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ミクロな 4 端子プローブによる表面電気伝導の測定
長谷川修司・白木一郎・田邊輔仁・保原
金川泰三・谷川雄洋・松田

麗

巌・Christian L. PETERSEN＊

Torben M. HANSSEN＊＊・Peter BOGGILD＊＊・Francois GREY＊＊
東京大学大学院理学系研究科物理学教室 ! 113―0033 東京都文京区本郷 7―3―1
＊
Capres A／S, DTU Bldg.404 east, DK-2800, Lyngby, Denmark
＊＊
デンマーク工科大学マイクロエレクトロニクスセンター DTU Bldg.345 east, DK-2800, Lyngby, Denmark
（2002 年 3 月 7 日受理）

Measurements of Surface Electrical Conductance by Microscopic Four-Point Probes
Shuji HASEGAWA, Ichiro SHIRAKI, Fuhito TANABE, Rei HOBARA,
Taizo KANAGAWA, Takehiro TANIKAWA, Iwao MATSUDA, Christian L. PETERSEN＊
Torben M. HANSSEN＊＊, Peter BOGGILD＊＊ and Francois GREY＊＊
Department of Physics, University of Tokyo, 7―3―1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113―0033
＊
Capres A／S, DTU Bldg.404 east, DK-2800, Lyngby, Denmark
＊＊
Microelectronics Center, Denmark Technical University, Bldg.345 east, DK-2800, Lyngby, Denmark
(Received March 7, 2002)

For in-situ measurements of local electrical conductivity of well-defined crystal surfaces in ultrahigh vacuum, we
have developed two kinds of microscopic four-point probe methods. One is a ‘four-tip STM prober’, in which independently driven four tips of scanning tunneling microscope（STM）are used for four-point probe conductivity measurements, whose probe spacing can be changed from 0.5 µm to 1 mm. The other one is monolithic micro-four-point
probes, fabricated on silicon chips, whose probe spacing is fixed around several µm. These probes are installed in
scanning-electron-microscopy／electron-diffraction chambers, in which the structures of sample surfaces and probe positions are in situ observed. The probe can be positioned precisely on aimed areas on the sample with aid of piezoactuators. With these machines, the surface sensitivity in conductivity measurements has been greatly enhanced compared with macroscopic four-point probe method. Then surface-state conductivity and influence of atomic steps upon
conductivity can be directly measured.

1．は

じ

め

消されてしまい，あるいは表面原子ステップなどの欠陥

に

によって容易に乱されてしまうため，意味のあるデータ

結晶表面の最上層には内部と異なる電子状態が形成さ

を得るのが難しいためであった。しかし，この最表面の

れており，光電子分光法などによってよく研究されてい

1，2 原子層を通る電気伝導の測定は，原子レベル・ナ

る。しかし，その「表面電子状態」
を通る電気伝導 surface-

ノメータスケール極微構造体における電子輸送現象の研

state conductivity（表面状態伝導）については，あまり

究に極めて重要な意義を持つので，最近急速に注目され

研究が進展していないのが現状である1）。それは，下地

始めている。そこで，そのような研究のために有効なツ

結晶のバルク伝導の方がはるかに大きいので容易にかき

ールとなりうるミクロスコピック 4 端子プローブ法を開
発しているので紹介する2〜5）。
巨視的な間隔をおいて 2 本のリード線を半導体結晶に
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た伝導度（つまり，Fig. 6 から求めた!3×!3-Ag 表面と
7×7 表面の面伝導度の差。詳しくは Fig. 7 の説明を参

ので，測定される R はプローブ間隔に依存しないとい

照）を Fig. 7 のなかにプロットすると，プローブ間隔に

うわけである。Fig. 7 の中のデータ点，あるいは同じこ

依存して黒丸付の黒棒で示した位置となる。つまり，

とだが Fig. 6 の!3×!3-Ag 表面での測定結果は明らか

!3×!3-Ag 表面での実測値は，空間電荷層の伝導度か
ら期待される値よりはるかに高いのである。特に，プロ

にこれに矛盾する。これは何故か？

ーブ間隔が 1 µm 程度になると，表面空間電荷層の伝導

ロな測定とミクロな測定で異なることを意味していると

度より 1 桁以上も高い伝導度を示す。つまり，結論とし

考えられる。たとえば，表面原子ステップを考えてみる。

て，!3×!3-Ag 表面が示す高い伝導度は，表面空間電
荷層では説明できず，表面電子状態の伝導度が支配的に

ステップ端で表面電子状態を流れるキャリアが散乱され

寄与しているといえる。

ころが，ミリメータ程度の巨視的な測定の場合，測定領

域の寸法にかかわらず，シート抵抗 RS は一定値をとる

それは，伝導度を決めている表面欠陥の影響が，マク

るので（次節参照）
，伝導度に甚大な影響を与える。と

この結論は，すでに巨視的な 4 端子プローブ法を用い

域内でのステップの曲がり方の統計的な分布などが効く

て，表面電子状態へのキャリアドーピングによる伝導度

ことが容易に想像できる（同じステップ密度でも直線的

の増大という現象によって導かれていたが14），今回，ミ

なステップが分布している場合と曲がりくねったステッ

クロな 4 端子プローブ法により，伝導度の単純な比較だ

プが表面上に分布している場合では，キャリア散乱の頻

けで確認されたことになる3）。つまり，プローブ間隔が

度は著しく異なるだろう）
。しかし，ステップ間隔と同

空間電荷層の厚みと同程度のミクロな 4 端子プローブ法

程度のミクロなプローブ間隔で測定する場合には，測定

は，表面状態伝導を高感度で測定するのに有効な手法で

領域内ではむしろステップは直線的であるとみなせる。

あるといえる。表面状態伝導は 1970 年代から検出が試

このように測定領域の寸法の違いによって，実効的な RS

みられてきたにもかかわらず，決定的な実験がなされな

の値が異なると考えられる。ミクロな測定ほど intrinsic

いままだったので6），この実験結果の意義は極めて大き

な伝導度を測定できることになる。
さて，1 µm 間隔のプローブが微小だといっても，表

いものと考えている。
ちなみに，Fig. 7 には，プローブ間隔が 10 mm の巨視

面電子状態を流れるキャリアがバルク状態に散乱される

的 4 端子プローブ法での実験結果9）も示されている（白

ことなく 1 µm もの距離を走れるのだろうか，という疑

丸）
。このデータ点は，フェルミ準位の位置の測定や伝

問が次に出てくる。そこで，キャリアの平均自由行程を

導度の測定での誤差を考慮すれば，計算曲線から有意に

見積もってみよう。前にも述べたように，!3×!3-Ag

上方にずれているとはいえない。したがって，巨視的 4

の表面電子状態は 2 次元自由電子的なバンドであるの

端子プローブ法によって 7×7 および!3×!3-Ag 表面で

で，ボルツマン描像によれば表面電子状態による面伝導

測定された伝導度の単純な比較だけでは表面状態伝導度

度 σ ss は

σ ss＝SF・e 2L／2 π h

を結論できなかった9）。つまり，繰り返しになるが，マ

（3）

クロ 4 端子法ではバルク結晶の伝導度が支配的に測定さ

と書ける。ここで，SF はフェルミ円盤の周長，L はキャ

れてしまうので，表面状態伝導を正確に測定できていな

リアの平均自由行程，h はプランク定数である。フェル

かったと考えられる。

ミ波数 kF が角度分解光電子分光の測定に よ っ て kF＝

しかし，この理屈には疑問が残る。つまり，Fig. 7 か

0.15±0.02 Å−1 と求められているので14，15），SF＝2 π kF か

ら，!3×!3-Ag 表面では，表面状態伝導の方が表面空
間電荷層やバルク状態よりけた違いに高い伝導度を持つ

から表面状態伝導度 σ ss＝1.5×10−3 Ω−1／□と求められ

ら SF を計算できる。また Fig. 7 での d ＝1 µm のデータ

ので，巨視的な 4 端子法での測定といえども，伝導度の

るので， 結局， 平均自由行程 L＝25±3 nm 程度となる。

圧倒的に高い表面状態伝導が主に測定にかかってくるは

この値は，典型的なドメインサイズやステップ間隔（〜

ずで，さらにプローブ間隔に依存せずに一定値を示すは

100 nm）に比べて 1 桁程度短いので，その他の表面欠

ずだ。上述の理屈はおかしい，という疑問である。単純

陥（点欠陥や過剰吸着原子）やフォノンによる散乱が支

な古典電磁気学のオームの法則によれば，前述したよう

配的に効いて，単一ドメイン内あるいは単一テラス内で

に，無限大の 2 次元シート伝導体をプローブ間隔 d の 4

も diffusive な伝導であることを意味している。しかし，

端子プローブ法で測定すると，上述の（2）式で書け，d

詳しいキャリア散乱の機構の解明には温度依存性を測定

に依存せずに一定値をとるはず。欠陥などのキャリア散

する必要があり，現在，その測定の準備を進めている。

乱中心が一様に分布しており，その間隔がプローブ間隔

ここで注意することは，キャリアが 25 nm 程度の距離

に比べて十分小さければ，プローブ間隔，つまり測定領

を走って何かに散乱されても，必ずしもバルク状態へと
12
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散乱されるとは限らないということである。
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また様々な物質を蒸発源から試料表面上に蒸着してエピ

次に移動度 µ を見積もってみよう。平均自由行程 L

タキシャル成長膜や吸着表面超構造を作成することがで

はフェルミ速度 VF と緩和時間 τ を使って L＝τ VF と書

きることは，前節で述べた 4 ティップ STM プローバ装

け，さらに移動度 µ は

置と同じである。電子線を斜入射させて表面感度を向上

µ ＝e τ ／m

＊

（4）

させているため，ここで示す SEM 像は，縦方向に沿っ

と書ける。有効質量 m ＊は角度分解光電子分光によるバ

て 1／5 程度に寸詰まっている。

ンド分散の測定から m ＊＝（0.29±0.05）
me と求まってお

試料の加熱や蒸着時には直線導入機構を使って試料か

り14，15），また VF＝−
hkF／m ＊から VF も計算できるので，結

らプローブ・チップを遠ざけておき，試料作成が終えた

局，µ ＝250±50 cm2／V・s となる。この値は，シリコン

あと接近させる。プローブは XYZ の 3 方向に微動可能

のバルク結晶中での伝導電子の移動度 1500 cm2／V・s に

なピエゾアクチュエータ（移動可能距離 5 mm，Omicron

比べ 1 桁程度低く，表面欠陥およびフォノンによるキャ

社製の Microslide）に設置されているので，粗動機構で

リア散乱が激しいことを意味している。しかし，ここで

試料にある程度接近させた後，この微動機構を使って 10

求められた移動度の値は，プローブ間隔が 10 mm 程度

nm 程度の精度で前進・後退，あるいは試料表面上の所

の巨視的な 4 端子プローブ法で測定した値14）より 1 桁以

望の位置にポジショニングし，接触させることができる。
Fig. 8（b）（c）は，試料表面（Si
（111）
-7×7 清浄表面）

上高い。つまり，上述したようにプローブをミクロ化し
たことで，測定領域に含まれる表面欠陥の影響が相対的

とプローブ（プローブ間隔 8 µm）を SEM で観察しなが

に減少した測定になっているので，測定される見かけの

ら接触させているときの像である。この SEM 像では，

移動度が増大したと考えられる。測定される移動度は測

上述の寸詰り効果によってプローブと試料表面が直角に

定領域が小さくなるほど増大するのである。もし，さら

接触しているように見えるが，実際は，Fig. 8（a）挿入

に極微小なプローブを用いて表面欠陥のほとんど無い領

図のような接触の仕方をしている。Fig. 8（c）では，Fig.

域だけを測定できれば，さらに高い移動度が期待できる。

8（b）の位置からプローブを横方向に約 5 µm 移動させ

それでは，キャリアを散乱すると考えられる表面原子

ている。このようにプローブを微動させながらそれぞれ

ステップの影響を，もう一つのタイプのミクロな 4 端子

の地点での局所的な電気抵抗を測定できる。この例から

プローブ法で直接測定した実験を次節で紹介しよう。

わかるように，プローブの移動が極めて容易であり，前
節で紹介した 4 ティップ STM プローバと相補的な特徴

3．monolithic マイクロ 4 端子プローブ
3. 1

を持つ。

デバイスと装置

3. 2

表面ステップの影響

通常のシリコン結晶表面上に存在する原子ステップの

Fig. 8（a）に，シリコン微細加工技術を駆使して作ら
れたマイクロ 4 端子プローブ・チ ッ プ の SEM 像 を 示

間隔は 1 µm 以下であり，それが一様に分布している

す。これは，デンマーク工科大学マイクロエレクトロニ

（regular step 表面）
。したがって，Fig. 8 に示したプロー

クスセンターにおいて，原子間力顕微鏡のカンチレバー

ブ間隔 8 µm のマイクロ 4 端子プローブでステップの影

の作成と同様な手法・プロセスで開発・製作され3），販

響を測定するためには，ステップを束ねて（step bunch-

売されている 。プローブ間隔は 2〜100 µm の様々なも

ing）
，ステップの存在しない領域をプローブ間隔より広

のが用意されており，最近では，数百ナノメータ間隔の

くする必要がある。そうすれば，ステップの無い領域と

プローブも試験的に製作されている。酸化膜に覆われた

ステップが密集しているバンチ領域で抵抗値をそれぞれ

シリコン結晶が土台となり，その上に必要な部分だけ金

測定して比較することによってステップの影響を抽出で

属膜を蒸着して伝導路を形成している。Fig. 8（a）の挿

きる。

16）

入図のように，試料表面から 30°
程度の角度をもって試

幸い，ステップ配列の制御の仕方がすでに考案されて

料とプローブを接触させる。すると，カンチレバー部分

いるのでそれを利用する17）。Fig. 10（a）のように，あ

がたわみ，4 本全部のプローブを容易に試料に接触させ

らかじめシリコン結晶表面に小さな孔の列を作ってお

ることができる。

く。孔の直径・深さとも 1 µm 程度，孔と孔との間隔は

このプローブを超高真空 SEM-RHEED 装置内に装着

20 µm 程度である。この結晶に加熱直流電流を小孔列と

した2）。その装置の模式図を Fig. 9 に示す。冷陰極電界

直角方向に流して超高真空中で 1250 ℃ 程度に加熱する

放射電子銃を備えた UHV-SEM を改造し，RHEED およ

と，表面が清浄化されるのと同時に，Fig. 10（b）（c）

び SREM 観察によって試料結晶の表面構造を同定する

に見られるように，加熱時間とともに徐々に表面ステッ

ことができる。試料表面の清浄化は直接通電加熱で行い，

プが移動し，さらに小孔が消滅していく。これは，Si
13
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