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(57)【要約】
【課題】ＮＶ中心からの蛍光の検出効率を向上できる
近接場プローブ構造を提供する。
【解決手段】近接場プローブ構造は、窒素−空孔複合
体中心を含有するダイヤモンド部材と、窒素−空孔複合
体中心に近接場下で励起光を照射し、励起光により窒素
−空孔複合体中心から近接場下で生じた蛍光を取り出す
ことができるように、ダイヤモンド部材に対して固定的
に配置された光照射取出部材と、を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
窒素−空孔複合体中心を含有するダイヤモンド部材と、
前記窒素−空孔複合体中心に近接場下で励起光を照射し、前記励起光により前記窒素−
空孔複合体中心から近接場下で生じた蛍光を取り出すことができるように、前記ダイヤモ
ンド部材に対して固定的に配置された光照射取出部材と、
を有する近接場プローブ構造。
【請求項２】
前記ダイヤモンド部材は、単一の前記窒素−空孔複合体中心を含有する請求項１に記載
の近接場プローブ構造。
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【請求項３】
前記光照射取出部材は、光ファイバープローブであり、
前記ダイヤモンド部材は、前記光ファイバープローブの先端部に取り付けられたナノダ
イヤモンド粒子である請求項１または２に記載の近接場プローブ構造。
【請求項４】
前記光照射取出部材は、光ファイバーに接続され、先端に向かって細くなる形状を有す
るダイヤモンドロッドの根元側部分であり、
前記ダイヤモンド部材は、前記ダイヤモンドロッドの前記根元側部分よりも先端側に配
置された先端側部分である請求項１または２に記載の近接場プローブ構造。
【請求項５】
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前記先端側部分の先端側の端面は、（１１１）面である請求項４に記載の近接場プロー
ブ構造。
【請求項６】
前記ダイヤモンドロッドの外面に、光を内側に反射させる反射膜が形成されている請求
項４または５に記載の近接場プローブ構造。
【請求項７】
試料の観察に用いられるプローブ機構と、
前記試料と前記プローブ機構との相対的な位置を制御する走査機構と、
を有し、
前記プローブ機構は、
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窒素−空孔複合体中心を含有するダイヤモンド部材と、
前記窒素−空孔複合体中心に近接場下で励起光を照射し、前記励起光により前記窒素−
空孔複合体中心から近接場下で生じた蛍光を取り出すことができるように、前記ダイヤモ
ンド部材に対して固定的に配置された光照射取出部材と、
を有する近接場プローブ構造
を有する、走査プローブ顕微鏡。
【請求項８】
前記励起光を出射する光源と、
前記蛍光を検出する検出器と、
をさらに有する請求項７に記載の走査プローブ顕微鏡。
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【請求項９】
前記窒素−空孔複合体中心にマイクロ波を照射するためのマイクロ波源
をさらに有する請求項７または８に記載の走査プローブ顕微鏡。
【請求項１０】
磁場を印加する磁場印加装置
をさらに有する請求項７〜９のいずれか１項に記載の走査プローブ顕微鏡。
【請求項１１】
前記走査プローブ顕微鏡は、原子間力顕微鏡である請求項７〜１０のいずれか１項に記
載の走査プローブ顕微鏡。
【請求項１２】
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前記走査プローブ顕微鏡は、周波数変調型原子間力顕微鏡である請求項７〜１１のいず
れか１項に記載の走査プローブ顕微鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、近接場プローブ構造および走査プローブ顕微鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
窒素−空孔複合体中心（ＮＶ中心）を含有するナノダイヤモンド粒子やダイヤモンドロ
ッドを用いた光検出磁気共鳴センサーを、走査プローブ顕微鏡装置のプローブ先端に付加
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することで、ナノスケールでの磁性体や常磁性体単一電子スピンからの漏洩磁場検出が試
みられている（非特許文献１、２参照）。
【０００３】
ナノダイヤモンド粒子を用いた光検出磁気共鳴センサーに関連して、ナノダイヤモンド
粒子を細胞中に取り込み計測する手法が提案されている（特許文献１参照）。
【０００４】
光ファイバーを用いた近接場プローブが提案されている（特許文献２参照）。
【０００５】
ＮＶ中心を含有するナノダイヤモンド粒子やダイヤモンドロッドを用いたセンサーにお
いて、従来、励起光を対物レンズを介してＮＶ中心に照射し、ＮＶ中心からの蛍光を対物
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レンズを介して集光し検出する、遠視野法による光照射検出技術が用いられている。
【０００６】
しかしながら、このような技術は、例えば、蛍光検出において対物レンズの集光効率が
低い（ＮＡの上限値は１．４５程度である）ため全蛍光の１％未満しか検出できない等の
課題を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１−１８０５７０号公報
【特許文献２】米国特許第５５５９３３０号明細書
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【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】ジー・バラスブラマニアン他、ネイチャー、２００８年１０月、第４５
５巻、ｐｐ．６４８−６５１
【非特許文献２】グリノルズ他、ネイチャーフィジックス、２０１３年２月、第９巻、ｐ
ｐ．２１５−２１９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
本発明の一目的は、ＮＶ中心からの蛍光の検出効率を向上できる近接場プローブ構造、
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およびそれを用いた走査プローブ顕微鏡を提供することである。
【００１０】
本発明の他の目的は、新規な構造を有する近接場プローブ構造、およびそれを用いた走
査プローブ顕微鏡を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明の一観点によれば、
窒素−空孔複合体中心を含有するダイヤモンド部材と、
前記窒素−空孔複合体中心に近接場下で励起光を照射し、前記励起光により前記窒素−
空孔複合体中心から近接場下で生じた蛍光を取り出すことができるように、前記ダイヤモ
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ンド部材に対して固定的に配置された光照射取出部材と、
を有する近接場プローブ構造
が提供される。
【００１２】
本発明の他の観点によれば、
試料の観察に用いられるプローブ機構と、
前記試料と前記プローブ機構との相対的な位置を制御する走査機構と、
を有し、
前記プローブ機構は、
窒素−空孔複合体中心を含有するダイヤモンド部材と、
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前記窒素−空孔複合体中心に近接場下で励起光を照射し、前記励起光により前記窒素−
空孔複合体中心から近接場下で生じた蛍光を取り出すことができるように、前記ダイヤモ
ンド部材に対して固定的に配置された光照射取出部材と、
を有する近接場プローブ構造
を有する、走査プローブ顕微鏡
が提供される。
【発明の効果】
【００１３】
効果の一例としては、光照射取出部材により、窒素−空孔複合体中心から近接場下で生
じた蛍光を取り出すことができるので、窒素−空孔複合体中心からの蛍光を対物レンズで

20

集光して検出する技術と比べて、蛍光の検出効率を向上できることが挙げられる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態（または第２実施形態）によるＡＦＭの全体的な
構成例を示す概略図である。
【図２】図２は、第１実施形態による近接場プローブ構造の構成例を示す概略図である。
【図３】図３（ａ）は、第２実施形態による近接場プローブ構造の構成例を示す概略図で
あり、図３（ｂ）は、第２実施形態による近接場プローブ構造と光ファイバーとの接続部
の構成例を示す概略図である。
【図４】図４（ａ）〜図４（ｄ）は、第２実施形態による近接場プローブ構造のダイヤモ
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ンドロッドを形成する母材の概略斜視図である。
【図５】図５（ａ）は、第２実施形態による近接場プローブ構造のダイヤモンドロッドを
形成する母材の概略斜視図であり、図５（ｂ）〜図５（ｄ）は、第２実施形態によるダイ
ヤモンドロッドの側方から見た概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
本発明の実施形態による走査プローブ顕微鏡（ＳＰＭ）について説明する。実施形態に
よる走査プローブ顕微鏡は、以下に説明するように、窒素−空孔複合体中心（ＮＶ中心）
を含有するダイヤモンド部材を用いた近接場プローブ構造を有することを特徴とする。
【００１６】
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ここでは、走査プローブ顕微鏡の一例として、周波数変調型原子間力顕微鏡（ＦＭ−Ａ
ＦＭ）を挙げて説明を進める。例示のＦＭ−ＡＦＭを、以下単に、ＡＦＭと呼ぶこともあ
る。
【００１７】
まず、図１および図２を参照して、第１実施形態について説明する。図１は、第１実施
形態によるＡＦＭ１０の全体的な構成例を示す概略図である。図２は、第１実施形態によ
るＡＦＭ１０の有する近接場プローブ構造１２０（第１実施形態による近接場プローブ構
造１２０）の構成例を示す概略図である。
【００１８】
ＡＦＭ１０は、試料２０の観察に用いられるプローブ機構１００と、試料２０とプロー
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ブ機構１００との相対的な位置を制御する走査機構２００とを有する。
【００１９】
プローブ機構１００は、水晶振動子１１０と、水晶振動子１１０の先端部に取り付けら
れた近接場プローブ構造１２０とを有する。水晶振動子１１０は、交流電圧源１１１から
印加される交流電圧により所定の周波数で振動する。水晶振動子１１０としては、例えば
音叉型の水晶振動子が用いられ、この場合、水晶振動子１１０の下側の（試料２０側の）
脚の先端部に、近接場プローブ構造１２０が取り付けられる。
【００２０】
近接場プローブ構造１２０の先端部が、試料２０と対向するプローブとして用いられる
。近接場プローブ構造１２０について、試料２０に向かう側を先端側、その反対側を根元
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側と呼ぶこととする。
【００２１】
第１実施形態による近接場プローブ構造１２０としては、図２に拡大して示すように、
ＮＶ中心１３１を含有するダイヤモンド部材としてのナノダイヤモンド粒子１３０が、光
照射取出部材としての光ファイバープローブ１４０の先端部に取り付けられた構造体が用
いられる。なお、図示の便宜上、図２では、光ファイバープローブ１４０の先端部のやや
側面側にずれた位置にナノダイヤモンド粒子１３０が取り付けられているような表示とな
っているが、光ファイバープローブ１４０の最先端（底面）にナノダイヤモンド粒子１３
０が取り付けられていることが、より好ましい。
【００２２】
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光ファイバープローブ（第１実施形態における光照射取出部材）１４０は、先端部の径
が後述の励起光３１１の波長より細くなっている光ファイバーであり、ナノダイヤモンド
粒子（第１実施形態におけるダイヤモンド部材）１３０の含有するＮＶ中心１３１に近接
場下で励起光３１１を照射し、励起光３１１によりＮＶ中心１３１から近接場下で生じた
蛍光３２１を取り出すことができるように、ナノダイヤモンド粒子１３０に対して固定的
に（一定の位置関係で）配置された部材として構成されている。
【００２３】
光ファイバープローブ１４０としては、例えば市販の光ファイバープローブを用いるこ
とができ、例えば、外面にインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）からなる透明導電膜１４２が
被覆されたものを用いることができる。なお、近接場プローブ構造１２０の外面に導電性
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の膜１４２が形成されていることで、近接場プローブ構造１２０は、走査型トンネル顕微
鏡（ＳＴＭ）のプローブ機構での使用も可能となる。
【００２４】
光ファイバープローブ１４０のコア１４１の先端部の径（直径）は、好ましくは１００
ｎｍ以下である。ナノダイヤモンド粒子１３０の径は、好ましくは１００ｎｍ以下、より
好ましくは５０ｎｍ以下であり、例えば２０ｎｍ〜４０ｎｍである。なお、ここで「ナノ
ダイヤモンド粒子１３０の径」は、ナノダイヤモンド粒子１３０を取り囲める（内包でき
る）球のうち最小のものの直径で表す。
【００２５】
ナノダイヤモンド粒子１３０の含有するＮＶ中心１３１は、後述のようなセンサーとし
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て用いられる。ナノダイヤモンド粒子１３０に複数のＮＶ中心１３１が含有されていても
、センサーとして用いることはできるが、センサーの空間分解能を最良とするためには、
ナノダイヤモンド粒子１３０に単一のＮＶ中心１３１が含有されていることが好ましい。
すなわち、空間分解能の観点からは、センサーとして単一のＮＶ中心１３１を用いること
が最も好ましい。
【００２６】
ＮＶ中心１３１は、センサーとしての挙動を安定させるために、ナノダイヤモンド粒子
１３０の先端側の端からの高さ（深さ）として、３ｎｍ〜１０ｎｍの範囲内に位置してい
ること（例えば５ｎｍ程度に位置にしていること）が好ましい。
【００２７】
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光ファイバープローブ１４０の根元側は、光ファイバー３０１を介して、光照射検出装
置３００に接続されている。光照射検出装置３００は、励起用レーザ光源３１０と、蛍光
検出器３２０と、分岐光学系３３０とを有する。なお、光ファイバー３０１を、光照射検
出装置３００の一部として捉えてもよい。また、光照射検出装置３００を、ＡＦＭ１０の
一部として捉えてもよい。
【００２８】
励起用レーザ光源３１０は、励起光３１１として例えば波長５３２ｎｍの緑色レーザ光
を出射する。励起用レーザ光源３１０から出射された励起光３１１が、分岐光学系３３０
および光ファイバー３０１を介して、光ファイバープローブ１４０に入射する。
【００２９】
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光ファイバープローブ１４０に入射した励起光３１１は、近接場下でＮＶ中心１３１に
照射される。励起光３１１により、ＮＶ中心１３１からは、近接場下で、蛍光３２１とし
て波長６００ｎｍ〜８００ｎｍの赤色光が放出される。ＮＶ中心１３１から近接場下で生
じた蛍光３２１は、光ファイバープローブ１４０により取り出され、光ファイバー３０１
および分岐光学系３３０を介して、蛍光検出器３２０に入射する。
【００３０】
分岐光学系３３０は、励起光３１１を、励起用レーザ光源３１０側から近接場プローブ
構造１２０側に選択的に伝搬させ、蛍光３２１を、近接場プローブ構造１２０側から蛍光
検出器３２０側に選択的に伝搬させる。分岐光学系３３０は、例えば、ダイクロイックミ
ラーやフィルタ等を用いて構成される。
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【００３１】
蛍光検出器３２０は、蛍光３２１の強度等を検出する。蛍光検出器３２０は、例えばア
バランシェフォトダイオード等を用いて構成される。
【００３２】
蛍光３２１の強度は、ＮＶ中心１３１にマイクロ波を照射しながら測定される。このと
き、蛍光３２１の強度は、照射マイクロ波の周波数に依存して変化する。周囲の環境、例
えば磁場等の影響を受けない状況では、ＮＶ中心１３１で電子スピン共鳴（ＥＳＲ）遷移
が生じる２．８７ＧＨｚにおいて、蛍光３２１の強度スペクトルに落ち込み（ディップ）
が観測される。
【００３３】
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照射マイクロ波の周波数に対する蛍光３２１の強度スペクトル（これを以下単に、蛍光
強度スペクトルと呼ぶこともある）は、周囲の環境、例えば磁場等の影響で形状が変化す
る。つまり、近接場プローブ構造１２０の先端部に配置されたＮＶ中心１３１の蛍光強度
スペクトルは、試料２０の含有する電子スピン２１や核スピン２２による磁場等の影響に
より、形状が変化する。すなわち、近接場プローブ構造１２０の先端部に配置されたＮＶ
中心１３１は、試料２０の状態を、蛍光強度スペクトルを介して検出するセンサーとして
用いることができる。
【００３４】
例えば、試料２０の磁場に起因するゼーマン分裂により、ＮＶ中心１３１の蛍光強度ス
ペクトルには、２箇所のディップが観測されるようになる。また、磁場の大きさに依存し
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て、ディップ間の周波数差が変化する。このように、ＮＶ中心１３１は、磁場センサーと
して用いることができる。
【００３５】
また例えば、試料２０の温度に依存して、蛍光強度スペクトルのディップを生じさせる
周波数がシフトする。また例えば、試料２０の電場に依存して、蛍光強度スペクトルの形
状は、磁場の場合と類似の変化を示す。このように、ＮＶ中心１３１は、温度センサーや
電場センサーとして用いることもできる。
【００３６】
蛍光強度スペクトルを取得するためにＮＶ中心１３１にマイクロ波を照射する手法は、
特に制限されない。本例では、試料２０の表面上に、マイクロ波２３を放出するワイヤ２
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４が載置されており、ワイヤ２４が、試料２０の外部のマイクロ波源４００に接続されて
いる。ワイヤ２４としては、例えば、直径３０μｍ程度の銅線が用いられる。なお、マイ
クロ波源４００を、ＡＦＭ１０の一部として捉えてもよい。
【００３７】
磁場印加装置５００は、例えばＺ方向の静磁場５０１を印加する。磁場印加装置５００
により静磁場５０１を印加可能な装置構成とすることで、測定条件を様々に変えることが
でき、測定の自由度が高められる。なお、磁場印加装置５００を、ＡＦＭ１０の一部とし
て捉えてもよい。
【００３８】
ＮＶ中心１３１のスピンの向きは、ゼーマン分裂の効果を最大にするため、磁場印加装
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置５００から印加される静磁場５０１の向きと平行であること、つまり、例えばＺ方向と
平行であることが好ましい。
【００３９】
ＮＶ中心１３１のスピンをＺ方向と平行とするために、ＮＶ中心１３１のスピンは、光
ファイバープローブ１４０の先端部の延在方向と平行になっていることが好ましい。つま
り、ＮＶ中心１３１のスピンが、光ファイバープローブ１４０の先端部の延在方向と平行
になるように、ナノダイヤモンド粒子１３０が光ファイバープローブ１４０に取り付けら
れていることが好ましい。
【００４０】
走査機構２００は、微動ピエゾステージ２１０と、制御装置２２０とを有する。微動ピ
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エゾステージ２１０上に、試料２０が載置される。微動ピエゾステージ２１０は、粗動ピ
エゾステージ２３０上に載置され、粗動ピエゾステージ２３０は、除震台６００上に載置
されている。
【００４１】
粗動ピエゾステージ２３０は、Ｘ方向、Ｙ方向、Ｚ方向（高さ方向）のそれぞれに、例
えば５ｍｍ程度の可動範囲を有し、試料２０の大まかな位置決めに用いられる。微動ピエ
ゾステージ２１０は、Ｘ方向、Ｙ方向、Ｚ方向（高さ方向）のそれぞれに、例えば１００
μｍ程度の可動範囲を有し、試料２０の精密な位置決めや、観察位置のＸＹ面内での連続
的な走査に用いられる。なお、粗動ピエゾステージ２３０を、走査機構２００の一部とし
て捉えてもよい。
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【００４２】
制御装置２２０は、粗動ピエゾステージ２３０および微動ピエゾステージ２１０を制御
し、試料２０の位置を制御する。また、制御装置２２０は、ＸＹ面内での連続的な走査中
に、プローブ機構１００と試料２０とのＺ方向（高さ方向）の位置関係変化に伴う、水晶
振動子１１０の振動周波数の変化を検出し、水晶振動子１１０の振動周波数を一定とする
試料２０の高さとなるように、Ｚ方向について微動ピエゾステージ２１０をフィードバッ
ク制御する。
【００４３】
次に、第１実施形態による近接場プローブ構造１２０の作製方法の一例について説明す
る。近接場プローブ構造１２０に取り付けられる候補となる複数のナノダイヤモンド粒子
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が、支持基材上に分散配置された材料を準備する。この材料の各ナノダイヤモンド粒子に
対し、蛍光強度スペクトルを測定し、共焦点顕微鏡による観察、光子相関法によるアンチ
バンチング信号の観測を行って、単一のＮＶ中心１３１を含有し、ＮＶ中心１３１が上述
のような３ｎｍ〜１０ｎｍの深さに位置し、また、ＮＶ中心１３１のスピンがＺ方向と平
行となるナノダイヤモンド粒子１３０を選定する。選定されたナノダイヤモンド粒子１３
０を、例えば接着剤により光ファイバープローブ１４０の先端部に取り付ける。このよう
にして、第１実施形態による近接場プローブ構造１２０が作製される。
【００４４】
次に、図３（ａ）および図３（ｂ）を参照して、第２実施形態について説明する。図３
（ａ）は、第２実施形態によるＡＦＭ１０の有する近接場プローブ構造１２０（第２実施
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形態による近接場プローブ構造１２０）の構成例を示す概略図であり、図３（ｂ）は、第
２実施形態による近接場プローブ構造１２０と光ファイバー３０１との接続部の構成例を
示す概略図である。
【００４５】
以下、主に、第１実施形態との違いについて説明する。説明の煩雑さを避けるため、第
１実施形態と対応する部材や構造について、第１実施形態と同一の参照番号を用いて説明
を進める。
【００４６】
第２実施形態は、第１実施形態と、近接場プローブ構造１２０の構成が異なっており、
その他の点は、第１実施形態と同様である。第２実施形態によるＡＦＭ１０の全体構成は
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、第１実施形態と同様であり、図１に示される。
【００４７】
第２実施形態による近接場プローブ構造１２０としては、先端に向かって細くなる形状
を有するダイヤモンドロッド１５０が用いられる。ダイヤモンドロッド１５０の長さ方向
（延在方向）に直交する断面（横断面）の形状は、特に限定されず、例えば円形や多角形
である。
【００４８】
ダイヤモンドロッド１５０は、本例では一体的な（継目のない）部材として構成されて
いるが、以下に説明するように、機能的な観点から、先端側部分１５１（１３０）と根元
側部分１５２（１４０）とに区分して捉えることができる。
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【００４９】
ダイヤモンドロッド１５０の先端側部分１５１の径は、励起光３１１の波長よりも細く
なっており、好ましくは１００ｎｍ以下、より好ましくは５０ｎｍ以下である。なお、こ
こで「ダイヤモンドロッド１５０の径」は、ダイヤモンドロッド１５０の横断面を取り囲
める（内包できる）円のうち最小のものの直径で表す。
【００５０】
先端側部分１５１は、ＮＶ中心１３１を含有し、好ましくは単一のＮＶ中心１３１を含
有する。
【００５１】
ダイヤモンドロッド１５０の、先端側部分１５１よりも根元側に配置された根元側部分
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１５２は、先端側部分１５１との接続部、つまり先端側の端部の径が、励起光３１１の波
長よりも細くなっており、好ましくは１００ｎｍ以下、より好ましくは５０ｎｍ以下であ
る。また、根元側の端部の径が、励起光３１１の波長よりも太くなっており、例えば５μ
ｍ程度である。
【００５２】
根元側部分１５２の根元側の端部は、光ファイバー３０１に接続される。なお、光ファ
イバー３０１は、必要に応じて、外面に各種の被覆層を有していてもよい。
【００５３】
このような構成により、ダイヤモンドロッド１５０の先端側部分１５１は、第１実施形
態におけるナノダイヤモンド粒子１３０と同等な、ＮＶ中心１３１を含有するダイヤモン
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ド部材として機能する。また、ダイヤモンドロッド１５０の根元側部分１５２は、第１実
施形態における光ファイバープローブ１４０と同等な、光照射取出部材として機能する。
【００５４】
つまり、ダイヤモンドロッド１５０の根元側部分（第２実施形態における光照射取出部
材）１５２（１４０）は、ダイヤモンドロッド１５０の先端側部分（第２実施形態におけ
るダイヤモンド部材）１５１（１３０）の含有するＮＶ中心１３１に近接場下で励起光３
１１を照射し、励起光３１１によりＮＶ中心１３１から近接場下で生じた蛍光３２１を取
り出すことができるように、ダイヤモンドロッド１５０の先端側部分１５１（１３０）に
対して固定的に（一定の位置関係で）配置された部材として構成されている。
【００５５】
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このように、第２実施形態による近接場プローブ構造１２０としては、ＮＶ中心１３１
を含有するダイヤモンド部材としての先端側部分１５１（１３０）が、光照射取出部材と
しての根元側部分１５２（１４０）の先端側に配置された構造体であるダイヤモンドロッ
ド１５０が用いられる。
【００５６】
ＮＶ中心１３１は、センサーとしての挙動を安定させるために、先端側部分１５１の先
端側の端からの高さ（深さ）として、３ｎｍ〜１０ｎｍの範囲内に位置していること（例
えば５ｎｍ程度に位置にしていること）が好ましい。
【００５７】
また、ＮＶ中心１３１のスピンの向きは、磁場印加装置５００から印加される静磁場５
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０１の向きと平行であること、つまり、例えばＺ方向と平行であることが好ましい。
【００５８】
ＮＶ中心１３１のスピンをＺ方向と平行とするために、ＮＶ中心１３１のスピンは、先
端側部分１５１の先端側の端面の法線方向と平行になっていることが好ましい。
【００５９】
図３（ｂ）は、光ファイバー３０１とダイヤモンドロッド１５０の根元側部分１５２と
の接続部を、光ファイバー３０１の軸方向と平行な視線で見た概略図である。根元側部分
１５２の根元側の端面は、光ファイバー３０１のコア３０２の端面の形状と一致するかコ
ア３０２の端面に内包される形状であることが好ましい。ダイヤモンドロッド１５０から
光ファイバー３０１へ入射する蛍光３２１の、コア３０２への入射効率を高めるためであ
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る。
【００６０】
ダイヤモンドロッド１５０の外面には、励起光３１１および蛍光３２１を内側に反射さ
せるために、反射膜１６０が形成されていることが好ましい。反射膜１６０は、例えば、
厚さ５ｎｍ程度の金層で構成される。なお、近接場プローブ構造１２０の外面に導電性の
膜１６０が形成されていることで、近接場プローブ構造１２０は、走査型トンネル顕微鏡
（ＳＴＭ）のプローブ機構での使用も可能となる。
【００６１】
なお、ダイヤモンドロッド１５０の先端側部分１５１の先端では反射膜１６０に開口が
形成されていること、つまり、ダイヤモンドロッド１５０の先端側部分１５１と試料２０
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とが反射膜１６０を介さずに対向できることが好ましい。反射膜１６０と試料２０の磁場
等との相互作用を抑制するためである。
【００６２】
次に、図４（ａ）〜図４（ｄ）および図５（ａ）〜図５（ｄ）を参照して、第２実施形
態による近接場プローブ構造１２０の作製方法の一例について説明する。図４（ａ）〜図
４（ｄ）および図５（ａ）は、ダイヤモンドロッド１５０を形成する母材１７０の概略斜
視図であり、図５（ｂ）〜図５（ｄ）は、ダイヤモンドロッド１５０の側方から見た概略
断面図である。
【００６３】
図４（ａ）を参照する。ダイヤモンドからなる母材１７０を準備する。母材１７０の表
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面（主面）は、（１１１）面であることが好ましい。母材１７０の大きさは、例えば、２
ｍｍ角で厚さが１００μｍである。
【００６４】
母材１７０の表面の、ダイヤモンドロッドを形成する各位置に、例えばニッケルを蒸着
してマスク１７１を形成する。各マスク１７１は、例えば直径５μｍである。
【００６５】
図４（ｂ）を参照する。例えば、酸素とアルゴンの混合プラズマガスを用いた反応性イ
オンエッチング（ＲＩＥ）により、母材１７０を表面側から異方性エッチングして、各マ
スク１７１の下方に、ダイヤモンドロッド１５０ａを形成する。各ダイヤモンドロッド１
５０ａの高さ（長さ）は、例えば１００μｍである。

50

(10)

JP 2017‑67650 A 2017.4.6

【００６６】
図４（ｃ）を参照する。母材１７０からマスク１７１を除去する。
【００６７】
図４（ｄ）を参照する。各ダイヤモンドロッド１５０ａの上面に、窒素イオン（Ｎ＋）
を注入する。イオン注入の条件は、例えば、入射エネルギー１０ｋｅＶ、ドーズ量１０１
２

／ｃｍ２である。ドーズ量を調整することで、１つのダイヤモンドロッド１５０ａ当り

１つ程度のＮＶ中心を含有させることができる。また、入射エネルギーを調整することで
、ダイヤモンドロッド１５０ａの端から所望の深さ範囲内にＮＶ中心を位置させることが
できる。
【００６８】
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図５（ａ）を参照する。母材１７０を例えば８５０℃で２時間アニールすることで、各
ダイヤモンドロッド１５０ａにＮＶ中心１３１ａを形成する。
【００６９】
ＮＶ中心１３１ａのスピンは、ダイヤモンド中ですべて＜１１１＞方向を向く。＜１１
１＞方向としては４つの等価な方向があるので、表面が（１１１）面である母材１７０を
用いることにより、母材１７０表面の法線方向を向いたスピンを持つＮＶ中心１３１ａを
、１／４の確率で得ることができる。
【００７０】
このようにして、近接場プローブ構造１２０に用いられるダイヤモンドロッド１５０の
候補となる複数のダイヤモンドロッド１５０ａが形成された母材１７０が準備される。
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【００７１】
母材１７０の各ダイヤモンドロッド１５０ａに対し、蛍光強度スペクトルを測定し、共
焦点顕微鏡による観察、光子相関法によるアンチバンチング信号の観測を行って、単一の
ＮＶ中心１３１を含有し、ＮＶ中心１３１が上述のような３ｎｍ〜１０ｎｍの深さに位置
し、また、ＮＶ中心１３１のスピンがＺ方向と平行となる（母材１７０表面の法線方向と
平行な）ダイヤモンドロッド１５０を選定する。
【００７２】
図５（ｂ）を参照する。図５（ｂ）は、ダイヤモンドロッド１５０の側方から見た断面
形状を示す概略図である。図４（ｂ）〜図５（ａ）に示したダイヤモンドロッドは、図示
の便宜上、径を一定に示したが、実際は、母材上方側（エッチングが開始される側）ほど
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、ダイヤモンドロッド１５０の径は細くなっている。
【００７３】
図５（ｃ）を参照する。選定されたダイヤモンドロッド１５０の上方部分を集束イオン
ビーム（ＦＩＢ）で細径化、先鋭化することで、先端側部分１５１（１３０）を形成する
。その後、ダイヤモンドロッド１５０を母材１７０から切り離す。
【００７４】
図５（ｄ）を参照する。ダイヤモンドロッド１５０を、例えば接着剤により光ファイバ
ー３０１に取り付ける。さらに、ダイヤモンドロッド１５０の外面に金層を蒸着し、ダイ
ヤモンドロッド１５０の先端では開口が形成されるように金層を除去して、反射膜１６０
を形成する。ダイヤモンドロッド１５０の先端側の端面と、反射膜１６０の端面とは高さ

40

が揃っていること（面一となっていること）が好ましい。ダイヤモンドロッド１５０の先
端側の端面は、（１１１）面となっている。このようにして、第２実施形態による近接場
プローブ構造１２０が作製される。
【００７５】
次に、第１、第２実施形態により得られる効果について例示的に説明する。なお、第１
、第２実施形態をまとめて、単に、実施形態と呼ぶこともある。
【００７６】
実施形態による近接場プローブ構造１２０は、ＮＶ中心１３１を含有するダイヤモンド
部材（第１実施形態におけるナノダイヤモンド粒子、第２実施形態におけるダイヤモンド
ロッド１５０の先端側部分）１３０と、ＮＶ中心１３１に近接場下で励起光３１１を照射
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し、励起光３１１によりＮＶ中心１３１から近接場下で生じた蛍光３２１を取り出すこと
ができるように、ダイヤモンド部材１３０に対して固定的に配置された光照射取出部材（
第１実施形態における光ファイバープローブ、第２実施形態におけるダイヤモンドロッド
１５０の根元側部分）１４０と、を有する。
【００７７】
このような近接場プローブ構造１２０を有することで、実施形態によるＡＦＭ１０は、
ＮＶ中心１３１をセンサーとして用いた磁場、温度、電場等の測定に用いることができる
。
【００７８】
ここで、従来用いられている技術である、励起光を対物レンズを介してＮＶ中心に照射

10

し、ＮＶ中心からの蛍光を対物レンズを介して集光し検出する、遠視野法による光照射検
出技術を、比較形態とする。
【００７９】
比較形態では、蛍光検出において対物レンズの集光効率が低い（ＮＡの上限値は１．４
５程度である）ため、全蛍光の１％未満しか検出できない。
【００８０】
また、比較形態では、例えば波長５３２ｎｍの励起光を用いた場合、回折限界に起因し
て光の照射領域のサイズを３００ｎｍより小さくできない。このため、（可視光の）励起
光の波長より充分に小さい、例えば１００ｎｍ以下のサイズの限定した領域（以下これを
、ナノメートルサイズの限定した領域と呼ぶ）に、選択的に励起光を照射することができ
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ない。
【００８１】
さらに、比較形態では、対物レンズを含む光学系が必要となることで、装置の小型化や
複合化が難しい。
【００８２】
一方、実施形態では、上述のように、近接場プローブ構造１２０を用いることで、近接
場下での光照射検出を行うことができる。
【００８３】
つまり、実施形態では、光照射取出部材１４０により、ＮＶ中心１３１から近接場下で
生じた蛍光３２１を取り出すことができる。これにより、比較形態のようにＮＶ中心から
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の蛍光を対物レンズで集光して検出する技術と比べて、蛍光の検出効率を数十から数百倍
に（数十パーセントに）高めることができる。
【００８４】
また、実施形態では、光照射取出部材１４０により、ナノメートルサイズの限定した領
域に、選択的に励起光３１１を照射可能となる。つまり、ナノメートルサイズの限定した
領域に配置された特定のＮＶ中心１３１に、効率的に励起光３１１を照射することができ
る。
【００８５】
さらに、実施形態では、対物レンズを含む光学系が不要となることで、装置の小型化や
複合化が容易になる。対物レンズの位置合わせも不要となる。このため、例えば、極低温
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環境下での測定等、外部からは見えない場所での光照射、光検出が容易になる。
【００８６】
第２実施形態では、近接場プローブ構造１２０にダイヤモンドロッド１５０を用いるこ
とで、ダイヤモンド部材（ダイヤモンドロッド１５０の先端側部分）１３０と、光照射取
出部材（ダイヤモンドロッド１５０の根元側部分）１４０とが一体化されている。このた
め、第１実施形態のような、ダイヤモンド部材（ナノダイヤモンド粒子）１３０と、光照
射取出部材（光ファイバープローブ）１４０との取り付け作業が不要となる。
【００８７】
また、取り付け作業が不要となることで、ダイヤモンド部材１３０と光照射取出部材１
４０との、取り付け作業に起因する位置ずれを避けることができる。つまり、第２実施形
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態は、第１実施形態と比べて、近接場プローブ構造１２０におけるＮＶ中心１３１の位置
を制御しやすい。
【００８８】
第１実施形態においては、支持基材上に分散配置された、近接場プローブ構造１２０に
取り付けられる候補となる複数のナノダイヤモンド粒子のＮＶ中心のスピンの方向は、ラ
ンダムである。一方、第２実施形態においては、表面が（１１１）面である母材１７０を
用いることで、近接場プローブ構造１２０に用いられる候補となる複数のダイヤモンドロ
ッドのＮＶ中心のスピンの方向は、１／４の確率で母材表面の法線方向を向く。このため
、第２実施形態は、第１実施形態と比べて、Ｚ方向と平行なスピンを有するＮＶ中心１３
１を得やすい。

10

【００８９】
以上、実施形態に沿って本発明を説明したが、本発明はこれらに制限されるものではな
い。例えば、種々の変更、改良、組み合わせ等が可能なことは当業者に自明であろう。
【００９０】
例えば、上述の実施形態では、走査プローブ顕微鏡の一例として、音叉型の水晶振動子
を有するＦＭ−ＡＦＭを例示したが、他のタイプの振動子を用いてもよい。また、ＦＭ−
ＡＦＭ以外のタイプのＡＦＭを用いてもよい。さらに、ＡＦＭ以外のタイプの走査プロー
ブ顕微鏡、例えば走査型トンネル顕微鏡（ＳＴＭ）等を用いてもよい。このように、上述
の実施形態による近接場プローブ構造は、種々のタイプの走査プローブ顕微鏡のプローブ
機構に用いることができる。

20

【００９１】
以下、本発明の好ましい形態について付記する。
【００９２】
（付記１）
窒素−空孔複合体中心を含有するダイヤモンド部材と、
前記窒素−空孔複合体中心に近接場下で励起光を照射し、前記励起光により前記窒素−
空孔複合体中心から近接場下で生じた蛍光を取り出すことができるように、前記ダイヤモ
ンド部材に対して固定的に配置された光照射取出部材と、
を有する近接場プローブ構造。
【００９３】
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（付記２）
前記ダイヤモンド部材は、単一の前記窒素−空孔複合体中心を含有する付記１に記載の
近接場プローブ構造。
【００９４】
（付記３）
前記光照射取出部材は、光ファイバープローブであり、
前記ダイヤモンド部材は、前記光ファイバープローブの先端部に取り付けられたナノダ
イヤモンド粒子である付記１または２に記載の近接場プローブ構造。
【００９５】
（付記４）

40

前記ナノダイヤモンド粒子の先端側の端から深さ３ｎｍ〜１０ｎｍの範囲内に、前記窒
素−空孔複合体中心が位置している付記３に記載の近接場プローブ構造。
【００９６】
（付記５）
前記窒素−空孔複合体中心のスピンの向きは、前記光ファイバープローブの先端部の延
在方向と平行である付記３または４に記載の近接場プローブ構造。
【００９７】
（付記６）
前記光照射取出部材は、光ファイバーに接続され、先端に向かって細くなる形状を有す
るダイヤモンドロッドの根元側部分であり、
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前記ダイヤモンド部材は、前記ダイヤモンドロッドの前記根元側部分よりも先端側に配
置された先端側部分である付記１または２に記載の近接場プローブ構造。
【００９８】
（付記７）
前記先端側部分の先端側の端から深さ３ｎｍ〜１０ｎｍの範囲内に、前記窒素−空孔複
合体中心が位置している付記６に記載の近接場プローブ構造。
【００９９】
（付記８）
前記先端側部分の先端側の端面は、（１１１）面である付記６または７に記載の近接場
プローブ構造。

10

【０１００】
（付記９）
前記窒素−空孔複合体中心のスピンの向きは、前記先端側部分の先端側の端面の法線方
向と平行である付記６〜８のいずれか１つに記載の近接場プローブ構造。
【０１０１】
（付記１０）
前記根元側部分の根元側の端面は、前記光ファイバーのコアの端面の形状と一致するか
前記コアの端面に内包される形状である付記６〜９のいずれか１つに記載の近接場プロー
ブ構造。
【０１０２】

20

（付記１１）
前記ダイヤモンドロッドの外面に、光を内側に反射させる反射膜が形成されている付記
６〜１０のいずれか１つに記載の近接場プローブ構造。
【０１０３】
（付記１２）
前記先端側部分の先端で、前記反射膜に開口が形成されている付記１１に記載の近接場
プローブ構造。
【０１０４】
（付記１３）
試料の観察に用いられるプローブ機構と、

30

前記試料と前記プローブ機構との相対的な位置を制御する走査機構と、
を有し、
前記プローブ機構は、
窒素−空孔複合体中心を含有するダイヤモンド部材と、
前記窒素−空孔複合体中心に近接場下で励起光を照射し、前記励起光により前記窒素−
空孔複合体中心から近接場下で生じた蛍光を取り出すことができるように、前記ダイヤモ
ンド部材に対して固定的に配置された光照射取出部材と、
を有する近接場プローブ構造
を有する、走査プローブ顕微鏡。
【０１０５】
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（付記１４）
前記ダイヤモンド部材は、単一の前記窒素−空孔複合体中心を含有する付記１３に記載
の走査プローブ顕微鏡。
【０１０６】
（付記１５）
前記光照射取出部材は、光ファイバープローブであり、
前記ダイヤモンド部材は、前記光ファイバープローブの先端部に取り付けられたナノダ
イヤモンド粒子である付記１３または１４に記載の走査プローブ顕微鏡。
【０１０７】
（付記１６）
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前記光照射取出部材は、光ファイバーに接続され、先端に向かって細くなる形状を有す
るダイヤモンドロッドの根元側部分であり、
前記ダイヤモンド部材は、前記ダイヤモンドロッドの前記根元側部分よりも先端側に配
置された先端側部分である付記１３または１４に記載の走査プローブ顕微鏡。
【０１０８】
（付記１７）
前記励起光を出射する光源と、
前記蛍光を検出する検出器と、
をさらに有する付記１３〜１６のいずれか１つに記載の走査プローブ顕微鏡。
【０１０９】
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（付記１８）
前記窒素−空孔複合体中心にマイクロ波を照射するためのマイクロ波源
をさらに有する付記１３〜１７のいずれか１つに記載の走査プローブ顕微鏡。
【０１１０】
（付記１９）
磁場を印加する磁場印加装置
をさらに有する付記１３〜１８のいずれか１つに記載の走査プローブ顕微鏡。
【０１１１】
（付記２０）
前記窒素−空孔複合体中心のスピンの向きは、前記磁場印加装置が印加する磁場と平行
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である付記１９に記載の走査プローブ顕微鏡。
【０１１２】
（付記２１）
前記走査プローブ顕微鏡は、原子間力顕微鏡である付記１３〜２０のいずれか１つに記
載の走査プローブ顕微鏡。
【０１１３】
（付記２２）
前記走査プローブ顕微鏡は、周波数変調型原子間力顕微鏡である付記１３〜２１のいず
れか１つに記載の走査プローブ顕微鏡。
【０１１４】
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（付記２３）
前記近接場プローブ構造の外面に、導電性の膜が形成されており、
前記走査プローブ顕微鏡は、走査型トンネル顕微鏡である付記１３〜２０のいずれか１
つに記載の走査プローブ顕微鏡。
【符号の説明】
【０１１５】
１０

原子間力顕微鏡（走査プローブ顕微鏡）

２０

試料

１００

プローブ機構

１１０

水晶振動子

１２０

近接場プローブ構造

１３０

ダイヤモンド部材、ナノダイヤモンド粒子、ダイヤモンドロッドの先端側部分

１３１

ＮＶ中心

１４０

光照射取出部材、光ファイバープローブ、ダイヤモンドロッドの根元側部分

１５０

ダイヤモンドロッド

１５１

ダイヤモンドロッドの先端側部分

１５２

ダイヤモンドロッドの根元側部分

２００

走査機構

３００

光照射検出装置

３０１

光ファイバー
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３１１

励起光

３２１

蛍光

４００

マイクロ波源

５００

磁場印加装置
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