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Ⅰ．研究計画の概要

1.

研究の趣旨

現在、われわれの周りには、環境、エネルギー関連などの諸問題が増大している．一方、真に豊かな生
活への要求も強く、これらを実現する社会の構築が強く求められている．この対応のためには、科学・技
術、なかんずく、高機能材料、先端デバイス等の開発への関心が高まっている．これを実現するためには、
本質に迫ることを可能とする先端的計測ツールの知的基盤整備を行うことが必要となっている．
材料、デバイス等の高性能化、あるいは新しい高機能材料、新デバイスの創出は、原子レベルの微細構
造を制御することによって達成される．例えば、耐熱高強度セラミックスや半導体レーザーなどでは、結
晶中の欠陥や不純物などの空間分布、元素の結合状態や種類によって特性が決定される．それらの機能、
特性などを含めた微細構造評価、新現象の発見には、原子レベルでの 3 次元観察と高精度な結合状態や元
素の分析が必要不可欠である．
このように微細構造の計測技術は、重要であるにもかかわらず、従来の計測技術では、内部構造の 2 次
元的な観察しかできないことや、ナノメータ領域の元素結合状態を高精度で測定できないなどの問題があ
り、新しい装置の実現が必要とされている．
本開発は、このような状況を鑑み、次世代材料、デバイス等の研究において飛躍的進歩（ブレークスル
ー）を可能とする研究基盤ツールを開発することが本研究開発の目的である．その開発するツールは、固
体内部構造をサブナノメータオーダーの分解能で立体観察するとともに、元素の種類と結合状態が分析で
き、さらに、科学・技術の広い範囲に波及効果を及ぼす研究支援ツールである「3 次元電子顕微鏡」を開
発、提供することにあり、本研究開発はそのために、行うものである．
（第Ⅰ期）
要素技術の開発と、その評価を行うテストベンチとして、3 次元電子顕微鏡の試作機の開発を行う．そ
のために、以下を行う．
①

3 次元電子顕微鏡の装置構成技術に関する研究およびシステムの開発

②

3 次元電子顕微鏡の画像処理技術に関する研究

③

3 次元電子顕微鏡による材料、デバイス構造評価に関する研究

④

3 次元電子顕微鏡の評価技術および標準試料作製技術に関する研究

（第Ⅱ期）
第Ⅰ期において、要素技術の開発と、その評価を行うテストベンチとして、3 次元電子顕微鏡の試作機
の開発を行ってきた．
これに引続き第Ⅱ期では、これら第Ⅰ期の評価結果に基づき、さらなる高機能化、適応性向上を図る．
そのため、
①

3 次元電子顕微鏡システムの確立

②

3 次元電子顕微鏡を用いたエネルギー分析技術の確立

③

3 次元電子顕微鏡を用いた評価技術の確立

④

3 次元構造再構築技術の確立

を行う．
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2．研究概要
2.1. 第Ⅰ期：
研究の飛躍的進歩を可能にし、また、波及効果の大きい先端的 3 次元観察・分析装置を目指して、固体
内部構造を 0.5ｎｍ以下の空間分解能で立体観察するとともに、元素の結合状態と元素の種類を、エネル
ギー分解能 0.5ｅV 以下で分析する 3 次元電子顕微鏡を開発する．そのために、以下の研究開発を行う．
2.1.1 ３次元電子顕微鏡の装置構成技術に関する研究およびシステムの開発
高空間分解能の 3 次元像観察と高エネルギー分解能の結合状態・元素分析に資するため、試料微動系、
超高真空系、電子線照射・検出系、電子エネルギー分析系等の装置構成技術を研究するとともに、システ
ムの開発行う．
2.1.1.1. 試料微動系・超高真空系に関する研究およびシステムの開発
＜平成 9 年度＞
高精度な３次元観察に資するため、ナノメータオーダーに管理した微動系により、試料の位置と傾斜角
度を高精度で制御する試料ステージおよび複雑な微動メカを内包する試料室の超高真空化技術に関する研
究およびシステムの開発を行う。
＜平成 10 年度＞
３次元電子顕微鏡を構成するに当たり、それに必要となる多軸微動ステージ、昇温脱離による超高真空
技術および３次元電子顕微鏡本体システムの開発を行う。
＜平成 11 年度＞
顕微鏡用微動ステージの超高真空化および光を用いた脱ガスの基礎研究、３次元電子顕微鏡の自動化を
目指したＰＣ制御システムの構成を行う。
2.1.1.2. 電子線照射・検出系に関する研究
＜平成 9 年度＞
高 S／Ｎかつ高分解能な３次元観察に資するため、高輝度な電子線をサブナノメータ径に集束する電子
レンズおよび高感度、高解像度電子線検出系により、試料への電子線入射条件制御と、試料内で散乱され
た電子の高 S／Ｎ検出を行う電子線照射・検出系に関する研究を行う。
＜平成 10,11 年度＞
高輝度な電子線をサブナノメータ径に集束する電子レンズと高感度、高解像度電子線検出系により、試
料への電子線入射条件制御と、試料内で散乱された電子の高 S／Ｎ検出を行う電子線照射・検出系に関す
る研究を行う。
2.1.1.3. 電子エネルギー分析系に関する研究
高精度な結合状態、元素分析に資するため、低収差化電子光学系と高安定化電気回路により、試料を透
過した電子のエネルギーを高分解能で測定する電子エネルギー分析系に関する研究を行う。
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2.1.2. ３次元電子顕微鏡の画像処理技術に関する研究
高精度、高速な 3 次元データの取得と電子顕微鏡操作のユーザフレンドリー化に資するため、高精度・
高速 CT 画像処理と観察操作自動化用画像処理等の画像処理技術を研究する．
2.1.2.1. 高精度・高速ＣＴ画像処理に関する研究
＜平成 9 年度＞
高精度、高速な３次元データの取得に資するため、離散データ群から立体像を画像処理や３次元データ
の高速処理により、試料を傾斜しながら観察した複数の電子顕微鏡像から立体微細構造を再構築する高精
度・高速ＣＴ画像処理に関する研究を行う。
＜平成 10,11 年度＞
対象の高精度で詳細な 3 次元データの取得に資するため、試料を傾斜しながら観察した複数の電子顕微
鏡から、内部構造を含めた立体微細構造を再構築する高速・高精度 3 次元ＣＴ（デジタル断層および輪郭）
画像処理手法に関する研究を行う。
2.1.2.2. 観察操作自動化用画像処理に関する研究
＜平成 9 年度＞
電子顕微鏡操作のユーザフレンドリー化に資するため、位相スペクトル法や相互相関法等の画像演算処
理により、電子顕微鏡の焦点、非点、視野ずれ等を高精度で検出し、かつそれらを自動的に補正する観察
操作自動化用画像処理に関する研究を行う。
＜平成 10,11 年度＞
従来のパワースペクトル画像計測手法に代わって、位相スペクトル計測手法を採用し、これによる電子
光学パラメータ自動調節の実用化アルゴリズムを作成し、実効的な自動化用画像処理手法を確立する。
2.1.3. ３次元電子顕微鏡による材料、デバイス構造評価に関する研究
開発した 3 次元電子顕微鏡の高度な活用に資するため、電子顕微鏡像の観察法とデータ解析法、エネル
ギー分析データの測定法とデータ解析法を研究する．
電子顕微鏡像の観察法とデータ解析法に関する研究
＜平成 9 年度＞
３次元電子顕微鏡の活用の高度化に資するため、電子顕微鏡像の暗視野高分解能観察条件の決定および
原子配列構造の理論解析法の開発により、３次元電子顕微鏡の画像データから、材料、デバイス構造の情
報を最大限に抽出する電子顕微鏡像の観察法とデータ解析法に関する研究を行う。
＜平成 10 年度＞
3 次元電子顕微鏡の活用の高度化に資するため、電子顕微鏡像の暗視野高分解能観察条件の決定および
ナノ材料の構造解析法の研究を行う。
＜平成 11 年度＞
3 次元電子顕微鏡による材料、デバイス構造評価を有効に行うため、暗視野像の観察法とデータ解析法
の研究を行う。
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2.1.3.2. エネルギー分析データの測定法とデータ解析法に関する研究
＜平成 9 年度＞
３次元電子顕微鏡の活用の高度化に資するため、空間分解されたエネルギー分析データの測定とスペク
トル処理、および画像スペクトルデータの多次元拡張により、３次元電子顕微鏡の分析データから、原子
レベルの元素分布や結合状態を解析するエネルギー分析データの測定法とデータ解析法に関する研究を行
う。
＜平成 10 年度＞
半導体デバイス材料の電子エネルギー損失スペクトル実験を行い、半導体材料に固有なスペクトル特性
を把握・解析し、デバイス構造の化学的情報を抽出するデータ解析法について検討する。
＜平成 11 年度＞
3 次元電子顕微鏡を用いた電子エネルギー損失スペクトル測定を行い、装置の特性評価とスペクトル計
測条件の最適化およびソフトウェアの効率化を検討する。
2.1.4. ３次電子顕微鏡の評価技術および標準試料作製技術に関する研究
＜平成 9 年度＞
開発した３次元電子顕微鏡の性能評価に資するため、原子あるいは原子層の単位で原子配列や組成を制
御した量子構造や Si 超微粒子等により、３次元電子顕微鏡で測定された内部微細構造や結合状態・元素の
データが、妥当なものであるかどうかを実験的に確認するための評価技術および標準試料に関する研究を
行う。
＜平成 10,11 年度＞
3 次元電子顕微鏡の性能を正しく評価するために、ナノスケールの立体構造を持った半導体の標準試料
を数種類開発し、それら試料のサイズ、組成、歪み等の物性を予め明らかにしておく。
2.2 第Ⅱ期
研究開発を効果的に進めるために、これまでの体制を 3 次元電子顕微鏡システムの確立、3 次元電子顕
微鏡用エネルギー分析技術の確立、3 次元電子顕微鏡による実試料観察技術の確立、3 次元構造再構築技術
の確立の 4 グループとして再編して、本研究開発に取り組む。
2.2.1. 3 次元電子顕微鏡システムの確立
第Ⅰ期では、新要素技術の開発を進めるとともに、一方では 2 次元像を多数撮影して、既存技術を活用
し、3 次元化を試み成果を上げてきたが、その要素技術を第Ⅱ期において第Ⅰ期での成果に組込みシステ
ムの確立を図る．
2.2.1.1. 3 次元電子顕微鏡の高性能・汎用技術に関する研究開発
＜平成 12 年度＞
基本的なハードウェアが完成した 3 次元電子顕微鏡の分解能および操作性の向上を図るために、電気系、
照射系の性能向上、自動化ソフトウェアの搭載などを行う。
＜平成 13 年度＞
基本的なハードウェアが完成した 3 次元電子顕微鏡の分解能および操作性の向上を図り、広範囲からの
活用とユーザフレンドリー化を行うために、3 次元電子顕微鏡のネットワーク対応化、および試料室の高
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真空化を行う。
2.2.1.2. 3 次元電子顕微鏡の制御自動化アルゴリズムに関する研究開発
＜平成 12 年度＞
第Ⅰ期に完了した焦点合わせや非点収差補正などの電子光学パラメータ自動調整のアルゴリズムを、本
体の 3 次元電子顕微鏡に搭載し、自動補正の高速・高精度化を達成する。
＜平成 13 年度＞
平成 12 年度に搭載した自動化制御部の高速・高精度化を新たに開発するソフトウェア・アルゴリズムに
より実現しつつ、さらにユーザフレンドリー化を促進する。
2.2.1.3. 3 次元電子顕微鏡用試料加工技術と電子線検出装置の研究開発
3 次元観察に適した形状を有する試料加工法と観察のための試料ハンドリング技術を研究開発する。ま
た、試料内で散乱された電子の高 S／Ｎ検出を可能とする電子線検出装置の改良を行う。
2.2.2. 3 次元電子顕微鏡を用いたエネルギー分析技術の確立
本プロジェクトは、3 次元像を得るだけでなく、電子線のエネルギー分析により、試料の構成原子およ
びその結合状態を同定できるツールを開発することを目指している．第Ⅰ期では、電子線エネルギー分光
計単体の開発を行うと同時に、それを用いたデータ収集法・解析法の研究を行ってきた．
第Ⅱ期では、第Ⅰ期で開発された分光計を 3 次元電子顕微鏡本体に搭載し、エネルギー分析技術の確立
を図ると同時に、観察法の最適化を行う．
エネルギー分析系の高分解能化に関する研究開発
高度な結合状態、元素分析に資するため、低収差電子光学系と高安定化電子回路により、試料を透過し
た電子のエネルギーを高分解能で測定する電子エネルギー分析系に関する研究を行う。
2.2.2.2. エネルギー分析系におけるデータ収集・解析技術の最適化に

関する研究

＜平成 12 年度＞
3 次元電子顕微鏡によるスペクトルデータ計測の実験を行い、マッピングを指向した測定法の効率化を
検討する。また、スペクトル構造を利用した簡便なデータ解析を検討する。
＜平成 13 年度＞
3 次元電子顕微鏡による実用デバイス材料のスペクトルデータ計測の実験を行い、ユーザフレンドリー
な計測・解析法を検討する。
2.2.3. 3 次元電子顕微鏡を用いた評価技術の確立
新たに開発した 3 次元電子顕微鏡の性能を評価するためには、予め形状が分かっており、かつナノスケ
ールの立体構造を有する標準試料が必要である．ここでは、これらの標準試料を制御性良く作製する技術
の開発を目指している．
第Ⅰ期では、開発中の 3 次元電子顕微鏡の性能を正しく評価するために、主に半導体などの無機材料の
標準試料作製技術の開発を行った．
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第Ⅱ期では、プロジェクト終了後の 3 次元電子顕微鏡の用途を視野に入れ、高分子や生物試料などにも
対応した広範囲な評価技術を確立する．
2.2.3.1. 実試料の 3 次元観察に関する研究
＜平成 12 年度＞
有機、無機、バイオ材料の 3 次元観察を行う。
＜平成 13 年度＞
3 次元観察に適した有機、無機、バイオ材料の試料を作成し、実際に観察を行うことにより、その適用
範囲を拡大する。さらにその観察結果を解析し、問題点改良を行い試料作製手法の最適化を図る。
2.2.3.2. 3 次元電子顕微鏡の標準試料作製技術に関する研究開発
3 次元電子顕微鏡の性能を正しく評価するために、ナノスケールの立体構造を持った半導体の標準試料
を数種類開発し、それらの試料サイズ、組成、歪などの物性を予め明らかにしておく。
2.2.3.3. 3 次元観察法の最適化に関する研究
＜平成 12 年度＞
3 次元電子顕微鏡による材料、デバイス構造評価を有効に行うため、HAADF‑ STEM 像の観察法とデータ
解析法の研究を行う。
＜平成 13 年度＞
新しく開発する 3 次元電子顕微鏡の高度な活用に資するため、高分解能走査透過電子顕微鏡の観察法と
データ解析法の最適化の研究をする。
2.2.4. 3 次元構造再構築技術の確立
＜平成 12 年度＞
第Ⅰ期では、電子顕微鏡 2 次元像から 3 次元構造を再構築するためのアルゴリズム、およびそれを具現
化するソフトウェア、ユーザインタフェースの開発を行ってきたが、第Ⅱ期では引き続いてそれを使いや
すくするためのアルゴリズム、ソフトウェアの開発を行う。
＜平成 13 年度＞
3 次元電子顕微鏡からの各角度からの透過像から、高精度な 3 次元のモデルを再構築するシステムおよ
び手法を開発する。
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Ⅱ．研究成果の概要

1．総括
本プロジェクトの目的は、物質科学の基礎となる微細構造を明らかにするために、電子顕微鏡における
2 次元画像を様々な角度から取り込み、それを逆構築、もしくは動画的処理を行うことにより、3 次元物体
として観察できる装置を開発することである。第 1 期においては 3 次元電子顕微鏡の基本構成を確立し、
サブミクロン構造を持つサブミクロンサイズの ZnO を 3°間隔で 43 枚の電子顕微鏡（STEM）写真を撮り、
サブミクロンテトラポッド構造のトモグラフィ処理による逆構築に成功した。
第Ⅱ期においては、理化学研究所レーザ棟に設置した 3 次元電子顕微鏡の高性能化、ユーザーフレンド
リー化を行い、数 nm の Pt 微粒子の結晶を 3°間隔で 40 枚観察し、動画処理またトモグラフィ処理による
逆構築により、3 次元観察することに成功し、目標とする装置の完成をみた。この成功は、各研究機関が
分担した要素技術の高度化とその融合による。
第Ⅰ期で完成した 3 次元電子顕微鏡の高機能化、適応性の向上を目指す第Ⅱ期の出発にあたり、研究開
発課題の変更とグループの再編成を行った。第 1 グループは 3 次元電子顕微鏡のシステムの確立、第 2 グ
ループは 3 次元電子顕微鏡を用いたエネルギー分析技術の確立、第 3 グループは 3 次元電子顕微鏡を用い
た評価技術の確立、第 4 グループは 3 次元構造再構築技術の確立である。これらのクループではそれぞれ
の設定目標を持ちながらも、各グループの成果の融合が必須であった。
第 1 グループでは、高分解能の電子顕微鏡画像を 3 次元再構築できるレベルの画像を短時間のうちに多
量に取り込むシステムの確立を目標とした。高輝度な微小電子ビームの長時間にわたる安定な発生、短時
間のうちに検出する能力、測定に適した試料の加工、試料の移動や回転機構、画像の位置決め、非点焦点
補正の自動化など、画像の取り込み方法を中心に検討した。半導体デバイスの Cu ビアホールの不良解析は、
試料の作成技術や試料の 360°回転機構など本装置の性能を遺憾なく発揮した。また、ユーザーフレンド
リー化を図るためにネットワーク化も行った。
このシステムを確立するために、特に第 3 グループの評価グループと協力して行った。測定した試料は
半導体、セラミックス、高分子、生物試料など多岐に渡った。半導体においては現在注目を浴びている量
子ドット、セラミックスにおいては金属微粒子埋め込み層の観察の 3 次元観察、高分子においては金属イ
オン注入層の観察、生物試料では血小板の接着状況の観察などである。観察方法にはそれぞれ課題を残す
ものの、観察はできることがわかった。
第 2 グループでは画像観察後に元素分析またその状態分析を行った。元素分析は、取り込んだ画像位置
や焦点あわせを行った後、その画像と合わせる形で元素分析を行った。多層膜の解析を行い、取り込んだ
STEM 画像と、元素分析画像のよい一致を見た。また、エネルギー分解能は 0.5 eV で、目標性能は達成し
た。
第 4 グループでは、取り込んだ画像の再構築を行った。Pt クラスター結晶の STEM 画像からトモグラフ
ィ処理により再構築画像を作り出した。
以上のように、開発した 3 次元電子顕微鏡は物質の 3 次元観察を可能にした。

2．サブテーマ毎、個別項目ごとの概要
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2.1.1. ３次元電子顕微鏡システムの確立
① ３次元電子顕微鏡の高性能・汎用化技術に関する研究開発

第Ｉ期までに，３次元電子顕微鏡（電顕）の基本的性能は満足した．第Ⅱ期では，自動焦点，試料ステ
ージなどの本プロジェクトの他の研究テーマで第Ⅰ期中に開発されたアルゴリズムや機構要素をシステム
として統合する必要がある．そこで，３次元電子顕微鏡高分解能化装置を試作し，電顕本体を外部コンピ
ュータで制御するための通信プロトコルを確立，電顕制御用コンピュータからの EELS（電子エネルギー損
失分光）装置の統合制御，電子顕微鏡の分解能を 0.5nm から 0.24nm を実現した．
また、３次元電子顕微鏡の性能を最大限に発揮するためには，位置決めなどの高い機械精度と，超高真
空を実現する試料ステージが必要であることから第Ⅰ期に開発した超高真空ステージの改造を行い，最小
分解能 5nm，到達圧力 1.4x10‑8Pa を実現した．また，本体搭載をふまえ，機器構成などを検討したが，現
行の真空ポンプの能力で十分な到達圧力が実現できることが分かった．
さらに、本装置の利用促進のためのシステムの構築と、実際の観察を行うことによる目標成果の達成度
の評価を行った。まず、本プロジェクトに係る理研と他の機関及びプロジェクト終了後の外部研究者から
の利用効率の向上を図るためのネットワーク対応化を行った。さらに、本プロジェクトで開発された分析
装置である EELS や自動焦点制御を本体の制御に統合化し、３次元電子顕微鏡装置の独立したツールとして
の完成度を高め、超高真空状態での試料観察を可能とするモジュールと試料ステージの高精度制御を可能
とするユニットを設け高分解能かを図った。
以上の装置を用い Pt 微粒子の大傾斜度観察により、目標３次元分解能 0.5nm の確認、また Pt クラスタ
粒子の３次元立体構築、さらに、Si 薄膜試料を用いた EELS 観察による、目標エネルギー分解能 0.5eV の
達成などにより、本プロジェクトの成果を確認した。
2.1.2. ３次元電子顕微鏡の制御自動化アルゴリズムに関する研究開発
第Ⅰ期までに完了した電子光学パラメータの自動調整アルゴリズムを本格的に実用機に搭載し、自動調
整実験を行なった。ここで、
「電子光学系オンライン画像処理制御装置」を使ってハード面を整備するとと
もに、ソフト面でもさらに改良し、信号数値演算における相互相関法と最小二乗法を駆使し、高精度でか
つ高速な処理系を実現した。その結果、自動焦点合わせ(オートフォーカス)が、数秒以内で実行でき、精
度ではナノメータオーダで可能であること、また３次元観察のための試料傾斜においても、数度の傾斜角
ごとであれば、高速な自動追跡調整が可能であることがわかった。
次いで、３次元電子顕微鏡に、上記開発の自動調整システムを搭載し、良好に自動焦点合わせ(オートフ
ォーカス)と自動非点補正が行えることを検証した。本格的システム化にあたっては、
「統計処理・数値計
算ソフト」及び「制御通信ソフト」使うことにより、自動調整におけるロバスト性も良く、かなりの焦点
はずれでも確実に動作し、最適焦点位置に近い状態に調整された。また、再度動作すれば、ほぼ最適焦点
位置の Scherzer focus に調整された。このロバスト性は、多数枚の画像入力を必要とする３次元電子
顕微鏡法に有効である。周波数特性における、ノイズ優位の帯域を適切に切り離すことで、処理時間の短
縮と精度の向上、さらには高速オンライン画像取り込みによるノイズ対策も行えた。また、本手法の特徴
である、観察試料の種類に依存しないとの特性についても検証できた。さらに、ユーザフレンドリー化に
資するために、ユーザの専門性に応じて、フルオートマチックなモードと、全てのプロセスが逐次検証さ
れながら実行できるモードの 2 種類を提供した。後者のモードでは、試料の特徴やオートチューニングに
おける所望の精度に応じて各パラメータが可変できる。
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2.1.3. ３次元電子顕微鏡用試料加工技術と電子線検出装置の研究開発
３次元試料作製法確立のため、試料ステージ・ホルダの高性能化を行い、微動精度、振動特性を向上し、
原子レベルの分解能、即ち金の(200)面の格子像（格子間隔＝0.204nm）観察を実現させた。さらに自動化
アルゴリズムの組み込みを可能とするため、コンピュータ制御可能とする改造を行った。ここでは、第Ⅰ
期で開発した試料ステージ・ホルダを駆動するためのアクチュエータ・傾斜モータ制御用コンピュータを
設け、本体制御コンピュータとコマンド通信にて互いに制御可能とした。試料ホルダは試料加工装置と電
子顕微鏡試料ステージで互換な構造とした。即ち両者に設置できる針状試料固定治具を介すことにより、
全方位観察可能な円筒形試料を装着できるシステムとした。さらに、３次元観察試料の構造に対応したコ
ントラストで像観察できるように、任意の放出角度の電子線検出を可能とする角度制御機能を設けた。こ
こでは、電子線検出角度制御機能としては、検出器直上に、真空外から操作でき、検出角外径を設定でき
るしぼり機構を作製・設置した。本しぼり機構と、既に３次元電子顕微鏡本体に設置された明視野 STEM 検
出器を用いることで、最小径 1mm、最大径 16mm の間において、自由な組合せの内径、外径を設定できるよ
うにした。
さらに本体に改良試料ステージ・ホルダを搭載し、
ステージは微動・傾斜全ての動作を、
外部の Windows‑PC
制御可能とし、自動化アルゴリズム搭載を可能とした。これを用い、画像処理と組み合わせ、試料傾斜時
の視野ずれを試料ステージにフィードバックする自動補正機能を開発、本体搭載した。これらの装置を用
い、FIB（集束イオンビーム）にて加工した円筒試料を全方位から観察できることを確認し、半導体デバイ
ス、ナノ材料等の３次元観察まで実行した。本プロジェクトの目標である３次元分解能 0.5nm が実現でき
たことが確認された。これらの操作や試料加工法を完成させ、本体搭載し、マニュアル作成を行い、プロ
ジェクトメンバへの技術移管を完了した。
2.2. ３次元電子顕微鏡を用いたエネルギー分析技術の確立
2.2.1. エネルギー分析系の高分解能化に関する研究開発
暗視野環状 STEM 検出器の S/N を損なわず、かつ 300ｋV の電子線に対し高エネルギー分解能を持つ分析
系を試作した。この分析系を 3 次元電子顕微鏡に取付け、ほぼ所定のエネルギー分解能を確認した。
操作性向上を図るため、本体との一体化制御を可能にした制御電源を試作した。この制御電源で自動線分
析が可能であることを確認した。
試料位置を高速に補正するため、画像処理系を含んだライン分析制御装置を試作し、試料のドリフト量
の低減を実施した。
バーチャルな光源位置変化に応じて、スペクトルの位置補正が可能な機能を付加した。
エネルギー分析を Si02 膜、Si3N4 膜で実施した。
2.2.2. エネルギー分析系におけるデータ収集・解析技術の最適化に関する研究

ＥＥＬＳにより計測される内殻電子励起スペクトルの吸収端微細構造を、物質同定に利用する手法を検
討した。特に、炭素 K 殻電子励起スペクトルに着目し、炭素材料の結合様式である sp2 混成の割合を導出
する処理法を明らかにした。実材料の解析として提案されている微粒子複合系についても適用可能な解析
式を求めた。さらに、実測スペクトル（スペクトルデータ解析用装置を利用）から結合様式を求める際に
必要となるディコンボリューション処理を明らかにした。
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また、炭素 K 殻吸収端微細構造と試料の配向関係を検討し、異方性の強い材料の方位決定に利用できる
ことを明らかにした。ナノチューブについて位置分解スペクトルを計測し、配向依存性を実験的に明らか
にした。
３次元電子顕微鏡のスペクトル計測法の最適化として、電子プローブ走査によるスペクトル変動を実測
し、変動量と原因を明らかにした。900nm の走査で±2eV のエネルギーシフトと±10%の強度変動が存在す
るが、走査距離が小さくなるにつれ変動は良く抑えられ、局所分析に適していることが明らかになった。
実材料への応用として多層膜ナノ構造体のライン分析を実施し、ナノメートルオーダーのチタンの分布
を得ることに成功した。さらに、スペクトル微細構造を利用した状態分析として、酸素の特定ピーク強度
を取り出し、酸素の結合状態の違いを１次元のラインプロファイルとして可視化することにも成功した。
2.3 ３次元電子顕微鏡を用いた評価技術の確立
2.3.1. 実試料の３次元観察に関する研究
高分子（ポリイミド）およびセラミックス（単結晶アルミナ）に対し高濃度金属イオン注入を行い、試
料内部に金属ナノ微粒子を生成させてその形態を観察した。特に、高分子試料に対しては 3 次元電子顕微
鏡実機観察を行った他、ウルトラミクロトームによる切片試料の作製および集束イオンビーム加工装置に
よる円筒形試料の作製を試み、いずれの手法においても 3 次元観察用試料の加工が可能であることを示し
た。
また、生体材料（血小板）についてはその基材との接着界面の 3 次元観察を行った。観察対象は導入し
た集束イオンビーム（FIB）ナノ加工装置および試料ホルダー（大口試料ホルダー、3 次元電子顕微鏡用ホ
ルダー）を用いることにより 3 次元観察に適した直径 100〜300nm 程度の円筒形に切削を試み、いずれの場
合についても加工、観察が良好に行えることを示した。一方、各試料個別の問題点（観察中の炭素汚染の
発生、試料の変形）について明らかにした。
2.3.2. ３次元電子顕微鏡の標準試料作製技術に関する研究開発

４タイプの標準試料のうち、３次元電子顕微鏡（ＴＥＭ）にふさわしいと判断した２タイプについて、
ＴＥＭ観察および３次元ＴＥＭ／ＳＴＥＭ観察を行い、問題点を検証した。標準試料の最終構成として、
「量子ドット構造」
・
「多層薄膜」
・
「金微粒子」を選定し、その作製技術として化学分子線エピタキシーお
よび電子ビーム蒸着を用いることとした。実際にＦＩＢを用いて円筒試料を作製し、イオンミリングの場
合と比較した。試料表面にアモルファスシリコンを堆積させると円筒加工にふさわしくなることがわかっ
た。
量子ドット構造と金属微粒子構造について、通常の薄膜試料作成とＦＩＢ加工による円筒試料作成を行
い、３次元電子顕微鏡および通常ＴＥＭによる観察を行った。分解能検証の可否、平面試料と円筒試料の
差異、多方向観察を検証した。アニールにより析出した金の微粒子によって１．２ｎｍまでの分解能が、
また結晶化したシリコン粒子の格子像によって０．２４ｎｍまでの分解能が判定できること、円筒試料の
ＳＴＥＭ観察でも金微粒子が観察できることを示した。量子ドット構造の試料を対象として、ＦＩＢによ
る円筒加工の方向を工夫し、従来は不可能であった断面方向と平面方向の同一試料でのＳＴＥＭ観察を行
うことに成功し、３次元電子顕微鏡の有効性を明らかにした。薄膜多層構造の円筒加工は行わなかったが、
通常の断面試料加工と観察によってＥＥＬＳエネルギー分解能の検証に有効な試料構造であることが確立
された。
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2.3.3. ３次元観察方法の最適化に関する研究
走査透過電子顕微鏡の暗視野像の結増の実験的、理論的研究として、単純な面心立法構造の二元合金中
に存在する微小規則化領域が HAADF‑STEM（高角度散乱暗視野走査透過電子顕微鏡）でどのように観察でき
るか Ni4MO 合金をモデル試料に選び、実験的、理論的、また像シュミレーション法を用いて行った。また、
３次元再構成用の新しい像観察法と像記録法の開発と実際への応用へのフィッティングの検討を行い、実
機における信号検出器が備えるべき条件などを提案した。3 次元再構成における大角度検出 STEM 像
（HAADF‑STEM 像）の問題点を考察し、代りに 1nm 以上の分解能での低角度検出暗視野 STEM 像の有効性に
ついての提案を行った。また弾性散乱電子により形成される暗視野 STEM 像の変わりに、非弾性散乱電子を
用いた結像の基礎研究として、カーボンナノチューブも含む各種炭素材料の電子エネルギー損失分光を行
い、その非弾性散乱過程の平均自由行程などを確認した。
さらに、最適化に関する研究を、シミュレーションプログラムの作成と各種の試料の観察実験を通して
行った。また、HAADF‑STEM の結像理論を再検討し、ベーテ法による像シミュレーションプログラムを作成、
それを種々の例に適用した。Ti/Si1‑xGex/Si 界面での良好なコンタクト形成のための加熱処理に伴うゲル
マニウム(Ge)およびその化合物の析出状態を HAADF‑STEM で研究した。金属に媒介された非晶質 Ge の再結
晶化メカニズムの解明を行った。金や銀、アルミニウムなどの典型金属が非晶質シリコンやゲルマニウム
と接したときに結晶化温度が下がる興味深い現象であり、非晶質半導体を太陽電池に応用する場合に工業
上問題になるものである。この研究では、その結晶化の核になる金属合金相、および余った金属の再析出
過程を、HAADF‑STEM の Z‑コントラスト像で撮らえることに成功した。白金スーパー結晶の HAADF‑STEM に
よる 3 次元観察を行った。近年の化学合成技術によってはじめて作製が可能になったナノサイズの方向の
揃った白金(Pt)微粒子からなるスーパー結晶（面心立方格子）を、本プロジェクトで製作した３次元電子
顕微鏡で観察した次世代軟磁性材料の候補である、ナノ軟磁性材料として多方面から研究されている
Co‑Al2O3 ナノグラニュラー膜について HAADF‑STEM/EELS による研究を行った。
2.4. ３次元構造再構築技術の確立
「再構築手法開発用解析装置」を用いて基本アルゴリズムを開発した。その基本アルゴリズムを元にし、
主に生体のようなコントラストの低い、複雑な内部構造を持つ対象の３次元立体を再構成する立体モデラ
の基本仕様および各画像の処理システムの基本仕様を確定し、試作した「視野ずれ補正装置」を用いて大
まかな位置合わせの終わった３次元電子顕微鏡の各角度での画像を用いて、
「３次元電子顕微鏡用生物対象
立体モデルの構築」プログラム開発、および「３次元電子顕微鏡用生物画像処理システムの構築」プログ
ラム開発を進めた。
加速電圧 200kV の STEM(HD‑2000)を用いて、傾斜前の画像に対する位置ずれ量を位相限定相関法に基づ
く DSP（デジタル信号処理プロセッサ）で解析し、試料ｽﾃｰｼﾞ xy 移動機構にて補正する。これを位置ずれ
量 0.1 画素以下となるまで補正を繰返した。2〜3°の試料傾斜による視野ずれ量は多くとも 250nm 程度で
あったが、この視野ずれが 10 秒以内に倍率 10 万倍で 0.1 画素に相当する 0.7nm 以下に補正され、画像更
新によって相関値が 100 となることが分かった。また、生物画像処理システムの構築において、新たに画
像の明るさ補正機能、特徴点間距離計測機能、傾斜軸角度計測機能、特徴点を通る直線間の角度計測機能、
特徴点自動抽出機能、特徴点表示機能、特徴点トレース表示機能等が追加された。生物対象立体モデルの
構築により、外部システムに依存せず、内部で集合演算が可能になった。
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さらに、今までに開発してきた手法、試作ソフトウェアの実用化、および最適化（高速化、並列化）を
行うことにより、内部構造を含んだ３次元微細構造を再構築するためのモデリングソフトウェア（内部構
造立体モデラ実用化システム）を完成させた。より具体的には、内部構造を有する様々な 3 次元電子顕微
鏡像を入力とし、これまでに開発してきたソフトウェアをさらに発展させて 3 次元内部構造立体モデルを
構築する過程で、自動化の必要な部分を機能として開発し、プログラム（内部構造立体モデラ実用化シス
テム）を作成して有効性を確認した。

3.

波及効果、発展方向、改善点等

3.1. 波及効果についての検討
開発してきた３次元電子顕微鏡を用いて、次のような試料の観察を試み、本研究開発の目標とする成果
が得られている。
1） サブミクロン ZnO 粒子
2） デバイス用 Cu ダマシン（ビアホール）
3） Pt クラスター微粒子結晶
4） Ti／Al 多層薄膜
5） 量子ドット
6） Cu イオン注入ポリイミド
7） Cu および Fe 微粒子分散アルミナ
8） 血小板／Si 接着界面
これらの成果をもとに、3 次元電子顕微鏡の波及効果について、ソフト面およびハード面の両面から検
討した。ソフト面とは 3 次元電子顕微鏡そのものを物質の分析・解析に利用する観点で、ハード面とは本
装置における各要素技術の観点である。
3.1.1. ソフト面からの波及効果
サブミクロン ZnO 粒子の観察においては 3°おきに 43 枚の撮像に成功し、それをもとにトポグラフィー
処理により ZnO の立体構造を再構築した。この成果は、ひげを生やした形を有するサブミクロンサイズの
金属やセラミックスの微粒子や歪ではあるが、一定の形をもつダイヤモンド微粒子などの観察には非常に
有効であることを示している。
半導体デバイス用 Cu ビアホールの観察は、典型的な電子デバイスの不良解析である。X 線 CT の重要性
の一つが生体や各種無機材料の欠陥解析にあるように、3 次元電子顕微鏡観察も半導体電子デバイスの不
良解析が現時点において最も利用されやすい領域であると考えられる。その理由は、マイクロサンプリン
グによる試料加工がしやすいこと、観察するサイズが電子顕微鏡の能力に無理がないこと（最高性能を必
要としないこと）
、デバイスが 3 次元化しておりニーズが高いことなどがあげられる。しかし、この領域は
半導体デバイスのセキュリティの問題もあって、一般には公開されないという、普及するということにと
っては大きな障壁がある。
Pt クラスター微粒子の観察においては、試料を回転させて観察することで、試料がナノサイズで結晶化
し、立体構造を有していることが良くわかった。この観測結果は 3 次元電子顕微鏡の能力を明瞭に示し、
今後新たに作られるであろうナノクラスターの解析には有効である。
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Ti／Al 多層薄膜や量子ドットは、ナノテクノロジィの最前線の材料である。このような材料の STEM 像
や EELS による元素解析が可能であることがわかった。これはナノテクノロジィ領域におけるマテリアル関
連の研究には有効である。
Cu イオン注入したポリイミドは、非晶質炭素（工業界ではダイヤモンドライクカーボン、DLC と呼ばれ
ている）に Cu 微粒子が埋め込まれていることが観察された。この材料は次世代 DLC のひとつの例である。
また、Cu や Fe が埋め込まれたアルミナは非線形光学材料として注目されている。このような不均一に埋
め込まれたナノ粒子の解析には有効である。
血小板／Si 接着界面の観察は血小板／コラーゲン接着界面の観察の基礎研究として行ったものである。
この研究は、理化学研究所が中心となり企業および大学と産学官連携で基礎研究および開発を進めている
ハイブリッド型人工血管や人工硬膜の開発など生体適合性材料の開発と関係している。この領域は全く新
しく、半導体製造技術をバイオマテリアルへの展開という境界融合領域研究である。このような領域へも
３次元電子顕微鏡は適用できる。
以上のように、開発した 3 次元電子顕微鏡は、微粒子、ナノテクノロジ−材料（物質）、バイオ材料の観
察に利用できるとソフト面では結論付けられる。尚、本研究においては細胞の直接観察は試みなかったが、
試料の特殊処理などで観察可能と考えている。
本３次元電子顕微鏡の今後の利用方法については、理化学研究所内での共同利用機器的な利用、対外的
には受託研究や受託試験等の理化学研究所規則に則って開放する方法、大学や公的研究機関との共同研究
をする方法などがある。ともかく、世界に１台しかない装置であり、いっきに開放すると混乱を招くので、
文部科学省から借用できるならば、徐々に広く開放していきたいと考えている。尚、３次元電子顕微鏡の
開発にかかわった研究者は、理化学研究所の共同研究者となり、３次元電子顕微鏡の性能向上を図ってい
くことにしている。
3.1.2. ハード面の各要素技術の普及について

３次元電子顕微鏡の各要素技術の普及について検討する。
上記した試料の観察において、特に、Pt 微粒子の観察においては、本電子顕微鏡でしか観察できない要
素技術が多数ある。すなわち、この観察においては、細く絞った電子ビームを長時間、安定して出すこと、
短時間のうちに STEM 像が取り込めること、容易に焦点が合わせられ、非点補正ができること（高速自動焦
点非点補正処理）
、試料回転などの駆動に伴う機械的位置ずれが小さいこと、また、画像のわずかな位置ず
れを電気的に補正できることなどがあげられる。
なかでも、焦点および非点補正の自動化は、透過電子顕微鏡のみならず、走査電子顕微鏡においても実
証済みである。現在、走査型電子顕微鏡は相当自動化されているが、高倍率では行えないのが実情である。
また、焦点および非点補正が同時に自動的に行えるものはない。したがって、技術者が交代して同じ物を
観察すると、同じ画像が取れないという問題が指摘されている。自動焦点非点補正装置が一般の走査型電
子顕微鏡に搭載されれば、人が入れ替わっても同じ写真が取れることになり、社会的な貢献度は非常に大
きいと言える。
その他にも、開発したステージはユーセントリック法を用いたもので、回転ぶれの小さいものである。
これまで電子顕微鏡においては試料を回転させると試料の像が視野から外れることがあったが、この技術
により画像が視野から大きく外れることはなくなった。また、元素分析に長時間電子ビームを照射する必
要のある EDX（エネルギー分散Ｘ線分光法。汎用機には着装している。
）による計測においては、計測中の
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位置ずれは致命的な欠陥となっていたが、画像の位置ぶれ補正装置は計測中の位置ずれを自動的に検知し
修正するため、画像と元素分布を対応させる計測においては重要な役割を果たすことが Cu ダマシンの観察
において実証された。
開発した 3 次元電子顕微鏡の各要素技術は、既存の電子顕微鏡に搭載・活用して機能増が可能なものと
いえるものであることが確信できる。
3.2 発展の方向性に関する検討
３次元電子顕微鏡が対象とするのは、新奇な物質の構造解析、電子デバイスの不良解析、生物試料解析
などである。これまで物質の構造解析は電子顕微鏡の２次元観察で行われ、その画像から物質の構造が解
析された。その主なものはいわゆるバルク材料から切り出されたものである。しかし、量子ドットなどの
ナノマテリアルにおいては界面、すなわち環境との境界が問題となり、また、それ自体３次元構造として
捉える必要がある。したがって、３次元電子顕微鏡の重要性は物質を３次元ナノ構造として捉える場合に
重要になる。
実用材料においては、最新 IT 産業を支える電子デバイスの解析への活用である。半導体デバイスはムー
アの法則にしたがったロードマップに沿って開発が進んできた。現在、ゲート長として 0.13μｍが使われ
ているが、2010 年には 50nm になると予測されている。現在、INTEL では 30nm デバイスを作成したと報告
され、今後、ナノデバイスに進んでいく。このデバイスは複雑な 3 次元構造をしており、その構造評価、
また、不良の解析は歩留まりの向上、安定なデバイス作成において最重要課題である。また、現在開発が
進んでいる IC カード（SUICA など）は安定な記憶保持力が重要な特性で、今後微細化が進むと宇宙放射線
照射によるシングルエベント効果による照射損傷生成とメモリ変化が問題となり、微小な照射損傷解析も
重要課題となる。
さらに、PC 内の結線はワイヤーから光通信に変わる可能性は高く、その複雑な構造解析には、簡易型の
3 次元電子顕微鏡も必要になると思われる。すなわち、IT 社会の基盤をなす半導体デバイスの不良解析は、
デバイス開発の裏方技術としての役割は重く、３次元電子顕微鏡の簡易化は重要な課題になると思われる。
生物材料においては、3 次元構造を持っているため、3 次元観察は必須である。そのサイズは半導体デバ
イスほど小さくはないため、3 次元観察は容易と思われるが、この試料は電子線に弱く、容易に破壊され
るため、観察手法自体を開発する必要がある。また、人工臓器の開発においては、人工材料と生体材料と
の接触界面が課題となっており、この領域においては、接触界面の 3 次元電子顕微鏡観察は必須であろう。
3.3 改善点
本３次元電子顕微鏡の開発目標はすべて完了したと考えている。しかし、研究開発を進めてわかったこ
とは、３次元電子顕微鏡観察は容易ではないと言うことである。第１に観察したい物質を３次元観察用に
取り出すことである。これにはマイクロサンプリング技術を用いるが、この技術は半導体デバイスの一部
を取り出すために開発された技術で、そのためのノウハウは蓄積されている。しかし、それ以外の材料に
対してはあまり行われておらず、今後のノウハウの蓄積が重要課題である。特に、無機材料と有機材料の
ハイブリッド材料はその性質の違いから、試料作成条件の困難さが予測される。また、有機材料の電子線
に対する弱さは本質的であるため、電子線エネルギーを下げ、電子ビーム電流も下げ、かつディテクター
の感度を上げる必要がある。これはジレンマと言うよりトリレンマといえる条件であり、多分、開発を進
めればテトラレンマのような状況が生まれるかもしれない。これを克服するには全く違った発想が要求さ
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れる事態も生ずると考えられる。したがって、本電子顕微鏡開発にあたっては様々な試料の観察を考えて
きたが、生物試料観察においてはある程度ターゲットを絞って、装置開発を行う必要がある。
また、本装置の開発目標値はクリヤーしたものの、ユーザフレンドリー化は難しいものがあった。それ
はユーザが限定されず、対象試料が広範囲にわたっていたために、開発の焦点が絞りきれなかったためで
ある。ただし、電子顕微鏡を触って１年程度の研究者でも利用できるところまでは進めることができてい
る。今後、ユーザフレンドリー化を進めるにあたっては、ユーザの多い、半導体デバイス欠陥解析分野な
どに絞って開発する必要があるだろう。
本３次元電子顕微鏡は開発期間を５年要した。この間、PC の発展はすさまじく、開発当初からの今日ま
での技術は格段に進歩した。しかし、インターネットの普及はハッカーなどを生み出し、ネットを利用し
た装置管理にも課題を残した。現在理化学研究所では、個人データの管理問題から通常の電子顕微鏡では
すべてのデータを MO におとして、個人が管理するシステムをとっている。今回のプロジェクトでもインタ
ーネットを使って装置は動作させることは出来るものの、個人データ管理の上から、ネット上での動作は
差し控えることとしている。
以上のように、改善点はないとも言えるし、あるとも言える。これは利用する側からの要望にあわせて、
特化して行うべきであると考える。

4．研究成果の発表状況
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３次元電子顕微鏡の研究開発

1. ３次元電子顕微鏡システムの確立

1.1. ３次元電子顕微鏡の高性能・汎用化技術に関する研究開発

理化学研究所物質基盤研究部
岩木

1.

正哉

要

約

第 I 期までに本プロジェクト開発の３次元電子顕微鏡は，基本的な性能をほぼ満足している．第 II 期では，こ
れまでに開発された技術の汎用化，すなわち，本プロジェクト他項目で開発された，EELS 技術，自動焦点技術の
実機への組み込み及び検証，またネットワークを利用した遠隔地からの顕微鏡利用環境の実現を行った．また，
さらなる高性能化に資するため，試料室の超高真空化，試料ステージの性能改善を行った．また，電子光学系の
分解能の改善や，収差の改善などを行った．
これらの改善の結果，目標３次元分解能 0.5nm を確認し， Pt クラスタ粒子の３次元立体構築を行った．

2.

研究目的
本プロジェクト本担当項目では，試作する３次元電子顕微鏡の本体とそれに関わる一部要素技術を担当し，他

のプロジェクトで開発された要素技術を効果的に試作電子顕微鏡本体に組み込んでいくことを目標とする．この
ような目標を達成するため，第Ⅰ期では、新規要素技術の開発を進めるとともに、一方で２次元像を多数撮影し
て既存技術を活用し，３次元化に成功した．しかしながら，システム全体を見ると，画像の取り込み，位置あわ
せなどはすべて，旧来のマニュアル操作で難しいノウハウを必要とする．そのため本電子顕微鏡の使用は，電子
顕微鏡，２次元画像の３次元化に関するかなりの知識を持ったモノでなければならなかった．第Ⅱ期では第Ⅰ期
で開発した要素技術をシステムに組み込み，知識の少ない操作者でも３次元データを構築できるようなシステム
の確立，すなわち汎用化を行うとともに，電子顕微鏡の真空及び電子光学系機能の高性能化を目指した．

3.

研究方法

3.1

汎用化

第 I 期開発の要素技術（特にソフトウエア中心の要素技術）を，電子顕微鏡本体ハードウエアに組み込むため，
本体を外部から制御可能なようにした．これを実現するため制御通信機能と，画像通信機能を整備した．さらに，
遠隔地からも，電子顕微鏡を操作できるように電子顕微鏡 STEM 画像を高精細かつ高速に複数台のクライアント PC
に通信可能とし、電子顕微鏡操作の様子も別カメラで映像化しこの情報も通信可能とする．音声も通信可能とな
るので電子顕微鏡オペレータと会話しながら画像を遠隔地で受信可能とした．
3.2

高性能化

平成１２年度までに開発した，超高真空対応ステージの摩擦部分などの改造を行い，ドリフト，停止時の振動
の低減を図った．さらにこの超高真空対応ステージを本体に搭載するため，試料室及び排気部の設計製作を行っ
た．電子顕微鏡の２次元分解能を向上するために，電子線照射系および結合系のハードウエアとソフトウエアを
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改造した．
3.3

総合評価

実際に，顕微鏡を使用し性能を概略評価した．

4.

研究成果

4.1

汎用化

３次元電子顕微鏡の汎用化では，本プロジェクト全体の成果のうち，自動焦点技術を本体実機に搭載可能とする
ため，実機制御コンピュータに外部コンピュータから指令を行うための通信プロトコルを確立し，EELS について
は実機制御コンピュータ内に直接搭載した．また，外部遠隔地からの本機の制御を可能にするためネットワーク
化を実現した．

4.1.1.

外部制御プロトコルの確立

第 I 期で開発した自動焦点技術，および，３次元像を取得するためのステージ制御手順を電子顕微鏡に組み込み，
総合的な自動化を実現するために，電子顕微鏡本体およびステージを外部から制御するためのハードウエアとプ
ロトコルを実現した（図 1）．

図 1

通信システム構成図

ハードウエア的にはシリアル通信（RS‑232C）で結合され，テキストベースのコマンドでの制御が可能なものと
した．設定したコマンドは以下の通り．
電子顕微鏡の状態を知るためのコマンド：
顕微鏡のモード，検出器の値，倍率，加速電圧，レンズの状態など
制御コマンド：
モードの設定，非点収差制御，フォーカス制御，レンズモードの設定，ステージ制御

4.1.2.

EELS 統合制御

日立ハイテクノロジーズで開発した EELS（電子エネルギー損失分光計）を３次元電子顕微鏡に組み込んだ後に，
電子顕微鏡の制御と統合するために，電子顕微鏡制御用 PC から EELS を制御が可能なものとした（図 2）
．
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図 2

4.1.3.

コラムモード設定画面（赤丸内に EELS の設定がある）

ネットワーク化

本プロジェクトでは、技術的な見地から見て先進的であると同時に、研究基盤ツールとして使いやすく、多く
の研究者が便利に使える完成度の高い装置の開発を目指した．そのような立場から装置利用可能性を高めるため
の開発を行った．
具体的には①取り込みデータのデータベース化（図 3）
、

(1)データベース検索画面

(2)データベース検索結果
図 3

データベース画面

②取り込みデータの輝度・及びカラー処理（図 4）
、

処理前
処理後
(1) カラー変換（円筒加工されたポリイミド上の DLC 膜）
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処理前

処理後

(2) 輝度変換・フィルター処理
図 4 処理画面の例

③上記、データベースへのネットワークを介したアクセス（図 5）
．

図 5

遠隔地からのデータベースへのアクセス．左はライブ画像

④電子顕微鏡取り込みライブ画像・及び操作者のライブ画像のネットワークを介した配信（図 5、図 6）
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図 6

遠隔地からの操作（左は操作卓のライブ動画像）

の実現を目指した．以上の開発により、遠隔地にいる研究者が、操作者に対して実画像やすでに蓄積されたデー
タを見ながらリアルタイムに指示を出し、必要最低限のコストで十分な観測を行えるようになった．

4.1.4.

自動焦点モジュール・高精度ステージ制御モジュールの開発

試料の姿勢を変更しながら多数の２次元画像を取得する３次元電子顕微鏡では、各姿勢での画像の取り込み時
間を短縮する必要がある．各画像の取り込みに際しては、焦点あわせに多くの時間を要するが、これを短縮する
ために、本プロジェクトでは平成１２年度までに自動焦点のアルゴリズムを開発していた．これを実際の３次元
電子顕微鏡に搭載を行い、図 7 に示されるように、自動焦点動作を確認した．
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図 7 自動焦点処理前後の画像表示例（左：実行前，右：実行後）

また、これを実現するために、自動焦点アルゴリズムを実行する計算機内に、高精度試料ステージコントロー
ラを搭載し、試料ステージを制御できるようにした．

4.2.

高性能化

4.2.1.

２次元分解能の向上

電子顕微鏡の２次元分解能を向上するために，電子顕微鏡各部に以下のような変更を行った．
①電子銃部分の防振
電子銃部のシールを変更することにより，電子銃の防振処理を行った．
②下記各部への外部磁場の影響を除去するためのシールド
集束レンズ部，対物レンズ部，２次電子検出器部，
③ビームスキャナー部の改造によるスキャン速度の向上
継鉄の形状を再設計するとともに，偏向コイルの巻数を理想的な値にすることにより，これまで１ラインスキャ
ンに 200µs かかっていたものを 80µs に短縮した．
④対物レンズ部の改造による高分解能化
対物レンズの継鉄の形状を最適化し，レンズ球面収差を 1.5mm から 1.3mm に減少させた．
⑤非点収差補正器の性能向上
顕微鏡組み付け時の誤差を補正するために，従来より収束レンズ部に非点収差補正器を搭載していたが，その部
分の構造を最適化することにより，これまで，非点収差補正の限界が 1:1.5 であったものを 1:1.1 にまで向上し
た．
以上のような改造により，STEM モードでの分解能を 0.5nm から 0.24nm に向上した．

4.2.2.

超高真空ステージの性能向上

超高真空ステージの性能は，最小微動ステップなどの機械精度性能と，最低到達圧力の真空性能の２点がある．
これら２点の性能について，すでに開発された超高真空ステージに改造とベークアウト試験を施し，性能向上を
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図った．

4.2.2.1.

機械性能

第 I 期に試作したステージの基本構造は図 8 に示されるようなものである．

図 8 超高真空ステージの基本構造

顕微鏡鏡体に対して回転するドラムがあり，さらにそのドラム上に XYZ 駆動機構が搭載され，試料をθ，Ｘ，
Ｙ，Ｚの各軸に変位することができる．回転ドラムはベークによる超高真空化を実現するために，耐熱性のＯリ
ングでシールされており，ＸＹＺの運動は外部からベローズを介して導入される．このステージの性能を測定し
たところ，表Ⅰのような結果が得られた．

表 I

超高真空ステージの評価結果

ドリフト，最小駆動ステップの面で不十分であるため，各軸の駆動部分に以下のような改造を施すことにした．
Ｘ軸：
リニアアクチュエータからの出力を，てこを介して，サンプルホルダの両側の２点を大気圧に抗してサンプル
ホルダ長軸方向外側に押し出すことで，サンプルホルダーを図中の右方向に駆動し，左方向への移動はリニアア
クチュエータを戻すことにより，大気圧で押し返すことによって実現していた．この方法では，サンプルホルダ
ーへの作用点が一意に決定されずロストモーションの原因となることが考えられるため，１点で押す構造に変更
した．（図 9）
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Ｘ軸駆動方向

てこ作用点
てこ軸

サンプルホルダ

サンプルホルダ

大気圧

てこ

モータ

改造前
図9

改造後

Ｘ軸の改造（作用点を２点から１点に変更）

Ｙ軸：
Ｙ軸，Ｚ軸に関しては，リニアアクチュエータからの出力を，てこを介してサンプルホルダに長軸垂直方向に
与え，逆方向の駆動はバネによって押し返すことによって実現していた．バネ先端部にはベアリングを配置し，
Ｙ軸からＺ軸，もしくはＺ軸からＹ軸への干渉を防止していたが，ベアリングの転がり性能を向上するため，高
負荷のベアリングに変更した．（図 10）

改造前
静荷重：6kgf
バネ予圧：9.6kgf
図 10

改造後
静荷重：37kgf
バネ予圧：9.6kgf

Ｙ，Ｚ軸の改造（転がり性能の向上のため，ベアリング機構を変更）

Ｚ軸：
Ｘ軸同様，リニアアクチュエータからの作用点を２点から１点に変更し，Ｙ軸と同じように押し返しバネ先端
部のベアリングを高負荷加重のものに変更した．
以上のような変更により，各軸の性能は表Ⅱのようになり，全ての軸のドリフトに関して各軸とも 10µm 以上の大
きな変位を与えた後数分で，10nm/分になることが確認され電子顕微鏡画像取り込み時のドリフト補正で画像への
ドリフトの影響を除去できるものと考えられる．

軸

X
Y
Z

最小ステップ移動量 ドリフト，繰り返し精
ドリフト(nm/min)
繰り返し精度 バックラッシ
度，バックラッシ測定
θ軸条件 ステップ数 移動量 時移動パルス数 1min-2min 2min-3min （等方向から）

０°
０°
０°

3 3nm
5 4nm
5 5nm

5.5
3.5
7.4

10000pls
10000pls
10000pls
表Ⅱ

2.8
5.3
1.4

243nm 1.27µm
140nm 4.63µm
205nm 0.033µm

改造後の性能

また最小ステップ移動量についてもほぼ満足のいく値となり，さらに微小な変位については電子顕微鏡のイメ
ージシフトを用いることにより補うことができる．また，バックラッシについてはＹ軸において，逆に性能の低
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下が見られた．
真空性能
高精細な電子顕微鏡像の取得には 10‑7Pa 以下の試料周辺の超高真空化が不可欠である．これを実現するため、
試料室の超高真空モジュールを開発した（図 11、図 12）
．

図 11

超高真空モジュール

図 12 超高真空モジュール外観
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超高真空化には 150°C 以上の昇温脱離処理が必要であり、試料室周辺の機器には耐熱性が要求されるが、超高
真空ステージは 200°C までの昇温に耐えられる設計とし、1.1x10‑8Pa までの超高真空を達成した．昇温脱離処理は
通常真空容器外部からの加熱を行うが、顕微鏡システム全体の加熱は他の要素への影響が大きいことが予想され
るため、試料室内部にハロゲンランプを配置し、試料室部のみを加熱できるような構造とした(図 13、図 14)．

図 13 超高真空対応試料室

1.00E-04

TMP+IP

IPのみ

ベーキング中

真空度（Pa)

1.00E-05

1.00E-06

1.00E-07

1.00E-08
0

1440

2880

4320

図 14

4.2.3.

5760

7200
8640
時間（分）

10080

超高真空モジュール排気特性

EELS モジュールの搭載と機能向上

EELS モジュールの本体搭載を行うと同時に、以下に示す改善を行った．
①

EELS 入射絞り調整機能
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EELS への入射電子ビームの入射角を変更できるよう可動絞りを搭載し（図 15）
、

図 15

EELS 入射絞り調整機能（左：機構部、右：操作画面）

本体制御 PC から制御可能なものとした．EELS 検出器での像の分解能（エネルギー分解能）と像の明るさは、絞
りの大きさに関してトレードオフの関係にある．最適な関係は試料によって異なるため、本機能によって多くの
試料でより適した、像強度と分解能が得られるようになった．
②

結像レンズ長切り替え機能
結晶構造を持つ試料では、回折パターンを検出器上に生じる場合があり、その結果エネルギー分解能が低下す

る場合がある．これを抑制するため、試料によって結像レンズ長を切り替えられるようにした（図 16、図 17）
．

図 16

金結晶による回折．カメラ長を調整することで回折を抑制した結果
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図 17

③

カメラ長選択操作画面

EELS 入射ビーム成形機能
EELS 結像系に非点収差抑制機構を導入し、エネルギー分解能を向上した（図 18）
．

図 18

4.2.4.

EELS 入射ビーム成形機構

及び

制御画面

総合性能確認

３次元電子顕微鏡は走査透過電子顕微鏡(STEM)と透過電子顕微鏡(TEM)の二つの透過像観察モードを持っている．
前者は主に３次元観察用であり，後者は主に結晶構造観察用である．観察モードは本体制御 PC により１クリック
で切り替え可能である．図 19 図 20 に Si および Au 単結晶試料を用いた各観察モードの高分解能像を示す．

図 19

明視野 STEM(BF‑STEM)モードの高分解能像（試料：Si 単結晶(111)面、格子間隔 0.313nm）
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図 20

TEM モードの高分解能像（試料：Au 単結晶、格子縞は Au(220)面、格子間隔 0.144nm、および Au(200)面、格子間隔 0.204nm）

STEM では 0.313nm、TEM では 0.144nm の格子を確認したことから，それ以上の分解能が得られていることを確認
した．図 21 は STEM モードの観察可能な最大視野範囲を示す Au 単結晶膜の低倍率像である．レンズ条件の最適化
により、明視野 STEM モード(a)で直径 6・m、暗視野 STEM モード(b)で直径 8・m の広視野が得られた．

（a）明視野 STEM(BF‑STEM)モード
図 21

（b）暗視野 STEM(DF‑STEM)モード
STEM モードの視野範囲

３次元像の分解能については、微粒子の大角度傾斜観察で評価した．試料として Pt とカーボンの同時蒸着膜を
用いた．その構造は、非晶質カーボン中に Pt 微粒子が分布したものになっている．図 22 に明視野 STEM モードで
観察した３次元観察大角度傾斜シリーズ像を示す．
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図 22

Pt 微粒子の 3 次元観察大角度傾斜像（丸で囲った微粒子は直径 0.5nm 以下）

直接撮影倍率は２百万倍である．像中に丸で囲った Pt 微粒子は直径 0.5nm 以下であり、各傾斜角度で確認でき
る．これらの像は３次元アニメーション表示が可能であり、そのファイルを添付した．以上より、目標３次元分
解能 0.5nm を確認した．
３次元観察のアプリケーションとして、Pt クラスタ格子を観察した（提供：東北大学理学系研究科

寺崎治教

授）．Pt クラスタ格子は人工格子であり、太さ数 nm のほぼ単結晶の Pt が樹枝状に繋がっており、その空隙部分が
周期構造を持っている．全体としては、直径百数十 nm の微粒子である．電子顕微鏡で観察すると、微粒子の中に
原子配列像に酷似した像が見える．図 23 に暗視野 STEM モードで観察した像の大角度傾斜シリーズを示す．

図 23

Pt ｸﾗｽﾀ格子 DF‑STEM 像の大角度試料傾斜ｼﾘｰｽﾞ

試料は‑60°から+57°まで 3°間隔で傾斜したので、観察像数は 40 であった．それらをトモグラフィー処理し
て３次元再構築した立体像を図 24 に示す．微粒子の表面および内部における原子配列に酷似した周期構造を 3 次
元化できた．
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図 24 ３次元再構築結果

微細領域の元素同定や元素結合状態解析を目的とした電子エネルギー分析器の評価を行った． Si 薄膜試料を用い
て測定した電子エネルギーロススペクトルを図 25 に示す．透過したゼロロス電子ピークの半値幅を Si のプラズ
モンロスピーク(16eV)の分離度から換算した結果、目標のエネルギー分解能 0.5eV が達成されていることを確認
した．

電子ﾋﾞｰﾑ強度 (任意)

3000

0eV

2500
2000

半値幅:0.5eV
半値幅:0.5eV

1500
1000

16eV

500
0

エネルギーロス (eV)
図 25 エネルギー分解能の測定結果

5. 考察
電子顕微鏡本体の技術的な性能に関しては、当初目標を達成した．また、使い勝手等、基盤ツールとしての完成
度に関しては、今後、外部のユーザの利用を通して、今後改善する必要がでてくる可能性がある．

6. 引用文献
無し

7. 成果の発表
ア）原著論文による発表
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1. ３次元電子顕微鏡システムの確立

1.2. ３次元電子顕微鏡の制御自動化アルゴリズムに関する研究開発

工学院大学電気工学科電子顕微鏡研究室
馬場

１．要

則男

約

第Ⅰ期に完了した、焦点合わせや非点収差補正などの電子光学パラメータ自動調整アルゴリズムを、本プロジ
ェクトの最終開発装置である 3 次元電子顕微鏡(理化学研究所に設置)に搭載し、自動化システムを完成した。自
動調整におけるロバスト性も良く、かなりの焦点はずれでも数秒で動作し、最適焦点位置

Scherzer focus

に

ほぼ近い状態に調整された。このロバスト性は、特に多数枚の画像入力を必要とする 3 次元電子顕微鏡法に有効
である。また、本手法の特徴である、観察試料の種類に依存しないとの特性についても検証できた。ユーザの専
門性に応じて、フルオートマチックなモードと、プロセス逐次検証モードの 2 種類を提供し、ユーザフレンドリ
ー化に努めた。

２．目

的

第Ⅰ期に完了した、焦点合わせや非点収差補正などの電子光学パラメータ自動調整のアルゴリズムを本体の 3
次元電子顕微鏡に搭載し、自動補正の高速・高精度化を達成する。

３．研究方法
平成 12 年度には、当該年度に導入した「電子光学系オンライン画像処理制御装置」を使って、前年度までに整
備ができている電子光学パラメータ自動調整アルゴリズムを３次元電子顕微鏡の実用機に接続し、ハードウェア
及びソフトウェア両面から自動調整システムの試作整備を行った。上記試作システムを使って、３次元電子顕微
鏡像の焦点合わせや非点収差補正などの自動調整実験を行ない、実行プログラムの改良や諸設定パラメータの最
適値の検討を行った｡
平成 13 年度には、前年度の試作システムを基に、本システムを作成し、最終搭載装置である、理化学研究所設
置の３次元電子顕微鏡に搭載し、自動調整システムの実験を継続し、システムを改良した。電子線損傷の回避や
高速な自動調整のために、短時間入力画像を利用し、S/N 比が低くても確実に機能するように、信号積算技術の導
入･改良を図った。また、種々の観察試料に変えて実験し、観察像の周波数特性の違いにも対応するよう本アルゴ
リズムを改良した。オペレータ重視のシステムにするために、ロバスト制御的付加機能を検討した。更に、自動
調整の解析プロセスを多角的に表示して、信頼性の向上も検討した。

４．研究成果
本プロジェクトの最終開発装置である 3 次元電子顕微鏡(理化学研究所に設置)に、本研究課題の自動調整シス
テムを搭載し、良好に自動焦点合わせ(オートフォーカス)と自動非点補正が行えることを検証した。自動調整に
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おけるロバスト性も良く、かなりの焦点はずれでも確実に動作し、最適焦点位置に近い状態に調整された。また、
再度動作すれば、ほぼ最適焦点位置の

Scherzer focus

に調整された。このロバスト性は、多数枚の画像入力

を必要とする 3 次元電子顕微鏡法に有効である。周波数特性における、ノイズ優位の帯域を適切に切り離すこと
で、処理時間の短縮と精度の向上、さらには高速オンライン画像取り込みによるノイズ対策も行えた。また、本
手法の特徴である、観察試料の種類に依存しないとの特性についても検証できた。さらに、ユーザフレンドリー
化に資するために、ユーザの専門性に応じて、フルオートマチックなモードと、全てのプロセスが逐次検証され
ながら実行できるモードの 2 種類を提供した。後者のモードでは、試料の特徴やオートチューニングにおける所
望の精度に応じて各パラメータが可変できる。

４．１．自動調整システム構成
図１に、3 次元電子顕微鏡(理化学研究所に設置)における本研究課題の自動調整システムの構成を示した。

図1

本システムの構成図

本処理は、全て通信によって外部コンピュータから行われる。外部コンピュータはユーザの指令に基づき、電
子ビーム走査の条件パラメータ信号を 3 次元電子顕微鏡に送り(Digital Beam Controller を介す)画像を入力する。
そのオンライン画像を外部コンピュータで高速処理し、自動調整(自動焦点合わせと自動非点収差補正)に必要な
電子レンズ系へのフィードバック量を求める。その後、RS232C 通信によって、外部コンピュータから 3 次元電子
顕微鏡の電子レンズ系のフォーカスとスティグメータの電流値や状態値を知り、そのフィードバック量を最適に 3
次元電子顕微鏡に送信し、制御する。このようにシステムを外部コンピュータからの通信に基調をおくことで、
遠隔操作やインターネット制御など、最近の IT インフラ整備とも呼応して、ユーザに多機能を提供できるものと
考える。
図 2 に本オートチューニングシステムの操作画面を示すとともに、自動調整アルゴリズムを図 3 に示した。
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図２

解析モードの制御画面
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図３
処理手順の流れ(STEM:走査透過電子顕微鏡、
(f a,ψa ,f：それぞれ、非点隔差、非点収差の方位、焦点はずれ量、

K (r; f )
：f と f+Δf における像コントラスト伝達関数の変化率の理論モデル)
K (r ; f + ∆f )
本手法は、異なる電子光学条件下(異なる焦点はずれ量)の 2 枚の像を分析することで行える。第Ⅰ期の報告で
述べたように、像コントラスト伝達関数 K(u,v)[1,2,3]と、2 枚の像のフーリエ変換 F[I1 (x,y)]と F[I2(x,y)]を
用いて、次式が成り立つ。ここで、O(x,y)は試料関数。

F [ I 1, 2 ( x, y )] = F [O( x, y )] ⋅ K 1, 2 (u, v)

(1)

この F[I1 (x,y)]と F[I2(x,y)]の間で除算を行えば、試料関数 O(x,y)は式の上では消去できる。

F [ I 1 ( x, y )] K 1 (u , v; f1 )
=
F [ I 2 ( x, y )] K 2 (u , v; f 2 )

(2)

その結果、電子光学状態のみに限定された式となり、ナノ電子線プローブを与える関数の周波数特性変化のみ
で求められることになる。このことより、以下の処理手続き（図３）で試料に依存せず電子光学系自動調整が実
現ができる[2]。
任意の焦点はずれ量の差Δｆを

f 2 = f 1 + ∆f

と置くことによって(2)式は、
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できる（ここで、r2=u2+v2）
。一度Δｆを決定してしまえば、

K (r; f )
は容易に計算される（図２画面左端
K (r ; f + ∆f )

の 理論モデル 参照；ここで横軸は空間周波数、縦軸は焦点はずれ量）。そして、オンラインで取得した 2 枚の
画像(I1 (x,y) 、I2 (x,y)；図２の左側上下 2 枚の画像を参照)による伝達関数の比の実験値(図 2 中央の除算 FFT
画像)と、この理論モデルをフィッティング演算することにより、焦点はずれ量ｆや、非点収差量を求めることが
できる。これによって、最適な焦点はずれ量（ Scherzer focus ）への調整量をフィードバックすることでオー
トフォーカスを行う。また、同様に求められた非点収差量によって、スティグメータを調整して非点補正を行う。
これらの手法を確実性の高いものとするため、図 3 のプロセスを考案した。
まず、あらかじめ設定された焦点変化量Δｆでの理論モデル

K (r; f )
がコンピュータメモリに計算され
K (r ; f + ∆f )

て格納される。このときのΔｆはあまり広過ぎず、適切に設定することで有効なスペクトル領域が多くなるため、
本研究ではΔf を１〜２[Sch]程で設定している。処理手順（図３）を以下で説明する。
(1) f と f+∆f の異なる焦点で２枚の像 I1 、I2 を取得する（図２の左側上下 2 枚の画像を参照）
。
(2) それら２枚をフーリエ変換（F[I1], F[I1]）する。
(3) 除算

F [I 1 ]

F [I 2 ]

(=

Rexp . (u, v ) )を行い(図 2 中央の除算 FFT 画像)、Rexp . (u, v ) を (r ,θ ) 系へ座標変換し、

Rexp . (r ,θ ) と置き換える。そして、全方位角度に対し、それぞれθi 毎に半径ｒ上を２ｍ本（θi‑m＜θi＜θi+m
のある一定の狭い範囲）加算平均したそれぞれの角度における離散データ Rave.

(r ,θ i ) にする（図２右上の長軸、

短軸とあるラインプロファイルのそれぞれ上段側の分布）。

Rave. (r ,θ i ) =

1
M

i+m

∑ R (r ,θ )

k =i − m

exp .

(3)

k

ここで、θ+ｍからθ‑ｍまでの加算角度の本数がＭとなる。今回、この加算角度｜θ±ｍ｜は９[deg]とした。
(4)

それぞれの角度毎に離散データ化して、雑音領域を分離する処理を行なう。角度毎に S/N に影響された有効

スペクトル領域は変化しているため、それぞれの角度毎に雑音領域を分離しなくてはならない。今回は、信号領
域と雑音領域の分離を、簡単なパワースペクトルの強度レベルのしきい値処理から行った。相関によるフィッテ
ィング演算は、その分離で決められた信号領域で行なう（図 8 参照）。
(5) 相互相関によるフィッティング演算を行なう。焦点はずれ補正のみの場合は、全ての離散的方位の結果を加

K (r; f )
とフィッティング演算すればよいが、非点収差があ
K (r ; f + ∆f )

算平均した 1 次元の Rave.(r)を理論モデルの

る場合は、図２のように、各方位θi に対する Rave.(r,θi)を用いて、各方位ごとに相関演算を行う。これによ
り相互相関を用いて計測された各角度θi 毎の相関係数最大となる焦点はずれ量が求まり（図２）、これをＦ(θi)
とする。ここから fa、・a、f を測定することになるが、信頼性を高めるため最小 2 乗法による近似を行なう。



F(θi)は 2 回対称な非点収差に従うため、  f



−

fa

cos(2θ − ϕ a ) の式に近似することができる。以下の最小
2


2 乗法の式に従い、f ､ fa ､ ϕa を測定する。
2

f


S = ∑  F (θ i ) − f + a cos(2θ i − ϕ a ) → min .
2

i 
(6)

(4)

スティグメータによる非点収差補正のｘ、ｙ各成分の調整電流量を、fa とϕa の計測値から計算し、フィー

ドバックすることで非点補正を行なう。
(7)

必要に応じて、上で述べた(１)〜(６)のプロセスを数回繰り返し行なう。

(8)

最後に、最終的な焦点補正を、 Scherzer focus

になるようにフィードバックする。
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図２に操作画面を示したが、画面左から 理論モデル 、取り込まれた 2 枚の画像、それら 2 枚の画像のパワー
スペクトルの除算結果、その下に

その除算結果のスペクトルから得られた、方位に対する焦点はずれ量の測定

結果と近似 Cos 曲線、また、その右上に、長軸、短軸方向のスペクトル除算結果のプロファイルと対応する理論
モデル、右端には、その長軸、短軸方向の焦点はずれ量の理論モデル上の位置(白線)、さらに右下画面には、テ
キスト画面で、最終解析結果、が表示されている。こうした各画面やウインドウは必要に応じて表示され、ユー
ザの希望に応じて必要な画面のみ表示することが出来る。また、メニューバー内のサブメニューに所望の精度な
どがパラメータ設定できるようになっており、例えば、オートフォーカスでは、１nm 以下の精度で指定すること
で、任意の粗調から微調に可変できるようにした。

４．２．本自動調整システムの実験検証
以下に示す図は、本システムの動作検証結果について示したものである。以下は、HAADF‑STEM 像(高角度アニュ
ーラ型検出器による暗視野走査透過電子顕微鏡像)に対する実験結果で、直接倍率×60000、1[pixel]=5/3[nm]で
ある。
図４は、フルオートモードで実行した例で、試料は金微粒子薄膜である。

38

３次元電子顕微鏡の研究開発

図4
理

フルオートモードによるオートチューニングの実行例：上段が調整前、下段が調整後、焦点合わせと非点収差補正同時処

上段が調整前の電子顕微鏡画像で、図に挿入のパワースペクトルからわかるように、焦点がかなりはずれてい
るとともに非点収差もかなり付いている。これに対して、本オートチューニングを実行した例が、下段の結果で
ある。図のパワースペクトルからわかるように、焦点が適切に調整され、非点収差もほぼ除去されている。実行
時間は、画像取り込みに、1 秒から 10 秒程度(走査モードによる)、処理とフィードバックにやはり同程度かかる
（焦点合わせのみであれば、数秒）。図からもわかるように、かなり焦点のはずれた状態から調整出来ていて、本
手法がロバスト的であることの検証ともなっている。この理由は、本手法が、画像のディフォーカス変化(意図的
焦点はずれ)による周波数特性の変化という、ある種の相対評価を利用しているため、試料に依存しない特性を持
っていることによる。
フルオートのみならず必要に応じて自動焦点合わせのみや、あるいは非点補正のみを動作させることも出来る。
一般に、非点収差補正は試料観察時の最初に行えば充分なことが多い。そうした場合、特に、多数枚の入力を必
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要とする 3 次元電子顕微鏡法においては、処理時間短縮のためにもこうしたモードが欠かせない。
さらに、図 5 に示すように、繰り返し補正を行った場合、確実に制御がより最適値に近づく特性を有しているこ
とも実証された。

図 5 オートフォーカスのみを 1 回動作させた直後(図の上段)に再度動作を繰り返した例(図の下段)、拡大図挿入

図 5 は、図 3 のようなオートフォーカスのみを 1 回動作させた直後(図の上段)に再度動作を実行させた(図の下
段)例である。倍率は 2 倍に表示されているが、よく像を見ると、明らかに 1 回目より 2 回目の方が解像度が向上
し、周波数特性も向上している。このように、繰り返し補正動作を行っても安定に動作し、コントロールの信頼
性が高いといえる。このことは、多数枚の画像入力を連続して行なう 3 次元電子顕微鏡法に特に有用であるとと
もに、わずかの試料回転によるわずがの焦点はずれも的確に補正できることを意味している。
先にも述べたように、本手法の特徴は、観察試料の種類に依存せず安定に動作することであるが、その例を図
６に示した。
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図６

DRAM 薄膜試料に対するオートフォーカス実験の処理結果(詳細はテキスト内参照)

これは、半導体デバイスである DRAM の薄膜化試料によるオートフォーカス実験の結果である。まず、2 枚の
HAADF‑STEM 像を取得した (図６a,d)。ここで、1 枚目の像を取得して後、焦点をΔｆ（Δｆ=1.82[Sch]）変化さ
せ 2 枚目を取得し、これらに本自動調整法を摘要した。このような一般的な試料を用いた場合にも、高い信頼性
での動作を確認することができた。除算を行なった振幅比スペクトル Rexp.(u,v)（図６c）の半径の加算平均デー
タ Rave.(r)（図６i）は信号成分として分離した空間周波数範囲では、相関係数の最も高い値（XCCmax）を示して
いる焦点はずれ量（ｆ=7.21[Sch]）において、理論モデル

K (r; f )
（図６f、h）とよく一致していること
K (r ; f + ∆f )

がわかる。また、オートフォーカスを行なった後の像を図７a,b に示した(図 b はフーリエ変換)が、非常に良く調
整できていることがわかる。
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図７

図６のオートフォーカス後の像とそのパワースペクトル

４．３．低 S/N 比画像に対する対策
高速画像入力や低電子線量による低 S/N 比画像に対する対策は重要である。本手法で現在プログラム化されて
いる対策は、高速化の観点から、図８に示したように、像のパワースペクトルから比較的簡易な閾値処理によっ
てノイズ帯域を除去する手法である。

図８

オンライン画像の S/N 比に応じた閾値レベルの設定

図中に示した式[1,2]によって、S/N 比を瞬時に測定して、その値に応じて、閾値を自動設定できるようにした。
図８左は、S/N 比の高い場合で、このような場合には、閾値レベル(図中の矢印参照)は低く設定される。(ちなみ
に、図中の 1 次元プロファイルは、2 値化されたパワースペクトル(パワースペクトル図の下半分)の正規化された
動径分布関数である。)

逆に、S/N 比の低い図８右図の場合では、高い閾値レベルが自動設定される。この閾値

設定によって、ノイズ帯域が規定されるので、理論モデルとのフィッティング処理が必要帯域だけで済み、それ
だけ演算時間の短縮と、本来の焦点はずれ量の計測の精度が向上する。図９に、このような改良による高速画像(ほ
ぼリアルタイムな画像入力)のフィッティング処理例を示した。
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図９

低 S/N 比の画像入力に対する処理例

画面構成は図 2 とほぼ同様である。
画面右上のような 2 枚の低 S/N 比の画像入力に対して適切に信号帯域限界(矢
印)が設定され、この例ではフィッティング処理によって焦点はずれ量 4.98[Sch](〜284nm)と測定された。画像の
パワースペクトルから推定して、正確に測定されたものと思われる。

５．考

察

以上述べたように、本課題で開発した自動調整システムは良好に 3 次元電子顕微鏡のオートチューニング(自動
焦点合わせ及び自動非点補正)を行うことが検証された。ここで取り上げた半導体試料や金微粒子薄膜以外の試料
に対しても適切に動作している。また、本研究課題では、具体的には、走査透過電子顕微鏡(STEM)に応用したが、
この他の電子顕微鏡の走査電子顕微鏡(SEM)や透過電子顕微鏡（TEM）にも応用できる。それは、像コントラスト
伝達関数 K(r;f)をそれぞれのタイプのものに置き換えれば、線形結像理論からして本手法が成立するからである。
こうした点は、本手法の汎用性を示しており、波及効果が期待でるものと考える。ただ、観察試料や観察条件に
は予想外のことも多いと想像され、今後さらに本手法を普及させるには、更なる仔細部分の改良や使用ソフト環
境のユーザフレンドリー化が必要となるであろう。
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1. ３次元電子顕微鏡システムの確立

1.3. ３次元電子顕微鏡用試料加工技術と電子線検出装置の研究開発

(株)日立製作所中央研究所先端技術研究部
柿林

博司、高口

雅成

１．要約
高分解能かつ高 S/N な３次元観察をユーザフレンドリーな環境で実現するプロジェクト目標の３次元電子顕微
鏡を完成させるため、(a)３次元観察用試料作製・ハンドリング法、(b)３次元観察用高性能化試料ステージ・ホ
ルダ、(c)観察操作装自動化のための制御装置および自動化ソフト、(d)３次元観察に適した像コントラストを得
るための電子線検出角度制御装置、および(e)実試料による高分解能３次元観察と応用３次元観察、の各技術を開
発した。これによって、目標３次元分解能 0.5nm を達成し、かつ半導体デバイス，先端ナノ材料の３次元観察を
実現した。

２．研究目的
３次元観察に適した形状の試料加工やハンドリング技術､および該試料を高分解能・高 S/N 観察するための装置
技術の開発を第一の目的とした。また、ユーザフレンドリーな操作実現のため、電子線検出系や試料ステージを
電子顕微鏡本体制御コンピュータと連動した操作を可能とし、一連の制御・調整操作を自動化することを第二の
目的とした。最後に開発した３次元電子顕微鏡を用い、半導体デバイスやナノ材料等の立体観察と分解能達成を
目的とした。

３．研究方法
３次元観察用試料作製・ハンドリング法確立のために、全方位から同一条件で観察できる試料形状とイオンビ
ームを用いた加工方法､およびハンドリングし試料ホルダに固定するための治具を検討した。試料ステージ・ホル
ダの高性能化のために，微動精度と振動特性を向上する機械的構造と多軸の試料微動・傾斜機構とその制御系を
開発した。自動化アルゴリズムを組み込むために、コンピュータ制御可能とする改造を行った。具体的には、試
料ステージ用 PC と本体制御用 PC との通信による操作制御を実行するためのインターフェースとプログラム作成
を行った。３次元観察に適当な像コントラストを得るために、任意散乱角の電子線を検出できるように、既設置
の明視野 STEM 検出器と組み合わせた内径‑外径任意設定絞り機構を装置化した。これらを搭載した３次元電子顕
微鏡を用い各種試料の３次元観察を行い、第Ⅱ期目標である３次元分解能 0.5nm を確認した。

４．研究成果
４．１. ３次元観察用試料作製・ハンドリング法
３次元観察を可能とする形状の円筒形試料作製法とこの円筒形試料のハンドリング法を開発した。従来試料、
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即ちイオン研磨等による薄片形試料では、試料形状が平板状であるため、試料を傾斜すると共に試料厚さが増大
するという問題があった。例えば試料を 60°傾斜した場合が傾斜０°と比べ、試料厚さは２倍となる。さらに 90°
傾斜では、試料厚さは∞となるため、観察は原理的に不可能である。このように試料厚さが変化すると、試料へ
の電子線の吸収量が変化するほか、電子線と試料の相互作用、例えば回折条件が変化するため、これらの画像か
ら３次元画像を再構築する際は様々な補正が必要になり、事実上３次元像作成は極めて難しいものとなっていた。
こうした問題に対応するため、観察したい箇所を円筒形に加工し、円筒形の中心軸周りに試料を傾斜、中心軸と
垂直な方向から電子線を入射することで観察する手法を検討した。近年 FIB(Focused Ion Beam)とプロービング技
術を応用したμサンプリング法[1]の進歩が著しい。本研究においては、この既存の技術を３次元観察用試料作製
に適用することを試みた。図１(a)には、本研究で考案した円筒試料形状を示す。この形状の試料の観察領域を電
子顕微鏡の対物レンズ間に挿入し、円筒中心軸周りに試料を回転すれば、全方位からの観察が可能になる。これ
を電子顕微鏡と試料加工装置である FIB の両者でハンドリングするために、図１(b)の Mo で作製した試料台に固
定する方式とした。ここで用いた試料台は、根元の太さが 1mm、先端は最細で 30μm 径とした。FIB で加工したμ
サンプルは、この 30μm 径の先端平坦部に図１(c) SEM 写真のように固定することにした。μサンプリング法で摘
出した試料のサイズは、概ね 10×10×2μm 程度であり、特に先端の円筒部は電子線が十分に透過できる厚さ、即
ち最大 0.3μm 径程度とした。試料は試料台にタングステンの FIB アシストデポで接着した。これにより、試料を
大角度に回転しても試料が試料台の影に隠れることがない。

図１

a) FIB‑μｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞによる円筒形試料

図１

b) 円筒形試料用試料台
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図１ c)試料台上のμｻﾝﾌﾟﾙ SEM 像
図１ 円筒試料全方位観察試料

４．２. ３次元観察用試料ステージ・ホルダ
第Ⅰ期において、大角度試料傾斜時の視野ずれを低減できるユーセントリック構造を用いたステージを開発し
た。第Ⅱ期においては、目標３次元分解能 0.5nm を達成するための動作安定化を図った。すなわち、ステージの
微動特性や耐震特性を向上させるために､特に摺動部分の部材強化を行った。この結果、金単結晶試料の格子像観
察において、図２に示される通り２方向の格子、即ち(200)面の 0.204nm と(111)面の 0.235nm の格子が明瞭に観
察できることが確認できた。

図２

Au 単結晶による格子像

試料ホルダについては，従来のメッシュに固定した平面形試料に加え、上記円筒試料を設置し全方位観察でき
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る新タイプを開発した。試料微動の機能としては、試料ステージの持つ並進(x,y,z 軸)のほか、ステージ全体の傾
斜(α軸)、試料ホルダ自身が持つ傾斜(β軸；α軸と直行した傾斜軸周りの運動)の５軸動作を基本設定した。さ
らにα軸と同一の傾斜軸周りの運動をホルダにて機能させるγ軸を設け、合計で６軸の自由度を持つ試料駆動系
を完成した。ここで、x,y,βは電子顕微鏡本体制御用 PC から制御、z,αは EELS/ステージ z,α制御用 PC から制
御可能とした。何れも PC からの外部コマンドによる自動制御を可能とした。特に、z,αは数値入力を可能とし、
αの制御精度は 0.1°を実現した。γは外置きコントローラボックスから制御可能とし、これについても 0.1°精
度の数値入力を可能とした。完成した５種のホルダの機能を表１に纏めた。

表１

開発した試料ホルダ一覧

すなわち、一般観察試料の評価を行うため、市販汎用メッシュ(3mm 径)試料に対応した１，２軸傾斜ホルダのほ
か、円筒形試料用の１，２軸ホルダと、これを全方位から観察するための１軸全方位傾斜ホルダを製作した。図
３には、２方向から見た円筒試料用１軸傾斜ホルダの先端部概略図を示す。

図３

円筒試料用１軸傾斜ホルダ先端部

試料は図中に別色で示した円筒形試料台の先端に固定される。本ホルダでは、矢印 A の向きに、±30°傾斜す
る。図４には、２方向から見た円筒試料用２軸傾斜ホルダの先端部概略図を示す。
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図４

円筒試料用２軸傾斜ホルダ先端部

図３の１軸ホルダ同様、矢印 A 方向の±30°傾斜のほか、矢印 B 方向への±5°傾斜が可能である。矢印 A 方向
への傾斜は、試料ステージにて成されるが，矢印 B 方向への傾斜は、図５に示す回転モータにて成される。

図５

円筒試料用２軸傾斜ホルダ全体図

何れの傾斜方向の傾斜中心も、円筒試料取り付け台先端の試料位置に合うように製作された。図６には、２方
向から見た円筒試料用１軸全方位傾斜ホルダ先端部概略図を示す。
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図６

円筒試料用１軸全方位傾斜ホルダ先端部

ここでは、矢印 A 方向へ試料ステージにて±30°傾斜するほか、図７中に図示される回転モータにて 360°以上
傾斜する。

図７

円筒試料用１軸全方位傾斜ホルダ全体図

これにより、試料の全方位観察が可能となった。電子顕微鏡にはホルダは１本までしか装着できないため、従
来は使用していないホルダは大気中に保管されていた。３次元観察では試料を長時間観察し、多数枚２次元像を
撮影するため、観察中の試料汚染が問題となる。これに対処するため、図８に示した待機用真空排気ベンチを製
作した。
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図８

待機用真空排気ベンチ

即ち、未使用の試料ホルダ３本をロータリーポンプにて絶えず真空排気しておくシステムである。ここでは、
試料ホルダのほか、第Ⅰ期で製作した CCD カメラや暗視野 STEM 像用電子線検出角度制御機構を排気できるように
し、電子顕微鏡本体近傍に設置した。

４．３. 観察操作装自動化のための制御装置および自動化ソフト
３次元電子顕微鏡においては、多数枚の撮影を行うことから、操作の自動化が強く求められていた。これに対
応し、システムの PC 制御化を実現し、自動化への環境を整えた。さらに、本研究課題において焦点・非点自動補
正が研究されているほか、本研究テーマでも、試料傾斜時の視野ずれ補正機能を開発した。試料を傾斜すると、
傾斜軸上に位置する観察対象はユーセントリック条件を満たし、視野ずれを起こさないが、ユーセントリック精
度は機械加工精度に支配されるため、0.5μm 程度が限界である。従って、本研究課題のようなナノメータレベル
の高倍率観察では、傾斜時の視野ずれが発生し、観察上の問題となった。
この問題に対処し、電子顕微鏡の制御 PC と通信できる別の PC を設置した。これら両 PC 間では、通信コマンド
を介し、焦点補正のための対物レンズ電流、非点補正のためのスティグマコイル電流、試料ステージの各種微動・
傾斜、電子ビーム照射位置を制御するイメージシフトコイル電流を高精度にデジタル制御できるようにした。更
に、焦点粗補正を試料ステージで行うために、全ての試料傾斜角度において鏡体光軸とほぼ平行に試料を移動さ
せる機能を設けた。試料を傾斜させると、シリンダーと共に試料ステージの Y、Z 微動機構も傾斜する。そこで試
料傾斜角度に応じて Y、
Z 微動機構を連動して制御し、鏡体光軸に平行に試料を移動させる制御ソフトを作製した。
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制御ソフトのアルゴリズムを図９(a)に示す。始めに参照像を撮影し、基準位置を決定する。次に試料を傾斜し、
ここでの画像を取得する。位相限定相関法という画像処理により、参照像と入力画像の間の視野ずれ量を算出す
る。この視野ずれ量を相殺する様に試料ステージで試料を移動させ、入力画像が参照像と合うまで繰り返し補正
を行う。図９(b)は視野ずれ自動補正装置の制御画面である。
自動補正の暴走を防ぐため、位相限定相関法で視野ずれ量と共に計算される相関値で、解析結果の信頼性を判
断する機能を設けた。参照像と入力像が一致すれば相関値は 100％となり、参照像と入力画像で一致する部分が減
少するに従って相関値は減少する。画像間に共通する部分が無くなると相関値は 0％になり、視野ずれ解析不能と
判断される。図９(c)は視野ずれ補正を動作させながら試料を約１°程度傾斜させた時の、視野ずれ解析結果の一
例である。

(a)補正アルゴリズム

(b)制御画面

(C)視野ずれ解析結果
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図９

試料傾斜時視野ずれ自動補正装置

参照像が更新された直後は参照像と入力画像が一致するので相関値は 100%となる。試料が傾斜すると視野ずれ
と試料傾斜による像変形のため相関値が低下する。相関値が 0％でないことから画像処理で視野ずれ量が正しく解
析されていると判断し、試料ステージで補正する。この際、相関値が 0%になると視野ずれ解析不能と判断して自
動補正を中断し、手動補正を促すメッセージを表示する。以上の機能は３次元電子顕微鏡に搭載し、正常な動作
を確認した。

４．４. 電子線検出角度制御装置
図 10 には、電子線検出器系の全体構成を示す。

図 10

電子線検出器系の装置構成

本電子顕微鏡では、透過した電子線のうち、Z コントラスト像を形成する高角散乱電子を検出する暗視野 STEM
検出器と、従来 TEM 像に類似した情報を有する低角散乱電子を検出する明視野 STEM 検出器が備えられている。さ
らに両検出器の下には、TEM 像を撮影するための２次元検出器、即ち CCD カメラと、分析器である EELS(Electron
Energy Loss Spectrometer)が設置される。従って、２つの STEM 検出器の間に設置される電子線検出角度制御装
置は 140mm 高さ以内にする必要があった。また、電子線は X 線を発生するため、これに近い部材には鉛のシール
ドをする。従って、これら絞りは全て遠隔で動作させる必要があり、モータ駆動させる構造とした。検出電子線
の内径と外形を自由に決めるためには、暗視野 STEM 検出器と１つの絞りを組み合わせ、絞り径と、検出器直上の
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電子レンズのカメラ長という２つのパラメータの組み合わせで原理的には実現できる。しかし、実際に電子レン
ズと暗視野 STEM 検出器の間にスペースが無く、デザイン上の問題でこの方式が実現できなかった。そこで、明視
野検出器と２つの絞りを組み合わせ、２つの絞り径を変えることで内外径を自由に選択できるようにした。上絞
りは内径を決定できるよう、電子線の光軸上に 1mm 径の円形遮蔽板を挿入できる構造である。下絞りはカメラの
絞りと類似の構造であり、同心円状に半径を変えられ、絞り径外の電子線は絞りで停止させられる。従って図１
０に示される通り、明視野 STEM 検出器上に投影される電子線は上絞りと下絞りでカットされて残った範囲の電子
線であり、任意の検出角度が実現される。上下絞りとも、電子線の光軸上に乗るように、電子線に垂直な面内で
アライメントできるよう、微動機構を設けることにした。図 11(a)(b)には装置の上面および断面からの構成図を
示した。

(a)装置上画面

図 11

(b)装置断面図
電子線検出角度制御装置

回転導入機にて真空外から導入された回転運動をギアで絞り回転方向に変換し、下絞りの開閉を行う。このほ
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か、図中にはｘ方向のアライメントと、上絞りの出し入れを行うアクチュエータ及び動作伝達部品が示される。
また、これら３アクチュエータと垂直方向に、図示されないｙ方向のアライメントを実現するアクチュエータが
取りつけられる。図 11(b)に示される様に、高さを 140mm 以下にすることが出来た。また、下絞り径は、最小 1mm、
最大 STEM 検出器最外径(16mm)以上に相当する 20mm であり、真空(10‑3Pa)外からの遠隔操作による正常な動作が
確認された。

４．５. ３次元観察と分解能の確認
完成した３次元電子顕微鏡を用いて，半導体デバイス試料、ナノ材料等の微細構造の３次元観察を行った。

４．５．１．半導体ﾃﾞﾊﾞｲｽ Cu ﾀﾞﾏｼﾝ配線の導通不良部
図 12(a)に全体低倍率像を示す。下層配線と上層配線の間を樽形の Cu ビアホールが結んでおり、ここを電流が
流れる。このとき、不良箇所では Cu のエレクトロマイグレーションが発生し、Cu 原子が流失し、ボイドが発生し、
高抵抗不良を起こすことがある。例えば図 12(b)のような１方向からの観察だけでは、ビアホールは断線している
のか、細くなっているのか、ボイドがあるのか、と言った結論は得られない。

図 12

半導体ﾃﾞﾊﾞｲｽ Cu ﾀﾞﾏｼﾝ配線の導通不良部明視野ＳＴＥＭ像

そこで、図 13 に示すように、±50°の傾斜角度範囲で３次元観察してみた。多方向からの観察により３次元的
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な構造情報が得られ、本ビアホールは断線していないものの、本来の直径の 1/4 程度に細線化している箇所があ
ることが明らかになった。

図 13

半導体ﾃﾞﾊﾞｲｽ Cu ﾀﾞﾏｼﾝ配線の導通不良部明視野 STEM 像の３次元観察（撮影×100k）

さらに本試料を円筒形に加工し、全方位観察を行った。暗視野 STEM 像(DF‑STEM 像)の観察結果を図 14 に示す。

56

３次元電子顕微鏡の研究開発

図 14

Cu 配線 TEG ビアホール部分の円筒試料 SEM/DF−STEM 像

下層配線とビアホールの界面付近にボイドがあることが３次元的に分かる。例えば 40°や 60°からの観察写真
だけでは、ビアホールは断線しているのか、細くなっているのか、ボイドがあるのか、と言った結論は得られな
いが、このように多方向から観察することで、欠落部の３次元的な配置情報が得られ、３次元観察の有用性が明
らかである。

４．５．２．Pt ｸﾗｽﾀ格子試料
図 15 には、長周期構造を持つ Pt クラスタ格子試料※)の３次元観察結果を示す。
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図 15

Pt ｸﾗｽﾀ格子 BF−STEM 像

撮影×400ｋ

Pt クラスタ格子は人工格子であり，数 nm 太さのほぼ単結晶の Pt が樹枝状に繋がっており，その空隙部分が周
期構造を持っている。全体としては，直径百数十 nm の微粒子である。微粒子は 3mm 直径のメッシュに張られたマ
イクログリッドに引っ掛かっている。そこで，大角度傾斜した時にメッシュが影を作らないように，約 1mm 幅の
短冊状に切断し，それを円筒試料用の台にカーボンペーストで固定する工夫をした。400k 倍観察では、微粒子が
単一ではなく３つの粒子が付着しており、かつ各々の長周期構造は互いに異なる方位を持つことが分る。図 16 に
は、この微粒子のうち傾斜軸と交わる部分の拡大像を示す。
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図 16

Pt ｸﾗｽﾀ格子 BF−STEM 像

試料：東北大学理学部
撮影×1,000ｋ

寺崎 治 先生 ご提供

周期構造を持つので、結晶の晶帯軸に相当する電子線入射方位では周期構造がクリアに観察できるが、従来観
察のように１方向からのみの観察では、例えば本図の 30°傾斜時のように、周期構造が不明瞭となる。一方、本
実験の多方向観察により、電子線入射方位と周期構造の見え方の関係から，結晶学的な３次元情報が明瞭となる
事がわかる。3 次元アニメーション表示のファイルを添付した（アニメーション表示ソフトのダウンロードサイト
は http://www.scioncorp.com/ ）。このように、通常困難とされる格子状試料の３次元観察に対しても本法が有
効であることが示された。
※)Pt クラスタ格子試料：東北大学理学部

寺崎 治 先生 ご提供

４．５．３．Pt/C 同時蒸着微粒子試料
図 17 には、Pt と C を同時に蒸着した試料を観察した結果を示す。非晶質カーボン膜中に微粒子化した Pt が包
埋されている。
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図 17

Pt/C 同時蒸着試料 BF‑STEM（撮影×2,000k）

粒径は大きいものでは 50nm 程度だが、小さいものは 0.5nm 以下である。撮影倍率は 2,000k 倍という高倍率で
あり、傾斜時は 50k〜200k 倍に下げ、視野を追跡した。この時、各写真中に矢印で示したような特徴的な粒子を
マーカーとして視野を追跡していった。本観察では、広い傾斜角度範囲で同一視野を追跡できていると共に、0.5nm
径以下の微粒子を確認できた。図中に傾斜角度‑45°から 15°まで、→○←で示した位置に、0.5nm 径以下の同一
の微粒子が、多方向立体観察できた。尚、本試料は薄膜形状であるため、傾斜角度を大きくするほど粒子間隔が
狭くなる。また、電子線入射方向から見た試料厚さも増大する（60°では 0°に比べ２倍）。このため、‑75°と
30°以上では、着目粒子は追跡できなかった。一方、‑60°から 15°の傾斜角度範囲で着目粒子を観察した結果、
本粒子は 0°近辺では楕円形であるのに対し、角度をプラスもしくはマイナス方向に傾斜すると円形に近づいてい
くことから、粒子は紡錘形状であると考えられる。本観察により、本研究開発第Ⅱ期の目標である３次元分解能
0.5nm が実現できたことを確認した。

５．考察
第Ⅰ期において３次元電子顕微鏡システムの基本部分を開発し、第２期においては、３次元分解能の向上(0.7
→0.5nm)、３次元観察用試料作製・観察法の確立、操作自動化を含むユーザフレンドリ環境の整備を行った。完
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成した３次元電子顕微鏡を用いた各種試料の３次元観察から，その有用性を検証できた。また、操作マニュアル
等を整備し、基盤ツールシステムとして開発を完了した。以下に本成果に関する考察を纏める。
(1)高精度な３次元観察を実現するためには、試料を電子顕微鏡内の中空に浮かせることが理想的だが，実際には
観察部位を保持する部材が必要である。そこで、サブミクロン径の円筒形試料の観察を提案し、加工と観察法を
検証してきた。しかし、現在のイオンを用いた加工・ハンドリング技術では、0.1μm 径以下の加工は困難である。
電子線は試料内で散乱するため、STEM 分解能は電子線の集束径ではなく、試料内での散乱径で制限される。とこ
ろが、上記のように試料径（＝試料厚さ）が 0.1μm 以上であると、内部散乱は数 10nm に及ぶ。このため、プロ
ジェクト目標の 0.5nm は円筒形試料では実現できず、観察角度範囲の制限される薄膜試料で実現することになっ
た。半導体デバイス中のナノ立体構造を３次元観察するためには、数 10nm 径の試料加工技術が重要になると考え
られる。
(2)第Ⅱ期においては、主に半導体デバイスやクラスタ格子などの無機材料系試料の３次元観察を試みた。一方、
近年構造解析の重要性が増加しているバイオ試料や有機系試料については、電子線照射によるダメージの発生な
ど幾つかの問題点があり、十分な評価が出来たとは言えない。試料冷却や低照射量でも高 S/N 観察できる光学系
など，今後の課題として検討していきたい。
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2. ３次元電子顕微鏡を用いたエネルギー分析技術の確立

2.1. 電子エネルギー分析系の高分解能化に関する研究開発

(株)日立ハイテクノロジーズ設計製造統括本部
砂子沢 成人

１．要約
3 次元電子顕微鏡によるエネルギー分析データは、走査透過電子顕微鏡（STEM ）と電子エネルギー損失分光法
（EELS）を併用することにより取得される。
第Ⅰ期では、3 次元電子顕微鏡の加速電圧 300kV で、高いエネルギー分解能を有する電子エネルギー分析系を研
究開発し、実際にこれを製作してその特性を把握した。
300kV の高い加速電圧下で、0.7eV の分解能を実現することに成功した。
第Ⅱ期では、暗視野環状 STEM 検出器の S/N を損なわず、かつ 300ｋV の電子線に対し高エネルギー分解能を持
つ分析系を試作した。この分析系を 3 次元電子顕微鏡に取付け、所定のエネルギー分解能を確認した。また、操
作性向上を図るため、本体との一体化制御を可能にした制御電源を試作した。この制御電源で自動線分析が可能
であることを確認した。更に、試料位置を高速に補正するため、画像処理系を含んだライン分析制御装置を試作
し、試料のドリフト量の低減を実施した。分析精度を向上するため、バーチャルな光源位置変化に応じて、スペ
クトルの位置補正が可能な機能を開発した。

２．研究目的
3 次元電子顕微鏡では、試料の 3 次元立体像の構築と共に、微細領域の元素同定や元素結合状態の解析が重要で
ある。元素同定や結合状態の解析のためには、電子エネルギー分析系には、低収差電子光学系と高安定化電子回
路により、試料を透過した電子線のエネルギーを高エネルギー分解能で解析可能な性能が求められる。
本研究の目的は、上記分析系の実現を研究することに有る。

３．研究方法
第Ⅱ期の初年度の平成 12 年度には、暗視野環状 STEM 検出器の S/N を損なうことの無い高エネルギー分解能を
持つ分析系を試作した。また、１６ﾋﾞｯﾄで試料面上を 2 次元走査可能でその電子線位置でのスペクトル取得可能
な 300kV 用高性能化電子エネルギー分析システム制御系を試作した。これにより試料の自動ライン分析を可能と
した。
図１に 3 次元電子顕微鏡に取付けられた分析系を示す。分析系の検出部は、操作者の前方ではなく横方向に取
付けることにより、操作者の作業性を向上させた。
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図１．

3 次元電子顕微鏡に取付けられたエネルギー分析系部

図２に高性能化電子エネルギー分析システム制御系の外観を示す。本制御系は 16 ﾋﾞｯﾄで電子線を 2 次元走査す
る機能を持っており、任意方向にライン分析する機能を盛り込み操作性を向上した。
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図２．300ｋV 用高性能化電子エネルギー分析システム制御系外観

平成 13 年度には、制御系に画像処理系を付加し、ライン分析時の試料ドリフトを補正可能とした。更に、バー
チャルな光源の位置変化に応じて、スペクトルの位置補正が可能となる機能を追加し、ライン分析精度の高度化
を実施した。

３．１．試料ドリフト補正機能
試料ドリフト補正機能は、下記の方針で実施した。
（1）

試料ドリフト量の検出は、Z コントラスト像の画像を取り込み、この画像と基準画像の移動量を位相限定
相関法で検出する。

（2）

移動量検出後、ライン分析の電子線スポットの位置を補正する。

図３に補正のフローチャートを示す。
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図

３．ドリフト補正付きライン分析のフローチャート

ライン分析を行なう際は、図 1 に示した下記のアルゴリズムで補正を行なう。
①

Z コントラスト像として、基準画像を取り込む。

②

ライン分析は、直線上に順次、電子線スポットを移動し、移動した位置毎のスペクトルを得るが、この時、
何個のスポット位置毎にドリフト補正を行なうかを指定する。

③

指定された電子線スポット位置になる前に、一旦画像を取り込み、基準画像との移動量を検出する。

④

検出された移動量に応じた量だけ、スポット移動量を補正する。

⑤

スペクトルを取り込む。

これを、指定されたスポット点数が終了するまで繰り返す

図４に試料ドリフト補正の基礎実験結果を示す。
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ﾄﾞﾘﾌﾄ補正あり

測定時間：30 分

撮影倍率：40 万倍

ﾄﾞﾘﾌﾄ補正無し 測定時間：30 分 撮影倍率：40 万倍
図４．位相相関法によるドリフト補正の実験結果（40 万倍）

図５

エネルギー軸補正の原理

実験は、故意に試料微動を大きく動作させ、ドリフトを増やした状態で 30 分間放置して補正の効きを評価した。
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5 秒に一度画像を取り込みイメージシフトで補正した。参照画像は、実験開始直後の画像とした。
図より明らかなように、倍率が 40 万倍でも試料ドリフトがより精度良く補正されていることが分かる。
相限定相関法による試料位置補正は、試料のコントラストが低い場合でも補正精度が良いことが特長である。

３．２．エネルギー軸補正
次にエネルギー軸補正に付いて述べる。
EELS スペクトルのエネルギー軸は、様々な原因でずれることが有る。
例えば、電子源の位置は、引出し電圧が変化することで移動し、これがエネルギー軸のずれとなる。また、マ
グネット電流や 4 重極子電流の温度ドリフトによる電流値変化は、直接的なエネルギー軸ずれを引き起こす。
更には、鏡体部のレンズ系・電子偏向系の電流ドリフトなどもその原因となる。
この様に、様々な要因でエネルギー軸シフトが発生するが、例えば、１eV 以下のエネルギー値の変化を測定す
るケミカルシフト分析においては、エネルギー軸を正しく知ることは、極めて重要である。
エネルギー軸の補正は、下記の様に自動的に行なった。

第 4 図のスペクトル検出器は 1024 チャンネルのラインセンサーにより構成される。特定の No チャンネルを基
準チャンネルとする。
インスペクトル（No loss Peak）は、エネルギーの基準となるピークで有り、このピークをライン分析の各点
で、No チャンネルに合わせ込み、エネルギー軸の補正を行なう。
メインスペクトルの No チャンネルへの合わせ込みは、ヒステリシスを避けるためにドリフトチューブに印加し
ているドリフトチューブ電圧で行なう。
この様にして、メインスペクトルは、常に No チャンネルに固定されることになり、エネルギー軸補正が実現さ
れる。
この結果、コアロスピークのエネルギー軸も保証され精度の良い分析が可能となる。

４．研究成果
３００ｋV 用高性能電子エネルギー分析システムを 3 次元電子顕微鏡に取付けて、性能確認を行なった。
図６に３００ｋV でのエネルギー分解能を示す。ほぼ目標通り 0.6eV の分解能が得られた。

図６ ゼロロスピーク
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エネルギー分解能を阻害している要因は、スペクトル検出器のシンチレータにおける電子線の滲みであること
を突き止め、分散を 0.05eV 以上として分解能データを取ることができた。
取得条件は下記の通りである。
•

ISF により物点水平位置調整

•

Cond‑Ap No.3, Obj‑Ap No.3

•

スペクトル取り込み時間：12ms

図７に自動ライン分析の結果を示す。
図 7（b）はライン分析位置を示す図である。試料は Si‑SiO2‑Si で構成される半導体デバイスである。
画像は暗視野環状検出器で検出した暗視野像である。暗視野像の特長として密度の高いあるいは原子番号の大
きな部分が明るい像として記録される。
暗視野像の画面上の 2 点を選択する。この図 7（ｂ）では（A）と（B）である。

(a)エネルギー損失スペクトル

（ｂ）ライン分析した場所を示す像
図７ 自動ライン分析の結果

選択された 2 点間は直線で表示される。2 点間は、あらかじめ指定された点数（この場合は 32 点）に等間隔に
分割される。
各分割点には電子線が順次照射される。照射時間はあらかじめ指定可能であり、この場合は約 500ms/点である。
シグナル強度が欲しい場合には照射時間を大きくすれば良い。電子線照射に応じてエネルギー分析系で検出され
るエネルギーロススペクトルは順次表示される。
スペクトル表示は自動的に等間隔に表示させている。図 7（a）にその結果を示す。
SiO2 の位置に対応した部分に 530eV の酸素ピークが現れており、Si の部分には酸素ピークが無いことが良く分
かる。
試料を選択することにより、例えば Si ピーク位置の僅かなエネルギーシフトから Si の化学結合状態を知るこ
とができる。
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今年度の 300kV 用高性能電子エネルギー分析システムの試作により高エネルギー分解能での自動ライン分析が
可能となった。

図８にエネルギー軸補正の実験結果を示す。

図８

エネルギー補正の実験結果

試料は、SiO2 と SiON 膜で、酸素 K エッジをライン分析した。
ライン分析の 5 番目と 10 番目において、強制的にエネルギー軸をずらし、その変化が元に戻るか否かを確認し
た。
ライン分析において、6 番目以降 9 番目まで、また、11 番目以降 15 番目までエネルギー軸が元に戻っているこ
とが確認できた。
エネルギー補正精度も測定したが、±２チャンネル以内の精度であることが確認できた。
この様に、ライン分析の各点でエネルギー軸補正が可能となり、ライン分析の信頼性を向上することができた。

５．考察
以上の様に冷陰極電界放出電子銃を搭載した 3 次元電子顕微鏡用の電子エネルギー分析系の高分解能化に関す
る研究開発を展開した。
その結果、300kV の電子線に対し 0.6eV の高エネルギー分解能を確認することができた。
また、16 ﾋﾞｯﾄで試料走査可能な電子エネルギー分析システム制御系を用いて自動で電子線損失エネルギーをラ
イン分析する機能を開発した。
更に、試料ドリフトを補正しながらライン分析を可能とし、エネルギー軸補正も可能とした。
今後、本エネルギー分析装置が、最先端材料や医学生物系の研究に寄与することを期待する。
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2. ３次元電子顕微鏡を用いたエネルギー分析技術の確立

2.2. エネルギー分析系におけるデータ収集・解析技術の最適化に関する研究

日本原子力研究所物質科学研究部極限物性研究グループ
倉田

博基

１．要約
走査透過電子顕微鏡法（STEM）と電子エネルギー損失分光法（EELS）の併用により計測される、内殻電子励起
の位置分解スペクトルにおける吸収端微細構造（ELNES）変化を利用した局所状態分析法を多層膜やナノチュー
ブ・超微粒子などのナノ構造体へ適用し、スペクトルの処理・解析法を明らかにした。特に、炭素 K 殻および酸
素 K 殻 ELNES の吸収端直上に現れるピークの解析を物質同定に利用する手法が開発された。更に、３次元電子顕
微鏡による位置分解スペクトル計測法の最適化として、電子プローブ走査とそれに伴うスペクトル変化を実測し
その特性を明らかにし、本装置がナノ領域の局所分析に適していることが示された。

２．研究目的
３次元電子顕微鏡の重要な機能の一つに、結晶中の欠陥や不純物などの元素分析や結合状態解析がある。原子
レベルの空間分解能でこのような分析機能を実現するためには、電子エネルギー損失分光法（EELS）を複合する
ことが不可欠である。第 II 期では、３次元電子顕微鏡の分析機能として重要な電子エネルギー損失スペクトルの
データ計測法の最適化を目的とする。また、スペクトルに含まれる化学的な情報のマッピングを視野に入れた、
データ収集法を検討する。実用材料から測定されたエネルギースペクトルデータの解析を通して、ユーザーフレ
ンドリーなスペクトル処理・解析法を構築する。
特に、スペクトルの微細な構造やケミカルシフトを利用した簡便な物質同定法と局所分析への応用に関する研
究を行うと同時に、電子線を走査しながらスペクトル計測を行う、位置分解スペクトル計測法の最適化と実用材
料への応用を通して、効率的な測定と処理法を構築する。

３．研究方法
３．１．位置分解 EELS スペクトルの計測
試料の特定箇所から EELS スペクトルを測定するためには、入射電子プローブを細く集束し分析位置に停止させ
る必要がある。このように、場所ごとにそれぞれスペクトルを計測し、異なる箇所の化学組成や電子状態を解析
する手法を位置分解 EELS スペクトル法と呼ぶ。本研究では、電子プローブ走査を行いながら試料を透過した電子
を検出することで顕微鏡の像にする STEM 法を用い、まず分析場所の選定を行った。電子プローブのサイズは 0.2nm
径から 1nm 径のものを用いた。位置分解 EELS スペクトルは主に電子プローブの１次元ライン走査とともに計測さ
れた。ライン走査の方向と長さ、さらに分析点数は試料の形態やサイズに依存して任意に指定できるようにした。
このような位置分解 EELS スペクトルは、計測法の確立のためにまず

200kV 透過電子顕微鏡（原研所有）
で基礎実験を行い、それを基に 300kV の３次元電子顕微鏡のエネルギー分析技術に適用され
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た。
EELS スペクトルは、内殻電子の励起に起因する高エネルギー損失領域の測定を行った。第Ⅰ期の研究では、試
料中に存在する各元素の内殻電子励起スペクトルの積分強度を利用して、元素分析を行う手法を検討し、その計
測条件の最適化と分析の空間分解能との相関を明らかにした。第Ⅱ期の本研究では、内殻電子励起スペクトルの
吸収端近傍に現れる微細構造（ELNES）に着目し、化学結合状態や電子状態などの解析を行うことを目的とした。
したがって、スペクトルの S/N 比を向上させた計測法が要求される。そのために、各分析点でのスペクトルの測
定時間を長くするか、プローブのサイズを大きくして入射電流量を増大させて位置分解 EELS スペクトルを計測し
た。
３．２．分析試料
ELNES を利用した局所状態分析法の確立のために、構造が明確な２種の試料を用いた。１つは炭素ナノチューブ
で、これは銅メッシュ上に張られたマイクログリッド上に展開された。ホール部分（真空領域）に突き出た１本
のナノチューブを観察対象に選定した。もう一つは、第Ⅰ期で観察した酸化物多層膜である。これは３次元電子
顕微鏡のエネルギー分析性能評価を行うために、理化学研究所のグループが化学蒸着法で作製した多層膜である。
構造はシリコン基板上に酸化アルミニウムと酸化チタンが 1nm の厚さで交互に積層されたナノ構造体を形成して
いる。電子顕微鏡試料としては、イオンミリング法により積層構造が観察できる断面薄膜試料に加工された。

４．研究成果
４．１．吸収端微細構造（ELNES）の局所状態分析への適用
内殻電子励起スペクトルに観察される ELNES の構造は、高速電子と物質との非弾性散乱断面積によって理解で
きる。本研究に関連する[1]によると、高速電子の非弾性散乱微分断面積は
2
d 2σ
4
′ ′
=
4 ∑ n , l q ⋅ r n,l δ(E − E n ′ , f ′ + E n, f )
dEdΩ a0q f

(1)

で表される。ここで、q は非弾性散乱によって入射電子が試料原子に与えた運動量、a0 はボーア定数である。(1)
式の行列要素は、原子の内殻準位

n,l （n,l はそれぞれ内殻準位の主量子数および軌道角運動量量子数）にある
電子が相互作用の結果、非占有の価電子状態 n',l' に遷移することを表している。ここで、行列要素に挟まれた
演算子が位置演算子であることから、電子励起は軌道角運動量量子数の変化が 1 だけの遷移が許容される、いわ
ゆる双極子遷移選択則が成り立っている。一方、(1)式のデルタ関数は電子励起におけるエネルギー保存を保証し
ている。また、励起に関与している内殻準位はエネルギー的に局在しているため、デルタ関数で顕在化するのは
非占有伝導バンドの状態密度である。内殻電子励起スペクトルの吸収端近傍においては、(1)式の行列要素のエネ
ルギー依存性が弱いことから、吸収端微細構造の形状は主に(1)式のデルタ関数の項から引き起こされる。したが
って、微細構造は双極子遷移選択則により許容された非占有伝導バンドの部分状態密度を反映していると言える。
上式から局所状態分析に利用できる ELNES の２つの特長がある。一つは、行列要素の項でこの中には位置演算
子が含まれていることから、電子励起の方向性を決定するのに利用することができる。すなわち、グラファイト
などのように異方性の強い物質においては、励起強度の角度依存性を測定することにより分子や結晶の配向性を
評価することが可能となる。他の一つは、デルタ関数に含まれる非占有状態密度の情報である。これは同一の元
素に対しても結合する相手の原子種や結合様式が異なれば、特定エネルギーに現れるピーク構造や強度に変化が
生じると考えられる。活かして局所状態分析に利用することが可能である。本研究では、この２点つの特性に着
目し、位置分解 EELS スペクトルによる局所状態分析法の検討を行った。

４．２．炭素 K 殻電子励起スペクトルの ELNES による配向と結合様式の評価
炭素を主成分とする高分子や有機材料のような物質では、炭素の結合は 2s 軌道と 2p 軌道が混成した軌道の結
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合からなる。特に、平面構造を有するグラファイトは 100％sp2 混成軌道からなることが知られている。図 1 には
グラファイトについて測定された角度分解 EELS スペクトルを示す。
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図１

グラファイトの炭素 K 殻電子励起の角度分解スペクトル

286eV の鋭いピークは、炭素の 1s 電子が 2pz 軌道からなる・*バンドへ遷移したピークに帰属される。他の構造は
・*バンドへの遷移である。電子はグラファイトの c 軸方向、すなわち平面構造に垂直な方向から入射しているた
め、炭素の 2pz 軌道は電子の入射方向に平行に指向している幾何学的な位置になっている。これに対し、エネルギ
ー分析器に取り込まれる電子の角度をずらし、q で表された運動量移送の相対方向を変化させてスペクトルを計測
すると、明らかに・・ピ−ク A の強度は減少していることがわかる。・・ピ−ク強度は 2pz 軌道と運動量移送が平行
な場合に強く、角度が大きくなるにつれてその強度は低下する。この結果は、・・ピ−ク強度の変化を解析するこ
とにより、平面構造の配向を導出することが可能になることを示唆している。
配向依存の実例として、図 2‑1 に直径 30nm の炭素ナノチューブから測定された位置分解 EELS スペクトルを示
す。
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Carbon K-edge

1s→σ*

1s→π*

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
280
図２‑１

300
320
Energy Loss (eV)

340

炭素ナノチューブの位置分解スペクトル

1nm 径の電子プローブをナノチューブの軸に垂直方向に走査し、0.5nm 間隔で 72 個の炭素 K 殻電子励起スペク
トルが測定された。図に示された(a)から(e)はナノチューブの端から中心部に向かって測定された代表的な点に
おけるスペクトルである。明らかに・・ピ−ク強度に変化が現れていることが観察される。各走査点に存在する炭
素原子数の変化の影響を除去するために、炭素スペクトルの 50eV 幅の積分強度で規格化した・・ピ−ク強度のプ
ロファイルを図 2‑2 に示す。
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p*および s*ピーク強度の位置による変化

横軸は電子プローブの位置を表し、(e)点がチューブの中心に対応する。・・ピ−ク強度はチューブの端の部分
で強く、中心部で弱くなっている。この測定ではスペクトルは図 1 のように角度分解されているわけではないの
で、この変化は 2pz 軌道の向き、すなわち配向の変化を検出していることになる。ナノチューブの構造はグラフ
ァイト平面シートが円筒状に重なっているため、2pz 軌道はチューブの端から中心部にかけて、電子プローブに対
し垂直から平行方向に変化している。スペクトルの取り込み角度を大きく取っているので、この測定条件から運
動量移送のベクトルは電子プローブに対し垂直となっている。したがって、位置分解されたスペクトルにおいて
・・ピ−ク強度はチューブの端で強く、中心部で弱いプロファイルを示したものと解釈できる。これは、ナノチュ
ーブが円筒構造を有していることの直接的な検証にもなっている。一方、同図には・・ピ−クの規格化強度のプロ
ファイルもプロットしたが、・・ピ−ク強度ほど強い配向依存性を示していないことがわかる。これは、・・ピ−
クに関与する sp2 混成軌道がグラファイトシート面内にあり、面内では３方向に配向しているため、その３配向を
平均した測定では、2pz 軌道ほど顕著な方位依存性が生じないためと解釈できる。以上の結果は、異方性の強い平
面有機分子や層状構造を有する物質、さらには結晶粒界や固体内界面などにおける化学結合の配向決定に有効に
利用できるものと結論できる。
一方、sp2 混成と sp3 混成の結合様式が混合した炭素材料系においては、上述した規格化した・・ピ−ク強度 I π は
sp2 結合の割合 f を評価する量として用いることができる。すなわち、グラファイトなどのように 100％結合様式
がはっきりしている標準物質から測定された・・ピ−ク強度に対する I π の比によって sp2 結合の割合
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f =I

IG

π

(2)

π

を定義する。この式は均一な試料における sp2 混成の結合評価に適した形であるが、不均一な系に対してはこのま
まの形で適用することはできない。本プロジェクトの実材料分析の候補として挙がっている系に、ポリイミド薄
膜に金属イオンを照射した際に生じる金属微粒子近傍の炭素被覆膜の評価がある。微粒子を被覆する炭素膜とポ
リイミド薄膜では炭素の結合様式が異なっていると考えられており、このような不均一な系について、電子プロ
ーブを走査し位置分解スペクトルを計測することで、炭素被覆膜の結合様式を評価する式を導出した。炭素被覆
膜が存在する点に電子プローブを置いたとき、その点における試料の厚さおよび炭素被覆膜の厚さをそれぞれ T, t
とすると・・ピ−ク強度は

σπ ρ1t + σ π ρ2 (T − t ) G
Iπ
σ ∆ [ρ1t + ρ 2 (T − t)]
1

f1+ 2 =

2

(3)

で表される。ここで、1+2 は炭素被覆膜 1 とポリイミド薄膜 2 の両方からの寄与があることを意味している。また

σπ 、 σπ と ρ1 、 ρ2 はそれぞれの物質における・・励起断面積および炭素原子密度である。さらに σ∆ はエネルギ
1

2

ー幅・の炭素励起断面積である。これは、不均一な系の位置分解スペクトルを解析するのに適した一般的な形に

(

)

f1 = σ π σ ∆ (I π I ∆ )s を求めることであるため、実測された f1+ 2 の値から σπ を導出
1
する必要がある。(3)式における f1+ 2 は σ π だけでなく、未知数として各炭素の密度とその厚みが含まれている。し

なっている。本来の目的は

1

1

たがって、電子顕微鏡像から系の構造的な情報であるそれぞれの厚みを決定し、密度をパラメータにして電子走
査各点から導出された

f 値のプロファイルをフィッティングすることで炭素被覆膜の結合様式を決定することが

可能になる。この解析式は位置分解スペクトルが計測できる利点を活かした式となっており、応用範囲は広い。

４．３．酸素 K 殻電子励起スペクトルの ELNES を利用した状態分析
図 3‑1 には酸化物多層膜ナノ構造体の断面薄膜試料において測定された、酸素 K 殻電子励起スペクトルの位置
分解 ELNES を示す。
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図３‑１

酸化物多層膜の酸素 K 殻電子励起の位置分解スペクトル

電子プローブは膜の積層方向に沿って走査された。図では、横軸が酸素の K 殻励起付近のエネルギー損失、縦
軸がブローブの走査位置でスペクトルの強度は濃淡で表示されている。図 3‑2 に示すように、酸化チタン層の領
域から測定された酸素 ELNES においては、530eV 付近に a と示したピークが観察される。
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図３‑２

酸素 K 殻電子励起スペクトルの微細構造

このピークは吸収端直上に存在するため、酸化チタンのフェルミ準位近傍に存在する非占有バンドへの遷移を
表している。一般に ELNES では遷移において双極子選択則が成立するため、ピーク a は、酸素 1s 電子からチタン
の 3d バンドと混成した酸素の 2p 成分に遷移したものと帰属することができる。本研究に関連する[2]によれば、
酸素 K 殻 ELNES の吸収端直上のピークは遷移金属酸化物に共通して観察されるピークである。一方、酸化アルミ
ニウムのスペクトルにおいては、吸収端直上にはピーク a のような強度は存在していない。これは、酸化アルミ
ニウムのバンド構造において、フェルミ準位近傍は金属元素であるアルミの最外殻軌道の 3s‑3p の混成バンドか
らなるため、酸素の 2p 成分が少なくピーク a が生じないためと考えられる。従って、ピーク a のようなスペクト
ルの微細構造変化を利用すれば、同一元素における化学結合状態の違いをマップすることが可能になる。
図 3‑3 には、位置分解 ELNES からピーク a の強度を抽出し、電子プローブの位置の関数としてプロットしたも
のを示す。
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図３‑３

酸素の K 殻スペクトルにおけるピーク a の強度と積分強度のプロファイル

比較のために、酸素の 40eV 幅の積分強度もプロットされている。前節でも述べたように、積分強度は酸素原子
の存在量に比例するが、このプロットでは酸化チタン層と酸化アルミ層では酸素原子量にはほとんど違いがなく、
若干酸化チタン層において存在量が多いことが示されている。これは、どちらの層においても存在する酸素のス
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ペクトル強度を利用したのでは、層の識別が困難であることを示唆している。一方、ピーク a の強度をプロット
した場合には、酸化チタン層において明瞭な強度増大を得ることに成功している。これは、特定元素の化学結合
状態の違いを利用して、両層を弁別できたことを意味している。すなわち、元素プロファイルではなく、化学状
態プロファイルとして可視化に成功したものである。
以上の結果は、多層膜ナノ構造体に適用し位置分解スペクトル法のより高度な活用法として提案したものであ
る。局所分析が強く期待されている固体内界面や欠陥近傍においては、化学組成を解明するだけでなく電子構造
変化を明らかにすることが重要な課題である。従って、ここで提案した手法はそのようなニーズに応えうる重要
な局所分析法として、今後広く利用すべきであると考える。

４．４．３次元電子顕微鏡による位置分解 EELS スペクトル計測の最適化
電子プローブを走査しながらスペクトルを計測する位置分解 EELS スペクトル法では、試料が存在しない状態で
はプローブ位置に依存せず一定のゼロロススペクトルが得られることが理想である。しかし、実際には電子光学
的な問題から必ずしも理想通りの計測ができるとは限らない。図 4 には 200kV 電子顕微鏡で測定された、ゼロロ
ススペクトルのプローブ位置依存性を示す。

77

３次元電子顕微鏡の研究開発

図４

電子プローブ走査によるゼロロススペクトルの変動

V は STEM 像上で電子プローブを縦方向に 1.5・m 走査したとき、H は横方向に同じ長さだけ走査したときのスペ
クトル変化である。いずれの方向においてもプローブが中心付近からはずれると、スペクトルのエネルギー位置
と強度が変動していることがわかる。特にこの装置の場合、縦方向のプローブ走査において変動は顕著である。
このようなスペクトルのシフトや強度変動の原因は、電子光学系の問題に関係していると考えられる。１つは、
電子プローブを光軸から大きくずらすと試料を透過したあと１点に集束しないでずれてしまう可能性である。こ
のような集束性は、電子プローブを走査する２つの偏光コイルに流す電流の比率を調整することで高めることが
でき、この集束点をピボット点と呼ぶことがある。２つめの原因は、このピボット点とエネルギー分析する分析
器の物点（前方焦点）が一致していない可能性である。すなわち、ピボット点に電子が集束していても、分析器
の焦点位置では電子プローブの走査に伴ってプローブが動いてしまい、結果として上述したスペクトルの変動が
発生する。このピボット点と焦点位置の調整は、対物レンズの励磁を調節することで最適条件に適合させること
が可能である。また、電子プローブの走査方向が縦と横で顕著な違いが観察されたのは、縦のプローブ走査に伴
うピボット点の変動が、エネルギー分析器の磁場方向に対して約 90 度の角度を有しているために、縦の走査にお
いてより大きな変動が現れたものと解釈できる。
３次元電子顕微鏡において同様の測定を行った結果、プローブの走査が縦・横いずれの方向においても変動量
に大きな差がなく、900nm の走査範囲でエネルギーシフトが±2eV、強度変動が±10％程度であった。これは、上
述した 200kV 電子顕微鏡に比較して良い数値を示しており、電子光学的に最適の調整がなされていることが確認
できた。また、走査範囲をより短くして高倍率で局所分析を行う場合には、これらの変動はほとんど無視できる
量になるため、３次元電子顕微鏡はナノ領域の分析に適した装置であることが示された。

５．考察
エネルギー分析系のデータ収集・解析技術において、本研究では位置分解 EELS スペクトル法による局所状態分
析法の高度化を行った。特に、内殻電子励起スペクトルの吸収端微細構造を利用した解析法では、単なる元素分
析に留まらず特定元素の化学結合状態やその配向性などの情報をナノスケールの微小な領域から検出できること
が実証された点は大きな意義がある。本研究で提案された分析手法は今後、高度な高位置分解能物質分析法とし
て半導体デバイスやセラミックス材料内に存在する界面や析出物と言った、マクロな物性に重要な役割を演じて
いるナノ構造体の研究や、さらにはデバイスの不良解析などの実用的な評価・解析技術としても波及するものと
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期待できる。３次元電子顕微鏡では１次元のライン走査による位置分解スペクトル法が実用的な技術として開発
された。これはサブナノメートルのプローブ径を用いた高精度分析装置として威力を発揮する。
位置分解スペクトル法では一般に、電子プローブを走査するために計測のための時間が長くなる欠点がある。
そのため、計測中の試料の位置ドリフトやスペクトルのエネルギードリフトが実際的な問題として顕在化するこ
とが、第Ⅰ期からの研究で明らかにされていた。そのため、３次元電子顕微鏡ではそれらの問題を克服するため
に、位相限定相関法といった新しいアルゴリズムによるドリフト補正の機能が組み込まれ、より精度の高い測定
が可能になった。この技術は、位置分解スペクトルの計測を１次元から２次元に拡張できるポテンシャルを有し
ており、今後の発展方向としては高分解能２次元マップの構築へも可能性が開けている。
最後に若干の問題点であるが、３次元電子顕微鏡でスペクトル計測を実施している際、試料のコンタミネーシ
ョンが問題となることがあった。これは、通常の STEM 像観察に比較しスペクトル計測では電子プローブが１点に
滞在する時間が長いために生じる問題である。これを回避する方法としては、試料を電子顕微鏡内に導入する前
にプラズマ雰囲気中で試料を清浄化する方法がある。これが有効に作用する試料もあるが、炭素系材料や断面試
料では試料自体がエッチングされるため適用できない。このため、当初目標としていたポリイミド薄膜中の金属
微粒子の分析が行えず、解析のための基本式の導出に留まった。今後は、電子顕微鏡内での電子線シャワーによ
るコンタミネーション防止などの方法や試料加熱による清浄化などの方法も検討する必要があると思われる。
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3. ３次元電子顕微鏡を用いた評価技術の確立

3.1. 実試料の３次元観察に関する研究

理化学研究所表面解析室
小林 知洋

１．要約
平成 12 年度においては、高分子（ポリイミド）およびセラミックス（単結晶アルミナ）に対し高濃度金属イオ
ン注入を行い、試料内部に金属ナノ微粒子を生成させて機械特性、電気特性を改質した材料を作製した。これら
に断面加工を施し、市販電子顕微鏡による微粒子の観察を行った。平成 13 年度においては開発実機を用いて金属
ナノ微粒子の分布及び形態を 3 次元観察した。また、生体材料（血小板）についてその基材との接着界面の 3 次
元観察を行った。観察対象は集束イオンビーム（FIB）ナノ加工装置を用いることにより 3 次元観察に適した直径
100〜300nm 程度の円筒形に切削を試み、いずれの場合についても加工、観察が良好に行えることを示した。一方、
各試料個別の問題点（観察中の炭素汚染の発生、試料の変形）について明らかにした。

２．目的
将来の応用が期待される先端材料のうち、ナノサイズレベルにおける 3 次元構造を解明することによりその機
能の向上が見込まれるものを選択し、実機観察を行うことにより 3 次元電子顕微鏡の応用可能性を広げることを
目的とする。高濃度イオン注入により作製した有機及び無機のナノ粒子分散材料に対し、３次元電子顕微鏡実機
を用いて粒子のサイズ、形状、成長方向、結晶状態、組成、電子状態について解析を行うことにより、本装置の
応用対象を材料一般に広げる際の問題点について検討を行う。また、これらの材料に加え、生体材料に対しても
円筒加工を試み、試料の加工方法について検討を行う。また、実機の一層の性能向上につなげるため、ユーザー
レベルで明らかになる使用上の問題点を機器開発グループに対しフィードバックを行う。

３．研究方法
図 1 に本研究の流れを示す。
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図1

本研究の流れ

本研究では観察対象をセラミックス試料、高分子試料、生体由来試料とし、断面試料および円筒試料を作製し
てそれぞれ 2 次元観察、3 次元観察を行う。断面試料作製には主にウルトラミクロトームを用い、円筒試料作製に
は集束イオンビームナノ試料加工装置およびマイクロサンプリングシステムを用いる。円筒は直径 100〜300nm 程
度とし、3 次元観察可能な円錐状試料ホルダーに固定する。3 次元電子顕微鏡実機を用い、作製した試料の透過電
子顕微鏡（TEM）観察および電子エネルギー損失分光分析によって構造解析を行う。
同時に３次元構造解析を行うのに適した加工方法、試料形状について検討する。

４．研究成果
イオン注入法は電界を用いて目的のイオンを加速し、固体内部へ打ち込むプロセスである。注入元素の濃度を
厳密にコントロールできるため、半導体産業における不純物ドーピング手法として確立している。物質中に非熱
平衡状態で原子を打ち込むため、ターゲット中の溶解度を超えてのドーピングが可能であり、他の製造プロセス
では作り得ない特殊な組成、構造を持った材料の作製が期待されている。ナノレベルでコントラスト差が大きい
試料が得られるため、本研究の実機観察対象として選択した。
微粒子生成の媒体としてイオン照射により炭素へと変化する高分子試料、組成が全く変化しない絶縁性セラミ
ックス試料を採用し、FIB およびマイクロサンプリングによる加工後、TEM 観察を行った。また、生体由来材料に
対する円筒加工の可能性を検証するため、本研究室で研究が行われている人工血管材料を用い、血小板と高分子
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の接着界面の加工を行った。

４．１．金属ナノ粒子を分散させた高分子−アモルファス炭素傾斜層の観察
4.1.1. 本試料について
近年熱処理による炭素化や金属ドープ炭素膜の前駆体として研究が行われているポリイミド（(C22H10N2O5)n）フ
ィルムに対してイオン照射を行い、試料表面における組成、結合状態に着目している。ポリイミドフィルムをイ
オン照射によって炭素化して得られる表面は、高硬度のアモルファスカーボンとなる[1‑3]。これら微粒子分散型
炭素薄膜には、電極材料、電子放出材料など微粒子の化学物性や電子物性を活用した応用が期待される。本試料
は同一視野中にアモルファスカーボン、高分子、金属微粒子が存在し、それぞれの長時間の電子線照射に対する
耐性が異なるため、3 次元観察法の評価対象として適していると考えられる。

4.1.2. 試料作製および加工観察条件
厚さ 30μm のポリイミドフィルムに対して、銅、銀、パラジウム、タングステンのイオンを 70〜150keV で注入
した。照射量は 1x1015cm‑2〜1x1017cm‑2 とした。これらの試料を超薄切片作製装置（ウルトラミクロトーム）により
厚さ約 100nm の切片に加工し、既有設備の日本電子製透過電子顕微鏡(JEM2000FX)を用いて断面を観察した。銅イ
オン注入試料については集束イオンビームナノ試料加工装置およびマイクロサンプリング装置を用いて円筒形加
工を行った。この試料の観察には 3 次元電子顕微鏡実機を用い、円筒の軸を中心に 3°ずつ 60°に渡って回転さ
せた。

1.3. 観察結果
図 2 に銅イオン注入試料(5x1016 ions/cm2)の断面 TEM 像(120kV)を示す。

図２

銅イオン注入ポリイミド試料の断面 TEM 像（明視野）

試料表面から約 50nm の深さを中心に、直径 5〜10nm 程度のほぼ球形の粒子が生成していることが明らかになっ
た。電子回折像(図 3)より個々の粒子は単結晶であることが予想される。

図３

銅微粒子の電子回折パターン
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試料表面にクラックが発生しているのは、切断加工時に大きな応力がかかったためと考えられる。注入領域が
収縮していることも原因として考えられるが、走査電子顕微鏡（SEM）による観察では表面の荒れは認められなか
った。注入量の増大に伴って微粒子は成長することが確認され、ポリイミド中の注入原子が照射中の動的拡散に
よって比較的自由に移動可能であることを示している。銀注入試料およびパラジウム注入試料では微粒子径はそ
れぞれ 10nm、3nm 以下で、照射量の増加に伴う粒子径の成長が銅に比べて小さいなど、元素によって挙動に違い
が見られた。一方、タングステンイオンを注入した試料においては微粒子の生成が見られなかった。Iwaki ら[4]
による XPS（X 線光電子分光分析法）測定によれば、ポリイミド中に注入された銀イオンの Ag 3d スペクトルは金
属状態からのシフトが見られないのに対して、タングステンの W 4f スペクトルは高エネルギー側にシフトがみら
れることが分かっている。このことより、タングステンはポリイミド中でカーバイド(W2C)を形成していると考え
られ、化学結合が微粒子生成の阻害要因となることが分かった。
高濃度銅イオン注入を行った高分子フィルムを試料として、集束イオンビーム加工装置(FIB)およびマイクロサ
ンプリングシステムを用いて 3 次元観察に適した円筒形試料の作製を試みた。加工は以下の手順によった。(1)約
15μm×3μm の領域の周辺をビームにより掘削し、マイクロサンプリング(タングステンワイヤ)により摘出する
(図 4‑I)。
(2)摘出した短冊形試料を 3 次元観察用ホルダーの先端に固定する(図 4‑II)。(3)円筒加工する部分を残し、横
方向から角を落とす(図 4‑III)。(4)上面から円形に加工を行い、徐々に径を小さくする(図 4‑IV)。完成した円筒
形試料(直径約 500nm)の SIM 像（走査イオン像）を図 4‑V に示す。本試料は上部よりタングステン蒸着層、金蒸着
層（僅かにくびれている部分）、イオン注入層から成っている。
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図4

FIB による円筒状観察試料作製

円筒状に加工を行った銅イオン注入を行ったポリイミドフィルム試料について、3 次元電子顕微鏡（開発実機、
300kV STEM）による観察を行った。図 5 に 15°刻みの明視野像を示す。
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図5

銅微粒子分散アモルファスカーボン−ポリイミド傾斜組成層の STEM 明視野像

これらの像においては微粒子及び表面保護層のタングステン蒸着膜が黒く観察されている。多角度からの観察
により、微粒子の個々の形状や分布密度については明らかになった。ただし、後述のセラミックスの場合に問題
にならなかったコンタミネーションの成長が顕著に見られた。鏡筒内部の真空度、ホルダーの取り扱いについて
はセラミックス試料の場合と違いはないため、汚染物質の供給源は試料自身であると考えられる。電子線照射時
間が長くなるにつれて、試料下部のコントラストが小さくなり、直径も減少していることが分かる。これはイオ
ン注入によってアモルファスカーボン化していない部分が電子線照射によって分解し、密度が減少しているため
である。このため、吸着分子のみならず、試料自身の分解ガスがコンタミネーションの原因となっている可能性
が高い。
コンタミネーションの成長は組成分析にとって致命的である。そこで同一条件で微粒子生成させた試料を、超
薄切片作製装置で薄片化し、広範囲に弱い電子線を長時間照射して吸着分子を固定化した後、電子損失分光分析
を試みた。図 6 に暗視野像と分析線を、図 7 に炭素のスペクトル強度を示す。
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図6

銅微粒子分散アモルファスカーボン−ポリイミド傾斜組成層切片試料の STEM 暗視野像
（図中の直線は電子エネルギー損失分光分析における分析線を示す）

図7

電子エネルギー損失分光分析による炭素の定量分析結果

銅微粒子の存在部分において、炭素の比率が 30%程度低下している。試料厚さ（約 100nm）と微粒子径（25nm）
を考慮すると、ほぼ定量性が得られていることが判明した。本手法を 3 次元観察に適用することにより、組成情
報を付加した 3 次元形状情報が得られると考えられるが、吸着分子の固定化によってコンタミネーション生成を
抑制できるのは数分〜数十分の間であり、長時間にわたってコンタミネーション生成を抑えることが重要な課題
である。

４．２．金属ナノ粒子を分散させたセラミックス試料の観察
4.2.1. 本試料について
微粒子生成の媒体として絶縁性セラミックスを用いた試料は光学的および電気的非線形性が注目されており
[5,6]、これまで研究を行ってきた[7]。本研究では FIB およびマイクロサンプリングにより切片化加工もしくは
円筒加工を施し、TEM による微粒子観察を行った。

4.2.2. 試料作製および加工観察条件
平成 12 年度においては単結晶アルミナに対し、銅および鉄イオンを 380keV で 1x1017cm‑2 注入し、800℃の真空
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中で 12 時間熱処理を行った。集束イオンビームナノ試料加工装置及びおよびマイクロサンプリングシステムを用
い、高分子試料の場合と同様に切片を摘出しホルダーに移設後、厚さ約 100nm まで薄片化した。作製した試料は
日本電子製透過電子顕微鏡(JEM2000FX)を用いて 120kV で観察を行った。平成 13 年度においては集束イオンビー
ムナノ試料加工装置及びマイクロサンプリングシステムを用いて、表面から深さ約 5μm までの部分を楔形に摘出
し、先端を円錐状に加工したピン型試料ホルダー上に移設した。観察部位として直径約 300nm の円柱を残し、表
面から深さ約 1μm までの部分を全て除去した。円筒形試料の作製プロセスについては高分子試料の場合と同様で
ある。作製した円筒形試料は 3 次元電子顕微鏡実機により構造観察を行った。観察は円柱の軸を回転中心として 5°
おきに 120°に渡って行った。

4.2.3. 観察結果
図 8 に銅イオン注入試料の断面観察像を示す。

図8

銅イオン注入アルミナ試料の断面 TEM 像（明視野像）

注入された銅原子は熱処理によって集合し平板状の粒子を形成していることが明らかになった。また、粒子は
イオンの平均注入深さ（約 150nm）付近を中心に生成しており、熱処理によって注入元素が拡散したことを示して
いる。これは、イオンの侵入により格子欠陥が多数生成し、熱処理時に原子の移動が容易であるためと考えられ
る。また、X 線回折測定の結果、銅の粒子は金属結晶であることが確認された。
図 9 に鉄イオン注入円筒試料の観察像を示す。
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図9

鉄微粒子分散アルミナ円筒形試料の STEM 暗視野像

これらの像は概ね原子番号が高い部分ほど明るくなる Z‑contrast 像である。試料先端に観察される白い点は、
加工前に表層保護のため蒸着したタングステン層の一部である。注入された鉄原子は熱処理によって集合し粒子
を形成している。イオンの平均注入深さ（約 150nm）付近に最大の粒子が観察されるほか、150nm 付近を境界にし
て粒子のサイズ、分布状態が全く異なることが判明した。これはイオン注入によって導入される格子欠陥の量が
表層側で多いこと、拡散により表面から酸素が侵入することなどが関連していると考えられる。
最大サイズを持つ粒子について着目すると、その形状は一枚の図からは判明しないが、回転させたことによって
円盤状であることが分かる。表層部の数 nm 程度の粒子形状、分布状態を調べるためにはさらに細い円筒形試料が
必要である。
同条件で作製した銅イオン注入試料においては鉄粒子の場合と同様、イオンの平均飛程付近に比較的大きな円
盤状粒子、浅い部分に直径 5nm から 10nm 程度の球形粒子、深い部分には直径 20nm 程度の粒子が観察された。一
部の粒子に見られる格子パターンから、それぞれの粒子の結晶軸は基板に配向していることが明らかになった。
アルミナ(Al2O3)は化学的には安定な物質であるが、格子欠陥の蓄積による変形（スエリング）が大きいという特
徴を持っている。円筒状に加工したことにより、電子線照射中の円筒軸方向への変形量が大きくなる可能性が懸
念されたが、高分解能観察においても問題ないレベルであることが示された。
図 9 においては、基材のアルミナについて明るさが同じになるようレベル調整してあるが、粒子が結晶である
ため観察角度によってその明るさが大きく変化している。これは実験時における円環状検出器の角度設定の最適
化が不十分であったためと考えられる。この問題については現時点では大きく改善されているが、画像処理によ
り輪郭の自動検出などを行う際には注意が必要である。本試料の撮影時は回転、視野ずれ補正、焦点合わせとも
に手動で行ったため、24 枚の撮影（120°）に 2 時間程度要している。そのうちの大半に電子線照射されていたに
も関わらず、コンタミネーションの成長は小さく、観察の妨げにならなかった。これは、観察試料ごとホルダー
のプラズマクリーニング（アルゴン＋25%酸素）が可能であったことが大きな理由である。また、鏡筒内部の排気
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が十分であり、試料ステージにおいて十分な高真空が得られていることを示している。

４．３．バイオ試料（人工材料と血小板の接着界面）の観察
4.3.1. 本試料について
バイオ試料については円筒形試料の作製における試料ダメージの確認と、観察時における試料変形、コンタミ
ネーションの確認を行った。

4.3.2. 試料作製および加工観察条件
試料として選択したのはシリコン基板上にコラーゲンを約 50nm スピンコートし、血小板を付着させたのち、脱
水処理したものである。図 10 に示すように血小板はコラーゲン上に付着した後、時間の経過に伴って擬足形成を
行い A→B→C のように変化する。本研究では、擬足形成初期段階の B のタイプを観察対象とした。

図 10 血小板接着表面二次電子像

4.3.3. 観察結果
血小板にタングステン蒸着を行い、集束イオンビームナノ試料加工装置を用いて断面加工を行った試料の STEM
明視野像を図 11 に示す。
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図 11

血小板接着界面の断面 STEM 明視野像

血小板・コラーゲン・Si 基板の三層構造が明瞭に観察されている。前項までと同様に円筒状加工を施し（図 12）
、
界面部分を観察したものを図 13 に示す。

図 12

円筒状試料の二次電子像
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図 13

血小板接着界面の円筒状試料 STEM 明視野像

集束イオンビーム加工の際、問題となるダメージ層の厚さは約 15nm であるが、円筒を 100nm 程度まで細く加工
する必要のないバイオ試料の場合には問題とならない厚さである。本試料の場合、前項のアモルファスカーボン
試料の場合に比べ、コンタミネーションの成長が小さいという結果が得られた。そのため電子エネルギー損失分
光分析が可能であり、微量元素の存在部位の特定などに有効であると考えられる。一方、僅かではあるが電子線
照射による局所加熱が原因と見られる試料の変形が観察された。

５．考察
平成 12 年度はイオン注入された高分子材料については二通りの試料作製法を試みた。ウルトラミクロトームお
よびダイヤモンドナイフを用いた切片化によって、厚さ 100nm の TEM 観察に適した短冊状試料を加工することが
可能であった。ただし、イオン照射によって硬化した観察領域が加工時の応力によって破断し、多数のクラック
が生成することが問題として挙げられる。より高濃度のイオン注入により試料がさらに脆化した場合には本手法
の適用が困難になると予想される。一方、FIB を用いた加工手法では試料表層にダメージ層が形成されるものの、
その厚さは 10nm 程度であり、観察領域の厚さ（100〜300nm 程度）に比べ小さいことが判明した。この結果より、
ポリイミドのような耐熱性高分子については切片加工、円筒加工ともに FIB 加工が適していると結論できる。
平成 13 年度はイオン注入されたセラミックス試料および高分子材料、人工材料−生体試料接着界面に対して集
束イオンビームナノ試料加工装置およびマイクロサンプリングシステムを用いて直径 100〜300nm の円筒形試料の
作製を試み、3 次元電子顕微鏡実機を用いて観察を行った。いずれの試料においても円筒加工は有効であり、電子
線照射による試料変形にも耐えうることが示された。加工に伴うダメージ層については、セラミックス試料およ
び高分子（アモルファスカーボン）試料では 10nm 以下であり、バイオ試料に関しても約 15nm で問題にならない
厚さであった。一方、電子線照射に伴うコンタミネーション成長に関しては、高分子試料においてその影響が大
きく、その原因として試料自身の分解ガスが疑われる。コンタミネーションによる影響は 10 万〜50 万倍程度の
STEM（走査透過電子顕微鏡）による形状解析にはそれほど影響を与えないが、それ以上の倍率での観察や電子エ
ネルギー損失分光分析においては大きな阻害要因となる。低電流密度電子線による吸着分子の固定化はある程度
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有効であるが、試料自身の分解ガスに対してはあまり効果がない。また、試料構成原子の結合状態を変化させて
しまう可能性が大きい。そのため、電子エネルギー損失分光分析を併用した 3 次元観察を行うに当たっては、試
料周辺部の排気速度の向上が必要と考えられる。
これらの研究成果とは別に、実機を使用する上で明らかになった問題点（試料のドリフト、操作上の不具合、
ソフトウェア上のバグ等）を機器開発グループに対しフィードバックし、性能改善を行ったことを付記しておく。
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3. ３次元電子顕微鏡を用いた評価技術の確立

3.2. ３次元電子顕微鏡の標準試料作製技術に関する研究開発

理化学研究所半導体光学研究室
尾笹

一成

１．要約
量子ドット構造と金属微粒子構造について、通常の薄膜試料作成とＦＩＢ加工による円筒試料作成を行った。
３次元電子顕微鏡および通常ＴＥＭによる観察を行い、分解能検証の可否、平面試料と円筒試料の差異、多方向
観察を検証した。アニールにより析出した金の微粒子によって１．２ｎｍまでの分解能が、また結晶化したシリ
コン粒子の格子像によって０．２４ｎｍまでの分解能が判定できること、円筒試料のＳＴＥＭ観察でも金微粒子
が観察できることを示した。量子ドット構造の試料を対象として、ＦＩＢによる円筒加工の方向を工夫し、従来
は不可能であった断面方向と平面方向の同一試料でのＳＴＥＭ観察を行うことに成功し、３次元電子顕微鏡の有
効性を明らかにした。

２．研究目的
３次元電子顕微鏡の性能を正しく評価するために、ナノスケールの立体構造を持った半導体関連の標準試料を
作成する技術を開発し、その有効性を示す。空間分解能、エネルギー分解能、３次元像観察の検証にふさわしい
材料と構造を数種類検討し、作成した上でその物性をあらかじめ調べておく。円筒試料に加工した上で実際の３
次元電子顕微鏡観察を行ってみる。当該期間においては、検討を進めてきた３つの標準試料構造について、実際
の観察を通してその有効性をそれぞれ検証する。薄膜試料と円筒試料の場合の差異について明らかにした上で、
多方向からの像観察の有効性を実証する。

３．研究方法
金属微粒子構造については、これまでにその基本的な作成条件を明らかにしていたが、微粒子の径の微小化と
実際の観察での分解能検証が課題であった。そこで、電子ビーム蒸着によって試料を作成した後、熱処理（アニ
ール）によって微粒子を析出させ、その微粒子の径が小さくなる条件を探した。その上で試料の薄膜加工を行い、
通常のＴＥＭ観察によって分解能の検証に対する有効性を判定した。さらにＦＩＢ加工によって円筒試料を作成
し、通常ＴＥＭと３次元ＴＥＭでの観察を比較することで３次元観察に対する考察を行った。
量子ドット構造については、これまでにその作成条件と通常ＴＥＭでの観察が終了しており、ＦＩＢによる円筒
加工と３次元観察が残されていた。そこで、それらを実際に行い、その結果を検討した。さらに、量子ドット試
料の円筒加工の方向を工夫し、断平面同時観察が可能な円筒試料を作成してみた。３次元観察を実際に行って、
多方向からの観察の結果を得た。
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４．研究成果
４．１．金属微粒子構造試料

4.1.1.

分解能測定の検証

電子ビーム同時蒸着で作成したシリコンと金の薄膜は、そのままでは両方の元素が混在しており、微粒子構造
にはなっていない。それを熱処理（真空中でのアニール）することにより、金が微粒子状に析出することを前年
度に明らかにした。そこで析出する微粒子の径をより小さくして標準試料に適したものにするために、アニール
条件を実験によって検討した。アニール温度３００−５００℃、アニール時間１−１０分の範囲を調べた結果、
５００℃１０分では約４．０ｎｍであった微粒子径を３００−４００℃１分にすれば１．２ｎｍ程度に小さくす
ることができた（図１）。

図１

アニール後のシリコン／金微粒子構造のＴＥＭ像

アニール処理によって１．２ｎｍまでの金微粒子が形成されている。
断面ＴＥＭ観察で確認できた範囲では１．２ｎｍがほぼ最小径であったが、より広い範囲を観察すれば、０．
５ｎｍに近い微粒子も存在することが予想される。ただし、径の減少に伴って微粒子の堆積も必然的に減少し、
その結果ＴＥＭ像のコントラストがつきにくくなる点が不利となる。
本研究で開発した金属微粒子構造で、さらに小さな分解能を検証する手だてとして、シリコン（あるいは金）
の格子像を観察する方法が考えられる。そこでアニール後の試料について格子像が判別できるかどうかを通常の
断面ＴＥＭ観察によって検証した。その結果、電子ビーム蒸着で形成した時点ではアモルファスであったシリコ
ンが、アニールによって粒子状に結晶化しており、全体として多結晶に近くなっていることが判明した（図２）。
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図２

アニール後のシリコン粒の結晶格子のＴＥＭ像

粒子状にシリコンが結晶化しており、格子像が観察できる。
シリコンの格子定数は０．２４ｎｍであり、この試料を適切に観察すれば０．２４ｎｍまでのＴＥＭ分解能の
検証が可能であることが分かる。すなわち、金の微粒子の径を目安としてＴＥＭ観察すれば、１．２ｎｍ以上の
分解能の検証が可能であり、その上でシリコン粒子の格子像を観察すれば０．２４ｎｍの分解能までの検証が出
来る。したがって、本研究で開発した「電子ビーム蒸着によってシリコンと金を適切な割合で同時蒸着し、それ
にアニール処理を施すことによって、金の微粒子を形成するとともにシリコン粒子の結晶を作り出す方法」は、
３次元電子顕微鏡の分解能を０．２４ｎｍの範囲まで検証する標準試料の作成技術として適切なものであると結
論できる。

4.1.2.

薄膜試料と円筒試料の比較観察

３次元電子顕微鏡では、ＦＩＢで円筒状に加工した円筒状の試料を回転させて多方向から観察することがある。
通常の薄膜試料の厚さが５０ｎｍ程度であるのに対して、円筒試料の径は３００ｎｍ程度になる。このような比
較的厚い試料の場合、電子線が散乱を受けるため透過率が減少し、また電子線のビーム径が大きくなってしまう
ために像の明瞭さが失われる可能性がある。さらにＦＩＢ加工に伴う損傷が発生するために、円筒の外側は約３
０ｎｍ厚のダメージ層になってしまい構造が失われる。このような場合に金属微粒子試料のＳＴＥＭ像がどのよ
うになるのかを検証した。前述のアニール処理を施した金属微粒子試料をＦＩＢを用いて径約３００ｎｍの円筒
状に切り出す（図３）。

95

３次元電子顕微鏡の研究開発

図３

円筒形状に切りだした金属微粒子構造試料（ＳＩＭ像）
。

円筒の径は約３００ｎｍ、長さは２０００ｎｍ以上である
円筒を切り出す方向は試料表面に垂直なので、出来上がった円筒試料をどの方向から観察しても試料の断面が
見えることになる。
３次元電子顕微鏡によって円筒試料を観察した結果が図４、５、６である。

図４

金属微粒子構造の円筒試料のＳＴＥＭ像（円筒全体、明視野像）

図５

金属微粒子構造の円筒試料のＳＴＥＭ像（端の部分、明視野像）
金微粒子の像がＴＥＭ観察と同等の分解能で観察されている。
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図６ 金属微粒子構造の円筒試料のＳＴＥＭ像（暗視野像）
金微粒子の像が明るい粒として観察されている。金微粒子の分布が層状に観察されている。

明視野ＳＴＥＭ像からわかるように、円筒の厚い部分では金微粒子が重なり合ってしまうために個々の微粒子
を区別して観察することは困難になっている。これは試料厚が増加する場合には不可避なことである。しかしな
がら円筒の端の部分を観察すると、薄膜試料を観察した場合とほぼ同等の像が得られていることが分かる。この
ことより、ＦＩＢ加工によるダメージ層の影響は少ないこと、ＳＴＥＭ観察でもＴＥＭ観察と同様の分解能が実
現されていることがわかる。暗視野ＳＴＥＭ像はコントラストが明視野ＳＴＥＭ像とは反転した像となっており、
明瞭さに欠けるようである。明視野ＳＴＥＭ像においては薄膜試料のＴＥＭ像の場合に観察されたシリコン粒の
格子像は観察できなかったが、その原因が単純に分解能に帰着できるのかどうかは明らかではない。

４．２．量子ドット構造試料
4.2.1.

ＦＩＢ加工による断平面同時円筒試料の作成

３次元電子顕微鏡によって多方向からの観察ができるメリットを検証するための試料として、半導体量子ドッ
ト構造を作成してきた。前年度までにＦＩＢ円筒加工によって３００ｎｍの径の試料でも量子ドットが個々のド
ットとして観察できることを明らかにしていた（図７）。

図７

半導体量子ドット構造の円筒試料のＳＴＥＭ観察（明視野像）

観察する方向を変えても、同じ様な断面像しか得られない。
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しかし通常のＦＩＢによる円筒加工の方向は、試料表面を垂直に打ち抜く方向に限られているため、円筒試料
を回転させて多方向から観察を行っても、量子ドットの断面像しか観察できず、ドットに関する情報量は通常の
ＴＥＭ観察の範囲を出ない。この欠点を克服するために、ＦＩＢによる円筒加工の方向を変更し、試料表面に平
行に円筒を打ち抜くことを試みた。この場合、約３００ｎｍの円筒の径のなかに量子ドットの存在する層を持っ
てこなければならず、その加工技法は通常のどこを打ち抜いてもよい円筒加工と比較するとかなりむずかしい。
ＧａＡｓ表面にＩｎＧａＡｓ量子ドットを化学分子線エピタキシー法で形成し、その表面を保護するためにシ
リコンを電子ビーム蒸着によって堆積し、表面を被覆した。その試料を劈開し、劈開面を上面としてＦＩＢによ
って円筒加工を行った。円筒のサイズが大きい場合には、量子ドットの存在する半導体表面層が電子線の発生率
の差として観察できるが、円筒の径が１０００ｎｍ以下になると観察による確認は出来なくなることが分かった。
また試料の土台である円筒ピンに試料を固定するときに角度ずれが発生し、円筒ピンの軸方向に対して円筒試料
の軸がかなり傾斜してしまう（２０度程度）ことが明らかになった。

4.2.2.

多方向観察の検証

作成した断平面円筒試料の検証を３次元電子顕微鏡で行った。試料ステージの傾斜を調節しつつＳＴＥＭ像を
観察することにより、断面方向のＳＴＥＭ明視野像の観察に成功した（図８）。

図８

半導体量子ドット構造の円筒試料の断面方向ＳＴＥＭ像（明視野像）

黒い部分が半導体でその表面に量子ドットが断面像として見えている。
アモルファスリシコンの保護層とＧａＡｓ半導体基板の結晶性の違いにより、両者の界面が明瞭に観察される。
量子ドットはＧａＡｓの表面にドームを伏せたように見えている。円筒試料の先端部分付近では実効的な径が小
さいため、個々の量子ドットが分離して観察できるが、先端部分以外ではドット同志が重なって見えている。円
筒試料の軸に対して界面がやや傾斜している（２−３度）が、これがＦＩＢ加工の際の垂直出しの誤差である。
ステージ傾斜（α軸傾斜）によって断面方向に合わせ込む精度は約１度程度であった。この場合、厳密な断面観
察方向を知るにはＴＥＭモードで電子線回折パターンを撮影しなければならない。さらに、＜１１０＞といった
通常の断面ＴＥＭの観察方向に調節するには試料傾斜（β軸傾斜）が必要となる。この観察において用いた試料
ホルダーにはβ軸傾斜機能が付いていなかったので、厳密な＜１１０＞の観察は出来なかったが、ＦＩＢ加工の
軸方向から判断して、ほぼ＜１１０＞方向の観察になっていると思われる。
ステージを適度に傾斜させることにより、量子ドットの輪郭や歪の状況を際だたせたＳＴＥＭ明視野像観察が
可能であると考えられる。そこでさまざまなステージ傾斜角を設定して観察を行った。図９はステージ傾斜角２
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０度（断面方向から測った角度）におけるＳＴＥＭ明視野像で、歪による回折の変調によって量子ドットの輪郭
が明瞭に観察されている。

図９

半導体量子ドット構造の円筒試料の傾斜方向ＳＴＥＭ像（明視野像）

回折によって半導体量子ドットの形が明瞭に観察できている。
ステージ傾斜のステップを小さくとって連続した像の観察を行えば、断面方向で観察されたあるひとつの量子
ドットをさまざまな方向から観察できることが、これによって明らかになった。ただしステージ傾斜によって観
察対象部位が視野範囲からはずれたりずれたりするため、像を連続して観察しながらの傾斜調整ができない、と
いう難点がある。これの解決のためには精度の高いユーセントリック機構が必要であると考えられる。
ステージ傾斜角を９０度にすることにより、同じ試料で平面ＳＴＥＭ像を観察することが出来る（図１０）。

図１０

半導体量子ドット構造の円筒試料の平面方向ＳＴＥＭ像（明視野像）

面内に半導体量子ドットが分布していることが見えるが明瞭ではない。
平面ＳＴＥＭ明視野像では、通常の平面ＴＥＭ像の場合と同様に、ドットと基板の結晶軸の差や材質の差がほ
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とんどないために、コントラストの少ない像となっている。このような場合、原子番号の差に敏感な暗視野像で
情報を補うことが可能である。同一条件でＳＴＥＭ暗視野像観察を行った場合（図１１）
、量子ドットには原子番
号の大きなインジウム原子が存在するために形状が白く観察される。この暗視野像のコントラストは正確にイン
ジウムの量に比例していることが、ＥＥＬＳによる別の分析観察によって明らかになっている。

図１１

半導体量子ドット構造の円筒試料の平面方向ＳＴＥＭ像（暗視野像）
半導体量子ドットの分布が明瞭に見える。

５．考察
上述の成果により、３次元電子顕微鏡の性能の検証に適した試料構造とその作成法として、
「電子ビーム同時蒸
着とアニールによるシリコン中の金微粒子構造（空間分解能検証）
」と「化学分子線エピタキシー法による半導体
量子ドット構造（断平面同時観察検証）
」をそれぞれ研究開発できたと判断される。また、ＦＩＢによる円筒加工
を行うことにより、薄膜試料の場合との差異、３次元電子顕微鏡での多方向観察の利点を検証できた。円筒試料
とした場合には空間分解能の検証に対して試料の厚さと対象物の重なりあいなどが問題となってきていると思わ
れる。ただしこれは広い観察範囲を確保するためにはある程度円筒の径が大きくなくてはならないという命題と
相反するものである。また、円筒試料のＳＴＥＭ観察では試料厚さが大きすぎるために、格子像が明瞭に観察で
きず、分解能の検証に用いられない可能性がある。これらの問題の検証と解決には、多くの円筒試料のＳＴＥＭ
観察を積み重ねる必要があろう。さらに、より高度な３次元観察を行うためには、観察ポイントを固定したまま
軸傾斜が出来るユーセントリック機構を装備することが重要である。
一方で、これまでに試料作成を行ってきていた「原料交互供給による原子層堆積法での絶縁物薄膜多層構造（Ｅ
ＥＬＳ分解能検証）」については、大きな進展がなかった。これは主として３次元ＴＥＭ実機でのＥＥＬＳ観察ス
ケジュールが予想したように進まなかったのが要因である。しかしながら、有機金属と過酸化水素の交互供給原
子層法によってアルミニウム酸化物とチタン酸化物をシリコン基板上に１ｎｍ層厚で積層した試料が完成おり、
通常の薄膜試料加工と通常のＥＥＬＳ観察によって、
「ＥＥＬＳのエネルギー分解能０．５ｍｅＶを検証するのに
適した試料構造である」との結論を得ている。
本課題中で実証できた「量子ドット構造の断面と平面の同一試料多方向ＳＴＥＭ観察」は、従来技術では実現
できなかった観察方法であり、新しい知見を引き出し得る結果が得られつつある。今後はさまざまな微細構造に
対する適用に発展させていけると期待できる。これらを総合し、連続したＳＴＥＭ像観察を行いながら高精度に
２軸の傾斜が行え、回折パターンが観察できると同時にＥＥＬＳ分析がスムーズにできるようにはれば、さまざ
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まなナノ構造の観察に３次元電子顕微鏡が大きく貢献するものと期待される。
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3. ３次元電子顕微鏡を用いた評価技術の確立

3.3 ３次元観察方法の最適化に関する研究

名古屋大学工学系研究科凝縮系物質光学研究室
田中

信夫

１．要約
下記の研究目的の遂行のために、平成 13 年度末までに、(1)電子解説回折理論と暗視野 STEM 像の結像理
論の解析的な式に基づく考察、(2)マルチスライス法とベーテ法による STEM 像の計算機シュミレーション
プログラムの作製と実施、及び(3)実際の走査透過電子顕微鏡での各種の試料の観察を行った。具体的な成
果は以下のものである。
(1)走査透過電子顕微鏡の暗視野像の結像の理論的研究とマルチスライス法とベーテ法によるシュミレー
ションプログラムの作成
(2)新しい像観察法や像記録法の開発と実際の応用へのフィッティングの検討
(3)新しいデータ解析法の開発と 3 次元再構成への問題点の抽出
(4)Ti/Si1‑xGex/Si 界面の HAADF‑STEM による研究
(5)金属に媒介された非晶質 Ge の再結晶化メカニズムの解明
(6)白金スーパー結晶の HAADF‑STEM による３次元観察
(7)コバルト―アルミナ粒状性軟磁性膜の HAADF‑STEM/EELS による研究

２．研究目的
新しく開発する 3 次元電子顕微鏡の高度な活用に資するため、高分解能走査透過電子顕微鏡の観察法と
データ解析用及びエネルギー分析データの測定法とデータ解析法を検討する。特に電子顕微鏡像の大角度
暗視野高分解能観察条件の画像データから材料、デバイスの構造の情報を最大限に抽出する観察法とデー
タ解析法を探索する。

３．研究方法
金属クラスター試料、非晶半質半導体、不規則合金、準結晶、半導体超格子界面、量子ドット、および
炭素ナノチューブを高角度散乱電子検出の STEM で観察する実験と像シュミレーション計算を併用して行
うことによって、各種ナノ材料試料を 3 次元観察する場合の最適条件を研究した。

４．研究成果
要約に記した(１)については、HAADF‑ STEM の結像理論を再検討し
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ションプログラムを作成した。また面心立法構造の二元合金中に存在する微小規則化領域が HAADF‑STEM で
どのように観察できるか Ni4MO 合金をモデル試料に選び、実験的、理論的、また、像シュミレーション法を
用いて研究した 2,3,7）。この詳細については以下で説明する。
(２)については平成 12 年度の研究費で名古屋大学に STEM 用の電子ビーム走査装置と暗視野像信号の検
出器を設備し、各種の検出条件での暗視野 STEM 像の観察実験を行えるようにした。そして、実際の信号検
出器が備えるべき条件などを提案した。
(３)については 3 次元像再構成時における大角度検出 STEM 像（HAADF‑STEM 像）の問題点を考察し、ZnO
微粒子の 3 次元像観察に適用した 4,10,11）。また 1nm 以上の分解能での低角度検出暗視野 STEM 像の有効性に
ついての提案を行った。さらに弾性散乱電子により形成される暗視野 STEM 像の代わりに、非弾性散乱電子
を用いた結像の基礎的研究として、カーボンナノチューブも含む各種炭素材料の電子エネルギー損失分光
を行い 5）、その非弾性散乱過程の平均自由行程なども調べた。
(４)については、Ti/Si1‑xGex/Si 界面でのバリアーの低いコンタクト形成のための加熱処理時のゲルマニ
ウム（Ge）およびその化合物の析出状態を HAADF‑STEM で研究した。この成果は 2001 年の英国分析電子顕
微鏡学会講演集に発表したので、本報告では詳細は省略する 12）。
(５)については金や銀、アルミニウムなどの典型金属が非晶質シリコンやゲルマニウムと接した時に結
晶化温度が低下する興味深い現象であり、非晶質半導体を太陽電池に応用する場合に工業上問題になるも
のである。この研究では,その結晶化の核になる金属合金相、及び余った典型金属の再析出過程を、
HAADF‑STEM の Z‑ コ ン ト ラ ス ト 像 で 撮 ら え る こ と に 成 功 し た 。 こ の 成 果 は Materials Science ＆
Engineering A（2001）に発表したのでここでは説明を省略する 8）。
(６)については、近年の化学合成技術によってはじめて作製が可能になった、ナノサイズの方向の揃っ
た白金（Pt）微粒子からなるスーパー結晶（面心立方格子）を 3 次元電子顕微鏡で観察した研究である。
この研究は、まず、本プロジェクトの研究費で一部の STEM 機能を建ち上げた名古屋大学の STEM/EELS で初
期的研究を行い、ついで理化学研究所に設置された 3 次元電子顕微鏡で種々の方向から STEM 観察を行い、
3 次元の動画像として再構成した。このビデオは 2002 年 5 月に大阪で開かれた第 58 回日本電子顕微鏡学
会で発表され大きな反響を呼んだ。ここでは前半の研究成果について詳しく説明する。この成果は 2002 年
9 月に開かれる第 15 回国際電子顕微鏡学会で発表される予定である 13）。
( ７ ) に つ い て は 、 ナ ノ 軟 磁 性 材 料 と し て 多 方 面 か ら 研 究 さ れ て い る Co‑Al2O3 グ ラ ニ ュ ー 膜 を
HAADF‑STEM/EELS で研究したものである。この成果については 2002 年 6 月にドイツで開かれる先端磁性材
料の微構造のワークショップで発表され、論文は Scripta Metallurgy に公刊される予定であるので 14）、こ
こでは詳細説明は省略する。
以下、(１)、(２)、(６)について詳細に記述し、(３)、(４)、(５)、(７)については発表論文のリスト
のみの記述とする。

4.1.

HAADF‑STEM 像の理論的研究とベーテ法によるシュミレーションプログラムの作成について

4.1.1.

STEM の形像原理

電界放射型電子銃（FEG）のように、点に近い電子源から放出される電子を 1‑2 段の集束レンズと対物レ
ンズの前磁場で集束すると、1nm 以下の大きさの電子線プローブを得ることができる。これを試料上で 2
次元的に走査し、試料の下へ出てくる透過電子または回折電子の強度を各画素ごとの強度として、ちょう
ど TV 像のように一点一点形像すれば、TEM とは別の種類の
１６）

得られる

。

図１に STEM の基本構成を示す。
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図 1：走査透過電子顕微鏡の構成図

電子銃（G）から出た電子線は電子レンズ L1、L2 により直径 1nm 以下に集束され、偏向コイル（ｄ）によ
り試料（SP）上を走査される。このとき試料の各点から下方に透過及び散乱された電子線は検出器（D、D

）

に入り、上記の走査信号に同期した時系列の電気信号が得られる。この信号強度を偏向コイルの励磁電流
の変化と同期させて陰極線管（cathode ray tube:CRT）上に表示したものが STEM 像である。
STEM 像の倍率は CRT の画面と試料上の走査領域の大きさの比で決まり、この変化は上記の偏向コイル
（ｄ）の励磁電流の振幅の変化でなされる。像の分解能は高倍率像では試料上の電子線のプローブ径に影
響され、これは集束角とレンズの収差及びディフォーカス量で決まる。
STEM で試料の下には、試料の一点一点からの集束電子回折図形が時系列として形成される。STEM で明視
野像を得るための信号用の検出器は図 1 の D に示すように試料の真下にあり、開き角の小さいこの検出器
には透過波と回折波のそれぞれの強度の他に、互いが重なり合った強度、すなわち TEM では格子像を作る
干渉項の信号が検出される。開き角が小さい検出器に 2 つの波が入射して干渉する理由は、原子分解能を
もつ STEM では入射ビームが、10‑2 ラジアン以上の集束角になるので、透過波と回折波もこれに対応して円
板上になり、光軸上でもこの 2 つの波が重なってしまうからである。したがってこの信号で形成した像は
TEM の明視野像の 3 波干渉（‑g と 0 とｇ）の格子像と同様なコントラストを与える。また、この中央部の
検出器の前にエネルギー分光器を置いて一点一点の EELS データをとり、バックグラウンドの差し引きなど
のデータ処理をした後、各ピクセル毎で表示すればエネルギー分光像が得られる。これが最近話題になっ
ている

spectrum imaging

である。一方、図１の外側の円環状検出器 D

（斜線分）を用いると多数の

回折波の円板が重なった暗視野像信号が得られる。このとき、回折波同士の干渉項も存在するが、これら
は方向の異なる回折波同士の干渉項が円環上で重なるために打ち消しあってしまい、像信号が各回折波の
強度のほぼ単純和になることが特徴である。これを非干渉条件での結像という。この信号で形成した像は
STEM の暗視野増（DF‑STEM 像）と呼ばれる。近年、この検出器の角度を 50mard（200ｋV の場合）以上大き
くしたものを high‑angle annular dark field（HAADF）‑STEM という。STEM 像のシュミレーションは、こ
のような回折波が重なり合った干渉性集束電子回折図形を計算し、その適当な部分（適当な散乱角）の強
度を集める−それが像一点の強度となる−ことにつきる。これをマルチスライス法とベーテ法で計算する
方法を説明する。

4.1.2.

マルチスライス法

HRTEM 用のマルチスライスシュミレーション法では、試料結晶にひとつの波数ｋ0 を持つ平面波を入射し、
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それにより結晶内に励起された多くの回折波の盛衰を、層状の結晶ポテンシャルを元にした位相変調格子
とその間の平均ポテンシャル V0 の場を伝播するフレネル回折波の繰り返し（伝播関数 Pｎ）で表現する(図
２(a)参照)。
一方 STEM の入射プローブは、方向の違う波数スペクトルｋ1,ｋ2，…ｋｎをもつ平面波の合成で作製する
(図２(b))。ここで単純和をとるのではなく、集束するのに使うレンズの球面収差とディフォーカス量に依
存する

位相シフト効果

を考慮して加え合わせる。

図 2：マルチスライス法の概念図

(a)TEM 用, (b)STEM 用

これは数式的には、(1)式のように、HRTEM でなじみの波面収差関数 exp‑iχ(u,v) を２次元フーリエ変
換することになる。積分領域のレンズ開口は集束レンズの絞りの大きさに対応する。

（1）
ここで u,v は逆空間の座標で、波数ｋ1,ｋ2，…ｋｎと本質的に同じものである。また、集束ビームが入射
するので、4.1.1 ですでに述べたように、結晶の出射面には回折波の円板が重なった集束電子回折図形が
できる(図２(b)下)15）。通常の斑点状の回折図形だとマルチスライス計算の結果は数十個の場所に保存すれ
ばすむが(図２(a))、円板内の強度変化を記録するためには、極めて多数の回折波の振幅の記録場所が必要
である。マルチスライスプログラムでは FFT を使う関係上、実空間のピクセル数と逆空間のそれは同じ数
になるので、多数のピクセルを準備するためには、結晶の単位胞を多数ならべた supercell を使う。多
数の記録場所が準備されれば、STEM の場合の結晶内回折現象は HRTEM のマルチスライス計算と同様である。
ただ回折波の数が極めて多いだけである(図２(b)下の黒点)。そして結晶の下から出てきた図３のような
（干渉性）集束電子回折図形の外側の強度をドーナツ状に総和したものが、プローブの位置の点での
HAADF‑STEM 像の強度となる。
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図 3：マルチスライス法で計算した干渉

性集束電子回折図形(試料は PbTe)
次の「ベーテ法」の項目で説明するように、HAADF‑STEM 像の強度の大部分は試料の格子振動に起因する
熱散漫散乱（TDS）である。マルチスライス法でこの TDS の効果を取り入れるには次の方法を用いる。原子
１個に電子線が入射したときに弾性散乱される割合は、原子散乱因子（f(s);ｓ=ｋ‑ｋ0）で表される。TDS
が生成する効果は、まずこの弾性散乱波の減衰として現れる。この減衰を現象論的に表すために、TDS を
作る非弾性散乱の原子散乱因子 f'(s)を新たに導入し、f=f(s)+if'(s)とする。ここで i は虚数単位であ
る。この２つを合わせた原子散乱因子と単位胞の結晶構造から、結晶構造因子 F(hkl) = Fel(hkl) +
iFinel(hkl) をつくる。また F(hkl)と結晶のポテンシャル V(x,y,z)のフーリエ係数 V(hkl) とは次の関係が
ある。

（2）
ここでΩ０は単位胞の体積である。従ってポテンシャルのフーリエ係数も複素数になる。

（3）
このようにポテンシャルを複素数にすると、結晶内での弾性散乱波の消衰も現象論的に表すことができ
る（吉岡:1957）。ここで TDS した非弾性散乱電子は弾性散乱波とは別の角度分布をもって、図１の STEM の
暗視野検出器(D')の上に落ちてくる。この分布の割合は、最近、三石（2001）らによって一つのモデルで
はあるが数式化された。
検出器に落ちる割合 gHA は、4.1.3 で述べるベーテ法の考え方を使って次の式で表される。ここでψは深
さ z の位置での弾性散乱波（回折波）の振幅を実空間で表示したものである。また R0 は STEM のプローブ位
置を示す。

（4）
ここで、σは散乱断面積で
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（4）

（4）
である。この式で f は弾性散乱の原子散乱因子、M はデバイワーラー因子である。
このようにして非弾性散乱波も含んだ集束電子回折図形が計算されれば、STEM 像の一点の強度は TDS の
効果で減衰した弾性散乱電子（β1〜β2 で検出される）と、非弾性散乱による減衰分に(4)式の gHA をかけ
たものの和で計算できる。

4.1.3.

ベーテ法

マルチスライス法では集束ビームに相当する多数の平面波を試料結晶に一度に入射したが、ベーテ法で
は、傾斜入射（波数 ）の平面波を一つずつ入射し、結晶中にできるブロッフォ波を計算する(図４(a)）。
この手続きは通常の電子回折の強度計算と全く変わらない。すなわち固有値と固有ベクトルを求めること
になる。一つの計算が終わったら、入射角をかえて同じ計算をする。完全結晶を仮定すると、計算には単
位胞のデータを入れるだけである。ベーテ法では厚さの効果は exp‑i γz（γ は固有ベクトルの z 方向成
分）の簡単な形で入っているので高速に計算ができる。ベーテ法は厚い結晶でも計算時間がかからないの
はこの理由のためである。
ベーテ法で HAADF‑STEM 像を計算する場合は、結晶を TDS を発生する原子（ TDS 原子'）の集合体である
と考える。そしてその原子の上には入射電子に対して弾性散乱のみをおこす完全結晶があると考える。す
なわち図４(b)にあるように TDS を発生する原子の上までの波動場（＝ブロッフォ波；(4)式のψ）を傾斜
をかえながらのベーテ法の繰り返しと、その振幅の和でまず求める。次にこの波が

TDS 原子'(×印) に

入射して、TDS がでると考える。

図 4：ベーテ法による計算法の概念図

(a)通常の波動場の計算、(b)STEM の場合

もしある深さで発生した TDS がそれより下の完全結晶で再び弾性散乱によるブラッグ回折される (＝菊
池線) ことを無視できれば（一種の摂動計算）、STEM の暗視野の検出器に落ちる強度は

（5）
で求められることになる。ここで zi で総和をとるのは、STEM のプローブがあたっている原子コラムの上か
ら下まで、TDS 原子が並んでいると考え、それを強度で独立して総和する（=非干渉性結像）ためである。
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したがって検出装置の開き角をかえたときの検出強度は、σTDS の角度分布に概略依存することになる（正
確にはブロッフォ波の角度分布とのコンボリューション）。 200kV の STEM で検出角を 50mrad 以上にする
と、散乱断面積の角度分布の比較より、TDS 強度の方が弾性散乱強度より大きくなる。このことから STEM
像強度の大部分は TDS によるということが導かれる。
次にベーテ法でレンズの球面収差やディフォーカスの効果はどのように入れるかを研究した。このため
には、すでにマルチスライス法のところでも説明した位相シフト因子 exp‑iχ(u,v)を傾斜入射する平面波
につける。またプローブを走査する方法は、マルチスライス法のところでは説明を省略したが、exp2πi

ｋll(Ｒ‑Ｒ0)という位相因子をつけることでなされる。ｋll は入射波数ベクトルの膜面平行成分である。Ｒ0
はプローブの位置ベクトルである。

結局、レンズ効果とビームの走査効果を含めた傾斜入射のブロッフ

ォ波は

（6）
となる。そして STEM 像の一点の強度は、このブロッフォ波を使った(5)式で求められる。
ここでφi は i‑ブランチのブロッフォ波の振幅である 8)。

4.1.4.

プログラミング

本研究での実際のプログラムはフォートランで記述した。プログラムの中核となる弾性散乱波のベーテ
法プログラムでは、Spence ＆ Zuo

著の「Electron Microdiffraction」の付録に掲載されているソース

コードを参考にした。これに「入射プローブの集束機能」
、
「レンズ機能」、
「プローブの走査機能」
「非弾性
散乱による弾性散乱の減衰効果」、「非弾性散乱波の角度分布」の計算機能を追加し、プログラムを作成し
た。ベーテ法は単結晶試料からの回折波の計算のために工夫されたものであり、計算は単位胞内の原子に
ついてのみ行っているものである。従って界面とか表面の HAADF‑STEM の断面像を計算するには理論上も無
理がある。我々はすでに汎用のマルチスライスプログラムを作成し、所有しているので、それとの比較に
よる各種パラメータの最適化や STEM 装置としての電子光学的パラメータの最適化に、本プログラムは有用
であると考えている。図５は、本年度作成したベーテ法プログラムで計算したテルル化鉛の[001]暗視野像
の一例である。

図 5：本年度作成した STEM 像用のベーテ法プログラムで計算した HAADF‑STEM 像(試料は PbTe(001))

4.1.5.

部分的に規則化した Ni4MO 合金の暗視野 STEM 観察

本研究では、単純な面心立法構造の二元合金中に存在する微小規則化領域が HAADF‑STEM でどのように観
察できるか、Ni4MO 合金をモデル試料に選び、像シュミレーションも使って実験的に研究した。このよう
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な微小規則化領域が単純な結晶格子内に浮いて存在している試料は、1nm 程度の分解能以下で 3 次元観察
を行う場合の典型的なモデル試料となると考えたからである。

4.1.5.1.

実験方法

Ni‑19.5at%MO 合金はアーク溶解法で作製され、均一化のため 1373K で 86.4ks 間熱処理された後、3mm の
円板に成型された。この円板試料は再び同じ条件で熱処理された後、塩氷水中で急冷された。次に部分的
に規則化した試料を得るために、843K で 86.4ks 間熱処理された。その後、試料はメチルアルコールと硫
酸の混合液中の電解研磨で電子顕微鏡用試料に薄片化された。HAADF‑STEM 像は 200ｋV の加速電圧の電子
顕微鏡に、電子ビーム走査装置（ASID‑20）とカメラ室上部に高角度散乱電子の検出器をつけた装置
（JEM‑2010F‑STEM）で得た。
電子顕微鏡の対物レンズ（STEM ではビームの集束レンズ）の球面収差係数（Cｓ）は 1mm、色収差係数（C
）は 1.4mm であった。このレンズ条件では、Scherzer focus のときの理論的最小プローブは 0.2nm 程度

ｃ

になる。実際の観察では図 6 に示すように 0.18nm の格子面までも暗視野像として結像されている。入射す
るビームの開き角の半角は 9mrad。また暗視野像用の検出器の角度は 40〜110 mrad であった。

図 6 部分的に規則化した Ni4MO 合金試料の HAADF‑STEM 像(a)と Dla 構造をもつ Ni4MO 合金の[001]投影構造(ｂ)。
この STEM
像はシュルツァーフォーカスより少しオーバーフォーカス側で撮影された。

4.1.5.2.

実験結果と解釈

今回の Ni4MO 試料の[100]入射の HRTEM 像とそれに対応する電子回折図形からは、Dla 構造を持つ規則化し
た 3 つの領域のうち、MO の原子コラムが入射電子線と平行な 5−8 nm の大きさの領域が四角い黒点配列を
持つ島状領域として写し出され、Dla 構造の規則化が部分的であるように見えた TEM 像でこのように見える
のは、規則化した領域がいろいろな方向を向いているためであり（バリアントの存在）、不規則相中に Dla
構造のドメインが孤立して存在しているわけではない。
図 6(a)に示す同じ試料の HAADF‑STEM 像では、この Dla 構造は四角い輝点配列として映し出されている。
HAADF‑STEM 像では原子番号を反映した像が得られるので、この輝点は Dla 構造単位の中の MO 原子コラムに
対応する（図 6(ｂ)参照）
。また像では、この合金が完全に不規則であるときの単位格子である fcc 格子の
0.18nm 間隔の（200）原子面間隔が矢印に示すように分解されている。HAADF‑STEM 像は HRTEM 像のように
干渉縞に代表される位相コントラストを含まないので、この格子像は原子面に対応し、またこの STEM のプ
ローブが 0.18nm 程度に絞られていることを示している。この STEM 像でも、TEM 像と同様、Dla 構造を持つ
領域が点在するように見える理由は「バリアントの効果」、および「HAADF‑STEM で原子コラム像を観察す
るためには 2−5 mrad の精度で晶帯軸入射にしなければならない」ためである。この晶帯軸入射の条件は
干渉縞のコントラストを使う HRTEM より厳しいので、試料の局所領域が少しでも傾いていると MO 原子コラ
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ムの像コントラストはまったく現れないことがわかった。したがって HAADF‑STEM 像から、試料の局所の規
則度を判定するには慎重な検討が必要であるし、これらの像から直ちに 3 次元情報の抽出につなげること
は困難である。
次にこの Dla 構造が高いコントラストで結像されるのは、プローブが最も細く絞られるシェルツァーフォ
ーカス条件より少しオーバーフォーカス側であることが見出された。これは HAADF‑STEM 像の強度 I（x,y）
がプローブの形の関数と試料を電子線の入射方向に投影した関数のコンボリューション演算で表されると
(7)−(9)式で示される Jesson らの近似理論での次のように説明された。

（7）

（8）

（9）
ここで O（x,y）は試料関数と呼ばれ、試料の静電ポテンシャルを電子線の入射方向に投影したものに比
例する。またプローブ関数ｐ（x,y）は STEM の集束レンズ系の最終段レンズ（＝対物レンズ）の複素伝達
関数（CTF）の 2 次元フーリエ変換で与えられる。この CTF には電子線のエネルギー幅や加速電圧及びレン
ズの励磁電流のゆらぎによる減衰関数も含まれており、TEM の結像理論で使われるものと同じものである。

図 7 は試料に入射するプローブの形をディフォーカス量を変じてシュミレーションプログラムで計算し
たものである。

図７

フォーカスを変化させた場合の STEM の入射プローブの変化（DF＞0：アンダーフォーカス側、Cs＝1mm，E=200kV）

レンズのパラメータは実験条件と同じ Cs＝1mm である。矢印で示すようにプローブはΔf＝0nm からアン
ダーフォーカス側のΔf＝30nm で徐々に細くなり、Δf＝60nm では太くかつ副極大を持つようになる。詳細
な計算によると STEM プローブの場合もシェルツァーフォーカス近傍（Δfs＝√Csλ＝50nm）で最も細いプ
ローブが得られることがわかっている。したがって、この Ni4MO 合金が[001]入射の細いプローブで走査さ
れるときには、不規則相の単位格子である fcc 格子の(200)原子面（d＝0.18nm）が結像され、それよりオ
ーバーフォーカス側の太いプローブのときは、この(200)原子面は結像されず、間隔 0.402nm（＝ater/√2；
atet；√5/2acub：acub＝0.36nm）を持つ MO 原子コラムの配列が強調され結像されることになる。これが図 6
で部分的に規則化した Ni4MO 合金中の Dla 構造はシェルツァーフォーカス条件より少しオーバーフォーカス
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条件で観察された理由である。
一方、図 8 は最もプローブが細くなるシェルツァー条件で撮影した HAADF‑STEM 像（a）と各原子コラム
の像強度を測定したラインプロファイル（c）を示す。

図 8 ほとんどシェルツァーフォーカス条件で撮影された HAADF‑STEM 像（a）と Dla 構造の投影図（b）、図４の線 AB に
沿った像強度のプロファイル（c）

図 8（b）の Dla 構造の[001]投影図における A と B の位置が MO 原子のみで構成されているコラム（大丸印）
で、その間に 4 つの Ni 原子のコラムがある（小丸印）。図 8（a）の MO 原子コラムと Ni 原子コラムには明
らかにコントラストの差があり、真ん中の 2 つの Ni 原子コラムと MO 原子コラムの強度比は概略
（Z(MO)/Z(Ni)2＝(42/28)2 になっていることが測定された。このことは、この条件で、Z2 コントラストがほ
ぼ実現していることを示している。図 8（c）では MO 原子コラムの隣の Ni 原子コラムの強度が少し高いこ
とが認められている。これはプローブ径が原子コラムの間隔（0.18nm）と同程度かそれより少し大きいの
で（理論プローブ径：0.23 nm）、この Ni 原子コラムの真上にプローブがあるときに、隣の MO 原子コラムへ
も電子が流れ込み、このコラムの下からも散乱波が出ていると考えられている。したがって、MO 原子コラ
ムから少し離れた Ni 原子コラムをコントラストの比較の対象にした。
Jesson らの HAADF‑STEM の近似的な結像理論による(7)−(9)式で説明したように、HAADF‑STEM 像は試料
結晶のポテンシャルを電子線の入射方向に投影してつくった 2 次元の試料関数をプローブで暈かにしたも
のである。本実験の場合、シェルツァーフォーカス条件ではプローブ関数が十分絞られて 0.18 nm の(200)
原子面間隔程度になり、上記の投影ポテンシャルがほぼそのまま像になり、かつ像強度は原子コラムを構
成する原子の原子番号の２乗で概略整理できることを示している。
既に試料作製の項でも述べたように、本研究で観察している試料は Dla 構造への規則化がかなり進んでい
る試料である。また「バリアントの効果」と「HAADF‑STEM 像での原子コラム像の結像条件の厳しさ」のた
めに、Dla 構造の輝点を示していない領域は原子コラム像の結像の条件を単に満たしていないところに過ぎ
ない。このことは電子線の入射方向に沿って分布する局所構造についてもいえることである。本試料の膜
厚が 15‑20 nm 程度であることを考えると、正確に晶帯軸入射条件が合う Dla クラスターが、像に寄与しな
い別の方向の Dl の構造のクラスターで上下をはさまれている状況も十分起こりうる。したがって荒い近似
モデルであるが、この上下の層を平均の散乱(回折)を与える不規則相に置き換え、試料の真ん中にある Dla
クラスターの厚さや深さが STEM 像にどのような影響を与えるのかを次に検討してみた。
図 9 は、このような不規則相を表現するために、
（4ｆNi+fMO）/5 の原子散乱因子を持った仮の原子を考え、
この fcc 構造で薄い Ni4MO の Dla 構造の層を上下に挟んだモデルの HAADF‑STEM 像のマルチスライスシュミレ
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ーション結果である。実験と同様、プローブが最も絞られるシェルツァー条件によりオーバーフォーカス
側で atat＝0.57nm を持つ Dla 構造の MO 原子コラムが高いコントラストで結増されることがわかる。また、
シェルツァー条件の像で MO と Ni コラムの像強度さが少ないのは Dla 層の厚さが薄いためと考えられる。

図 9 fcc 構造モデルを持つ不規則 Ni4MO 合金中に一層の Dla の規則構造を挟み込んだ構造モデルの HAADF‑STEM 像のマル
チスライスシュミレーション。
(a)3.6nm の全厚、(b)10.8nm の全厚 下段はデフォーカス値（シェルツァー条件：50.1nm）Dla 構造はプローブの強度が
最大になる深さに入れてある。

4.1.6

不規則合金中に浮いている規則化領域の STEM 結像理論

以上の HAADF‑STEM 像の実験やシュミレーションの結果から、短範囲秩序（SRO）や部分的に規則化した
領域も持つ二元合金の HAADF‑STEM の結像理論のひとつの定式化をすることができた 3）。規則度が小さい SRO
状態は 2 種類の原子を組成比で平均した原子散乱因子をもつ 灰色原子 がつくる周期的ポテンシャルと、
そこからの点欠陥状のポテンシャルのズレ（MO 原子の場合＋、Ni 原子の場合−）で表すことがで きる。前
者が 200 などのブラッグ反射を、後者は散漫散乱を作る。HAADF‑STEM の結像を考えるときもこのモデルを
使い、かつある深さで生じた散漫散乱が下の

ズレポテンシャル

で再び散乱される（散漫散乱の多重散

乱）ことを無視すると、SRO を持つ二元合金中での入射電子プローブの散乱現象は、図 10 に示すように、
①ズレポテンシャルより上の平均ポテンシャルを持つ結晶での動力学的回折、②zi の深さの散漫散乱の発
生、③その散漫散乱がその下の平均ポテンシャルにより動力学的回折されるという 3 つの過程で近似的に
記述できる。
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図 10 弱い短範囲秩序（SRO）をもつ二元合金試料中での動力学回折現象と、それを用いた HRTEM と HAADF‑STEM の結像
の模式図

このような散乱、回折過程は TEM と HAADF‑STEM で共通であるが、HAADF‑STEM の場合、高角度に散乱さ
れた電子を非干渉的に集めて像の一点の強度とするので、動力学的回折効果を近似的に無視できる可能性
がある。この近似は完全結晶からの熱散漫散乱（TDS）を考慮した HAADF‑STEM 像の結像離御にも使われる
摂動近似と同じものである。結局、HAADF‑STEM 像の強度は、マルチスライス法の書き方に従うと、(10)〜
(12)式のように表される。

(10)

(11)

(12)
ここで Q はズレポテンシャルΔφにより作られた位相格子の 2 次元フーリエ変換である。ψはプローブ
を（ｘ0、ｙ0）の点に入射したときの場所（x，y，ｚi）における波動関数のフーリエ変換である。ベーテ
法の書き方では、ψ（x，y，ｚi）はブロッホ関数で、(12)式の右辺の括弧の中は ズレポテンシャル を
持つ点欠陥の散乱断面積の平行根に対応するものである。完璧な不規則状態を仮定すれば平均のポテンシ
ャルは 2 つの元素の組成比から予め計算できるので、(10)〜(12)式はズレポテンシャルの分布＝（短範囲
秩序状態）の 2 次元の投影情報を HAADF‑STEM 像から観察できる可能性を示している。3 次元的な情報を得
るには当然電子線の入射方向を変えて観察をしなければならない。このときの動力学回折効果を見積もる
ためには、電子プローブが種々の角度で結晶に入射したときの

平均結晶

内でのプローブ強度−電子チ

ャネリングの強度−のデータを得ることがひとつの手がかりになることがわかった。

4.2.

新しい像観察法と像記録法の開発と実際の応用へのフィッティングの検討について

平成 12 年度の研究費で名古屋大学に STEM 用の暗視野像用信号の検出器を設備し、各種の検出条件での
暗視野 STEM 像の観察実験ができるようにした。また 4.1.6.に記述した研究結果により、HAADF‑STEM 像の
コントラストの大きな変化は、入射プローブが結像したい散乱体に当たる前に、結晶の平均的な周期的ポ
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テンシャルによって引き起こされるビームの強度の変調が最大の原因であることが判明した。したがって
検出器の角度を調整しても問題は解決しない。ベーテ法を基礎とした結像理論では、散乱体より下の電子
の散漫散乱の回折過程を｢摂動｣とみなしているため、検出角の変化は「熱散漫散乱を捉える」か、
「弾性散
乱電子を捉える」かの変化を与えるのみであることがわかった。低角度検出条件にすると、暗視野 STEM 像
の最大の特徴である「非干渉条件での結像」が破れ、2 つの回折波同士の干渉縞が STEM 像の中にも現れる
ので、この場合は分解能はむしろ 1nm 以上に設定しておき、3 次元のトモグラフィー情報を得る研究に努
力を傾注すべきである。

4.3.

白金スーパー結晶の HAADF‑STEM による 3 次元観察について

本試料は 0.5nm の分解能での 3 次元再構成を目標とする 3 次元電子顕微鏡のための検定試料のひとつと
して、平成 13 年度に観察を行ったものである。試料は、東北大学理学研究科の寺崎先生及び韓国の大学の
Ryoo 先生との共同研究として提供していただいたものである。

4.3.1.

実験方法

立方体としての格子定数が 10nm 以上の白金のスーパー結晶は、ゼオライトの類似化合物である MCM‑48
を鋳型にして作製した。原材料である白金の酸化物を水素ガスを使ってこの鋳型の中で還元し、金属ネッ
トワークを析出させた。作製後、鋳型はフッ酸で溶解しスーパー結晶の微粒子粉末を得た。このスーパー
結晶粉末はエチルアルコールに懸濁された後、TEM 用マイクログリッドに滴下、乾燥した。後述の 3 次元
観察のためには、このメッシュを大きい角度に傾斜させる必要があるので、3mmφのメッシュを 1ｍｍ幅の
短冊に切り、その片端を銀ペーストで 3 次元用ホルダーに固定して観察した。本研究では理化学研究所に
設置されている 300ｋV の加速電圧の 3 次元電子顕微鏡観察に先立って、準備的研究として名古屋大学の
200ｋV の TEM/STEM/EELS 装置で観察した。本装置には平成 12 年度の当研究予算で設置した「3 次元観察用
高感度撮影装置」が取り付けられている。

4.3.2.

200ｋV の装置での観察結果

図 11(a)は白金粒子が 2 次元的なネットワークを組むこのスーパー結晶の TEM 像である。中央の微粒子
については、電子線はスーパー結晶としての[111]方向に平行に入射しており、3 回対称性をもつ 6nm 間隔
の擬似格子縞（＝白金粒子の配列）が観察される。この微粒子からの電子回折図形には上記の対称性と間
隔に対応する回折斑点が見られるほか、1 個の白金微粒子中に存在する真の原子面間隔に対応する回折斑
点も観察され、上記の斑点とある方向関係を持っていることが確認される 13）。

図 11

(a)白金のスーパー結晶の TEM 像 中央部の結晶は＜111＞入射条件
(b)図 6 の結晶の高分解能 TEM 像 通常の白金の(111)格子像が観察される。
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(c)同じ領域の、HAADF‑STEM 像

図 11(a)はその微小部分の拡大像であり、白金の

真の

(111)原子面に対応する格子縞が観察される。

回折図形で既に確認されているように、３次元ネットワークの配列とこの本物の格子縞の方位関係は一定
で＜111＞Pt//＜111＞スーパー結晶である。このような試料を３次元観察する準備として 200ｋV の装置で、
HAADF‑STEM 観察してみたものが図 11(ｃ)である。Z‑コントラストで白く光っているところが白金粒子のあ
るところで、暗いところは孔（＝真空）である。光っている微粒子を見ると外形の投影図として３回対称
性を持った形であり、立方結晶の典型的な晶壁である「頂点が面取りされた８面体」になっていることが
わかる。この像は大角度に散乱された電子を円形状の検出器で集めたもので、通常の TEM の暗視野像のよ
うな等厚干渉縞や傾斜干渉縞は観察されず、白金結晶の３次元的な形態が、HAADF‑STEM 像で明瞭に観察さ
れているのがわかる。この試料については、10nm 以上の格子定数を持つスーパー結晶に特有の長周期の電
荷分布を検出するために電子エネルギー損失分光も行ったが、その詳細は省略する 13）。

4.3.3.

300ｋV の３次元電子顕微鏡での観察

以上のことより、この白金スーパー結晶が、HAADF‑STEM 観察に適することがわかったので、平成 14 年 2
月に理化学研究所の 300ｋV の 3 次元電子顕微鏡を使って±90 度に渡り、HAADF‑STEM 像を撮影し、像デー
タは電子ファイルの形式で保存した。その中から選択した像のシリーズを図 12 に示す。

図 12

4.3.4.

上記スーパー結晶を 300ｋV の加速電圧の理研の装置で 3 次元電子顕微鏡観察したもの

3 次元再構成のためのデータ処理

上記 3 次元電子顕微鏡観察で得られたデータは多数にわたる。このデータを、本課題研究開発において
以前に加瀬、常田らが中心となって開発してきたトポグラフィー用再構成プログラムで処理した。またこ
れとは別に、本プロジェクトメンバーである工学院大学の馬場らが独自に開発した、逆投影と代数的演算
処理を組み合わせら 3 次元再構成プログラムでも解析した。この 3 次元の動画像の結果は 2002 年大阪で開
かれた日本電子顕微鏡学会で発表された。
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５．考察
平成 13 年度は上記のように、(1) 、HAADF‑STEM の理論的研究の面では、
「ベーテ法」によるプログラム
の作成とそれを種々の例に適用したこと、(2)半導体界面に、HAADF‑STEM を適用し、その Z‑コントラスト
を用いて界面への元素偏析などの研究をしたこと、(3)白金スーパー結晶の 3 次元観察実験、および(4)次
世代軟磁性材料の候補であるコバルト−アルミナナノグラニュラー膜の STEM/EELS による研究を行った。
理化学研究所に設置された「3 次元電子顕微鏡」のゴニオメーターの調整に手間取ったこともあり、(3)の
3 次元観察が十分に行い得なかった面があるが、これはプロジェクト終了後も、「継続研究」としてデータ
の収集と 3 次元再構築の研究を続けてゆく必要がある。

６．成果の発表
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6.1.
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4. ３次元電子顕微鏡の画像処理に関する研究

4.1. ３次元構造再構築技術の確立

理化学研究所工学基盤研究部
加瀬

１．要

究

約

第Ⅱ期として視野ずれ装置の試作、および主に生体のようなコントラストの低い、複雑な内部構造を持つ対象
の３次元立体を再構成する立体モデラの基本仕様および各画像の処理システムの基本仕様を確定し、内部構造を
含む立体モデル構築と 3 次元画像処理の両方（以下モデリングソフトウェア）の基本アルゴリズムの開発した。
また試作ソフトウェアの実用化、および最適化を行うことにより、モデリングソフトウェアを完成させた。

２．研究目的
第Ⅱ期は、3 次元電子顕微鏡を用いて各角度での透過像から、高精度な３次元のモデルを再構築する手法および
システムを開発する。また、内部構造を含んだ３次元微細構造を再構築するためのモデリングソフトウェア（立
体モデラおよび画像処理システム）の開発を行う。特に生体などの内部構造を有する対象とした試験用電子顕微
鏡画像に適用可能な手法の開発を行うことを目的とした。

３．研究方法
「再構築手法開発用解析装置」を用いて基本アルゴリズムを開発した。その基本アルゴリズムを元にし、主に
生体のようなコントラストの低い、複雑な内部構造を持つ対象の３次元立体を再構成する立体モデラの基本仕様
および各画像の処理システムの基本仕様を確定し、試作した「視野ずれ補正装置」を用いて大まかな位置合わせ
の終わった３次元電子顕微鏡の各角度での画像を用いて、
「３次元電子顕微鏡用

生物対象立体モデルの構築」プ

ログラム開発、および「３次元電子顕微鏡用生物画像処理システムの構築」プログラム開発を進めた。内部構造
を有する様々な 3 次元電子顕微鏡像を入力とし、いままでに開発してきたソフトウェアをさらに発展させて 3 次
元内部構造立体モデルを構築する過程で、自動化の必要な部分を機能として開発し、プログラム（内部構造立体
モデラ実用化システム）を作成して有効性を確認した。

４．研究成果
４．１．視野ずれ補正装置の試作
試料傾斜ｼﾘｰｽﾞ像のｱﾆﾒｰｼｮﾝ表示は、立体形状把握に有効である。ｱﾆﾒｰｼｮﾝ作成では試料傾斜による視野ずれを、
従来は手動で補正して画像を撮影していた。そのため補正精度が低く、撮影終了後、画像間の位置ずれ量を画像
処理で解析して位置合せする必要があり、ｱﾆﾒｰｼｮﾝ作成時間の大半はこの位置合せに要していた。そこでｱﾆﾒｰｼｮﾝ
作成効率化には画像処理による視野ずれ自動補正装置が必須と考え、その試作と評価を行った。加速電圧 200kV
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の STEM(HD‑2000)を用い、以下のﾌﾛｰで視野ずれを補正する。
1.

試料傾斜前の画像を DSP（デジタル信号プロセッサ）に登録した後、試料を傾斜させる。

2.

傾斜前の画像に対する位置ずれ量を位相限定相関法に基づく DSP で解析し、試料ｽﾃｰｼﾞ xy 移動機構にて
補正する。

3.

１回の補正時間約 0.1 秒で、位置ずれ量 0.1 画素以下となるまで補正を繰返す。

4.

補正終了後、登録画像を更新し、試料傾斜を再開する。

2〜3°の試料傾斜による視野ずれ量は多くとも 250nm 程度であった。図１よりこの視野ずれが 10 秒以内に倍率
10 万倍で 0.1 画素に相当する 0.7nm 以下に補正され、画像更新によって相関値が 100 となることが分かる。

200

100

100

50
類似度

位置ずれ量(nm)

画像更新

0

0

-100
0

100

図１

200
測定回数

300

-50
400

視野ずれ補正結果

４．２．モデリングソフトウェアの開発
第Ⅰ期までに開発した、ソフトウェア上に、生物を対象とした３次元電子顕微鏡画像用の画像処理機能を強化
した、生物画像処理システムを構築した。
具体的には、以下の（ア）、（イ）により目的の機能を開発する。
(ア)画像処理機能の強化
画像処理機能として、半自動的に背景の消去、画像コントラストの調整の機能を強化した。
また、機能追加として、自動輪郭線抽出後のセグメント（線分＋節点）のカット＆ペースト機能を追加した。

(イ)画像位置補正機能の強化
画像ごとに、対応する点（特徴点）を指定し、それらが立体的に焦点を結ぶように画像の位置補正（平行移動
と回転移動）を行なっているが、今回の開発では、１つの画像で特徴点を指定したときに、相互相関法および位
相限定相関法によりマッチング（並進および面内回転）における評価値が最大になり、かつ評価値がわかる手法
により、隣接する画像における特徴点を自動的に識別していく機能を開発した。

これらの機能を開発することにより、３次元電子顕微鏡からの画像取り込みの部分に関して、既存の画像処理
システムを使うことなく、すべて本システム１つで操作することができる。また、３次元電子顕微鏡で必要な画
像位置合わせなどの生物の画像処理に特有な機能を組み込むことで操作性を向上させることができた。
上記で述べた項目に関して、さらに付け加えて説明する。
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（ア）画像処理機能の強化
いままでのシステムでは、画像自体を操作する機能はなく、３次元電子顕微鏡からの画像データは一旦、別の
画像処理システムを使って、背景画像の消去や画像のコントラストの調整を行なっていた。 これらの機能を本シ
ステムの中に取り込むことにより、操作性を良くすることができる。濃度値の表示機能各画像の閾値を求めるた
め、画像上のピクセルを指定して、その濃度値を求める(明るさ補正機能)。
また、特徴点間距離計測機能、傾斜軸角度計測機能、特徴点を通る直線間の角度計測機能、特徴点自動抽出機
能、特徴点表示機能、特徴点トレース表示機能等が追加された。

（イ）画像位置補正機能の強化
(ア)が各画像に関する処理を施す機能であったのに対して、ここでは、画像間の位 置合わせに関する機能を取
り扱う。
角度補正のやり方は、自動補正と手動補正の 2 通りある。
自動補正は、画像上に表示される角度補正対称画像選択ダイアログで、補正対象の画像を選択するとその画像
の角度が設定されるようになっており、手動補正は表示される回転軸角度設定ダイアログに角度を入力して補正
を行うようになっている。

４．３．生物対象立体モデルの構築
第Ⅰ期までに開発した、プログラム上に、生物を対象とした電子顕微鏡画像から 3 次元の立体モデルを作成す
る機能を強化することにより、生物対象立体モデルを構築した。
さらに、この機能を、３次元電子顕微鏡用生物画像処理システムにおける画像処理機能とを組み合わせること
により、画像取り込みから立体モデルを作成した（図２）。これにより光造形用のシステムにまで展開できる機能
を、１つのシステムで実現できることになる（図３）。
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図２

図３

生物画像処理システムの表示例

第Ⅰ期と第Ⅱ期のシステムの違い

さらに逐次的に機能を詳細化してゆき、明確な機能仕様を決定すること、および決定された機能仕様に基づい
たプログラムを試作し、実際の 3 次元電子顕微鏡画像を用いてその有効性を確認することにより、成果が得られ
た。
開発された内部構造立体モデラ実用化システムについて用いた３次元モデル作成の作業フローを図 4 に示す。
また開発したプログラムの全体システムの構成は図４のようになる。
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図４システムの全体構成

これらのシステムにより図 5 に示すような各視野からの画像から輪郭が抽出され、3 次元 CAD 等で用いられるよ
うな境界表現とともに、新たに開発した CT 機能により再構築されたボリュームデータとしての中身が濃度を持つ
ZnO を復元することが可能となった。

図５ 操作の流れ

これらは分散計算システム群による高速ボリューム計算と VolumePro による表示によりはじめてリアルタイム
に回転することができ、これにより元画像と復元されたボリュームデータを同時にみることによってより高精度
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な 3 次元モデルの修正、編集が可能となった(図６)。

図６

５．考

輪郭編集ウィンドウ（左）および復元されたボリュームデータの表示(右)

察

平成 13 年度の研究開発において、はじめてボリュームレンダリングされた 3 次元像（トモグラフィー法）が再
構築できるようになり、透過型電子顕微鏡の利点である内部構造も表示できるようになった。これとこれまでの
境界表現による高精度な輪郭を持つ 3 次元表面情報(トポグラフィー法)とが相補的にかつリアルタイムに、ユー
ザーに画像を提供する環境が用意できた。
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