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研究成果の概要（和文）：　研究代表者らは、PLD法とアニールを用いてSnO:Nb配向膜を堆積することに成功していた
。この成果を活かしNドープによる正孔伝導性のSnO2膜の作製に取り組んだ。
　このために、まず、ドープNの脱離防止を目指してPLD法にプラズマを重畳させたプラズマ支援レーザーアブレーショ
ン法を開発した。次に、開発したプラズマ支援レーザーアブレーション法とSnO2シード層を用いて、SnO2:N膜の堆積を
試みた。この結果、高結晶性SnO2薄膜を得ることに成功したものの、これらの膜は、全てn型伝導性を示し、残念なが
ら、p型導電膜を得ることはできなかった。これは、窒素ドープにより酸素空孔が増加したためと考えられる。

研究成果の概要（英文）： SnO2:Nb transparent conductive films were successfully deposited by PLD method 
of SnO:Nb epitaxial film and post- annealing. Therefore, taking advantage of this achievement, we tried 
to fabricated the hole conductivity of the SnO2 film by the N-doping.
 For this purpose, at first, we have developed a new deposition technique named as “a plasma-assisted 
laser ablation method”, that is, the PLD method overlapped with the plasma circumstances, in order to 
prevent the detachment of the dope N in the films. Then, using the plasma-assisted laser ablation method 
and SnO2 seed layer, we tried to deposit SnO2:N films. Consequently, although we have succeeded in 
obtaining a highly crystalline SnO2:N thin film, these films, indicates all n-type conductivity. 
Unfortunately, we could not obtain a p-type conductive layer. This might be because oxygen vacancies were 
increased by nitrogen doping.

研究分野： 無機プラズマ合成

キーワード： 酸化スズ　透明導電膜　光透過性　電気伝導性
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１．研究開始当初の背景 
 
 酸化物透明半導体は一般に電子伝導体で
あり正孔伝導は稀である。これは、価電子帯
を構成する酸素 p軌道電子の等方的広がりが
小さく、正孔が電子より低移動度となること
による。正孔伝導する透明半導体を得るため
のアプローチとして①金属元素の s 軌道が価
電子帯上端を形成する結晶系の選択、②酸化
物における N 2p 価電子帯の導入、の二つが
挙げられる。前者の代表的成功例は Kawazoe
らによる CuAlO2[1]の発見や SnO(酸化スズ
(II))[2]で観察される intrinsic な p 型伝導で
あり、後者は TiO2[3]や ZnO[4]への窒素ドー
ピングである。 
 しかしながら、①を満たす結晶系は O2p
のエネルギー状態の高さに起因して安定な
単一相が得るのが困難となり、②では低い窒
化率によりドープ効率が制限される。事実、
多大な労力にも関わらず、870-1300 K の高
温で単結晶基板上に薄膜成長しても、正孔移
動度は 5 cm2V-1s-1、バンドギャップは 3 eV、
短波長域での透過率は 80%以下に限られる
場合がほとんどである。 
 研究代表者らはこれまでに窒化ホウ素
(BN)を対象とし、固体 Zn 源を用いる新規ド
ープ手法により高導電性の BN:Zn 薄膜を得
た[5]。この結果とプラズマの in situ 測定か
ら、高々5-7 eV の電子エネルギーで、Zn-N
結合が形成可能であることに気付いた。他方、
SnO2 のパルスレーザー(PLD)堆積を行い
570 K で得られた(001)配向 SnO のポスト酸
化アニールと Nb ドーピングにより、移動度
が 23 cm２V－１s－１(単結晶の 1/3 程度)に達す
る(101)配向 SnO2 を得た。[6] 
 上記 Nb ドープ研究の過程で、p 型伝導発
現指針として窒素置換に思い当たり、バンド
ギャップを保ったまま正孔が導入可能であ
るとの理論計算結果を得た。窒化の可能性に
関しては、Sn は Al と Zn の中間に位置する
が、研究代表者らの知る限り窒化スズなる物
質の合成は窒化亜鉛と同様に報告されてお
らず、SnO2 への窒素ドープの試みもなされ
ていない。このアプローチにおける、他の酸
化物に対する優位性はバンドギャップの広
さにもある。酸化スズは太陽電池用の透明導
電膜として実用に供されており、電気伝導に
関する諸問題が解決されている印象を受け
る。しかしスズの窒化や酸化スズにおける正
孔伝導に関する研究報告は無く、酸化物半導
体研究の中で解を示すべき学術的空白領域
となっている。 
 
 
２．研究の目的 
 
 酸化物において稀な正孔伝導を実現する
ためのアプローチの一つとして酸素アニオ
ンの窒素置換による N 2p 価電子帯の導入が
挙げられる。しかし窒素添加が試みられた

ZnO, TiO2 では、低い窒化率とドープ効率や
狭バンドギャップ等の根本的問題が解決さ
れていない。本研究に先立ち、①SnO2 が窒
化促進とバンドギャップの二点で上記酸化
物に対する優位性を持つと考え、②ルチル
SnO2においてN原子のOサイト置換が正孔
伝導を発現させるとの理論計算結果を得た。
さらに③ガラス上の(001)配向 SnO 薄膜の酸
化アニールにより(101)配向 SnO2 を形成す
る手法を実証した。これらの理論的予想と実
験結果を背景に、高結晶性の酸窒化スズ薄膜
を形成し、Sn/O/N 比制御のみにより電子か
ら正孔に至るキャリアタイプの制御を試み
た。 
 
 
３．研究の方法 
 
 まず、既報[6]の手法を用いて、N ドーピン
グを行った場合、アニール中に軽元素である
N原子が膜中から脱離する危険性が高いと推
測されたため、結晶性の向上およびドープ N
原子の脱離防止を目指して、SnO 膜のポスト
アニール条件の最適化・低温下を試みた。こ
の結果、純 O2 中よりも大気中において容易
に SnO 膜が SnO2 に酸化することが判明し
た。このことから、酸化に寄与するのは O2
ではなく水であると推測されたため、水蒸気
飽和 N2 中にてアニールしたところ、比較的
低温でも酸化が進行することが判明した。こ
の知見を基に、純粋中にて煮沸処理にするこ
とによっても SnO2膜を結晶化することに成
功した。しかし、せいぜい 370K の低温処理
のため膜内部までの結晶化が困難であった。 
 以上のことから、堆積中に結晶化を促進す
る新たな堆積方法の開発が必要と考えられ、
PLD 法 に プ ラ ズ マ を 重 畳 さ せ た
Plasma-enhanced pulsed laser deposition 
(PPLD)法を開発した。このプロセスは、PLD
中において、堆積雰囲気をプラズマ化し、雰
囲気の反応性を向上させて堆積を行う方法
である。詳細は研究成果にて述べる。 
 本研究において、最終的には、SnO2:N の
製膜には新規に開発した PPLD 法を用いた。
具体的な堆積手順は下記である。Nd:YAG レ
ーザの 4 倍波(266 nm) を SnO2 焼結体ター
ゲットに照射し、570 K に保ったガラス基板
上に堆積を行った。この際に、アルミナ製絶
縁ガイシで覆ったモリブデン製コイルをプ
ラズマ発生用の高周波電極として用いて、高
周波電力を印加した。堆積ガスには、N2O ガ
ス、N2O-O2 混合ガス、N2O-N2 混合ガスを
用いたが、結晶性を保ちつつ N ドープ量の制
御が容易であったのは、N2O-N2 混合ガスで
あり、ここでは N2O-N2 混合ガスの結果のみ
について記す。また、堆積圧力、堆積速度、
堆積時間を、それぞれ全圧 5.0 x 10－２ Pa、
50 nm / h、2 h とし、膜厚 100 nm 程度の膜
を製膜した。堆積膜の評価として、XRD 測定、
XPS 測定、TEM 観察、4 端子抵抗測定、



UV-Vis 分光測定を行った。 
 
 
４．研究成果 
 
(1) PPLD 法の開発 
 
 PPLD 法および通常の PLD 法を用いて純

N2O 中で堆積を行った膜の Valence band 
spectra を図 1 に示す。通常の PLD 法で堆積

した膜からは Sn5s軌道、PPLD 法で堆積した

膜からは O2p 軌道に由来する形状が得られ

た。これは、雰囲気をプラズマ化することで、

SnO ではなく SnO2 が直接的に得られたこと

を意味する。雰囲気をプラズマ化することな

く SnO2 を製膜するには堆積後に 870 K での

熱処理が必要であったが、PPLD 法では 1 プ

ロセスで 570 K のガラス基板上に堆積するこ

とが可能となった。 

 

 図 2 (a) に、PPLD 法を用いて堆積した膜の

膜中窒素濃度を示す。入力電力を増やすと、

膜中窒素量が増加した。これは、堆積雰囲気

中の原子状窒素量の増加と関連付けることが

できる (図 2(b))。 
 PPLD 法では、窒素だけでなく電極由来の

不純物 (Mo、Al）が膜中に混入することがあ

った。電力 50 W 以下の範囲で不純物の混入を

抑えるため、電極位置を調整した。PPLD で

堆積された SnO2 膜の結晶性は総じて低かっ

た。このような低結晶性の膜では、SnO2:N 薄

膜の電子物性を系統的に評価することが困難

であった。 
 
(2) シード層を用いた高結晶性 SnO2 膜堆積

法の開発 
 
 高結晶性 SnO2 膜をガラス基板上に堆積す

る例として、アナターゼ型 TiO2 をシード層

として用いると、高結晶性の膜が得られるこ

とが報告されている[7]。今回、高配向性 SnO 
(001)薄膜がガラス基板上に堆積することか

ら、高配向性 SnO 極薄膜を酸素プラズマに曝

露した膜をシード層として用いることを検

討した。1.0 x 10－５ Pa 程度の高真空中でガラ

ス基板上に堆積した膜厚 50 nmの SnO膜を酸

素プラズマに 5 min 曝露し、その上に PPLD
法を用いて製膜した。このシード層を用いて

堆積した膜とガラス基板上に直接堆積した

膜の XRD パターンを図 3 に示す。 

 
 ガラス基板上に直接堆積を行った膜より

も、シード層上に堆積した膜の方が、Sn02 

(200) 面由来のピーク強度が大きくなってい

ることがわかる。以上より、酸素プラズマ曝

露により酸化された極薄膜がシード層とし

て利用できることが判明した。 

図 1  PPLD 法および、通常の PLD 法

を用いて堆積した膜の Valence band 
spectra

図 2 高周波入力電力に対する、(a) 膜中

窒素量と(b) 堆積雰囲気中の窒素原子

の発光強度 (堆積雰囲気 : 純 N2O) 

図 3 PPLD 法を用いて、シード層

上に堆積した膜とガラス上に直接

堆積した膜の XRD パターン 



 シード層の結晶性および酸素プラズマに

よる酸化速度を調べるため、15 nm の SnO 膜

を酸素プラズマに 80 min 曝露した膜を TEM
により観察した。結果を図 4 に示す。ガラス

基板上に高配向性 SnO が堆積されているこ

と、および、酸素プラズマに曝露した表面付

近が結晶性 SnO2 に変化していることが確認

できた。また、酸素プラズマ曝露による酸化

は、80 min で 10 nm 程度であることもわかっ

た。よって、これ以降の実験では、シード層

全体を SnO2 として扱うため、シード層の製

膜条件を初期 SnO 膜厚 10 nm、酸素プラズマ

80 min とした。 

 
(3) 高結晶性 SnO2:N 膜の物性評価 
 
 N2O-N2 混合ガス中で、シード層を用いて
PPLD 法により堆積を行った。この際、入力
高周波電力を 30 W 一定とし、堆積雰囲気の
ガス比を変化させた。得られた全ての堆積膜
は、可視光領域で平均 85％以上の光透過率を
示した。堆積膜の粒径および膜中窒素量を図
5 に、電気特性を図 6 に示す。堆積雰囲気に

よる粒径の変化はほとんどなく、ほぼ一定で
あった。堆積膜は全て n 型伝導を示し、移動
度は純 N2O 雰囲気中で堆積した膜のみ低い
値となった。 
 また、堆積雰囲気中の N2 の割合を増やす
と、膜中窒素量が大きく増え、それと同時に、
キャリア密度が 10 倍程度増加した。結果と
して、窒素ドープ量が最も多い 1.9 at.％の膜
において抵抗率が最も低い 4.8 x 10－２ Wcm
を示した。この結果から、窒素ドープにより、
p 型伝導性を与えるような N 原子と O 原子と
の置換反応ではなく、酸素空孔を生成する反
応が生じたことが考えられる。生じた酸素空
孔により、移動度が向上したと思われる。 

 
 SnO2 膜が一つのプロセスにより堆積可能
となり、また、シード層を用いて高結晶化が
可能となったものの、N ドーピングに伴って
酸素空孔が導入されたため、正孔伝導性は発
現されなかった。そこで、酸素空孔の減少を
狙って、N2O-O2 混合ガスを用いて堆積を行
ったが、残念ながら、思ったような成果は得
られなかった。 
 N原子をO原子サイトに安定的に存在させ
るためには、堆積中の N 原子の内部エネルギ
ーを増加させることが必要であると考えら
れる。本研究の範囲では、PPLD 法における
印可高周波電力を電極由来不純物のため、
30W 以上にすることが困難であった。今後、
電極に水冷機構を取り付けるなどの改良を
行って、高エネルギーのプラズマ状態を利用
することが望まれる。 

図 4 膜厚 15 nm の SnO を 80 分間

酸素プラズマに曝露した膜の(a)断
面 TEM 像と、(b)基板付近および(c)
表面付近の回折像 

図 5 N2O-N2 混合ガス中で堆積した膜の粒径

(▲)および膜中窒素濃度(■) 

図 6 N2O-N2 混合ガス中で堆積した膜の(a)抵
抗率、(b)移動度、および(c)キャリア濃度 
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