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まえがき＝樹脂フィルムに薄膜を真空成膜して様々な機
能が付与された製品が日常生活で多用されている。例え
ば，スナック菓子やレトルト食品などの包装材では，
PP（PolyPropylene）やPET（PolyEthyleneTerephthalate）
フィルム基材の表面にアルミ（Al）やシリカ（SiOx）
などの薄膜を成膜することにより，大気中の水蒸気や酸
素の透過を抑制して食品の品質の劣化や腐敗を防ぎ，賞
味期限を長期化させる機能を付与している。従来の食品
包装材ではアルミ成膜されたものが多かったが，最近は
透明なシリカ成膜の包装材も登場して視認性という機能
も付与されている。
　近年，タッチパネルを搭載したスマートフォンやタブ
レット端末の普及が目覚ましいが，このタッチパネルに
も薄膜が真空成膜された樹脂フィルムが用いられてい
る。とくに最近主流となっているのが多点入力や指の動
きで写真などの拡大縮小のジェスチャ機能に対応できる
投影型静電気容量式タッチパネルである。タッチパネル
の操作面に配置される透明電極部品には，ハードコート
付きPETフィルムに光学調整層：IM（Index Matching）
層やITO（Indium Tin Oxide）膜を成膜したITOフィル
ムが使用され，エッチングで配線パターニングがなされ
用いられる。ITO膜単層ではパターニングの模様がわず
かに見えてしまうため，ITO膜上にはパターニングを見
えづらくする光学調整層が形成されている。
　フィルム状基材にコーティングする場合，生産性が高
いロールツーロール（Roll to Roll，以下R2Rという）と
呼ばれる装置がよく用いられている。R2Rは，円筒状に
巻き取られたロール状態の基材フィルムをそのまま装置

に搭載する。繰り出されたフィルムは円筒状ローラで案
内されながら各種処理が連続して行われ，最終的に成膜
済みフィルムとして再び円筒ロール状に巻き取られる。
　最近はタッチパネルの大型化の流れから，基板幅は
400mmから500mmへと拡大する傾向があり，400mm幅
3 枚取りが可能な基材幅1,300mmに対応した大型スパッタ
R2R装置も，500mm幅 3 枚取りが可能な基材幅1,600mm
への対応が望まれつつある。また，太陽光遮断を目的に
ガラスに貼って使用するウインドウフィルムなどの大面
積用途では製品幅1,600mm以上を必要としており，この
用途でも基材幅1,600mm対応が必要となってきている。
　当社は，機能膜用のスパッタR2R装置分野に対し，基
材幅350～700mmクラスのW35-S型を独自開発 1 ）で市場
投入した。このスパッタR2R装置は，独自真空チャンバ
構造によりコンパクトでありながら成膜部へのアクセス
が容易である。さらに，成膜部のチャンバを開閉可能な
構造（オープン・チャンバ・コンセプト）として，成膜
部への容易なアクセスを可能とした基材幅1300mm対応
の大型スパッタR2R装置W50-S型もラインアップしてき
た。
　今後，さらなる幅広1,600mm基材幅への対応が求めら
れる中，大型スパッタR2R装置の新モデルW60-S型の開
発を進めている。このW60-S型では，成膜部への容易
なアクセスを可能とする当社独自のオープン・チャン
バ・コンセプトを生かしつつ，W50-S型モデルの建屋
の高さや解体・据付工期が長いといった問題点の解消を
図る考えである。本稿では，新モデルW60-S型の概要
とその適用例，並びにその他の当社R2R装置のラインア
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ップについて報告する。

1 . W50-S型スパッタR2R装置

　W50-S型スパッタR2R装置は，当社従来モデルの幅広
フィルム用大型R2R装置である。本装置は，成膜ローラ
を搭載するボックス型ベースチャンバに対してスパッタ
源を搭載するプロセスチャンバが大きく開閉する構造

（オープン・チャンバ・コンセプト）を採用している。
成膜部へのアクセス性が良く，プロセスチャンバを開放
した状態で成膜部のクリーニングやマスク交換，スパッ
タターゲット交換における良好な作業性を実現してい
る。図 1 にW50-S型スパッタR2R装置のシステム構成
を，図 2 に基材幅1,300mm用であるW50-1300S装置のベ
ースチャンバ部の外観を示す。
　プロセスチャンバには複数のTMP（Turbo Molecular 
Pump）を装着し，各成膜ゾーンでの均等排気による安
定した成膜処理を実現している。また，成膜ゾーンは 4
ゾーンあり，ゾーン間もTMP排気することで良好なガ
ス分離特性を確保している。ベースチャンバの上側には
大径の基材ロールをはじめ，フリーローラ間にプレート
ヒータを配したスパン加熱方式でのフィルム脱ガスを行
う脱ガスゾーン，および基材巻き取り前に皮膜抵抗や透
過率などの膜質モニタが配置される上部チャンバが積層
されている。

　型式のW50は，チャンバを上へ積層したプロセスチャ
ンバ開閉方式のR2R装置形態であることを示し，1300お
よび末尾のSはそれぞれ対応基材幅1,300mmクラス，お
よびスパッタであることを示している。
　本装置は，チャンバ積層構造のため設置スペースが少
なく，上部チャンバのみをクリーンルームとすることが
可能といった利点がある。しかしながらその反面，装置
の背丈が高くなるため高い建屋を必要とする。また，輸
送時には重量物である上部チャンバを解体して据付先で
再組立を必要とすることから，解体・据付工事が長くな
るといった問題もある。

2 . 新W60-S型スパッタR2R装置の特徴

　W60-S型スパッタR2R装置は，オープン・チャンバ・
コンセプトを維持しつつ，前述のW50-S型R2R装置にお
ける改善点を解消した新型スパッタR2R装置である。
W60-S型スパッタR2R装置の特長は以下のとおりであ
る。
　（ 1 ）プロセスチャンバ開放構造での成膜部への良好

なアクセス性
　（ 2 ）スパン脱ガス機構の連続脱ガス機能のユニット

化搭載
　（ 3 ）ユニットチャンバの水平結合での良好な解体・

輸送・復旧性と拡張性
　図 3 にW60-S型スパッタR2R装置のシステムの基本構
成を示す。W60-S型スパッタR2R装置は，輸送制限サイ

図 2  W50 -1300S型R2R装置ベースチャンバ部の外観
Fig. 2  Base chamber of sputter R2R model W50 -1300S

図 3  W60 -S型R2R装置の本体構成
Fig. 3  Schematic of sputter R2R model W60 -S system

図 1  W50 -S型R2R装置の本体構成
Fig. 1  Schematic of sputter R2R model W50 -S system
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ズに対応したチャンバユニットを水平方向に連結する構
造としている。基材ロール搭載部はUW（Un-Winding；
巻き出し）チャンバ，RW（Re-Winding；巻き取り）チ
ャンバでユニット化している。脱ガス機構は脱ガスチャ
ンバとしてユニット化し，UWチャンバに水平連結して
いる。ベースチャンバ部の成膜部は左右に開口を有し，
この開口を塞ぐ左右プロセスチャンバは，成膜ローラと
の干渉を回避できる40cm程左右に開いた後，大きく背
面側へ後退して成膜部が開放される。これにより成膜部
のマスク交換や清掃が容易となり，後退したプロセスチ
ャンバに保持されるターゲットは開放空間で容易な交換
作業が行える。このようなチャンバ構成のW60-S型ス
パッタR2R装置は，成膜部へのアクセス性は維持しなが
らチャンバを水平連結することで容易に据付ができ，従
来モデルに比べて大幅に導入しやすい装置となってい
る。
　W60-S型では，従来のプレーナスパッタ源に加え，
RM（Rotary Magnetron）スパッタ源も搭載できる。高
ターゲット歩留りから採用が進むRMスパッタ源は，基材
幅1,600mmクラスではターゲットユニット長で2,000mm
超，重量も100kgレベルとなる。このため，W60-1600S
モデルでは装着性に配慮した両端保持構造と専用吊り治
具を用意し，そのハンドリング性に工夫を施している。
また，ユニット化されたUWチャンバやRWチャンバに
は，基材にラミネートフィルムを巻き出すラミローラ，
およびそのラミネートフィルムを巻き取るデラミローラ
もオプション搭載可能となっているなど拡張性もアップ
している。成膜ローラは温媒循環で温調され，－15～75
℃の低温から中高温までの成膜が可能である。
　表 1 に基板幅1,600mmクラスに対応したW60-1600Sモ
デルの概略仕様を示す。
　新モデルW60-1600S並びに基材幅1,300mmクラスに対
応したW60-1300Sは設計開発が完了した。新設計（チ

ャンバ構造，チャンバ開閉機構，ドア開閉機構，成膜ロ
ーラ，圧力隔壁，RMスパッタ源など）となるベースチ
ャンバ部は装置性能を左右する重要部である。このた
め，W60-1600Sのベースチャンバ部は試作確認中であ
り，圧力分離性能，温調機能，成膜分布などの基本性能
の確認を進めている。図 4 ，図 5 に当社高砂工場で試
作中のベースチャンバ部の外観を示す。

図 5  W60 -1600S型R2R装置のベースチャンバ部背面の外観
Fig. 5  Base chamber of sputter R2R model W60 -1600S

表 1  W60-1600Sモデルの概略仕様
Table 1  Main specifications of W60-1600S model

図 4  W60 -1600S型R2R装置のベースチャンバ部正面の外観
Fig. 4  Base chamber of sputter R2R model W60 -1600S
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3 . 充実した脱ガス機能

　当社の大型スパッタR2R装置の特徴の一つに充実した
脱ガス（degassing）機能がある。脱ガス処理は，フリ
ーローラ間のプレートヒータでフィルムを輻射加熱する
スパン加熱方式であり，脱ガス長は4,000mmを確保する
ことによって十分な脱ガス処理を可能としている。
　プレートヒータを用いたスパン加熱方式の脱ガス機能
に関しては，脱ガス専用機を製作することによって，基
材ごとでの最適な処理条件を実験提案できる体制を整備
した。基材幅550mmクラスに対応したボックス型チャ
ンバの 4 面開閉ドア付き装置脱ガス専用機（型式W35-
550D）の外観を図 6 に示す。ドア開放チャンバにより
ローラやプレートヒータなどのクリーニングが容易であ
る。最大基材搭載径はφ400mmでドライポンプ排気と
している。
　タッチパネルに使われるITO（Indium Tin Oxide）フ
ィルムでは，パターニング後にITO配線が見える，いわ
ゆる"骨見え"を軽減するため，光学特性差を小さくする
光学調整層としてのIM（Index Matching）層を必要と
する。そこで，市販のIM層付き50μmのPET基板であ
る日油㈱のライトナビCW1300L/NP-50に対し，プラズ
マアシスト効果が高いUBMS（Un-Balanced Magnetron 
Sputtering）2 ） で膜厚23nmのITO成膜を行い，150℃，
1 時間のアニール処理前後のシート抵抗，および全光線

透過率の改善を脱ガス処理の有無で比較した。結果を表
2 に示す。脱ガス処理することにより，アニール処理で
のITO膜の結晶化を阻害する基材の残留水分やオリゴマ
ーの影響を排除でき，良好な低抵抗化と透明性を実現で
きていることがわかる。
　樹脂基材には水分が含まれており，脱ガス処理はその
他の用途でも重要である。例えば，SiOx成膜の酸化膜
成膜においても，水分が大量に放出されると膜への酸素
取り込み量が制御できず，安定した膜質を得られない。
したがって，成膜条件を一定に管理するためには成膜前
の脱ガス処理は非常に重要な前処理である。

4 . 大型R2Rスパッタ装置の適用例

　広幅基材が用いられる既述のITO膜以外の大型R2Rス
パッタ装置の適用例として，タッチパネル用金属膜（メ
タルメッシュ用薄膜，金属配線膜）および光学フィルム
を紹介する。
4. 1　タッチパネル用金属膜

（ 1 ）メタルメッシュ用薄膜
　タブレット端末やデジタル看板に採用される大型タッ
チパネルにおいては，透明性を維持しながら数十Ω/sq
以下の低いシート抵抗が必要とされるが，15"以上の大
画面用途ではITO膜の低抵抗化は物性的な限界に近づい
ている。また，ディスプレイやタブレット端末に代表さ
れる電子情報デバイスのフレキシブル化においても，曲
げや折れに対して割れやすいITO膜よりも屈曲耐性のあ
る透明導電膜が求められている。
　このようなITO膜が持つ課題への打開策として，数百
nmの金属膜を微細なメッシュ状にパターニングしたメ
タルメッシュ膜 3 ）が，新たな透明導電膜としてここ数
年実用されるようになってきた。金属膜の成膜方式とし
ては，蒸着やスパッタなどの真空成膜方式以外にも，グ
ラビアオフセットやインクジェットなどの印刷方式が挙
げられるが，フォトリソ工程の要否，メッシュ加工性，
配線材料の選択性，あるいは生産コストなどから一長一
短がある。
　一般的なメタルメッシュ用薄膜に用いられるPETフ
ィルム上へのスパッタ積層膜の構成を図 7 に示す。基板
となるPETフィルムと金属導電層との間に必要最小限
の膜厚10nm以下の中間密着層を設けて両者の密着性を
向上させている。中間密着層材料としては，金属導電層
材料のPETフィルムへの拡散や酸化防止の観点から，
金属導電層と同系の耐酸化性のある合金が選択されてい
るのが一般的である。最上層の黒色層は，導電層表面の
光学反射を抑えてメッシュ配線を目立たなくするととも

表 2  脱ガス処理有無でのITOフィルム代表特性の比較
Table 2  Comparison of typical ITO-film characteristics with and without degassing treatment

図 6  W35 -550D型脱ガス装置の外観
Fig. 6  Degassing R2R model W35 -550D
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に，金属導電層特有の色味を消す層であり，主に金属酸
窒化物が使われる。黒色層には，中間密着層と同様に導
電層との密着性，メッシュパターニング性（エッチング
性）と導電層との連続パターニングが必要であり，黒色
層材料選定はこれらを考慮して決定される。
　図 8 にメタルメッシュフィルムの顕微鏡写真を示す。
このメタルメッシュフィルムは，図 7 に示したような
PETフィルム上にW35-350S装置（装置の紹介は後述）
によって金属導電積層膜を形成した後，フォトリソグラ
フィーによりパターニング処理を施して作成したもので
ある。このサンプルでは，金属導電層として純銅（銅純
度99.9%以上のタフピッチ銅）を採用し，中間密着層に
銅合金を，黒色層には銅合金の酸化物を採用した。フォ
トリソグラフィーによるメッシュパターニングの線幅は
4.2μmで，線間隔は約450μmである。メッシュパターニ
ング後の全光線透過率は89.6%で，タッチパネルに要求
される透明性は確保されている。

（ 2 ）配線用金属膜
　図 9 は静電容量型タッチパネルに用いられる配線用
金属膜の断面模式図である。IM層上のITO膜上に，メ
タルメッシュ用薄膜と同様の中間密着層および金属導電
層を形成している。この膜上の保護層は，主に金属導電

層の酸化劣化や指紋付着を防ぐ目的で形成している。
4. 2　光学フィルム
　光学フィルムとしては，一般家庭やオフィスビル，商
業施設など屋内の冷暖房効率化や外観性向上のために，
窓ガラスに直接貼り付けるウインドウフィルムがよく知
られている。ウインドウフィルムは，太陽光線や室内照
明に含まれる波長400～800nmの可視光を透過させ，波
長800nm以上の長波長側の光線を反射させる熱線反射フ
ィルムであり，上記目的のために広く使われるようにな
ってきた。
　図10は，W35-550S装置（装置の紹介は後述）で試作
した熱線反射フィルムの断面模式図である。 4 つの成膜
ゾーンを有する大型W60-1600Sでは，往復成膜を行う
ことでこの構成を製作できる。PETフィルム基板上に
高屈折率層としてのTiOx層，低屈折率層としてのSiOx
層および熱線反射層としての銀合金の計 7 層の光学設計
された薄膜を積層する。これによって，可視光の全光線
透過率67.8%と赤外光反射率68.2%（波長1,100nm）を両
立できる。

5 . R2R装置のラインアップ

5. 1　その他の大型R2R装置
　基材幅1,600mmに対応したスパッタ成膜の前処理とし
て，スパン加熱方式の脱ガスR2R専用機W30-1600Dも用
いられている。W30型は，フィルム搬送系は固定してチ
ャンバを開閉する通常方式のモデルであり，脱ガス処理
が生産速度のネックになるケースや，脱ガス機能が比較
的劣る既存スパッタ設備への補助装置として有用であ

図 8  メッシュパターニング後のCu系積層膜
Fig. 8  Microscope photograph of Cu multilayer after mesh patterning

図 7  メタルメッシュ用薄膜の断面模式図
Fig. 7  Cross-sectional view of multilayer thin film for metal mesh

図10 熱線反射フィルムの断面模式図
Fig.10  Cross-sectional view of heat reflective film

図 9  タッチパネル用ITO膜上金属配線膜模式図
Fig. 9  Cross-sectional view of metal multilayer on ITO for touch panel
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る。脱ガス長は約4,000mmで，最大搭載基材径は，φ700 
mmである。図11に脱ガス装置の外観を示す。
　その他，SiOxなどを成膜する当社独自方式の成膜装
置として，チャンバユニットを水平方向に連結し，当社
独自のCVD（Chemical Vapor Deposition）方式を搭載
する大型CVD装置 4 ） W60型もラインアップしている。
本装置は，樹脂基材の搬送も兼ねた一対の電極ローラ間
のマグネトロンMF（Mid-Frequency）放電により緻密
なSiOx膜を形成でき，樹脂フィルムのハイバリア膜用
途やタッチパネル用ITOフィルムのSiOx低屈層用途に
適用されている。図12にW60-1300Cの外観を示す。
5. 2　小型R2R装置
　W35-S型スパッタR2R装置は，ボックス型チャンバの
前後壁にフィルム搬送系を両持ち支持し，左ドア面に
ALS（Anode Layer Source）前処理源（オプション）
とDMS（Dual Magnetron Sputtering）源を，右ドア面
にUBMS源を搭載してヒンジドアで全面開放できる構造
であり，コンパクト性と成膜部への容易なアクセスを実
現した装置である。ここで，型式W35は前述の回転開閉
ドア構造のボックス型チャンバ構造のR2R装置を指す。
　図13にドアを開放した状態の基材幅350mm用のW35-
350S装置の外観を，またシステム構成を図14に示す。
図13のような開放状態にすると，スパッタ源や成膜マス
クへのアクセスが容易で，フィルム基材の搭載も容易に
できるうえに，これらの作業場所が全て 1 箇所に集約で
きる。フィルム搬送系を引き出す通常の方式に比べて引
き出しエリアが不要となることから，設置面積も約

1 / 2 となる。また，フィルム搬送ローラ系は両持ち構
造のため安定している。
　本W35型ではチャンバ下部にCVD機能も搭載可能で，
CVD専用装置はW35-C，スパッタ機能との複合装置は
W35-CSとなる。また，多様な機能を搭載でき，その例
としてチャンバ下部にRMスパッタ源（オプション）を
組み込んだ様子を図15に示す。RMスパッタは磁石ユニ
ット固定で円筒ターゲットが回転するスパッタ方式であ
り，ターゲット利用効率は，プレーナ方式の20～40%に
対して80%と高い。当社のRMスパッタ源はチャンバ内
壁に両端支持する方式を採用している。
　本シリーズは小型R2R装置として好評を得ており，実
験機としてのみならず，基材幅700mmクラス以下の生
産機としても多く活用されている。また，W35型の成膜
部を隔壁構造と差動排気で分離したW40型もラインアッ
プしている。当社においてもR2R複合装置であるW35-
350CSおよびW35-550CSを実験機として設置し，各種の
開発やサンプルテストに活用している。

図12  W60 -1300C型CVD装置の外観
Fig.12  CVD R2R model W60 -1300C

図11  W30 -1600D型脱ガス装置の外観
Fig.11  Degassing R2R model W30 -1600D

図13  W35 -350S型R2R装置の外観
Fig.13  Sputter R2R W35 -350S model

図14  W35 -S型R2R装置の主構成
Fig.14  Schematic of sputter R2R model W35 -S system
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むすび＝当社のR2R装置は，生産品質を安定化するため
のクリーニング清掃やシールド・マスク類の交換しやす
さを実現するために，各種処理ゾーンへのアクセス性に
配慮した独自構造を特徴としている。大型スパッタR2R

装置の新モデルは水平連結のユニットチャンバ連結の考
え方を取り込み，拡張性，解体・復旧性を改善でき，動
きの速い業界にフレキシブルに対応しやすい。ラインア
ップも拡充される中，機械事業部門のハード技術と電子
技術研究所の材料技術を融合してお客様のご要望にお応
えしていけるものと確信している。

　
参　考　文　献
1 ） 玉垣　浩ほか. R&D神戸製鋼技報. 2008, Vol.58, No.2, p.42-46.
2 ） 黒川好徳ほか. R&D神戸製鋼技報. 2002, Vol.52, No.2, p.31-34.
3 ） 鵜飼育弘. Electronic Journal. 2014年 3 月号, p.56-57.
4 ） H. Tamagaki et al. "Transparent High Barrier Coating 

on Polymer Web by PE-CVD Roll Coater", 53th Annual 
Technical Conference Proceeding of the Society of Vacuum 
Coater, 2010, p.553-557.

図15  W35 -550CS装置でのRMスパッタ源
Fig.15  Rotary magnetron sputter source in W35 -550CS system


