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　まえがき

　電子線，X線は多くの分析機器に利用されており，そ

れらは広い分野で活用されている。特に透過型電子顕微鏡
（TEM）を用いた微細構造観察，X線回折を用いた結晶構
造解析は富士電機の技術開発や製品開発において必要不可
欠な解析手法である。TEMは原子レベルの観察が可能で

ある反面，試料全体から見ると非常に局所的な部分の情報
しか得られない。また，試料を電子が透過する薄さに加工
する必要から試料を破壊せざるを得ない。一方で X線回
折から得られる情報は X線が透過した領域の平均化した

ものではあるが，試料を破壊することなく測定が可能であ

る。また，実験室で使われる X線装置の 108倍の輝度を

有する SPring-8（大型放射光施設）の高輝度放射光 X線
を用いることで微小領域や，極薄の膜に対しても解析が可
能である

（1）

。製品の高性能化・高品質化が進む中で，より微
小な領域，より薄い膜を対象とした解析が求められており，

そのような難度の高い課題に対しては，幾つかの分析手法
を組み合わせることが有効である。

　本稿では，TEMと放射光 X線を相補的に用いた，磁気
記録媒体および SiCエピタキシャル成長層の結晶構造解析
例を紹介する。

　磁気記録媒体の結晶構造解析

　磁気記録媒体の特性を議論するうえで磁性粒子のサイズ

や分離性と同様に磁気異方性も重要なパラメータである。

磁気異方性は結晶構造により異なり，磁性層には高い磁気
異方性定数（Ku）を有する 1軸異方性の最密六方晶（hcp）
の材料が用いられる。この hcp相中に等方性の面心立方
結晶（fcc）や積層欠陥が存在すると Kuを低下させる原因
になり，磁性層の組成や成膜プロセスを改善するうえでこ

れらを定量的に把握する必要がある。そこで，垂直磁気記
録媒体の磁性層として高い Kuを有する CoPtCr-SiO2膜

（2）

に

ついて，Pt濃度を変えた場合の hcp相中の fcc相を TEM
暗視野像の観察と微小角入射放射光 X線回折法を用いて

検出，定量する方法を確立した
（1）（3）

。

　試料の磁性層の厚さは 20 nmであり，その組成は

｛（Co90Cr10）100－XPtX｝89－（SiO2）11と表すことができる。こ

こで Pt添加量 X=0，10，20，30 at%とした。また，磁性
層はシード層である Ruのうえに製膜されている。試料の

詳細については文献
（4）（5）

を参照いただきたい。

　まず TEMを用いた hcp相中の fcc相の検出について述
べる。TEMを用いて電子線を試料に入射させた結果得ら

れた電子回折図形には，試料を透過した透過波と，異なっ

た格子面の回折波が点状に現れる。透過波を選択し電子顕
微鏡像を観察する手法を明視野法，観察される像を明視野
像と呼ぶ。また，特定の回折波を選択する場合を暗視野法，

暗視野像と呼ぶ。磁性層の電子回折図形から fcc相起因の

回折波を選択し，暗視野像を得ることができれば，磁性層
（hcp相）中の fcc相存在領域を特定できる。

　TEM観察には Pt濃度が 20 at%と 30 at%の CoPtCr-

SiO2膜を用いた。図 1は Pt濃度が 30 at%の CoPtCr-SiO2
膜の断面から得た電子回折図形である。磁性層の fcc（111）
面からの回折波は，磁性層やシード層の hcp（002）面から

の回折波と隣接しているため分離できない。しかし，磁
性層の fcc（200）面からの回折波は，hcp相からの回折波と

重ならない位置に観察されている。図 2（b）は磁性層の fcc
（200）面からの回折波を結像した暗視野像，図 2（a）は同じ

視野の明視野像である。図 2（a）と（b）中の白い円は，同じ位
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図1　磁性層の電子回折図形
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置を示すために表示した円である。図 2（b）中の白い部分は

fcc（200）面での回折条件を満たした fcc領域である。また，

図 2（a）中の白い矢印で示したしま模様は，積層欠陥である。

図 3（a），（b）に示すように，Pt濃度が 20 at%の CoPtCr-

SiO2膜でも同様に，fcc領域と積層欠陥が確認された。Pt
濃度が 20 at%と 30 at%の CoPtCr-SiO2膜を比較して，Pt
濃度が 20 at%の方が fcc相の領域が少ないことが分かる。

ただし，この結果は非常に局所的な情報であり，試料全体
の状態を定量的に反映しているものではない。

　次に放射光 X線を用いた hcp相中の fcc相の定量化に

ついて述べる。微小角放射光 X線回折実験は，SPring-8
の産業用専用ビームライン BL16XUにおいて実施した。

この実験に利用した入射 X線エネルギーは 10 keV，波長
は 0.124 nmである。X線回折実験のセットアップの概略
を図 4に示す。この図に示す角度χは，試料表面と水平面
とがなす角度である。入射 X線角度は 0.2°とした。これ

は全反射条件を満足する角度である。これにより，数十
nm厚さで積層された垂直磁気記録媒体のうち，磁性層の

みを構造解析することができる。磁性層からの回折 X線
を 2θスキャンでとらえ，このときの角度χを 90°，69.5°， 
および 60.2°の 3条件とした。χ＝ 90°の実験条件は面内

回折条件であり，この条件では試料表面と垂直な結晶面
を評価できる。しかし，面内回折条件では hcp-Co（100），
hcp-Co（110）と fcc-Co（220）面からの回折 X線を検出す

ることができるが，hcp-Co（110）と fcc-Co（220）面から

の回折 X線が 2θ＝ 59.4°付近で重なってしまい，両者を

分離して評価することができない。そこで角度χを 69.5°
と 60.2°とすることで，fcc-Co（111）と hcp-Co（101）面か

らの回折 X線をそれぞれ 2θ＝ 35.3°と 37.9°で分離して

検出することができる。このようにして，hcp相と fcc相
を分離して評価することができるようになった。

　異なる Pt濃度の CoPtCr-SiO2膜中の fcc（111）と hcp
（101）面からの X線回折パターンを，それぞれ図 5の（a）と
（b）に示す。fcc（111）と hcp（101）面のピークは，独立した

重なりのないピークとして観察された。Pt濃度の増加と

ともに，これらのピークは低角度側にシフトした。この

ピークシフトは，CoPt結晶格子の格子面間隔の増加によ

り引き起こされたものである。すなわち，Co結晶格子中
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図2　Pt 濃度が30at%の磁性層断面のTEM像
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図3　Pt 濃度が20at%の磁性層断面のTEM像
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図4　微小角入射X線回折法の測定配置
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に Co原子よりも原子半径の大きな Pt原子が多く入り込
むにつれて，結晶格子が大きくなったためと考えられる。

Pt濃度が 20 at%以下の試料の X線回折パターンからは強
い hcp（101）ピークが観察されたが，Pt濃度が 30 at%の試
料からは強い fcc（111）ピークが観察されて hcp（101）ピー

クの強度は小さくなっていることが明らかになった。この

fcc（111）ピークと hcp（101）ピークの強度比を求めること

で，fcc相の定量化が可能である。ただし，回折ピーク強
度比は，fcc相の存在割合を直接的には表していないこと

に留意する必要がある。

　このように 20 nmという薄い磁性層に対し，TEM暗視
野像では fcc相の領域が直接的に観察でき，微小角入射放
射光 X線回折では Pt濃度に対する fcc相の変化を定量的
に評価することができた。

　SiCエピタキシャル成長層の結晶構造解析

　SiCは Siに比べ，絶縁破壊電圧強度が大きい，熱伝導
性が良いなどという優れた材料物性を持つことから，将来
のパワーデバイスとして期待されている。SiCデバイスの

課題の一つとして，結晶欠陥による素子特性の劣化が挙げ

られ，エピタキシャル成長による結晶高品質化に取り組ん

でいる。エピタキシャル成長層に形成した SiCデバイスで

は，エピタキシャル成長層中の結晶欠陥が何に起因してい

るかを把握することが重要である。なぜなら，結晶欠陥が

エピタキシャル成長層起因の場合はデバイス製造プロセス，

基板起因の場合は基板製造プロセスというように，改良
すべきプロセスが大きく異なるからである。SiC p-nダイ

オードのらせん転位についてエピタキシャル成長層起因か

基板起因かを切り分けるために，高空間分解能 X線三次
元（3D）トポグラフィーと TEMを用いて解析を行った

（6）

。

　試料には，SiC基板の Si面（8°オフ）上に成長させたエ

ピタキシャル層に作製した p-nダイオードを用いた。試料 
の模式図を図 6（a）に示す。あらかじめ 500 ℃，2分の

KOHによる選択エッチングを行い，エッチピットから，

らせん転位の位置を確認した。らせん転位は典型的な結晶
欠陥の一つであり，そのバーガースベクトル（ひずみの

方向）は転位線と平行である。したがってダイオードの表
面から垂直に転位線が延びている場合，バーガースベクト

ルは〈0 0 0 1〉となり，この方向のひずみを評価するには

〈0 0 0 1〉と垂直な面からの回折光強度を測定すればよい。

　X線 3Dトポグラフィーは，SPring-8の BL24XUで測
定した。実験のセットアップの概略を図 7に示す。直径
約 2 µmに集光されたマイクロビーム X線を試料に入射し，

V字形のすきまを有する微小スリット（Vスリット）を用
いて，試料内の微小領域からの回折 X線を取り出し，回
折光強度を測定する。試料位置を X-Yおよび Z方向に移
動させながら回折光強度を測定することで，高い空間分解
能で 3Dトポグラフィー像を構成することができる。その

空間分解能は 0.5 µm程度である。図 6（b）のようにデバイ

ス表面に平行（水平）な断面のトポグラフィーを高さ方向
に複数測定した。これらの像を再構築することによってら

せん転位を含む垂直断面トポグラフィーを得た。〈0 0 0 1〉
と垂直な面として（0 0 0 20），平行な面として（3 3 6 0） 
からの回折光強度を測定した。図 8（a）に（0 0 0 20）反射
の垂直断面トポグラフィーを，図 8（b）に（3 3 6 0）反射の

垂直断面トポグラフィーを示す。図中の破線はエピタキ

シャル成長層と基板の界面である。図 8（a）から，転位は基
板からエピタキシャル成長層まで連続しており，そのひず

184（14）
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図6　試料の模式図と水平断面トポグラフィー
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図8　らせん転位の断面トポグラフィー
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みの範囲は，20〜 30 µmにわたっていることが分かった。

また，この転位は（0 0 0 20）反射と（3 3 6 0）反射の両
方で観察されていることから，そのバーガースベクトルは

典型的ならせん転位とは異なり，〈0 0 0 1〉以外の成分も

持っていることが分かった。

　次に TEM観察によって実際の転位線の向きを確認した。

図 9（a）にらせん転位の TEM像を，図 9（b）に電子回折図形
を示す。観察された転位線は，〈0 0 0 1〉に対し約 16°傾 
いている。この結果も，観測されたらせん転位が〈0 0 0 1〉 
以外の成分も持つ転位であることを示している。

　このように X線 3Dトポグラフィーでは転位が基板から

エピタキシャル成長層まで連続していることが非破壊で評
価でき，さらに TEM観察で結晶方位に対する転位線の向
きを確認することができた。

　あとがき

　電子線，X線を相補的に用いた解析例として，磁気記録
媒体および SiCエピタキシャル成長層の結晶構造解析につ

いて報告した。今後も新たな分析手法の開発，さまざまな

分析手法を駆使することで解析技術を高め，製品の高性能
化・高信頼化に貢献していく所存である。

　磁気記録媒体の結晶構造解析の実験に際し，試料をご提
供いただくとともに貴重なアドバイスをいただいた東北大
学電気通信研究所の島津武仁准教授に深謝申し上げる。

　SiCの結晶構造解析は，SPring-8課題番号 2005B3211 
の一部として行われた。実験に際し，多大なご協力をいた

だいた兵庫県立大学の津坂佳幸准教授，林和樹殿に深謝申
し上げる。
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