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ナノスケールの電気特性評価のためのAFMツール
Abstract
デバイスの微細化が進行し、
ナノマテリアルが
研究されるようになるのに伴い、
ナノスケール
の電気特性の評価はますます重要になってい
ます。オックスフォード・インストゥルメンツ社ア
サイラム リサーチ事業部は、電流、表面電荷・
電位、絶縁破壊、導電率、および誘電率を含む、
局所的な電気特性を評価するための、
さまざま
なAFMツールを提供しています。Cypher™ およ
びMFP-3D™ ファミリーAFMの特別な機能や、
ユニークな機能は、広い範囲のシステムにおけ
る、有意義な電気測定のためのさらなる機会を
提供します。

コンダクティブ AFM

CAFM (Conductive AFM) はコンタクトモード
でスキャンしつつ、サンプルに流れる電流を導
電性探針で測定します。
さらに、
このモードは、
ユーザーが定義した特定のポイントで、局所
的な電流vs.電圧（I-V）
カーブを測定できます。
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原子間力顕微鏡（AFM）は、その特長である空間分解能と力
への高い感度により、
ナノスケールの電気特性評価に対して、
強力なツールになっています。そのため、多くのAFMテクニッ
ク1 が、局所的な電気特性（表1）の直接的なイメージングの
ために開発されてきました。
これらのテクニックは、電気デバ
イスにおける故障解析だけでなく、欠陥の識別や均一性の評
価、品質確認のための他の多数のアプリケーションにおいて
役立っています。
ここではAFMの電気的なテクニックについて、いくつか議論
します。
コンダクティブAFM（CAFM）や電気力顕微鏡（EFM;
electrostatic force microscopy）、ケルビンプローブフォース
顕微鏡（KPFM; Kelvin probe force microscopy）のようなモー
ドは、すでに確立されて広く使用されています。高速電流マ
ッピングモードやナノスケール絶縁膜経時破壊（nanoTDDB;
nanoscale time-dependent dielectric breakdown）、走査型マ
イクロ波インピーダンス顕微鏡（sMIM; scanning microwave
impedance microscopy）は、
アサイラム リサーチAFMで利用
可能な電気特性評価のための追加機能をもつ、
より新しいモ
ードです。

NanoTDDB (Nanoscale Time-Dependent
Dielectric Breakdown) は、
ナノスケールで絶縁
膜破壊を調べるための点測定モードです。破壊
イベントが検出されるまで、サンプルへ高電圧
バイアスを印加します。

高速電流マッピングモード

高速フォースマッピングによる電流マッピング

高速電流マッピングモード (Fast Current Mapping
Mode) は、高速で取得したフォースカーブのアレイ
間で電流を連続測定します。探針が常に表面に接
触した状態でスキャンする測定とは異なるため、サ
ンプルの電流マップで生じる探針の摩耗を最小限
にすることができます。

電気力顕微鏡

Introduction
性能や消費電力、
コスト、サステナビリティの改善は、新しい
電気的な材料やデバイスのR&Dにおけるキードライバーと
なっています。
これらの目標を達成しようとすればするほど、
長さスケールはどんどん小さくなっていきます。シリコンベ
ースのデバイスが微細化され続けているだけでなく、ナノチ
ューブやグラフェン、分子ビルディングブロックのようなナノ
スケールの構成要素をもつ次世代プロセスが出現していま
す。その結果、電気的な挙動を支配する物理的プロセスを理
解するには、微小スケールでの測定がますます必要になって
います。

ナノスケール絶縁膜経時破壊
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EFM (Electrostatic Force Microscopy) は、サン
プルの長距離静電気力を定性的にイメージ
するための2パスイメージングモードです。
ト
ラップ電荷や電位、導電率、誘電率の変化
による電場勾配の情報が得られます。

ケルビンプローブフォース顕微鏡
KPFM (Kelvin Probe Force Microscopy) は、サンプ
ルの静電ポテンシャルを定量的にイメージするた
めのモードで、
シングルパスまたはデュアルパスの
いずれかで測定できます。表面電位や仕事関数の
情報を提供する表面プロービングテクニックです。

走査型マイクロ波インピーダンス
顕微鏡
sMIM (Scanning Microwave Impedance Microscopy)
は、抵抗や静電容量の変化を測定し、
また同時に
dC/dVやdR/dVも測定する、マイクロ波を使用した
近接場テクニックです。
コンタクトモード、
タッピン
グモード、高速マッピングモードモードで動作します。

表1. アサイラム リサーチAFMで利用可能な、
ナノエレクトリカル
キャラクタリゼーションツール。
アイコンは、
カンチレバーとサンプ
ルの間で測定される相互作用をグラフィック表示。
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コンダクティブ AFM (CAFM)
CAFM2,3 は、導電率の局所的な変化を決定
するために電流を測定します。
ナノスケー
ルの空間分解能を使用することで、デバイ
ス全体をテストする4探針法のような、マク
ロスケールの手法を補います。CAFM測定は、形状イメージング
と同時に実行されます。
したがって、CAFMは局所的な構造やモ
ルフォロジーに対する、局所的な電気特性（電荷分布、電荷輸送
など）に関して、例えば有機薄膜太陽電池の効率改善のために、
特に役立ちます。
アプリケーションは、強誘電体や圧電体から半
導体やデータストレージデバイスまで、幅広い種類のシステム
を含みます1。導電率を直接測定するCAFMは、キャリア濃度に
図1: 0.5% Nb 添加 (001) SrTiO3 サブストレート上における (001)
対して敏感なため、半導体のドーパントプロファイリングに利
Bi(Fe0.5 Mn0.5 )O3 (BFMO) 膜のCAFM測定。BFMOのマルチフェロイック
用できます。
また、誘電膜や酸化層の欠陥や均一性を詳細に調
でスピングラスな特性により、多数のアプリケーションにとって魅力的
べるためにも、頻繁に使用されます。
CAFMでは、導電性のAFM探針がサンプルに常に接触し、バイ
アス電圧がサンプルと探針の間に印加されます。
（導電性の探
針は金属コーティングや、金属のバルク、
ドープダイヤモンド、
ドープシリコンのような材料からプローブを作ることで作製
できます。）探針がスキャンする間にサンプルから探針への電
流が記録され、導電率や電流のマップが作成されます。図1は
CAFMのマルチフェロイック膜への適用を示しており、図2は半
導体高分子膜を評価するための使用を示しています。

になっています。イメージは、探針-サンプルの電流を形状像に重ねた
もので、結晶粒（赤）間の境界では、結晶内（青）に比べて、一般的に
導電率がかなり高くなる様子が明確に見えています。赤い導電性の
“ライン”がサンプル表面上で全方向に発生しており、そのコントラスト
が形状像のアーティファクトではないことが分かります。
スキャンサイズ
は1 µm。MFP-3D AFMで取得しました。

AFMを用いた電流測定は、装置に厳しい要求が課せられます。
測定値は、サンプルにもよりますが、
ピコアンペアからマイクロ
アンペアにおよび、
このレンジ全体（電流の大きさで6桁）にわた
って高感度で低ノイズであることが必要です。
これらのニーズに
応えるため、CAFM向けのアサイラムのORCA™は、低いノイズレ
ベルのアンプを組み込んでいます
（3ページのSIDEBAR参照）
。
し
かし、
シングルゲインのアンプは一般的に、およそ4桁までしか動
作しません。走査型拡がり抵抗AFMに使用されるようなログアン
プは、広い電流レンジをカバーしますが、微小電流では測定感
度や分解能は制限されます。
これらの制限は、Dual Gain ORCA
モジュール（SIDEBAR参照）のように、2個の独立したアンプを使
用することで克服できます。
光を照射しながら行う、AFMによる電流測定は、
フォトコンダク
ティブAFMとよばれます。
このテクニックはオプトエレクトロニ
クスや太陽光発電システムにおいて、暗電流 vs. 光電流のよう
なナノスケールの光応答を評価するためや、電荷生成や電荷
輸送をマップするために役立ちます。
しかし、
フォトコンダクテ
ィブAFMのシグナル中のアーティファクトは、AFMのレーザー
によって生じる光電流から引き起こされます。
アサイラムAFM
のEclipse™モードは、CAFMスキャン中にAFMのレーザーをオ
フにすることで、
これらのアーティファクトを防ぎます（SIDEBAR
参照）。
局所的な電流‐電圧（I-V）
カーブもCAFMで取得できます。探針
を、ユーザーが指定した位置に接触させ、傾斜状のバイアス電
圧をかけて電流を測定します。図3のように、サンプルの正確な
位置で、I-Vマッピングが得られます。
これらの配列は電荷キャリ

図2: CAFMによる半導体高分子膜における伝導ネットワークのイメージ
ング。膜のモルフォロジーや伝導ネットワークが流延溶媒にどのように左
右されるのかについて調べることは光起電アプリケーションの性能を最
適化するために重要です。
この膜は、流延溶媒としてクロロホルムを添
加し、低バンドギャップジケトピロロピロール-ベンゾチアジアゾール系
共重合体（PDPP-BT）および、
フェニル-C71-酪酸メチル（PC71BM）を混
合することで作製しました。異なるDCバイアス電圧におけるCAFMイメ
ージは、ポリマーリッチ層における正電流の明るい領域と、PC71BMが集
合した暗い領域を示しています。正電流は正バイアスの増加と共に増え
ており、
ブレンドを通じて正孔輸送が増加したことを示しています。
スキ
ャンサイズは3 µm。MFP-3D AFMを用いて、暗条件下で取得しました。出
典はRef. 4。
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SIDEBAR

電流測定向けアサイラム リサーチAFMの特長

ORCA module は、CypherやMFP-3D AFMでCAFMを行えます。幅広
い電流レンジ（~1 pAから20 nA）にわたる、センシティブな測定に向
けて、低ノイズのトランスインピーダンスアンプ付きカンチレバーから
成ります。Dual Gain ORCA optionは2個の独立したアンプを使用して
おり、
より広い電流レンジ（~1 pAから10 μA）に対応しています。
MFP-3D-BIO AFM は、光源が必要な実験に向いています。測定を容
易にし、
システム統合の難しさがありません。高品質な測定を維持しつ
つ、AFMと光学顕微鏡をスムーズに組み合わせるために、業界標準と
なっています。

ア移動度などの特性マップを得るために解析したり、統計情
報や故障解析のために、
シンプルに平均を出したりできます。
探針‐サンプルDCバイアス電圧や印加接触荷重を変化させ
ることで、電荷生成や注入、接触抵抗といった特性の洞察も得
ることができます。

全アサイラムAFM対応のEclipse mode は、デュアルパスのスキャニン
グアプローチで、光電流測定を改善します。
ファーストパスでは、
コン
タクトモードで形状像を測定します。セカンドパスではレーザーがオ
フになり、CAFM測定が同じ高さで実行されます。
MFP-3DファミリーAFM用Probe Station option は、AFMのスキャニ
ング中に、電気的なプロービングやバイアス、他の測定を可能にしま
す。多様な電気接続が可能で、
さまざまなイメージングモードと組み
合わせられます。
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ナノスケール絶縁膜
経時破壊 (Nanoscale

Time-Dependent Dielectric
Breakdown; nanoTDBB)

絶縁膜破壊を理解することは、半導体産業やその先におい
て、信頼性のある製造のために重要です。
カタストロフィック
な絶縁膜破壊は、
トランジスタのゲート酸化物のような電気
絶縁対中に導電パスが生じたときに起こります。デバイスに
低k誘電体のような新しい物質を組み込むことで、
さまざまな
機械的、熱的、電気的および接着性の特性が生じます。
これら
の改変した特性は潜在的に、キャラクタライズして理解され
るべき新しい破壊メカニズムをつくり出します。機械的なプロ
ーブステーションは一般的に、
ウエハレベルの破壊試験に使
われますが、単一デバイスレベルで誘電特性を追究すること
はできません。
これに対して、AFM探針の空間分解能は、絶縁
膜破壊の局所的な測定を可能にします1,6 。

図3: CAFMによる、混合イオン-電子伝導（MIEC）ベース・アクセスデバ
イスの試験結果。MIEC材料は、高密度不揮発性メモリアプリケーション
にとって魅力的です。
（左上図）“ショートループ”デバイスは、
トップ電極
とボトム電極（それぞれTECおよびBEC）の間に、窒化ケイ素（SiN）
で囲
まれた銅を含むMIECで製造されます。
（左下図）
ショートループデバイ
ス・アレイの形状イメージ。
スキャンサイズは20 μm。
（右上図）デバイス
A、B、CおよびDのI-Vカーブで、形状イメージ中で囲まれた部分。電流の
対数スケールが6ケタに及ぶ点に注目してください。デバイスC（赤色の
カーブ）はリーキーで、比較的高い“off ” 状態の電流を伴います。
（右下
図）
アレイ中の全デバイスのI-Vカーブを自動で取得・解析するために
AFMをプログラミングして得たマップ。各ピクセルは異なるデバイスを
表しており、off状態の電流が色分けされています。
このマップでは、デ
バイスCのような漏洩デバイスを素早く検出します。Cypher AFMのDual
Gain Orca Moduleで取得。出展はRef.5。

nanoTDBBは、従来のプローブステーションに比べて、
より
小さい長さスケール（~20 nm）
で絶縁膜破壊を測定するた
めのアサイラム リサーチ独自のモードです。CAFMのよう
に、nanoTDDBでは、探針‐サンプル間の電流が接触状態の
探針で測定されます。
しかし、nanoTDDBでは探針が同じ位置
に留まり、破壊イベントが検出されるまで測定が継続されま
す。電圧は、一定に保つか、勾配をつけることができます（モ
デルにより、最大±150 Vまたは±220 V）。測定位置は高分解
イメージから正確に選ぶことができます。
または、ポイントの
グリッドをマップして解析できます。
アサイラムのORCAアンプ（サイドバー参照）の広いレンジに
より、非常に小さい前駆破壊電流やもっと大きい破壊後の電
流を、感度よく正確に測定できます。
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高速電流マッピングモード

(Fast Current Mapping Mode)

高速フォースマッピングによる電流マッピング

CAFMでは、
コンタクトモードでスキャ
ン中に、探針‐サンプルに水平方向
の力が生じます。良好な電気的接触に必要なサンプルと
探針間の力のため、サンプルや探針にダメージを負わせ
てしまうかもしれません。例えば、水平方向の力は、イメー
ジの質を損なうような、柔らかいポリマーを不可逆的に変
形させてしまったり、ゆるく結合したナノチューブの配列を
変えてしまったりする可能性があります。特別な導電性プ
ローブへのダメージは、探針‐サンプルの接触面積を変
えたり、電気パスを遮断したりするかもしれません。いずれ
にしても、摩耗は測定電流に影響し、そのため、イメージの
解釈を複雑にします。
アサイラム リサーチの高速電流マッピングモードは、
これ
らの問題に対処するものです。
このモードは、CAFMのよ
うに電流や導電率の分布をマッピングします。
しかしなが
ら、高速電流マッピングモードにおける電流は、
コンタクト
でスキャンするのではなく、
フォースマップを取得する間
に測定されます。
このモードは、
アサイラムの高速フォース
マッピングモードと同じ原理を利用しており、水平方向に
スキャンしている間に、カンチレバーが垂直方向に、連続
した正弦運動で動きます。電流vs.時間の完全なカーブを
保存することで、解析のオプションが豊富になります。そし
てそれは、実験中または後日でも可能となります。MFP-3D
Infinity AFMや、
より高速のCypher family AFMにおいて、
最大300 Hzのピクセルレートは、256×256ピクセルを取得
するのに10分もかからないことを意味します。
高速電流マッピングモードは、
より弱い力で電流をイメー
ジングすることが可能で、デリケートなサンプルに理想的
で、高い空間分解能を達成します。例えば、図4のようなカ
ーボンナノチューブ膜は、
コンタクトモードスキャンによっ
て簡単に傷つきます。CAFMに使用される同じ低ノイズ、
広帯域のORCAやDual Gain ORCAアンプは、幅広い電流
レンジにわたる高い測定感度を確実にします。さらなる利
点として、高速電流マッピングモードでは、
フォースカーブ
を電流と同時に取得できます。
フォースカーブは、荷重‐非荷重サイクル中に、カンチレ
バーのたわみ vs. Zセンサーポジションから得られ、弾性
率や粘着を測定するために使用できます。形状像や電流、
機械的なデータが同時に得られる高速電流マッピングモ
ードは、局所的な構造や特性、機能的挙動の間の関係に
深い洞察を与えます。

図4: シングルウォール・カーボンナノチューブ（SWCNT）の高速電流マッ
ピング。SWCNTの光活性層は、作製を簡単にし、
コストを下げることで、無
機太陽電池デバイスを増強できました。イメージは、高速電流マッピング
モードで同時に取得した、
シリコン上のSWCNT膜の形状像（上図）および
ピーク電流（下図）を示しています。ひとつひとつのナノチューブが解像で
きており、導電率のレンジが低（黒）から高（黄）へ表示されています。同じ
膜における以前の研究では（Ref. 7参照）、SWCNTのおよそ9%が金属性
でした。
グラフは、色で区別した円でマークした位置における、時間に対
するカンチレバーのたわみ（左図）
と電流（右図）を示しています。矢印の
上下は、
フォースカーブのエクステンドとリトラクトの区間をそれぞれ示
しています。
スキャン幅は2 μm、形状像のスケールは60 nm、電流のスケ
ールは1.5 μA。MFP-3D Infinity AFMで取得しました。
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電気力顕微鏡
2
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(Electrostatic Force
Microscopy; EFM)

EFM8,9 は電気的なAFMモードで、電
場の変化を可視化するのに役立ちま
す。特に、表面近傍の絶縁材料や半導体材料中の孤立導
体、例えば高分子マトリクス中のカーボンナノチューブや、
ゴムタイヤ中の炭素含有物の検出に効果的です。
このこと
から、EFMは同様のアプリケーションにおいて、
より侵襲的
な電子顕微鏡法の魅力的な代替法になっています。図5の
ように、EFMは電子デバイスの性能をキャラクタライズす
るのに役立ちます。
アサイラム リサーチAFMすべての標準モードであるEFM
は、振動しているカンチレバーがロングレンジな静電気力
勾配に対してセンシティブであるという事実をベースにし
ています。表面電荷や表面電位によって生じる探針‐サン
プルの静電容量カップリングの変化は、デュアルパスの測
定アプローチによって感知されます。
ファーストパスは、形
状像を測定するために、標準タッピングモードで導電性プ
ローブをスキャンします。セカンドの“nap（ナップ）”パスで
は、形状像データにより、探針が表面上部で一定の高さで
スキャンラインをリトレースできます。
（“nap pass”という言
葉は、飛行機が低高度で地形に沿って航行するという、航
空用語の“nap-of-the-earth flight（匍匐（ほふく）飛行）”に
由来しています。高さはユーザー制御可能で、一般的には
数十ナノメートルです。探針とサンプルを隔てることで、ロ
ングレンジな静電気力の感度を増強し、他方で、一定の高
さを維持することで、
ファンデルワールス力のような他の
相互作用からの影響を最小限にできます。
napパス中に、
タッピングピエゾはまだ駆動していますので、
カンチレバーはタッピング周波数で振動し続けています。探
針とサンプル間のDCバイアスも印加されています。探針とサ
ンプル間の静電気力はプローブの共振周波数をシフトさせ
ます。結果として生じる、その振動周波数におけるカンチレバ
ーの振幅や位相の変化はEFMの振幅や位相のチャンネルの
中に記録されます。
EFM は多くのアプリケーションにおいて、最小限のセットアッ
プで定性的なコントラストが得られる効果的な手法です。
し
かし、定量的な解釈はより困難です。測定されたシグナルは、
探針やサンプルの形状、電荷分布、表面化学、
そして大気条件
にまで及ぶ、数多くの実験パラメータに複雑に絡み合ってい
ます。

図5: EFMによる2Dメモリスタにおけるスイッチングメカニズムの

解明。
メモリスタは高速演算における増強性能のための不揮発性
メモリデバイスです。模式図（左上図）は、2つの金（Au）電極に挟ま
れたMoS2モノレイヤーから成る第一の2Dメモリスタを示していま
す。MoS2領域中の黒い直線は、
メモリスタを2つに分ける結晶粒界
です。実際のデバイスの形状イメージ（右上図）において、2つに分
かれている結晶粒界はカーブしています。暗い直線は、2 μm 離れた
Au-MoS2接合部です。EFMの位相イメージ（下図）は、異なる探針バ
イアス電圧Vt ipで、同じデバイス条件（Vdr a in = 5 V, Vsource = Vgate = 0
V）
で取得しました。点線はAu-MoS2接合を見分けるために追加しま
した。結晶粒界を横断する急なEFM位相の降下は、その抵抗の性質
や、
スイッチングにおける硫黄空格子点移動の重要な役割の支持仮
説を明らかにしています。Cypher ES AFMで取得。
もともとの出典は
Ref. 10。
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ケルビンプローブフォース
顕微鏡 (Kelvin Probe Force
Microscopy)

KPFM11,12 は、すべてのアサイラム リ
サーチAFMに標準装備されており、電場が存在するあらゆ
る実験系に適しています。EFMは容量の小さいサンプルを
調べることができますが、KPFMは単に、表面をプロービン
グするテクニックです。にもかかわらず、KPFMは、バイアス
された電極や操作デバイス、酸化被膜、半導体、生体分子
を含む、幅広い材料の重要な情報を提供します。金属合金
において、KPFMは腐食の研究に使用したり、触媒活性をモ
ニターするために使用できます。高分子では、分子の立体
構造や双極子の配向、相分離したドメインの分布を可視化
できます。
KPFMは、走査型ケルビンプローブ顕微鏡（SKPM；scanning
Kelvin probe microscopy）
または、“表面電位イメージング”と
呼ばれることもありますが、表面電位の変化をマップするも
のです。
これはシングルパス、
またはデュアルパスのどちらの
方法でも操作できます。
シングルパスKPFMイメージングはよ
り速く、
より高調波でのカンチレバーの応答から追加情報を
提供します。デュアルパスKPFMは、形状効果によるクロストー
クを最小化するために使用されます。EFMのように、一回目の
パスはタッピングモードで形状を取得し、2回目のnapパスで、
電導探針で、表面上の一定の高さを再スキャンします。
しかし
ながら、EFMと異なり、KPFMではnapパスの間はタッピングピ
エゾが駆動しません。その代わりに、
タッピング周波数のAC
バイアス電圧が、探針とサンプルの間に印加されます。探針と
サンプルの間の電位差があると、
カンチレバーをタッピング
周波数で振動させます。
このアプローチでは、KPFMのシグナ
ルは、電位差をゼロにし、
カンチレバーを振動させないため
に印加する必要のある、DCバイアス電圧となります。
このDCバイアス電圧は、探針とサンプルの間の接触電位差
の直接的で定量的な測定値です。図6に見られるように、電位
差は形状像がない場合でも、有用なコントラストを生み出す
ことができます。
さらに、KPFMは他にも多くの用途がありま
す。特に、導体や半導体において、仕事関数を測定できます。
それは、
これらの物質において電位差は、一般的に仕事関数
の差から生じるものだからです。
（仕事関数とは、一つの電子
をフェルミレベルから真空に移動するために必要なエネルギ
ーのことです。）
このように、KPFM測定は多くの表面現象に対
してセンシティブです。例えば、仕事関数の差を使用して、異
なる金属結晶粒の配向を識別したり、半導体においてバンド
の曲りやドーパント密度の影響をプロファイルできます。
表面電位測定から局所的な仕事関数を定量化するには、探針
とサンプルの間の電気的な相互作用を描写するモデルや、探
針の仕事関数が必要です。探針の仕事関数は標準サンプル
上でのキャリブレーション値から推測したり、決定したりでき
ます。図7はKPFMによるナノ粒子膜の仕事関数の測定です。

図6: 銅箔基板上に成長した、窒化ホウ素（小さい三角形）とグラフェン
（大きい不規則な形）から成る薄片の形状にKPFMの表面電位を重ね
合わせました。銅基板が粗いため、単原子の厚さでは、形状イメージ
において薄片を解像するのが困難であるかほぼ不可能です。
しかしな
がら、探針‐サンプル間の電位を変化させることで、容易に見分ける
ことができています。表面電位もまた、
グラフェンと窒化ホウ素をはっ
きりと区別できており、
グラフェンの島から窒化ホウ素がエピタキシャ
ル成長しているようすがわかります。
スキャンサイズは50 μm。MFP-3D
AFMでイメージを取得。

図7: 光電子デバイスの効率改善のために仕事関数を調整。有機分子

の自己組織化膜（SAM；self-assembled monolayer）
で修飾したキャッ
ピング銀（Ag）
ナノ粒子により、可調整を達成しました。AgMy粒子は
ミリスチン酸SAMでキャップし、AgSC8粒子は1-オクタンチオレート
[ C H 3 ( C H 2 ) 7 S H ] SAMで修飾しました。イメージは、1-ドデカンチオレー
ト[CH3 (CH2 )11 SH または C12 ] SAMで修飾した金（Au）粒子のシートから
成るサンプルの形状像に重ねたKPFM表面電位を示しています。その表
面電位はAgMyとAgSC8では有意な差がありますが、別な基板上のAgMy
シートと比べると差が非常に小さいです。下の図は、Au+C1 2 SAMおよび
高配向性熱分解グラファイト
（HOPG；highly oriented pyrolitic graphite）
基板の両者におけるKPFMのデータから算出した仕事関数の値です。値
は双極子モーメントの差から予測される挙動と一致しています。
スキャン
サイズは10 μm。Cypher AFMで取得。出典はRef. 13。
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走査型マイクロ波インピ
ーダンス顕微鏡 (Scanning
Microwave Impedance
Microscopy ; sMIM)

マイクロ波の周波数での電気的応答を理解することは、基
礎的な材料研究およびデバイス開発の両方において重要
であることが分かっています。近年、
より小さなデバイスの
寸法や新規のナノ構造材料により、マイクロ波測定に対す
るAFMテクニック14 の創出が盛んに行われています。
これ
らのテクニックは、放射波長（サブマイクロメートル vs. セ
ンチメートル）
よりもずっと小さい長さスケールで起こる、
マイクロ波源とサンプル間の近接場相互作用をプローブ
します。
sMIMはMFP-3DファミリーやCypher S AFMで利用できる、
近接場マイクロ波テクニック15 です。線形および非線形材料
（導体、半導体、および絶縁体）両方の、広範囲なアプリケ
ーションにおいて有益です。例えばsMIMは、強誘電体ドメ
インやドメイン境界を評価するためや、電気的な欠陥や故
障を解析するため、および埋込み構造を可視化するため
に使用できます。
誘電体膜において、sMIMのシグナルは膜厚や比誘電率と
関連があり、半導体物質においては、
ドーパントの型や濃
度の高感度測定が可能です。図8に見られるように、形状像
ではほぼ同じように見える対象に対して、sMIMは導電率の
違いを識別できます。
sMIMはシールドされたプローブに接続したマイクロ波源
を使用して、サンプルの抵抗や静電容量の変化を感知し
ます。探針がサンプルを感知すると、導電率や誘電率の
局所的な変化が反射されたマイクロ波に影響を及ぼしま
す。sMIMが直角位相における複雑な反射係数を測定する
ことで、抵抗の変化と静電容量の変化を区別できます。
こ
れに対してEFMやKPFM、走査型静電容量顕微鏡（SCM；
scanning capacitance microscop）は、複合応答を測定し
ます。
抵抗や静電容量の勾配を感知するために、必要に応じて変
調（AC）バイアスを印加できます。sMIMは一般的にコンタク
トモードで行われますが、
タッピングモードで行うことも可
能です。
また、探針やサンプルへのダメージを軽減する、抵
抗や静電容量のマッピングのための高速電流マッピングモ
ード（Fast Current Mapping Mode）に似た方法でも行うこ
ともできます。

図8: 水平に配列した単層カーボンナノチューブ（SWCNT；single-

walled carbon nanotube）のsMIMイメージ。
ナノチューブの電気特性
のより深い理解は、高度なマイクロエレクトロニクスや熱の管理を
含むアプリケーションにおいて、
それらの可能性に気づかせてくれま
す。形状像に重ねたsMIMの相対的な抵抗シグナルのイメージは、
金属（赤）
、半金属（黒）および半導体（青）のSWCNTをはっきりと区別
できています。Note: 半導体チューブは形状チャンネルのみで可視
化されています。
スキャンサイズは7.5 μm。MFP-3D AFMで取得。

Summary
アサイラム リサーチのAFMは、電気的機能性のナノスケール
のキャラクタリゼーションに対して、すぐれた機能を提供しま
す。
さまざまな電気的モードが異なる洞察を与えますが、そ
れらはすべて多数のシステムにおける構造や特性、
プロセッ
シング、性能の間の関係を明確にします。AFMの電気的テク
ニックがみなさまのアプリケーションにどんな形でお役に立
てるかにつきましては、ぜひアサイラム リサーチまでお問い
合わせください。
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