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(57)【要約】
【課題】微小なサイズの非流動性材料、特に固体材料の
熱物性を測定することができる熱物性測定装置、および
熱物性測定方法を提供する
【解決手段】非流動性の被測定試料を加熱して、前記被
測定試料の温度変化から前記被測定試料の熱物性を測定
する熱物性測定装置であって、基板と、前記基板上また
は前記基板内に設けられた微細な断熱部と、前記断熱部
内に微細加工技術を用いて前記被測定試料と接触可能な
状態に設けられた微細な加熱素子および微細な感温素子
とを有していることを特徴とする熱物性測定装置。前記
熱物性測定装置を用いて、被測定試料の熱物性を測定す
ることを特徴とする熱物性測定方法。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非流動性の被測定試料を加熱して、前記被測定試料の温度変化から前記被測定試料の熱
物性を測定する熱物性測定装置であって、
　基板と、前記基板上または前記基板内に設けられた微細な断熱部と、前記断熱部内に微
細加工技術を用いて前記被測定試料と接触可能な状態に設けられた微細な加熱素子および
微細な感温素子とを有していることを特徴とする熱物性測定装置。
【請求項２】
　前記感温素子が、温度によって電気抵抗が変化する抵抗変化膜からなることを特徴とす
る請求項１に記載の熱物性測定装置。
【請求項３】
　前記感温素子の抵抗変化膜が、Ｃｒ－Ｎ、Ｃｒ－Ｏ、Ｚｒ－Ｎ、Ｚｒ－Ｏ、Ｔａ－Ｎ、
Ｔａ－Ｏのいずれかを含むことを特徴とする請求項２に記載の熱物性測定装置。
【請求項４】
　前記基板がシリコン基板であり、前記断熱部に少なくとも二酸化珪素からなるメンブレ
ンが形成されていることを特徴とする請求項１～請求項３のいずれかに記載の熱物性測定
装置。
【請求項５】
　前記基板がシリコン基板であり、前記シリコン基板の一部に空洞を設けて断熱部が形成
されていることを特徴とする請求項１～請求項４のいずれかに記載の熱物性測定装置。
【請求項６】
　前記微細加工技術が、マイクロマシニング技術、または電子ビームリソグラフィである
ことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれかに記載の熱物性測定装置。
【請求項７】
　前記基板内に、前記断熱部が２つ以上設けられていることを特徴とする請求項１～請求
項６のいずれかに記載の熱物性測定装置。
【請求項８】
　前記被測定試料の両端に対応する部分に、前記被測定試料と接触可能な状態に設けられ
た一対の電極を有することを特徴とする請求項１～請求項７のいずれかに記載の熱物性測
定装置。
【請求項９】
　前記被測定試料が、有機材料であることを特徴とする請求項１～請求項８のいずれかに
記載の熱物性測定装置。
【請求項１０】
　請求項１～請求項９のいずれかに記載の熱物性測定装置を用いて、前記被測定試料の熱
物性を測定することを特徴とする熱物性測定方法。
【請求項１１】
　前記被測定試料の熱伝導率と熱起電力とを、測定することを特徴とする請求項１０に記
載の熱物性測定方法。
【請求項１２】
　前記感温素子が２つ以上設けられた熱物性測定装置を用いて、加熱素子に最も距離的に
近い感温素子と、前記感温素子に最も近い他の感温素子との温度差が、０．１Ｋ以上１０
Ｋ以下に維持されるように前記加熱素子の加熱熱量を調整して、熱伝導率を測定すること
を特徴とする請求項１０または請求項１１に記載の熱物性測定方法。
【請求項１３】
　前記被測定試料を、接着剤により、前記加熱素子および前記感温素子に固定して測定す
ることを特徴とする請求項１０～請求項１２のいずれかに記載の熱物性測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、材料（以下、被測定試料とも言い、また単に試料とも言う）に熱を加えて、
材料の温度変化から熱伝導率、比熱、熱拡散率、熱起電力等の熱物性を測定する熱物性測
定装置、および熱物性測定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　材料の熱伝導率、比熱、熱拡散率、熱起電力のような熱物性の測定を行うことは、その
材料物性の基礎研究のためのみならず、各種デバイスへ応用する際にも、非常に重要であ
る。このため、各種熱物性の測定方法に関しては、その用途に応じた様々な技術が広く知
られている。例えば、比熱を測定する原理として、標準試料を用いる示差走査熱量計法が
、また、熱拡散率を測定する原理として、レーザーフラッシュ法、光交流法等が、さらに
、熱伝導率を測定する原理として、上記の方法により求めた比熱および熱拡散率の値と、
試料の密度の値とより算出する方法や、定常熱流法、プローブ法等が一般的に知られてい
る。
【０００３】
　従来、試料の熱伝導率、比熱、熱拡散率、熱起電力のような熱物性を測定するためには
、試料中のある一定点での温度や試料両面での温度差を測定するためのプローブを試料に
取り付ける必要があったため、測定可能な試料として数ミリメートルオーダー以上の大き
さ、および厚みが必要であり、１ミリメートルオーダー以下といった微小な大きさの固体
試料、または微小な領域については、上記の熱物性を測定することが不可能であるか、ま
たは非常に精度の悪い値しか得られないという課題があった。
【０００４】
　また、測定試料について、熱物性値の位置依存性を測定することは非常に困難であった
。さらに、微小な固体試料、または微小領域について、熱伝導率と熱起電力とを同一の試
料について測定することは不可能であった。
【０００５】
　従来より、微小な、または非常に薄い薄膜の固体試料であるにもかかわらず、上記の熱
物性の測定を可能とするために、いくつかの技術が提案されている。例えば、高速レーザ
ーフラッシュ法として、パルスレーザーを用いて数１０～数１００ｎｍの非常に薄い薄膜
の熱伝導率を測定する技術が開示されている（特許文献１）。
　しかし、この方法は、試料の膜面方向の大きさが非常に微小な場合には用いることがで
きない。
【０００６】
　また、微小領域での熱伝導率測定を可能とする技術として、マイクロマシニング技術に
よる熱伝導率センサに関する技術が開示されている（特許文献２、３）。
　しかし、この技術は、ガスの定量分析を目的としたものであり、微小なサイズの固体試
料の熱物性測定には適していない。
【０００７】
　また、マイクロマシニング技術等を用いて熱物性を測定するデバイスを作製した場合で
あっても、液体や気体といった流体は、デバイス中に容易に流入させられるため、その熱
物性を容易に測定できる一方で、非常に微小な固体試料については、試料を所望の位置に
固定させて、その熱物性を測定することは大変困難であった。さらに、その物性を測定す
る際の測定方法や、測定装置の作製方法については、何らの技術も開示されていない。
【特許文献１】特開２００６－０７１４２４号公報
【特許文献２】特表２００５－５０５７５８号公報
【特許文献３】特開２００７－２４８９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記の問題点に対してなされたもので、微小なサイズの非流動性材料、特に
固体材料の熱物性を測定することができる熱物性測定装置、および熱物性測定方法を提供
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することをその課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、以上の課題を解決するためになされたものであり、微小なサイズの非流動性
材料の熱物性測定を可能にするものである。
　以下、各請求項の発明について説明する。
【００１０】
　請求項１に記載の発明は、
　非流動性の被測定試料を加熱して、前記被測定試料の温度変化から前記被測定試料の熱
物性を測定する熱物性測定装置であって、
　基板と、前記基板上または前記基板内に設けられた微細な断熱部と、前記断熱部内に微
細加工技術を用いて前記被測定試料と接触可能な状態に設けられた微細な加熱素子および
微細な感温素子とを有していることを特徴とする熱物性測定装置である。
【００１１】
　本請求項の発明は、基板と、基板上または基板内に設けられた微細な断熱部と、前記断
熱部内に微細加工技術を用いて前記被測定試料と接触可能な状態に設けられた微細な加熱
素子（例えば、ヒータ）および微細な感温素子（例えば、温度計の素子）とを有している
ため、非流動性の被測定試料が、ミリメートルオーダー以下といった非常に微小な大きさ
であっても、熱伝導率、比熱、熱拡散率、熱起電力のような熱物性を容易に測定すること
が可能になる。
【００１２】
　ここで、「非流動性の被測定試料」とは、測定の間、試料が変形しないことを意味して
おり、結晶構造を有する無機、有機の固体の他に、ガラスやアモルファス等固相を示すも
のや、高粘性体等も含まれる。
【００１３】
　請求項２に記載の発明は、
　前記感温素子が、温度によって電気抵抗が変化する抵抗変化膜からなることを特徴とす
る請求項１に記載の熱物性測定装置である。
【００１４】
　本請求項の発明は、感温素子が、温度によって電気抵抗が変化する抵抗変化膜からなる
ため、広い温度範囲で精度の良い測定が可能となる。
【００１５】
　請求項３に記載の発明は、
　前記感温素子の抵抗変化膜が、Ｃｒ－Ｎ、Ｃｒ－Ｏ、Ｚｒ－Ｎ、Ｚｒ－Ｏ、Ｔａ－Ｎ、
Ｔａ－Ｏのいずれかを含むことを特徴とする請求項２に記載の熱物性測定装置である。
【００１６】
　本請求項の発明は、感温素子の抵抗変化膜が、Ｃｒ－Ｎ、Ｃｒ－Ｏ、Ｚｒ－Ｎ、Ｚｒ－
Ｏ、Ｔａ－Ｎ、Ｔａ－Ｏのいずれかを含むため、高い抵抗率温度係数を容易に得ることが
できる。
　なお、例えば、Ｚｒ－Ｏ－Ｎのように、Ｚｒ－Ｏが含まれ、さらにＮも一部に含まれる
ような場合も、本請求項の発明に含まれる。
【００１７】
　請求項４に記載の発明は、
　前記基板がシリコン基板であり、前記断熱部に少なくとも二酸化珪素からなるメンブレ
ンが形成されていることを特徴とする請求項１～請求項３のいずれかに記載の熱物性測定
装置である。
【００１８】
　基板としてシリコン基板（以下、Ｓｉ基板とも言う）を用いる場合、基板材料が安価で
、エッチング加工技術が確立しているため、測定装置の作製に適している。この場合、断
熱部に二酸化珪素（以下、ＳｉＯ２とも言う）を含む薄膜（以下、メンブレンとも言う）
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を形成する場合、Ｓｉ基板を酸化処理するだけで断熱部が形成でき、また、断熱部の剛性
が高くなり、被測定試料を安定して保持できる。
【００１９】
　請求項５に記載の発明は、
　前記基板がシリコン基板であり、前記シリコン基板の一部に空洞を設けて断熱部が形成
されていることを特徴とする請求項１～請求項４のいずれかに記載の熱物性測定装置であ
る。
【００２０】
　本請求項の発明は、基板をＳｉ基板とし、Ｓｉ基板の一部に空洞を設けて断熱部が形成
されているため、断熱部の断熱性がより高く得られ、より高精度の測定が可能となる。
【００２１】
　請求項６に記載の発明は、
　前記微細加工技術が、マイクロマシニング技術、または電子ビームリソグラフィである
ことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれかに記載の熱物性測定装置である。
【００２２】
　加熱素子および感温素子を形成する微細加工技術としては、マイクロマシニング技術、
電子ビームリソグラフィが、特にサブミリメートル以下といった微細な加工を行う場合に
、位置分解能のよい加工が容易に可能であり、その作製プロセスが確立しているという観
点より、特に好ましい。
【００２３】
　請求項７に記載の発明は、
　前記基板内に、前記断熱部が２つ以上設けられていることを特徴とする請求項１～請求
項６のいずれかに記載の熱物性測定装置である。
【００２４】
　基板内に断熱部が２つ以上設けられているため、被測定試料の熱物性値の位置依存性を
測定することが可能となる。
【００２５】
　請求項８に記載の発明は、
　前記被測定試料の両端に対応する部分に、前記被測定試料と接触可能な状態に設けられ
た一対の電極を有することを特徴とする請求項１～請求項７のいずれかに記載の熱物性測
定装置である。
【００２６】
　本請求項の発明は、被測定試料の両端の対応する部分に、被測定試料と接触可能な状態
に設けられた一対の電極を設けたため、熱的特性と電気的特性、即ち、熱伝導率と熱起電
力とを、同一の被測定試料について測定することが可能となる。
【００２７】
　なお、前記一対の電極は、インクジェット法により作製することが好ましい。これによ
り、被測定試料への熱的、化学的なダメージを最小限にして微小な大きさの電極を作製す
ることが可能となる。
【００２８】
　請求項９に記載の発明は、
　前記被測定試料が、有機材料であることを特徴とする請求項１～請求項８のいずれかに
記載の熱物性測定装置である。
【００２９】
　ここで、被測定試料が有機材料である場合、本発明の効果を顕著に得ることができる。
前記有機材料は、特に、ＢＥＤＴ－ＴＩＦ（ビスエチレンジチオロテトラチアフルバレン
）等の有機単結晶材料、またはタンパク質やペプチド等の生体材料であると、本発明の効
果を、特に顕著に得ることができる。有機単結晶材料や生体材料は、非常に興味深い特性
を持ち得る一方で、大きいサイズの試料が得られにくいが、本発明によれば熱物性の測定
が容易に可能となる。
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【００３０】
　請求項１０に記載の発明は、
　請求項１～請求項９のいずれかに記載の熱物性測定装置を用いて、前記被測定試料の熱
物性を測定することを特徴とする熱物性測定方法である。
【００３１】
　本請求項の発明は、上述した熱物性測定装置を用いるため、ミリメートルオーダー以下
といった非常に微小な大きさの試料であっても、熱伝導率、比熱、熱拡散率、熱起電力の
ような熱物性を容易に測定することが可能になる。
【００３２】
　請求項１１に記載の発明は、
　前記被測定試料の熱伝導率と熱起電力とを、測定することを特徴とする請求項１０に記
載の熱物性測定方法である。
【００３３】
　被測定試料の熱伝導率と熱起電力とを、同一の被測定試料について測定することができ
るようにしたため、熱電材料の性能定数をより簡単に測定することが可能となる。
【００３４】
　請求項１２に記載の発明は、
　前記感温素子が２つ以上設けられた熱物性測定装置を用いて、加熱素子に最も距離的に
近い感温素子と、前記感温素子に最も近い他の感温素子との温度差が、０．１Ｋ以上１０
Ｋ以下に維持されるように前記加熱素子の加熱熱量を調整して、熱伝導率を測定すること
を特徴とする請求項１０または請求項１１に記載の熱物性測定方法である。
【００３５】
　本請求項の発明は、感温素子を少なくとも２つ以上設け、加熱素子に最も距離的に近い
感温素子と、この感温素子に最も近い別の感温素子との温度差が、０．１Ｋ以上１０Ｋ以
下となるように加熱熱量を調整することにより、熱伝導率がより正確に得られる。
【００３６】
　請求項１３に記載の発明は、
　前記被測定試料を、接着剤により、前記加熱素子および前記感温素子に固定して測定す
ることを特徴とする請求項１０～請求項１２のいずれかに記載の熱物性測定方法である。
【００３７】
　本請求項の発明は、被測定試料を、接着剤により、加熱素子および感温素子に固定する
ため、簡単な方法で、被測定試料の種類にかかわらず、あらゆる試料について確実な測定
を行うことが可能となる。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明に係る熱物性測定装置および熱物性測定方法を用いることにより、微小なサイズ
の非流動性材料、特に固体材料の熱物性を容易に測定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下、本発明をその最良の実施の形態に基づいて説明する。なお、本発明は、以下の実
施形態に限定されるものではない。本発明と同一および均等の範囲内において、以下の実
施の形態に対して種々の変更を加えることが可能である。
　なお、図１～図４は、おのおの本発明に係る熱物性測定装置の一例を示したものであり
、それぞれ、上段は、本発明に係る熱物性測定装置を上面より見た概念図であり、下段は
、側面から見た断面の概念図である。
【００４０】
　本発明における熱物性測定装置は、基板と、前記基板上または前記基板内に設けられた
微細な断熱部と、前記断熱部内に微細加工技術を用いて前記被測定試料と接触可能な状態
に設けられた微細な加熱素子および微細な感温素子とを有している。本発明は、熱物性測
定に必要な加熱素子や感温素子を、マイクロマシン技術や電子ビームフォトリソグラフィ
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のような微細加工技術を用いて基板と一体化して作製し、このような構造体を用いて、ミ
クロンオーダーといった非常に微小な領域の熱物性測定を可能にするという点にある。例
えば、マイクロマシン技術を用いて、薄膜抵抗体からなる加熱素子と、薄膜抵抗体からな
る２つの感温素子とを、１～１０００μｍ程度の距離に作製することができるので、１～
１０００μｍの長さの微小な試料を測定対象とすることが可能になる。
　なお、本発明における微細加工技術とは、１ｍｍ以下の加工が可能な技術を言う。
【００４１】
　基板は、基板上または基板の内部に、後述する断熱部を設けることができるものであれ
ば特に制限されず、シリコン、ゲルマニュウム等の半導体、銅、アルミニウム等の金属、
または石英ガラス、サファイア等の酸化物、Ｓｉ－Ｎ等の窒化物、Ｓｉ－Ｃ等の炭化物、
その他の無機材料、またはポリカーボネートやアクリル樹脂（ＰＭＭＡ）等の各種プラス
チックや、ゴム、繊維等の有機材料等の材料を用いることができる。
【００４２】
　断熱部は、加熱素子で発生する熱量のほとんど全てが被測定試料へ付与されることを可
能にするために設けるものであり、必要な測定精度に応じて、その断熱性能を設定する。
例えば、基板上または基板の内部に、熱容量を無視できる程度に小さい領域を設ける、ま
たは適切な一部分を空洞にする等により作製される。例えば、基板としてＳｉ基板を用い
た場合、後に述べる方法で作製したＳｉＯ２膜等からなるメンブレンや、マイクロマシニ
ング技術によってシリコンを除去した空洞等を用いることができる。
【００４３】
　感温素子は、被測定試料のある一定点での温度を測定するためのものであり、測定に必
要な精度が得られるものであれば、各種測定原理の感温素子を用いることができる。例え
ば、温度による電気抵抗の変化を読み取る抵抗変化方式の感温素子や、熱電対、熱電堆（
サーモパイル）、ダイオードの順方向の閾値電圧の変化を読み取るダイオード感温素子等
を用いることができる。
【００４４】
　前記感温素子として、特に、電気抵抗変化方式の感温素子を用いることが望ましい。電
気抵抗変化方式の場合、感温素子のサイズをより小さくすることができ、かつ高精度の温
度計測が可能である。また、用いる抵抗変化膜の電気抵抗率温度係数を調節することによ
って、感温素子の感度を調節できるという利点もある。好ましくは、ＴＣＲを０．０５％
以上１０％以下とする。ＴＣＲが０．０５％より小さいと、温度による電気抵抗率の変化
が小さく感度が小さくなるため好ましくなく、１０％を超える場合、測定可能な温度範囲
が狭まってしまうため、好ましくない。
【００４５】
　抵抗体膜の抵抗値を読み出すためには、適宜電極を設ける必要があり、好ましくは、電
極と抵抗変化膜との接触抵抗の影響を排除するために、四端子法での測定を行うための電
極を抵抗変化膜の四点に設ける。
【００４６】
　抵抗体膜の材料としては、測定対象温度において、ＴＣＲが適切な値であれば特に限定
されない。より好ましくは、Ｃｒ－Ｎ、Ｃｒ－Ｏ、Ｚｒ－Ｎ、Ｚｒ－Ｏ、Ｔａ－Ｎ、Ｔａ
－Ｏのいずれかを含む材料とする。この場合、ＴＣＲの値が容易に適切な範囲で得られる
ばかりでなく、その組成を調整することによって、磁場中での抵抗率変化を小さくし得る
ため、特に磁場中での熱物性測定時に都合がよい。
【００４７】
　加熱素子は、被測定試料に熱量を与えるためのものであり、ジュール熱、レーザー光の
照射等、その発熱量が精度良く設定できるものであれば、どのような原理を用いてもよい
。簡単に実施するためには、抵抗体に電流を流してジュール熱を発生させる方法を採用す
ることが好ましい。この場合、抵抗体としては各種金属、半導体、誘電体を用いることが
できる。
【００４８】



(8) JP 2008-224496 A 2008.9.25

10

20

30

40

50

　抵抗体の電気抵抗値は、測定用途に応じて加熱熱量が適正な範囲に得られる値に設定す
ればよく、より好ましくは測定対象温度での電気抵抗値が１Ωから１０ＭΩまでの範囲内
の値となるように、その大きさ、厚さ、形状等を調節する。前記の感温素子として、抵抗
変化膜を採用する場合、加熱素子材料にも同じ材料を採用することにより、同じ処理工程
で作製することが可能になる。
【００４９】
　被測定試料が基板上の断熱部以外の部分と接する部分には、ヒートシンクを設けること
が好ましい。これは、被測定試料について、基板や周囲温度と、より正確に同一の温度で
保たれるようにするためのものである。具体的には、金属薄膜等の基板との熱抵抗が非常
に小さい材料で作製する。
【００５０】
　本発明における被測定試料は、非流動性の試料とする。特に、有機単結晶や生体材料と
いった有機材料は、極微小な試料しか得られない場合が多いため、本発明の効果を顕著に
得ることができる。
【００５１】
　具体的な材料としては、例えば、ビスエチレンジチオロテトラチアフルバレン（ＢＥＤ
Ｔ－ＴＩＦ）、ジメチルジシアノキノンジイミン銀（（ＤＭｅ－ＤＣＮＱＩ）２Ａｇ）等
の有機単結晶材料や、またはタンパク質やペプチド等の生体材料が挙げられる。
　また、本発明の被測定試料となる非流動性の材料には、結晶構造を持った固体に加えて
、ガラス、アモルファス等固相を示すものや高粘性体等も含まれる。
【００５２】
　ここで、本発明における熱物性測定装置の構造の一例を、図１に示す。この例では、基
板１をＳｉ基板とし、断熱部２はシリコンを熱酸化させたＳｉＯ２のメンブレンとしてい
る。加熱素子３、および２個の感温素子４はいずれもＣｒ－Ｎ薄膜とし、薄膜抵抗体の抵
抗を読み出すための読み出し電極５として、厚さ２０ｎｍのＣｒ薄膜の上に厚さ２００ｎ
ｍのＡｕ薄膜を連続的に成膜した薄膜を用いた。
【００５３】
　実際には、この読み出し電極５を四端子法により抵抗値の測定ができるような構成で作
製することが好ましいが、ここでは図示は省略し、二端子のみ図１に示した。被測定試料
６が、基板１上の断熱部２以外の部分と接する部分には、Ａｕ薄膜からなるヒートシンク
７を設け、基板や周囲温度とより正確に同一の温度で保たれるようにしている。この構造
体に、被測定試料６として直径４０μｍの銅線をプレスして平坦にした試料をワニスによ
り接着し、熱伝導率を測定可能な構成とした。また、基板１はある一定の温度に正確に保
つことを可能とするために、熱浴８に熱的に接触している。
【００５４】
　他にも本発明の範囲内であれば種々の構造を有する装置を使用することができる。例え
ば、図２には図１における断熱部２を、空洞にした例を示す。この場合、加熱素子３で発
生した熱量がより多く被測定試料６へ付与され、測定の誤差要因である熱量のロスが非常
に小さくなるため、より高精度での測定が可能となる。
【００５５】
　また本発明の別の例として、図３に断熱部２を２つ以上設けた例を示す。この場合、同
一の被測定試料６内の熱物性値の位置分布を知ることができる。図３では、断熱部２内に
設けた加熱素子３、感温素子４を省略している。
【００５６】
　また、図４には、さらに本発明の別の例として、断熱部２内に感温素子４を４つ設けた
例を示す。図４では簡単のため、感温素子５の読み出しのための電極５の図示を省略した
。この例を用いれば、被測定試料６の横方向、および縦方向の熱伝導率の違いを知ること
ができるため、例えば熱特性に異方性のある試料について、方向による熱物性の違いにつ
いて測定をすることができる。
【００５７】
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　次に、本発明における熱物性測定装置の作製方法について述べる。
　本発明における断熱部は、例えばドライエッチングやウェットエッチング、フォトリソ
グラフィ、電子ビームリソグラフィ、放電加工、レーザー加工等の微細加工技術を用いて
、基板または基板内部の一部分を取り除くことによって作製することができる。ここでは
、微細加工技術とは、１ミリメートルオーダー以下の加工が可能な技術であるとする。
　また、基板内に予め空洞を設けておき、これを断熱部としてもよい。
【００５８】
　具体的には、例えば基板としてＳｉ基板を用いる場合、水酸化テトラメチルアンモニウ
ム水溶液によるシリコンのウェットエッチングや、ＳＦ６、ＣＨＦ３等のフッ素系ガスに
よるドライエッチングによって、シリコンが除去された空洞を作製することができ、これ
を断熱部とすることができる。
【００５９】
　本発明における加熱素子や感温素子は、前記の微細加工技術やリフトオフ法等、各種の
微細形状を作製するための方法を用いることができる。
【００６０】
　被測定試料と基板とを固定させる方法としては、例えば基板に断熱部と加熱素子、感温
素子を作製した後、ワニスやフォトレジスト等の接着剤を用いて接着させる方法を用いる
ことができる。この場合、接着剤を電気的な絶縁性を保つことのできる最小限の厚さで使
用することにより、被測定試料と加熱素子、または感温素子との間の熱抵抗を最小限にす
ることができ、より正確な熱測定が可能になるため好ましい。
【００６１】
　特に、微細加工技術により作製したスタンプを用いて、少なくともスタンプの凸部に接
着剤を塗布し、被測定試料、または断熱部のうちの接着剤を塗布したい箇所へ接着剤を付
着させる方法をとる場合、前記の熱抵抗を非常に小さく抑えることができる。スタンプと
しては、例えば、フォトリソグラフィ等の方法で微細加工を施したポリジメチルシロキサ
ン（ＰＤＭＳ）等のシリコンゴム等を用いることができる。
【００６２】
　被測定試料と基板とを固定させる別の方法として、基板上に直接、被測定試料を作製す
る方法をとることもできる。例えば、加熱素子や感温素子を作製した後、これらと被測定
試料との電気的絶縁性を保つための絶縁膜を極薄く作製し、その上に被測定試料となる材
料を直接、形成する。
【００６３】
　次に、本発明における熱物性測定装置の測定方法について述べる。一例として、図１に
示す装置を用いて熱伝導率を測定する例について述べる。
　まず、熱伝導率の定義を以下に説明する。ある試料内を一定の定常熱流が流れており、
試料中に温度勾配があるとき、この試料に流れ込む熱量と温度勾配の間には比例関係があ
る。即ち、Ｑ／Ａ＝Ｋ・ΔＴ／Ｌの関係がある。ここで、Ｑは試料に流入する熱量、Ａは
試料の断面積、Ｋは求める熱伝導率、ΔＴは温度勾配、Ｌは温度勾配を定義した２点間の
距離である。
【００６４】
　本発明では断熱部を有し、加熱素子で発生した熱量のほとんど全てが被測定試料内を通
ると近似できるため、加熱素子によって発生する熱量を測定し、被測定試料の２箇所に接
する感温素子を用いて温度勾配を測定することによって、熱伝導率を決定することができ
る。
【００６５】
　測定の手順は、例えば次のように行う。
　はじめに、２つの感温素子４について、それぞれの電気抵抗値と温度の関係を例えば以
下の方法で得ておく。校正済みの２つの感温素子４と加熱素子３とを予め熱浴８に装着し
、２つの感温素子４の温度を熱浴８の温度と同一にしておく。ここで、感温素子４には電
流を流さずに、２つの感温素子４の電気抵抗値を例えば交流ブリッジ装置（図示せず）に
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よって測定する。熱浴８の温度より、２つの感温素子４の温度を得ることができるため、
この測定により、ある１点の温度での感温素子４の電気抵抗値を得ることができる。次に
、熱浴８に装着した加熱素子３によって熱浴８の温度を変化させながら、２つの感温素子
４の電気抵抗値をそれぞれ同様にして測定する。これにより、各感温素子４について電気
抵抗値と温度の関係が予め得られるので、感温素子４をその後の熱測定での温度測定に用
いることができる。
【００６６】
　次に、実際に被測定試料６の熱伝導率の測定を行う。まず断熱部２内にある加熱素子３
には電流を流さない状態で、２つの感温素子４の電気抵抗値を、例えば交流ブリッジ装置
によって測定し、その値から求めた被測定試料６内の２箇所の温度が同じであることを確
認する。その後に、定電流源を用いて定まった電流を加熱素子３に流し、同時に加熱素子
３に発生する電圧を電圧計で測定することにより、電流と電圧の積を計算して加熱素子３
に発生する熱量を求める。次に、この加熱素子３に電流を流したままの状態で、２つの感
温素子４の温度を測定することにより、被測定試料６内に生じる温度勾配を求めることが
できる。
【００６７】
　即ち、２つの感温素子４の抵抗値を例えば交流ブリッジ装置によって測定し、前記の方
法で得られた抵抗値と温度との関係を用いて、それぞれの電気抵抗値を温度に変換し、そ
の温度差を求める。最後に、前記熱伝導率の定義式、即ち、Ｋ＝Ｑ／ΔＴ・Ｌ／Ａの関係
式から熱伝導率Ｋを求める。ここで、Ｑは上で求めた加熱素子３で発生する熱量、ΔＴは
２つの感温素子４間の温度差、Ｌは２つの感温素子４間の距離、Ａは被測定試料６の断面
積である。
【００６８】
　このとき、ΔＴが０．１Ｋ以上１０Ｋ以下となるように加熱熱量を調整することが好ま
しい。ΔＴが０．１Ｋよりも小さい場合、２つの感温素子４間の温度差が非常に小さくな
り、温度のふらつき等のノイズの影響を受けやすくなるため、測定精度が低下してしまう
おそれがある。また、ΔＴが１０Ｋよりも大きい場合、被測定試料６中に急峻な温度勾配
ができており、加熱素子３の加熱熱量が比較的大きくなるため、余分な熱輻射等の影響に
より加熱素子３で発生した熱量のほぼ全てが被測定試料６中を流れるという近似が成り立
ちにくい条件となるおそれがある。
【００６９】
　次に、熱浴８に装着した加熱素子３を用いて、熱浴８および被測定試料６の温度を変え
ることにより、各温度における被測定試料６の熱伝導率を測定することが可能となる。な
お、熱伝導率測定時の被測定試料の温度は、２つの感温素子４の温度の平均値として求め
る。
【００７０】
　さらに、被測定試料６と電気的に接触する読み出し電極５を、被測定試料６中の高温側
と低温側の２箇所に設けることにより、以下の方法で熱起電力を同時測定することが可能
となる。即ち、加熱素子３によって被測定試料６内に熱流を発生させた状態で、２箇所の
電極間に現れる電圧、即ち熱起電力を電圧計によって測定する。感温素子４によって測定
した温度差との比を求めると、被測定試料６の熱電能（１Ｋ当たりの熱起電力）が得られ
る。
【００７１】
　本発明によって、近似的に熱絶縁された微小領域において、熱を発生させて温度および
温度勾配を測定することが可能になったため、上記で述べた熱伝導率、熱起電力の測定以
外にも、微小試料の比熱、磁気比熱、磁気熱伝導、ネルンスト係数、等の様々な熱物性測
定に本発明の適用が可能である。
【００７２】
（実施例）
　以下に、本発明の実施例について述べる。図１に、本実施例の熱物性測定装置の構造の
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一例を示す。この例では、基板１としてＳｉ基板の両面に熱酸化により膜厚１μｍのＳｉ
Ｏ２薄膜を作製した基板１を用い、断熱部２は基板１の上面のＳｉＯ２薄膜のみを残した
メンブレンとしている。メンブレンの作製方法は、フォトリソグラフィとドライエッチン
グにより裏面のＳｉＯ２の所定箇所を除去した後、基板１を水酸化テトラメチルアンモニ
ウム水溶液（ＴＭＡＨ）に浸してシリコンのウェットエッチングを行うことにより、シリ
コンを除去した。メンブレンの大きさは３００μｍ角の正方形となるように作製した。
【００７３】
　このメンブレン上に、Ｚｒ－Ｏ－Ｎ薄膜からなる加熱素子３、および２つの感温素子４
と、加熱素子３への電力付加と感温素子４の抵抗値の読み出しとを可能にするためのＡｕ
／Ｃｒ電極５を、いずれもリフトオフ法により作製した。ここで、Ｚｒ－Ｏ－Ｎ薄膜の厚
さは２００ｎｍで共通とし、Ａｕ／Ｃｒ電極５は、厚さ２０ｎｍのＣｒ薄膜の上に厚さ２
００ｎｍのＡｕ薄膜を連続的に成膜した薄膜を用いた。
【００７４】
　２つの感温素子４の形状、大きさは同一のものを使用し、加熱素子３、および感温素子
４の大きさは、それぞれ１０μｍ×２０μｍ、２０μｍ×４０μｍとした。薄膜端と加熱
素子３との距離、および加熱素子３と第１の感温素子４、および第１の感温素子４と第２
の感温素子４との距離は、それぞれ順に１００μｍ、５０μｍ、１００μｍとした。なお
、ここで、第１の感温素子４は、加熱素子３に近く位置する感温素子であり、第２の感温
素子４は、加熱素子３に遠く位置する感温素子である。この構造体に、被測定試料６とし
て直径０．００３インチのクロメルワイヤーをプレスして平坦にした試料を絶縁ワニスに
より接着した。この熱物性測定装置を用いて、実際に熱伝導率の測定を行った。一例とし
てヒートシンクを１００Ｋに保って測定した際の測定条件、および測定結果を下記表１に
示す。
【００７５】
【表１】

　ここで、Ｑは加熱素子で発生する熱量、ΔＴは２つの感温素子間の温度差、Ｋは求めた
熱伝導率である。
【００７６】
　表１と同様の測定を、加熱素子で発生する熱量を３．０Ｅ－５［Ｗ］から２．８Ｅ－４
［Ｗ］まで変化させて繰り返し行い、加熱素子で発生する熱量とΔＴの関係式を原点を通
る直線の式によって近似することにより求めた熱伝導率の値は、１１．９［Ｗ／ｍ・Ｋ］
となり、ほぼ文献値と一致した値が得られた。
【００７７】
　このように、本発明によって、近似的に熱絶縁された微小領域において、熱を発生させ
て温度および温度勾配を測定することが可能になったため、１ミリメートルオーダー以下
といった非常に微小な領域で各種の熱物性の測定を行うことができることが明らかとなっ
た。本発明は上記実施例に限定されるものではなく、他にも、図２から図４に示した熱物
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性測定装置や、熱伝導率、熱起電力の測定以外にも、微小試料の比熱、磁気比熱、磁気熱
伝導、ネルンスト係数等の様々な熱物性測定に適用することが可能である。
【００７８】
　以上で述べたように、基板と、基板上または基板内に設けられた断熱部と、この断熱部
内に微細加工技術を用いて作製した加熱素子、および感温素子とを少なくとも有し、加熱
素子と感温素子の両方に接して、非流動性材料からなる被測定試料を保持する熱物性測定
装置を用いることにより、非常に微小な試料、または微小領域であっても、その熱物性の
測定をすることが可能となる。また、２つ以上の断熱部をアレイ化して配置することによ
り、試料の熱物性値の位置依存性を測定することが可能となる。また、被測定試料の両端
に電極を設けることにより、同一の微小な被測定試料についての熱伝導率と熱起電力との
測定が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】熱物性測定装置の一例を示す概念図である。
【図２】熱物性測定装置の他の例を示す概念図である。
【図３】熱物性測定装置の他の例を示す概念図である。
【図４】熱物性測定装置の他の例を示す概念図である。
【符号の説明】
【００８０】
１　　基板
２　　断熱部
３　　加熱素子
４　　感温素子
５　　読み出し電極
６　　被測定試料
７　　ヒートシンク
８　　熱浴
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