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第1章 序論

1.1 緒言
本論文は，摺動時のナノメートル厚さ液体潤滑膜の変形を可視化する二段結像型エリ
プソメトリー顕微法について，そのコンセプトの提案と原理確認を行い，また，性能の
向上を図り，さらに，高感度な摩擦力測定法との同時計測を検討したものである．
本章では，まず研究の背景を述べ，磁気ディスク装置などの微小機械におけるマイク
ロ・ナノトライボロジー現象の解明のために，摺動時のナノメートル厚さの液体潤滑膜
の変形を可視化することの重要性を述べ，可視化法に要求される性能について議論する．
次に，各種可視化法について，その測定原理と可視化に要求された性能を満足するか議
論し，二段結像型エリプソメトリー顕微法との同時計測を実現する摩擦力測定法につい
ても議論する．さらに，本論文で着目するエリプソメトリー顕微法に対して，その課題
について説明する．最後に，本研究の目的と本論文の構成について述べる．

1.2 研究背景

1.2.1 マイクロ・ナノトライボロジー
摺動する二物体間には摩擦が発生する．機械は多くの摺動面を有するため，摩擦によ
ってその性能や信頼性が影響を受ける．したがって，性能や信頼性の面から摩擦を制御
することは工業製品において重要である．摩擦は物体の運動を妨げる方向に作用し，エ
ネルギーの散逸を伴う．したがって，省エネルギーや環境負荷低減の観点から，軸受け
や摺動部の摩擦低減が求められている．一方では，ブレーキやタイヤのように摩擦を積
極的に利用する技術も存在する．これら摩擦・潤滑を総合的に扱う学問としてトライボ
ロジーが発展し，摩擦現象の解明に向けて様々な研究が行われている．また，近年は機
械の微細化技術が急激に進歩し，マイクロ・ナノスケールの機械が誕生している．重力
や慣性力などの体積に比例する力(体積力)は寸法の 3 乗に比例するのに対して，摩擦力
や粘性抵抗力などの表面積に比例する力(表面力)は寸法の 2 乗に比例するため，機械の
寸法の微小化に伴い，摩擦力，粘性抵抗力，表面張力や，ファンデルワールス力などの
表面力の影響が支配的となる．マイクロ・ナノスケールの微小機械を実用化するために
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は，摩擦を減らす潤滑技術の確立が必須である．しかし，取り扱う対象がマイクロ・ナ
ノメートルサイズであるため，実験的に現象を把握することは容易ではなく，微小領域
における機械運動，特に摩擦力等の表面力を含む運動に関しては体系的な現象理解に至
っていないのが現状である．そこで，マイクロ・ナノスケールの潤滑技術の確立には，
表面力の影響を実験的に解明することが有効である．
マイクロ・ナノスケールの潤滑技術が応用されている製品として磁気ディスク装置
(Hard Disk Drive: HDD)がある[1]．その概略図を Fig. 1.1 に示す．サスペンションアーム
の先端に位置する磁気ヘッドで，磁気ディスク上のデジタルデータの記録・再生を行う．
磁気ヘッドはスライダに搭載されており，回転に伴うディスク上の空気流により発生す
る動圧を利用して，磁気ヘッドを浮上走行させている．また，サスペンションアームの
付け根にあるボイスコイルモータでディスク半径方向の位置決めを行う．スピンドルモ
ータにより磁気ディスクは 4000~15000 rpm で回転され，周速度は 1~20 m/s に達する．
コンピュータを始め，スマートフォンやテレビなどの普及によって，多くのデジタル
データが生み出されている．また，このデジタルデータは，個々の端末内のみならず，
インターネットを介して，データセンターやサーバに莫大な量が保存されている．この
デジタルデータの情報量は，近年，爆発的に増大し，2007 年には世界に存在するデジ
タルデータの総量が情報ストレージの総容量を超えたと報告されている[2]．このデジ
タルデータ総量とストレージ総容量のギャップは，年々拡大しており，2020 年には生
み出されたデジタルデータ総量がストレージ総容量の 2.5 倍に達するという見積りもあ
る[2]．このようなデジタル情報量の爆発的な増加に対応するため，ストレージ容量も
増加させなければならない．また，データストレージに対するコストも同時に削減する
必要がある．世界に存在するストレージ容量の大部分は HDD により賄われており[3]，
情報ストレージにおいて HDD は欠かせないものである．HDD はその記録容量の大きさ
と単位デジタルデータ量あたりのコスト(ビットコスト)の 2 点で優れており，今後，情
報ストレージ容量の増大に対してより重要度を増すと考えられる．HDD の記録容量を
増大させ，ビットコストを低減するためには，単位面積当たりの記録容量(記録密度)を
増加させる必要がある．つまり，磁気ヘッドが発生させる磁界によって記録されるビッ
トセルのサイズをより小さくしなければならない．磁界は発生点から距離が離れるに従
って広がり，その強さは距離の 2 乗に反比例するため，小さな領域に十分な強さの磁界
を発生させるためには磁気ヘッドのサイズを小さくするのと同時に，磁気ヘッドをより
磁気ディスクに接近させなければならない．
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磁気ディスクと磁気ヘッドが相対的に運動する領域はヘッド・ディスクインターフェ
イス(Head Disk Interface: HDI)と呼ばれる．この HDI の概略図を Fig. 1.2 に示す．スライ
ダと磁気ディスク間のすき間は回転方向に狭くなっており，磁気ディスクが回転した際
の空気流による動圧を利用してスライダを浮上する．また，スライダ表面は ABS(Air
bearing surface)と呼ばれる凹凸形状をしており，スライダを浮上させる正圧と，スライ
ダを引っ張る負圧の釣り合いにより安定的な浮上走行を実現している．磁気ディスクは，
アルミニウム，またはガラス基板の上に下地層が形成され，その上に情報を記録する磁
性層が塗布される．また，磁性層を保護する目的で，ダイヤモンドライクカーボン
(Diamond-Like-Carbon: DLC)膜を形成し，最上部にはナノメートル厚さの液体潤滑剤に
よる潤滑膜が塗布されている．さらに，スライダ表面も摩耗と腐食を保護するために
DLC 膜で覆われている．前述の通り，記録密度を増大させるためには，磁気ヘッドと
磁気ディスクを接近させなければならない．より厳密に言うと，磁気ヘッドと磁性層の
間隔を狭小化させなければならない．この距離を磁気すき間と呼ぶ．磁気すき間を小さ
くするということは，その間にある層を薄くしなければならない．したがって，現在で
は，DLC 膜の厚さは 3~4 nm，潤滑膜の厚さは 2 nm 以下にまで薄膜化している．また，
ヘッド素子内部のヒーターによって熱を発生させ，熱膨張により記録・再生素子部分を
突き出させて，さらに磁気すき間を狭小化させる Dynamic fly height (DFH)制御が行われ
ている．本制御により，スライダ面と潤滑膜表面間の浮上量が 8~10 nm であっても，記
録・再生素子部分を 1 nm 程度のすき間までディスクに接近させることが可能である[4]．
記録密度の向上のためには，さらなる磁気すき間の狭小化が不可欠であるため，磁気ヘ
ッドを潤滑膜に部分的に接触させながら情報の記録・再生を行う Near contact recording
方式や，磁気ヘッドを潤滑膜に常時接触させながら情報の記録・再生を行う Contact
recording 方式が検討されている[5]．数 nm のすき間に挟まれた液体の挙動は，液架橋形
成によるラプラス圧や固体基板から受ける相互作用に起因する 分離圧等のミクロな領
域で顕在化する力の影響を受け，マクロな流体と挙動が異なり，摺動時に発生する摩擦
力の大きさも不明である．したがって，Contact recording 方式の HDI のようなナノメー
トル厚さ液体潤滑膜を介した潤滑法の確立には，摺動時の潤滑膜の挙動を明らかにする
必要がある．このような現象の解明には，ナノメートル厚さの液体潤滑膜を摺動した際
の変形と摩擦力の関係を定量的に解明することが有効であるが，定量化のための計測法
は確立されていない．つまり，現象の解明のためにナノメートル厚さ液体潤滑膜を摺動
した際の変形と摩擦力の同時計測法を確立しなければならない．
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Fig. 1.1 Schematic of a hard disk drive.
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Fig. 1.2 Schematic of head-disk interface.

1.2.2 可視化法に要求される性能
前項までに述べたように，HDD の記録密度の向上を目指した Near contact recording
方式や Contact recording 方式の HDI を実現するためには，ナノメートル厚さの液体潤滑
膜を摺動した際の変形と摩擦力の関係を明らかにすることが求められ，変形と摩擦力の
同時計測法を確立する必要がある．本項では，現在使用されている磁気ヘッドによりナ
ノメートル厚さの液体潤滑膜を摺動する場合を想定し，潤滑膜の変形の空間スケールを
見積ることによって，可視化法に要求される性能について議論する．また，摺動時の摩
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擦力を測定する方法と可視化法を両立するために必要な条件についても検討する．
現行の磁気ヘッドで潤滑膜を摺動する場合，DFH 制御による突出部で潤滑膜を摺動
する．突出部が潤滑膜を貫通し，その頂点と基板がちょうど接触する高さで摺動する場
合，Fig. 1.3 に示すように，突出部により潤滑剤が排除され摺動痕が形成される．排除
された潤滑剤は摺動痕の周辺に堆積され，実際の摺動痕の形状は複雑になると考えられ
るが，簡略化のため今回の計算では排除された潤滑剤の影響は無視する．突出部の球形
部分の高さは膜厚よりも大きいため，球による摺動と見なすことができる．この時，突
出部により形成される摺動痕の幅 l は，断面の幾何形状から以下の式で与えられる．

l  2 2 Rh .

(1.1)

ここで，R は突起の曲率半径，h は膜厚を表わす．また，式(1.1)により与えられる摺動
痕の幅は，排除された潤滑剤の影響を無視した場合，摺動痕の最小の変形であるため，
測定系に要求される性能に対して厳しくなると考えられる．突起の形状は磁気ヘッド毎
に異なるため，今回の見積りでは，Fig. 1.4 に示すような曲面部分の高さが 7.5 nm の断
面半径 10 m の円筒突起を典型値として使用する[6]．この突起の先端の曲率半径はそ
の幾何形状から R = 6.7 mm と見積もられる．また，膜厚として h = 1 nm を仮定すると，
式(1.1)より，l = 7.3 m と見積もられる．
潤滑膜は液体であるため，摺動後に流動することが考えられる．したがって，形状と
同時に流動の時間スケールも見積もる必要がある．摺動後の潤滑膜は外部から力を受け
ないため，自然流動により元の摺動痕の無い状態に修復する．そこで，拡散により潤滑
剤が流動する場合を考える．基板上の潤滑剤は，蒸発を無視すれば高さ方向に拡散する
ことはない．拡散により距離 x を流動するのに要する時間オーダーt は，次式で見積も
られる．

t

x2
.
D

(1.2)

ここで，D は拡散係数であり，HDD に使用される無極性潤滑剤で約 10-13 m2/s である[7]．
摺動痕の幅は 7.3 m であるため，計測する大きさのオーダーは 1 m である．したがっ
て，x = 1 m として式(1.2)を計算すると t = 10 s と見積もられる．
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Fig. 1.4 Shape of a protrusion by DFH on a head slider.

これらの見積りから，可視化法には以下に示す性能が求められる．
(i)幅 7.3 m の摺動痕を観測するためには，面内方向の分解能として 1 m 程度が必要と
なる．
(ii)摺動痕の場所毎に計測のタイミングが異なると流動現象を正確に観測できないので，
摺動痕全体を一度の測定で観測可能な数十m の視野が必要である．
(iii)摺動する潤滑膜の厚さは 1 nm であるため，膜厚方向の分解能として 0.1 nm 程度が
必要である．
(iv)流動の時間スケールが 10 s なので，1 s 以下の時間分解能が必要である．

上記の条件に加えて，以下の条件も必要となる．

(v)摺動時の摩擦力を計測する装置を摺動部に配置するスペースがある．
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したがって，摺動時のナノメートル厚さ液体潤滑膜を可視化するためには，可視化技術
が上記の五つの条件を満足する必要がある．
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1.3 摺動時のナノメートル厚さ液体潤滑膜の測定方法
本節では，摺動時のナノメートル厚さ液体潤滑膜の変形の可視化法および摩擦力測定
法に対して，既存の測定技術が適しているか議論する．

1.3.1 ナノメートル厚さ液体潤滑膜の可視化法
本項では，既存の可視化法が 1.2.2 項で得られた条件を満足するかについて議論する．
まず，エリプソメトリーを応用したエリプソメトリー顕微法，およびその発展形である
高分解能エリプソメトリー顕微法の測定原理と適用可能性について述べる．次に，フー
リエ変換赤外分光光度計の原理と適用可能性について議論する．最後に，走査型プロー
ブ顕微法の中で広く利用されている原子間力顕微法について測定原理と適用可能性 に
ついて述べる．

1.3.1.1 斜め観察型エリプソメトリー顕微法
エリプソメトリー顕微法は，第 2.1.1.3 項で述べる消光型エリプソメトリーの原理を
用いて，試料からの反射光の偏光状態の分布を偏光素子によって明暗像に変換し，
Charge-coupled device (CCD)カメラなどの撮像素子を用いて，膜厚の面内分布を画像と
して測定する技術であり，R. Cohn ら[8]や D. Beaglehole[9]，最近では H. Motschmann ら
[10][11]や K. Fukuzawa ら[12]-[16]による研究報告がある．Fig. 1.5 (a)にエリプソメトリ
ー顕微法の概略図を示す．消光型のエリプソメトリーの原理を用いて，偏光子と  /4 板
により基板領域からの反射光が直線偏光となるように設定し，検光子を通過させ，膜厚
の厚さを輝度値に変換する．走査機構を用いずに面内の広い領域の膜厚分布を計測する
ため，原理的に撮像素子の撮影速度での測定が可能である．また，K. Fukuzawa らの論
文により，磁気ディスク上の液体潤滑膜の計測において 0.2 nm の膜厚分解能が報告さ
れている[14]．さらに，試料を斜め方向から観察するため，摩擦力測定法で試料を摺動
するプローブを配置するスペースを確保することができる．
エリプソメトリー顕微法では，対物レンズを用いて像を観察する．面内分解能 は，
斜め方向から観察を考慮したレイリーの基準[17]により次式で見積もられる．
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  0.61


NAcos

.

(1.3)

ここで， は光の波長，は入射角(試料面の法線から対物レンズ光軸までの傾き角)であ
る．また，NA は対物レンズの開口数(Numerical Aperture: NA)であり，以下の式で与え
られる．

NA  n sin  .

(1.4)

ここで，n は試料と対物レンズ間の媒質の屈折率， は対物レンズの中心とレンズ端を
結ぶ直線と光軸が成す角である．この時，視野の大きさ w は，対物レンズの焦点深度
内に入った試料面の大きさであるため，Fig. 1.5 (b)の幾何的な関係から以下の式で与え
られる．

w


NA 2sin 

.

(1.5)

式(1.3)，(1.5)より，面内分解能は NA に反比例し，視野は NA の二乗に反比例する．し
たがって，対物レンズの NA を大きくして面内分解能を向上すると，視野は急激に小さ
くなってしまう．例えば，市販されている対物レンズで最大の開口数 NA = 0.95 のもの
を用いて，波長  = 680 nm の光により，エリプソメトリーで高いコントラストを達成す
るため  = 70°で観測する場合を考える．この時，面内分解能は  = 1.3 m，視野は w = 0.8
m になると式(1.3)，(1.5)より見積もられる．つまり，1 m 程度の面内分解能を達成し
ようとすると，視野が面内分解能を下回ってしまう．つまり，面内分解能と視野は互い
に相反関係にあり，両立は不可能である．ここで以下のような視野に対する面内分解能
の割合 を導入する．

Γ


w

 0.61NAtan  .

(1.6)

例えば， が 1 を超える場合は，視野が面内分解能より小さくなる．すなわち， は 1
よりできるだけ小さいほうがよい．面内分解能が視野の 1/10 であるとする( = 0.1)．第
2.1.1.1 項で述べるように，入射角 は 70°前後が必要である．この時，開口数は式(1.6)
から NA = 0.06 と計算される．したがって，使用する対物レンズの NA は 0.1 程度が限
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Fig. 1.5 Field of view in ellipsometric microscopy. (a) Schematic setup for ellipsometric
microscopy. (b) Depth of focus and field of view in ellipsometric microscopy.
界で，この時の面内分解能 は 12 m 程度である．すなわち，斜め方向から試料を観測
するエリプソメトリー顕微法では，可視光の領域で第 1.2.2 項に述べた面内分解能 1 m
程度を達成するのは困難である．

1.3.1.2 垂直観察型エリプソメトリー顕微法
エリプソメトリー顕微法では，試料を斜め方向より観察するため，面内分解能と視野
は互いに相反する関係にあり，前項で説明したように，1 m 程度の面内分解能の達成
は困難である．試料を斜めから観察するということは，式(1.3)，(1.5)において，  0 で
あることに相当する．ここで， = 0 のとき，式(1.5)より，w は NA の大きさに関係なく
無限大に発散する．つまり，視野は NA に依存しない．また，式(1.3)より，  = 0 のと
き は最小になり，面内分解能は最高となる．したがって，一般的な光学顕微法と同様
に，試料面と垂直になるように対物レンズの光軸を配置すれば，面内分解能の向上と視
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野の確保を両立できる．このような試料面に対して垂直に対物レンズの光軸を配置する
エリプソメトリー顕微法が，K. R. Neumaier ら[18]，Q. Zhan ら[19]，F. Linke ら[20]や
K. Fukuzawa ら[21]により開発された．一般的な光学顕微法の構成では，Fig. 1.6(a)に示
すように，対物レンズが試料から離れていると反射光を導入できない．しかし，Fig.
1.6(b)のように対物レンズを接近させレンズ端に反射光を入射させようとしても，対物
レンズの鏡筒に照明光を遮られるため反射光を導入できない．そこで，高分解能エリプ
ソメトリー顕微法では，対物レンズ内に光学系を構成することが考案された． Fig. 1.7
に装置概略図と対物レンズ内の光学系を示す．対物レンズの後側焦点面に集光する光を
入射させると，対物レンズ前面から平行光が射出される．集光の位置を対物レンズ端に
移動させることによって，焦点を通り斜めに進行する平行光を作り出すことができる．
焦点の位置に試料を配置すると，反射の法則により，反射光は入射角と同じ角度で進行
するため，反射側でも入射側と同様な光学系になる．この時の照明光の入射角は式(1.4)
で与えられる．例えば，市販品の中で最も NA が大きな対物レンズ(NA = 0.95)を使用す
る場合，71.8°までの斜め照明を実現でき，エリプソメトリーのコントラストを得るの
に十分な入射角を達成できる．同時に，NA = 0.95 の対物レンズを使用し，例えば，入
射光の波長が  = 680 nm の場合，式(1.3)より 0.4 m の面内分解能を達成できる見込み
がある．Q. Liu らの研究により，0.5 m の面内分解能と，磁気ディスク上の液体潤滑膜
に対して 0.8 nm の膜厚分解能を達成している[22][23]．さらに，エリプソメトリー顕微
法と同様に，撮像素子の撮影速度まで時間分解能を向上できるため，1 s 以下の時間分
解能を実現できる．しかし，高 NA 対物レンズは作動距離が非常に短い．例えば，NA =
0.95 の対物レンズの場合，作動距離は一般的に 0.3 ~ 0.4 mm であり，摩擦力を測定する
プローブを配置するのは困難である．また，作動距離の長い対物レンズを使用すると，
NA を大きくできないため入射角を大きくできず，膜厚の違いによる明暗のコントラス
トが低くなってしまう．
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Fig. 1.6 Positional relationship between an objective lens and a sample. (a) Objective lens
far from sample. (b) Objective lens close to sample.
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Fig. 1.7 Schematic of setup for high-resolution ellipsometric microscopy. Enlarged
optical system in the objective lens is also shown in the inset.

1.3.1.3 フーリエ変換赤外分光光度計
フーリエ変換赤外分光光度計(Fourier transform infrared spectrometer: FT-IR)は，赤外線
を用いた分光光度計の一種で，試料の構造解析，その定性・定量分析や物質の同定に使
用される[24], [25]．分子内では，原子間の結合は特定の振動数で振動しており，その振
動数と等しい光は吸収される．このような原子間の結合の振動数は，一般的に赤外線波
長域の光の振動数であるため，測定には赤外光が用いられる．また，原子間の結合の振
動数は結合の種類により異なるため，吸収された光の振動数と吸収量を調べることによ
り，結合の種類と量を推定できる．つまり，試料を透過または反射した光のスペクトル
を調べればよい．このスペクトルの測定には，主に回折格子を用いて各波長の光を空間
的に分散させる方法(分散型 IR)とフーリエ変換を用いる方法(FT-IR)の二種類が存在す
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る．古くは分散型 IR が用いられていたが，近年はコンピュータの進歩により FT-IR が
主流になっている．Fig. 1.8 (a)に FT-IR の装置概略図を示す．装置は主に干渉計，試料，
検出器の三つからなっている．FT-IR の干渉計にはマイケルソン干渉計が用いられる．
光源から射出された多波長の赤外線光束は，ハーフミラーにより二つの光束に分割され，
それぞれの光束は固定鏡と移動鏡で反射される．これら二つの光束は再びハーフミラー
に戻り合成され，干渉光となり試料に入射し，透過または反射してきた光を検出器で測
定する．二光束の光路差は変化するため，移動鏡の位置の変化より干渉光の光強度は変
化する．この移動鏡の変位による光強度の変化をインターフェログラムと呼び，Fig. 1.8
(b)に示すような波形になる．ここで，試料で赤外吸収が発生した場合，吸収された波
長の光の強度が減少した多波長光のインターフェログラムが得られる(Fig. 1.8 (c))．そ
して，試料を透過した後のインターフェログラムをフーリエ変換すると，Fig. 1.8 (d)の
ような吸収された波長の強度が減少したスペクトルが得られる．このようにインターフ
ェログラムのフーリエ変換であるスペクトルから，吸収された光の波長と吸収量を測定
する．また，バックグラウンドの影響を抑えるため，参照試料を予め測定し，測定試料
のスペクトルを参照試料のスペクトルで除算処理する．この結果得られたスペクトルは
透過率スペクトルと呼ばれる．分光学における波数を  入射光の波長の逆数，
における透過率スペクトルを T()とするとき，1/ T( )の常用対数は吸光度スペクトル
A()と呼ばれ，ランベルト・ベールの法則[24]により以下の関係式が成立する．

A    log T    E  nh .

(1.7)

ここで，E()は試料の波数 における分子吸光係数，n は分子密度，h は膜厚を表わす．
したがって，吸収された光の波数における分子吸光係数 E()を予め測定しておき，分子
密度 n が一定であると仮定すると，式(1.7)より吸光度スペクトル A()は膜厚 h に比例す
る．つまり，吸収度スペクトルから，膜厚を推定できる．式(1.7)は，試料を透過した場
合のもので，磁気ディスクのような光を透過しない試料にはそのまま適用できない．そ
こで，磁気ディスクの測定ではエリプソメトリーのように斜め方向より試料へ光を入射
し，反射光のインターフェログラムを測定する．式(1.7)における膜厚は試料を通過した
距離を意味しているため，h を薄膜内で光の進んだ距離に置き直せば，磁気ディスク測
定においても式(1.7)を適用できる．FT-IR では 1 nm 程度の薄膜を測定可能であるが，
面内方向の分解能は照明光のスポット径に依存し，数百m が限界である．そこで，顕
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Fig. 1.8 Principle of FT-IR. (a) Schematic of FT-IR. (b) Interferogram before entering a
sample. (c) Interferogram after passing through the sample. (d) Spectrum obtained by
Fourier transform of interferogram after passing through the sample.
微鏡システムと組み合わせて空間分解能を向上する FT-IR 顕微法が開発されている[26]．
しかし，可視光の 10 倍程度の長さの波長の光を使用するため，空間分解能は 20~40 m
である[25][26]．したがって，第 1.2.2 項で述べたように，本研究で対象としている潤滑
膜上の摺動痕(Fig. 1.3)を測定するには不十分である．また，時間分解能は，一つのイン
ターフェログラムを測定するのは数十 ms を達成できる[24]．しかし，十分な信号雑音
比(Signal-to-noise ratio: SN 比)を得るために通常は複数のインターフェログラムを積算
するため，時間分解能は数 s のオーダーになり，ナノメートル厚さ液体潤滑膜の動的な
現象を測定するためには不十分である．

1.3.1.4 走査型プローブ顕微鏡
走 査 型 プ ロ ー ブ 顕 微 鏡 (Scanning probe microscope: SPM) は ， 走 査 ト ン ネ ル 顕 微 鏡
(Scanning tunneling microscope: STM)[27]や 原 子 間 力 顕 微 鏡 (Atomic force microscope:
AFM)[28]など，探針(プローブ)と試料間に働く様々な物理量を検出し，微小領域の表面
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形状や物性を測定する顕微鏡の総称であり，ナノスケールでの表面観察に飛躍的な発展
をもたらした．例えば Fig. 1.9 に示す AFM では，片持ち梁(カンチレバー)先端のプロー
ブと試料間に作用する原子間力による片持ち梁の変位を検出し，試料の表面形状やプロ
ーブと試料間に働く力を測定する．変位は，カンチレバー先端でレーザー光を反射させ，
カンチレバーが変位した際のレーザースポットの移動を分割型フォトダイオードで光
強度の差分信号として検出する．また，試料は x，y，z 方向それぞれに変位するピエゾ
の上に固定されている．測定時は x，y 方向のピエゾを変位させ試料を走査し，カンチ
レバーの変位がゼロとなるように z 方向のピエゾをフィードバック制御する．この時の
フィードバック量から試料表面の凹凸高さが得られ，これを xy 平面上にプロットする
ことにより試料の表面形状が得られる．面内分解能はプローブ先端の曲率半径と頂角に
左右され，これらが小さい程良くなる．例えば，気相成長法により作成した酸化亜鉛の
針状結晶をプローブとして使用した場合では，10 nm 以下の曲率半径と 2 ~ 4°の頂角が
達成されている[29]．また，z 方向の分解能はカンチレバーの変位検出能力によって決
まる．一般的にカンチレバーの変位検出の分解能は 0.1 nm オーダーと非常に高く，原
子レベルの凹凸形状の測定が達成されている[30]．このように SPM ではナノメートル
オーダーの高い空間分解能を有しているが，試料表面をプローブで走査する必要がある
ため，高速測定は原理的に難しい．一般的に，一画像を得るのに分オーダーの時間を必
要とする．近年は高速な AFM が開発され，一枚の画像を得るのに数十 ms が達成され
ている[31]．しかし，測定点には AFM のプローブが配置されるため，摩擦力測定法で
使用するプローブを同時に配置することは困難である．

Dual-partitioning photo diode

Laser

Cantilever
Probe

z
y

Sample

x

Piezo stage

Fig. 1.9 Schematic of an atomic force microscope.
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1.3.2 摩擦力測定法
本項では，ナノメートル厚さの液体潤滑膜を摺動した際，プローブに働く摩擦力の測
定法について紹介する．まず，表面力測定装置について説明し，その後，ファイバーウ
ォブリング法について述べる．

1.3.2.1 表面力測定装置
表面力測定装置(Surface force apparatus: SFA)は，Israelachvili らにより，対向する二つ
の表面間に働く垂直力を測定するために開発された[32]．SFA の装置概略図を Fig. 1.10
に示す．SFA では，直交した半円筒レンズの間に液体試料を挟み込むことによって測定
が行われる．半円筒レンズの表面にはへき開によって作成された雲母の小片が貼り付け
られており，原子レベルで平坦な表面が達成される．したがって，表面粗さに影響され
ない液体の粘弾性特性の測定ができる．また，表面をせん断する方向に駆動することに
より，トライボロジー特性の解析も可能である[33]．垂直力およびせん断力は，それぞ
れの方向の平行板ばねの変位とバネ定数から求められる．雲母間のすき間は白色光を用
いた干渉分光法により計測される[34]．装置下方から白色光を入射し，試料を透過した
光を対物レンズにより拡大して分光器で分光する．分光された光は CCD カメラで観察
される．雲母の裏面には銀膜が塗布されているため，二面間で多重反射する．したがっ
て，Fig. 1.10 のように CCD カメラでは，銀膜間のすき間の整数倍の波長の光が，y 方
向に並んで波長毎に観察される．また，雲母表面は半円筒レンズにより湾曲しているた
め，同じ波長の光は x 方向に円弧状に分布する．しかしながら，半円筒レンズはその質
量が大きく，平行板バネにより横方向の剛性は低い．故に共振周波数は 100 Hz 程度，
摺動速度は 10 m/s 程度であり，磁気ディスクの速度域での高速摺動は困難である[34]．
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Fig. 1.10 Schematic setup for a surface force apparatus.

1.3.2.2 ファイバーウォブリング法
ファイバーウォブリング法(Fiber Wobbling Method: FWM)は，先端を球状に加工した
光ファーバーを摺動子として用いて，プローブに加わるせん断力を高感度に測定する技
術であり，K. Fukuzawa らにより開発された[35]．Fig. 1.11 に原理図を示す．試料面に対
して相対運動する摺動プローブとして，先端を直径数十～数百m の球状に加工した光
ファイバーを使用する．プローブ先端の球と基板の間に試料となる潤滑剤を挟み込み，
プローブを試料面に対して平行に相対運動させ，その時のプローブのたわみを測定する
ことによりせん断力を検出する．本測定法では Fig. 1.12 に示すように，微小な変位測定
法として，プローブ先端の球部分(先端球)をマイクロ球レンズとして利用する．プロー
ブの振動面に対して垂直方向からレーザー光を入射し，先端球によって集光した後，二
分割型光位置センサ(Position Sensitive Detector: PSD)上にレーザースポットを投影する．
先端球が移動すると，レーザースポットも移動するので，プローブのたわみは PSD 上
のレーザースポットの位置より検出することができる．実際の測定では，プローブをピ
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エゾアクチュエータによって正弦的に加振し，先端球で試料を摺動した際の振動振幅・
位相の変化を測定することで液体潤滑膜の粘弾性特性を得る．変位の検出感度として
0.01 nm オーダーが達成されており，プローブのバネ定数は数十 N/m 程度であるため，
1 nN 以下の力測定感度を実現できる[36]．
また，Y. Hamamoto らは，固体表面の突起接触によってプローブに励起される共振振
動を検出することで，高感度に固体接触点を検出する方法を開発した[37]．プローブを
一定の振動数・振幅で加振しながら，プローブ先端と試料表面間とのすき間を連続的に
狭小化し，固体基板との接触が発生するまでの振幅と位相の変化を測定する．潤滑膜の
粘弾性測定において，プローブは，試料を摺動していない状態から，潤滑膜を摺動する
状態を経て，固体基板と固体接触する．プローブ先端と基板表面が固体接触する様子を
模式的に Fig. 1.13 に示す．摺動面を構成するプローブと固体基板の表面はどちらもいろ
いろな高さの突起がランダムに分布した表面粗さを持つ．そのため，固体接触が開始し
た直後では，Fig. 1.13 に示すように，固体表面に分布する突起同士の衝突が起こる．こ
の時，突起の微小変形により蓄えられた弾性エネルギーが，衝突後(突起同士の通過後)
に瞬時に解放されるために，プローブ先端にインパルス状の力が印加されると考えられ
る．インパルス状の力の入力は広帯域の振動数成分を含むため，突起衝突によりプロー
ブには固有振動が励起される．また，プローブを固体基板に押し込むほどに突起接触の
頻度が増加するため，プローブに励起される固有振動も大きくなる．したがって，プロ
ーブに固有振動が励起され始めた瞬間をプローブ先端と固体基板との接触点を同定す
ることができる．この方法によりすき間方向に 0.2 nm の精度で固体接触点を検出でき
る[37]．また，精度 0.1 nm のピエゾアクチュエータを用いてすき間を変化させることが
できる．さらに，光ファイバープローブは，摺動方向に剛性が低いのに対して，摺動の
すき間方向には剛性が高い．以上のように，FWM では，摺動のすき間を 0.1 nm 程度の
精度で制御することが可能である．
さらに，共振を利用して大振幅でプローブを加振し，摺動速度を 0.1 m/s 以上とする
高速化が試みられている[38]．これは，磁気ディスク上を磁気ヘッドが浮上走行する速
度に近い速度であり，より実現象に近い測定を可能とする．
以上のように，FWM は，摺動すき間を高精度に制御した高速摺動時のナノメートル
厚さ液体潤滑膜のせん断力や粘弾性の測定に優れており，これまでに磁気ディスク上の
高速摺動時のナノメートル厚さ液体潤滑膜の測定に用いられてきた[39]-[41]．したがっ
て，本研究では潤滑膜の摺動方法として FWM を用いることとした．
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Fig. 1.11 Principle of fiber wobbling method.
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Substrate

Displacement
Piezo actuator
(For displacement)

Fig. 1.12 Schematic of setup for fiber wobbling method. Deflection of probe is measured
by detecting displacement of a laser spot on a PSD.
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Optical fiber probe

Forced oscillation frequency, f
End ball
Lubricant film

Resonance frequency, freso

Substrate

Surface of end ball
Impulse input

Solid contact
Surface of substrate

Fig. 1.13 Principle of detection of solid contact using probe resonance.
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1.4 研究目的
HDD に代表されるナノメートル厚さの液体潤滑膜を用いた潤滑システムにおいて，
摺動時の潤滑膜の変形や挙動を実験的に解明するために，以下の条件を同時に満足する
摺動時のナノメートル厚さ液体潤滑膜を可視化する方法が必要である．
(i)

1 m 程度の面内分解能

(ii) 数十m の視野
(iii) 0.1 nm 程度の膜厚分解能
(iv) 1 s 以下の時間分解能
(v) FWM 用のプローブを設置できる空間的余裕
従来法では上記の要求条件を満たすことができない．特に，エリプソメトリー顕微法で
は，高い面内分解能で潤滑膜を像として直接可視化できる可能性があるものの，物体像
が撮像素子に対して斜めに結像するため，高い面内分解能での観測において視野が狭小
化する課題があった．そこで，本論文では上記の条件を満足するエリプソメトリー顕微
法を提案し，摺動時のナノメートル厚さ液体潤滑膜の可視化法を確立することを研究目
的とする．また，摺動すき間を高精度に制御したナノメートル厚さ液体潤滑膜を摺動し
た際の変形を可視化することを研究目的とする．

1.5 本論文の構成
本論文は全 6 章からなる．以下にその構成を示す．
第 1 章では，本研究の背景として，HDD に代表されるマイクロ・ナノトライボロジ
ーについて説明し，ナノメートル厚さの液体潤滑膜を用いた潤滑技術の確立の重要性に
ついて述べた．また，潤滑技術確立のためには摺動時のナノメートル厚さ液体潤滑膜の
動的な挙動を解明する必要がある．このために有効なナノメートル厚さ液体潤滑膜の可
視化法について従来法の問題点を挙げた．さらに，高精度なすき間制御可能な摩擦力測
定法の種類と本研究への適用可能性について論ずるとともに，本研究の目的を述べた．
第 2 章では，従来のエリプソメトリー顕微法における視野狭小化の問題を解決する，
二段階の結像系による新規なエリプソメトリー顕微法を提案する．そして，試作した顕
微鏡による検証実験を行い，二段階の結像系の実現可能性について検討する．さらに，
摺動時のナノメートル厚さ液体潤滑膜の可視化実験を行い，新規に考案した顕微法の課
題について検討する．
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第 3 章では，新規に考案した顕微法の膜厚分解能の向上について検討する．
第 4 章では，面内方向の結像特性について検討する．面内分解能と物体像の形状につ
いて実験的に検証する．
第 5 章では，摺動時のナノメートル厚さ液体潤滑膜の可視化について述べる．得られ
た結果を基に，その動的な挙動について考察する．
第 6 章では，以上の成果を総括する．
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第2章 二段結像型エリプソメトリー顕微法
従来のエリプソメトリー顕微法では，斜め方向からの観察により面内分解能を高くす
ると視野が狭小化してしまう問題があった．そこで，本章では，高い面内分解能と広い
視野を両立する二段結像型エリプソメトリー顕微法を提案する．まず，第 2.1 節で，二
段結像型エリプソメトリー顕微法の原理について幾何光学を用いて説明する．次に，第
2.2 節で，二段結像型エリプソメトリー顕微法を実際の光学系で実現するのに必要な設
計指針について論ずる．そして，第 2.3 節で，面内分可能，視野，摺動時のナノメート
ル厚さ液体潤滑膜の可視化についての原理確認実験の方法と結果を述べる．最後に，本
章で得られた実験結果から，研究目標である摺動時のナノメートル厚さ液体潤滑膜の可
視化に対する課題について述べる．

2.1 二段結像型エリプソメトリー顕微法の原理
本節では，二段結像型エリプソメトリー顕微法の原理について説明する．第 2.1.1 項
では，膜厚測定の基礎となるエリプソメトリーの基本的な原理について述べる．第 2.1.2
項では，従来型の課題を幾何光学の観点から論ずる．第 2.1.3 項では，光学系内の光路
を考慮したエリプソメトリー顕微法にモデルを拡張する．第 2.1.4 項では，二段結像型
エリプソメトリー顕微法の原理について説明する．第 2.1.5 項では，実際の光学系を構
成するために，二段結像型エリプソメトリー顕微法を無限遠補正光学系に拡張する．

2.1.1 エリプソメトリー
エリプソメトリーは，偏光状態が既知である光を試料表面に斜め方向から照射し，反
射に伴う偏光状態の変化を測定・解析することによって，試料の膜厚や複素屈折率を計
測する測定法であり，非接触，非破壊での測定が可能である．以下にエリプソメトリー
の原理と，その原理を応用し試料のある一定の膜厚を測定するエリプソメータついて述
べる．

23

2.1.1.1 基板で反射した場合の偏光状態
エリプソメトリーの原理を説明するにあたり，まずは空気/ガラス界面のような二物
体界面における光の入反射と透過について述べる[42]．試料に入射する光は，その光の
電場 E の振動方向から p 偏光と s 偏光に区別される．入射光線と反射光線を含む平面を
入射面と呼び，p 偏光は入射面に平行，s 偏光は入射面に垂直な方向となる．p 偏光と s
偏光の入反射の様子を電磁波のベクトルを用いて Fig. 2.1 に示す．また，p 偏光および s
偏光における試料界面での電場 E と磁束密度 B の関係を Fig. 2.2 に示す．Fig. 2.2(a)およ
び(b)はそれぞれ p 偏光および s 偏光について表わしており，(a)中の磁束密度 B は紙面
手前側を，(b)中の電場 E は紙面奥側を向いている．ここで，電磁波に対する境界条件
は，媒質の境界に平行な成分が入射側と透過側で等しくなることから与えられるので，
p 偏光において，電場 E および磁束密度 B に対する境界条件は次式で与えられる．

P polarization

Incident plane

S polarization

Sample

Fig. 2.1 Reflection of p polarized light and s polarized lights.

(a)

(b)
Erp

Eip

Eipcos i
ni
nt

Bip

i

– Erpcos r

r

Biscos i
Brp

t

ni
nt

Eis

i

– Brscos r

r
t

Etp
Btp

Brs

Bis

Etpcos t

Ers

Bts
Ets

Btscos t

Fig. 2.2 Electric field and magnetic flux density at sample surface boundaries. (a) P
polarized light. (b) S polarized light.
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Eip cos i  Erp cos r  Etp cos t .

(2.1)

Bip  Brp  Btp .

(2.2)

ここで，ip，rp，および tp の添え字は，それぞれ p 偏光に対する入射(i)，反射(r)，およ
び透過(t)を示している．また， i，  r，および t は，入射角，反射角，および屈折角を
示している．また，真空中の光速度を c とすると，電場 E と磁束密度 B の関係は次式
で与えられる．

E  cB .

(2.3)

E  sB ,

(2.4)

上式は屈折率 n の媒質中では

となる．ただし媒質中の光の速度 s = c/n である．これを用いて式(2.2)を書き換えると
次式が得られる．





ni Eip  Erp  nt E tp .

(2.5)

式(2.1)および(2.5)から Etp を消去し，反射の法則 i = r を用いると，以下のように定義
される p 偏光の振幅反射係数 rp は次式で与えられる．

rp 

Erp
Eip



nt cos i  ni cos t
.
nt cos i  ni cos t

(2.6)

式(2.1)および(2.5)から Erp を消去すると，以下のようにで定義される p 偏光の振幅透過
係数 tp は次式で与えられる．

tp 

Etp
Eip



2ni cos i
.
nt cos i  ni cos t

(2.7)

同様に，s 偏光に対する境界条件は，is，rs，および ts の添え字をそれぞれ s 偏光に対
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する入射，反射および透過として次式で与えられる．

Eis  Ers  Ets .

(2.8)

Bis cos i  Brs cos r  Bts cos t .

(2.9)

これらから，s 偏光に対する振幅反射係数 rs，ならびに振幅透過係数 rt は，p 偏光の場
合と同様にそれぞれ次式で与えられる．

rs 

Ers ni cos i  nt cos t
.

Eis ni cos i  nt cos t

(2.10)

ts 

Ets
2ni cos i
.

Eis ni cos i  nt cos t

(2.11)

上記の式(2.6)，(2.7)，(2.10)，および(2.11)は，フレネル方程式と呼ばれる．
物質に光吸収が無く，光が物質中を透過する場合には，電磁波の物質中の伝搬は屈折
率 n だけで決定される．しかし，入射した光をほとんど吸収してしまう物質もあり，屈
折率だけではこのような状態を表すことができない．そこで，物質による光の吸収を表
現するために消滅係数 k を導入し，複素屈折率 N を次式で定義する．

N  n  ik .

(2.12)

フレネル方程式は，屈折率 n を複素屈折率 N で置き換えてもそのまま成り立つ[42]．こ
の場合には振幅反射係数および振幅透過係数は複素数となる．まず，スネルの法則に複
素屈折率を導入すると，スネルの法則は次式で表される．

N i sin  i  N t sin  t .

(2.13)

sin2 + cos2 = 1 と式(2.13)から次式が得られる．

N t cos t  N t  N i sin 2  i .
2

2
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(2.14)

式(2.14)を用いると，反射に対するフレネル方程式は次式で表される．

N ti cos i  N ti  sin 2  i
2

rp 

2

N ti cos i  N ti  sin 2  i
2

2

cos i  N ti  sin 2  i

.

(2.15)

2

rs 

cos i  N ti  sin 2  i
2

.

(2.16)

ここで，Nti は相対屈折率で，Nti = Nt/Ni で与えられる．また，複素数を極座標を用いて
表すと，反射に対する振幅係数は次式で与えられる．

rp  rp exp i rp .

 

(2.17)

rs  rs exp i rs  .

(2.18)

ここで， rp および rs はそれぞれ反射光の p 偏光および s 偏光の位相を表す．
エリプソメトリーを用いた実際の測定は光の強度 I を計測することになる．電磁波の
光の強度を電場 E で表すと，比例係数を無視すれば電場の絶対値の二乗で与えられる．

I  E  EE  .
2

(2.19)

ただし，光の透過率の計算には透過後の媒質の相対屈折率 n を考慮した次式を用いる．

I  nE .
2

(2.20)

ここで，光の反射率を定義する．光の反射率 R は入射光強度 Ii と反射光強度 Ir の比で
以下のように定義される．
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Ir
.
Ii

R

(2.21)

したがって，p 偏光，および s 偏光の反射率はそれぞれ次式で与えられる．

Rp 

I rp
I ip



Erp

2
2

 rp .

Eip

I
E
Rs  rs  rs
I is
Eis

(2.22)

2
2

 rs .

(2.23)

透過光では，入射光と透過光の断面積が変化するため，その比である cost/cosi を掛け
合わせ，p，s 偏光の透過率は次式で与えられる．

 n cos t
Tp 
  t
I ip cos i  ni cos i

 Etp

 Eip

2

I cos t  nt cos t
Ts  ts

I is cos i  ni cos i

 E ts

 Eis

2

I tp cos t

 n cos t
  t
 ni cos i

 2
 t p .


(2.24)

 n cos t
  t
 ni cos i

 2
 ts .


(2.25)

p 偏光と s 偏光がランダムに同じ割合で混合する自然光において，反射率 Rn は次式で与
えられる．

Rn 

Rp  Rs
2

.

(2.26)

本研究において使用を想定する空気/磁気ディスク界面での反射を考える．空気の複
素屈折率を Ni = 1 – i0，磁気ディスクの代表的な複素屈折率を Nt = 2.35 – i3.95，とする
と，入射角に対する p，s 偏光の反射率を示したのが Fig. 2.3 である．Rs は i を大きくす
ると増加する．また，Rp は B’をおいて最小値をとる．この入射角 B’を擬ブリュースタ
ー角と呼び，空気/磁気ディスク界面では B’ = 77.3°である．このように p，s 偏光の振幅
反射係数が異なるのは，媒質界面における原子の電気双極子放射の振動方向と反射光の
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a.u.
Reflection coefficient, R
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R
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Rn

0

0
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degree
Incident angle, i

Fig. 2.3 Reflection coefficient at different incident angles. Red dashed line represents
reflection coefficient of p polarized light, blue chained line represents reflection
coefficient of s polarized light, and green solid line represents average reflection
coefficient.
振動方向が p，s 偏光で異なり，強め合ったり弱め合ったりするためである．通常，エ
リプソメトリー測定における入射角は，擬ブリュースター角付近に設定される．これは，
エリプソメトリーでは第 2.1.1.3 項で述べる振幅反射係数の比 rp/rs が測定するため， B’
で最も測定感度が高くなるためである．以上のように，エリプソメトリーに基づく測定
では，入射角 i = 60° ~ 80°が必要である．

2.1.1.2 薄膜の光学干渉
様々な位置からの光を観察すると，波の重ね合わせにより光学干渉が発生する．この
光学干渉は基板上に形成した薄膜によっても発生し，エリプソメトリーではこの干渉効
果を利用して膜厚や試料の屈折率を決定している．
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Fig. 2.4 Reflection and transmission model at interface of air/film/substrate.

基板上に形成された薄膜に対する光学モデル（空気/薄膜/基板）を Fig. 2.4 に示す．
N0 ，N1 ，および N2 はそれぞれ空気，薄膜，および基板の複素屈折率である．また，h
は薄膜の厚さである．薄膜による光の吸収が小さい時には，入射光は薄膜表面および薄
膜/基板界面で反射される．この時，点 A で反射された光（1 次光）は，点 A で屈折し
て薄膜中へ入射後に点 B で反射された光（2 次光）と重なり合って光学干渉が発生する．
A→D と進む一次光は，A→B→C と進む 2 次光と干渉するため，その光路長の差はその
幾何学的な距離の差 AB  BC  AD から算出することができる．この時の 1 次光と 2 次
光の光路長の差による入射光の波長  を基準とした時の位相変化 は次式で与えられる．



4hN1  1  sin 2 1  4hN1


cos 1 .
  cos 1 


(2.27)

この位相変化は 2 次光が薄膜内を 1 往復した時の変化を表わしている．今後は，その半
分の位相差である位相膜厚  を用いる．  は式(2.14)を用いて次式で与えられる．



2h



N1 cos 1 

2h



N1  N 0 sin 2  0 .
2

2

(2.28)

薄膜表面および薄膜/基板界面での多重反射を考慮した光学干渉を示した Fig. 2.4 中にお
いて，rjk および tjk はそれぞれの界面における振幅反射係数および振幅透過係数を示す．
式(2.6)，(2.7)，(2.10)，(2.11)のフレネル方程式から，p，s 偏光に対して以下のフレネル
方程式が得られる．
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rjk, p 
rjk,s 
t jk, p 
t jk,s 

N k cos  j  N j cos  k
N k cos  j  N j cos  k
N j cos j  N k cos k
N k cos j  N j cos k
2 N j cos j
N k cos j  N j cos k
2 N j cos j
N j cos j  N k cos k

.

(2.29)

.

(2.30)

.

(2.31)

.

(2.32)

ここで，j，および k は層の種類を表し，0，1，および 2 はそれぞれ空気，薄膜，およ
び基板に対応する．2 次光の光路長の違いにより生じる位相変化は，位相膜厚  を用い
て exp(–2 )で表される．そのため，それぞれの界面における振幅係数と位相変化の掛け
合わせ t01t10r12exp(–2 )によって 2 次光は表現できる．したがって，媒質/薄膜/基板にお
ける最終的に観察される振幅反射係数 r012 は，1 次，2 次，3 次…と高次の反射光を全て
足し合わせることにより，以下のように求めることができる．

r012  r01  t01t10 r12 e i 2   t01t10 r10 r12 e i 4   t01t10 r10 r12 e i 6      .
2

2
3
無限級数 y  a  ar  ar  ar    

2

3

(2.33)

は r < 1 の時，y = a/(1 – r)となるため，式(2.33)は

次式にまとめる事ができる．

r012

t 01t10 r12 e i 2 

.
1  r10 r12 e i 2 

(2.34)

式(2.29)，(2.30)，(2.31)，および(2.32)から，r10 = –r01，および t01t10 = 1 – r012 が成り立つ．
したがって，式(2.34)は次式で与えられる．

r012 

r01  r12 e i 2 
.
1  r01 r12 e i 2 
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(2.35)

同様に，振幅透過係数 t012 は以下のように求めることができる．

t 012 

t 01t12 e  i
.
1  r01 r12 e i 2 

(2.36)

したがって，p，s 偏光に対する振幅反射係数および振幅透過係数は以下の式で与えられ
る．

r012 ,p 

r012 ,s 

t012 ,p 

t012, s 

r01,p  r12 ,p e i 2 

.

(2.37)

.

(2.38)

.

(2.39)

.

(2.40)

1  r01,p r12 ,p e i 2 
r01,s  r12 ,s e i 2 
1  r01,s r12,s e i 2 
t01,p t12, p e  i
1  r01, p r12, p e i 2 

t01,s t12,s e i
1  r01,s r12,s e i 2 

式(2.22)，(2.23)から，p，s 偏光に対する反射率は以下の式で得られる．

2

Rp  r012 ,p .
2

Rs  r012, s .

(2.41)

(2.42)

2.1.1.3 エリプソメトリーによる膜厚計測
エリプソメトリーでは，式(2.37)，(2.38)で表わされる反射光の偏光状態の変化から，
光学定数や薄膜などを測定する．このエリプソメトリーの測定原理を Fig. 2.5 に示す．
この図では入射光 p，s 偏光の振幅が等しく，p，s 偏光間の位相差が 0 である Eip = Eis
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Fig. 2.5 Change in polarization state between incident and reflected lights.

の場合を示している．また，位相差が 0 または である光を直線偏光と呼ぶ．
エリプソメトリーでは，試料で反射した p，s 偏光の位相差と振幅比を角度で表した

( Δ,Ψ ) を測定することにより膜厚や屈折率の決定を行う．式(2.17)，(2.18)で示した振幅
反射係数の複素数表示を用いると，位相差 および振幅比 は次式で与えられる．
Δ   rp   rs .

Ψ  tan 1

rp
rs

(2.43)

.

(2.44)

この反射光の偏光状態(, )を決定するためには，偏光素子を組み合わせた測定装置が
必要である．偏光素子は，偏光子(Polarizer)，検光子(Analyzer)，補償子(Compensator)に
分類される．偏光子は非偏光な光から直線偏光を得る時に使われ，検光子は偏光状態を
決定する時に使用される．補償子は主に直交する偏光成分間に位相差を与える目的で使
われ，波長板とも呼ばれる．直交する二軸を進相軸と遅相軸と呼び，光の波長  に対し
て進相軸と遅相軸間で  /4 の位相差が生じる波長板を  /4 板(Quarter wave plate)， /2 の位
相差が生じる波長板を  /2 板(Half wave plate)と呼ぶ．エリプソメトリーの測定法には，
偏光素子の配置の違いによって消光型[43]，回転検光子型[44][45]，回転補償子型[46][47]，
位相変調器型[48][49]などに分類される．本論文では，膜厚の高精度・高速な測定が可
能で，装置構成が簡素な消光型エリプソメトリー(null-ellipsometry)の原理について説明
する．
消光型エリプソメトリーの概念図を Fig. 2.6 に示す．偏光子， /4 板，試料，検光子，
検出器の順で構成される．光源からの光を偏光子と  /4 板により楕円偏光として，斜め
方向より試料へ入射させる．この時の楕円偏光の位相差 は，基板露出領域からの反射
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光がちょうど直線偏光となるように，すなわち，位相差 が 0 または となるように偏光
子と  /4 板によって補償する．したがって，基板領域からの反射光は検光子によって消
光される．この基板部分から反射光を検光子で打ち消す条件を消光条件と呼ぶ．また，
薄膜領域からの反射光は，薄膜の屈折率への寄与により楕円偏光の状態を保ち，検光子
の透過方向の電場を有する光が生じるため検光子を通過する．そして，薄膜領域からの
反射光の楕円偏光の状態は膜厚に応じて変化するため，検光子を通過後の光強度も膜厚
に応じて変化する．つまり，これを用いて膜厚などを解析することが可能となる．
次に，Fig. 2.6 で示した系において，膜厚の変化に対して測定される光強度の変化を
理論的に算出する．消光型エリプソメトリーの装置概略図を Fig. 2.7 に示す． 消光型エ
リプソメトリーでは，各光学素子を回転させることにより消光条件を作り出す．偏光子，

 /4 板，および検光子の p 軸からの回転角を，それぞれ P，Q，A とする．

Randomly-polarized light
Polarizer

Analyzer

Detector

Linearly-polarized light

Light source
Film
Substrate

Quarter-wave plate
Elliptically-polarized light

Fig. 2.6 Set

up

for

extinction

of

a

reflected

light

from

substrate

region.

Linearly-polarized light from the substrate region is stopped by the analyzer. On the
other hand, elliptically-polarized light from the film region passes through the analyzer.

Sample

Q

E1

A

P
s

E2

p

E0

p

s

E

Quarter-wave plate

Analyzer

Polarizer
Detector

Light source

Fig. 2.7 Schematic of setup for null-ellipsometry.
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この算出にあたり，まず，光の偏光状態を表すジョーンズ行列[42]を導入する．例えば，
p，s 偏光をジョーンズ行列により表現すると以下のようになる．

E 
E   p .
 Es 

(2.45)

ここで，Ep，および Es は，それぞれ光の電場ベクトルの p および s 軸方向の成分である．
このように光の電場ベクトルを行列で表現可能となる．また，光学素子の作用も 2×2
のジョーンズ行列で示すことができる．例えば，p 軸に透過軸がある偏光子のジョーン
ズ行列 P は以下の行列で与えられる．

1 0
P
.
0 0 

(2.46)

検光子のジョーンズ行列 A は，偏光子と同じで，P と同じ行列で与えられる．また， /4
板のジョーンズ行列 Q は，p 軸に進相軸を設定する時には次の行列で与えられる．

0
1
 1 0 


Q  0 exp  i    
.

 0  i 

2





(2.47)

さらに，試料での反射も光学素子を通過した場合と同様に扱うことができ，試料のジョ
ーンズ行列 S は次の行列で表わされる．

r012 , p
S
 0

0 
.
r012 , s 

(2.48)

ここで，r012,p，r012,s は式(2.37)，(2.38)で求めた空気/薄膜/基板で構成された多層膜に対
する p，s 偏光の複素振幅係数である．加えて，光学素子の回転による効果を表すため
に，p 軸から角度 X 回転した光学素子に回転行列 R を用いる．
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 cos X
RX   
 sin X

sin X 
.
cos X 

(2.49)

そして，光が偏光子や試料を通過・反射する毎に行列の左側から対応するジョーンズ行
列をかけることにより行われる．
白色ランプ光源のようなランダム偏光光源から出た光のうち偏光子を通過した光 E0
は，p 軸から角度 P だけ傾いた方向に振動する直線偏光となる．これに回転行列を掛け
合わせて p，s 成分に分解すると，E0 はジョーンズ行列を用いて次のように表される．

E 
E0  R  P  0  .
0

(2.50)

ここで，分解前の直線偏光の振幅を E0 とする．次に，E0 は  /4 板を通過する．波長板の
回転に対して，まず座標軸を波長板の進相軸に一致するように回転させ，波長板を通過
後に座標を逆方向に回転して元に戻す操作を行う．したがって，  /4 板通過後の光 E1
はジョーンズベクトルを用いて次のように表される．

E1  R Q QRQ E0 .

(2.51)

試料へ光 E1 が入射し，その反射光 E2 は以下のようになる．

E2  SE1 .

(2.52)

検光子を通過した後の光 E は以下の式で与えられる．

E  AR  AE2 .

(2.53)

そして，最終的に検出器に入る光強度 I は係数を無視すると次式で与えられる．

2

IE .
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(2.54)

式(2.45)~(2.54)を用いて計算した光強度 I は，指数関数を含んだ複雑な式となる．そこ
で，適当なパラメータに対して数値計算を行い，膜厚と輝度値の関係を求める．一般に，

 /4 板の回転角度は Q = 45°に設定される[50]．この条件では，膜厚が数十 nm までの領
域において消光条件で膜厚を測定する場合，観測される光強度は膜厚に対して二次関数
的に増加する[51]．計算においては潤滑膜として磁気ディスクに主に用いられているも
の，基板として磁気ディスクを用いることとし，空気，薄膜，および基板の屈折率は，
それぞれ N0 = 1 – i0，N1 = 1.34 – i0，および N2 = 2.35 – i3.95 とした．入射光の波長を  =
680 nm，入射角を 0 = 65°とし，簡単のため偏光子を通過した後の光の振幅を E0 = 1 と
した．消光条件となる偏光子および検光子の回転角度は，一般的に P = 155.7°および A =
145.4°である．以上の設定において，膜厚 h に対する基板からの反射光の強度 I の関係
は Fig. 2.8(a)となり，光強度は入射光の波長の半分の 390 nm 周期で変化する．また，Fig.
2.8(b)に膜厚 0 ~ 20 nm を拡大したグラフを示す．膜厚 h = 0 で輝度値 I = 0 となり，膜厚
の増加に伴って二次関数的に輝度値が増加している．このように消光型エリプソメトリ
ーでは，測定された輝度値を直接膜厚に変換するため，検出器の計測速度での高速な膜
厚測定が可能である．一方，回転検光子型，回転補償子型や位相変調器型エリプソメト
リーでは，光学素子の回転や位相変調を行い，検出器で試料一点につき複数のデータ取
得が必要なため，消光型と比較して膜厚の高速測定には不向きである．したがって，次
項で述べるエリプソメトリー顕微法では，この消光型エリプソメトリーを用いることと
した．
エリプソメータは多くの企業から市販品として販売され，膜厚方向の分解能が 0.1 ~
0.01 nm[52]と非常に高く，磁気ディスク上のナノメートルの厚さの液体潤滑膜の膜厚測
定[53]，蒸着中の薄膜の成長観測[54]や，シリコンウェハ上の酸化膜の膜厚測定[55]等，
幅広い分野で利用されている．また，斜め方向から光の入射と観察を行うため，測定点
付近には広い空間的余裕がある．さらに，非接触測定である．しかし，単一の照明スポ
ットを試料上で走査して測定するため，面内分解能は照明光のスポット径に依存する．
例えば，市販されている物で数十~数百m[56]であり，摺動時の薄膜の変形を観測する
には面内分解能が不十分である．また，試料面上の膜厚分布を測定するためには試料を
走査する必要があるため，原理的に高速測定に不向きであり，動的な現象を計測するこ
とは困難である．
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Fig. 2.8 Light intensity for a lubricant films with different thickness. (a) Light intensity
for film thickness between 0 to 2000 nm. (b) Light intensity for film thickness between 0 to
20 nm.

2.1.2 従来のエリプソメトリー顕微法の課題
エリプソメトリー顕微法は，広範囲の膜厚分布を面内一括で取得できるため，リアル
タイムな膜厚分布計測が可能である．しかし，従来法では斜め方向からの観察により，
高い面内分解能での観測において，視野が極端に狭小化してしまう．斜め方向から観察
すると言うことは，レンズ主面に対して物体が傾いて配置されていることと等価である．
本項では，レンズ主面に対して物体が傾いている場合の幾何光学的な結像過程を解析す
ることにより，斜め方向から物体を観測するエリプソメトリー顕微法の課題について 論
ずる．
まず初めに，レンズの結像関係を示すガウスの結像公式について Fig. 2.9 を用いて説
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Fig. 2.9 Imaging system with an ideal thin lens. Object image is formed under Gauss’s
formula.
明する．焦点距離 f のレンズ主面から s および s’の位置に物体および物体像がある時，
理想的な薄肉レンズに対するガウスの結像公式は，以下の式(2.55)で与えられる．

1 1 1
  .
s s f

(2.55)

また，高さ h の物体が，高さ h’の物体像として結像する時，像倍率 M は以下の式(2.56)
で定義される．

M

s  h
 .
s h

(2.56)

式(2.55)，(2.56)より次の二式が導かれる．

M 1
f.
M
s   M  1 f .
s

(2.57)
(2.58)

次にレンズ主面に対して，Fig. 2.10 のように，物体が傾きを持っている場合の結像関
係について考察する．Fig. 2.10 の点 O を中心に物体を反時計回りに 回転させる場合，
点 O 以外の物体面上の点は式(2.55)のガウスの結像公式を満足しない．つまり，物体上
にある点 O 以外の点から出た光は，点 O’を通るレンズ主面と平行な面に結像しない．
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点 O から光軸方向に x，光軸に垂直な方向に y の位置にある物体上の点 B が，点 O’か
ら光軸方向に x’，光軸に垂直な方向に y’の位置にある点 B’に結像する時，式(2.55)のガ
ウスの結像公式より以下の式が得られる．

1
1
1

 .
s  x s   x f

(2.59)

一方，紙面垂直方向に像の傾きは無いため，式(2.56)で定義される像倍率 M が，点 O に
おける紙面垂直方向の像倍率となる．式(2.57)，(2.58)を式(2.59)へ代入して x’について
整理すると以下のようになる．

x 

M 2 fx
.
f  Mx

(2.60)

ここで式(2.60)の分母について考察する．分母が 0 または負( f  Mx  0 )となる場合，x
は次の関係式を満足する．

x

f
.
M

(2.61)

また，式(2.57)を用いて，s – f を計算すると

s f 

M 1
f
f f 
,
M
M

(2.62)

となるため，式(2.61)，(2.62)より，次の関係が導かれる．

xs f .

(2.63)

これは点 B が焦点の内側に存在することを意味する．つまり， f  Mx  0 の時は実像
を形成しない．実像を形成する x の範囲において，常に f  Mx  0 であるので，x’は有
限な正数となる．さらに，AB および A’B’を物体および物体像とみなすと，AB に対す
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Fig. 2.10 Imaging system wiht an ideal thin lens for an object oblique to principal plane.
Object image is also formed obliquely to principal plane.

る A’B’の像倍率 M’は，式(2.56)と同様に，以下のように定義できる．

M

y  s   x
.

y
sx

(2.64)

式(2.57)，(2.58)，(2.59)を式(2.64)へ代入して整理すると次の式を得る．

y
Mf
.

y
f  Mx

(2.65)

式(2.65)を式(2.60)で除算して整理すると，以下の関係式が導かれる．

x
x
M .
y
y

(2.66)

原点を O とする x-y 座標系を考えると，物体は原点 O を通る直線であり，B はこの直線
状の点(x, y)である． を定数すると座標系での物体は，以下の関係式で表わされ，

y  x ,
式(2.66)へ代入すると以下のようになる．
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(2.67)

y 

 const. .
x M

(2.68)

したがって，点 O’を原点とする x’-y’座標系において，点 B’は原点 O’を通る直線上の点
である．すなわち，物体像は点 O’を通る直線である．そこで，物体像のレンズ主面に
対する傾きを ’とすると，物体側のOAB および物体像側のO’A’B’から以下の二式が
与えられる．

tan  

x
.
y

(2.69)

tan   

x
.
y

(2.70)

式(2.69)，(2.70)を式(2.66)へ代入すると以下の関係式が得られる．

tan   M tan .

(2.71)

式(2.71)は，像倍率 M を大きくすればする程 ’が大きくなる．すなわち，物体像が光軸
と平行となることを示している．また，式(2.56)を式(2.71)へ代入して整理すると，

s
s

,
tan   tan 

(2.72)

という関係式を得る．両辺は共に Fig. 2.11 における線分 CD を表わしており，式(2.72)
は物体の延長線と物体像の延長線はレンズ主面上の一点で交わることを意味している．
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Fig. 2.11 Geometric relationship among principal plane, object and object image.
Extended lines of principal plane, object and object image cross at the point D.

これまでの議論をまとめると，レンズ主面に対して物体が斜めに配置される場合，物
体像は，レンズ主面の延長線と物体の延長線の交点を通る直線上に結像され，その傾き
は式(2.71)の関係を満たす．これをエリプソメトリー顕微法に適用して考えると， Fig.
2.12 のように，物体像が CCD 素子に対して斜めに結像しているということである．つ
まり，エリプソメトリー顕微法では，原理的に焦点が合っていないということになる．
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Fig. 2.12 Schematic of ellipsometric microscopy whose image formation is obtained by
geometric optics. Object image is obliquely focused on a CCD.

43

この課題に対して，物体像と撮像素子を平行にすることにより CCD 上に焦点を合わ
せる試みが G. Jin らによって報告された[57]．この方法により，5 m の面内分解能と
25 fps の撮影速度(時間分解能に換算すると 0.04 s)が達成され，ミリメートルオーダーの
視野が得られた．しかし，この面内分解能は本論文の目標値に達しておらず，更なる向
上が必要である．一般に面内分解能を向上させる場合，撮影倍率も拡大する必要がある．
観察可能な最小のスポットを拡大した像の大きさが撮像素子のピクセルサイズより小
さい場合，ピクセルサイズがボトルネックとなってしまい，光学系の性能に因らずに面
内分解能が決定してしまう．よって，面内分解能と等しい大きさのスポット像は，撮像
素子の 1 pixel のサイズより大きくなければならないため，以下の関係式を満たす必要
がある．

M  lp .

(2.73)

ここで，M は像倍率， は式(1.3)で与えられるスポットサイズ，lp は 1 pixel の大きさで
ある．ただし，式は物体像と撮像素子が平行となる場合  = 0 と見なせる．したがって，
像倍率 M に対して，以下の条件で与えられる最低倍率が必要である．

M

lp



.

(2.74)

撮像素子の 1 pixel のサイズは，メーカーや用途により様々あるが，高感度な CCD カメ
ラに使用される撮像素子の 1 pixel のサイズは，一般的に 10 m 前後である．したがっ
て，式(2.74)より，1 m 程度の面内分解能に対しては，10 倍以上の倍率が必要である．
この倍率は観測可能な最小スポットサイズと撮像素子のピクセルサイズが同程度の大
きさとなる場合であるため，光学系の性能を十分に引き出すために，実際は 30 倍以上
の倍率が必要である． = 65°の方向から試料を観察する光学系において，レンズ主面に
対する物体像の傾き ’を式(2.71)から計算すると， ’ = 89.1°となる．つまり，物体像は
レンズ光軸とほぼ平行であり，撮像素子もレンズ光軸とほぼ平行となる．この時，レン
ズを通過した後の光は撮像素子へ 90°に近い角度で入射する．式(2.6)，(2.7)，(2.10)，(2.11)
で与えられるフレネル反射において，p. 29，Fig. 2.3 のように，入射角が 90°に近づくに
つれて反射率が 1 に近づく．したがって，撮像素子にほぼ平行に入射する光は，ほとん
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どが撮像素子表面で反射してしまう．光強度から膜厚を測定するエリプソメトリー顕微
法では，十分な強度の光が撮像素子へ入射できない場合，SN 比が低下し膜厚分解能も
低下してしまう．このように，斜め観察において像倍率を大きくすると物体像が光軸と
ほぼ平行となってしまう．そのため，撮像素子を物体像と平行とする方法では，斜め観
察において回折限界の面内分解能を達成することは困難である．

2.1.3 光路を考慮した従来型エリプソメトリー顕微法
前項で述べたように，従来のエリプソメトリー顕微法では，物体像が光軸とほぼ平行
に形成され，物体像がレンズ光軸とほぼ平行となり，物体像へ入射する光もほぼ平行と
なるという課題があった．したがって，物体像と光線との成す角度がエリプソメトリー
顕微法において重要となる．この正角は，式(2.71)より求めることができた．しかし，
これは，レンズの光軸と反射光の光線方向を一致させた場合の角度となっていた．そこ
で，より一般的なレンズ光軸と正反射光の方向が異なる場合の物体像への光線の入射角
を求める．
Fig. 2.13 にレンズの光軸と正反射光が異なる場合の斜め結像の光学系を示す．Fig.
2.12 と異なり，レンズの端に光が入射している．収差の無い薄肉レンズの焦点距離はレ
ンズ主面から f の位置にある．レンズ主面に対する物体像の傾き ’は光路に関係なく式
(2.71)を満足するため，以下のように与えられる．

   tan 1 M tan   .

(2.75)

照明光は平行光であり，角度 i で試料へ入射する．また，レンズ光軸は物体の法線から
角度 だけ傾いている．この時，レンズ光軸と反射光の成す角 は，幾何的な関係から以
下のようになる．

  i  

.

(2.76)

なお，Fig. 2.12 で示した従来法では i = ，すなわち  = 0 としている．レンズから出た
光と光軸との成す角を ’とすると，OCE とO’CE の関係から以下の関係を満たす．
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CE  s tan  s tan  .

(2.77)

式(2.76)を代入することにより， ’は次のように求めることができる．

 1

1

tan    tan 1  tan  i    .
M
M





   tan 1 

(2.78)

ここで，M は式(2.56)で与えられる像倍率である．物体像の法線と光線の成す角度 は，
Fig. 2.13 に示した幾何的な関係から ’と ’の和であるため，式(2.75)および(2.78)より，
次式により与えられる．

1

tan i    .
M


        tan 1 M tan    tan 1 

(2.79)

このように，レンズ光軸と正反射光の方向が異なる場合を含めた物体像の法線と光線が
成す角度を与える一般的な式が得られた．因みに，レンズ光軸と正反射光の方向が一致
する場合，すなわち， i = の時，式(2.79)の は，式(2.75)の ’と一致する．
エリプソメトリー顕微法では，第 2.1.1 項で述べたように，高いエリプソメトリーの
コントラストを達成するために，60~70°の入射角が一般的に必要である．すなわち，入
射角 i を変えることはできない．また，エリプソメトリー顕微法では，面内分解能を向
上するために，高い NA の対物レンズを使用する必要がある．レンズ焦点からレンズ端
までの開き角の大きい程，式(1.4)で与えられるレンズの NA が高くなる．一方，Fig. 2.14
のレンズ左側には FWM のプローブ，下側には測定試料が配置される．したがって，プ
ローブおよび試料と接触させずにできるだけ高い NA のレンズを用いるためには，レン
ズ光軸の傾き角  を 45°となるようにレンズを配置するのが望ましい．従来法の課題は
物体像と光線の方向がほぼ平行になることであった．第 2.1.3 項で述べたように，物体
像の法線と光線の成す角度 はできるだけ小さい方が望ましい．しかし，エリプソメト
リー顕微法では， i を 60~70°， を 45°に設定する必要があるため， i および を変化さ
せて物体像の法線と光線の成す角度 を小さくすることは難しい．そこで，最小の を求
めるために， i および を定数とし， を M の関数として，M の一階微分をとると，
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tan  i   

d
tan 
M2


,
2
2
dM 1  M tan  1  1 tan 2    
i
M2

(2.80)

となる．d/dM = 0 の時， は極値をとる．M は正の値のみをとるので， の極値を与え
る M は，

M

tan i   
,
tan 

(2.81)

と与えられる．ただし，像倍率 M が 0 となることは無いので， i > の時のみ式(2.81)
は成立する．i < の時，すなわち，対物レンズの傾きが入射角より大きい場合，式(2.80)
より，d/dM > 0 であるので は極値をとらない．また，式(2.80)を M で微分し，式(2.81)
で与えられる M を代入すると，





2 tan  tan 2   1 tan  tan  i   
d 2

0,
d 2 M 1  tan  tan  i   2 tan  i  tan  

(2.82)

となる．ここで，i > であるため，tani > tanであることを利用した．したがって，式
(2.81)の M において は最小値をとる． の最小値 min は，式(2.81)を式(2.79)に代入して

min  2 tan 1[ tan  tan  i   ] ,

(2.83)

と求めることができる．式(2.81)および(2.83)において， i = 65°および  = 45°とすると，
M = 0.6 および min = 62.2°である．つまり，エリプソメトリー顕微法において物体像へ
の光の入射角 は，60°程度までしか小さくすることができない．また，その時の像倍率
は 1 倍以下であり，最低倍率を下回り，像を拡大して観察すると言う顕微法としての意
味が無くなってしまう．以上のように，従来のエリプソメトリー顕微法では，光学系を
改良しても，斜め結像の課題を克服することは困難である．
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Fig. 2.13 Oblique observation system when the objective lens is set in a different direction
from that of the reflected light.
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Fig. 2.14 Setup for optical axias of lens with sliding probe and sample. The optical axis is
set at 45° to simultaneously achieve high numerical aperture and sufficient space for the
sliding probe and the sample.

2.1.4 二段結像型エリプソメトリー顕微法
第 2.1.3 項で述べたように，エリプソメトリー顕微法では斜め結像の課題を原理的に
解決できない．そこで，Fig. 2.15 に示す二段結像型エリプソメトリー顕微法(Two-stage
Imaging Ellipsometric Microscopy: TIEM)を考案した．TIEM は，結像系を二段階で構成す
ることを特徴とする．まず，一段目の結像系で一次結像を空中に形成する．そして，二
段目の結像系を一次結像に対して垂直になるように配置し，二次結像を撮像素子に結像
する．この時，二次結像は二段目の結像系の光軸に対して垂直に形成される．Fig. 2.15
においてO’FG とO’’FG の関係から次式の関係が導かれる．

FG  t tan   t  tan   .
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(2.84)

この式を変形して， ’は次のように求めることができる．

 1

tan   .
 M2


   tan 1 

(2.85)

ここで，M2 は二段目の結像系の像倍率で M2 = t’/t で与えられる．そして，式(2.79)を代
入すると，以下の関係式を得る．

   tan 1


 1
 
1
tan tan 1 M 1 tan    tan 1 
tan i     .
M2

 M1
 

(2.86)

ここで，M1 は一段目の結像系の像倍率であり，式(2.56)の M と同じである．また，顕
微鏡としての総合的な像倍率 MT は，以下のように，一段目の像倍率と二段目の像倍率
の積である．

M T  M 1M 2 .

(2.87)

i， および M1 を定数とし， 'を M2 の関数として，M2 の一階微分をとると，

tan 
d 
M 22

 0,
dM 2 1  1 tan 2 
M 22


(2.88)

であるので， ’は M2 に関して単調減少である．つまり，二段目の結像系の像倍率を高
くすれば，撮像面への光の入射角を小さくできる．また，式(2.87)より，一段目の結像
系の像倍率を低くしても，二段目の結像系の像倍率を高くすれば，総合的に高倍率での
観察を実現できる．例えば， i = 65°，  = 45°， M1 = 1，M2 = 30 とすると，式(2.86)
より，’ = 4.1°と見積もられる．したがって，撮像素子への光の入射角 'を小さくでき，
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Fig. 2.15 Schematic of two-stage imaging ellipsometric microscopy.

物体像と撮像素子を平行にしても十分な光を撮像素子へ入射できる．また，観察される
物体像の倍率は，式(2.87)より，MT = 30 であり，高い面内分解能での観察に必要な最低
倍率を達成している．撮像素子を物体像と平行に配置できるため，広い視野を実現でき，
撮像素子の撮影速度での高速な測定が可能となる．このように，TIEM は，従来型のエ
リプソメトリー顕微法で問題であった高い面内分解能における視野狭小化の課題を克
服し，斜め観察においても，高い面内分解能，広い視野，高倍率での観測を両立し， HDD
における摺動時のナノメートル厚さの液体潤滑膜の変形や流動 等の動的現象の可視化
を可能とする．

2.1.5 無限遠補正光学系における二段結像型エリプソメトリー顕微法
前項までにおいて，エリプソメトリー顕微法および TIEM は有限遠補正光学系で議論
を進めてきた．しかし，現代の高精度な光学顕微鏡のほとんどは無限遠補正光学系で設
計されている．したがって，実際の光学系を構成するにためには，TIEM の光学系を無
限遠補正光学系に拡張する必要がある．そこで，本項では無限遠補正光学系に対応した
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TIEM 光学系を議論する．
無限遠補正光学系は，試料から対物レンズを経た光線が結像せずに，無限遠に進む平
行光束として結像レンズに入り，撮像面に像を結ぶことを前提として対物レンズの収差
補正等光学素子の設計が成されている光学系である(Fig. 2.16 (a))．一方，有限遠補正光
学系では対物レンズ単体で物体像を結ぶ(Fig. 2.16 (b))．すなわち，これまでの議論は対
物レンズのみで結像させていたが，無限遠補正光学系への対応を考えると，Fig. 2.16 (a)
のように結像レンズを加えた結像系の検討が必要となる．無限遠補正光学系では，対物
レンズと結像レンズの間が平行光線となっているため，原理的に(1) 対物レンズと結像
レンズの間隔を変えても倍率が不変で，(2)対物レンズと結像レンズとの間にエリプソ
メトリー顕微鏡に必要な偏光素子等の平行平面板形の光学素子を入れても，焦点位置が
不変で像ズレが起こらないというメリットがある(Fig. 2.17) [58]．ただし，無限遠補正
光学系向けに設計された対物レンズを有限遠補正光学系で使用することは原理的に可
能であり，また，その逆も可能である．しかし，無限遠補正光学系の場合では，対物レ
ンズから出た光が平行光の時に，諸収差が補正されている．したがって，対物レンズの
光学設計に沿った使用方法が最適である．有限遠補正光学系は，式 (2.55)で与えられる
薄肉レンズに対するガウスの結像公式で表現できるため，像倍率は式 (2.56)で与えられ
る．一方，無限遠補正光学系の像倍率は，対物レンズの焦点距離を f1，結像レンズの焦
点距離を f1’とすると，次のように与えられる．

M

f1
.
f1

(2.89)

光学顕微鏡では対物レンズを交換することにより像倍率を変更するが，これは対物レン
ズの焦点距離を変更していることを意味する．また，結像レンズの焦点距離は，顕微鏡
メーカー毎に規格化されており，例えば，OLYMPUS 社製品の場合 f1’ = 180 mm，Nikon
社や Mitsutoyo 社の製品の場合 f1’ = 200 mm である．
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Fig. 2.16 Optical systems for microscopes. (a) Infinity-corrected optical system. (b) Finite
correct optical system.
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Fig. 2.17 Optical system of microscopy with a polarization device. (a) Infinity-corrected
optical system. (b) Finite correct optical system.

Fig. 2.18 に無限遠補正光学系で構成した TIEM の概略図を示す．一段目の結像系は，
焦点距離 f1 および f1’のレンズで構成され，レンズは焦点位置がを a だけ離れるように
配置している．また，二段目の結像系は，焦点距離 f2 および f2’のレンズで構成され，
レンズは焦点間の距離が b となるように配置している．一段目の結像系において，点 O
から物体と平行に射出された光(緑色の光線)は，O → C → F → O’の順で進行し，点 O’
に結像する．同様に，物体上の全ての点から物体と平行に射出された光はこの経路を通過
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するため，物体像は必ず直線 FO’上に結像される．したがって，物体と物体像が光軸と成す
角および’は，OAC とO’DF の関係から，次の関係式を満足する．

AC  DF 

f1
f
 1 .
tan  tan  

(2.90)

この関係式から次式を得る．

   tan 1 M1 tan   .

(2.91)

ここで，M1 は，無限遠補正光学系での一段目の結像系の像倍率で，M1 = f1’/f1 である．した
がって，’は式(2.75)と同じ形で表現できる．一段目の対物レンズおよび結像レンズの中心
をそれぞれ A および D とし，正反射光の光線中心と一段目の対物レンズおよび結像レンズ
の主面との交点をそれぞれ B および E とする．この時，OAB とO’DE の関係から，次の
関係式が導かれる．


AB  DE  f1 tan   f1 tan   .

(2.92)

この関係式から次式を得る．

 1

   tan 1 
tan   .
 M1


(2.93)

したがって，’も式(2.78)と同じ形である．また，Fig. 2.18 の幾何的な関係より，物体像
の法線と光線の成す角 は式(2.79)と同様な形で以下のように与えられる．

 1

tan  i    .
 M1


        tan 1 M 1 tan    tan 1 
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(2.94)

二段目の対物レンズおよび結像レンズの中心をそれぞれ Q および S とし，光線中心と二段
目の対物レンズおよび結像レンズの主面との交点をそれぞれ P および R とする．この時，
O’PQ とO’’RS の関係から，次の関係式が導かれる．

 1

   tan 1 
tan   .
 M2


(2.95)

ここで，M2 は，無限遠補正光学系での二段目の結像系の像倍率で，M2 = f2’/f2 である．よっ
て，’も式(2.85)と同じ形である．つまり，無限遠補正光学系でも第 2.1.2 項までの議論とま
ったく同様に光学系を扱うことが可能である．
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Fig. 2.18 Schematic of two-stage imaging ellipsometric microscopy using infinity-corrected
optical system.
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2.2 二段結像型エリプソメトリー顕微鏡の設計
前項では，TIEM の基本的な原理について述べた．本項では，実際の光学系で TIEM
を構成するための光学系の設計論について論ずる．まず，一段目と二段目それぞれのレ
ンズ光学系について設計指針を議論する．次に，TIEM に使用する光源を検討し，最後
に，TIEM の実験構成について論ずる．

2.2.1 レンズ光学系の設計

2.2.1.1 一段目の結像系
一段目の結像系は，Fig. 2.18 において，(a)一段目の対物レンズの空間的な制約と，(b)
一次結像面と光線の成す角度 の二つの項目が設計の上で重要である．そこで，上記の
(a)，(b)二つに分けて検討する．

(a) 一段目の対物レンズの空間的な制約
一段目の光学系は，(1)測定点の上方にプローブを配置する空間があること，(2)測定
試料とレンズが接触しないこと，(3)エリプソメトリーに必要な大きな入射角(反射角)
の光をレンズへ導入できること，(4)高い面内分解能のために対物レンズの NA が高いこ
との四つの条件を満足する必要がある．実際の対物レンズは，複数枚のレンズより構成
されているため，それらが収められている鏡筒はレンズよりも大きくなる．p. 48，Fig.
2.14 に示したように，FWM との同時測定では摺動用のプローブと測定試料を配置する
ため，これらと一段目の対物レンズが接触しないように設計する必要がある．したがっ
て，Fig. 2.19 に示す対物レンズの焦点と対物レンズ外縁によって構成される開き角  は，
摺動用のプローブと試料面で構成される角度の 90°以下でなければならない．このよう
な用途には，超長作動距離の対物レンズが適している．超長作動距離対物レンズは，対
物レンズ径に対するレンズ開口径が大きく，同じ開口数の通常型対物レンズと比較して
作動距離が長いことが特徴である．そこで，Table 2.1 に示す Nikon，OLYMPUS，およ
び Mitutoyo 社製の超長作動距離対物レンズについて，開口数，作動距離，対物レンズ
先端の寸法を求め，開き角  を算出した．算出の詳細を Fig. 2.20~Fig. 2.26 に示す．ただ
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し，Nikon 社製対物レンズ先端の寸法は実測値，それ以外の数値はメーカーカタログ値
を用いた．これらの結果から，Nikon CFI L Plan EPI SLWD 50x，OLYMPUS SLMPN 50x，
Mitutoyo M Plan Apo SL 80x，および Mitutoyo M Plan Apo SL 100x の 4 種類の対物レンズ
の開き角 が 90°以下であり，プローブ，および試料面と接触させずに配置できる可能
性があることが判明した．そこで，試料面とできるだけ接近させて対物レンズを配置し
た時の，試料への最大入射角 i,max と，その時に確保される空間について検討した結果
を Fig. 2.27 に示す．以上の結果より，試料への最大入射角と確保される空間の大きさが
比較的大きい，Nikon CFI L Plan EPI SLWD 50x を前段の対物レンズとして用いることと
した．

Focusing point



Objective lens

Fig. 2.19 Definition of angle  of objective lens.
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Table 2.1 Focal lengths, numerical apertures, and working distances of objective lenses.
Name
Nikon CFI L Plan
EPI SLWD 50x
Nikon CFI L Plan
EPI SLWD 100x
OLYMPUS
SLMPN 50x
OLYMPUS
SLMPN 100x
Mitutoyo M Plan
Apo SL 80x
Mitutoyo M Plan
Apo SL 100x
Mitutoyo M Plan
Apo SL 200x

Focal length

Numerica

Working distance



i,max

(mm)

l aperture

(mm)

(degree)

(degree)

4

0.45

17

74.3

79

2

0.70

6.5

111.7

78

3.6

0.35

18

65.5

77

1.8

0.6

7.5

113.6

68

2.5

0.50

15

85.2

77

2

0.55

13

84.9

80

1

0.62

13

109.8

74

 = 74.3 °

30
22

1.4

1.4

27

Fig. 2.20 Dimensions and  of Nikon CFI L Plan EPI SLWD 50x.

28
31
19
2 3

 = 111.7 °

Fig. 2.21 Dimensions and  of Nikon CFI L Plan EPI SLWD 100x.
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 = 65.5°
26
2.2

21.4

Fig. 2.22 Dimensions and  of OLYMPUS SLMPN 50x.

26

 = 113.6°

1

23.8

Fig. 2.23 Dimensions and  of OLYMPUS SLMPN 100x.

 = 85.2°

2.5

32.2
25.2
21.6

Fig. 2.24 Dimensions and  of Mitutoyo M Plan Apo SL 80x.

32.2
25.2
22
4.6

 = 84.9°

Fig. 2.25 Dimensions and  of Mitutoyo M Plan Apo SL 100x.

 = 109.8°

0.5

37
29.4

Fig. 2.26 Dimensions and  of Mitutoyo M Plan Apo SL 200x.
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(b)

52.8 °

57.0 °

6.5
26.7 °

21.8

i,max = 79 °

9.3

i,max = 77 °

20.4 °

18.7

(a)

Sample

47.0 °

(d)

1.9
23.7

3.7

i,max = 77 °

47.0 °

33.0 °
16.9

18.1

30.0 °

2.1
23.8

(c)

i,max = 80 °

Fig. 2.27 Allowed space and maximum incident angle. (a) Nikon CFI L Plan EPI SLWD
50x. (b) OLYMPUS SLMPN 50x. (c) Mitutoyo M Plan Apo SL 80x. (d) Mitutoyo M Plan
Apo SL 100x.

(b) 一次結像面と光線の成す角度 
角度 は，式(2.94)より，一段目の結像系の像倍率 M1，一段目の結像系の光軸の傾き ，
および照明光の入射角 i により決定するが，この時，二段目の結像系へ光を導入できな
ければならない．これは，Fig. 2.18 に示したように，物体像の法線と二段目の結像系の
光軸が一致しており，一次結像面を通過した後の光線は光軸に対して角度 だけ傾いて
対物レンズに入射するためである．この時，対物レンズが許容できる光束の開き角には
限界がある．したがって，一段目の結像系の像倍率 M1，一段目の結像系の光軸の傾き ，
および照明光の入射角 i をそれぞれ最適な値に設計して，角度 を二段目の対物レンズ
が許容できる光束の開き角以下にする必要がある．以下，それぞれについて設計を行う．



一段目の結像系の像倍率 M1
開口数 NA について，液浸レンズ以外で NA ≧ 1 を実現することは不可能であり，

入手可能な対物レンズで NA が最大のものは 0.95 である．式(1.4)より，空気中(n = 1)
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での NA = 0.95 の対物レンズが許容できる光束の開き角は 71.8°であり，光束の太さを
考慮すると実際は 70°程度が限界である．すなわち，式(2.94)で与えられる は 70°以下
でなければならない． i = 65°および  = 45°の時，式(2.94)より，  < 70°を満足する M1
の範囲は，0.24 < M1 < 1.51 である．よって，二段目の結像系へ光を導入するためには，
一段目の結像系の像倍率を 1 倍程度とする必要がある．無限遠補正光学系で構成された
TIEM では，像倍率は二つのレンズの焦点距離により決定される．ここで，Fig. 2.28 に
示すように対物レンズ（焦点距離 f1）の開口数を NA1，結像レンズ（焦点距離 f1’）の開
口数を NA1’とし，それぞれの開口数により決まる光束の見込み角をそれぞれ 1， 1’と
する．対物レンズから出た平行光が結像レンズをすべて通過するためには以下の条件を
満たす必要がある．

f1 tan 1  f1tan 1 .

(2.96)

式(1.4)より，空気中(n = 1)における結像レンズの開口数 NA1’は，以下のように満たすべ
き最小値が決定する．


f

NA1  sin tan 1  1 tan sin 1 NA1

 f1




  .



(2.97)

f1 = f1’の時，式(2.97)は NA1’ ≧ NA1 となる．したがって，像倍率が 1 倍程度で式(2.97)
を満足するには，結像レンズとして対物レンズと同じレンズを使用すればよい．本研究
では，対物レンズおよび結像レンズとして，ともに Nikon CFI L Plan EPI SLWD 50x(焦
点距離 f1 = 4 mm，開口数 NA1 = 0.45)を用い，一段目の結像系の像倍率は M1 = 1 とした．

f1’

f1



’

Objective lens

Imaging lens

Fig. 2.28 Requirement for an imaging lens of the first imaging system.
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一段目の結像系の光軸の傾き 
一段目の像倍率が M1 = 1 の時，式(2.94)より，

1
1




  tan 1 1  tan    tan 1  tan i       i     i ,

(2.98)

となり， は  に依存しなくなる．したがって，第 2.2.1.1(a)項に述べた条件にのみ制約
されるため，本研究では設計・製作・調整の容易さから，  = 45°とした．



照明光の入射角 i
エリプソメトリーの入射角は，十分な明暗のコントラストを達成し，二段目の結像系

へ余裕を持って入射させる必要がある．吉田らの研究により，レンズ端に光を入射させ
た場合，回折現象により干渉縞が発生することが確認された[59]．そこで，式(2.98)より，

i = 65°とした．

2.2.1.2 二段目の結像系
前項で設計したように，一次結像面の法線と光線が成す角度 は 65°としたため，二
段目の対物レンズが許容できる光束の開き角は 65°以上でなければならない．この時，
二段目の対物レンズに余裕を持って光束を入射させるためには，70°以上の開き角が望
ましい．したがって，二段目の結像系には，入手可能な物で開口数が最大である NA =
0.95 の対物レンズを使用する必要がある．また，エリプソメトリー顕微鏡で使用する光
学素子を配置することを考慮して，光学素子による焦点位置のズレが発生しない無限遠
補正光学系で二段目の結像系も設計することとした．OLYMPUS 社製 M Plan Apo 50x
(NA: 0.95, f: 3.6 mm)を対物レンズとして使用した．一段目の結像系の像倍率は M1 = 1
に設定したので，式(2.87)より，二段目の結像系の像倍率 M2 が全体の像倍率 MT となる．
また，M2 は式(2.89)から得られる．本章では，二段目の結像レンズとして，f2’ = 100 mm
の球面平凸レンズを用いた．また，面内分解能を評価する時は光学系の解像限界を評価
するために f2’ = 200 mm の球面平凸レンズを使用した．この時の総合倍率は，f2’ = 100
mm のレンズを使用する場合 MT = 27.8 倍であり，f2’ = 200 mm の使用する場合 MT = 55.6
倍である．結像レンズの直径は，式(2.97)の関係を満足するように，f2’ = 100 mm のレン

61

ズについては 30 mm，f2’ = 200 mm のレンズについては 40 mm とした．

2.2.2 光源
エリプソメトリー顕微鏡では，輝度値から膜厚を算出するのに単色光を用いたモデル
で計算した．よって，単色光を光源に使用する必要がある．しかし，レーザーのような
単色光は干渉性が高いために干渉縞が発生し，大きな雑音となる．したがって，画像上
に形成される干渉縞を低減する必要がある．この干渉縞は，光源の干渉性の程度(コヒ
ーレンシー)を低下させることで抑制することができる．そこで，光源の干渉性の抑制
のために導入した Super Luminescent Diode(SLD)と，光学干渉低減装置について原理と
装置構成を説明する．

2.2.2.1 Super Luminescent Diode
光源として，Amonics 社製 SLD(ASLD68-050-B-FA)を使用した．この光源は，He-Ne
レーザー等のガスレーザーと比較して，光干渉性が低い．まず，干渉性の低さに関して
時間的コヒーレンスの概念について説明する．
Fig. 2.29 (a)は，時刻 T = t1 において，同じ点 P0 を光源とする二つの波 E1，E2 が x 方
向に進行する様子を表している．点 P 1 でこの合成波の振幅を長時間観測する時，その
合成振幅が常に一定であれば，時間的コヒーレンスが無限であるという．しかし， Fig.
2.29 (b)のように，一定時間が経過した時刻 T = t2 に二つの波の位相差が変化すれば，そ
れらの合成振幅も変化する．この時，コヒーレンスが持続する時間をコヒーレンス時間
tc と呼び，その時間が長いほど高い時間的コヒーレンス度を持つという．そして，次
式で示すように，コヒーレンス時間tc に光速 c をかけると，コヒーレンス長lc が与え
られる．

lc  ctc .

(2.99)

コヒーレンス長とは，光の位相がそろった状態で，合成波がきれいな正弦波として空間
的に続いている長さである．干渉は，異なる光学反射面から出た各光波が重なり合い，
強めあったり弱めあったりするため発生する．したがって，コヒーレンス長が長ければ，
光路差が大きな場所から出た光同士でも干渉し，コヒーレンス長が短ければ，光路差が
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コヒーレンス長より大きな点から出た光の間の相関は低く，干渉の作用は小さくなる．
つまり，コヒーレンス長を短くできれば，干渉を抑制できる．ナトリウム放電ランプの
ような光源から放射される光のコヒーレンス長について考える．光源からの光をスペク
トル解析器に通すと，複数のスペクトル線に分離される．一つのスペクトル線の周波数
範囲は大変狭いが，ある周波数の広がりを持っている．これは光を発生させる電子遷移
の継続時間や，原子の無秩序な熱運動によるドップラー効果，原子同士の衝突などの影
響によるものである．この周波数範囲を帯域幅 と呼ぶ． が大きくなれば，光線に
含まれる波長の数も多くなり，コヒーレンス時間 tc はその分小さくなる．ここで，
とtc の間には，おおよそ次の関係が成り立つ[60]．

 

1
.
tc

(2.100)

式(2.99)，(2.100)より，次式が導かれる．

lc 

c
.


(2.101)

また，光源の中心波長  0 を，スペクトル幅(波長幅)を ，光源の中心周波数を  0 とする
と，以下の関係が成り立つ．



0





0

.

(2.102)

式(2.101)，(2.102)より，コヒーレンス長lc とスペクトル幅 の間に以下の関係が成立
する．

c0
20
lc 

.
 0  

(2.103)

ただし，c =  0 0 の関係を利用した．したがって，コヒーレント長を短くするには，中
心波長を短くするか，スペクトル幅を広くすれば良い．
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(a)
E1

E2
E1 + E 2
P0

P1

x

(b)
E1
E2
E1 + E 2
P0

P1

x

Fig. 2.29 Schematic of temporal coherence of light (a) At T = t1. (b) At T = t2.

Table 2.2 Specifications of super luminescent diode (ASLD68-050-B-FA).
Properties

Units

Center wavelength,  0

nm

680

Output power

mW

> 4.4

Spectrum width

nm

7.8

Table 2.3 Coherence lengths of super luminescent diode and He-Ne laser.
Light source

Units

Coherence length, lc

Super luminescent diode

μm

59

He-Ne laser

m

400

次に，本研究で使用した SLD の装置概要を Table 2.2 に示す．ただし，スペクトル幅
は，ピーク値から出力が半分に低下する時の波長幅である．SLD のコヒーレント長と，
一般的なガスレーザーである He-Ne レーザーのコヒーレント長を，式(2.103)を用いて比
較した結果を Table 2.3 に示す．ただし，He-Ne レーザーとして，中心波長 632.8 nm，
波長幅 10-6 nm を使用した[60]．SLD は He-Ne レーザーと比較して，コヒーレント長が
非常に短いことが分かる．そして，実験結果からも，He-Ne レーザーより SLD の方が
画像中の干渉縞が少ない結果が得られている[59]．加えて，SLD には，同じく低干渉性
の光源である各種アークランプ光源と比較して次のような長所がある．
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 半導体レーザーであるため，安定な電流源と温度コントローラを使用すれば，長時間
に渡って安定した光出力を得ることができる．これは画像の輝度値から膜厚を算出す
るエリプソメトリー顕微法において，長時間に渡る動的な計測を行う際に重要である．

 電流源から出力される電流を変調することにより，パルス光源として使用でき，kHz ~
MHz の繰り返し周波数を達成できる．これは，第 5 章で行う摺動実験において必要と
なる．(詳細は第 5 章にて)

今回使用した SLD は，電流コントローラと温度コントローラが一体となっており，光
は光ファイバーを経由して FC コネクタより拡散光で射出される．よって，コネクタ射
出端からの拡散光を平行光へ変換するため，シグマ光機製レーザーフォーカシングホル
ダ(FOPT)を使用した．ただし，当初付属していたレンズによって形成される照明光のス
ポットサイズが測定視野よりも大きかったため，照明光のスポットサイズを小さくして
照明効率を向上するために，より焦点距離の短い OLYMPUS 製 LCP Plan FI 20x (NA :
0.40, f: 9 mm)に変更した．

2.2.2.2 光学干渉低減装置
SLD は，時間的コヒーレンスが低い光源であるが，それでも干渉縞が発生してしまう．
これは空間的コヒーレンスが高いためである．そこで，空間的コヒーレンスについて述
べた後，空間的コヒーレンスを低下させて干渉縞を抑制する方法について述べる．
空間的コヒーレンスの考えは，光源が持つ有限な空間的広がりから生じる効果を記述
するのに最もよく使われる．ここで，Fig. 2.30 のように異なる二点 P 2，P 3 にある光源を
考える．これはヤングの干渉実験に等しい[61]．この干渉実験では一つの光源から出た
一次光源を，二つのピンホールに通過させ，それぞれを同位相の二次光源として，干渉
させる．
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P2

P3

Fig. 2.30 Young's experiment for optical interference.

二つの二次光源によって，離れた位置に存在する観察面上に干渉縞を形成する．もし，
一次光源が理想的な点光源であれば，P 2，P3 から出た波動は Fig. 2.30 で示したように，
一定の相対位相差を維持して観察面に到達するため，干渉縞が観察面に形成される．反
対に，二つのピンホールが別々の光源で照明された場合，干渉縞は生じない．この時，
二光源による光波場は空間的にインコヒーレントであるといわれる．したがって，異な
る位置にある二点が，ある時刻において同じ位相にあれば，これらの点での光波場は空
間的にコヒーレントである．エリプソメトリー顕微鏡では，光学系内のゴミや鋭く尖っ
た部分などが二次光源の役割を果たすことにより干渉縞が発生すると考えられる．ここ
で，一次光源が十分な大きさを持つ面光源であれば，光源面各点での位相がそろわず，
二次光源以降に相関が存在しない．よって，一次光源に面光源を用いれば，空間的にイ
ンコヒーレントであり，干渉縞を抑制することができる．そのため，本研究では，光学
干渉低減装置である，ナノフォトン社製レーザースペックルキラーSK-11 を使用した．
これは Fig. 2.31 のように，空間的にコヒーレントな光を入射すると，バンドルファイバ
ー内でランダムに光束面内の位置を入れ替えることにより，光源面内の相関性が低下し
て，空間的にインコヒーレントな光となって出力される装置である．この時，光を出力
する面では面光源となって出力される．つまり，点光源を面光源に変換することが可能
である．また，レーザースペックルキラーは，光束の断面半径方向 r にガウス分布の光
強度 I を持つガウシアンビームを，強度分布が概ね一ような光へ変換する．これは，エ
リプソメトリー顕微鏡において，照明光の強度分布を一様とするのに有効である．
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Spatially-coherent light

Spatially-incoherent light

Speckle reducer

r

r
I

I

Gaussian beam

Flat beam

Fig. 2.31 Effect of speckle reducer of SK-11.

2.2.3 二段結像型エリプソメトリー顕微鏡の装置構成
第 2.2.1，2.2.2 項で述べた設計論に基づき構成した TIEM の概略図を Fig. 2.32 に示す．
SLD 光源(ASLD68-050-B-FA ,Amonics)に接続された光ファイバーコネクタから拡散す
る光を対物レンズ(LCP Plan FI 20x, OLYMPUS)にて集光し，光学干渉低減装置(SK-11,
Nanophoton)を通過させた．光学干渉低減装置からはファイバーを通過して光が射出さ
れ，焦点距離 60 mm のレンズで集光された後，各種光学デバイスを通過する．偏光子
としてグラントムソンプリズム(GTPC-10-25AN, シグマ光機)， /4 波長板として水晶波
長板(WPQ-6700-4M,シグマ光機)を用いた．試料は入射角 65°で照明され，反射された光
は試料面の法線から光軸を 45°傾けた一段目の結像系へ入射する．一段目の結像系では，
対物，結像レンズとして長作動距離の対物レンズ(CFI L Plan EPI SLWD 50x, Nikon)を使
用し，互いに背面合わせで配置して像倍率を 1 倍に設定した．二段目の結像系の光軸は，
一次結像面に対して垂直になるように，一段目の結像系の光軸から 45°傾けた．対物レ
ンズには，高 NA 対物レンズ(M Plan Apo 50x, OLYMPUS)を使用し，結像レンズには，
焦点距離 100 mm または 200 mm の球面平凸レンズを用いた．検光子は，結像レンズの
後段に配置し，グラントムソンプリズム(GTPC-10-25AN,シグマ光機)を使用した．撮像
素子として CCD カメラを使用したが，実験毎に使用したカメラが異なるため，以降の
章でその際に使用した CCD カメラの種類と仕様を述べる．実際に製作した装置全体の
写真を Fig. 2.33 に示す．装置の台座として，市販のエリプソメータの回転ステージを利
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用し，その上に各種手動ステージやアルミ板を自作の治具により取り付けた．光源と偏
光子等の各種光学デバイスの部分の写真を Fig. 2.34 に示す．レーザースペックルキラー
からはファイバーを通過して光が射出され，レンズで集光された後，各種光学デバイス
を通過する．図中の絞りは，試料台の中心位置を決定するために用いるもので，測定の
際は使用しない．次に，試料台の部分の写真を Fig. 2.35 に示す．写真に写っているステ
ージ類は試料面の調整に使用するもので，入射角度を決定する回転ステージが試料台下
に設置されている．最後に一段目の結像系と二段目の結像系の写真を Fig. 2.36 に示す．
一段目の結像系と二段目の結像系は，それぞれ別々の光学ガイドの上に搭載されており，
各種傾き角を独立に設定することを可能とした．特に一段目と二段目の結像系の間の一
次結像に関する調整は難しいため，一段目の結像レンズにはレンズ主面方向に 2 軸，二
段目の対物レンズにはレンズ主面方向 2 軸とレンズ軸方向 1 軸の調整を可能とした．干
渉フィルターは第 2.3.3 項以降で使用する．さらに，微小振動を抑えるため，装置全体
を除振台の上に設置し，蛍光灯等の外部からの光を遮断するために装置全体を暗幕で覆
った．
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First object image

Sample

Nikon CFI L Plan EPI SLWD 50x
Lens (f = 60 mm)

Polarizer

Quarter-wave plate

First imaging system

Fig. 2.32 Schematic of setup for two-stage imaging ellipsometric microscope.

Second imaging system

Optical devices

First imaging system

Sample stage
Speckle reducer

Fig. 2.33 Photograph of two-stage imaging ellipsometric microscope.

Aperture

Polarizer

Lens (f = 60 mm)
Fiber of speckle reducer

Quarter wave plate

Objective lens

Speckle reducer

Optical fiber of SLD

Fig. 2.34 Photograph of light source and optical devices.
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Sample
Tilt stage

XY stage

Z stage

Fig. 2.35 Photograph of sample stage.

CCD camera

Imaging lens

OLYMPUS M Plan
Apo 50x

Nikon CFI L Plan
EPI SLWD 50x

Analyzer

Interference filter

Fig. 2.36 Photograph of first and second imaging system.
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2.3 二段結像型エリプソメトリー顕微法の原理確認実験
本節では， TIEM の原理の妥当性について，第 2.2 節で構成した顕微鏡装置を用いて
行った確認実験について述べる．TIEM は，従来のエリプソメトリー顕微鏡では実現不
可能であった広い視野と高い面内分解能の両立を可能にする．そこで，目標とする視野
と面内分解能が達成されているか実験的に確認した．また，摺動時のナノメートル厚さ
液体潤滑膜を可視化できるか原理確認実験を行った．

2.3.1 視野の測定

2.3.1.1 視野の測定方法
実験装置の構成を Fig. 2.37 に示す．光学系の構成は Fig. 2.32 と同様であるが，光学
素子(偏光子，  /4 波長板，検光子)は，本実験では不要なため除いた．二段目の結像レ
ンズは焦点距離 100 mm の物を使用した．撮像素子として，浜松ホトニクス社製 CCD
カメラ(C5985)を使用した．仕様を Table 2.4 に示す．視野を測定するための試料は，Fig.
2.38 に示すシリコン面上の凹凸パターンを使用した．本試料はシリコンウェハ面をドラ
イエッチングによって深さ 500 nm 程度削っ て 製作した．Fig. 2.38 における黒い領域が
エッチング領域で，最小パターン形状は 5×20 m であった．
また，TIEM の効果を確認するための比較実験として，同じシリコン面上の凹凸パタ
ーンを従来型のエリプソメトリー顕微鏡で観察した．光学系の装置構成を Fig. 2.39 に示
す．光源に He-Ne レーザー(05 LHP 925, Melles Griot)を使用し，65°の入射角で試料を照
明した．TIEM の一段目で使用した長作動距離の対物レンズ(CFI L Plan EPI SLWD 50x,
Nikon)を試料法線から光軸が 52°となるように配置し，結像レンズとして焦点距離 80
mm の単レンズを使用した．撮像素子として，浜松ホトニクス社製 CCD カメラ(C5985)
を使用し，レンズ光軸に対して垂直に配置した．
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OLYMPUS M Plan Apo 50x

45°

CCD camera

Second imaging system

measurement of field of view.

First object image

Sample

Nikon CFI L Plan EPI SLWD 50x
Lens (f = 60 mm)

65°
45°
Object

First imaging system

Fig. 2.37 Schematic of setup for two-stage imaging ellipsometoric microscope for

Table 2.4 Specifications of CCD camera (C5985).
Properties

Units

Effective number of pixels

pixel

756 × 485

Pixel size

μm

8.4 × 9.8

Imaging area

mm

6.45 × 4.84

Digitizer type

bit

8

Fig. 2.38 Etching pattern on silicon wafer.

CCD camera
Imaging lens (f = 80 mm)
Nikon CFI L Plan EPI SLWD 50x

65° 52°
He-Ne laser
Sample

Fig. 2.39 Schematic of setup for conventional ellipsometoric microscope for measurement
of field of view.

2.3.1.2 測定結果と考察
Fig. 2.40 に 100×100 m2 の正方形パターンを観察した結果を示す．画像に向かって
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右方向から照明光を入射させた．本実験における撮像素子のサイズにより決まる撮影領
域は，縦 174.2 m，横 232.2 m であった．実験結果から，正方形パターンの全ての辺
がぼけることなく結像していることが確認された．また，画像下方にある横線が両端に
渡って結像していた．TIEM では入射面と平行な画像横方向の視野狭小化を克服するこ
とが狙いであるため，本実験により 200 m 以上の視野を確認した．本実験において，
観察された正方形パターンは台形状に変形しており，画像左側ほど背景光の輝度値が高
くなっていた．これは，斜め観察による影響であり，その発生原理と実験的検証につい
ては第 4 章で述べる．
従来型エリプソメトリー顕微鏡で 100×100 m2 の正方形パターンを観察した結果を
Fig. 2.41 に示す．画像中心の縦方向に焦点を合わせており，画像に向かって左方向から
照明光を入射させた．また，100×100 m2 の正方形パターンは斜め観察により横方向に
潰れた長方形パターンとして観測された．Fig. 2.41 は Fig. 2.40 を 180°回転させた結果
となった． TIEM では結像回数が二回であったのに対して，従来型エリプソメトリー
顕微鏡では結像回数が一回であった．したがって，従来型エリプソメトリー顕微鏡によ
る画像が TIEM による画像と比較して 180°回転させた結果となった．Fig. 2.41 より，焦
点を合わせた縦線から離れるに従って各パターンの辺は広がった．これは焦点があって
いないためである．この結果から，斜め観察系においても TIEM では試料全面で焦点を
合わせることが可能となる．

232.2 m
Incident direction

100 m

174.2 m

100 m

Fig. 2.40 Image of 100×100 m2 square pattern.
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Focusing line
Incident direction

100×100 m2 pattern

Fig. 2.41 Image of 100×100 m2 square pattern taken by a conventional ellipsometric
microscope..

2.3.2 面内分解能の確認実験

2.3.2.1 面内分解能の測定方法
実験装置は視野の測定実験と同じ Fig. 2.37 に示す構成とした．ただし，結像レンズは，
撮像素子のピクセルサイズより像をできるだけ大きくするために，焦点距離 200 mm の
物を使用し，高倍率で観測した．撮像素子として，浜松ホトニクス社製 CCD カメラ
(C5985)を使用した．測定試料として，シグマ光機製テストターゲット(TRP-003)を使用
した．テストターゲットは，1951 年に米国空軍によって規格化された 1951 USAF test
pattern である．このテストパターンはガラス基板上のクロム膜をエッチングして 3 バー
チャートと呼ばれる 3 本の等幅の線が等間隔で配列されているラインアンドスペース
パターンが形成されている．この間隔を表す単位として，1 mm 当たりの空間周波数を
表す lp/mm(line pairs per mm)が用いられる．これは，等幅の黒線と白線各 1 本ずつを 1
セット（ラインペア）として，1 mm 当たりに何セットあるかを表している．垂直方向
の 3 バーチャートは撮像光学系の水平解像度を評価するために使用し，また水平方向の
同チャートは，垂直解像度を評価するために利用する．一般的な光学顕微鏡で撮影した
テストターゲットを Fig. 2.42 に示す．テストターゲット上の数字は，テストターゲット
のグループナンバーを示し，この数字が大きいほど 3 バーの幅と間隔が狭くなる．さら
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Fig. 2.42 Test pattern taken by a conventional microscope.

Table 2.5 Number of line pairs / mm in test target.
Group number
+0

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

1

1.00

2.00

4.00

8.00

16.00

32.0

64.0

128.0

256.0

512.0

2

1.12

2.24

4.49

8.98

17.95

36.0

71.8

144.0

287.0

575.0

3

1.26

2.52

5.04

10.10

20.16

40.3

80.6

161.0

323.0

645.0

4

1.41

2.83

5.66

11.30

22.62

45.3

90.5

181.0

362.0

---

5

1.59

3.17

6.35

12.70

25.39

50.8

102.0

203.0

406.0

---

6

1.78

3.56

7.13

14.30

28.50

57.0

114.0

228.0

456.0

---

Element

に，各グループ内には 6 種類の線幅の 3 バーパターンがあり，これをエレメントという．
今回用いたテストターゲットの空間周波数と，グループとエレメントの関係を Table 2.5
に示す．

2.3.2.2 測定結果と考察
二段結像型エリプソメトリー顕微鏡でテストターゲットを観測した結果を Fig. 2.43 に示
す．画像向かって左方向に照明光が入射した．図中下の番号，および左右の番号は，それ
ぞれ Table 2.5 の Group number および Element を表わす．実験結果から，テストターゲット
上で最小となる空間周波数 645 lp/mm のパターンを確認できた．このパターンを空間周期に
換算すると 1.55 m であり，G. Jin らによって達成された 5 m の面内分解能[57]を上回
る結果が得られた．式(1.3)より，本実験で使用した TIEM で達成され得る理論分解能は
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Fig. 2.43 Image of test targets taken by the two-stage imaging elipsometric microscope.

0.92 m である．しかし，645 lp/mm 以上の空間周波数を持つパターンが存在しないた
め，本実験では TIEM の面内分解能を評価することはできなかった．また，本実験は測
定画像からの目視による判定であり，定量的な評価とは言い難い．さらに，パターン以
外に光干渉による明暗の縞が発生してしまい，これにより横方向のパターンの一部が見
えなくなってしまった．そこで，第 3 章で膜厚分解能を向上する過程で光干渉の低減を
行い，第 4 章でより定量的な評価方法で TIEM の面内分解能を測定する．

2.3.3 摺動時のナノメートル厚さ液体潤滑膜の可視化実験
本項では，本研究で目標とする摺動時のナノメートル厚さ潤滑膜可視化の原理確認実
験について述べる．潤滑膜の摺動方法としては，第 1.3.2.2 項で説明したファイバーウ
ォブリング法(FWM)を使用した．すなわち，TIEM と FWM の同時計測を試みた．これ
には，解決すべき複数の課題があることが判明した．そこで，まず課題と解決法につい
て説明し，同時計測のための実験装置の構成について述べる．次に，実験手順や測定試
料等の実験方法について論じ，その結果と考察について述べる．

2.3.3.1 二段結像型エリプソメトリー顕微法とファイバーウォブ
リング法の同時計測
本項では二段結像型エリプソメトリー顕微鏡とファイバーウォブリング法の同時計
測を行う際の課題とその対策について述べ，同時計測における実験装置の構成について
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説明する．

(a) 同時計測実現のための課題とその解決法
二段結像型エリプソメトリー顕微鏡は，プローブを配置できるように設計されている
が，同時測定のためには，以下の五つの解決すべき課題が判明した．そこで，それらの
課題とその解決策について述べる．



プローブのレンズ効果
摺動に使用する光ファイバープローブを二段結像型エリプソメトリー顕微鏡に取り

付け，磁気ディスク表面を観測する実験を行った．装置構成を Fig. 2.44 に示す．焦点距
離 100 mm の結像レンズを使用し，撮像素子として，Andor 社製 EM-CCD カメラ(iXon)
を使用した．先端の曲率半径が約 100 m の光ファイバープローブを用い，TIEM の測
定点上方に設置した．試料として潤滑剤を塗布していない磁気ディスクを使用した．実
験は，TIEM の焦点を試料表面に合わせ，プローブを試料近くまで接近させた時の像を
観測した．実験結果を Fig. 2.45 に示す．四隅に見える黒い部分は，検光子であるグラン
トムソンプリズムの支持枠である．また，スケールバーを画像右下に示した．図の中央
部に明るい領域(輝点)が確認された．この輝点は第 2.3.1 項および第 2.3.2 項の視野と面
内分解能の測定実験では確認されなかったため，プローブにより発生したと言える．こ
の原因として，プローブ先端のレンズ効果により照明光を集光してしまうことが考えら
れる．輝度値により膜厚を測定するエリプソメトリー顕微鏡においては，大きな問題で
ある．そこで，光ファイバープローブを光が透過しないようにするため，プローブを金
属膜で被膜することを試みた．被膜には，抵抗加熱式の真空蒸着装置
(SVC-700TMSG/7PS80 (TMP タイプ), SANYU ELECTRON)を使用し，金をプローブ全体
に蒸着した．金被膜したプローブを使用した場合の実験結果を Fig. 2.46 に示す．被膜し
ない場合とは異なり，画面中央部の明るい領域が消滅していることがわかる．画像横方
向に伸びる黒い部分はプローブによりできた影である．したがって，プローブによる集
光効果の抑制には，光ファイバープローブへの金属被膜が有効であることが分かった．
また，金属で被膜することは，次項で述べるプローブの振動を計測するレーザードップ
ラー振動計の反射率を増加させる効果もある．
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Fig. 2.44 Schematic of setup for two-stage imaging ellipsometric microscope with an

optical fiber probe.
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Speckle reducer
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Analyzer
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50 m
Fig. 2.45 Magnetic disk surface image with a none-coated optical fiber probe.

50 m
Fig. 2.46 Magnetic disk surface image with an optical fiber probe coated by gold.
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プローブの変位検出
TIEM の測定点に光ファーバープローブを配置する場合，Fig. 2.47 に示すように，プ

ローブの陰になって見ることができない領域(i)と，プローブの影が形成される領域(ii)
が存在する．これは，エリプソメトリー顕微鏡の照明光に一定方向に進行する平行光を
用いるためである．もし，Fig. 2.47 (a)の方向にプローブを振動させる場合，摺動部は常
に(i)または(ii)の領域にあるため，観察することができない．したがって，Fig. 2.47 (b)
の方向にプローブを振動させなければならない．従来の FWM のプローブの変位検出光
学系は，Fig. 1.12 に示すように，プローブの振動方向と直交している．したがって，(b)
の方向に摺動する場合，TIEM の入射面と FWM の光学系の入射面が平行となり，TIEM
の一段目の光学系は試料面に非常に接近しているため，FWM の光学系を配置すること
が空間的に困難である．
そこで，光ファイバープローブの変位計測にレーザードップラー振動計(Laser Doppler
Vibrometer: LDV)を使用することとした．LDV は，運動している測定点へレーザー光を
照射し，ドップラー効果による周波数の変化から測定点の速度を計測する．LDV を用
いたファイバーウォブリング法の概略図を Fig. 2.48 に示す．プローブの振動方向と平行
となるように LDV を配置して，LDV のレーザー光をプローブの表面に集光した．しか
し，光ファイバープローブはガラス製であるため，大部分の光を透過してしまう．そこ
で，プローブを金属で被膜することにより，反射率を増大させた．このようにして，エ
リプソメトリーの入射面に対して，プローブの振動方向を垂直とすることを可能とした．
また，前項で述べたプローブのレンズ効果の課題を解決するためにプローブ表面を金属
で被膜する必要がある．Fig. 1.12 に示したようにプローブをレーザー光が透過する必要
がある従来のファイバーウォブリング法での変位計測ができなくなってしまうが，本方
法を用いる場合は問題とならないという利点がある．また，LDV は 0.1 m/s オーダー
の速度分解能を有しているため，1 kHz 程度の振動周波数において 0.1 nm オーダーの変
位分可能を原理的に実現できる．
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Vibration direction

(a)
(b)

Optical fiber probe
Incident light

(i)

(ii)

Sample

Fig. 2.47 Areas hidden by optical fiber probe and shadow of optical fiber probe.

Vibration direction
Metal-coated opticalfiber probe
Incident light

Sample

LDV

Fig. 2.48 Measurement of probe displacement using LDV.



LDV レーザー光の測定画像への写り込み
金属で被膜した光ファイバープローブと LDV を Fig. 2.44 および Fig. 2.48 のように

配置し，LDV のレーザーをプローブ表面に集光し，シリコンウェハ表面を TIEM で測
定した．焦点距離 100 mm の結像レンズを使用し，撮像素子として，Andor 社製 EM-CCD
カメラ(iXon)を使用した．LDV は小野測器製レーザードップラー振動計(LV-1500M)を
使用した．光ファイバープローブの先端の曲率半径は約 100 m であり，測定試料とし
て Fig. 2.38 に示すシリコンウェハの平滑部を使用した．実験結果を Fig. 2.49 に示す．
非常に強く輝く LDV のレーザー光が画像に写り込むことが確認された．これは，LDV
のレーザーがプローブ表面で散乱して写り込んだためと考えられる．また，CCD カメ
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ラにより最も輝度値の高い部分に合わせて輝度値のレンジが自動補正されるため，輝度
値の低いプローブにより形成される影を観測することはできなかった．プローブのレン
ズ効果と同様に，輝度値から試料の膜厚を測定するエリプソメトリー顕微鏡においては，
大きな問題となる．そこで，エリプソメトリーに使用する光の波長と LDV のレーザー
光の波長の違いに着目し，波長フィルターを用いてエリプソメトリー光のみを CCD カ
メラに透過させることとした．TIEM では，中心波長 680 nm，波長幅 7.8 nm の SLD を
使用する．また，レーザードップラー振動計の使用波長は 632.8 nm である．したがっ
て，波長フィルターとして，ニューポート製バンドパスフィルター(10BPF10-680)を使
用した．本フィルターは SLD 光源の波長幅の帯域で 50%以上の透過率を有し，LDV レ
ーザー光を 0.1%以下に抑えることができる．そして，本フィルターを結像レンズの前
に挿入して，同じシリコンウェハを観測した結果を Fig. 2.50 に示す．フィルターを用い
ない場合とは異なり，シリコンウェハ表面，およびプローブの影が観測できている．な
お，Fig. 2.49 と Fig. 2.50 でシリコンウェハの輝度値が異なるのは，CCD カメラが最大
の輝度値に合わせて画像輝度値の格納範囲を自動調節したためである．以上のように，
波長フィルターにより，LDV レーザー光の写り込みを除くことができた．

Laser light of LDV

50 m
Fig. 2.49 Silicon wafer image when an LDV was used.
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Shadow of probe

Area hidden by probe

50 m
Fig. 2.50 Silicon wafer image with a wavelength filter to remove the LDV laser light.



プローブの振動振幅の増大
FWM では，ピエゾアクチュエータにより正弦波状に加振されたプローブにより潤滑

膜が繰り返し摺動される．従来の研究では，プローブの振幅は数十 nm 程度であった[39]．
しかし，プローブ先端の振幅が先端球の半径以下の場合，プローブにより隠されてしま
い，摺動部を観測することができない．そこで，プローブの共振現象を利用し，プロー
ブ先端球の半径以上の振幅で振動させ，間欠的に試料を摺動することとした．本研究で
使用する光ファイバープローブの直径は 125 m であり，Q 値は 100 以上であった．共
振周波数で振動する物体の振幅は，加振振幅と Q 値の積により与えられる．したがっ
て，プローブを 1 m 程度の振幅でかつ，共振周波数で加振すれば，摺動部を観測する
のに十分な振幅を発生できる．



高速な摺動時の観測
大振幅での摺動により，プローブは潤滑膜と間欠的に接触するため，プローブ先端が

離れた時に摺動部を観察可能となる．FWM ではプローブを数百~数千 Hz で振動させる
[34]-[41]のに対して，CCD カメラの撮影速度は数十 Hz が限界であり，摺動現象を時間
的に完全に分解して測定することは不可能である．特にエリプソメトリー顕微鏡では，
検光子を通過する光は非常に微弱であるため，露光時間を増大させなければならず，撮
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Light source Optical fiber probe
Meniscus

Lubricant

Emission of light source
Bump

Magnetic disk

Fig. 2.51 Stroboscopic visualization of lubricant film shearing. Lubricant film
image is captured immediately after shearing.

影速度の高速化は困難である．そこで，FWM が繰り返し摺動であることに着目し，Fig.
2.51 に示す，プローブ振動と同期するように光源を変調させるストロボ光による照明を
考案した．この方法では，プローブの振動状態が Fig. 2.51 (e)のようにプローブが摺動
部から離れて摺動部を観測することができる振幅となる毎に光源を発光させる．そして，
この振動状態の潤滑膜像を露光時間の間積算して画像を撮影する．

(b) 同時計測のための装置構成
前項 にて述べた五つの方法を導入し，TIEM と FWM の同時計測を実現する装置構成
の概略図を Fig. 2.52 に示す．Fig. 1.12 に示すように，摺動すき間を制御するために測定
試料をピエゾアクチュエータにより変位させると，TIEM の焦点位置がずれてしまう．
そこで，すき間制御のためのピエゾアクチュエータをプローブに取り付け，試料は TIEM
に対して固定した．FWM の装置写真を Fig. 2.53 に示す． ピエゾアクチュエータ上に
プローブと LDV のレーザーヘッドを搭載し て一緒に駆動した．撮 像素子として，
EM-CCD カメラ(iXon, Andor)を使用した．EM-CCD とは Electron Multiplying Charge
Coupled Device の略で，CCD チップで検出した光電子を，多段のゲインレジスターに通
すことにより CCD チップ上で増幅させてから A/D 変換で読み出す超高感度 CCD 検出
器である．Table 2.6 に仕様を示す．結像レンズの焦点距離は 100 mm とした．  /4 波長
板の回転角度 Q は，進相軸が p 偏光に対して 45°の方向に設定し，潤滑膜の存在しない
基板が消光条件となるように，偏光子の回転角度 P = 153.8°および検光子の回転角度 A =
142.0°とした．この時，Fig. 2.8 (b)に示したように，膜厚の増加に伴い二次関数的に輝
度値が増加する．プローブは，エポキシ樹脂系接着剤を用いて，プローブ先端から固定
点までの長さが 4 mm 程度となるように固定用基板(アルミ基板)に接着固定した．その
後 ， 抵 抗 加 熱 式 の 真 空 蒸 着 装 置 (SVC-700TMSG/7PS80 (TMP タ イ プ ), SANYU
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ELECTRON)により，プローブ全面にアルミニウムを蒸着した．プローブ固定用基板は，
プローブ加振用ピエゾアクチュエータの先端に接着したアルミ板にねじ止めした．プロ
ーブの変位を測定する LDV として小野測器製レーザードップラー振動計(LV-1500M)を
使用した．
検出回路を含めた装置全体の構成を Fig. 2.54 に示す．ファンクションジェネレータと
してエヌエフ回路設計ブロック製ファンクションシンセサイザー(WF1956)を使用した．
ファンクションジェネレータ No. 1 を用いてトリガ信号を生成し，これを基準として全
ての測定を開始した．このトリガ信号により，ファンクションジェネレータ No. 2 と CCD
カメラの駆動を開始させた．ファンクションジェネレータ No. 2 も用いて時間経過に比
例して増加する電圧を発生させ，エヌエフ回路設計ブロック製 ローパスフィルター
(3625)に よ っ て 高 周 波 ノ イ ズ を 除 去 し ， 摺 動 す き 間 制 御 用 の ピ エ ゾ ア ク チ ュ エ ー タ
(P-753, PI)を駆動した．また，このピエゾアクチュエータからの変位信号を，エヌエフ
回路設計ブロック差分増幅器(5307)で増幅しコンピュータ No. 1 に記録した．CCD カメ
ラはトリガ信号により設定された条件で撮影を開始し，画像情報をコンピュータ No. 2
にて記録する．この時，CCD カメラのシャッターの開閉情報をコンピュータ No. 1 に記
録する．ただし，CCD カメラから発信される信号はインパルス状の信号であり，コン
ピュータ No. 1 のサンプリング周波数では測定が困難である．そこで，ファンクション
ジェネレータ No. 5 でステップ関数に波形を変化させた．ファンクションジェネレータ
No. 3 は正弦波(周波数: 5780 Hz)を発信し，ピエゾドライブ増幅器(M-2663，メステック)
を介してプローブ加振用のピエゾアクチュエータ(PL055.30, PI)を駆動した．ファンクシ
ョンジェネレータ No. 4 はファンクションジェネレータ No. 3 と同じ周波数の矩形波を
発信し，SLD の発光を制御する．この時，ファンクションジェネレータ No. 3 と No. 4
の信号をオシロスコープで観測し，ファンクションジェネレータ No. 4 の位相を調整す
ることにより両方の信号の位相差をある一定の値に合わせる．また，ファンクションジ
ェネレータ No. 3 と No. 4 の信号の経時の変化を抑えるため，これら二つの信号は同一
のファンクションジェネレータから発信され，その時 2Phase モードで使用した．LDV
からの信号をロックインアンプ No. 1(LI5640，エヌエフ回路設計ブロック)に入力し，ピ
エゾアクチュエータによる加振振動数を参照信号として用い，プローブの振幅と位相を
測定した．また，プローブ先端が固体基板に接触した瞬間を検出するために，LDV か
らの信号を分岐させ予め測定したプローブの固有振動数を参照信号として用い，ロック
インアンプ No. 2(LI-575，エヌエフ回路設計ブロック)によりプローブ共振振動の振幅を

87

検出した．これら同期検出された加振振動数成分の振幅と位相，ならびに固有振動成分
の振幅は，コンピュータ No. 1 に記録した．Fig. 2.55 は実験に使用したプローブの共振
曲線の測定結果である．横軸は加振周波数を表わし，赤い点はプローブの振幅，青い点
は位相を表わす．プローブの共振周波数は 5780 Hz であった．

Imaging lens
Piezo actuators for displacement
of sliding gap

Objective lens

Piezo actuators for oscillating probe

SLD

Second object
image
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Speckle reducer

Lens (f = 60 mm)
Polarizer
Quarter-wave plate
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CCD
camera
Analyzer

Objective lenses
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Second imaging stage
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Fig. 2.52 Setup for simultaneous measurement of two-stage imaging ellipsometoric
microscope and fiber wobbling method using an LDV.

LDV

Piezo actuator

Stages for
adjustment
of probe

Sample stage

Fig. 2.53 Photograph of setup of fiber wobbling method using an LDV.
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Table 2.6 Specifications of iXon EM-CCD camera.
Properties

Units

Active pixels

pixel

512 x 512

Pixel size

μm

16 x 16

Imaging area
Act. area pixel well depth

mm

8.2 x 8.2

-

e , typical

160000 to 220000

-

Gain reg. well depth

e , typical

800000

Max readout rate

MHz

10

Max frame rate

fps

35

Read noise

e-, typical

1 to 49 @ 10 MHz

Quantum efficiency

%

> 90
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Fig. 2.54 Block diagram of signals for simultaneous measurement of two-stage imaging

ellipsometoric microscopy and fiber wobbling method using an LDV.
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Fig. 2.55 Amplitude and phase shift of an optical fiber probe at different oscillation
freaquencies.

2.3.3.2 可視化実験の方法
本項では，実験条件と測定試料について述べる．

(a) 実験条件
光ファイバープローブ先端の曲率半径は約 100 m であった．固体基板と接触してい
ない状態で共振振動成分を検出しないようにするため，プローブの共振周波数から僅か
にずれた周波数 5740 Hz で振動させた．LDV により測定した振幅は 39 m であった．
また，Fig. 2.56 に示すように，光ファイバープローブ先端と試料間のすき間を，プロー
ブ先端が試料と接触していない状態からピエゾアクチュエータにて速度 2.5 nm/s で減
少させながら潤滑膜を摺動した．ストロボ光をプローブの振動に同期させるため，SLD
変調の周波数は，振動周波数と等しい 5740 Hz とし，1 周期の間で発光している割合で
あるデューティー比は 10%とした．したがって，ストロボ光の発光間隔は 174 s で，
一回当たりの発光時間は 17.4 s であった．CCD カメラの撮影速度は 2 fps に設定した．
よって，画像の撮影間隔は 0.5 s であり，画像一枚当たりプローブが 2870 往復試料を摺
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Decrease in gap
(2.5 nm/s)
Probe to sample gap: h
Slide area
Sliding direction

Magnetic disk

Lubricant film

Fig. 2.56 Measurement with decreasing in probe to sample gap.

動した様子を積算したことになる．

(b) 測定試料
本研究では，液体潤滑剤として，HDD の潤滑に用いられる Perfluoropolyether(PFPE)
系潤滑剤，Z03(Solvay Solexis)を用いた．Z03 は分子量 4000 の無極性潤滑剤で平滑な膜
を形成することができる．化学構造は次のように表される．

F3C－CF2－O－(CF2－CF2－O)p－(CF2O)q－CF2－CF3

FWM プローブは曲面で構成されているため，Z03 のプローブ上での接触角を求めるこ
とは困難であった．そこで，スライドガラス上に金またはアルミニウムをコーティング
した基板上での接触角を測定し，金基板の上で 9.4°，アルミニウム基板の上で 0.5°であ
った．Z03 の物理特性を Table 2.7 に示す．また，本研究では Z03 の希釈溶媒として
HFE-7200(3M)を使用した．HFE-7200 の特性を Table 2.8 に示す．

Table 2.7 Physicalproperties of Z03.
Properties
Molecular weight
Surface tension
at 20 ℃
Radius of gyration
C2/C1 ratio
Viscosity at 20 ℃
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Units
AMU

4000

dyne/cm

23

nm
－
Pas

1.4
0.5-2
0.05

Table 2.8 Physicalproperties of HFE-7200.
Properties

Units

Chemical formula

－

C4F9OC2H 5

Boiling Pt

℃

76

Coagulating point

℃

-138

Vapor pressure

MPa

0.0160

Evaporation heat

kJ/kg

125.6

3

1430

Liquid density

kg/m

Kinetic velocity

cSt

0.40

Specific heat

J/kgK

1214

Surface tension

mN/m

13.6

Refractive index

－

1.28

固体基板には，商用の磁気ディスクを使用した．磁気ディスクは，ガラス基板の上に
下地膜，磁性膜が形成されており，最表面には耐摩耗性，耐腐食性向上を目的として
DLC 保護膜が塗膜されている．磁気ディスクは，実験装置の試料台に設置するために
ダイヤモンドカッターで 10~20 mm 角の小片に切断した．磁気ディスク表面を AFM に
より測定した結果を Fig. 2.57 に，その代表的な断面図を Fig. 2.58 示す．算術平均粗さ(Ra)
は 0.24 nm，二乗平均粗さ(Rrms)は 0.31 nm，最大高さ(R max)は 1.99 nm であった．
Height
-1.4 nm

1 nm

1 m

Fig. 2.57 Topographical image of magnetic disk measured by AFM.
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Fig. 2.58 Cross sectional view of magnetic disk measured by AFM.
磁気ディスク表面にナノ厚さ液体薄膜を形成する方法として，商用の HDD でも用い
られるディップ法を用いた．その概略を Fig. 2.59 に示す．まず，HFE-7200 で希釈した
Z03 溶液を作成する．次に，潤滑膜を塗布する磁気ディスクを溶液の液面に対して垂直
に配置する．ステッピングモータで駆動する移動ステージにより，一定速度でディスク
を溶液中に降下させ，ディスクの一部をある程度溶液に浸したところで，休止させるこ
となくディスクを溶液から完全に引き上げる．溶媒は揮発性が高いため，ディスクの引
き上げ直後から蒸発し，ディスク表面には揮発性の低い潤滑剤分子のみが残され薄膜を
形成する．この方法では，溶液の濃度と引き上げ速度を調整することにより，1 nm オ
ーダーの膜厚を制御性良く塗布することが可能である．
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Moving direction

Peace of magnetic disk

Lubricant solution

Fig. 2.59 Schematic diagram of dip coating method.
また，走査型エリプソメータ(MARY-102，ファイブラボ)を使用し，塗膜した潤滑膜
の膜厚を測定した．装置概略図を Fig. 2.60 に，仕様を Table 2.9 に示す．本装置では，
エリプソメトリー顕微法と異なり，  /4 波長板が反射側に設置されている．光源として
0.8 mW の He-Ne レーザーを使用し，直線偏光を 70°で試料へ入射する．そして， /4 波
長板を回転させて反射光の偏光状態を解析し，膜厚や屈折率の測定を行う．また，レー
ザースポットを走査することにより，一次元または二次元の膜厚分布を測定することが
できる．本研究で使用したエリプソメータのレーザースポットの直径は 30 m であった．
レーザースポット内の膜厚分布は平均化され，均一な膜厚として測定される．

Light source

Detector

Polarizer
Quarter-wave plate

Analyzer
Sample

Fig. 2.60 Schematic diagram of a scanning ellipsometer.
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Table 2.9 Specifications of MARY-102.
Method
Light source

Rotating retarder method
He-Ne laser (Wavelength : 632.8 nm)
Power 0.8 mW

Beam dia.

30 m

Incident angle

70°
Δ=±0.01°

Accuracy

Ψ=±0.01°

Sample time

0.05 sec min

2.3.3.3 実験結果と考察
Fig. 2.51 に示した方法を用いてストロボ照明により摺動時の潤滑膜を TIEM で測定し
た結果を Fig. 2.61 に示す．本実験で使用した試料潤滑膜の平均膜厚は 13.3 nm であった．
Fig. 2.56 のように，プローブ先端と試料間のすき間 d を減少させながら測定した．画像
中央部が摺動の中心で画像の横方向に摺動した．また，測定した画像の輝度値をその強
さ毎に色付けした．すなわち，Fig. 2.61 上のカラーバーは膜厚が厚ければ赤，薄ければ
青となっている．さらに，プローブ先端と試料間のすき間を各画像下に表示した．本実
験でプローブが固体基板に接触した際に励起される共振振動成分の検出によって，固体
接触点を決定することができなかった．そこで，後述するように本実験ではプローブの
位相が減少し始めたすき間を固体基板との接触点である d = 0 とし，相対的なすき間の
変化で実験結果のを考察する．実験結果から，すき間の現象に伴って，摺動部の中心が
隆起し，面内方向にも大きくなった．d = 0 における潤滑膜の隆起部の直径は約 30 m
であった．膜厚と比較して大きなすき間で隆起が発生した．本実験では，潤滑膜像を
TIEM で測定する前に，FWM の調整を行ったために何度もプローブと接触した潤滑膜
を観測した．画像測定前にプローブ先端に付着した潤滑剤により，大きなすき間で隆起
が形成されたと考えられる．
以上のように，摺動時の潤滑膜の変形の様子を動画で撮影することに成功した．つま
り，TIEM によって摺動時のナノメートル厚さ液体潤滑膜の挙動を高速に測定可能であ
ることが定性的に実証された．CCD カメラの撮影間隔は 0.5 s であったため，本実験の
時間分解能として 0.5 s が達成された．光ファイバープローブ先端の振幅は 39 m と，
プローブ先端の直径の半分である 62.5 m に対して小さかったが，摺動部を観察するこ
とに成功した．これは，Fig. 2.62 に示すように，プローブが測定試料に対して斜めに配
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Thickness
Thin

Slide area

Thick

30 μm

Sliding direction
Probe to
sample gap,d

350 nm

300 nm

250 nm

200 nm

150 nm

100 nm

50 nm

0 nm
Bump

Fig. 2.61 Images of 13.3-nm-thick lubricant film immediately after shearing with optical
fiber probe at different probe-sample gaps.

Center of image

Sliding probe
Amplitude on image
Amplitude measured by LDV
Center of oscillation
Lubricant film
Disk

Fig. 2.62 Schematic of an oscillating probe whose center of oscillation is oblique to center
of image. Amplitude on image is larger than amplitude measured by LDV.

置されており，片側に大きく振れた時に発光タイミングを合わせて潤滑膜像を撮影した
ため，摺動部を観測することができたと考えられる．また，Fig. 2.63 にプローブが潤滑
膜と接触する前の摺動部から離れた場所の潤滑膜画像の断面輝度プロファイルを示す．
横軸は画像上での位置，縦軸は CCD カメラで測定された輝度値を表わす．実線はデー
タ点の二次関数による近似曲線である．第 4.2 節で述べる測定画像面内の像倍率の差に
よって背景の輝度値が一定ではなかった．そこで，光源像による輝度値の傾きを無視し，
摺動前の潤滑膜は平滑であり，近似曲線が潤滑膜表面に対応すると仮定する．この時，
近似曲線周りの測定点のばらつきから潤滑膜画像に対する SN 比を算出すると，11.4 で
あった．また，潤滑膜の平均膜厚は 13.3 nm であった．本実験では，Fig. 2.8 (b)に示し
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たように，膜厚の増加に伴って二次関数的に輝度値が増加するように光学素子の回転角
度を設定した．したがって，Fig. 2.64 に示すようにノイズの大きさと等しくなる膜厚か
ら膜厚分解能 h を求めるのは困難である．そこで，Fig. 2.64 の青線のように膜厚の増加
に対して線形に輝度値が増加すると仮定して，ノイズの大きさと等しくなる膜厚を膜厚
分解能 h’とすると 1.2 nm であった．つまり， h’は h より小さくなるため，実際の膜厚
分解能は 1.2 nm よりも悪かった．加えて，この計算では潤滑膜の膜厚が h = 0 の時，す
なわち基板の輝度値がゼロとなると仮定した．しかし，検光子の消光比は 10-5 程度で，
基板の輝度値はゼロとならないので，膜信号が減少し，より膜厚分解能は悪化すると考
えられる．以上の結果から，目標とする 0.1 nm 程度の膜厚分解能は達成されていなか

a.u.

った．

2000

Light intensity, I

1500

1000

500

0

0

50

100
150
Position, x

200

250
m

Fig. 2.63 Light intensity profile on cross section of lubricant image.
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Light intensity, I

Signal

Noise

Linear curve

Actual curve

0

h

h’

13.3 nm

Film thickness, h

Fig. 2.64 Relationships between light intensity and film thickness. Green line is actual
curve and blue line is liner curve which obtains the relationship at thinner film thickness
than 13.3 nm. Red bars are amounts of noise.
第 1.3.2.2 項で述べたようにプローブの振動振幅，位相および共振成分から潤滑膜の
力学特性が得られる．Fig. 2.65 に Fig. 2.61 を観測した時の LDV で測定されたすき間 d
毎のプローブ先端の振幅 Aprobe と位相 probe ，およびプローブに励起された共振周波数成
分 Rres を示す．それぞれのグラフの横軸はすき間を表わす．共振周波数成分は大きく変
動し，固体基板と接触した際に励起される信号の上昇を検出できず，d = 0 となる固体
接触点を決めることができなかった．TIEM による潤滑膜の膜厚測定の結果から Fig.
2.65 中の点 A 付近で潤滑膜との接触が開始したため，それよりも狭いすき間での振幅・
位相は固体基板との接触によるものと考えられる．そこで，本実験では，位相が減少し
始めた点 B を固体接触点と仮定し実験開始から点 B 手前までの位相の近似直線と点 B
以降の位相の近似直線の交点を d = 0 とした．共振周波数成分(5780 Hz)を検出したロッ
クインアンプの帯域は 100 Hz であったため，加振周波数成分(5740 Hz)の振幅の変化を
検出可能であるが，共振周波数成分において振幅の変化を検出することができなかった．
この原因として，LDV の測定限界よりプローブの最大振動速度が大きかったため，振
幅と共振周波数成分が飽和してしまい，ロックインアンプが共振周波数成分をロックで
きなかった可能性がある．また，共振周波数に近い周波数でプローブを振動させたため，
固体基板と接触しない状態でも大きな信号が出力されており，接触時の固有振動の励起
による振幅の変化は小さかったことも考えられる．したがって，プローブが固体基板と
接触した際の固有振動の励起を検出できなかった．本実験では間欠的に試料を摺動して
おり，発生する摩擦力が加振力に対して小さく，振幅・位相・共振成分の測定感度が不
足していたことも原因として考えられる．
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Fig. 2.65 Mechanical response of the shearing lubricant film. (a) Amplitude at different
gaps. (b) Phase. (c) Resonant component.

間欠接触での摺動実験で観測された潤滑膜の隆起がプローブと試料の間に形成され
た液架橋によるものであり，またプローブが Fig. 2.51 のように潤滑膜から離れた後に液
架橋が形成されたことを確認するために，以下の実験を行った．潤滑剤の付着していな
いプローブを振動させずに磁気ディスク上の潤滑膜に接触後，膜から離した時の潤滑膜
の時間変化の様子を TIEM で測定した．ここで，プローブは，Fig. 2.61 の摺動実験と先
端の曲率半径がほぼ等しい約 100 m のものを使用した．潤滑膜の平均膜厚は 11.7 nm
であった．実験結果を Fig. 2.66 に示す．画像中心部がプローブの中心であり，Fig. 2.61
と同様に，膜厚が厚ければ赤く，薄ければ青く表示した．また，各画像の下にはプロー
ブを離してからの経過時間を表示した．離した直後の画像の左にある部分はプローブで
ある．画像中心部に潤滑膜の隆起を観測し，その隆起部の直径はプローブを試料から離

100

30 μm

Thickness
Thin

Thick

End ball
of probe

Elapsed time

0s

20 s

40 s

60 s

Fig. 2.66 Image of 11.7-nm-thick lubricant film after probe contact. The probe was started
to separate at elapsed time t = 0 and was not oscillated.

した直後で約 30 m であった．基板の上の平滑な薄膜と球との間に形成される液架橋の
モデルを Fig. 2.67 に示す．このモデルは H. Kokumai ら[62]による．液架橋の直径は，
液架橋の形状に起因するラプラス圧と薄膜と基板の分離圧の釣り合いにより決定する
と仮定し，幾何的な関係から算出される．まず，以下の式で与えられる平行状態におけ
る液架橋の曲率半径 reff を計算する．

reff  

6 L h3
.
A

(2.104)

ここで，L は液体の表面張力，h は膜厚，A は固体平面側の空気と DLC が液体薄膜（PFPE）
を介して相互作用する Hamaker 定数であり，A = –4.7 × 10-20 J である[62]．次に，次式
により与えられる角度 を計算する．

reff
R


 d T

 d T

 1  cos    sin  
 1  cos    0 . (2.105)
sin  1  cos   0   
R
R






ここで，R は球の曲率半径， 0 は球と液架橋の接触角，d は球先端と基板の間のすき間
である．そして，以下の式により液架橋の直径 dm を算出する．

d m  2R sin  .

(2.106)

球と液架橋の接触角が 0 であると仮定し，今回行った実験での条件である R = 100 m，
A = –4.7 × 10-20 J， 0 = 0，d = 0 において，式(2.104)~(2.106)を用いると，h = 13.3 nm
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に対して d m = 140 m， h = 11.7 nm に対して dm = 124 m と算出される．理論モデルに
より得られた直径は静的な状態で平行状態に達した後の液架橋の大きさが最大となる
場合である．したがって実験値が計算値よりも小さかったのは，実験で観測された液架
橋は平行状態に達していなかったため考えられる．間欠接触で得られた実験結果(Fig.
2.61)と未振動プローブを潤滑膜に押し当てた場合(Fig. 2.66)で，接触時間が異なるにも
関わらず潤滑膜が液架橋成長に伴う隆起した領域の直径は約 30 m と同程度であった．
間欠接触の場合，潤滑膜を摺動する前にプローブ先端に潤滑剤が付着していたため，プ
ローブが潤滑膜と接触した瞬間にある程度の大きさの液架橋が形成されていたと考え
られる．一方，未振動プローブを潤滑膜に押し当てた場合，プローブ先端に潤滑剤が付
着していなかった．しかし，未振動プローブを潤滑膜に押し当てた場合は接触時間が間
欠接触の場合より長かったため，液架橋がより大きく成長できたと予想される．すなわ
ち，結果的に偶然同程度となったと考えられる．これらの結果は，間欠接触での摺動実
験で観測された潤滑膜の隆起は，プローブと試料の間に形成された液架橋であったこと
を支持している．そして，間欠接触摺動においてもプローブと潤滑膜の間に液架橋が形
成され，すき間の減少に伴って Fig. 2.68 のように成長したことが示唆される．

R 

rm

dm

0

d

h

Fig. 2.67 Model of lubricant bridge between a sphere and disk.

End ball of
optical fiber probe

Meniscus

Growth of
meniscus

Decrease in gap

Lubricant film
Magnetic disk

Slide area

Fig. 2.68 Growth of lubricant bridge between the end ball of an optical fiber probe and
lubricant film.
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2.4 結論と課題
摺動時のナノメートル厚さ液体潤滑膜の変形を可視化するために，従来型のエリプソ
メトリー顕微法では困難であった高い面内分解能と広い視野を両立する二段結像型エ
リプソメトリー顕微法の原理を提案し，設計指針を論じた．また，装置を構成し二段結
像型エリプソメトリー顕微法の原理確認実験を行った．以下，本章で得られた成果につ
いてまとめる．



高い面内分解能と広い視野を両立するために，二段結像型エリプソメトリー顕微法
を提案した．本顕微法では，まず，一段目の結像系にて空中に低倍率で一次結像を
形成する．そして，二段目の結像系の光軸を一次結像に対して垂直となるように配
置し，二次結像を撮像素子で観察する．この二段階の結像系により撮像素子に対し
て物体像を平行にできるため，高い面内分解能においても撮像素子の全面で焦点を
合わせることが可能となり，広い視野を達成できる．また，一段目の結像系の像倍
率は低いが，二段目の結像系の像倍率を高くすることにより総合的な像倍率を高く
することができ，高い面内分解能での観測に必要な高倍率での観測も同時に実現で
きる．さらに，本顕微法を無限遠補正光学系に対応した方法へと拡張し，有限遠補
正光学系と同様な取り扱いで光学系を構成できることを示した．



二段結像型エリプソメトリー顕微法のための設計論を述べた．一段目の対物レンズ
には，(1)測定点の上方にプローブを配置する空間があること，(2)測定試料とレン
ズが接触しないこと，(3)エリプソメトリーを達成する大きな入射角(反射角)の光を
レンズへ導入できること，(4)高い面内分解能を実現する項 NA の対物レンズである
ことの四つの条件が要求される．そこで，これらの条件を満足する対物レンズを性
能と寸法から比較検討し，一段目の対物レンズとして，Nikon 社製 CFI L Plan EPI
SLWD 50x を使用することとした．一次結像面の法線と光線の成す角度を 70°以下
とし，二段目の結像系へ光を導入するため，結像レンズには前段と同じ Nikon 社製
CFI L Plan EPI SLWD 50x を用いて一段目の結像系の像倍率を 1 倍に設定し，一段
目の結像系の光軸を 45°，照明光の入射角を 65°とした．二段目の対物レンズは一
次結像の法線と光線の成す角度 65°の光を取り込める高 NA の対物レンズである
OLYMPUS 社製 M Plan Apo 50x を使用することとした．最低倍率である 30 倍を達
成するために，二段目の結像レンズの焦点距離は 100 mm または 200 mm とした．
光源は，光の干渉によるノイズを低減するために，時間的コヒーレンスの低い SLD
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光源を使用した．また，さらに干渉性を低減するために光学干渉低減装置で空間的
コヒーレンスを低減した．


試作した二段結像型エリプソメトリー顕微鏡を用いて，原理確認実験を行った．シ
リコンウェハ上に作製した凹凸パターンを観察し，200 m 以上に渡って焦点が合
っていることを確認した．また，分解能テストターゲットを観測し，ターゲットの
中で最小である 645 lp/mm のパターン(空間周期 1.55 m)を確認した．したがって，
二段結像エリプソメトリー顕微法は高い面内分解能と広い視野を両立できること
を確認した．



ファイバーウォブリング法との同時計測を実現するための五つの課題に対し，以下
のような解決策を考案した．(1)光ファイバープローブのレンズ効果により画像上に
集輝点が形成される問題に対して，プローブを金属で被膜することにより光が透過
しないようにした．(2)プローブの影やプローブの陰となり摺動部を観測できない問
題に対して，プローブの振動方向を照明光の入射面に対して垂直にした．これによ
り，従来のファイバーウォブリング法の光学系ではプローブ変位を測定できなくな
ったため，LDV によりプローブの変位を測定する光学系とした．(3)LDV のレーザ
ー光が二段結像型エリプソメトリー顕微鏡の測定画像に写り込んでしまう問題に
対して，波長フィルターにより，照明光の波長のみを透過させた．(4)光ファイバー
プローブの振幅がプローブ半径よりも小さいと，摺動部がプローブに隠れて観察で
きない問題に対して，プローブの共振周波数で加振することによりプローブの半径
以上の振幅で振動させた．(5)光ファイバープローブの振動周波数に比べて CCD カ
メラの撮影速度が遅い問題に対して，光源の発光をプローブの振動に同期させスト
ロボ光として，プローブが大きな振幅となった時の画像のみを積算して測定した．



製作した実験装置で摺動時のナノメートル厚さ液体潤滑膜の可視化実験を行い，潤
滑膜の変形をリアルタイムに可視化できることを確認した．また，間欠接触におい
てもプローブと潤滑膜の間に液架橋が形成され，すき間の減少に伴って液架橋が成
長することを示唆する結果を得た．本実験での二段結像型エリプソメトリー顕微鏡
の時間分解能は，CCD カメラの撮影間隔の 0.5 s であった．

しかしながら，原理確認実験より二段結像型エリプソメトリー顕微法には，以下の課題
が判明した．
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(i)

摺動時のナノメートル厚さ液体潤滑膜の可視化実験において，潤滑膜画像の SN 比
は 11.4 であり，膜厚分解能は 1.2 nm より悪かった．したがって，目標とする 0.1 nm
程度の膜厚分解能に対して不十分であった．

(ii) 面内分解能の測定において，分解能テストターゲット上に 645 lp/mm 以上の空間周
波数を持つパターンが存在しなかったため，それ以上の面内分解能を測定すること
ができなかった．また，測定画像からの目視による判定であり，定量的な測定とは
言い難い．さらに，光干渉による雑音像により横方向のパターンの一部が見えなく
なってしまった．
(iii) 視野の確認実験において，観察された正方形パターンは台形状に歪んで観察され，
画像左側ほど背景光の輝度値が高くなっていた．

以上のように，二段結像型エリプソメトリー顕微法により，摺動時のナノメートル厚さ
液体潤滑膜を可視化するためには，上記の課題を解決する必要がある．そこで，(i)の課
題に対しては，第 3 章にて，膜厚分解能について理論的に考察し，膜厚分解能の向上方
法の提案とその検証実験を行う．(ii)の課題に対しては，第 4 章の第 4.1 節にて，変調伝
達関数の考え方を導入し，面内分解能を求める．(iii)に対しては，第 4 章の第 4.2 節に
て，観察されたパターンの歪み発生メカニズムとその確認実験について述べる．
また，ファイバーウォブリング法でのせん断力測定においても，共振周波数に近い周
波数でプローブを振動させたため，固体基板と接触しない状態でも大きな信号が出力さ
れており，接触時の固有振動の励起による振幅の変化は小さかったと考えられる．した
がって，プローブが固体基板と接触した際の固有振動の励起を検出できなかった．そこ
で，ファイバーウォブリング法の測定精度を向上し，ナノメートル厚さ液体潤滑膜を摺
動した際の変形とせん断力の同時測定について，第 5 章にて述べる．

105

第3章 膜厚分解能の向上
第 2 章での原理確認実験では，1~2 nm の薄膜を可視化するために必要な 0.1 nm 程度
の膜厚分解能を達成できていないことがわかった．そこで，本章では二段結像型エリプ
ソメトリー顕微法の膜厚分解能の向上について論ずる．まず，第 3.1 節にて，輝度値が
膜厚に比例する条件での膜厚分解能の理論モデルの構築を行い，膜厚分解能が影響を受
ける要因について説明する．次に，第 3.2 節にて，輝度値が膜厚の増加に比例するかを
確認する実験を行う．また，第 3.3 節にて，照明光の強度を増大させるリレーレンズ照
明系の原理とその効果を確認する実験について述べる．そして，第 3.4 節にて，SLD 光
源よりも干渉性の低い LED 光源を導入し，その効果を検証する．さらに，第 3.5 節に
て，画像処理を行うことにより，膜厚分解能の向上を図る．最後に，第 3.6 節にて，膜
厚分解能の向上についての結論を述べる．

3.1 膜厚分解能の理論モデル

3.1.1 二段結像型エリプソメトリー顕微法における膜厚分解能
二段結像型エリプソメトリー顕微法の膜厚分解能は，膜厚信号の大きさとそのばらつ
きの比よって決定される．ここで，膜厚信号の大きさ S は，膜像の輝度値から基板像の
輝度値を引いた差で与えられる．すなわち，膜厚分解能は，測定画像の SN 比で決まる．
そして，測定画像の SN 比は，撮像素子における信号の SN 比として議論できる．そこ
で，CCD カメラにおける撮像信号の SN 比を検討し，エリプソメトリー顕微法における
膜厚分解能の理論モデルを構築することで，膜厚分解能を向上するための指針を決定す
る．
本研究で使用する EM-CCD カメラは，Fig. 3.1 に示すような構造をしている．イメー
ジエリアに蓄積された信号電荷は水平シリアルレジスタに転送され，順次画素ごとに読
み出される．EMCCD では，この水平シリアルレジスタの先に増倍レジスタ(Charge
Multiplier)が設けられている．この増倍レジスタでは，通常の水平転送電極電圧よりも
高い電圧が供給されており，信号電荷が加速される．この時，もう一対の電子–正孔ペ
アが発生するインパクトイオナイゼーション効果を利用し，信号電荷の増倍を行う．
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Image area

Output
Horizontal shift register

Electrons

Gain register

Electron occurred by
impact ionization effect

Fig. 3.1 Principle of measuring light intensity in an EM-CCD camera. Electrons increases
at gain register by impact ionization effect.

この時の増倍率を ME とすると，信号 S が ME 倍に増大されるのと同時に各種ノイズも
ME 倍に拡大される．CCD カメラは光電効果を利用し受光面で光を電子に変換すること
により光強度を測定する．したがって，CCD 素子により検出される信号 S は以下の式
で表わされる．

S  M EQE N p .

(3.1)

ここで，QE は CCD カメラの受光面の量子効率，Np は入射フォトン数である．一方，
CCD カメラのノイズ源は，主に，次の四種類で与えられる[63]．

(1)読み出しノイズ r
CCD カメラでは，受光面で光電変換された電荷に比例した電圧を読み出すことで光
強度を計測している．動画撮影のように，素子への電荷の蓄積とリセットを繰り返す時，
リセットの際に微小な電荷が残り電荷量をゼロにできず，次の読み出しの際にランダム
ノイズとなってしまう．これが読み出しノイズであり，ばらつきの分散で表わされる．
読み出しノイズは読み出し速度を速くするほど大きくなる．
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(2)暗電流ノイズ d
CCD 素子から発生する暗電流に起因するノイズであり，信号とは関係なく露光中に
蓄積され，露光時間に比例して増加する．

(3)ショットノイズ s
光の粒子性によって統計的には毎秒同数の光子が CCD 素子へ入射しても，短い時間
内ではばらつきに起因するノイズである．特に，微小な強度の光を観察する時，光子一
個の有無が信号全体に占める割合が大きくなるので，このノイズの影響は顕著になる．
ショットノイズ s は以下の式で与えられる．

 s  QE N p .

(3.2)

(4)スプリアスノイズ cic
クロックインデュースドチャージ(CIC)と呼ばれ，CCD 内で信号電荷転送過程に発生
するノイズである．ただし，通常は非常に小さいため，ノイズの見積りの際には無視で
きる[64]．

EM-CCD では素子をペルチェ素子にて–90℃近くに冷却し，暗電流ノイズは十分低く抑
えられているため，通常無視することができる．また，読み出しノイズは増倍レジスタ
を通過した後に発生するため，他のノイズと異なり ME 倍にならない．上記のノイズは
互いに独立しランダムであるため，EM-CCD カメラで発生するノイズ N は，以下のよ
うに与えられる．

N   r2  F 2 M E  s2   r2  F 2 M E QE N p .
2

2

(3.3)

ここで，F はノイズファクターと呼ばれ，以下の式で与えられる[65]．

F

 out
.
M E in
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(3.4)

ここで，in は，増倍レジスタに入力されるノイズの大きさで out は増倍レジスタから出
力されるノイズの大きさである．したがって，F は増倍レジスタで ME 倍以上に増倍さ
れるノイズであり，通常，F は 1.0~1.4 程度の値をとる[64]．
第 2.1.1.3 項の Fig. 2.8 で示したように，膜厚の増加に対して輝度値が二次関数的に増
加する時，膜厚と光強度の関係が模式的に Fig. 3.2 のようなグラフになると仮定すると，
膜厚 h における光強度 I は，次のように表現できる．





I  k  Ih2  I0 .

(3.5)

ここで， I および I0 は，定数および h = 0 における光強度である．消光条件での測定で
あるが，検光子の消光比はゼロではないので，実際には I0 はゼロにはならない．k は係
数で，入射光の強度を大きくすることは k を大きくすることに相当する．エリプソメト
リー顕微法では，h = 0 において光強度がゼロとならないため，h = 0 における光強度 kI0
を I から引いた I’を膜厚測定のための信号として取り扱う．したがって，

I   I  kI 0  k I h 2 ,

(3.6)

Light intensity, I

となる．

Signal, I’
Substrate

kI0
0

Film thickness, h

Fig. 3.2 Relationship between film thickness and light intensity in the extinction
condition. Light intensity increases as a quadratic function of the film thickness.
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光子一個が持つエネルギーe は，以下の式で与えられる．

eh

c



(3.7)

.

ここで， h はプランク定数，c は光速，  は入射光の波長を表わす．CCD カメラの素子
に光が入射する時，露光時間を t とすると，入射光のフォトン数を入射光強度 I に変換
すると，式(3.7)を用いて次のように表わすことができる．

I

eN p
t



hc
N .
t p

(3.8)

よって，式を(3.8)を Np について変形すると以下のようになる．

Np 

t
I.
hc

(3.9)

したがって，膜厚測定のための信号 I’に相当するフォトン数 Np’は，以下のように与え
られる．

N p 

t
hc

I 

tk I h 2
hc

.

(3.10)

エリプソメトリー顕微法における信号は CCD 素子によって検出される光強度 I ではな
く，I’で与えられる基板の光強度を引いた光強度である．よって，エリプソメトリー顕
微法における膜厚の信号 S’は以下のように与えられる．

S   M EQE N p .

(3.11)

したがって，式(3.3)，(3.11)より，EM-CCD カメラの SN 比 SNR は以下のようになる．
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SNR 

M E QE N p
QE N p
S


.
2
N
 r2  F 2 M E2QE N p
 r 
2

  F QE N p
 ME 

(3.12)

EM-CCD カメラでは，増倍率 ME を十分大きくすることができるため， r /ME は無視で
きるほど小さくできる．よって，

SNR 

QE N p

,
F
Np

(3.13)

と近似できる．つまり，増倍率 ME を増大することにより，読み出しノイズ r を無視で
きるほど小さくすることができる．式(3.5)，(3.9)，(3.10)を式(3.13)に代入して整理する
と，

SNR 

1
F

ktQE
 Ih2

,
hc
 Ih2  I0

(3.14)

となる．
第 2.1.1.3 項の Fig. 2.8 で示した膜厚の変化に対する輝度値変化は，入射光の波長の半
分の周期で同様な波形が繰り返される．これは，エリプソメトリーは p，s 偏光間の位
相差により膜厚を求めるため，波長に比例した周期で同じ偏光状態が繰り返されるため
である．よって，Fig. 3.3 に赤線でに示すように，ある波長  p の時の膜厚と輝度値の関
係式が以下のように与えられるとする．





I  k  I,p h 2  I 0 .

(3.15)

この波長  p を基準として，波長が j 倍となった  = j p の時の膜厚と輝度値の関係は Fig.
3.3 の青線のようになり，式が以下のように与えられるとする．
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I  k  I,q h 2  I 0 .

(3.16)

ただし，波長が変化しても基板の輝度値 kI0 は変化しないと仮定した．波長が  p の時，
ある輝度値 I1 になる膜厚を hp とする．関数は波長に比例した周期で繰り返されるため，
波長 j p において輝度値となる膜厚 I1 は jhp となる．したがって，式(3.15)，(3.16)より，
次の関係式が導かれる．

   



I1  k  I,p hp2  I 0  k  I,q jhp

2



 I0 .

(3.17)

この式を整理して，j = / p を代入すると次の関係式が得られる．

 I,q 

 I,p 2p

(3.18)

.

2

したがって，波長  p をおける膜厚と輝度値の関係式を基準とすると，h2 の係数 I は波長

2 に反比例する．ゆえに，定数 I を用いて定数 I を次のように置き直すことができる．

Light intensity, I

I 

I
.
2

(3.19)

I = k(I,qh2 + I0)

I = k(I,ph2 + I0)

I1

kI0
0

jhp

hp

Film thickness, h

Fig. 3.3 Relationships between filmthickness and light intensity at different wavelengths
in quadric condition. Red curve is for wavelength p and bule curve is for wavelength j p.
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式(3.14)へ代入すると，SN 比は次のようになる．

1
SNR 
F

ktQE
Ih2

.
h c
 I h 2  2 I 0

(3.20)

また，膜厚分解能 h を SN 比が 1 となる膜厚とすると，式(3.20)を解くことにより以下
のように与えられる．





  F 2 h c  F 4 h 2 c 2  4 F 2 h cQE I 0 kt 


h 
.
2QE  I kt

(3.21)

この式から，膜厚分解能を向上するためには，を減少させて，k および t を増加させれ
ば良いことが分かる．すなわち，照明光の波長を短くして，入射光の光強度を増大し，
CCD カメラの露光時間を長くすれば，膜厚分解能が向上する．
しかし，膜厚の増加に対して二次関数的に輝度値が増加する条件では，膜厚の薄い領
域において，膜厚の変化に対する輝度値の傾き，すなわち，感度が低下し，膜厚分解能
の向上に不利である．また，Fig. 2.64 に示したように，輝度値が膜厚に比例する場合，
二次関数的に変化する場合と比較して膜厚分解能が向上できる可能性がある．そこで，
次項に示す輝度値が膜厚に比例する条件について検討する．

3.1.2 輝度値が膜厚に比例する条件での膜厚分解能
前項での議論により，消光条件を用いて膜厚の増加に対して輝度値が二次関数的に増
加するように設定した場合，膜厚の薄い領域で感度が低下する．そこで，以降に述べる
ような輝度値が膜厚に比例するような観測条件を検討する．例えば，偏光子の回転角を
P = 119.0°，  /4 波長板の回転角を Q = 45.0°，検光子の角度を A = 144.6°として，式
(2.45)~(2.54)を用いて膜厚 h に対する光強度 I を計算すると，Fig. 3.4(a)のようになる．
なお，計算においては潤滑膜として磁気ディスクに用いられている PFPE 系潤滑剤，基
板として磁気ディスクを用い，空気，潤滑膜，および基板の屈折率は，それぞれ N0 = 1
– i0，N1 = 1.34 – i0，および N2 = 2.35 – i3.95 とした．また，入射光の波長を  = 680 nm，
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入射角を 0 = 65°とし，簡単のため偏光子を通過した後の光の振幅を E0 = 1 とした．消
光条件では，h = 0 において輝度値がほぼゼロとなったが，本条件ではゼロではない．
この条件での膜厚 h = 0~20 nm の範囲を拡大したグラフを Fig. 3.4(b)に示す．この範囲
で求めた近似直線の R2 値は 0.9998 であり，膜厚の増加に対してほぼ線形に輝度値も増
加している．本論文で対象とする潤滑膜の膜厚は 1~2 nm であるため，変形を考慮して
もここで検討した範囲の膜厚が観測対象となる．以上のように，光学素子の回転角を変
化させることにより膜厚の薄い領域において膜厚と輝度値の関係を線形関係とするこ

(a)

a.u.

とができる．

0.4
0.35

Light intensity, I

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05

(b)

a.u.

0

0

500
1000
1500
Film thickness, h

2000
nm

0.4
0.35

Light intensity, I

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

0

5

10
15
Film thickness, h

20
nm

Fig. 3.4 (a) Relationship between light intensity and film thickness for f ilm thickness
between 0 to 2000 nm. The relationship is linearized by adjusting rotation angles of
polarizer, quarter-wave plate, and analyzer. (b) Relationship between light intensity and
film thickness for film thickness between 0 to 20 nm.
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そこで，膜厚と輝度値の関係が線形である時，膜厚と光強度の関係が Fig. 3.5 のような
グラフになると仮定すると，膜厚 h における光強度 I は，次のように表現できる．

I  k  Ih  I 0  .

(3.22)

ここで，I’は，規格化した光強度(入射光の電場の振幅を E0 = 1 とした時の光強度)にお
けるグラフの傾きである．第 3.1.1 項の場合と同様に，膜厚と輝度値の関係を線形関係
とした場合の膜厚分解能を求めると以下のように表わされる．

SNR 

1
F

ktQE
 Ih

.
hc
 Ih  I 0

(3.23)

となる．
Fig. 3.4 で示した膜厚の変化に対する輝度値変化は，第 2.1.1.3 項の Fig. 2.8 の場合と
同様に，入射光の波長の半分の周期で同様な波形が繰り返される．よって，Fig. 3.6 に
示す赤線のように，ある波長  p の時の膜厚と輝度値の関係式が以下のように与えられる
とする．





Light intensity, I

I  k  I, p h  I 0 .

Slope, kI’

kI0
0

(3.24)

Signal, I’
Substrate

Film thickness, h

Fig. 3.5 Relationship between film thickness and light intensity. Light intensity increases
as a linear function of the film thickness.
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この波長  p を基準として，波長が j 倍となった  = j p の時の膜厚と輝度値の関係は Fig.
3.6 の青線のようになり，式が以下のように与えられるとする．





I  k  I, q h  I 0 .

(3.25)

ただし，波長が変化しても基板の輝度値 kI0 は変化しないと仮定した．波長が  p の時，
ある輝度値 I1 になる膜厚を hp とする．関数は波長に比例した周期で繰り返されるため，
波長 j p において輝度値となる膜厚 I1 は jhp となる．したがって，式(3.24)，(3.25)より，
次の関係式が導かれる．



 



I1  k  I, p hp  I 0  k  I, q jhp  I 0 .

(3.26)

この式を整理して，j = / p を代入すると次の関係式が得られる．

 I, q 

 I, p p
.


(3.27)

したがって，波長  p をおける膜厚と輝度値の関係式を基準とすると，h の係数 I’は波長

Light intensity, I

に反比例する．

I = k(’I,qh + I0)

I = k(’I,ph + I0)

I1

kI0
0

jhp

hp

Film thickness, h

Fig. 3.6 Relationships between filmthickness and light intensity at different wavelengths
in linear condition. Red line is for wavelength  p and bule line is for wavelength j p.
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したがって，定数  I’を用いて傾き I’を次のように置き直すことができる．

 I 

 I
,


(3.28)

式(3.23)へ代入すると，SN 比は次のようになる．

SNR 

1
F

ktQE
 Ih

.
hc
 Ih  I 0

(3.29)

また，膜厚分解能 h’を第 3.1.1 項の場合と同様に SN 比が 1 となる膜厚とすると，式(3.29)
を解くことにより以下のように与えられる．

 h 





F 2 h c  F 4 h 2 c 2  4 F 2 h cQE I 0 kt
.
2QE  Ikt

(3.30)

ここで，膜厚と輝度値の関係が一次関数で与えられる場合と二次関数で与えられる場合
の膜厚分解能を理論による計算結果を基に比較する．Fig. 3.4 および Fig. 2.8 の膜厚 0~20
nm の領域をそれぞれ一次関数および二次関数でフィッティングし，係数 I，I’と h = 0
での輝度値 I0 を求める．そして，これらの値と，式(3.30)，(3.21)を用いて膜厚分解能を
それぞれ計算すると，一次関数の場合 3.97 × 10-29 m および，二次関数の場合 5.63 ×
10-26 m である．ここで，ノイズファクターF = 1.4，プランク定数 h = 6.62607 × 10-34
m2kg/s，光速 c = 299792458 m/s，波長  = 680 nm，係数 k = 1，露光時間 t = 1 s，量子効
率 QE = 1 m2kg/s3 として計算した．これら膜厚分解能の絶対値は正確な値ではないが，
相対的な比較は可能である．したがって，膜厚と輝度値の関係を線形化した方が膜厚分
解能を向上できる見込みがある．
以上のように，膜厚分解能を向上するためには，(1)入射光の短波長化(の減少)，(2)
基板(膜厚 h = 0)における光強度 I0 の減少，(3)入射光の強度 k の増加，(4)露光時間 t の
増加の四つの方法が考えられる．膜厚と輝度値を線形関係とすると，h = 0 における光
強度は増加してしまうため，基板における光強度の減少は困難である．また，高速な潤
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滑膜測定が目標であるため，露光時間 t の増加は望ましくない．そこで，以降の節にて，
膜厚と輝度値が線形となる条件において，入射光の光強度を増大させ，波長を短くする
ことにより，膜厚分解能の向上を図る方法を述べる．
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3.2 膜厚と輝度値の関係の線形性の確認
本項では，前項で述べた膜厚と輝度値が線形関係となる条件において，実験的にその
実現性を確認する．以下に，確認実験の方法と実験結果についての考察を述べる．

3.2.1 実験方法
種々の膜厚の潤滑膜を塗布した磁気ディスクを TIEM にて観測することにより，膜厚
と輝度値の関係を測定した．磁気ディスクは，第 2.3.3 項の可視化実験で使用したもの
と同じ仕様のものを使用した．潤滑膜はディップ法で塗膜し，膜厚は市販のエリプソメ
ータで測定した．平均膜厚 2.1，4.3，6.7，8.0，11.6 nm の五種類の膜厚の試料を準備し
た．Fig. 3.7 に実験装置の構成を示す．照明系は，以降に述べるリレーレンズ照明系と
LED 光源を使用しているが，本実験では光学素子の回転角による膜厚と輝度値の関係
を調べるため，本質的に影響は無い．焦点距離 100 mm のレンズを結像レンズとして使
用した．偏光子， /4 波長板，および検光子の回転角は，それぞれ P = 119.0°，Q = 45.0°，
および A = 144.6°とし，Fig. 3.4 の計算と同じ値に設定した．CCD カメラとして，Andor
社製 iXion を使用し，露光時間は 0.1 s とした．実験は一つの試料につき位置の異なる
十点の画像を取得した．第 4.2 節に述べる物体像の歪みにより，像倍率が面内の位置に
より異なるため，背景光の輝度値が面内で変化した．また，照明光の面内の不均一性に
よっても背景光にムラが生じた．そこで，画像データを潤滑膜の塗布されていない磁気
ディスクの画像で除算処理することにより，背景光の不均一性を除去した．また，除算
処理した画像から 1 を引くことにより，基板での輝度値をゼロとした．さらに，処理し
た画像に 10000 を掛け，輝度値を適度な大きさとした．輝度値は測定した画像の中心付
近の 256×256 pixels の平均値を使用した．
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Objective lens
LED

Speckle
reducer

First object image

EMCCD camera

Quarter-wave plate

Polarizer

Objective lens

45°

Lens

65°45°
Lenses

Object Sample

Imaging lens
Analyzer

Second object image

Relay-lenses illumination system First imaging stage Second imaging stage

Fig. 3.7 Schematic setup for two-stage imaging ellipsometric microscope for evaluating
relationship between film thickness and light intensity.

3.2.2 実験結果と考察
五種類の試料の典型的な画像データを Fig. 3.8 に示す．画像下の表記は膜厚を表わす．
各画像はそれぞれ同じ輝度スケールで表示した．膜厚 2.1 nm および 4.3 nm において，
小さな液滴が多数観測された．これは，潤滑剤の一部が dewetting 現象により自発的に
凝集したためと考えられる．エリプソメータで計測した膜厚は，レーザー光の照射スポ
ットの範囲内の平均値である．本実験で使用したエリプソメータのスポット径は 30 m
であり，測定した各点の平均膜厚を算出したので，広い領域の平均膜厚を測定したと言
える．加えて，自発的に凝集しても潤滑剤の体積は常に一定であるため，広い領域を測
定した時の平均膜厚も常に一定である．したがって，TIEM での輝度値計測においても，
液滴の直径よりも十分広い領域を平均すれば他のデータとの比較が可能である．概ね直
径 7~8 m の液滴に対して，147.6×147.6 m2 の領域の輝度値を測定したので，TIEM で
の輝度値の測定において，十分に平均的な輝度値が得られたと言える．また，膜厚 6.7 nm，
8.0 nm，11.6 nm の画像においても潤滑膜上に複数の点が確認されたが，潤滑膜の輝度
値よりも低かったため，試料に付着したゴミと考えられる．dewetting による液滴と比
較して，画像内の数が少なかったため，潤滑膜の輝度値の算出に当たって無視できる．
測定した膜画像の輝度値をエリプソメータにより計測した平均膜厚毎にプロットし
たグラフを Fig. 3.9 に示す．横軸はエリプソメータによって計測された平均膜厚，縦軸
は TIEM で計測された輝度値を表わす．各点は試料内の異なる十点の平均値であり，エ
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ラーバーは測定された輝度値の範囲で最大値および最小値で表示してある．実線はデー
タ点の近似直線であり，近似結果と R2 値をグラフ右下に示す．実験結果より，膜厚の
増加に対して輝度値が線形に増加することを確認した．したがって，本実験における光
学素子の回転角 P = 119.0°，Q = 45.0°，および A = 144.6°に設定することで，膜厚に対
する輝度値の変化を線形関係にできることが確認された．以降，TIEM の測定において
は光学素子の回転角をこれらの値に設定した．

Film thickness

2.1 nm

4.3 nm

6.7 nm

50 m
Light intensity
0

8.0 nm

5000

11.6 nm

Fig. 3.8 Lubricant film images at different film thicknesses. All images are shown in the
same color scale.
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Fig. 3.9 Normalized light intensity at different film thicknesses measured by a
commercial ellipsometer.
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3.3 リレーレンズ照明系の導入
本節では，照明系の光強度を増加させ膜厚分解能を向上させるために，リレーレンズ
照明系を提案する．まず，第 3.3.1 項にて，光学干渉低減装置を用いた従来の照明系の
問題点について説明する．第 3.3.2 項では，従来の照明系の問題点を解決し照明光の光
強度を増加させるリレーレンズ照明系の原理について述べる．そして，リレーレンズ照
明系の設計とリレーレンズ照明系を組み込んだ二段結像型エリプソメトリー顕微鏡の
装置構成について論ずる．第 3.3.3 項にて，リレーレンズ照明系導入の効果を測定する
ための実験方法について述べる．そして，第 3.3.4 項で，実験結果とその考察について
述べる．

3.3.1 従来照明系の課題
TIEM の照明系には，空間的コヒーレンスを低減するために光学干渉低減装置が使用
されており，点光源を面光源に変換する，この時，面光源から拡散光が射出される．面
光源からの拡散光を単一のレンズで集光する場合，光を完全な平行光にすることは不可
能である．そこで，平行光に近づけるためには，焦点距離が長く，口径の大きなレンズ
で集光することにより，レンズの大きさに対する光源のサイズを相対的に小さくして，
面光源を点光源に近づける．これにより，疑似的な平行光を作り出すことができる．し
かし，Fig. 3.10 に示すように，平行光の直径を大きくすると，照明光の一部が偏光子や

 /4 波長板の窓枠に遮られてしまい，全てを利用することができない．また，照明光の
面積の増大によって単位面積当たりの光量が低下し，CCD への入射光強度の低下によ
り SN 比が悪化する．
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Surface light source
Lens

Polarizer
Quarter-wave plate

Fig. 3.10 Illumination system with a surface light source. Diffused light from the surface
light source is converted into a pseude parallel light by a lens. However, a part of the
parallel light is rejected by the polarizer or quarter-wave plate.

3.3.2 リレーレンズ照明系の原理と設計
従来の照明系では，光学素子により照明光の一部が遮られて，照明光の光強度が低下
することが問題であった．そこで，Fig. 3.11 に示すリレーレンズ照明系を考案した．本
照明系では，面光源を集光した際にできるビームウエストに着目し，このビームウエス
トに光学素子を配置し，光学素子による光の遮蔽を低減する．また，ビームウエストを
形成した後の拡散光は，再度レンズにて集光してビームウエストを形成し，その位置に
光学素子を配置する．そして，これを繰り返すことにより光源からの光を遮ることなく
試料まで導入することが可能となる．また，試料を照明する光は試料面を均一に照明で
きるケーラー照明となる[66]．したがって，リレーレンズ照明系により照明光の光強度
を増大し，照明ムラを低減できる．
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Fig. 3.11 Schematic of relay-lenses illumination system.

リレーレンズ照明系を実現するためには，光学素子を通過できるビームウエストの大
きさにしなければならない．また，光学素子内を通過する場合の光の光路長が，空気中
を通過する場合と比べ，屈折率の差によって長くなることも考慮する必要がある．Fig.
3.12 に，リレーレンズ照明系の詳細な光学系を示す．光源の直径を h1，光源から出た光
の広がり角を 1 とし，レンズ 1，2，3 の焦点距離をそれぞれ f1，f2，f3 とする．また偏
光子および  /4 波長板の屈折率をそれぞれ nP および nQ とし，それぞれの界面ではスネ
ルの法則が成り立つこととする．この時，偏光子および  /4 波長板に入射するときの光
線の直径 P および Q と入射角 P および Q，レンズ 1，2，3 に必要な直径 1，2，3，お
よび照明光の直径 h3 と広がり角 3 は，幾何的な関係より以下の式で表わされる．なお，
式の導出過程は付録 1 に示した．
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125

f1 tan 1

(3.31)

(3.32)

(3.33)
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 Q  tan 1 

(3.34)
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2f f
f2
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(3.37)

2 f1 f 3
tan 1 .
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(3.38)

h3 



f2 
 .
 2 f1 f 3 

 3  tan 1 

(3.39)

ここで，lP および lQ は偏光子および  /4 波長板の厚さである．また，レンズ 1-2 間とレ
ンズ 2-3 間には，偏光子と  /4 波長板を配置する必要がある．レンズ 1 の焦点とレンズ
2 の焦点間の距離を 12，レンズ 2 の焦点とレンズ 3 の焦点間の距離を 23 とすると，こ
の時，レンズ 1-2 間の距離 12，およびレンズ 2-3 間の距離 23 は，以下の関係式を満た
す必要がある．
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f1 tan 1
f12 tan 2 1  f 22
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(3.41)
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Fig. 3.12 Detailed optical system of the relay-lenses illumination system.

式(3.31)~(3.41)を満足するように，以下，光学系の設計を行う．光学干渉低減装置
SK-11 の射出口の直径および拡散光の広がり角は，実測により h1 = 5 mm および 1 = 14°
であった．式(3.31)と(3.33)から，偏光子および  /4 波長板の長さ lP および lQ が大きくな
ると，偏光子および  /4 波長板の窓枠に必要な大きさも大きくなる．  /4 波長板は薄い
板状の物を使用しているが，偏光子に厚いグラントムソンプリズムを使用している．ま
た，偏光子には入射できる最大許容角が存在する．したがって，偏光子がボトルネック
となると考えられるため，まず，レンズ 1 から設計する．TIEM に使用しているグラン
トムソンプリズムの仕様を Table 3.1 示す．式(3.31)を用いて P < 10 mm となる f1 を計算
すると，5.5 mm < f1 < 14.1 mm となる．この範囲において，式(3.32)より， P を計算す
ると 10.1° < P < 24.4°となり，許容角である 7°以上である．したがって，リレーレンズ
照明系では，グラントムソンプリズムを使用することができない．これは，開口の大き
さに対してプリズムの長さが大きいためである．つまり，板状の偏光子を使用する必要
がある．そこで，Table 3.2 に示すシグマ光機製偏光フィルター(SPF-30C-32)を使用する
こととした．式(3.31)より P < 24 mm となる f1 は，f1 < 47.9 mm である．この範囲にお
いて，式(3.32)より， P を計算すると 2.98° < P となる．許容角に制限は無いが，入射
角を 5°以下にして，入射光径に対して偏光子の開口に余裕を持たせるため，f1 = 31.2 mm
とした．この時，式(3.35)より， 1 = 20.6 mm となる．したがって，焦点距離 31.2 mm，
口径 25 mm の両凸レンズをレンズ 1 として使用した．また，式(3.32)より，この時 P = 4.6°
となる．次に，レンズ 2 を設計する．Table 3.3 に  /4 波長板の仕様を示す．式(3.33)より，

Q < 17 mm となる f2 は，f2 < 104.5 mm である．ここで，f2 < 104.5 mm において，式(3.40)
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が成立する．また，式(3.34)より，Q を計算すると 4.26° < Q となる． /4 波長板には許
容角の制限がないが，レンズ 1-2 間の距離に余裕を持ちつつ，入射光径に対して偏光子
の開口に余裕を持たせるため，f2 = 41 mm とした．この時，式(3.36)より， 2 = 22.1 mm
となる．したがって，焦点距離 41.0 mm，口径 25 mm の両凸レンズをレンズ 2 として使
用した．
最後にレンズ 3 の設計を行う．f1 = 31.2 mm および f2 = 41 mm の時，式(3.41)はどんな f3
でも成立する．式(3.38)より，焦点距離が短い程，照明範囲を小さくできるため，光強
度を大きくできる．しかし，焦点距離が短すぎると，式(3.39)より，照明軸に対する角
度が大きくなってしまう．また，焦点距離が短い場合，レンズと物理的に干渉しない よ
うに小さな試料しか置けなくなってしまう．そこで，本研究では，f3 = 16 mm とした．
式(3.37)より， 3 = 12.6 mm となる．したがって，焦点距離 16.0 mm，口径 15 mm の両
凸レンズをレンズ 3 として使用する．この時，式(3.38)，(3.39)より，h3 = 6.1 mm および

3 = 2.4°となる．

Table 3.1 Specifications of Glan Thompson prism (GTPC-10-25AN).
Size of aperture

10 mm × 10 mm

Length

25 mm

Material

Optical calcite

Extinction ratio

1 × 10-5

Angular field

±7.0°

Refractive index

1.4846 (transmission axis,  = 656.3 nm)

Table 3.2 Specifications of sheet polarizer (SPF-30C-32).
Size of aperture

24 mm

Length

3 mm

Material

Polarizing high-polymer film laminated
between optical glasses

Extinction ratio

2 × 10-4

Angular field

n.a.

Refractive index

1.514 (BK7,  = 670 nm)
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Table 3.3 Specifications of quarter-wave plate (WPQ-6700-4M).
Size of aperture

17 mm × 17 mm

Length

5 mm

Material

Optical grade crystalline quartz

Angular field

n.a.

Refractive index

1.542 (BK7,  = 656.3 nm)

Fig. 3.13 にリレーレンズ照明系を導入した TIEM の装置概略図を示す．照明系以外は
第 2 章での構成と同様である．また，Fig. 3.14 にリレーレンズ照明系の写真を示す．レ
ンズ 1，2，3 はそれぞれ光学ホルダーで支持した．また，偏光フィルタおよび  /4 波長
板は，回転角を調整可能な光学ホルダーで支持した．

Objective lens
SLD

Speckle
reducer

First object image

EMCCD camera

Quarter-wave plate

Polarizer

Objective lens

45°

Y
Lens

65°45°

X

Lenses

Object Sample

Z
Imaging lens
Analyzer

Second object image

Relay-lenses illumination system First imaging stage Second imaging stage

Fig. 3.13 Schematic setup for two-stage imaging ellipsometric microscope with relay-lenses
illumination system.
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Lens 2

Lens 1

Lens 3

Quarter-wave plate

Aperture of SK-11

Sheet polarizer

Fig. 3.14 Image of relay-lenses illumination system.

3.3.3 原理確認実験の方法
本項では，リレーレンズ照明系の効果についての確認実験の方法を述べる．照明光強
度の変化の測定および潤滑各の膜厚分解能の測定の二種類の実験を，従来照明系とリレ
ーレンズ照明系について実験した．



照明光強度の測定
Fig. 3.13 の点 X(光学干渉点減装置の射出口)，点 Y(試料入射前)および点 Z(CCD 入射

前)の三点の光強度を従来照明系とリレーレンズ照明系について計測した．光強度の計
測には，アドバンテスト社製光パワーメータ(TQ8210)を使用した．点 Z での光強度を測
定する際は，潤滑膜を塗布していな磁気ディスクを試料として使用した．



膜厚分解能の測定
潤滑膜を塗布した磁気ディスクを試料として，従来照明系とリレーレンズ照明系につ

いて潤滑膜画像を TIEM で取得した．ディップ法で磁気ディスク上に潤滑膜を塗膜し，
エリプソメータを用いて平均膜厚を測定した．取得した潤滑膜画像は，潤滑膜を塗布 し
ていない磁気ディスク画像で除算処理し，背景光の輝度ムラを除去した．そして，除算
処理した画像から 1 を引き，膜厚と輝度値の原点をゼロとした．さらに，処理後の画像
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の平均輝度値をエリプソメータでの平均膜厚と比較して，膜厚と輝度値の線形性を用い
て膜厚に変換した．最後に，処理画像について一次元的な膜厚分布から標準偏差を求め，
SN 比が 1，すなわち標準偏差と等しくなる膜厚を膜厚分解能とした．

3.3.4 実験結果と考察


照明光強度の測定
Table 3.4 に，従来照明系とリレーレンズ照明系それぞれの場合の，点 X，Y，Z での

光強度の測定結果を示す．試料面に近い点 Y で計測された光強度は，従来照明系にお
いて 61.8 W，リレーレンズ照明系において 354 W であった．照明系への光導入点で
ある点 X での光強度はどちらも同じであったため，リレーレンズ照明系により，従来
照明系と比較して光強度を 5.7 倍に増強できた．この時，リレーレンズ照明系において，
点 X から点 Y への伝達された光は照明光の 23.6%であった．リレーレンズ照明系に使
用したレンズおよび光学素子の透過率は，三枚のレンズそれぞれ 92%，偏光子 33%，

 /4 波長板 95%であり，理論的に見積もられるリレーレンズ照明系の透過率は 0.92×0.33
×0.92×0.95×0.92 = 0.244 となる．したがって，ほぼ理論限界の透過率を達成しており，
従来照明系と比較して，リレーレンズ照明系により効率的に試料を照明できたことを示
している．撮像素子面に近い点 Z で計測された光強度は，従来照明系において 0.54 nW，
リレーレンズ照明系において 13.5 nW であった．したがって，リレーレンズ照明系の光
強度は従来照明系の光強度の 25 倍であり，点 Y で比較した倍率 5.7 倍よりも大きい．
リレーレンズ照明系では集光する光を試料へ入射するため，結像系内の光路が従来照明
系と異なる．これにより，従来照明系では結像系内で遮られていた光も結像系を透過で
きるようになり，照明効率以上に撮像面に到達する光が増大したと考えられる．

Table 3.4 Light intensities at points X, Y, and Z for conventional and relay-lenses
illumination systems.
Point X

Point Y

Point Z

Conventional illumination system

1.5 mW

61.8 W

0.54 nW

Relay-lenses illumination system

1.5 mW

354 W

13.5 nW
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膜厚分解能の測定
まず，従来照明系で撮影した潤滑膜画像を Fig. 3.15 (a)に示す．また，画像中心付近

の直線 P-P’上の膜厚分布を Fig. 3.15 (b)に示す．エリプソメータで測定した潤滑膜の平
均膜厚は 6.5 nm であった．Fig. 3.15 (b)より，膜厚分布の標準偏差を求めると  = 3.4 nm
であり，これから，従来照明系での膜厚分解能は 3.4 nm と求められた．次に，リレー
レンズ照明系で撮影した潤滑膜画像を Fig. 3.16 (a)に示す．また，また，画像中心付近
の直線 Q-Q’上の膜厚分布を Fig. 3.16 (b)に示す．エリプソメータで測定した潤滑膜の平
均膜厚は 6.1 nm であった．Fig. 3.16 (b)より，膜厚分布の標準偏差は  = 0.55 nm であり，
これから，リレーレンズ照明系での膜厚分解能は 0.55 nm と求められた．したがって，
リレーレンズ照明系の膜厚分解能は，従来照明系と比較して 6.2 倍に向上した．点 Z で
比較した光強度は 25 倍であった．式(3.30)より，近似的に入射光強度比 k の平方根で膜
厚分解能は向上するので，リレーレンズ照明系により概ね期待通りの効果が得られたと
言える．しかし，目標とする膜厚 1~2 nm の潤滑膜を測定するには，依然として膜厚分
解能が不十分であった．また，Fig. 3.15 (a)において，ランダムノイズとは異なる，面内
方向に直径数m の光干渉ノイズが確認された．これは，リレーレンズ照明系により光
強度が増大してランダムノイズが減少し，従来照明系ではノイズに埋もれて見えなかっ
た光干渉ノイズが顕在化してきたためと考えられる．以上のように，更に膜厚分解能を
向上するためには，光学干渉も低減する必要があることが判明した．
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Fig. 3.15 (a) Lubricant film image with conventional illumination system. (b) Thickness
distribution of lubricant film image on P-P’.
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Fig. 3.16 (a) Lubricant film image with the relay-lenses illumination system. (b) Thickness
distribution of lubricant film image on Q-Q’.
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3.4 光源の選定
本節では，光源を選定することで膜厚分解能を向上させることについて論ずる．まず，
第 3.4.1 節で光強度の増強と干渉性低減の両立が可能な光源として LED 光源を導入する．
さらに，LED 光源は短波長化も可能で，膜厚分解能の向上に有利である．次に，第 3.4.2
節で LED 光源の効果を確認する実験方法および結果と考察について，第 3.4.3 節で述べ
る．

3.4.1 Light-Emitting diode 光源の導入
第 3.1 節で述べたように，膜厚分解能を向上するためには，照明光の光強度を増大し，
光の波長を短くすれば良く．また，光干渉を低減するためには，光源の中心波長を短く
し，スペクトル幅を広くすることにより，式(2.103)で与えられるコヒーレント長を短く
すれば良い．したがって，光源の光出力を増大し，中心波長を短くし，スペクトル幅を
拡大すれば，膜厚分解能を向上できる．そこで，Table 3.5 に仕様を示す Light-emitting
diode (LED)光源(LEDP_HB01-B_PF1000-050(FC)，doric lens)を使用する．本光源は，こ
れまで使用してきた SLD 光源と比較して，中心波長が短く，出力が大きく，また，ス
ペクトル幅が広い．また，式(2.103)を用いてコヒーレント長を計算した結果を，SLD 光
源の結果と共に Table 3.6 に示す．LED 光源では，SLD 光源の場合と比較して，コヒー
レント長が短くなっている．

Table 3.5 Properties of LED (LEDP_HB01-B_PF1000-050(FC)) and super luminescent
diode (ASLD68-050-B-FA).
Properties

LED

SLD

Center wavelength,  0

470 nm

680 nm

Output power

55 mW

>4.4 mW

Spectrum width

25.2 nm

7.8

Table 3.6 Coherence lengths of LED, super luminescent diode.
Light source

Coherence length, lc

LED

8.8 μm

Super luminescent diode

59 μm
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3.4.2 実験方法
LED 光源導入の効果について確認実験を行った．Fig. 3.17 に実験装置の概略図を示す．

 /4 波長板では，光学素子の波長依存性のため，設計波長以外の波長の光の p 偏光と s
偏光の間の位相差は 90°から大きくずれてしまう．したがって，スペクトル幅の広い LED
光源では，入射光の位相差が波長毎に異なってしまう可能性がある．そこで，位相差の
波長特性が異なる二枚の結晶を組み合わせることにより，広い波長範囲で位相差の変化
が小さい，広帯域エアギャップ波長板(WPQW-VIS-4M，シグマ光機)を  /4 波長板として
使用した．この光学素子の開口は 14 mm×14 mm，素子の厚さは 5 mm であるので，第
3.3.2 項で設計したリレーレンズ照明系にそのまま使用することができる．また，LED
光源の光ファイバーコネクタから射出される光の広がり角が，SLD 光源の広がり角より
大きかったため，集光用の対物レンズを倍率 40 倍，NA0.65 とした．その他の装置構成
は Fig. 3.13 の実験構成と同様である．実験方法は，第 3.3.3 項と全く同じ法王を用いて
照明光強度の測定と，膜厚分解能の測定の二種類の実験を行った．

SLD

Speckle
reducer

Objective lens
First object image

EMCCD camera

Quarter-wave plate

Polarizer

Objective lens

45°

Y
Lens

65°45°

X

Lenses

Object Sample

Z
Imaging lens
Analyzer

Second object image

Relay-lenses illumination system First imaging stage Second imaging stage

Fig. 3.17 Schematic of two-stage imaging ellipsometric microscope with an LED light
source.
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3.4.3 実験結果と考察


照明光強度の測定
Table 3.7 に，SLD 光源と LED 光源それぞれの場合の，点 X，Y，Z での光強度の測定

結果を示す．点 X で計測された光強度は，SLD 光源において 1.5 mW，LED 光源におい
て 4.9 mW であり，SLD 光源と比較して LED 光源の光強度は約 3.3 倍増大した．また，
点 Y では，SLD 光源において 354 W，LED 光源において 1.2 mW であり，点 X と同様
に約 3.4 倍に向上した．しかし，LED 光源の出力は SLD 光源の約 12.6 倍であったので，
光源の光コネクタと光学干渉低減装置の射出口の間で損失が発生していることになる．
LED および SLD 光源において，光は光源に接続された光ファイバーから射出される．
対物レンズにより光ファイバー射出端からの光を平行光に変換するが，LED の射出端
の直径は SLD のそれより大きくなり，対物レンズ後の光を平行光に近づけることが難
しくなった．これは，Fig. 3.10 で説明したように，光源の大きさが小さい程理想的な平
行光により近づくためである．したがって，対物レンズから出た光の一部が，Fig. 3.18
に示したように，光学干渉低減装置の入射口に到達できず，光の損失が発生した．点 Z
で計測された光強度は，SLD 光源において 13.5 nW，LED 光源において 10.5 nW であっ
た．このように，CCD 入射前の光強度は，LED 光源の方が SLD 光源よりも小さくなっ
てしまったが，次に示す膜厚分解能の測定では，逆に膜厚分解能は向上した．その結果
と考察は次の項で行う．

Table 3.7 Light intensities at points X, Y, and Z for SLD and LED light sources.
Point X

Point Y

Point Z

SLD

1.5 mW

354 W

13.5 nW

LED

4.9 mW

1.2 mW

10.5 nW

Objective lens (40x, NA 0.65)
Connector of optical fiber

LED
4.5 mm

Speckle reducer

Fig. 3.18 Decrease of illumination light at entrance of speckle reducer.
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膜厚分解能の測定
LED 光源を使用した場合の TIEM で撮影した潤滑膜画像を Fig. 3.19 (a)に示す．また，

画像中心付近の直線 R-R’上の膜厚分布を Fig. 3.19 (b)に示す．エリプソメータで測定し
た潤滑膜の平均膜厚は 6.0 nm であった．Fig. 3.19 (b)より，直線 R-R’上の膜厚分布の標
準偏差を求めると  = 0.36 nm であり，LED 光源を使用した場合の膜厚分解能は 0.36 nm
であった．SLD 光源を使用した場合の膜厚分解能は 0.55 nm であったので，LED 光源の
導入により膜厚分解能が向上したことを示している．LED 光源での膜厚分解能は SLD
光源での膜厚分解能の約 65%であった．式(3.30)より，膜厚分解能はおおよそ  /k の平方
根に比例する．SLD 光源から LED 光源に変更することによって，波長が 0.69 倍，CCD
入射前の光強度が 0.78 倍になったので，LED 光源での膜厚分解能は，SLD 光源での膜
厚分解能の 0.94 倍である 0.52 nm になると見積もられる．しかし，LED 光源での膜厚
分解能は 0.36 nm と，理論値よりも良くなった．Fig. 3.19 (a)に示すように，SLD 光源で
観察された光干渉による雑音像が LED 光源では抑制できた．光干渉による影響は式
(3.30)には反映されていないので，光干渉雑音の減少により膜厚分解能が理論値より向
上したと考えられる．
しかしながら，Fig. 3.19 より，画像の上から下にかけて輝度値が低下していた．除算
処理により，背景光のムラを低減しているが，完全には除去できておらず，これが膜厚
の分散を大きくしてしまった．そこで，次に説明する画像処理により，背景光の輝度ム
ラを除去した．
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Fig. 3.19 (a) Lubricant film image with an LED light source. (b) Thickness distribution of
lubricant film image on R-R’.
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3.5 画像処理
本節では，背景光の輝度ムラを除去するための画像処理について述べる．まず，第
3.5.1 節にて画像処理の方法について説明する．そして，第 3.5.2 節にて，画像処理の結
果とその考察について論ずる．

3.5.1 画像処理方法
TIEM で撮影した画像は TIFF ファイルで保存したので，画像データには平面内のピ
クセル座標(x, y)毎に輝度値 I が格納されている．したがって，テキストデータとして二
次元に分布する数値データに変換することが可能である．背景の輝度ムラに対応する近
似曲面 I = f(x, y)を求め，この近似曲面で測定画像を除算処理すれば，背景の輝度ムラを
除去できる．そこで，次のような手順で背景の輝度ムラを除去した．
(i)

潤滑膜以外の像(検光子の窓枠など)は近似計算に影響を与えるため，潤滑膜像のみ
を切り出した．

(ii) 切り出した画像をテキストデータに変換した．
(iii) 変換したデータから近似曲面を求めた．Fig. 3.20 に示すように，垂直方向(y 方向)
のピクセル座標 y と輝度値 I の近似曲線を水平方向(x 方向)のピクセル毎に算出し，
x 座標毎に求めた近似曲線で除算処理を行うこととした．前項の実験で観測された
画像縦方向の輝度ムラは二次関数で概ね近似可能であったので，近似曲線として二
次曲線を使用した．
(iv) 処理したデータを画像データに変換した．

以上の手順で処理した画像データから，直線上の輝度値分布を測定し，その標準偏差か
ら膜厚分解能を求めた．
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Image data
x1 x2 x3 ...

xn

y1 I11 I21 I31 ... In1
y2 I12 I22 I32 ... In2

ym I1m I2m I3m ...

In3
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y3 I13 I23 I33 ...

Inm

I = a1y2 + b1y + c1

I = a2y2 + b2y + c2
Approximated lines

...

I = a3y2 + b3y + c3
I = any2 + bny + cn

Fig. 3.20 Method how to calculate an approximated back ground noise image.
Approximated lines for each horizontal pixel, x are calculated.

3.5.2 実験結果と考察
Fig. 3.19 の画像データを処理した潤滑膜画像を Fig. 3.21 (a)に示す．また，画像中心
付近の直線 S-S’上の膜厚分布を Fig. 3.21 (b)に示す．Fig. 3.21 (a)の結果は，背景の輝度
ムラが除去されたことを示している．Fig. 3.21 (b)より，直線 S-S’上の膜厚分布の標準偏
差を求めると  = 0.14 nm であり，画像処理を行った場合の膜厚分解能は 0.14 nm であっ
た．画像処理を行わない場合の膜厚分解能は 0.36 nm であったので，画像処理により膜
厚分解能が向上できたことを示している．以上のように，摺動時のナノメートル厚さ液
体潤滑膜を可視化するために必要な 0.1 nm オーダの膜厚分解能を達成した．また，本
章の実験における CCD カメラの撮影間隔は 0.1 s であった．これらの結果は，膜厚分解
能 0.14 nm と時間分解能 0.1 s を両立することに成功したことを示している．
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Fig. 3.21 (a) Lubricant film image with image calculation. (b) Thickness distribution of
lubricant film image on S-S’.
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3.6 結論
本章では，二段結像型エリプソメトリー顕微法の膜厚分解能の向上について検討した．
以下に本章で得られた成果をまとめる．



撮像信号の SN 比を考察し，膜厚分解能に影響を与える要素を明らかにした．偏光
子と検光子の回転角を調整し，膜厚の増加に対して輝度値が一次関数的に増加させ
ることにより，薄膜領域で膜厚分解能を向上できる可能性を示した．そして，CCD
カメラへ入射する光の強度を増大し，入射光の波長を短くすることにより，膜厚分
解能が向上可能なことを示した．



膜厚と輝度値が線形関係になるように，実験系の偏光子と検光子の回転角を理論計
算により得られた角度 P = 119.0°および A = 144.6°に設定し，異なる膜厚の潤滑膜
を塗布した磁気ディスクを二段結像型エリプソメトリー顕微鏡で観測した．膜厚の
増加に対して輝度値がほぼ線形に増加することを実験的に確認した．



光学干渉低減装置から射出された光は面光源からの拡散光であるので，従来の照明
系では光学素子の窓枠により照明光の一部が遮られてしまい，十分な照明光強度を
得られなかった．そこで，三枚のレンズで集光を繰り返し，集光の際にできるビー
ムウエストに光学素子を配置するリレーレンズ照明系を提案した．そして，幾何光
学系を用いて光学素子の開口と厚さを考慮したリレーレンズ照明系の 設計論を構
築した．二段結像型エリプソメトリー顕微鏡にリレーレンズ照明系を導入した場合，
試料へ入射する前で照明光強度は，従来照明系と比較して 5.7 倍となった．また，
リレーレンズ照明系の透過率は 23.6%であった．理論値とほぼ一致し，光が遮られ
ることなく，ほぼ試料へ導かれた．また，CCD カメラへ入射する前の光強度は，
従来照明系の場合と比較して 25 倍に増大した．リレーレンズ照明系により膜厚分
解能を 3.4 nm から 0.55 nm と 6.2 倍向上できた．しかしながら，厚さ 1~2 nm の潤
滑膜を観測するには膜厚分解能が不十分であり，光学干渉によるノイズが確認され
た．



膜厚分解能をさらに向上し，光学干渉によるノイズを抑制するために，従来使用し
ていた SLD 光源と比較して，高出力で中心波長が短く，スペクトル幅の広い LED
光源を照明系の光源として導入した．試料入射前の光強度は，SLD 光源を使用した
場合と比較して 3.3 倍に増大した．LED 光源を用いることにより，光学干渉による
ノイズを低減することができた．また，膜厚分解能を 0.55 nm から 0.36 nm と 1.5
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倍向上できた．


背景雑音となる輝度ムラを除くための画像処理を検討した．輝度の分布を曲面の方
程式で近似し，背景雑音像で画像を除算処理した．画像処理により，膜厚分解能を
0.36 nm から 0.14 nm と約 2.6 倍向上できた．また，CCD カメラの撮影間隔は 0.1 s
であったので，時間分解能 0.1 s も同時に達成した．

以上，二段結像型エリプソメトリー顕微鏡において，膜厚 1~2 nm の潤滑膜の動的現象
を観測するために必要な 0.1 nm 程度の膜厚分解能と，1 s 以下の時間分解能を達成した．
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第4章 面内の結像特性の解析
第 2 章において述べた面内分解能の測定では，定量的に面内分解能を測定できなかっ
た．また，正方形状の物体が台形状に観測される物体像の歪みが生じた．そこで，本章
では，二段結像型エリプソメトリー顕微法の面内方向の結像特性について検討する．ま
ず，第 4.1 節で，空間周波数領域における伝達特性について説明する．そのために，変
調伝達関数を測定することにより面内分解能を求める．そして，第 4.2 節で，物体像の
歪みの発生メカニズムと実験による検証を行う．

4.1 面内の空間周波数の伝達特性
本項では，変調伝達関数を用いて二段結像型エリプソメトリー顕微法の面内分解能を
測定する．そのために，まず，第 4.1.1 項で，変調伝達関数を導入する．次に，第 4.1.2
項で変調伝達関数の測定方法について説明する．そして，第 4.1.3 項で測定結果と考察
について述べる．

4.1.1 変調伝達関数
観測する物体が小さくなっていく場合，光学系の面内分解能に等しい大きさで急に物
体像が見えなくなる訳ではなく，徐々にぼやけていく．これを模式的に表わすと，Fig. 4.1
に示すように，正弦波状に反射率の変化する物体を観測する時，正弦波の空間周波数 r
を小さくするにしたがって，物体像の正弦波の振幅が小さくなり，物体像と物体の位相
ずれが生じる．この時，物体の正弦波振幅に対する物体像の振幅との比(M/M0)を空間周
波数の関数として表わしたものを振幅伝達関数(Modulation transfer function: MTF)と呼
び，正弦波物体の一周期を角度 2として，正弦波状物体像のずれ(x)を空間周波数の関
数として角度表記で表わしたものを位相伝達関数(Phase transfer function: PTF)と呼ぶ．
MTF を 絶 対 値 に 持 ち ， PTF を 位 相 と す る 複 素 関 数 を 光 学 伝 達 関 数 (Optical transfer
function: OTF)と定義し，振幅伝達関数 MTF(r)と位相伝達関数 PTF(r)を用いて，光学伝
達関数 OTF(r)を表現すると以下のようになる[67]．

OTFr   MTF r e iPTFr  .
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(4.1)

したがって，空間周波数領域での伝達特性で表現することにより光学系の面内の結像特
性を評価できる．
非常に小さな点光源を光学系で観測する場合，光学系の面内分解能は有限であるため，
Fig. 4.2 に示すようにある一定の広がりを持ったぼやけた物体像が観測され，このぼや
けた像は点広がり関数(Point spread function:PSF)と呼ばれる．ここで，点広がり関数
PSF(u, v)の二次元フーリエ変換は以下のように得られる．

R r , s  



 



 

PSFu, v e  i 2 ru  sv dudv .

(4.2)

ここで，r，s はそれぞれ u，v 方向の空間周波数である．式(4.2)を R(0, 0)で正規化した
ものは OTF であり，以下のように定義される[67]．

OTFr , s  

R r , s 
 MTF r , s e iPTFr , s  .
R 0,0

(4.3)

ここで，MTF(r, s)および PTF(r, s)は，二次元の MTF および PTF である．もし，全空間
周波数領域で伝達率が 1 ならば，点光源を観測する場合，物体像も同じ点光源になる．
しかし，実際の光学系では Fig. 4.2 に示すようなぼやけた像が観測される．ここで，点
光源はインパルス関数と見なせるため，光学系で形成した物体像の輝度分布である PSF
はインパルス応答である．したがって，式(4.2)のように PSF をフーリエ変換することは，
光学系の伝達関数を求めることを意味している．すなわち，インパルス応答をフーリエ
変換することでも光学伝達関数を求めることができる．
実験的には，光学系の面内分解能は光学伝達関数の振幅項である MTF により評価さ
れることが多い．そこで，以降の項において，TIEM の MTF の測定方法と結果につい
て議論する．
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Fig. 4.1 Sinusoidal objects and object images for different spatial frequencies. Amplitude
ratios and lateral shifts of object images change with spatial frequencies.

Fig. 4.2 Object image of small point light source. Blurred object image is impulse
response of the optical system.

4.1.2 変調伝達関数の測定方法
MTF の定義から，正弦波状の物体を TIEM で観測し，物体像の振幅を入力振幅で規
格化し，周波数毎にプロットすれば，MTF が得られる．しかし，正弦波状に反射率が
変化するパターンを作製することは困難であり，MTF を正確に測定するためには，多
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くの周波数の正弦波パターンが必要となる．したがって，前項に述べたインパルス応答
をフーリエ変換を用いる方法を使用した．しかしながら，光学系に対して十分小さな点
光源を準備するのは困難である．そこで， ISO により標準化されたナイフエッジ法
[68][69]により TIEM の面内分解能を求めることとした．本方法では，点光源の代わり
に，ステップ状に反射率の変化する試料を観察する．物体はステップ関数と見なせるた
め，エッジ広がり関数(Edge spread function: ESF)と呼ばれる物体像の断面の輝度分布は，
光学系のステップ応答である．したがって，線広がり関数(Line spread function: LSF)と
呼ばれる一次元方向の光学系のインパルス応答は，エッジ広がり関数 ESF(x)を微分する
ことにより以下のように与えられる[70]．

LSF x  

dESF  x 
.
dx

(4.4)

ここで，x は断面の輝度分布の位置である．そして，LSF の一次元フーリエ変換 S(fx)を
以下のように求める．

S  f x    LSFx  .

(4.5)

ここで，fx は x 方向の空間周波数である．MTF は S(0)で S(fx)を規格化したものであるの
で，

MTF  f x  

S fx 
,
S 0

(4.6)

と与えられる．このように，ステップ状のパターンから MTF を求める．そして，x と
直交する y 方向に関しても同様に測定を行うことで，MTF(fy)を測定する．
高い空間周波数まで MTF を求めるためには，ESF に十分なデータ点数が必要である．
そのため，エッジの変化を詳細に捉えるために高倍率でパターンを観測する．しかし，
100 倍程度の高倍率で観察しても，第 2.1.2 項で導入した最低倍率 10 倍に対して，面内
分解能程度の空間周期の一波形について十点程度のサンプリングしかできない．そこで，
この問題を克服するために，斜めに傾けたエッジを用い，サンプリング周期の微小化を
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図った[71]．Fig. 4.3 (a)に示すように，CCD カメラ面の垂直方向に対して斜めに傾いた
エッジを測定する．この時，水平方向の断面の輝度値分布は ESF であり，それぞれの
ESF は互いに水平方向に少しずつ位相がずれた ESF である．これらの位相をずらした
ESF(Phase-shifted ESF)を，Fig. 4.3 (b)のように一つの輝度分布にまとめることにより，
サンプリング点数を増やした ESF を取得することができる．位相をずらした ESF の本
数 N は，エッジパターンの傾き を用いて以下のように決定する[72]．

N

1
.
tan 

(4.7)

ここで，N は右辺を四捨五入した整数である．しかし，N を四捨五入するので測定点数
を増やした ESF の位置方向のデータ間隔は一定にならないため，ESF を離散フーリエ
変換することができない．そこで，Fig. 4.3(c)に示すように，データ間隔が均等になる
ように位置 x を最も近い点にずらした．この方法では，本来の位置での輝度値が真の値
と異なってしまうため，MTF の測定結果に誤差を与えてしまう．しかしながら，E. Buhr
らの報告[72]により，エッジの傾き角 が 1°以下の場合は，MTF の真値からずれを 0.5%
以下に抑えることができるため，MTF の測定結果の誤差はほとんど無視できる．また，
CCD 素子のピクセル間隔で決定するナイキスト周波数の整数倍の周波数で周期的なノ
イズが発生してしまう．これに対しては，像倍率を十分大きくしてナイキスト周波数を
空間分解能以上に増加することにより，周期的なノイズが発生しない周波数領域で
MTF を測定できる．通常，MTF は空間周波数の増加と共に減少する．これは，高い空
間周波数を有する像のコントラストが低くなり，解像できる限界の空間周波数が存在す
ることを意味する．MTF が 0.1 の時の空間周波数は，レイリーの判断基準による面内分
解能とほぼ一致することが知られている[73]．したがって，測定した MTF 曲線から面
内分解能を求めることができる．このように，斜めに傾けたエッジを TIEM で測定し，
観測されたエッジ像からサンプリング点を増やした ESF を求め，LSF の離散フーリエ
変換から MTF を求めた．また，MTF = 0.1 となる空間周波数と求め，TIEM の面内分解
能を測定した．
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(a)
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(b)

(c)

Light intensity Light intensity
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Position

Fig. 4.3 (a) Schematic of image of slanted edge. Bright region is edge pattern and dark
region is substrate. Each small square is pixel of an imaging sensor. (b) Light intensity at
different positions. Red circles, blue squares, green triangles, and purple stars correspond
to same diagrams as in (a). (c) Re-plotted light intensity at different positions. Each data
point is rearranbed so as to have the same period.

MTF を測定するための TIEM の装置構成を Fig. 4.4 に示す．Fig. 3.17 と同様に光源と
して LED 光源を使用し，照明系はリレーレンズ照明系を使用した．一段目と二段目の
結像系は Fig. 3.17 と同じである．ただし，像倍率を大きくするために，焦点距離 200 mm
のレンズを結像レンズとして使用した．この時の像倍率は 55.3 倍であったので，CCD
素子のピクセルサイズから本装置構成でのナイキスト周波数は 1734 mm/cycle であった．
一方，レイリーの基準から見積もられる空間分解能は 1500 mm/cycle であったので，必
要な像倍率を達成していることになる．本測定では偏光素子は必要ないため取り外した．
また，測定試料として，第 2.3.2 項の面内分解能の確認実験で用いた，シグマ光機製テ
ストターゲット(TRP-003)上の測定画面より大きいパターンを使用した．水平方向と垂
直方向の二方向の MTF を測定するため，水平方向の MTF 測定には垂直方向のエッジを，
垂直方向の MTF 測定には水平方向のエッジを測定した．ESF のサンプリング点数を増
やすために斜めに傾けたエッジを測定する必要があるが，微小な角度に設定するのは困
難であったので，試料を試料台に設置した際に自然に発生する傾きを利用し，設置と画
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Fig. 4.4 Schematic of setup for two-stage imaging ellipsometric microscope for
measurement of MTF.

像測定を複数回繰り返して，傾き角が 1°以下となった画像を解析に使用した．測定した
画像には背景に輝度ムラが存在するのでパターンの無い領域を撮影し，本画像により除
算処理することにより，背景の輝度ムラを除去した．

4.1.3 測定結果と考察
Fig. 4.5 (a)に水平方向の MTF を測定するための垂直エッジパターンを測定した結果
を示す．また，Fig. 4.5 (b)に垂直方向の MTF を測定するための水平エッジパターンを測
定した結果を示す．両画像において水平方向左から右に照明光が入射した．Fig. 4.5 (a)
より，垂直方向からのエッジの傾き角は 0.90°で，Fig. 4.5 (b)より，水平方向からのエッ
ジの傾き角は 0.34°であった．したがって，式(4.7)より，水平方向のデータ点数を増や
した ESF を作製するために 64 本の ESF を Fig. 4.5 (a)より取得し，垂直方向のデータ点
数を増やした ESF を作製するために 169 本の ESF を Fig. 4.5 (b)より取得した．水平方
向と垂直方向のデータ点数を増やした ESF から，MTF を計算した結果を Fig. 4.6 に示す．
横軸は空間周波数，縦軸は MTF の値である．赤いひし形のプロットは入射面に水平方
向の MTF，青い円形のプロットは入射面に垂直方向の MTF である．両 MTF において，
空間周波数の増加に伴い MTF が単調減少し，MTF が一定となる領域は存在しなかった．
これは，TIEM がインコヒーレント光学系に近いことを意味している[67]．空間周波数
200~700 mm/cycle において，水平方向の MTF は垂直方向の MTF より大きかった．両
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MTF 共に空間周波数 fx = 1000 mm/cycle 程度で MTF は 0.1 を下回った．垂直方向の MTF
は水平方向の MTF のばらつきに比較して小さかった．これは，垂直方向の MTF の方が
水平方向の MTF よりもデータ点が少なかったため，ばらつきが平均化された MTF が測
定されたためばらつきが小さくなったと考えられる．次に，MTF = 0.1 となる空間周波
数から TIEM の面内分解能を求める．しかしながら，ノイズが大きく測定データから直
接 MTF = 0.1 となる空間周波数を求めることが困難であった．そこで，MTF を以下に
示すロジスティック関数で近似することにより，MTF = 0.1 となる空間周波数を算出し
た．

MTF 

p
.
q  r exps f x  t 

(4.8)

フィッティングより得られた変数より，MTF = 0.1 となる空間周波数を逆算すると，水
平方向は 935.8 mm/cycle，垂直方向は 929.3 mm/cycle であり，これらの値を空間周期に
変換すると，水平方向は 1.07 m，垂直方向は 1.08 m であった．よって，水平・垂直
方向共に空間分解能は同程度であり，目標とした 1 m 程度の面内分解能を達成してい
た．式(1.3)より，本実験で使用した TIEM で達成され得る理論分解能は 0.65 m であり，
試作した TIEM の面内分解能は理論分解能よりも悪かった．一段目の結像系で使用した
対物レンズは物体面に対して光軸が垂直となる様に配置して使用することを前提に諸
収差が補正されている．したがって，一段目の斜め観察において収差が増大してしまい
面内分解能が理論値よりも悪化したと考えられる．
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Fig. 4.5 (a) Image of vertical edge pattern for measurement of horizontal MTF. (b) Image

Modulation transfer function, MTF(fx) a.u.
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Fig. 4.6 MTFs at different spatial frequencies. Red diamonds are horizontal MTFs and
blue circles are vertical MTFs. Solid lines are fitting curves with logistic functions.
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4.2 物体像の歪み
本節では，第 2.3.1 項の視野の確認実験において四角形の物体が台形の物体像として
観察されたメカニズムについて述べる．まず，第 4.2.1 項にて，幾何光学を用いて物体
像の歪みの発生メカニズムについて理論的に考察する．次に，第 4.2.2 項にて，物体像
の歪みを測定する実験方法について述べる．そして，第 4.2.3 項にて実験結果を示し，
理論モデルと比較して考察する．

4.2.1 物体像の歪みの理論的考察
一般的な光学顕微法とは異なり，TIEM では物体を斜め方向から観察するため，物体
像に歪みが発生する．これは，Fig. 4.7 に示すように，一段目の結像系においてレンズ
主面から物体までの距離が光軸の上下で異なるため，像倍率に差が発生するためである．
一方，二段目の結像系においては，一次結像に対して垂直に光軸を配置しているため，
物体(一次結像)とレンズ主面の距離は一定であり，像倍率の差は発生しない．このよう
に，TIEM において物体像の変形は一段目の結像系で発生する．そこで，一段目の結像
系の結像の様子を三次元的に示したものを Fig. 4.8 に示す．一段目の結像系は無限遠補
正光学系であり，レンズ 1 およびレンズ 2 の焦点距離は，それぞれ f1 および f1’である．
また，二枚のレンズの焦点間は距離 a だけ離れている．Fig. 4.8 (a)は，第 2 章で議論し
た斜め結像と同じ方向から一段目の結像系を見た場合である．したがって，物体と物体
像のレンズ主面に対する傾き角 と ’は，式(2.75)で与えられる関係を満足する．Fig. 4.8
(b)は，Fig. 4.8 (a)を(iii)の方向から見たものである．形成された物体像の形状は台形で
あった．物体の形状が Fig. 4.8 (i)の方向から観察した時，Fig. 4.9(a)に示す一辺が 2l の正
方形であった場合，Fig. 4.8 (ii)の方向から観察した物体像の形状は，Fig. 4.9 (b)に示す
上底が z1’，下底が z2’，高さが l’の台形となる．z1’，z2’，l’は，Fig. 4.8 の幾何的な関係
から次のように与えられる．なお，導出過程は付録 2 に示す．

z1 
z 2 

f12

2 f1 f1l
.
 al sin 

(4.9)

f12

2 f1 f1l
.
 al sin 

(4.10)
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l 

2 f12 f1l f12 cos 2   f12 sin 2 

f

2
1



 al sin  f12  al sin 



(4.11)

.

式(4.9)と(4.10)から，a が大きくなるほど z1’と z2’の差は大きくなり，a = 0 の時，z1’ = z2’
となる．つまり，物体像の歪みは斜め観察による傾き 以外に，レンズ焦点間の距離 a
にも起因することを意味する．また，一段目の対物レンズについて本研究で用いた f1 =
f2 の場合を考えると，a = 0 の時，z1’ = z2’ = l’ =2l となる．すなわち，二枚のレンズの焦
点間の距離をゼロとし，一段目の結像系の像倍率を 1 倍に設定すると，斜め方向からの
観察にも関わらず，物体像の歪みは発生しない．加えて，物体像の歪みによって，背景
光の輝度値も画像面内の位置毎に変化する．Fig. 4.9 (b)の中心点 o’における輝度値を 1
とすると，点 i’および点 j’における相対的な輝度値 I1 および I2 は以下の式で与えられる．
なお，導出過程は付録 2 に示す．

I1 

I2 

f

2
1

 al sin 



2

f1 f12 f12 cos 2   f12 sin 2 

f

2
1

 al sin 

.

(4.12)

.

(4.13)



2

f1 f12 f12 cos 2   f12 sin 2 

ここで，I1 では点 o’を原点として Fig. 4.9 (b)に向かって右方向が正となるように軸 l を
定義しているのに対して，I1 では点 o’を原点として Fig. 4.9 (b)に向かって左方向が正と
なるように軸 l を定義している．つまり，I1 と I2 は同じ関数であり，I2 において l → －
l と置き直すと，物体像面内の位置と輝度値の関係として次の式が導出される．

I

f

2
1

 al sin 



2

f1 f12 f12 cos 2   f12 sin 2 

.

(4.14)

したがって，輝度値は画像面内の位置の変化に対して二次関数的に変化する．
このように，TIEM の一段目の結像系において，物体のレンズ主面に対する傾き角 
と二枚のレンズ間の距離 a によって，物体像の歪みは発生する．以降の項では，物体像
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の変形と面内の位置と背景光の輝度値の関係を測定し，理論モデルと比較することによ
り，理論モデルの妥当性を検証する．

f2

f2 b

f 2’

f2’

First object image
f 1’
f1’
a
f1
f1

Second object image


Lenses
Object

First imaging system

Second imaging system

Fig. 4.7 Schematic of two-stage imaging ellipsometric microscopy. Distances from
principal plane of first imaging stage differ between object points with different positions.
And distances from principal plane of second imaging stage are the same for all the object
points.
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Fig. 4.8 Optical system in oblique observation that is drawn in three dimension. (a) View
parallel to incident plane. (b) View of (a) from direction (iii).
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l
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j

l
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i
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l2
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j’

o’ i’

z1

2l
Fig. 4.9 (a) Square object whose sides are 2l. (b) Object image observed in oblique
observation system. Shape is trapezoid.

4.2.2 物体像の変形の測定方法
物体像の歪みの測定には，Fig. 4.4 と同じ装置構成を使用した．測定試料には，第 2.3.1
項の Fig. 2.38 に示したパターンで，100  100 m2 の正方形のものを用いた．物体像の
形状を理論モデルから見積もるために，レンズの焦点間の距離 a が必要である．一段目
の結像系の二つの対物レンズは，互いの背面が接触するように向かい合わせで配置した．
一般的に，対物レンズの後側焦点面は対物レンズ内に存在するため，本実験で使用した
TIEM では，焦点間距離 a 離れて二つの対物レンズは配置された．しかし，後側焦点面
の対物レンズ内の正確な位置は開示されていない．したがって，対物レンズの背面から
後側焦点面までの距離 x を実測により求めた．Fig. 4.10 に示すように，光源，対物レン
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Screen

Back focal plane
Light source

Objective lens

Back side

r

x

L

Fig. 4.10 Schematic setup for measurement of distance between back focal plane and back
side of objective lens.

ズ，スクリーンを一直線上に置き，対物レンズ前面から平行光を入射する．この時，ス
クリーン上に形成されるスポットの半径 r と対物レンズ背面からスクリーンまでの距離
L を測定する．そして，距離 L を変化させて，それぞれのスポット半径を測定し，後側
焦点面を出た後の光の外形から x を推定した．光源として SLD 光源を使用し，ファイ
バー先端から射出された拡散光をレンズで集光して平行光とした．

4.2.3 測定結果と考察
シリコン上のパターンを TIEM で観測した結果を Fig. 4.11 に示す．画面向かって左か
ら右が照明光の入射面である．実験結果から，測定されたパターンは歪んでおり，左か
ら右に行くに従って像倍率が減少し，台形状に観測された．測定されたパターンの右端
の辺(上底)の長さは 94.6 m，左端の辺(下底)の長さは 101.5 m，横幅(高さ)は 98.0 m
であった．Fig. 4.12 に，対物レンズの後側焦点面と背面との距離 x を測定した結果を示
す．横軸は対物レンズ背面からスクリーンまでの距離 L，縦軸はスポット半径 r を表わ
す．測定データの近似直線を算出し，r = 0 となる距離 L を求めると L = –7.06 mm であ
った．したがって，対物レンズの背面から後側焦点面までの距離 x は 7.06 mm と求めら
れ，本実験における距離 a は 14.1 mm となる．一段目の対物・結像レンズの焦点距離は
f1 = f1’ = 4 mm であった．したがって，式(4.9)~(4.11)より，理論モデルから見積もられ
る物体像の形状は，z1’ = 97.0 m，z2’ = 103.2 m，l’ = 100.1 m となる．理論値は実測
値よりわずかに大きな値となった．二段目の結像系において，一次結像と焦点の位置が
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ずれると物体の像倍率は設計値と異なってしまう．したがって，二段目の結像系によっ
て一次結像が理論値よりも縮小されてしまったと考えられる．そこで，実験と理論から
得られる各辺の値を台形の中心の幅 w で正規化した．計算結果を Table 4.1 に示す．正
規化した実験値と理論値は各辺でほぼ一致した．
また，Fig. 4.11 においてゴミの無い線分 A-A’上の画像横方向の輝度分布を Fig. 4.13
に示す．実線はデータ点の二次関数による近似曲線である．Fig. 4.13 より画像面内の輝
度値は位置に対して概ね二次関数的に変化した．しかし，雑音によるばらつきが大きか
ったため，ほぼ画像面内の輝度値は位置に対して直線的に変化したように見えるが，二
次関数の二次の項の係数が微小な場合，近似曲線はほぼ直線になるため，二次関数によ
る近似を行っても問題ないと言える．
以上，本節で述べた理論モデルが妥当であること，および歪みの程度を定量的に予測
できることを示している．
一般に用いられている対物レンズの後側焦点面はレンズ筒の中にあるため，a = 0 と
することは不可能である．よって，物体像の歪みを抑制することは困難である．しかし
ながら，後側焦点面が対物レンズの外にあるような対物レンズを用いれば，斜め観察に
おいても物体像を歪ませずに観測できる．もしくは，Fig. 4.14 に示すように，焦点距離
f 1 の二枚のレンズを一段目の対物レンズ間に挿入し，全てのレンズの焦点間距離を a =

0 となるようにすれば，一段目の結像系で物体像の歪みを発生させずに観測できる．

A’

A

20 m

Fig. 4.11 Object image of 100  100 m2 square pattern observed by TIEM.
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Fig. 4.12 Radiuses of spots at different distances between back side of objective lens and
screen.

Table 4.1 Lengths in trapezoid pattern and ratios in theory and experiment.

Length (m)
Experiment

Normalized
length (a.u.)
Length (m)

Theory

Normalized
length (a.u.)

Upper base

Lower base

Height

Center width

94.6

101.5

98.0

98.0

0.965

1.036

1.000

1

97.0

103.2

100.1

100.0

0.970

1.032

1.001

1

160

a.u.
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Fig. 4.13 Light intensity distribution on line A-A’ of Fig. 4.11.
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Fig. 4.14 Setup for two-stage imaging ellipsometric microscope that the deformation of
object image is not occurred. There are not any distances between focusing points in the
first imaging stage.
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4.3 結論
本章では，二段結像型エリプソメトリー顕微法の面内方向の結像特性について述べた．
第 2 章において，面内分解能を定量的に評価できなかった問題に対して，MTF を用い
て，二段結像型エリプソメトリー顕微鏡の面内分解能を求めた．また，第 2 章において
観測された物体像の歪みは，理論モデルを用いて発生メカニズムを示し，実験により理
論モデルの妥当性を評価した．以下に，本章で得られた成果をまとめる．



二段結像型エリプソメトリー顕微鏡の面内分解能を評価するために， MTF を測定
した．測定するステップ状のパターンを，わずかに斜めに傾け，MTF のデータ点
数を増やした．照明光の入射面と平行な方向と垂直な方向の MTF において，空間
周波数の増加に伴い MTF が単調減少し，インコヒーレント光学系に近いことがわ
かった．空間周波数 200~700 mm/cycle において，水平方向の MTF は垂直方向の
MTF より大きかった．また，MTF = 0.1 となる空間周波数から，面内分解能として
水平方向は 1.07 m，垂直方向は 1.08 m と求められた．よって，水平・垂直方向
共に空間分解能は同程度であり，目標とした 1 m 程度の面内分解能を達成した．



物体像の歪みの発生メカニズムを明らかにするために，二段結像型エリプソメトリ
ー顕微法における一段目の結像系の結像の様子を理論的に解析し，斜め観察におい
て生じる物体とレンズ主面の傾き角 以外に，二つのレンズの焦点間の距離 a によ
っても物体像の変形が発生するを見い出した．シリコン上に加工した 100  100 m2
の正方形パターンを二段結像型エリプソメトリー顕微鏡で観測し，理論から予測さ
れたように，左から右に行くに従って像倍率が減少する台形状となった．実験と理
論から得られる各辺の値を台形の中心の幅 w で正規化し比較したところ，実験値と
理論値は各辺でほぼ一致した．また，画像面内の輝度値は位置に対して二次関数的
に変化した．このように，本節で述べた理論モデルは妥当であることを示した．

以上，二段結像型エリプソメトリー顕微鏡の面内分解能を定量的に求め，摺動時のナノ
メートル厚さ液体潤滑膜の変形を観測するために必要な 1 m 程度の面内分解能が達成
されていることを示した．また，斜め観察における物体像の歪み発生メカニズムを明ら
かにし，歪みの程度を定量的に予測できることを示した．
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第5章 摩擦力測定法との同時計測
第 2 章で，高い面内分解能と広い視野を両立可能な二段結像型エリプソメトリー顕微
法を提案し，第 3 章および第 4 章で，二段結像型エリプソメトリー顕微法の膜厚分解能
の向上と面内の結像特性の解析について検討した．そして，摺動時のナノメートル厚さ
の液体潤滑膜の可視化に必要な 1 m 程度の面内分解能，数十m の視野，0.1 nm 程度
の膜厚分解能，1 s 以下の時間分解能を両立する方法を確立した．そこで，本章では，
開発した二段結像型エリプソメトリー顕微法で摺動時のナノメートル厚さ液体潤滑膜
を観察し，潤滑膜の変形と摺動時の摩擦力の同時計測を検討する．特に，摩擦力計測を
用いて摺動すき間の同定に必要な，固体接触点の検出を行う．第 2 章での実験では，固
体基板との接触時に光ファイバープローブに励起される固有振動を検出することがで
きず，プローブと固体基板のすき間を精密に決定することができなかった．そこで，第
5.1 節で，プローブに励起される固有振動以外の振動成分を検出することにより，固体
基板との接触点を決定する方法について検討する．そして，第 5.2 節で，二段結像型エ
リプソメトリー顕微法とファイバーウォブリング法の同時計測の実験構成について述
べる．さらに，第 5.3 節で，ナノメートル厚さ液体潤滑膜の摺動実験の結果と考察につ
いて論ずる．

5.1 非同期成分を用いた固体接触点判別法
第 2 章で，TIEM と FWM の同時測定の原理実験において，固体表面の突起接触によ
ってプローブに励起される固有振動による固体接触点の検出法を使用した．しかし，Fig.
2.65 に示したように，振動振幅が減少し，基板との接触摺動が発生していると思われる
領域でも，固有振動を検出することができなかった．これは，共振周波数に近い周波数
でプローブを振動させたため，固体基板と接触しない状態でも大きな信号が出力されて
おり，接触時の固有振動の励起による振幅の変化は小さかったためと考えられる．TIEM
との同時計測では，プローブの振幅を大きくしなければならず，そのためにはプローブ
の固有振動を利用する必要があった．つまり，固有振動する状態で固体接触点を検出す
る必要がある．そこで，プローブの加振周波数以外の振幅成分を検出する方法を導入し
た[38]．FWM では，正弦波状に光ファイバープローブを振動させるため，他の物質と
接触しなければ，一定の周波数で振動している．よって，加振周波数以外の振動成分は
ほとんど検出されない．一方，潤滑膜や固体基板等，他の物質と接触すると振動周波数
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以外の振動成分がプローブに励起され，特に，固体基板と接触すると強い信号が検出さ
れる．また，加振周波数以外の振動成分を観測するため，プローブを共振周波数で振動
させても問題ない．したがって，固有振動を利用しつつ，固体接触を検出することが可
能である．加振周波数以外の振動成分の検出には，ロックインアンプの機能の一つであ
る入力信号以外のノイズ成分を出力する機能を用いることができる．そのため，これま
で使用してきた固有成分を検出する信号検出回路と同じものが使用可能である．本論文
では，この加振周波数以外の振動成分を非同期成分(Asynchronous component)と呼ぶこ
ととする．
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5.2 同時計測実験の装置構成と実験条件
TIEM の装置構成を Fig. 5.1 に示す．第 3.4.2 節の Fig. 3.17 に示した装置構成と同じも
のを使用した．ただし，プローブの振幅を検出する LDV のレーザー光が，TIEM の測
定 画 像 に 写 り 込 む の を 防 ぐ た め ， 二 枚 の 波 長 フ ィ ル タ ー (FSWP-550-25.0M お よ び
FSWP-600-25.0M, Melles Griot)を結像レンズと検光子の間に配置した．EM-CCD カメラ
の撮影間隔は 0.1 s とした．FWM を TIEM の実験装置に組み込んだ装置の概略図を Fig.
5.2 に示す．第 2.3.3.1(b)節，Fig. 2.52 に示した装置構成と同様に，LDV でプローブの振
動を検出した．第 2.3.3.3 項で示した実験では，プローブ振動の最大速度が，用いた LDV
の測定レンジの最大値と同程度であったため，プローブの振動を正確に測定できなかっ
た．そこで，LDV としてさらにレンジの広い小野測器製 LV-1710 を使用した．プロー
ブには，先端の曲率半径が 245 m の光ファイバーを使用した．第 2.3.3.1(a)項で示した
プローブ先端のレンズ効果によって光スポットが測定画像に写ってしまう問題を回避
し，かつ LDV レーザー光に対する反射率を増加させるため，光ファイバーは，抵抗加
熱式の真空蒸着装置(SVC-700TMSG/7PS80 (TMP タイプ), SANYU ELECTRON)を使用し
て，アルミニウムを全面にコーティングした．作製した光ファイバープローブの共振曲
線を Fig. 5.3 に示す．共振周波数は 1973 Hz であった．プローブの摺動方向の振動には，
ピエゾアクチュエータ(PL022，PI)を用い，振幅を大きくするためにピエゾアクチュエ
ータを二つ重ね合わせて使用した．正弦波状に加振された光ファイバープローブは，精
度 0.1 nm のピエゾアクチュエータ(P-753, PI)で鉛直方向に試料へ接近させた．プローブ
を振動する信号を参照信号として，光ファイバープローブの振動振幅と位相の変化をロ
ックインアンプで同期検出した．また，Fig. 5.4 に示すように，プローブと固体基板間
のすき間 d は d = Dp – Dc で与えられる．ここで，Dp はピエゾアクチュエータの変位，
Dc は光ファイバープローブが固体基板と接触した時の変位である．固体接触点は，プ
ローブに励起される非同期成分が増加し始めた点とした．FWM では，光ファイバープ
ローブの水平方向の剛性が低いのに対して，垂直方向の剛性は高い．したがって，高い
力検出感度と，プローブと固体基板間のすき間の高精度な制御が可能である．光ファイ
バープローブによって摺動部が覆い隠されてしまうため，TIEM では，プローブの半径
以下の振幅において潤滑膜を観測できない．そこで，第 2.3.3.1(a)項で示したように，
光ファイバープローブの共振を利用して，プローブの半径より大きな振幅で光ファイバ
ープローブを加振した．ゼロ-ピーク振幅および振動周波数は，123 m および 1974 Hz
とした．本条件において，プローブが正弦波状に振動しているので，試料を摺動する最
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大速度は 1.5 m/s であり，プローブと試料は間欠的に接触した．プローブの試料への接
近速度は 5.3 nm/s とした．また，第 2.3.3.1(a)項で示したように，CCD カメラの撮影間
隔に対して光ファイバープローブの振動周波数の方が高いため，プローブ先端が摺動部
から十分離れた時にパルス状のストロボ光で照明して摺動直後の潤滑膜像を観察した．
ストロボ光を用いた TIEM の時間分解能は，一枚の画像を取得する間の潤滑膜の挙動が，
各摺動において等しいとすると，ストロボ光のパルス幅で与えられる．ストロボ光のパ
ルス幅は 76 s に設定し，ストロボ光の発光間隔はプローブの振動周期と同じ 507 s に
設定した．EM-CCD カメラの撮影間隔は 0.1 s であったため，一枚の画像に対して
197~198 回のストロボ画像を平均したものとなっている．また，光ファイバープローブ
が潤滑膜と接触した瞬間からストロボ光を発光させるまでの時間を変化させることに
より，摺動後の経過時間を変化させた潤滑膜像を取得できる．
信号回路を含めた全体の装置構成を Fig. 5.5 に示す．摺動すき間制御用のピエゾアク
チュエータを駆動する信号源として，横河電機製電圧電流発生器 (GS610)を使用した．
電圧は 10 V の高い分解能で出力可能であるが，Fig. 5.5 に示すように駆動電圧をスイ
ープさせるとステップ状の信号となったため，ローパスフィルター(3625, エヌエフ回路
設計ブロック)を通して連続的な電圧信号としてピエゾアクチュエータに入力した．ピ
エゾアクチュエータからの変位信号を，差分増幅器(5307, エヌエフ回路設計ブロック)
で増幅し，コンピュータ No. 1 に記録した．CCD カメラの画像情報はコンピュータ No.
2 で記録した．この時，CCD カメラのシャッターの開閉情報をコンピュータ No. 1 に記
録した．ただし，CCD カメラから発信される信号はインパルス状の信号であり，コン
ピュータ No. 1 のサンプリング周波数では測定が困難であった．そこで，ファンクショ
ンジェネレータ No. 3 でステップ状の波形に変換した．ファンクションジェネレータ
No. 1 は正弦波(周波数: 1974 Hz)を発信し，ピエゾドライブ増幅器(M-2663，メステック)
を介してプローブ加振用のピエゾアクチュエータを駆動した．ファンクションジェネレ
ータ No. 2 はファンクションジェネレータ No. 1 と同じ周波数の矩形波を発信し，LED
光源の発光を制御した．この時，ファンクションジェネレータ No. 1 と No. 2 の信号を
オシロスコープで観測し，ファンクションジェネレータ No. 2 の位相を調整することに
より両方の信号の位相差をある一定の値に合わせた．また，ファンクションジェネレー
タ No. 1 と No. 2 の信号の経時変化を抑えるため，これら二つの信号は同一のファンク
ションジェネレータから 2Phase モードで発信した．LDV からの信号をロックインアン
プ No. 1(LI5640，エヌエフ回路設計ブロック)に入力し，ピエゾアクチュエータによる加
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振周波数を参照信号として，プローブの振幅と位相を同時検出した．また，LDV から
の信号を分岐させ，プローブの加振周波数を参照信号として，ロックインアンプ No.
2(LI-575，エヌエフ回路設計ブロック)により非同期成分を検出した．これら検出された
加振周波数と同期した成分の振幅と位相，ならびに非同期成分はコンピュータ No. 1 に
記録した．
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Fig. 5.5 Block diagram of signals for simultaneous measurement of two-stage imaging

ellipsometoric microscope and fiber wobbling method using LDV.
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5.3 同時計測実験
本節では，二段結像型エリプソメトリー顕微法とファイバーウォブリング法の同時計
測実験について述べる．まず，ナノメートル厚さの液体潤滑膜を摺動した際の変形と プ
ローブに加わるせん断力の同時測定について第 5.3.1 節で説明する．次に，摺動直後の
ナノメートル厚さ液体潤滑膜の修復の様子を観測した実験について述べる．

5.3.1 ナノメートル厚さ潤滑膜の変形と摺動時のせん断力の同時計測
実験
本項では，ナノメートル厚さの潤滑膜の変形と摺動時のせん断力の同時計測実験につ
いて述べる．まず，第 5.3.1.1 項にて，本実験で使用した試料と測定方法について説明
する．次に，第 5.3.1.2 項にて実験結果とその考察について述べる．

5.3.1.1 実験方法
測定試料には，第 2.3.3.2(b)項で述べた Perfluoropolyether(PFPE)系潤滑剤 Z03(Solvay
Solexis)の薄膜を用いた．固体基板として潤滑剤の塗布されていない磁気ディスクを
10~20 mm 角 程 度 の 大 き さ に 切 り 分 け た も の を 使 用 し た ． 測 定 試 料 は ， 潤 滑 剤 を
HFE-7200(3M)で希釈した溶液を用いて，ディップ法で磁気ディスクに塗布した．塗膜
後の平均膜厚は，市販の走査型エリプソメータ(MARY-102，ファイブラボ)を用いて測
定し，得られた平均膜厚は 6.4 nm であった．加振した光ファイバープローブ先端が試
料から十分離れた位置から徐々に接近させ試料を摺動する過程を測定した．TIEM のス
トロボ光の発光タイミングは，光ファイバープローブが最下点に到達してから 105.5 s
後に発光するように設定した．TIEM による測定画像を膜厚に変換するために，潤滑膜
の塗布されていない磁気ディスクの画像を潤滑膜と同じ条件で観測した．この基板画像
で潤滑膜画像を除算処理し，背景の輝度ムラを除去した．さらに，動画の撮影を開始し
た直後の摺動されていない潤滑膜画像を用いて，第 3.5 節で説明した画像処理を行い，
背景の輝度ムラを除去した．
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5.3.1.2 実験結果と考察
摺動すき間 d 毎の潤滑膜画像を Fig. 5.6 に示す．画像を撮影した時の摺動すき間 d を
各画像右上に示した．すき間 d の負の変位は固体接触した後のピエゾアクチュエータの
変位を意味している．画像中心が摺動部であり，画像横方向が摺動方向であった．潤滑
膜画像における膜厚は平均膜厚 6.4 nm が中心となるように擬示カラーで表示した．各
画像右下には面内方向のスケールを表示した．7.2 nm よりも大きなすき間では，潤滑膜
に変化はなかった．すき間 d = 7.2 nm において面内方向に直径 15 m 程度，深さ 2 nm
程度の穴が観察された．これは，プローブ先端によって形成された摺動痕と考えられる．
d = 0~7.2 nm のすき間では，摺動痕の直径と深さにほとんど変化は無かった．0 nm より
も小さなすき間，すなわち，プローブが基板へ押し込まれているすき間では，摺動痕の
直径と深さは大きくなった．摺動すき間 d 毎の非同期成分 NAsy と摺動痕の最小膜厚 hm
の関係をプロットしたグラフを Fig. 5.7 に示す．また，Fig. 5.6 で示した代表的な潤滑膜
像をグラフの上に表示した．最小膜厚 h m は TIEM 像から求めた．ノイズの影響を抑え
るため，最小膜厚は摺動の最下点の両隣の 3 ピクセルを含む 7 ピクセル分の 4.0 m 幅
の平均膜厚で算出した．したがって，本来の膜厚である最小膜厚より大きく測定されて
いる可能性がある．グラフ横軸は摺動すき間であり，赤い四角形は非同期成分，青い円
形は最小膜厚を表わす．非同期成分はすき間が 0 より小さい領域で急激に増加した．光
ファイバープローブが固体基板と接触した時のピエゾアクチュエータの変位 Dc は，非
同期成分が急激に増加し始めて，増加開始直前の非同期成分の標準偏差の 3 倍を超えた
点を固体接触点とした(B 点)．摺動すき間毎の直線 P-P’上の膜厚分布を Fig. 5.8 に示す．
プローブの振動の最下点を x = 0 とした．Fig. 5.7 から，点 D より大きなすき間において，
最小膜厚 h m と非同期成分 NAsy に大きな変化はなかった．点 C において，非同期成分が
増加し，最小膜厚は急激に減少した．この時の摺動による穴の直径は 15 m 程度であっ
た．プローブ先端が固体基板に押し込まれている点 A より摺動すき間の小さな領域に
おいては，潤滑膜に大きな穴が形成され潤滑膜の隆起が観測され，非同期成分が増大し
た．これらの結果は，点 C は潤滑膜との接触を示唆する．もし，点 C(d = 7.2 nm)が固体
接触点だったならば，点 D(d = 7.7 nm)では，プローブ先端は既に潤滑膜と接触している
ため，TIEM において潤滑膜の変形が観測されるはずであるが，点 D において潤滑膜に
変化が見られなかった．このことも，点 C が潤滑膜との接触点であったことを支持し
ている．また，すき間 d = －2.5 nm 付近で非同期成分が一旦減少し，d = －4.0 nm 付近
で非同期成分が増加に転じた．これらの点においてプローブ先端が固体基板と接触した
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可能性も考えられる．この場合，点 C での非同期成分の応答から潤滑膜の初期膜厚よ
り大きな膜厚でプローブ先端が潤滑膜と接触したことになる．しかし，Fig. 5.6 に示し
た TIEM による測定結果では，すき間 d = 7.2 nm より大きなすき間では，潤滑膜の膜厚
は増加しなかった．すなわち，TIEM の測定結果から，すき間 d = －2.5 nm 付近または
d = －4.0 nm 付近は固体接触が開始した点ではなく，プローブ先端がヘルツ接触により
凹んでいる状況である．すき間 d = －2.5 nm 付近と d = －4.0 nm 付近で発生した非同
期成分の応答の原因は不明であるが，本実験の目的が潤滑膜の挙動を計測することに有
るため，点 C より狭いすき間においてプローブ先端が凹んだ状況で固体基板を摺動す
る現象は本実験の第一義的な目的から外れる．これらの結果は，潤滑膜との接触時にお
いても，非同期成分が変化することを示している．HDD においても，磁気ヘッドが磁
気ディスクと接触した際にスライダに励起される振動(Acoustic Emission: AE)を検出す
ることにより，磁気ヘッドと磁気ディスクの接触を検出する．本実験で測定した非同期
成分は HDD における AE 信号に相当するため，この結果は，磁気ヘッド・スライダが
潤滑膜と接触した際にも，AE 信号が励起され，潤滑膜との接触を検出できることを意
味する．また，第 2.3.3 項の実験では達成できなかった摺動すき間の決定にも成功した．
非同期成分はプローブに加わる摩擦力によって励起される．したがって，摺動すき間を
変化させた時のナノメートル厚さ潤滑膜の変形と摺動時の力学応答の同時計測を達成
した．摺動すき間 d 毎のプローブの振幅 Aprobe と位相 probe の関係をプロットしたグラフ
を Fig. 5.9 に示す．振幅と位相共に潤滑膜と接触したすき間 d = 7.2 nm で減少し，固体
基板と接触したすき間 d = 0 で急激に減少した．振幅と位相の変化は非同期成分の変化
と同じすき間で発生しており，このことからも力学応答の計測に成功したことがわかる．
本実験では，算術平均粗さ 0.24 nm の磁気ディスク上に，直径 2.8 nm 程度に丸まった
直鎖分子潤滑剤を塗布した試料を使用した[74]．潤滑膜試料の平均膜厚は 6.4 nm であり，
分子直径の二倍程度であったため，潤滑膜表面には 3 nm 程度の空間周期で高さ方向に
サブナノメートルのオーダーの凹凸があったと考えられる．しかし，TIEM の面内分解
能は 1 m 程度であったため，この凹凸構造を観測することは不可能であり，マイクロ
メートルオーダーのうねりとして観測されたと考えられる．また，Fig. 3.21 の結果から，
磁気ディスク上に塗布した厚さ 6.0 nm 潤滑膜の膜厚のばらつきは測定ノイズを含めて
0.14 nm であったので，凹凸構造の振幅は高々0.1 nm であり，十分平滑な潤滑膜と見な
すことができる．したがって，本実験で得られた結果においては，分子運動論的に現象
を取り扱うよりも連続体のように現象を取り扱う方が妥当であり，本実験における測定
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結果を理論モデルによって考察する際は，表面張力や分離圧などの理論モデルが適用で
きるため連続体のように扱う方が便利である．そこで，以降の考察では膜厚が一定な平
滑膜によるモデルを実験結果に対して適用する．
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Fig. 5.6 Images of shearing lubricant film at different gaps. Gaps d are shown in the
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is sliding direction. Two dots on the left of images are dusts.
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Fig. 5.7 Lubricant images acquired by TIEM, the asynchronous component, and the
minimum film thickness at different gaps.
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Fig. 5.8 Thickness distributions on P-P’ at different gaps.
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5.3.2 摺動直後のナノメートル厚さ潤滑膜の修復の観測
本項では，摺動直後のナノメートル厚さ潤滑膜の修復を観測する実験について述べる．
まず，第 5.3.2.1 項にて，本実験で使用した試料と測定方法について説明する．次に，
第 5.3.2.2 項にて実験結果とその考察について述べる．

5.3.2.1 実験方法
光ファイバープローブが最下点に達してから TIEM のストロボ照明光を発光させる
までの経過時間 t を変化させることにより，摺動後の潤滑膜の修復の様子を観察した．
Fig. 5.10 に示すように，プローブが振動の最下点に達した瞬間を t = 0 とし，正弦振動
の位相 0°とする．プローブの振幅が最大となる位相は 90°であり，この時の経過時間 t
は 126.6 s である．t を 84.4，105.5，126.6，147.8，168.9 s と変化させ(振動位相 60°, 75°,
90°, 105°, 120°)，それぞれの経過時間で試料を摺動した．それぞれの実験において第 5.2
節で述べた条件で摺動を行った．測定試料には，第 5.3.1 項で使用した磁気ディスク上
にディップ法によって塗膜した平均膜厚 6.4 nm の PFPE 系潤滑剤 Z03 の薄膜を用いた．
また，第 5.3.1 項の実験と同様に，TIEM による測定画像を膜厚に変換するために，潤
滑膜の塗布されていない磁気ディスクの画像を潤滑膜の摺動実験と同じ条件で測定し，
この基板画像で潤滑膜画像と除算処理し，背景の輝度ムラを除去した．さらに，動画の
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t = 105.5 s
t = 126.6 s
t = 84.4 s

t= 0
Sliding probe

t = 147.8 s
t = 168.9 s

Disk
Lubricant film

Fig. 5.10 Measurement method at different elapsed times. Elapsed time t = 0 the means
moment when a probe shears a lubricant film. Illumination light of two-stage imaging
ellipsometoric microscope is emitted at elapsed time t.

撮影を開始した直後の摺動されていない潤滑膜画像を用いて，第 3.5 節で説明した画像
処理を行い，背景の輝度ムラによる影響を除去した．各経過時間の実験データを比較す
るために，摺動すき間 d = 0 の測定画像を使用した．

5.3.2.2 実験結果と考察
摺動すき間 d = 0 の測定画像を Fig. 5.11 に示す．各測定画像の中心は摺動中心であり，
画像横方向が摺動方向である．画像中の膜厚は平均膜厚 6.4 nm を中心とした擬示カラ
ーで表示した．測定画像において，Q-Q’を x 軸と定義して，プローブの振動の最下点を
x = 0 とし，経過時間毎の直線 Q-Q’上の膜厚分布を Fig. 5.12 に示した．経過時間の増大
に伴って，摺動による穴は小さくなった．これは，潤滑剤が流動して摺動痕が修復され
たことを意味する．そこで，摺動された潤滑膜の修復速度の時間スケールを見積もるた
めに，指数関数的に元の状態に修復すると仮定して，時定数を求めた．Fig. 5.13 (a)およ
び(b)は，d = 0 における最小膜厚 h m と Q-Q’に沿った摺動痕の幅 w を経過時間 t 毎にプ
ロットしたグラフである．t = 0 において最小膜厚 h m が摺動すき間 d と一致し，十分時
間が経過した後は最小膜厚が初期膜厚 h0 に戻ると仮定すると，摺動した t 後の最小膜厚
h m は，以下のように与えられる．
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 t 
hm  h0  d 1  exp     d .

  1 

(5.1)

ここで，1 は修復現象の時定数である．同様に，十分時間が経過した後は摺動痕の幅が
ゼロになると仮定すると，摺動した t 後の d = 0 における摺動痕の幅 w は，以下のよう
に与えられる．

 t
w  w0 exp  
 2


 .


(5.2)

ここで，w0 は潤滑膜を摺動した瞬間の摺動痕の幅であり，2 は時定数である．Fig. 5.13
(a)および(b)を式(5.1)および(5.2)でそれぞれフィッティングすると，1 および 2 はそれぞ
れ 97.1 s および 195.9 s と得られた．また，w0 は 25.7 m となった．Fig. 5.7 において，
点 B から C にかけて，すなわち，すき間 d が 0~7.2 nm の最小膜厚 hm は 4~5 nm であっ
た．フィッティングによって得られた値を式(5.1)に代入し，Fig. 5.7 に示した実験で用
いた t = 105.5 s とすると，最小膜厚 hm は d = 0~6 nm の領域で 4.2~6.3 nm である．プロ
ーブが潤滑膜を摺動した瞬間(t = 0)では，摺動痕の最小膜厚はプローブと基板の間に挟
まれた領域に存在する潤滑膜であるので，すき間と一致するはずである．したがって，
摺動後(t = 105.5 s)の最小膜厚 hm はすき間 d より常に大きかったことを示唆している．
本実験において，光ファイバープローブ先端が近似的に円軌道で運動していたと見なす
と，Fig. 5.14 に示すように，プローブの運動によって削り取られる潤滑膜の幅 w0’は次
の式で与えられる．

w0  2 2 Lh0 .

(5.3)

ここで，L はプローブの長さである．本実験で使用した光ファイバープローブの長さは
L = 7.1 mm であった．初期膜厚 h0 = 6.4 nm に対する w0’は，19.1 m と計算され，実験
値の 25.7 m と概ね近い値である．Fig. 5.11 の測定画像から摺動方向と垂直な方向にも
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摺動方向の摺動痕の幅と同程度削られていたことがわかる．これは，光ファイバープロ
ーブを真上から観察すると，プローブ先端は僅かに楕円軌道を描いて運動しており，摺
動と垂直な方向にも潤滑膜の掘り起こしが発生していた可能性がある．第 1.2.2 項では
プローブの運動を考慮しておらず，ここで見積もった摺動モデルから計算される摺動痕
μ )より大きな値になったと考えられる．最小膜厚から算出された時

の幅(

定数 1 は，摺動痕の幅から算出された時定数 2 の半分程度となった．これらの時定数は
同一の修復過程から算出されたものであるため，実際は一致すると考えられる．しかし，
本実験で得られた時定数は，摺動痕が指数関数的に修復すると仮定して算出したため，
最小膜厚と摺動痕の幅をフィッティングした関数の間に理論的な繋がりは無い．したが
って，両時定数が一致しないことも十分あり得る．以上により，摺動された潤滑膜が時
間経過に対して指数関数的に修復するモデルより得られた修復現象の時定数 1，2 およ
び摺動痕の幅 w0 のオーダーは妥当であったと言える．
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Fig. 5.11 Lubricant images at different elapsed times at d = 0.
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Fig. 5.13 Replenishment of the sheared lubricant hole. The solid lines are fitting curves.
(a) Minimum film thickness at d = 0. (b) Width of the hole at d = 0.
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Fig. 5.14 Geometric relationship between hole width w0’ and trajectory of optical fiber
probe. The trajectory of optical fiber probe is assumed to be a circlular arc.

実験により摺動された潤滑膜の修復の時間スケールは 100 s オーダーと得られた．
もし，潤滑剤の拡散により摺動痕が修復された仮定すると，本実験で使用した PFPE 系
潤滑剤 Z03 の典型的な拡散係数は D = 10-13 のオーダーであるため，10 m 程度の領域を
拡散する時間スケールは 1000 s のオーダーである．したがって，本実験で観測された
時間スケールは，拡散による時間スケールよりもかなり短かった．この原因に関して以
下に考察する．
潤滑膜の摺動により潤滑剤が配向し，複屈折が発生したことにより，実際の膜厚と異
なる膜厚が測定された可能性がある．そこで，摺動時の潤滑剤の複屈折の影響について
考察する．Fig. 5.15 に本実験における TIEM の照明光の偏光方向と摺動方向の関係を示
す．分子サイズと同程度のすき間において高分子材料をせん断すると，せん断方向に高
分子が配向して複屈折が発生する[75]．そこで，s 偏光と平行な方向であるせん断方向
の屈折率を ns，p 偏光と平行な方向であるせん断に垂直方向の屈折率を np とする．光が
物質中を進行する時，物質内で光は減速され，屈折率が大きくなるほど光は減速される．
よって，物質に複屈折が存在する時，方向毎の屈折率の差によって物質を透過し終える
時間に差異が生じ，p，s 偏光間で位相差が発生する．エリプソメトリーにおける p-s 偏
光間の位相差 は，式(2.43)のように，p 偏光に対する s 偏光の遅れた量で定義される．
複屈折が発生しない時の位相差を ，複屈折が発生した時の位相差を ’とすると，屈折
率が大きくなるほどその方向の偏光の位相は遅れるので，np > ns の時，  < ’となり，
np < ns の時，  > ’となる．本実験では，膜厚と輝度値の関係が線形となるように偏光
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子と検光子の回転角度を調整した．この時の膜厚 h = 0~50 nm における輝度値 I と位相
差 の関係を計算した結果を Fig. 5.16 に示す．位相差が小さくなると輝度値は大きくな
る．本実験で使用した PFPE 系潤滑剤 Z03 をせん断した時，分子の配向によって np と
ns のどちらが大きくなるか不明である．そこで，それぞれの場合に分けて，本実験の結
果と比較する．



np > ns の時
位相差は  < ’となるので，Fig. 5.16 より複屈折が発生すると複屈折が発生しない場

合と比較して小さな輝度値が検出される．したがって，実際の膜厚よりも薄く測定され
る．また，TIEM における測定で経過時間 t が長くなるに従って，摺動による潤滑剤分
子の配向が解消され，複屈折も解消されると考えられる．すなわち，TIEM の測定にお
いて，経過時間 t が長くなるに従って，膜厚が増加するような結果が得られるはずであ
る．この傾向は，Fig. 5.13 (a)に示す実験結果と一致する．しかし，測定された膜厚より
も実際の膜厚が厚かったとすると，Fig. 5.13 (a)のグラフは全体的に上方に押し上げられ
るため，式(5.1)のフィッティングにより求められる時定数 1 はさらに短くなると考えら
れる．よって，潤滑膜修復の時間スケールが拡散による時間スケールよりも短かったこ
とを説明することができない．



np < ns の時
位相差は  > ’となるので Fig. 5.16 より複屈折が発生すると，複屈折が発生しない場

合と比較して大きな輝度値が検出される．すなわち，実際の膜厚よりも厚く測定される
はずである．経過時間 t が長くなるに従って，摺動による潤滑剤分子の配向が解消され
て，複屈折も解消されると考えると，TIEM の測定において，膜厚が減少するような結
果が得られなければならない．しかし，Fig. 5.13 (a)に示したように実験結果は逆の傾向
であった．

以上の結果から，複屈折による見かけの修復現象とは考え難い．測定結果が真実である
とすると，自然拡散により潤滑剤が拡散するよりも速く摺動痕が修復した．この原因と
して，摺動に伴う摩擦熱によって拡散速度が高速化した可能性がある．また，摺動痕の
発生による潤滑膜自由表面の増大で表面張力に起因したラプラス圧が 修復を早めた可
能性も考えられる．さらに，摺動痕の底では膜厚が減少したため分離圧が増大して修復
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Fig. 5.16 Light intensity of ellipsometric microscope and phase difference at film thickness
h = 0-50 nm.

に寄与したかもしれない．しかしながら，経過時間を変化させた実験間での測定結果の
ばらつきの可能性もあるため，メカニズムの解明のためには，光ファイバープローブの
コーティングの変更や潤滑剤の種類の変更等の異なる条件での実験を行う必要がある．
また，本実験よりも困難性はより高くなるが，繰り返し摺動ではなく一度の摺動での潤
滑膜の変形を捉えることで問題をより簡単にできる可能性がある．
また，TIEM で測定される潤滑膜画像は潤滑膜の三次元形状を与える．したがって，
摺動によって形成された穴と隆起部の体積を計算することにより，摺動すき間毎，経過
時間毎の体積変化量を求めることができ，摺動によってプローブ側に移着した潤滑剤の
体積を推定することができる．そこで，次の手順で潤滑膜体積の変化を計算した(Fig.
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5.17)．(i)潤滑膜が摺動された領域の周辺を含む領域(Region of interest: ROI)を指定する．
(ii)ROI 内のヒストグラムを算出する．(iii)輝度値×1 ピクセルの面積から成る立方体の
体積を ROI 内で総和する．すなわち，求める体積 V は，ヒストグラムを用いて，

V  Apixel

65535

 nx

n

.

(5.4)

n 1

ここで， は輝度値を膜厚に変換する係数，Apixel は 1 ピクセルの面積，n は輝度値，xn
は輝度値が n であるピクセル数である．(iv)摺動される前の体積を V0 として，以下の式
を用いて体積の変化量V を算出する．

V  V  V0 .

(5.5)

体積の変化量V を全ての画像に対して算出し，摺動すき間 d を横軸として経過時間 t
毎にプロットした結果を Fig. 5.18 に示す．実験結果から，全ての経過時間において，摺
動すき間 d が小さくなるに従って，摺動部の体積が減少した．これは，光ファイバープ
ローブ先端に潤滑剤が移着したためと考えられる．また，経過時間 t が長くなるほど減
少量が小さくなる傾向が確認された．測定までの経過時間を変化させることによって，
光ファイバープローブ先端に移着する潤滑剤の体積が変化することはないと考えられ
る．したがって，摺動による潤滑膜の変形に対して周辺から潤滑剤が供給されたことに
より，体積変化量も小さくなったことが原因と考えられる．実験データから，d = 0 と
なる時の体積変化量V を求める．Fig. 5.18 は指数関数的に変化しているように見える
ため，データ点を内挿する適当な関数として以下の式を用いた．

V  V0e



d
K

.

(5.6)

ここで，V0 は d = 0 における体積変化量，K は定数である．Fig. 5.18 に近似結果を実線
で示す．そして，内挿によって得られたV0 を経過時間 t 毎にプロットしたグラフを Fig.
5.19 に示す．Fig. 5.13 (a)で確認された傾向と同様に，経過時間 t が長くなるほど減少量
が小さくなった．式(5.1)や(5.2)と同様に，体積変化量が指数関数則に従って減少したと
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仮定すると，

V0  V00 e



t

3

(5.7)

.

ここで，V00 は t = 0 における体積変化量， 3 は本モデルにおける時定数である．Figure
の結果を式(5.7)でフィッティングすると，V00 = 1.16 m3，3 = 83.7 s となった．時定数

3 は，式(5.1)と(5.2)のフィッティング結果から得られる時定数 1 および 2 と，概ね同じ
オーダーであった．したがって，プローブ側に移着した潤滑剤の体積はすき間 d = 0 の
時 1.16 m3 であったと考えらる．また，様々なコーティングや曲率半径のプローブに対
して潤滑剤の移着量を測定することにより，コーティング毎の付着し易さや接触面積の
違いに対する潤滑剤の移着量の定量化が可能となり，HDD において磁気ヘッドが潤滑
膜と背触した際の潤滑剤の移着メカニズムの解明につながると期待される．
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Fig. 5.17 Calculation method of volume of lubricant film in region of interest. Histogram
in region of interest is converted to volume of lubricant film.
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5.4 結論
本章では，二段結像型エリプソメトリー顕微法とファイバーウォブリング法を用いた
ナノメートル厚さの潤滑膜の変形と摩擦力の同時計測について述べた．摩擦力計測によ
り摺動すき間の算出に必須な固体接触点を検出した．摩擦力信号のうち，プローブの加
振周波数以外の振動成分である非同期成分を検出することにより，固体接触点を検出し
た．以下に，本章で得られた成果をまとめる．



二段結像型エリプソメトリー顕微法とファイバーウォブリング法の同時計測によ
って，磁気ディスク上に塗布した平均膜厚 6.4 nm の PFPE 系潤滑剤 Z03 の薄膜の摺
動時の変形を可視化する実験を行った．光ファイバープローブによる摺動によって
摺動痕が形成され，摺動すき間 d が小さくなるほど摺動痕の深さと幅は大きくなっ
た．摺動すき間を徐々に小さくし，d = 7.2 nm となった時に，摺動痕が観測され，
非同期成分は増加した．プローブ先端が固体基板に押し込まれている摺動すき間の
小さな領域(d < 0)においては，潤滑膜に大きな摺動痕が形成され潤滑膜の隆起が観
測され，非同期成分は急激に増大した．これらの結果から，潤滑膜との接触時にお
いても，非同期成分が検出されることが明らかとなり，これまで達成できなかった
摺動すき間を決定することに成功した．また，ナノメートル厚さの潤滑膜の変形と
摩擦力に起因する非同期成分の同時計測を達成した．



光ファイバープローブが潤滑膜を摺動してから二段結像型エリプソメトリー顕微
鏡の照明光の発光までの時間を変化させて，摺動後の経過時間 t の潤滑膜の挙動を
観測した．経過時間が長くなるに従って，摺動痕は小さくなった．これは，時間の
経過に伴って，潤滑剤が流動して摺動痕が修復されたためと考えられる．摺動すき
間 d = 0 における摺動痕の最小膜厚，幅および経過時間の関係から，それぞれの時
定数は 97.1 s および 195.9 s と得られた．これらは，潤滑剤の拡散により摺動痕
が修復される時間スケールよりかなり短かった．また，t = 0 における摺動痕の幅は
25.7 m であり，生ずると予想される値 19.1 m と概ね一致した．



摺動によって形成された穴と隆起部の体積を計算することにより，摺動すき間，経
過時間，および潤滑膜の体積変化量の関係から，プローブ先端に移着した潤滑剤の
体積を求めた．d = 0 および t = 0 における潤滑剤の移着量は 1.16 m3 と得られた．
また，フィッティングに用いた指数関数の時定数は 83.7 s と得られ，摺動痕の修
復の時間スケールと同じオーダーであった．

188

以上，二段結像型エリプソメトリー顕微法とファイバーウォブリング法の同時計測によ
って，ナノメートル厚さ潤滑膜の変形の可視化に成功した．
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第6章 結論
本論文は，ナノメートル厚さの潤滑膜を用いた潤滑技術において，摺動時のナノメー
トル厚さの潤滑膜の動的な挙動を可視化するために，新規に考案した二段結像型エリプ
ソメトリー顕微法と，本計測法により明らかとなったナノメートル厚さの潤滑膜の動的
な挙動の測定結果についてまとめたものである．ナノメートル厚さの潤滑膜の可視化に
従来用いられていたエリプソメトリー顕微法では，高い面内分解能での観測において視
野が狭小化する課題があった．特に，1 m 程度の面内分解能においては，視野が面内
分解能を下回ってしまう．したがって，摺動時のナノメートル厚さの潤滑膜の変形を可
視化するのは困難であった．HDI に用いられている厚さ 1~2 nm の潤滑膜を介した潤滑
現象を観測するためには，面内分解能として 1 m 程度，視野として数十m，膜厚分解
能として 0.1 nm オーダー，時間分解能として 1 s 以下の性能が求められ，潤滑膜摺動時
の摩擦力を測定する装置を配置するための空間的な余裕も必要である．これらの要求に
対して，二段階の結像系による新規なエリプソメトリー顕微法を提案した．この顕微法
により，摺動時のナノメートル厚さの潤滑膜の高分解能・リアルタイムな膜厚分布の計
測を可能とし，従来法では観測することが困難であった摺動時のナノメートル厚さの潤
滑膜の動的な挙動を明らかにした．本研究で得られた成果を各章毎にまとめると以下の
ようになる．
第 2 章では，面内分解能を向上しても視野が狭小化せず高い面内分解能と広い視野を
両立できる二段結像型エリプソメトリー顕微法を提案した．一段目の結像系にて空中に
低倍率で一次結像を形成する．そして，二段目の結像系の光軸を一次結像に対して垂直
となるように配置し，二次結像を撮像素子で観察する．この二段階の結像系により撮像
素子に対して物体像を平行にできるため，高い面内分解能においても撮像素子の全面で
焦点を合わせることが可能となり，広い視野を達成できる．また，一段目の結像系の像
倍率は低いが，二段目の結像系の像倍率を高くすることにより総合的な像倍率を高くす
ることができ，高い面内分解能での観測に必要な高倍率での観測も同時に実現できる．
また，本顕微法を無限遠補正光学系に対応した方法へと拡張し，有限遠補正光学系と同
様な取り扱いで光学系を構成できることを示した．次に，二段結像型エリプソメトリー
顕微法のための設計論を述べた．ファイバーウォブリング法との同時計測を実現するた
めに要求される条件から，本研究で使用する顕微鏡の光学系を設計した．また，光の干
渉によるノイズを低減するために，時間的コヒーレンスの低い SLD 光源を使用し，干
渉性をさらに低減するために光学干渉低減装置で空間的コヒーレンスを低減した．
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試作した二段結像型エリプソメトリー顕微鏡による原理確認実験から 200 m 以上の
視野と空間周期 1.55 m 以下の面内分解能を確認し，二段結像エリプソメトリー顕微法
における高い面内分解能と広い視野の両立を確認した．ファイバーウォブリング法との
同時計測を実現するための五つの課題に対して解決策を考案し，実験装置を試作した．
摺動時のナノメートル厚さの潤滑膜の可視化実験を行い，潤滑膜の変形をリアルタイム
に可視化できることを確認した．また，間欠接触摺動においてもプローブと潤滑膜の間
に液架橋が形成され，すき間の減少に伴って液架橋が成長することを示唆する結果を得
た．しかし，目標とする 0.1 nm 程度の膜厚分解能を達成していないことが判明した．
また，面内分解能を定量的に測定することができず，観察された正方形パターンは台形
状に歪んでいることが判明した．さらに，ファイバーウォブリング法でのせん断力測定
において，固体接触点および潤滑膜摺動中の振幅と位相の変化を検出することができな
かった．
第 3 章では，二段結像型エリプソメトリー顕微法の膜厚分解能の向上について検討し
た．EM-CCD カメラでの SN 比を与える理論モデルを用いて二段結像型エリプソメトリ
ー顕微法における膜厚分解能を定式化して，膜厚分解能を向上するためには，膜厚の増
加に対して線形に輝度値が増加するように光学素子の回転角を調整し，試料へ入射する
光強度を増大し，照明光の波長を短くすればよいことを示した．偏光子と検光子の回転
角度を調整して膜厚と輝度値の関係を線形化して複数の膜厚の潤滑膜を測定し，膜厚の
増加に対して測定される輝度値が線形に増加することを確認した．三枚のレンズにより
集光を繰り返すことにより照明光を試料へと伝達し，レンズ焦点間に形成されるビーム
ウエストに光学素子を配置することにより照明光強度を増大するリレーレンズ照明系
を提案した．試料へ入射する前で照明光強度は，従来照明系と比較して 5.7 倍となり，
リレーレンズ照明系の透過率は理論値に近い 23.6%と，光が遮られることなくほぼ試料
へ導かれていた．また，CCD カメラへ入射する前の光強度測定し，従来照明系の場合
と比較して 25 倍に増大した．さらに，膜厚分解能を 3.4 nm から 0.55 nm と 6.2 倍向上
できた．従来使用していた SLD 光源と比較して，高出力で中心波長が短く，干渉性の
低い LED 光源を導入した．試料入射前の光強度は，SLD 光源を使用した場合と比較し
て 3.3 倍に増大し，光学干渉によるノイズを低減できた．また，膜厚分解能を 0.55 nm
から 0.36 nm と 1.5 倍向上できた．背景雑音となる輝度ムラを除くための画像処理を検
討した．背景雑音像を曲面の方程式で近似し，近似曲面で除算処理し，膜厚分解能を
0.36 nm から 0.14 nm と約 2.6 倍向上できた．また，時間分解能 0.1 s も同時に達成した．
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以上，二段結像型エリプソメトリー顕微鏡において，膜厚 1~2 nm の潤滑膜の動的現象
を観測するために必要な 0.1 nm 程度の膜厚分解能と，1 s 以下の時間分解能を達成した．
第 4 章では，二段結像型エリプソメトリー顕微法の面内方向の結像特性について述べ
た．二段結像型エリプソメトリー顕微鏡の面内分解能を評価するために，MTF を測定
した．空間周波数の増加に伴い MTF が単調減少し，インコヒーレント光学系に近いこ
とがわかった．空間周波数 200~700 mm/cycle において，水平方向の MTF は垂直方向の
MTF より大きかった．また，面内分解能は水平方向 1.07 m，垂直方向 1.08 m であっ
た．二段結像型エリプソメトリー顕微法における一段目の結像系の結像の様子を理論的
に解析し，斜め観察において生じる物体とレンズ主面の傾き角 以外に，二つのレンズ
の焦点間の距離 a によっても物体像の変形が発生することを見い出した．確認実験を行
い，正方形状のパターンは理論から予測されたように，左から右に行くに従って像倍率
が減少する台形状となり，実験値と理論値は各辺でほぼ一致することを確認した．また，
画像面内の輝度値は位置に対して二次関数的に変化することを確認した．以上，二段結
像型エリプソメトリー顕微鏡の面内分解能を定量的に求め，目標とする 1 m 程度の面
内分解能が達成されていることを示した．また，斜め観察における物体像の歪み発生メ
カニズムを明らかにし，歪みの程度を定量的に予測できることを示した．
第 5 章では，二段結像型エリプソメトリー顕微法とファイバーウォブリング法を用い
たナノメートル厚さの潤滑膜の変形と摩擦力の同時計測について述べた．プローブの加
振周波数以外の振動成分である非同期成分を検出することにより，固体接触点を検出し
た．磁気ディスク上に塗布した平均膜厚 6.4 nm の PFPE 系潤滑剤 Z03 の薄膜の摺動時
の変形を可視化する実験を行った．光ファイバープローブによる摺動によって潤滑膜に
摺動痕が形成され，摺動すき間 d が小さくなるほど摺動痕の深さと幅は大きくなった．
摺動すき間を徐々に小さくし，d = 7.2 nm となった時に，潤滑膜に摺動痕が観測され，
非同期成分は増加した．プローブ先端が固体基板に押し込まれている摺動すき間の小さ
な領域(d < 0)においては，潤滑膜に大きな摺動痕が形成され潤滑膜の隆起が観測され，
非同期成分は急激に増大した．これらの結果から，潤滑膜との接触時においても，非同
期成分が検出されることが明らかとなり，これまで達成できなかった摺動すき間を決定
することに成功した．また，ナノメートル厚さの潤滑膜の変形と摩擦力に起因する非同
期成分の同時計測を達成した．光ファイバープローブが潤滑膜を摺動してから二段結像
型エリプソメトリー顕微鏡の照明光の発光までの時間を変化させて，摺動後の経過時間
t の潤滑膜の挙動を観測した．経過時間が長くなるに従って，潤滑剤が流動して摺動痕
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が修復される様子が確認された．摺動すき間 d = 0 における修復の時間スケールは百s
オーダーであり，潤滑剤の拡散により摺動痕が修復される時間スケールより短かった．
摺動すき間，経過時間，および潤滑膜の体積変化量の関係から，プローブ先端に移着し
た潤滑剤の体積を求め，1.16 m3 と得られた．

以上，本論文では，二段結像型エリプソメトリー顕微法を提案し，HDI に用いられて
いる厚さ 1~2 nm の潤滑膜を介した潤滑現象を観測するために必要な面内分解能 1 m
程度，視野数十m，膜厚分解能 0.1 nm オーダー，時間分解能 1 s 以下の性能を実現し
た．また，本顕微法とファイバーウォブリング法との同時計測により，従来の測定技術
では実現困難であった摺動時のナノメートル厚さの潤滑膜の動的な挙動の観測に成功
した．本測定法により，摺動時のナノメートル厚さの潤滑膜の動的現象の定量化が可能
となり，本論文が目的とした微小機械の潤滑システムの設計や理論モデルの構築に寄与
することが期待できる．HDD において，磁気ヘッドが磁気ディスクを接触摺動しなが
ら情報の記録と再生を行うコンタクトレコーディング方式のヘッド・ディスクインター
フェイスが実現できれば，情報記録密度の飛躍的な向上に貢献でき，将来爆発的に増大
することが予想されるデジタル情報の記録保存を可能とする．この方式のヘッド・ディ
スクインターフェイスでは，空気と比較してより粘度の大きな液体潤滑膜を介して潤滑
を行う必要性があるため，浮上走行方式のヘッド・ディスクインターフェイスの場合と
比べてヘッド走行時の摩擦抵抗が増大し，摺動部の摩耗が大きくなると予想される．特
に，分子層程度のすき間においては，粘度がバルクのものよりも増大することが報告さ
れている[39]．したがって，コンタクトレコーディング方式のヘッド・ディスクインタ
ーフェイスでは，摺動時の摩擦抵抗を減少するような設計が求められる．しかし，ナノ
メートル厚さ液体潤滑膜摺動時の摩擦力の大きさに影響を与えると考えられる摺動部
の接触面積や接触状態など，潤滑メカニズムは未解明であるため，理論モデルによる設
計を行うことが難しい．よって，ナノメートル厚さ液体潤滑膜摺動時の潤滑現象を定量
化し，そのメカニズムを明らかにすることが，コンタクトレコーディング方式のヘッ
ド・ディスクインターフェイス実現に必要であると考えられる．また，本論文で提案し
た二段結像型エリプソメトリー顕微法は，測定点に磁気ヘッドを設置することが可能で
あり，磁気ヘッドが潤滑膜を摺動した直後の潤滑膜の動的現象の定量的な観測を実現す
る．したがって，HDD 実機における潤滑膜の動的現象を評価でき，コンタクトレコー
ディング方式のヘッド・ディスクインターフェイスの実現に有益な知見を与えることが
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できると考えられる．
また，HDD の記録密度向上を目指して，近接場光によりナノメートルサイズの領域
を加熱し，磁気ビットを磁化反転し易くする熱アシスト磁気記録が考案されている．こ
の記録方式では，磁気ディスク上の潤滑剤も同時に加熱されるため，潤滑剤の拡散や蒸
発により，磁気ディスク表面が保護できない可能性が懸念されており，加熱時の潤滑膜
の動的な挙動を把握することが求められる．この要求に対して，二段結像型エリプソメ
トリー顕微法ではレーザーによる加熱スポットを直接可視化し，加熱時の潤滑膜の動的
な挙動を定量的に測定できると考えられる．このように，二段結像型エリプソメトリー
顕微法は摺動時の動的現象の観測以外にも適用できる可能性を秘めている．
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付録

付録1 リレーレンズ照明系の幾何的な関係の導出
光源の直径を h1，光源から出た光の広がり角を 1 とし，レンズ 1，2，3 の焦点距離を
それぞれ f1，f2，f3 とする．ABC とDEF の幾何的な関係より，

BC  EF  f1 tan 1 ,

(A1.1)

である．したがって，レンズ 1 に必要な直径 1 は，以下のように与えられる．

1  h1  BC  EF  h1  2 f1 tan 1 .

(A1.2)

偏光子内でのビームウエストの直径 hP はGHI の幾何的な関係から以下のようになる．

hP  2 f1 tan 1 .

(A1.3)

レンズ 1 を通過した後，光線が集光する角度 P は以下の関係式で与えられる．

 h1 
 .
2
f
 1

 P  tan 1 

(A1.4)

偏光子内での光線が集光する角度  P はスネルの法則より以下のように与えられる．

 1

sin  P  .
 nP


 P  sin 1 

(A1.5)

したがって，式(A1.3)，(A1.4)，(A1.5)とLKJ との幾何的な関係より，偏光子に
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入射する時の光線の直径 P は，以下のようになる．



h1
 P  hP  JK  NM  2 f1 tan 1  lP tan sin 1 

2
2

 nP h1  4 f1




 .


(A1.6)

ここで，lP は偏光子の厚さである．偏光子を通過した後の光線が拡散する角度は集光す
る角度 P と等しい．よって，レンズ 2 に必要な直径 2 は，PRS とQUT の幾何的な関
係と式(A1.3)より，以下のように与えられる．

2  hP  RS  UT  2 f1 tan 1  f 2 tan  P  f 2 tan  P  2 f1 tan 1 

f2
h1 .
f1

(A1.7)

WVR の幾何的な関係より，レンズ 2 を通過した後，光線が集光する角度 Q は以下の
関係式で与えられる．

 RV 
 f

  tan 1  1 tan 1  .
 f2 
 f2


 Q  tan 1 

(A1.8)

 /4 波長板内でのビームウエストの直径 hQ は次のようになる．

hQ  2  RV  UA '  2 f1 tan 1 

f2
f
h1  f1 tan 1  f1 tan 1  2 h1 .
f1
f1

(A1.9)

 /4 波長板内での光線が集光する角度  Q はスネルの法則より以下のように与えられる．

 1

sin  Q  .

 nQ


 Q  sin 1 

(A1.10)

したがって，式(A1.8)，(A1.9)，(A1.10)とZYX とD'C'B'の幾何的な関係より，  /4 波
長板に入射する時の光線の直径 Q は，以下のようになる．
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f2
1 

 Q  hQ  XY  B' C'  h1  lQ tan sin 

f1
 nQ




 .
f12 tan 2 1  f 22 
f1 tan 1

(A1.11)

ここで，lQ は  /4 波長板の厚さである． /4 波長板を通過した後の光線が拡散する角度は
集光する角度 Q と等しい．よって，レンズ 3 にに必要な直径 3 は，E’G’H’とF’J’I’
の幾何的な関係と式(A1.9)より，以下のように与えられる．

3  hQ  G' H'  J' I' 

2f f
f2
f
h1  f 3 tan  Q  f 3 tan  Q  2 h1  1 3 tan 1 .
f1
f1
f2

(A1.12)


H’K’L’の幾何的な関係より，レンズ 3 を通過した後，光線が集光する角度 3 は以下の
関係式で与えられる．

 hQ

 H' K' 
  tan 1  2
 3  tan 1 
 f3
 f3 





  tan 1  f 2 h1 
 2 f f .

 1 3



(A1.13)

照明光のスポット径 h3 は，式(A1.8)とE’G’M’の幾何的な関係より，以下のようになる．

h3  G' M'  2 f 3 tan  Q 

2 f1 f 3
tan 1 .
f2

(A1.14)

また，レンズ 1-2 間には，偏光子を配置する必要がある．式(A1.2)，(A1.6)用いて，

BN' 

1   P
2




h1
1
 h1  lP tan sin 1 
 n h2  4 f 2

2
1
 P 1



 

  .
 

さらに，式およびとJN’B の幾何的な関係より，
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(A1.15)



f1
h1
BN'
JN' 
 f1  lP tan sin 1 

2
2

tan  P
h1
 nP h1  4 f1




 .


(A1.16)

同様に，式(A1.6)，(A1.7)用いて，

RP' 

2   P
2




h1
1  f2
  h1  lP tan sin 1 
 n h2  4 f 2

2  f1
1
 P 1



 

  .
 

(A1.17)

式およびとO’RP’の幾何的な関係より，

O' P' 



f
h1
RP'
 f 2  1 lP tan sin 1 

2
2

tan  P
h1
 nP h1  4 f1




 .


(A1.18)

したがって，式(A1.16)，(A1.18)より，レンズ 1-2 間の距離 12 は次の式で与えられる．




h1
 2 f1
12  JN'lP  O' P'  f1  f 2  lP 1 
tan sin 1 

2
2

h1

 nP h1  4 f1


 

  .
 

(A1.19)

また，レンズ 1 の焦点とレンズ 2 の焦点間の距離を 12 は，以下の式から得られる．




h1
 2f
12  12  f1  f 2  lP 1  1 tan sin 1 
 n h2  4 f 2

h1

1
 P 1


 

  .
 

(A1.20)

レンズ 1-2 間の場合と同様に，レンズ 2-3 間に  /4 波長板を配置する必要がある．式(A1.7)，
(A1.9)用いて，

RQ' 

2   Q
2




1
 2 f1 tan 1  lQ tan sin 1 


2
 nQ
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.
2
2
2 
f1 tan 1  f 2  

f1 tan 1

(A1.21)

また，式およびとXRQ’の幾何的な関係より，



f 2 lQ
RQ'
1 

XQ' 
 f2 
tan sin


tan  Q
2 f1 tan 1
 nQ




 .
f12 tan 2 1  f 22 
f1 tan 1

(A1.22)

同様に，式(A1.11)，(A1.12)用いて，

G' S' 

3   Q
2




1  2 f1 f 3
 
tan 1  lQ tan sin 1 


2  f2
 nQ



 

.
2
2
2 
f1 tan 1  f 2  

f1 tan 1

(A1.23)

式およびとR’G’S’の幾何的な関係より，

R' S' 



f 2 lQ
G' S'
 f3 
tan sin 1 


tan  Q
2 f1 tan 1
 nQ




.
2
2
2 
f1 tan 1  f 2 
f1 tan 1

(A1.24)

したがって，式(A1.22)，(A1.24)より，レンズ 2-3 間の距離 23 は次の式で与えられる．

 23  XQ'lQ  R' S'



f2

 f 2  f 3  lQ 1 
tan sin 1 


 2 f1 tan 1
 nQ


 
  .
 
f12 tan 2 1  f 22  

f1 tan 1

(A1.25)

また，レンズ 2 の焦点とレンズ 3 の焦点間の距離を 23 は，以下の式から得られる．

 23




f2

  23  f 2  f 3  lQ 1 
tan sin 1 


 2 f1 tan 1
 nQ
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 .
f12 tan 2 1  f 22  

f1 tan 1

(A1.26)

12
f1

A

P J nP
K

1

P

P O’

I
E
F

N

P

Q X nQ
V
P’

Q Z

Y

f3
R’
E’

f3

Q

S’

G’
H’

M’

3

W

K’

S

2

T Q

O
M hP Q

Lens 1
Light source Polarizer

23

f2

L

P

h1 G

f2
Q’ R

B
C

1
N’
H

D

12

f1

23

h3

3

hQ

C’
A’

lP
U
Lens 2

B’

D’
lQ

F’

I’
J’
Lens 3

Quarter-wave plate

Fig. appendix 1 Detailed optical system of the relay-lenses illumination system.
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L’

付録2 物体像の歪み形状の導出
Fig. appendex 2 において，レンズ 2 に関するガウスの結像公式(A→B の結像)より，距
離 b は以下の式で与えられる．

b

f12
.
a

(A2.1)

h

f1
.
tan 

(A2.2)

g1 

y1  f1  a 
.
f1

(A2.3)

g1 

y2  f1  a 
.
f1

(A2.4)

PCE∽PGQ より，

AQK∽AHO より，

AQL∽AIO より，

点 O を原点とする x-y 座標系を考える．点(0, -h)および(f2, 0)を通る直線(1)は以下の式で
与えられる．

y

h
xh.
f1

(A2.5)

また，点(0, g1)および(f1’ + b, 0)を通る直線(2)は以下の式で与えられる．

y

ag1
x  g1 .
f1a  f1
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(A2.6)

さらに，点(0, -g2)および(f1’ + b, 0)を通る直線(3)は以下の式で与えられる．

y

ag 2
x  g2 .
f1a  f1

(A2.7)

ここで，式(A2.1)で与えられる b を式(A2.5)~(A2.7)に代入した．直線(1)と(2)を連立させ
て交点 R の x 座標を求め，式(A2.2)，(A2.3)を代入して整理すると，以下のようになる．

x





f1 f12  y1  f1  a  tan 
.
f12  ay1 tan 

(A2.8)

したがって，線分 SN の長さx1’を求めると以下のように与えられる．

x1  x  f1 

f12 y1 tan 
.
f12  ay1 tan 

(A2.9)

ここで，y1’ = l1cosなので，

x1 

f12l1 sin 
,
f12  al1 sin 

(A2.10)

となる．NTR∽NOJ より，式(A2.10)を代入して整理すると線分 SM の長さy1’は，

y1 

h
f f l cos
x1  21 1 1
.
f1
f1  al1 sin 

(A2.11)

線分 SM の長さ l1’は式(A2.10)，(A2.11)を用いて以下の式で与えられる．

l1  x1  y1 
2

2

f1l1 f12 cos 2   f12 sin 2 
f12  al1 sin 
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.

(A2.12)

同様に，直線(1)と(3)を連立させて交点 M の x 座標を求め，式(A2.2)，(A2.4)を代入して
整理すると，以下のようになる．

x





f1 f12  y2  f1  a  tan 
.
f12  ay2 tan 

(A2.13)

したがって，線分 NT の長さx2’を求めると以下のように与えられる．

x2  f1  x 

f12 y2 tan 
.
f12  ay2 tan 

(A2.14)

ここで，y2’ = l2cosなので，

x2 

f12l2 sin 
,
f12  al2 sin 

(A2.15)

となる．NSM∽NOJ より，式(A2.15)を代入して整理すると線分 RT の長さy2’は，

y2 

h
f f l cos
x2  21 1 2
.
f1
f1  al2 sin 

(A2.16)

線分 RN の長さ l2’は式(A2.15)，(A2.16)を用いて以下の式で与えられる．

l2  x22  y22 

f1l2 f12 cos 2   f12 sin 2 
f12  al2 sin 

.

(A2.17)

Fig. appendex 3 (a)のように，l1 = l2 = l とすると，式(A2.12)および(A2.17)より，Fig.
appendex 3 (b)の物体像の幅 l’として次式が得られる．
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l   l1  l2 

2 f12 f1l f12 cos 2   f12 sin 2 

f

2
1



 al sin  f12  al sin 



.

(A2.18)

Fig. appendex 2 (b)において，UVW∽UYX より，線分 XY の長さ g3 は以下のように与
えられる．

g3 

l3  l4  f1  a 
f1

.

(A2.19)

したがって，Fig. appendex 3 (a)のように，l3 = l4 = l とすると，ZXY∽ZC’D’の関係か
ら，物体像の辺 C’D’の長さ z1’は，式(A2.1)および(A2.10)を用いて次のようになる．

z1 

b  x1
2 f f l
g3  2 1 1
.
b  f1
f1  al sin 

(A2.20)

同様に，ZXY∽ZC’D’の関係から，物体像の辺 A’B’の長さ z2’は，式(A2.1)および(A2.15)
を用いて次のようになる．

z2 

b  x1
2 f f l
g3  2 1 1
.
b  f1
f1  al sin 

(A2.21)

Fig. appendex 3 (b)の i 点および j 点における横方向の像倍率 M’1,h および M’2,h は，式
(A2.12)および(A2.17)より次の式で与えられる．

M 1,h 

2
2
2
2
l1 f1 f1 cos   f1 sin 

.
l
f12  al sin 

(A2.22)

M 2 ,h 

f  f 2 cos 2   f12 sin 2 
l2
 1 1 2
.
l
f1  al sin 

(A2.23)

ここで，l1 = l2 = l とした．また，Fig. appendex 3 (b)の i 点および j 点における縦方向の
像倍率 M’1,v および M’2,v は，式(A2.20)および(A2.21)より次の式で与えられる．
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z1
f f
 2 1 1
.
2l f1  al sin 
z
f f
M 2 ,v  2  2 1 1
.
2l f1  al sin 
M 1,v 

(A2.24)

(A2.25)

Fig. appendex 3 (b)の物体像の中心点 o において面積が 1 の微小正方形を考える．この時，
i’点および j’点における微小正方形の中心点 o’に対する相対的な面積 A1 および A2 は，
以下の式によって求めることができる．

A1  M 1,h  M 1,v 

A2  M 2 ,h  M 2 ,v 

f1 f12 f12 cos 2   f12 sin 2 

f

2
1

 al sin 



2

f1 f12 f12 cos 2   f12 sin 2 



f12

 al sin 



2

.

(A2.26)

.

(A2.27)

照明光の強度は照射面積に反比例するため，Fig. appendex 3 (a)の点 i, o, j において照明
光の強度が等しい場合，i’点および j’点における点 o’に対する相対的な光強度 I1 および
I2 は，以下の式で与えられる．









2

1
f12  al sin 
I1 

.
A1 f f 2 f 2 cos 2   f 2 sin 2 
1 1
1
1

(A2.28)

2

1
f12  al sin 
I2 

.
A2 f f 2 f 2 cos 2   f 2 sin 2 
1 1
1
1

(A2.29)

ここで，I1 では点 o’を原点として Fig. appendex 3 (b)に向かって右方向が正となるように
軸 l を定義しているのに対して，I1 では点 o’を原点として Fig. appendex 3 (b)に向かって
左方向が正となるように軸 l を定義している．つまり，I1 と I2 は同じ関数であり，I2 に
おいて l → －l と置き直すと，物体像面内の位置と輝度値の関係として次の式が導出さ
れる．
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I

f

2
1

D x

C

Q

g2

A



h

K

(iii)
l3

’

M

(1)

B
(3)

(ii)
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z2

z1

Z

g3

U

(2)

A’

V

l4

b
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x1 T
l2

I
J X

G
(b)

(A2.30)

.

Lens 2
f1’
f1’
H
N R
S
g1 O
l1
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E
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1
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2

f1 f12 f12 cos 2   f12 sin 2 

Lens 1
f1
f1

(a)



 al sin 

D’
Object image
B’

Object
W
Y

Fig. appendex 2 Optical system in oblique observation that is drawn in three dimension.
(a) View parallel to incident plane. (b) View of (a) from direction (iii).

(b)

(a)

l
l

j

l

l

l
o

z2

i

l2

l1

j’

o’ i’

z1

2l

A2 M 2 ,v 1 1
M 2 ,h

1

A1 M 1,v
M 1,h

Fig. appendex 3 (a) Square object whose sides are 2l. (b) Object image observed in oblique
observation system. Shape is trapezoid.
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