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　あらまし　Ta2　N陽極酸化膜キャパシタの有する高耐熱な特徴が，酸化醇厚を薄くした際にどの程度まで維持

できるかを明らかにするため，化成電圧を低減させて作製したキャパシタのtanδ，容量温度係数および漏れ電

流特性に及ぼす熱処理温度の増加の影響を検討し以下の知見を得た。80V程度まで化成電圧を低減させた陽極酸

化膜キャパシタでも，熱処理温度が400。Cまでの範囲であれば七anδと容量温度係数に熱劣化は生じない．漏れ

電流特性についても，化成電圧を低減させても定性的に同様な傾向を示し，電気伝導機構に変化はない．一方，

80V化成したこのTa2　N陽極酸化膜キャパシタの漏れ電流特性は，熱処理温度3000Cまではほとんど変化しない

が，350。Cでは急増する．しかしながら，同じ静電容量が得られる160V化成したTa陽極酸化膜キャパシタと比

較すると，この80V化成したTa2　N陽極酸化膜キャパシタは，　tanδ，容量温度係数，漏れ電流のいずれの点でも

耐熱性が大幅に改善される．以上のこと・より，Ta2　N化合物の利用は酸化膜を薄くしても耐熱性を保持するうえ

で極めて有効な方策となることを明らかにした．

　キーワード　Ta2　N化合物，陽極酸化膜キャパシタ，　tanδ，容量温度係数，漏れ電流特性

1。　まえがき

　Ta陽極酸化膜を誘電体とする薄膜キャパシタは，作

製が簡便であって，比較的誘電率が大きい割に絶縁

耐圧が高く，しかも誘電損（tan6）や容量温度係数

（TCC）が小さいといった優れた初期特性を示すため，

現在広く利用されている電気化学部品の一つである。

しかしながらこの薄膜キャパシタには，200。C程度以

上の雰囲気中に保持すると損失特性が劣化し，耐熱性

に優れたものが得難いという欠点がある（1）．一方，近

年のカーエレクトロニクスに代表されるように各種シ

ステムのエレクトロニクス化が急速に進展するのに

伴い，これらの機器を構成している電気電子部品が苛

酷な条件下で使用される機会が増大しつつあり，この

ような傾向は今後ますます強まるものと予測される．
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従って，この薄膜キャパシタに高温動作時の信頼性も

保証できるように，耐熱性をもたせようとする試みは

充分な意義がある．

　Ta陽極酸化膜キャパシタが示す耐熱性に乏しいとい

う欠点は，Ta町中に窒素原子を添加することによりあ

る程度まで改善できることが既に知られている（1），（2）．

筆者らもこのことを確認すると共に，その原因は，熱処

理時に生じる酸素原子の下地金属方向への拡散が，添

加された窒素原子の存在によって物理的に阻害される

ことによるものであることを指摘した（3）．また，こ

の立場を更に一歩進めた旬報㈲では，窒化物の状態

にあるTa2　N膜の陽極酸化膜を用いることによって，

4000Cの熱処理によっても損失特性が劣化せず，耐熱

性を著しく改善できることを報告した．しかしながら，

このような高耐熱特性は化成電圧を160Vに設定して

作製したTa2　N陽極酸化膜の場合に確認したものであ

り，このときの静電容：量，σの値は同一化成電圧で作製

したTa陽極酸化膜のそれと比較すると約1／2である．

　従って，陽極酸化膜キャパシタとしてTaの替わりに

Ta2　N化合物膜を利用することの優位性を確証するた
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めには，ほぼ同一の0の値が得られるものについて

その耐熱性を比較する必要がある。そこで本研究では，

160V化成したTa陽極酸化膜のσの値に相当するま

で酸化膜厚を薄くした場合，Ta2　N陽極酸化膜キャパ

シタの耐熱特性がどこまで保持できるかを検討するこ

ととした。その結果，Taに替えてTa2　Nを利用するこ

とは，陽極酸化膜厚を薄くした場合でも耐熱特性の向

上を図るうえで有効であることがわかったので以下に

報告する。

2。被測定試料と実験方法

　試料の作製方法は前半（4）と同様であり，Ta2　N膜は

RF2極スパッタ装置を用いてリアクティブスパッタす

ることによって下手を約5000Aとして作製した。基板

には通常のガラス基板を用いた。作製した膜は，X線

回折とオージェ電子分光分析によって結晶構造と原子

組成を調べた結果，膜中に若干の酸素原子と炭素原子

が取り込まれているものの，充分にTa2　N膜と見なせ

ることを確認した。このTa2　N膜の陽極酸化は，2wt．

％ほう酸アンモニウム水溶液中で室温にて定電流定電

圧法によって行った．このとき，定電流密度はすべて

の試料作製に対して3mA／cm2で一定とし，定電圧状

態では到達した所定の化成電圧状態に1時間保持する

ことで電流密度を充分に低減させた．

　このようにして作製した陽極酸化膜の電気的特性を評

価するため，酸化膜上に金属マスクを通して2×2mm2

の寸法に上部電極としてAlを真空蒸着し，平行平板形

の薄膜キャパシタとした。このキャパシタの耐熱特性

を評価するため，種々の温度で大気中，2時間熱処理

を行った後のキャパシタ特性を比較検討した。その際，

キャパシタ特性としてのσの値およびtanδはLOR

メータによって周波数1kHzで測定し，　TCCは300C

および600Cのσの値より算出した。また漏れ電流の

測定にはエレクトロメータを用い，それぞれの印加電

圧に対する特性値としては，AI上部電極に正の直流

定電圧を印加後3分経過値を採用した。なお，以下に

示す0の値，tanδ，　TCCおよび漏れ電流に対する特

性値は，5個の被測定試料から得た値の平均値であり，

被測定試料間のばらつきの程度は，±5％以内である。

3．　実験結果と検討

　3．1　（フ，tanδ，　TCCについて

　最初に，Ta2　Nの陽極酸化膜キャパシタに対するσ

の値の化成電圧依存性を図1に示す．参照データとし
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　　　for　anodization　voltage．

て図中には，前報（4）と同じ化成電圧160Vで化成した

ときのTa陽極酸化膜の0の値も併せて示してある．

このときのTa陽極酸化膜キャパシタの0の値を基に

して，単位電圧当たりに形成される陽極酸化膜厚，す

なわち化成の速さを文献値と同様に17A／V（5）と見な

してTa陽極酸化膜の比誘電率を求めると，約27とな

りバルク状態のTa205の値25にほぼ一致する．一方

Ta2　Nの陽極酸化膜の化成速度の値は不明であるが，

Juergens（6）はTa2N膜の陽極酸化過程を調べ，「窒素原

子は陽極酸化の反応に関与せず，Ta2　N陽極酸化膜中

に化学的な結合を持たずに存在する」と推察している。

そこでこの推察が正しいものと仮定すると，Ta2　Nの

場合の化成の速さもTaの場合とほぼ同一と見なすこ

とができるので，図1に示した160V化成のTa2　N陽極

酸化膜の0の値から比誘電率を求めると，約12とい

う値が求まる。

　図1の結果は，上記の事項に対応して，160V化成

したTa陽極酸化膜キャパシタの0の値に相当する値

をTa2　N系で得るためには，化成電圧を90V程度以下

まで低減させて陽極酸化膜厚をほぼ半減させる必要が

あることを示している．酸化膜厚を薄くした場合，本

研究の意図である高耐熱で信頼性に優れた陽極酸化膜

キャパシタを実現するうえで懸念される問題点が二つ

存在する．その第1は，前報（3＞でも既に述べたように，

熱劣化の原因が熱処理時に生じる陽極酸化膜中の酸素

原子の下地金属方向への拡散に伴う酸化膜の化学量論

性のずれによるものであるとすれば，酸化膜が薄い程，

酸化膜表面から下地金属界面までの酸素原子の拡散到

達距離が短くなるので，より低温の熱処理によって劣

化が生じないかという問題である．第2は，薄い酸化
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膜の場合程，実効的な電界強度が増加することになる

ので，より容易に絶縁破壊が生じないかという問題で

ある．そこで以後は，この2点を主眼に検討を進める

こととする。

（1）化成電圧に対する検討

　そこでまず前者の問題点を検討する目的で，Taお

よびTa2　Nの陽極酸化膜キャパシタを大気中，2500C

で熱処理した場合，そのtanδが化成電圧の違いによっ

ていかなる影響を受けるかを比較検討する．図2はそ

の結果であり，両者のtan6の変化の様子を，それぞれ

の化成電圧で作製したときの熱処理前のtanδの値を基

準とし，熱処理を施したことによるtan6の増加量また

は減少量を，△tanδとして比較している。この図から

わかるように，窒素を含まないTa陽極酸化膜の場合

は，化成電圧の値の大小にかかわらず2500Cの熱処理

によってすべての△tanδは正となり，すなわちtanδが

増加しており，しかもその増加の程度は化成電圧の低

い状態で作製したもの程著しい。従って，Ta陽極酸化

膜キャパシタの場合は，前述の懸念がそのままあては

まっていることを確認できる．しかしながら，Ta2　N

の陽極酸化膜キャパシタの場合はこれとは対照的であ

る。すなわち，図2が示すように化成電圧を60V程度

まで低減させても，250QC程度までの熱処理であれば

tanδの増加は全く観測されず，むしろ熱処理前よりも

低損失な状態となっている．それ故，化成電圧を低減

させて酸化膜厚を薄くしても，Ta2　N陽極酸化膜の示

す耐熱的な特長は保持できることがわかる．その理

由としては次の2点を考えることができる．1点目は，

Juergens（6）が指摘するように，　Ta2N陽極酸化膜中の

窒素原子が，Taや酸素原子と結合せずTa酸化物中の

格子間位置を占有して存在することによるものであ

る．このことは，熱処理時に生じる下地金属方向への

酸素原子の拡散に対して物理的な阻害要因として働く

こととなり，前町（3）の窒素添加したTa－N系陽極酸化

膜中の窒素原子と同様な役割を果たすことになる．2

点目は，我々が本Ta2N系の安定性にとってより本質

的と考える理由であり，上部酸化層からの酸素拡散に

伴って下地金属となっているTa2　N化合物の酸化が進

行するためには，Ta－N間の化学結合を切断するため

の余分なエネルギーを必要とすることによるものであ

る。後者の効果は，格子間位置に窒素原子が存在して

酸素拡散を物理的に阻害する前者の効果よりも，エネ

ルギー的に大きな活性化過程を経ることを要するため，

酸素拡散はより顕著に抑制されることになる．従って，

Ta2　N陽極酸化膜キャパシタの耐熱性は物理的に窒素

含有するTa－N系の場合よりも向上するものと期待で

きる．とりわけ後者の要因は，酸化膜表面から下地金

属界面までの酸素原子の拡散到達距離の大小とはかか

わりがない．そのため，この過程は上部に存在してい

る酸化層の厚さに依存しないものと考えることができ

る。従って化成電圧を低減させて酸化膜厚を薄くした

際でも，Ta2　N陽極酸化膜で熱劣化が生じにくいのは

この理由によるものと推察できる．

（2）熱処理温度に対する検討

　図2から得られた知見を更に確実なものとするため，

160V化成したTa陽極酸化膜キャパシタの0の値と

同程度以上の値が得られる80V化成Ta2　N陽極酸化膜

キャパシタに着目して，その耐熱的な特長がどの程度
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の熱処理温度まで維持できるかを調べるため，より高

温状態で大気中の熱処理を行った．熱処理温度の増加

が△tanδに及ぼす影響は図3に，　TCCおよび0の値

に及ぼす影響はそれぞれ図4と図5に，いずれの場合

もほぼ同一の0の値が得られる160V化成したTa陽

極酸化膜キャパシタと比較する形で示してある．図3

および図4の結果より，この80V化成したTa2　N陽極

酸化膜キャパシタでは，4000C熱処理後には，△tanδ

とTCCはわずかに増加しているので，前報（4）の160V

化成の場合と比較すると劣化開始温度は若干低下し

ているが，耐熱的な特徴は本質的にそのまま保持して

いると見ることができる。また0の値は，Taの陽極

酸化膜の場合には比較的低い熱処理温度から増加し

始める一方で，Ta2　N陽極酸化膜の場合は4500C程度

までの熱処理で約1割程度減少することがわかる．こ

のような結果は，Rottersmanら（7）が以前に報告した

結果とは対照的である．なぜなら，彼らのは窒素を

20at．％以上含有するTa－N膜を70～90V程度で陽極酸

化し，大気中300。Cで熱処理したときのtanδとTCC

の増加の割合は，190V化成したものより大きいと報

告しているからである。この違いは，陽極酸化して誘

電体として利用しようとする膜が，格子間位置を窒

素原子が物理的に占有したTa－N膜であるか化学的に

化合物を形成しているTa2N膜であるかによるものと

考えることができる。このように考えると，本研究の

Ta2　N膜による陽極酸化膜のほうが耐熱性に優れてい

ることになり，前述の推論の妥当性を裏付けている。

従って，Ta2　N陽極酸化膜キャパシタのσの値が減少

するという弱点は，耐熱的な特長を損なうことなく酸

化膜厚を低減させることによって補うことができるの

で，このTa2　N陽極酸化膜は薄膜キャパシタ用の誘電

体材料として優れた特質を有すると言える。

　3．2　漏れ電流特性について

　前節までゐ結果から，Ta2　N陽極酸化膜キャパシタ

の1kHz，1V程度の印加電圧に対するtanδとTCCは，

80V程度まで化成電圧を低減させた場合でも，400。C

までの熱処理温度に対しては著しい増加を示さず，耐

熱的な特長を保持できることがわかった．そこで次の

課題としては，このTa2　N陽極酸化膜キャパシタの耐

熱的な特長が，酸化膜厚を薄くした場合の直流y一∫特

性，すなわち漏れ電流特性の面からはどの程度まで保

証され得るのかを検討する必要がある．そのため本節

では，Ta2　N陽極酸化膜に対する熱処理前の漏れ電流

特性の化成電圧依存性と，化成電圧を80Vに固定した

場合の漏れ電流特性の熱処理温度依存性を検討する．

　図6には，化成電圧を160Vから80Vまで低減させ

た場合の漏れ電流特性の結果を示す．この図には・AI

の上部電極に正の電圧を印加した場合のみしか図示

していないが，負の電圧を印加した場合もほぼ同様な

結果となり，極性による顕著な違いは観測されない．

またこの図より，Ta2　N陽極酸化膜の漏れ電流特性は，

化成電圧80Vの場合でも，印加電圧が20V程度までの

領域では化成電圧の値によらず，基本的にほぼ二つの

直：線部分からなっていると見なすことができる．すな

わち，約4V以下の比較的低電界の部分とそれ以上の

高電界の部分では電気伝導の機構が異なっていること
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を意味しているが，このことは本研究の本旨からは若

干ずれるので，ここではこれ以上詳細には立ち入らな

い．またこの図から，化成電圧を160Vから80Vまで

低減させたことによる影響として，実効的な電界強度

の増大に伴って漏れ電流の増加が確認できるししかし

ながら，80V化成のものでも印加電圧20V程度までは

10－8A台に留まっており，実用的に問題は無い．

　更に，80V化成したTa2　N陽極酸化膜について，幾

つかの温度で大気中の熱処理をした後の漏れ電流特

性を図7に示す．この図より，3000C熱処理後の漏れ

電流特性は熱処理前のそれと比較してもほとんど大

差がなく，ほぼ同様と見なすことができ，図3および

図4のtanδ，　TCCの結果とも良く対応している．し

かしながら，tanδやTCCの結果では，3500Cの熱処

理によっても全く熱劣化が観測されなかったにもかか

わらず，この図の3500C熱処理後のU一∫特性は熱処

理以前とは全く異なっており，電気伝導の機構そのも

のが変化していることを示唆している．その原因とし

ては，作製したTa2　N陽極酸化膜の状態は多くの陽極

酸化膜の場合と同様に非晶質であり熱力学的には非平

衡状態にあるため，一般論としては熱処理温度の増加

に伴って部分的な結晶化が進行したりピンホールが発

生したりすることに伴う可能性も考えることができ

る。しかしTa205との類推からすると，3500　Cという

温度は結晶化やピンホール発生の温度と比較するとは

るかに低い温度である（8）．従って，そのような可能性

は極めて薄いことになる。これと類似した現象は，Ta

陽極酸化膜についてYoung（9）によって観測されてい

る。Ybung（9）はTa陽極酸化膜を大気中2000Cで熱処

理すると，陽極酸化夢中で中性のトラップセンタを形

成していた少量の水分子が消失し，そのため伝導機構

が変化し2けた～5けた程度まで漏れ電流が増加する

としている。本研究の酸化膜の作製法も水溶液中の陽

極酸化によるものであるため，酸化膜中に動く少量の

水分子が取り込まれている可能性は充分にある．従っ

て，図7で観測された350。C熱処理後の漏れ電流の急

増は，Youngの指摘と類似な原因によるものと推察で

きる。但し，Ta陽極酸化膜の場合でも，2000Cの熱処

理によって漏れ電流が急増するにもかかわらず，tanδ，

TCCはいまだほとんど変化していないのは図3およ

び図4の結果が示すとおりである．それ故，陽極酸化

膜の損失特性は，交流と直流の違いおよび印加電圧の

大きさの違いがあるため，ta11δ，　TCCの面からの評

価と漏れ電流特性の面からの評価とは必ずしも直接的

には対応しないことになる．しかしながら，本研究の

Ta2　N陽極酸化膜は，化成電圧を80Vまで低減させた

場合，3500C以上の温度で熱処理した後に漏れ電流が

急増するという弱点はあるものの，Ta陽極酸化膜の場

合と比較するとtanδ，　TCCのみならず漏れ電流特性

の面でも耐熱性が大幅に改善されていることは明白で

ある。従って，Ta2　N膜の酸化物を陽極酸化膜キャパ

シタの誘電体材料として適用することは，高耐熱で低

損失な特長を維持したままTaの場合の0の値に相当

する値以上となるまで酸化膜厚を薄くできるので，極

めて有効な方策であることが確認できる．

4．　む　す　び

Ta陽極酸化膜キャパシタのσの値に相当する聖地
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上までTa2　N陽極酸化膜の厚さを薄くした場合の耐熱

特性を，tanδ，　TCCおよび漏れ電流特性の面から検

討した．得られた結果は以下のとおりである。

　（1）Ta2N陽極酸化膜キャパシタのtanδとTCC

は，80Vまで化成電圧を低減させても，400。C程度ま

での熱処理温度に対しては熱劣化が生じない。

　（2）　その理由は，下地金属がTa2　N化合物である

ために容易に熱酸化せず，熱処理時に生じる下地金属

方向への酸素拡散を顕著に抑制できることにある。

　（3）Ta2　N陽極酸化膜の電気伝導機構は，80Vま

で化成電圧を低減させても印加電圧20V程度までは酸

化膜厚によらずほぼ同一の機構に従う。

　（4）80V化成したTa2　N陽極酸化膜の漏れ電流特

性は，3000Cまでの熱処理に対してはほとんど影響さ

れないが，350QC以上の熱処理で急増する。

　（5）以上の結果は，Ta陽極酸化膜が2500Cの熱

処理でtanδとTccの急増と200。Cの熱処理で漏れ電

流の急増を示すことと比較すると，耐熱性が大幅に改

善されたことを意味する。

　（6）残された課題として，このTa2　N陽極酸化膜

キャパシタの長時間安定性にかかわって経時変化を調

べる必要があり，この点については今後検討する予定

である。
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