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(57)【要約】
【課題】　発熱体を有するカンチレバーを用いて試料へ
局所加熱をして試料の軟化点や熱伝導を測定する場合に
、探針と試料との接触部のみの熱交換とすることで測定
ポイントの周辺部に熱影響を与えなくし、接触部のみの
軟化点測定および熱伝導測定を可能にした装置を提供す
る。
【解決手段】　プローブ顕微鏡をベースとした局所の軟
化点測定装置および熱伝導測定装置において、探針と試
料面の環境を１／１００気圧（１０3Ｐａ）以下とする
、あるいは探針側面を断熱材で熱逃げが１／１００以下
となる厚さにコートすることにより、探針側面からの熱
逃げを低減し、略探針と試料面との接触部のみの熱交換
となるようにした。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端に探針を備え、その近傍に発熱部を有するカンチレバーと、発熱部への電圧印加手
段と、概カンチレバーの変位を検出する変位検出手段と、試料を移動させる試料移動手段
と、前記探針および前記試料を内部に載置するための真空容器と、該真空容器の真空排気
手段を含み、前記発熱部を加熱することで前記探針を加熱し、試料との接触部を局所的に
加熱して、カンチレバーの撓み量を検出することにより、前記試料の軟化点を測定するプ
ローブ顕微鏡をベースとした軟化点測定装置において、前記探針と前記試料の周囲環境を
１／１００気圧（１０3Ｐａ）以下としたことを特徴とする軟化点測定装置。
【請求項２】
　先端に探針を備え、その近傍に発熱部を有するカンチレバーと、発熱部への電圧印加手
段と、概カンチレバーの変位を検出する変位検出手段と、試料を移動させる試料移動手段
と、前記探針および前記試料を内部に載置するための容器とを含み、前記発熱部を加熱す
ることで前記探針を加熱し、試料との接触部を局所的に加熱して、カンチレバーの撓み量
を検出することにより、前記試料の軟化点を測定するプローブ顕微鏡をベースとした軟化
点測定装置において、前記探針の側面を覆う断熱材を更に含み、該断熱材を用いない場合
に比して、前記探針側面からの熱逃げが熱量として１／１００以下としたことを特徴とす
る軟化点測定装置。
【請求項３】
　前記断熱材の厚さが、少なくとも大気中において探針側面の表面に形成する自然酸化膜
のほぼ１００倍の厚みである請求項２に記載の軟化点測定装置。
【請求項４】
　前記断熱材がＳｉＯ2膜であって、少なくとも略２４０ｎｍの厚さをコートした請求項
３に記載の軟化点測定装置。
【請求項５】
　先端に探針を備え、その近傍に発熱部を有するカンチレバーと、発熱部への電圧印加手
段と、概カンチレバーの変位を検出する変位検出手段と、試料を移動させる試料移動手段
と、前記探針および前記試料を内部に載置するための真空容器と、該真空容器の真空排気
手段を含み、前記発熱部の抵抗変化を測定し、カンチレバーの温度変化を抵抗値の変化と
して検出することで、試料との接触部を介して試料面の熱伝導を測定する、前記試料の熱
伝導を測定するプローブ顕微鏡をベースとした熱伝導測定装置において、前記探針と前記
試料の周囲環境を１／１００気圧（１０3Ｐａ）以下としたことを特徴とする熱伝導測定
装置。
【請求項６】
　先端に探針を備え、その近傍に発熱部を有するカンチレバーと、発熱部への電圧印加手
段と、概カンチレバーの変位を検出する変位検出手段と、試料を移動させる試料移動手段
と、前記探針および前記試料を内部に載置するための容器とを含み、前記発熱部の抵抗変
化を測定し、カンチレバーの温度変化を抵抗値の変化として検出することで、試料との接
触部を介して試料面の熱伝導を測定するプローブ顕微鏡をベースとした熱伝導測定装置に
おいて、前記探針の側面を覆う断熱材を更に含み、該断熱材を用いない場合に比して、前
記探針側面からの熱逃げが熱量として１／１００以下としたことを特徴とする熱伝導測定
装置。
【請求項７】
　前記断熱材の厚さが、少なくとも大気中において探針側面の表面に形成する自然酸化膜
のほぼ１００倍の厚みである請求項６に記載の熱伝導測定装置。
【請求項８】
　前記断熱材がＳｉＯ2膜であって、少なくとも略２４０ｎｍの厚さをコートした請求項
７に記載の熱伝導測定装置。
【請求項９】
　試料の加熱冷却手段を更に備えた請求項５乃至８のいずれかに記載の熱伝導測定装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、走査型プローブ顕微鏡などに用いられ、カンチレバーに発熱部を有し、試料
との接触部を局所的に加熱して、カンチレバーの撓み量を検出することにより、試料の軟
化点（ガラス転移や融点）を測定する走査型プローブ顕微鏡に関するものである。また、
カンチレバーの発熱部の抵抗値の変化からカンチレバーの温度変化を検出することで、試
料との接触部を介して試料面の熱伝導を測定する走査型プローブ顕微鏡に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来の試料面を局所的に加熱し、試料のガラス転移や融解などの軟化点を測定する装置
は、発熱部を有するプローブと、該発熱部を加熱する機能と、プローブに備えた位置検出
用のミラーに光を照射する光源と、ミラーに当たって反射した光源からの反射光を検出し
電気信号に変換する検出器と、この検出器による出力信号を前記プローブの撓み変位信号
とした回路とで構成される。プローブ先端は試料面に接触させて、発熱部を加熱していく
と、試料面との接触部が加熱され、試料材質に応じてガラス転移や融解などの軟化点の温
度になるとプローブが試料面に沈み込むことをプローブの撓み変位信号として検出し、軟
化点の測定が行われる。（特許文献１）
　また、従来の試料の熱伝導を測定する装置は、発熱部を有するプローブと、発熱部の抵
抗を測定する機能と、プローブにミラーを有しミラーに光を照射する光源と、ミラーに当
たって反射した光源からの反射光を検出し電気信号に変換する検出器と、この検出器によ
る出力信号を前記プローブの撓み変位信号とした回路とで構成される。プローブの発熱部
を加熱し、抵抗値を検出し、プローブ先端は試料面に接触させて試料面上を走査していく
と、試料面内の熱伝導分布に応じてプローブから試料への熱流入が変化し、発熱部の温度
が変化し、抵抗値も変化し、抵抗値を検出していくことで、試料面内の熱伝導の分布など
の測定が行われる。（特許文献１）
　また、プローブは白金ワイヤなどが使われているが、ワイヤ径は直径６μｍ 、プロー
ブ先端は先端曲率半径５μｍ など太く、ナノメートルなどの分解能は実現できない。白
金ワイヤなどの手作業による製作から、半導体プロセスでＳｉ製のカンチレバーがワイヤ
プローブの替わりに開発されてきている。
【０００３】
　そこで、局所加熱や局所の熱伝導測定などの目的で、Ｓｉ製のカンチレバーを利用する
場合が増えてきている。
【０００４】
　局所加熱用のＳｉ製カンチレバーは、発熱部にドーパント抵抗としたものが製作されて
いる。ドーパント部を発熱させ、試料面を局所的に加熱し、試料の軟化点を測定する。探
針先端は半導体プロセスによりエッチングで先鋭化されたカンチレバーが製作されている
。（特許文献２）
　また、熱伝導測定用のＳｉ製カンチレバーは、金属薄膜のパターン配線をカンチレバー
先端に構成している。一定の温度で加熱した状態で、試料面に接触させて走査することで
試料面への熱流入の度合いを金属薄膜パターンの抵抗変化として熱伝導分布などの測定が
行われる。金属薄膜パターンのカンチレバーは、同じく、半導体プロセスで製作されてい
る。（特許文献３）
　Ｓｉ製カンチレバーは半導体プロセスを使い、探針先端は10ｎｍＲなどと先鋭化され、
局所的な加熱や局所的な熱伝導の測定用に製作がされ、ナノテク分野でも熱分析に利用さ
れようとしてきている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特表平１１－５０９００３
【特許文献２】ＵＳ－２００６０２５４３４５
【特許文献３】特開平７－３２５０９２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、Ｓｉ製カンチレバーを半導体プロセスで探針先端を１０ｎｍＲ程度に先
鋭化させても、試料への局所的な加熱で軟化点測定や局所的な熱伝導測定は困難であるこ
とがわかった。
【０００７】
　局所加熱を行う場合には、発熱部を加熱し、探針への熱伝導で試料との接触部を加熱す
る。探針の先端は１０ｎｍＲの曲率半径を有し、探針側面はピラミッド形状をしており面
を形成する。よって、該探針側面も加熱され、発熱部の熱は、探針から試料接触部へ伝わ
ると共に、探針側面からの空気を経由した熱逃げが生じ、探針接触部の周辺へも熱影響を
与えてしまうことがわかった。
【０００８】
　軟化点の測定では、近隣の測定ポイントの特性を比較したい場合には、最初の測定ポイ
ントでの加熱動作で、周辺部の試料面に熱履歴を与えてしまい、次の測定ポイントでは、
熱履歴を受けた後の軟化点測定になってしまい、正確な物性比較ができない。空気を経由
した熱の拡散を考慮すれば、探針先端は形状が先鋭化されているにもかかわらず、加熱さ
れた探針による熱的な影響は、実質的により太径のプローブと同じ効果を生じてしまう。
【０００９】
　また、熱伝導を測定する場合、加熱した発熱部の抵抗を検出しながら探針を試料面に走
査していくが、該抵抗の検出範囲は、探針と試料面との接触部のみでなく、探針側面から
の前述の放熱により熱的な影響を受ける範囲に及ぶ。したがって、熱伝導が正確に測定で
きない。また、試料面内に高低差があると、探針側面部が高低差の凹凸に接近することに
より、前述と同様の放熱が生じるため同じ材質面であるにも係わらず見かけ上熱伝導が異
なり、熱伝導分布が正確に測定できないことがわかった。
【００１０】
　従って、本発明の目的は、探針を有し、発熱部を有するカンチレバーを利用して試料の
局所加熱を行い、試料の測定ポイント以外の周辺部には熱影響を与えない軟化点測定方法
及びその測定装置を提供することである。また、同じく、探針及び発熱部を有し、発熱部
の抵抗変化を測定して、試料との接触部以外の熱逃げを無くして接触部のみの熱伝導を正
確に行う熱伝導の測定方法及び測定装置を提供することである。また、局所加熱や局所熱
伝導測定に限らず、熱の交換は、探針と試料面との接触部のみとし、平面方向には高分解
能であり、垂直方向には凹凸差などによる形状の影響を受けない高感度な装置を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、前記課題を解決するために以下の手段を提供する。
【００１２】
　本発明では、局所加熱に関し、先端に探針を有し、発熱部を有するカンチレバーと、発
熱部への電圧印加手段と、該カンチレバーの変位を検出する変位検出手段と、試料を移動
させる試料移動手段から構成され、発熱部を加熱して探針を加熱し、試料との接触部を局
所的に加熱して、カンチレバーの撓み量を検出することにより、試料の軟化点を測定する
走査型プローブ顕微鏡において、探針側面からの熱の逃げがない装置構成を採用すること
により、探針と試料面との接触部のみの熱交換となるようにした。このような構成とする
ことで、測定対象となる局所以外の部分に熱的影響を及ぼさず、高感度な局所加熱が可能
となる。
【００１３】
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　また、局所の熱伝導測定に関し、先端に探針を有し、発熱部を有するカンチレバーと、
発熱部への電圧印加手段と、発熱部の電流検出手段と、該カンチレバーの変位を検出する
変位検出手段と、試料を移動させる試料移動手段から構成され、発熱部の抵抗変化を測定
し、カンチレバーの温度変化を抵抗値の変化として検出することで、試料との接触部を介
して試料面の熱伝導を測定する走査型プローブ顕微鏡において、探針側面からの熱の逃げ
がない装置構成を採用することにより、探針と試料面との接触部のみの熱交換となるよう
にした。このような構成とすることで、測定対象となる局所以外の部分に熱的影響を及ぼ
さず、高感度な局所の熱伝導率の測定が可能となる。
【００１４】
　前述の局所加熱及び局所の熱伝導測定について、探針側面からの熱逃げがない具体的な
構成の一つは、上述の基本となる走査型プローブ顕微鏡に真空容器および真空排気手段を
加えて、探針と試料面が置かれる環境の真空度を上げることで、熱の伝達媒体を排除する
ようにした。これにより探針側面からの熱の逃げを無くし、探針と試料面との接触部のみ
の熱交換となるようにした。真空度は、好ましくは１／１００気圧（１０3Ｐａ）以下で
あり、これにより探針側面部からの熱逃げを１％未満とすることができ、探針と試料面と
の接触部のみの熱交換が９９％以上となる。
【００１５】
　また、同様の別途の構成としては、探針側面部を断熱材で覆うことであり、特に、Ｓｉ
Ｏ2やＳｉ3Ｎ4は、半導体プロセスにおいても断熱コート膜材として用いることができ、
その膜厚を制御することで本願に係わる探針の側面からの熱逃げを１％未満とすることが
でき、探針と試料面との接触部のみの熱交換が９９％以上となる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明では、局所加熱では、探針側面からの熱の逃げを低減することで、探針と試料面
との接触部のみの熱交換を可能にした。それにより、測定ポイント周辺部への熱の伝導が
抑えられ、各ポイント同士の熱による影響がなくなり、サブミクロンレベルで隣接する測
定ポイントの軟化点測定を可能にした。
【００１７】
　また、熱伝導の測定でも、探針と試料面との接触部のみの熱交換とし、探針側面からの
空気を経由した熱逃げを極力低減した結果、該測定により得られる物性信号に入るノイズ
を１％未満に抑制することが可能となった。これにより、試料表面の凹凸差に応じた形状
の影響を回避し、熱伝導の測定精度が向上した。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第一実施例に係る走査型プローブ顕微鏡を用いた軟化点測定装置の概観
図。
【図２】発熱部がドーパント抵抗であるタイプのカンチレバーの例。
【図３】発熱部が金属薄膜パターンであるタイプのカンチレバーの例。
【図４】ガラス転移や融点などの軟化点を測定する手順の図で、（ａ）は加熱初期、（ｂ
）は加熱中の熱膨張時、（ｃ）は軟化時を示す図である。
【図５】大気中での軟化曲線の実測例。
【図６】大気中での探針・試料間の熱の移動に関する説明図で、（ａ）は加熱初期、（ｂ
）は加熱中の熱膨張時、（ｃ）は軟化時を示す図である。
【図７】本発明の真空中での軟化曲線の実測例。
【図８】本発明の真空中での探針・試料間の熱の移動に関する説明図で、（ａ）は加熱初
期、（ｂ）は加熱中の熱膨張時、（ｃ）は軟化時を示す図である。
【図９】大気中での局所加熱の実測例で、（ａ）は５μｍ ピッチでの９箇所の局所加熱
後の表面形状像、（ｂ）は９箇所の軟化曲線の実測カーブ、（ｃ）は１．５μｍ ピッチ
での９箇所の局所加熱後の表面形状像、（ｄ）は９箇所の軟化曲線の実測カーブの実測結
果である。
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【図１０】本発明の真空中での局所加熱の実測例で、（ａ）は０．５μｍ ピッチでの９
箇所の局所加熱後の表面形状像、（ｂ）は９箇所の軟化曲線の実測カーブの実測結果であ
る。
【図１１】本発明の第二実施例に係る走査型プローブ顕微鏡を用いた熱伝導測定装置の概
観図。
【図１２】カンチレバーの発熱体の抵抗変化を大気と真空で比較した実測例で、（ａ）は
探針と試料間の距離依存の大気と真空の比較曲線、（ｂ）は大気中での熱の逃げを示す図
、（ｃ）は真空中での熱逃げの無いことを示す図、（ｄ）は別タイプのカンチレバーの大
気中での熱逃げを示す図、（ｅ）は別タイプのカンチレバーの真空中での熱逃げの無いこ
とを示す図、である。
【図１３】凹凸試料を測定したときの、大気中での熱伝導像の実測例で、（ａ）は表面形
状像、（ｂ）は熱伝導像、（ｃ）は熱逃げを示す図である。
【図１４】本発明の凹凸試料を測定したときの、真空中での熱伝導像の実測例で、（ａ）
は表面形状像、（ｂ）は熱伝導像、（ｃ）は熱逃げを示す図である。
【図１５】凹凸試料を測定したときの、別のタイプのカンチレバーでの大気中での熱伝導
像の実測例で、（ａ）は表面形状像、（ｂ）は熱伝導像、（ｃ）は熱逃げを示す図である
。
【図１６】本発明の、凹凸試料を測定したときの、別のタイプのカンチレバーでの真空中
での熱伝導像の実測例で、（ａ）は表面形状像、（ｂ）は熱伝導像、（ｃ）は熱逃げを示
す図である。
【図１７】本発明の、探針側面に断熱コートをする説明図で、（ａ）は断熱コート前の状
態を示す図、（ｃ）は断熱コート後の状態を示す図である。
【図１８】薄膜試料を測定したときの、大気中での熱伝導像の実測例で、（ａ）は表面形
状像、（ｂ）は熱伝導像、（ｃ）は熱逃げを示す図である。
【図１９】本発明の、薄膜試料を測定したときの、真空中での熱伝導像の実測例で、（ａ
）は表面形状像、（ｂ）は熱伝導像、（ｃ）は熱逃げを示す図である。
【図２０】本発明の、薄膜試料を真空中で熱伝導測定する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の走査型プローブ顕微鏡を用いた軟化点測定装置および熱伝導測定装置の
基本的な構成と測定原理を、図面を参照して説明する。なお、図面は本発明の説明に必要
な構成を中心にして記載しており、本発明の実施に無関係な走査型プローブ顕微鏡の構成
要素については一部省略している。
【００２０】
　本発明では、先端に探針を有し、発熱部を有するカンチレバーと、発熱部への電圧印加
手段と、該カンチレバーの変位を検出する変位検出手段と、試料を移動させる試料移動手
段からなり、真空容器および真空排気手段から構成され、発熱部を加熱して探針を加熱し
、試料との接触部を局所的に加熱して、カンチレバーの撓み量を検出することにより、試
料の軟化点を測定する走査型プローブ顕微鏡において、探針と試料面の環境を望ましくは
１／１００気圧（１０3Ｐａ）以下とすることで、探針側面からの熱の逃げを１％未満と
し、探針と試料面との接触部のみの熱交換が９９％以上となるようにした。
【００２１】
　また、使用するカンチレバーの探針側面を断熱材で覆うことにより、前述の探針側面か
らの熱逃げを防ぐことを行った。これによっても、前述の真空度をあげた場合と同様の効
果を示すものである。
【００２２】
　以下、各構成について図を用いて具体的に説明する。
【実施例１】
【００２３】
　本発明の第一の実施例について、図面を参照して説明する。図１は走査型プローブ顕微
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鏡を用いた軟化点測定装置の概観図である。カンチレバー１は、先端には探針２および発
熱部１０を有し、カンチレバー取り付け台３に装着される。試料４は試料台５の上に設置
され、試料台５は試料移動手段６に設置されている。試料移動手段６は上下方向の動作と
平面（水平）方向の動作が可能である。上下方向に動作させることで探針２を試料表面に
押し付けたり離したりすることができる。平面方向の動作では、探針２と試料面接触位置
を相対的に移動させることで試料表面を走査させることができる。試料移動手段６は真空
容器１１内に設置されている。真空容器１１の上部には、透明なウインドウ１３があり、
真空気密性が確保され、真空容器内を真空排気手段１２で真空にすることができる。真空
度は、真空計１４で確認できる。真空容器外にレーザ光源７があり、レーザ光８はウイン
ドウ１３を通過させてカンチレバー１へ照射され、レーザ光８の反射光はウインドウ１３
を通過し、変位検出手段９へ到達する。探針２の上下方向の変位量は、変位検出手段９へ
の到達位置で検出している。また、真空容器１１には電流導入線１５が真空気密性、電気
絶縁性を確保されて装着されていて、電圧印加手段１６により、カンチレバー１の発熱部
１０へ電圧を印加し、電流を流すことで探針２を加熱することができる。　次に、発熱部
を有するカンチレバーの例を、図２と図３で説明する。
【００２４】
　図２では、カンチレバー腕部２１にはスリット形状になっていて、探針２側の一部のみ
がドーパント抵抗発熱部２２になっている。ドーパント抵抗発熱部２２は低ドープで電気
的に高抵抗であり、カンチレバー腕部２１は高ドープで電気的に低抵抗であるので、カン
チレバー腕部の片方からドーパント抵抗発熱部２２からカンチレバー腕部の他方へと電流
を流すと、ドーパント抵抗発熱部が加熱される。探針２は、ドーパント抵抗発熱部２２に
より熱伝導で加熱される。
【００２５】
　図３では、カンチレバー腕部３１に金属薄膜パターン３２を蒸着している。金属薄膜パ
ターンはカンチレバー腕部で幅広で、電気抵抗的には小さく発熱しにくく、探針２の先端
にいくにつれ、幅細で、電気抵抗的に大きく発熱しやすいので、探針２の先端側が加熱さ
れる。
発熱部を有するカンチレバーの例を２つ説明したが、ドーパント抵抗発熱や金属薄膜抵抗
加熱以外の方式でも、カンチレバーに発熱部を有するカンチレバーであれば同じく使用す
ることができる。次に、軟化点を測定する概念を図４で説明する。
【００２６】
　図４（ａ）で、探針２を試料４に接触させた状態で、レーザ８の反射光の位置を変位検
出手段９で検出し、反射光の位置４１を識別する。図４（ｂ）で、発熱部１０により探針
２を加熱すると、試料４は探針２より加熱され、熱膨張４０が発生し、反射光の位置４２
となる。試料が熱膨張して上方向に探針を持ち上げている状態である。図４（ｃ）で、さ
らに、加熱温度を上げていくと、試料４がガラス転移や融点などの軟化点を迎えると、柔
らかくなって、探針２は試料４に沈み込み、反射光の位置４３となる。つまり、加熱温度
を上げていくと、探針の変位は、少しずつ上方向に移動し、熱膨張しながら試料が軟化直
前まで最大変位となり、試料が軟化時点で急激に下がる挙動をする。次に、図４で説明し
た軟化点を迎えるときの曲線を自動測定した結果をについて図５以降で説明する。試料は
、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート　融点；２３５℃）を用いたときの結果である。
【００２７】
　図５は、大気中の実測カーブの例であり、図６は、大気中の模式図である。
【００２８】
　図５で、横軸はカンチレバーの発熱部への印加電圧で表示しているが、電圧が大きくな
るに従って加熱温度は高い関係にある。たとえば、６Ｖ 印加で探針は２３５℃に加熱さ
れる。また、縦軸は、探針の上下方向の変位量である。実測カーブは、探針が試料面に接
触した状態で加熱を行っている。また、ベースラインは、探針が試料面に接触していない
ときに加熱したときのカンチレバー単体の熱による反りなどの特性を示し、ベースライン
（原点）の意味あいとなる。
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【００２９】
　図６（ａ）で、探針２を試料４に接触させた状態で、発熱部１０の加熱を開始すると探
針２が加熱され、探針２から試料４との接触部を経由して熱が試料側へ移動する。ここで
、探針２はピラミッド形状をしているので、探針２の側面６１からも空気経由で試料４に
熱が移動してしまう。図６（ｂ）で、試料側は探針接触部以外にも接触部の周辺も熱流入
があり、試料の熱膨張６２は探針接触部周辺にも及ぶことになってしまう。この状態は、
図５の実測カーブで上方向に急上昇しているカーブ部分に相当する。 図６（ｃ）で、試
料が軟化６３を迎える温度まで加熱されると、探針２は試料に沈み込み、カーブは急降下
する。実測カーブから、ベースラインを引いた分が、試料が熱影響を受けて膨張した分で
ある。
【００３０】
　上記の状況に対して、次に、本発明に係わる真空中で行った場合の有効性について説明
する。
【００３１】
　図７は、真空中での実測カーブの例であり、図８は、真空中の模式図である。
図７の実測カーブでは、図５と明らかに異なる。図５の大気中の例では、ベースラインに
対して
実測カーブは急上昇しており、試料への熱影響が大きく、熱膨張が大きいことがわかる。
一方、図７の真空中の例では、ベースラインに平行な形で実測カーブが変化し、軟化を迎
えたところで探針は沈み込んでおり、無理のない挙動をしている。
【００３２】
　図８（ａ）で、真空中では、発熱部１０が加熱され、探針２も加熱されるが、探針２の
側面からの熱逃げが無い理想的な状態である。探針２から試料４への熱移動は、探針接触
部のみで行われている。よって、図８（ｂ）で、探針２の接触部の直下のみに熱が加わり
、その部分のみが熱膨張する。大気中と比較して、とにかく小さい結果となることがわか
った。図８（ｃ）で、軟化８２を迎えている。実測カーブを見ても、ベースラインと平行
な形で推移し、探針接触部直下のみに熱が入り、接触部のみの熱膨張で済んでいるため平
行な形で素直に軟化点を迎えている。真空中では、探針接触部のみで熱のやりとりが行わ
れ、局所的な熱測定が可能であることがわかった。次に、複数の測定を行うとき、測定ポ
イントをどの程度近づけることができるかを実測した例を図で説明する。
【００３３】
　図９は、大気中で、３×３個の測定ポイントのピッチを変化させて測定した例である。
図９（ａ）で、５μｍピッチで、３×３の９箇所の軟化点を測定した。試料は同様に、Ｐ
ＥＴ（ポリエチレンテレフタレート　融点；２３５℃）を用いた。図９（ｂ）で、９本の
軟化曲線が一致している、つまり、１回前の加熱で接触部周辺に熱履歴を与えるが、５μ
ｍ 離せば、熱履歴を受けていない試料面上の軟化曲線となり、曲線は同じである。次に
、図９（ｃ）で、１．５μｍ ピッチにして、３×３の９箇所の軟化点を測定した。図９
（ｄ）で、９本の軟化曲線は一致していない、つまり、測定ポイントが近すぎて、前の加
熱動作で試料に熱履歴を与えてしまっているため、同じ加熱動作をしても熱履歴を受けた
試料面の軟化曲線になってしまったと解釈できる。次に、本発明の着目点であるが、真空
中での例を説明する。
【００３４】
　図１０（ａ）で、０．５μｍ ピッチで、３×３の９箇所の軟化点を測定した。図１０
（ｂ）で、９本の軟化曲線が一致している。真空中では、試料との接触部の周辺に熱影響
を与えにくいことがわかった。同時に、平面方向に高分解能な、局所加熱や局所熱測定が
可能である。次に、真空度について説明する。
【００３５】
　図６（ａ）の図において、大気中では、探針２の側面６１から熱が空気経由で逃げ、試
料面へ到達する。真空環境にすれば、図８（ａ）の図において、探針２の側面６１からの
熱逃げを無くすことができ、試料面への熱影響も抑えることができる。探針２の側面から
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の熱逃げは空気の希薄に依存する。本発明では、真空を１／１００気圧（１０3Ｐａ）以
下とした。探針の側面からの熱逃げを該当する真空度にすれば、１％未満とすることがで
きる。探針と試料接触部との熱のやりとりは９９％となり、探針接触部が支配することに
なる。
【実施例２】
【００３６】
　本発明の第二の実施例について図面を参照して説明する。図１１は走査型プローブ顕微
鏡を用いた熱伝導測定装置の概観図である。第一の実施例と重なるところは省略する。図
１１で、電圧印加手段１６に加えて、電流検出手段１７を設けている。カンチレバーの発
熱部への電圧印加と同時に、電流検出を可能している。電流を検出することで、発熱部１
０の抵抗変化を検出でき、発熱部の温度変化を検出できる。カンチレバー１の発熱部１０
に一定の電圧を印加し、探針を加熱した状態で試料に接触させ、試料面を走査すると、試
料面の熱伝導分布に応じて、試料へ移動する熱量が変化し、熱量の変化は、発熱部の抵抗
変化となり、温度変化となり、熱伝導に応じて変化する量となる。熱伝導測定に使用する
カンチレバーは、図２および図３のタイプでよい。図２のドーパント抵抗も温度により変
化し、図３の金属薄膜パターンも抵抗は温度により変化する。発熱部の抵抗変化が温度依
存を持っているものであれば、発熱部を有するカンチレバーはどのようなタイプのもので
もよい。
【００３７】
　熱伝導測定においても、本発明で、真空中の有効性が明らかになった。真空での有効性
を図１２で説明する。図１２（ａ）では、探針と試料間の距離に応じて、カンチレバーの
発熱部の抵抗が変化してしまう、つまり、熱影響を受けてしまう結果である。カンチレバ
ーの発熱部に一定電圧を印加し、加熱した状態にしておく。そのときの温度に応じた抵抗
値を検出しておく。次に、試料面に近づけていくと、試料面との間で熱移動量があるとカ
ンチレバーの発熱部の温度は下がり、抵抗変化の形で現れてくる。大気中では、試料面か
ら３００μｍ 離れていれば、試料面への熱移動は無く、抵抗変化は見られないが、２０
０μｍ より近づくに従って、連続的に徐々に抵抗が減少している、つまり、発熱部の温
度が下がっていく。試料への熱移動が試料と探針間の距離に応じて、空気経由で熱移動が
あることがわかった。一方、真空中で同じく、探針と試料間を近づけていくと、距離依存
は見られず、探針が試料に接触したときのみ、抵抗減少、つまり、温度低下が見られる。
【００３８】
　図１２（ｂ）では、大気中を示し、発熱部がドーパント抵抗タイプのカンチレバーで、
熱が空気経由で探針先端からも側面からも逃げている状態で、探針が試料面に近づくと熱
移動量が変化してしまう。図１２（ｃ）では、真空中を示し、空気経由の熱逃げが無いた
め、接触したときのみ抵抗変化が見られる曲線になっている。
【００３９】
　図１２（ｄ）では、大気中を示し、発熱部が金属薄膜パターンタイプのカンチレバーで
、空気経由で熱が探針先端からも側面からも逃げている状態で、探針が試料面に近づくだ
けで熱移動量が変化してしまう。図１２（ｅ）では、真空中を示し、空気経由の熱逃げが
無いため、接触したときのみ抵抗変化が見られる曲線になっている。
【００４０】
　次に、凹凸試料の熱伝導像を測定した例を図で説明する。
図１３は、大気中で、表面形状像と熱伝導像を測定した例である。図１３（ａ）は、表面
形状像であり、暗い部分１３１（正方形部分）は高さが低く、凹になっていて、明るい部
分１３２は、高さが高く凸になっている試料である。表面形状像で明るい部分も暗い部分
も同じ材質である。図１３（ｂ）は、熱伝導像である。熱伝導像では、材質が同じであれ
ば、同じ色になるはずが、形状に応じた明暗が付いてしまっている。図１３（ｃ）で、理
由を考察する。発熱部１０が加熱されているとき、探針２は加熱され、先端１２２と側面
１２１から空気経由で熱が逃げている。探針２が底面１２４を走査しているとき発熱部１
０と上面１２３との距離が接近しているので側面１２１からの熱逃げも大きくなり、発熱
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部１０の温度は下がるため、底部１２４では熱伝導がよいと誤って測定される。次に、探
針２が上面１２３を走査しているとき発熱部１０と上面１２３との距離が離れるので側面
１２１からの熱逃げは小さくなり、底部１２４を走査しているときと比較して発熱部１０
の温度は、上がるため、上面１２３では熱伝導が悪いと誤って測定される。上面１２３も
底部１２４も同じ材質であるのに、熱伝導の信号に高さ情報が混合してしまっている。
【００４１】
　図１４は、真空中で、表面形状像と熱伝導像を測定した例である。図１４（ａ）は、表
面形状像であり、暗い部分１３１（正方形部分）は高さが低く、凹になっていて、明るい
部分１３２は、高さが高く凸になっている試料である。表面形状像で明るい部分も暗い部
分も同じ材質である。図１４（ｂ）は、熱伝導像である。熱伝導像では、材質が同じであ
るので、同じ色になっている。真空中の測定であれば、熱伝導像が正しく測定できている
。図１４（ｃ）で、理由を考察する。発熱部１０が加熱されているとき、探針２は加熱さ
れるが、探針の側面１２１からは空気が無いことにより熱逃げは無く、先端１２２から試
料４への熱伝導分のみとなる。探針２が底面１２４を走査しているときも、上面１２３を
走査しているときも試料４との熱移動量は先端１２２からのみである。よって、底面１２
４も上面１２３も同じ材質であり、熱伝導特性も同じであり、熱伝導像において同じ熱伝
導となっていて、正しく測定できている。次に、発熱部が金属薄膜パターンのタイプのカ
ンチレバーの実測例を説明する。
【００４２】
　図１５は、大気中で、表面形状像と熱伝導像を測定した例である。図１５（ａ）は、表
面形状像であり、暗い部分１３１（正方形部分）は高さが低く、凹になっていて、明るい
部分１３２は、高さが高く凸になっている試料である。表面形状像で明るい部分も暗い部
分も同じ材質である。図１５（ｂ）は、熱伝導像である。熱伝導像では、材質が同じであ
れば、同じ色になるはずが、形状に応じた明暗が付いてしまっている。図１５（ｃ）で、
理由を考察する。発熱部１０が加熱されているとき、探針２は加熱され、先端１２２と側
面１２１から熱が空気経由で逃げている。探針２が底面１２４を走査しているとき発熱部
１０と上面１２３との距離が接近しているので側面１２１からの熱逃げも大きくなり、発
熱部１０の温度は下がるため、底部１２４では熱伝導がよいと誤って測定される。次に、
探針２が上面１２３を走査しているとき発熱部１０と上面１２３との距離が離れるので側
面１２１からの熱逃げは小さくなり、底部１２４を走査しているときと比較して発熱部１
０の温度は、上がるため、上面１２３では熱伝導が悪いと誤って測定される。上面１２３
も底部１２４も同じ材質であるのに、熱伝導の信号に、高さ情報が混合してしまっている
。
【００４３】
　図１６は、真空中で、表面形状像と熱伝導像を測定した例である。図１６（ａ）は、表
面形状像であり、暗い部分１３１（正方形部分）は高さが低く、凹になっていて、明るい
部分１３２は、高さが高く凸になっている試料である。表面形状像で明るい部分も暗い部
分も同じ材質である。図１６（ｂ）は、熱伝導像である。熱伝導像では、材質が同じであ
るので、同じ色になっている。真空中の測定であれば、熱伝導像が正しく測定できている
。図１６（ｃ）で、理由を考察する。発熱部１０が加熱されているとき、探針２は加熱さ
れるが、探針の側面１２１からは空気が無いことにより熱逃げは無く、先端１２２から試
料４への熱伝導分のみとなる。探針２が底面１２４を走査しているときも、上面１２３を
走査しているときも試料４との熱移動量は先端１２２からのみである。よって、底面１２
４も上面１２３も同じ材質であり、熱伝導特性も同じであり、熱伝導像において同じ熱伝
導となっていて、正しく測定できている。次に、真空度について説明する。
【００４４】
　図１３（ｃ）の図において、大気中では、探針２の側面１２１から空気を介して熱が逃
げ、試料面へ到達する。真空環境にすれば、図１４（ｃ）の図において、探針２の側面１
２１からの熱逃げを無くすことができ、試料面への熱影響も抑えることができる。探針２
の側面からの熱逃げは空気の希薄に依存する。本発明では、真空を１／１００気圧（１０
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3Ｐａ）以下とした。探針の側面からの熱逃げを該当する真空度にすれば、１％未満とす
ることができる。したがって、探針と試料接触部との熱交換は９９％となり、探針接触部
が支配することになる。
【００４５】
　また、大気中の測定では、試料の凹凸がある場合、発熱部を有するカンチレバーで走査
していくと、同じ材質であるにもかかわらず、熱伝導像に凹凸の高さ情報が入ってしまう
欠点が明らかになった。一方、真空中での測定では、探針先端と試料の接触部のみで熱交
換が行われるので熱伝導像が精度良く測定できる。
【実施例３】
【００４６】
　前述までの実施例では、軟化点測定および熱伝導測定に際して、真空にすることで探針
と試料面の周囲空間の空気を希薄にし、空気経由の熱伝導を無くし、探針接触部のみの熱
交換とすることによる探針側面からの熱逃げを無くす実施例を説明した。
【００４７】
　一方、上述のように探針側面部からの熱逃げを小さくするには、真空にする以外の例と
して、本発明の第三の実施例について図面を参照して説明する。図１７は、探針側面から
の熱逃げを抑えるために断熱コートをした例である。図１７（ａ）は、断熱コート前の状
態を示し、探針２は、例えばＳｉ材質で、探針側面は、通常自然酸化膜１７１（ＳｉＯ2

）で覆われており、その厚みは２．４ｎｍ程度である。発熱部１０により探針２を加熱す
ると、探針から探針側面さらに自然酸化膜を経由して空気への熱逃げ１７２が生じる。こ
の際、自然酸化膜１７１の熱伝導率が熱抵抗となっていて、空気への熱逃げ量が決まる。
図１７（ｂ）は、探針側面に断熱コート１７３を施し、探針先端はコートしない状態を示
している。例えば、半導体プロセスを利用して材質がＳｉＯ2で、２４０ｎｍ程度の厚み
をコートしたとき、断熱コート部分の熱抵抗は、コート前の自然酸化膜のみの厚みに比較
して１００倍と大きくなり、熱は移動しにくくなり、空気への熱逃げ量を抑えることがで
きる。コート前は、自然酸化膜の厚み２．４ｎｍに相当する熱伝導であり空気への熱逃げ
量を“１００”とすれば、コート後、同じ材質のＳｉＯ2で２４０ｎｍの断熱コートをす
れば、材質が同じであれば熱伝導の抵抗は厚みに比例するので、空気への熱逃げ量は１／
１００となり、“１”とすることができる。また、探針先端は断熱コートしないので、探
針接触部のみの熱のやりとりとすることができる。
【００４８】
　真空に引く代わりに、断熱コートされたカンチレバーを用いて実施例１で示した軟化点
測定を行えば、探針接触部の周辺に熱履歴を与えない同様の長所がある。また、実施例２
で示した熱伝導測定を行えば、試料の凹凸など高さ影響を受けない熱伝導測定が可能にな
る。
【００４９】
　本発明では、断熱コートを施すことで探針側面の熱移動の抵抗を増やし、熱伝導の抵抗
を１００倍にすることで、空気への熱逃げ量を１／１００未満とした。これにより探針の
側面からの熱逃げを断熱コート前の１％未満とすることができる。探針と試料接触部との
熱交換は９９％となり、軟化点測定においても熱伝導測定においても、探針接触部が支配
することになる。
【００５０】
　本実施例では、真空に引く代わりに、探針側面に断熱コートをすることで探針側面から
の熱を抑え、探針接触部のみの熱交換ができることを説明し、真空度を高めるのと同じ効
果を有する。
以降、真空度を高める実施例で説明を継続していく。
【実施例４】
【００５１】
　第四の実施例として、薄膜の熱伝導測定に関して、従来の大気中での試料表面に対する
吸着水の影響と、本願発明による真空環境下の測定における効果について、以下説明する
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。
【００５２】
　図１８は、Ｓｉ基板上にＬＢ膜が島状に存在する試料を大気中で表面形状と熱伝導像を
測定した実例である。図１８（ａ）は表面形状像であり、暗い部分はＳｉ基板１８１で、
明るい部分はＬＢ膜１８２である。ＬＢ膜は、膜厚が１～２ｎｍと超薄膜であるが、図１
８（ｂ）で、熱伝導像としてＳｉ上とＬＢ膜上で色に違い（熱伝導性の違い）が検出され
ている。この結果は、Ｓｉ表面よりもＬＢ膜上の方が明るく表示され、Ｓｉ表面の方が熱
伝導が良いという結果である。
【００５３】
　これに対して、本願発明による真空中（１／１００気圧（１０3Ｐａ）以下）での測定
では、図１９に示すように結果に相違が生じる。具体的には、図１９（ａ）に示すように
表面形状像はＳｉ基板１８１およびＬＢ膜１８２の明度に差異はないものの、図１９（ｂ
）に示すように熱伝導像の明度が異なる結果となる。このことは、次のように説明できる
。
【００５４】
　図１８（ｃ）に示すように、大気中ではＳｉ基板１８１上は親水性であり、吸着水１８
３で覆われているが、ＬＢ膜１８２上は疎水であり、吸着水は存在しない。この吸着水に
より、探針２がＳｉ基板１８１上の吸着水１８３に接触しているとき平面方向への熱逃げ
１８４があり、発熱部１０は温度が下がる。一方、探針２がＬＢ膜１８２上に移動すると
吸着水経由の熱逃げ１８４が無くなり、発熱部１０の温度は上昇する。結果として、大気
中においては、Ｓｉ基板１８１上の方がＬＢ膜１８２上よりも、熱伝導がよいということ
になる。
【００５５】
　しかしながら、真空環境下においては、図１９（ｃ）に示すように、Ｓｉ基板１８１上
の吸着水が離脱している。そのため、探針２による該Ｓｉ基板１８１上の測定では、吸着
水への熱の拡散、いわゆる熱逃げがなく、真のＳｉ表面の熱伝導の基での熱伝導像が得ら
れている。それに対して、同環境下でのＬＢ膜１８２表面の熱伝導像との相対比較におい
ては、大気中の結果と相違するものとなる。
【００５６】
　よって、従来、対比する素材の熱容量が近似するもの同士であって、該素材表面の親水
性・疎水性に係わる特性の下、該表面への吸着水による熱伝導が支配的に作用する１～２
ｎｍ程度の超薄膜における熱伝導測定に至っては、対比する素材同士の熱伝導の順位が逆
転する場合があった。本発明においては、所定の真空度とすることで、表面の吸着水を蒸
発させ、かつ、空気を経由した探針側面からの熱逃げを防止することにより、試料面本来
の面に探針が接触することで、正しい熱伝導を測定できることがわかった。
【実施例５】
【００５７】
　真空中では、探針と試料とは、接触部のみで熱のやりとりをすることがわかった。
図２０は、試料側の温度を変化させて熱伝導を測定する実施例である。図１１の試料台５
の代わりに、加熱冷却台２０１を試料移動手段６に設置される。加熱冷却台２０１は、内
部にヒータと温度センサが内臓されていて所望の温度に加熱される。また、図示しない冷
却手段と熱伝導によって冷却されていて、冷却しながら加熱することでマイナスの任意の
温度でも温度制御できるようになっている。 加熱冷却台２０１上には、薄膜２０３を所
有する基板２０２が設置されていて、基板２０２は加熱冷却台２０１により任意の温度に
制御される。例えば、加熱冷却台を１００℃に加熱したとする。次に、カンチレバーの発
熱部１０には一定の電圧を印加して、例えば５０℃に加熱された状態になっていて、加熱
温度に応じて発熱部１０は抵抗を持っている。
【００５８】
　まず、探針２を直接、加熱冷却台２０１の上面に接触させると、加熱冷却台２０１は１
００℃であり、発熱部１０は５０℃であるので、探針接触部のみから熱が探針２へ移動し
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抗の変化から発熱部の温度を測定できるのは前述のとおりであるが、発熱部の温度上昇を
Ａとする。次に、探針２を基板２０２上に接触させて、同じく、発熱部１０の温度上昇分
をＢと測定できる。さらに、探針２を薄膜２０３上に接触させて、同じく、発熱部１０の
温度上昇分をＣと測定できる。ＢとＡの差より、基板２０２自身の熱伝導の割合が、また
、ＣとＢの差より薄膜２０３単体の熱伝導の割合が測定できる。温度上昇分が小さければ
、熱伝導が悪いので熱移動量が少なく、逆に、温度上昇分が大きければ、熱伝導が良いの
で熱移動量が大きい、と熱伝導の度合いを測定することができる。加熱冷却台からの熱は
、真空中では、空気経由での熱伝導が無くなり、探針２の接触部のみから探針２および発
熱部１０へと熱が移動していくので、接触部のみの熱伝導の特性を測定することができる
。
【００５９】
　また、加熱冷却台２０１の温度を５００℃などの高温にすれば、高温状態の薄膜の熱伝
導を測定することもできる。また、加熱冷却台を－１００℃などに冷却すれば、冷却状態
での薄膜の熱伝導を測定することもできる。薄膜の熱伝導の温度依存を正確に測定するこ
とができる。
【００６０】
　なお、真空に引く代わりに、実施例３で示した探針側面に断熱コート１７３を施したカ
ンチレバーと加熱冷却台２０１とを、大気中で組み合わせてもよい。加熱冷却台からの熱
は、断熱コートにより移動しにくくなるので、探針接触部のみの熱のやりとりとなり、真
空に引くのと同様の効果を有する。
【００６１】
　また、真空に引くことで試料表面の吸着水を蒸発させて、試料面本来の熱伝導特性を測
定するのが望ましいが、大気中であれば、加熱冷却台２０１で試料を、例えば、１００℃
以上に加熱し、実施例３で示した探針側面に断熱コート１７３を施したカンチレバーを用
いてもよい。加熱冷却台からの熱は、探針側面の断熱コートにより移動しにくくなり、探
針接触部のみの熱のやりとりとなり、さらに１００℃以上の加熱で試料面の吸着水は蒸発
するので、大気中でも吸着水の影響のない熱伝導を測定することも可能である。
【符号の説明】
【００６２】
１　カンチレバー
２　探針
３　カンチレバー取り付け部
４　試料
１０　発熱部
１１　真空容器
１２　真空排気手段
１５　電流導入線
１６　電圧印加手段
１７　電流検出手段
１７３　断熱コート
１８３　吸着水
２０１　加熱冷却台
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