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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
遠紫外域で光透過特性を有する光学材料からなり、少なくとも一部において屈折率が連
続的に変化する全反射減衰型光学プローブであって、サンプル物質と接する側に、臨界角
以上の入射角の光を全反射する平面を有し、前記平面の一部を含む平面近傍部分での遠紫
外域での屈折率がその他の部分およびサンプル物質の屈折率より高いことを特徴とする全
反射減衰型光学プローブ。
【請求項２】
前記光学材料は、フッ化マグネシウム、フッ化リチウムおよびフッ化カルシウムのいず
れかであり、前記の屈折率が連続的に変化する部分は不純物イオンを拡散あるいは注入す
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ることにより形成されたことを特徴とする請求項１に記載の全反射減衰型光学プローブ。
【請求項３】
遠紫外域で光透過特性を有する第１の光学材料であって、サンプル物質である測定媒体
の屈折率よりも低い屈折率を有する第１部分と、
前記第１部分に接する界面とサンプル物質と接する平面とを備え、遠紫外域において前
記第１部分より低い光透過率と前記サンプル物質である測定媒体の屈折率より高い屈折率
を有する第２の光学材料からなる第２部分とからなり、
前記第１部分と前記第２部分の間の前記界面は、第１部分を透過した光線が前記第２部
分に入って、前記第２部分の前記平面に臨界角以上の入射角で入射可能な形状を備え、
前記界面は、前記光線の光路を含む面に垂直な方向からみた断面形状が半円状であると
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共に、
前記界面は、前記平面に入射する光を透過する入射面と、前記平面で反射した光を透過
する出射面とを備える、ことを特徴とする全反射減衰型光学プローブ。
【請求項４】
遠紫外域で光透過特性を有する第１の光学材料であって、サンプル物質である測定媒体
の屈折率よりも低い屈折率を有する第１部分と、
前記第１部分に接する界面とサンプル物質と接する平面とを備え、遠紫外域において前
記第１部分より低い光透過率と前記サンプル物質である測定媒体の屈折率より高い屈折率
を有する第２の光学材料からなる第２部分とからなり、
前記第１部分と前記第２部分の間の前記界面は、第１部分を透過した光線が前記第２部
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分に入って、前記第２部分の前記平面に臨界角以上の入射角で入射可能な形状を備え、
前記第２部分は、前記光線の光路を含む面に垂直な方向からみた断面形状が２等辺三角
形であって、前記２等辺三角形の底辺が前記第１部分との界面となるように前記第１部分
と接し、前記２等辺三角形の２つの等辺が前記サンプル物質と接すると共に、
前記界面は、前記平面に入射する光を透過する入射面と、前記平面で反射した光を透過
する出射面とを備える、ことを特徴とする全反射減衰型光学プローブ。
【請求項５】
前記第１の光学材料は、フッ化マグネシウム、フッ化リチウムおよびフッ化カルシウム
のいずれかであり、前記第２の光学材料が、合成石英、水晶、サファイア、セレン化亜鉛
およびダイヤモンドのいずれかであることを特徴とする請求項３又は４に記載の全反射減
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衰型光学プローブ。
【請求項６】
前記第１部分の光が入出射する面および前記第１部分と前記第２部分の間の界面の中の
少なくとも１つの面に反射防止コーティング層を備えたことを特徴とする請求項３から５
のいずれか一項に記載の全反射減衰型光学プローブ。
【請求項７】
さらに、前記光学プローブのサンプル物質と接する面に、測定波長より十分薄い厚さの
コーティング層を備えることを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載の全反射
減衰型光学プローブ。
【請求項８】
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サンプル物質に接して配置される請求項１から７のいずれか一項に記載の全反射減衰型
光学プローブと、
前記全反射減衰型光学プローブに遠紫外光を照射する光源と、
前記全反射減衰型光学プローブからの全反射光を検出する受光素子と、
前記光源から前記受光素子までの光路において、遠紫外光を分光する分光素子と、
を備えた水溶液分光測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、遠紫外域での分光分析に関するものである。

40

【背景技術】
【０００２】
近年水の純度やその性質の微弱な変化を精度よく、かつ、その水質を変化させることな
く測定するという用途が増加している。たとえば半導体の製造プロセスは、その比抵抗が
理論限界値に近いレベルの純度を要求するに至っている。また、近年では、その非常に純
度の高い超純水に特定の機能を付加させた機能水なるものが利用されるようになってきて
いる。
【０００３】
水または水溶成分の識別や定量分析において、分光分析は非常に有効な手段として多種
多様に利用されている。その分光分析手法は、測定波長領域によって、紫外可視分光、近
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赤外分光、赤外分光に大別される。
【０００４】
特に、近赤外分光では、水特有の水素結合を反映する吸収スペクトルが８００〜１４０
０ｎｍに顕著に観測され、たとえば特開平３−１７５３４１号公報には、このスペクトル
を利用した水中の溶解成分の測定方法が提案されている。水分子は液体状態では互いに水
素結合しているが、水中に他の溶解成分が混入された場合には、この水素結合の状態がき
わめて敏感に変化する。そして、その変化の様子を調べることで、混入成分の定量分析が
可能となるのである。より具体的には、無機電解質が水溶液中でイオン電離する際に、イ
オンの水和によって生じるイオン近傍の水分子とバルクの水分子との間の水素結合の切断
や歪み、イオンの電場による水分子の分極の影響などによって、水分子自身の結合状態や
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、水素結合した水分子どうしの結合状態が影響を受け、その近赤外吸収スペクトルは純水
の場合と異なるものとなる。そこで、あらかじめその変化を検量することで、イオン種に
帰属する吸収スペクトルからではなく、水の吸収スペクトルの変化からそのイオン種の濃
度を定量できる。
【０００５】
また、最近になって、特開平２００５−２１４８６３号公報やAPPLIED SPECTROSCOPY V
ol. 58, No. 8 (2004), 910‑916には、水の遠紫外スペクトルが、近赤外スペクトルと同
様に水の水素結合状態に密接に関与していることを利用して水溶液中の水和物質の濃度を
定量する方法が提示されている。より具体的には、１５０ｎｍ付近にピークを有する水の
ｎ→σ＊遷移による吸収スペクトルが、水自体と水中に溶解する水和イオンとの間に形成
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する電場の影響で長波長側にシフトし、スペクトルの一部が常用分光装置（真空排気を必
要としない分光装置）で測定可能な領域に現れることを利用して、水溶液の識別・微量成
分濃度の定量分析を行うものである。水の遠紫外スペクトル吸収を利用する方法は、近赤
外スペクトルを利用する場合よりも格段に微量成分に対する検出・定量感度が上がるが、
水自身の吸光度が非常に大きいため、これまでは透過スペクトル測定の限界である１８０
ｎｍより長い波長領域でしか利用されていなかった。
【０００６】
ところで、本発明では、非常に吸収が大きい物質の吸収スペクトルを測定する方法とし
て、全反射減衰吸光（Attenuated Total Reflectance）法に着目するので、ここで、従来
の全反射減衰吸光法について説明する。全反射減衰吸光法によれば、光が光学プローブの
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表面で全反射する際に形成される波長オーダーの光の浸みだし（エバネッセント波）によ
る試料内での光吸収量を測定できるので、理論的に波長オーダーのセル長による透過スペ
クトルと類似の吸収スペクトルを得ることができる。特開昭６２−７５２３０号公報には
、光学プローブを応用した全反射減衰吸光法による濃厚溶液類の測定方法が提案されてい
る。光学プローブの材質として合成石英やサファイアを用いた全反射減衰吸光法が種々に
実現され、全反射減衰吸光法自体の測定感度を高める方法も特開平７−１２７１６号公報
などに提案されている。
【０００７】
複数の光学材料からなる全反射減衰吸光法用の光学プローブも提案されている。米国特
許第５７０３３６６号公報に記載された光学分析用の光学系では、赤外線光学系において
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、サンプル物質と接触する面で入射光を全反射するプローブを用いる。ここで、単独の結
晶部材からなるプローブの欠点（耐食性、機械的性質、高価格など）を解消するため、第
１結晶部材と、第１結晶部材に接する第２結晶部材とからプローブを組み立てている。第
２結晶部材はサンプル物質に接触する面を備える。２つの結晶部材は、実質的に同じ屈折
率をもつ。第２結晶部材が、赤外線を透過する材料であるダイヤモンドである場合、第１
結晶部材は、たとえばセレン化亜鉛（ZnSe）である。
【０００８】
なお、特開昭６４−５６４０１号公報に記載された赤外線透過光学素子では、ＳｉＯ２
、ＺｎＳｅなどの赤外線透過材料からなる光学素子の表面に、表面強度と耐湿性の改善の

ため、ダイヤモンド薄膜またはダイヤモンド構造を含むカーボン（ＤＬＣ）の薄膜（たと
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えば６００ｎｍの厚さ）を形成する。光学素子の１例は、全反射減衰吸光測定付属装置の
多重反射プリズムである。実施例で用いられているＤＬＣ薄膜の光学的性質については、
赤外域吸収スペクトルに影響を与えなかったと記載されている他は、摩耗試験や耐湿試験
の結果が記載されているのみである。すなわち、ダイヤモンド薄膜の作用効果としては機
械的性質と化学的性質のみが注目されている。
【０００９】
また、特開平５−３３２９２０号公報に提示されている方法では、試料（Ｓｉウェハ）
の分析面を空気側とし、分析面の反対側の面に試料より低い屈折率を有する軟らかい固体
材料プリズムを密着させ、固体材料側から赤外線を入射して分析面で反射させることによ
り、プリズム材質より大きな屈折率を有する試料表面の減衰全反射スペクトルを得る。こ
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の方法でも、複合材質の第２層（試料）が赤外線を透過する材質であることが前提となっ
ている。
【００１０】
なお、特開２００１−９１７１０号公報に記載された全反射減衰吸光プローブでは、光
吸収が大きな第２層（たとえば酸化亜鉛、二酸化錫）を、透明な第１層（たとえばシリコ
ン）と鏡面接合することが提案されている。第２層は、試料と接する層である。ここで、
第１層として屈折率の大きな光学材料が用いられ、第２層として屈折率の小さな光学材料
が用いられている。しかし実施例１などにおいて記載されている端面角と入射角度では、
第１層への入射光は第１層と第２層の界面で全反射され、第２層の反対側に位置するサン
プルの中には第２層中のごく一部のエバネッセント波しか到達できず、しかも第２層中で
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の光吸収が大きいため、結果的に非常にＳ／Ｎ比の低下した吸光度測定しかできない。こ
の発明の考え方は不明である。
【００１１】
以上に説明した従来例から分かるように、複数の材質からなるプリズムでは、試料と接
する側である第２層の屈折率が第１層の屈折率と実質的に等しいか、大きい場合において
のみ、複合材質からなる減衰全反射型プリズムになると考えられてきた。そして、いずれ
の場合も、複合プリズムの界面に接する試料の屈折率は、プリズムの第１層の屈折率より
も小さいという前提で提案されている。そして、それらの複数の材質は、赤外線などの測
定光を透過するという条件のもとで選定されている。なお、特開２００１−９１７１０号
公報には、第２層の屈折率が第１層の屈折率よりも小さい複合プリズムの構成例が記載さ
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れている。この場合、減衰全反射は複合プリズムの第１層と第２層の界面で生じており、
試料表面の全反射スペクトルを得るものとはならず、この考え方は不明である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開平３−１７５３４１号公報
【特許文献２】特開平２００５−２１４８６３号公報
【特許文献３】特開昭６２−７５２３０号公報
【特許文献４】特開平７−１２７１６号公報
【特許文献５】米国特許第５７０３３６６号公報
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【特許文献６】特開昭６４−５６４０１号公報
【特許文献７】特開平５−３３２９２０号公報
【特許文献８】特開２００１−９１７１０号公報
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】APPLIED SPECTROSCOPY Vol. 58, No. 8 (2004) 910‑916
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
近赤外に現れる水の吸収スペクトルは本来禁制遷移で吸収が弱く、水の中の極微量の溶
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解成分の濃度が測定できない。そこで、近赤外スペクトルでは有意差が得られないごく微
量の溶解成分の濃度測定法が必要になっている。一方、水には１５０ｎｍ付近に大きな吸
収ピークがあり、この吸収スペクトルの変化から近赤外スペクトルを利用する場合よりは
るかに高い感度で水溶液中の溶解成分の検出や濃度測定が可能である。しかし、遠紫外域
で水や水溶液のスペクトルを測定するには、水の吸収が分光測定での大きな障害となる。
水以外の物質においても遠紫外域で大きな吸収がある場合は、同様に、その吸収が分光測
定での障害となる。なお、赤外域や可視域で使用可能な上述の従来の全反射減衰吸光測定
法は、遠紫外域では透過率が十分でないため、または、光学プローブがサンプル物質と接
する平面で全反射を生じないため利用できなかった。
【００１５】
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発明の目的は、１８０ｎｍ以下の遠紫外域で水の分光測定を容易に行えるようにして、
水溶液中の微量な溶解成分などを高感度に検出し、定量分析できるようにすることである
。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
かかる課題を解決するために、遠紫外領域で水溶液の測定が可能となる全反射減衰型光
学プリズムを以下のように提案する。
本発明に係る第１の全反射減衰型光学プローブは、遠紫外域で光透過特性を有する第１
の光学材料であって、サンプル物質である測定媒体の屈折率よりも低い屈折率を有する第
１部分と、前記第１部分に接する界面とサンプル物質と接する平面とを備え、遠紫外域に
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おいて前記第１部分より低い光透過率と前記サンプル物質である測定媒体の屈折率より高
い屈折率を有する第２の光学材料からなる第２部分とからなる。前記第１部分と第２部分
の間の前記界面は、第１部分を透過した光線が前記第２部分に入って、前記第２部分の前
記平面に臨界角以上の入射角で入射可能な形状を備える。サンプル物質の屈折率が第２の
光学材料の屈折率より小さければ、第１の光学物質の屈折率より大きい場合であっても、
サンプル物質と接する平面で全反射が生じる。
【００１７】
第１の全反射減衰型光学プローブにおいて、たとえば、前記第２部分の前記サンプル物
質と接する平面と前記第１部分と第２部分の間の界面とが互いに平行である。好ましくは
、さらに、遠紫外域で光透過特性を有する第３の光学材料からなる第３部分を備え、この
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第３部分は、前記第２部分に関して、前記平面と前記界面が互いに垂直となる位置関係に
ありながら、前記第１部分とは反対の側に位置される。また、第１の全反射減衰型光学プ
ローブにおいて、たとえば、前記界面は半円状である。また、第１の全反射減衰型光学プ
ローブにおいて、たとえば、前記第２部分の前記平面と前記界面とが互いに垂直である。
【００１８】
第１の全反射減衰型光学プローブにおいて、好ましくは、前記第１の光学材料は、フッ
化マグネシウム、フッ化リチウムおよびフッ化カルシウムのいずれかであり、前記の第２
の光学材料が、合成石英、水晶、サファイア、セレン化亜鉛およびダイヤモンドのいずれ
かである。
【００１９】
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第１の全反射減衰型光学プローブにおいて、好ましくは、前記第１部分と第２部分の間
の界面は、前記第１部分を透過した光が前記第２部分に垂直に入射可能であり、かつ、前
記面から全反射された光が前記第２部分から前記第１部分に入る際に垂直に入射可能な形
状を備える。
【００２０】
本発明に係る第２の全反射減衰型光学プローブは、遠紫外域で光透過特性を有する光学
材料からなり、少なくとも一部において屈折率が連続的に変化する。このプローブは、サ
ンプル物質と接する側に、臨界角以上の入射角の光を全反射する平面を有し、前記の平面
の一部を含む第１の部分での遠紫外域での屈折率がその他の部分より高い。前記光学材料
は、たとえば、フッ化マグネシウムであり、前記の屈折率が連続的に変化する部分はイオ
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ンドーピングあるいはイオンインプランティングなどにより前記光学材料に不純物イオン
を拡散あるいは注入することによって形成されたものである。
【００２１】
好ましくは、第１または第２の全反射減衰型光学プローブは、水と接する側の面に、測
定波長より十分薄い厚さのコーティング層（たとえば石英、水晶またはダイヤモンドの薄
膜）を備える。
【００２２】
本発明に係る水溶液分光測定装置は、水または水溶液に接面して配置される前記のいず
れかの全反射減衰型光学プローブと、全反射減衰型光学プローブに遠紫外光を照射する光
源と、全反射減衰型光学プローブからの全反射光を検出する受光素子と、光源から受光素
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子までの光路において、遠紫外光を分光する分光素子とを備える。光路中の酸素は、遠紫
外域で吸収を生じないガスで置換されるか、もしくは、真空状態まで排気される。
【発明の効果】
【００２３】
本発明では、遠紫外域で吸光度の大きな物質に対して遠紫外域での分光測定を可能にし
た。これにより、水溶液中の微量な溶解成分などを容易に高感度に検出し、定量分析でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】ＨＣｌ水溶液の遠紫外スペクトルの図
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【図２】ＨＣｌの濃度を予測する検量線モデルの相関性を示すグラフ
【図３】一般的な反射減衰吸収光学プローブの構成を示す図
【図４ａ】２層構造における光の透過と反射を説明するための図
【図４ｂ】２層構造における光の透過と反射を説明するための図
【図５】第１の実施の形態の縦型３層構造の光学プローブの構成を示す図
【図６】図５の光学プローブの変形例の構成を示す図
【図７】図５の光学プローブの別の変形例の構成を示す図
【図８】半円２層構造の光学プローブの構成を示す図
【図９ａ】現実的な光学プローブ配置と屈折率プロファイルの図
【図９ｂ】現実的な別の光学プローブ配置と屈折率プロファイルの図
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【図１０】第２の実施形態の２層構造光学プローブの別の変形例を示す図
【図１１】表面改質を行った場合の光学プローブの構成を示す図
【図１２】屈折率を連続的に変化させる光学プローブの図
【図１３】遠紫外域における各光学材料の屈折率の波長依存性を示すグラフ
【図１４】合成石英を用いる光学プローブによる吸光度の入射角依存性を示すグラフ
【図１５】合成石英を用いる光学プローブによる吸光度の入射角依存性の実験データを示
すグラフ
【図１６】合成石英を用いる光学プローブによるエバネッセント波の潜り込み深さを示す
グラフ
【図１７】合成石英を用いる光学プローブによる吸光度の溶質濃度による変化の実験デー
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タを示すグラフ
【図１８】表面改質された光学プローブによる吸光度の溶質濃度による変化を示すグラフ
【図１９】遠紫外分光応用微量成分濃度計のブロック図
【図２０】水以外の物質のスペクトルのグラフ
【発明を実施するための形態】
【００２５】
以下、添付の図面を参照して発明の実施の形態を説明する。
近赤外域に現れる水の吸収スペクトルは本来禁制遷移で吸収が弱く、極微量の溶解成分
の濃度が測定できない。そこで、発明者は、遠紫外スペクトルに着目して研究したところ
、純粋な水は遠紫外域の１５０ｎｍ付近に非常に大きなシャープな吸収ピークを有し、そ
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のシャープな吸収の裾部分の変化を測定することにより、水溶液中に水和する極微量の溶
解成分の濃度が測定できることを見出した。つまり、水自身は１５０ｎｍ付近の吸収ピー
クから２００ｎｍ付近の吸収ボトムまでに非常に急峻な吸収スペクトルの減少を示し、か
つ、この吸収バンドのピーク位置やバンド幅が極微量の溶質成分の水和によっても変化す
る。そのため、その吸収ピークのわずかな波長シフトは、そのシャープな吸収の傾斜部分
では非常に高感度に捉えられ、水溶液中の極微量成分の濃度測定に利用できる。（これに
ついては特開２００５−２１４８６３号公報に記載されている。）すなわち、水の吸収ピ
ークの裾部分のスペクトルを測定し、複数波長での吸光度の多変量解析により検量線を作
成することにより、極微量の溶解成分を測定できた。たとえば、図１は、０〜２０ｐｐｍ
の範囲内の１１の濃度（１、２、３、４、５、６、８、１０、１２、１６、２０ｐｐｍ）
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のＨＣｌ水溶液の遠紫外スペクトルを示し、図２は、ＨＣｌの濃度を予測する検量線モデ
ルの相関性を示す。モデルの相関係数Ｒと標準偏差σは、０.９９８７と０.１８ｐｐｍで
あった。少なくとも１００ｐｐｍまで微量のＨＣｌが高精度で定量測定できることが分か
った。本測定例での水溶液中のＨＣｌの検出限界は０.５ｐｐｍであった。
【００２６】
上述の水及び水溶液の測定例において、測定波長は１８０〜２１０ｎｍにある水の吸収
バンドの裾部分に限定したものであった。それは、水の１５０ｎｍ付近にピークを持つ吸
収バンドの吸光係数が非常に大きく、１８０ｎｍ以下の測定波長の透過スペクトルを得る
ためには測定のセル長を数百ｎｍにまで薄くする必要があり、また測定雰囲気中の酸素を
除去する必要があるなど、実現が困難と考えられたためである。しかし、さらに高感度な
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成分分析を実施するためには、よりスペクトル吸収の変化が大きく現れる１６０ｎｍ〜１
８０ｎｍの強大な吸収傾斜部分を測定する必要がある。
【００２７】
遠紫外域に存在する水の吸収ピーク付近（１５０ｎｍ）で水や水溶液のスペクトルを測
るには、セル長を１００ｎｍ程度に短くする必要があるが、これは困難である。そこで、
発明者は、非常に吸収が大きい物質の吸収スペクトルを測定する方法として知られている
全反射減衰吸光法（ＡＴＲ法）に着目した。特開２００５−２１４８６３号公報の前の遠
紫外分光法による水溶液中の溶解成分濃度測定方法は、すべて溶質の吸収バンドから特定
物質の濃度を測定するものであって、溶媒である水のスペクトル変化から溶質の濃度を測
定するものではなかった。しかし、以下に説明する全反射減衰吸光法を用いた光学プロー
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ブ（以下では全反射減衰光学プローブという）及び遠紫外分光測定装置により、溶媒であ
る水のスペクトル変化から溶質の濃度を測定する上述の方法を、その測定波長域を１６０
ｎｍ〜１８０ｎｍへ拡張することによって高感度化できる。
【００２８】
まず、全反射減衰吸光法について説明すると、図１に示すように、屈折率がより高い媒
体（たとえば合成石英）と屈折率がより低い媒体（測定対象のサンプル物質）（たとえば
水）の間の界面が図の上側にある場合、屈折率がより高い媒体側から光線が当たると、入
射角θが臨界角より大きな場合には光線は全反射される。しかし、この際に、光線は、屈
折率がより低い媒体にも波長オーダーの一定の距離潜り込み、界面方向に進み、その後、
反射される。この屈折率がより低い媒体に潜り込む光線をエバネッセント波という。エバ
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ネッセント波の電界強度は反射点で最大であり、界面方向と界面に鉛直な方向に向かって
すぐに減衰する。なお、図１の上側の面の上側にエバネッセント波の界面に鉛直な方向で
の電界強度の変化を図式的に示しているが、エバネッセント波の電場強度が１／ｅまで減
衰する距離を潜り込み深さ(penetration depth）という。かかる方法によれば、光が全反
射する際に形成される波長オーダーの光の潜り込み（エバネッセント波）に対する光の吸
収を反射光から測定できる。この光の潜り込み深さが通常の透過スペクトルの光路長に対
応するので、理論的に波長オーダーのセル長による透過スペクトルと類似の吸収スペクト
ルを得ることができる。本発明では、遠紫外域で水の吸収スペクトルを測定するには数百
ｎｍ以下のセル長で測定する必要があるという制約と、水溶液中のごく微量の成分の分析
を行ううえでは１６０ｎｍ〜１８０ｎｍの波長領域での測定が重要であるという条件に対
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して、１６０ｎｍ〜１８０ｎｍの波長領域で減衰全反射プリズムによる反射吸収スペクト
ルを測定するということでうまく適応できることを提案するものである。
【００２９】
ところで、全反射減衰吸光法に適応できる光学プローブ（全反射減衰光学プローブ）は
、以下の２つの条件を満足している必要がある。
（１）光学プローブの材質の屈折率がサンプル物質の屈折率よりも大きいこと（全反射条
件）。
（２）光学プローブの材質が測定波長領域で透明である（光透過率が十分に高い）こと（
透過条件）。
しかし、水の屈折率は遠紫外域では波長が短くなるにつれて著しく増加するため、全反射
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減衰光学プローブとしての２つの条件を満たす材料がない。つまり、石英やサファイアの
ように屈折率が遠紫外域でも水より高い材質は１６０ｎｍ付近では十分な透過率を有さず
、一方、その領域の遠紫外線を透過する材質（たとえばフッ化マグネシウム、フッ化カル
シウムなど）はすべて遠紫外域で屈折率が水の屈折率よりも低くなり、全反射条件を満足
できなくなる。このため、測定波長領域を２００ｎｍまたはせいぜい１９０ｎｍ以上に限
定する光学プローブしか実用化されていない。すなわち、水の１５０ｎｍ付近のピーク波
長まで測定できる光学プローブを用いた全反射減衰吸光法の例は、背景技術で説明した従
来の全反射減衰光学プローブを含め、報告されていなかった。
【００３０】
なお、従来発明の中には、屈折率の異なる複数の材質からなる平板状の２層構造の全反
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射減衰光学プローブの構成例も提案されている。第１層の屈折率ｎ１は第２層の屈折率ｎ
２より低いが、図４ａに示すように、試料界面で減衰全反射を生じるには、第１層の屈折

率ｎ１は試料の屈折率ｎｓより高くなければならない。図４ｂに示すように、第１層の屈
折率ｎ１が試料の屈折率ｎｓよりも低いという条件では、試料界面で減衰全反射を生じな
い。この場合、第１層から第２層へ入射する際に第２層内で屈折した光は、第２層と試料
との界面で減衰全反射が生じる臨界角を形成できず、試料界面で屈折を伴って透過してし
まうからである。すなわち、光は、第１層から第２層を透過して試料に抜けてしまうか、
第２層に入ることなく第１層と第２層の界面で全反射するかのどちらかである。たとえば
、特開２００１−９１７１０号公報には、試料と第１層の間に第１層の光学材料よりも高
い屈折率ｎ２の光学材料からなる第２層を挿入した平板２層構造の光学プリズムが提示さ

30

れているが、第１層の光学材料の屈折率ｎ１が試料の屈折率ｎｓよりも低い条件では、や
はり試料界面での減衰全反射は生じない。
【００３１】
発明者は、複合層からなる全反射減衰光学プローブにおいて、いくつかの光学材料に特
定の配置条件を課すことで、１８０ｎｍより短い波長域で水などの全反射減衰吸光が測定
可能であることを発見し、かかる光学プローブを利用して水溶液中の極微量な溶解成分濃
度の測定、水質の微妙な変化などを定量測定できる水溶液測定装置を提供する。この光学
プローブや水溶液測定装置は、一般的に、水以外の遠紫外域で吸収が大きい物質に対して
も、同様に全反射減衰吸光法を用いて分光測定ができる。
【００３２】
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複合層からなる全反射減衰光学プローブは、第１部分と第２部分の組み合わせからなる
。第１部分は、遠紫外域で光透過特性を有する第１の光学材料からなる。また、第２部分
は、第１部分に接する界面とサンプル物質と接する平面とを備え、遠紫外域において試料
の屈折率ｎｓより高い屈折率ｎ２を有する第２の光学材料からなる（ｎ２＞ｎｓ）。第２
の光学材料は、第１の光学材料の屈折率ｎ１より高い屈折率をもつ（ｎ２＞ｎ１）。第２
の光学材料は、一般に第１の光学材料より透過率が低く、第２の光学材料のみでは光学プ
ローブを構成できない。光線は、第１部分に入り、第１部分を透過し、第１部分と第２部
分の間の界面で屈折して第２部分に入って、前記の平面で全反射する。この界面は、光線
が前記平面に臨界角以上の入射角で入射可能な形状を備える。このとき光線の一部はエバ
ネッセント波としてサンプルを透過した後に反射する。
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【００３３】
図５は、第１の実施の形態の縦型３層構造の光学プローブを示す。この光学プローブは
、長方形の高屈折率光学材質層４０とその両側に接する第１保持材４２および第２保持材
４４からなる。サンプル物質４６は、サンプル物質４６よりも大きい屈折率をもつ高屈折
率光学材質層４０の長手方向の端面４８に接する。サンプル物質である水と接する高屈折
率光学材質層４０の第２の光学材料は、その屈折率が１６０ｎｍ付近の遠紫外域に至る波
長域において、水の屈折率よりも大きな屈折率を有する必要がある。この要件を満たす材
質として、例えば石英（または水晶）とサファイアがあげられる。石英とサファイアの１
６０ｎｍ付近の遠紫外域における内部透過率（反射損失を考慮しない材質自体の透過率）
は１ｍｍの厚さにおいて５０％以上である。従って、高屈折率光学材質層４０の厚さは、
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数百μｍ以下であることが望ましいが１ｍｍ程度まで実用できる。フッ化マグネシウム（
図１３参照）、フッ化リチウム、フッ化カルシウムなどの光学材質は、真空紫外領域では
石英やサファイアよりも屈折率が低いが、厚さが１０ｍｍ以上であっても、光透過率は損
なわれない。したがって、たとえば１５０ｎｍ以上の紫外域で高屈折率光学材質層４０の
第２の光学材料より屈折率が小さく、かつ十分な透過特性を有するこれら光学材料をプロ
ーブの保持材４２，４４とし、それに接して第２の光学材料が全反射プローブとして機能
し得る程度の厚み（たとえば１６０〜２５０ｎｍの波長域に対して内部透過率が少なくと
も１０％以上）となるような多層構造とする。例えば、保持材４２，４４としてフッ化マ
グネシウムを、第２の光学材質層としてサファイアを用い、サンプル物質が水である場合
の各物質の屈折率は、１６０ｎｍ付近の遠紫外域において、それぞれ約１．５、約２．２
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、約１．６である。これにより、１６０ｎｍ付近の水及び水溶液の全反射減衰吸光度の測
定が可能となる光学プローブを実現できる。第１保持材４２に入射した光線５０は、第１
保持材４２と高屈折率光学材質層４０との間の界面５２に入射して屈折され、次に、端面
４８に臨界角以上の角度で入射して全反射される。反射された光線は、高屈折率光学材質
層４０と第２保持材４４の間の第２の界面５４で屈折されて、第２保持材４４から出てい
く。つまり、図４ｂに示すように、第１の材質の屈折率が試料の屈折率よりも小さい場合
に、平板構造では、高屈折率光学材質層に入射した光が光屈折率光学材質層と試料との界
面を透過してしまい、全反射を起こせないという問題があったが、界面５２と端面４８を
垂直に配置する上記構造を用いることで、この平板構造の問題を解決できる。この反射波
を測定してサンプル物質４６の吸光度を測定する。第１保持材４２の外形は、好ましくは

30

、光線５０が外部からほぼ垂直に入射するように設計する。高屈折率光学材質層４０と保
持材４２，４４の光学材料については後で説明する。なお、高屈折率光学材質層４０の端
面４８と界面５２，５４のなす角度は、好ましくは直角であるが、必ずしも直角でなくて
もよく、保持材から第２の高屈折率光学材質層に屈折あるいは直進して入射する光が、第
２の高屈折率光学材料と試料との界面で全反射条件を満足できる角度であればよい。具体
的には９０度から臨界角までの範囲であればよい。この光学プローブを用いて、水溶液中
の微量成分濃度などの測定が可能な水溶液測定装置を提供できる。
【００３４】
したがって、上述の光学プローブは、測定対象の遠紫外域（たとえば１５０ｎｍより長
い遠紫外波長の領域）で光透過特性を有する第１の光学材料の第１部分(保持材)４２，４

40

４と、界面５２，５４で第１部分４２と接する第２の光学材料の第２部分４０とからなる
。ここで、第２の光学材料は、遠紫外域でサンプル物質および第１の光学材料より高い屈
折率を有し、かつ、第２部分４０は、測定波長において、少なくとも１０％以上の内部透
過率を有する厚みを有し、また、サンプル物質４６と接する側に、臨界角以上の入射角の
光を全反射する面４８を有する。
【００３５】
図６は、第１の実施の形態の光学プローブの変形例を示す。この光学プローブでは、図
５に示された光学プローブとは異なり、第２の保持材が省かれる。高屈折率光学材質層４
０の端面４８で反射された光線５０は、界面５４で空中に出射される。
【００３６】
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図７は、第１の実施の形態の光学プローブの別の変形例を示す。第１保持材４２
２保持材４４

と第

の外形５６、５８は半円状である。したがって、光線５０は、入射方向が

変わっても保持材４２

に対してほぼ垂直に入射可能になる。

【００３７】
図８は、第２の実施の形態の光学プローブを示す。高屈折率光学材質層１０は、サンプ
ル物質１２に接する端面１４を備える。高屈折率光学材質層１０のサンプル物質１２と接
しない側は、保持材１６と界面１８を介して接する。界面１８と保持材１６の外形はいず
れも半円状である。したがって、光線２０は、入射方向が変わっても保持材１６と界面１
８に対してほぼ垂直に入射可能になり、サンプル物質１２と接する界面１４に臨界角以上
の入射角で光を入射させることが可能となる。つまり、この構造では、保持材１６と高屈

10

折率光学材質層１０の間の境界面と、高屈折率光学材質層１０とサンプル物質１２の間の
境界面１４とがなす角が垂直でなくても、上記界面１４に入射した光が全反射を起こすこ
とができる。
【００３８】
第２の実施形態の２層構造光学プローブは、図８に示すように、保持材１６と、その１
面１８に密着した高屈折率光学材質１０とからなる。サンプル物質よりも大きい屈折率を
もつ高屈折率光学材質１０は、サンプル物質１２に接する面１４を備え、この面１４で全
反射を可能とする。面１４と入射光線２０とのなす角は、サンプル物質１２と高屈折率材
質１０の屈折率の差からあらかじめ計算される。保持材１６は、フッ化マグネシウム、フ
ッ化リチウム、フッ化カルシウムなどの光学材料からなる。保持材１６の形状はこの例で

20

は半円断面であるが、これに限られない。たとえば入射光線が全反射できない入射角とな
る界面部分などを必要に応じて平坦に削除してもよい。保持材１６に入射した光線２０は
、保持材１６を透過し、界面１８でまっすぐにまたは屈折して高屈折率材料層１０に入る
。高屈折率光学材質層１０を透過した光線２０は、面１４に臨界角以上の入射角で入射し
、全反射される。反射された光は、さらに次の界面に臨界角以上の角度で入射して全反射
され、界面１８でまっすぐにまたは屈折して保持材１６に入り、保持材１６を透過して、
外に出て行く。この反射光を測定してサンプル物質１２の吸光度を測定する。
【００３９】
図８に示した光学プローブについてさらに説明する。サンプル物質である水と接する第
２の光学材料からなる第２部分１０は、第１の実施形態と同様に、その屈折率が１６０ｎ

30

ｍ付近の遠紫外域に至る波長域において、水の屈折率よりも大きな屈折率を有する必要が
ある。この要件を満たす材質として、例えば石英（または水晶）とサファイアがあげられ
る。また、第１の実施形態と同様に、たとえば１５０ｎｍ以上の紫外域で第２の光学材料
より屈折率が小さく、かつ十分な透過特性を有するこれら光学材料をプローブの保持材１
６とする。第２の光学材料を通過する光路長が５ｍｍ以下と十分に小さい場合、その内部
透過率は１６０ｎｍ付近でも１０％程度は残り、光入出射端面での反射損失を考慮しても
かろうじて全反射減衰プローブとして機能できる。そこで、第２の光学材料が全反射プロ
ーブとして機能し得る程度の厚み（たとえば１６０〜２５０ｎｍの波長域に対して光学光
路長が５ｍｍ以下）をもつような２層構造とする。例えば、保持材１６としてフッ化マグ
ネシウムを、第２の光学材質層としてサファイアを用い、サンプル物質が水である場合の

40

各物質の屈折率は、１６０ｎｍ付近の遠紫外域において、それぞれ約１．５、約２．２、
約１．６である。これにより、１６０ｎｍ付近の水及び水溶液の全反射減衰吸光度の測定
が可能となる光学プローブを実現できる。この光学プローブを用いて、水溶液中の微量成
分濃度などの測定が可能な装置を提供できる。
【００４０】
したがって、上述の２層構造の光学プローブは、測定対象の遠紫外域（たとえば１５０
ｎｍより長い遠紫外波長の領域）で光透過特性を有する第１の光学材料の半円形状の第１
部分(保持材)１６と、界面１８で第１部分１６と接する第２の光学材料の半円形状の第２
部分１０とからなる。ここで、第２の光学材料は、遠紫外域でサンプル物質および第１の
光学材料より高い屈折率を有し、かつ、第２部分１０は、測定波長において、少なくとも
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１０％以上の内部透過率を有する厚みを有し、また、サンプル物質１２と接する側に、臨
界角以上の入射角の光を全反射する面１４を有する。光線２０は、臨界角より大きい角度
θで第１部分１６および第２部分１０に入射し、界面１４で全反射して、ふたたび第２部
分１０および第１部分１６を経て出ていく。
【００４１】
図９ａは、第２の実施形態の変形例の光学プローブの構成と屈折率プロファイルを示す
。この光学プローブは、第１の実施形態の光学プローブと同様に、遠紫外波長領域で光透
過特性を有する第１の光学材料（フッ化マグネシウム、フッ化リチウム、フッ化バリウム
など）の第１部分１０

と、第１部分１０

英、サファイアなど）の第２部分１４

に接して配置される第２の光学材料（合成石

とからなる。第２の光学材料は、遠紫外域で水よ

り高い屈折率を有する。図８の光学プローブと異なるのは、第１部分１０
４

の界面１２

、第２部分１４

、１２

と第２部分１

が、入射光、反射光の垂直入射を可能とする形状であり、また

のサンプル物質１８との界面２０で臨界角以上の入射角の光を全反射を

することである。また、第２部分１４

の厚みは、十分な透過特性を有するように設定す

る。上述の垂直入射は、第２部分１４

への入射の際の反射ロスを減らすためである。さ

らに、屈折率ギャップの大きい界面２２、２２
部分１４

には、無反射コーティングを施す。第２

にサファイアを用いる場合は、たとえば図９ｂのような構造にして界面１２

、１２

にも無反射コーティングを施すことが望ましい。この場合第１部分１０

部分１４

の面１３

で保持され、端面１３

、１３

、１５

、１５

は第２

は窒素パージ環

境（あるいは真空）に配置され、それぞれの端面で無反射コーティングを施される。また
、第１部分１０
１４

10

の面２２、２２

20

も垂直入射をする形状を備える。全反射は、第２部分

がサンプル物質１８に接する面で起こる。エバネッセント波は、第２部分１４

と

サンプル物質１８の界面の方向に進行する。この反射波を測定してサンプル物質の吸収を
測定する。したがって、反射波は、サンプル物質（たとえば水または水溶液）１８への透
過の影響を受けている。また、後で説明する第３の実施形態のように、ＭｇＦ２にイオン
ドーピングなどによる表面改質によって高屈折率光学材質部分を形成する場合も、なるべ
く光線が進む方向に屈折率勾配が存在するようにする。屈折率プロファイルの図では、第
１の光学材料としてフッ化マグネシウムを用い、第２の光学材料として石英およびサファ
イアを用いる場合の光線１６に沿った屈折率変化を示す。また、フッ化マグネシウムの光
30

学材料をイオンドーピングで表面改質部を設けた場合の屈折率変化も示す。
【００４２】
図１０は、第２の実施形態の２層構造光学プローブの別の変形例を示す。この光学プロ
ーブは、第１部分１６

の１つの面に、２等辺三角形の断面の第２部分１０

構造を備える。第１部分１６

と第２部分１０

融着によって接合される。したがって、第２部分１０
分１６

を接合した

とは、オプティカルコンタクトまたは熱
は、２等辺三角形の底辺が第１部

との界面となるように第１部分と接し、２等辺三角形の２つの等辺がサンプル物

質と接する面となる。第１部分１６
に入り、試料との２つの界面１４

を通る光線２０は、界面１８

から第２部分１０

でそれぞれ全反射されて、ふたたび第１部分１６

に

入って出ていく。
40

【００４３】
第３の実施形態の光学プローブでは、図１１に示すように、遠紫外域で光透過特性を有
する光学材料（フッ化マグネシウムなど）からなる光学プローブ１４

において、少なく

とも一部において屈折率が連続的に変化する。ここで、サンプル物質１８に接する表面２
０の近傍を改質して、たとえば図１８の右上に示すように、屈折率を連続的に増加させる
。表面近傍の屈折率は、他の部分での屈折率より高く、最終的に平面２０ではサンプル物
質１８の屈折率よりも高くなる。この図の例では、光は円弧または楕円軌道を描いて表面
に達する。表面改質のため、たとえばイオンドーピングを用いる。たとえばフッ化マグネ
シウム、フッ化リチウム、フッ化カルシウム、フッ化バリウムなどの真空紫外透過光学材
質の表面にアルミニウム、マグネシウム、アルゴン、ナトリウムなどの金属イオンを熱拡
散や注入によってある濃度範囲内で分布させることができる。これにより埋め込まれた不
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純物濃度が連続的に変化して、屈折率が連続的に変化される。このような表面改質処理は
イオンドーピング、イオンインプレーティング処理などとして知られており、たとえば１
８０ｎｍ〜１５０ｎｍの屈折率を作為的に増加できる。この波長域の屈折率を、サンプル
物質１８と接する平面２０においてサンプル物質１８の屈折率よりも高い屈折率に改質す
ることで、全反射減衰吸光法用の光学プローブを形成できる。不純物が分布するのは表面
近傍のごくわずかな厚み部分であるので、透過率は損なわれるが全反射減衰吸光法用の光
学プローブとしては十分に機能できる。
【００４４】
次に、上述の実施形態の変形例であるコーティング型光学プローブについて説明する。
第１および第２の実施形態の光学プローブにおいて高屈折率光学材質層１４の光学材料が

10

サファイアである場合、および第３の実施形態の光学プローブにおいてイオンドーピング
によって表面改質が行われている場合、光学材料の一部が試料である水によってイオン化
し、不純物として試料中に溶出する可能性がある。特に試料が半導体洗浄水である場合こ
の不純物の溶出は問題となる。これを防止するために、たとえば図１２に示すように、サ
ンプル物質と接する面４８の上にサンプル物質に溶出しない材料（たとえば合成石英や水
晶）で第３の層を形成し、これをコーティング層４１とする。光学材料の屈折率は石英（
水晶）の屈折率より大きいため、入射光は光学材料と石英（水晶）のコーティング層４１
の間の界面４８で全反射される。このときコーティング層４１が測定波長より十分薄い厚
さ（数十ｎｍ程度）であれば浸みだし光（エバネッセント波）はサンプルに到達するため
、サンプルの吸光度の測定が可能となる。

20

【００４５】
なお、図１３には各種材料、すなわち、サファイア、合成石英または水晶（ＳｉＯ２）
、フッ化マグネシウムおよび水の屈折率の波長依存性が示されている。ここで、実線は計
算に用いるために作った適当な近似関数である。
【００４６】
以下に、いくつかの具体的な光学プローブについての計算結果と実験結果を説明する。
図１４は、第１の実施形態である縦型３層構造光学プローブによって測定した、純水の
吸光度の入射角依存性の計算データである。ここで高屈折率光学材質層の光学材料には石
英（水晶）を用いている。吸光度のピークは、入射角θが６８°から増加するにつれて減
少していく。なお、高屈折率光学材質層が同じく石英（水晶）であれば、第２の実施形態

30

でも同様の結果となる。また、図１５は、第１の実施形態である縦型３層構造光学プロー
ブによって測定した、純水の吸光度の入射角依存性の実験データである。ここで高屈折率
光学材質層の光学材料には合成石英を用いている。吸光度のピークは、入射角θが６８°
から増加するにつれて減少しており、上記計算データと整合する。吸収の極大位置が計算
データより長波長側へシフトしているが、これは本実験で用いた合成石英の屈折率が１６
５ｎｍ付近では純水の屈折率に非常に接近していき、その差がほとんどなくなるか、もし
くは反転したために反射光の一部が全反射できず純水中へ透過するという現象が生じてい
るためと考えられる。その結果として１６５ｎｍ付近に見かけ上の吸収極大が生じている
。それでも、従来測定できなかった１８０ｎｍ以下の波長領域での純水の吸収スペクトル
が得られている。

40

【００４７】
図１６は、第１あるいは第２の実施形態である光学プローブにおいて、高屈折率光学材
料として石英（水晶）を用いた場合の潜り込み深さの波長依存性（計算結果）を示す。入
射角θが６８°から増加するにつれて潜り込み深さは減少していく。光学材料の分散によ
ってエバネッセント波の潜り込み深さが極大を取る波長がある。この影響でも、全反射光
学プローブから得られる吸収スペクトルの極大位置は、水の実際の極大ピーク位置（１５
０ｎｍ付近と推測されている）よりも短波長側へシフトする。しかしこのような吸収スペ
クトルの変形は微量成分の定量測定においては問題とならない。入射角θが８０°の場合
、１６０ｎｍ付近の波長で、潜り込み深さは５０から１００ｎｍである。これが通常の光
学セルにおける光路長に相当する。
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【００４８】
図１７は、第１の実施形態である縦型３層構造光学プローブにおいて、高屈折率光学材
質層の光学材料として石英（水晶）を用いた場合の溶質濃度の異なる水溶液の吸光度のス
ペクトルの測定データ（実験結果）である。入射角θは７０°とした。１９５ｎｍ付近に
溶質であるＮａＩ由来の吸収ピークがあるが、溶質の濃度が増加すると、その吸収ピーク
が上昇するとともに、１８０ｎｍ以下の波長領域で水の吸収バンドが長波長側へシフトし
ている。そして、そのシフト量を定量分析することで、溶質由来の吸収バンドの変化を用
いるよりも高感度な分析が可能となる。なお、高屈折率光学材質層が同じく石英（水晶）
であれば、第２の実施形態でも同様の結果となる。
10

【００４９】
第３の実施形態の光学プローブにおいて、光学材料であるフッ化マグネシウムの表面改
質を行った場合、屈折率が、図１８の右上側に示すように分布すると仮定すると、光線は
、円弧あるいは楕円の軌道を描いて表面に達する。図１８は、この構造の光学プローブを
用いて溶質濃度の異なる水溶液の吸光度を測定したデータ（計算結果）である。
【００５０】
図１９は、上述のいずれかの光学プローブ（全反射減衰光学プローブ）を用いる遠紫外
分光応用微量成分濃度計（測定波長１６０〜２１０ｎｍ）の構成を示す。この濃度計は、
水溶液分光測定装置として使用できる。サンプル通路１００のサンプル物質１８に接面し
て光学プローブ１０２を設ける。サンプル物質をセルに導入するようにし、光学プローブ
をセル内のサンプル物質に面するようにしてもよいし、また、セルを用いずに、たとえば
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サンプルを導入する配管の壁面をプローブとしてもよい。紫外光源（たとえば重水素ラン
プ）１０４から発生された光は、単色分光器であるグレーティングミラー１０６をとおり
、ミラー１０８で反射されて、光学プローブ１０２に入射する。光学プローブ１０２への
入射角は適当に設定する。光学プローブ１０２からの反射光は、ミラー１１０で反射され
た後、紫外光センサ１１２に入射する。なお、上述の光学系内には、光学系内から酸素ガ
スを排除するため、窒素ガスが導入されているが、アルゴンガスによる空気置換や空気自
体を真空に排気するという方法もとれる。すなわち、光路中の酸素は、遠紫外域で吸収を
生じないガスで置換されるか、もしくは、真空状態まで排気される。紫外光センサ１１２
で検出されたスペクトルは信号処理部１１４で処理され、測定データを基に吸光度が計算
される。ここで、複数波長での吸光度に対する公知の多変量解析により検量線を作成でき
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る。１６０ｎｍで水のスペクトルを測るにはセル長を１００ｎｍ程度にする必要があるが
、全反射減衰光学プローブを用いることにより、微小なセル長が実現できるので、水の吸
収ピークが高感度で測定できる。また、測定はリアルタイムで行える。また、測定用紫外
光が作用するのはサンプル物質のプローブ界面のごく一部であるため、実質的に紫外光照
射によるサンプル変化を回避できる。
【００５１】
なお、当業者に容易に理解されるように、上述の光学プローブは、水の他にも、遠紫外
域で大きな吸収のある他の液体、気体、固体の試料を全反射減衰吸光法で測定できる。た
とえば、イソプロピルアルコールなどの液体や、酸素などの気体が測定できる。図２０に
高屈折率光学材質層の光学材料として、サファイアを用いて測定したメタノール、エタノ
ール、イソプロピルアルコールの遠紫外域でのスペクトルを例示した。
【符号の説明】
【００５２】
１０

第１部分、

２０

サンプルと接する面、

層、

４２

１２

界面、

第１保持材、

４４

サンプルと接する面、
１０２
、

５２

光学プローブ、

１１２

１４

紫外光センサ、

第２部分、

１８

サンプル物質、

コーティング層、

４０

高屈折率光学材質

２２

第２保持材、

界面、
１０４

５４

４６
界面、

紫外光源、

１１４

サンプル物質、
１００

信号処理部。

１０６

４８

サンプル通路、

グレーティングミラー
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