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SEM−SPM−白色干渉顕微鏡による
コリレーション解析

㈱日立ハイテク

はじめに
近年、走査電子顕微鏡
（SEM）は低加速電圧に
よる試料最表面の観察や、複数検出器によるさま
ざまな情報の同時取得が可能となった。一方で、
加速電圧や検出器によって像質が変わり、入射電
子の侵入深さや各検出器の検出エネルギー帯を考

相蘇 亨

SÆMic.としてCSIも取り込んだ活動を行ってい
る。本稿では、実例を挙げながらSEM-SPM-CSI
によるコリレーション解析事例を紹介する。

システム構成
１ . 各装置の概要
（1）走査電子顕微鏡（SEM）

慮して像解釈することがある。走査型プローブ顕

SEMは、真空中で磁場や静電場によって電子

微鏡（SPM）は形状計測モードだけでなく、電磁

ビームを絞り、試料表面に照射し走査することで

気特性や機械特性などの物性測定モードも多様化

発生する 2次電子や反射電子を検出する顕微鏡で

しており、
各物性データの解釈が高度化している。

ある。また、同時に発生する特性X線のスペクト

白色干渉顕微鏡
（CSI）は、mmオーダーの広域に

ルから元素分析を行うEDX
（エネルギー分散型X

おいて非接触かつ高スループットでサブnmオー

線分光）や、電子線回折パターンから結晶方位や

ダーの高さ計測が可能なことから、工場の検査用

相分布を計測するEBSD（後方散乱電子回折）など

途にも広く用いられている。一方で、空間分解能

と組み合わせて用いられることも多い。

が光の波長に制限される。このように、各装置単

図 1 に示すように、ほとんどのSEMは複数の

独で顧客の課題解決が困難な場合、SEM, SPM,

検出器を有し、2次電子起因の最表面の凹凸情報

CSIの 3つを複合的に用い、同一箇所の観察によ
り、それぞれの長所を活かしながら、お互いのデ
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Lower検出器 SE：凹凸情報

図1

 E-SEM
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（Regulus8200シリーズ）の検出器レイ
アウト
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抽出断面の高さ・角度測定

卓上SEMによる太陽電池表面の3D計測

や反射電子起因の組成情報などを同時
に取得し、像解釈することが一般的で
ある。近年は観察や分析が主目的であ
ったSEMでも、対物レンズ直下に配
置した分割型反射電子検出器を用いた
3D計測も可能となり
（図 2 ）
、SPMや

たわみ振幅

B
D

プリアンプ

A

CSIとの相関解析の重要性が高まって
いる。
（2）
走査型プローブ顕微鏡
（SPM）
SPMは、先端が数nm程度に尖った

し、サブnmから数 100μm の領域にお
ける試料表面の形状計測が可能な顕微
鏡である。図 3 に示すように、カンチレバー背面
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SPMの原理図

（3）白色干渉顕微鏡（CSI）

に照射したレーザーの反射光をフォトディテクタ

CSIは、図 4 に示すように、白色光源から照射

で捉え、探針−試料表面の相互作用によって生じ

された光をビームスプリッターで 2つに分け、一

る微小な力を検出し、表面形状を捉える。また、

方を参照面、もう一方を試料表面に照射し、試料

探針−試料間に働く摩擦力や粘弾性、磁気力や静

表面の凹凸によって生じる光路差で得られる干渉

電気力の検出や、探針をナノプローバーとして用

縞の情報を高さ情報に変換して 3D形状を計測す

いた導電性や誘電特性の測定など、さまざまな物

る顕微鏡である。また図 5 のように、透明多層構

性計測にも用いられている。

造の各界面から得られる反射光を用い、断面を作
製する手間をかけずに、非破壊で断面の情報を得
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層断面解析の概略図と多層バリアフィルム測定例

ることも可能である。
2 . リンケージシステム概要
コリレーション解析には、各装置で同一箇所の
観察が求められる。当社では、SEM, SPM, CSI

が制限されない点にある。

コリレーション解析事例
１ . セパレータの形状観察

共に座標情報の取得が可能な高精度電動ステージ

Liイオン電池（LIB）などに用いられるセパレー

搭載モデルを有しているため、容易に同一箇所を

タは電子線照射によってダメージを受けやすく、

観察できる
（図 6 ）
。特に、高分解能が求められる

SEM観察の際に加速電圧や照射電流の最適化が

SEM-SPM間のコリレーション解析では、共有可

必要である。SPMでは試料へのダメージなく形

能なアライメントマーク付き専用ホルダに試料を

状計測が可能であるが、視野範囲や観察のスルー

固定し、ソフトウェアによるステージアライメン

プットが限られるため、SEMによる広域ダメー

トで高精度座標リンケージを実現している。この

ジレス観察の要求が高い。

方式の優位性は、SEMチャンバー内にSPMを配

そこで、SPM形状像をリファレンスとして、

置する複合機方式と比べて、各装置の性能や機能

SEMの観察条件検討を行った例を図 7 に示す 1）。
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観察・分析
ナノ３D光干渉計測システム
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高分解能・多機能計測

図6

広域・高速計測

SEM-SPM-CSIリンケージの概略図

SEM観察の前処理には、帯電を抑制し細部まで

(b)

(a)

明瞭に観察するため、帯電軽減に効果のあるイオ
ン液体IL1000を塗布した 2）。0.5 kVや 1 kVの加速
電圧でのSEM像ではSPM像に比べて大きな穴が
開いており、電子線によってセパレータがダメー
ジを受けていると考えられる。加速電圧を 0.06

300 nm

kVまで下げると、SPM像と同等の形状が得られ、

(d)

(c)

電子線ダメージのないSEM観察条件が明らかと

300 nm

な っ た。 本 事 例 は 同 一 箇 所 観 察 で は な い が、
SPMがSEMのクロスチェックをするという点で、
相関解析の典型的な事例といえる。
２ . LIB負極の劣化メカニズム解析

300 nm

LIBの高性能化、長寿命化には充放電サイクル
試験による劣化要因の分析などが欠かせない。こ
こではSiOxを混合した黒鉛系の負極について、
SPM電気特性評価モードの 1つである走査型拡が

図7

300 nm

IL1000を塗布したセパレータのSEM像（x50k）
（a）〜（c）
と無処理のセパレータのAFM像
（d）
（a）0.06 kV，
（b）0.5 kV，
（c）1.0 kV

り抵抗顕微鏡
（SSRM）とSEM-EDXによる、サイ
クル試験前および、常温サイクル後、高温サイク

特にSi系活物質の境界に濃化しているフッ素の存

ル後の構造、元素分布、電気抵抗分布の相関分析

在から、この領域はSEI（Solid Electrolyte Inter-

を行った結果を図 8 に示す 。イオンミリング

face）と考えられ、その領域で電気抵抗が大きく

-SEM-SPM間で共用可能な雰囲気遮断ミリング

なったものと推測される。SSRMは 104 ～ 10 Ωの広

ホルダにより、試料作製から装置間の搬送を大気

い範囲の抵抗分布を一度のスキャンで確認できる

非暴露の状態で実施した。充放電サイクル前の

特徴を有する。このように、LIBの内部抵抗増大

3）

SSRM像は、黒鉛系活物質の境界付近が比較的低

の一因を、SEM-EDXとSSRMとのコリレーショ

抵抗であるのに対し、常温サイクル後および高温

ン解析によって調べることができる。

サイクル後SSRM像では、活物質の境界が明るく

3 . 透明積層膜の断面構造解析

観察されており、この領域が高抵抗化しているこ
とがわかる。サイクル試験後に黒鉛系活物質と、
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試料の断面構造解析には、機械研磨やイオンミ
リングなどを用いて断面出しした試料をSEM観
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