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　走査型プローブ顕微鏡（SPM）は30
年前に発明され、その後間もなくして、
商用SPM機器も入手可能になった。現
在、原子間力顕微鏡（AFM）を含む多
数のタイプのSPMシステムが市販さ
れているが、それらはすべて同じ原理
で動作する。スキャナが表面感知プロ
ーブをラスタ動作（x、y）で試料表面
上を移動させながら、プローブの出力
信号を使って表面上のプローブの垂直
高さ（z）を制御する。次いで、表面に
対するプローブの応答を使って、x、y、
zにおける表面のトポグラフィー画像を
生成する。SPM機器の動作制御は一
般にいくつかの形のピエゾアクチュエ
ータを使って実行される。
　SPMシステムは一般に学術研究や半
導体製造などのハイエンドな商業用途
のための高価なイメージングツールと
みなされているが、 工業的な摩耗試験、
表面特性研究、光アンテナ研究などの
多数のアプリケーションにおいても
SPMの高解像度イメージング機能の恩
恵を受けられるはずだ。しかし、最も
入手しやすい機器が高価で、熟練を要
するため不可能である。
　永年にわたって、SPMシステムを販
売する会社はナノポジショナを「アッ
プグレード」機構として提供してきた。
その動機は、ナノポジショナが統合さ
れた絶対計測型位置センサ、クローズ
ドループフィードバック制御、サブナ

ノメートル解像度、並外れた走査線形
性が得られると仮定するならば、明確
である。市販のナノポジショナは極め
て頑丈で、直線運動を提供し、単体ピ
エゾアクチュエータ特有のクリープ、
ヒステリシス、アーチング動作がない。
2、3のSPMメーカーは標準製品にナ
ノポジショナを一体化させて性能改善
を実施している。このタイプの一体化
は、単体ピエゾアクチュエータまたは
チューブスキャナを上回る性能が得ら
れるが、SPMコストが高くなりがちで
ある。
　ナノポジショナは分解能、線形性、
信頼性の改善が進む一方で、価格は下
がり続けている。それゆえ、市販の
SPM機器の購入に対する代案は、既
成のナノポジショナと標準的な光学部
品を使って高品質で、費用効率が高い
システムを構築することである。ナノ
ポジショニングメーカーの米マッドシ
ティラボ社（Mad City Labs）は既存の
SPMシステム用の組み込みスキャナと
して多数のステージを販売してきた。
そして顧客が独自のシステムの構築を
望むならば部品も販売する。

表面‐プローブ考察
　独自のSPM機器を組み立てる時、そ
のプロセスにおいて早めに決定してお
かねばならないことがいくつかある。
表面感知プローブのタイプによって、そ

の用途に必要なナノポジショナのタイ
プも決まるであろう。多くの商用SPM
システムは表面／プローブ相互作用の
測定に光偏向法を使っている。この技
術は非常に高効率で、高分解能の画像
を形成する一方、プローブの精密なア
ラインメントとオペレータの高度の技
能を要求する。さらに、そのようなプ
ローブシステムの構築の際にも高度な
知識と熟練した作業が必要になる。
　最近、スイスのナノセンサーズ社
（Nano sensors）によってアキヤマプロ
ーブまたはAプローブ（www.akiyama 
probe.com）共振センサが製品化され
た（図1）。すべてのチューニングフォ
ークベースのセンサと同様に、アキヤ
マプローブは「自己センシング」型であ
り、いかなるアラインメントも必要とし
ない。チューニングフォークセンサは
取り付けが容易で、専用エレクトロニ
クスを使って動作させる。アキヤマプ
ローブにおいては、プローブチップ／
感知レバーが標準チューニングフォー

ニングフォークが振動すると、それに
応答してカンチレバーは上下に振動す
る。チップが試験対象の表面と相互作
用すると、チューニングフォークの振
動数は変化するが、一定の振動数を維
持しようとするため、それを制御信号
としてz軸ナノポジショナを上下に動
かすことができる。
　アキヤマプローブの振動振幅は約1μ
mと非常に大きいので頑丈であるが、
表面感度は光偏向プローブよりも低い。
この大きな振動振幅ゆえに、アキヤマ
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プローブは粗表面アプローチにおいて
も簡単には損傷を受けない。
　第2の例は、標準チューニングフォ

タングステンワイヤを接着させて使用
する共振プローブである。このタイプ
の自家製プローブはさほど頑丈でな
く、アキヤマプローブに比べて破損し
やすいが、かなり小さい振動振幅とよ
り優れた表面感度を持つ。
　両タイプの共振プローブはチップ／
表面の相互作用周波数変化を制御信号
として使用可能な電圧に変換するため
に位相ロック検出技術が必要である。
マッドシティラボ社のMadPLL計測パ
ッケージは、共振センサ用の完全な信
号調製を提供し、かつこの機能も実行
する。これはプローブボードとプローブ
センサプリアンプ付きで、自動化され
た寄生容量補償、統合されたz軸比例
積分ループコントローラ、全ソフトウェ
ア制御のためのUSB2.0インタフェース
を装備している。アキヤマプローブを
使用しても、センサは、新しいセンサ

プローブのエレクトロニクスセットア
ップが高速で、完全に自動化されてい
るため、交換に要する時間は数秒です
む。チップ交換の容易さとソフトウェ
アの自動化の結果として、このタイプ
の機器の使用にあたって高い専門知識
は必要でない。

ナノポジショナの選択
　SPM機器用のナノポジショニングシ
ステムを選択する際、z軸が最も重要で
ある。多くの用途に対して、われわれは、

z軸がx、yラスタスキャナからデカップ
リングされていることを推奨する。SPM
応用向けに、非常に優れた3軸ナノポ
ジショナがいくつか存在するが、ほと
んどの統合システムはz軸が相対的に
遅い。
　ほとんどの共振プローブ用途では、
z軸共振周波数は2kHzで十分である。
われわれは、真の屈曲誘導運動用に設
計された直接駆動式一軸ステージを推
奨する。このz軸は、統合されたマッ
ドシティラボ社のPicoQ位置センサま
たはそれと等価なものを装備し、理想
的には約30μmの可動範囲が必要であ
る。統合PicoQセンサは、非常に低い
雑音、非常に低いドリフト、高周波応
答、そしてクリープまたはヒステリシ
スなしの高い線形性を提供するので、
SPM用途に適している（図2）。6.5Hzで
0.6nmのピークツーピーク正弦波参照
によって駆動されるステージの場合、
ステージの位置雑音は周波数にして
1Hz以下となり、これは走査中のz軸
ドリフトが低いことを意味している。
　さらに、統合センサを表面のトポグ
ラフィー追跡に使用した場合、z軸移動
に対する追加のキャリブレーションは一
切必要でない。共振センサとMad PLL
パッケージを合わせて使用した時には、
共振プローブの振動周波数が一定にな
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図1　アキヤマプローブ共振表面プローブセンサでは、カンチレバーと鋭いチップが水晶チューニ
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図2　可動範囲30μm
のナノポジショナの雑音
パワースペクトルを示し
た。 このステージは
0.6nmピークツーピー
クの6.5Hz参照正弦波
で駆動され、ステージの
SN比を示すためにパワ
ースペクトルが測定され
た。



るようにz軸の位置をコントロールする
ために、z軸ステージはオープンループ
モードに切り替える必要がある。
　次のナノポジショナ選択はx、yラス
タスキャナである。低雑音となるよう
にz軸可動範囲を30μmに保ちながら、
x、y走査に対しても同様に考慮するこ
とは同様に重要なわけではない。しか
し、面外運動は考慮すべき重要事項で
ある。いつでも、真の曲げ誘導運動を
使ったスキャナを選択すべきだ。そう
すれば、最も滑らかで、最も反復可能
な走査が面外運動なしで得られるであ
ろう。ほとんどのSPM用途では、x、y
可動域は50～100μmで十分である。
そうはいっても、最高200μmの可動
域を持つスキャナが一般に入手可能で
ある。
　x、y可動範囲を決定した後、さらに
考慮すべき事項はステージ運動をコン
トロールするためのDA変換器（DAC）
とAD変換器（ADC）の分解能である。
100μmステージの場合、16ビットDAC
は最小のステップサイズが約1.6nmと
なり、20ビットDACは0.1nmの最小ス
テップサイズを持つ。サブナノメート
ルのステップサイズでx、yスキャンを
実行することを望むのであれば、われ
われは20ビットDACを推奨する。いく
つかの産業用途では、16ビットDACで
十分であろう。
　ナノポジショナの選択が終了したな
らば、次の課題はx、y、zに対する粗
いポジショニングである。粗いポジシ
ョニング用の手動式または自動式のマ
イクロポジショニングステージは多数
の光学部品ベンダの1つから購入する
ことができる。実際、標準光学系を構
成するために提供されている光学ブレ
ッドボードと搭載ブラケットは自家製
のSPMシステムのベースとタワーに理
想的である。考慮すべき選択肢は、高

レベルの自動化を可能にし、繊細なプ
ローブを使用した時の試料アプローチ
を支援する自動式の粗調zステージであ
る。ビデオ顕微鏡機能もレンズチュー
ブ、顕微鏡対物レンズ、廉価なビデオカ
メラを使って追加することができる。
　全SPMセットアップは除振台上に搭
載され、ドリフトを起こす可能性がある
マイクロフォニック雑音と空気流を低減
するために囲いでカバーされるべきで
ある。この場合にも、これらの構成要素
は標準光学ハードウェアとして入手可

能であり、マッドシティラボ社はわれわ
れが構成したサンプルSPMシステムの
明細も提供している（図3、www.madcity 
labs.com/afmvideo.html）。これらの自
己組み立てSPMシステムは、シリコン
表面の20nm高さのステップをサブナ
ノメートルの解像能力で容易に撮像す
ることができた（図4）。今や、高品質な
ナノポジショナと共振センサが容易に
入手可能であることにより、材料イメー
ジングや光アンテナ研究用のSPM機器
の構築が従来にも増して容易になった。
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図3　走査型プローブ顕
微鏡（SPM）機器はアキ
ヤマプローブ、ナノポジ
ショナ、MadPLL計測
コントローラ、光学部品
を使って構築されてい
る。

図4　市販の廉価なナノ
ポジショナと光学部品か
ら組み立てられた走査型
プローブ顕微鏡（SPM）
機器は20nmのステッ
プ高さを持つバジェット
センサHS-20MGシリ
コンマイクログリッドの
3次元画像をサブナノメ
ートルの解像度で容易に
形成した。


