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あらまし Ta2 Nを用いた陽極酸化膜キャパシタは，耐熱性の向上を図れるが比誘電率の低下を伴うので，こ
のことを回避するため，Ta−Zr合金の陽極酸化膜キャパシタを作製し，その電気的特性に及ぼす熱処理温度の影
響と，酸化膜厚を低滅させた際にもTa2N陽極酸化膜キャパシタの場合と同様に低損失なキャパシタが実現可能
か否かを検討した．その結果，Ta2Nの場合とは異なり比誘電率の低下を生じることなく耐熱性の向上が可能と
なり，かつ酸化膜厚を低減させても，Ta2 Nの場合と同等以上に低損失なキャパシタが得られることがわかった．
したがって，低損失，高耐熱でかつ高誘電率という特徴を兼ね備えた，高信頼性の陽極酸化膜キャパシタを実現
する上で，Ta−Zr合金膜は有用な材料と結論できる．

キーワード

犯a−Zr陽極酸化膜キャパシタ，高い比誘電率，低損失特性，高信頼性，耐熱性

れるためtanδが増加し，

1。まえがき

Ta2Nキャパシタでは，低

損失キャパシタとしての実用限界値である0．01以下
の七anδが得られる化成電圧の下限は40Vまでであっ

これまで利用されている薄膜キャパシタの代表的な

材料にはTa陽極酸化膜があり，

Ta陽極酸化膜は比較

た［3】，［4］．

このように窒素添加や窒化物の利用は比誘電率の

的高い比誘電率と優れたキャパシタ初期特性を示すが，

200ρC程度の大気中熱処理により，酸化膜中の酸素原

低下を伴うので，このことを回避して，高耐熱で，高

子が下地金属方向へ拡散するため，熱劣化しやすいと

信頼性の陽極酸化膜キャパシタを得るには，A13Taや

いう欠点がある国，圖．この欠点を改善するためには，

A13Hf及びA13Zrのような金属間化合物の陽極酸化膜

Ta膜申に比較的高濃度の窒素を添加したり，

の利用が有効と思われる．その理由は，前述のTa2

Ta2

N化

N

合物の陽極酸化膜を利用することが有効であるが，こ

キャパシタでは酸化膜中の窒素は酸化反応に関与しな

の場合は酸化膜中に窒素がそのまま取り込まれるた

いので双極子密度が減少するのに紺し［5］，この場合は

め比誘電率が減少し，同一化成電圧で得られる静電容

化合物の構成元素であるAIも酸化するため，比誘電率

量密度が低下する，静電容量密度の低下を補う方策と

の低下が抑制できるものと考えられるからである．そ

しては，酸化膜厚を低減させればよいが，一般に酸化

こで我々は，前報でA13Ta，

膜厚が薄くなればなるほど，膜中に多くの欠陥が含ま

極酸化膜キャパシタを作製し，その耐熱性を検討した

A13Hf及びAI3Zrの各陽

ところ，高信頼性薄膜キャパシタとなることがわかっ
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3．結果と検討

のであれば，AI203の比誘電率よりもτa205の比誘

3．1熱処理前後のTa−Zr陽極酸化膜キャパシタの

電率に近いZrO2や｝lfO2をTa205と組み合わせて，

tanδに及ぼすZr含有量の影響

複合酸化膜が得られるように，Ta−Zr合金やTa−Hf合
金の陽極酸化膜キャパシタを作製すれば，耐熱性の向

はじめに予備的検：討として，Ta−Zr合金膜中のZr含

上と同時に，よりいっそうの高誘電率化が可能になる

有量を増加させた際に得られるキャパシタ特性がどの

ものと期待される．そこで本研究ではTa−Zr陽極酸化

ように変化するかを調べるため，Ta−Zr複合ターゲッ

膜キャパシタを作製し，その電気的特｛生に及ぼす熱処

トのZr面積比を徐々に増加させることによって，十

理温度の影響を検討するとともに，酸化野阜を低減さ

悪［6］〜［81の場合と同様に化成電圧160V一定として

せた際にも，Ta2

陽極酸化膜キャパシタを作製し，そのtanδを熱処理

N陽極酸化膜キャパシタの場合と同

前と200。C熱処理後について比較した．その結果を図

程度の低損失特性が実現可能か否かを検討した．

1に示す．ここで図中に示してあるZr含有量は，

2。実験方法

AES

分析の結果より得られたものである．

Ta−Zr合金膜の作製には，

図1より，熱処理前に着目すると，Zr含有量の増加

RFマグネトロンスパッ

タ装置を用い，種々の面積比のTa−Zr複合ターゲット

に伴って七anδが低減する傾向が見られるので，

を同時スパッタすることで行った．このとき，ターゲッ

合金の利用は低損失特性を得る上で有効な方策と思わ

トへの投入電力は40W，

れる．また，200。C熱処理後のtanδに注目しても，

Arガス圧は10血Torrに固定

Ta−Zr

し，基板温度250。C一定で，コーニング7059ガラス
基板上にTa−Zr合金膜を約5500A堆積させた．堆積

Zr含有量が多くなるほど，むしろ低損失となることが

させた膜の原子組成は，オージェ電子分光（AES）分

熱処理後のtanδは，熱処理前よりも幾分大きく0．007

析によって評価した．成膜したTa−Zr合金膜の陽極酸

程度であり，この値はTa2Nの場合と比較すると若干

化は，化成液に2wt．％ホウ酸アンモニウム水溶液を用

大きいので，熱的安定性を十分に改善できたとはいい

い，室温状態で定電流一定電圧法によって行った．この

がたい．したがって，低損失特性を実現する意味での

とき，定電流密度は3mA／cm2とし，所定の化成電圧

Zrの添加は，10at。％程度ではまだ不十分であり，む

わかる．ただし，Zr含有量が10at．％のときも，200。C

に到達した後，その電圧にそのまま1時間保持するこ

しろZr含有量を大幅に増大させることが有効と思われ

とで，電流密度を十分に減衰させた．その後，試料を

る．そこで次に，AES分析の結果より，

充分に乾燥させた後，作製した陽極酸化膜上には，1

評価されたTa−Zr合金膜を用いて，陽極酸化膜キャパ

試料当り10箇所，Al（面積：2x2mm2）を上部電極とし

シタを作製することとした．

Zr60at．％と

て真空蒸着することで，平行平板型の薄膜キャパシタ
とした．

0．020

作製した試料のキャパシタ特性は，LCRメータを用

いて周波数1kHzで静電容量Cとtanδを測定し，容
量温度係数TCCは30。Cと60。Cに保持したときのC

⑧

㊨呼唱

値より算出した，漏れ電流の測定にはエレクトロメー

0．0で5
⑫

afヒer

at

heat−treatment

2000C

0．01

タを用い，それぞれの直流印加電圧に対する特性値に

は，電圧を印加後1分経過値を採用した．耐熱性の評
0．005

価では，各試料を大気中150〜350。Cの範囲でそれぞ

befOre

heat−treatment

れ2時間熱処理を行い，その前後のキャパシタ特性や
4

漏れ電流特性を比較した．なお以下に示す結果は，2
個以上の同一試料から得た値の平均値であり，試料間

6
8
Zrゾ（Ta十2：r）at．％

10

図1160V化成したTa−Zr陽極酸化膜キャパシタの熱処

及び1試料内におけるAl上部電極間でのばらつきの程

理前後のtanδに及ぼすrBa−Zr合金膜中のZr含有量

の影響

度は，±5％以内である。
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ながらもう一方では，高耐熱化が可能となるTa2

3．2Ta−Zr（60at．％）陽極酸化膜キャパシタのキ

N陽

極酸化膜キャパシタの場合は，化成電圧を80Vまで低

ャパシタ特性
図2にTa−Zr（60at．％）陽極酸化膜キャパシタのキャ

減させても，2500C程度の熱処理温度までであれば熱

パシタ特性に及ぼす熱処理温度の影響を示す．このと

劣化は生じないことが知られている［10］．

き，図1の場合と同様に160V化成すると，得られた

そこで，このTa−Zr（60a七．％）合金膜を陽極酸化し

陽極酸化膜の干渉色は部分的に不均一となった．この

て薄膜キャパシタとした場合でも，Ta2Nの場合と同

ことは，スパッタ堆積させた状態のTa。

様なことがいえるか否かを確認するため，化成電圧を

Zr合金膜の組

成は，AES分析の結果より場所によらず均一なことが

80Vに設定し直して薄膜キャパシタを作製することと

確認されているので，陽極酸化後の酸化膜の組成にむ

した，その結果，この場合には前述の予測のとおりほ

らがあることを示唆し，得られる特性値は信頼性に乏

ぼ均一な干渉色の陽極酸化膜が得られた，そこで次に，

しいことを意味するものと思われる．その理由として，

この時のキャパシタ特性に及ぼす熱処理温度の影響を

陽極酸化反応の成長プロセスに着目すると，T窃の場合

調べたので，その結果を図2に示す，図2より，熱処

にはTa金属イオンの溶液界面方向への拡散と溶液中

理温度250。C以上でC，

の酸素イオンの金属中への拡散の両者に依存するのに

し始める傾向が見られるが，その程度はごくわずかで，

対して，Zrの場合はHfと同様に主として酸素イオン

3000C熱処理後においてもtanδは0．007程度であり，

の拡散のみに支配されるので［91，その違いによって酸

図1に示されているTa−Zr（Zr，10at．％以下）キャパシ

化膜の組成に部分的なむらが生じたのではないかと思

タ及び一般的に利用されているTaキャパシタの場合

われる．したがって，この組成状態の膜では，前報の

と比べると，十分に耐熱的であるといえる．

A13Ta［8｝等の場合とは異なって，

TCC，及びtanδが若干増加

3．3漏れ電流特性に及ぼす熱処理温度の影響

TaとZrの存在比が

ほぼ匹敵しているため，化成電圧を比較的高く，酸化

次に，図2に示した薄膜キャパシタの熱処理前の漏

膜厚を厚くしていくと，このような違いが顕在化した

れ電流特性に及ぼす，Al上部電極に対する印加電圧の

のではないかと推測される．

極性の違いによる影響を調べた．図3はその結果であ

もしこの推測が妥当であるとすれば，化成電圧を低

る．この図より，印加電圧が小さければ極性による違

下させて酸化膜厚を薄くすれば，このような違いは顕

いはほとんど見られないが，印加電圧を増大させるに

著でなくなるため，均一な干渉色に近い陽極酸化膜が

従って，極1生による違いが徐々に顕在化し，負の電圧

得られるのではないかと期待される．しかも，化成電

を印加した方が小さいことがわかる．このことは，前

圧を低減させ酸化膜厚を薄くすればいっそうの高容量

報のA13Hf，

化が可能となる．ただし，前述したように一般に酸化

であり［6卜［8］，その理由としては，外報では上部電

A13

Zr，及びA13Taの場合とは異なる点

膜厚を薄くすると，tanδが増加するとともに，熱劣
化開始温度も低下することが知られている圏．しかし
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極，下部電極ともにA王に近い組成であったのに対して，

度含む膜であることと，化学量論的な金属問化合物で

本系では，上部電極であるAlと，下部電極となってい

はないため，化合物としての熱的安定性の利点が活用

るTa−Zr合金ではその組成が大きく異なるため，電極

できていないためと思われる，しかしながら，漏れ電

金属の仕事関数の違いが寄与している可能性も考えら

流の大きさ自体に着目すると，その値は20V印加時で

れるが，低印加電圧領域では両者の差が無視できるよ

1rgA台であり，同一化成電圧で作製したTa2Nキャ

うになることを考えると，現段階では必ずしも明確で

パシタの場合よりまだ1けた以上小さいので，実用的

ない．ただし，その違いは，20Vの印加電圧で比較し

には全く問題ないと思われる．

ても，10−11A台と10−10A台の違いであり，実用面

一方，最近のChiuらの報告1111によると，電気伝

では問題にならないといえる．とはいえ，このことは

導機構の立場からは，Ta205の2MV／cm以下の機i

あくまでも直流印加電圧に対して得られた特性であっ

構はSchottky伝導とされているので，本研究のTa−

て，多くの陽極酸化膜キャパシタのtahδは，

Zr（60a七，％）陽極酸化膜の場合にも同様なことがいえる

MHz以

上の領域で増加傾向を示すのが一般的であるので，高

かどうかを確認するため，図4中の熱処理前における

周波領域でも同様な特性が得られることを意味するも

電流密度の自然対数ln（J）を，電界Eの平方根に対し

のでないことは留意しておく必要がある．

てプロットすることとした．ただし，このとき，Eの関

次に，80V化成したこのTa−Zr（60at％）陽極酸化

数として表示するためには酸化呼率が必要となるので，

膜キャパシタのAl上部電極に，負の電圧を印加した場

Ta及びZrで単位の化成電圧に対して形成される陽極

合の漏れ電流特性に及ぼす熱処理温度の影響を図4に

酸化錫の厚さ，すなわち化成速度は，文献値［121によ

示す．この図からわかるように，200。C程度の熱処理

るとそれぞれ20A／V及び14A／Vとされているので，

温度までは，漏れ電流的にも全く劣化は見られないば

作製した合金原子組成比のままで混合酸化物になって

かりか，その値は同一化成電圧で作製したTa2N陽極
酸化膜キャパシタの場合よりも2けた以上小さい圏．

いるものと仮定して酸化膜厚を評価すると，80V化成

ただし，前節の図2で見られた損失特性の若干の熱劣

て図3及び4の印加電圧20Vは約1．5MV／cmに相当

した酸化霧中は約1300Aと見積もられる．したがっ

化に対応して，2500C以上では漏れ電流に増加が見ら

し，Chh1等［11］がScho七tky伝導とした電界領域に対

れるので，前報［6｝〜［8］のA13Hf，

応する．

A13Zr及びA13Ta

の陽極酸化膜キャパシタほどには，高耐熱といえない

そこでEの値には，印加電圧を1300Aで除した値

ことがわかる．その理由は，本研究で用いている合金

を用いることとした．その結果は，図5に示されてい

膜が，本質的に熱劣化が生じやすいTaを，40at．％程

る．この図より，Schottkyプロットによく対応して，
この電界領域では直線関係が得られるので，この陽極

1σ6
一唯6

heat−treatment

0

2

︻

絢→

8

⑭after heat−treatment at 200℃
㊥after heat−treatment at 250℃

一

10 唱

盒before

︵嚇§≧
…

O F 10

円）

10 荊
び

12

10−1

図4

一

焉@

5

ApPlied

10

15

20

voltage（V）

1nfluences
current

paci七〇r

of

heat一七reat

property
prepared

of
at

Ta−Zr

0

500

1000

1500

1／2
E ノユ
（V！cm）

temperature
anodized

24

一26

80V化成したTa−Zr陽極酸化膜キャパシタの漏れ電
流特性に及ぼす熱処理温度の影響
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酸化膜もτa205の場合と同様な電気伝導機構に従って
20000

いるものと思われる．また，Scho七tky伝導であれば，

Ta−Zr

漏れ電流の大きさは用いた電極金属の仕事関数の違い

ご

燈
駄15000

によって異なるはずであるが，図3に示された結果は，

『a2N

その意味では対応しているといえる．

籍2鯉

1

0
0

5GOO

0

均一な混合誘電体であると仮定し，Ta205とZrO2の
比誘電率は文献値［131と同じとみなして，それぞれ

㌔一Zr

25及び23の値を用いると，この陽極酸化膜の平均的
な比誘電率は約23．8と見積もられる．この比誘電率
0．02

輸麗

の値と実測した静電容量値から酸化膜厚を推定する

と，80V化成では約1300Aとなるので，前述の酸化
に示したScho枕kyプロットの直線の傾きより，比誘
電率を算出すると約24．1という値が得られ，先ほど
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図6Ta−Zr合金及びTa2 N陽極酸化膜キャパシタのキャ
パシタ特性に及ぼす酸化山口の低減の影響

Ta陽極酸化膜

キャパシタの場合に見られたような熱劣化は，前報の
A13Hf，

tanδ

Anodlzed

の23．8という値と極めてよく一致する．したがって，
Ta−Zr（60at。％）合金を用いることで，

0

11a州

Ta−Zr

0．01

膜厚の仮定は妥当とみなすことができる．更に，図5
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次に，このTar−Zr（60at．％）陽極酸化膜が，前述と

Fig．6
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on

ca−
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えないまでも，これらのキャパシタよりも高誘電率の
状態を維持したまま改善できたということができる．
3．4

薄層化の検討

下を招かず，高誘電率状態を維持したまま，Ta陽極
酸化膜キャパシタで生じる熱劣化が改善でき，同時に，

以上に加えて，Ta2N陽極酸化膜キャパシタでは［4］，

比誘電率の低下が生じるものの，化成電圧を40V程度

酸化膜厚を低減させても，Ta2

まで低減させて酸化膜を薄くしても，低損失キャパシ

同等以上に低損失化が図れることがわかった．

タのtanδの基準（1％以下）を保持できたので［10｝，こ

4．む

のTa−Zr（60a七．％）合金膜の場合でも同様なことがい

す

Nキャパシタの場合と

び

耐熱性の向上を図るのと同時に，比誘電率の低下を

えるかどうかを確認するため，化成電圧の低減を試み
た．その結果を図6に示す．この図中には比較のため，

伴わないTa系キャパシタを実現するため，

Ta2N陽極酸化膜キャパシタの場合の結果も併せて示

比誘電率に近いZrO2とTa205との混合誘電体を得る

してある．この図に示されているように，低化成電圧

目的でTa−Zr合金膜に着目し，陽極酸化膜キャパシタ

の場合でも，Ta2

を作製して，そのキャパシタ特性及び漏れ電流特性を

Nキャパシタよりもむしろ低損失な特

Ta205の

性が得られ，このような特徴を保持したまま，酸化膜

酸化膜厚の低減効果と耐熱性との関連について検：如し，

厚の薄層化によって，よりいっそうの高容量化が可能

以下の結論を得た．

（1）

なことがわかる．更に付言すると，ここにはその結果

まず最初に，化成電圧160V一定で，

Ta−Zr

は直接図示しないが，化成電圧を60V及び40Vと低減

合金膜中のZrの含有量を徐々に増加させたとき，

させた場合でも，そのln（J）一E1／2特性はScho七tkyプ

含有量の増加に伴って七anδが低減する傾向が見られ

ロットに従って直線関係が得られ，比誘電率も約24と

たので，次にZr含有量60at．％のTa−Zr合金膜の陽極

いう値が得られたので，酸化膜厚を薄くしても，80V

酸化膜キャパシタを作製した．

（2）

化成の場合と同様に均一な混合誘電体とみなせるもの

Zr

この合金膜を80Vで陽極酸化したキャパシタ

は，300。C熱処理後においてもtanδは0．007程度で

と思われる．

あり，かつ250。C熱処理後の漏れ電流値は，20V印加

したがって，Ta−Zr（60at．％）陽極酸化膜キャパシタ

では，Ta2Nの場合に不可避的に生じる比誘電率の低

時でユ0−9A台であり，
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