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研究背景-1 

炭素系素材のアッシング技術背景 

◎ＤＬＣ（ダイヤモンド・ライク・カーボン）コーティングの脱膜 

アルミ合金の切削加工工具では、工具への凝着防止のため、ＤＬＣ 

コーティングが採用されている。持続的社会では、使用済みの工具 

をそのまま廃棄するのではなく、摩耗したＤＬＣ膜を一度脱膜し、再度 

ＤＬＣコーティングして、工具基材をリサイクルする必要がある。このとき、 

リードタイム短縮とともに、基材とＤＬＣとの間の中間層も残渣なく脱膜 

することが求められる。 

◎ダイヤモンドコーティングの化学研磨 

ダイヤモンドコーティングも、ＤＬＣ同様に、ドライプレス加工用金型の保護 

コーティングとして利用されている。しかし、ダイヤモンド粒の成長方位により 

固有の表面粗さ（1.5－2mmRz)が形成されるため、それを0.5mmRz以下に 

低減する必要がある。通常の機械研磨などでは膨大な作業時間が必要とな 

ることに加え、基材に損傷を与えずに、曲面・内径のダイヤモンド膜も平坦化 

しなければならない。 



研究背景-2 
炭素系素材のエッチング技術背景 

◎微小回折パターン転写成形用のモールド型創成 

不活性ガス雰囲気・制御酸素分圧下で成形するガラス光学素子では、 

高屈折率をもつ高融点ガラス素材への、マイクロ・レンズ・パターン、 

マイクロ・フレネル・パターン、回折格子パターンなどの微細パターンを 

転写成形するマザーツールが求められている。高温耐久性に加え、 

ガラス固体との低凝着性、モールドプレス成形時の高温強度も必要 

となる。 

◎ポリマー/金属フィルム上の炭素系膜のパターニング 

ポリイミドフィルム上のＣＮＴフィルムは、透明電極としての利用が検討 

されている。生産技術として、電極パターンをＣＮＴに転写するには、 

高速かつ高精度での炭素系膜のエッチングが不可欠となる。 



研究開発成果（アッシング技術）－1 

◎平板試験片（Ｃｒ中間層＋ＤＬＣ膜）の脱膜 
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#1非マスク部のみが脱膜され，ポリイミドテープでマスクした 

 部位は全く脱膜されない． 

#2マスキング境界でのエッチング挙動はきわめて鋭利に生じ， 

 ほぼマスク厚さ程度の誤差で脱膜する． 



研究開発成果（アッシング技術）－２ 

◎各種条件でのＤＬＣ膜のアッシング挙動 
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研究開発成果（アッシング技術）－3 

◎アッシング・エッチング挙動のプラズマ診断 

○プラズマ診断によって、最適なプラズマエッチング条件を探索できる 

○ＣＯピーク（ＤＬＣ中のＣと活性化酸素（Ｏ）との反応物）を実時間で検出する 

 ことで、エッチング終了も予測できる。 



研究開発成果（アッシング技術）－４ 

◎ダイヤモンド膜の脱膜挙動 
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○ＳＥＭ像よりダイヤモンド粒の尖頭切断 

 するようにアッシングが進行する。 

○ラマンピーク強度減少から、エッチング 

 速度も比較的早いこともわかる。 



研究開発成果（アッシング技術）－5 

◎実際のＤＬＣコーテッド金型の脱膜挙動 

Before Plasma Ashing After Plasma Ashing

Perfect 

Ashing 

 一眼レフ用の非球面レンズ成形用モールド金型は， 

 成形品も高価であるため，型表面の超高精度を常に 

 担保する（高品質を保持した金型リサイクル） 



研究開発成果（アッシング技術）－６ 

◎プラスチック基材のＤＬＣ脱膜挙動 

Masked

Region

ＰＣ（ポリカーボネート）上にコーティングしたＤＬＣ膜も簡易な 

マスキングで、選択的なアッシングもできる 



研究開発成果（アッシング技術）－7 

◎基材温度制御 
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プラスチック部品・生体材料部品など70℃以下で低温酸化
処理するため、制御酸素雰囲気を低温化するためには、 

ＤＣバイアスを250℃以下に制御すればよい。 



新技術の特徴、従来技術・競合技術との比較 

• 従来技術の問題点であった、脱膜速度の
高速化ならびに中間層を含むＤＬＣ膜の完
全脱膜に成功した。 

• 従来は中間層の脱膜不可能という点で、
主層のみの脱膜に限られていたが、速度
も含めアッシング特性が向上できたため、
完全脱膜することが可能となった。 

• 本技術の適用により、完全脱膜速度が4倍
以上にできるため、処理コストが1/2～1/3

程度まで削減されることが期待される。 

アッシング技術レベルの比較 



想定される用途 

• 本技術の特徴を生かすためには、工具・
金型の脱膜に適用することで工具・金型
基材のリサイクルでメリットが大きいと考
えられる。 

• 上記以外に、所定の部位のみを脱膜す
る選択的アッシング効果が得られることも
期待される。 

• また、達成された脱膜速度・低温脱膜化
に着目すると、医療器具などの滅菌や殺
菌といった分野や用途に展開することも
可能と思われる。 

アッシング技術の応用範囲 



実用化に向けた課題 

• 現在、ＤＬＣコーテッド工具・金型の脱膜
について実用化が可能なところまで開
発済み。 

• 今後、ダイヤモンドコーティングの脱膜
について実験データを取得し、金型に適
用していく場合の条件設定を行っていく。 

• 実用化に向けて、短時間脱膜後の表面
粗さを0.5mmＲｚ以下まで向上できるよう
技術を確立する必要もあり。 

当該アッシング技術の課題 



研究開発成果（エッチング技術）－１ 

簡易なマスクを用いた場合 

a) Before Dry-Etching 

DLC-coated tool-steel 

Metallic mask pattern 

b) After Dry-Etching 

Bare tool-steel 

Negative of DLC-coating 

left on the substrate 

○マスク部以外は、完全脱膜される 

○光学顕微鏡（Ｘ１００；右図の右下挿入）では 

 孔パターンが精度よく転写形成されている。 



研究開発成果（エッチング技術）－2 

ステンレスマスクを用いた場合 

a)

ステンレス鋼フィルムのマスキング 

パターン 

b)

平均マスク孔径：115 mm 

ＤＬＣ膜上に転写形成された微細パターン 

平均マスク孔径：120 mm 

○ＤＬＣ上の孔の周囲：マスクとのクリアランスで生じた影響部 



研究開発成果（エッチング技術）－3 

金属マスキングを用いた場合（エッチング前） 

a-SiC 

a-SiC 

Cr 

DLC-Layer (5 mm) 

Cr 

○薄いa-SiCと厚いＤＬＣ主層を選択的にエッチングする。 

○底部のa-SiCとCr層は過剰エッチングの防止用である。 



研究開発成果（エッチング技術）－４ 

金属マスキングを用いた場合（エッチング後） 

エッチング後（3520ｓ後）のＳＥＭ像 

○比較的均一なエッチングが進んでいる。 

○微細なクロムパターンでは、一部浸食も認められる 

 （プロセスの最適化を行う） 



研究開発成果（エッチング技術）－5 

金属マスキングを用いた場合（精度評価） 

Original surface

before etching

Bottom surface
after etching

Original surface

before etching

Bottom surface
after etching



新技術の特徴、従来技術・競合技術との比較 

• 従来技術の問題点であった、環境負荷に
影響あたえるエッチャントなしで微細パター
ンをＤＬＣ中に構築することに成功した。 

• 従来はマスキングの点でエッチング解像度
は制限されていたが、mmまで性能が向上
でき、微細パターニングが可能となった。 

• 本技術の適用により、ＤＬＣ膜などの炭素
系膜がパターニングできるため、光学素子
成形用金型生産コストが1/2～1/3程度まで
削減されることが期待される。 

エッチング技術レベルの比較 



想定される用途 

• 本技術の特徴を生かすためには、微細
回折格子製造に適用することで微細パ
ターン金型の創成における生産技術メ
リットが大きいと考えられる。 

• 上記以外に、高アスペクト比の微細パ
ターニングへの展開も期待される。 

• また、達成されたエッチングパターンに着
目すると、バイオセルやＭＥＭＳといった
分野や用途に展開することも可能と思わ
れる。 

エッチング技術の応用範囲 



実用化に向けた課題 

• 現在、2-3mm幅のエッチング（アスペクト
比1.0以上）が可能なところまで開発済

み。しかし、微細幅パターンの安定性の
点が未解決である。 

• 今後、種々のマスク選択について実験
データを取得し、ガラス成形用金型に適
用していく場合の条件設定を行っていく。 

• 実用化に向けて、ピッチ幅の精度を
1mm以下まで向上できるよう技術を確
立する必要もあり。 

当該エッチング技術の課題 



本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称 ：炭素系物質除去方法及

び該除去方法を備えた部品等の製造
方法・リサイクル方法 

• 出願番号 ：特願２０１０-0４５１１０ 

• 出願人  ：相澤龍彦 

• 発明者  ：相澤龍彦 外2名 



想定される技術移転 

＜用途＞ 

 ・金型・工具素材をリサイクルして利用するドライ 

  加工分野 

 ・微細パターンを転写成形するマザーツール分野 

 ・カーボンナノチューブ透明電極などの炭素系機能 

  材料分野 

 

＜技術移転＞ 

 ・カストマーの用途に応じたシステム設計を提案し 

  共同開発することで、知的資産価値を増進させる 

 ・課題の共同解決、新ターゲットを狙ったプロジェクト 

  運用を通して、環境に優しくコスト優位性の高い 

  加工技術を広める 
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