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ＶＩｎスパッタリング法により作製した

水素化アモルファス炭素薄膜の基板バイアスの効果
松井謙治．喜友名達也誌比嘉晃…渡久地實…
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abstract
Hydmgenatedamomhouscarbon（a-C:H）filmswereprcpa”dbymactivevelyhighfmquencymagnetmn
sputtenngathydmgenpartialp歴ssureofOPatolPaandsubstratebiaｓｅｓＯＶ;５０ＶａｎｄｌＯＯＶ,Innuenceof
substratebiasonhydmgGncontent,bondmghydrogenconfigurationandopticalenergygapmthea-C:Hflms
weremvestigatedbyFT-IRspectroscopyandUV旨VISspectmscOpyAsapplyingsubstratebias,therangeof

hydmgenpartialp“ssuminwhichthehlmswel巴ａｂｌｅｔｏｂｅｆｂｒｍｅｄｂｅｃｏｍｅｎａｒｍｗ・Thetrendofthedependence
ofhydrDgencontentinthea-C:Hhlmspreparedwithsubstratebiasissjmilartothatwithoutsubstratebias・

HoweveBthepositionofpartialprDssu”atthemaxlmumofthehydmgencontentshiftstowardlowprもssurewith
substratebias・WbconsiderDdthattheseIUsu】ｔｓｃｏｕｌｄｂｅｄｕｅｔｏｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔｏｆｅｔｃhingprocessongmwing
surfblcebymcreasingsubstratebias、Itisalsofbundthatopticalenergyｇａｐｓｏｆｔｈｅｈｌｍｓｗｅｌもdependenton
stmnglythehydmgencontent､Thislもsultwouldsuggestthatthecompensationofdanglingbondinthefllmsby
hydmgenwasconcemedinopticalenergygap．

KeyWards:hydmgenatedammphouscalbon,ⅥIFp1asma,sputteIing,substratebias,infi･are｡(IR),ＵＶとⅥS，
hydmgencontent,opticalenergygap,danglingbond
1．まえがき

ヤモンドに近い性質を有するアモルファス構造の物質

で，炭化水素基の一つとして知られている．近年，こ

水素化アモルファス炭素（bydrogenated

れらの特長から多くの関心が寄せられており，ダイヤ

amolphouscarbon3a-C:Ｈ)薄膜は，高硬度，高熱伝

モンドライクカーボン（DiamondlikecarbonI

導率，高電気抵抗率そして化学的に不活性などのタイ

DLC）薄膜とも呼ばれている．

a-OIH薄膜は，アーク放電堆積[1,2]，イオンアシ
スト堆積[3],イオンピーム法[4,5,6],真空蒸着法,ＣＶＤ
受理：1999年１２月６日
平成１１年度電気関係学会九州支部連合学会にて発
表
･琉球大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻
(GraduateStudent,ＤＧｐｔ・ofElectricalandElectronic
Eng.）

法17,8,9]，スパッタリング法[10,11,12]などにより，
作製され常温から約200℃の比較的低温で作製できる
ことから大量生産ができ，ＩＣ基板のヒートシンク膜

や超伝導体の保護膜[13]などの電子材料への幅広い応
用が期待されている．すでに，ハードディスクを保護

衝｡東芝（Toshibacorporation.）

するための表面コーティング材料等として工業的に利

(Dept・ofE1ectricalandElectronicEng.,ＦａｏｏｆＥｎｇ.）

用されている[7,14］
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a-O9H薄膜の硬度，電気特性および光学特性は,

nlbleLFUmsdepositionconditions．

膜の構造および膜中の結合水素量に大きく依存するた
本研究では，膜堆積中に基板に交流バイアス電圧
を印加し，薄膜に入射するイオンの量を制御すること
により，膜の構造および物性の変化を調べた．
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2．ａ－ＣＨ薄膜の作製方法および評価

Fig.１にａ.C:Ｈ薄膜の作製に用いたＶＨＦスパッタ
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め，この水素量を制御することが,非常に重要である．
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ッタリング法によりa-C9H薄膜を作製した．作製し
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3.実験結果及び考察

3.1膜成長速度のバイアス印加による変化

Fig.２に膜成長速度の水素分圧依存性を示す.Fig.２
より膜成長速度は，基板バイアス電圧に関わらず水素
分圧恥＝ｏ２Ｐａ付近で最大となることがわかる．ま
た，バイアス電圧を印加しない場合において成膜可能

な水素分圧範囲は全ガス圧５０Ｐａに対して約２％未

満(恥＝O～lPa）と非常に狭くなる．電圧が児＝50,
100Ｖと高くなると膜が形成される水素分圧領域はさ

らに狭くなり，成長速度も減少することがわかる．水

素ガスの添加によってターゲットの化学スパッタの効

率が高まるため，膜成長速度は高くなる．しかし，さ
らに水素ガスを添加すると，同時に薄膜のエッチング

が起きるため，結果として適当な水素分圧で膜成長速
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度に最大値を持つと考えられ,本実験条件においては，
水素分圧蝿＝ｏ２Ｐａ付近がそれにあたるものと考え
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このように強い水素分圧依存性を示すのは，ＶＨＦ
プラズマ特有のもので，これはＶＨＦプラズマを利用

られる．ＲＦ13.56ＭＨｚのプラズマにおいても同様の

することにより，活性な水素イオンが効率的に生成さ

傾向が見られるが，ピークをとる水素分圧はさらに高

れることによると考えられる．

い位置にある[１５]．また，水素分圧油＝Ｏ２Ｐａ以上
で，基板バイアス電圧が高くなると膜成長速度の減少

3.2バイアス印加によるa-C:Ｈ薄膜の結合水素濃度

は顕著である．これは，基板バイアス電圧を印加する

の水素分圧依存性．

ことにより水素イオンが，基板により多く引きつけら

れたことによって起こるエッチングが，水素分圧の増
加によって促進されたものと考えられる．

Fig.３，Fig.４にＸ＝０Ｖ，Ｘ＝５０Ｖで各水素分圧

で作製したa-O:Ｈ薄膜のOHin伸縮振動領域による赤
外吸収スペクトルを示す．

瞳9.3,Fig.４のスペクトルを比較すると，両者とも
に，成膜時の水素分圧が高くなると３０００ｃｍ･'以上の

血

得られていることがわかる．パー0Ｖでは恥＝０７
～ＬＯＰａでsp8-riChな薄膜が得られるのに対し，Ｋ＝
50Ｖでは，さらに低い水素分圧領域Ph,＝0.4～Ｏ８Ｐａ

２

で形成されることがわかる．このように水素分圧の増

加に伴ってspz結合が減少するのは，髄＝ｏ～１Ｐａの
領域では，水素分圧の増加に従い，プラズマ中に活性

函

１

な水素イオンがより多く存在するため,結合の弱いsP2
結合が水素イオンのエッチングを受けた結果であり，

特にＸを印加するとその現象が顕著にあらわれるた
めと考えられる．
０

－ｍ渭自口．白角甸」ご旨⑪己呂咀貿）◎目◎回ＰＳ、こぐ

吸収が減少しsp2結合がないsp3-richなスペクトルが
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１ﾊhvenumberのIcmPl］

Fig.3,4に示したスペクトルは，炭素と水素の伸縮
振動による吸収スペクトルでありこれらの面積（積分
強度）が，膜中の結合水素濃度に対応する．

Fig.３AbsozptioncoefHcdentofthoa-C:Hfilmsasa

fUnctionofH2partialplcssurefbrVb＝0Ｖ

Fig.４Absmptioncoef価ｃｉｅｎｔｄｆｔｈｅａ－Ｃ:Hfilmsasa
fUnctionofH2paItialp函ssurefbrVb＝50Ｖ．

０００

０

WavenumbeTの【cmI］

６４２

０

０
０

１

蝋
腿

3200３１００３０００２９００２８００２７００

實sｏ

名画］［ら国璽自圃冨団巴昌

ａ５３８９３８

Ｐ一一』一一一

Ｈ１腿、鹿、鹿困

Ｈ

ｍ腰皿叩叩叩“”

０

０

狐

｛切揖自己．Ｐ門口一己旨⑭一○円唱⑨〔ご目○画Ｐ】○ｍこぐ

Sｐ２－－ＳＤ３
ｐＨ

0

002０．４０．６０．８１

H2paItialp1℃ssmcPH[Pa】
Fig51ntegratedintensityofthea-Ｃ:Hhlmsasa
fimctionofH2paltialp”ssuremappliedsubstratebias
voltage．

松井・喜友名・比嘉・渡久地：ＶＨＰスパッタリング法により作製した水酸化アモルファス炭素薄膜の基板バイアスの効果

104

Fig.５は，Ｋ＝０Ｖ，Ｈ＝５０Ｖ時の積分強度の水

ＩＲスペクトルを測定したすべてのａ－ＯＨ薄膜に，

素分圧依存性である．積分強度は，基板にバイアス電

Fig6と同様にしてカーブフイッティングによりスペ

圧を印加すると，ピークをとる水素分圧が低水素分圧

クトルの分離を行い，それぞれのガウス関数の積分強

側にシフトすることがわかる．これらの振る舞いは，
基板に到達する水素イオン量と基板バイアス電圧によ

度(面積)Ｊ(CHjを求めた.その積分強度を用いてSpa
結合領域における膜中のＣＨｎ結合の相対的比率

るイオン衝撃の違いによるものであると推測される．

ＨＣＨＪを以下に示す式によりに求めた．その式を式

すなわち，基板バイアス印加により水素イオンのエッ

(1)～(4)に示す[15]．

チング効果が大きくなり，低い水素分圧から膜中の結
合水素濃度が減少するものと考えられる．
基板バイアス電圧の印加により，赤外吸収スペク

０
０

スペクトルとして現れる．したがって，膜中の結合様

…ＣＭＡ

Fig.６SchematicdiagramofcarvefIttmg

畑作言緤;ﾃ鶚)）
R(CH2)＝

ングを行ったI19lFig6に，ガウス関数を用いて，

J(昭(sp3-CH2))＋I(u’bs(sp3-CH2)）

ＺI(KSp3-CHkD

(2)

A

高さの比が，約１．７倍になるようにカーブフィッティ
吸収係数スペクトルにカーブフィッティングを行った

(1)

と

ぞれ吸収強度が異なる．特にCH28の伸縮振動で逆対
に，吸収強度が異なる．これらフィッティング関数の

Ｉ１
ｋＩ

ｐ■q

Wavemnnberの[cm-】］

ルを分離し，OHn存在比とsp21sP8量の比率を算出し

称伸縮振動と対称伸縮振動では，,mbleⅡに示すよう

山

3200３１００３０００２９００２８００Z700

スペクトルにカーブフイッティングを行い，スペクト

うに，いくつかのCIL:伸縮振動によるもので，それ

'１

g-CH2

lｌ
３１

●●■■

０

要がある．そこで，作製したa-O:Ｈ薄膜の吸収係数

3200-2700ｃｍＦ１の赤外吸収は，、able.Ⅱに示すよ

｡Ｕ､

olcf-CTI

ノ

式を知るためには，それらのスペクトルを分離する必

た．

/鬮pH，

asPCmI3

５

に示すOHn伸縮振動モードの吸収の重なりで－つの

ＣＨ

０
０
０

Fig.3,4に示した吸収係数スペクトルは，Ｔ垣blen

as･ＣＨ２
１

3.3膜中のＣＨｎ存在比とsp2，Spa量の比率

０
０

の結合様式を調べる必要がある．

５

ｃｍ.'のＣＨ伸縮振動砂(sP3-CIDの吸収やCH8伸縮振
動ｖ(sP8CHJが大きく関わっていると考えられ，膜

１

赤外吸収に関わるいくつかの振動モードのうち，２８９０

sp2--Sp3
［臼自昌．Ｐ旨］ご芦甸一・垣輿ご冒轌日。ｇく

トルの変化や積分強度の振る舞いが異なる要因として，

R(ＣＨｊ)＝

一例を示す．

J(吃(ｓｐ３－ＣＨ３))＋I(蛤(ｓｐ３－ＣＨ３)）

ZIMsP'一CHk)）

(3)

ん
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nｈｌｎ
ThlblenInfra１℃dabsmptionbandsofCHn,116,17118］
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ん
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+J(yb(sp3-CH3))＋ＩＬ(sp3-CH3)）

(4)

2870

4５
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９０

Fig.７に，Ｋ＝０Ｖおよびx＝５０Ｖで堆積させた

ヤニstretchingvibration，ｓ：symmetric,ａｓ：ａＳｙｍｍｅｔｍｃ

a-C:Ｈ薄膜のsp8-CHQ伸縮振動帯領域におけるＣＨｎ
存在比Ｒ(CHJの水素分圧依存性を示す.ここで，Ｘ＝
５０Ｖの繩＝0.78Ｐａのデータに関しては，Fig.４で
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も示したように吸収強度が非常に低く，Ｓ／Ｎ比が低い

1０５

ａ４ａ－Ｃ:Ｈ薄膜の光学ギャップ

ため，考察の対象からはずした．

Fig.７より,低水素分圧においては,両者ともＲ(CHJ

Fig.８は，ＶＨＦスパッタで作製したa-C:Ｈ薄膜の

は同様な比率を取り，水素分圧が増加していくと相対

光学ギャップの水素分圧依存性を示す.図より，Ｋ＝ｏ

的にJR(CHa)が低くなることがわかる．また，Fig.３

Ｖおよび叱＝５０Ｖで堆積させたａ－ＯＨ薄膜の光学

およびFig.４に示したスペクトルと関連させると，両

ギャップは，それぞれ，恥＝０．６Ｐa,Ｏ２Ｐａでピーク

者ともsp3-richなa-C:Ｈ薄膜は，すべてＲ(CHJが低
い値となっている．特に，Ⅸ＝５０Ｖでは，その現象

を取ることがわかる．ここで，積分強度（結合水素濃

度）の特性を示したFig.５と比較すると，最大を取る

が顕著に起きていることがわかる．

ピーク値の位置(四hJは一致していることがわかる．恥

a-C:Ｈ薄膜の形成に寄与するものは，スパッタ中の

＝0ＶおよびＨ＝５０Ｖの両者でｌ積分強度の最大値

プラズマに存在するＯＨＱ,Ｈ,Ｈｅの活性種またはそ

をとる水素分圧で光学ギャップも最大値を示しており，

のイオンだと考えられ，特に，水素イオンのエッチン

膜中の結合水素濃度との相関があることが示された．

グが膜堆積速度等に影響を与えることを踏まえて

Fig.７のHCHjの振る舞いを考察する．
高水素分圧における水素イオン員の多いプラズマ中

2.5

では，基板（膜）には，より多くの水素イオンが到達

るとHCH3)が低い値となると考えられる．Ｒ(CHJの

１

５

減少は，Fig.５に示すＸ＝５０Ｖの積分強度のピーク
位圃が，低水素分圧側にシフトしたことを説明するこ

２

スとなって膜から放出されるため，水素分圧が増加す

戸⑫］襲酊ａ風『８畳。

する．その結果，膜中に形成されたCH3結合につい
ては，その一部が水素との反応によりメタン(CHJガ

とができる．
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バイアス電圧を増加させると，水素イオンによる

薄膜へのエッチングが促進され，膜形成領域が狭まる

、

、
、
、

込

０４

ことがわかった．また，バイアスを印加した薄膜は，

印加しないときに比ぺsP2結合の減少がより低い水素
分圧で起こることがわかった．

水素分圧の増加に伴いＩＲスペクトルのCH8結合

0.2

の積分が相対的に減少する．この効果が，バイアス電

０

ＩＯＩＵｌ

’0１０１

００２０．４０６０８１

H2partialpnessuIcPHPa］
Fig.７CHnemstencemteofsp3”gioninthe
mm

圧を印加すると低い水素分圧より起こることがわかっ
た．

カープフィティングの結果からバイアスを印加し

た薄膜では，結合水素濃度のピーク以降でCH8結合
の減少が大きいことがわかった．また，光学ギャップ
は,膜中の結合水素濃度と相関があることがわかった．
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