
 
 

 
 

球面収差補正STEMによる原子分解能評価 

Atomic-resolution Imaging and Analysis with Cs-corrected STEM 

あらまし  

ナノテクノロジの進展や，エレクトロニクスデバイスの微細化により，原子レベルで構

造や組成を制御することが重要になってきている。それらの研究開発を推進するためには，

材料やデバイスの正確な構造，組成，物性を原子レベルで計測する技術の開発も不可欠と

なっている。走査透過型電子顕微鏡（STEM）は，高い空間分解能を有する観察装置であり，

分析装置を組み合わせることにより，原子レベルで分析が行える装置として，研究開発や品

質管理などの多方面の分野で使用されている。STEM装置の本質的な問題として，磁界型電

磁レンズの球面収差の影響による，プローブサイズの大きさや電子線電流量の低下などの性

能の制限が挙げられる。近年，球面収差を補正する装置が開発され，市販のSTEM装置に搭

載することが可能となり，さらなる高分解能観察や分析に威力を発揮してきている。本稿で

は，球面収差補正技術による高分解能化の原理とSTEM法による原子分解能測定例を紹介

する。 

Abstract 

Advances in nanotechnology and electronic device miniaturization are making atomic-level 
control of structure and composition increasingly important.  To promote research and 
development in this field, it is essential to develop technology for measuring the structure, 
composition, and properties of materials and devices at an atomic resolution.  Scanning 
transmission electron microscopy (STEM), which is a high-spatial-resolution imaging 
instrument, combined with analysis equipment is being used in diverse fields such as R&D 
and product development for atomic-level analysis.  However, conventional STEM 
equipment suffers from probe size limitations and a drop in electron-beam current due to the 
effects of spherical aberration (Cs) in the magnetic lens.  Recently, though, spherical 
aberration correction technology has been developed, and mounting the Cs corrector  on 
commercial STEM equipment has been achieved.  This technology is proving to be 
exceptionally effective in enabling imaging and analysis at even higher resolutions.  In this 
paper, we describe the principles for increasing resolution by applying Cs-correction 
technology and present examples of atomic-resoluved measurements by STEM method. 
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ま え が き 

 ナノテクノロジの進展や，エレクトロニクスデバ

イスの更なる微細化により，原子レベルで構造や組

成を制御することが重要になってきている。そのた

め，それらの研究開発を推進するには，材料やデバ

イスの構造，組成，物性を原子レベルで計測する技

術の開発も不可欠となっている。透過型電子顕微鏡

（TEM：Transmission Electron Microscopy）は，

高い空間分解能を有する観察装置である。また，分

析装置を組み合わせることにより，空間分解能の高

い分析装置として，対象とする材料，デバイスを原

子レベルで直接見ることが可能な強力な解析装置で

もある。そのため，研究開発や品質管理などの多方

面の分野で，ますます重要性が増している。その中

で，電界放射型電子銃による極微小光源から発生し

た電子線を磁界型電磁レンズにより，1 nm以下に

集束させた電子線プローブを用いた，走査透過型電

子顕微鏡法（ STEM ： Scanning Transmission 
Electron Microscopy）は，空間分解能が高い観

察・分析を実現することができる方法として，現在

注目されている。とくに，環状型検出器を用いた暗

視野（ADF：Annular Dark field）-STEM法では，

試料中で熱散漫散乱（TDS：Thermal Diffuse 
Scattering）により高角度に散乱した電子を取り込

むことで，画像強度が原子番号に依存した像を得る

ことができる。このことから，TDSにより結像す

る 手 法 は ， 一 般 的 に HAADF （ High Angle 
Annular Dark Field）-STEMもしくはZ-contrast
法と呼ばれている。(1) また，電子エネルギー損失分光

法（EELS：Electron Energy Loss Spectroscopy）
と組み合わせることにより，HAADF-STEM像を

取り込むと同時に，環状検出器の穴を通過してくる

透過電子線を用いてEELS分析をすることができる。

この方法は， STEM と EELS を組み合わせ，

STEM-EELSと呼ばれ，局所原子および電子構造

を解析・評価できる，強力な評価手法になってきて

いる。STEM-EELS法の原理を図-1に示す。 

 

TEM試料

環状型暗視野
STEM検出器

入射電子線
Spot size
～ 0.2 nm

EELS分光絞り

EELS検出器

図-1 STEM-EELS法の原理 
Fig.1-Schematic diagram for principle of STEM-EELS.

 透過型電子顕微鏡の本質的な問題として，磁界型

電 磁 レ ン ズ の 球 面 収 差 （ Cs ： Spherical 
aberration）の影響による，プローブサイズや電子

線電流量の低下などの性能の制限が挙げられる。近

年，球面収差を補正する装置が開発され，市販の

STEM装置に搭載することが可能となり，さらなる

高分解能観察や分析に威力を発揮してきている。 
 富士通研究所では，球面収差補正STEM装置を用

いて，原子レベルでの最先端評価技術の開発を行い，

新規材料やデバイス開発の推進に寄与している。 
 本稿では，初めに球面収差補正技術による高分解

能化，つぎにHAAD-STEM法による原子分解能

Z-contrast評価例，最後にSTEM-EELSによる最新

の材料評価例を示す。 

磁界型電磁レンズの球面収差補正 

 球面型レンズでは球面収差の影響により，レンズ

に光軸と平行な光線を入射させたとき，レンズの光

軸に近い光線の焦点位置に比べ，光軸から離れたレ

ンズ周辺部に入射した光線の焦点位置が，レンズに

近い方向にずれるため，焦点が一点に集まらない。

球面収差による分解能低下および球面収差補正の効

果を図-2に示す。図-2（a）のように，球面収差の

影響を受けた点像は，近軸光による像の周りに光軸

が広がるため，フレアが取り囲むようになり，鮮鋭

さを欠いた像となる。光学レンズでは凸レンズと凹

レンズの組合せにより球面収差量を低減もしくは相

殺することができるが，磁界型電磁レンズの場合，

Sherzer定理から円筒対称磁場レンズでの球面収差

FUJITSU. 61, 1 (01, 2010) 21 



 
球面収差補正STEMによる原子分解能評価 

焦点面 焦点面

球面収差
補正装置

対物
レンズ

対物
レンズ

（a）球面収差補正なし （b）球面収差補正あり

広がり 収束
Intensity（arb. unit）

Distance（nm）

Distance（nm）

Intensity（arb. unit）
Distance（nm）

Distance（nm）

 
図-2 球面収差による分解能低下および収差補正の効果 

Fig.2-Reduction of spatial resolution by spherical aberration of objective lens and effect of Cs correction for probe 
forming lens (a) Cs uncorrected (b) Cs corrected. 

 

は，常に正であるため，円筒対称磁場レンズのみを

用いて球面収差を補正することは限界があった。(2)

 磁界型電磁レンズの球面収差補正理論および技術

は，1940年代から研究されてきており，近年その

ハードウェアとしての実用性が，CEOS社の

Haiderらにより，6極子型（Hexapole）の球面収

差補正装置（Csコレクタ）を用いて，負の球面収

差を発生させることにより実証された。(3) 球面収差補

正装置は，図-2（b）のように，凹レンズと同様な

効果を示し，近軸外の電子線を発散させ，球面レン

ズである対物レンズと組み合わせることにより，近

軸外の電子線も焦点面に集束させることが可能とな

る。 
 STEMにおける球面レンズの球面収差補正前後で

の収束プローブ形状のシミュレーション計算結果を

以下に示す。計算パラメータは，加速電圧200 kV，

照射角度は補正前12 mrad，補正後20 mrad，球面

収差係数を補正前1.0 mm，補正後0.1μmとした。

STEMにおいて球面収差補正を行うことにより，

理論上では，補正前の電子線プローブサイズ

（0.2 nm）の約4倍の空間分解能（0.05 nm），補正

前のプローブの約10倍の電子線電流量を得ること

ができる。 

 このようにして，磁界型電磁レンズの球面収差を

補正し透過型電子顕微鏡の性能を最大限に引き出す

ことにより，原子オーダでの構造，組成，および物

性の分析について，性能を向上させ，しかも評価時

間を短縮させることができた。 
 従来のSTEM装置と球面収差補正STEM装置によ

り得られた，Si（011）HAADF-STEM観察結果と

そのパワースペクトルを図 -3に示す。HAADF-
STEM観察では，シリコン原子の位置が輝度の高い

コントラストで現れ，Si（011）はその特徴的な原

子配列から，ダンベル構造と呼ばれる2個の原子が

分裂し識別されていることが分かる。 
 しかし，球面収差補正していない場合は，プロー

ブの広がりの影響により，シリコン原子が存在しな

い部分に強度の高いスポットが現れ，また，ノイズ

成分が多く含まれているため，画像が乱れている。

球面収差補正した場合，シリコン原子の存在する部

分としない部分が明瞭に観察され，電子線電流量増

加により，S/N比の高い画像が取得されている。ま

た，シリコン原子の大きさを収差補正なしと比較す

ると，かなり小さくなっており，プローブの広がり

の影響が軽減されたことを示している。 
 HAADF-STEM像をフーリエ変換することによ
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り得られるパワースペクトルから，球面収差補正な

しの場合の空間分解能は0.14 nmであったが，収差

補正することにより0.085 nmまで情報限界が向上

していることが確認される。 

 このように，球面収差補正装置の登場により，飛

躍的に空間分解能が向上し，また，プローブ電流量

の増加による，高感度STEM像観察や分析を実現し，

原子分解能評価へ向けて革新的な進歩をもたらした。 

HAADF-STEMによる強誘電体薄膜評価  

（a）球面収差補正なし （b）球面収差補正あり

分解能 0.085 nm分解能 0.14 nm

 強誘電体薄膜は，不揮発性メモリや圧電発電素子

への適用に向けて期待されており，それらデバイス

の小型化・高集積化の実現に向けて，強誘電体膜の

薄膜化が重要となってきている。(4) 強誘電体薄膜では，

ナノレベルに薄膜化することにより，製膜した基板

や電極材料界面の構造が，大きく強誘電特性に影響

する。そこで，球面収差補正HAADF-STEM観察

により，SrTiO3（001）基板上に有機金属気相成長

法（MOCVD法：Metal Organic Chemical Vapor 
Deposition Method）でPbTiO3を製膜した。この

SrTiO3とPbTiO3を，原子番号差を利用して，Z-
contrastにより界面の構造を原子レベルで評価した

例を挙げる。 

図-3 Si（011）原子分解能HAADF-STEM像 
Fig.3-Atomic resolution HAADF-STEM images of Si 

(011) (a) Cs uncorrected (b) Cs corrected. 
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 PbTiO3を20層製膜した試料のPbTiO3/SrTiO3界

面部分の原子分解能HADDF-STEM像観察結果を

図-4に示す。HAADF-STEM観察条件は，加速電圧

200 kV，電子線入射角度20 mrad，環状型暗視野

図-4 HAADF-STEMによるPbTiO3/SrTiO3界面Z-contrast定量評価 
（a）HAADF-STEM像 （b）原子カラム強度プロファイル （c）シミュレーションより得られたモデル図 

Fig.4-Quantitative Z-contrast analysis of an interface of PbTiO3/SrTiO3 by HAADF-STEM method 
(a) HAADF-STEM image of PbTiO3/SrTiO3 interface (b) the line profiles of atomic column 
(c) Structure model of PbTiO3/SrTiO3 interface from HAADF-STEM calculation. 
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検出器取込み角度70～185 mrad，試料厚さ30 nm
とした。図-4（a）HAADF-STEM像中で，最も強

度の高い点がPb（Z＝82）原子に対応し，続いて

Sr（Z＝38），Ti（Z＝22）原子の順番に強度が減少

している。HAADF-STEM観察においては，TDS
による散乱強度と原子番号に画像強度が依存するた

め，周囲の原子との原子番号差が大きい場合，酸素

のような軽元素は見えにくくなる。本観察結果にお

いても見えていない。このように，HAADF-
STEM観察では，原子番号差が比較的大きい場合は，

評価しやすいが，原子間の間隔にもよるが，大きく

かけ離れている場合には識別が難しくなる場合もあ

る。基礎的な実験では，軽元素では，カーボンナノ

チューブやダイヤモンドが観察され，原子番号差で

は，ガリウム砒素のGa（Z＝31）とAs（Z＝33）の

原子強度差の識別が報告されている。(5),(6)

 PbTiO3/SrTiO3界面の原子配列は，格子定数が比

較的近いため，ペロブスカイト構造におけるA［Sr，
Pb］，B［Ti（O）］サイトの周期ずれはなく，整合

性が取れてエピタキシャル成長していることが分

かる。 
 （001）方向に取った，原子カラム強度プロファ

イルを図-4（b）に示す。強度プロファイルから，

AサイトにおけるPbTiO3/SrTiO3界面のPbTiO31層
目の原子強度が2層目以降と比較して低下している

ことが確認された。これは，PbTiO3製膜時に，

SrTiO3基板とミキシングしたことを示しており，

原子強度からミキシング量を計算したところ，1層
目におけるPb，Sr濃度はそれぞれ65，35％となっ

た。2層目以降は，徐々に原子強度が減少した。こ

れは，TEM試料を薄膜化する際に，薄膜表面に向

かって，テーパ状に試料が薄くなっていることを反

映している。シミュレーションは，Bloch波法に基

づいたHAADF-STEM計算により行った。(7) 計算結

果から得られた，PbTiO3/SrTiO3構造のモデル図を

図-4（c）に示す。モデル図の原子の大きさ，格子

定数は実際の10倍とした。界面1層目は，SrとPbが
原子カラム中に混在しているため，Z-contrast強度

が2層目と比較して低くでており，薄膜表面に向

かって，原子数が減少するため，強度が低下するこ

とが分かる。 
 このように，球面収差補正HAADF-STEMによ

り，試料の原子強度を比較することで，原子レベル

で材料中や界面の原子組成比を把握することが可能

となり，本技術は，今後の新規材料，デバイス開発

において大きな革新をもたらしていくと考えられる。 

STEM-EELSによるGate絶縁膜評価 

 Gate絶縁膜は，シリコンデバイス性能を左右す

る重要な役割を持ち，動作速度，省電力，信頼性な

ど様々な特性に影響を及ぼす。シリコンデバイスに

おいては，微細化が加速し，Gate絶縁膜の厚さも

1 nmを切っている。そこで，Gate絶縁膜に対して，

原子レベルで評価する方法が求められている。

Gate絶縁膜は，主にSiO2，Si3N4，HfO2などで構

成され，ほとんどのGate絶縁膜材料の状態はアモ

ルファスである。前述した，HAADF-STEM法で

は，結晶性の物質に関しては，原子分解能観察が可

能であるが，アモルファス状態では結晶形態を持た

ないため，原子構造を観察することができない。そ

のため，画像観察ではなく分析によるアプローチか

ら，解析方法を検討しなければならない。そこで，

球面収差補正STEM-EELS法により，極薄膜Gate
絶縁膜について，高い空間分解能で電子構造，状態

の評価を試みた。従来，STEM-EELS法では，原

子殻内部により散乱，吸収されたコアロス電子を検

出することによって，材料の価数などの状態を解析

してきたが，その場合，電子線の電流量が必要なた

め，電流量を多くする，もしくは試料に長時間電子

線を照射する必要があった。球面収差補正STEMに

おいては，飛躍的に電流量が増加したため，EELS
分析に有利であるが，その反面，原子分解能で測定

する場合，電流密度の高い電子線の照射による，試

料ダメージの影響が問題になってきている。そこで，

比較的短時間に取得できる，価電子励起によるプラ

ズマ振動に由来するエネルギー損失（Low loss電
子）を検出することにより，状態評価の検討を行っ

ている。 
 球面収差補正STEM-EELSによる，Poly Si/SiO2

（1 nm）/Si基板のLow lossスペクトルライン分析結

果を図-5に示す。STEM-EELSは，1点0.12 nmの

空間分解能で，計50点（5.86 nm），取得時間0.001秒
で測定を行った。 
 Low lossスペクトル測定では，Siは17.4，SiO2は

20 eV近傍にピークを示す。STEM-EELS測定結果

から，原子レベルでの高い空間分解能でEELSスペ
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図-5 STEM-EELSによるPoly Si/SiO2（1 nm）/ 
Si基板Low lossスペクトル測定 

Fig.5-Low loss spectrum of Poly Si/SiO2 (1 nm) / 
Si sub. by STEM-EELS. 

Copyright 2009 FUJITSU LABORATORIES LTD.

（a）HAADF-STEM image （b）Si分布 （c）SiO2分布

図-6 STEM-EELSによるPoly Si/SiO2（1 nm）/ 
Si基板Low lossスペクトル面分析測定 

Fig.6-Low loss spectrum mapping of Poly Si/ 
SiO2 (1 nm) /Si sub. by STEM-EELS 
Spectrum imaging (a) HAADF-SETM image 
(b) distribution of Si and (c) SiO2. 

クトルが，各分析位置で識別されていることが確認

される。SiO2の膜厚は，設計値やHRTEM観察像に

おいて，見た目の厚さは約1 nmであったが，

STEM-EELS分析から，Poly Si，Si基板と，SiO2

膜のミキシングを考慮に入れると，今回の実験では，

実効的な膜厚が，1.87 nmであることが分かった。 
 Low loss測定は，非常に高速でEELS分析ができ

るので，つぎに面分析に適用した。面分析結果を

図-6に示す。測定条件はライン分析と同様で，測定

エリア50×25 pixel2（5.86×2.93 nm2）とした。

スペクトル解析は，1250分析点を高速に処理する

ため，SiとSiO2のLow lossスペクトルを第一原理計

算により作成し，これらをリファレンスとして多変

量解析を行った。(8) 図中のSi，SiO2分布強度は，コン

トラストの明るい部分で分布量が多くなり，反対に

暗い部分で少なくなっている。 
 面分析結果から，基板表面は原子数層分が若干酸

化されており，Poly Si側の界面ラフネスが明瞭に

確認することができる。このように，球面収差補正

STEM-EELSによるLow loss測定で，空間分解能

の高い実効的なGate絶縁膜の測定が可能であるこ

とを示した。従来のコアロス測定で，精度の良い測

定を行う場合，1点あたり10倍以上の時間がかかる

ため，測定の高速化，試料ダメージ防止を含めて，

今後有力な評価手法として期待される。 

む  す  び 

 本稿では，透過型電子顕微鏡における磁界型電磁

レンズの球面収差補正技術による分解能向上の原理

と球面収差補正STEMによる原子レベルでの材料，

デバイスの評価技術について紹介した。 
 透過型電子顕微鏡は，ナノテクノロジやデバイス

開発において，不可欠な評価手段として，今後もま

すます重要性が高まっていくと考えられる。それら

のニーズに応えるため，磁界型電磁レンズの収差補

正技術や，STEM装置の安定化も含めて，装置の技

術革新も推進されている。その中で，装置をそのま

ま使用するのではなく，電子顕微鏡装置や分析装置

の原理を把握し最大限の性能を引き出すことが重要

であると考えられる。また，材料物性，デバイスの

機能を理解し，多様な評価に対応していく必要があ

る。透過型電子顕微鏡は，非常に優れた評価手段で

あるが，その反面，弱点も多い。そこで，複雑多様

化するニーズに応えるためには，ほかの分析手法も

組み合わせることで，より強固な評価手段として今

後発展していくことが期待される。 
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