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(57)【要約】
【課題】サブミクロン以下の微細な領域に数十ミクロン
以上の波長を持つ赤外光を高い効率で集中でき、サブミ
クロン以下の微細な領域の近接場を高い効率で取り出せ
、かつ、走査像を得ることができる赤外光集光装置を提
供する。
【解決手段】入射光８または出射光９を高効率でアンテ
ナに結合させる高屈折率媒質からなるソリッドイマージ
ョンレンズ２と、ソリッドイマージョンレンズ２の底面
３上に配設した、入射光８または出射光９を幾何学的に
共鳴させるアンテナ４と、アンテナ４から突出した先鋭
な突端を有する棒状導電体であるプローブ４ｂと、カン
チレバー５を介してプローブ４ｂの位置を制御する位置
制御手段とを有する。入射光８または出射光９のアンテ
ナ４との結合を高誘電率媒質側で行うようにし、幾何学
的に共鳴の生ずるアンテナを使用して効率を高めた。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
入射光を入力する、または、出射光を出力するソリッドイマージョンレンズと、このソリ
ッドイマージョンレンズの底面から有効波長の１／４以下の距離を離して配設したプロー
ブを有するアンテナと、このアンテナを保持する保持具と、上記プローブの先端の位置を
上記保持具を介して制御する位置制御手段とを有し、
上記位置制御手段を操作して、上記ソリッドイマージョンレンズの底面に配置した試料の
所望の位置に、入射光を近接場として集中する、または、上記試料の所望の位置からの近
接場を伝搬波に変換して上記ソリッドイマージョンレンズから上記出射光として出力する
ことを特徴とする、赤外光集光装置。
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【請求項２】
前記ソリッドイマージョンレンズは、前記入射光または出射光の波長において、吸収係数
が小さく、かつ、誘電率が大きい媒質から構成することを特徴とする、請求項１に記載の
赤外光集光装置。
【請求項３】
前記アンテナは、前記入射光または出射光の有効波長の半分の長さの導電体から成り、上
記入射光を幾何学的に共鳴させて集光するか、または、前記試料の前記プローブ先端近傍
の近接場を幾何学的に共鳴してピックアップし、前記ソリッドイマージョンレンズの媒質
中に伝搬波として放射することを特徴とする、請求項１又は２に記載の赤外光集光装置。
【請求項４】
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前記プローブは、このプローブの先端の曲率が前記入射光または出射光の回折限界以下の
先鋭な突端を有する棒状導電体から成り、前記導電体上に前記被測定試料に向かって突出
して配設され、前記アンテナに幾何学的に共鳴して集光した入射光を上記プローブ先端に
近接場として集中する、または、上記試料表面から近接場を取り出すことを特徴とする、
請求項１〜３のいずれかに記載の赤外光集光装置。
【請求項５】
前記保持具がアームであり、前記位置制御手段がＸＹＺ−３軸メカニカルステージである
ことを特徴とする、請求項１〜４のいずれかに記載の赤外光集光装置。
【請求項６】
前記保持具がカンチレバーであり、このカンチレバーの背面に当てられたレーザー光の反
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射角の変化により、前記位置制御手段が前記プローブ先端と前記試料表面との距離を制御
することを特徴とする、請求項１〜４のいずれかに記載の赤外光集光装置。
【請求項７】
入射光を入力する、または、出射光を出力するソリッドイマージョンレンズと、このソリ
ッドイマージョンレンズの底面に配設したアンテナと、このアンテナに近接して配設した
試料を保持する保持具と、この保持具の位置を制御する位置制御手段とを有し、
上記位置制御手段を操作して、上記保持具に保持した試料の所望の位置に上記入射光を近
接場として集中する、または、上記試料の所望の位置からの近接場を伝搬波に変換して上
記ソリッドイマージョンレンズから上記出射光として出力することを特徴とする、赤外光
集光装置。

40

【請求項８】
前記ソリッドイマージョンレンズは、前記入射光または出射光の波長において、吸収係数
が小さく、かつ、誘電率が大きい媒質から構成することを特徴とする、請求項７に記載の
赤外光集光装置。
【請求項９】
前記アンテナは、平面ダイポールアンテナまたは平面スロットアンテナであり、前記ソリ
ッドイマージョンレンズの底面上の焦点位置に配設され、前記入射光を幾何学的に共鳴さ
せて集光し上記焦点位置に近接場として集中する、または、前記試料の上記焦点位置近傍
の近接場を幾何学的に共鳴してピックアップし、上記ソリッドイマージョンレンズの媒質
中に伝搬波として放射することを特徴とする、請求項７又は８に記載の赤外光集光装置。
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【請求項１０】
前記平面ダイポールアンテナは、略三角形の２つの導体の頂点を、前記入射光または出射
光の回折限界以下の微細距離を離して対向させたボータイアンテナであり、かつ、このボ
ータイアンテナの差し渡し長が上記入射光または出射光の有効波長の１／２であることを
特徴とする、請求項９に記載の赤外光集光装置。
【請求項１１】
前記平面スロットアンテナは、導体に開けられた略三角形の２つの窓の頂点を前記入射光
または出射光の回折限界以下の微細距離を離して対向させたボータイアンテナであり、か
つ、このボータイアンテナの差し渡し長が上記入射光または出射光の有効波長の１／２の
長さであることを特徴とする、請求項９に記載の赤外光集光装置。
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【請求項１２】
前記保持具がアームであり、前記位置制御手段がＸＹＺ−３軸メカニカルステージである
ことを特徴とする、請求項７〜１１のいずれかに記載の赤外光集光装置。
【請求項１３】
前記保持具がカンチレバーであり、このカンチレバーの背面に当てられたレーザー光の反
射角の変化により、前記位置制御手段が前記アンテナと上記カンチレバーに保持した試料
の距離を制御することを特徴とする、請求項７〜１１のいずれかに記載の赤外光集光装置
。
【請求項１４】
前記入射光または出射光は、赤外光またはマイクロ波であることを特徴とする、請求項１
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〜１３のいずれかに記載の赤外光集光装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、赤外光、または、マイクロ波を微細な領域へ集光する、または、微細な領域か
ら出射される赤外光・マイクロ波を集光する装置（赤外光集光装置と称する）に関する。
【０００２】
【従来の技術】
幾何光学レンズの組み合わせだけでは、光の回折限界のために波長の半分以下の微小領域
に集光することは不可能であり、また、波長の半分以下の微小領域からの光のみをピック
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アップすることは不可能である。しかしながら、光には、マックスウェルの方程式で記述
される伝搬波のみではなく、物体の表面の極近傍のみに存在する近接場がある。先端が回
折限界以下の微小径を有する先が鋭く尖ったプローブを物体表面の極近傍に近づければ近
接場結合が生じ、物体表面に近接場を励起することができ、また、物体の近接場を伝搬光
として取り出すことができる。この方法を用いれば、回折限界以下の分解能で物体の光学
像を観察でき、また、回折限界以下の分解能でラマン散乱等の物性測定ができる。
しかしながら、従来は、回折限界以下の先鋭な先端を有するプローブ、及び、プローブと
物体との位置関係を回折限界以下の分解能で制御する技術がなかったために、近接場の応
用はほとんどなされていなかった。
【０００３】
近年、ＡＦＭ（Ａｔｏｍｉｃ
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Ｆｏｒｃｅ

Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ）に代表されるように

、原子サイズレベルの径を有するプローブと、プローブ先端と被測定物体との位置関係を
３次元方向にわたって原子間距離以下の分解能で制御できるようになり、近接場応用技術
が拡がっている。
しかしながら、近接場応用技術は極めて微小領域の光を利用するため、極めて信号強度が
小さく、意味のある情報を得るためには、入射光を極めて効率よく微小領域に集光するこ
と、及び、微小領域の近接場を極めて効率よく集光することが必要であり、すなわち、集
光効率が極めて高いシステムを必要とする。また、試料の近接場像を得るためには、集光
位置を、回折限界以下の分解能で走査できる必要がある。
従来の近接場応用技術には、集光位置を走査できるが集光効率が低い、あるいは、集光効
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率は高いが集光位置を走査できないといった課題があり、高い集光効率を有し、かつ、高
い位置分解能で走査可能な、実用に供し得る装置がない。以下に、従来技術の課題をさら
に詳細に説明する。
【０００４】
近接場応用技術の１つには、散乱型の走査近接場学顕微鏡（ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ−ｔｙ
ｐｅ

ｓｃａｎｎｉｎｇ

ｎｅａｒ−ｆｉｅｌｄ

ｏｐｔｉｃａｌ

ｍｉｃｒｏｓｃｏｐ

ｅ：ｓ−ＳＮＯＭ）がある。この装置は、サブミクロン以下の微小領域に赤外光・マイク
ロ波等の長波長の光を集中し、また、サブミクロン以下の微小領域から出射される赤外光
・マイクロ波を集光する装置であり、微小な導電体の先鋭な突端と被測定対象物との間に
生ずる近接場結合を利用して、光学的回折限界以下の分解能で各種の測定をおこなう装置
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である。
【０００５】
図８は、上記走査近接場学顕微鏡の動作原理を説明する図であり、導電体でコーティング
したＡＦＭのカンチレバーに赤外光を集光するｓ−ＳＮＯＭの概念図（文献：１９９９年
５月１１３日ネイチャー誌第３９９巻１３４ページ（Ｂ．Ｋｎｏｌｌ
ｉｌｍａｎｎ、Ｎａｔｕｒｅ

ａｎｄ

Ｆ．Ｋｅ

３９９（１９９９）１３４−１３７））である。

赤外光７０１が、外部の自由空間からカンチレバー７０２にコートされた導電体７０３に
入射し、導電体７０３の突端７０４に近接場として集中する。この近接場は、試料保持台
７０５に搭載された試料７０６の突端７０４に近接した領域と近接場結合する。また、試
料７０６の近接場は、導電体７０３の突端７０４と近接場結合して伝達され、導電体７０
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３がアンテナとなって外部空間に赤外光７０６を出射する。入射赤外光７０１も出射赤外
光７０６も、共に通常の光学レンズ（図示されていない）によって集光される。
【０００６】
この装置によれば、カンチレバー７０２を走査することにより、微小試料７０６全体の近
接場による像を回折限界以下の分解能で観察することができる。
しかしながら、赤外光７０１がアンテナ７０３に結合する割合は、外部空間の誘電率をε
０

、試料保持基板７０５の誘電率をεｓ

に比例し、ε０

＜εｓ

とすると、因子（ε０

／εｓ

）

３ ／ ２

であるので、導電体７０３のアンテナとしての効率が低い。同

様に、微小試料７０６からの近接場は、誘電率の大きな試料保持基板７０５と結合する割
合が大きく、試料保持基板７０５の内部に大部分出射されてしまい、赤外光７０６として
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出射される割合が少ない。このように、このシステムは、入射赤外光を試料に集光する効
率、及び試料からの近接場を出射赤外光として集光する効率、すなわち、集光効率が低い
という課題がある。
【０００７】
従来の近接場応用技術の他の例を示す。
図９は、試料保持基板側から光を入射させてラマン散乱光を得る方法（文献：２００１年
５月２日ケミカル・フィジックス・レターズ誌第３５５巻３６９ページ（Ｈ．Ｈａｙａｚ
ａｗａ

ｅｔ

ａｌ．、Ｃｈｅｍ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．３５５（２００１）３６９））

を示す図である。
入射光８０１が、通常の光学レンズ８０２によって集光され、オイル８０３と銀薄膜８０
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４でコートした基板８０５を通過して試料８０６へ集中し、その集中した光による近接場
が、導電体８０７でコートしたカンチレバー８０８の突端８０９に励起される表面プラズ
モンポラリトン（ｓｕｒｆａｃｅｐｌａｓｍｏｎ

ｐｏｌａｒｉｔｏｎ）により強められ

る。同様に、試料８０６からのラマン散乱光８１０は、突端８０９に励起される表面プラ
ズモンポラリトンにより強められて取り出され、基板８０５およびオイル８０３を通過し
てレンズ８０２によって集光される。
この方法によれば、カンチレバー８０８を走査することにより、試料８０６のラマン散乱
走査像を回折限界以下の分解能で観察することができる。
【０００８】
しかしながらこの方法においては、導電体８０７全体の幾何学的大きさが考慮されていな
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いために、導電体８０７のアンテナとしての機能が小さい。さらに、アンテナとしての機
能は、試料保持基板８０５の銀コーティング８０４が及ぼす遮蔽効果のためにさらに抑え
られる。このように、アンテナとしての集光作用が欠如しているため、微小試料８０６か
らの近接場を出射光８１０に変換する変換効率が低い。すなわちこのシステムは、集光効
率が小さいという課題がある。
【０００９】
ところで、遠赤外技術分野においては、遠赤外領域の微細な吸収器のための効率の良い集
光方法が知られている。
図１０は、遠赤外領域の微細な吸収器のために従来から一般的に用いられている、効率の
良い集光方法を示す概念図である（文献参照：１９８３年、
ミリメーター
クス

ウエイブス

１０巻

、ミリメーター

分冊ＩＩ、第一章、アカデミック

ｌｌｉｍｅｔｅｒ
ｏｎｅｎｔｓ

プレス社（

Ｗａｖｅｓ、Ｖｏｌｕｍｅ１０

ａｎｄ

１９８３）、ｅｄ．ｂｙ

コンポーネンツ

10

テクニ

ａｎｄ

、Ｍｉｌｌｉｍｅｔｅｒ

Ｐｒｅｓｓ

アンド

アンド

Ｉｎｆｒａｒｅｄ

Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ、Ｐａｒｔ
Ａｃａｄｅｍｉｃ

インフラレッド

Ｍｉ

Ｃｏｍｐ

ＩＩ、Ｃｈａｐｔｅｒ

１（

Ｉｎｃ．））。

入射光９０１が誘電体製のソリッドイマジョンレンズ９０２に入射して焦点位置にある平
面ダイポールアンテナ（ｐｌａｎａｒ
ットアンテナ（ｐｌａｎａｒ

ｓｌｏｔ

ｄｉｐｏｌｅ

ａｎｔｅｎｎａ）または平面スロ

ａｎｔｅｎｎａ）９０３に集光される。さらに

、アンテナに集光された入射光は、アンテナにより幾何学的に共振して、アンテナの中心
位置に配置された微少な遠赤外ピックアップ器９０４に集中する。この方法は、遠赤外光
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がアンテナによって幾何学的に共鳴するため効率良く高感度に吸収できる。
従って、遠赤外吸収器９０４の位置に遠赤外吸収器に替えて被測定試料を配置すれば、近
接場９０５を効率良く取り出すことができる。
【００１０】
しかしながら、ソリッドイマージョンレンズ９０２の平面上に、平面ダイポールアンテナ
（ｐｌａｎａｒ
ナ（ｐｌａｎａｒ

ｄｉｐｏｌｅ
ｓｌｏｔ

ａｎｔｅｎｎａ）９０３、または、平面スロットアンテ
ａｎｔｅｎｎａ）９０３が固定されているため、集光位置

を走査することができない。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
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このように、光の回折限界以下の微小領域に集光し、また、光の回折限界以下の微小領域
からの近接場を取り出して集光する装置、例えば、サブミクロン以下の微細な領域に数十
ミクロン以上の波長を持つ赤外光を集光し、また、サブミクロン以下の微細な領域の近接
場を取り出して集光する従来の装置は、集光効率が低いか、または集光、または、取り出
し位置を走査することが不可能であるという課題がある。
【００１２】
本発明は、サブミクロン以下の微細な領域に数十ミクロン以上の波長を持つ赤外光を高い
効率で集光でき、サブミクロン以下の微細な領域の近接場を高い効率で取り出し集光する
ことができ、かつ、集光位置を走査できる赤外光集光装置を提供することを目的とする。
【００１３】

40

【課題を解決するための手段】
上記課題に鑑み本発明の第１の赤外光集光装置は、入射光を入力する、または、出射光を
出力するソリッドイマージョンレンズと、ソリッドイマージョンレンズの底面から有効波
長の１／４以下の距離離して配設したプローブを有するアンテナと、アンテナを保持する
保持具と、プローブの先端の位置を保持具を介して制御する位置制御手段とを有し、位置
制御手段を操作して、ソリッドイマージョンレンズの底面に配置した試料の所望の位置に
入射光を近接場として集中する、または、試料の所望の位置の近接場を伝搬波に変換して
ソリッドイマージョンレンズから出射光として出力することを特徴とする。
【００１４】
ソリッドイマージョンレンズは、入射光または出射光の波長において、吸収係数が小さく

50

(6)

JP 2004‑28900 A 2004.1.29

、かつ、誘電率が大きい媒質から構成し、また、アンテナとソリッドイマージョンレンズ
の底面との距離は、入射光または出射光の有効波長の１／４より短くする。これは、高誘
電率媒質中を伝搬する入射光が高効率でアンテナに結合するため、または、アンテナが高
い効率で高誘電率媒質中に出射光を放射するためである。ともに、アンテナの集光効率を
高めたことを特徴とする。
すなわち、高誘電率媒質側における、入射光または出射光のアンテナとの結合は、ε０
を真空誘電率、εｓ

をソリッドイマージョンレンズ側の誘電率とすれば、自由空間（真

空、あるいは空気）中におけるアンテナとの結合に比べ、（εｓ
程度改善される（文献：

Ｉｎｆｒａｒｅｄ

ｓ、Ｖｏｌｕｍｅ

、Ｍｉｌｌｉｍｅｔｅｒ

１０

ａｎｄ

／ε０

）

Ｍｉｌｌｉｍｅｔｅｒ
Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ

３ ／ ２

倍

Ｗａｖｅ
ａｎｄ

Ｔ

ｅｃｈｎｉｑｕｅｓ、Ｐａｒｔ

ＩＩ、Ｃｈａｐｔｅｒ

Ａｃａｄｅｍｉｃ

Ｉｎｃ．参照）。例えば、ソリッドイマージョンレンズ

Ｐｒｅｓｓ

としてシリコン（εｓ

＝１２．８ε０

、ゲルマニウム（εｓ

＝１６ε０

10

１（１９８３）、ｅｄ．ｂｙ

）、ガリウム砒素（εｓ

＝１２．５ε０

）

）等を用いれば、自由空間の場合に比べ、効率が数

十倍に達する。
このように、本発明の第１の特徴は、入射光または出射光とアンテナとの結合を高誘電率
媒質側で行うようにして、アンテナの集光効率を高めたことにある。
【００１５】
また、アンテナは、入射光または出射光の有効波長の半分の長さの導電体からなり、入射
光または出射光を幾何学的に共鳴（ｇｅｏｍｅｔｒｉｃａｌ

ｒｅｓｏｎａｎｃｅ）させ

20

るので、入射光を極めて高効率で集光でき、また、出射光を極めて効率よく放射できる。
なお、有効波長とは、ε０

を真空誘電率、εｓ

率、真空波長をλとして、λｅ

ｆ ｆ

＝λ／〔ε０

をソリッドイマージョンレンズの誘電
＋εｓ

〕

１ ／ ２

で定義する波長

である。また、プローブは、プローブの先端の曲率が入射光または出射光の回折限界以下
の先鋭な突端を有する棒状導電体から成り、導電体上に被測定試料に向かって突出して配
設されているので、試料の回折限界以下の微小領域に近接場を集中することができ、また
、試料の回折限界以下の微小領域の近接場をプローブでピックアップすることができる。
このように、本発明の第２の特徴は、幾何学的な共鳴の生ずるアンテナを使用して入射光
または出射光の集光効率を高めたことにある。
【００１６】
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また、保持具がアームであり、位置制御手段がＸＹＺ−３軸メカニカルステージであれば
、ＸＹＺ−３軸メカニカルステージでアームを操作して、プローブ先端と試料表面との位
置関係を３次元方向に、入射光または出射光の回折限界以下の分解能で制御できる。
また、保持具にカンチレバーを使用し、カンチレバーの背面に当てられたレーザー光の反
射角の変化により位置を制御するＡＦＭ等で周知の位置制御手段により制御すれば、プロ
ーブ先端と試料表面との位置関係が３次元方向に、入射光または出射光の回折限界以下の
さらに高い分解能で制御できる。
また、位置制御手段によって有効波長の１／２の範囲内で試料を走査しても、ソリッドイ
マージョンレンズの焦点がアンテナから外れないので、集光効率を低下させることなく、
入射光を近接場に変換して所望の位置に集中でき、また、所望の個所の近接場を出射光に

40

変換して取り出すことができる。
このように、本発明の第三の特徴は、高い集光効率を維持したまま、走査できるようにし
たことにある。
【００１７】
また、本発明の第２の赤外光集光装置は、入射光を入力する、または、出射光を出力する
ソリッドイマージョンレンズと、ソリッドイマージョンレンズの底面に配設したアンテナ
と、アンテナに近接して配設した試料を保持する保持具と、保持具の位置を制御する位置
制御手段とを有し、位置制御手段を操作して、保持具に保持した試料の所望の位置に入射
光を近接場として集中する、または、試料の所望の位置からの近接場を伝搬波に変換して
ソリッドイマージョンレンズから出射光として出力することを特徴とする。
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また、ソリッドイマージョンレンズは、上記第１の装置と同様に、入射光または出射光の
波長における吸収係数が小さく、かつ、誘電率の大きな媒質で構成し、入射光または出射
光とアンテナとの結合を高誘電率媒質側で行うようにして、集光効率を高めている。
【００１８】
また、アンテナは、平面ダイポールアンテナまたは平面スロットアンテナであり、ソリッ
ドイマージョンレンズ底面上の焦点位置に形成されている。平面ダイポールアンテナは、
略三角形の２つの導体の頂点を入射光または出射光の回折限界以下の微細距離を離して対
向して配設したボータイ型アンテナであり、かつ、ボータイ型アンテナの差し渡し長が入
射光または出射光の有効波長の１／２である。また、平面スロットアンテナは、導体に開
けられた略三角形の２つの窓の頂点を入射光または出射光の回折限界以下の微細距離を離

10

して対向して配設したボータイ型アンテナであり、かつ、ボータイ型アンテナの差し渡し
長が入射光または出射光の有効波長の１／２の長さである。
【００１９】
この構成によれば、平面ダイポールアンテナまたは平面スロットアンテナで入射光を幾何
学的に共鳴させて近接場を発生させ、試料の微細領域に高効率に集中させることができ、
または、試料の近接場を高効率に伝搬波に変換して取り出すことができる。また、略三角
形の形状を調整することにより、インピーダンスを整合させれば、さらに効率を高めるこ
とができる。
【００２０】
また、保持具がアームであり、位置制御手段がＸＹＺ−３軸メカニカルステージであれば

20

、ＸＹＺ−３軸メカニカルステージでアームを操作して、アンテナの焦点位置と試料表面
との位置関係を３次元方向に、入射光または出射光の回折限界以下の分解能で制御できる
。
また、保持具がカンチレバーであり、カンチレバーの背面に当てられたレーザー光の反射
角の変化により位置を制御するＡＦＭ等で周知の位置制御手段により制御すれば、アンテ
ナ焦点位置と試料表面との位置関係が３次元方向に、入射光または出射光の回折限界以下
のさらに高い分解能で制御できる。
【００２１】
このように、位置制御手段を操作して、保持具に保持した試料の所望の位置を、平面ダイ
ポールアンテナまたは平面スロットアンテナの焦点位置に近接させることにより、試料の
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所望の個所に入射光を近接場として集中でき、また、所望の個所の近接場をピックアップ
し、伝搬波に変換して、ソリッドイマージョンレンズの媒質中に放射することができる。
【００２２】
本発明の第２の赤外光集光装置は、本発明の第１の赤外光集光装置がアンテナを走査して
走査像を得るのに対し、試料を走査して走査像を得ることができる。また、本発明の第２
の装置の特徴は、第１の装置の分解能がプローブ先端の曲率によって決まるのに対し、ボ
ータイ型アンテナの中心に位置する微細領域によって決まり、ボータイ型アンテナの設計
によって微細領域の形状、面積等を容易に変えることができる点にある。ボータイ型アン
テナは、例えば、ソリッドイマージョンレンズの底面に金属被膜をパターンニングするこ
とによって容易に形成できるので、測定試料、測定目的に応じた最適の分解能の装置を容

40

易に実現することができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
図１は本発明の赤外光集光装置の第１の実施の形態を示す図である。図２は図１の装置の
作用を説明するための要部拡大図である。
本発明の装置１は、ソリッドイマージョンレンズ２と、ソリッドイマージョンレンズ２の
底面３から所定の距離を離して配置されるアンテナ４と、アンテナ４を保持するカンチレ
バー５と、図示しないカンチレバー５の位置を制御する位置制御手段と、より構成されて
いる。アンテナ４は、図２に拡大して示すように、有効波長λｅ

ｆ ｆ

の半分の長さを有
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する導電体４ａと、導電体４ａ上に底面３の方向に突出したプローブ４ｂとよりなる。た
だし、有効波長λｅ

ｆ ｆ

とは、ε０

を真空誘電率、εｓ

ンズ２の誘電率、真空波長をλとして、λｅ

ｆ ｆ

をソリッドイマージョンレ

＝λ／〔ε０

＋εｓ

〕

１ ／ ２

で

定義する波長である。また、プローブ４ｂは導電性を有するか、または表面を導電体でコ
ートしてあり、導電体４ａと電気的に一体物である。プローブ４ｂは、先端の曲率半径が
サブミクロン以下であり、先鋭な突端を有する棒状導電体である。
【００２４】
アンテナ４の各部位は、ソリッドイマージョンレンズ２の底面３からλｅ

ｆ ｆ

／４以内

の距離に配置されている。被測定試料６は、ソリッドイマージョンレンズ２の底面３上の
中心付近に配置する。

10

カンチレバー５は、ＡＦＭ等で周知の位置制御手段により位置を制御される。例えば、プ
ローブ４ｂの先端と試料６の表面原子との間の原子間力によるカンチレバー５の撓みを、
カンチレバー５の背面に当てられたレーザー光の反射角変化としてとらえ、撓み量が一定
になるようにカンチレバー５の高さを制御すれば、０．１ｎｍ以下の精度でプローブ４ｂ
の先端と試料６の間隔を制御できる。また、試料面内方向には、ピエゾステージを用いて
高精度に制御できる。
【００２５】
次に、本装置の作用を説明する。
図１において、下方から、通常の光学レンズ７を介し、ソリッドイマージョンレンズ２に
入射した赤外光８は、底面３上の試料６を通過してアンテナ４に集光され、アンテナ４の

20

高周波電流に変換される。この際、アンテナ４と底面３との間が十分狭いため、赤外光８
が感じる誘電率はソリッドイマージョンレンズ２の誘電率εｓ
光８は誘電率εｓ

である。すなわち、赤外

の高誘電率媒質からアンテナ４に入射するので、赤外光８の電磁界パ

ワーが大きく、アンテナ４に励起される高周波電流が大きくなる。この赤外光のアンテナ
との結合効率は、自由空間（真空、あるいは空気）からの結合効率に比べ、（εｓ
０

）

３ ／ ２

／ε

倍程度改善される。例えば、ソリッドイマージョンレンズや試料保持台の

媒質としてシリコン（εｓ
）、ゲルマニウム（εｓ

＝１２．８ε０
＝１６ε０

）、ガリウム砒素（εｓ

＝１２．５ε０

）等を用いれば、自由空間の場合に比べ、数十

倍大きくなる。
【００２６】
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また、図２に示すように、アンテナ４の長さが、有効波長の半分の長さであるので、赤外
光８が幾何学的に共鳴（ｇｅｏｍｅｔｒｉｃａｌ

ｒｅｓｏｎａｎｃｅ）し、アンテナ４

に高効率で結合する。その結果、赤外光８は、図の白矢印で示すように導電体４ａ中に高
効率で高周波電流を誘起し、高周波電流はプローブ４ｂの先端（ｔｉｐ

ａｐｅｘ）に近

接する試料部分６ａに集中的に強い近接場を形成する。このように、本発明の装置は、高
誘電率ソリッドイマージョンレンズ２によるアンテナ４への集光と、アンテナ４の幾何学
的共鳴によるプローブ４ｂの先端への近接場の集中という２段階の集光作用によって、入
射する赤外光８を効率良く試料のサブミクロン領域６ａに集中することができる。
【００２７】
また、サブミクロン領域６ａからの光も同様に高効率でピックアップすることができる。

40

すなわち、試料の微小部位６ａが赤外光９を発光または散乱する場合、プローブ先端４ｂ
との近接場結合を通して赤外光９をピックアップし、アンテナ４における幾何学的共鳴を
介して高誘電率ソリッドイマージョンレンズ２へ放射するので、赤外光９を高効率で出射
光として外部に取り出すことができる。
さらに、アンテナ４の長さが有効波長λｅ

ｆ ｆ

の半分の長さを有しているので、この範

囲でカンチレバー５の位置を走査しても、集光効率に影響が無く、有効波長λｅ

ｆ ｆ

の

半分の長さにわたる走査像を得ることができる。また、ＡＦＭ等に使用される位置制御手
段を用いて走査するので、極めて高分解能の走査像が得られる。
【００２８】
図３は、本発明の第１の実施の形態の他の構成例を示す図である。
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この装置は、図１の装置と比べて、試料６を保持する試料保持台６ｂを有する点が異なる
。試料保持台６ｂを構成する媒質は、ソリッドイマージョンレンズ２と同じであることが
好ましいが、異なる場合には、赤外光８または出射光９の波長において、ピックアップが
少なく、かつ、誘電率が高いことが望ましい。またこの場合、ソリッドイマージョンレン
ズ２と試料保持台６ｂを通過する赤外光８が、アンテナ４ａ上に焦点を結ぶように、ソリ
ッドイマージョンレンズ２と試料保持台６ｂの厚さを設計する。
【００２９】
次に、本発明の第２の実施の形態を説明する。
図４は、本発明の赤外光集光装置の第２実施の形態を示す図である。
本発明の第２の装置１０は、ソリッドイマージョンレンズ１１と、ソリッドイマージョン

10

レンズ１１の底面１１ａ上に形成されたアンテナ１２と、アンテナ１２に近接して配置さ
れる試料保持用カンチレバー１３と、図示しないカンチレバー１３の位置を制御する位置
制御手段とから構成されている。
【００３０】
図５は、ソリッドイマージョンレンズ１１の底面１１ａ上に形成されるアンテナの構成を
示す図であり、（ａ）は平面ダイポールアンテナ１４、（ｂ）は平面スロットアンテナア
ンテナ１６の構成を示している。
平面ダイポールアンテナ１４及び平面スロットアンテナアンテナ１６は、ソリッドイマー
ジョンレンズ１１の底面１１ａ上の焦点位置に導電性薄膜で形成される。図５（ａ）に示
すように、平面ダイポールアンテナ１４は、略三角形の２つの導体１４ａの頂点を入射光

20

または出射光の回折限界以下の微細距離１２ａを離して対向して配設したボータイ型アン
テナであり、かつ、このボータイ型アンテナの差し渡し長が上記入射光の有効波長λｅ
ｆ

ｆ

の１／２である。

図５（ｂ）に示すように、平面スロットアンテナ１６は、底面１１ａ上に配設した導体１
７に開けられた略三角形の２つの窓１７ａの頂点を入射光または出射光の回折限界以下の
微細距離１２ａを離して対向して配設したボータイ型アンテナであり、かつ、このボータ
イ型アンテナの差し渡し長が上記入射光の有効波長λｅ

ｆ ｆ

の１／２の長さである。

【００３１】
次に、本装置の作用を説明する。
図４において、下方から、通常の光学レンズ７を介し、ソリッドイマージョンレンズ１１
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に入射した赤外光８は、ソリッドイマージョンレンズ１１の通常の幾何光学的集光作用に
よりアンテナ１２に集光されて、アンテナ１２の高周波電流に変換され、さらにアンテナ
１２の微小領域１２ａに近接場が集中する。この際、赤外光８は誘電率εｓ

の高誘電率

媒質からアンテナ１２へ入射するので、赤外光８の電磁界パワーが大きく、アンテナ１２
に励起される高周波電流が大きくなることは上記第１の装置と同様である。
【００３２】
また、ボータイ型アンテナ１４及び１６は、図５に示したように、ボータイ型アンテナの
差し渡し長が有効波長λｅ

ｆ ｆ

の１／２であるので集光された赤外光８は幾何学的に共

鳴し、微小領域１２ａに赤外光８の近接場（電場成分）が高効率で集中する。微小領域部
分１２ａに近接した試料６の部分に、高効率で集中した近接場が近接場を形成する。試料
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６はカンチレバー１３に取り付られており、本発明の第１の装置と同様に、位置制御手段
により近接場を形成する位置を走査することができる。
【００３３】
本装置の分解能はボータイ型アンテナ１４及び１６の中心に位置する微細領域１２ａのサ
イズによって決まる。微細領域１２ａは赤外光の波長および測定に要する空間分解能に応
じて、一辺１０ミクロンから０．０５ミクロンまでのサイズが可能である。ボータイ型ア
ンテナは、金属被膜をパターンニングすることによって容易に形成できるので、測定試料
、測定目的に応じた最適の分解能の装置を容易に実現することができる。
【００３４】
また、微小領域１２ａからの近接場も同様に高効率に伝搬波として取り出すことができる
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。すなわち、微細領域１２ａに近接する試料６の部分が赤外光９を発光または散乱する場
合、ボータイ型アンテナ１４（または１６）の微細領域１２ａとの近接場結合を通してボ
ータイ型アンテナ１４（または１６）中に振動電流が誘起され、ボータイ型アンテナ１４
（または１６）の幾何学的共鳴を介して高誘電率媒質から構成されたソリッドイマージョ
ンレンズ１１中に伝搬波として赤外光９が放射されるので、放射された赤外光９はソリッ
ドイマージョンレンズ１１によって高効率で外部に出射光９として取り出すことができる
。また、カンチレバー１３を使用した位置制御により、サブミクロンの分解能の走査像を
得ることができる。
【００３５】
なお、平面ダイポールアンテナと平面スロットアンテナは、図５（ａ）と（ｂ）の代表的
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形態以外に、測定する試料の性質と形状に応じて様々な変型が可能である。必要とする近
接場領域の面積を明確に設定し、この面積に応じて、アンテナ全体の大きさと形状が入射
光に対して幾何学的共鳴を起こし、かつインピーダンス整合を満たすように設計すればよ
い。これらの要求は、媒質上のアンテナに関する既知の理論により、実際の被測定試料と
赤外光の波長領域に応じて最適の設計が可能である（文献：１９８３年、
ド
ド

アンド

ミリメーター

ウエイブス１０巻

、ミリメーター

テクニクス分冊ＩＩ、第一章、アカデミックプレス社（
Ｍｉｌｌｉｍｅｔｅｒ

ｏｍｐｏｎｅｎｔｓ

Ｗａｖｅｓ、Ｖｏｌｕｍｅ

ａｎｄ

１（１９８３）、ｅｄ．ｂｙ

１０

コンポーネンツ

Ｉｎｆｒａｒｅｄ

アン
ａｎｄ

、ＭｉｌｌｉｍｅｔｅｒＣ

Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ、Ｐａｒｔ
Ａｃａｄｅｍｉｃ

インフラレッ

Ｐｒｅｓｓ

ＩＩ、Ｃｈａｐｔｅｒ
Ｉｎｃ．）参照）。
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【００３６】
次に、本発明の第３の実施の形態を説明する。
図６は、本発明の赤外光集光装置の第３実施の形態を示す図である。
本発明の第３の装置２０は、図４に示した装置１０の構成において、試料を保持するカン
チレバー１３の替わりに、試料６を保持する試料保持台２１と、試料保持台２１を支持す
るアーム２２を用い、アーム２２の位置を制御する位置制御手段としてＸＹＺ−３軸精密
メカニカルステージ２３を用いる点が異なり、その他は装置１０と同等である。また、図
示しないが、図１に示した装置１の構成において、アンテナ４を保持するカンチレバー５
の替わりに、アームを用い、このアームの位置を制御する位置制御手段にＸＹＺ−３軸精
密メカニカルステージを用いても良い。
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【００３７】
次に、実施例を示す。
本実施例に用いた装置は図６に示した構成の装置である。
本装置は、シリコン結晶からなるソリッドイマージョンレンズを用いて製作した。ソリッ
ドイマージョンレンズの曲率半径は１．４ｍｍ、中心軸上における厚さは１．９８ｍｍで
ある。
【００３８】
図７は本発明の装置による量子ホール効果に基づく測定結果を示す図であり、図７（ａ）
は被測定試料の量子ホール効果を示すグラフ、図７（ｂ）は検出された遠赤外発光の分布
を示している。
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被測定試料は、アルミニウムガリウム砒素／ガリウム砒素ヘテロ構造基板中の２次元電子
系である。基板の厚さは０．５ｍｍであり、２次元電子系は基板表面から０．１ミクロン
の深さに存在する。２次元電子系を長さ４ｍｍ、幅１．５ｍｍのホールバー（Ｈａｌｌ
ｂａｒ

ｄｅｖｉｃｅ）に形成した試料を作製した。ホールバー試料は図７の上段の抵抗

値で示すように、液体ヘリウム温度における強磁場下で量子ホール効果を示す。
ホールバー試料保持基板を液体ヘリウム温度で動作するＸＹＺ−３軸精密メカニカルステ
ージ２３のアーム２２に保持し、ソリッドイマージョンレンズの表面にそって試料を挿引
しつつ、試料の端からの極めて微弱な遠赤外発光の強度分布をピックアップした。測定結
果を図７の（ｂ）に示す。約６Ｔの磁場中で測定しており、遠赤外光の真空波長は１２５
μｍである。図７（ｂ）の曲線（ＩＩ）が本発明の装置による測定結果であり、曲線（Ｉ
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）は、従来法により測定したものである。
【００３９】
本発明の装置と従来法による装置とで測定結果を比較した結果、第一に、本発明の装置に
よる観測された遠赤外光の強度は、従来法の装置により観測された遠赤外光の強度よりも
、２０倍程度向上している（ただし、図７（ｂ）では、次に述べる空間分解能の違いを表
示するため、双方の光強度の最大値を見かけ上一致させて表示している）。
第二は、図７（ｂ）の（■）と（ＩＩ）の比較から明らかなように、空間分解能が０．５
ｍｍ程度から０．０６ｍｍ程度に著しく向上していることである。
【００４０】
このように、本発明の装置によれば、高屈折率媒質のソリッドイマージョンレンズを介し

10

て集光し、また、近接場をソリッドイマージョンレンズを介して取り出すために、感度、
及び、分解能が著しく増大していることがわかる。
ただし、この実施例ではソリッドイマージョンレンズの表面にアンテナを形成していない
。そのためにサブミクロンの分解能は得られていない。しかし、表面にアンテナを形成し
た場合の効果は従来のピックアップ器の実施例（文献：１９８３年、
アンド

ミリメーター

テクニクス

ウエイブス

１０巻

、ミリメーターコンポーネンツ

分冊ＩＩ、第一章、アカデミックプレス社（

Ｍｉｌｌｉｍｅｔｅｒ
ｏｍｐｏｎｅｎｔｓ

Ｗａｖｅｓ、Ｖｏｌｕｍｅ
ａｎｄ

１（１９８３）、ｅｄ．ｂｙ

インフラレッド

１０

Ｉｎｆｒａｒｅｄ

ａｎｄ

、Ｍｉｌｌｉｍｅｔｅｒ

Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ、Ｐａｒｔ
Ａｃａｄｅｍｉｃ

アンド

Ｐｒｅｓｓ

Ｃ

ＩＩ、Ｃｈａｐｔｅｒ
Ｉｎｃ．）参照）から
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明らかである。
【００４１】
【発明の効果】
上記説明から理解されるように、本発明によれば、赤外光を高屈折率媒質を介して、また
、幾何学的共鳴を介して集中するので、極めて高効率にサブミクロン以下の微細な領域に
数十ミクロン以上の波長の赤外光を近接場として集中でき、かつ、サブミクロン以下の微
細な領域の近接場を高い効率で取り出すことができる。また、カンチレバーを介した高精
度の位置制御が行えるので、サブミクロン以下の分解能の走査像を得ることができる。
従って、特に強度の大きい入射光源を必要とすることなく、回折限界以下の分解能を有し
、かつ、走査像を得ることが可能な、赤外顕微鏡、遠赤外顕微鏡、マイクロ波顕微鏡、ラ
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マン分光顕微鏡、赤外蛍光顕微鏡等の光学機器を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の赤外光集光装置の第１の実施の形態を示す概略図である。
【図２】図１の装置の作用を説明するための要部拡大図である。
【図３】図１の装置の他の実施形態を示す概略図である。
【図４】本発明の赤外光集光装置の第２実施の形態を示す概略図である。
【図５】ソリッドイマージョンレンズの底面上に形成されるアンテナの構成を示すもので
、（ａ）は平面ダイポールアンテナ、（ｂ）は平面スロットアンテナの構成を示している
。
【図６】本発明の赤外光集光装置の第３の実施の形態を示す概略図である。
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【図７】本発明の装置による量子ホール効果に基づく端電流の測定結果を示すもので、（
ａ）は被測定試料の量子ホール効果を示す図であり、（ｂ）は測定された端電流の分布を
示している。
【図８】従来の近接場集光装置の構成図である。
【図９】従来のラマン分光に用いられる集光装置の構成図である。
【図１０】従来の遠赤外吸収器に用いられる集光装置の構成図である。
【符号の説明】
１

第１の実施形態の赤外光集光装置

２

ソリッドイマージョンレンズ

３

ソリッドイマージョンレンズの底面
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４

アンテナ

４ａ

導電体

４ｂ

プローブ

５

カンチレバー

６

試料

６ａ

試料微細領域

６ｂ

試料保持台

７

通常の光学レンズ

８

赤外光、入射光

９

赤外光、出射光

１０

第２の実施形態の赤外光集光装置

１１

ソリッドイマージョンレンズ

１１ａ

ソリッドイマージョンレンズの底面

１２

平面ダイポールアンテナ

１２ａ

微小領域、微小距離

１４ａ

ボータイ型アンテナの略三角形部分

１６

平面スロットアンテナ

１７

導電体

１７ａ

ボータイ型アンテナの略三角形部分

２０

第３の実施形態の赤外光集光装置

２１

試料保持台

２２

アーム

２３

ＸＹＺ−３軸精密メカニカルステージ

【図１】
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