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Key factors to achieve functional metal oxide films deposited on flexible polymer-film substrates are discussed. 
The use of reactive plasma deposition with dc-arc discharge is an effective coating method to grow the metal oxide 
films with reduced residual stress, leading to the tailored functional films for wide applications. 
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1. 緒  言 

本特集号「フレキシブルセラミックスコーティング」は，

“硬くて脆い”金属酸化物（Metal OXides: MOX）をはじめ

とする機能性セラミックス材料を高分子有機化合物（ポリ

マー：分子量 104 以上（重合度 102以上））に代表される“軽

量（Table 1 参照）かつ丈夫”なフレキシブル基板材料にコ

ーティングする研究開発の 新動向を集めたものである。

前記において基板材料を“硬くて脆い”ガラス基板と置き

換え，加えて実特性を反映させた上での対極的な特性へと

替えると次の通りとなる。“硬くて脆い”金属酸化物を“重

量かつ耐衝撃性に難のある”ガラス基板材料にコーティン

グする。“脆い”とは 2 つの場合があることに注意されたい。

1 つめは急激な負荷に対する弱さ（結果として割れる），2 つ

めは変形に対する弱さ，である。耐衝撃性は変形を考慮し

ない場合の前者に該当する。実際の電気製品（例：スマー

トフォンなど）などでは軽量性は間違いなく望まれる一方

で，表面は硬さ（傷つきにくい）が望まれよう。MOX/ポリ

マーは，機械的性質（硬度と脆性）の観点において，当該

接合 終物（例：デバイスなど，いくつかの層が堆積され

たもの）がもつ利点を顕したものとも言えよう。 
一方，接合生成プロセスに目を向けると熱的性質（例：

線熱膨張係数（温度を 1℃上げたときに長さが変化する割

合））の差に根ざす残留応力制御に関する課題や光学応用分

野の場合では屈折率（高周波誘電率 H∞の平方根）差がもた

らす界面反射率（屈折率差の 2 乗に比例）制御可否に関す

る課題が挙げられる。加えて飽和吸水率の高いポリマー上

にコーティングするそのプロセスが，大気圧中ではなく，

真空中の場合はコーティング前に十分な出ガス（例：水な

ど）処理が必要不可欠となる。接合界面での密着性，金属

酸化物の結晶性及び電気（キャリア密度とキャリア輸送特

性（例：ホール移動度など））・光学（例：H∞，光学吸収係

数）特性及び膜内での残留応力分布制御の観点から，Table 1
に代表的な透明性ポリマーの前記関連特性を整理した。 
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Table 1.  Properties of representative polymers 

 
PC: PolyCarbonates, PMMA: PolyMethyl MethAcrylate,  
PET: PolyEthylene Terephthalate 
ZEONEX480®: シクロオレフィンポリマー樹脂， 

日本ゼオン株式会社登録商標 
ARTON®: フィルム用耐熱透明樹脂，JSR 株式会社登録商標 
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以下では紙面の都合上と緒言であることから，透明体の

色分散（屈折率の波長による変化）を評価する指標である

アッベ数と屈折率との関係の議論は省き，ある波長での屈

折率における大きさを基に注意すべき点を述べる。当方が

使用する無アルカリガラス基板の屈折率（光学ガラスの屈

折率はヘリウムの d 線波長（587.6 nm）における屈折率とし

て定義）は 1.516 であり，Table 1 が示す通り，PC 及び PET
の屈折率は比較的大きい。酸化亜鉛（ZnO）の H∞ の大きさ

（バルク）は 3.7～3.78(1)であることから，屈折率（=H∞1/2）

は 1.92～1.95 となる。酸化インジウム（In2O3）や酸化スズ

（SnO2）の H∞の大きさは，ZnO のそれよりもやや大きい。

これは In と Sn の原子分極率の大きさが Zn よりも大きいこ

とに因ると考えられる。Fig. 1 が示す通り，当方の研究室で

は H∞の大きさをキャリア密度により制御（Ga 添加）し(2)，

基板材料の屈折率により近い ZnO 透明導電薄膜（屈折率：

1.87～1.94）が堆積されるよう物性制御をしている。 
熱的性質であるが，無アルカリガラス基板の線熱膨張係

数（0～300℃）は 3～3.5×10-6 cm/℃(3)であり，サファイア

基板の線熱膨張係数（40～400℃）は 7.7×10-6 cm/℃(4)であ

る。ZnO（2.92×10-6 cm/℃），In2O3（6.7×10-6 cm/℃）及び

SnO2（3.7×10-6 cm/℃）と共にポリマー材料のそれらに比べ

て 1 桁小さいことがわかる。 
金属酸化物薄膜とポリマー材料との光学・熱的性質を鑑

み，金属酸化物/ポリマー基板なる接合材料における界面で

生じる両者の前記性質の相違を可能な限り解消させる 1 つ

の（後述の議論の対象でない）解決策を提案したい。金属

酸化物の“粉体”をポリマー材料に分散させた複合材料で

ある。ポリマーの特長である曲げ特性を維持する分散量に

おいて，線熱膨張係数の大きさを下げることが可能か否か，

及び屈折率制御に有効か否か，今後の取り組みを待ちたい。 
金属酸化物/ポリマーフィルム（ポリマーシート基板も含

め）コーティングに関する当方らで蓄積した経験から，下

記 3 つの事項がコーティングに当たっての重要事項となる。 
(a) 予備加熱：エステル系ポリマー基板の多くは吸水率が

高い。それゆえ，コーティング時，基板からの出ガス抑止

のための予備加熱は，金属酸化物薄膜成長初期の基板との

密着性や無機薄膜結晶性向上制御には有効である。水の金

属酸化物薄膜への拡散・吸収は，ポリマーと同様，屈折率

を大きくする。加えて，薄膜中の残留水分量の制御は，キャ

リア輸送制御に直結し，有効な解決策となる。 
(b) 基板表面粗さ：ポリマー基板表面粗さ及びバッファ層

（金属酸化物薄膜/バッファ層/ポリマー基板として使用した

場合）表面粗さは，金属酸化物薄膜のそれに比較し，大き

い。有効表面積の増大につながり，ある大きさでは密着性

の向上に寄与するが，薄膜の結晶性には負の寄与となる。 
(c) 成膜温度：上述の通り，金属酸化物と各種ポリマー基

板との線熱膨張係数差は大きく，後者は 1 桁大きい。この

差は薄膜内残留応力に影響し，成膜温度増大と共に真応力

から熱応力が主となる傾向が後述する通り観察される。こ

の緩和の役割が期待されるのがバッファ層ではあるが，成

膜温度が高いほど，曲げ特性は劣化することや，当方では

剥がれに課題を残すことがあった。具体的には，剥がれは

ZnO 薄膜/バッファ層界面ではなく，（厚膜）バッファ層/ポ

リマー基板界面であった。バッファ層挿入の役割は，成膜

中の基板基材からの出ガス吸収層といった面があることも

追記する。 
本稿では金属酸化物薄膜/ポリマー基板なる接合材料の

製 （ロール to ロール式への拡張も可能とする）を可能と

するコーティング装置の議論を行い，次に具体例を挙げる。 

2. コーティング法とその有効性 

〈2･1〉 コーティング技術とプラズマ技術  Fig. 2 で

は，私見ながら，各コーティングプロセスが実現する成長

（堆積） 度と付加価値（品質（主には結晶性）と耐性（耐

環境性など））との両面の特徴を指標として整理した。21 世

紀今後の材料（本特集号の接合材料や前記複合材料など）

戦略・関連プロセス技術戦略に関わる重要課題は，コーテ

ィング技術の発展として帰着されることは明白である。プ

ラズマ技術はコーティング技術において成長 度を膜品質

を損なうことなく増大させる大きな役割を担う。 
接合材料戦略における key success factors: KSFs は，高 コ

ーティング，低温コーティング，必要に応じた結晶性，及

び多結晶薄膜であれば高グレイン配向性である。究極のコ

ーティングプロセスは，基板に対する抵抗加熱を一切付加

 

 

Fig. 1.  High-frequency dielectric constant H∞ as a function of 

optical bandgap Eop of Ga-doped ZnO films deposited on glass 

substrates. OFR and Ne denote oxygen (O2) gas flow rates and 

carrier concentration, respectively. 

 

 

 

Fig. 2.  Features of various types of coating methods. 
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せず，プラズマ輻射熱のみの，高 コーティング・後処理

（熱処理など）なしであろう。加えて金属酸化物薄膜が抱え

る O 空孔の課題を解決するプロセスが必須である。O 空孔

は残留圧縮応力を増大させる。多結晶薄膜の場合には O 空

孔（VO）を形成した O（O0→VO +O）は粒界析出し，電子

親和性の強さからキャリア捕獲を伴う幅が狭く，高いエネ

ルギー粒界障壁を形成する。本稿では，Ga 添加 ZnO 薄膜

（GZO 薄膜と略称）を例に挙げる。理由は Zn2+置換型 Ga3+

がサイト近傍の O を安定化させる O Stabilizer としての重要

な役割を担うことに因る(5)。 
われわれは前記の KSFs を充足すべく，高 ・低温コーテ

ィング実現を目的に直流アークプラズマを用いた反応性プ

ラズマ蒸着法（Reactive Plasma Deposition（商品名）：RPD）

の研究開発を平成 13 年度から企業と連携し継続している。

目的を果たすべく目標は時系列として以下の通りである。 
(1)大面積（1.5 m 角ガラス基板）化の実現(6)と長期連続コ

ーティング安定性の確認（工業化目処の確立），(2)結晶性・

電気及び光学特性のスケールアップ（0.5～1.5 m 角ガラス基

板）依存性のないことの実証，(3)ポリマーシート（PMMA, 
COP）(7)・ポリマーフィルム（エステル系）基板上 Ga 添加

ZnO 透明導電膜の実現(8)と，コーティングプロセス温度と電

気特性との相関関係，(4)数 10 nm 膜厚 GZO 薄膜における

垂直柱状形態にある結晶子間高配向性をもたらすコーティ

ングプロセス条件の確立(2)，(5)耐湿・耐熱特性の把握とその

改善策(9)，(6)諸特性を具体的な応用が要求する機能として

集約・確立する開発。 
工業化に対する必要な技術としてのウエットエッチング

に関する技術報告は文献を参照されたい(10)。 
〈2･2〉 RPD と多段階コーティング  Fig. 3 は RPD（基

板搬送型形式）の概要図である。特徴は 2 つある。1 つめは

発明者（浦本上進）の名前が用いられる圧力勾配型浦本ガ

ン（アークプラズマ密度：1012/cm3）(11)である。 
2 つめは ZnO の昇華を促進させるプラズマフラックスの

タブレット入射角を制御するプラズマビームコントローラ

である。タブレットと基板表面との距離がコーティング中，

一定となるようタブレット押し出し棒が備わっている。

LaB6（融点：2500℃，仕事関数：～2.5 eV）加熱を通して熱

電子が放出され，アークプラズマへ移行する。RPD のプロセ

スにおける特長は低温（室温から 200℃）・高 （170 nm/min
など）成長可能であることであり，維持の観点からの特長

は，成膜室の酸素イオン（O+, O2
+）が，陽極側から陰極側

に逆流した場合の陰極損傷は著しく少なく，長寿命である

ことが挙げられる(12)。 
Fig. 4 はポリマー基板上に金属酸化物薄膜をコーティング

する際， も重要なコーティング条件となるプロセス 高

温度（Tmax）とプラズマ曝露時間との相関を示す。測定は熱

電対を用いてアークプラズマに直接曝される側と反対側と

で Tmax を評価した。その結果，プラズマ曝露側では，曝露

時間の増大は Tmax を急激に上昇させることが判明した。 
PET 基板の場合，Table 1 と Fig. 4 とから 40 秒以内でのコ

ーティングが望ましいことが判る。目標膜厚を 100 nm とす

ると， 適コーティングプロセスを検討する上で次なる方

針と手順を踏んだ。1 回でコーティングする場合と多段階コ

ーティング（例：3 回堆積の場合，1 回当たりでコーティン

グする膜厚は 30+数 nm）する場合とで，構 と特性（電気・

残留応力特性）との相関の有無やその特徴を分析する。次

に応力因子（真応力と熱応力）の観点から Tmax において，

どの大きさから熱応力発生と評価されるか，そして電気特

性に対し，どのような影響を与えるのかを解明する。Fig. 5
は堆積数と Tmax との関係を表す。 
〈2･3〉 GZO/ポリマー基板  金属酸化物薄膜を基板

上（Fig. 8 参照）に堆積後，室温まで応力を緩和した後では

残留応力が観察されるがその大きさや方向はコーティング

技術に大きく依存する。 
一般に化学反応がコーティング中に関わる化学気相成長

 

 

Fig. 3.  A schematic diagram of Reactive Plasma Deposition 

(Sumitomo Heavy Industries Ltd.). 
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Fig. 4.  Maximum temperature during a film coating at the side 

to be exposed to the arc plasma and at the opposite side. 

 

 

Fig. 5.  Tmax as a function of total number of multistep coating. 
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法（Chemical Vapor Deposition: CVD）では引張り応力が残留

し，スパッタリング法やイオンプレーテイング法など物理

蒸着法では圧縮応力が残留する。ZnO 薄膜ではガラス基板

上でもポリマー基板上でも面内原子数密度が も高い ab 面

が基板表面に平行（c 軸は垂直：Figs. 6, 8 参照）となって成

長し，基板との密着性が良好なコーティングとなることが

判っている。 
Fig. 6 が示す通り，4 配位 ZnO では，ab 面は 3 配位，残り

1 つの配位子は c 軸上サイトとなる。応力なしの内部エネ

ルギーのみが構 を決める場合，中心を Zn とすると c 軸に

沿う Zn-O 化学結合距離は，他の 3 つの Zn-O 化学結合間距

離よりも長くなる。これは化学結合力が弱いことに因る。

残留圧縮応力が伴う GZO 薄膜では a 軸格子定数は対応する

（同じ Ga 密度）応力フリーのパウダー形態 GZO(13)よりも

短く，c 軸格子定数 cGZO. f は，自由エネルギーの増大を抑制

するべく，パウダーでの cGZO.pow
(14)よりも長くなる。 

Fig. 6 中では，応力VGZO. f を X 線回折法で評価される cGZO. f

とバルク弾性係数とを基に前記 2 軸モデルで表した式(15)を

挿入している（VGZO. f に上付き文字 XRD を付している）。同

図中�H�は c 軸歪みを表す。X 線回折測定（リガク ATX-G で

評価した）により，a 軸及び c 軸格子定数を評価するその過

程では注意が必要である。c 軸格子定数は薄膜全体に亘る平

均値ではあるが，a 軸格子定数は In-plane 測定評価法の限界

から表面のみ（基板との界面の正反対側）の大きさとなる。

Fig. 6 中での残留応力式は後述する Fig. 7 左図の場合に限

る。 
Fig. 7 左図は，ガラス基板の場合（Fig. 8 (a)）ではコーティ

ング後，成膜室内から取り出した多結晶薄膜結晶子内及び

基板内での残留応力状態を表し，ポリマーシート（例：COP, 
PMMA（Fig. 8 (b)）など）・ポリマーフィルム基板（Fig. 8 (c)）
の場合では，コーティング後，十分ゆっくりと時間をかけ

て薄膜付きポリマー基板の温度が室温状態に戻ったと認め

られる多結晶薄膜内での結晶子内の様子である。後述する

議論は，ある一定の温度で基板自体に湾曲が観られない状

態になったと判断される Tmax に留まる。Fig. 7 (a), (b) は以下

2 つの場合である。1 つめはコーティング中に真応力での圧

縮或いは引張り応力に対し，薄膜とポリマーとの線熱膨張

係数との差により働く熱応力が優る場合である。コーティ

ング中，そして成膜室から出した直後（剥離していない場

合）に観察される。2 つめはコーティング後，外力として圧

縮或いは引張り応力を働きかけている状態である。 
Fig. 8 は異なる 3 種類の材料基板上に GZO 多結晶薄膜

をコーティングしたサンプルにおける断面走査型電子顕微

鏡像（SEM）の結果を示す。同図では，GZO 薄膜/樹脂バッ

ファ層(厚さ数 µm)/ポリマー基板，なる構 である。下地材

料に拘わらず，c 軸配向結晶子が下地表面に垂直な柱状構

を形成する多結晶薄膜である。密着性は良好であり，界面

での光反射に乱れは少なく，その結果，光学特性において

は光干渉が観察されている。 
〈2･2〉節で議論した Tmax は横方向の結晶子サイズ (L) を

決める重要な 1 つの因子としても認められる。基板に関係

なく，Tmax の増大は L を増大させる。具体的に GZO 薄膜/

樹脂バッファ層(厚さ数 µm)/ポリエステル系フィルム基板

（Fig. 8）の場合，Tmax = 44℃では L = 19 nm，Tmax = 57℃では

L = 21 nm，そして Tmax = 82℃では L = 27 nm (8)となった。こ

 

 
Fig. 6.  Crystal structure of ZnO. Residual stress V  in terms of 

c-axis lattice parameters where cGZO. f  and cGZO.pow are c-axis 

lattice parameters of GZO films and stress-free GZO powders, 

respectively. 

 

 
Fig. 7.  (left) crystal structure of ZnO and stress distribution 

in GZO films and polymer substrates, and (right) stress 

distribution in stressed films and substrates. 

 

 
Fig. 8.  Crosse-sectional SEM images of (a) 200-nm-thick 

GZO films/glass substrates, (b) 150-nm-thick GZO film/buffer 

layer/PMMA sheet and (c) 100-nm-thick GZO film/buffer 

layer/PET flexible substrate. GZO films were deposited on 

three different types of substrates without/with buffer layers by 

RPD. 
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れは，Tmax の増大量を考えると，コーティング中での飛来粒

子の横方向拡散運動量の差が L を決める 2 次元運動の差に

直結し，柱状結晶子間の配列の度合（Tmax 増大と共に配列度

合いが高くなる）も決めているとの判断に至っている。 
Fig. 9 に高分解能 XRD（リガク ATX-G）で評価したエス

テル系ポリマーフィルム基板上にコーティングした GZO 多

結晶薄膜における各格子定数の Tmax 依存性を整理した。参

考としてガラス基板上での同様な格子定数の Tmax 依存性を

加えた。同図では c 軸格子定数での各 Tmax の残留圧縮応力

の大きさを記した。GZO 薄膜/ガラス基板では c 軸格子定数

の Tmax に対する負の相関が観察されると共に残留圧縮応力

は緩和され，応力フリーでの大きさにより近づく。コーテ

ィング中で付加される温度に対する残留圧縮応力の減少は

真応力が残留する場合に観察される典型的な挙動である。

一方，GZO 薄膜/樹脂バッファ層(厚さ数 µm)/ポリエステ

ル系フィルム基板では，前記との共通点と相違点とが観察

される。Tmax = 57℃までの温度上昇領域では共通な cGZO. f の

Tmax に対する負の相関が観察され，Tmax = 44℃での残留圧縮

応力からは大きく緩和された。Tmax = 57℃以上では cGZO. f は

変化が観察されなかった。これは真応力とは別の熱応力が

発生することで，cGZO. f の増大をもたらし，室温まで緩和後

でもその影響が残留することで，差し引きとして変化が観

察されない結果となったと理解している。 
それでは GZO 薄膜/樹脂バッファ層(厚さ数 µm)/ポリエ

ステル系フィルム基板を 1 つの系として捉えた場合，前記

残留応力の低減がなされず，その余分のエネルギーを他の

エネルギーが補償したと考えるべきである。我々はその 1 つ

がフェルミ準位であり，前記 Tmax = 57～88℃温度領域では，

キャリア密度は低温側よりも減少すると予想した。 
Fig. 10に室温条件でのHall効果測定による電気特性のTmax

依存性を整理した。ガラス基板上 GZO 薄膜では Tmax 増大と

共にキャリア密度は単調に増大する。すなわちフェルミ準位

は上昇する。一方，Fig. 9 が示す通り，Tmax 増大と共に残留

圧縮応力は緩和する。ここでは第 1 章において述べた通り，

GZO 薄膜の屈性率の大きさをガラス基板の屈折率に可能な

限り近づけ，界面での反射を抑えることが透過率増大には

必要不可欠である。これはキャリア密度増大によって実現

されている。 
ポリマー基板上 GZO 薄膜では Tmax = 44℃から 57℃まで

は，キャリア密度は～9×1020 cm-3となり，Fig. 1 からは界

面反射抑制に適した大きさである。さらに Tmax = 82℃まで

増大させると残留圧縮応力は増大し，キャリア密度は減少

する（～7×1020 cm-3）。すなわちフェルミ準位は，予想通り

下降する。残留圧縮応力が要因となる弾性エネルギーとフ

ェルミ準位とは相補的な役割を相互に担う。すなわち，GZO
薄膜/樹脂バッファ層(厚さ数 µm)/ポリエステル系フィルム

基板から構成される 1 つの系の全自由エネルギーを下げる。

これは原子レベルでいえば次の通りである。n-type の半導体

ではキャリア電子は反結合状態を占有することから，キャ

リア密度の増大は化学結合距離を増大させることとなる。

議論している熱応力の発生により，圧縮応力緩和が抑制さ

れる力が働けば，前記化学結合距離の増大を阻むこととな

る。換言すればキャリア密度の減少が誘発される。これは

屈折率の増大となり，応用上避けたい。 
一方，ホール移動度に対しては，異なる下地における GZO

薄膜間において，各 Tmax における大きさに差があるものの

Tmax 依存性に関しては見かけ上の差異は観察されなかった。

しかし，相応の現象に潜む機構は異なる。ガラス基板上で

の GZO 薄膜では，Tmax 増大はキャリア密度を増大させる。

それと共に結晶性及び結晶子間の配列度の向上が観察され

る。前者は格子の秩序度改善であり，結晶子内キャリア移

動度は向上する。後者はキャリア輸送への粒界散乱の影響

を抑止する。それらの結果，Fig. 10 が示す Tmax とホール移

動度との正の相関関係が観察される。 
樹脂バッファ層（厚さ数 µm）付きポリエステル系フィル

ム基板上 GZO 薄膜では，Tmax = 44℃から Tmax = 57℃までは，

ガラス基板上での GZO 薄膜と同様に，結晶子内での結晶性

の改善がホール移動度の向上をもたらしていると推測され

る。更に Tmax = 82℃まで増大させるとホール移動度の増大

の割合は，ガラス基板の場合のそれよりも大きい。この現

象はイオン化不純物散乱が結晶子内での散乱機構主因と仮

定すると，キャリア密度が減少することと結晶子内中での

 

 
Fig. 9.  c- and a-axis lattice parameters of GZO films/polymer 

substrates with a buffer layer and GZO films/glass substrates as 

functions of the maximum temperature Tmax during the RPD 

coating. 

 

 

 
Fig. 10.  Carrier concentration and Hall mobility of GZO films 

deposited on glass substrates and on polymer-film substrates 

with a buffer layer as functions of the maximum temperature 

Tmax during the RPD coating. 
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結晶性改善との相乗効果により説明される。 
次の議論に移る前に異なるポリマー基板を用いた GZO

薄膜（膜厚 100 nm）の電気抵抗率 U�に関し，言及したい。

PMMA(7)，COP(7)及び PEN, PET では，U = 5×10-4 Ωcm 台で

あり，相互に差はほとんど見えない。但し，PMMA 及び COP
では 1 回成膜である(7)。膜厚 100 nm 以上ではガラス基板を

用いた場合とも U�の大きさに差はほとんどない。 
GZO薄膜付きポリマー基板の光学特性はTable 1が示す屈

折率の大きさ，バッファ層の有無，及びバッファ層の素材

や厚みに依存する。COP 基板は Table 1 が示す通り，ガラス

基板と同様，飽和吸水率が他のポリマー基板よりも小さい。

それゆえにコーティング中での基板からの出ガスは，ほと

んどないため，それを抑えるバッファ層の必要がなく（圧

倒的に可視光領域での透過率は高くなる），界面での密着性

も良好であった。数 µm 膜厚のバッファ層を用いた場合の典

型的な透過率分散特性を Fig. 11 に示した。可視光領域及び

近赤外領域では透過率 85%前後で多重反射効果により分散

特性の小さい光学特性となっている。挿入写真は後述する

曲げ特性に関する実際のサンプルである。 
後に GZO 薄膜付きポリマーフィルム基板の特徴となる

可撓性（flexible）に関し報告する。前述した通り，RPD 法

でガラス基板上にコーティングされた 100-nm-thick GZO 薄

膜は“圧縮応力”が観察される。ガラス基板と ZnO 薄膜と

ではコーティング温度での線熱膨張係数に大きな差がなく，

コーティング中にガラス基板から ZnO 薄膜への外力は働か

ない。それゆえ，圧縮応力は酸素空孔や添加物元素といった

点欠陥がもたらす真応力である。このような場合，内部応

力の表現の方が適格と判断される。 
Fig. 12 に外力として圧縮応力をかけた場合（左図）と引

張り応力をかけた場合（右図）に対する GZO 薄膜のシート

抵抗における相対変化率 R /R0（R：曲げ応力テスト後のシー

ト抵抗，R0：曲げ応力テスト前のシート抵抗）の相違を，テ

スト使用での径（同図挿入図参照）をパラメータとして整理

した(8)。ポリマーフィルム基板はポリエステル系であり，

GZO 薄膜は，Tmax = 44℃の条件下，3 回積層コーティングに

より得られた膜厚 100 nm の試料である。 

Fig. 7 に注意されたい。本稿ではポリマーフィルム基板内

に中立軸（圧縮も引張りもない）がほぼ部材の中心部にあ

ると仮定する。Fig. 12 左図（右図）の場合，ポリマーフィ

ルム基板内では，この中立軸に対し，内側は圧縮応力（引

張り応力），外側は引張り応力（圧縮応力）が作用する。曲

げ外力がはずれると上記圧縮，引張り応力の反発により，

曲げ角度が開く。これはスプリングバックと呼ばれ，膜の

材質，膜厚，加圧力，及び曲げ半径に依存し，定量的な評

価は難しいといわれる。硬い材料ほどこの現象は顕著に現

れる。 
シート抵抗 R 及び R0の測定は応力緩和後に評価した。圧

縮応力を伴う GZO 薄膜では，外力として Fig. 12 左図の場合，

大きなシート抵抗の変化が観察されるその径は 20 mm であ

った。一方，Fig. 12 右図の場合，該当する径は 30 mm とな

り，耐曲げ性は前者よりも劣ることが本実験（膜厚 100 nm 
の GZO 薄膜）では判った。耐曲げ性は，上記外力として異

なる 2 つの型の応力に対し，Tmax が低ければ低い程，良好な

耐性が観察された。すなわち当該積層プロセスは，残留応

力における熱応力の制御及び耐曲げ性制御において有効な

スマートコーティングといえよう。 

3. 結  言 

本稿では軽量かつ耐曲げ特性に優れるポリマーフィルム

基板を用いた金属酸化物薄膜との接合材料を，いかに個々

の特徴を維持し，機能を自在に制御するかといった観点か

ら，スマートコーティングなるコンセプトを提案すること

を目的に記述した。プラズマ技術を用いたコーティングは

プロセス時間短縮をもたらし，Tmax 制御を可能とさせる。 
Tmax 制御の目的はコーティング後での金属酸化物薄膜中

に在る残留応力の制御である。学術的には薄膜構 と特

性・機能との関係が判明している例は少ない。特にバルク

特性として工業的にも多くの成果を挙げている応力特性

は，薄膜分野の科学者・エンジニアにとって難題と映る。

本稿では原子スケール及び化学結合論的な観点から 1 つの

解釈を述べたが，今後の解明すべき課題である。耐曲げ特

性はポリマーフィルム基板内で，圧縮応力と引張り応力と

 

 

Fig. 11.  Optical transmittance of polyester-film substrates 

with 100-nm-thick GZO films as a function of wavelength. 
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Fig. 12.  Relative change in sheet resistance as a function of 

diameter of GZO films deposited on polymer substrates. 
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が同時に働く複合力系であり，その観点からはバッファ層

内でも同様である。外力がかかっている時間内で，いかに

金属酸化物薄膜に及ぼす外力を弱めるか，バッファ層材質

や構 の設計が本分野における 1 つの KSF である。 
本稿では Tmax の低温化といった観点からの議論とその有

効性とを焦点として，これまでの成果を下に整理した。対

極的には，より結晶性が良好かつ金属酸化物薄膜の特性を

自在制御するために有効な高温 Tmax プロセスで先ず金属酸

化物薄膜を創り，転写技術を用いることで，金属酸化物薄

膜/ポリマーフィルム基板，なる接合材料を製 するといっ

たスマートコーティングも挙げられる。該コーティングが

いかに残留応力制御の幅をもつか今後，期待される。これ

ら総合的なコーティング技術の発展はFig. 2内での第 3世代

として進展し，新奇・新規金属酸化物薄膜の実現や接合材

料に関する科学技術をより進展させる原動力となる。本稿

がそれらに貢献できたら幸である。 
本研究の一部は，NEDO プロジェクト「希少金属代替材料

開発プロジェクト」（2007～2011）からの支援である。関係

者に紙面をお借りし感謝申し上げる。ポリエステル基板上

GZO 薄膜での研究開発はリンテック株式会社が主となった

ものである（科学技術振興機構（JST）「企業研究者活用型

基礎研究推進事業」（2009～2010）からの支援）。成果及び

実り多き議論に対し，同社研究所 近藤健室長，永元公市主

幹研究員，並びにアドバンストマテリアルズ事業部 小宮山

幹夫部長に深く感謝申し上げる（所属・役職は当時）。 
理論的発展を伴う研究は，平成 24 年度からの科学研究費

助成事業（独立行政法人日本学術振興会）における基盤研究

A「吸着酸素化学状態制御による高感度水素センサー」Grant 
Number 30320120 の支援を受けた。RPD に関する多くの技

術開発は，住友重機械工業株式会社技術研究所 酒見俊之主

任研究員及び北見尚久氏からの多大なご支援に負う(12)。紙

面を借りてご支援に深く感謝申し上げる。 
電気学会フレキシブルコーティング技術調査専門委員会

委員の先生方には実りの多い議論及びご指導を賜っている。
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