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Development of Atomic-resolution Holography Microscope Compact DELMA
for Direct Stereoscopic Viewing Atomic Arrangement around Isolated Atoms
*Hiroshi Daimon*

*大門 寛 フェロー

The “atomic resolution holography (especially photoelectron holography)” is a powerful technique that
enables the stereoscopic view of the local atomic arrangement around isolated atoms for the first time, and
has been pursued in a JSPS Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas project. In particular,
the knowledge of the local structure around each element having a different valence greatly contributes to
elucidating the functions of active dopants and inactive dopants, which helps improvement of the functions.
However, holographic measurement requires synchrotron radiation, and analysis on an industrial site has
been impossible. In order to make use of this technique in society, it is necessary to develop an instrument
that can measure atomic resolution holography in a laboratory. In this study, we develop an atomic-resolution
holography microscope, Compact DELMA, which aims to make it possible to view the local atomic
arrangement around isolated atoms stereoscopically anywhere. The analysis of isolated atoms in microsamples and micro-areas smaller than 1μm will become possible for the first time in the world, which will
greatly contribute to the elucidation of atomic-level functions in the functional materials and nanodevice
industries.
「原子分解能ホログラフィー（特に光電子ホログラフィー）
」は，孤立した原子の周りの局所的な原子
配列の立体視を可能にする強力な手法であり，JSPS 科研費新学術領域研究プロジェクトで進めてきた．
特に，異なる価数を持つ各元素の周囲の局所構造の知識は，活性ドーパントと不活性ドーパントの解明
に大きく貢献し，機能の改善に役立っている．しかし，ホログラフィー測定には放射光が必要であり，
産業現場での解析は不可能であった．この技術を社会に役立てるためには，実験室で原子分解能ホログ
ラフィーを測定できる装置の開発が必要である．本研究においては，原子分解能ホログラフィー顕微鏡
Compact DELma を開発し，どこでも簡単に孤立原子周りの局所原子配列の立体視ができるようにする
ことを目的としている．1 μ m 以下の微小試料・微小領域中の孤立原子の解析が世界で初めてできるよう
になるため，機能材料・ナノデバイス産業での原子レベル機能解明に大きく貢献できるようになる．

１．原子分解能ホログラフィー

定できる原子分解能ホログラフィー技術が最近日本で

有用材料の多くは，母材に種々の元素を添加して機能

次々に開発され，この分野では日本が世界をリードして

を向上させているため，機能向上のためには添加元素が

独走状態になっている ．この機運を捉え，科研費新学

物質中でどのように周りの元素と結合して働いているか

術領域研究「3D 活性サイト科学」 を立ち上げて組織的

を知ることが必要不可欠である．しかしながら，添加元

に推進した．

素は並進対称性を持たないために X 線回折などで構造解

1）

2）

「3D 活性サイト科学」においては，4 種類の原子分解

析ができず，正確な局所構造も分からず，統一的に理解

能ホログラフィー技術を用いて，触媒，太陽電池，スピ

する学理も存在していなかった．これらの局所構造を選

ントロニクス材料，タンパク質分子等，極めて幅広い試

択的に狙い，添加元素周辺の三次元原子配列を正確に決

料について「活性サイト」を解明し，それらがどのよう
に周辺原子と協調して 3 次元的に機能発現しているのか

2020 年 3 月 2 日 受理
* 豊田理化学研究所フェロー

奈良先端科学技術大学院大学名誉教授，理学博士
専門分野：表面科学，放射光光電子分光

を理論の助けも借りて解明した．4 種類とは，①光電子
ホログラフィー，②蛍光 X 線ホログラフィー，③表面・
界面ホログラフィー，④電子回折イメージング，であ
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る． ① 光 電 子 ホ ロ グ ラ フ ィ ー と ② 蛍 光 X 線 ホ ロ グ ラ

（a）

（b）

フィーは，着目原子から放射される光電子や蛍光 X 線を
参照波，それらが周りの原子によって散乱された波を物
体波とし，それらの干渉パターンの角度分布（ホログラ
ム）から，その原子周りの 3D 原子配列を直接導きだす
ホログラフィーである．③表面・界面ホログラフィー
は，基板からの回折 X 線を参照波，表面・界面からの散
乱 波 を 物 体 波 と し， そ れ ら の 干 渉 パ タ ー ン（CTR：

Crystal Truncation Rod）をホログラムとして表面・界
面の原子配列を再生するホログラフィーである．④電子
回折イメージングは，ナノ粒子からの電子回折パターン
に位相回復法を適用してナノ粒子の原子配列を再生する
3）

手法である．中性子ホログラフィー も，このプロジェ
クトの中で長足の進歩があった．それらを総合して，日
4）

5）

本語の教科書 と英語の教科書 も出版し，新たな学理
「局所機能構造科学」を創出することができた．

図２ W
（110）
1×1-o 表面からの W4f 光電 子二 次元 放出 角度分布
（ホログラム）
（ａ）表面第一層の W 原子からのホログラム，（ｂ）表面第二
7）

層より深いバルクの W 原子からのホログラム

このように 2π ステラジアン（sr）に近い広い立体角で測
定する必要がある．この測定は，実験室の X 線源と立体
角の小さい分析器を用いて，全ての角度を一点一点測定

光電子ホログラフィーの解析に必要なデータの例を示
す．ホログラムは着目する原子からの光電子の放出角度

して，それをつなぎ合わせて二次元パターンを作ってい
るため，測定時間は 4 日くらいかかっている．図 2（ a ），

分布であるため，まず着目する原子の光電子スペクトル

（ b ）を見ると，同じ試料の同じ W 元素からのホログラム

を測定する．図１は W（110）
1×1-o 表面からの W4 f 光電

でも，表面第一層からとバルクからではパターンが大き

6）

子スペクトルである ．スピン軌道分裂した 4 f5/2 と 4 f7/2

く異なっていて，局所構造の違いが良く表れていること

のピークが，それぞれ表面第一層の W 原子からのピー

がわかる．

ク（oxide）と，表面第二層より深いバルクの W 原子か

このように化学シフトしたピークそれぞれのホログラ

らのピーク（Bulk）に分かれている．表面第一層のＷ原

ムが測定できるため，半導体産業にとって重要な高濃度

子は酸素と結合しているために結合エネルギーが大きい

ドーピング時の不活性サイトの問題が解決された ．シ

方に化学シフトしている．

リコンデバイスの微細化・高効率化のためには，高濃度

8）

ドーピングが必要であるが，高濃度に as をドープする
と活性度が下がる問題があり，その原因が不明であっ
た．as の内殻光電子スペクトルを測定したところ，3 つ
の異なる価数の as が存在することが分かり，それぞれ
の光電子ホログラムを選別して測定することに成功し
た．解析の結果，最も結合エネルギーの大きな as 成分
は活性であり，置換サイトに入っていることが明らかに
なった．その他の成分は不活性サイトであり，その一つ
は空孔（V）周辺に as が集まる asnV 型と呼ぶクラス
ター構造を有していることが分かった．特筆すべきは，
図１ W
（110）
1×1-o 表面からの W4f 光電子スペクトル

6）

これらのピークそれぞれの放出角度分布を測定したも
7）

不活性 as サイトの構造が解明され，これを活性化させ
るための具体的な方策（B との共ドープ）が第一原理計
9）

算を駆使して提案された ことである．

（
，b ）で あ り ， こ れ ら が 光 電 子 ホ ロ グ ラ
の が 図 2（ a ）
フィー解析のホログラムである．図 2（ a ）は，表面第一
層の W 原子からのホログラムであり，図 2（ b ）は表面第

２．Display 型の分析器

上記のように，原子分解能ホログラフィー，特に光電

二層より深いバルクの W 原子からのホログラムである．
それぞれの図の中心が，表面垂直方向（極角θ = 0°）で

子の周りの局所構造を立体的に解析できる強力なもので

あり，正方形の枠の辺の中点が表面の延長方向（θ = 90°）

あり，産業応用にも重要なものである．しかしながら，

子ホログラフィーは化学シフトしたピークごとに孤立原

であり，ステレオ投影法で描いてある．三次元の原子配

一般に広く普及するためには効率的な測定装置が必要で

列を再生するためには，二次元の（kx，ky）の範囲を広くと

ある．上記のＷや Si 中の as の例では，測定を小さな立

るだけでなく，kz の範囲も広く測定する必要があるため，

体角ごとに行ってつなぎ合わせて二次元パターンを作っ
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ているので，ホログラム全体の測定には数日かかってい
る．一度に広い角度の測定が行える Display 型の分析器
が必要である．
我々は，これまでいくつかの Display 型の分析器を開発
してきた．最初に開発したのが二次元表示型球面鏡分析
10）

器 Diana（Display-type Spherical mirror analyzer）

（図３）である．これは，得られるパターンに歪が無く，
± 60° に渡る広い立体角の放出角度分布が一度に取れる
ため，大変効率が良く，これまで多数のホログラムの測
11）

定に活躍してきた ．しかしながら，エネルギー分解能
が 1% 程度であるため，上記のような化学シフトごとの
測定ができないという問題がある．

12）

図４ 二次元表示型回転楕円メッシュ分析器 DELma

リットがある反面，装置が大きく高価になり，エネルギー
分解能を高めた測定の時には，後続の CHa のスリット
を通して一次元の角度分布を取って，それをつないで二
次元パターンとするため，他の市販の分析器よりもずっ
と効率的だが，やはり長い測定時間がかかってしまうと
いうデメリットがある．
そこで，一度に高エネルギー分解能のパターンを二次
元的に表示できる分析器として新たに開発しているの
が，次に述べる VD-WaaEL analyzer と原子分解能ホ
ログラフィー顕微鏡 Compact DELma である．

３．VD-WAAEL Analyzer の開発
図４で用いた広角対物レンズは，入射エネルギーと出
射エネルギーが等しいものであった．WaaEL の集束点
に小さなアパチャーを入れることによってある程度のエ
ネルギー分解能を持つエネルギー分析器として働くが，
エネルギー分解能は 1% 程度で，Diana とあまり変わ
らないものであった．WaaEL の中で減速させることに
図３ 二次元表示型球面鏡分析器 Diana

よってエネルギー分解能を高めることができるため，減

10）

速比可変広角対物レンズ VD-WaaEL（Variable-Deceler-

エネルギー分解能を高めた二次元表示型分析器として
開 発 した のが 二 次 元 表示 型 回転 楕 円メ ッ シ ュ分析 器
12）

DELma（display-type ellipsoidal mesh analyzer）（図４）
である．通常の電子レンズは 2° 程度の開き角のビームし
か収束できないが，ここで用いている対物レンズは ± 60°
に渡る広角まで集束できる広角対物レンズ（WaaEL
13）
（Wide acceptance angle Electrostatic Lens）） である．回
転楕円体の形状のメッシュ電極を用いると球面収差をゼ
ロにできる技術を発明したことによって実現した．試料
周りの空間を確保するため，製作は ± 50° の設計で行った．

ation-ratio Wide-acceptance-angle Electrostatic Lens）を
14）
．取り込み角度は，従来の WaaEL と
発明した （図５）
同じ ± 50° である．電子の運動エネルギーを，入射時の
1/5 から 1/20 に減速することにより，エネルギー分解能
を 0.3% 程度まで向上することができ，取り込み角度分
布やエネルギー分解能のテスト，および試料の拡大像の
15）

テストに成功した ．
令和元年度は，この VD-WaaEL analyzer 装置を奈
良先端大から豊田理研に移転してきて，電子銃の改良，

（a）

（b）

図４の DELma スクリーンには，± 50° に渡るホログラ
ムが一度に表示される．このシステムでは，WaaEL の
後ろにレンズシステムを付けているため，試料表面の拡
大像を DELma スクリーンに映し出すことができるとい
う顕微鏡機能を持っている．
この装置は，市販の同心半球型分析器（CHa：Concentric Hemispherical analyzer）を用いているため，容易
に高エネルギー分解能の実験が安定してできるというメ

図５ VD-WaaEL analyzer
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20° あたりまでは高エネルギー分解能の測定ができない．
しかしながら 20° から 50° の間は 1% 以下の分解能で一
度に測定出来るため，二次元表示型分析器としては優秀
である．
この成果をさらに発展させるものとして新たに開発し
ているのが，次に述べる原子分解能ホログラフィー顕微
鏡 Compact DELma である．

４．原子分解能ホログラフィー顕微鏡
４．Compact DELMA の開発
Compact DELma の構成を図８に示す．これは，図５
の VD-WaaEL analyzer の VD-WaaEL と 投 影 レ ン ズ
図６ VD-WaaEL analyzer 装置

の間にエネルギー分析器を挿入したものであり，高エネ
ルギー分解能のホログラムを全ての角度に渡って一度に

ポンプの増設，マニピュレータの改良，ベーキングシス

表示できる究極の原子分解能ホログラフィー顕微鏡と言

テムの構築，などの改良を行った（図６）．この VDWaaEL analyzer お よ び 次 の Compact DELma は， 実

える．

験室で原子分解能ホログラフィーを測定できる装置とし

エネルギー分析器の部品が令和 2 年 3 月に納入されるの

て開発しているため，試料の励起源としては放射光では

で，2020 年度（令和 2 年度）はエネルギー分析器を含め

（ b ）の赤枠の
図8
（ a ）のμ メタル製の超高真空槽と図 8

なく電子線を用いている．ホログラムの測定は，内殻光

た試作機の組み立て，評価，調整を行う．部品を組み立

電子の代わりに内殻エネルギーロス電子を用いる．これ

てるための簡易クリーンブースや，部品や真空槽内の磁

らの装置では，試料上の電子放出領域のサイズが小さい

場の測定・消去のためのガウスメーターと消磁器の準備

ほどエネルギー分解能と角度分解能が高くなるため，入

などが整っており，部品が納入されたら速やかに部品の

射電子ビームのサイズを小さくしてエネルギー分解能の

調整・配線・組み立てが行える．この装置は，独立した

向上を確認する作業を行っている．電子銃を長くして新

分析器であり，分析真空槽に iCF203 フランジがあれば

たに集束レンズを設けることにより，電子ビームサイズ

種々の装置に取り付けることができるボルトオン型の装

をこれまでの 1 mmφ 程度から 0.2 mmφ 程度まで小さく

置として設計されている．現在 VD-WaaEL analyzer

することに成功した．現在は，図 7（ a ）の角度分布と

をテストしている装置（図６）の他，豊田理研に搬入し

（ b ）の試料メッシュの拡大像が取れるところまで進展し

て 立 ち 上 げ た 超 高 真 空 走 査 電 子 顕 微 鏡（ 図 ９） や ス

た．さらにビームサイズを小さくして 1μ m 以下の微小

ウェーデンの放射光施設 maX-iV にも搭載できるよう

試料・微小領域中の孤立原子の解析が世界で初めてでき

になっている．

るようにするために，aPCo 社の走査電子顕微鏡 miniEoC を取り付けて立ち上げている．

（a）

（a）

（b）

（b）

図８ Compact DELma
図７ 測定された（a）角度分布と（b）試料メッシュの拡大像．

この装置のエネルギー分解能と検出効率の一様性と拡
大像の分解能を左右するのは，広角対物レンズの入り口

しかしながら，この VD-WaaEL analyzer のような

にある回転楕円体メッシュ電極の形状誤差とメッシュ穴

集束・非集束型の分析器は，光軸上では，すべてのエネ

の大きさである．ミクロン精度での形状精度とミクロン

ルギーの電子がアパチャーを通り抜けるためにエネル
ギー分析できないという問題があり，放出角度が 0° から

レベルのサイズの穴を持つメッシュレンズの製作の検討
を進めている．
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