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半導体デバイスは，コンピュータのみならず，通信機器，

自動車・車両，産業用機械，家庭用電気機器などあらゆる

製品に組み込まれ，それらの中枢として機能している。い

ずれの製品分野においても，デバイスの高性能化，高集積

化および信頼性の維持・向上を実現するための研究開発が

精力的に進められている。

デバイス技術の高度化に伴い，半導体界面の微小領域に

おける材料の構造・組成が特性を左右し，製品の性能に大

きな影響を与えるようになってきた。このため，新たなデ

バイス材料の開発，プロセス技術の確立および品質管理を

行うためには，ナノオーダーの空間分解能（面分解能，深

さ分解能）を持つ観察技術や超高感度分析技術が不可欠で

あり，さらに得られた解析データの研究開発部門への素早

いフィードバックが要求されている。

ここでは，半導体デバイスの研究開発にとって必須（ひっ

す）の評価技術である透過形電子顕微鏡（TEM：Trans-

mission Electron Microscope）と二次イオン質量分析法

（SIMS：Secondary Ion Mass Spectrometry）について解

析技術と応用を紹介する。

透過形電子顕微鏡（TEM）

TEMは，0.1 nmの高い分解能で観察が可能であり，極

微小部での構造・形態，ごく微小な異物，界面状態，結晶

欠陥，結晶構造，原子配列などの情報を得ることができる。

さらに，TEMにエネルギー分散形 X線（EDX：Energy

Dispersive X-ray）分析装置を付加することにより，1nm

以下の微小領域での元素分析が可能になる。

２.１ 集束イオンビームによるTEM試料作製技術

TEM評価法により物質を観察するためには，厚さ約 50

nmの非常に薄い観察箇所に電子線を入射させ，透過した

電子線を電子レンズにより結像させ拡大像を得る。このた

め，TEM観察では試料観察箇所の厚さを，電子線が透過

するレベルまで薄膜化する前処理技術が非常に重要になる。

図１に前処理技術の分野で現在主流となっている集束イ

オンビーム（FIB：Focused Ion Beam）加工装置を応用

した TEM試料作製工程を示す。試料〔シリコン（Si）

ウェーハ〕にレーザなどで場所特定用のマーキングを施し

た後，ダイシング加工により数十μm幅に試料を切り出す。

FIB は液体金属イオン源にガリウム（Ga）を用い，加速

した Ga＋イオンを 10 ～ 100 nm程度に集束し，試料表面

を走査させながら加工する。FIB による試料作製法では，

加工対象物の二次電子像を観察しながらサブミクロンの位

置精度で断面加工できることから，特定箇所の観察と作製

時間の短縮が可能となった。図２は，FIB による特定箇所

のTEM試料加工例である。最も薄い部分がTEM観察箇

所となる。

また，FIB 加工装置はエッチング加工，観察，膜形成な

ど多彩な機能を生かしてさまざまな用途に活用することが

できる。

２.２ TEMによる構造観察技術

半導体技術の微細化と高集積化に伴い，デバイス作製プ
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図１　FIB による TEM試料作製工程
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ロセスは複雑化し，デバイス構造はより複雑な三次元構造

となっている。このため，これまで無視できた界面のごく

微小な凹凸，ごく微小な異物や欠陥，あるいは新規プロセ

ス・構造の導入に伴い，経験したことのないような不良モー

ドなど，新たな問題が増加している。このような状況のな

かで，半導体デバイスの性能と信頼性を向上させるために

は，研究開発段階，製造段階，製品段階において，高い空

間分解能を有する評価技術と，短期間での評価およびその

結果を迅速に設計・製造部門にフィードバックすることが

求められている。FIB 加工装置の試料作製への導入により

短期間で特定箇所の高分解能観察ができるTEM評価法は，

半導体分野では研究開発のみならず，製造部門における日

常的な品質管理や故障解析に利用されるようになっている。

図３に，ある半導体デバイスの断面TEM観察（低倍率

観察）像を示す。この断面TEM像から，Si 基板に形成さ

れた結晶欠陥の状態（有無，深さ，サイズ），電極と Si 基

板のコンタクト（界面）の状態，配線電極端部のエッチン

グ形状，パッシベーション膜（Si 酸化膜，Si 窒化膜）の

カバレージ状態，各層の構成・膜厚などの情報を得ること

ができる。

超高速で低消費電力の LSI を実現するために，ゲート

酸化膜の膜厚は数 nmの極薄膜領域まで達するようになっ

ている。このような極薄ゲート酸化膜では，酸化膜のバル

ク特性に代わり酸化膜/Si 界面の平たん性や結合状態がデ

バイスの信頼性を支配するようになる。図４はゲート酸化

膜の高分解能像を示しており，Si 基板，ゲート酸化膜，ポ

リシリコン（ゲート電極）の原子スケールの像である。TE

Mによりゲート酸化膜の膜厚や酸化膜/Si 界面の平たん性

を原子レベルで観察すると，プロセス条件（Si 基板洗浄

方法，酸化膜形成方法・条件など）とデバイスの電気的特

性との相関を調べることができるのでゲート酸化膜の極薄

膜化を実現するための有効な評価技術となる。

２.３ FE-TEMによる分析技術

電界放出形透過形電子顕微鏡（FE-TEM：Field

Emission-TEM）は，電子線を直径 1nm以下の極微小領

域に照射できる。FE-TEMに EDXを付属し，TEM観察

箇所に電子線を照射して試料から発生する特性 X線のエ

ネルギーを測定することにより，極微小領域の組成分析が

可能である。

図５は，半導体プロセスで発生した異物の断面TEM像

であり，異物の中央に核のようなものが確認できる（図５

のポイント２）。図６にEDXによる組成分析結果を示す。

異物の核から酸素（O）が検出され，Si の酸化物であるこ

とが判明した。このように，TEM-EDXによる観察と組

成分析は，特定箇所の微小領域での故障解析に有効である。
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図２　FIB による特定箇所のTEM試料加工例
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図３　半導体デバイスの断面TEM観察像
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二次イオン質量分析法（SIMS）

SIMS は，O2＋や Cs＋の一次イオンを固体試料に照射し，

試料表面から放出される二次イオンを質量分析し，試料表

面の構成要素を定性的・定量的に評価する手法である。

SIMS は，試料中の微量不純物元素を高感度で検出でき，

かつ深さ方向の分布測定ができる方法であり，従来から

Si や化合物半導体デバイスの研究・開発には不可欠な分

析手法である。最近特に注目されているのは，高度な分析

技術が要求される極浅領域（数十 nmオーダー）のドーパ

ント分布測定，10 nm以下の極薄ゲート酸化膜・酸窒化膜

の測定，不純物濃度の定量精度の向上，絶縁膜中の不純物

分析などである。

３.１ Si 中のドーパント分布測定

SIMS 分析を行う場合，通常比較する試料は SIMS 装置

のコンディションが同じ（同一試料ホルダで同一バッチ）

になるように測定を行う。さらに定量精度を向上させるに

は，各試料のマトリックス元素（例えば Si）の二次イオ

ン強度が一致するように，試料ホルダにセットする。これ

は，試料ホルダにセットする位置により，試料面のわずか

な傾斜の差異が，一次イオンビームの入射角の違いとなり

定量精度に影響するためである。図７に，定量精度を向上

させた深さ方向の SIMS 分析例を示す。Si 基板に 11B を加

速電圧 50 keV，1.0，1.1，1.2 × 1013 atoms/cm2 の 3 条件

でイオン注入した試料を測定したものである。ここでは，

10 ％のイオン注入量の違いによるイオンピーク濃度の差

異を検証することができている。

３.２ SIMSによる絶縁物の分析

半導体デバイスの高信頼性化や高耐圧化には，パッシベー

ションや封止樹脂などの絶縁物が重要な役割を果たしてお

り，その設計はますます高度化している。SIMS ではイオ

ンビームを用いるため，絶縁物を分析する場合には試料表

面に電荷が蓄積され，一次イオン照射領域の表面は帯電す

る。この影響を受けて，二次イオンの安定したスペクトル

が得られないという問題がある。

そこで，SIMS により絶縁物を分析する場合の主な対策

を以下に記す。

一次イオン電流の低減

試料表面に導電性薄膜のコーティング，金属メッシュ

の使用

試料電位のオフセット法

電子線を試料表面に照射

O－など負イオンを一次イオン種に使用

図８に，パッシベーション膜（膜厚 4.5μm，Si 窒化膜

/Si 酸化膜積層構造）の上にポリイミド樹脂（膜厚 8μm）

を形成した多層絶縁膜のプロファイルを示す。ここでは，

Si ウェーハに成膜した厚い多層絶縁膜中における微量不

純物であるフッ素（F）の拡散状態を知ることができる。

この分析では，試料表面への白金のコーティングにより帯

電を逃がす膜の形成と，電子線照射法による帯電の中和な

どの対策方法の組合せにより，電荷の蓄積による二次イオ
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図５　異物の断面TEM像

100.0 nm

ポリシリコン

（保護膜）

Si 酸化膜

2

1

2,400

2,000

1,600

1,200

2,200

1,800

1,400

800

400

0
0 1 2 3 4

エネルギー（keV） 

（a）ポイント1 （b）ポイント2

5 6 7

1,000

600

200

強
　
度
 

2,400

2,000

1,600

1,200

2,200

1,800

1,400

800

400

0
0

O

Si

Si

1 2 3 4

エネルギー（keV） 

5 6 7

1,000

600

200

強
　
度
 

図６　EDXによる組成分析結果
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図７　イオン注入した試料のボロン（B）深さ方向濃度分布
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ン生成効率の低下を防ぐことができている。

あとがき

以上，半導体デバイス技術を支えるTEMと SIMS によ

る評価技術について紹介した。半導体分野からの評価技術

に対する要求は年々厳しくなっており，こうした要求に対

応していくことにより，評価技術も高度化してきたといえ

る。

今後も，評価技術の高度化により，半導体デバイスの研

究・開発の加速推進に貢献していく所存である。
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