
 
 

 
 

絶縁物や深い界面のオージェ電子分光
分析 

Auger Electron Spectroscopy Analysis of Nonconductive Materials 
and Deep Interfaces 

あらまし  

オージェ電子分光（AES：Auger Electron Spectroscopy）分析は，微小な異物や薄膜の

組成，あるいは多層膜や金属接合部界面の深さ方向の組成分布を調べるために有効に用いら

れている。しかし，電子線を励起源としているために，導電性のない材料の分析は帯電発生

のために一般的に困難であった。また，スパッタエッチングを併用した深さ方向分析では，

対象とする分析位置が表面から深い場合，表面荒れやミキシングなどの影響で深さ分解能の

低下が起こり，正確な評価が困難であった。 
著者らは，これらの問題を解決するため，集束イオンビームを用いて試料を薄片化して

からオージェ電子分光分析を実施した。絶縁物試料においても帯電の影響を受けることなく

測定が可能であること，界面などが深い位置にあっても優れた深さ分解能で深さ方向分析が

できることを明らかにした。 

Abstract 

Auger electron spectroscopy is useful for analyzing the compositions of tiny impurities or 
thin films and for profiling multilayers or metallic junction interfaces.  However, it is 
usually difficult to analyze nonconductive materials because the primary electron beam 
causes electrical charging of the sample.  When we want to obtain sputter depth profiles of 
layers deep in the sample, precise evaluation is difficult due to surface roughness and atomic 
mixing.  To solve these problems, we prepared thin samples by the focused ion beam 
technique and performed Auger electron spectroscopic analysis.  We were able to measure 
nonconductive materials without any influence of electrical charging and to obtain sputter 
depth profiles of deep layers with less deterioration of depth resolution. 
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絶縁物や深い界面のオージェ電子分光分析 

ま え が き 

 オージェ電子分光法（AES：Auger Electron 
Spectroscopy）は，固体表面に細く絞った電子線を

照射し，発生するオージェ電子のエネルギーと信号

強度を測定することにより，固体表面（検出深さは

数nm）に存在する元素の種類と量を分析する方法

である。(1) 2次電子像観察やイオンスパッタエッチン

グを併用できるため，局所領域の組成解析や，表面

から内部に向かう方向の組成変化計測（以下，深さ

方向分析）を，高い位置分解能で行うことが可能で

ある。 
 しかし励起源が電子線であるために，導電性のな

い材料では一般的には帯電が生じ，分析が困難であ

る。ただし，絶縁物部が微小の場合や，導電性基板

上の薄膜の場合には，帯電せずに測定できることも

ある。すなわち，入射電子が測定部位に止まらない

ようにすれば帯電が起こらず，AES分析が可能に

なる。そこで，絶縁物を含む試料断面の元素分布な

ど，加工しても目的とする分析が可能なときには，

試料を入射電子線が透過できるような薄さに加工し

てからAES分析を実施することを考えた。 
 一方，イオンスパッタエッチングを併用して深さ

方向に分析できる表面からの深さは，せいぜい1～
2μm程度である。それより深くなると測定時間が

膨大にかかるばかりでなく，深くなるほどに表面荒

れやミキシングなどの影響で深さ分解能の低下が起

こり，正確な評価が困難になるからである。ところ

が，はんだ付けなどの接合部や多層膜の界面は，通

常はもっと深い位置にある。そこで，著者らは，分

析目的である界面部分を含む1～2μmの厚さの薄片

に試料を加工してからAESによる深さ方向分析を

実施した。 
 本稿では，まず薄片への加工方法について概説し，

従来は不可能であった絶縁物や深い界面のAES分
析を実現した例をいくつか紹介する。 

薄片への加工方法 

 AES分析で通常用いている10 keVの電子線の大

部分は，材質にもよるが，試料の厚さが1μm以下

（数百nm）であれば，試料内部に止まらずに透過

する。また，深さ方向分析でのエッチング深さは，

できる限り浅い方が深さ分解能の良いデータが得ら

れ，実用的には1μmよりも深くないことが望まし

い。そのため，目的とする界面から数百nmの距離

を残す形で，大きくて厚い試料から小さくて薄い分

析試料を切り出すことを考えた。 
 このような精度で加工するために，集束イオン

ビーム（FIB：Focused Ion Beam）加工装置を用

いた。FIBは，加速したガリウムのイオンビームを

静電レンズ系により集束し，試料表面を走査して，

発生する2次電子を検出して画像として観測しなが

ら，目的の場所を数十nm程度の高い位置精度で加

工できる装置である。(2) また，原料ガスを吹きつけな

がら成膜したい部分にのみイオンビームを照射する

ことにより，試料表面の任意の領域にタングステン

などの導電性の膜をデポジションする機能が備わっ

ている。 
 絶縁物を含む断面を薄片加工する場合の模式図を

図-1に示す。（a）は，FIBで小さな薄片に加工して

取り出す技術であり，リフトアウト（ピックアップ

とも言う）法として透過電子顕微鏡用試料作製のた

めに広く用いられている技術の応用である。（b）
は，FIBで作製したボックス形状の穴を，斜め方向

から観察・分析する場合の帯電回避方法を示す。後

ろ側にもう一つ穴を開け，分析箇所を数百nmの厚

さの壁状の薄膜に加工した後，その背面にタングス

テンなどを成膜し，透過電子の逃げ道を作る。この

方法は，（a）と比較して加工が容易・加工領域を

広くできる・試料を失う恐れがないという利点が

ある。 
 また，リフトアウト法を応用すると，絶縁物や深

い界面のスパッタエッチングを併用した深さ方向分

析が可能になる。図-2には，端子を基板にはんだ付

けした接合界面を深さ方向分析するための薄片加工

過程を，実際の試料の顕微鏡写真で示す。通常の樹

脂埋込み・機械研磨を行って，まず接合界面を断面

方向から観察する（①，②）。分析する接合界面の

範囲（②B領域）を残すように上下にFIBで穴を開

け（③），薄片化した界面部分をリフトアウトによ

り抜き取り，適当な支持台の上に載せる（④）。こ

の状態から，この面をスパッタエッチングして深さ

方向に分析する。 

絶縁物を含む断面のAES分析 

 断面の分析において，FIBで試料にボックス形状
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FIB加工 導電性膜のデポジション

（a）リフトアウト法

（b）ボックス加工法  

図-1 断面の薄片試料化 
Fig.1-Preparation for cross-section analysis by (a) ‘lift-out’ and (b) ‘box-processing’. 
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図-2 深い界面の深さ方向分析のための薄片試料の作製過程 
Fig.2-Process of preparation for sputter profiling of deep interface. 

 

の穴を作製し，断面を斜め方向から観察・分析する

ことは従来から一般的に行われている方法である。

このとき，絶縁膜部などが帯電するため，正常な

2次電子像観察やAES分析ができない場合がある。

例えば図-3（a）に示すように，2次電子像の一部が

光ったり，AESスペクトルが歪
ゆが

んだり，ノイズが

生じたりする。 
 そこで前章の図-1（b）で説明した加工を施した。

薄膜状にした断面では帯電が抑制され，図-3（b）
に示すように，絶縁膜部が光ることがなくなり，歪

みやシフトのない正常なAESスペクトルを得るこ

とができた。(3)

絶縁物のAES深さ方向分析 

 絶縁物基板材料上の薄膜や絶縁性の厚膜の深さ方

向分析においても，試料全体を1μm以下の薄さに

すれば帯電が起こらず，AES分析が可能になる。 
 LiNbO3（リチウムナイオベート）の絶縁物基板

上にSiO2（酸化シリコン）膜を成膜した試料にお

いて，膜と基板との界面に成膜前の汚れ（炭素な

FUJITSU. 61, 1 (01, 2010) 29 



 
絶縁物や深い界面のオージェ電子分光分析 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

Kinetic Energy (eV)
c/

s（a）従来の断面の2次電子像

正常な酸素のピーク

（b）薄膜加工した断面の2次電子像

正常なシリコンの
ピーク

帯電によるノイズ

帯電によるシフト

帯電による異常な輝き

帯電による歪み

（a）従来の方法で加工した
絶縁膜部のAESスペクトル

（b）薄膜加工した絶縁膜部の
AESスペクトル

運動エネルギー （eV）

 

図-3 絶縁膜を含む試料断面の2次電子像とAESスペクトル 
Fig.3-Secondary electron images and AES spectra of insulating areas in cross-section sample. 

(a) conventional method, (b) improved method. 
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図-4 SiO2/LiNbO3界面のAESによる深さ方向分析結果
Fig.4-AES sputter depth profile of SiO2/LiNbO3 

interface. 
 

ど）が残っていないかなどを分析するために，薄片

試料を作製し，AESによる深さ方向分析を行った。 
 AESによる深さ方向分析結果を図-4に示す。深さ

方向分析では，アルゴンイオン衝撃によるエッチン

グとAESスペクトルの測定を交互に繰り返して行

い，エッチング時間（またはエッチングレートなど

から計算した距離）を横軸とし，各元素のピーク強

度（または強度から計算した濃度）を縦軸として，

深さ方向の元素分布をプロファイル化する。予想さ

れた炭素などのAESスペクトルも測定していたが，

SiO2/LiNbO3界面でそれらが検出されることはな

かった。また，SiO2膜中でTi（チタン）が検出さ

れた。 
 以上のように，試料を薄くすることによって，絶

縁物基板上の絶縁膜であっても帯電することなく，

AESによる深さ方向分析が可能であることが確認

された。(4)

深い界面のAES深さ方向分析 

 はんだ付けしたものが剥
はく

離する問題に対して，

約10 nmの高い深さ分解能を持つAESで剥離面を分

析すると，剥離箇所や介在物の有無などの有益な情

報が得られる。 
 例えば，Sn（錫

すず

）めっき銅端子の部品をプリン

ト基板にPb（鉛）-Snはんだではんだ付けした製品

が高温下で使用後に剥離する問題が発生したため，

剥離面をAES分析した。その結果，基板側電極に

めっきしてあったPd（パラジウム）とSnとの合金

層が部品側剥離面にあり，基板側剥離面にはPdの
下にあったNi（ニッケル）-P（燐

りん

）めっき層が現

れていること，また界面にはPb-Sn層が存在し，そ

こで剥離していることが分かった。 
 なぜこのような状態になったのかを調べるため，

はんだ付け条件の異なる参照試料を作製したが，剥

離していない接合界面は表面から数十μm以上の深

さにあり，そのままではAESによる深さ方向分析

ができなかった。そこで，図-2に示したように，リ

フトアウト法により薄片試料を作製して分析した。 
 はんだ付け時間が2秒と5秒の参照試料のAESに
よる界面付近の深さ方向分析結果を図-5に示す。図
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図-5 はんだ接合界面のAESによる深さ方向分析結果 

Fig.5-AES sputter depth profiles of soldered interfaces. 
 

の右側が基板側になるよう表示した。薄片試料は基

板側を上にして測定したため，右側の方がエッチン

グ時間が短く，また図の左端で濃度が高くなってい

るC（炭素）は，試料支持に用いた導電性粘着テー

プの成分である。すなわち，図の左端に到達したと

きには，薄片試料はエッチングされてなくなってい

る状態であった。 
 はんだ付け時間が2秒の場合（a），Pb-Snはんだ/ 
Pd-Sn合金/Pd/Ni-Pという本来の構造が維持されて

いた。5秒の場合（b）には，Pd-Sn合金とNi-Pの

間でPbが検出された。すなわち，はんだ付け時間

が長いとPd層がすべてはんだと溶け合い，その後

凝固していく過程でPbを含む層がPd-SnとNi-P層

の間にできると考えられる。またその層が，剥離の

原因となったものと考えられる。(4)

む  す  び 

 本稿では，オージェ電子分光法用に試料を薄片に

加工することなどにより，従来不可能だった絶縁物

断面の分析や，絶縁物あるいは深い界面の深さ方向

分析が可能になることを明らかにした。 

 分析技術の進歩は，分析装置メーカの発明・改善

によるところが大きいが，市販装置を使用するユー

ザの立場でも試料作製やデータ解析などを工夫する

ことにより，解決策を見出せることもある。 
 今後も，材料分析を依頼されるお客様のご要望に

応えられるよう，分析技術の進歩に努めていきたい。 
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