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１．はじめに 

固体材料表面の誘電分極分布及び半導体のキャリア・

固定電荷分布が超高感度・高分解能で観測できる走査

型非線形誘電率顕微鏡法(SNDM:scanning nonlinear die-

lectric microscopy))が我が国において独自に発明・開発

されてきた[1]． 本顕微鏡は非常に高感度な静電容量顕

微鏡の一種で， 高感度で10-22Fの極微小な静電容量変

化を検出でき，極微小な誘電率の非線形成分をもとらえ

ることが可能である． 

この装置を用いて強誘電体分極分布計測[2]，半導体

素子中の電荷分布計測[3][4]キャリア分布計測並びに

空乏層計測及び次世代超高密度強誘電体記録[5]への

応用などを行ってきた． 

更に非線形誘電率の高次項を計測し分解能を高めた

高次SNDM法を開発し，これを発展させ探針の摩耗による

分解能の低下を起こさない，非接触SNDM（NC-SNDM）法

も開発し，誘電計測において世界で初めて原子分解能

（原子双極子モーメントの観測）を達成している[6]． 

近では非線形の７乗項まで検出できる超高次非線

形誘電率顕微鏡(SHO-SNDM)の開発に成功している[7]

[8]．またNC-SNDMをベースにした表面電位の定量的測

定手法（Scanning Nonlinear Dielectric Potentiometory: 

SNDP）を提案し，表面双極子に由来する局所表面電位の

みを純粋に定量できるユニークな手法として発展してい

る．以下それらについて概説する． 

======== 

２．SNDMの原理 

被測定試料が誘電体の場合探針直下の試料表面に垂

直方向成分の電束密度D3と電界E3の間の関係は、その

非線形性まで考慮に入れて以下の式のように与えられ

る． 

但しPs3は誘電体の自発分極を表す．展開係数ε(2)，ε

(3)，ε(4)及び ε(5)， ε(6)はそれぞれ，線形誘電率，

低次非線形誘電率，高次非線形誘電率及び超高次非

線形誘電率であり２，３，４及び５，６階のテンソルである．

線形誘電率を含む偶数階のテンソルは自発分極の反転

に対して符号を変えないが 低次非線形誘電率を含む

奇数階テンソルは分極反転に対してその符号の正負が

入れ替わる．よって奇数階テンソルの非線形誘電率を計

測することにより計測対象の極性を知ることができる．  

 図1にSNDM装置の基本構成図を示す[7]．この顕微鏡

は探針直下の静電容量の変化⊿CsをLC発振器の発振

周波数変化に変換しそれをFM復調器とロックインアンプ

を用いて検出している． 
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図１．SNDMのブロックダイアグラム 

次世代パワーデバイス（SiC，GaN& Si系

パワーデバイス及び太陽電池, etc.）評

価用 強ツールとして 
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探針直下の静電容量変化⊿Csは(1)式より(2)式で与えら

れる．このことより．図1において印加交番電圧（電界）と

同じ周波数成分（ωp成分）を同期検波することにより，結

晶異方性や分極分布を計測できる．（高調波成分に関し

ては後述）また計測対象Csが半導体素子の空乏層容量

の場合には，その変化量⊿Csは印加電圧の関数として(3)

式で表現され，これもωp成分を検出することによりPN判

定ができる． 

 ======== 

 ３．SNDMによる一階微分信号の計測例 

 図2にSNDMを用いて計測したPZT強誘電体薄膜の 低

次非線形誘電率 (ε(3)信号)を検出した結果を示す[2]．

ε(3)信号は強誘電分極に対して感度があり，分極分布(a

-cドメイン)が非常に明確にとらえられていることが分か

る． 

 更にSNDMはその強誘電分極に対する高分解能性を生

かして次世代超高密度強誘電体記録装置としても応用さ

れ，直径2.8nm 小人工分極反転ドットの形成と観測に

成功し[8](図３(a))，磁気記録では達成されていない

4Tbit/inch2の記録密度を持つ強誘電体記録にも成功し

ている図３(b)[5]． 

 

 

また本顕微鏡はその高い容量変化感度を生かして，フ

ラッシュメモリ中に蓄えられた蓄積電荷の可視化[4]やLSI

中のトランジスタのドーパント濃度分布計測にも用いられ

る．一例として図４にチャネル長約40nmのpチャネルトラ

ンジスタのドーパント濃度を定量計測した結果を示す

[9]．この微小なトランジスタにおいても，ドーパント濃度
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図２ PZT薄膜中のa-cドメイン分布 

図３強誘電体LiTaO3単結晶に形成された単一反転ド

メインドット(a),と同結晶に記録された4Tbit/inch2の

密度を持つ実情報記録(b). 
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分布の定量測定がきちんと出来ていることが分かる． 

また現在まで他に良い評価法がなく計測困難であった

SiC-MOSFETのキャリア（ドーパント）分布もSNDMを用いる

と 鮮 明 に 可 視 化 す る こ と が で き る [10]．図 ５ に SiC-

MOSFETのドーパント分布を計測した一例を示す．濃度の

薄いn-領域でも十分なS/NでSNDM信号が検出されてお

り，SNDMの高感度性が改めて確認された結果となってい

る． 

これらの結果より同じ静電容量変化検出型プローブ顕

微鏡でもSNDMはSCM(Scanning capacitance microscope)

より圧倒的に高感度・高分解能であることが分かり，今後

超微細な次世代半導体素子の故障解析等にも応用され

ていくと考えられる． 

======== 

 ４．非接触式走査型非線形誘電率顕微鏡法  

高次非線形誘電率ε(4)信号（2ωp信号）をZステージ

の高さ制御フィードバック信号として使用し探針の非接触

状態を維持しつつ凹凸像とε(3)信号（ωp信号：原子双極

子モーメント像）の同時取得が可能な非接触式走査型非

線形誘電率顕微鏡法(NC-SNDM: non-contact scanning 

nonlinear dielectric microscopy) を開発した．ε(4)信号

は双極子モーメントの向きに依存しない上にε(3)信号よ

り侵入長が短いので，非接触動作のための距離制御には

うってつけの信号である．図６にNC-SNDMの原理図を示

す．このNC-SNDMを超高真空中で動作させることにより，

誘電計測では初めて原子分解能を達成した． 

図4 p-MOSトランジスタの2次元ドーパント

プロファイル 

図５ SNDMのよるSiC-MOSFETのドーパン

ト分布の可視化 

図６NC-SNDMの原理図 

図７ Si(111)面7x7構造の(a)凹凸像と(b)双極

子モーメント像 
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一例として図７はSi(111)7x7構造を超高真空型NC-

SNDMで観測した結果である[6]．同図(a)が高次非線形

誘電率信号（ε(4)信号）をフィードバック信号として用い

た時のピエゾステージの上下動から取得した凹凸像であ

る．また同図(b)が同時に取得した 低次非線形誘電率

ε(3)信号像で原子の双極子モーメントに対応していると

考えられている．この場合直流バイアス電圧-0.5Vを印加

することによりアドアトムのコントラストを強調するようにし

ている．同図よりSi(111)7x7構造が鮮明に分解できてお

り更に双極子モーメント像では，アドアトム上で強い上向

きの原子双極非モーメントが観測され，それ以外の場所

では下向きの双極子モーメントが観測されていることが分

かる．アドアトム上では，基板側のSi原子とSiアドアトム間

の共有結合に寄与している電子対からSiアドアトムの正

電荷に向けて上向きの双極子モーメントが発生している

と考えられる． 

この事を裏付けるためSiアドアトム上のダングリングボ

ンドに水素原子を吸着させることを行なった[11]．水素吸

着によりアドアトム周辺の電荷分布が対称となりアドアト

ム上の双極子モーメントが消失することが考えられる．こ

れを実証した結果が図８であり，同図(a)より水素吸着が

起こってもε(4)信号がその起源である凹凸像には大きな

変化は見られず総ての7x7構造のアドアトムが観測され

ているが，同図(b)のε(3)による双極子モーメント像では

水素が吸着したアドアトム（Bアドアトム）の双極子モーメ

ントが予想通りほぼ０となっていることが分かる． 

この他フラーレン分子[12]，グラファイト[13]，SiTiO3

[14]やTiO2[15],Si(100)[16]等の表面の原子双極子モー

メントの観測に成功しているが，詳細については文献を参

照されたい． 

 ======== 

 ５．非線形誘電率ポテンショメトリ  

上記の基礎研究を受けてNC-SNDMをベースにした表

面電位の定量的測定手法（Scanning Nonlinear Dielectric 

Potentiometory: SNDP）を提案し，その有効性をSi(111)-

(7×7)表面における形状像と表面電位像の同時観察に

より実証した[17]．本手法は、容量の電圧依存性を純電

気的に測定するSNDMの特徴を活かした方法であり, 静電

気的な力勾配の検出をベースとして電位を定量化してい

る既存のケルビンプローブフォース顕微鏡(KPFM)と異な

り, 表面双極子に由来する局所表面電位のみを純粋に定

図８ 水素吸着Si(111)-(7×7)表面の原子分解能

NC－SNDM像．(a)凹凸像, (b)(3)（双極子モーメ

ント像）(c),(d)はそれぞれのラインプロファイル

（Bアドアトム上で双極子モーメントがほぼ０に

なっている．） 

図９SNDPの動作原理図 

表１ KPFMとSNDPの検出可能物理量の比較  

図１０. 新開発SNDPを用いた4H-SiC(0001)上のグラ

フェンの原子分解能表面電位像（形状に重ねて表

示）。 
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量できるユニークな手法として発展している． 

図９にその原理図を示す．SNDPではε(4)信号をフィー

ドバックして表面形状を非接触状態を維持しながら観測

するところまではNC－SNDMと同じであるが，ε(3)信号を

打ち消すように，即ち表面ダイポールモーメントを打ち消

すようにバイアス電圧を印加しその値をマッピングするこ

とにより双極子由来の表面電位のみが計測できる． 

表１にKPFMとSNDPの検出可能物理量の比較をまとめ

た．KPFMが双極子モーメント由来の電位のみならず単極

電荷や接触電位差による電位総てを混合して計測してお

り，それらの分離が難しいのに対して，SNDPは双極子

モーメント由来の表面電位のみに感度がある事が特筆す

べき特徴である． 

SNDPの新領域への応用として、次世代の超高速電子

デバイスなどへの応用を目指して近年盛んに研究されて

いるグラフェンの評価に関する研究を開始した． 4H-SiC

(0001)基板上に形成された単層グラフェンの原子分解能

像を得ることに成功すると同時に，新規手法SNDPを適用

し，形状像と表面電位分布の同時観察にも成功した（図１

０参照）．更に水素インターカレートした同グラフェン/SiC

界面を研究し，水素インターカレーションすると界面基板

—バッファ層間の共有結合が切れ，界面の双極子モーメ

ントを失い表面電位が０になる事及びSiC基板からの拘束

がなくなりSi-C結合距離ほど表面の単層グラフェンが浮き

上がり平坦になる事など多くの重要な発見した[18].（図１

１参照）． 

 ======== 

6．超高次非線形誘電率顕微鏡法  

当初の我々は電界の４乗項までの高次非線形誘電率

信号を検出することを 大目標していたが，プローブの高

感度化が予想をはるかに上回り，半導体材料では電界の

７乗項の非線形成分まで検出することに成功し，まだその

限界には達していない．表題の“超高次非線形誘電率顕

微鏡法（SHO-SNDM）”とういう計測法の名称は，単に各次

数の高次の非線形項を検出する方法を表現しているので

はなく，例えば、局所C-V特性を厳密に断熱的に再構成

する手法など，多数の超高次のデータセットをフルに活用

して材料ならびにデバイスの詳細な特性を抽出する一連

の計測体系を指し，データの取得から分析までを統一し

た全く新しい計測法の学問体系として発展し続けている．

これらの成果は具体的研究テーマに影響を与え，その発

展に大いに寄与している．一例としてSHO-SNDMを用い

て、微細なSiデバイスのドーパントの濃度分解能（極僅か

なゆらぎが検出できる）の飛躍的向上を確認した[19]．ま

たSiC－MOSFETの空乏層計測に同法を適用して７乗まで

の非線形成分を利用した新規分析手法（局所C-V計測

法）により，世界で初めてその可視化に成功した[10]（図

１２参照）．また実動作時のゲート直下のチャネルの動き

の可視化にも成功している [20]．本成果は、次世代のパ

ワーエレクトロニクスデバイスの開発を簡便かつ高精度に

行うことを可能とするため，我が国のエネルギー関連デ

バイスに関する国際競争力の強化に寄与する可能性が

大きいと考えてられる．  

  ======== 

 7．今後の展望  

 以上高感度プローブの開発により特に半導体デバイス

では当初目標を大きく超えて 大で7乗項までの非線形

成分までが得られただけでなく，例えば、これらから局所

C-V特性を再構成する手法など，多数の超高次のデータ

セットをフルに活用して，材料ならびにデバイスの詳細な

特性を抽出する一連の計測体系がこれまでに整備された

といえる．当然の事ながら、この計測体系は更に発展して

Interca-
lated 

Not intercalated 

図１１．SNDPを用いた水素インターカレート

したグラフェン/SiCの表面電位像（形状に重ね

て表示）． 

図12 世界初、超高次非線形誘電率顕微鏡法を用い

た局所C-V曲線（各ピクセル毎に取得）の再構成

と空乏層の可視化(SiC-MOSFET)． 
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いくと予想される． 

実際に，本計測体系を用いて，今まで詳細な計測が不可

能であったSiCパワーデバイスのドーパント濃度分布の計

測に成功し，Si系の半導体素子においても今までどんな

手法を用いても計測不可能と言われていた極低濃度領

域(1013atom/cm3以下)のドーパント分布の可視化にも成

功し[21]，今後更に多くのデバイスの評価に展開して行く

予定である． 

更に、これらの体系的枠組みは，既に世界 高の容量感

度を持つNC-SNDMへ容易に応用展開可能であり，今後グ

ラフェンおよびそれを用いたデバイスなど新規な電子材

料・デバイス評価への波及が大いに見込まれる． 

非線形誘電率測定を用いた新規な表面電位の定量的測

定法（SNDP）は、適用分野がKPFMと一部重なるが，従来

KPFMでは表面電荷や接触電位差と分離不可能であっ

た，表面双極子に由来する表面電位の純電気的測定が

可能であるというユニークな特徴を持ち，双極子由来の

電位計測分野への波及が期待される．また、本手法は当

初NC-SNDMによる半導体表面観察に関して提案・適用さ

れたものであるが，同様に種々の材料・デバイス評価へ

の応用が容易に可能であると見込まれる． 

以上の事より，SNDMは新規な材料・デバイスを単に高分

解能観察するだけでなく，超高次非線形誘電率顕微鏡法

をベースとした一連の学問体系を構築しつつあるといえ，

今後更なる成果が見込まれると思われる． 
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■用語解説 

誘電分極 

誘電体に外部電場をかけたときに、その誘電体が微

視的に正電荷と負電荷に分極する現象のこと。 

 

双極子 

一対の正負の同じ大きさの電荷をわずかに離れた位

置に置いたもの。 

 

 

テンソル 

座 標 が  と変換される時、  

 

 

のように 変換される物理量の 

 

こと。上記の様に、添え字が２つ有るテンソルは、2階

テンソルと呼ぶ。添え字が1つの1階テンソルは、ベクト

ルである。 

 

アドアトム 

物質表面（の吸着層）において、 外層を構成する原

子。 

 

ケルビンプローブフォース顕微鏡 

Kelvin probe Force Microscope．プローブと試料の仕

事関数の違いに起因して生じる静電力を検知する、原

子間力顕微鏡 (AFM; Atomic force microscopy) を

ベースとした走査プローブ顕微鏡． 

 

インターカレーション 

分子または分子集団が他の2つの分子または分子集

団の間に入り込む現象。 


