スパッタエッチングによる微細突起物の形成と機能性の利用
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はじめに

・ 電子工業では，人工的なマスク（フォトエッチングにより製造）を用いて材料表面をス
パッタ（プラズマ）エッチングし，決められた微細パターンをもつ半導体素子を製造し
ています。一方，マスクを用いなくても，各種の金属材料を一定の条件でスパッタエッ
チングすると，表面に微細な円錐状，柱状，リング状など，色々な形の突起物が自動的
に形成されることが知られています。突起物の半径は 0.2〜20μm，高さは半径の約 3
倍かそれ以上で，金属材料の化学成分や組織を変化させることにより，突起物の形状，
強度，大きさ，分布を変えることができます。
・ マスクを用いなくても，スパッタエッチングにより突起物が形成される原因はいろいろ
あります。1 つは純金属でよく見られるもので，金属の結晶方位に依存して大きな角錐
状突起物が形成されます。２つ目は，
「種モデル」と呼ばれるもので，試料上にプラズマ
から飛来してきた金属イオン（サンプル材料よりもスパッタ率が小さい）が付着し，こ
れらがマスクの役割をはたすことにより，その下に突起物が形成されます。また，組織
中に析出物や介在物があれば，これらが種になって突起物ができることもありますが、
突起物の形成密度は高くありません（突起物ができずに脱落穴が残る場合もある）。また，
試料中の不純物原子が核となって突起物ができることもあります。これらとは別の機構
として，我々が報告したように，析出が起こる金属材料では，スパッタエッチングによ
る温度上昇と空孔の増加により表面析出が促進され，析出物自体がスパッタにより削ら
れて円錐状突起物になるか，あるいは析出物がピラー状に成長してマスクの役割をはた
し，素地が円錐状に削られて突起ができることもあります。スパッタエッチング時間の
増加とともに，円錐状突起物が，柱状，リング状，壁状に変化することもあります。
・ 我々は，基礎研究を通じて多様な形状・寸法・分布をもつ微細突起物の形成機構と突起
物の機能を明らかにするとともに，突起物の用途開発を行い，世の中に役立つ製品が市
場に出るまでの橋渡しの役割を果たしたいと考えています。
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2.

スパッタエッチングとは？

スパッタ率は，入射角
度がある値のときに最
大となる（表面に垂直に
イオンが衝突した場合
には，原子が飛び出しに
くい）。このため，表面
にスパッタされにくい
もの（種）があると，そ
の下が斜めにスパッタ
され，円錐状突起物とし
て残る。

3.

スパッタエッチングにより突起物を製造することの特徴・利点

・ マスクを用いない： 人工的なマスクを用いないで自然に形成される「種」を利用する
方法は，マスクを用いてスパッタ（プラズマ）エッチングにより突起物を製造する方法
に比べると，個々の突起物の形状・寸法・分布の精密度，設計性に劣るが，マスク作製
の費用が不要，価格の安いアルゴンガスでエッチングできる，大面積化が可能，など，
製造コストの面で有利である。逆に，マスクを用いても，とうていできないような複雑
な構造をもつパターンが得られ，これにより種々の機能性を実現できる可能性がある。
・ 電解エッチングと異なり、電解液を用いないドライエッチングであり、環境負荷が小さ
い。
・ スパッタエッチングで微細突起物が形成できる材料は非常に多い（純金属，鉄鋼，アル
ミニウム合金，チタン合金，銅合金など）。ただし，金属・合金の種類によっては，
「種」
となる物質が必要な場合がある。
・ 外部から付着させた粒子などと異なり、基材から脱落することがない（根が生えている）。
・ 突起物の表面に別の物質を付着・コーティングすると、新たな機能性が生まれる。スパ
ッタエッチングののちに、スパッタコーティングすれば、製造効率がよい。
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4.

突起物の例

SUS420J2

SUS440C
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(b)

(a)

2μm

2μm

SKD61

SKH51

リン青銅

タフピッチ銅

10μm

10μm

工業用純チタン TP340
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スパッタエッチングにより、突起物だけでなく高密度の微細孔もできる
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5.

突起物の機能と用途（予測・アイデアを含む）
鉄鋼材料の場合，突起物は強靭で，耐熱性がある。突起物は素地と一体となって形成さ
れるので，力（熱あるいは熱サイクル）が加わっても脱落しにくい。微細突起物は，光
吸収特性，超撥水性，電子放出特性などの，さまざまな機能を示す。

5.1

機械的・力学的用途
a.

摩擦搬送ロール（鋭い突起による、大きなひっかけ摩擦力を利用）
高分子膜、紙、布、食品、各種工業製品の搬送
・・・・ゴムロールなどが使用できない高温や腐食雰囲気中でも使用できる

b.

穴あけ・転造ロール
・高分子膜に穴をあけて、塗膜・
印刷インクの付着をよくする。
・膜の表面に穴を付与して、
反射を防止する

c.

皮膜はく離のためのロール・摺動面
酸化皮膜、果実の皮膜などのはく離
注：突起物は、焼入れ、プラズマ窒化などにより硬化できる（後述）。

d.

低摩擦・耐摩耗摺動面（突起の間の空間が潤滑剤のたまりになる）
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○

e.

耐摩耗性厚膜のコーティング
通常は、厚い膜をコーティングすると、内部応力によりはく離するが、突起物
による大きなアンカー効果により、はく離が起こりにくくなる。

f.

ブレーキ、摩擦車、マイクロマシン部品などに利用できるかもしれない

曲面をもつ部品、大型部品には、寸法の小さい突起物板を多数貼り付ければ機能が果たせる。

薄板・箔 に突起物を形成すれば，製品の外部・
内部に貼り付けることができる。
ローラー表面

パイプ内部

5.2

熱的用途
a.
b.

5.3

冷却能増大（ヒートシンク）
赤外線吸収（排熱利用）

光学的利用
a. 可視光線吸収体（モスアイ構造、反射防止）
b. 太陽光選択吸収体（太陽熱発電、太陽熱温水器）
c. 光機能触媒
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5.4 電気・電子工学的用途
a.

コールドエミッター、ディスプレー
電子

b.

電極（イオン、オゾン発生、
静電気除去）

c.

ディスチャージランプ（フィラメント，水銀を用いない）

d.

センサー（分子の吸着による電気抵抗の変化）

5.5 化学的用途
触媒およびその担体
・

細い線や粒子に突起物を形成

・

薄板に突起物を形成してパイプ状に加工

・

突起物の上に，触媒物質をコーティング

5.6

医療関係
a.

5.7

生体融合促進（人工骨、インプラント）

意匠・美術関係
a. 黒色（光吸収）
b. 白色
c. 深みのある色

5.8

上記機能の複合化
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6.

これまでに作製したサンプルの形状と大きさ

実験に用いているスパッタ装置の電極直径は 100ｍｍであり、マグネットの間のドーナツ
状領域で突起物をほぼ均一に形成できる。通常、20×20mm の試料を用いている。厚さは
10ｍｍ程度までである。工業的に用いられているスパッタ装置では、大面積のスパッタエ
ッチングができる。
ワイヤにも突起物ができる

ステンレス鋼ワイヤへの突起物形成（文献 12）（針、棒の先端などにも突起物の形成ができる）

100µm
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微小部品への突起物形成例（突起
物不要の部分には、マスクで突起
物の形成を防止できる）

7.

これまでに確かめた突起物の特性・機能とサンプル・試作品

突起物の機械的性質
(文献 9)

突起物の圧縮強度・スクラッチ強度

突起物の脱落強度

(文献 9)

何らかの方法で表面に付着させた突起物は、使用中に脱落する可能性がある。製造過程での
異物混入が許されない食品工業などでは、素地と突起物が一体化していることが重要になる。
10

突起物のアンカー効果

(文献 8)

突起物の上にコーティングした薄膜は、
はく離しにくい（アンカー効果大）

(b)

(a)

r = 2.8mm

r =1. 2mm

突起物なし（SUS304ワイヤ）

突起物あり

突起物の表面硬化例
（1）

焼

入

(文献 13)

マルテンサイト系ステンレス鋼で形成された突起物を焼入すると，マイクロビッカ
ース圧子押込みに対する変形抵抗が増加する（変形領域の減少：押し込み力：0.5N）
(a)

(b)

SUS420J2

20μm

スパッタエッチングのまま

焼入
(b)

(a)

SUS440C

20μm

スパッタエッチングのまま
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焼入

（2）

プラズマ窒化

利点

(文献 16，18)

①

スパッタエッチング直後に窒素ガスを導入してプラズマ窒化するので、
プロセスが簡単であり、焼入れと同程度の硬さが得られる。
② ステンレス鋼では、耐食性も増加する可能性がある。
③ 焼入れのできない鋼（低炭素鋼など）や，他の金属材料にも適用できる。

押込み試験結果：N20.53Pa-Ar0.67Pa-50W-1.8ks の条件を用いると、突起物の先端は
鋭いままで、短い窒化時間で突起物の強度が向上し、靭性も確保される。

N2130Pa-50W-7.2ks

2

N2130Pa-50W-14ks

3

N2130Pa-100W-7.2ks
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Group 1

1

As sputter etched

N21.2Pa-50W-3.6ks

6

N21.2Pa-50W-7.2ks

7

N21.2Pa-100W-1.8ks

8

Group 2

5

N21.2Pa-50W-1.8ks

9

N21.2Pa-100W-7.2ks

N20.53Pa-Ar0.67Pa-50W-1.8ks

11

σi＝F / a2

N20.53Pa-Ar0.67Pa-50W-7.2ks

12

N20.53Pa-Ar0.67Pa-100W-1.8ks

13

Group 3

10

N21.2Pa-200W-7.2ks

F: Indentation force

14

Quenched from 1273K

0

200

400

600

800

Indentation resistance, σ i / MPa

ナノスクラッチ試験結果（SUS420J2 鋼）

Scratch direction

スパッタエッチングのまま
（容易に塑性変形する）

50μm

N21.2Pa-200W-7.2ks
N20.53Pa-Ar0.67Pa-50W-1.8ks
(窒化物の形成により脆い。 （ほぼ全体が拡散層のため
先端が丸くなっている）
靭性がある。先端が鋭いまま）
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突起物の圧縮強度評価（文献 18）

Fig. 2 Deformation of protrusions of as-sputter-etched SUS420J2 specimen (a) and N20.53Pa+Ar0.67Pa-50W-1.8ks
plasma-nitrided specimen (b) by indentation of 49 mN. Both images are top views. The indentation area to calculate
compressive strength was approximated to a circle area.

Fig. 4 Relationships between indentation force and
plastic indentation depth obtained for
as-sputter-etched and plasma-nitrided
SUS420J2 specimens. Deformation resistance
of plasma-nitrided protrusions is larger than
that of as-sputter-etched protrusions.

Fig. 5 Relationships between indentation area and
compressive strength of protrusions for
as-sputter-etched and plasma-nitrided SUS420J2
specimens. An extrapolation of compressive
strength to zero indentation area gives compressive
strength of protrusion tip.

プラズマ窒化した突起物先端の圧縮強度は、スパッタエッチングしたままの突起物先端の強
度に比べて非常に大きい

13

微細突起物のマイクログリップ・摩擦搬送特性（文献 22）
高分子・紙などの軟質シートとの摩擦係数が非常に大きい（突起物がシートに
食い込むため）→ グリップ部品・摩擦搬送ロールへの応用が可能と思われる。

突起物のシートへの食い込み

14

スパッタ装置の関係上、長い円筒・円柱の側面に突起物を形成することができないので（円
筒状のスパッタ装置も製造・販売されている）、分割ロール（リングの外側に突起物をつけ
て軸にはめ込む形式）を試作した。分割ロールにすると、軸方向の面圧の調整ができるなど
のメリットもある。

突起物ポンチの押しつけによるマイクロホール形成（文献 24）
プラズマ窒化した突起物を軟質高分子板に押しつけて、穴を付与した（目的：塗装膜は
く離防止、反射防止など）。上記の搬送ロールは、穴あけロールにも利用できると思われる。

穴の大きさと分布状況（プラズマ窒化突起物使用）

高荷重（一回押し付け）

低荷重（多数回押し付け）
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突起物先端の損傷状況（高荷重まで、4 段階に増加）

スパッタエッチングのまま

プラズマ窒化

スパッタエッチングしたままの試料の突起物は先端が変形するが、プラズマ窒化した突起物
の先端は変形しない。

微細突起物の可視光線吸収体としての利用 (文献 10)
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微細突起物は可視光線を非常によく吸収し、入射角依存性も少ない。

反射防止膜製造用の型としての利用

微細柱状突起をもつ SKH51 基材にウレタン樹脂（青色付き）を塗って乾燥させ、はく離した。光
沢紙の上に基材(左)とはく離膜（右）を置いて上から蛍光灯で照らし、写真撮影した。
上：全体をはく離（はく離面が上）
下：一部をかみそりで短冊状に切ってはく離
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円錐状突起をもつ SKD61 基材（左）にウレタン樹脂を
塗って乾燥させ、はく離した。膜（右）のはく離面を上
にして鏡の上に置き、上から蛍光灯で照らして写真撮影
した。はく離膜のふちは平坦であるので（基材のふちが
平らに削ってある）鏡からの反射光を通すが、突起のあ
る部分は入射光を吸収していて通しにくい。

微細突起物の太陽光選択吸収体としての利用

(文献 14)

SKH2

SUS316

SUS316

微細突起物の可視光線吸収特性（92％以上を吸収）

SKH2
Sputter-etched at 250W

SKH2 (as polished)

微細突起物の赤外線吸収特性
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・ 現在，地球温暖化防止，環境問題解決の観点から，化石エネルギへの依存を減らし，再
生可能エネルギを利用することが緊急の課題になっている。日本では，太陽光発電（光
のエネルギを直接電気に変換）が中心であるが，世界的にみると晴れの日の多い地域や
砂漠地帯などには，太陽熱発電所が建設されている。そこでは，太陽光を鏡で集めて高
温にし，蒸気タービンやスターリングエンジンを回して発電する（たとえば，菊池 隆，
堀田善治：太陽熱エネルギ革命，日本経済新聞出版社，2011 参照）。
・

太陽光のエネルギの 95％は，波長が 400nm〜2.5µm の範囲に分布している。赤外線
をよく吸収する材料は，太陽光を吸収して温度が上昇すると，せっかく吸収したエネ
ルギを赤外線として放出してしまう。したがって，太陽光を熱として利用する「太陽
熱温水器」や「太陽熱発電装置」の受光体では，2.5µm 以上の波長の赤外線を吸収せ
ず，波長が 2.5µm までの可視光線・近赤外線を効率よく吸収する「選択吸収材」が必
要となる。金属の赤外線吸収（放出）率は低く，突起物の光吸収機構は，入射光が，
光の波長と同程度の間隔をもち，高さの高い突起物の間で多数回反射されることであ
るので，突起物が高温になっても放出する赤外線の量は少ない。したがって，耐熱性・
熱伝導性のある金属の微細突起物は，中・高温用の選択吸収体として適している。現
在までに，太陽熱発電のための選択吸収体として，多層膜やナノ粒子を用いた選択吸
収体などが開発されているが，微細突起物をもつ金属表面は，安価で効率のよい選択
吸収体となりうる。

写真は Wikipedia より引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E7%86%B1%E7%99%BA%E9
%9B%BB
・ 太陽熱温水器は，かつては民家の屋根に多く見られたが，現在は太陽光発電装置（ソー
ラーパネル）に場所を譲っている。太陽熱温水器が短期間の普及に終わった理由はいろ
いろあるが，家庭では風呂や台所で温水を使う量がかなり多いので，電気から温水をつ
くるよりも，太陽熱から直接温水をつくるほうが，はるかに効率がよい。近い将来，設
備費のコストダウンと耐久性増加，電気温水器との併用を容易にする装置の開発，など
を通して，太陽熱温水器が再度普及するときが来ることを期待している。
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突起物の赤外線吸収体としての利用
・

(文献 14)

セラミックスは，すぐれた赤線吸収・放出特性を示す。金属の突起物表面を酸化さ
せると，酸化物の赤外線吸収率が大きいことと，突起物が赤外線を吸収する効果と
が合わさって，高効率の赤外線吸収体ができる。金属の熱伝導性が大きいことと，
加工性に優れていることから，突起物をもつ表面を熱交換器表面として利用するこ
とができる。

りん青銅のスパッタエッチングにより形成された微細突起物

Sputter etched and
exposed to air
Sputter etched and
exposed to oxygen gas
Phosphor bronze

As sputter etched
As received
(smooth)

突起物表面の酸化による赤外線吸収率の増加
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突起物の超親水性・超撥水性

(文献 11)

・ 超撥水性および超親水性表面には，水滴・汚れ付着防止および汚れ洗浄効果などがある。

微細突起物（表面処理）は超撥水性を示す
ロータス効果

(a)

(b)

(c)

(d)

2mm

SKH51
（突起物なし）

SUS316

SKH51

SUS304

・ 微細突起物に撥水性物質を蒸着すれば，超撥水性(接触角 150°以上)が現れる。

(a)

超親水性

(b)

・ スパッタエッチング直後の微細突起物は，超親水性 (接触角が 0°に近い)を示すが，そ
のまま放置すると，大気中の汚染（撥水性）物質が付着して，超親水性を失う。微細突
起物に，親水性物質をコーティングすると，超親水性が持続する
・ 微細突起物は撥水性と親水性の両方を助長する効果をもつ。
・ 微細突起物に、テフロンを薄くスパッタコーティングすると、超撥水性を示すと同時に、
可視光線吸収特性も改善される。（文献 15）
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突起物の光触媒特性
工業用純チタンに突起物（p. 4 参照）
を形成したのち、700℃の大気中で加
熱して表面に酸化物層を形成させた。
突起物試験片または突起物のない平滑
試験片を純水中に置き、白金板を陰極
とし、人工太陽光を照射して水素発生
電流（水素発生量に相当）を測定した。
図はその一例で、両者ともに電流が流
れて光触媒反応により水が分解された
ことを示しているが、突起物試験片の
電流密度は、平坦試験片のそれに比べ
るとやや大きい程度である。これは、平坦試験片表面も酸化により凹凸が増えて光吸収率が
上がるためと考えられる。一方、紫外線カットフィルムを用いて可視光線（近赤外線を含む）
の光触媒特性を調べた結果、突起物試験片の方が、平坦試験片よりもはるかに電流密度が大
きいことが分かった（研究継続中）。

微細突起物を利用した色彩表面
a.

微細突起物は可視光線を 100％近く吸収するので表面は黒い。

b.

微細突起物に、ある種の金属を薄くコーティングすると，乱反射により白色の表
面ができる。

c.

光沢のない深みのある色彩表面が得られる（詳細は省略）。

黒(微細突起利用）

青(微細突起利用）
平坦表面

白(微細突起利用）
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電子放出（エミッタ―）特性
ステンレス鋼（SUS420J2）および無酸素銅に形成された微細突起物は，優れた電子放出特
性を示し，コールドエミッターとして利用できる。

Fig. 8

Field emission characteristics of the SUS420J2, OFC and Ni specimens.

Relationships between applied voltage and current density (a), and Fowler-Nordheim plots
for the specimens (b).

Fig 8(b)は，Fig. 8(a)の測定値の Fowler-Nordheim (F-N)プロットであり，横軸は電界 E
（V/µm）の逆数である。この図によると，いずれの試料についても，F-N プロットにほぼ
直線で表される部分があり，この領域では近似的に F-N 関係が成り立っていることが分か
る。F-N プロットの傾き S は次式で表される。 S=-6.44×103Φ3/2/β, β=Em/E
ここで，
Φ は仕事関数，β は平坦な表面を仮定した時の電界 E に対して微視的な突起物を持つ表面の
電界 Em がどの程度増加するかを表す電界増倍係数である。
(文献 26)

8.

現在研究中または準備中のテーマ
電極特性
先端の鋭い突起物は、オゾン発生用のコロナ放電電極など、さまざまな用途の電極と
して利用できる可能性がある。

センサー特性

触媒特性

表面積の大きいことを利用
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医療部材としての利用
微細突起物は，生体融合性を促進する可能性がある。

チタン合金のスパッタエッチングで形成された突起

9.

機能性の複合化
鋼あるいは金属の微細突起物は機械的特性に優れており、多くの機能をもつので、これ
らを組み合わせれば，用途が広がる。たとえば，
○

可視光線・赤外線をよく吸収して電気および熱伝導性がある表面

○

可視光線をよく吸収して触媒効率が大きい表面

○

可視光線をよく吸収して超撥水性（超親水性）を示す表面

○

親水性があって触媒効率の大きい表面

○

撥水性があって摩擦係数が小さい表面

○

耐久性のある光反射防止膜製造用の型

などである。

10.

まとめ

スパッタエッチングにより自発的に形成される微細突起物は、さまざまな寸法・形状・分
布をもっており、多様な機能を示します。現在我々が用いているスパッタ装置は年代もので、
その技術もスパッタエッチングの分野では、もはやローテクに属するものです。しかし、我々
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は、スパッタエッチングの対象材料、部品の形状、スパッタ（プラズマ）エッチングガス、
突起物形成条件、スパッタコーティング物質、他の加工・コーティング方法との組み合わせ
を変えることにより、安価な方法で、さまざまな機能をもつ工業製品を生み出すことができ
ると考え、研究を続けています。
興味をもたれた企業の方は、我々の研究結果を参考にされ、高度な製品化技術へつなげて
いただければ幸いです。

微細突起物の実用化をお考えの方、サンプル提供を希望される方は、
広島大学・広島国際学院大学発ベンチャー企業

旭サーフェステック合同会社
https://sites.google.com/site/asahisurfacetec/
にお問い合わせください。
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光，加藤昌彦，中佐啓治郎，日本金属学会誌，第 68 巻第 8 号 (2004) pp. 540-543.
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https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jinstmet/69/3/_contents/-char/ja/
3. Formation of Fine and Dense Conical Carbides on Tool Steels by Sputter Etching， Rongguang Wang，
Qinglian Zhang， Masahiko Kato and Keijiro Nakasa， Materials Transactions ， 47-7(2006) ，
pp.1798-1804.
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