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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端部に光を透過する透過口と、該透過口部を除く先端部に金属膜被覆とを有し、中心部
のコアと該コアの周囲のクラッドを有する光伝搬体からなり、透過口部が先鋭な先端部と
なるように構成され、前記先端部近傍において鈎状の形状を有し、試料面に対して垂直方
向に変位可能なバネ性を有するカンチレバーとして機能し、前記鈎状部分に対して前記先
端部の反対側に前記先端部の位置検出を光学的に行うため反射面を有する近視野顕微鏡用
光伝搬体プローブの製造方法であり、
　一対のバネ機構により前記光伝搬体に張力を加えて炭酸ガスレーザー光をレンズにより
集光して照射することで前記光伝搬体を局所的に加熱して引張破断することによって前記
光伝搬体を局所的にクラッドの外周からコアの中心にかけて円錐状に先鋭化する工程と、
　該先鋭化した前記光伝搬体の先端付近の所望部に炭酸ガスレーザー光をレンズにより集
光して照射することにより鈎状に成形する工程と、
　前記光伝搬体の前記鈎状部分に対して前記先端部の反対側のクラッド部を、回転する研
磨板に対して前記光伝搬体自体の弾性を利用して押し当てて機械研磨することにより前記
鈎状の曲部から後方のバネ機能部のうち少なくとも一部に前記反射面を形成する工程と、
　前記透過口を形成する金属膜被覆工程と、
　前記透過口部をレジスト材で保護する工程と、
　前記鈎状部から後方のバネ機能部を金属膜被覆する工程と、前記レジスト材を除去する
工程とを含むことを特徴とする近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
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【請求項２】
　端部に光を透過する透過口と、該透過口部を除く先端部に金属膜被覆とを有し、中心部
のコアと該コアの周囲のクラッドを有する光伝搬体からなり、透過口部が先鋭な先端部と
なるように構成され、前記先端部近傍において鈎状の形状を有し、試料面に対して垂直方
向に変位可能なバネ性を有するカンチレバーとして機能し、前記鈎状部分に対して前記先
端部の反対側に前記先端部の位置検出を光学的に行うため反射面を有する近視野顕微鏡用
光伝搬体プローブの製造方法であり、
　フッ化水素酸を主成分とする第１の溶液層と、該第１の溶液層より比重が小さく、該第
１の溶液層と相互に反応かつ混合しない第２の溶液層からなるエッチング液に浸漬するこ
とで前記光伝搬体を局所的にクラッドの外周からコアの中心にかけて円錐状に先鋭化する
工程と、
　該先鋭化した前記光伝搬体の先端付近の所望部に炭酸ガスレーザー光をレンズにより集
光して照射することにより鈎状に成形する工程と、
　前記光伝搬体の前記鈎状部分に対して前記先端部の反対側のクラッド部を、回転する研
磨板に対して前記光伝搬体自体の弾性を利用して押し当てて機械研磨することにより前記
鈎状の曲部から後方のバネ機能部のうち少なくとも一部に前記反射面を形成する工程と、
　前記透過口を形成する金属膜被覆工程と、
　前記透過口部をレジスト材で保護する工程と、
　前記鈎状部から後方のバネ機能部を金属膜被覆する工程と、前記レジスト材を除去する
工程とを含むことを特徴とする近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
【請求項３】
　端部に光を透過する透過口と、該透過口部を除く先端部に金属膜被覆とを有し、中心部
のコアと該コアの周囲のクラッドを有する光伝搬体からなり、透過口部が先鋭な先端部と
なるように構成され、前記先端部近傍において鈎状の形状を有し、試料面に対して垂直方
向に変位可能なバネ性を有するカンチレバーとして機能し、前記鈎状部分に対して前記先
端部の反対側に前記先端部の位置検出を光学的に行うため反射面を有する近視野顕微鏡用
光伝搬体プローブの製造方法であり、
前記光伝搬体を局所的にクラッドの外周からコアの中心にかけて円錐状に先鋭化する工程
と、
　前記光伝搬体を鈎状に成形する工程と、
　前記鈎状の曲部から後方のバネ機能部のうち少なくとも一部に前記反射面を形成する工
程と、
　前記透過口を形成する金属膜被覆工程と、
　前記透過口部をレジスト材で保護する工程と、
　前記鈎状部から後方のバネ機能部を金属膜被覆する工程と、前記レジスト材を除去する
工程とを含み、
　前記光伝搬体を先鋭化する工程は、一対のバネ機構により前記光伝搬体に張力を加え、
炭酸ガスレーザー光をレンズにより集光して照射することで前記光伝搬体を局所的に加熱
して引張破断させた後、湿式の化学エッチングにより前記先端部を整形する手順を含むこ
とを特徴とする近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
【請求項４】
　前記一対のバネ機構は、それぞれのバネ定数または初期張力を独立に調整可能なバネ機
構であり、それぞれのバネ定数または初期張力を独立に調整する手順を含むことを特徴と
する請求項１又は３のいずれかに記載の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
【請求項５】
　前記炭酸ガスレーザー光を集光する前記レンズはシリンドリカルレンズであり、前記炭
酸ガスレーザー光を線焦点が前記光伝搬体を横断する方向に集光するとともに、前記光伝
搬体の位置を焦点または焦点の前後に調整する手順を含むことを特徴とする請求項１，３
，４のいずれかに記載の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
【請求項６】
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　前記炭酸ガスレーザー光を集光する前記レンズは球面レンズであり、前記炭酸ガスレー
ザー光を集光するとともに、前記光伝搬体の位置を焦点または焦点の前後に調整する手順
を含むことを特徴とする請求項１，３，４のいずれかに記載の近視野顕微鏡用光伝搬体プ
ローブの製造方法。
【請求項７】
　前記炭酸ガスレーザー光は、前記光伝搬体が所定の伸びとなるまでは前記光伝搬体が緩
やかな伸びを示す程度の比較的小さい出力で照射したのち、出力を増加させて破断させる
手順を含むことを特徴とする請求項１又は３～６のいずれかに記載の近視野顕微鏡用光伝
搬体プローブの製造方法。
【請求項８】
　前記出力を増加させて破断させる手順において、前記炭酸ガスレーザーの出力は一定速
度で増加させることを特徴とする請求項７に記載の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製
造方法。
【請求項９】
　前記炭酸ガスレーザー光を照射して前記光伝搬体を引張破断させる工程は、カメラ装置
を用いて同時観察され、光軸の確認や前記光伝搬体の伸びの状態がモニターされることを
特徴とする請求項１又は３～８のいずれかに記載の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製
造方法。
【請求項１０】
　前記湿式の化学エッチングは、引張破断された前記光伝搬体を、フッ化水素酸を主成分
とするエッチング液に浸漬して前記先端部をさらに先鋭化させる手順を含むことを特徴と
する請求項３に記載の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
【請求項１１】
　前記湿式の化学エッチングは、引張破断された前記光伝搬体を、フッ化水素酸を主成分
とする第１の溶液層と、該記第１の溶液層より比重が小さく、該記第１の溶液層と相互に
反応かつ混合しない第２の溶液層からなるエッチング液に浸漬することで前記光伝搬体の
前記先端部をさらに先鋭化させる手順を含むことを特徴とする請求項３又は１０のいずれ
かに記載の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
【請求項１２】
　前記光伝搬体を先鋭化する工程は、前記光伝搬体の少なくとも先鋭部中にある円筒状の
空洞欠陥の有無を検査する工程を含むことを特徴とする請求項１～１１のいずれかに記載
の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
【請求項１３】
　前記空洞欠陥の有無を検査する工程は、光透過性の２枚のガラス板の間に前記光伝搬体
を配置し、さらに前記２枚のガラス板間を前記光伝搬体の屈折率と同等の屈折率を有する
透明な液体で満たした後、前記光伝搬体を光学顕微鏡で観察する手順を含むことを特徴と
する請求項１２に記載の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
【請求項１４】
　前記空洞欠陥の有無を検査する工程における前記光学顕微鏡を用いた前記光伝搬体の観
察は、暗視野観察により行われることを特徴とする請求項１２又は１３に記載の近視野顕
微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
【請求項１５】
　前記光伝搬体を機械研磨する工程は、前記光伝搬体を所定の長さ突出させて、前記研磨
板の表面に対して第１の角度で研磨用ステージに固定し、前記研磨用ステージと前記研磨
板を相対的に近接させ、前記光伝搬体の研磨部位を前記研磨板に接触させ、さらに前記研
磨用ステージと前記研磨板を相対的に近接させ、前記光伝搬体の前記研磨部位を前記研磨
板の表面に対して第２の角度に保持する手順を含むことを特徴とする請求項１又は２に記
載の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
【請求項１６】
　前記所定の長さは５ｍｍ以上５０ｍｍ以下の範囲であり、前記第１の角度は２度以上６



(4) JP 4180885 B2 2008.11.12

10

20

30

40

50

０以下の範囲であり、前記第２の角度は０度以上かつ前記第１の角度より小さいことを特
徴とする請求項１５に記載の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
【請求項１７】
　前記透過口を形成する金属膜被覆工程は、前記光伝搬体を回転させながら蒸着を行う回
転蒸着ジグを用いた真空蒸着工程であり、前記回転蒸着ジグは、その回転軸が先鋭化され
鈎状に成形された前記光伝搬体の前記先端部の中心軸と同一、または略平行となるように
前記光伝搬体を保持する構造であることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の近
視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
【請求項１８】
　前記透過口を形成する金属膜被覆工程は、所望の膜厚の前記金属膜被覆を少なくとも２
 回に分けて蒸着する工程であり、１ 回目の蒸着を行い、真空槽を大気に解放し、２ 回
目の蒸着を行う手順を含むことを特徴とする請求項１～３または請求項１７のいずれかに
記載の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
【請求項１９】
　前記透過口を形成する金属膜被覆工程は、所望の膜厚の前記金属膜被覆を少なくとも２
 回に分けて蒸着する工程であり、１ 回目の蒸着を行い、真空排気を停止して真空槽に所
望の圧力まで酸素ガスを導入し、再び真空排気して２ 回目の蒸着を行う手順を含むこと
を特徴とする請求項１～３または１７のいずれかに記載の近視野顕微鏡用光伝搬体プロー
ブの製造方法。
【請求項２０】
　前記鈎状部から後方のバネ機能部を金属膜被覆する工程は、前記光伝搬体を回転させな
がら蒸着を行う回転蒸着ジグを用いた真空蒸着工程であり、前記回転蒸着ジグは、その回
転軸が前記鈎状部から後方のバネ機能部の中心軸と同一、または略平行となるように前記
光伝搬体を保持する構造であることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の近視野
顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
【請求項２１】
　前記鈎状部から後方のバネ機能部を金属膜被覆する工程は、前記鈎状部から後方のバネ
機能部の中心軸まわりの少なくとも２方向以上から真空蒸着、またはスパッタによって金
属膜を成膜する工程であり、成膜用の前記光伝搬体固定ジグは、前記光伝搬体を、前記鈎
状部から後方の直線部分の中心軸まわりに容易に回転可能な構造であることを特徴とする
請求項１～３のいずれかに記載の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
【請求項２２】
　前記金属膜被覆は、重量比率で０．５～２％のシリコンを組成に含むアルミニウム－ 
シリコン合金を含む膜であることを特徴とする請求項１～３，１７～２１のいずれかに記
載の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
【請求項２３】
　前記金属膜被覆の膜厚は３０ｎｍ ～１０００ｎｍのであることを特徴とする請求項１ 
～３または請求項１７～２２のいずれかに記載の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造
方法。
【請求項２４】
　前記真空蒸着工程は、成膜速度が毎秒５ｎｍ～１００ｎｍであることを特徴とする請求
項１７～２３のいずれかに記載の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
【請求項２５】
　前記真空蒸着工程は、前記回転蒸着ジグの回転速度が毎分３０回転から１０００回転の
範囲であることを特徴とする請求項１７～２０および請求項２２～２４のいずれかに記載
の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
【請求項２６】
　前記透過口部をレジスト材で保護する工程は、平板に前記レジスト材を微量滴下し、前
記レジスト材の表面張力自体で盛り上がった部分に対し、前記透過口部を精密ステージを
用いて５～２００μｍ 挿入する手順を含むことを特徴とする請求項１～３のいずれかに
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記載の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、プローブ顕微鏡の１つであり計測物質の微細領域での光学特性を計測する近視
野顕微鏡に使用する光伝搬体プローブの製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）、走査型トンネル顕微鏡（ＳＴＭ）に代表される走査型プロー
ブ顕微鏡は、試料表面の微細な形状を観察することができることから広く普及している。
しかし、従来のＡＦＭおよびＳＴＭは、試料表面の高分解能な形状観察には適しているが
、試料の物理的および化学的性質を測定することはできない。この試料の性質を観察する
手段として近接場光が用いられている。
【０００３】
例えば、先端が尖鋭化された光媒体からなるプローブを光の波長以下まで測定試料に近づ
けることによって、試料の光学特性や形状を測定しようという試みがあり、いくつかの近
接場光顕微鏡が提案されている。この一つの装置として、試料の裏面からレーザー光を試
料裏面で全反射するように照射して、試料表面にもれだすエバネッセント光を微動機構を
有する光ファイバープローブの先端を近接させることによって検出して、一定のエバネッ
セント光を検出するようにプローブを走査するかあるいはプローブを水平に走査してエバ
ネッセント光の強度変化を測定することによって、表面形状を観察する装置が提案されて
いる。
【０００４】
また、試料に対して垂直に保持した光ファイバープローブの先端を試料表面に対して水平
に振動させ、試料表面とプローブ先端の摩擦によって生じる振動の振幅の変化を光ファイ
バー先端から照射され試料を透過したレーザー光の光軸のズレとして検出し、試料を微動
機構で動かすことによって、プローブ先端と試料表面の間隔を一定に保ち、微動機構に入
力した信号強度から表面形状を検出するとともに試料の光透過性の測定を行う装置が提案
されている。
【０００５】
これらの近接場顕微鏡に使用される光ファイバープローブは直線状であり、その形態や製
造方法は様々なものが開示されている（例えば、特許文献１参照）。図１８にその一例を
示す。コア２０１、クラッド２０２からなる光ファイバー先端部はクラッド２０２の外周
からコア２０１の中心にかけて円錐状に先鋭化されている。先鋭部２０３の表面には遮光
性の被覆層２０４を有し、先鋭部２０３の先端に開口部２０５を有している。
【０００６】
一方、鈎状に成形した光ファイバープローブをＡＦＭのカンチレバーとして使用し、ＡＦ
Ｍ動作すると同時に、光ファイバープローブの先端から試料にレーザー光を照射し、表面
形状を検出するとともに試料の光学特性の測定を行う走査型近視野原子間力顕微鏡が提案
されている（例えば、特許文献２）。
【０００７】
【特許文献１】
国際公開ＷＯ９５／３３２０７（第１６－１７頁、第４図）
【０００８】
【特許文献２】
特開平７－１７４５４２号公報（第１８図）
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
図１８に示した直線状の光ファイバープローブを用いる近接場顕微鏡のうち、エバネッセ
ント光を用いてプローブ先端と試料表面の距離制御を行う装置の場合、光強度を試料の高
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さ方向の情報として用いるため、試料の高さ方向の光強度変化と試料の光吸収による光強
度変化を分離することができないという欠点があり、試料の物理的および化学的な性質を
測定する手段として利用することは難しい。また、試料表面の凹凸が激しい場合には、光
は、試料裏面で全反射せずに透過する場合があり、これらの透過光が、試料表面上で干渉
を起こし、測定に支障をきたす場合がある。
【００１０】
また、プローブを水平に振動させる装置の場合、プローブ先端が横方向に振動するため、
特に、試料表面の凹凸が激しい場合などでは、横方向の分解能の向上には限界がある。
【００１１】
それに対し、鈎状に成形した光ファイバープローブをＡＦＭのカンチレバーとして用いる
走査型近視野原子間力顕微鏡の場合、試料の光透過性や導電性の有無にかかわらず、試料
の表面形状および光特性の測定を高解像度で観察することが可能であると考えられる。
【００１２】
ここで、図１８に示した直線状の光ファイバープローブは、直線状であることから、先鋭
部２０３を比較的容易に成形することが可能である。また、遮光性の被覆２０４や開口部
２０５は回転蒸着法により最低１回の蒸着で形成可能である。一方、走査型近視野原子間
力顕微鏡に用いられる鈎状の光ファイバープローブは、高度な鈎状の成形技術が必要とさ
れることに加え、鈎状形状に対する遮光性被覆の形成、開口の形成、ＡＦＭ動作させるた
めの反射平面の形成など、直線状のプローブと比較して多くの技術が要求される。従って
、製造工程は複雑であり、再現性の確保が難しく、また製造コストの低減が難しいという
問題があった。
【００１３】
そこで本発明の目的は、高性能であり、製作し易く、形状再現性の良い近視野顕微鏡用プ
ローブの製造方法を実現することにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法は、端部に光を透過する透過口を有
し、透過口部を除く先端部に金属膜被覆を有する光伝搬体からなり、透過口部が先鋭な先
端部となるように構成され、先端部近傍において鈎状の形状を有し、試料面に対して垂直
方向に変位可能なバネ性を有するカンチレバーとして機能し、鈎状部分に対して先端部の
反対側に先端部の位置検出を光学的に行うため反射面を有する近視野顕微鏡用光伝搬体プ
ローブの製造方法であり、光伝搬体を先鋭化する工程と、光伝搬体を鈎状に成形する工程
と、反射面を形成する工程と、透過口を形成する金属膜被覆工程と、透過口部をレジスト
材で保護する工程と、鈎状部から後方のバネ機能部を金属膜被覆する工程と、レジスト材
を除去する工程とを含むことを特徴とする。
【００１５】
この製造方法によると、高性能な鈎状の光伝搬体プローブを容易に再現性良く製造するこ
とが可能となる。
【００１６】
また、本発明の近視野顕微鏡用伝搬体プローブの製造工程は、その主要な工程を、光伝搬
体を先鋭化する工程、光伝搬体を鈎状に成形する工程、透過口を形成する金属膜被覆工程
、透過口部をレジスト材で保護する工程、反射面を形成する工程、鈎状部から後方のバネ
機能部を金属膜被覆する工程、レジスト材を除去する工程の順に行うことを特徴とする。
【００１７】
この製造方法によると、形成した透過口部を直ちに保護するため透過口部に異物が付着し
たり、透過口部を破損したりすることを防止でき、また、反射面は透過口を形成する成膜
工程よりも後に行うので、反射面に付着した被覆膜による反射面の表面粗さ増大を防止す
ることができる。
【００１８】
また、反射面を形成する工程は、透過口部をレジスト材で保護する工程の前に行うことも



(7) JP 4180885 B2 2008.11.12

10

20

30

40

50

できる。さらに、反射面を形成する工程は、透過口を形成する金属膜被覆工程の前に行う
ことも可能である。
【００１９】
光伝搬体を先鋭化する工程は、一対のバネ機構により光伝搬体に張力を加え、炭酸ガスレ
ーザー光をレンズにより集光して照射し、光伝搬体を局所的に加熱して引張破断させる。
この工程はカメラ装置で観察子ながら炭酸ガスレーザー光の出力を調整して行う。その後
、湿式の化学エッチングにより先端部を整形する手順を含むことを特徴とする。
【００２０】
このとき、一対のバネ機構は、それぞれのバネ定数または初期張力を独立に調整可能なバ
ネ機構であり、それぞれのバネ定数または初期張力を独立に調整する手順を含むこととし
た。
【００２１】
炭酸ガスレーザー光の集光レンズは、例えばジンクセレン（ＺｎＳｅ）を材料とするシリ
ンドリカルレンズでも球面レンズでも良い。このとき、シリンドリカルレンズを用いた方
が光軸に対する光伝搬体の高さ調整が容易である。光伝搬体は、集光レンズの焦点位置、
または焦点位置の前後に調整して配置される。
【００２２】
炭酸ガスレーザー光は、光伝搬体が所定の伸びとなるまでは光伝搬体が緩やかな伸びを示
す程度の比較的小さい出力で照射したのち、出力を増加させて破断させる。この出力の増
加は一定速度としてもよい。
【００２３】
前記湿式の化学エッチングは、引張破断された光伝搬体を、フッ化水素酸を主成分とする
エッチング液に浸漬して先端部をさらに先鋭化させる手順を含むことを特徴とする。この
時、エッチング液としてはこのフッ化水素酸を主成分とする第１の溶液層と、第１の溶液
層より比重が小さく、互いに反応かつ混合しない第２の溶液層からなるエッチング方式を
用いることもできる。ただし、この２層エッチング方式を用いた場合は、第２の溶液層を
構成する材料を溶解し、かつ水溶性を有する有機溶媒を用いて、光伝搬体の洗浄を行うと
、より効果的な洗浄が可能である。
【００２４】
また、エッチング液は一定温度となるように温度制御されている方がより安定したエッチ
ングを行うことが可能である。
【００２５】
これらの光伝搬体の先鋭化工程によれば、精度の高い先鋭端を再現性良く形成することが
可能である。
【００２６】
光伝搬体を先鋭化する別の工程は、フッ化水素酸を主成分とする第１の溶液層と、第１の
溶液層より比重が小さく、第１の溶液層とは互いに反応かつ混合しない第２の溶液層から
なるエッチング液に、前記光伝搬体を浸漬する手順を含むことを特徴とする。このエッチ
ング液は一定温度となるように温度管理されている。またエッチングは除振台上で行われ
る。ただし、この２層エッチング方式を用いた場合は、第２の溶液層を構成する材料を溶
解し、かつ水溶性を有する有機溶媒を用いて、光伝搬体の洗浄を行うと、より効果的な洗
浄が可能である。
【００２７】
これらの光伝搬体の先鋭化工程によれば、エッチング工程のみで精度の高い先鋭端を再現
性良く形成することが可能である。
【００２８】
また、伝搬体を先鋭化する工程は、光伝搬体中にある円筒状の細長い空洞欠陥の有無を検
査する工程を含むことを特徴とする。この検査工程は、光透過性の２枚のガラス板の間に
光伝搬体を配置し、２枚のガラス板間を光伝搬体の屈折率と同等の屈折率を有する透明な
液体で満たした後、光伝搬体を光学顕微鏡で観察する手順により行うことができる。顕微
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鏡観察は暗視野観察を用いることが望ましい。
【００２９】
この欠陥検査工程を含む先鋭化工程によれば、欠陥に起因する先鋭形状の不良を防止し、
歩留まりを向上させることが可能となる。
【００３０】
伝搬体を鈎状に成形する工程は、先鋭化した光伝搬体の先端近傍の所望の位置に炭酸ガス
レーザー光を照射する工程である。この光伝搬体を鈎状に成形する工程は、カメラ装置を
用いて同時観察し、鈎状の曲がり角度を画像より判断して、炭酸ガスレーザー光の照射を
制御することにより、より形状再現性の良い鈎形状を作製することが可能となる。
【００３１】
反射面を形成する工程は、光伝搬体を先鋭化する工程と、光伝搬体を鈎状に成形する工程
を行い、先鋭化され、かつ鈎状に成形された光伝搬体の鈎状部分に対して先端部の反対側
を、回転する研磨板に押し当てて機械研磨する工程であり、押し当ては光伝搬体自体の弾
性を利用して行われることを特徴とする。この光伝搬体を機械研磨する工程は、光伝搬体
を所定の長さ突出させて、研磨板の表面に対して第１の角度で研磨用ステージに固定し、
研磨用ステージと研磨板を相対的に近接させ、光伝搬体の研磨部位を研磨板に接触させ、
さらに研磨用ステージと研磨板を相対的に近接させ、光伝搬体の研磨部位を研磨板の表面
に対して第２の角度に保持する手順により行うことができる。このとき、光伝搬体を突出
させる所定の長さは５ｍｍ以上５０ｍｍ以下の範囲であり、第１の角度は２度以上６０以
下の範囲であり、第２の角度は０度以上かつ前記第１の角度より小さいことが望ましい。
【００３２】
この反射面を形成する工程によれは、位置精度および角度精度、形状再現性の良い反射面
を容易に形成することが可能である。
【００３３】
湿式の化学エッチングは、炭酸ガスレーザー光を照射する光伝搬体の引張破断の後、光伝
搬体を鈎状に成形する工程の前に行うことができる。また光伝搬体を鈎状に成形する工程
の後に行っても良い。
【００３４】
透過口を形成する金属膜被覆工程は、光伝搬体を回転させながら蒸着を行う回転蒸着ジグ
を用いた真空蒸着工程であり、回転蒸着ジグは、その回転軸が先鋭化され鈎状に成形され
た光伝搬体の先端部の中心軸と同一、または略平行となるように光伝搬体を保持する構造
であることを特徴とする。この真空蒸着工程は２回に分けて行うこともできる。このとき
、１回目の真空蒸着と２回目の真空蒸着の間は、真空槽を一度大気に開放するか、真空排
気を停止し、所望の圧力になるまで酸素ガスを導入して一定時間放置する工程である。
【００３５】
この金属膜形成工程によれば、光学的なバックラウンドに影響する欠陥の少ない平滑な遮
光膜を被覆することが可能であり、また再現性良く透過口を形成することができる。
【００３６】
鈎状部から後方のバネ機能部を金属膜被覆する工程は、光伝搬体を回転させながら蒸着を
行う回転蒸着ジグを用いた真空蒸着工程であり、回転蒸着ジグは、その回転軸が鈎状部か
ら後方のバネ機能部の中心軸と同一、または略平行となるように光伝搬体を保持する構造
であることを特徴とする。
【００３７】
また、鈎状部から後方のバネ機能部を金属膜被覆する別の工程は、鈎状部から後方のバネ
機能部の中心軸まわりの少なくとも２方向以上から真空蒸着、またはスパッタによって金
属膜を成膜する工程であり、成膜用の光伝搬体固定ジグは、光伝搬体を、鈎状部から後方
の直線部分の中心軸まわりに容易に回転可能な構造であることを特徴とする。
【００３８】
これらの金属膜被覆工程によれば、容易にバネ機能部を金属膜被覆することが可能である
。これらの回転蒸着では回転蒸着ジグの回転速度は毎分３０回転から１０００回転の範囲
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とするのが望ましい。
【００３９】
金属膜被覆の材料としては、アルミニウム、アルミニウム－シリコン合金、金、銀のいず
れか、または銀／金、クロム／金、アルミニウム／金、アルミニウム－シリコン合金／金
のいずれかの２層構造を用いることができる。また、アルミニウム－シリコン合金は、シ
リコンの組成が重量比率で０．５パーセントから２パーセントの範囲が望ましい。
【００４０】
金属膜被覆の膜厚は３０ｎｍから１０００ｎｍで選択される。また成膜速度は、毎秒５ｎ
ｍ以上が選択されるが、毎秒１０ｎｍから１００ｎｍの範囲とした方が、より平滑な金属
膜被覆が得られる。
【００４１】
透過口部をレジスト材で保護する工程は、平板に前記レジスト材を微量滴下し、レジスト
材の表面張力自体で盛り上がった部分に対し、透過口部を精密ステージを用いて５μｍか
ら２００μｍ挿入する手順を含むことを特徴とする。透過口部をレジスト材で保護するこ
とにより、鈎状部から後方のバネ機能部を金属膜被覆する工程において、透過口に金属膜
が堆積するのを防止することができ、また物理的な損傷から先端部を保護することができ
る。
【００４２】
この工程によれば、透過口部を損傷させることなく確実に透過口部を被覆することができ
る。この工程は顕微鏡でプローブ先端部を観察しながら行うと確実性が向上する。
【００４３】
レジスト材は、酢酸ブチル、酢酸エチル、ニトロセルロースのいずれかを主成分とする樹
脂材料が望ましい。このとき、レジスト材の除去は、Ｎ－メチル－２－ピロリドンを主成
分とする洗浄液を用いた超音波洗浄が効果的である。
【００４４】
これら一連の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブ製造工程では、Ｎ－メチル－２－ピロリド
ンを主成分とする洗浄液を用いた超音波洗浄により光伝搬体表面に付着した微小な異物を
除去する手順を含むことを特徴とする。また、光伝搬体のハンドリングは、静電気防止手
段を用いた環境下において行われることを特徴とする。静電気防止手段としては、イオナ
イザー、帯電防止シート、光伝搬体保管用金属ケース、湿度コントロールのいずれか、ま
たは全部が使用される。
【００４５】
この洗浄および静電気防止手段により、異物に起因する金属膜被覆の不良を防止でき、分
解能が高く、またもれ光に起因するバックグラウンド光の小さい高性能な光伝搬体プロー
ブを製造することができる。
【００４６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００４７】
図１に本発明の第１の実施の形態に係る近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法のフ
ロー図を示す。また、図２に本発明の近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法によっ
て製造される近視野顕微鏡用プローブの構成を表す斜視図を、図３に近視野顕微鏡用光伝
搬体プローブの縦断面図を示す。光伝搬体プローブ６は、光を伝搬するコア２およびコア
２とは屈折率の異なるクラッド３で構成される光ファイバー１で形成されている。光ファ
イバー１は先鋭化され、また鈎状に成形されている。鈎状部の背の部分には、バネ機能部
１０のたわみによる光伝搬体プローブ６の先端部の変位を、ＡＦＭ装置に用いられている
光てこ方式によって検出するための反射面５が形成されている。さらにバネ機能部１０の
後方にはプローブ固定体４が配置されている。光ファイバー１の先端部は先鋭化された先
鋭部７を有し、透過口部８を除く周囲は金属膜被覆９によって被覆されている構成である
。
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【００４８】
図１に示した光伝搬体プローブの製造方法は、光ファイバー１に先鋭部７を形成する光伝
搬体を先鋭化する工程Ｓ１、先鋭部７近傍を鈎状に成形する光伝搬体を鈎状に成形する工
程Ｓ２、先端部７に透過口８を形成する透過口を形成する金属膜被覆工程Ｓ３、透過口部
８をレジスト材で保護する透過口部をレジスト材で保護する工程Ｓ４、光てこ用の反射面
５を形成する反射面を形成する工程Ｓ５、鈎状部から後方のバネ機能部１０に金属膜被覆
を形成するバネ機能部を金属膜被覆する工程Ｓ６、透過口部８を保護するレジスト材を除
去するレジスト材を除去する工程Ｓ７で構成され、また図１に記載の順序で行われる。
【００４９】
この光伝搬体プローブの製造方法によれば、高性能な鈎状の光伝搬体プローブ６を容易に
再現性良く製造することが可能となる。また、形成した透過口部８を直ちに保護するため
、その後の製造手順において透過口部８に異物が付着したり、透過口部８を破損したりす
ることを防止でき、また、反射面を形成する工程Ｓ５は透過口を形成する金属膜形被覆工
程Ｓ３よりも後に行うので、反射面を形成する工程Ｓ５にて反射面に付着した被覆膜によ
る反射面の表面粗さ増大を防止することができる。
【００５０】
図４に本発明の第２の実施の形態に係る近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法のフ
ロー図を示す。第１の実施の形態とは、透過口部をレジスト材で保護する工程Ｓ４と反射
面を形成する工程Ｓ５の順序が入れ替わっている点が異なる。即ち、光伝搬体プローブ６
は、光伝搬体を先鋭化する工程Ｓ１、光伝搬体を鈎状に成形する工程Ｓ２、透過口を形成
する金属膜被覆工程Ｓ３、反射面を形成する工程Ｓ５、透過口部をレジスト材で保護する
工程Ｓ４、バネ機能部を金属膜被覆する工程Ｓ６、レジスト材を除去する工程Ｓ７の工程
順序で製造することもできる。
【００５１】
この光伝搬体プローブの製造方法によれば、反射面を形成する工程Ｓ５よりも、透過口部
をレジスト材で保護する工程Ｓ４が後になるため、反射面を形成する工程Ｓ５においては
保護の効果をおよぼさないが、第１の実施の形態と同様に高性能な鈎状の光伝搬体プロー
ブ６を容易に再現性良く製造することが可能となる。
【００５２】
図５に本発明の第３の実施の形態に係る近視野野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法の
フロー図を示す。第１の実施の形態とは、反射面を形成する工程Ｓ５が光伝搬体を鈎状に
成形する工程Ｓ２の直後に行われる点が異なる。即ち、光伝搬体プローブ６は、光伝搬体
を先鋭化する工程Ｓ１、光伝搬体を鈎状に成形する工程Ｓ２、反射面を形成する工程Ｓ５
、透過口を形成する金属膜被覆工程Ｓ３、透過口部をレジスト材で保護する工程Ｓ４、バ
ネ機能部を金属膜被覆する工程Ｓ６、レジスト材を除去する工程Ｓ７の工程順序で製造す
ることもできる。
【００５３】
この光伝搬体プローブの製造方法によれば、第１の実施の形態と同様に高性能な鈎状の光
伝搬体プローブ６を容易に再現性良く製造することが可能となる。また、光ファイバー１
自体を成形する工程を先行して終了させ、あとの工程は成膜に係わる工程のみとすること
がでる。従って、類似工程を集約して製造を行うことが可能となるため、効率的に製造を
行うことが可能となる。
【００５４】
次に光伝搬体プローブ６の製造工程について詳細に説明する。
【００５５】
光ファイバー１としては、例えば使用波長域に適合したコア径を持つ、クラッド径１２５
μｍのシングルモードファイバーが用いられる。光ファイバー１は誘電体であり、静電気
により空気中の異物を吸着しやすいため、以下に説明する光伝搬体プローブの製造工程は
全般に渡って静電気を防止した環境下で行われるのが望ましい。具体的には、作業環境に
一般にイオナイザーと呼ばれる静電気除去ブロワー、および帯電防止シートを用い、湿度
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コントロールを行うとともに、製造工程中の光伝搬体の保管は帯電しない金属ケースを用
いることなどが有効である。
【００５６】
光ファイバー１の末端から２ｃｍから１０ｃｍ程度、合成樹脂の被覆を取り除き、アルコ
ール等の有機溶媒を含浸させた無塵ワイパー等で拭き取り清浄にする。このとき、合成樹
脂の被覆を取り除いた部分をアルコール、アセトン等の有機溶媒で超音波洗浄することで
より効果的に清浄にできる。特に、Ｎ－メチル－２－ピロリドンを主成分とする有機溶媒
を用いた超音波洗浄は、微細な異物を取り除く点で有効である。
【００５７】
はじめに、光ファイバーの欠陥検査を行う。市販されている光ファイバーのクラッド３に
は円筒状の空洞欠陥が存在する場合がある。この欠陥が先鋭部７に存在すると金属膜被覆
９に欠陥を引き起こし、結果的に光の漏れを生じさせて著しく分解能を低下させてしまう
。
【００５８】
図６に円筒状の空洞欠陥検査試料の構成を示した。顕微鏡観察用スライドグラスなどの第
１のガラス板２１上に検査対象の合成樹脂被覆を除去した光ファイバー１を配置し、光フ
ァイバー１と同等の屈折率を有する屈折率マッチングオイル２３を滴下し、さらにスライ
ドガラスやカバーガラスなどの第２のガラス板２２を配置する。このとき光ファイバー１
は複数本配置した方が検査効率は高い。この試料を光学顕微鏡で観察すると、マッチング
オイル２３が光ファイバー１の周囲を満たしているため光ファイバー１の表面反射の影響
を少なくして光ファイバー内部を観察することが可能である。特に、暗視野観察を用いれ
ば、空洞欠陥の外形を鮮明に観察することが可能である。この欠陥検査は、実際にプロー
ブを製造する光ファイバー自体の先端について行うのが望ましいが、この種の欠陥は数１
０ｃｍから数ｍ程度の距離に渡っていることが多いため、実際に製造する部分の近傍数ｍ
ｍから数１０ｍｍを切り取って検査試料としても良い。
【００５９】
次に光ファイバー１の被覆部分にプローブ固定体４を設置する。
【００６０】
図７にプローブ固定体部分の構成を表す断面図を示した。プローブ固定体４は光ファイバ
ー１のハンドリングや、プローブの長さ、または回転方向の基準面として機能する。例え
ば光ファイバー１の被覆径に合わせたＶ溝３４を有する支持体３１に光ファイバー１を設
置し、押さえ板３２によって光ファイバー１を押さえてプローブ固定体４とする。このと
き、光ファイバー１の被覆端３３はプローブ固定体４の端面４ａと同一か、プローブ固定
体４の長さの１／２程度内側の範囲にあるのが望ましい。この被覆端３３の配置により、
支持体３１と押さえ板３２のズレによる光ファイバー１のベンディングを防止し、プロー
ブ固定体４の基準面３１ａと光ファイバー１を略平行に配置することが可能である。また
、光ファイバーの被覆径に合わせた貫通穴を有する部品に光ファイバー１を通し、接着す
ることによっても実施可能である。ここでは、光ファイバー１の被覆部分に固定体４を配
置する手順を示したが、固定体４は光ファイバー１のクラッド３に直接配置してもよい。
【００６１】
光伝搬体を先鋭化する工程Ｓ１は、炭酸ガスレーザーを用いた熱引張方法と、フッ化水素
酸を主成分とする化学エッチング方法が可能である。まず、炭酸ガスレーザーを用いた熱
引張方法に関して説明する。
【００６２】
図８は炭酸ガスレーザーを用いた熱引張装置の構成を表す概要図である。光ファイバー１
の固定体４は第１のスライダー４１上に配置されたＸ軸ステージ４８に固定されている。
光ファイバー１の先端は第２のスライダー４２に固定されている。第１のスライダー４１
および第２のスライダー４２にはそれぞれ第１のバネ機構４３および第２のバネ機構４４
が配置されている。バネ機構には引張力調整機構４７が取り付けられている。２つのバネ
機構４３、４４により光ファイバー１に張力が与えられる。初期状態では第１、第２のス
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ライダー４１、４２はストッパー４５によって中央部に固定されている。それぞれのスラ
イダーに加える張力は第１のバネ機構４３および第２のバネ機構４４のバネ定数の選択や
、張力調整機構４７を用いて引張力を調整することで独立に調整することが可能である。
張力調整機構４７は例えば送りネジ機構により第１のバネ機構４３または第２のバネ機構
４４の固定端位置を調整する機構である。炭酸ガスレーザー光４９は集光レンズ４６によ
り集光され、焦点位置付近に設置した光ファイバー１に照射される。集光レンズ４６は炭
酸ガスレーザー光４９に対して透明な材料、例えばジンクセレン（ＺｎＳｅ）を材料とす
るシリンドリカルレンズが用いられる。シリンドリカルレンズの焦線は光ファイバー１を
横断する方向、即ち図８の紙面に垂直な方向が選択される。シリンドリカルレンズを用い
た場合は、焦線が光ファイバー１を横断するため、光軸の調整が容易となる。また、集光
レンズ４６として球面レンズを用いることもできる。球面レンズを用いた場合は、炭酸ガ
スレーザー光４９のエネルギーをより効率良く光ファイバー１上に集中させることができ
、効率よく光ファイバー１を加熱することが可能である。
【００６３】
光ファイバー１に張力を加えた状態で炭酸ガスレーザー光４９の出力を上昇させると、光
ファイバー１の炭酸ガスレーザー光４９が照射されている部分に加熱の軟化によるくびれ
が生じてくる。図９に光ファイバー１のくびれた様子の模式図を示した。（ａ）は両端の
引張力が等しい場合、即ち第１のバネ機構４３と第２のバネ機構４４のバネ定数が同一、
または張力調整機構４７により張力を対称とした場合である。（ｂ）は両端の引張力が異
なる場合、即ち第１のバネ機構４３と第２のバネ機構４４のバネ定数が異なるか、張力調
整機構４７により張力を非対称とした場合である。である。引張力が等しい場合、炭酸ガ
スレーザー光４９は常に光ファイバー１上の同一の位置に照射されるため、対称なくびれ
を生じる。一方、張力が異なる場合、光ファイバー１の伸びに応じて引張力がバランスす
る方向に第１のスライダー４１および第２のスライダー４２が移動するため、くびれが非
対称となる。従って、この工程において張力を調整することで、先鋭部７の長さを調整す
ることが可能である。また、集光レンズ４６の位置を光軸方向に調整し、光ファイバー１
の位置を焦点の前後にずらすことにより、光ファイバー１に照射される炭酸ガスレーザー
光４９のビームサイズを変化させることができる。照射範囲が大きい場合、光ファイバー
１の軟化する部分が広範囲となり、先鋭部７が長く形成される。即ち、集光レンズ４６の
位置調整によっても先鋭部７の長さを調整することが可能である。
【００６４】
光フィバー１のくびれが所望の外径となるまで比較的小さい一定出力でゆっくり引張した
のち、レーザー出力を増加させて破断させる。この出力の増加は、例えば時間に対して一
定割合で出力を増加させる、即ち一定速度で増加させる。この出力の増加により、破断時
の光ファイバー１の軟化具合と引張速度を調整することができ、結果的に破断径をコント
ロールすることができる。
【００６５】
この引張の様子は、たとえば顕微鏡にＣＣＤカメラを搭載したカメラ装置（図示せず）を
用いて容易に、かつ安全に観察し、コントロールすることが可能である。
【００６６】
引張破断により先鋭化した光ファイバー１は、鈎状に成形される。鈎状に成形する工程Ｓ
２は、炭酸ガスレーザー光を鈎状成形部分に照射する工程である。
【００６７】
図１０に鈎状成形工程を表す成形装置の配置図を示した。図１０は図８に示した炭酸ガス
レーザーを用いた熱引張装置を用い、光ファイバー１を引張破断したのち、光ファイバー
１をＸ軸ステージに設置したまま、第１のスライダー４１を初期位置に戻した状態を示し
ている。Ｘ軸ステージを用いて光ファイバー１の位置を調整し、先鋭化した先端から０．
１ｍｍから１．５ｍｍの部分に炭酸ガスレーザー光４９を照射して、変形させる前を０゜
としたとき、６０゜から９０゜程度の鈎状の形状に変形させる。レーザー光の当たる側が
その裏側に対して、熱の吸収量が多いため、軟化にともなう表面張力により、光ファイバ
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ー１の先端は炭酸ガスレーザー光４９の当たる方向に折れ曲がっていく。このとき、プロ
ーブ固定体４の基準面３１ａをレーザー光に直角に設置し、レーザー光からプローブ固定
体４の端面までの距離を一定とする。この場合、この工程により、プローブ固定体４の端
面から鈎状部分までの距離を一定にでき、曲げる方向をプローブ固定体４の基準面３１ａ
と直角にすることができる。鈎状形状の曲率は、照射する炭酸ガスレーザー光４９のビー
ムサイズで調整することが可能である。即ち、集光レンズ４６を用いない場合は、例えば
曲率半径０．５ｍｍから２ｍｍ程度となり、集光レンズ４６を使用した場合は曲率半径が
０．５ｍｍ以下となる。この鈎状成形工程は、炭酸ガスレーザーを用いた熱引張の工程と
同様に、ＣＣＤカメラを搭載したカメラ装置で安全に観察しながら、コントロールされる
。
【００６８】
この鈎状に成形する工程によれば、容易にかつ形状精度良く光ファイバー１の先端付近を
鈎状の形状に成形することが可能である。
【００６９】
この鈎状に成形する工程は、通常は炭酸ガスレーザーを用いた熱引張工程の直後に行われ
るが、次に説明する湿式の化学エッチングのあとに行っても良い。
【００７０】
引張破断した光ファイバー１は先端径が１００ｎｍから３００ｎｍ程度となる。この先端
は、湿式の化学エッチングにより１００ｎｍ以下に先鋭化させる。エッチング液は、フッ
化水素酸、フッ化アンモニウム、水の混合液を用い、エッチング液に光ファイバー１を所
望の時間浸漬したのち、純水洗浄を行う。浸漬時間は要求される先端径やエッチング液の
濃度により異なる。また、エッチング液は組成により、光ファイバーのコア２とクラッド
３のエッチング速度が異なるが、先端部が先鋭化される条件の組成比が用いられる。例え
ば、５０％フッ化水素酸、４０％フッ化アンモニウム、水の組成比が２：１：１３のエッ
チング液を用い、１分から１０分のエッチングが行われる。
【００７１】
エッチング液は恒温循環水槽の水を用いたウォータージャケットなどを使用して、室温付
近、または室温以下の一定温度に温度制御されるのが望ましい。
【００７２】
このフッ化水素酸を主成分とするエッチング液を第１の溶液層とした場合に、第１の溶液
層の上に第２の溶液層を配置したエッチング液を用いることもできる。図１１に２層エッ
チング液を用いた湿式の化学エッチングの様子を模式的に示した。第２の溶液層５２は第
１の溶液層５１より比重が小さく、第１の溶液層５１とは互いに反応かつ混合しない材料
が用いられる。光ファイバー１の先端部は第１の溶液層５１に挿入されエッチングされる
。第２の溶液層５２としては、例えばヘキサン、ヘプタン、オクタンなどの有機溶媒や、
鉱物油、植物油、化学合成油などの油脂類が用いられる。第２の溶液層を用いることで、
有害なフッ化水素酸が大気中に蒸発するのを防止でき、かつ蒸発によりエッチング液の組
成が変化するのを防止できる。この場合も、エッチング液は恒温循環水槽の水を用いたウ
ォータージャケットなどを使用して、室温付近に温度制御されるのが望ましい。
【００７３】
光ファイバー１は、２層エッチング液を用いて所定時間エッチングを行ったあと、直ちに
有機溶媒洗浄、水洗の順で洗浄される。有機溶媒は光ファイバー１に付着した第２の溶液
層５２の材料を洗浄するためのものであり、アセトン、アルコール類などが用いられるが
、第２の溶液層５２の材料を溶解し、かつ水溶性を有する他の有機溶媒を用いることもで
きる。
【００７４】
図８の説明では炭酸ガスレーザーを用いた熱引張による先鋭化工程を示したが、光伝搬体
を先鋭化する工程Ｓ１はフッ化水素酸を主成分とする化学エッチング法とすることもでき
る。
【００７５】
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図１２に化学エッチングによる先鋭化の工程を表す模式図を示した。（ａ）はエッチング
装置の構成を表す模式図、（ｂ）は先鋭化部分の拡大模式図である。第１の溶液層６１は
フッ化水素酸を主成分とするエッチング液、第２の溶液層６２は第１の溶液層６１より比
重が小さく、第１の溶液層６１とは互いに反応かつ混合しない材料が用いられる。プロー
ブ固定体４を配置する工程まで終了した光ファイバー１はエッチングジグ６４に取り付け
られる。エッチングジグ６４は例えばＺ軸移動機構により上下可能な構造であり、光ファ
イバー１をエッチング液に出し入れできる。エッチングジグ６４には、あらかじめプロー
ブ長の基準となる長さ基準ワイヤー６３を設置しておく。光ファイバー１は長さ基準ワイ
ヤー６３より数ｍｍ長くなるように準備する。エッチングジグ６４を静かに下降させ、光
ファイバー１が第１の溶液層６１に挿入され、長さ基準ワイヤー６３が第１の溶液層６１
と第２の溶液層６２の界面に達した位置で、エッチングジグ６３の下降を停止する。長さ
基準ワイヤー６３が第１の溶液層６１と第２の溶液層６２の界面に達した位置は、基準ワ
イヤー６３が界面に達するとメニスカスが形成されるので、注意深く観察することで判別
可能である。必要に応じて実体顕微鏡などの作動距離の比較的大きい拡大鏡を使用するこ
とで容易に観察可能である。
【００７６】
先鋭化されるエッチングの様子は図１２（ｂ）に示される通りである。光ファイバー１の
第１の溶液層６１と第２の溶液層６２の界面にメニスカスが形成される。このとき、光フ
ァイバー１の第１の溶液層側はエッチングされ、徐々に細径化される。細径化にともない
メニスカスの高さが減少するため、光ファイバー１は自動的にテーパー状となり、先鋭部
７が形成される。第１の溶液層６１に浸漬されている部分が完全にエッチングされたとこ
ろでエッチングを終了する。
【００７７】
第１の溶液層６１の材料としては、５０％濃度のフッ化水素酸や、フッ化水素酸とフッ化
アンモニウムの混合液が用いられる。また、第２の溶液層６２の材料としては、図１１の
実施の形態に関する説明と同様に、ヘキサン、ヘプタン、オクタンなどの有機溶媒や、鉱
物油、植物油、化学合成油などの油脂類などが用いられる。第２の溶液層６２は、光ファ
イバー１が挿入された時、エッチングを進行させる第１の溶液層との界面にメニスカスを
形成するほか、フッ化水素酸の蒸発を防ぐ役割も果たす。長さ基準ワイヤー６３は、金線
、白金線など、フッ化水素酸および有機溶媒に対する薬品耐性を有する材料が用いられる
。
【００７８】
エッチング液は恒温循環水槽の水を用いたウォータージャケットなどを使用して、室温付
近、または室温以下の一定温度に温度制御されるのが望ましい。また、光ファイバー１は
、エッチングを行ったあと、直ちに有機溶媒洗浄、水洗の順で洗浄される。さらに、この
エッチングは、空気バネ式の除振台等を用いることにより、安定したエッチング形状再現
性が得られる。
【００７９】
光ファイバー１はエッチングジグ６４に複数本取り付け、一度にエッチングされるのが、
製造効率上は望ましい。
【００８０】
透過口を形成する金属膜被覆工程Ｓ３およびバネ機能部を金属膜被覆する工程Ｓ６は、回
転蒸着方法による金属膜の被覆工程である。
【００８１】
図１３は透過口８を形成する金属膜被覆工程を示した図であり、回転蒸着用のジグに、光
ファイバー１を設置した状態を表している。回転板７１には光ファイバー取り付けアーム
７２が設置されている。光ファイバー取り付けアーム先端部分は、光ファイバー１の鈎状
の形成角度と同一角度に折り曲げられている。光ファイバー１はプローブ固定体４を用い
て光ファイバー取り付けアームに固定される。このとき、鈎状部の先端は、回転板の回転
中心軸と同一、または中心付近に略平行に配置される。光ファイバーの設置本数は１本か
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ら数１０本である。１回の蒸着本数はできるだけ多い方が、製造効率上は望ましい。
【００８２】
光ファイバー１を設置した回転蒸着ジグは、回転機構を有する真空蒸着装置に取り付けら
れ、回転させながら所望の材料が所望の膜厚に真空蒸着される。このとき、蒸着角度Ａは
先端部の向いている方向に対し、２０度から９０度の範囲で選択される。蒸着膜厚は遮光
に必要な膜厚、具体的には３０ｎｍから１０００ｎｍ、蒸着速度は毎秒５ｎｍ以上、望ま
しくは１０ｎｍから１００ｎｍの高速蒸着とするのがより表面粗さの小さい平滑な金属膜
を形成するうえで有効である。また、回転ジグの回転速度は毎分３０回転から１０００回
転の範囲で選択される。
【００８３】
この透過口を形成する金属膜被覆工程によれば、微小な透過口８を形成できるとともに、
高速蒸着、高速回転により欠陥の少ない平滑な金属膜被覆を形成することができる。
【００８４】
また、透過口８を形成する金属膜被覆工程は全膜厚を２回に分けて蒸着することで、ピン
ホール等の欠陥の発生を防止することができる。このとき、一回目の蒸着のあと、真空槽
を一度大気に開放するか、真空排気を停止し、所望の圧力まで酸素を導入し一定時間放置
した後、再び真空排気して２回目の蒸着を行う。
【００８５】
この工程によれば、金属膜の結晶成長に不連続面を生じさせることができ、グレイン成長
を抑止することが可能である。従って、より平滑なピンホールの少ない金属膜を形成する
ことが可能であり、分解能が高く、バックグラウンドの低い高性能な光伝搬体プローブを
製造することが可能となる。
【００８６】
金属膜の材料としては、アルミニウム、アルミニウム－シリコン合金、金、銀などの金属
材料が用いられる。また、２回に分けて蒸着する場合は、同一材料の２層構造が用いられ
るほか、銀／金、クロム／金、アルミニウム／金、アルミニウム－シリコン合金／金のい
ずれかの積層構造も用いられる。
【００８７】
図１４はバネ機能部１０を金属膜被覆する工程を示した図であり、回転蒸着用のジグに透
過口部をレジスト材で保護された光ファイバー１を設置した状態を表している。回転板７
１には光ファイバー取り付けアーム７３が設置されている。図１３に示した実施の形態と
は、光ファイバー取り付けアーム７３の形状が異なり、バネ機能部は、回転板の回転中心
軸と同一、または中心付近に略平行に配置される。蒸着方法、材料などの詳細は図１３の
説明と変わるところはない。
【００８８】
図１５はバネ機能部１０を金属膜被覆する別の工程を示した図であり、成膜用ジグに透過
口部をレジスト材で保護された光ファイバー１を設置した状態を表している。光ファイバ
ー１はプローブ固定体４を使って、プローブ支持台８１に固定される。プローブ支持台８
１には中心軸８２が取り付けられ、さらに中心軸８２は軸固定機構部８３に固定されてい
る。光ファイバー１のバネ機能部１０と中心軸８２は同一直線状、または略平行に配置さ
れており、光ファイバー１を中心軸８２を回転軸として回転させて固定することができる
。従って、任意の角度から成膜可能となる。この成膜方法は、真空蒸着に利用可能である
ほか、真空槽内の空間が限られているスパッタ装置の利用に向いている。この成膜ジグを
使用し、バネ機能部１０まわりの少なくとも２方向から、望ましくは３方向以上から成膜
することにより良好な金属膜被覆が形成できる。スパッタ装置を利用すれば、蒸着による
成膜が難しい高融点金属や、合金の成膜が可能である。
【００８９】
反射面を形成する工程Ｓ５は、鈎状に成形された光ファイバー１を機械研磨する工程であ
る。
【００９０】
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図１６ は反射面を形成する工程を表した図であり、（ ａ ） は研磨開始前の状態、（ 
ｂ ） は研磨中の状態を表している。先鋭化され鈎状に成形された光ファイバー１ は、
プローブ固定体４ で、先端部が上を向く方向に研磨用ステージ９２ に固定される。研磨
用ステージ９２ はＺ 軸移動機構９３ で上下できる構成となっている。光ファイバー１ 
と、円盤状の回転研磨板９１ の研磨面に対する角度Ａ は、２ 度から６０ 度の角度に設
置される。Ｚ 軸移動機構９３ により研磨ステージ９２ を下げていくと、光ファイバー
１ の鈎状部の背面が研磨板に接触し、さらに研磨ステージ９２ を下げると、バネ機能部
１０ が撓んで研磨圧力が発生する。回転研磨板９１ の研磨面と光ファイバーの研磨部位
の角度Ｂ が所望の角度、例えば０ 度以上かつ角度Ａ 以下となる位置で研磨ステージを
固定し、一定時間研磨を行う。角度Ｂ 、即ち反射面５ の角度は０ ． ５ 度から５ 度程
度が選択される。回転研磨板は湿式が用いられるが、鏡面が得られる方式であれば、乾式
も用いることができる。研磨圧力を発生させるバネ機能部１０ のバネ定数は、ばね機能
部の長さ、即ちプローブ固定体４ の設置位置により選択される。具体的には、光伝搬体
プローブを使用する装置の仕様や蒸着装置の構造など、様々な項目に対応できるように設
計されるが、たとえば５ ｍ ｍ から５０ ｍ ｍ 程度である。回転研磨板９１ の回転方
向は、研磨方向がプローブ固定体４ から先端へ向かう方向が選択される。この研磨方向
は光ファイバー１ に圧縮応力（ 挫屈） を生じさせない方向である。
【００９１】
次に、透過口部をレジスト材で保護する工程Ｓ４の詳細を説明する。
【００９２】
図１７は、透過口部をレジスト材で保護する工程を表した図である。平板状の基板１０１
にレジスト材１０２が滴下され、表面張力により半球状となっている。少なくとも透過口
を形成する金属膜被覆工程を終えた光ファイバー１は、プローブ固定体４でＺ軸移動機構
１０４を有するプローブステージ１０３に固定される。光ファイバー１の先端部を顕微鏡
で観察しながら、徐々にプローブステージ１０３を下降させ、光ファイバー１の先鋭部７
の先端から５μｍから２００μｍがレジスト材１０２に挿入された時点でプローブステー
ジ１０３を上昇させる。この工程により、光ファイバーの先端部にのみレジスト材１０２
を被覆することができる。１回の工程で十分な被覆が得られない場合は、顕微鏡で観察し
ながら所望の被覆が得られるまで先鋭部７をレジスト材１０２に挿入、引き上げを繰り返
し行う。基板１０１としては、例えば入手が容易な顕微鏡用のスライドグラスが用いられ
る。また、レジスト材１０２としては、酢酸ブチル、酢酸エチル、ニトロセルロースを主
成分とする樹脂材料が用いられるが、半導体製造工程で用いられるフォトレジスト、ワッ
クス剤などを用いることも可能である。
【００９３】
この透過口部をレジスト材で保護する工程によれば、透過口部を損傷させることなく確実
に透過口部を被覆することができる。また、レジスト材１０２は極微量の使い捨てとなる
ため、揮発成分の多い樹脂剤を使用する場合でも、経時的に濃度が変化することなく安定
した被覆を行うことができる。
【００９４】
レジスト材はプローブ先端を被覆したまま、バネ機能部を金属膜被覆する工程を行うため
、蒸着時の熱などによる変質の可能性がある。レジスト材を除去する工程Ｓ７は、有機溶
媒の超音波洗浄によりレジスト材を除去する工程である。有機溶媒としては、Ｎ－メチル
－２－ピロリドンを主成分とする有機溶媒が用いられるが、レジスト材を除去可能であれ
ばアルコール、アセトンなどの有機溶媒も使用可能である。
【００９５】
以上、近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法を説明した。なお、光ファイバーは誘
電体であるため、静電気により微細な異物を吸着しやすい。これに対し、Ｎ－メチル－２
－ピロリドンを主成分とする有機溶媒による超音波洗浄は微小な異物の除去を効果的に行
うことができる。従って、本実施の形態で説明した各工程において、必要に応じてＮ－メ
チル－２－ピロリドンを主成分とする有機溶媒による超音波洗浄を行うことが望ましい。
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【００９６】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、光伝搬体プローブの製造工程を、光伝搬体を先鋭化
する工程、光伝搬体を鈎状に成形する工程、透過口を形成する金属膜被覆工程、透過口部
をレジスト材で保護する工程、反射面を形成する工程、鈎状部から後方のバネ機能部を金
属膜被覆する工程、レジスト材を除去する工程で構成することにより、工程順序を一部変
更しても、高性能な鈎状の光伝搬体プローブを容易に再現性良く製造することが可能とな
る。
【００９７】
また、光伝搬体を先鋭化する工程は、炭酸ガスレーザーを用いた熱引張工程により行うこ
とができ、精度の高い先鋭端を再現性良く形成することが可能である。
【００９８】
また、光伝搬体を先鋭化する工程は、化学エッチング工程により行うことができ、エッチ
ング液をフッ化水素酸を主成分とする溶液層と、比重の小さい有機溶媒または油脂の液層
で構成することにより、再現性良くエッチングできることに加え、フッ化水素酸の蒸発を
防止することができ、製造工程の安全性が高くなる。
【００９９】
また、光伝搬体中にある円筒状の細長い空洞欠陥の有無を検査する工程を行うことにより
、欠陥に起因する光伝搬体プローブの不良発生を防止することが可能であり、歩留まりを
向上させることが可能となる。
【０１００】
伝搬体を鈎状に成形する工程は、先鋭化した光伝搬体の先端近傍の所望の位置に炭酸ガス
レーザー光を照射する工程とすることにより、形状再現性の良い鈎形状を作製することが
可能となる。
【０１０１】
さらに、反射面を形成する工程は、光伝搬体の鈎状部分に対して先端部の反対側を、回転
する研磨板に押し当てて機械研磨する工程であり、押し当ては光伝搬体自体の弾性を利用
して行うことにより、位置精度および角度精度、形状再現性の良い反射面を容易に形成す
ることが可能である。
【０１０２】
また、透過口を形成する金属膜被覆工程は、光伝搬体を回転させながら蒸着を行う回転蒸
着ジグを用いた真空蒸着工程であり、回転蒸着ジグは、その回転軸が先鋭化され鈎状に成
形された光伝搬体の先端部の中心軸と同一、または略平行となるように光伝搬体を保持す
る構造とすることにより、容易に透過口を形成することができる。また、真空蒸着工程は
２回に分けて行い、１回目の真空蒸着と２回目の真空蒸着の間は、真空槽を一度大気に開
放するか、真空排気を停止し、所望の圧力になるまで酸素ガスを導入して一定時間放置す
ることにより、光学的なバックラウンドに影響する欠陥の少ない平滑な遮光膜を被覆する
ことが可能であり、また再現性良く透過口を形成することが可能となる。
【０１０３】
また、鈎状部から後方のバネ機能部を金属膜被覆する工程は、光伝搬体を回転させながら
蒸着を行う回転蒸着ジグを用いた真空蒸着工程または、バネ機能部の中心軸まわりの少な
くとも２方向以上から成膜する工程であり、これらの金属膜被覆工程によれば、容易にバ
ネ機能部を金属膜被覆することが可能である。
【０１０４】
さらに、透過口部をレジスト材で保護する工程は、平板にレジスト材を微量滴下し、レジ
スト材の表面張力自体で盛り上がった部分に対し、透過口部を精密ステージを用いて挿入
することにより、透過口部を損傷させることなく確実に透過口部を被覆することが可能と
なる。
【０１０５】
また、レジスト材の除去は、Ｎ－メチル－２－ピロリドンを主成分とする洗浄液を用いた
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超音波洗浄を用いることにより、効果的にレジスト材を除去することが可能である。
【０１０６】
また、光伝搬体のハンドリングは、イオナイザー、帯電防止シート、光伝搬体保管用金属
ケース、湿度コントロールなどの静電気防止手段を用いることにより、異物に起因する金
属膜被覆の不良を防止でき、分解能が高く、またバックグラウンドの小さい高性能な光伝
搬体プローブを製造することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る近視野野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法
のフロー図である。
【図２】本発明の近視野野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法によって製造される近視
野顕微鏡用プローブの構成を表す斜視図である。
【図３】図２に示す近視野顕微鏡用光伝搬体プローブの縦断面図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係る近視野野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法
のフロー図である。
【図５】本発明の第３の実施の形態に係る近視野野顕微鏡用光伝搬体プローブの製造方法
のフロー図である。
【図６】本発明の円筒状の空洞欠陥検査試料の構成図である。
【図７】本発明のプローブ固定体部分の構成を表す断面図である。
【図８】本発明の炭酸ガスレーザーを用いた熱引張装置の構成を表す概要図である。
【図９】本発明により製造する光ファイバーのくびれた様子の模式図である。
【図１０】本発明の鈎状成形工程を表す成形装置の配置図である。
【図１１】本発明の２層エッチング液を用いた湿式の化学エッチングの模式図である。
【図１２】本発明の化学エッチングによる先鋭化の工程を表す模式図である。
【図１３】本発明の透過口を形成する金属膜被覆工程を示した図である。
【図１４】本発明のバネ機能部を金属膜被覆する工程を示した図である。
【図１５】本発明のバネ機能部を金属膜被覆する別の工程を示した図である。
【図１６】本発明の反射面を形成する工程を表した図である。
【図１７】本発明の透過口部をレジスト材で保護する工程を表した図である。
【図１８】従来例による光ファイバープローブの構成を表した図である。
【符号の説明】
Ｓ１　　　光伝搬体を先鋭化する工程
Ｓ２　　　光伝搬体を鈎状に成形する工程
Ｓ３　　　透過口を形成する金属膜被覆工程
Ｓ４　　　透過口部をレジスト材で保護する工程
Ｓ５　　　反射面を形成する工程
Ｓ６　　　バネ機能部を金属膜被覆する工程
Ｓ７　　　レジスト材を除去する工程
１　　　　光ファイバー
２　　　　コア
３　　　　クラッド
４　　　　プローブ固定体
４ａ　　　プローブ固定体の端面
５　　　　反射面
６　　　　光伝搬体プローブ
７　　　　先鋭部
８　　　　透過口部
９　　　　金蔵膜被覆
２１　　　第１のガラス板
２２　　　第２のガラス板
２３　　　屈折率マッチングオイル
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３１　　　支持体
３１ａ　　プローブ固定体の基準面
３２　　　押さえ板
３３　　　被覆端
３４　　　Ｖ溝
４１　　　第１のスライダー
４２　　　第２のスライダー
４３　　　第１のバネ機構
４４　　　第２のバネ機構
４５　　　ストッパー
４６　　　集光レンズ
４７　　　張力調整機構
４８　　　Ｘ軸ステージ
４９　　　炭酸ガスレーザー光
５１　　　第１の溶液層
５２　　　第２の溶液層
６１　　　第１の溶液層
６２　　　第２の溶液層
６３　　　長さ基準ワイヤー
６４　　　エッチングジグ
７１　　　回転板
７２　　　光ファイバー取り付けアーム
７３　　　光ファイバー取り付けアーム
８１　　　プローブ支持台
８２　　　中心軸
８３　　　軸固定機構部
９１　　　円盤状の回転研磨板
９２　　　研磨用ステージ
９３　　　Ｚ軸移動機構
１０１　　平板状の基板
１０２　　レジスト材
１０３　　プローブステージ
１０４　　Ｚ軸移動機構
２０１　　コア
２０２　　クラッド
２０３　　先鋭部
２０４　　被覆層
２０５　　開口部
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