉１３による試料１０および試料ホルダーの経時的な加熱
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（または冷却）に対応させて、画像記録部３１によるレーザー顕微鏡手段の観察画像の記
録を制御する、等を挙げることができる。さらには、上記ガス供給部、真空ポンプ、およ
びバルブ１６等の動作も制御部により動作制御されていてもよい。
【０１０８】
上記制御部の具体的な構成は特に限定されるものではなく、例えば、加熱炉１３、共焦
点レーザー顕微鏡２０、画像記録部３１等に設けられている制御用のマイクロプロセッサ
であってもよいし、これら構成に接続されるパーソナルコンピュータ３２に必要なソフト
ウエアをインストールして制御部として用いてもよい。
【０１０９】
（ＩＩ）熱膨張量（または熱収縮量）の計測対象となる試料および計測の具体的動作
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〔試料〕
本発明では、熱膨張量（または熱収縮量）を計測する試料１０であればどのようなもの
でもよいが、特に、微小なサイズの試料１０の熱膨張量（または熱収縮量）を計測するこ
とができる。
【０１１０】
すなわち、図１に示すように、試料１０は、試料台１１の表面と傾斜半透鏡１２の下面
との間に挟持された状態にあるため、加熱により試料１０が膨張すると、試料台１１およ
び傾斜半透鏡１２の間が拡大することになる。ここで、試料１０の位置から試料台１１お
よび傾斜半透鏡１２の接する位置までの距離をＷとし、傾斜角度をθとし、試料１０の高
さをｈとすると、次の関係式（ｉ）が成立し、試料１０の熱膨張（ｈの変化）は、距離Ｗ

10

と傾斜角度θの積として換算されることになる。
【０１１１】
ｈ＝Ｗｔａｎθ

・・・（ｉ）

ここで、入射したレーザー光は、試料台１１の表面とその上方に位置する傾斜半透鏡１
２の表面とによって反射されて干渉するため、干渉縞が生じる。そのため、上記傾斜角度
θの変化は干渉縞の移動や干渉縞の間隔の変化を発生させることになる。そこで、この干
渉縞の変化を観測することによって傾斜角度θの変化として間接的に観察することが可能
になる。この傾斜角度θの変化は上記式（ｉ）から、試料１０の高さｈの変化、すなわち
熱膨張量に変換することができる。
【０１１２】

20

このように、本発明では、試料１０の温度変化に伴う膨張または収縮によって傾斜半透
鏡１２の傾斜角度が変化することにより生ずる、上記試料台１１および傾斜半透鏡１２の
間におけるレーザー光の干渉縞の変化を観察し、この干渉縞の変化を基準として試料１０
の熱膨張量を計測するようになっている。
【０１１３】
上記試料１０の形状やサイズは特に限定されるものではなく、試料ホルダーによって好
ましい条件の干渉縞が形成されるようなサイズであればよい。試料１０のサイズについて
は、本発明では微小な試料１０の熱膨張量を測定することができ、かかる微小な試料１０
としては、高さｈが、例えば１０μｍ以上、１０００μｍ以下程度のサイズを挙げること
ができる。なお、かかる場合に、測定される高さｈの変位としては、例えば、１０ｎｍ以
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上、１μｍ以下の変位を挙げることができる。また、前述したように傾斜半透鏡１２の長
さとしては１ｍｍ程度が好ましいため、図１におけるＷとしてはほぼ１ｍｍが好ましい一
例であり、かつ、傾斜角度として３°程度が好ましい一例であることを考慮すれば、上記
式（ｉ）より、試料１０の高さｈは約３０〜８０μｍ程度を好ましい一例として挙げるこ
とができる。
【０１１４】
また、試料１０の形状としては、試料台１１および傾斜半透鏡１２の間に挟持される試
料１０が安定した状態となるように、上面および下面は平坦となっていることが好ましい
。あるいは、傾斜角度を考慮して上面は傾斜してもよいが、試料１０のサイズがマイクロ
メートルオーダーであり、傾斜角度も小さいことを考えると試料１０の上面の傾斜につい
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ては無視できる。上面および下面以外の状態は特に限定されるものではないので、試料１
０の好ましい形状としては、円柱や角柱等の柱状を挙げることができる。
【０１１５】
〔計測動作の一例〕
次に、本発明にかかる熱膨張・収縮量計測システムの動作の具体的な一例について説明
する。まず、上記のように、試料台１１および傾斜半透鏡１２の一方の端部に試料１０を
挟持するとともに、他方の端部を接触させ、傾斜半透鏡１２が試料台１１の上面で傾斜す
るように試料ホルダーを構成する（図１参照）。次に、試料ホルダーを加熱炉１３内に設
置する。このとき、加熱炉１３が密閉可能となっておれば、例えば、雰囲気としてガスを
導入すればよい。
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【０１１６】
次に、共焦点レーザー顕微鏡２０による観測位置を決定する。ここで、本実施の形態で
は、用いる共焦点レーザー顕微鏡２０に一般の光学顕微鏡機能が付属してもよい。このよ
うな光学顕微鏡機能があれば、肉眼で試料ホルダーを観察しながら、レーザー光による観
察位置（すなわち干渉縞の測定位置）を決定することができる。もちろん、レーザー顕微
鏡の機能で位置決定を行っても構わない。
【０１１７】
上記位置決定においては、まず、試料台１１の表面に焦点を合わせ、当該表面と傾斜半
透鏡１２の接点とを探すと、容易に傾斜半透鏡１２の下面に焦点を合わせることができる
。そこから、あらかじめ探しておいた、傾斜半透鏡１２と試料台１１との接点近傍まで、

10

傾斜半透鏡１２の下面に焦点が合うようにレンズ２４の位置を調節しながら水平移動する
と、容易に干渉縞を得ることができる。
【０１１８】
共焦点レーザー顕微鏡２０では、録画される画像中の干渉縞の本数が５０〜３００本程
度になるように倍率を調節し、観察画像を録画しながら試料１０を加熱する。このとき、
加熱に伴って連続的に画像を記録してもよいし、不連続的に画像を記録してもよい。例え
ば、一定時間を基準として画像を記録してもよいし、一定の温度で昇温するごとに画像を
記録してもよい。要するに温度変化に伴う干渉縞の変動が記録できれば画像の記録手法は
特に限定されるものではない。
【０１１９】

20

上記の観察動作、加熱動作、および画像記録動作は前述したように制御部の制御で行う
ことが好ましい。これによって、効率的かつ昇温に伴う正確な観察および画像記録を行う
ことができる。ここで、昇温速度は、加熱炉１３の性能や、試料表面の酸化といった表面
変化の最小化等の諸条件から適切な速度を決定すればよく、特に限定されるものではない
。
【０１２０】
画像記録部３１に記録された画像データから干渉縞の間隔の変化や移動の程度を算出し
、これを加熱条件（昇温速度や加熱の上限値等）と照らし合わせて、干渉縞の変化の温度
依存性を算出し、これにより試料１０の熱膨張率を算出する。この過程では、単に加熱を
行ったときの画像データだけでなく、試料１０を冷却したときの画像データを用いること
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が好ましい。加熱および冷却時の両方の画像データを用いれば、干渉縞の変化の温度依存
性をより正確に算出することができる。
【０１２１】
〔干渉縞からの試料の熱膨張率の算出〕
ここで、干渉縞からの試料の熱膨張率の算出は、次に示すように、試料１０の高さｈと
干渉縞との関係に基づいて、（Ａ）干渉縞の本数を直接数える方法、（Ｂ）サブフリンジ
干渉法を利用する方法等を用いて行う。
【０１２２】
まず試料１０の高さｈと干渉縞との関係について図４に基づいて説明する。試料１０の
高さｈと干渉縞の位相や縞数との関係は以下のように導出される。ｘを、試料台１１と傾

40

斜半透鏡１２の交点からの座標、ｙ座標をそれに直交する方向に取ると、共焦点レーザー
顕微鏡２０、その他の顕微鏡等の顕微鏡手段で得られる光強度Ｉ（ｘ，ｙ）は、次の式（
ｉｉ）で表される。
【０１２３】
【数１】

ここでａ（ｘ，ｙ）は非干渉項、ｂ（ｘ，ｙ）は干渉項の振幅であり、各々は照明むらな
どにより緩やかに変化する関数となっている。
【０１２４】
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一方干渉項の位相φ（ｘ）は、試料台１１と傾斜半透鏡１２それぞれによって反射され
た光の間の光路の差Ｌ（ｘ）と、次の式（ｉｉｉ）に示す関係にある。なお、ここでλは
光源の光波長である。
【０１２５】
【数２】

今、試料台１１と傾斜半透鏡１２の間のなす角θが１ｒａｄ（＝５７．３°）より十分
小さい場合（この条件は、この発明ではほぼ常時満たされる。）には、光路の差Ｌ（ｘ）

10

は以下の式（ｉｖ）で表される。
【０１２６】
【数３】

したがって、干渉項の位相φ（ｘ）とｘとの関係は、以下の式（ｖ）に示す関係となる
。
【０１２７】
【数４】

20

上式からわかるように、この干渉項の位相は、顕微鏡で観測される画像の座標ｘに比例
し、その比例定数ｋには試料１０の高さｈの情報が含まれている。従って、何らかの方法
で干渉縞の位相（あるいは等価な情報）を復調し、比例係数ｋを求めれば、試料の高さｈ
が求められることとなる。熱膨張率αは、この比例定数ｋの温度Ｔによる変化から、たと
えば、次の式（ｖｉ）として決定できることとなる。

30

【０１２８】
【数５】

また、式（ｖｉ）は、例えば、温度ＴとＴ＋ΔＴにおけるｋを測定できれば、次の式（
ｖｉｉ）として計算できることを意味している。
【０１２９】
【数６】

40

次に、上述した試料１０の高さｈと干渉縞との関係に基づいて、（Ａ）干渉縞の本数を
直接数える方法、（Ｂ）サブフリンジ干渉法を利用して、干渉縞から試料の熱膨張率を算
出する手順について説明する。
【０１３０】
（Ａ）干渉縞の本数を直接数える方法
この系において、干渉縞の位相を最も簡単に求める方法として、観測領域内の干渉縞の
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本数を数える方法を用いることができる。いま、観測領域の両端のｘがｘ１とｘ２である
とすると、干渉縞の本数は、以下の式（ｖｉｉｉ）で与えられる。
【０１３１】
【数７】

従って、干渉縞の本数を数えれば、比例係数ｋを求めることができる。これを使うと、
熱膨張率αは、以下の式（ｖｉｉｉｉ）として計算できる。

10

【０１３２】
【数８】

干渉縞の本数を数える具体的な方法の一つとしては、当該画像を高精度で用紙上に印刷
（画像形成）する事ができれば、用紙上の画像において印刷されている干渉縞の本数や間
隔を、物差しなどを用いてアナログな手法で測定し、干渉縞の変化の温度依存性を導き出
すことができる。このとき用いられる印刷装置（画像形成装置）の具体的な構成は特に限

20

定されるものではなく、公知の高精細な画像を形成できる印刷装置（インクジェットプリ
ンタなど）を挙げることができる。また、他にも、当該画像を印刷せずに、画像ソフトを
用いてピクセル単位の長さを求めることによっても、上記干渉縞の本数や間隔を測定し、
干渉縞の変化の温度依存性を導き出すことができる。
【０１３３】
この方法では、干渉縞の本数は多い方が、温度変化による試料高さの微小な変化を捕ら
えるに都合がよい。なぜなら、比例定数ｋ、ひいては試料の高さｈの感度が縞本数に比例
するからである。例えば、縞の本数が１００本の場合、試料の伸び歪Δｈ／ｈに対する感
度は（縞間隔１／１０まで読んだとして）１０−３となる。この値は、試料の高さｈが１
０μｍに対して、１０ｎｍの観測感度となる。この場合、１００℃の温度変化があれば、

30

−５

αに対して１０

の感度を有することになる。この値は、用途によっては十分な値とな

る。ただし、もっと高い感度が必要な場合には、後述のサブフリンジ干渉法を利用するの
が望ましい。
【０１３４】
干渉縞の本数の上限は、顕微鏡手段と画像記録装置３１の分解能によって制限される。
分解能の数値例として、通常のビデオ規格の画像記録装置３１の分解能は２００ないし３
００本程度である。ただし、細かい縞に対しては画像感度が落ちている場合があるので、
干渉縞の本数としては余裕を見て１００本程度に選ぶのが妥当な選び方といえる。なお、
顕微鏡手段の分解能は、単純に画像記憶装置３１（あるいは画像撮像装置）のみで決まる
ものではない。顕微鏡手段の対物レンズの分解能や、共焦点レーザー顕微鏡においては鏡

40

の走査精度など、様々な要因に依存する。これらを総合的に見て可能な縞本数の最大値を
選ぶのが望ましい。逆に言うと、高分解能の顕微鏡を利用すれば、より多い本数の干渉縞
が使え、ひいては熱膨張率測定の感度を上げることができる。また、上記３００本という
のは、現在の汎用の画像システムを用いた場合の上限であり、画像技術の今後の技術的進
歩により、３００本以上取り込みできる装置もありえる。
【０１３５】
一方、干渉縞本数の下限は、照明むらなどによる画像の濃淡の空間周波数幅によって決
まる。干渉縞の間隔が、（ｉ）式の干渉項に含まれる非干渉項ａ（ｘ，ｙ）や干渉成分の
振幅ｂ（ｘ，ｙ）のむらと同一となると、位相φ（ｘ）の変化と区別が付かなくなってし
まうからである。従って、干渉縞は少なくともａ（ｘ，ｙ）やｂ（ｘ，ｙ）の空間的な揺
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らぎに対して十分細かい必要がある。もちろん、上述のように、干渉縞の本数は多い方が
感度が高いのであるが、少なくともこの下限の条件を満たす様にしなければ、測定ができ
ない。
【０１３６】
（Ｂ）サブフリンジ干渉法を利用する方法
上述の干渉縞本数を直接数える方法では、高さの変化に対する感度が縞の本数で制約さ
れる。この問題を解決しより高い感度を得るには、縞本数の代わりに画像中の各点の位相
φ（ｘ）の分布を直接求め、それから熱膨張率を計算することが望ましい。この目的にサ
ブフリンジ干渉法、例えば図５に示す解析手法（フーリエ変換法）が利用できる。以下、
10

その手順を説明する。なお、図５ではステップをＳと略す。
【０１３７】
まず、干渉縞は観測されて画像データとして取り込まれる（Ｓ１）ので、この画像デー
タを２次元フーリエ変換する（Ｓ２）。次に、２次元フーリエ変換により得られたスペク
トルデータのうち、空間周波数（ｋ，０）を中心とする成分のみを切り出す（Ｓ３）。次
に、切り出した成分をフーリエ逆変換し、その偏角（実部と虚部の比の逆正接）を取得し
、２πで折り畳まれた位相分布φ

（ｘ，ｙ）を得る（Ｓ４）。さらに、φ

（ｘ，ｙ）

に、アンラッピング処理を施し、不連続点をつなぐ。これで、画像上の全ての点において
、干渉縞の位相φ（ｘ，ｙ）が得られる（Ｓ５）。なお、１次元フーリエ変換でも同様の
処理を行うこともできることを補足しておく。ただし、２次元フーリエ変換の方が雑音に
比較的強い。

20

【０１３８】
求まった位相φから、位相の座標ｘに対する比例係数ｋを計算するには、色々な方法が
ある。一つは縞本数を数える場合と同様、観測領域の両端の間の位相の差δφを取る方法
である。この場合には、観測領域の両端の間の位相の差δφは以下の式（ｘ）で表される
。
【０１３９】
【数９】

30
これから、熱膨張率αは、以下の式（ｘｉ）として計算できる。
【０１４０】
他の方法としては、位相の空間分布φ（ｘ）のｘ座標に対する傾きを最小自乗法などを
使って求めてもよい。すなわち、位相の分布に、一次関数をフィッティングして、位置に
対する平均の傾きを求める。この場合は、求まる傾きが比例定数ｋそのものとなり、熱膨
張率は上記式（ｖｉｉ）で決定できることとなる。
【０１４１】
【数１０】
40

上述の算出方法によれば、画像上の各点において、干渉縞の位相を２πの１０−３以下
の感度で測定できる。これは、干渉縞本数に換算しておおよそ１／１０００本分もの極め
て細かい幅を弁別した場合と等価な位相感度が得られることを意味している。例えば、縞
の本数が１００本の場合、試料の伸び歪Δｈ／ｈに対する感度は１０−５となる。この値
は、試料の高さｈが１０μｍに対して、０．１ｎｍの観測感度となる。さらには、１００
℃の温度変化があれば、熱膨張率αに対しては１０−７もの感度を有することになる。
【０１４２】
なお、試料台１１および傾斜半透鏡１２の熱膨張を考慮すると、試料の熱膨張率を求め
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る式は以下の式（ｘｉｉ）となる。
【０１４３】
【数１１】

ここで、αＡは試料１０の熱膨張係数、αＢは試料台１１および傾斜半透鏡１２の熱膨

10

張係数である。上記式（ｘｉｉ）に示されるように、αＢが大きくなると、測定結果への
影響が大きくなる。また、試料台１１および傾斜半透鏡１２が、その結晶学的な方位によ
って熱膨張率が異なる場合、上記式を用いて試料１０の熱膨張・収縮率の算定するために
は、試料台１１および傾斜半透鏡１２の設置方向を厳密に定めなくてはならない。これを
避けるため、試料台１１および傾斜半透鏡１２としてサファイア板を用いる場合、ｃ軸方
位が共焦点レーザー顕微鏡２０の光軸方位と一致するようにカットされたサファイア板を
用いることが好ましい。
【０１４４】
〔実施例１〕
本発明にかかる熱膨張・収縮量計測システムにより、厚さ５０μｍの純銅箔を用いて純

20

銅（Ｃｕ）の熱膨張を高純度アルゴン中で計測した。試料台１１、および傾斜半透鏡１２
として、耐熱性のある透明板である、ｃ面を平面としたサファイア板を用いた。なお上記
サファイア板は、詳しくは、厚さ０．５ｍｍ、一辺約１．５ｍｍの正方形の単結晶アルミ
ナである。以上により構成したジグを、アルミナるつぼに入れ、当該アルミナるつぼを加
熱炉１３中に設置した。加熱炉１３としては赤外線イメージ炉を用いた。なお、上記赤外
線イメージ炉（レーザーテック社
鏡２０（レーザーテック社

高温観察装置ＳＶＦ−ＳＰ）は、共焦点レーザー顕微

１ＬＭ２１Ｈ高温共焦点レーザー顕微鏡）に付属させた状態

で使用した。そして、６Ｎのアルゴンガスフロー（毎分１５０ｃｃ）中において、上記ジ
グを昇降温させた。このときの条件としては、温度範囲を２５〜８００℃とし、約５０Ｋ
／分程度で昇温および降温し、干渉縞の画像を撮影した上で、５０℃ごとの画像を抽出し

30

た。なお、顕微鏡手段としては共焦点走査型レーザー顕微鏡を用いた。また、本実施例に
おける、レーザー光の波長は６３２．８ｎｍ、干渉縞の間隔は５．１〜５．３μｍ、傾斜
半透鏡１２の傾斜角度は約３．５°であった。抽出した画像から干渉縞５０本分の長さを
、物差しによるアナログ手法（上記（Ａ）干渉縞の本数を直接数える方法）と、図５に示
すデジタル手法（上記（Ｂ）サブフリンジ干渉法を利用する方法）により解析し、温度依
存性を算出した。そのうちアナログ手法による結果を図６に、デジタル手法による結果を
図７に示す。アナログによる結果（図６）とデジタルによる結果（図７）とは両者よい一
致を示しており、特に、降温時の測定値は純銅の熱膨張係数（１．６〜２．０×１０−５
Ｋ−１）ともよく一致していることが分かった。また、アナログによる結果（図６）につ
いて詳しく述べると、図８は、アナログ手法により求めた各温度における単位長さ当たり

40

の干渉縞の本数を示すグラフである。同図を用いて熱膨張を算定した結果が図６に示した
グラフである。図６に示すように、特に高温側において、純銅箔の熱膨張率は文献値とよ
く一致している。
【０１４５】
〔実施例２〕
試料１０として厚さ１００μｍの純金薄片を用いた。また、試料台１１、および傾斜半
透鏡１２として、耐熱性のある透明板である、ｃ面を平面としたサファイア板を用いた。
なお上記サファイア板は、詳しくは、厚さ０．５ｍｍ、一辺約１．５ｍｍの正方形の単結
晶アルミナである。
【０１４６】
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以上により構成したジグを、アルミナるつぼに入れ、当該アルミナるつぼを加熱炉１３
中に設置した。加熱炉１３としては赤外線イメージ炉を用いた。なお、上記赤外線イメー
ジ炉（レーザーテック社
レーザーテック社

高温観察装置ＳＶＦ−ＳＰ）は、共焦点レーザー顕微鏡２０（

１ＬＭ２１Ｈ高温共焦点レーザー顕微鏡）に付属させた状態で使用し

た。そして、６Ｎのアルゴンガスフロー（毎分１５０ｃｃ）中において、上記ジグを昇降
温させた。昇降温の速度は、毎分５０℃とした。
【０１４７】
上記昇降温中に、干渉縞をビデオにより録画した。なお、本実施例における、レーザー
光の波長は６３２．８ｎｍ、干渉縞の間隔は約２０μｍ、傾斜半透鏡１２の傾斜角度は約
１４°であった。そして、上記ビデオより静止画像を抽出し、各温度における干渉縞位相

10

の傾き、すなわち前述の位相の空間分布φ（ｘ）のｘ座標に対する傾きを計測した。なお
、上記干渉縞位相の傾きは、単位長さ当たりの干渉縞本数に比例する。その結果に基づき
、サブフリンジ法を用いて、熱膨張率を算出した。
【０１４８】
図９は、各温度における干渉縞位相の傾きを示すグラフである。同図に示すように、温
度に依存して、干渉縞位相の傾きが変化した。図１０は、図９に示す結果からサブフリン
ジ法を用いて算出した熱膨張率を示すグラフである。ここで、純金の熱膨張率の文献値は
、２９３Ｋにおいて、１．４２×１０−５Ｋ−１であり、８００Ｋにおいて、１．６７×
１０−５Ｋ−１である。ここで、同図に示すように、本実施例における測定結果は、試料
として純金を用いた場合、降温時においては、特に高温側において、文献値とほぼ一致し

20

た。
【０１４９】
〔実施例３〕
次に、試料および、計測の際の試料等の昇降温の速度を変化させて計測を行った。次に
、上記昇降温の速度を、毎分３００℃にしたほかは、実施例２と同様の手順および条件に
より、測定を行った。なお、本実施例における、レーザー光の波長は６３２．８ｎｍ、干
渉縞の間隔は５．１〜５．３μｍ、傾斜半透鏡１２の傾斜角度は約３．５°であった。
【０１５０】
図１１は、各温度における干渉縞位相の傾きを示すグラフである。同図に示すように、
温度に依存して、干渉縞位相の傾きが変化した。図１２は、図１１に示す結果から算出し

30

た熱膨張率を示すグラフである。ここで、純銅の熱膨張率の文献値は、前述したように、
２９３Ｋにおいて、１．６５×１０−５Ｋ−１であり、８００Ｋにおいて、２．０３×１
０−５Ｋ−１である。ここで、同図に示すように、本実施例における測定結果は、文献値
とほぼ一致した。
【０１５１】
以上のように、試料を変化させた条件、および計測の際の試料等の昇降温の速度を変化
させた条件においても、文献値とほぼ一致する結果を得ることができた。
【０１５２】
〔第２の実施形態〕
図１３は、本発明の第２の実施形態に係るジグの構造を示す平面図である。以下、同図
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を用いて本発明の第２の実施形態について説明する。なお、本明細書において、上記ジグ
とは、試料１０と、標準物質３３と、試料台１１と、傾斜半透鏡１２とからなる部分をい
う。
【０１５３】
図１３に示すように、本実施形態と、第１の実施形態とでは、ジグの構造が異なる。ま
た、これに従い、干渉縞からの試料の熱膨張率の算出方法も異なっている。ジグを構成す
る各部材、その他の本発明に係る試料膨張率・収縮率計測システムの構造については、第
１の実施形態の説明に従う。
【０１５４】
図１３に示すように、本実施形態においては、傾斜半透鏡１２は、直角三角形状をして
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いる。そして、直角を挟む二辺がそれぞれ試料１０と、標準物質３３とに接している。こ
こで、標準物質３３は、熱膨張率が既知であればどのような素材でもよいが、酸化等の影
響を受けないものが好ましい。具体的には、これに限定されるものではないが、純金、純
銅、サファイア、低熱膨張ガラスなどの薄片を用いることができる。また、傾斜半透鏡１
２は、直角となる頂点において、試料台１１と接している。なお、傾斜半透鏡１２の形状
は、直角三角形状に限るものではない。試料１０と標準物質３３と試料台１１とに安定し
て支持される形状であれば、様々な形状の三角形を用いることができる。
【０１５５】
以上のようにジグを構成することにより、当該ジグを加熱、あるいは冷却したときに、
傾斜半透鏡１２は、試料１０および標準物質３３のそれぞれの熱膨張あるいは収縮に伴い

10

傾斜角度が変化する。特に、上記試料１０と接する辺における傾斜角度の変化は、試料１
０の膨張あるいは収縮に起因する。一方、上記標準物質３３と接する辺における傾斜角度
の変化は、標準物質３３の膨張あるいは収縮に起因する。ここで、共焦点レーザー顕微鏡
２０による観測位置を、図１３における観測範囲３４の範囲とする。図１３に示すように
、観測範囲３４は、上記両辺を含む。これにより、試料１０および標準物質３３のそれぞ
れの膨張あるいは収縮に依存する干渉縞の変動を共焦点レーザー顕微鏡２０により同時に
観測することができる。なお、観測範囲３４は同図に示される範囲に限定されるものでは
なく、上記両辺を含んでいればどのような形状でも良いが、共焦点レーザー顕微鏡の特性
を生かすために、試料台１１および傾斜半透鏡１２の接触部近傍を測定領域とすることが
好ましい。
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【０１５６】
そして、上記干渉縞の変動の観測結果に基づき、第１の実施形態に記載の方法を用いて
、試料１０および標準物質３３の熱膨張率をそれぞれ算定する。ここで、標準物質３３の
算定結果を用いて、試料１０の算定結果を補正する。
【０１５７】
以上のように、試料１０と、標準物質３３とを同時に計測することにより、両者の間に
おいて、比較、校正を行うことができる。これにより、観測装置系における不具合、例え
ば、共焦点レーザー顕微鏡２０の観測時に起きるピントのずれなどに起因するデータの誤
差を補正し、より精度の高い測定結果を得ることができる。すなわち、標準物質３３に係
る干渉縞の変動は、標準物質３３の膨張あるいは収縮による変動と、誤差要因による変動
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とが重畳したものであることから、標準物質３３の既知の熱膨張率と測定結果の差から、
誤差要因による変動を抽出し、これによって試料１０の熱膨張率の算定結果を補正するこ
とができる。なお、本実施形態においては、標準物質３３と、試料１０とを同時に測定し
ているが、これに限るものではない。標準物質３３と、試料１０とを交互に測定すること
も可能である。この場合、温度などの変化により副次的にもたらされる誤差、例えば、屈
折率の変化や試料台１１の熱膨張などによる誤差については補正が可能である。しかしな
がら、本実施形態のように同時に標準物質３３と、試料１０とを測定する場合は、同じ光
軸上の空気の揺らぎや、装置の振動の影響による誤差についても補正を行うことができる
ので、より好ましい。
【０１５８】
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〔第３の実施形態〕
図１４は、本発明の第３の実施形態に係るジグの構造を示す平面図である。以下、同図
を用いて本発明の第３の実施形態について説明する。
【０１５９】
図１４に示すように、本実施形態と、第１の実施形態とでは、ジグの構造が異なる。ま
た、これに従い、干渉縞からの試料の熱膨張率の算出方法も異なっている。ジグを構成す
る各部材、その他の本発明に係る試料膨張率・収縮率計測システムの構造については、第
１の実施形態の説明に従う。また、標準物質３３および干渉縞からの試料の熱膨張率の算
出方法については、第２の実施形態の説明に従う。
【０１６０】
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図１４に示すように、本実施形態においては、ジグは、試料台１１と、試料１０と、標
準物質３３と、２枚の傾斜半透鏡１２とによって形成されている。第１の傾斜半透鏡１２
は、一方の端部の下面において試料台１１と接しており、もう一方の端部の下面において
試料１０と接している。第２の傾斜半透鏡１２は、一方の端部の下面において試料台１１
と接しており、もう一方の端部の下面において標準物質３３と接している。
【０１６１】
以上のようにジグを構成することにより、当該ジグを加熱、あるいは冷却したときに、
それぞれの傾斜半透鏡１２は、試料１０および標準物質３３のそれぞれの熱膨張あるいは
収縮に伴い傾斜角度が変化する。第１の傾斜半透鏡１２の傾斜の変化は、試料１０の膨張
あるいは収縮に起因する。一方、第２の傾斜半透鏡１２の傾斜の変化は、標準物質３３の
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膨張あるいは収縮に起因する。ここで、共焦点レーザー顕微鏡２０による観測位置を、図
１４における観測範囲３４の範囲とする。図１４に示すように、観測範囲３４は、上記両
傾斜半透鏡１２上の領域を含む。これにより、試料１０および標準物質３３のそれぞれの
膨張あるいは収縮に依存する干渉縞の変動を共焦点レーザー顕微鏡２０により観測するこ
とができる。なお、観測範囲３４は、図１４に示す領域に限定されるものではなく、上記
両傾斜半透鏡１２上の領域を含んでいれば、使用する装置に応じて様々な形状を取らせる
ことができるが、共焦点レーザー顕微鏡の特性を生かすために、試料台１１および傾斜半
透鏡１２の接触部近傍を測定領域とすることが好ましい。
【０１６２】
そして、上記干渉縞の変動の観測結果に基づき、第１の実施形態に記載の方法を用いて
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、試料１０および標準物質３３の熱膨張率をそれぞれ算定する。ここで、標準物質３３の
算定結果を用いて、試料１０の算定結果を補正する。具体的には、第２の実施形態の説明
にしたがって行う。
【０１６３】
以上のように、試料１０と、標準物質３３とを同時に計測することにより、第２の実施
形態と同様の効果を得ることができる。また、試料１０と、標準物質３３とを交互に測定
することもできるが、前述したように、同時に測定した方が好ましい。
【０１６４】
また、第２の実施形態に係る傾斜半透鏡１２は、直角三角形状をしており、作成が困難
であるが、本実施形態に係る傾斜半透鏡１２は、図１４に示すように直方形とすることが
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できるので、作成が容易である。
【０１６５】
ただし、本実施形態においては、２枚の傾斜半透鏡１２を設置するので、設置作業がや
や困難である。この点において、第２の実施形態に係るジグは、１枚の傾斜半透鏡１２に
より構成されるので、設置が容易である。
〔第４の実施形態〕
図１５は、本発明の第４の実施形態に係るジグの構造を示す断面図である。以下、同図
を用いて本発明の第４の実施形態について説明する。
【０１６６】
図１５に示すように、本実施形態と、第１の実施形態とでは、ジグの構造が異なる。ま
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た、これに従い、干渉縞からの試料の熱膨張率の算出方法も異なっている。ジグを構成す
る各部材、その他の本発明に係る試料膨張率・収縮率計測システムの構造については、第
１の実施形態の説明に従う。また、標準物質３３については、第２の実施形態の説明に従
う。
【０１６７】
図１５に示すように、本実施形態においては、試料台１１の上に、試料１０と、標準物
質３３とが載置されている。また、傾斜半透鏡１２が、一方の端部の下面において上記試
料１０と接し、他方の端部の下面において上記標準物質３３と接するように配置されてい
る。以上のように構成されたジグを第１の実施形態に係る熱膨張・収縮率計測システムに
組み込むことにより、前述のように、傾斜角度を測定することができる。ここで、標準物
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質３３の熱膨張率は前述したように既知であるので、試料１０の高さ、標準物質３３の高
さ、および試料１０と標準物質との距離を計測することにより、上記傾斜角度の変化から
、試料１０の膨張・収縮率を算定することができる。
【０１６８】
以上のように、標準物質３３の既知の熱膨張率を使用して、試料１０の熱膨張率を算定
することにより、装置系に起因する誤差を避けることができる。
【０１６９】
本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
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【０１７０】
（ＩＩＩ）本発明の利用
本発明にかかる熱膨張・収縮量計測システムは、上記のように、干渉縞を高精度に測定
することによって試料１０の熱膨張量（または熱収縮量）を計測するシステムである。そ
のため、より正確な熱膨張量（または熱収縮量）の計測が可能になり、微小サイズの試料
１０への応用が可能となる。
【０１７１】
本発明の利用分野は、上記の例に限定されるものではなく、温度変化以外の試料１０の
環境変化に伴う膨張や収縮を測定する用途も挙げられる。具体的には、例えば、（１）水
素吸蔵合金粉末の水素吸放出に伴う膨張・収縮の測定、（２）プラスチック等の湿潤環境
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下における膨潤、（３）酸化環境下での酸化による体積膨張、（４）磁場中の物質の変形
等を挙げることができる。さらには、外的要因の周期変化に対する追従性検知による現象
の反応速度論的な解析に用いることもできる。
【０１７２】
したがって、本発明は、上記試料台１１、傾斜半透鏡１２、顕微鏡手段とを備えている
とともに、試料１０（および試料ホルダー）に対して、温度、湿度、圧力および雰囲気の
少なくとも何れか一つの条件を変化させ、他の条件を一定に維持することを可能とする試
料条件変化部を備えている構成を挙げることができる。図２に示す構成を例に挙げれば、
加熱炉１３が単に温度変化できるだけでなく、湿度を変化させたり内部の圧力を変化させ
たり反応性のガス（酸素等）を雰囲気として用いたりできるようになっていればよい。試
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料１０に対する上記条件の変化に伴う膨張または収縮によって傾斜半透鏡１２の傾斜角度
が変化し、これにより光の干渉縞に変化が生ずるので、上述したように干渉縞の変化を観
察し、これを基準として試料１０の膨張・収縮量を計測することができる。この場合、次
のような物質を標準物質３３として用いることができる。まず、湿度を変化させる場合、
ほとんどの金属・セラミクスは、湿度による体積変化を生じないので、湿度による変化が
ゼロの標準物質３３として用いることができる。また、圧力を変化させる場合、弾性率も
しくは体積弾性率が既知の物質を、標準物質３３として用いることができる。また、ガス
雰囲気を吸蔵させる場合は、吸蔵量が非常に小さいことが既に判っており、体積変化のな
い物質を標準物質３３として用いることができる。以上のように、条件変化に対する体積
（長さ）変化がほとんど無い、もしくは既知である物質を標準物質３３として用いること
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ができる。また、本発明は、上記試料条件変化手段に代えて、少なくとも試料台の表面と
透光板部材の下面との間に挟持された状態にある試料に対して、温度、湿度、圧力および
雰囲気を一定に維持することを可能とする試料条件維持手段を備えている構成を有するも
のであってもよい。かかる構成においても、図２に示す構成を例に挙げれば、加熱炉１３
が単に温度変化できるだけでなく、湿度を変化させたり内部の圧力を変化させたり反応性
のガス（酸素等）を雰囲気として用いたりできるようになっていればよい。これにより、
条件変化を与えなくても、時間の経過によって変化が起こる試料１０の膨張または収縮に
よって傾斜半透鏡１２の傾斜角度が変化し、これにより光の干渉縞に変化が生ずるので、
上述したように干渉縞の変化を観察し、これを基準として試料１０の膨張・収縮量を計測
することができる。かかる条件変化を与えなくても、時間の経過によって変化が起こる現
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象としては、例えば、乾燥、蒸発、結晶化等を挙げることができる。さらには、試料に対
して、上記条件については維持しつつ、公知の手段によって、電流、および磁場などの外
場の印加、粒子線、電子線、Ｘ線、および紫外線などの照射、あるいは、イオン注入など
の物質注入・放出操作、を行うことにより、それぞれの条件変化による試料１０の膨張・
収縮量を計測することも可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１７３】
以上のように、本発明では、試料の膨張量（または収縮量）を、この試料を挟持する部
材の角度関係の変化として計測するときに、光の干渉縞の変化を利用する。そのため、従
来技術と比べてより正確で実用性の高い熱膨張量（または熱収縮量）の計測を行うことが
可能となる。そのため、本発明は、各種微小サイズの試料の熱膨張量や熱膨張係数を測定
する装置やその部品を製造する分野に利用することができるだけでなく、さらには、熱膨
張以外の微量な体積膨張や収縮を測定する分野にも広くするにも応用することが可能であ
る。
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