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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ミネラル成分を含有する安価なターゲット、そ
のターゲットをミネラル源とする薄膜とその製造方法を
提供する。
【解決手段】天然岩石を素材に削り出し加工した石材や
降灰火山灰を焼結した火山灰焼結体からなる、物理気相
堆積法に用いるターゲット。天然岩石は、大型や複雑形
状のものも削り出しや機械加工が可能であり、Ｆｅ成分
をシラスよりも多く含有する火山灰の焼結体からなるタ
ーゲットは成膜時の強度も保つことが可能である。これ
らのターゲットを使用してスパッタリングすることによ
り、ミネラル成分を含む薄膜を安価に得ることができる
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物理気相堆積法に用いるターゲットであって、天然岩石からなることを特徴とするター
ゲット。
【請求項２】
　前記天然岩石は、火山噴出物に由来する岩石であることを特徴とする請求項１に記載の
ターゲット。
【請求項３】
　前記ターゲットは、前記天然岩石から削り出し加工した所定形状の石材であることを特
徴とする請求項１または２に記載のターゲット。
【請求項４】
　前記火山噴出物に由来する岩石が、溶結凝灰岩または溶岩であることを特徴とする請求
項３に記載のターゲット。
【請求項５】
　前記火山噴出物に由来する岩石は降灰火山灰であり、前記ターゲットは、前記降灰火山
灰を所定形状に焼結した火山灰焼結体であることを特徴とする請求項１または２に記載の
ターゲット。
【請求項６】
　ターゲット表面の空隙率が二値化評価で２５％以下であることを特徴とする請求項１か
ら請求項５のいずれか１項に記載のターゲット。
【請求項７】
　前記ターゲットの熱伝導率が、０．７Ｗ／ｍＫ以上、１０Ｗ／ｍＫ以下であることを特
徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載のターゲット。
【請求項８】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の前記ターゲットを用いて物理気相堆積法
で作製したミネラル成分を含有する薄膜。
【請求項９】
　ミネラル成分を含有する薄膜が、前記ターゲットに用いた前記天然岩石が含む単体成分
および酸化物などのミネラル成分を構成する元素の内、少なくとも７元素を含むことを特
徴とする請求項８に記載の物理気相堆積法により作製した薄膜。
【請求項１０】
　前記薄膜が、最大高低差が２０ｎｍ以下の平滑な表面を有した緻密な薄膜であることを
特徴とする請求項８または請求項９に記載の物理気相堆積法により作製した薄膜。
【請求項１１】
　前記薄膜が、非晶質であることを特徴とする請求項８から請求項１０のいずれか１項に
記載の物理気相堆積法により作製した薄膜。
【請求項１２】
　前記薄膜が、３８０ｎｍから２５００ｎｍの波長領域における光透過率が９０％以上で
あることを特徴とする請求項８から請求項１１のいずれか１項に記載の物理気相堆積法に
より作製した薄膜。
【請求項１３】
　天然岩石から削り出し加工した石材をターゲットに用い、基材の加熱を行わない物理気
相堆積法であり、アルゴンガスまたはアルゴンガスと反応性ガスとを混合した雰囲気で薄
膜を作製することを特徴とする薄膜の製造方法。
【請求項１４】
　火山灰焼結体をターゲットに用い、基材の加熱を行わない物理気相堆積法であり、アル
ゴンガスまたはアルゴンガスと反応性ガスとを混合した雰囲気で薄膜を作製することを特
徴とする薄膜の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、物理気相堆積法で薄膜を作製するためのターゲットおよびそのターゲットを
用いて作製したミネラル成分を含有する薄膜とその薄膜の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　火山の多い日本において、特に南九州地域は火山噴出物に由来する天然岩石やシラスで
地表が覆われており、それらの有効利用が求められている。火山噴出物が堆積した底部の
溶結凝灰岩は、古くから石橋や石垣、壁材などの建築材として活用されてきた。シラスは
数万年前に地表に堆積し地盤を形成する火山噴出物であり、主成分は火山ガラスである。
【０００３】
　近年、天然素材を用いたミネラル成分を含有する建築材が、空気洗浄機能やシックハウ
ス対策などに有用と注目され、様々な分野で天然素材の利用が図られている。
【０００４】
　シラス粉粒体の利用については、主成分が火山ガラスであることを活用した研磨剤など
粉体としての用途や、結合材でシラスを固めたり、シラス粒子同士を高温で焼結させるな
どの方法でバルク状に成形し、壁断熱材や緑化基盤などに利用されており、このような粉
体や成形体とは異なる形態としてシラスの薄膜がある。（特許文献１）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－４３６４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載のシラス構造体は、基材と、物理気相堆積法により基材上に設けたシ
ラスの薄膜からなり、また、使用する薄膜形成材料（以降、ターゲットとする。）は、粒
子状もしくはバルク状のシラスを焼結した所定の大きさの焼結体である。
【０００７】
　上記のシラス構造体の特性として、基材上のシラスの薄膜は吸湿性を有しており、その
発現理由は、薄膜中のミクロ孔・メソ孔で物理吸着が起きるためとしており、更に、ガラ
ス基材にシラスの薄膜を形成したシラス構造体は、良好な光学特性（たとえば可視光線の
透過性）を有しており、その発現理由として、スパッタリング法で形成されたシラス薄膜
表面は微細な凹凸を有しているが、その凹凸のピッチが可視光線の波長より小さいため、
可視光線が薄膜に邪魔されること無くシラス構造体を透過することができるとしている。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１で用いたターゲットは、シラス粒子を成形し、高温焼成して
作製したシラス焼結体であることから、原料の整粒されたシラス粒子を調達するために台
地等の地盤を掘削しなければならず、また、シラス台地は固結性が弱く透水性が高いため
、少なからず地形変化の影響による自然災害をも考慮しながら原料を調達しなければなら
ない。
【０００９】
　また、シラス焼結体により作製される薄膜は、遠赤外線の中で育成光線とも呼ばれ生命
の源である水や有機物が吸収する３～１２μｍの遠赤外線において、特に、波長略８μｍ
～１０μｍの範囲で遠赤外線放射率が大きく低下するため、人が身に着ける物や動植物に
作用させる物品等へのコーティング材としては充分なものではなかった。
【００１０】
　また、火山ガラスを主成分とするシラス焼結体は靭性に乏しく、焼結後の機械加工やそ
の後の取り扱いで割れや欠けが発生し易いため、製品歩留まりが悪く、ターゲットコスト
を押し上げる要因となっている。
【００１１】
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　また、大型や円筒形状など複雑な形状のターゲットの要求に対しては、シラス焼結体を
作製するための成形型や焼成炉など設備面の大型化、および形状に応じた加工機が必要と
なり、ターゲットコストを高める要因となり、製造する上では、焼成変形が大きくなるこ
とや、脆い焼結体であることから、型枠からの焼結体の取り出し作業時の割れ、欠けなど
の不良発生や、焼結体を機械加工する際の割れ発生など更なるコスト高に繋がる多くの問
題があり、実用化が難しいものとなっている。
【００１２】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、原料の調達が容易であり加工工程
が少なく安価なターゲットの要求に対応可能なターゲット、そのターゲットをミネラル源
とする薄膜とその薄膜を安価に製造する方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１に係る発明では、物理気相堆積法に用いるターゲットであって、天然岩石から
なることを特徴とするターゲットを提供せんとする。
【００１４】
　請求項２に係る発明では、前記天然岩石は、火山噴出物に由来する岩石であることを特
徴とする請求項１に記載のターゲットを提供せんとする。
【００１５】
　請求項３に係る発明では、前記ターゲットは、前記天然岩石から削り出し加工した所定
形状の石材であることを特徴とする請求項１または２に記載のターゲットを提供せんとす
る。
【００１６】
　請求項４に係る発明では、前記火山噴出物に由来する岩石が、溶結凝灰岩または溶岩で
あることを特徴とする請求項３に記載のターゲットを提供せんとする。
【００１７】
　請求項５に係る発明では、前記火山噴出物に由来する岩石は降灰火山灰であり、前記タ
ーゲットは、前記降灰火山灰を所定形状に焼結した火山灰焼結体であることを特徴とする
請求項１または２に記載のターゲットを提供せんとする。
【００１８】
　請求項６に係る発明では、ターゲット表面の空隙率が二値化評価で２５％以下であるこ
とを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載のターゲットを提供せんとす
る。
【００１９】
　請求項７に係る発明では、前記ターゲットの熱伝導率が、０．７Ｗ／ｍＫ以上、１０Ｗ
／ｍＫ以下であることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載のターゲ
ットを提供せんとする。
【００２０】
　請求項８に係る発明では、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の前記ターゲッ
トを用いて物理気相堆積法で作製したミネラル成分を含有する薄膜を提供せんとする。
【００２１】
　請求項９に係る発明では、ミネラル成分を含有する薄膜が、前記ターゲットに用いた前
記天然岩石が含む単体成分および酸化物などのミネラル成分を構成する元素の内、少なく
とも７元素を含むことを特徴とする請求項８に記載の物理気相堆積法により作製した薄膜
を提供せんとする。
【００２２】
　請求項１０に係る発明では、前記薄膜が、最大高低差が２０ｎｍ以下の平滑な表面を有
した緻密な薄膜であることを特徴とする請求項８または請求項９に記載の物理気相堆積法
により作製した薄膜を提供せんとする。
【００２３】
　請求項１１に係る発明では、前記薄膜が、非晶質であることを特徴とする請求項８から
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請求項１０のいずれか１項に記載の物理気相堆積法により作製した薄膜を提供せんとする
。
【００２４】
　請求項１２に係る発明では、前記薄膜が、３８０ｎｍから２５００ｎｍの波長領域にお
ける光透過率が９０％以上であることを特徴とする請求項８から請求項１１のいずれか１
項に記載の物理気相堆積法により作製した薄膜を提供せんとする。
【００２５】
　請求項１３に係る発明では、天然岩石から削り出し加工した石材をターゲットに用い、
基材の加熱を行わない物理気相堆積法であり、アルゴンガスまたはアルゴンガスと反応性
ガスとを混合した雰囲気で薄膜を作製することを特徴とする薄膜の製造方法を提供せんと
する。
【００２６】
　請求項１４に係る発明では、火山灰焼結体をターゲットに用い、基材の加熱を行わない
物理気相堆積法であり、アルゴンガスまたはアルゴンガスと反応性ガスとを混合した雰囲
気で薄膜を作製することを特徴とする薄膜の製造方法を提供せんとする。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、天然岩石を原料としたターゲットとすることにより、安定した成膜が
可能な、ミネラル成分を含有するターゲットを安価に提供でき、更に、大型や円筒形状な
ど複雑な形状のターゲットの要求に対応することができる。
【００２８】
　更に、そのターゲットを用いた物理気相堆積法による薄膜は、化学的、構造的に安定し
た無機質であり、ミネラル成分を構成する元素を含有することから、イオン伝導性があり
帯電し難く、静電気対策などへの活用が期待できる。また、薄膜に含まれる７元素以上の
ミネラル成分を構成する元素は、人体に必要な栄養素として知られている１６種類のミネ
ラル元素に大方含まれるため、人体に優しい薄膜であり、宝飾品や繊維など人体に直に接
するものへのコーティングも安全である。
【００２９】
　また、平滑な表面を有した緻密な薄膜であるため、薄膜表面に汚れや匂いが付きにくく
、滑り抵抗も小さく摩耗し難い。また、気体や液体の浸透がないことから、美観を長持ち
させる保護膜として有用である。
【００３０】
　また、結晶粒界のない非晶質の薄膜であるため、可撓性に優れ、基材の変形に追従でき
ることから、フレキシブルな基材への薄膜の作製も可能である。
【００３１】
　また、薄膜は、９０％以上の光透過率を有しているためコーティングした基材の色調を
損なわず、また、光度の減衰が殆どないため光反射材などの保護膜として有用である。
【００３２】
　更に、作製される薄膜は、遠赤外線の中で育成光線とも呼ばれ生命の源である水や有機
物が吸収する３～１２μｍの遠赤外線の放射率が低下することのない薄膜を作製できるの
で、人が身に着ける物や動植物に作用させる物品等へのコーティング材として好適である
。
【００３３】
　上記の如く、本発明により、ミネラルを含有するターゲット、ミネラル成分を含有する
薄膜を安価に得ることができるという効果が奏される。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】（ａ）は本実施形態に係る平板形状のターゲットで、（ｂ）は円筒形状のターゲ
ットを示す説明図である。
【図２】本実施形態に係る基材と基材上の薄膜を示す説明図である。
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【図３】本実施形態に係るターゲットを取り付けたスパッタリング装置の概略図である。
【図４】（ａ）は溶結凝灰岩のＸ線回折図で、（ｂ）は桜島溶岩のＸ線回折図である。
【図５】（ａ）は溶結凝灰岩をターゲットに用いて作製した薄膜の表面拡大図であり、（
ｂ）は（ａ）に示す直線Ｌに沿って測定した薄膜の面粗さを示す図である。
【図６】（ａ）は溶結凝灰岩のターゲットにてシリコン基材に高周波出力２００Ｗで作製
した薄膜の断面ＳＥＭ像で、（ｂ）は高周波出力４００Ｗで作製した薄膜の断面ＳＥＭ像
である。
【図７】桜島溶岩のターゲットにてシリコン基材に高周波出力４００Ｗで作製した薄膜の
断面ＳＥＭ像である。
【図８】（ａ）は溶結凝灰岩のターゲットにてシリコン基材に作製した薄膜のＸ線回折図
で、（ｂ）は桜島溶岩のターゲットにてシリコン基材に作製した薄膜のＸ線回折図である
。
【図９】（ａ）は桜島溶岩をターゲットに用いて作製した薄膜の表面拡大図であり、（ｂ
）は（ａ）に示す直線Ｌに沿って測定した薄膜の面粗さを示す図である。
【図１０】シラス焼結体（比較例）のＸ線回折図である。
【図１１】ポリエステル繊維基材に成膜した薄膜のターゲット毎の成分分析結果を示す図
である。
【図１２】溶結凝灰岩のターゲットによる成膜前後の基材の遠赤外線放射スペクトルを示
す図である。
【図１３】（ａ）は成膜前の基材に水滴が接触する直前の写真で、（ｂ）は滴下０．１６
秒後の写真で、（ｃ）は滴下２．０秒後の写真を示す。
【図１４】（ａ）は溶結凝灰岩のターゲットによりガス圧力０．５Ｐａで成膜後の基材に
水滴が接触する直前の写真で、（ｂ）は滴下０．１６秒後の写真で、（ｃ）は滴下２．０
秒後の写真を示す。
【図１５】（ａ）は溶結凝灰岩のターゲットによりガス圧力１．０Ｐａで成膜後の基材に
水滴が接触する直前の写真で、（ｂ）は滴下０．１６秒後の写真で、（ｃ）は滴下２．０
秒後の写真を示す。
【図１６】（ａ）は溶結凝灰岩のターゲットによりガス圧力１．５Ｐａで成膜後の基材に
水滴が接触する直前の写真で、（ｂ）は滴下０．１６秒後の写真で、（ｃ）は滴下２．０
秒後の写真を示す。
【図１７】桜島溶岩のターゲットによる成膜前後の基材の遠赤外線放射スペクトルを示す
図である。
【図１８】（ａ）は桜島溶岩のターゲットによりガス圧力０．５Ｐａで成膜後の基材に水
滴が接触する直前の写真で、（ｂ）は滴下０．１６秒後の写真で、（ｃ）は滴下２．０秒
後の写真を示す。
【図１９】火山灰焼結体とシラス焼結体のターゲットによる成膜前後の基材の遠赤外線放
射スペクトルを示す図である。
【図２０】（ａ）は火山灰焼結体のターゲットによりガス圧力０．５Ｐａで成膜後の基材
に水滴が接触する直前の写真で、（ｂ）は滴下０．１６秒後の写真で、（ｃ）は滴下１．
０秒後の写真で、（ｄ）は滴下２．０秒後の写真を示す。
【図２１】（ａ）は火山灰焼結体のターゲットによりガス圧力０．５Ｐａで成膜後の基材
の裏面に水滴が接触する直前の写真で、（ｂ）は滴下０．１６秒後の写真で、（ｃ）は滴
下１．０秒後の写真で、（ｄ）は滴下２．０秒後の写真を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　本発明における天然岩石とは、岩石以外に降灰火山灰を含むものである。すなわち、降
灰火山灰とは、シラスのように数万年前に地表に堆積し地盤を形成するものを対象とせず
、例えば、鹿児島県の桜島の噴火がもたらすような日常的に地上に降灰する火山灰をいう
。
【００３６】
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　地球の表層は天然岩石で覆われており、それは火成岩、堆積岩、変成岩に大きく分類さ
れるが、量的には火成岩が圧倒的に多く、地表から２０ｋｍの深さまでの地殻では９５％
が火成岩といわれている。地球内殻のマントル層の溶融したマグマを源とするのが火成岩
に分類される岩石であり、マグマが冷却固化した過程の違いにより、石英、斜長石、輝石
などの造岩鉱物の含有割合が異なる多種多様な岩石が存在する。
【００３７】
　火山噴出物に由来する岩石である溶結凝灰岩や溶岩も火成岩に分類される。また、一般
的に知られる火成岩として、花崗岩、安山岩、玄武岩があり、それぞれ含有する造岩鉱物
およびその比率が異なるため、化学的組成も異なる。
【００３８】
　例えば、花崗岩の平均化学組成は、ＳｉＯ２が７０％、Ａｌ２Ｏ３が１４．５％、Ｆｅ
２Ｏ３が１．６％、ＣａＯが２％、Ｋ２Ｏが４％であり、その他のミネラル成分として、
ＴｉＯ２、ＭｎＯ、ＭｇＯ、Ｐ２Ｏ５などを含有している。火成岩に分類される各種岩石
の化学組成の比率はそれぞれ異なるものの、主要なミネラル成分は同じである。
【００３９】
　堆積岩に分類される岩石として代表的なものは砂岩や粘板岩が知られている。堆積岩の
生成過程は、地殻変動や火山活動などで地表に露出した火成岩が風化し崩れ、小石や砂、
粘土となったものが堆積し、地中で固化したものである。従って、火成岩と同様なミネラ
ル成分から構成されている。
【００４０】
　変成岩は、上述の火成岩や堆積岩が地下深部に埋没し、高圧・高温などの新しい物理条
件のもとで既存の岩石を構成する鉱物間に反応が起こり、それまでとは異なった鉱物や組
織が生じ、既存の岩石とは性質が変化した岩石であり、火成岩と同様なミネラル成分を含
有している。
【００４１】
　これらの天然岩石が持つ硬さや様々な色調・光沢を活かして、板状に削り出して壁材や
床材などの建築材として、また、小石状の砕石はコンクリート用骨材などの土木建築材と
して主に使用されてきた。また、天然岩石の持つ化学的、機械的、熱的な安定性、および
加工性に着目して、定盤の素材として利用することも特殊な工業分野でなされている。
【００４２】
　ミネラル成分を含有する薄膜を物理気相堆積法で製造するためには、図１に示すような
平板形状１や円筒形状２をした、ミネラル成分を含有したターゲットが必要であり、従来
技術ではシラスのような少なからずミネラルを含む粉粒体を焼結した焼結体がターゲット
として用いられている。しかしながら、このような火山ガラスを主成分とするシラスの焼
結体は脆く、焼結体の大型化や円筒形状などの複雑形状の作製は技術的にも経済的にも難
しく、実用性に乏しいものである。
【００４３】
　このような問題を抱えるシラス焼結体に対し、天然岩石はミネラル成分を同様に含有す
ると共に、降灰火山灰であれば地上に不必要に堆積するところ、これを除去する行為が降
灰火山灰の調達となり有効利用が図られ、また、Ｆｅ成分をシラスよりも多く含有する火
山灰の焼結体からなるターゲットは成膜時の強度も保たれ、更に、所定の大きさの天然岩
石であれば、大型や複雑形状のものも削り出し加工できる素材である。なお、ここでの石
材の削り出し加工とは、天然岩石を採掘した後、切り出しやくり抜き、切断および表面研
削などの機械加工を意味する。
【００４４】
　本発明はこの点に着目して、天然岩石を素材に削り出し加工した石材や降灰火山灰を焼
結した火山灰焼結体が物理気相堆積法のターゲットとして有効であることを明確にすると
ともに、そのターゲットを用いて作製したミネラル成分を含有する薄膜およびその製造方
法を提供するものである。
【００４５】
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　本発明の実施形態に係る薄膜３は、図２に示すように、たとえば平板の基材４の上に、
スパッタリング法などの物理気相堆積法（ＰＶＤ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅ
ｐｏｓｉｔｉｏｎ）により作製され、本実施形態ではＵＬＶＡＣ製スパッタリング装置（
ＳＢＨ－３０００）を使用した。
【００４６】
　図３に本実施形態に用いたスパッタリング装置１０の概略を示す。真空チャンバー１１
内に雰囲気ガス１２（アルゴン、酸素）を導入しながら、基材４とターゲット１間に高周
波電圧を印可してプラズマを発生させ、イオン化したアルゴンガスをターゲット１表面に
衝突させる。ターゲット１表面から弾き出されたターゲット物質を、基材４に堆積させて
薄膜３を形成する方法である。ターゲット１はバッキングプレート１３に接合されており
、イオン化したアルゴンガスの衝突によりターゲット１表面で発生した熱はバッキングプ
レート１３を通して放散される。
【００４７】
　また、本実施形態で用いた主な測定装置や分析装置は、結晶構造解析としてＸ線回折装
置（（株）リガク：Ｕｌｔｉｍａ　４、熱伝導率を測定するためにＱＴＭ迅速熱伝導率計
（京都電子工業（株）製：ＱＴＭ－Ｄ２）、成分分析のために蛍光Ｘ線分析装置（理学電
機工業（株）製：ＲＩＸ３０００）、膜厚測定や表面観察、断面観察のために電解放出形
走査電子顕微鏡装置（日本電子（株）製：ＪＳＭ－６３３０Ｆ）、膜面の最大高低差や平
均面粗さを測定するために走査型プローブ顕微鏡装置（（株）日立ハイテクノロジーズ製
：Ｎａｎｏｃｕｔｅ）、元素分析のためにＥＰＭＡ装置（日本電子（株）製：ＪＸＡ－８
２３０）やマイクロ蛍光Ｘ線分析装置（ブルカージャパン（株）製：Ｍ４　ＴＯＲＮＡＤ
Ｏ）、遠赤外線放射率を測定するために遠赤外線分光放射率計（サーモフィッシャーサイ
エンティフィック（株）製：ＦＩＲ－１００２）、光透過率を測定するために透過率測定
装置（（株）島津製作所製：ＵＶ－３１５０）、光反射率を測定するために自記分光光度
計（（株）日立ハイテクノロジーズ製：Ｕ－３３００）、接触角やぬれ性を測定するため
に自動接触角計（クルス社製：ＤＳＡ２０Ｂ）を使用した。
【００４８】
［実施形態１］
　まず、物理気相堆積法に用いるターゲット１として、火山噴出物に由来する天然岩石か
らなる溶結凝灰岩を削り出し加工した所定形状の石材と、このターゲット１から成膜され
る薄膜、及び、溶結凝灰岩をターゲット１に用い、基材の加熱を行わない物理気相堆積法
であり、アルゴンガスまたはアルゴンガスと反応性ガスとを混合した雰囲気で薄膜を作製
する薄膜の製造方法について、板状のシリコンを基材４とした成膜を実施例として説明す
る。
【００４９】
　ここで、溶結凝灰岩について説明する。天然岩石である溶結凝灰岩は、火山噴出物に由
来する岩石である。地下のマグマが火山の噴火により火砕流として地表に噴出され、冷却
固化したもので、構成物質の主体は火山灰と軽石である。火山の噴火により火砕流が発生
すると、噴出物が高温を保ったまま火山周辺に降り堆積する。この堆積物自身が持つ熱で
一部が溶融し、またその自重によって圧縮され堆積物に含まれる気孔が減少し密度が高く
なり、マグマの中に生じていた結晶片や基盤岩片を抱き込みながら冷え固まった岩石であ
り、斜長石や石英などの鉱物を含んでいる。硬い石材として一般に利用されている天然岩
石である。
【００５０】
　本実施形態で用いた溶結凝灰岩からなるターゲット１は、鹿児島県伊佐市菱刈前目の岩
場から採掘した溶結凝灰岩からダイヤモンドコアドリルにて直径７５ｍｍの円柱をくり抜
き、その円柱から円盤形状の石材を切り出し、その上下面を＃１２０Ｃ砥石にて平面研削
し厚さ５ｍｍとして形成した。
【００５１】
　図４（ａ）は溶結凝灰岩のＸ線回折図であり、回折ピークから石英Ｑや長石Ｆ、磁鉄鉱
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Ｍなどの結晶質鉱物を含有し、また、２θ＝２３°前後の角度範囲Ｐにおいてベースライ
ンが山形に盛り上がっている（以降、ハローピークとする。）ことから、火山ガラスをも
含有した岩石であることが分かり、また、アルキメデス法による比重測定結果は２．５７
であった。
【００５２】
　様々な鉱物からなる岩石の物性として熱伝導率があり、高い値を有する天然鉱物として
水晶の９．９Ｗ／ｍＫが知られている。本実施形態で用いた溶結凝灰岩の熱伝導率は０．
８～１．２Ｗ／ｍＫ（９試料測定）であり、本実施形態では熱伝導率０．８Ｗ／ｍＫの石
材をターゲット１として円盤形状に削り出し加工した。
【００５３】
　また、ターゲット１の成分は重量％で、ＳｉＯ２が６７．２％、Ａｌ２Ｏ３が１４．８
％、ＣａＯが５．２％、Ｋ２Ｏが２．９％、Ｎａ２Ｏが４．４％、Ｆｅ２Ｏ３が３．６％
、ＭｇＯが１．３％、ＭｎＯが０．１％、ＴｉＯ２が０．４％、Ｐ２Ｏ５が０．１％であ
る。
【００５４】
　また、使用したターゲット１の表面の空隙率は平均１３％（１５％、１２％、１１％、
１２％）であり、予備のターゲットの表面の空隙率は平均１１％（１３％、９％、７％、
１４％）である。なお、空隙率の測定においては、ターゲット１の上平面をＣＣＤカメラ
で４視野撮影し、画像を二値化処理してターゲット平面の空隙率を求めており、他の実施
形態でも同様の方法で測定した。
【００５５】
　そして、平均１３％の空隙率であった石材（ターゲット）を、スパッタリング用のター
ゲット１として、バッキングプレート１３に金属溶接し、基材４には２０ｍｍ平方の板状
のシリコンを用いて成膜試験に供した。
【００５６】
　また、本実施形態では上述したターゲット１および基材４を真空チャンバー１１内に設
置し、真空チャンバー１１内を５×１０－４Ｐａまで減圧した後、アルゴンガス１２を導
入し、真空チャンバー１１内のガス圧力を０．８Ｐａとして基材４表面を高周波出力４０
０Ｗで１０分間の事前エッチングを行っている。
【００５７】
　その後、アルゴンガス１２の導入量を調整して真空チャンバー内のガス圧力を０．５Ｐ
ａとし、基材４の加熱は行わず、ターゲット１に高周波出力４０Ｗを印可し２時間の成膜
を行ったが、成膜中にターゲット表面での異常放電やターゲット１の割れも発生すること
無く、安定して薄膜を作製することができた。
【００５８】
　このようにして基材４上に作製された薄膜３は、膜厚ｔが３７ｎｍで表面の最大高低差
（Ｐ－Ｖ）が１０．２ｎｍ（平均面粗さＲａは０．２ｎｍ）の平滑な表面で緻密な薄膜３
であることを確認した。
【００５９】
［実施形態２］
　次に、実施形態１で使用した溶結凝灰岩からなるターゲット１を用いて、実施形態１と
同様の形状とするシリコンからなる基材４に対して以下の成膜条件により成膜を行った。
【００６０】
　成膜条件は、実施形態１と同様の条件で事前エッチングを行った後、アルゴンガス１２
の導入量を調整して真空チャンバー内のガス圧力を０．８Ｐａとし、基材４の加熱は行わ
ず、ターゲット１に高周波出力１００Ｗを印可し５．５時間の成膜を行ったが、成膜中に
ターゲット表面での異常放電やターゲット１の割れも発生すること無く、安定して薄膜を
作製することができた。
【００６１】
　このようにして基材４上に作製された薄膜３の表面を図５（ａ）に示しており、図５（
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ｂ）は図５（ａ）の図中に示す直線Ｌに沿って測定した薄膜３の面粗さを示しており、表
面の最大高低差（Ｐ－Ｖ）が１９．６ｎｍ（平均面粗さＲａは２．０ｎｍ）の平滑な表面
で緻密な薄膜３であることを確認した。
【００６２】
　なお、このような略２０ｎｍの薄膜表面の凹凸は、可視光の短波長（３８０ｎｍ）より
も十分に小さいため、光の散乱が無く、光透過性に優れる薄膜であり、薄膜表面の凹凸を
２０ｎｍ以下とすることで、膜厚ｔを薄くすることが可能となり、更に優れた可撓性を有
する薄膜となるため、フレキシブル基材へのコーティングに適用できる薄膜３であると言
える。
【００６３】
［実施形態３］
　次に、実施形態１で使用した溶結凝灰岩からなるターゲット１を用い、実施形態１と同
様の形状とするシリコンからなる基材４に対して以下の成膜条件により成膜を行った。
【００６４】
　成膜条件は、実施形態１と同様の条件で事前エッチングを行った後、アルゴンガス１２
の導入量を調整して真空チャンバー内のガス圧力を０．５Ｐａとし、基材４の加熱は行わ
ず、ターゲット１に高周波出力２００Ｗ、及び４００Ｗの２つの条件で印可し２時間の成
膜を行ったが、成膜中にターゲット表面での異常放電やターゲット１の割れも発生するこ
と無く、安定して薄膜を作製することができた。
【００６５】
　このようにして基材４上に作製された薄膜３の任意箇所の断面ＳＥＭ像（倍率３０，０
００倍）として、高周波出力２００Ｗで作製したものを図６（ａ）に、高周波出力４００
Ｗで作製したものを図６（ｂ）に示すが、いずれも平滑な表面で断面に孔もない緻密な薄
膜３であることを確認した。
【００６６】
　また、高周波出力２００Ｗで作製した薄膜３の膜厚ｔは６３０ｎｍで表面の最大高低差
（Ｐ－Ｖ）が９．４ｎｍ（平均面粗さＲａは１．６ｎｍ）、高周波出力４００Ｗで作製し
た薄膜３の膜厚ｔは１，４６０ｎｍで表面の最大高低差（Ｐ－Ｖ）が９．６ｎｍ（平均面
粗さＲａは０．７ｎｍ）となっており、いずれも平滑な表面で緻密な薄膜３であることを
確認した。
【００６７】
　また、シリコンの基材４に形成された薄膜３の元素分析により、溶結凝灰岩を構成して
いる成分の元素Ｓｉ、Ａｌ、Ｃａ、Ｋ、Ｎａ、Ｆｅ、Ｍｇが検出され、更なる詳細な分析
により、前記の元素に加えＴｉ元素も検出され、溶結凝灰岩と同じミネラル成分を含有す
る薄膜であることが分かった。すなわち、薄膜３はターゲット１の成分が略転写される形
で構成されていることになる。
【００６８】
　また、倍率５００倍で薄膜表面を観察した視野（２５６μｍ平方領域）における元素の
分布状態の分析により、Ａｌ、Ｓｉ、Ｆｅ、Ｏの４元素を指定して空間分解能１μｍで分
析することで、元素の偏りやムラが見られず、ミネラル成分が均一に分散した薄膜である
ことが分かった。
【００６９】
　また、図８（ａ）に示す薄膜３のＸ線回折図より、基材４であるシリコンの回折ピーク
Ｘ以外には結晶性を示すピークは見られず、２θ＝２３°付近のハローピークのみであり
、結晶ではなく非晶質の薄膜であると言えることから可撓性が得られることが分かった。
【００７０】
［実施形態４］
　次に、物理気相堆積法に用いるターゲット１として、火山噴出物に由来する天然岩石か
らなる溶岩（桜島溶岩）を削り出し加工した所定形状の石材と、このターゲット１から成
膜される薄膜、及び、桜島溶岩をターゲット１に用い、基材の加熱を行わない物理気相堆
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積法であり、アルゴンガスまたはアルゴンガスと反応性ガスとを混合した雰囲気で薄膜を
作製する薄膜の製造方法について、板状のシリコンを基材４とした成膜を実施例として説
明する。
【００７１】
　ここで、溶岩について説明する。溶岩は、火山の噴火により地下のマグマが大気中に噴
出され、地表で冷え固まったものであり、成分は火山灰と同様なものからなっている。し
かしながら、溶融したマグマが徐々に冷え固まるため、様々な鉱物が結晶化した岩石とな
っている。
【００７２】
　本実施形態で用いた桜島溶岩からなるターゲット１は、実施形態１と同様の方法、同様
の形状として石材から切削加工等したものであり、基材４は、実施形態１と同様の形状と
するシリコンからなる。
【００７３】
　図４（ｂ）は桜島溶岩のＸ線回折図であり、回折ピークから石英Ｑや長石Ｆ、磁鉄鉱Ｍ
などの結晶質鉱物からなり、ハローピークは見られず火山ガラス成分をほとんど含まない
ため、比重は２．６９と溶結凝灰岩より重い岩石であり、熱伝導率は０．７～０．９Ｗ／
ｍＫ（７試料測定）であり、本実施形態では熱伝導率０．７Ｗ／ｍＫの石材をターゲット
１として円盤形状に削り出し加工した。
【００７４】
　また、ターゲットの成分は重量％で、ＳｉＯ２が６１．３％、Ａｌ２Ｏ３が１６．２％
、ＣａＯが６．５％、Ｋ２Ｏが２．３％、Ｎａ２Ｏが４．２％、Ｆｅ２Ｏ３が６．１％、
ＭｇＯが２．２％、ＭｎＯが０．１％、ＴｉＯ２が０．８％、Ｐ２Ｏ５が０．２％である
。
【００７５】
　また、使用したターゲット１の表面の空隙率は平均２２％（１９％、２３％、２５％、
２２％）であり、予備のターゲット１の表面の空隙率は平均１９％（２０％、２０％、２
１％、１６％）であり、前述の溶結凝灰岩から削り出し加工した石材に比べて高い空隙率
であった。なお、空隙率の測定は実施形態１と同様の方法で行った。
【００７６】
　そして、平均２２％の空隙率であった石材（ターゲット）を、スパッタリング用のター
ゲット１として、バッキングプレート１３に金属溶接し、基材４には２０ｍｍ平方の板状
のシリコンを用いて成膜試験に供した。
【００７７】
　本実施形態では上述したターゲット１および基材４を真空チャンバー１１内に設置し、
真空チャンバー１１内を５×１０－４Ｐａまで減圧した後、アルゴンガス１２を導入し、
真空チャンバー１１内のガス圧力を０．５Ｐａとして基材４表面を高周波出力４００Ｗで
５分間の事前エッチングを行っている。
【００７８】
　その後、アルゴンガス１２の導入量を調整して真空チャンバー内のガス圧力を０．５Ｐ
ａとし、基材４の加熱は行わず、ターゲット１に高周波出力４０Ｗ、２００Ｗ、及び４０
０Ｗの３つの条件で印可し２時間の成膜を行ったが、成膜中にターゲット表面での異常放
電やターゲット１の割れも発生すること無く、安定して薄膜を作製することができた。
【００７９】
　また、熱伝導率が０．７Ｗ／ｍＫの石材をターゲット１として使用しても割れが発生し
なかったことから、スパッタリング用のターゲット１として使用できることが分かった。
なお、後述する比較例で示したシラス焼結体では熱伝導率が０．６Ｗ／ｍＫのもので割れ
が生じたため、熱伝導率としては０．７Ｗ／ｍＫ以上が好ましいと考える。
【００８０】
　また、空隙率が最大２５％の部位においても異常放電の発生が見られなかったことから
、空隙率２５％以下の石材をターゲット１として使用可能であることが分かった。すなわ
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ち、２５％を超える空隙率を持つ石材をターゲット１として用いた場合には、異常放電が
発生するリスクがある。
【００８１】
　このようにして基材４上に作製された薄膜３の任意箇所の断面ＳＥＭ像（倍率３０，０
００倍）として、高周波出力４００Ｗで作製したものを図７に示すが、平滑な表面で断面
に孔もない緻密な薄膜３であることを確認した。
【００８２】
　また、高周波出力４０Ｗで作製した薄膜３の膜厚ｔは９０ｎｍ、高周波出力２００Ｗで
作製した薄膜３の膜厚ｔは４８０ｎｍ、高周波出力４００Ｗで作製した薄膜３の膜厚ｔは
１，２４０ｎｍとなり、高周波出力が高くなるにつれて膜厚ｔも厚くなっている。
【００８３】
　また、膜厚４８０ｎｍの薄膜の表面を図９（ａ）に示しており、図９（ｂ）は図９（ａ
）の図中に示す直線Ｌに沿って測定した薄膜３の面粗さを示しており、表面の最大高低差
（Ｐ－Ｖ）が１０．０ｎｍ（平均面粗さＲａは１．１ｎｍ）の平滑な表面で緻密な薄膜３
であることを確認した。
【００８４】
　また、シリコンの基材４に形成された薄膜３の元素分析により、桜島溶岩を構成してい
る成分の元素が検出され、桜島溶岩と同じミネラル成分を含有する薄膜であることが分か
った。すなわち、薄膜３はターゲット１の成分が略転写される形で構成されていることに
なる。
【００８５】
　また、倍率５００倍で薄膜表面を観察した視野（２５６μｍ平方領域）における元素の
分布状態の分析により、Ａｌ、Ｓｉ、Ｆｅ、Ｏの４元素を指定して空間分解能１μｍで分
析することで、元素の偏りやムラが見られず、ミネラル成分が均一に分散した薄膜である
ことが分かった。
【００８６】
　また、図８（ｂ）に示す薄膜３のＸ線回折図より、基材４であるシリコンの回折ピーク
Ｘ以外には結晶性を示すピークは見られず、２θ＝２３°付近のハローピークのみであり
、結晶ではなく非晶質の薄膜であると言えることから可撓性が得られることが分かった。
【００８７】
［比較例］
　次に、シラスを原料とするターゲット、及び、その薄膜を比較例として説明する。
【００８８】
　ここで、シラスについて説明する。シラスは、火山噴火により吹き上げられた火山灰や
軽石が大気中で冷却され、火山周辺に降り堆積したものである。冷却後の堆積のため、火
山灰同士が結合することは無く、長年の自然淘汰により水に溶解する成分が溶出し、約６
割の火山ガラスと約４割の結晶質鉱物からなっている。工業的に使われている火山ガラス
として加久藤シラスが良く知られている。
【００８９】
　本比較例で用いたシラス焼結体からなるターゲットは、市販の加久藤シラス粉体（清新
産業株式会社製ＡＳ１００）をカーボン型に充填して、ＳＰＳ（Ｓｐａｒｋ　Ｐｌａｓｍ
ａ　Ｓｉｎｔｅｒｉｎｇ）焼結により制作され、具体的には、最大９１ｋＮの圧力を掛け
、最高温度８５０℃で２０分間保持の条件で焼成し、直径７５ｍｍ、厚み５ｍｍのシラス
焼結体を得た。なお、基材４は、実施形態１と同様の形状とするシリコンからなる。
【００９０】
　このシラス焼結体の熱伝導率は０．６Ｗ／ｍＫであり、気孔率は０．５６％と高緻密体
で、比重は２．３４（アルキメデス法）であった。
【００９１】
　図１０は加久藤シラスのＳＰＳ焼結体のＸ線回折図であり、石英Ｑの回折ピークがわず
かに認められるが、２θ＝２３°付近のハローピークから、主体は火山ガラスであること



(13) JP 2018-172794 A 2018.11.8

10

20

30

40

50

が分かる。
【００９２】
　また、シラス焼結体からなるターゲットの成分は重量％、ＳｉＯ２が６８．９％、Ａｌ
２Ｏ３が１４．６％、ＣａＯが２．１％、Ｋ２Ｏが７．５％、Ｎａ２Ｏが４．１％、Ｆｅ
２Ｏ３が２．５％、ＭｇＯが０．２％、ＭｎＯが０．１％である。
【００９３】
　そして、シラス焼結体（ターゲット）を、スパッタリング用のターゲット１として、バ
ッキングプレート１３に金属溶接し、基材４には２０ｍｍ平方の板状のシリコンを用いて
成膜試験に供した。
【００９４】
　成膜条件は、実施形態１と同様の条件で事前エッチングを行った後、アルゴンガス１２
の導入量を調整して真空チャンバー内のガス圧力を０．５Ｐａとし、基材４の加熱は行わ
ず、ターゲット１に高周波出力２０～４００Ｗを印可し１時間の成膜を行ったが、高周波
出力１００Ｗまでは薄膜の形成が安定せず、４００Ｗまで高周波出力を高めることで薄膜
３の形成は確認できたものの、その膜厚ｔは薄いものであった。
【００９５】
　また、膜厚ｔを厚くするために成膜時間を延ばしたところ、ターゲット表面が捲り上が
り割れてしまったが、この原因は、シラス焼結体の熱伝導率が０．６Ｗ／ｍＫと低いため
ターゲット１の熱がバッキングプレートに逃げず、プラズマに晒されるターゲット上面と
バッキングプレートで冷却されているターゲット下部との温度差によって生じた熱応力に
シラス焼結体が耐え切れず割れたものと思われる。
【００９６】
［実施形態５］
　次に、実施形態１で使用した溶結凝灰岩からなるターゲット１を用い、２０ｍｍ平方の
板状のアクリルプラスチック板を基材４として以下の成膜条件により成膜を行った。
【００９７】
　成膜条件は、実施形態１と同様の条件で事前エッチングを行った後、アルゴンガス１２
の導入量を調整して真空チャンバー内のガス圧力を０．５Ｐａとし、基材４の加熱は行わ
ず、ターゲット１に高周波出力４０Ｗを印可し２時間の成膜を行ったが、成膜中にターゲ
ット表面での異常放電やターゲット１の割れも発生すること無く、安定して薄膜を作製す
ることができた。
【００９８】
　このようにして基材４上に作製された薄膜３の膜厚ｔは４０ｎｍで、任意箇所の断面Ｓ
ＥＭ像（倍率３０，０００倍）により、基材４からの剥離もなく平滑な表面で断面に孔も
ない緻密な薄膜３であることを確認すると共に、Ｘ線回折測定により薄膜３が結晶ではな
く非晶質の薄膜であることを確認している。
【００９９】
　また、成膜した基材を大気中に出して表面観察を行ったところ、ミネラル成分を含有し
た薄膜がコーティングされている領域は、成膜されていないアクリルプラスチック基材が
露出している領域に比べて微細なゴミの付着が少なく、両者に静電気（帯電）の影響の受
けやすさに違いがあることが認められた。従って、この例に見られるように、有機質であ
る他のプラスチック材や繊維、紙などの表面コーティングも可能であると言える。
【０１００】
［実施形態６］
　次に、実施形態１で使用した溶結凝灰岩からなるターゲット１を用いて、２０ｍｍ平方
の板状のスライドガラスを基材４として以下の成膜条件により成膜を行った。
【０１０１】
　本実施形態では上述したターゲット１および基材４を真空チャンバー１１内に設置し、
真空チャンバー１１内を５×１０－４Ｐａまで減圧した後、アルゴンガス１２を導入し、
真空チャンバー１１内のガス圧力を０．８Ｐａとして基材４表面を高周波出力４００Ｗで
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５分間の事前エッチングを行っている。
【０１０２】
　その後、アルゴンガス１２のみ、または、アルゴン：酸素＝１：１の混合ガスの２種類
の雰囲気について導入量を調整して真空チャンバー内のガス圧力を０．８Ｐａとし、基材
４の加熱は行わず、ターゲット１に高周波出力１００Ｗを印可し３時間の成膜を行ったが
、成膜中にターゲット表面での異常放電やターゲット１の割れも発生すること無く、安定
して薄膜を作製することができた。
【０１０３】
　このようにして基材４上に作製された薄膜３において、アルゴンのみで作製した薄膜３
の膜厚ｔは４００ｎｍ、アルゴンと反応性ガスとしての酸素の混合ガスで作製した薄膜３
の膜厚ｔは３２０ｎｍであった。
【０１０４】
　また、異なる２種類のガス雰囲気により作製した薄膜３の光透過率を２４０～２５００
ｎｍの波長域で測定（結果はまとめて記載）すると、成膜前のスライドガラスは３８０～
２５００ｎｍの波長域においても安定して９２％の透過率であるのに対し、薄膜３がコー
ティングされたスライドガラスは、可視光線（３８０～７８０ｎｍ）の波長域で９０～９
２％の透過率であり、可視光以上の波長領域では成膜前のスライドガラスと同様な透過率
であったことから、成膜雰囲気ガス種類によらず、光透過率９０％以上の薄膜であること
が分かった。
【０１０５】
　なお、透明性が高く、透過光の減衰がほとんどない優れた薄膜を得るには、光透過率が
９０％以上であることが好ましい。
【０１０６】
　また、異なる２種類のガス雰囲気により作製した薄膜３の光反射率を可視光線領域（３
８０～８００ｎｍ）で測定すると、いずれも成膜前のスライドガラスと同程度の反射率で
あった。
【０１０７】
　更に、異なる２種類のガス雰囲気により作製した薄膜３と水との親和性を、水滴の接触
角を測定して評価すると、基材４としたスライドガラスの接触角２θは約３５°であるの
に対し、アルゴンガスのみの雰囲気で作製した薄膜３は接触角２θが約６５°であり、ス
ライドガラスに比較し撥水性を有しており、アルゴンと酸素の混合ガス雰囲気で作製した
薄膜３は接触角１５°と親水性を示している。
【０１０８】
　評価した２種類の薄膜は、実施形態５で観察したように、いずれも非晶質であり、平滑
な表面を有する緻密な薄膜であり、成膜時のガスの種類により薄膜表面の性状を任意に制
御できることが分かった。
【０１０９】
［実施形態７］
　次に、実施形態１に係る溶結凝灰岩のターゲット１を用いて、５０ｍｍ平方のポリエス
テル繊維を基材４とした成膜を行った。
【０１１０】
　成膜条件は、事前のエッチングを行わず、アルゴン圧力を０．５Ｐａ、１．０Ｐａ、１
．５Ｐａの３条件とし、高周波出力を２００Ｗ、基材加熱なしで成膜時間２時間としてポ
リエステル繊維に対する薄膜３を製作した。
【０１１１】
　成膜により得られた薄膜３の表面は、いずれのアルゴン圧力の条件下においても繊維同
士の融着や表面の縮れ、変形等は見られず、均一にコーティングされており、また、いず
れの膜厚も１μｍ程度であった。
【０１１２】
　成膜により得られた薄膜３の組成は、図１１に示すようにターゲット１の成分がそのま
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ま略転写された形となり、Ｆｅ等のミネラル成分の含有量もターゲット１同様に高いまま
成膜された。
【０１１３】
　また、図１２は、成膜前のポリエステル繊維基材４（ａ）とポリエステル繊維基材４に
アルゴン圧力０．５Ｐａの条件下で成膜した薄膜３（ｂ）の遠赤外線放射率を縦軸とし波
長を横軸として示す遠赤外線放射スペクトルであり、全体として成膜により放射率の向上
が見られ、８～１０μｍで放射率が低下する後述のシラス焼結体による薄膜に比して波長
依存性が少ないことが分かる。なお、他の２条件のガス圧力の場合も同様の結果となり、
ガス圧力による差異は確認されなかった。
【０１１４】
　また、図１３（ａ）は成膜前のポリエステル繊維基材４に水滴が接触する直前を示し、
図１３（ｂ）はその０．１６秒後の状態を示し、図１３（ｃ）は２．０秒後の状態を示し
ており、図１４（ａ）はポリエステル繊維基材４にアルゴン圧力０．５Ｐａの条件下で成
膜した成膜後のポリエステル繊維基材４に水滴が接触する直前を示し、図１４（ｂ）はそ
の０．１６秒後の状態を示し、図１４（ｃ）は２．０秒後の状態を示しており、成膜によ
り親水性が高まることが分かる。
【０１１５】
　なお、ガス圧力１．０Ｐａ時（図１５（ａ）、（ｂ）、（ｃ））と１．５Ｐａ時（図１
６（ａ）、（ｂ）、（ｃ））の写真からも明らかなように、ガス圧力を増加させることで
親水性も更に高まることが確認できる。
【０１１６】
［実施形態８］
　次に、実施形態４に係る桜島溶岩のターゲット１を用いて、実施形態７と同様のポリエ
ステル繊維を基材４とした成膜を行った。
【０１１７】
　成膜条件は、事前のエッチングを行わず、アルゴン圧力を０．５Ｐａ、１．０Ｐａ、１
．５Ｐａの３条件とし、高周波出力を２００Ｗ、基材加熱なしで成膜時間２時間としてポ
リエステル繊維に対する薄膜３を製作した。
【０１１８】
　成膜により得られた薄膜３の表面は、いずれのアルゴン圧力の条件下においても繊維同
士の融着や表面の縮れ、変形等は見られず、均一にコーティングされており、また、いず
れの膜厚も１μｍ程度であった。
【０１１９】
　成膜により得られた薄膜３の組成は、図１１に示すようにターゲット１の成分がそのま
ま略転写された形となり、Ｆｅ等のミネラル成分の含有量もターゲット１同様に高いまま
成膜された。
【０１２０】
　また、図１７は、成膜前のポリエステル繊維基材４（ａ）とポリエステル繊維基材４に
アルゴン圧力０．５Ｐａの条件下で成膜した薄膜３（ｃ）の遠赤外線放射率を縦軸とし波
長を横軸として示す遠赤外線放射スペクトルであり、成膜により全体として放射率の向上
が見られ、８～１０μｍで放射率が低下する後述のシラス焼結体による薄膜に比して波長
依存性が少ないことが分かる。なお、他の２条件のガス圧力の場合も同様の結果となり、
ガス圧力による差異は確認されなかった。
【０１２１】
　また、上述のように、図１３（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は成膜前のポリエステル繊維基材
４に水滴が接触する直前とその０．１６秒後、２．０秒後の状態を示しており、図１８（
ａ）はポリエステル繊維基材４にアルゴン圧力０．５Ｐａの条件下で成膜した成膜後のポ
リエステル繊維基材４に水滴が接触する直前を示し、図１８（ｂ）はその０．１６秒後の
状態を示し、図１８（ｃ）は２．０秒後の状態を示しており、成膜により親水性が高まる
ことが分かる。なお、ガス圧力を増加させても親水性に大きな変化は見られなかった。
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【０１２２】
［実施形態９］
次に、物理気相堆積法に用いるターゲット１として、火山噴出物に由来する天然岩石から
なる降灰火山灰を所定形状に焼結した火山灰焼結体と、その薄膜、及び、火山灰焼結体を
ターゲット１に用い、基材の加熱を行わない物理気相堆積法であり、アルゴンガスまたは
アルゴンガスと反応性ガスとを混合した雰囲気で薄膜を作製する薄膜の製造方法について
、５０ｍｍ平方のポリエステル繊維を基材４とした成膜を実施例として説明する。
【０１２３】
　本実施形態で用いた火山灰焼結体によるターゲット１を構成する火山灰は、鹿児島県内
の公園に降灰した火山灰からゴミや小石などの混入物を除去して目開き５００μｍのステ
ンレス篩で分級し、比重差を利用した水洗浄を行った後、水洗浄により底に沈殿した火山
灰を熱風で乾燥した後で１００～２００μｍに粒度調整したものである。
【０１２４】
　また、粒度調整した火山灰にアクリル樹脂系バインダーを加え、スラリーを調合して所
定形状の型に流し込み成形した後、大気雰囲気中（１０００～１１００℃）で焼成して焼
結体とした。
【０１２５】
　更に、所定のターゲット形状に成型するために焼結体を直径１５２ｍｍ、厚みが６ｍｍ
の円板状に研削加工し、ターゲット１としての火山灰焼結体を製作した。
【０１２６】
　ここで、降下火山灰は、火山噴火により噴出する固形物のなかで、直径が２ｍｍ以下の
火山灰や軽石であり、空から地上に降ってくるものである。火口上空の大気の風向、風速
、湿度および温度などの気象条件と噴火の規模に左右され、微細粒分は風に乗って遠くま
で届いて広い地域に降り積もる。また、性状としては、火山ガラス、斜長石が主体であり
、ＣａＯ、Ｆｅ２Ｏ３成分がシラスに比べ多く、用途は、建築用資材、焼き物の釉薬、お
土産品などがある。
【０１２７】
　火山灰焼結体によるターゲット１の熱伝導率は０．４９Ｗ／ｍＫ（３試料平均）であり
、ターゲットの成分は重量％で、ＳｉＯ２が６０～６１％、Ａｌ２Ｏ３が１６～１７％、
ＣａＯが６～７％、Ｋ２Ｏが１～２％、Ｎａ２Ｏが２～４％、Ｆｅ２Ｏ３が６～７％、Ｍ
ｇＯが２～３％、ＴｉＯ２が％以下である。
【０１２８】
　成膜条件は、事前のエッチングを行わず、アルゴン圧力を０．５Ｐａ、１．０Ｐａ、１
．５Ｐａの３条件とし、高周波出力を２００Ｗ、基材加熱なしで成膜時間２時間としてポ
リエステル繊維に対する薄膜を製作したが、成膜中にターゲット表面での異常放電やター
ゲット１の割れも発生すること無く、安定して薄膜３を作製することができた。
【０１２９】
　成膜により得られた薄膜３の表面は、いずれのアルゴン圧力の条件下においても繊維同
士の融着や表面の縮れ、変形等は見られず、均一にコーティングされており、また、いず
れの膜厚も１μｍ程度であった。
【０１３０】
　成膜により得られた薄膜３の組成は、図１１に示すようにターゲット１の成分がそのま
ま略転写された形となり、Ｆｅ等のミネラル成分の含有量もターゲット１同様に高いまま
成膜された。
【０１３１】
　なお、図１１に示すように、シラス焼結体のターゲットにより成膜した薄膜の組成は、
本実施形態に係る火山灰焼結体のターゲット１で成膜した薄膜に比して、ガラス成分が多
く、Ｆｅ等のミネラル成分が少ないことが分かるが、これは、シラスが数万年もの間の雨
水や温度変化等により風化したものであって、現在の降灰火山灰とは異なるものであるこ
と示している。
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【０１３２】
　また、図１９は、成膜前のポリエステル繊維基材４（ａ）とポリエステル繊維基材４に
アルゴン圧力０．５Ｐａの条件下で成膜した薄膜３（ｄ）の遠赤外線放射率を縦軸とし波
長を横軸として示す遠赤外線放射スペクトルであり、成膜により全体として放射率の向上
が見られた。
【０１３３】
　なお、図１９中には比較例としてシラス焼結体をターゲットとしポリエステル繊維を基
材４とした薄膜（Ｓ）も記載しており、この成膜条件は、事前のエッチングを行わず、ア
ルゴン圧力を０．５Ｐａとし、高周波出力を２００Ｗ、基材加熱なしで成膜時間２時間と
して成膜したものである。
【０１３４】
　火山灰焼結体によるターゲット１は、育成光線Ｗとも呼ばれ生命の源である水や有機物
が吸収する３～１２μｍの遠赤外線においては、成膜前のポリエステル繊維基材４（ａ）
やシラス焼結体（Ｓ）に比して放射率は大幅に高く、波長略８μｍ～１０μｍの範囲（Ｈ
）、特に波長略９μｍで放射率が大きく低下するシラス焼結体（Ｓ）に比して顕著な差が
見られ、シラス焼結体による薄膜３に比して波長依存性が少ないことが分かる。なお、火
山灰焼結体の他の２条件のガス圧力の場合も同様の結果となり、ガス圧力による差異は確
認されなかった。
【０１３５】
　また、上述したように、図１３（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は成膜前のポリエステル繊維基
材４に水滴が接触する直前とその０．１６秒後、２．０秒後の状態を示しており、図２０
（ａ）はポリエステル繊維基材４にアルゴン圧力０．５Ｐａの条件下で成膜した成膜後の
ポリエステル繊維基材４に水滴が接触する直前を示し、図２０（ｂ）はその０．１６秒後
の状態を示し、図２０（ｃ）は１．０秒後の状態を示し、図２０（ｄ）は２．０秒後の状
態を示しており、成膜により親水性が高まることが分かる。なお、ガス圧力を増加させて
も親水性に大きな変化は見られなかった。
【０１３６】
　また、図２１（ａ）はポリエステル繊維基材４にアルゴン圧力０．５Ｐａの条件下で成
膜した成膜後のポリエステル繊維基材４の裏面側に水滴が接触する直前を示し、図２１（
ｂ）はその０．１６秒後の状態を示し、図２１（ｃ）は１．０秒後の状態を示し、図２１
（ｄ）は２．０秒後の状態を示しており、成膜面とその裏面側で親水性の程度が異なるこ
とが分かる。
【０１３７】
　以上のようにポリエステル繊維を基材４とした実施形態について説明したが、ナイロン
、絹、キュプラを基材４とした成膜と評価も行ない問題なく成膜できることを確認してお
り、本発明が本実施形態に限定されるものではないことは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１３８】
　溶結凝灰岩、溶岩などの天然岩石から削り出し加工した石材や火山灰焼結体が、スパッ
タリング法を代表とする物理気相堆積法に用いられるターゲットとして有効であることを
実証した。
【０１３９】
　石材によるターゲットは、従来の焼結法で作製したターゲットより耐久性があり、ター
ゲット製造コストも安価であることから、薄膜を施した製品も安価に提供することが可能
となる。
【０１４０】
　また、ターゲットの大型化や複雑形状の作製も容易であり、大面積の薄膜の作製も可能
とするものである。更に、平板形状のみならず円筒形状のような複雑形状のターゲットも
高精度に提供できる。
【０１４１】
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　従来、天然岩石は石橋、門柱や石垣などの建築石材や、建築用砕石、砂利、山砂などの
利用しかなされて来なかったが、薄膜用原料として新たな活用が図られ、天然資源の活用
に大きく貢献するものである。
【０１４２】
　天然岩石を原料としたターゲットにより得られる薄膜は、ミネラル成分を含有し肌にや
さしいことから、直接肌に接触するネックレスやイヤリングなどの宝飾品の金属アレルギ
ー対策、衣服やマスクなどの抗アレルギー対策として有用である。また、遠赤外線の波長
依存性や放射率を高める効果が期待でき、高効率なヒーターや薄い形状の発熱源としての
展開が見込まれる。
【０１４３】
　また、緻密な薄膜であるため、ＰＥＴボトルなどのプラスチック製品や自動車部品など
のキズ防止やガスバリアを目的としたコーティング膜として、また、醗酵容器やステンレ
ス容器の金属溶出防止、耐酸性を目的とするコーティング膜として有用である。
【０１４４】
　また、プラスチックなどの有機物基材上にミネラル成分を含有する薄膜を作製すること
により、摩擦による静電気抑制や微細なゴミ等の付着低減などの表面改質効果が期待でき
る。
【０１４５】
　可視光領域における透過率が９０％以上の薄膜であることから、スマートフォン画面や
照明器具、太陽光パネルの保護膜に採用可能であり、ターゲットの大型化により製造コス
トを下げることができる。また、薄膜と水との親和性を任意に制御できるため、鏡やフロ
ントガラス、レンズ等の曇り止めとしても活用できる。
【０１４６】
　更に、作製される薄膜は、遠赤外線の中で育成光線とも呼ばれ生命の源である水や有機
物が吸収する３～１２μｍの遠赤外線の放射率が低下することのない薄膜を作製できるの
で、人が身に着ける物や動植物に作用させる物品等へのコーティング材として好適である
。
【０１４７】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は係る特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、
種々の変形・変更が可能である。
【符号の説明】
【０１４８】
　　ａ　ポリエステル繊維基材（グラフ線）
　　ｂ　溶結凝灰岩（グラフ線）
　　ｃ　桜島溶岩（グラフ線）
　　ｄ　火山灰焼結体（グラフ線）
　　ｔ　膜厚
　　Ｆ　長石
　　Ｇ　非晶質（ガラス）
　　Ｈ　波長略８μｍ～１０μｍの範囲
　　Ｌ　薄膜の面粗さを測定した位置
　　Ｍ　磁鉄鉱
　　Ｐ　Ｘ線回折パターンの角度範囲
　　Ｑ　石英
　　Ｓ　シラス焼結体
　　Ｗ　育成光線（の波長域）
　　Ｘ　シリコン
　　１　ターゲット（平板形状）
　　２　ターゲット（円筒形状）
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　　３　薄膜
　　４　基材
　１０　スパッタリング装置
　１１　真空チャンバー
　１２　雰囲気ガス（アルゴン、酸素）
　１３　バッキングプレート
　１５　背景の空間
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