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Preparation of YBaCuO Thin Films
by RF Magnetron Sputtering
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Akira HIGA**
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Abstract
High Te superconducting YBaCuO thin film have been prepared on
MgO (100) substrate by R~ magnetron sputtering using single target
under sputtering gas pressures ranging from 5 mTorr to 1Torr. Cri tical
temperature Teen of the films on the substrates positioned right above
target center decreased with increasing sputtering gas pressure, while
that of the films on substrates positioned right above erosion area
decreased at pressure below 50mTorr. The composition ratios Ba/Y
and Cu/Y of films were increased with increasing sputtering gas pressure. This tendency was remarkable at position right above erosion
area.
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膜を得ることが難しいしたがって，スバッタリング

ディングされている．また，陰極内部には永久磁石が

法による酸化物高温超伝導薄膜形成において重要な点

設匝されており，これによって放電電子が陰極上の磁

は！いかに高エネルギー粒子の薄膜表面への衝撃を低

力線の周りを螺旋回転運動することでこの飛跡が長く

減させるかにあるといえるその方法として，スパッ

なり，ガス分子との衝突による電離が促進されるため，

タガスによる散乱の効果を利用した高圧中でのスバッ

低ガス圧でもスパッタ効率を上げることができる．ま

タリングや基板位極をターゲット上方よりずらしたり

た，放電電子はターゲット付近に拘束されるため，基

することなどが試みられている,)'0)．本研究では，反

板上に堆積する薄膜への衝撃を抑制する効果もある．

応性ＲＦマグネトロンスパッタリング法を用いて

スパッタリング中は，荷電粒子の衝撃により陰極の温

YBaCuO超伝導膜を作製し，高エネルギー粒子の衝

度が上昇するため陰極内部に冷却水を流している．基

撃の低減化において重要な要因となるリスパッタガス

板は，基板ホルダーに取り付けこれを陽極部分に固定

の圧力および基板位圃と超伝導特性の関係を調べⅢい

する．取り付けた基板ホルダーの上部にはランプヒー
ターが設極されており，これにより基板温度を最高B00

くつかの知見を得たので報告する．

℃まで温度制御ができるようになっている

スパッタガスである酸素ガスとアルゴンガスは，マ

２，実験装置および実験手順

スフローコントローラにより0.01sCCMの精度で流量

Ｆｉｇ．１，２にそれぞれスパッタ装圃の全体の構成お
よび真空槽内の詳細図を示す．真空槽内には，陽極と

制御し真空槽内に導入する．YBaCuO超伝導体は，
酸素含有量によってその超伝導特性が大きく変化する

陰極が対向して設霞されており’陰極にはYBa塵Ｃｕ３

ことが知られており，酸化が十分に行なわれるほど臨

０ｘ（純度99.9％）の焼結体がターゲットとしてボン

界温度が高くなるなど良好な特性を示すことが知られ
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ていることから，特に，酸素ガスにおいてはⅢ基板付
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度の測定は，低真空領域（～lTorr）では，ダイヤフ

近に吹き付けるように真空槽内に導入している．真空

ラム真空計を使用しり高真空領域（10-0～l0-8Torr）

槽内の排気は，ターボ分子ポンプおよび油回転ポンプ

では電離真空計を使用した．

を用い，到達真空度はl0-8Torrである槽内の真空

次に，スパッタ蒸着の手順について説明する．

①Insulator
②Ｇａｓｉｎｌｅｔ
vacuum
Ｚｒ

心蛸

③Coolingwater

④Anode
⑤Substrateholder
⑥Substrate

⑦Target（YBa2Cu30J
⑧Magnet
⑨Cathode

⑩ＲＦｐｏｗｅｒｉｎｐｕｔ
⑪Ｌａｍｐｈｅａｔｅｒ

③
Fig2Detailsofvacuumchamber．

TableLSputteringcondition．

Target

ＹＢａ２Ｃｕ３０‘

Sputteringgas

Ａｒ＋50％0２

Totalpressure

５mTorr-1Torr

RFpower

l50W

Substrate

MgOOOO）

Substratetemperature

750℃

Target-substrate
spac1ng

50mｍ

主なスバッタ条件をＴａｂｌｅｌに示す．まず’使用す

れの有無を判別し，乾き方にむらがあったり，基板表

る基板はＭｇＯ（100）面とし，基板表面の油脂分等の

面が曇っていたりしていないものを清浄基板として使

汚れを取去るため，純水，アセトン，トリクロロエチ

用した．

レン，アセトン，純水の順に各20分間超音波洗浄を行

次に基板を基板ホルダーに取り付け，陽極部の基板

った．この洗浄工程を行った後Ⅲ基板を基板ホルダー

ホルダー取り付け位置に固定した．この時のターゲッ

に取り付ける直前にさらに基板をジエチルエーテルに

トと基板の位極関係をFig.3に示す．基板はターゲッ

付け，そのエーテルの乾き方によって基板の表面の汚

トの中心より50ｍ上方の位腫(基板位圃(Ａ)）とその
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したYBaCuO薄膜の堆積量の測定を行った．これは，

PosiUon(BOPosilion(A）
「‐』

蒸着前の基板の質量をあらかじめマイクロ天秤により

測定しておき，蒸蒋後に膜の堆菰した基板の質量を再
び測定し，その差から膜の質量を求めるという方法で
ｏｎ

Subst

ａ

行なった．

高温超伝導体は多元素系であり，その組成比が変わ
ると超伝導特性は大きく変化する．特にYBaCuO超

伝導体はその傾向が馨しいため，作製したYBaCuO
薄膜の組成を知ることは非常に重要である．今回作製

Ｔａｒｇｅｔ
Ｆｉｇ．３Thearrangemento（thetargetand
substrates．

した薄膜の組成分析は，波長分散型蛍光Ｘ線装歴を用
いて非破壊的に測定した．
作製したYBaCuO薄膜の転移温度や常伝導状態で

の抵抗率簿を調べるため，抵抗の温度依存性の測定を

位極よりターゲットに平行に24.5画離れた位圃（基板

行った．その手順は，まず，真空蒸着法を用いて膜表

位極（Ｂ)）とし，今回の一連の実験ではターゲットー

面に金電極を形成し，その試料をクライオスタット内

基板間距離は50mm一定とした．基板取り付け後，真空

に取り付ける．抵抗の測定は四端子法を用い，Fig.４

槽内を３～５x10-7Torr程度まで排気し，次に，真

に示すように金線をリード線としてインジウムで圧着

空槽内にアルゴンガスを導入し，プリスバッタを行な

して配線をほどこした．そして，試料を冷却して抵抗

う．これはターゲットと基板間にシャッターを挿入し

を測定した．なお，温度，抵抗の測定およびデータの

た状態でスバッタを行なうものでⅢこれによって，ター

処理は，パーソナルコンピュータにより自動化を行なっ

ゲット表面の吸着物はイオンによりたたき出され,ター

ている．

今）

ゲット表面は糟浄化される．プリスパッタ後，酸素ガ

スも導入し，真空槽と真空ポンプ間の主パルプの開閉
度を調節することによりガス圧を所定の値（0.01～

1Torr）となるように調整する．次に，ランプヒータ

を点燈し，基板温度を750℃となるように設定する．
基板温度が750℃に達した時点でシャッターを移動さ

せ，周波数13.56ＭＨｚの高周波電源を用いて陽極一
陰極間に電圧を印加して放電を発生させスパッタ蒸着
を行った．なお，放電中の陽極一陰極間のインピーダ

ンスと高周波電源の出力インピーダンス（約50Ｑ）は

大きく異なるため，電源と放電電極間にはインピーダ
ンスマッチングボックスを挿入し，電力を効率よく投
入できるようにしている．

スパッタ蒸着後は，アルゴンガスのみ導入を停止し，

ｓｕｂ

iTftiiiinlL
Ａｕ

Ｆｉｇ．４Thearrangementolelectrodes【or
resistivitymeasuremenL

主パルプを調節して酸素雰囲気中（lTorr）で基板温

度800℃にて試料薄膜のアニーリング処理を行なう．

3．結果および考察

アニーリング処理後は，真空槽内が室温程度になるま
で自然冷却した後，酸素ガスを排気した．基板の取り
出しは，真空槽内部の汚染を防ぐためⅢ乾燥した窒素

３．１ガス圧と膜堆稲速度

Fig.5は，ガス圧と膜地租速度の関係を示したもの

ガスを導入して大気圧にもどし，次に真空槽を開け，

で,基板位囮（Ａ）については，ややばらつきがみら

素早く試料基板を基板ホルダーから取り外しデシケー

れるもののガス圧が低くなるほど膜堆積速度が増加す

タに保存した．

る傾向がある．これは，ガス圧が低くなるほど，ター

作製条件と膜堆積速度との関係を調べるため，作製

ゲットよりスパッタされた粒子のスパッタガス分子に
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よる散乱の確率が減少し，基板に到達する瞥11合が増え

1４１

が減少するため，高エネルギー粒子の基板への衝撃も

るためと考えられる．基板位匝（Ｂ）の場合は，0.1～l

大きくなり，基板に堆積した膜をスバッタリングする

Torr付近までは基板位圃（Ａ）の場合と同棟な傾向

再スパッタが起こるためと考えられる．基板位極（Ａ）

を示しているが，それ以下のガス圧になると膜地蔵速

についてはこのような傾向がみられないが，これは，

度は減少する傾向を示している．これは，ガス圧が低

基板位匝（Ａ）が荷電粒子からの影響をうけにくい位

いと，電子や負イオン等の荷電粒子も散乱される確率

憧にあるためと考えられる．

［二、四日］①司』巨◎三の・８口

３．２ガス圧と転移温度

０

OPositionA

0.2

△ＰｏｓｉｔｉｏｎＢ

０

Fig.6,7は’基板位匝（Ａ)，（Ｂ）において各ガス圧
で作製したYBaCuO薄膜の抵抗の温度依存性を示し

たものである．基板位極（Ａ）の場合においてはⅢガ
０

0.1

ス圧が１１００mTorr，５０mTorr，１０mTorrとガス圧
Ｏ
△｡

が低くなるにしたがい超伝導転移が急峻になり，超伝

△

導開始温度T…が上昇し，特性が向上しているのがわ

△△

△

かる.基板位歴（B)の場合は,この傾向とは異なり,

△

：

０

1０３１０２10-1

ガス圧がlTorr，100mTorr，５０ｍＴｏｒｒ１とガス圧が
△

100

Gaspressure［Torr］
Ｆｉｇ．５

Gaspressuredependenceo｛
depositionrate．

(○〉SubstratepositionAand

(△）SubstratepositionB．

低くなるにしたがってＴ…は高くなるが，さらに低い

ガス圧l0mTorrでは，低下する傾向を示している．

これらの測定結果より，それぞれの基板位歴における，

ガス圧とＴ…との関係をFig.8,9に示す．Fig.8の基板
位歴（Ａ）の場合はガス圧が低くなるにつれてＴ…は

上昇し，l0mTorrでは80Ｋ台となっている．一方，

Fig.９の基板位圃（Ｂ）の場合は，ガス圧が低くなる
につれて一旦T…は上昇し，５０mTorrで80Ｋ台になっ

ているが！さらにガス圧が低くなると逆に低下し，

（◎言）塵、（Ｂ）望

２

0

4０

0０l20

Temperature［Ｋ］
Ｆｉｇ．６Tempe｢aturedependenceofresistance
o｛（ilmsonsubstratesatpositionA．

160

200
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Temperature［Ｋ］
Ｆｉｇ．７Temperaturedependenceofresista､Ｃｅ
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［題］Ｅ◎。』

Gaspressure［mTorr］

０８６４２

１

１

０００００
０８６４２

［函］ロ８』

0２０４０６０８０１００

０２０４０６０８０１００
Gaspressure［mTorr］

Fig8Gaspressuredependenceof
criｔｉｃａｌｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅＴｃｏｎｏｆ
ｆｉｌｍｓｏｎｓubstratesatpositionA．

Ｆｉｇ．９Gaspressuredependenceof
criticaltemperatureTconof
filmsonsubstratesatpositionB．

l0mTorrでは60Ｋとなっている．いずれの基板位邇

グレションが十分に行われず，その結果，膜の結晶性

においてもガス圧の増加に伴いＴ…が低下するのは，

が悪くなるためではないかと考えられる．また，基板

ガス圧が高くなると，スパッタ粒子はガス分子と散乱

位圃（B）において，５０mTorr以下で特性が劣化する

の確率が増えるため，基板に到達する時点でスバッタ

原因としては，Fig.3に示すように，基板位圃（Ｂ）
が，陰極内部に設腿されたマグネットの効果によって

粒子のもつ運動エネルギーが減少し，基板上でのマイ

琉球大学工学部紀要第44号，1992年
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できた高密度のプラズマ空間であるエロージョン領域

れ基板位匝（Ａ)．（Ｂ）で作製したYBaCuO膜の蛍光

の真上に位凪するため，この領域より発生する負イオ

Ｘ線分析の測定結果より，膜の組成とガス圧の関係を

ンや２次電子の衝撃を受けやすいと考えられることと，

示したものである．縦軸は，ＹのＫα線の蛍光Ｘ線強

また，これらの凋電粒子は，ガス圧が低くなるとガス

度を基箪とし，それぞれBaのLa線，ＣｕのＫα線のＸ

分子との散乱が減り１基板への衝突が多くなるため，

線強度との比をとったもので，ほぼ膜の組成比に対応

低いガス圧ほど荷電粒子の基板への衝撃が大きくなり

するものである．この図からわかるように，埜板位瀝

膜質が劣化するためと考えられる．

(Ａ）で作製した膜はl0mTorr～100mTorrの範囲で
は，Ｂａには大きな変化はみられず，Ｃｕはガス圧の増

加に伴いわずかに大きくなっている．一方，基板位置

3．３ガス圧と膜組成

Ｆｉｇ．１０（a)，（b)，Fig.1１（a)，（b）は，それぞ

(Ｂ）の場合は，ガス圧が高くなるほどBa，Ｃｕが多く
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なっており，基板位歴（Ａ）に比べこの傾向が顕著に

な超伝導特性の得られる最適作製条件を求めていく必

みられ，基板位歴（Ｂ）ではガス圧の変化により膜の

要がある．

組成が大きく変化するのがわかる．スパッタリング法

によるYBaCuO薄膜の作製においては，荷電粒子の
基板への衝撃がYBaCuO薄膜の組成に影響を与える
ことが報告されており，)0)，このことと基板位歴（Ｂ）
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の場合において，ガス圧の違いによる膜の組成の変化
が大きいことを考え合わせると，基板位極（Ｂ）は基
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