
 
 

 
 

透過型電子顕微鏡によるデバイス・ 
材料評価 

Device and Materials Analysis by Transmission Electron Microscopy 

あらまし  

近年の最先端デバイスは，素子の微細化・複雑化，構成材料の薄膜化・多様化が進み，

ナノレベルの構造制御が不可欠である。これらのデバイス製品の高性能化・高信頼化のため

には，ナノメートルオーダの評価技術も不可欠となる。本稿では，ナノメートルオーダの評

価技術として，高い空間分解能を有する透過型電子顕微鏡（TEM）によるデバイス・材料

の解析技術を紹介する。はじめに，ナノレベルで制御されたデバイス形状評価技術として，

電子線トモグラフィ法による3次元構造観察技術について述べる。つぎに，デバイスの磁

場・電場の情報をナノレベルで可視化する技術として，電子線ホログラフィ法について述べ

る。さらに，高分解能TEM観察と電子エネルギー損失分光法を用いたナノ構造多層膜の結

晶構造と組成解析技術について述べる。最後に，高角環状暗視野走査透過電子顕微鏡法によ

る規則合金の原子配列観察とヘテロエピタキシャル界面構造解析技術について述べる。 

Abstract 

For advanced devices consisting of fine complicated structures controlled on the nanometer 
scale, there have recently been requirements for layer control and high functionalization for 
the device materials.  Therefore, nanoscale analysis of such devices is indispensable to 
obtain high performance and high reliability.  In this paper, we present nanometer-level 
device and materials analysis techniques that use transmission electron microscopy (TEM), 
which provides high spatial resolution.  First, we describe a three-dimensional technique 
based on electron tomography for observing device structures controlled on the nanometer 
scale.  Next, we describe a technique for visualizing magnetic and electric fields in devices 
on the nanometer scale by electron holography.  Then, we describe a crystal structure and 
composition analysis technique for nanometer-scale multilayers that uses high-resolution 
TEM observation and electron energy-loss spectroscopy.  Finally, we describe a technique 
for directly observing the atomic arrangement of ordered alloys and heteroepitaxial interface 
structures by high-angle annular dark-field scanning TEM. 
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ま え が き 

 デバイス製品の開発では，最適な設計とプロセス

開発，それらの基礎となる材料開発が融合すること

で，製品の高性能化，高信頼化，安定した量産歩留

まりが得られる。近年の最先端のデバイスにおいて

は，素子の微細化・複雑化，構成材料の薄膜化・多

様化が進み，ナノメートルオーダの評価技術が必要

不可欠となっている。著者らは，ナノメートルオー

ダの評価技術として，高い空間分解能を有する透過

型電子顕微鏡（TEM：Transmission Electron 
Microscopy）を活用し，デバイス・材料評価を

行っている。TEMは，薄膜試料に電子線を照射し，

試料を透過してきた電子線を電磁レンズにより結像

することで拡大像を得る顕微鏡であり，加速電圧が

200 kVの一般的なTEMにおける電子線の波長は

0.0025 nmと短く，空間分解能は～0.1 nmにも達す

る。さらに，TEMは高い空間分解能の像観察と合

わせて，電子波の干渉性を利用することによって試

料の電場・磁場の情報の可視化や，電子と物質の相

互作用により発生するエネルギー損失や特性X線を

利用することで，試料中の局所的な原子種や化学結

合状態を解析することが可能である。したがって，

TEMでは，これらの特徴を利用することで，デバ

イス・材料を多面的に評価することができる。 
 本稿では，TEMを用いたデバイス・材料の解析

例として，電子線トモグラフィによるデバイス形状

の3次元構造観察，電子線ホログラフィによる磁

場・電場の可視化，高分解能観察と元素分析による

ナノ構造多層膜解析，および高角環状暗視野走査透

過電子顕微鏡（ HAADF STEM ： High-Angle 
Annular Dark-Field Scanning Transmission 
Electron Microscopy）によるヘテロエピタキシャ

ル界面構造解析について紹介する。 

電子線トモグラフィ 

 TEMは，試料を100 nm以下に薄片化し，投影像

を観察することを基本とし，高精度でデバイス形状

を評価できる強力なツールであるが，TEM試料の

薄片化加工は，1試料からは特定の1断面の観察に

限定される側面を持つ。したがって，3次元構造設

計によって成立するデバイス構造の評価では，特定

の1断面の評価のみでは不十分な場合がある。また，

デバイスの構造が微細化・複雑化し，TEM試料厚

さ以下のサイズの場合には，複雑な構造が重畳した

2次元投影像となり，正確な構造把握が困難になる。

近年，医療分野などで不可欠なツールとなっている

X線CT（Computed Tomography）法と同様の手法

を電子線に応用した，TEMを用いた電子線トモグ

ラフィ法による3次元構造観察技術が発展してきて

いる。(1) とくに，非晶質物質かつ軽元素で構成された

生物試料や高分子材料での発展は著しい。著者らは，

電子線トモグラフィ法を微細なデバイス形状評価に

適用した。電子線トモグラフィ法では，TEM筐体

内で試料を連続的に傾斜させ，各傾斜角度のTEM
像を逐次記録し，連続傾斜TEM像を取得する。こ

れらの画像データをコンピュータ上で，観察時の試

料ドリフト補正を行った後，フィルタ補正逆投影

（FBP：Filtered Back Projection）法，あるいは同

時反復再構成（SIRT：Simultaneous Iterative 
Reconstruction Technique）法などの再構成演算(2)

を用いて3次元像化する。電子線トモグラフィ法で

は，TEM装置の試料傾斜機構の制限（±70°）か

ら，全方位からの投影は一般的に難しく，情報欠落

領域が存在する。また，結晶材料の場合の回折効果

により投影像に急激な強度変化が発生する問題が存

在する。デバイス試料への適用に際して，情報欠落

領域の問題は，マイクロサンプリング集束イオン

ビーム（FIB：Focused Ion Beam）加工により

ロッド状の試料を作製し，連続傾斜像を取得する角

度を情報欠落領域の影響が最小限になる角度に設定

することで回避し，回折効果の問題は，HAADF 
STEMを用いることで解決した。垂直記録磁気ヘッ

ド主磁極の3次元TEM像を図-1に示す。垂直記録

ヘッドの主磁極は，主磁極長，コア幅，主磁極テー

パ角，ネックハイト，フレア角，主磁極上の段差形

状を高精度に制御することが必要であり，一つのパ

ラメータのずれが，ほかのパラメータに連動して影

響する複雑な構造である。3次元TEM像を観察する

ことで，複雑な素子形状を立体的に把握することが

可能である。さらに，任意の断面を抽出することで，

主磁極の各種パラメータの測定が可能である。 

電子線ホログラフィ 

 試料を透過してきた電子波（物体波）は，試料中

の電場や磁場によって位相変化を起こし，真空中を
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図-1 垂直記録磁気ヘッド主磁極の3次元TEM像 
Fig.1-Three-dimensional TEM images of the main 

pole of perpendicular magnetic recording head.
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図-2 磁気ヘッドの記録ヘッドから発生する磁界の空間
分布 

Fig.2-Spatial distribution of magnetic field generated 
from magnetic recording head. 
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図-3 Si半導体デバイスのp-n接合 
Fig.3-p-n junction of Si semiconductor device (a) TEM 

image (b) reconstructed phase image. 
 

伝播する波（参照波）より位相が進む。しかし，通

常のTEM像は，振幅と位相を持った電子波の振幅

強度が記録されるのみであり，位相情報は得られな

い。そこで，試料中を伝播した波と真空中を伝播し

た波を干渉させ，位相変化を干渉縞（ホログラム）

に記録する手法が電子線ホログラフィである。(3) 
TEMを用いた電子線ホログラフィでは，TEM筐体

内に電子線バイプリズムを設置し，試料を透過して

きた電子波と真空中を伝播する波を偏向させてホロ

グラムを形成させ，CCDカメラに記録する。ホロ

グラムからの位相再生像は，ホログラムをフーリエ

変換し，サイドバンドの一つに空間周波数フィルタ

を掛けて原点に移動し，逆フーリエ変換することで

得られる。デバイスの磁場を評価した例として，磁

気ヘッドの記録ヘッドから発生する磁場の空間分布

を図-2に示す。測定には，0.85×0.70×0.23 mmの

長方体のスライダに形成した磁気ヘッドを通電可能

なTEMホルダに固定し，記録ヘッドのコイル端子

から直流電流を印加することで，記録ヘッドから真

空中に磁場を発生させた。上部磁極/ライトギャッ

プ/下部磁極によって形成された記録ヘッドから発

生する磁場の分布が可視化されている。デバイスの

電場を評価した例として，Si半導体のp-n接合を図-3
に示す。試料はFIB加工により250 nmの均一な厚

さに加工した。測定は，動力学的回折効果の影響を

最小限にするために，電子線の入射方位をSi基板の

110方位から約4度傾斜させて行った。また，微弱

な電場による位相変化を高精度で測定するため，参

照ホログラムを測定し，バイプリズムによるフレネ

ル縞および浮遊電場・磁場の除去を行った。図-3
（a）のTEM像では観察不可能なp-n接合が，図-3
（b）では明瞭に可視化されている。 

ナノ構造多層膜評価 

 高分解能TEM観察と元素分析を用いたナノメー

トルオーダの構造解析として，高密度磁気再生ヘッ

ドや磁気ランダムアクセスメモリなどのデバイスに

応用されているCoFeB/MgO/CoFeB強磁性トンネ

ル接合（MTJ：Magnetic Tunnel Junction）を用

いたトンネル磁気抵抗（TMR：Tunnel Magneto-
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Resistance）膜の解析例を示す。CoFeB/MgO/CoFeB 
MTJは，CoFeBの結晶状態，MgOとの格子整合関

係がMR特性を大きく支配する。とくに，CoFeBに

隣接するキャップ材料はMR特性に大きく影響し，

キャップ材料にTiを用いた場合，270℃の比較的低

い熱処理温度において，標準的なTaキャップに比

べ，約1.4倍も高いMR比が得られることが報告さ

れている。(4) 磁気特性と結晶微細構造の相関を理解す

ることは，材料開発において重要であり，高分解能

TEM観察と電子エネルギー損失分光法（EELS：
Electron Energy-Loss Spectroscopy）を用いた分

析により，キャップ材料の違いによる結晶微細構造

を評価した。(5) 試料は，マグネトロンスパッタ法に

より成膜し，TMR膜構造は，Ta（3）/ 
Ru（2） /IrMn（7） /CoFe（2） /Ru（0.7） / 
Co60Fe20B20（2）/MgO（1）/Co60Fe20B20（3）/ 
キャップ層（3）/Ta（5）（単位：nm）である。

EELS測定は膜中のBの分布を評価するために行い，

0.2 nmの電子線のビーム径を用い，0.25 nm間隔の

空間分解能で膜成長方向に100点のEELSスペクト

ルを測定した。各測定点における188-210 eVのB-K
吸収端近傍の積分強度を求めることで，膜中のBの

分布を評価した。図-4にキャップ層にTa，図-5に
キャップ層にTiを用いたTMR膜の高分解能TEM像
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（a）熱処理前 （b）240℃熱処理後 （c）270℃熱処理後  

図-5 キャップ層にTiを用いたCoFeB/MgO/CoFeB MTJの高分解能TEM像とBの分布 
Fig.5-High-resolution TEM images and distribution of B in CoFeB/MgO/CoFeB MTJ with Ti cap 

(a) before annealing, (b) after annealing at 240℃, (c) after annealing at 270℃. 
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図-4 キャップ層にTaを用いたCoFeB/MgO/CoFeB MTJの高分解能TEM像とBの分布 
Fig.4-High-resolution TEM images and distribution of B in CoFeB/MgO/CoFeB MTJ with Ta cap 

(a) before annealing, (b) after annealing at 270℃, (c) after annealing at 320℃. 
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とEELSにより測定したBの分布をそれぞれ示す。

図 -4の高分解能TEM像から，Taキャップでは

CoFeBの結晶化に300℃以上の高い熱処理温度を必

要としていることが分かる。図-4（c）に観察され

る格子縞の対称性から，MgOとCoFeBはMgO
（001）［100］/bcc-CoFeB（001）［110］のエピタ

キシャル整合関係を持って結晶化しており，第一原

理計算により理論的に示されるΔ1バンドによるコ

ヒーレントトンネリング条件の格子整合関係が形成

されていることが分かる。(6) また，EELS分析から，

Taキャップは，熱処理によりBがCoFeB/Taキャッ

プ界面に局在して存在し，Taキャップ中にはBが拡

散しにくいことが分かる。一方，Tiキャップでは，

240℃の低い熱処理温度で，Tiがhcp（hexagonal 
closed-packed）結晶からアモルファスへの結晶構

造変態を伴いながらBを吸収していることが分かる。

これにより，Tiキャップに隣接するCoFeB中のB濃

度は減少し，アモルファス構造中に微結晶領域が観

察されている。CoFeB中のB濃度の低下は，CoFeB
の結晶化の活性化エネルギーを低下させ，270℃の

低温領域でCoFeBとMgOがMgO（001）［100］/ 
bcc-CoFeB（001）［110］の格子整合関係を形成し

て結晶化すると考えられる。これらの結果から，高

MR比はMgO（001）［100］ /bcc-CoFeB（001）
［110］の格子整合関係を形成したCoFeBの結晶化

により得られ，CoFeBの結晶化は，キャップ層へ

のBの拡散の容易さに支配されていることが分かる。(5) 

高分解能TEM観察と局所領域の元素分析を組み合

わせて解析することにより，特性と微細構造の相関

の理解が深まり有効である。 
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Co2MnSi

Co2MnSi

Co層
MnSi層
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MnSi層
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（010）

1 nm
 

図-6 エピタキシャルCo2MnSi/MgO/Co2MnSi MTJの
HAADF STEM像 
Fig.6-HAADF STEM image of epitaxial 

Co2MnSi/MgO/Co2MnSi MTJ. 

ヘテロエピタキシャル界面評価 

 HAADF STEM法は，収束した電子線を用いて試

料を走査し，高角度に散乱した電子線を環状検出器

を用いて記録する観察法で，非干渉像かつ原子番号

に依存した像強度が得られる観察法である。電子波

の干渉による位相コントラストを成因とする高分解

能TEM像と異なり，高分解能像のフォーカス依存

や界面のフレネル効果は存在せず，結晶構造や界面

構造を直接観察する手法として有効である。(7) 近年で

は，球面収差を補正した電子顕微鏡を用いることで，

0.1 nm程度に収束した高輝度な電子線を得ること

ができるようになり，原子分解能でのHAADF 

STEM観察も可能になってきている。(8) HAADF 
STEM法を用いた材料評価として，規則合金と酸化

膜のヘテロエピタキシャル界面構造の解析例を示す。

試料は，MgO基板上に成膜したエピタキシャル

Co2MnSi/MgO/Co2MnSi 強磁性トンネル接合膜で

ある。Co2MnSiはハーフメタル性を有する金属間

化合物であり，理想的なハーフメタル材料を強磁性

トンネル接合の電極に用いた場合，無限大に近い大

きなトンネル磁気抵抗効果が得られると期待される

次世代材料である。Co2MnSiは原子配列の規則化

度に応じて，L21，B2，A2の結晶構造を取る。

ハーフメタル性は，規則化度により変化し，

Co2MnSiとMgOの界面構造はMR比の温度依存性

に影響すると理論的に計算されている。したがって，

規則構造と界面構造を評価することは重要である。

Co2MnSi/MgO/Co2MnSiトンネル接合のHAADF 
STEM像を図-6に示す。MgO層は（001）方向に9原
子層形成され，下部Co2MnSi層はL21構造，上部

Co2MnSi層はB2構造を形成している。図-6中に示

した界面近傍領域のフーリエ変換より得られる

（220）スポットの逆フーリエ変換像には，明瞭に

Co2MnSi のミスフィット転移（ MD ： Misfit 
Dislocation）が観察でき，MDに対応して，MgO
の格子面に歪が存在していることが分かる。

Co2MnSiとMgOには5.1％の格子ミスマッチが存在
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するため，MDと格子歪を発生させることでエピタ

キシャル整合関係が保たれていると考えられる。

HAADF STEM像は，原子番号に依存した像強度を

示す特徴を有するが，Co2MnSiにおいても，各原

子位置が原子番号に依存した像強度が得られている。(9) 

また，図-6のCo2MnSi/MgO/Co2MnSi界面構造にお

いて，Co2MnSiの終端面は，周期的にMnSi原子面

により形成されていることが分かる。さらに詳細に

強度解析を行うと，終端2原子層間には，サイト置

換が存在し，終端原子面にCo原子が存在している

ことが分かる。(9) MR比の温度依存性は，マグノン励

起による非弾性散乱トンネル過程が1要因であるこ

とが示唆される。 

む  す  び 

 TEMを用いたデバイス・材料の解析例を紹介し

た。TEMはナノメートルオーダの2次元構造観察

ツールとしてだけでなく，上述のように原子レベル

の元素分析や化学結合状態の解析，局所的な電気・

磁気特性の評価，さらに3次元微細構造の観察・評

価などに利用できる。今後も製品の高性能化・高信

頼化を目指し，最先端のデバイス・材料の解析を行

うとともに，新たなニーズに合わせて新規TEM解

析技術の開発も進めていく。 
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