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研究背景

単一材料では満たされなかった特性を付与する材料技術として
コーティング技術が注目されている.

コーティングとは,基材の表層に異種材料の皮膜を形成すること
である. 皮膜により基材に不足する特性を補完することがコー
ティングの目的である.

コーティングの技術的課題として（1）高い成膜速度（2）緻密な
皮膜（3）低温での成膜の3点を同時に満たす事があげられる.

材料は,耐食性,耐熱性,耐摩耗性,強度,靭性など複数の特性を同
時に満たすことが要求されているが,単一の材料で複数の要求を
満たすことは限界に来ている.

しかし,既存のコーティング技術では3点を同時に満たす事は
困難である.

新らしいコーティング法の開発が熱望されている。



②生成したナノ粒子を超音速ガス流に
より搬送し基材上にコーティングする。

＝真空蒸着

新しいコーティング技術
超音速フリージェットPVDとは ?

①不活性ガス中で膜原料を蒸発をさせ
ナノ粒子を生成。

＝ガス中蒸発

超音速フリージェットPVD = ①＋②



超音速フリージェットPVDの原理： ① ＋ ②

Heの流れ

①

①蒸発原子がHeと衝突、
ナノ粒子が生成

②超音速ノズルでHeを加速し、
ナノ粒子を基材に衝突させる

←超音速ノズル

②

蒸発室30-90kPa-成膜室0.1kPa



傾斜組成膜の生成.

膜材料の蒸発量比を変える
ことにより傾斜組成膜.

ガラス基板上に成膜させた金属膜



超音速フリージェットPVD 装置

成膜室

蒸発室

蒸発室



コーティング膜生成のメカニズムは？

成膜室の基板

超音速流

ナノクラスターが
超音速流に乗って
基板に衝突し結晶
粒を作り成膜する

1) ナノ結晶膜

2) 無配向結晶膜

3) 残留歪みが無い

4) 膜に欠陥が無い

5) 界面に欠陥が無い
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蒸発室におけるナノ粒子生成

（超音速ノズル）



Ⅰ. 金属基板に金属膜 Ti-Al，Al-Ti，鋼-Ti，Al-Fe

Ⅱ. ナノ粒子の混合に組成傾斜膜
1) TiとAlのナノ粒子をTi基板上で混合し、金属間化合物TiAlの
「その場合成」によるTiとTiAlの傾斜組成膜
2) AlとSiのナノ粒子の混合によるAl-Siの傾斜組成膜.

Ⅲ. リアクティブプラズマにより生成TiNナノ粒子による組成傾斜膜

Ⅳ. HAｐ（ハイドロキシアパタイト）粒子の分散Ti膜

Ⅴ. ガラス基板上へSi膜生成

超音速フリージェットPVDの適用例



Al 基板にき裂が生じても、Al-Fe 界面の剥離は無い

Al 基板に、Fe 膜の三点曲げ.

Fe膜

Al基板に
生じたき裂

Al 基板

界面強度の確認

基板 と 膜が異種金属でも、界面強度は高い

Ⅰ．金属基板に金属膜の例



Ⅱ. ナノ粒子 の混合による膜

①TiとAlのナノ粒子を基板上で混合して成膜

通常高温で生成される
金属間化合物TiAl が基
板上で「その場合成」さ
れる



Ti 基板に､ Ti/TiAl の組成傾斜膜
断面のSEM 像とEPMA 分析

TiとAlの蒸発量を制御することにより、Ti/TiAlの
組成傾斜膜が作製できる。
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ナノ粒子混合膜

Ti 基板TiAl

膜内界面に
き裂欠陥が
存在しない



Ti基板にTi/TiAlの組成傾斜膜断面の
SEM 像とTi、Al 分析

界面および コーティング膜内にき裂や穴は存在しない。

SEM (２次電子)像 Ti 分布 Al 分布

基板と膜の界面ではない.

界面 は、この辺りに存在するはず

ナノ粒子混合膜



ナノ粒子混合膜

10nmほどの大きさのSiが分散した膜
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Ⅲ．蒸発室内で生成されたTi窒化物
ナノ粒子による組成傾斜膜

1. Heガスに加え窒素ガスを
蒸発室内に導入

3. TiN ナノ粒子が成膜室へ
搬送され成膜される.

2. 蒸発室内でTiN ナノ粒子が
生成される

方法

リアクティブプラズマを利用した
ナノ粒子生成による成膜方法



Ti基板上の組成傾斜 TiN 膜表面 及び 断面

ここは基板－膜界面ではなく窒素ガスが導入され窒化物生成
によるSEMの２次電子のエミッションが変化した境界

界面は、この辺りに存在.

蒸発室内で窒化物ナノ粒子生成による成膜



ハードコーティングとしてのAl/Al-Si、Ti/Ti-TiAl、
Ti/Ti-TiN 組成傾斜膜

（ナノインデンテーションによる硬さの変化）
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TiN, TiAl および Si の含有量の増加に伴い硬さが増加している。



Ⅴ．HAp分散Ti 膜

Tiナノ粒子による成膜中にHydroxy-
apatite 粉を成膜室に誘導.

HAp 粉を包含したTi 膜



HAp-Ti 膜：生体材料向け

HAp-Ti膜を人工体液中に浸漬することで天然骨のアパタイト
に類似したアパタイトが増殖させることができる。

14 日後

HAp 粉を包含したTi 膜であるため大きな面積での剥離が起き難い



Ⅴ．Si結晶膜

• ナノ結晶膜
• 無配向
• 内部歪みが非常に小さい
• 低温で成膜できる

発明者：湯本敦史，丹羽直毅，古村雄二（出願タマティーエルオー株），

発明の名称：多結晶シリコン膜の形成方法、多結晶シリコン膜の形成装置及び

多結晶シリコン膜が形成された基板，出願番号：特願2008-314602，

出願月日：2008年12月10日



基材
蒸発室①、
②と原料

生成膜 主な研究成果 適用例

Ⅰ

Ti － Al Al 1)欠陥のない膜
2)数ナノの結晶粒膜
3)異種金属同士でも高い界面
強度

耐食膜：Ti膜
Al 膜 → 酸 化 →
Al2O3膜

Al Ti － Ti

鋼 Ti － Ti

Al Fe Fe
無歪・無配向のナノ結晶膜
低保磁力

磁性コーティング

Ⅱ

Ti Ti Al TiAl＊ ２種のナノ粒子により基材上で
「その場合成」された化合物膜

耐熱金属間化合物
TiAlコーティングAl Ti Al TiAl＊

Al Si Al Al+Si＊ 2種類のナノ粒子の混合膜 Al-Si耐熱ライニング

Ⅲ

Ti Ti － TiN＊

窒素ガスとの反応でできた窒
化物ナノ粒子による窒化物膜

TiN，(Ti,Al)N 窒化
膜の耐摩耗コーティ
ング

Ti Ti Al (Ti,Al)N★

SUS30
4 Ti － TiN

Ⅳ Ti Ti － Ti＋HAp HAｐが分散したTi膜 生体材料

Ⅴ glass Si Si 配向性の無いナノ結晶のSi膜 太陽電池

Ⅰ：金属膜 Ⅱ：２種金属を混合した膜 Ⅲ：リアクティブプラズマ
による窒化物 Ⅳ：ハイドロキシアパタイト分散Ｔｉ膜 Ⅴ：Ｓｉ膜



低温で高密度皮膜の形成が可能（基板は、加熱無し～５００℃）
生成直後の活性なナノ粒子を超音速のガス流により加速して基材に堆積・
膜形成させるため低温で緻密な膜を形成が可能。
高効率・高い成膜速度の達成（蒸発量の100%近くが成膜される）
蒸発原子をナノ粒子として捕集し，膜形成させるため素材を100%近く膜にで
き、高い成膜速度を達成できる．
ナノサイズの結晶粒，ナノコンポジット膜の達成
ナノ粒子の堆積による成膜と高温の基板温度が不要なため，ナノサイズの膜
結晶組織が得られる．また，異種ナノ粒子を基板上で混合させ，ナノコンポジ
ット膜の形成も容易である．
幅広い基材と皮膜の組み合わせ，傾斜組成が可能
ナノ粒子を物理的に堆積させるため，基材と膜の組合わせの自由度が広い
。異種膜素材の蒸発量を制御しナノ粒子の割合を変え、基材からの連続性

を保った傾斜組成膜を作製できる。
高真空環境が必要ない（蒸発室30-90kPa-成膜室0.1kPa）
超音速ノズルは，チャンバ間の圧力比さえ一定に保てば良く，高真空環境を
必要とせず，搬送Ｈｅも循環利用することが可能である。また、基板は、アセト
ン洗浄で成膜可能である等，工業装置としては扱いやすいと言える．

超音速フリージェットPVDの特徴



本方法による成膜の基礎的技術は、ほぼ確立している。

実用化へ向けての課題

本コーティング法は、コーティング法として優れた特徴を
有し、多方面での実用化が期待できる。

先述したFe膜は、ナノ結晶膜、無配向、残留歪みが
非常に少ない低保磁力の軟磁性膜であり、企業との
共同開発が進展している。

適用可能な分野に適合した装置化、所要特性、付加価
値、生産性など実用的価値の評価をふまえた実用化へ
の試みである。大学でなし得る範囲を超え、企業との共
同開発が望まれるところである。

実用化へ向けての課題は
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