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に分子振動を励起する（図 1 ）
。レーザ
からの IR ビームは従来の ATR 分光法
と同様の全内部反射に基づいて試料を

振幅

照射する。レーザ照射を吸収した試料
は加熱され、急速な熱膨張を起こして、
AFMのカンチレバーの共鳴振動を励起

パルス可変波長
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スペクトル

する。誘起された振動は減衰するとき
に固有のリングダウンパタンを示す。
このリングダウンパタンはフーリエ

吸収

解析が行われ、振動の振幅と周波数が
抽出される。カンチレバーの光源波長
の関数としてのリングダウン振動から
波数

図 1 ここで図解するように、AFM-IR 技術は原子間力顕微鏡と IR 分光計を組合せている。パル
ス OPO 赤外光源を照射された試料上のカンチレバーのリングダウン特性から、試料の分光データ
と機械的データが得られる。
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は局所的な吸収スペクトルが得られ、
その振動周波数は試料の剛性に関係付
けられる。IR 光源を単一周波数に同調
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図 2 AFM-IR 分光法を用いると、接着した高分子多層膜からさまざまな情報が得られる。多層
構造の AFM トポグラフィック画像に現われる縞模様は、異なる材料からできていることを示すが、
同定に役立つ情報は得られない（ a ）
。多層構造の界面を横切るスペクトルマッピングには CH と
NH の吸収ピークが現われている（ b ）。化学的性質と機械的性質を同時に評価した試料は緑色の
曲線が 2900 〜 2950cm−1 の波数範囲における CH 吸収の強度を示し、青色曲線は界面を横
切る剛性の相対変化を示している（ c ）。ナイロンと EAA で構成される多層膜のナノスケール熱機
械的性質の応答曲線はそれぞれの軟化温度が明瞭に異なることを実証している（ d ）。
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