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Ⅰ．ワイドギャプ半導体の紹介 

現在のエレクトロニクスの根幹は半導体によって構築されていると⾔っても過⾔でない。すなわち，
シリコン（Si），砒化ガリウム（GaAs）と⾔われる半導体材料を⽤いて，極めて⼩さく超⾼速で演算を⾏
うことができる半導体素⼦（デバイス）が作製されている。これら現⾏のエレクトロニクスで⽤いられ
ている半導体材料の構成元素は，周期律表の中で第３周期以降に位置する。第２周期の炭素（C）窒素
（N）といった元素を含む物質にも半導体の性質を⽰すものが存在する。炭化珪素（SiC）やダイヤモン
ド（C）,あるいは窒化ガリウム（GaN）等のⅢ̶Ⅴ族窒化物は，Si 等にはない優れた性質を持っている。 

半導体を電⼦のエネルギーバンド構造で簡単に⽰すと価電⼦帯と伝導帯によって表すことができる。
価電⼦帯は伝導帯より低いエネルギー状態で，ここに存在する電⼦（価電⼦）は原⼦の結合に専ら寄与
している。⼀⽅，伝導帯は価電⼦帯より⾼いエネルギー状態にある。この価電⼦帯と伝導帯のエネルギ
ー差のことをエネルギーバンドギャップ（Eg），略してバンドギャップと呼ばれている。絶対零度におい
ては，電⼦は価電⼦帯に詰まっており，伝導帯は空っぽの状態である。半導体中の電⼦はフェルミ・デ
ィラック統計により，温度に対して⾼いエネルギーにおいても存在確率が出てくる。温度上昇により，
価電⼦帯の電⼦が伝導帯に励起され，その電⼦は伝導帯で⾃由電⼦として振舞い電気伝導に寄与する。
⼀⽅，価電⼦の抜けた孔を正孔（ホール）と呼ばれ，正電荷を持った電荷担体（キャリア）として電気
伝導に寄与する。ここで，伝導帯の電⼦濃度と価電⼦帯の正孔濃度は等しい。この状態の半導体を真性
半導体（Intrinsic Semiconductor）いう。半導体は，意図的不純物を添加（ドーピング）することにより，
バンドギャップ中に不純物準位を導⼊する。伝導帯に電⼦を供給し正にイオン化する不純物をドナーと
呼び，価電⼦帯から電⼦を受取り価電⼦帯に正孔を供給し負にイオン化する不純物をアクセプタと呼ぶ。
前者を N 型半導体，後者を P 型半導体と呼び，これらを外因性半導体（不純物半導体）と呼ぶ。バンド
ギャップが広くなると温度に対して敏感でなくなり，⾼い温度でも外因性半導体的性質を維持し，半導
体素⼦としての機能を果し，また，短波⻑の光に対しても光発光が可能になる。 

⼀般的にバンドギャップと格⼦定数の関係は，バンドギャップが広い半導体は，格⼦定数が⼩さいと
いう関係があり，格⼦定数が⼩さいと原⼦間の結合距離が⼩さく，原⼦間の結合が強いことを意味する。
即ち，ワイドギャップ半導体は，熱伝導度，電⼦速度，絶縁破壊電界強度等の値が Si 等に⽐べて⾼い。
よって従来の材料ではカバーできない領域のエレクトロニクスへの応⽤が期待されている。 
 
Ⅱ. SiC 薄膜の作製と評価 

ワイドギャップ半導体である SiC は 40 年以上前にアメリカで研究がはじめられて以来，現在では世
界中の多くの研究者によって，様々な研究が⾏われている。SiC が注⽬を浴びるようになった理由はそ
の特性にある。まず，⾼温に対して安定であり，700℃以上においても電気的特性が安定している。また，
放射線照射による⽋陥がないといった優れた特性もある。これは，SiC が従来の Si より 2〜3 倍の⾼い
bandgap(2.2〜3.3eV)であるということと，結晶構造の違いから⽰される。また，電⼦移動速度において



も Si と同じ程度(1000 ㎠/Vsec)もっており，飽和電⼦速度においても Si の２倍以上(2×107〜2.7×107

㎝/s)もっている。このことは SiC デバイスが⾼速・⾼効率で動作することを意味している。そして，絶
縁強度は Si の約 10 倍(2.5×106〜4×106V/㎝)⾼いことから，同⼀耐電圧のトランジスタ素⼦やサイリ
スタ素⼦を制作する場合，通電損失が発⽣する素⼦活性領域(ベース層)の厚さを Si 素⼦の 10 分の 1 に
薄くできるため，Si よりはるかに⾼電圧・低損失の次世代半導体素⼦の実現が可能となる。SiC は多形
体結晶構造と呼ばれる⼀次元のポリタイプの形を⽰している。SiC の結晶多形は積層⽅向(ｃ軸⽅向)の
積層順序により区別され，これにより様々な構造(⽴⽅晶，六⽅晶，斜⽅六⾯体など)が⽣成される。SiC
のポリタイプの中で唯⼀結晶構造が⽴⽅晶である SiC をβ‐SiC と呼ぶ。β‐SiC である 3C-SiC は，Si
と同じ⽴⽅格⼦配列をもつため，半導体デバイスとしての加⼯に関して優位性があり，最良の電気的特
性を⽰す可能性をもっているため期待されている。 
 Si 基板は先に述べたように⼤⾯積の単結晶成⻑が実現しているが，SiC 基板は⼤⾯積の単結晶成⻑が
難しく，コストが⾼いという⽋点がある。これらのことから，産業的利点を考慮に⼊れた研究が⾏われ
るようになった。その⽅法として，Si 基板上への SiC ヘテロエピタキシャル成⻑がある。⼤⾯積の単結
晶成⻑が実現している Si 基板に SiC 結晶を成⻑させることにより，⼤⾯積の SiC 結晶を形成しようと
いうものである。3C-SiC は他のポリタイプのものに⽐べ最も低い温度で形成することができるため，ま
た，3C-SiC だけが Si 基板上に成⻑することができること，そして異なった禁制帯幅の半導体を接合し
て成⻑させるため，より増幅率の⼤きい HBT(Heterojunction Bipolar Transistor)などのデバイスが作製
可能なことから，多くの研究者によって研究が進められている。 
 薄膜は通常，外部からもたらされた原料物質によって形成される。⽅法の分類は，薄膜形成に直接関
与する原料の形態，すなわち気体，液体，固体に従ってそれぞれ，気相法，液相法，固相法に⼤別され
る。この中でも，気相法はとりわけ実⽤的にも広範囲に⽤いられ，薄膜成⻑過程の物理・化学的検討が
進んでいる。気相法は固体材料を熱，レーザ光，電⼦ビームによる蒸発または，イオン衝撃によってス
パッタさせ，再び基板表⾯に凝縮させる物理的⽅法(physical vapor deposition:PVD)と，安定な気体原料
の分解や化学反応によって基板表⾯に凝縮させる化学的⽅法(chemical vapor deposition:CVD)に分けら
れる。⼀般的には，ガス原料を使⽤している化学的⽅法(化学的気相成⻑法:CVD 法)を⽤いたほうが，原
料の精製技術の進歩により⾼純度膜が得られ，供給量はマスフローコントローラ(MFC)で極めて⾼精度
で制御されるので，物理的⽅法(PVD 法)より組成精度の⾼い膜が得られるので広く⽤いられている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
図１．AC プラズマアシスト CVD 装置 

 
 



CVD 法を⽤いた 3C-SiC エピタキシャル成⻑は数多く報告されているが，成⻑温度が 1300℃を超え
るもの 1)2)3)が多く，オートドーピング(不純物の再拡散による不純物分布の変化)が起こり，さらにはス
リップラインが発⽣するなど 3C-SiC と Si との界⾯に多くの⽋陥が⽣じる。そのため，結晶成⻑には低
温成⻑が望まれる。ガスソース分⼦線エピタキシ(gas‐source Molecular Beam Epitaxy :  gas‐source 
MBE)法を⽤いて 900℃で形成したという報告が 4)あるが，産業的利点を考慮すると CVD 法が望まし
い。そこで低温成⻑を実現させるために図１に⽰す AC プラズマアシスト CVD 法を⽤いて原料ガスを
プラズマ分解することで，低温での薄膜形成を試みた 5)。これまで，AC プラズマアシスト CVD 法を⽤
いて，基板温度 950〜1000℃で単結晶 3C-SiC 薄膜の形成に成功したことがすでに報告 5)されている。 
Si 基板上へ SiC 薄膜を形成する際，Si 基板上に直接 SiC 薄膜を成⻑させる⽅法においては Si と SiC 間
の格⼦定数が 20％程度違うこと，また，熱膨張率が 8％程度違うことから Si と SiC との間で格⼦不整合
が⽣じてしまうこと，結晶⽋陥が起きてしまうことといった問題がある。そのため，Si 基板上に直接 SiC
薄膜を成⻑させると良質な SiC 層を得ることができない。ところが，Si 基板上にバッファー層(buffer 
layer)として炭化層を形成した後，成⻑層である単結晶 SiC を成⻑させる⽅法において，⽐較的良質な単
結晶 SiC 薄膜の成⻑に成功したことがすでに報告 1)5)されており，Si 上への SiC 薄膜の成⻑にはバッフ
ァー層の形成がとても重要である。これまでの研究 6)7)では，バッファー層である炭化層の形成プロセ 

 
 
 
 
図２．⼆段階炭化法（２段階昇温法） 

 
 

    

 
図３．偏光解析による膜の３層モデルとフィティング 
Black Line: 単層モデルによる理論曲線，Red Line: 3 層モデルによる成⻑時間 30 分の理論曲線，Blue Line: 3 層モデルによ

る成⻑時間 20 分の理論曲線，Green Line: 3 層モデルによる成⻑時間 10 分の理論曲線，Markers :測定値 
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スにおいて昇温過程，プラズマの有無，材料ガス流⼊温度，炭化温度，炭化時間の関係，Si 基板の前処
理から炭化プロセスまでの関連性について多くの実験を⾏い，その中から図２に⽰すような⼆段階昇温
法(600℃まで昇温させ 15min 保った後，⽬的の炭化温度まで昇温させるプロセス)における炭化層形成
プロセスが，最も短時間で基板表⾯を単結晶 3C-SiC 層でシールでき，良質で再現性のある炭化層を形
成できることを確認した。 

そして，図３に⽰すように炭化した Si 基板上への SiC 薄膜の形成は，Si 基板上に均⼀な SiC 薄膜が
できているのではなく，界⾯層，均⼀層，表⾯層という３層で形成していることが偏光解析（エリプソ
メトリー）により確認された 8)。また，これまでの研究で共通した条件である原料ガス(SiH4，C3H8)流
量及び搬送ガス(H2)流量を変化させ，その変化が3C-SiC 成⻑層に与える影響及び効果を確認した結果，
プロパンガスが⽔素プラズマにより分解される際に⽣成される⽔素ラジカルが膜質に影響していること
を⾒出した。堆積速度は主にシラン流量により律速され，膜質はプラズマによるプロパンの分解時に⽣
成される⽔素ラジカルの成⻑表⾯のエッチング作⽤により決定づけられること⽰した 9)。基板温度
1050℃において，Si(100)基板と Si(111)基板に作製された 3C-SiC 薄膜の反射 X 線回折(XED)スペクト
ルと反射電⼦線回折 (RED) 像を⽰す。図４に⽰すように Si(100)基板に対しては 3C-SiC(200), 3C- 
 

 
図４．XRD spectra of 3C-SiC films with a thickness of 300 nm on Si 

(100) substrate grown at different net flow rate of C3H8: (a) 0.1 sccm 

(1% 10 sccm),(b) 0.5 sccm (5% 10 sccm), under SiH4 net flow rate of 

0.05 sccm (0.5% 10 sccm) Ts:1050˚C 
 

 

 
図５．XRD spectra and RED patterns of the film grown on Si (111) substrate at low net flow rate of C3H8 (net 0.25 sccm ) and relatively 

high flow rate of SiH4 (net 0.1 sccm). Incidence of electron beam is along the [01-1] direction (a) and the [0-11]  direction (b) respectively. 

The thickness of the film is 550nm. Ts:1050˚C 
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SiC(400)⾯からの回折ピークだけしか現れず，⼀⽅，図５に⽰すように Si(111)基板に対しては 3C-
SiC(111), 3CSiC(222)⾯からの回折ピークだけしか現れず，単結晶であるか基板⽅位に平⾏に配向した
3C-SiC 薄膜が作製できる 10-11)。 

さらなる低温化の可能性を追求するため，基板温度 950℃，Si(111)基板上にシラン流量
(0.5%SiH4:30sccm)，⽔素キャリアガス(H2:300sccm)，⽔素プラズマ圧⼒(60Torr)を⼀定にして，プロパ
ンの流量(1%C3H8:10〜90sccm)を変化させて作製した。図６にプロパン流量とシラン流量の⽐に対する
膜厚と XRD スペクトルの SiC(111)ピークの半値幅（FWHM）の変化を⽰す。膜厚の変化も半値幅の変
化も共に C/Si の値が 2.33 付近で極値をとる。対応する RED 像から単結晶に近い 3C-SiC 膜が成⻑して
いる。図７にプロパン流量の変化に対する XRD スペクトルの変化を⽰す。プロパン流量
70sccm(C/Si:2.33)で作製された膜は，3C-SiC(111)，3C-SiC(222)の結晶⾯に対応するピークしか⾒ら 
 

                  

(a)                                          (b) 
図６． Changes in the film thickness and the FWHM for the line originated from 3C-SiC (111) plane in XRD spectra of the film grown 

on Si (111) substrate as a function of C/Si ratio (a). The RED pattern at the C/Si ratio of 2.3 (b). The deposition time is 20min. Ts:950˚C 

 

    
(a)                                                (b) 

図７． XRD spectra of 3C-SiC films deposited on Si (111) substrate at C3H8 flow rate of 50sccm, 70sccm and 90sccm (a),and the film 

deposited at C3H8 flow rate of 10sccm (b). Ts:950˚C 



 

 
図８ Cross-sectional TEM images of SiC films grown on Si (111) at the C3H8 flow rate of 70 sccmalong the zone axis [01-1], (a) bright 

field (BF) image, (b) dark field (DF) image generated from SiC(111) spot in the selected area electron diffraction (SAED) pattern as 

shown in (e), (c) SAED pattern on the Si (111) substrate, (d) SAED pattern on the interface between SiC film and Si substrate, (e)SAED 

pattern on the SiC film. 

 
れず，単結晶に近い膜か強く(111)⾯に配向した膜であること，C/Si が 2.33 以外では 3C-SiC(220)から
のピークが出現し，多結晶であること⽰された。最適条件に近い C/Si が 2.33 の 3C-SiC/Si(111)膜を詳
細に透過電⼦顕微鏡(TEM)により断⾯試料を作成して観察した写真を図８に⽰す。明視野像(BF：Bright 
Field)と制限視野回折像(SAED: Selected Area electron diffraction) における SiC(111)（図８(d)）スポッ
トから結像した暗視野像から，3C-SiC 薄膜は[111]軸に沿った柱状構造で像中に明暗のコントラストか
ら(111)⾯積層に多くの積層⽋陥を含み，図８(c)に⽰されるようなスポットとスポットにストリークが
広がり，双晶を含むことが⽰される。しかしながら，結晶界⾯の図８(d)中に⽰される結晶⾯指標から，
3C-SiC[111]スポットは Si[111]と平⾏であり，3C-SiC[111]軸は Si[111]軸に平⾏に並び，⾔い換えれ
ば，3C-SiC は Si(111)上にエピタキシャル成⻑していると考えられる 12)。 

以上のように，950℃という低温においても C/Si を正確に制御すること並びに Si 基板の⾯⽅位を制
御することにより良質な単結晶 3C-SiC 薄膜が成⻑する可能性が⽰された。 
 
Ⅲ. ZnO 薄膜の作製と評価 

近年の環境・エネルギー・エコロジーの推進から、酸化亜鉛（Zn0）は、透明導電性薄膜ならびにワ
イドギャップ半導体として⻘⾊から紫外域の光電⼦デバイス材料（透明電極、窓⽤太陽電池、⼤⾯積発
光素⼦等）として重要な材料である。スパッタリング法による薄膜作製は、環境に負担を課さない薄膜
作製法であり、ZnO 薄膜の低温作製を可能にすることが期待される。 

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(e) 



我々の研究室では⽐較的簡単，安全，かつ低温で⼤⾯積薄膜作製の可能な⾼周波スパッタリング装置
を⽤いて，良質な ZnO 薄膜を作製するための基礎的データの取得を⽬指している。これまでの研究で，
AOSP(ターゲット：Zn スパッタリングガス：Ar-O2)と ASP(ターゲット：ZnO スパッタリングガス：
Ar)の 2 種類のスパッタリング⽅法を⽤い，スパッタリングガス圧⼒，基板温度，Al ドーピング割合，
基板設置距離を変化しながら薄膜に与える影響を調べてきた。今まで⾼周波投⼊電⼒ 100W ⼀定として
きたが，この投⼊電⼒ 100W にした確固たる理由が有るわけでなく，使⽤している⾼周波スパッタリン
グ装置が⾼周波投⼊電⼒を無理なく安定して投⼊できる電⼒が 100W であったという理由からである。
そこで，投⼊電⼒を変化させることにより（25W〜300W），投⼊電⼒が ZnO 薄膜に与える影響を調べ
た。過去の試料と⽐較検討するノンドーピングの試料以外に抵抗率の変化が顕著に確認された Al ドーピ
ング割合 0.4%〜1.7%の試料も作成し，投⼊電⼒に対するドーピング効果の違いも調べ検討した結果，
以下の知⾒が得られた 13)。 
・結晶構造に与える影響として，投⼊電⼒が⼩さいと結晶性が低下する。しかしながら⼤投⼊電⼒では
単結晶 ZnO が成⻑するが，逆スパッタリング効果により均⼀な薄膜は得られない。[図 9] 
・基板の中⼼に近い膜ほど C 軸配向性の強い ZnO 結晶が得られる。基板の中⼼から遠い場合，投⼊電
⼒に依存しない配向性のない結晶粒の⼩さな多結晶 ZnO になる。[図 10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

また，⾼周波投⼊電⼒に対する薄膜構造ならびに電気的・光学的特性に与える影響を概ね把握するこ
とができ，投⼊電⼒が⼤きいと結晶性が向上する⼀⽅逆スパッタ等による衝撃からの結晶⽋陥によると
考えられる移動度の低下が推測された。ZnO 薄膜の結晶性を向上させ，電⼦移動度（Electron Mobility）
を増加させることにより，低抵抗化の実現が可能であり，さらには光電⼦デバイス材料としても⼤きな

図９ 投⼊電⼒変化に対する ZnO 薄膜の構造変化

（TEM 像，TED パターン）a:25W b:100W c:300W 

図 10 基板位置の違いによる ZnO 薄膜の構造変

化(HRTEM 像) a:中⼼から 1cm b:中⼼から 5cm 



⾶躍と考えられる． Junjie Zhu ら 14)は低圧MOCVD(LP-CVD)おいて3C-SiC バッファ層によりSi(111)
基板上のヘテロエピタキシャル ZnO 薄膜の成⻑を⾏い，結晶性の向上があったことを XRD 測定結果よ
り述べている．そこで，通常の⾼周波スパッタリングによりバッファ層として3C-SiC を堆積した Si(111)
基板上に ZnO 薄膜を作製し，結晶評価を⾏った． 

3C-SiC をバッファ層にもつ Si(111)基板上に，通常の⾼周波スパッタリングにより，ZnO 薄膜を成
⻑させた試料の断⾯透過電⼦顕微鏡 (XTEM)像を図 11 に⽰す．BF 像と DF 像と併せて観察すると，
ZnO の構造は Si(111)基板表⾯に垂直な⽅向に柱状構造になっている．また，ZnO 領域の SAED 像か
らやはり ZnO[002]⽅向に強く配向している．ZnO/SiC 界⾯領域の SAED 像から ZnO の回折像がリン
グパターンになっており，界⾯では ZnO は多結晶になり．界⾯では結晶性が乱れることが⽰唆される．
尚，Si と ZnO との界⾯に幅 10nm〜20nm 程度のアモルファス層が観察される．SiC は難酸化材料であ
り，スパッタリング過程中に酸化するとは考え難い．よって，⾼エネルギー粒⼦の衝突により表⾯層が
アモルファス化すると考えられる．しかしながら，SAED 像ならびに DF 像から SiC は柱状構造を⽰し，
SiC[111]⽅向に配向構造が残っている． 図 11 に対応する試料の XRD スペクトルを図 12 に⽰す。回折
⾓ 34.4˚, 72.5˚に ZnO(002), ZnO(004)からのピークが観測される．その他は観察されず，この XRD ス
ペクトルからは全て[002]軸に配向した(C 軸配向)した ZnO 薄膜であると⾔える．ピーク強度だけでは
結晶性の評価はできないため，ZnO(002)ピークの半値幅(FWHM)を求めた結果，Si(111)基板の場合の
FWHM は 0.60˚, SiC[5min]の場合の FWHM は 0.57˚, SiC[10min]の場合の FWHM は 0.66˚で，有意
差は⾒られない．即ち SiC バッファ層の結晶性改善の効果は認められない． 

これらのことより，3C-SiC バッファ層の効果は今回の実験条件の範囲では有効で無いことが⽰され
た．特に注⽬することは，ZnO と基板界⾯にアモルファス層が存在し，この存在が基板の影響を受けな
い，即ちバッファ層も含めて，このアモルファス層が ZnO の結晶性を決定していると考えられる 15-16)．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 12  ZnO/SiC/Si の XRD スペクトル 

図 11 ZnO/SiC/Si の TEM 像 (a)BF 像(x100k), (b)DF 像

(x100k), (c) BF 像(x200k), (d) DF 像(x200k), (e)SAED 

on Si, (f) on SiC/Si, (g) on SiC/ZnO, (h) on ZnO 

 



SiC は難酸化材料であり，スパッタリング過程中に酸化するとは考え難い．よって，⾼エネルギー粒
⼦の衝突により表⾯層がアモルファス化すると考えられる．我々は過去アモルファス太陽電池を⽬指し
て⽔素化アモルファスシリコンを⾼周波スパッタリングで製作していたが，マグネトロン化することに
よりダングリングボンドの少ない光導電率が⾼いアモルファスシリコンを得ることが出来たことをヒン
トに，⾼周波スパッタリング装置をマグネトロン化し，基板界⾯層のダメージフリーな ZnO 薄膜の作成
を⽬指した． 

純度 99.99%の多結晶 ZnO-Al2O3(2wt%),直径 100mmφ,厚さ 3mm ディスクのスパッタリングター
ゲットに磁⽯付ターゲット電極を取り付け, 純アルゴン(Ar)でスパッタリングした．⾼周波投⼊電⼒
25W, スパッタリングガス圧⼒ 4mTorr, スパッタリング時間 1 時間を⼀定条件とし,基板温度を
100℃,200℃,300℃と変化させ，Si(111),Si(100),Glass 基板上に ZnO 薄膜を作製した．通常の⾼周波ス
パッタリング法による試料と⽐較すると,TEM による断⾯画像から,基板界⾯にアモルファス層が確認さ
れず，制限視野透過電⼦線回折像(SAED)から 300℃(Si(111))においては,界⾯・ZnO 薄膜ともに Spot
を⽰し,結晶性の向上がみられた（図 13）．XRD においても,全ての試料で ZnO 薄膜に起因する回折ピー
クを確認でき，ZnO(002)⾯の回折ピーク半値幅を測定から，通常スパッタリングによる試料の半値幅が
0.57〜0.65°に対して,マグネトロンスパッタリングによる試料は 0.30〜0.40°を⽰し,結晶性の改善が
⽰唆された．また,温度が⾼くなるにつれて半値幅が⼩さくなるという結果が得られた．TEM 断⾯画像
と TED からも,200℃〜300℃において結晶性のよい薄膜が作製できると考える．これらの結晶構造の改
善から，表１に⽰されるように基板温度 200℃以上で抵抗率は 10-3 台，キャリア密度 10+19 台，移動度が
２桁台を⽰し，電気的特性も改善された．これらのことより，以下のことが⽰唆された 17)．  
・TEM 断⾯画像,XRD より,マグネトロンスパッタリングによって結晶性の改善を確認した． 
・基板温度が⾼くなるにつれて抵抗率が低下することが確認された．基板温度が⾼くなるにつれ,結晶性
が向上し,Mobility が向上した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

更なる ZnO 薄膜の膜質向上を⽬指して，基板温度 

表１ 電気的特性の基板温度依存性 

図 13 (a) XTEM image (x300k), (b) SAED pattern on 

the SiC film, and (c) HRXTEM image (x1500k) of ZnO 

films grown on Si(111) at the substrate temperature of 

300˚C by an RF magnetron sputtering system. 



300℃でスパッタリング外部制御条件として重要と考えられるスパッタリングガス圧⼒を 10mTorr, 
4mTorr, 2mTorr と変化させて ZnO 薄膜を成⻑させた場合の ZnO 薄膜の結晶構造・電気的・光学的特
性への影響を検討した結果 18)，図 14 に⽰す XTEM 像から SAED 像からマグネトロン化により基板界
⾯におけるアモルファス層の形成は抑制されている．結晶粒の⼤きさはスパッタリングガス圧⼒に依存
せずほぼ同程度であることも確認された．また， 図 15 に⽰す XRD スペクトルにおける ZnO(002) 回
折ピーク付近の拡⼤した図より，スパッタリングガス圧⼒の違いによって ZnO(002) 回折ピーク⾓のシ
フトが明らかに⾒て取れる．また，ZnO(002)ピークの半値幅(FWHM)を求めた結果とピークシフトを
⽰した結果をまとめた図 16 より，⾼周波マグネトロンスパッタリングにより Si(111)基板上に基板温度
300℃でスパッタリングガス圧⼒を変化させて薄膜を成⻑させた試料の FWHM は 0.31˚〜0.35˚で，通
常の⾼周波スパッタリングより FWHM は 0.2˚以上も⼩さくなり，結晶性の⼤きな向上を⽰した．また，
スパッタリングガス圧⼒を低下することにより電気抵抗率は 10-2 オーダから 10-3 に低下し，移動度は２
桁台を⽰し，結晶性の改善が⽰唆される．マグネトロンスパッタリングの⾼エネルギー粒⼦抑制による
成⻑表⾯ダメージの減少を反映していると⽰唆される． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

図 14  XTEM image (x200k) and SAED pattern of ZnO 

films grown on Si(111) at different sputtering gas pressure 

(a) 10mTorr, (b) 4mTorr, (c) 2mTorr by an RF magnetron 

sputtering system. 

図 15  Enlargement in Fig. 2 that the XRD 

spectra of ZnO films grown on Si(111) at different 

sputtering gas pressure by an RF magnetron 

sputtering system. 

図 16 Changes of FWFM values and diffraction peak angles for 

X-ray diffraction peak originated from ZnO (002) plane of ZnO 

films grown on Si(111) as a function of different sputtering gas 

pressure by an RF magnetron sputtering system. 



これらのことより，通常の⾼周波スパッタリング装置を⾼周マグネトロンスパッタリング装置へと改
造を加え，薄膜のダメージの軽減を図ったことにより， N 形 ZnO 薄膜は概ね良好なものを作製できる
ことが判明した．  
 
⽂献 
1) S.Madapura A.J.Steckl and M.Loboda Jornal of The Electrochemical Society 146 (3)  (1999) 

pp1197‐1202 
2) Y.Chen Y.Masuda C.Jacob T.Shirafuji and S.Nishino Materials Science Forum Vols.338‐342 

(2000) pp.257‐260 
3) Y.Masuda Y.Chen H.Matuura H.Harima and S.Nishino Materials Science Forum Vols.338‐342 

(2000) pp.711‐714 
4) H.Nakazawa M.Suemitu and S.Asami  Materials Science Forum Vols.338‐342 (2000) pp.269‐

272 
5) H.Shimizu and M.Shiga  Materials Science Forum Vols.264‐268 (1998) pp.211‐214 
6) Hideki Shimizu and Takaomi Ohba Materials Science Forum Vols.338‐342 (2000) pp.261‐264 
7) H. Shimizu, T. Ohba and K. Hisada Materials Science Forum Vols.389‐338 (2002) pp.335‐338 
8) H. Shimizu and K. Hisada Materials Science Forum Vols.433‐436 (2003) pp.229‐232 
9) Hideki Shimizu, Kensaku Hisada and Yosuke Aoyama Materials Science Forum Vols.483‐485 (2005) 

pp.209‐212 
10) Hideki Shimizu and Yosuke Aoyama Materials Science Forum Vols.527‐529 (2006) pp.299‐302 
11) Hideki Shimizu and Akira Kato Materials Science Forum Vols.556‐557 (2007) pp.183‐186 
12) Hideki Shimizu and Takashi Watanabe Materials Science Forum Vols.717‐720 (2012) pp.183‐

186 
13) 清⽔秀⼰，森下拓哉：「⾼周波スパッタリングによる ZnO 薄膜作製における投⼊電⼒の効果」，愛知

教育⼤学研究報告. 芸術・保健体育・家政・技術科学・創作編 第 61 輯 2012, 61, p. 49-57 (2012.3.1) 
14) Junjie Zhu, et al. Thin Solid Films vol.478(2005) 218-222 
15) 清⽔秀⼰，⽮⽥真⼠：「⾼周波スパッタリングによる Si(111)基板上 ZnO 薄膜作製における 3C-SiC

バッファ層効果」，愛知教育⼤学研究報告（芸術・保健体育・家政・技術科学・創作編） 愛知教育
⼤学, 第 62 輯 2013, 62, pp. 59-65 (2013.3.1) 

16) 清⽔秀⼰：「⾼周波スパッタリングによる Si(111)基板上 ZnO 薄膜作製における 3C-SiC バッファ
層効果」，スパッタリングおよびプラズマプロセス技術部会（SP 部会），第 137 回定例研究会，機械
振興会館 2014.3.13 

17) 清⽔秀⼰，粟⽣裕輝:「⾼周波マグネトロンスパッタリングによる ZnO 薄膜の作製における基板温
度の効果」，愛知教育⼤学研究報告（芸術・保健体育・家政・技術科学・創作編） 愛知教育⼤学, 第
6３輯 2014, 63, p. 33-41 (2014.3.1)  

18) 清⽔秀⼰，久野慶太：「⾼周波マグネトロンスパッタリングによる ZnO 薄膜作製におけるスパッ
タリングガス圧⼒の効果」，愛知教育⼤学研究報告（芸術・保健体育・家政・技術科学・創作編） 

愛知教育⼤学, 第 64 輯 2015, 64, p. 45-50  (2015.3.1)  


