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　近年の情報通信分野の急速な進歩や環境負荷低減，省
エネルギーに対する意識の高まり，安心・安全な社会の
実現に対する期待など私たちの置かれている社会環境は
めまぐるしく変化している。それに対応して，お客さま
のニーズも従来の高品質・高性能の追求に加えて，省エ
ネルギーや高効率など新たな切り口での要求特性の追求
に拡大してきている。そのために高熱伝導，高耐熱，高
導電，低損失，高精度などを実現する材料，および装置
の開発が必要となっている。今回の特集号では，これら
の要請に応えるべく，当社グループが提供する電子・電
気材料や機能性材料および装置と，これらの製品，技術，
サービスを支える材料設計技術，電子・電気材料の評価
技術などを紹介する。

　自動車分野における電子・電気材料ならびに機能性材
料の用途は多岐にわたる。CO 2 排出削減に向けた脱化石
燃料の進展と燃費性能向上に向けた車載機器の電動化や
電子制御化に対して，高い電気的特性を付与した材料の
ニーズが拡大している。純鉄系の軟磁性材料は優れた磁
気特性とその磁気回路設計により電磁部品の高性能化や
省電力化を提案している。磁性鉄粉は電磁部品の鉄心と
して高周波低損失や形状設計の自由度拡大によりモータ，
リアクトルなどへの応用が期待できる。電気・電子部品
の接続用途には耐熱性や発熱抑制効果の高い銅合金や軽
量化の観点からアルミニウム合金の適用が拡大している。
また，急速に普及拡大しているハイブリッド車，電気自
動車に搭載されるリチウムイオン電池の電極材料として
結晶粒微細化による高強度高延性を確保したアルミニウ
ム箔や，将来の普及が期待される燃料電池車の燃料電池
セパレータとして耐食性と表面導電性を両立させたチタ
ン箔など新しい用途展開が進んでいる。

　電子材料分野において，当社グループは，各種スパッ
タリングターゲット材料の開発と事業化を行っており，
特に液晶ディスプレイ向け配線材料用途として高導電率，
高耐熱性を具備したアルミニウム合金材料は，ディスプ
レイの大画面化や高精細化を牽引してきており，最近の
スマートフォンやタブレット端末などの小型高精細化に
も貢献している。また，これらの開発実績をもとに，光
学調整機能の付与による配線不可視化を実現したタッチ
パネル向け配線材料や，熱応力に対する機械的強度を確
保したパワー半導体向け電極材料などへの新たな用途展
開を行っている。さらには，次世代のディスプレイ材料
として注目されている高い電子移動度を特徴とする酸化
物半導体材料や，薄型軽量な薄膜二次電池の電極材料，

また従来のリチウムイオン電池の性能を凌駕する高エネ
ルギー密度を特徴とする全固体鉄空気電池などの研究開
発にも取り組んでおり，将来の収益メニューへの期待が
高まっている。

　また当社グループの電子・電気材料の技術は，材料製
品の開発と製造販売だけでなく，お客さまの製品の付加
価値を向上させるための分析解析サービスとして提供し
ている。自動車をはじめとして産業応用が拡大するリチ
ウムイオン電池に対して，特性向上の指針を提供するた
めの試作評価解析技術や，充放電中の電極材料の挙動観
察技術，安全性評価など，当社独自の分析評価技術によ
ってお客さまとの協働による製品の価値向上に貢献して
いる。またシリコン半導体ウェーハの高精度平坦度測定
装置はレーザ干渉技術を応用した測定装置であり市場で
の評価も高い。

　機能性材料分野では，電子・電気機器の小型化，高密
度化が進むなかで，重要な課題のひとつである熱対策を
表面処理技術にて実現した熱制御鋼板を既に商品化して
いる。また，高機能膜をフィルム基材にスパッタ成膜す
る装置に対しては，水蒸気バリア性や光学調整など様々
な機能性を付与する膜種の設計を，それらの成膜プロセ
スや成膜装置の開発とともに推進し，お客さまの要求に
柔軟に対応した製品開発を行っている。

　当社グループでは，長年，超電導技術の研究開発，製
品開発に取り組んできており，そこから生まれた超伝導
線材および超伝導マグネットは，物理化学分析や医療分
野で活用されている。将来の核融合炉などのエネルギー
分野においては，高磁場超伝導磁石用線材などの当社グ
ループの特徴ある技術の応用が期待されている。

　以上のように，当社グループは，鉄鋼，非鉄金属，産
業機械などの総合メーカとして，幅広い要素技術と高い
ものづくり力に支えられた高品質，高性能な材料や装置
を市場やお客さまに提供している。特に市場，社会環境
の変化，進歩が急速な電子・電気材料や機能性材料・装
置分野においては，お客さまからの要請に迅速かつ的確
に答え，お客さまの商品価値向上を実現する提案を継続
することを最重要と認識して，これからも製品，技術の
開発，それらを用いた提案を継続する所存である。関係
各方面からのご指導および忌憚のないご意見をいただけ
れば幸甚である。

電子・電気材料分野における当社技術の進展
三宅俊也（博士（工学））

常務執行役員　技術開発本部長

Progress of Technologies in the Field of Electronic and Electric Materials
Dr.	Toshiya	MIYAKE
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まえがき＝鋼板は実使用時に求められる特性に応じて
様々な表面処理が施される。例として，めっき，化成処
理，塗装などを挙げることができるが，これらは耐久性
や外観意匠性の付与が目的である。一方，熱という観点
で鋼板の表面処理を考えると，伝熱の 3 機構である熱伝
導，熱伝達，熱放射のいずれも表面が関わることが分か
る。なかでも，熱放射は表面によりほぼ決定される伝熱
現象である。表面の熱放射特性を制御することにより，
鋼板製品が関わる種々の伝熱をコントロールすることが
可能となる。
　伝熱のコントロールにより発現できる機能として，結
露を防止する，保温する，人が触れる部分の温度を下げ
る，発熱体や機器内部の温度を下げる，などが考えられ
る。本稿ではこれらの機能を発現させるための熱放射率
コントロールの考え方と実例を紹介する。

1 . 熱放射率のコントロールと機能発現の考え方

　鋼板を用いた製品が使用される温度はおおむね－50℃
から150℃の範囲にあるといえる。この温度域における
熱放射による伝熱量（黒体の分光エネルギー密度）を
図 1 に示す 1 ）。上記の温度範囲において，放射により実
質的な伝熱が生じ得ることを示唆している。以下におい
てこの放射伝熱を鋼板に活用した例を紹介する。
　図 1 より，この温度域においては数μmから数十μm
の波長の電磁波（近赤外線から遠赤外線）が放射される
ことが分かる。この波長域の電磁波は，主として有機化
合物またはセラミックを構成する化学結合（共有結合）
の振動エネルギー状態の変化により放射されることが多
い。金属は一般にこの波長域の電磁波を放射する性質を
有していない。物質表面の熱放射効率は，黒体表面の効
率に対する割合として定義される放射率εにより表現す

ることができる。εは 0 ～ 1 の間の数値をとる。金属表
面のεは通常0.1程度であるのに対し，有機物またはセ
ラミック表面のεは一般に0.5以上となる。
　また，物質表面は到達する電磁波を吸収することがで
きるが，その効率を吸収率σ（ 0 ＜σ＜ 1 ）として表すと，
　　ε＝σ
の関係が成り立ち，キルヒホッフの法則として知られて
いる。これより，熱放射性の高い表面は熱吸収性も高い
ことが期待される。

2 . 鋼板表面の放射率による伝熱量と鋼板温度の
制御

　電子機器装置の内部と外部のような，鋼板で仕切られ
た温度の異なる二つの空間を考える。図 2 は温度25℃の
空間（低温室）と，温度60℃の空間（高温室）を鋼板と
断熱壁で仕切った系を示している。鋼板の表裏面の放射
率を所定の値とした時に，鋼板を通過する伝熱量および
鋼板温度を計算により求めた。計算は熱伝導，熱伝達，
熱放射を考慮し，鋼板の熱伝導率は54Wm－ 1 K－ 1 ，鋼板

当社の熱制御鋼板
Thermal Control Steel Sheets of Kobe Steel
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（解説）

We developed a heat dissipation steel sheet in order to contribute to thermal management in electrical 
and electronic equipments. In recent years we have developed a white heat dissipation steel sheet to 
expand the use of steel sheets to LED lighting. In addition to the heat dissipation, Kobe Steel's thermal 
control steel sheets can reduce the energy consumption by keeping the internal heat generated by 
electric apparatuses. Also, they prevent dew condensation by keeping the surface temperature higher.

平野康雄＊1（Ph.D.）

Dr.	Yasuo	HIRANO
渡瀬岳史＊1

Takeshi	WATASE
箕輪　剛＊1

Takeshi	MINOWA
岩　辰彦＊1

Tatsuhiko	IWA

＊ 1  鉄鋼事業部門　技術開発センター　薄板開発部

図 1  熱放射による伝熱量 1 ）

Fig. 1  Spectral energy density of blackbody emission 1）
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表面の自然対流熱伝達率を 9 Wm－ 2 K－ 1 とした。結果を
図 3 に示す。
（ⅰ）高温側と低温側の放射率がともに0.1の場合

　この場合は伝熱量が相対的に低いことがわかる。
断熱目的には表裏の放射率の低い鋼板の適用が有効
であるといえる。

（ⅱ）高温側の放射率が0.86，低温側が0.1の場合
　この場合，鋼板の温度を高めることに繋がること
がわかる。例えば，鋼板製のカバーなどに結露が発
生する場合の防止に有効であると期待できる（結露
防止鋼板）。

（ⅲ）高温側の放射率が0.1，低温側が0.86の場合
　この場合，比較的伝熱量を抑制し，また鋼板の温
度を下げることに繋がることがわかる。例えば，鋼
板カバーにおける断熱性を高めたい場合や接触時の
熱さを緩和できる可能性がある（断熱，耐感熱性鋼
板）。

（ⅳ）高温側と低温側の放射率がともに0.86の場合
　この場合は伝熱量が高いことがわかる。例えば機
器内部で発生した熱を効率よく外部に放散する目的
に適した鋼板であると考えられる（放熱性鋼板）。

　上記（ⅱ）～（ⅳ）の場合について，次章以降におい
て詳細に説明する。

3 . 結露防止鋼板

　結露とは，固体表面が露点温度以下になった時に水蒸
気がその表面に凝縮する現象である。図 4 に湿度が80%
の時の環境温度と露点温度との関係を示す。露点温度は

環境温度よりも 3 ～ 4 ℃低いことがわかる。したがっ
て，結露を防止するための条件は，鋼板表面と環境との
温度差を 3 ～ 4 ℃以内とすることといえる。
　例えば，内部に冷風が通る機器を高温高湿環境に設置
した場合，機器カバー表面に結露が生じる可能性があ
る。このような場合には鋼板の内部側に断熱材が積層さ
れることがある。そのモデルを図 5 に示す。鋼板が高温
側に，断熱材が低温側にあるとする。ここでは高温側の
温度を32℃，低温側の温度を10℃とした。鋼板の高温側
表面の放射率が0.86および0.1の場合において，断熱材の
厚さを種々変化させた時の鋼板表面の温度を図 6 に示
した。この条件下における露点温度は28.2℃であること
から，結露を防止するための断熱材の厚さは，放射率が
0.86の場合は11mm，放射率が0.1の場合は17mmである

図 3  鋼板表裏面の放射率が伝熱量および鋼板温度に及ぼす影響
Fig. 3  Influence of emissivity of the front and rear surfaces of the steel 

sheet on heat transfer quantity and steel sheet temperature

図 2  低温室と高温室を鋼板で仕切った系
Fig. 2  System of low temp. and high temp. room partitioned by steel 

sheet

図 5  鋼板と断熱材の積層体
Fig. 5  Lamination model of steel sheet and insulation board

図 6  断熱材の厚さを変えた時の高温側の鋼板表面温度
Fig. 6  Surface temperature of steel sheet on high temperature side 

for various thickness of the insulation board

図 4  湿度が80%の時の環境温度と露点温度との関係
Fig. 4  Relationship between environmental temperature and dew 

points at relative humidity of 80％RH
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ことが分かる。すなわち断熱材の厚さを 6 mm低減でき
る可能性を示唆している。

4 . 断熱性鋼板

　断熱性鋼板の皮膜構成例を図 7 に示す。カラー塗装の
放射率は0.7～0.86程度に設定することが可能である。ま
た，反対面の樹脂皮膜の放射率は0.1～0.2程度に設定す
ることが可能である。この鋼板を，高温環境33℃，低温
環境23℃の仕切り板として設置した場合の鋼板を通過す
る伝熱量と鋼板温度を図 8 に示す。この図より，一般の
塗装鋼板と比較して 3 割程度の伝熱量の抑制（断熱）が
実現できることが期待される。このため，例えば機器内
部のエネルギーを保持し，高温を保持するためのエネル
ギーを低くしたい場合に適用が可能である。

5 . 耐感熱性鋼板

　パワーアンプを始めとする発熱量の大きい電子機器で
は，筐（きょう）体上面が室温＋40℃程度にまで上昇し，
安全上の配慮から 5 ～10℃下げたい場合がある。多くの
製品では，筐体上面に樹脂シート加工品を貼り付けるな
どの工夫によって身体と筐体との直接接触を回避してい
るが，コストアップとなるのは否めない。
　そこでここでは，高温側の放射率を低く，低温側の放
射率を高く設定することによって筐体上面の温度を低下
させ，人体に触れた場合のやけどを回避することを目指
した検討を紹介する。
　このような表面処理鋼板の熱制御効果を確認する実験
を行った。温度が制御できる熱板の上に高放射材料板を
設置し，断熱材により所定の空隙（20mm）を設けてサ
ンプル鋼板を置いた（図 9 ）。この状態にあるサンプル
鋼板の表裏面の熱放射率を制御した時の鋼板温度を求め
た（図10）。図10には一般に使用されている黒色塗装鋼
板の結果も示した。黒色塗装鋼板は高温側の放射率が

0.2，低温側の放射率が0.8であり，耐感熱性鋼板は高温
側の放射率が0.05，低温側の放射率が0.8である。耐感熱
性鋼板は黒色塗装鋼板に比べて約 7 ℃低下していること
が分かる。

6 . 放熱性鋼板

　当社では，鋼板表面の放射率による熱制御能力にいち
早く着目し，表裏高放射率の製品「コーベホーネツⓇ 注）」
を上市した 2 ）。DVDやHDDのカバー，車載用電子機器
のカバーなどに活用されている。しかし，コーベホーネ
ツの高放射皮膜は黒色であり，白色が好まれるLED照
明機器などの部材としては使用が難しい。そこで白色高
放射率のコーベホーネツの開発に取り組んだ。
　図11に一般の白色塗装を施した鋼板の放射率（赤線）
の波長依存性を示す。6.5μmを超えると放射率はおおむ
ね0.8程度以上あるが，4.5～6.5μmでは放射率は0.3～0.8
程度である。一方，図 1 において100℃あるいは150℃で

図 8  鋼板を通過する伝熱量と鋼板温度
Fig. 8  Heat transfer quantity through steel sheet and sheet 

temperature

図 7  断熱性鋼板の皮膜構成
Fig. 7  Coating structure of insulating steel sheet

図10  耐感熱性鋼板の効果
Fig.10  Effects of burns prevention steel sheet

図 9  耐感熱性鋼板の効果を確認する実験
Fig. 9  Experiment for measuring effects of burns prevention steel 

sheet

脚注） コーベホーネツは当社の登録商標（第4609831号）である。

図11  白色コーベホーネツの放射率
Fig.11  Emissivity of white “Kobehonetsu”



神戸製鋼技報/Vol. 65 No. 2（Sep. 2015） 5

の分光エネルギー密度を見ると，約半分のエネルギーが
6.5μm以下で放射されている。そこで，白色意匠を維持
しつつこの波長領域での放射率を高めた。開発した白色
コーベホーネツの放射率の波長依存性を図11に青線で示
す。
　また，図12に示した放熱特性評価結果から，白色コ
ーベホーネツは黒色コーベホーネツと同等の放熱特性を
有することが確認された。

むすび＝ここまで，結露防止性，断熱性，耐感熱性，白
色意匠と放熱性を有した鋼板を紹介した。これらは主と
して電機製品のカバーとして使用された場合の機能であ
る。このほかにも，鋼板の放射率を活用した熱制御鋼板
の用途としてヒートシンクなどを挙げることができる。
この技術を駆使することにより，冷却ファンなどの熱対
策部品を省略できる可能性もある 4 ）。また，熱制御性能
に加えて電磁波シールド性も併せ持つ製品の開発にも取
り組んでいる 5 ）。
　当社は，2002年に放熱性鋼板コーベホーネツを上市し
て以来，お客様の熱対策に貢献することを目的に鋼板表
面の放射率を活用した熱制御鋼板に取り組んできた。今
後も熱を中心にお客様のニーズを抽出し，課題解決のお
役に立てる製品の提供を目指していく所存である。　

参　考　文　献
1 ） 平野康雄. 第186・187 回西山記念技術講座. 日本鉄鋼協会, 

2005, p.191.
2 ） 平野康雄ほか. R＆D 神戸製鋼技報. 2002, Vol.52, No.2, p.107.
3 ） 平野康雄ほか. R＆D 神戸製鋼技報. 2004, Vol.54, No.1, p.58.
4 ） 平野康雄ほか. R＆D 神戸製鋼技報, 2011, Vol.61, No.2, p.80.
5 ） 平野康雄ほか. R＆D 神戸製鋼技報. 2009, Vol.59, No.1, p.50.

図12  白色コーベホーネツの放熱効果 3 ）

Fig.12  Heat releasing effects of white “Kobehonetsu”3 ）
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まえがき＝電子制御部品は，自動車分野をはじめとする
燃費改善や安全性向上を支える中核技術において不可欠
な存在であり，その需要は増加傾向にある 1 ）, 2 ）。これら
電子制御部品の多くには，モータやソレノイドなどの電
磁制御部品が組み込まれている。そうしたなか，ハイブ
リッド車や電気自動車などに代表される近年の自動車の
電動化に対応して，電磁制御部品のさらなる精緻制御化
と省電力化が重要課題となっている。
　当社はこれまでに，磁気特性と冷間鍛造性に優れた純
鉄系軟磁性材料（ELCH2シリーズ）を開発し 3 ）, 4 ），主
にリニアソレノイド（図 1 ）や電磁クラッチの鉄心材と
して用いられるなど，電磁制御部品の高性能化と部品製
造コストの低減に大きく貢献してきた。一方，電磁制御
部品に対する要求特性も年々高度化・厳格化してきてお
り，磁性材料の特性向上に加え，磁気回路の全体構成を
見据えた磁気回路設計（部品形状）と部品製造工程の適

正化が不可欠となっている。
　本稿では，純鉄系軟磁性材料について主要特性への影
響因子を概説するとともに，電磁界解析を用いることに
よって部品特性を向上させた事例とその効果を紹介する。

1 . 磁気特性への影響因子

　軟磁性材料の磁気特性は，材料が有する磁気モーメン
トの大きさと磁化過程における磁壁移動への抵抗力に強
く依存する。これらは材料の化学成分やミクロ組織など
と複合的な相関関係を有する。
1. 1　化学成分の影響
　強磁性を発現する磁気モーメントの主たる担い手は体
心立方構造のフェライト相である。斜方晶のセメンタイ
トも強磁性体であるが，フェライト相に比べて磁気モー
メントは非常に小さく，悪影響を及ぼす側面が強い 5 ）。
したがって一般に，磁気特性には炭素量の影響が顕著に
表れる。
　図 2 に，炭素量が保磁力および磁束密度に及ぼす影響
を示す。なお，結晶粒度などの組織要因を極力排除する
ため，本比較では磁気焼鈍材（850℃× 3 時間保持）を
用いた。炭素量の減少に伴いフェライト相が増加するこ
とから，磁束密度と保磁力の双方が改善することが分か
る。また，注目すべき点として，炭素量が0.02％程度を
超えると急激に磁気特性が低下することが挙げられる。
これは，一般的な低炭素鋼（S10C，SUM系快削鋼）を
鉄心材などに用いた場合，化学成分変動が規格内の範囲
であっても磁気特性の差異が大きく，部品特性のばらつ
きに大きく影響する可能性を示唆している。
　JIS SUY（C 2504）では，炭素量の上限値をフェライ
ト中への炭素の最大固溶量（0.03％，723℃）としている。

純鉄系軟磁性材料の開発と磁場解析による効果検証
Development of Soft Magnetic Iron Wire and Benefit Estimations by 
Magnetic Field Analysis

■特集：電子・電気材料／機能性材料および装置	 FEATURE	:	Electronic	and	Electric	technologies	(Advanced	Materials	and	Apparatuses)	

（解説）

Recently, improvements in electronic devices in control units have increased the demand for soft 
magnetic materials in the automobile industry and elsewhere since such materials can produce a larger 
electromagnetic force with less electronic power. Also, the demand for improving electromagnetic 
properties and stabilizing the properties is becoming greater each year. This report explains factors 
affecting the major properties of soft magnetic iron wire and introduces focal points for extracting the 
best performance from developed steel (ELCH2 series) and examples of applications.

坂田昌之＊1

Masayuki	SAKATA
千葉政道＊1（博士（理学））

Dr.	Masamichi	CHIBA
森田晋也＊2

Shinya	MORITA

＊ 1  鉄鋼事業部門　技術開発センター　線材条鋼開発部　＊ 2  技術開発本部　電子技術研究所

図 1  ソレノイド部品の構造例
Fig. 1  Schematic illustration of solenoid structure
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しかし，室温における炭素の最大固溶量の低下に伴うセ
メンタイトの析出を完全に抑制し，かつ固溶炭素による
磁気特性の低下を防ぐには，炭素量を0.01％程度に低減
することが望ましい。そこで開発鋼ELCH2シリーズで
は，磁気特性の向上とばらつき低減を両立させるため，
炭素量を0.01％以下とした。また，部品製造面で重視さ
れる冷間鍛造性や切削加工性を高めるため，磁気特性に
影響しない範囲でMn，Sを適量添加する成分設計を行
った 3 ）, 4 ）（表 1 ）。現在，磁気特性を重視した基本鋼

（ELCH2）と，切削加工性改善鋼（ELCH2S）の 2 種類
をメニュー化している。
1. 2　ミクロ組織の影響
　磁気特性を左右するもう一つの重要因子は，磁壁移動
への抵抗力である。磁壁は外部磁界の変化に応じて材料
中を移動するが，磁気エネルギーの低い結晶粒界や析出
物などは磁壁移動の障害物として作用することが知られ
ている 6 ）。したがって，結晶粒を粗大化して結晶粒界を
減じることが保磁力の低下防止に有効である。ただし，
過度に結晶粒を成長させた場合，冷間鍛造時に肌荒れな
どの問題が生じる。このため，鍛造用軟磁性材料では，
鍛造加工後の熱処理（磁気焼鈍）により結晶粒を粗大化
させる工程が一般的に採用されている。
　各種材料の磁気特性例を表 2 に示す。純鉄系材料で
は，磁性不純物を徹底排除することにより，高透磁率，
高磁束密度および低保磁力を総合的に実現し，電磁制御
部品の小型化・省電力化などに活用できる。ただし，高
純度化に伴い電気抵抗率が減少するため，励磁周波数の
高い用途では表皮効果や渦電流損失などへの配慮が必要
である。
1. 3　ひずみの影響
　伸線加工や鍛造加工で材料を塑性変形させると，材料
中に転位（格子欠陥）が導入される。転位の周囲では，
ひずみ場の作用で磁気モーメントが乱される。また，転
位が磁壁の障害物として作用することから，磁気特性の
低下を引き起こす 7 ）。
　図 3 に伸線加工でひずみを付加した際の磁束密度を
示す。各鋼種とも，ひずみ量の増加とともに磁束密度が
低下するが，開発鋼（ELCH2S）では，ε＝0.43のひず
みを付与した場合でも，無加工のS10Cより高い磁束密
度を有する。磁気焼鈍をせずに鍛造加工ままで使用する

場合でも，本開発鋼の適用により部品性能の向上が期待
できる。
　図 4 には，ELCH2Sの磁気焼鈍後の初磁化曲線（B-H
曲線）を示す。磁気焼鈍条件は，工業用で広く採用され
ている850℃× 3 時間保持とした。磁気焼鈍材では，加
工ひずみによる悪影響を再結晶過程で解消し，さらに結
晶粒成長による粒界面積の減少で磁壁移動抵抗を低減で
きるため，磁気特性が大きく改善する。その効果は低磁
界側で顕著であり，またフェライト単相組織である純鉄
系材料の方が大きい。
　図 5 に，保磁力に及ぼす伸線加工ひずみの影響を示
す。磁束密度と同様，加工ひずみの増加に伴い悪化する
が，磁気焼鈍の適用により大幅に改善される。伸線加工
まま材と磁気焼鈍材について，平均結晶粒径と保磁力の

図 2  磁気特性へのC含有量の影響
Fig. 2  C content dependence of magnetic properties

表 1  開発鋼の化学成分
Table 1  Chemical composition of developed steels

表 2  磁気特性及び機械的性質の鋼種間比較
Table 2  Comparisn of magnetic properties and machanical properties

図 3  伸線加工ひずみと磁束密度の関係
Fig. 3  Relationship between strain in wire drawing and magnetic 

flux density

図 4  伸線加工および磁気焼鈍後の初磁化曲線
Fig. 4  Initial magnetization curve after drawing and magnetic 

annealing
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関係を図 6 に示す。双方とも保磁力は結晶粒径に反比例
するが，同一結晶粒径で比較すると磁気焼鈍材は伸線ま
ま材に比べ保磁力が低減されている。
　磁気エネルギーの考察から，保磁力Hcは式（ 1 ）で
与えられる 8 ）。

　　　　　　　　………………………………………（ 1 ）

ここで，γｗ：磁壁エネルギー，Ms：飽和磁化，D：結晶
粒径である。高磁界特性である飽和磁化には加工ひずみ
の影響はほとんどないと類推できるため，同一結晶粒径
で磁気焼鈍材の保磁力が伸線まま材に比べ低減されてい
るのは，転位による磁壁移動抵抗が低減し磁壁エネルギ
ーが低下したためと考えられる。
　また，図 6 の結晶粒径無限大での漸近値から，純鉄系
材料（磁気焼鈍材）での保磁力の理論限界値は，約
20A/mと推定した。

2 . 部品製造条件の最適化

　本章では，純鉄系材料の適用効果を最適化するために
留意すべき製造条件の影響について述べる。
2. 1　冷間鍛造性
　図 7 に，割れ発生限界圧縮率を測定した結果を示す。
純鉄系材料は，高延性で割れが発生しにくい材料のた
め，切欠入りの円柱試験片を用いた苛酷な条件で比較を
行った。開発鋼ELCH2およびELCH2Sは，圧延ままで
もS10Cの球状化焼鈍材より割れ発生限界圧縮率が高く，
軟化焼鈍なしに複雑形状部品を冷間鍛造できる優れた変

形能を有することが分かる。
　一方，金型寿命に対応する加工率60%の変形抵抗の測
定結果を図 8 に示す。なお，加工発熱による温度上昇を
想定し，変形抵抗は室温から300℃の範囲で測定した。
　室温から200℃未満の温度領域では，開発鋼ELCH2の
変形抵抗はS10Cの球状化焼鈍材よりも低く，金型寿命
向上の観点からも有効であることが分かる。ただし，
S10Cの球状化焼鈍材の変形抵抗が温度上昇に伴い減少
するのに対し，開発鋼では，加工発熱で想定される200
℃以上の温度域で若干の変形抵抗増加が認められる。こ
れは，僅かに残存した固溶Cや固溶Nに起因する動的ひ
ずみ時効による影響と考えられる 9 ）。したがって，加工
発熱に伴う温度上昇が大きい大型部品や高加工率の冷間
鍛造部品では，鍛造荷重や金型負荷の面でひずみ時効の
考慮が必要である。
　さらに，磁気特性の面からも鍛造工程設計への配慮が
重要となる。図 9 に，圧縮加工した試験片の磁気焼鈍後
の断面組織を示す。冷間鍛造品では，鍛造形状に応じて
内部にひずみ分布が生じ，各部位のひずみ量の大きさは
磁気焼鈍後の結晶粒径に影響を及ぼす。したがって，磁
気回路の磁束集中部など，部品内で磁気特性を最重視す
る部位での結晶粒成長を最大化させ，かつ結晶粒径のば
らつきを低減できる鍛造工程設計が望ましい。
2. 2　熱処理条件
　開発鋼ELCH2を対象に，磁気焼鈍温度と保磁力の関
係を調べた（図10）。結晶粒成長は磁気焼鈍の温度と時
間の双方に関係するが，焼鈍温度の影響の方が大きい。

Hc∝3 Ms

γw

D
1

図 5  保磁力への伸線加工ひずみの影響
Fig. 5  Strain in wire drawing dependence of coercive force

図 6  結晶粒径と保磁力の関係
Fig. 6  Relation between grain size and coercive force

図 7  割れ発生限界圧縮率
Fig. 7  Critical reduction for crack on upset test in various materials

図 8  変形抵抗の温度依存性
Fig. 8  Temperature dependence of flow stress
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同一の焼鈍時間で比較すると，焼鈍温度が高いほど結晶
粒は成長し，磁気特性に優れた組織が得られる。ただし，
開発鋼ではAc3点が約910℃にあり，過加熱には注意を
要する。910℃を超えて昇温した場合，フェライト組織
がオーステナイト組織に変態し，冷却過程でフェライト
相が生成・成長するため，組織が微細化する可能性があ
る。磁気焼鈍は，組織がフェライト単相域の温度範囲で
行うのが望ましく，加熱炉における温度のばらつきを考
慮して850℃付近で行うことが工業的には一般的である。
　また，磁気焼鈍での冷却条件も磁気特性に影響を及ぼ
す。磁気焼鈍過程としてここでは，真空雰囲気で850℃
× 3 時間保持し，ある温度まで徐冷（－100℃/h）した後，
急冷（ガス冷却）する熱処理手法を採用した。そのとき
の急冷開始温度と保磁力の関係を調べたのが図11であ
る。この図より，600℃まで徐冷後に急冷した場合，室
温まで徐冷した場合と比べて保磁力が約 5 ％悪化するこ
とが分かる。
　これは，急冷温度開始が低い方が熱ひずみによる悪影
響が少ないことが考えられる。また，600℃付近の徐冷
は，磁気特性に有害な固溶C，Nを磁壁ピンニング力が
小さい粗大な炭窒化物として析出させる効果をもつこと
から，C，Nの悪影響度が軽減したと考えられる。した
がって，部品の量産性と製造コストの面からは加熱保持
後は速やかな冷却・炉出しが望まれるものの，高い磁気
特性が必要な部品を磁気焼鈍する際は400℃程度までは
徐冷することが好ましい。

2. 3　切削加工性
　純鉄系材料は延性が高く，優れた冷間鍛造性を有する
反面，切削加工性が劣る問題を有していた。この問題に
対し，千葉ら10）は切削加工性に及ぼす影響因子につい
て調査し，切削加工性改善材ELCH2Sを開発した。開発
鋼では，鋼中に分散析出したMnSがチップブレーカと
して作用するため，切りくず処理性が格段に改善されて
いる。

3 . 電磁部品への適用例

　当社が開発した純鉄系軟磁性材料ELCH2シリーズは，
磁束密度が高く磁気ヒステリシスが小さいという特長を
有し，高電磁力，高動作精度を実現できる。自動車分野
では，小型化に加えて精緻制御の要望が強いオートマチ
ックトランスミッションの油圧制御用リニアソレノイド

（比例制御電磁弁）などで広く採用されている。
　本章では，電磁界解析を用いてELCH2の適用効果を
定量的に検討した事例を報告する。
3. 1　電磁部品の特性解析
　電磁部品の特性解析にあたってここでは，市販の電磁
界シミュレーションソフトJMAGⓇ（Ver13.0）を使用し
た。また，解析対象とした電磁部品は，図 1 に示したリ
ニアソレノイドである。リニアソレノイドは，磁束を通
過させるためのハウジングや固定鉄心，可動鉄心といっ
た軟磁性材料部品と，コイル，ボビン，軸受といった部
品から構成される。コイルを励磁すると図中矢印のよう
に磁束がコイル周囲を流れ，磁気力によって可動鉄心は
図の上方へ引き付けられる。シャフトの上部にはスプー
ル弁とばねが設置されており，電磁力とばねの釣り合い
で定まる弁の位置によって油圧や油量が制御される。本
検討では，ソレノイドの寸法：φ34×57mm，コイル巻
数：600ターン，励磁電流： 0 ～ 2 A，ストローク：
1.5mmとした。また，軟磁性材料の材質をELCH2と低
炭素鋼S10Cの 2 とおりについて解析した。本解析では，
図 4 に示した磁気特性データを使用した。
3. 2　電磁力の向上効果（小型・軽量化）
　図12に電磁力の電流依存性の解析結果を示す。励磁
電流とともに電磁力は徐々に増加し，0.5A付近から電磁
力と励磁電流はほぼ比例関係を示す。励磁電流が0.5Aを

図 9  圧縮試験片の断面組織
Fig. 9  Microstructures on each cross section after compression test

図10  磁気焼鈍温度と保磁力の関係
Fig.10 Relationship between magnetic annealing temperature and 

coersive force

図11  急冷開始温度と保磁力の関係
Fig.11 Relationship between cooling stat temperature and coersive 

force
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超えると鋼種によって電磁力に差が現れ始め，ELCH2
の電磁力はS10Cに比べて高くなっている。電磁力の向
上効果は，励磁電流 1 A時で10％， 2 A時で14％となる。
　図13に解析したリニアソレノイドの磁束密度分布を
示す。破線の赤丸で囲んた領域では，磁束密度の差が大
きい（0.7～1.5T）ことを確認できる。これは，同一の
印加磁界ではELCH2の磁束密度が高く，リニアソレノ
イド全体の磁気エネルギーが増加することに起因する。
　電磁力の向上に加え，ELCH2の適用は，電磁部品の
省電力化や小型化などでも効果が期待できる。例えば，
図12に示す電磁力－励磁電流特性から，電磁力20Nを得
るのに必要な励磁電流は，S10Cで1.16AであるがELCH2
では1.07Aと，約 8 ％の省電力化が可能となる。また小
型化・軽量化においても，今回解析したリニアソレノイ
ドでは，電磁力を維持して，径方向に 5 ％小型化でき，
鉄心材料を10％程度軽量化できる。
　自動車用途では，電磁部品の小型・軽量化は製品ユニ
ットの設計自由度の向上や省スペース化，燃費改善にお
いて極めて重要である。本開発鋼の適用効果は非常に大
きいといえる。
3. 3　動作精度の向上効果
　リニアソレノイドなどの電磁部品は，電磁力が大きい
ことのほかに高い動作精度や制御性が要求される。油圧

機器の油圧や油量は電磁弁の数10μm単位の位置制御に
よって決まるため，リニアソレノイドの可動鉄心を精緻
に制御することが要求される。
　動作精度の低下原因の一つとして，磁性材料の磁気ヒ
ステリシスが挙げられる。磁気ヒステリシスが大きい材
料を使用した場合，励磁電流の値が同一でも，電流増加
時と減少時で電磁力に差異が生じ，その結果として可動
鉄心の動作精度が低下する。前述のように，ELCH2は
保磁力が小さく磁気ヒステリシスも少ない材料であり，
リニアソレノイドの動作精度を高める効果がある。
　本効果を検証するため，リニアソレノイドにおける電
磁力のヒステリシスを電磁界解析で行った。解析では，
S10CとELCH2の磁気焼鈍材を用いた。保磁力はS10Cが
86A/mであるのに対し，ELCH2は32A/mとS10Cより63
％も低く磁気ヒステリシスが小さい。この結果を図 1 の
リニアソレノイドモデルに適用し，励磁電流を 0 A　
→ 2 A→ 0 Aと静的に変化させたときの電磁力を解析し
た。
　電磁力のヒステリシス（⊿F）は，励磁電流減少時

（ 2 → 0 A）と電流増加時（ 0 → 2 A）の電磁力差とし
て定義した。解析結果を図14に示す。ELCH2を適用し
た際の⊿Fは，S10Cと比べて半分以下に改善している。
具体的には，0.5Aにおける⊿FはS10C：0.43N，ELCH2：
0.17Nであり，図12における励磁電流0.5Aのときの電磁
力の大きさに対してそれぞれ8.1％，3.1％である。リニ
アソレノイドにおいて電磁力に対する⊿Fの割合は，通
常 5 ～10％以下が要求されるため，ELCH2の適用でリ
ニアソレノイドの動作精度の大幅改善が期待できる。
3. 4　さまざまな電磁部品への適用例
　リニアソレノイド以外でも，電磁ブレーキ・クラッチ
やリレー，オルタネータ（発電機）などで，純鉄系軟磁
性材料の適用効果が期待される。上記と同様の解析で，
これら部品での推定効果を表 3 にまとめた。
　電磁ブレーキやリレーといった電磁力を用いる電磁部
品では省電力化，小型・軽量化の効果があり，オルタネ
ータについては発電効率の向上が期待できる。
　以上のように，開発鋼ELCH2は各種電磁部品の性能
向上に非常に有効な材料である。とくに，ELCH2の磁

図12  励磁電流と電磁力の関係
Fig.12 Relationship between exitation current and electromagnetic 

force

図13  磁束密度分布：（a）S10C，（b）ELCH2
Fig.13  Distribution of magnetic flux density: （a）S10C, （b）ELCH2

図14  電磁力のヒステリシス特性
Fig.14  Hysterisis property of electromagnetic force
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気特性を考慮した磁気回路設計を行うことにより，一層
の小型・軽量化や省電力化が可能となる。

むすび＝ハイブリッド車や電気自動車の普及拡大に伴
い，今後も新たな電磁制御部品が開発され，拡大するも

のと予測される。純鉄系軟磁性材料ELCH2シリーズは，
電磁制御部品の高性能化，省電力化および製造コストの
低減に有効であり，低燃費化や環境負荷低減，安全性向
上などへの取り組みに貢献できると考えられる。
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表 3  様々な部品の電磁界解析結果
Table 3  Results of electromagnetical field analysis on varied part
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まえがき＝環境問題や省エネの観点から変圧器やモータ
などの電磁気変換部品の果たす役割は大きくなってい
る。電磁気変換部品は主に鉄心とコイルから構成され，
鉄心は出力や変換効率，サイズを決定する重要な部品で
ある。鉄心に使用される材料としては，電磁鋼板などの
鉄系合金やアモルファスなどの非晶質材料，ソフトフェ
ライトなどの酸化物が，それぞれ周波数などの励磁条件
を考慮して適用されている（図 1 ）。
　近年では，表面に絶縁皮膜を有する強磁性体粉末を圧
縮成形した圧粉磁心が鉄心材料として関心を集めてお
り，リアクトルなどの電源部品やモータの鉄心など従来
電磁鋼板が使用されてきた用途へ適用が進みつつあ
る 1 ）, 2 ）。圧粉磁心は鉄粉のほか，Fe-Si合金粉末やアモ
ルファスなどの強磁性体粉末が使用される。これらのう
ち，鉄粉は主に焼結部品用原料として発展してきたもの
を新たな用途の圧粉磁心に用いるため，磁気特性に着目

し磁性鉄粉として開発が進められている。本稿では，純
鉄粉を対象とした圧粉磁心の特性向上，および電磁気変
換部品に圧粉磁心を適用することで期待される効果につ
いて解説する。

1 . 圧粉磁心の磁気特性

　電磁気変換部品には高出力・高効率が求められるなか，
鉄心の磁気特性としては出力や効率の指標となる磁束密
度，透磁率，および鉄損が主に評価される。このため、
鉄心は高磁束密度，高透磁率，低鉄損が求められる。磁
気特性は図 2 で示される静磁界におけるヒステリシス
曲線と交流磁界での鉄損が評価される。
　磁化過程における磁束密度は，式（ 1 ）のように透磁
率と外部磁場の積で表されるため，鉄心の高透磁率化に
よって高磁束密度が得られる。また，飽和磁束密度は鉄
心における磁性体の量に比例するため，圧粉磁心におい
て成形体密度を上げることが高飽和磁束密度化に有効で
ある。

次世代磁性材料「磁性鉄粉」への期待
Expectations for Next-generation Magnetic Material "Magnetic Iron 
Powder"

■特集：電子・電気材料／機能性材料および装置	 FEATURE	:	Electronic	and	Electric	technologies	(Advanced	Materials	and	Apparatuses)	

（解説）

Thanks to interest in the environment, energy conservation and conversion to electric power are 
being promoted, and there are strong demands for high power, downsizing and high efficiency in 
electromagnetic products–in motors and inductors, for example. Dust cores are made by compressing 
insulated magnetic powder, and there is a possibility that these demands can be met. The advantages 
of dust cores are three-dimensional design flexibility, magnetic isotropy and high efficiency in the high-
frequency range; so interest is rising in dust cores as the next-generation electromagnetic material. 
This paper explains a development trend for the magnetic iron powder which is a raw material of dust 
cores and the effect dust cores have had on electromagnetic parts.

三谷宏幸＊1

Hiroyuki	MITANI

＊ 1  技術開発本部　材料研究所（現　技術開発本部　開発企画部）

図 1  各種軟磁性材料と電磁変換機器の適用領域の模式図
Fig. 1  Schematic figure of application area for various soft magnetic 

materials
図 2  ヒステリシス曲線
Fig. 2  Hysteresis curve
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　　B＝μH ……………………………………………（ 1 ）
　　　B：磁束密度，μ：透磁率，H：外部磁場
透磁率（μDC）は，式（ 2 ）に示す強磁性粉末集合体の
直流透磁率を表す理論式であるOllendorfの式で与えら
れる 3 ）, 4 ）。
　　μDC＝ημ0（μt－μ0）／［N（1－η）（μt－μ0）+μ0］
　　　　　+μ0 …………………………………………（ 2 ）
ここに，μDC：直流透磁率
　　　　η：鉄粉の充填率
　　　　N：鉄粉の粒子の有効反磁界係数
　　　　μt：鉄粉粒子固有の透磁率
　式（ 2 ）によれば，μ0は定数であるため，直流透磁
率μDCは，鉄粉の充填率η，鉄粉の粒子の有効反磁界係
数N，および鉄粉粒子固有の透磁率μt の関数である。
したがって，磁束密度と同様に，同一の鉄粉であれば成
形体の高密度化が高透磁率化に有効である。
　鉄損は主としてヒステリシス損と渦電流損により構成
され，その支配因子を図 3 5 ）に示す。ヒステリシス損は，
図 2 で示される静磁界におけるヒステリシス曲線に囲ま
れた面積に相当し，保磁力との相関が強い。保磁力は磁
壁移動を阻害する因子に支配され，これらを低減するこ
とがヒステリシス損低減につながる。また，鉄損（Wt ）
は，式（ 3 ）で表されるように 6 ）ヒステリシス損（Wh ）
と渦電流損（We ）の和である。ヒステリシス損は周波
数に比例し，渦電流損は周波数の 2 乗に比例するため，
高周波数域では渦電流損抑制が重要となる。
　　Wt ＝Wh＋We  ………………………………………（ 3 ）
　　　　＝K1 ･ f･Bm

1.6＋K2 ･ f 2 ･Bm
2

ここに，K1，K2：係数
　　　　f：周波数

　　　　Bm：最大磁束密度
　渦電流損は，交流磁界では磁束の変化を妨げるように
発生する渦電流によるジュール損である。したがって，
損失低減に加えて発熱防止のためにも渦電流損を抑制す
ることが求められる。渦電流損には粒子内渦電流損と粒
子間渦電流損があることが知られている 3 ）, 4 ）。粒子間渦
電流は粒子間をまたがって大きな領域を流れ，大きな損
失となる。このため，粒子間渦電流抑制を目的として鉄
粉表面に絶縁皮膜が形成される。
　圧粉磁心では，高磁束密度化および高透磁率化に有効
な高密度化が図られる。また，渦電流損抑制のため，鉄
粉粒子表面への絶縁皮膜形成など，鉄粉粒子間の電気的
絶縁性の付与が図られている。圧粉磁心に要求される磁
気特性に影響を及ぼす因子を表 1 に示す。磁性鉄粉にお
いては，主に鉄粉そのものと絶縁皮膜の開発により特性
向上が図られている。

2 . 磁性鉄粉の開発

2. 1　鉄粉の開発
　鉄粉の開発においては，粒子間が電気的に絶縁されて
いるという前提では，渦電流損は鉄粉の粒子径によって
支配されるため，用途に応じて適切な粒子径が選択され
る。一方，ヒステリシス損（保磁力）および透磁率につ
いては，鉄粉の粒子径以外の支配因子による向上，すな
わち結晶粒の粗大化，磁壁移動の阻害因子である不純物

（介在物）の低減が図られている（図 4 7 ），図 5 8 ））。また，

表 1  磁気特性の支配因子
Table 1  Control factors of magnetic properties

図 3  鉄損支配因子
Fig. 3  Control factors of iron loss

図 4  平均結晶粒径と成形体保磁力の関係
Fig. 4  Relationship between coersivity and mean crystal-grain size
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結晶粒の界面も磁壁移動の阻害因子であるため，粗粒の
方がヒステリシス損は小さく（図 6 5 ）），低周波数域で
は粗粒が適している。その他，鉄粉をプレート状に加工
した偏平鉄粉にすることで形状磁気異方性を付与した高
透磁率化も報告されている 9 ）。
2. 2　絶縁皮膜の開発
　交流磁界では磁束の変化を妨げるように渦電流が発生
し，熱としてエネルギー消費され損失（鉄損）となる。
このため，低鉄損化には鉄粉粒子間を電気的に絶縁する
必要がある。そのため，磁性鉄粉表面には絶縁皮膜が形
成されているが，高磁束密度，高透磁率の観点から，絶
縁材料は成形性を阻害せず少量で成形時の物理的変形に
耐えられる特性が要求される。また，圧粉磁心は，圧縮
成形時に導入されるひずみによりヒステリシス損が増大
するため，成形後にひずみ取り焼鈍を行う。ひずみ取り
焼鈍は高温ほどひずみが解放されるが，絶縁皮膜の耐熱
温度を超えると絶縁破壊が生じ，粒子間渦電流損による
著しい鉄損増大を引き起こす（図 7 5 ））。そのため，絶
縁皮膜にはひずみ取り焼鈍に対する耐熱性のほか，鉄心

自身の発熱に対する長期の耐久性も要求される10）。
　熱処理温度と成形体保磁力の関係を調べることにより

（図 8 ），ひずみ取り焼鈍に対する耐熱性は927Kが目安
となること，すなわち焼鈍温度が927Kを超えると再結
晶による結晶粒微細化によりヒステリシス損（保磁力）
の増大を引き起こす 5 ）ことがわかった。耐熱性絶縁皮
膜としては，りん酸系皮膜や耐熱樹脂皮膜，これらの複
合皮膜やMgO皮膜11）などが報告されているが，上記特
性をすべて満たすことは難しく，開発が継続されてい
る。
2. 3　当社の磁性鉄粉
　当社は鉄粉と絶縁皮膜に着目した検討を行い，高周波
用および低周波用の磁性粉末を開発している。例えば，
図 9 5 ）のように周波数が高くなると電磁鋼板より圧粉

図 5  介在物密度と成形体保磁力の関係
Fig. 5  Relationship between coersivity and number density of 

inclusions

図 6  （a）粒子径と鉄損の関係，
 （b）粒子径とヒステリシス損および渦電流損の関係
Fig. 6  (a) Relationship between particle size and core loss, and
 (b) relationship between particle size and hysteresis and eddy 

current loss
図 9  開発材と他材料の鉄損比較

Fig. 9  Comparison of core loss

図 8  熱処理温度と成形体保磁力の関係
Fig. 8  Relationship between heat treatment temperature and 

coercivity

図 7  熱処理温度と鉄損の関係
Fig. 7  Relationship between heat treatment temperature and iron 

loss
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磁心の方が低鉄損となり，電磁鋼板代替が可能な領域ま
で進歩している。

3 . 成形技術の開発

　圧粉磁心の製造では圧縮成形は不可欠なプロセスであ
る。 1 章で述べたとおり，圧粉磁心の磁気特性は成形体
密度に大きく影響を受けるため，成形技術が圧粉磁心の
特性向上に与える影響は大きい。そこで本章では，圧粉
磁心に関わる成形技術について簡単に触れておく。
3. 1　高密度化
　圧粉磁心の構成要素は，磁性材料である鉄粉と絶縁材
料および空隙，さらに成形時における金型との焼付きを
防止するために混合される潤滑剤である。潤滑剤は非磁
性な物質であるため，高磁気特性のためには混合しない
ことが望ましい。潤滑剤を混合しない成形方法として，
金型内面に潤滑剤を塗布する型潤滑成形法が開発されて
おり，高密度化による高磁気特性化に効果がある12）。し
かしながら，成形体形状には制約があり複雑形状の成形
には適さないため，複雑形状への対応などさらなる高密
度化技術の発展が望まれる。
3. 2　表面処理
　高密度に圧縮成形された圧粉磁心は，金型との摺動

（しゅうどう）により成形体表面の電気抵抗が低下する
ことがある。これは，摺動面近傍の鉄粉粒子が変形して
導通するためである。この対策として，粒子間の電気絶
縁性を確保する加工方法13）のほか，渦電流経路の一部
を絶縁化するレーザ処理が報告されている 2 ）。

4 . 用途

　圧粉磁心は，数kHz程度を目安として主にモータ用コ
ア材を対象とした低周波用と，主にリアクトル用コア材
を対象とした高周波用に分けられる。いずれの用途にお
いても，圧粉磁心を適用することにより電磁気部品にも
たらす効果として，粉末冶金の特徴を生かした高出力
化，小型化，高効率化が期待されている。
4. 1　モータ用で期待される効果（低周波用）
　モータは主に 1 kHz以下の低い周波数で使用されるた
め，材料としては渦電流損よりもヒステリシス損低減が
重視され，粒度の粗い磁性鉄粉が使用される。
　鉄心材料としては電磁鋼板が主流であるのが現状であ
るが，磁性鉄粉は，ａ）粉末冶金特有の高形状自由度性，
ｂ）高周波で低鉄損，ｃ）等方的な磁気特性を生かした
3 次元磁気回路など，電磁鋼板にはない特長を生かして
設計の自由度を高め，小型化や高効率化といった効果が
期待されている（図10）。
4. 2　リアクトル用で期待される効果（高周波用）
　リアクトルは，電圧の変換（昇圧）リップル電流の平
滑化を行う電磁気部品である。数十kHz程度で駆動する
ため，渦電流損低減を重視した粒度の細かい磁性鉄粉が
使用される。モータ用と同様にａ）～ｃ）の効果が期待
されているほか，圧粉磁心内部に存在する空隙が透磁率
制御の役割を果たすため，ギャップ数の削減などの効果
が期待されている（図11）。

むすび＝磁性鉄粉は，鉄粉材料と絶縁皮膜の開発によっ
て圧粉磁心の特性を向上させ，電化社会の発展とともに
電磁変換機器の高出力化，小型化，高効率化を可能にす
る次世代の磁性材料として期待され，実用化も進んでい
る。今後のさらなる圧粉磁心の適用拡大のためには，鉄
粉の鉄損低減や絶縁皮膜の薄膜化，耐熱性向上などの材
料開発に加え，設計技術として 3 次元電磁場解析技術の
普及や設計思想の多様化，成形技術として成形体高密度
化や生産性向上など三位一体の開発が必要である。
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図11  リアクトル用鉄心として期待される効果
Fig.11  Expected merits as iron cores for reactors

図10  モータ用鉄心として期待される効果
Fig.10  Expected merits as iron cores for motors



16 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 65 No. 2（Sep. 2015）

まえがき＝近年の世界的な環境意識の高まりを背景に，
CO2排出量が少ないハイブリッド自動車（以下，HEV
という）や電気自動車（以下，EVという）の普及が急
速に進んでいる。また，駆動・発電用に複数の電動機を
搭載するHEV／EVシステムでは，バッテリーやモータ
の小型化，エネルギー効率向上を図るため，バッテリー
電圧（200～300V）に比べてモータ駆動電圧を400～
800V程度まで高める昇圧回路を搭載したパワーユニッ
トの採用（図 1 ）が主流となっている 1 ）～ 3 ）。
　昇圧回路に利用されるリアクトルは，スイッチ素子の
ON／OFFによって磁気エネルギーの蓄積／放出を交互
に行うことによりインバータ入力電圧を昇圧するととも
に，変換の際に発生するリップル電流を平滑化する役割
を担う中核部品である。このリアクトルは，数百Aの大

電流でも所定以上のインダクタンス（一般的にL値200
～300μH）を維持することが求められるため，磁心が磁
気飽和しないようギャップ間隔は大きく設定される。と
ころが，ギャップ間隔が大きいとギャップ漏れ磁束のコ
イル導体への鎖交量が増えて渦電流が増加する。このた
め，ギャップを複数に分割して一つあたりのギャップ間
隔を狭くする，あるいはギャップとコイルの距離を空け
るなどの対策が採られ，部品点数の増加やコイルの大型
化を招く。
　一方で，車載用途の部品には小型軽量化が求められる
ため，昇圧回路の動作周波数を上げて（≧20kHz）必要
インダクタンスを低減することが検討されている 4 ）。し
かし，周波数が高くなるとリアクトルに発生する損失が
増えるという問題も生じる。
　この問題に対して，純鉄圧粉磁心によるポット型リア
クトルに銅帯フラットワイズコイルを組み合わせること
でコイル損失低減と放熱性向上を実現し，リアクトルを
小型軽量化できることを数値解析およびモデル実験で実
証した。本稿でその概要を報告する。

1 . 設計コンセプトと数値解析

1. 1　リアクトルの小型化と放熱性能の向上
　旧来のリアクトルの基本構造を図 2 に示す。主要特性
であるインダクタンスLは，式（ 1 ）で表される。

　　　　　　　　………………………………………（ 1 ）

ここで，S：磁路断面積， c：磁路長， g：ギャップ長，
μ0：真空透磁率，μc：磁心の比透磁率，N：コイルの巻

L＝
＋

μ0・S・N 2

μc
c

g

鉄粉コアと銅帯コイルで構成した低損失リアクトル
Low Loss Reactor Composed of Dust Core and a Copperbelt Coil

■特集：電子・電気材料／機能性材料および装置	 FEATURE	:	Electronic	and	Electric	technologies	(Advanced	Materials	and	Apparatuses)	

（論文）

The rise in environmental consciousness seen in recent years has led to a rapid increase in the number 
of hybrid cars and electric cars now in wide use. However, to attain further fuel efficiency, there is a 
need for smaller and lighter power units. The voltage boost reactive coil is heavy and takes up a large 
amount of space, so downsizing it and making it lighter is an issue for power units. We considered 
making a voltage boost reactive coil by winding a flat, thin copper coil about 0.1～0.3 mm in thickness 
around a pot-shaped structure made with a pure iron powder magnetic core. The result was that 
numerical analysis and experimentation with models indicated that it was possible to make a reactor 
with a coil whose high frequency loss had dropped from one-third to one-tenth and has excellent heat 
dissipating properties. This technology has made it possible to downsize the reactor.
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図 1  昇圧回路を有するHEVシステム図
Fig. 1  HEV system with boost converter circuit
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数である。
　一方，小容量のノイズフィルタ用途で，図 3 のように
コイルを圧粉磁心で包み込んだ構造のポット型リアクト
ルが知られている。ポット型リアクトルは，図 2 の従来
リアクトル構造に比べて磁路長 cを短くできるととも
に，磁路断面積Sも大きくとりやすいという特徴がある。
このため，従来リアクトルに比べて，小さな体積で同等
のインダクタンスを実現することが可能である。
　しかしながら，ポット型リアクトルはコイルを磁心で
包んでいるため，磁心を介してコイルを冷却することに
なり，コイル冷却の面では従来構造に比べて不利にな
る。大電流を流すHEV用やEV用リアクトルにとって，
コイルの放熱性能は重要度が高いため，ポット型リアク
トルの採用には制約があった。
　リアクトルのコイルには従来，加工性に優れた安価な
絶縁被覆つき丸線が用いられてきた。しかしながら
HEV／EVリアクトルでは，コイル冷却の観点から断面
積が大きく低抵抗な平角線のエッジワイズコイルを使用
することによってコイル導体からパワーユニットへの伝
熱性能を高めている。このエッジワイズコイルをポット
型に適用した場合の伝熱構造を図 4 に示す。径方向の熱
伝導率は高くなる一方で，軸方向は伝熱界面が多いため
に熱伝導率は低くなってしまう欠点をもつ。そのため，
エッジワイズコイルを採用したポット型リアクトルは，
インダクタンスとしては不利な長い円柱形状となり，そ
の円周面，または中心軸側から冷却する必要がある。
　これに対して，銅帯を図 5 のようにフラットワイズに
巻く構造を検討する。コイルの端面を磁心に接触させる
ような伝熱構造をとると，リアクトルの径方向の熱伝導
率は低いが軸方向の熱伝導率は高くなるため，リアクト
ルの底面や上面からの効果的な冷却が可能になる。した
がって，インダクタンス確保に有利な扁平形状にできる。
HEVやEVでは，リアクトルやスイッチング素子などの
発熱する部品を平面構造の水冷ヒートシンクに接触させ
て冷却する方が全体を小型化できる。このため，フラッ
トワイズコイルを採用した冷却構造の方が適している。

1. 2　高周波動作におけるコイル損失の低減
　リアクトルの損失は，磁心に発生するヒステリシス損
失および渦電流損失と，コイル導線に発生するジュール
損失および渦電流損失に大別される。前述のとおり，磁
心の磁気飽和の回避に不可欠なギャップ間隔を広くとる
HEV／EV向けリアクトルでは，ギャップからの漏れ磁
束によって導線に発生する渦電流損失が無視できない。
このため，とくに小型化・高周波化を進めていく上では，
コイル渦電流損失の低減が重要となる。
　コイルに流れる渦電流は，外部磁束がコイル銅線に鎖
交する際に発生する。銅線の太さを渦電流の表皮深さよ
りも十分に小さくすれば渦電流を小さくすることができ
るが，一方で，導線の断面積が狭くなると直流抵抗が大
きくなり，銅損（ジュール損）が増えるというトレード
オフが存在する。
　導体に流れる渦電流の表皮深さδは式（ 2 ）で表され
る。

　　　　　　　…………………………………………（ 2 ）

ただし，ωは角周波数，μは導体の透磁率，σは導体の
電気伝導率である。すなわち，周波数が高くなるほど表
皮深さδは小さくなる。銅コイルにおける周波数 f（＝
ω/（ 2 π））と表皮深さδの関係を図 6 に示す。

δ＝ωμσ
2

図 3  ポット型リアクトルの基本構造図
Fig. 3  Structure of the pot type reactor

図 6  銅コイルにおける表皮深さと周波数の関係
Fig. 6  Relationship between skin depth in copper coil and frequency

図 5  フラットワイズコイルの伝熱構造
Fig. 5  Heat transfer structure of Flat wise coil

図 4  エッジワイズコイルの伝熱構造
Fig. 4  Heat transfer structure of edge wise coil

図 2  リアクトルの基本構造図
Fig. 2  Basic structure of reactor
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　ここで，ギャップ間隔の広いポット型構造リアクトル
に対して，旧来型と本提案構造との渦電流を比較してみ
る。厚さ0.3mm，幅20mmの銅帯をエッジワイズコイル

（直流抵抗値は16mΩ）としてギャップ間隔10mmのポ
ット型磁心に適用した場合，図 7（a）に示すようにコ
イルの幅広面に対して磁束が交差して，コイルに渦電流
が発生する。
　コイル渦電流による磁界は，リアクトルの磁束を打ち
消す方向に働くため，結果としてリアクトルのインダク
タンスを下げる。この場合の動作周波数とインダクタン
スおよび交流抵抗との関係を電磁界解析ツール（ANSYS 
Maxwell）にて解析した結果を図 8 ，図 9（青線）に示す。
　エッジワイズコイルの場合，インダクタンスは周波数
が上がるにつれて低減し，動作周波数10kHzでは低周波

（100Hz）時に比べて15%近く小さくなることがわかる。
また，動作周波数10kHzにおける交流抵抗は0.2Ωとな
り，直流抵抗値16mΩに対して約12倍の値となる。
　つぎに，コイルに発生する渦電流損失Peについて検
討する。Peは式（ 3 ）のようにリアクトル交流電流の 2
乗と交流抵抗から導出できる。
　　Pe＝Rac・Iac

2 ………………………………………（ 3 ）
ここでRacは交流抵抗，Iacはリアクトル電流の交流成分
実効値である。
　リアクトル電流の交流成分実効値 Iacは式（ 4 ）にて
近似することができる。

　　　　　　　　　……………………………………（ 4 ）

ここでVi：昇圧前電圧，Vo：昇圧後電圧，L：インダク
タンス，f：動作周波数である。
　昇圧前200V，昇圧後600V，リアクトルインダクタン
ス300μH，動作周波数10kHzの場合，交流電流は式（ 4 ）
に基づき Iac＝11A，交流抵抗は0.2Ωであるため，コイ
ル渦電流損失は式（ 3 ）に基づき24Wとなる。
　これに対して，図 5 のようなフラットワイズコイルを
ポット型リアクトルに適用した場合，リアクトルのコイ
ル空間に生じる磁束は図 7（b）のように銅帯方向に平
行に貫通する。ここで，銅帯の厚さ tを表皮深さに対し
て半分以下に設定すると，銅帯に発生する渦電流は十分
に小さくなり，先に述べたエッジワイズコイルで現れた
ようなインダクタンス低下や交流抵抗増大を抑えること
が可能となる。この銅帯厚さの上限δ/ 2 は図 6 の破線
で表される。例えば，現在のHEV／EVリアクトルの動
作周波数である10kHz前後では銅帯厚さを0.35mm以下，
今後のリアクトル小型化で想定される動作周波数40kHz
の場合は銅帯厚さを0.15mm以下にすることにより，渦
電流を効果的に抑制できる。
　例として，厚さ0.3mm，幅20mmの銅帯をフラットワ
イズコイル（直流抵抗16mmΩ）としてギャップ間隔
10mmのポット型磁心に適用した場合のインダクタン
ス，交流抵抗の磁場解析結果を図 8 ，9（赤線）に示す。
フラットワイズコイルのインダクタンスはエッジワイズ
コイルと異なり，低周波～10kHzまでほとんど変化する
ことがない。また，10kHzにおける交流抵抗は60mΩで，
前述の昇圧回路動作条件におけるコイル渦電流損失は 7  
Wとなり，エッジワイズコイルに比べて 1 / 3 以下に抑
制される。ただし，周波数が高くなるに従って表皮深さ
が浅くなるため，δ/ 2 が0.3mmを下回る高い周波数領
域では交流抵抗が急激に増加する。
　したがって，より高周波領域で動作させるには，動作
周波数における表皮深さの半分（δ/ 2 ）以下の厚さの
銅帯を使用する必要がある。図 9（赤細線）に銅帯厚さ
0.1mmの場合の交流抵抗を併記したが，この場合，
δ/ 2 に相当する100kHzまでの交流抵抗は低く抑えるこ
とが可能となる。
　このように，動作周波数に応じた厚さの銅帯をフラッ
トワイズに巻くことにより，高周波でもコイル渦損失が

Iac=～
1－

4Lf

Vi
Vi

Vo

図 9  交流抵抗の周波数特性（解析）
Fig. 9  AC resistance frequency response (analysis)

図 8  インダクタンスの周波数特性（解析）
Fig. 8  Inductance frequency response (analysis)

図 7  （a）エッジワイズコイルの渦電流
　　　　（b）フラットワイズコイルの渦電流
Fig. 7  (a) Eddy current of an edge wise coil

　　　(b) Eddy current of an flat wise coil
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小さく，インダクタンス特性も優れたリアクトルを実現
することが可能となる。

2 . モデル実験

　前章で述べたエッジワイズコイル（Coil a），およびフ
ラットワイズコイル（Coil b）をそれぞれ，ギャップ間
隔の広いポット型圧粉磁心に装着したモデルを試作し，
インダクタンスおよび交流抵抗とコイルの伝熱性能を実
測した。モデル実験に用いた圧粉磁心とコイルの構成を
図10に示すとともに，各コイルの仕様およびリアクト
ルの設計パラメータを，それぞれ表 1 ，表 2 に示す。
圧粉磁心は絶縁被膜を施した粒径約100μm以下の磁性
鉄粉を用いており，磁心に生じる渦電流損は十分小さ
い。
　エッジワイズコイルは，解析では0.3mm厚，20mm幅
の導体モデルとしたが，巻線加工が困難なため，実測用
モデルでは0.8mm厚，10mm幅とした。
2. 1　電気的特性の実測結果
　両コイルを圧粉磁心に挿入した場合の電気的特性とし
て，インダクタンス／周波数特性の実測値を図11（プ
ロット点）に示す。また，実験モデルと同条件の数値解
析結果（曲線）も同図に併せて示した。
　エッジワイズコイル（Coil a，青曲線）は，周波数増
大に伴ってインダクタンスが低下し，動作周波数10kHz
では低周波（100Hz）時に比べて約 6 ％インダクタンス
が小さくなる。これに対してフラットワイズコイル（Coil 
b，赤曲線）は，周波数100kHzまでほぼ一定のインダク
タンスを維持する。ここでフラットワイズでは，実験結
果と数値解析予測はよく一致している。しかしエッジワ

イズは，数kHz以下の領域では解析と実験結果は一致す
るが，高周波領域でのコイル渦電流の挙動を解析で再現
しきれておらず， 2 %程度の差異が生じている。
　図12に各コイルの交流抵抗／周波数特性の数値解析
結果と実測値を示す。厚さ0.3mmの銅帯フラットワイズ
コイルは周波数10kHz以下の領域においてエッジワイズ
コイルに比べて交流抵抗を低く抑えることができてい
る。このように．動作周波数に応じてフラットワイズ銅
帯の厚さを選択することによってコイルに発生する渦損
失を大幅に低減可能となる。なお，フラットワイズコイ
ルの実験結果と数値解析予測とは良い精度で一致してい
るが，エッジワイズコイルでは周波数10kHz以上の領域
において周波数の増大に伴って解析結果と実験結果の乖
離（かいり）が大きくなっており，高周波領域における
解析精度に課題を残した。
2. 2　放熱性について
　エッジワイズおよびフラットワイズ各コイルの熱伝導
性能を測定した結果を図13に示す。
　この実験では，コイルの銅帯間および圧粉磁心との界

図13  コイルの熱抵抗
Fig.13  Thermal resistance of coil

図12  交流抵抗の周波数特性
Fig.12  AC resistance frequency response

図11  インダクタンスの周波数特性
Fig.11  Inductance frequency response

図10  実験モデルの構成
Fig.10  Construction of experimental model

表 1  モデル実験コイルの仕様
Table 1  Specification of  the  Coil

表 2  リアクトル設計パラメータ
Table 2  Design parameter of reactor
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面には熱伝導率1.1W/mKの樹脂を塗布し，コイルに30W
の損失が生じるように50A程度の直流電流を流した。
その結果，エッジワイズコイルの最上部と圧粉磁心間の
熱抵抗Rthは2.8K/W，フラットワイズコイルの最上部と
圧粉磁心間の熱抵抗は1.4K/Wとなった。エッジワイズ
に比べてフラットワイズコイルの熱抵抗は半分に抑えら
れており，フラットワイズコイルの高い伝熱特性を確認
した。

3 . 考察

　両モデルの実測における性能の比較表を表 3 にまと
める。ここで提案したフラットワイズモデルは，現在多
用されているエッジワイズモデルに対して，現行HEV
／EVの動作周波数帯域である10kHz前後における交流
抵抗が小さく，かつヒートシンクへの伝熱に優れてい
る。また 1 章で示したとおり，銅帯の厚さを動作周波数
に対応する表皮深さの半分以下に設定することにより，
さらに高周波動作でも交流抵抗すなわちコイルの渦電流
損失を大幅に低減することができる。このことは，大電
流対応かつ小型化が望まれるHEV／EV用パワーユニッ

ト向けのリアクトルに本提案構造を採用することによ
り，大電流時の磁気飽和を抑制するワイドギャップ化，
および小型化のための動作周波数の高周波化が実現でき
ることを示している。
　エッジワイズコイルは，巻線工程において特殊な塑性
加工を伴うため，高周波化を目的に板厚を薄くしようと
すると成形加工が難しくなる。それに対してフラットワ
イズコイルは，素直なテープ巻工法であるため，加工コ
ストの点においても有利である。
　本稿にて提案した圧粉磁心と銅帯コイルで構成した低
損失リアクトルは，HEV／EV用途に限らず，変動しや
すい再生エネルギー用途のパワーコンディショナ向けの
昇圧リアクトルやACフィルタなどにも応用可能である。

むすび＝ポット型の圧粉磁心リアクトルに銅帯フラット
ワイズコイルを組み合わせる 5 ）, 6 ）ことにより，HEV／
EV用途に適した大電流・高放熱のリアクトルを実現で
きることを示した。さらに，銅帯を動作周波数ごとに適
した厚さにすることで，コイルに生じる渦電流損失を大
幅に低減できることを示した。今後，圧粉磁心の特徴を
生かした本構造によって，HEV／EVリアクトルの小型
化が期待される。

参　考　文　献
1 ） 矢 口 英 明 ほ か. TOYOTA Technical Review. 2010, Vol.57, 

No.1, p.12-19.
2 ） 黒木次郎ほか. Honda R&D Technical Review. 2013, Vol.25, 

No.2, p.41-47.
3 ） 山本信一郎ほか. SEI Technical Review. 2014, No.185, p.29-33.
4 ） 川原英樹ほか. 電気学会全国大会　講演集. 2015, Vol.4, p.153.
5 ） 特許第4654317号. 国際公開番号WO2011/007879.
6 ） 特許第5149976号. 国際公開番号WO2012/137494.

表 3  実験結果のまとめ
Table 3  Summary of a experimental result
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まえがき＝水素エネルギーは将来の二次エネルギーとし
て中心的な役割を担うことが期待されており，水素を本
格的に活用する水素社会の実現に向けて日本政府の「エ
ネルギー基本計画」には，既に市場投入されている定置
用燃料電池の普及や，2015年から商業販売が開始される
燃料電池自動車の導入推進に向けた水素ステーションの
整備を進めていくことが記載されている。このような状
況において，2014年12月には水素を燃料として発電した
電気で走るトヨタ自動車株式会社の燃料電池自動車

「MIRAI」の商業販売が世界に先駆けて開始された。他
の自動車メーカも燃料電池自動車の市場投入計画を発表
しており，今後，課題である車輛や水素の価格低減のた
めの技術開発により，普及が進むものと期待される。
　この燃料電池自動車の心臓部である固体高分子型燃料
電池には，発生した電気を集める集電板の役割を果たす
セパレータという部品が使用されているが，燃料電池コ
ストの約30%を占めるため 1 ），低コスト化が重要課題と
なっている。セパレータには，薄く，接触抵抗が低く（す
なわち表面の導電性が高く），燃料電池内部の酸性環境
で腐食せずに導電性を維持することが要求される。この
ため，ステンレスやチタンなどの耐食性金属箔がセパレ
ータ材料として検討されている。しかし，これらの耐食
性金属は，表面に導電性が低い不働態皮膜が形成される
ことによって耐食性を発現するために，接触抵抗が高い
という欠点がある。導電性と耐食性を両立させるため
に，貴金属めっき 2 ），3 ）や窒化膜 4 ）～ 7 ），DLC 8 ），9 ）など
の真空成膜プロセスを用いたコーティングが検討されて

いるが，これらの表面処理がコストアップ要因となって
いる。
　当社はこれまで，貴金属や真空成膜プロセスを用いて
導電性と耐食性を両立できるチタンの表面改質を検討し
てきたが10），11），これらの表面処理では低コスト化は困
難である。そこで，低コスト化を目的に，貴金属や真空
成膜プロセスを用いない黒鉛コーティングチタン製セパ
レータ材を開発したので報告する。

1 . チタン製セパレータ表面設計と製造の考え方

　チタンはステンレスよりも耐食性に優れ，燃料電池内
の固体高分子膜の特性を劣化させる鉄イオンなどの溶出
がない。したがって，ピンホールが少々存在する表面処
理でも適用できるため，表面処理コストを低減できる。
この観点から基材としてチタンを選定した。
　また，コーティング材としては，コストと性能の観点
から黒鉛を選定した。黒鉛は，家庭用燃料電池の樹脂モ
ールドセパレータとして実用化されており，導電性・耐
食性は良好である 1 ）。
　コーティング方法は，コストの観点から塗工を選定し
た。塗工によるカーボンコーティング技術としては，黒
鉛などの導電性カーボンを含有する樹脂塗工が検討され
ているが12），樹脂の部分から水分やイオンが侵入して樹
脂とチタン界面にチタンの不働態皮膜が厚く成長する恐
れがあるため，長期的には導電性低下が進むと推定され
る。したがって，水を通さない黒鉛でチタン表面を覆う
必要がある。そこで当社は，黒鉛の（001）結晶面が滑

黒鉛をコーティングした固体高分子形燃料電池用チタン製
セパレータの特性
Characteristics of Titanium Separator with Graphite Coating for Polymer 
Electrolyte Fuel Cell

■特集：電子・電気材料／機能性材料および装置	 FEATURE	:	Electronic	and	Electric	technologies	(Advanced	Materials	and	Apparatuses)	

（論文）

A titanium separator for a polymer electrolyte fuel cell was developed with both low electrical contact 
resistance and high durability. Graphite flakes dispersed in water with carboxymethylcellulose sodium 
were coated on a titanium substrate surface using a bar coater. The layer of graphite coating, which 
demonstrated a porous structure, was then roll-pressed in order to change it into a fine graphite layer. 
Subsequently, it was heat-treated at a temperature between 500 and 700℃ in a vacuum for 2 minutes. 
The heat treatment caused a passive oxide layer on the titanium substrate surface to disappear, and 
instead a conductive TiC layer was formed between the graphite layer and the titanium substrate. 
As a result, the conductivity and the adhesion of the graphite layer to the titanium substrate were 
improved. This suggested that the TiC layer played an important role in the conductivity and adhesion.
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りやすいという特性を利用して，黒鉛粉を含む水性塗料
をチタンに塗工乾燥した後に，ロールプレス機を通して
隙間だらけの黒鉛層を押しつぶして伸ばすことによって
緻密な皮膜状にすることを考えた。
　さらに，黒鉛皮膜とチタンとの密着性および導電性を
向上するためには，接触抵抗を増大させている不働態皮
膜を改質する必要がある。そこで，黒鉛皮膜とチタンを
高温で反応させて導電性が高いTiCを界面に形成する目
的から，通常チタン箔圧延後に行われるひずみ取り焼鈍
をTiC形成に利用することを考えた。すなわち，箔圧延
したチタンに黒鉛塗工・ロールプレスを行い，最後に焼
鈍を行うことでひずみ取りとTiC形成を兼用した。黒鉛
コーティングチタンの製造工程模式図を図 1 に示す。

2 . 実験方法

2. 1　試料の作製
　平均粒径10μｍの膨張化黒鉛粉（SECカーボン株式会
社製SNE-6G）とカルボキシメチルセルロースのナトリ
ウム塩の組成がそれぞれ 8 wt％と0.8wt％になるように
イオン交換水に添加し，バーコータ（番手#20）を用い
て厚さ0.1mm，幅100mmのチタン箔（JIS1種）の表面に
乾燥後の塗工量が0.4mg/cm2 となるように作製した溶液
を塗工し，120℃のオーブンに 3 分間挿入して乾燥した。
その後，荷重2,000kgを加えた直径100mmのロール間に
2 m/分の速度で黒鉛塗工チタンを通過させることによ
り，黒鉛のみを潰して皮膜状に成形した。このようにし
て作製した黒鉛被覆チタン箔を500～700℃の真空熱処理
炉で 2 分間保持した後，炉冷して黒鉛コーティングチタ
ン（以下，試料という）を作製した。
2. 2　接触抵抗の測定方法
　接触抵抗は従来から行われている方法により測定し
た13），14）。図 2 に接触抵抗測定方法の模式図を示す。先
端平坦部の面積が 1 cm2 の銅製の電極間にカーボンクロ
スで挟んだ試料を挿入し，10kgの荷重を電極に加えた
状態で電極間に一定の電流を流し，カーボンクロス間に
発生する電圧を測定することによって，カーボンクロス
と試料間の接触抵抗を測定した。
2. 3　耐久性評価試験方法
　試料の耐久性は図 3 に示すように，燃料電池の酸素極
側の環境を模擬したpH2，80℃の硫酸水溶液中に試料を
浸漬して，ポテンショスタットを用いて飽和カロメル電

極（SCE）に対して0.65VvsSCEの電位を1,000時間印加
することによって行った。この電位は，燃料電池の電圧
が最も高い開回路状態の電圧 1 Vに相当する。電圧印加
を行った後に接触抵抗を測定し，試験前後の接触抵抗の
変化を調べることにより耐久性を評価した。
2. 4　皮膜の密着性評価方法
　図 2 に示した接触抵抗測定装置を用い，カーボンクロ
スで挟んだ試料に10kgの圧縮荷重を負荷した。この状
態で試料のみを引き抜いたときのカーボン残存率を，目
視およびSEM-EDXで分析することによって密着性を評
価した。
2. 5　水素吸収試験方法
　水素極側のチタン製セパレータが水素を吸収して脆化
するかどうかを評価するため，試料を200℃，2.5×
10 5 Paの水素雰囲気中に100時間暴露した後，試料中の
水素濃度を測定した。ここで，黒鉛は水素を吸収するた
め，水素吸収試験後に硝酸溶液に浸漬して黒鉛層を除去
してから不活性ガス融解－熱伝導度法により水素濃度を
測定した。
2. 6　皮膜の構造解析
　作製した試料の黒鉛皮膜構造をθ-2θ法によるX線回
折（特性X線源：Cu-Kα線）とラマン分光によって分析
した。また，黒鉛皮膜とチタンの界面構造を試料断面の
透過電子顕微鏡（TEM）と電子線回折によって分析した。

図 1  黒鉛コーティングチタンの製造工程
Fig. 1  Process of graphite coating on titanium

図 2  接触抵抗の測定方法
Fig. 2  Measuring method of contact resistance

図 3  電位印加試験の模式図
Fig. 3  Scheme of controlled potential test
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3 . 結果と考察

3. 1　各処理工程での皮膜構造
　ロールプレス前後の黒鉛層の断面構造を図 4 に示す。
塗工後（ロールプレス前）の黒鉛層は黒鉛粉が積み重な
っただけの隙間の多い構造となっているが，ロールプレ
ス機を通すことによって黒鉛が潰れ，緻密な層に変化し
ていることがわかる。また，700℃で 2 分間熱処理した
試料のX線回折結果を図 5 に示す。黒鉛からは（002）
面と（004）面の回折ピークしか検出されないことから，
チタン箔表面と平行に黒鉛の（001）面が配向している
ことがわかる。このことから，（001）面がチタン箔表面
方向に滑ることによって黒鉛が変形し，皮膜状に成形さ
れたことがわかった。図 6 に試料のラマン分光分析結果
を示す。黒鉛構造を示す波数1,590nm－ 1 付近のGピーク
が鋭くかつ強く，黒鉛構造の乱れに由来する波数
1,380nm－ 1 付近のDピーク強度が弱いことから，黒鉛構
造が維持されていることがわかる。
　熱処理前後での黒鉛とチタン界面の断面TEM像およ
び電子線回折結果を図 7 に示す。また， TEM･EDXで測
定した図 7 の各点の組成を表 1 に示す。熱処理前は界面
にチタンと酸素からなるアモルファス構造の約10nm程
度のチタン不働態皮膜が残存している。これに対して熱
処理後では，不働態皮膜は消失して厚さ約50nmのTiC
が形成しており，熱処理により界面構造が改質されてい

ることがわかる。高温の低酸素分圧下では不働態皮膜中
の酸素がチタン内に拡散して不働態皮膜がチタンに還元
されることがわかっている11）。不働態皮膜の還元によっ
て生成したチタンと黒鉛が反応してTiCが形成されたも
のと考えられる。
3. 2　初期接触抵抗と耐久性評価結果
　図 8 に試料の接触抵抗を示す。未処理のチタンに比べ
て試料の接触抵抗は低く，黒鉛と同等の値を示すことが

図 4  ロールプレス前後の黒鉛層の断面構造
Fig. 4  Cross-sectional structure of graphite layer before and after 

roll press

表 1  TEM･EDXから得られた図 7 の 1 から 6 の点の組成
Table 1  Content of point 1 to 6 in fig.7 obtained with TEM･EDX

図 5  700℃，2 分間熱処理後の黒鉛コーティングチタンのX線回
折結果

Fig. 5  X-ray diffraction pattern of graphite-coated titanium after 
heat treatment at 700℃ for 2 minutes.

図 6  黒鉛コーティングチタンのラマンスペクトル
Fig. 6  Raman spectrum of graphite-coated titanium

図 7  黒鉛とチタン界面の断面TEM像および電子線回折パターン
Fig. 7  Cross-sectional TEM images and electron diffraction patterns 

of interface between graphite and titanium

図 8  チタン，黒鉛コーティング，黒鉛の接触抵抗
Fig. 8  Contact resistance of titanium, Graphite coating and graphite
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わかる。図 9 は耐久試験後の試料の接触抵抗を示す。初
期の接触抵抗に対して接触抵抗の増加はほとんど見られ
ず，黒鉛と同等の低い接触抵抗を示していることから耐
久性が高いことがわかる。未処理チタンや黒鉛をロール
プレスしただけのチタンは，チタン表面に不働態皮膜が
存在するために接触抵抗が高い。一方，熱処理した試料
は不働態皮膜が消失して導電性のTiC層に改質され，か
つほとんど乱れがない黒鉛構造の皮膜が形成されてい
る。このため，黒鉛と同等の接触抵抗が得られたと考え
られる。また，TiCは酸化されて導電性が低下しやすい
が，耐久試験で接触抵抗が維持されているという結果
は，黒鉛層が環境を遮断してTiCの酸化を抑制している
ことを示唆している。
3. 3　密着性評価と水素吸収試験結果
　熱処理を施した試料と施していない試料を対象に行っ
た密着性評価試験結果を図10に示す。熱処理していな
い試料では黒鉛層がはがれているが，熱処理した試料で
は黒鉛層のはがれはほとんど認められなかった。黒鉛層
とチタンの界面に形成されたTiC層が黒鉛層の密着性を

向上させたと考えられる。また，図11には水素吸収試
験前後の試料中の水素濃度を示した。試験後のチタン箔
中の水素濃度は試験前と同等の水素濃度を示しているこ
とから，水素吸収を抑制していることがわかる。TiC中
の水素の拡散は非常に遅いことがわかっており15），TiC
が水素吸収の保護皮膜となったと考えられる。

むすび＝チタン箔表面に黒鉛粉を塗工してロールプレス
で皮膜状に成形した後，熱処理することにより，低接触
抵抗と高導電耐久性とを両立させることができる燃料電
池セパレータ用黒鉛コーティングチタン材料を開発し
た。ロールプレスによって黒鉛層は緻密な皮膜に成形さ
れ，さらに熱処理によって接触抵抗を高めているチタン
表面の不働態皮膜が消失して導電性のTiCが形成した。
TiCの形成により導電性および密着性が向上し，水素吸
収が抑制されたと考えられる。また，緻密な黒鉛層が環
境からの水分や腐食成分の侵入を防ぐことによってTiC
の酸化を防止し，導電耐久性が得られたと考えられる。
　黒鉛コーティングチタンは高性能であるのみならず，
貴金属や真空成膜プロセスを必要としないことから表面
処理コストが抑えられる。開発品が今後の燃料電池自動
車の普及に貢献することを期待している。
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図 9  耐久試験前後の黒鉛コーティングチタンと黒鉛の接触抵抗
Fig. 9  Contact resistance of graphite coating and graphite before 

and after durability test

図10  黒鉛層の密着性に及ぼす熱処理の影響
Fig.10  Influence of heat treatment on adhesion of graphite layer

図11  水素吸収試験前後のチタン中の水素濃度
Fig.11 Hydrogen content in titanium before and after hydrogen 

absorption test
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まえがき＝自動車などの電気接続部品として，バスバー
（bus-bar）と呼ばれる導体が使用されている。このバス
バーは従来，電気接続箱内の電気回路に使用されてき
た。近年ではとくに，電気自動車やハイブリッド自動車
のパワーコントールユニット内で直流電源とインバータ
間の接続，あるいはリチウムイオン電池の電極端子間の
接続に使用されるなど，その使用量が拡大している。
　バスバーには優れた電気伝導性が求められるため，従
来，タフピッチ銅（C1100）や無酸素銅（C1020）など
が用いられてきた。しかし近年，自動車メーカ各社は
CO2 排出量削減を達成するため車体の軽量化に取り組ん
でおり，従来の銅製バスバーより軽量で安価なアルミニ
ウムへの切り替えが進められている。バスバーに求めら
れる要求特性としては，電気伝導性，成形加工性（曲げ
加工性），強度，接続性など様々であり，そうした要求
特性を満足すべく当社はアルミニウム製バスバー材の技
術開発を続けてきた。
　一般に，バスバーに用いられるアルミニウム板は 2 種
類ある。一つは電気伝導性の優れた純アルミニウム

（A1050，A1070など）で，もう一つは，強度が高く電
気伝導性も優れるA6101（Al-Mg-Si系）などである。し
かし，これらA1050材やA6101材には，従来いくつかの
問題があった。主に溶接にて接合されるA1050材では，

溶接条件によって内部ブローホールが増加するなど，溶
接欠陥が増加する問題があった。またA6101材では，素
材強度が高い場合，曲げ加工時に割れが発生するという
問題があった。これらの問題に対して当社は，溶接性を
改善したA1050材，および高強度でかつ優れた曲げ加工
性を有するA6101材を開発した。本稿では，開発材の材
料特性を紹介する。

1 . バスバー用アルミ板の材料特性

　表 1 ，表 2 にそれぞれ，バスバー用アルミニウム合
金板の化学成分および物理的・電気的性質 1 ）を示す。
なお，それぞれの表には比較としてC1100材の特性も併
記した。銅をアルミニウム化するメリットの一つは重量
が軽くなることにある。アルミニウムの比重は2.7g/cm3

電気接続部品用アルミニウム合金板
Aluminum Alloy Plates and Sheets for Electrical Connection Parts

■特集：電子・電気材料／機能性材料および装置	 FEATURE	:	Electronic	and	Electric	technologies	(Advanced	Materials	and	Apparatuses)	

（技術資料）

In automotive electrical connection parts, conductors called "bus-bars" are often used. Conventionally, 
copper alloys (C1100 and C1020, etc.) with excellent electrical properties have been used for bus-
bars. However, in recent years, aluminum alloys have begun to be used to reduce the weight of the 
vehicle because aluminum bus-bars are lighter and cheaper than traditional copper bus-bars. There 
are generally two types of aluminum alloy used for bus-bars. One is pure aluminum (A1050 and A1070, 
etc.), which has excellent conductivity; the other is A6101 (Al-Mg-Si), which has high strength and 
excellent electrical conductivity. Kobe Steel has developed the A1050 alloy with improved weldability 
and the A6101 alloy, which has excellent bending workability together with high strength. This paper 
presents the properties of these developed alloys.
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表 1  バスバー用アルミニウム合金板の化学成分
Table 1  Chemical compositions of aluminum alloys for bus-bar
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程度であり，純銅の約 1 / 3 程度と小さい。一方，バス
バー材の特性として電気伝導性に優れることが求められ
るが，A1050材およびA6101材の導電率は純銅の60%程
度と小さい。このため，純銅と同等の電流容量を得るに
は体積を約1.7倍程度大きくする必要があるが，それで
もアルミニウム化によって約50%の軽量化が期待でき
る。

2 . 溶接性に優れたA1050材の開発

2. 1　溶接性の改善
　電気接続部品に用いられるA1050材は，99.50%以上の
アルミニウム純度を有し，高い電気伝導性を示す。また，
調質としては，主にO調質やH24調質などが使用される。
バスバーと他部品との接合方法には，溶接，ボルト締結，
はんだ接合，超音波接合など様々な方法がある。例えば，
車載用リチウムイオン電池の電極端子とバスバーを接続
する際はレーザ溶接が施される。レーザ溶接において
は，溶接割れや内部欠陥が生じないことが要求される。
とくに，接合強度を上げるために溶け込み深さを大きく
すると，溶接ビードの形状が不安定となって局所的にビ
ード寸法が広がる場合や，一層深い所まで溶込んでしま
うような現象が発生し，内部ブローホールが増加してし
まう場合もある。
　こうした問題に対して当社は，化学成分や製造工程の
最適化を行うことにより，溶接性に優れるA1050材を開
発した。図 1 にA1050開発材およびA1050従来材のCW

（一定の出力を連続して発振する）レーザ溶接後のビー
ド部外観を示す。なお，溶接試験では，溶込深さが
0.7mmとなる条件を適用した。開発材は，溶接ビード部
において局所的なビード異常の発生がほとんど認められ
ず，良好な溶接性を示している。
2. 2　機械的性質と曲げ加工性
　溶接性を改善したA1050開発材について，機械的性質
および導電率を評価した。機械的性質を評価するため，
圧延方向に直角に採取した試験片を用い，ひずみ速度
1.7×10－ 3（1/s）にて引張試験を行った。O調質材およ
びH24調質材の機械的性質および導電率を表 3 に示す。
A1050 -O調質材において，開発材の特性は従来材と大
きな差はなく，良好である。また，A1050 -開発材につ
いて各調質材の特性をC1100 -O調質材と比較すると，O
調質材の耐力はC1100材に比べて低いものの，伸び値は
同等である。また，H24調質材の耐力は，C1100材に比
べて 2 倍近くある。したがって，要求される特性（強度
または伸び）に応じて調質を選定する必要がある。また
導電率に関しては，調質に依らず61%IACS程度の値を
示す。一般に，A1050材などの純アルミニウムの導電率
は，FeやSiなどの不純物量，均質化処理，調質条件など
により影響を受ける2 ），3 ）が，今回の開発材において，
調質条件による導電率の差は認められなかった。
　つぎに，開発材の曲げ加工性を評価するため，圧延方
向に直角（Bad Way，B.W.）に採取した試験片を用い
て密着曲げ（内側半径 0 ）試験を行い，その外観を観察
した。その結果を図 2 に示す。A1050開発材のO調質材

およびH24調質材はいずれも，割れや肌荒れは認められ
ず良好な曲げ加工性を示し，A1050従来材やC1100材と
大きな差は認められなかった。バスバー用途では90 曲゚
げが実施されることが多く，密着曲げのように内側半径
が小さい場合にも適用可能である。なお，リアクトルコ
イルなどの用途ではエッジワイズ曲げ加工（板表面に平
行な面内での曲げ）が実施される場合があり，延性の高
いA1050 -O調質材が適している。

3 . 高強度・高成形性A6101材の開発

　A6101材はAl-Mg-Si系合金の 1 種であり，時効硬化に
よって純アルミニウムよりも高い強度が得られることに
加え，同系合金の中では高い電気伝導性を有する。電気
接続部品用では，T6調質材（溶体化処理後に人工時効
処理したもの）が主に使用されている。
3. 1　曲げ加工性の改善
　A6101材の導電率と機械的性質の関係を図 3 に示す。
T6調質材に加えて，電気伝導性を一層高めるために過
時効処理したT7調質材も併せて示す。導電率は，溶体
化処理後に水焼入れした直後（As Quenched）では

表 3  A1050材の機械的性質および導電率
Table 3  Mechanical and electrical properties of A1050

図 1  A1050材の溶接ビード部外観
Fig. 1  Appearances of welding bead of A1050

図 2  A1050材の密着曲げ試験後の外観
Fig. 2  Appearances of A1050 (B.W.) specimens after 180°bending test
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52%IACS程度と低いが，時効の進行とともに増加する。
一方，強度（引張強さおよび耐力）はT6調質で最大と
なった後，時効の進行とともに低下し，導電率を58%IACS
まで高めると，引張強さは約170MPaとなる。
　電気部品の高機能化が進むなか，電気回路はますます
複雑化しているため，バスバーに対しては高強度ととも
に優れた加工性が要求されている。そこで，表 4 に示す
各種A6101材の曲げ加工性を調べた。その結果を図 4 に
示す。圧延方向に平行（G.W.）および垂直（B.W.）に
採取した試験片を内側半径 0 にて密着曲げを実施した結
果，従来のA6101 -T6調質材では， G.W.方向において顕
著な亀裂や肌荒れが認められる。また，強度の低いT7
調質材（図 3 中のYS：121MPa）の曲げ加工性は，T6
調質材に比べてわずかに向上するが，C1100 - 1 / 4 H材
に比べて強度および加工性のいずれも劣る。

　Al-Mg-Si系合金の曲げ加工性についてはこれまでにも
多くの報告例 4 ）～ 6 ）があり，加工性向上のためには曲げ
加工時にせん断帯の形成を抑制すること，また亀裂の伝
播経路（第 2 相粒子に起因する）を低減することなどが
有効であるとされている。アルミニウム合金板の曲げ加
工性を左右する組織的な因子は，主に第 2 相粒子の分布
や結晶粒径などである。A6101材における第 2 相粒子
は，鋳造時などに生成するAl-Fe-Si系やMg-Si系の金属
間化合物であり，これら金属間化合物を低減するため
に，Fe，SiおよびMgの添加量の低減は有効である。し
かし，一般にFe量を低減すると結晶粒径が増大し，曲
げ加工後に肌荒れが発生しやすくなる。また，Siおよび
Mgは時効硬化挙動に寄与するため，過度な低減は強度
低下を招く。以上をもとに当社は，Fe，SiおよびMgな
どの化学成分および製造工程を最適化することによっ
て，高強度で曲げ加工性に優れるA6101材を開発した。
A6101開発材の曲げ加工性は，図 4 に示すようにG.W.お
よびB.W.のいずれの方向においても割れや肌荒れなく，
C1100 - 1 / 4 H材と同程度の曲げ加工性を有している。
また耐力は，表 4 に示すようにA6101 -T6の従来材およ
びC1100 - 1 / 4 H材を超えており，高強度が保たれてい
る。
3. 2　応力緩和特性
　バスバーは，他部品との接続のためボルトなどで機械
的に締め付けられる場合がある。接続部材同士が十分な
接触力で締結されることが求められ，締結後もボルトの
緩みが小さいことが求められる。この緩み現象には，回
転緩みと非回転緩みがあり，高温環境（エンジンルーム
環境では最高150～160℃）などにおかれた場合に生じる
非回転緩みに対しては，優れた耐応力緩和性が求められ
る 7 ）。また，バスバーではないが，端子・コネクタなど
の接続部品として使用される場合において，高温環境下
で応力緩和現象が進行し，ばね保持力が低下することが
ある8 ）。
　図 5 に，今回開発した高強度・高成形性A6101 -T6材
と溶接性に優れたA1050 -H24材，および比較材として
C1100 - 1 / 4 H材の150℃に加熱保持した際の応力緩和率
の変化（日本伸銅協会技術標準 9 ）に基づく片持ち梁方
式の応力緩和試験）を示す。A6101-T6開発材の応力緩

図 5  アルミニウムバスバー材の応力緩和率の変化
（試験温度：150℃，負荷応力：耐力の80%）

Fig. 5  Changes of stress relaxation ratio of aluminum bus-bar at 150℃
図 4  A6101材の密着曲げ試験後の外観

Fig. 4  Appearances of A6101 specimens after 180°bending test

図 3  A6101材の導電率と機械的性質の関係
Fig. 3  Relationship between electrical conductivity and mechanical 

properties of A6101 alloys

表 4  A6101材の機械的・電気的性質
Table 4  Mechanical and electrical properties of A6101 alloys
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和率は，C1100 - 1 / 4 H材の 2 / 3 程度であり，優れた耐
応力緩和特性を有する。一方， A1050 -H24材では，加熱
1 時間後に応力緩和率が50%を超えており，ボルト締め
などで締結される用途には適していない。
3. 3　めっき特性
　アルミニウムは，空気中にさらされると急速に酸化皮
膜（Al2O3）に覆われる。この酸化皮膜が腐食を防止し，
錆びにくくなる。一方でこの酸化皮膜は，表 5 10）, 11）に
示すように絶縁性が高く，接触抵抗が高くなって電気的
な接続が困難になるなどの問題が生じる。このため，接
触抵抗の低減を目的としためっきなどの表面処理が施さ
れる。バスバー用アルミニウム合金板のめっき処理とし
ては，すずめっきやニッケルめっきが施される場合が多
く，はんだ付け用途では，良好なはんだ濡れ性を確保す
る目的ですずめっきが施される。問題として，そのめっ
き密着性や高温加熱時の接触抵抗の増大などが挙げられ
る。そこで、高強度・高成形性A6101開発材のめっき特
性を調査した。
3. 3. 1　めっき密着性
　高強度・高成形性A6101材のめっき特性を評価するた
め，ニッケル単層（ 4μm）のもの，およびニッケル下
地（ 4μm）上にすずめっき（ 1μmまたは 4μm）を施
した 3 種類のめっき品を作製した。
　これら 3 種類のめっきは，160℃で1,000時間加熱した
後でも剥離（はくり）や加熱による膨れは認められず，
良好な密着性を示した。
3. 3. 2　接触抵抗
　同様のめっき皮膜の組み合わせについて，160℃加熱
時の接触抵抗の変化を表 6 に示す。めっき処理なしに比
べていずれも低い接触抵抗値を示す。さらにめっき品同
士を比較すると，ニッケル単層めっき品は加熱なしで既
に 1 mΩを超えており，ニッケル下地のすずめっき品に
比べて高い接触抵抗値を示す。これは，ニッケル単層め
っきでは，高い電気比抵抗を持つニッケル酸化物（表 5
参照）を表面に形成していることに起因すると考えられ

る。一方，ニッケル下地のすずめっき品については，す
ずめっきの厚さが 4μmと厚い場合では1,000時間後でも
安定して低い接触抵抗値を示すが，めっき厚さが 1μm
の場合では，1,000時間後に 1 mΩを超える接触抵抗値を
示す。これは，図 6 に示すように，160℃の加熱によっ
てニッケルとすずが金属間化合物を形成しており，すず
めっき厚さが薄い場合は，この金属間化合物が接触面に
露出するため接触抵抗が増加したものと考えられる。な
お，銅合金では，ニッケル下地の上に銅めっきを施し，
さらにその上にすずめっきを施す 3 層すずめっき材が開
発されている12）。アルミニウムにおいても同様の効果が
期待できるため，今後適用を検討していく。

むすび＝バスバー用アルミニウム合金板について当社
は，溶接性を改善したA1050材および高強度でかつ優れ
た曲げ加工性を有するA6101材を開発し，製品化してき
た。今後，自動車の軽量化ニーズの高まりに対応して，
軽量素材としてのアルミニウムへの期待はますます大き
くなっていくものと考えられる。当社としては，素材だ
けでなく成形技術や表面処理技術を組み合わせた研究開
発を継続して推し進め，さらなる性能向上を目指したい
と考えている。
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表 6  A6101めっき品の接触抵抗値の変化
Table 6  Changes in contact resistance of plated A6101 at 160℃

表 5  各種金属および金属酸化物の電気比抵抗 10）, 11）

Table 5  Electrical resistivity of metals and oxides 10）, 11）

図 6  ニッケル下地すずめっきの断面写真（160℃×1,000時間）
Fig. 6  Cross-section of tin plating with nickel undercoat (at 160℃

×1,000h) 
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まえがき＝携帯電話やノートパソコンなどのモバイルツ
ール用電源としてリチウムイオン 2 次電池が使用され，
今後もこの小型民生用電池の市場は拡大すると予想され
ている 1 ）。
　電池は図 1 のように正極材，セパレータおよび負極材
で構成されており，その中の正極の集電体にアルミニウ
ム箔が使用されている。一般的な正極材の製造工程で
は，厚さ20μm程度のアルミニウム箔にLiCoO2などの活
物質を塗布，乾燥させて圧着する。この製造ラインでの
張力や多重曲げによる箔破断防止のため高強度と高延性
が必要である。また，電池の組み立てにおける圧縮成形
時の破断防止のために高い延性が必要となる。さらに，
電極としての基本特性として導電率の維持が要求され
る。このため正極集電体には，導電性，耐食性および加
工性に優れるなどの理由で硬質アルミニウム合金箔が使
用されている 2 ）。
　アルミニウム箔としては，純アルミニウム系（1000系）
とAl-Mn合金系（3000系）などがある。1000系箔では引

張強さが172～220MPa，伸びが1.4～ 3 ％程度であるの
に対し，Mnを添加した3000系合金箔では引張強さが270
～280MPa，伸びは1.3～ 2 ％程度である 2 ），3 ）。近年，電
池の高容量化を図るため，アルミニウム箔の薄肉化が求
められている。このため，アルミニウム箔の強度と加工
性の改善が必要になっており，高い引張強さを有しなが
ら高い伸びと導電率を持つアルミニウム箔が必要になっ
てきている。本稿では，こうしたニーズに応えて開発し
たアルミニウム箔の特徴を紹介する。

1 . 電池正極用アルミニウム箔の特性

　東洋アルミ千葉株式会社が開示している「リチウムイ
オン 2 次電池用アルミニウム合金箔の特徴と用途」ホー
ムページ 4 ）において紹介されている従来材と開発材の
硬質箔の特性一覧を表 1 に示す。表中のKS11, KS12, 
KS81およびKS31は，当社と東洋アルミ千葉株式会社と
の共同開発材である。以下にそれらの特徴を概説する。
　従来材の1085および 1 N30合金箔は伸びが 4 ％程度と
高いが，引張強さは200MPa未満と低い。また，従来材
の3003合金箔では引張強さは250MPa程度と高いが，伸
びは 2 ％未満と低い。このように従来材には，伸びが高
いと強度が低く，強度が高いと伸びが低くなるという問
題があった。
　こうした問題を解消するため，開発材では高強度化と
高延性化の両立を図った。導電率が高い純アルミニウム
系（Al-Fe系，8000系を含む）では伸びを維持したまま
Al-Mn系（3000系）合金と同等の高強度化を達成し，
3000系合金では高強度を有しながら高延性化を達成し
た 5 ）, 6 ）。

リチウムイオン電池正極用高強度・高延性アルミニウム箔
High Strength and High Elongation Aluminum Foil for Cathode of Lithium-
ion Battery

■特集：電子・電気材料／機能性材料および装置	 FEATURE	:	Electronic	and	Electric	technologies	(Advanced	Materials	and	Apparatuses)	

（技術資料）

Aluminum alloy hard foils with high tensile strength and high elongation, which were 1000 series, 
8000 series and 3000 series alloys, were developed in order to prevent aluminum foils from rupturing 
on the production line of cathodes for lithium-ion batteries. The elongation of the developed foils was 
improved by greatly raising the amount of strain of the cold working, as compared with conventional 
foils. The developed materials shows subdivided fine grain structures such as are formed by severe 
plastic deformation. According to the Hall-Petch relationship, the high strength of developed materials 
was achieved by this sort of subdivided fine grain structure. It is suggested that fine Al-Fe dispersoids 
contributed to the formation of subdivided grain structure in the developed materials in addition to a 
large equivalent strain of cold deformation. 
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図 1  リチウムイオン電池内部構造模式図
Fig. 1  Internal structure of lithium-ion battery
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　これまで，引張強さが250MPaを超える高強度の硬質
箔で 3 ％を超える高い伸びを得るのは難しいとされてき
た中で，KS81材では引張強さ274MPa，伸び5.4％，また
KS31材では引張強さ304MPa，伸び3.1％と，これらの
開発材では優れた特性を有する。なお，開発材は現在，
厚さ12μmの箔でも供給可能である。
　次章より開発材の製造条件と材料組織における特徴を
概説する。

2 . 電池正極用アルミニウム箔の製造条件の特徴

　従来材では，均質化処理に続く熱間圧延の後，板厚
0.5mm前後で中間焼鈍して冷間圧延および箔圧延して製
造されることが多かった。中間焼鈍後の冷間加工度が小
さいこの工程で引張強さを増大させるには，合金元素添
加による固溶強化あるいは加工硬化が必要であるが，こ
の場合は伸びが低下する。
　しかし，ある特定条件では，合金系によらず冷間加工
度の増大に伴って箔の伸びが増大することが判明し
た 5 ）。冷間加工度と伸びとの関係を図 2 に示す。ここで
は，冷間加工開始板厚h0と箔の厚さhを用いて，相当ひ
ずみの概算値としてln（h0/h）の値を用いて冷間加工度を
評価した。相当ひずみが 2 程度から 5 程度にまで大きく
なると，伸びが 1 ％程度から 5 ％程度にまで大きくなっ
ている。この図の相当ひずみの変化は一般の冷間圧延率
に換算すると85％から99％程度の変化に相当する。とく
に相当ひずみが 4 程度以上から伸びは急激に大きくなっ
ている。一般に強度と伸びは相反するが，図 2 の結果か
ら，強加工の領域になると冷間加工度が大きいほど伸び
が上がる特異な現象が起きることを見出した。
　この知見を基に，KS11， KS31およびKS81材は，伸び
を増大させる目的から冷間加工開始板厚をいずれも
1 mm以上と厚くし，冷間加工度を増大させて開発した。
KS81材は，導電率が同程度の従来材 1 N30に比べて引
張強さが約110MPa高く，KS31材は従来材3003に比べて
引張強さが約50MPa高くなったと同時に，いずれも従
来材より伸びが 1 ％以上高くなった。このように，開発
材では従来材より冷間加工度が大きいという特徴があ
り，これにより高強度を持ちながら伸びを向上させた。

3 . 電池正極用アルミニウム箔の材料組織の特徴

3. 1　箔の結晶方位分布
　冷間加工度を増大させた開発材では，箔の材料組織が
特徴あるものとなっている。材料組織観察では，走査電
子顕微鏡（scanning electron microscopy，以下SEMとい
う）で試料からの後方散乱電子回折（electron backscatter 
diffraction，以下EBSDという）による回折パターンを
捕らえ，そのパターンから電子線照射部分の結晶方位を
解析して得るSEM-EBSD法を用いた。SEM-EBSD法で
の結晶方位解析では，試料の観察面で電子線を走査させ
て各点の結晶方位をマッピングできる。図 3 は、従来材
と開発材においてSEM-EBSD法で測定した結晶方位を
逆極点図（inverse pole figure, IPF）表示したものであ
る。観察面は平行断面で，箔厚全域で測定した。図の色
は，箔の圧延面法線方向（ND）の結晶方位を示し，図
右下の標準ステレオ三角形内の色と対応する。いずれも
厚さ15μmまで箔圧延したままの硬質箔である。従来材
1 N30と開発材KS81では結晶方位に対応する色が多少
異なっているが，基本的には両者ともBrass方位｛011｝
<211>，S方位｛123｝<634>，Cu方位｛112｝<111>といっ
た圧延集合組織が大部分を占める。いずれも厚さ方向の
組織の変化は見られない。

表 1  開発材と従来材の材料特性 4 ）

Table 1  Properties of developed and conventional materials4）

図 2  冷間加工の相当ひずみと伸びの関係
Fig. 2  Relationship between equivalent strain of cold deformation 

and elongation
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　純アルミニウム系箔では，図 3（a）の 1 N30が従来の
箔圧延組織である。色が異なる部分には旧結晶粒界と見
られる角度差15°以上の大角粒界が存在し，それに囲ま
れた領域は圧延方向に伸びた一つの伸長粒である。その
伸長粒の厚さは 2 ～ 5μm程度と厚い。図 3（a）の矩

（く）形枠内の領域を拡大したものが図 4（a）である。
黒色の実線で描いた旧粒界に挟まれた伸長粒内部には，
例えば矢印で示した箇所のように同じ色でも色調が変化
した領域が観察される。この部分の方位差は数度程度
で，ここには亜結晶粒界が存在している。図 3（a）の
1 N30より冷間加工度を上げた図 3（b）のKS11では，
伸長粒の厚さが 1μm程度かそれを下回るほどに薄くな
り，圧延方向にも色が異なる小領域が一部で見られる。
同じく従来材より冷間加工度を上げた図 3（c）のKS81
では，圧延方向に結晶方位が大きく異なる小領域が箔厚
全域でさらに多く形成されている。図 3（c）の矩形枠内
の領域を拡大したものが図 4（b）である。黒色の実線
は旧粒界と見られるものであるが，それに挟まれた領域
内でも結晶方位が大きく異なる小領域が多く観察され
る。これらの小領域の間には角度差15°以上の大角粒界
が存在しており，大角粒界で囲まれた微細な組織が形成
されていることがわかる。1 N30では旧粒界に挟まれた
伸長粒内部に亜結晶粒界が多く存在しているのに対し， 
KS81材の全粒界の長さに占める大角粒界の長さの割合
は 8 割を超え，箔圧延したままの硬質箔でありながら再
結晶組織での大角粒界の割合とほぼ同等になっている。
　3000系合金においても，従来材より冷間加工度を上げ
た開発材では上述と同様な組織が観察された。図 3（d）
の従来材3003では亜結晶粒界を多く含むと見られる厚い

伸長粒からなる組織であるが，冷間加工度を上げた図 3
（e）のKS31では，旧粒界に挟まれた伸長粒と見られる
領域の厚みが薄くなり，圧延方向にも結晶方位が大きく
異なる小領域が箔厚全域において観察される。
　従来材と開発材とで組織が異なる原因は，主として冷
間加工度の違いであると考えられる。前章で述べた相当
ひずみと組織との対応を整理すると，従来材の相当ひず
みは 3 程度であるのに対し，開発材の相当ひずみは比較
的大きく 4 ～ 5 程度である。この開発材の相当ひずみの
値は，grain subdivision機構 7 ）（これにより形成された
組織をここでは分断粒という）が発現するとされる値に

図 4  IPFマップの拡大図
（a）従来材1N30,（b）開発材KS81

Fig. 4  Enlarged view of IPF maps
(a) conventional material 1N30, (b) developed material KS81

図 3  従来材および開発材のSEM-EBSD観察結果（平行断面，厚さ15μm）
（a）従来材1N30，（b）開発材KS11，（c）開発材KS81，（d）従来材3003，（e）開発材KS31

Fig. 3  SEM-EBSD observations of conventional and developed  materials (ND-RD cross-section, 15μm in thickness)
(a) conventional material 1N30, (b) developed material KS11, (c) developed material KS81, (d) conventional material 3003,
(e) developed material KS31
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相当する。開発材では，冷間加工によって大きな相当ひ
ずみが付与され，大角粒界での細分化が進行し，分断粒
が多く形成されたと推定する。
　このように開発材では，従来材より冷間加工度を上げ
たため，箔の厚さ全域において大角粒界で囲まれた微細
な分断粒と考えられる組織が形成された。結晶粒径が小
さいほど降伏応力または各ひずみでの変形応力が増大す
るというホール・ペッチの関係に従って，微細な分断粒
の形成は開発材の高強度化に寄与していると考える。
3. 2　分散粒子
　高強度・高延性化した開発材KS81において，同じく
冷間加工度を上げて開発したKS11よりも微細な分断粒
がさらに多く箔厚全域で形成されている理由については
次のように考えている。すなわち，8000系合金である
KS81材はFe添加量をKS11より多くしており，そのため
内部にAl-Fe系分散粒子が密に分布している。図 5 に箔
の断面の中心層付近のSEMの反射電子組成像を示す。
図 5（a）はKS81材，図 5（b）はKS11材である。このSEM

像でも図 5（a）のKS81材の方が分断粒と見られる微細
な組織が多く観察されるが，図中のとくに白く見えるの
がAl-Fe系分散粒子である。図 5（a）のKS81材のAl-Fe
系分散粒子の分布密度は図 5（b）のKS11材に比べて非
常に高い。他合金の圧延材で分散粒子を用いた結晶粒微
細化の例 8 ）にあるように，KS81材の分断粒形成には，
冷間圧延開始時からの相当ひずみの増大に加えて，密に
分布したAl-Fe系分散粒子が付加的に寄与している可能
性がある。同じようにKS31材でも，Al-Mn系分散粒子
が分断粒形成に付加的に寄与している可能性があると考
えている。

むすび＝リチウムイオン電池正極用アルミニウム箔とし
て1000系，3000系および8000系合金硬質箔を開発した。
この中で8000系合金のKS81は，純アルミニウムに匹敵
する高い導電率を有し，270MPa以上の引張強さと 5 ％
を超える大きな伸びを併せ持つ箔である。また，3000系
合金のKS31は，約300MPaと高い引張強さを持ちながら
3 ％を超える大きな伸びを持つ箔である。
　このように開発材では，電極として必要な特性である
高い導電率を維持すると同時に，正極材さらには電池の
製造過程で必要となる強度と延性をともに増大させた。
今後さらに，電池正極用アルミニウム硬質箔の高強度
化・高延性化を進めていく。
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図 5  SEMの反射電子組成像
(a) KS81, (b) KS11

Fig. 5  Compositional SEM images in backscattered electron mode
(a) KS81, (b) KS11
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まえがき＝現代社会の基盤を支え，快適で安全な生活を
維持向上するためのポイントは半導体化，情報化，電動
化である。半導体化においては，抵抗発熱を光源とする
白熱電球から発光ダイオードへの置換に代表されるのを
はじめ，情報化では高速通信技術と情報処理プロセッサ
の活用に，また電動化では，電気エネルギーを蓄積する
電池技術，モータ技術およびSiC半導体電力変換技術な
どの革新にそれぞれ代表される。
　これらの技術を支える重要な要素が熱の制御である。
たとえば発光ダイオードでは，自己発熱で発光効率の低
下や寿命短縮を招くことがある 1 ）。スマートフォンでは
発熱による充電停止や機能制限が報告されており，充電
しながらの使用を避けるよう推奨されている機種もあ
る 2 ）。また，ハイブリッド車やハードディスクの駆動部
に使用されている強力なネオジム磁石は100℃付近でも
磁気性能の劣化が始まる 3 ）。これらの例以外にも電子電
気機器では，用いられている部材の性能劣化や寿命短縮
を招くため，温度上昇を招く発熱は速やかに放散されな
ければならない。またこれらの機器は，はんだ付けのよ
うに温度上昇を利用して製造されることが多く，ベース
となる部材は耐熱性をも兼備しておく必要もある。本稿
では電子電気機器用の通電部材，放熱部材として多用さ
れている銅合金の熱的性能について解説する。

1 . 熱伝導と電気伝導の関係

　金属中では，電気伝導も熱伝導も自由電子がそれらの
担い手である。金属の熱伝導率κ（W/（m・K））と電気
伝導率σ（Ω－ 1 ・m－ 1 ）には，式（ 1 ）で示される関係
がある。

　　κ/σ＝LT …………………………………………（ 1 ）
ここで，Tは温度（K），Lはローレンツ数とよばれる比
例定数である。したがって，両者は比例する。これを
Wiedemann-Franzの法則とよぶ 4 ）。熱伝導率κは電気
伝導率σに比べてその測定が難しい 5 ）が，熱伝導率を
電気伝導率から算出できるため実用性が高い法則であ
る。重要な点は電気抵抗が決まれば，それに応じて熱伝
導率が決まることである。
　金属材料の組成や内部構造，強化機構，熱処理条件な
どによらずWiedemann-Franzの法則が成り立つことが
実験的に確認されている 6 ）。熱と電気のアナロジーから
電気抵抗に対応して熱抵抗θが定義される。熱伝導率
κ，面積S，厚さdの物質の熱抵抗θは 1 /κ・d/Sと定
義される 7 ）。ある物質の両面の温度差は熱抵抗が小さい
ほど，つまり，熱伝導率が大きく，面積は広く，厚さが
薄いほど小さくなる。
　銅合金の分野では体積抵抗率ρよりも直感的に理解し
やすい導電率Ec（=Electrical conductivity）で表す。こ
れは焼鈍標準軟銅（体積抵抗率：ρ0=1.7241×10－ 2μΩm）
の導電率を100%IACSとして規定し，これに対して何割
の電気伝導度を持つかで示す方法 8 ）である。つまり
　　Ec＝ρ0/ρ×100 ……………………………………（ 2 ）
と表される。したがってWiedemann-Franzの法則によ
り熱伝導率は導電率Ecに比例する。各種金属材料の室温
での導電率を表 1 に示す。通電部材の相互接続に使用す
るはんだやめっきなどで表面被覆に用いるSnやNiの導
電率が低い（熱抵抗が大きい）ことに注意すべきである。
　様々な金属材料について導電率と熱伝導率の関係を
図 1 に示す。室温でのこれら実験値のプロットからEc

電子電気部品用銅合金の熱的特性
Thermal Characteristics of Copper Alloys for Electronic Components

■特集：電子・電気材料／機能性材料および装置	 FEATURE	:	Electronic	and	Electric	technologies	(Advanced	Materials	and	Apparatuses)	
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＝4κという近似式が得られる。

2 . 実用金属材料の電子電気機器類への応用

　この分野での金属材料の用途は支持体，構造体，通電
部材，放熱部材などである。支持体は半導体リードフレ
ームなど，構造体は筐体（きょうたい）など，通電部材
は端子，コネクタ，電線，バスバーなどに用いられる。
放熱部材はヒートスプレッダやヒートスラグなどであ
る。
　一つの部材で複数の用途を兼ねる場合もある。図 2 に
銅合金板条の主な用途である半導体リードフレームと端
子の模式図を示す。このときのリードフレームは，支持
体，通電部材および放熱部材を兼ねる。端子は発熱など
により機械的特性が変化すると機能が損なわれるため，
熱は電線を通して放散される。本章では，電子電気機器
分野での主要な金属材料の使用状況を概説する。
2. 1　鉄鋼材料
　入手が容易で強度・曲げ性に優れ，さらに近年，熱放
散性向上の塗装技術 9 ）～11）が発展したため，電子機器類
の筐体に多用されている。HDDや情報家電の分野で外
装を塗装された金属製筐体はほとんどこの材料で作製さ
れている。導電率が17%IACSと低いため通電部材とし
て使用されることはあまりないが，表面に銅めっきを施
した通電ばね用材料も提案されている12）。

2. 2　アルミ材料
　安価で比重が小さく軽いうえに導電率も50～60%IACS
と比較的高いため，ヒートスプレッダのような熱放散部
材に使用されることが多い。さらには自動車の軽量化の
ために，ワイヤハーネスのワイヤも銅線からアルミ線へ
置き換えが進んでいる13）, 14）。これまでは銅合金が用いら
れていた通電部材も一部アルミ合金への置き換えが行わ
れている15）。アルミ材料は，融点が660℃と低いことに
対応して弾性率，軟化温度（耐熱性）が低く熱膨張率が
大きいことが欠点である。
2. 3　マグネシウム材料
　導電率が39%IACSと中程度であり，高剛性かつ低比
重を実現できることから発熱量が増加傾向にある携帯型
情報端末の筐体として利用される16）ことが多い。鉄鋼
材料と同様に，通電部材として利用されることはあまり
ない。
2. 4　銅および銅合金
　通電部材の主流である。導電率は10～109%IACSをカ
バーし，板条や棒あるいは電線の形態で多用されてい
る。最大の特徴は，通電部材として求められるほとんど
の特性をバランスよく有していることである。すなわ
ち，強度，弾性，耐熱性，接合性，表面処理性を兼備し
ていることである。これらの特性を発現させるため，銅
に様々な元素を添加することによって組織制御や強度特
性の最適化が行われている。導電率が10～109%IACSと
いう広い範囲に分布しているのはこのためである。顧客
のニーズに最適な銅合金をマッチングさせるためには，
広範な材料知識に加えて銅合金の特性を知り尽くした技
術サービスが必要となる。

3 . 通電部材の熱的性質と発熱要素

　通電部材に使われる金属材料の熱的な性質と発熱の関
係は非常に複雑である。とくに端子やコネクタ，電線の
発熱は通電部材の機械的性質や形状，表面状態も関与し
てくることから簡単には表現できない。そこで，まずは
発熱要素を列挙し，慎重に考慮する必要がある。図 3 に
は，様々な発熱要素について，その静的な特性に絞って
相互関係を示した。
　通電部材バルクの温度上昇は通電発熱によってもたら
され，それが接点の発熱をもたらす。さらにまたその発
熱が通電部材のバルクの温度上昇をもたらすというフィ
ードバックループを描く。また，発熱によって部材の機

図 1  各種金属材料の導電率と熱伝導率の関係
Fig. 1  Relationship between electrical conductivities and thermal 

conductivities of various metals

表 1  各種金属の導電率
Table 1  Electrical conductivity of various metals

図 2  銅合金使用例　(a) ICパッケージ断面図　(b) 端子断面図
Fig. 2  Usage examples of copper alloys

 (a)IC package cross section, (b)connector terminals cross section
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械的特性が変化し，それが接触抵抗の増大につながって
接点と部材の温度上昇をもたらす構図となる。熱移動の
検討には熱伝導，対流，輻射が重要な役割を果たすが，
温度上昇とともに熱伝導率が減少するために，熱抵抗も
増大する。本章では主に，銅合金の材質に由来する発熱
要素について解説する。
3. 1　通電発熱
　断面積S（mm2），長さL（mm），体積抵抗率ρ，熱伝
導率κの棒状通電部材を考える。その両端の温度をT0

（K）に保ち、電流 I（A）を流したときの中央の発熱温
度は，以下の三つの仮定を行うことによって簡単に計算
することができる。
　　①棒の中央が最高到達温度（T）に達して定常状態に

なる
　　②発熱が棒の両端に向かって拡散していくだけで熱

輻射や対流は生じないとする。ここで，棒の両端
は電流を供給しつつ発熱を奪い去っていく端子を
イメージしている。

　　③熱膨張や物性値変化は考慮しない
　中央で発熱した熱は，熱伝導によって二方向に移動し
ていくため （全発熱量）×1/2／S＝－κ×（棒の温度勾配）
の関係が成り立つ。この式を棒の長さにわたって積分す
ると，
　　全発熱量＝I 2（ρ L/S）L
であるから
　　T－T0＝（I 2L2ρ）/（ 2 S 2κ）
となる。すなわち棒の中央部の発熱温度ΔTは
　　ΔT＝（I 2L2ρ）/（ 2 S 2κ） ……………………………（ 3 ）
である。ρとκは導電率Ecに置き換えることができる。
　式（ 3 ）から，電流値が大きいほど，棒が長く細いほ
ど，導電率が低いほど発熱しやすいということになり，
経験則とよく合う。しかしながら，実際の棒状銅合金に
通電した実験結果とは乖離（かいり）が大きい。断面積
3 mm2，長さ65mmの銅合金板に大気下で通電した場合
の板の発熱温度を測定した例がある17）。この測定値と式

（ 3 ）の計算値の比較を表 2 に示す。導電率が高くて通
電電流が小さいときは計算値と実測値の乖離が大きい。
式（ 3 ）の仮定では，発熱は抵抗なく両端に吸収されて
いくと仮定しているが，実際は取り付ける電線の熱容量
や接触熱抵抗の影響を受けて熱放散が滞ることが推定さ
れる。実測値では導電率60～100%IACSで発熱温度に大
差はなく，これは対流や輻射による熱移動が優勢になる
ためと考えられる。図 4 に，φ0.2mm，長さ 5 mmの純
銅ワイヤに42Vの電圧で50Aの電流を流したときの赤外
線画像を示す。この条件では，上記の発熱式を利用する

図 4  通電発熱した銅ワイヤの熱可視化画像
Fig. 4  Thermographic images of φ0.2mm copper wire heated by 

electrical current

表 2  銅合金の通電発熱の実測値および計算値の比較
Table 2  Comparison of experimental and calculated values of  

temperature rising by Joule heat generation of various 
copper alloys

図 3  電気的性質と熱的性質の静的な相互作用
Fig. 3  Static interaction among electrical and thermal properties
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と銅の融点（1,083℃）を優に突破するが，実際は中央
付近が溶け落ちるまで40秒弱もの時間を要している。通
電発熱は輻射と対流ですぐに放散されてしまい，なかな
か融点に到達しない。このような状態は通電部材に別の
側面をもたらす。
　たとえば，端子やプリント基板の鉛フリーはんだで発
生することが懸念されている微細な繊維状金属（すずウ
ィスカ）は，直径数μm程度であるが10mAの電流でも
溶解することなく短絡状態が継続し続ける。10mA以上
の電流でも間欠的な短絡を引き起こす18）。すずの融点は
約230℃で導電率も低いが，発熱は速やかに大気中に放
散され，なかなか融点に達しないためにこのような短絡
が起こる。これと同様に，溶断しにくい電線は自身と周
囲を長時間高温にさらすため危険である。ブレーカやヒ
ューズの箇所で必ず遮断されるように電気抵抗の最適配
分設計が必要になる。このとき，大きく影響を及ぼして
くるのが接触抵抗である。
3. 2　接触抵抗
　実際の通電部材での異常発熱19）や火災20）などの事故
は，実は通電部材そのものよりも接点部で発生すること
が多い。板ばね形状のコネクタやボルト締結式の電気接
点はとくに発熱が起こりやすい。部材の弾性的接触で通
電を確保しているためである。時間の経過とともに弾性
的接触力（以下，接圧という）が徐々に低下するか，も
しくは接点部の電気抵抗（以下，接触抵抗という）が増
加して発熱に至る。接点の発熱温度Tcは，接点での電圧
降下VcとKohlraushの関係式
　　Tc

2－To
2=Vc

2/4L ……………………………………（ 4 ）
で結びついている21）～23）。ここで，Lはローレンツ数でL
＝2.45×10－ 8（V 2/K 2），Toは接点から十分離れた部分の
温度あるいは通電部材の温度である。この接点での電圧
降下は接触抵抗Rcと通電電流 Iを使って
　　Vc＝Rc・I …………………………………………（ 5 ）
と表現される。また，接触抵抗Rcは簡便に
　　　　　　　　  ……………………………………（ 6 ）
のように表現される24）．ここでρは表面構成物質の体積
抵抗率，FNは接点を押し付ける垂直抗力，HVは表面の硬
さである．つまり，接点の電気的信頼性を向上させて温
度上昇を抑制するためには，通電発熱しにくい高導電性
の通電部材を用いて周囲温度T0を下げ，表面を軟質で導
電性に優れる物質で被覆し，高い弾性力で長時間接圧を
維持し続けることが重要である。　
　ところが接圧は，後述する応力緩和現象によって時間
とともに低下していく。また表面は酸化や汚染，拡散の
進行とともに導電性が低下していく。銅合金通電部材で
は，電気接点部あるいは通電部全面に接触抵抗を下げる
めっきを施す。とくに高い信頼性を求める接点には金め
っきが用いられる25）。これは主に，通電を阻害する酸化
被膜の生成を避けるためである。一般的にはすずめっき
が用いられる。これは，すずめっき被膜の硬さがHV10
～50程度と非常に柔らかいことを利用して接触信頼性を
確保するためである。その反面，表面が酸化しやすく銅
合金母材との相互拡散が進行しやすいため特別な対策が

必要である。これについては実際の材料を用いて説明す
る。
　安全な接触抵抗上限値として10mΩから50mΩの値が
提唱されている23）。表 3 にこの程度の抵抗値が銅または
アルミの電線に換算してどれほどの長さまたは直径に相
当するか示した。10mΩはφ1mmでは銅線の場合で長
さ46cm，アルミ線の場合で29cmに相当する。長さ 1 m
では銅線でφ1.5mm，アルミ線でφ1.8mmに相当する。
車載ワイヤハーネスではこれらの値よりも細くて長い電
線が使用される場合があり，接点の接触抵抗の存在がい
かに大きく，その値を増大させないように工夫しなけれ
ばならないかが分かる。
3. 3　端子用材料の耐応力緩和特性
　接触抵抗には接圧という機械的特性が関与してくる。
この接圧は材料の弾性によってもたらされる。したがっ
て，端子用材料には高い弾性限界が求められる。とくに，
ばね部のサイズが小さくなる小型端子の場合，大きな接
圧を得るにはばね部を大きくたわませる必要があり，弾
性限界は重要である。
　銅やアルミの場合，0.2%の残留ひずみが生じたときの
応力（0.2%耐力）を弾性限界の指標として使用する。ま
た，自己発熱や接点部発熱，接触抵抗の増大を抑制する
観点からは高い導電率も必要である。一方で，材料の塑
性変形の根源である転位は弾性変形の範囲内であっても
活発に移動26）して微小な塑性変形を引き起こし，時間
経過とともに弾性力の低下をもたらす。
　これを模式的に示すと図 5 のようになる。変位dでた
わませて接点での接触力F0を得ている端子では，時間の

Rc≈ρ HV/FN

図 5  コネクタにおける応力緩和現象の模式図
Fig. 5  Schematic diagram of stress relaxation for connector

表 3  接触抵抗値に相当する電線の長さと直径
Table 3  Lengths and diameters of electric wires corresponding 

to contact resistance
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経過とともに接触力がF（t）まで低下する。これを応力
緩和現象とよぶ。図 5 の例では，接点を分離して接触力
を 0 に戻した場合，最初に与えた変位dもδだけ減少し
ている。このδ/d×100（%）を応力緩和率とよび，δが
増加しにくい性能を耐応力緩和特性とよぶ。この特性は
図 6 に示した試験によって知ることができる。高さdの
ブロックを用いて測定対象となる通電部材に曲げ変形を
与えて固定し，所定時間・温度で加熱する。室温まで冷
却後ブロックを取り外し，残留する変形量δを測定す
る。試験条件の例として，発熱量の多いパソコンなどの
CPUソケットでは，85℃の温度上昇のもとで10年間使
用し続けることを模擬して115℃，442時間が使用されて
いる27）。
　自動車用ワイヤハーネスに使用されている端子でも耐
応力緩和特性は重要な特性である。試験方法が国際的に
統一されていないため，そのまま比較値とすることはで
きないが，米国の例では3,000時間加熱が15万マイル（約
24万キロ）走行に相当する28）とされており，150℃・
3,000時間加熱で応力緩和率20%以内であれば高信頼性を
有しているとみなされる29）。ただしこれは米国規格の試
験30）であり，日本で規定された試験方法31）とは試験片
形状が異なりやや応力緩和しにくい傾向にある。国内試
験法では150℃，1,000時間で応力緩和率30%以下であれ
ば高信頼性を有するとみなされることが多い。実際に自
動車に使用されている端子（材料：黄銅C2600）の応力
緩和率を測定した例32）では120℃・300時間加熱で約50%
となっており，これは図 6 の方式で黄銅板の応力緩和率
を測定した結果とほぼ一致している。
　耐力，導電率，耐応力緩和特性の兼備がこの分野で使
用される銅合金開発のポイントである。
3. 4　熱抵抗
　第 1 章で述べたように熱抵抗は熱伝導率の逆数に比例
する。熱伝導率は導電率に比例する。したがって，熱抵
抗を低減するためには高導電性の通電部材を使用すれば
よいと思われる。しかしながら，半導体チップと銅合金
製リードフレーム間の熱抵抗をシミュレーションで求め
た例33）では，導電率がおおむね40％IACS以上で熱抵抗
値はほぼ一定値になることが示されており，導電率と必
要とする機械的特性のバランスを考慮すべきとの提言が
なされている。

　一方で，金属の導電率は温度上昇とともに低下する。
図 7 に代表的な三種類の銅合金CAC60, KLF170, KLF194
の高温での導電率を示す。これらの銅合金は重量比95%
以上が銅であることから，合金系や強化機構によらずほ
ぼ同じ傾向で導電率が低下していく。重要なポイントは
第 1 章で述べたWiedemann-Franzの法則は室温から銅
の融点付近まで成立していることである 6 ）。つまり，高
温でも熱伝導率は導電率に比例し，熱抵抗は導電率に反
比例する。たとえば，200℃での導電率は室温のときと
比べて30～40%ほど低下するため，熱伝導率や熱抵抗も
同じ比率で変化する。そのため，温度上昇が激しいデバ
イスを接続するための通電部材には温度による物性値の
変化についても注意を払う必要がある。
　その一例がプリント基板にはんだ付けで接続されたピ
ン型端子である。プリント基板の銅箔と端子の間にはは
んだが介在し，さらにそのはんだ内部には銅とすずの相
互拡散で生じたCu-Sn金属間化合物が存在している。こ
れらの金属間化合物は，室温での導電率が10%IACS程
度で温度上昇とともにさらに低下34）し，熱抵抗が増大
する。一見，金属部材同士で接続されているように見え
て，実は発熱が大きな熱抵抗に阻まれて拡散していかな
いおそれがある。この問題を解消するために採用され始
めたのがプレスフィット端子である35）。
　図 8 にスルーホール挿入型ピン端子およびプレスフ
ィットピン端子の模式図を示す。プリント基板挿入時の
弾性接触力でプリント基板の銅箔とピン部分を密着させ
る技術であり，はんだが介在しないため熱抵抗の減少に
役立つ。実際は，ピン部分を裸材のまま使用するのは難
しく，表面保護用にめっきが施されている。しかしなが

図 8  （a）挿入型ピン端子と（b）プレスフィットピン端子の断面模式図
Fig. 8  Schematic models of (a) through-hall type and (b) press-fit 

type pin terminals

図 6  片持ちばり式耐応力緩和特性試験
Fig. 6  Schematic of cantilever stress relaxation test

図 7  温度上昇に伴う銅合金の導電率減少傾向
Fig. 7  Relationship between temperature and electrical conductivity 

of typical copper alloys
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ら，めっきの典型的な厚さ数μmに比べてはんだ層は数
十倍の厚さを持っている。さらに，はんだ付け時の
Cu-Sn合金層成長からも解放されるため，今後は高発熱
部材の接続に採用が増えていくものと予想される。
3. 5　熱履歴
　銅合金部材の熱履歴は，図 3 の特性要因図には記載し
ていないが，考慮すべき重要な問題である。図 9 に通電
部材用の銅合金板条が受ける熱履歴の模式図を示す。高
温側のみ示し，低温側は割愛する。銅合金製造中は温度
の高い順に溶解鋳造（図中の（a），casting），熱間圧延（同

（b），Hot rolling），および焼鈍などの熱処理（同（c），
heat treatment）の工程を経て顧客のもとへ出荷される。
　顧客において受ける熱履歴は二つに大別される。一つ
は，端子やコネクタのような主に通電部材の弾性力で電
気接点を構成する場合（図中の線（ 1 ））と，半導体リ
ードフレームや放熱部材のようにはんだなどで接合され
る場合（同線（ 2 ））である。図中の線（ 1 ）の場合は
プレス打ち抜きで通電部材が製造されることが多く，製
造組み立て中の銅合金板条の温度上昇は材料全体から見
ればごくわずかである。プレス破面などは局所的に見れ
ばもっと高温になっている可能性がある36）が，材料全
体の特性が変化するほどの影響はない。しかしながら，
エンドユーザでの使用期間中は，たとえば自動車やパワ
ー半導体周辺，CPU周辺などの過酷環境では自己発熱
も含めてピーク温度150℃程度の環境に何度もさらされ
る。
　したがって，この程度の温度に長時間さらされ続けて
も電気接点の信頼性が低下しにくい特性を銅合金に作り
込んでおく必要がある。このような特性の代表例が耐応
力緩和特性や接触信頼性である。一方，図中の線（ 2 ）
の場合は，半導体などの微細化に応じてリードフレーム
寸法形状安定性がμm単位で求められることから，組み
立て加工（プレス打ち抜きなど）時のひずみを除去する
短時間の高温加熱（図中の（d））が適用されることが
多い37）。さらに，ワイヤボンディングやダイボンディン
グ工程中の熱履歴（図中の（e））を経た後，はんだ付け
温度（図中の（f））にさらされる。これらの用途に使用
される銅合金板条は，これらの熱履歴を経た後でも強度
特性が低下しない耐熱性が必要となる。具体的には，は
んだ付け終了まで硬さが低下しない特性が必要である。
機器に組み込まれた後ははんだで固定されており，端子
材料のような応力緩和特性は必要ない。その一方で，半

導体素子の放熱を受け持つため，熱放散特性が重要とな
る。
　注目すべき今後の動向としては次の三点が挙げられ
る。一点目は，SiC，GaNなどの電力変換用半導体の動
作温度である（図中の線（ 2 ）’）。これらの半導体に期
待されていることの一つは，自動車エンジンルームのよ
うな高温環境下でも，冷却機能をある程度省いて小型
化・軽量化を図ることのできる高温動作安定性 3 ）である。
現行の技術の延長では動作温度はおおむね250℃が予想
されている。これは，現行のはんだ付け接合温度と同じ
レベルであり，従来のようなはんだ接合では接合部で再
溶融や相互拡散による脆弱な金属間化合物成長が促進さ
れることを意味している。このため，高温はんだやろう
付け，拡散接合の使用へシフトしていくことが想定され
る。さらには，従来のプリント基板などを組み合わせた
電力変換回路から低融点部材を取り除いた，いわゆるパ
ワーモジュールへの転換が進むと予想される。半導体リ
ードと通電部材との接合ははんだ付けからろう付け，溶
接，拡散接合などへ移行することになり，機器組み立て
中に銅合金板が受ける熱履歴は図中の（g）のような高
温プロセスになる可能性がある。
　二点目は，端子分野でもハイブリッド車など大電流を
通電する端子の進展により，電線との接続は溶接が想定
されていることである。超音波溶接を除けば溶融して結
合する方法が増える可能性がある。この場合も，一部と
はいえ接合部付近は融点近くまたはそれ以上に加熱され
る可能性があり，耐熱性向上について新たな取り組みが
必要になることが予想される。
　三点目は，自動車エンジン直上のようにより温度の高
い場所に端子・コネクタなどの接続部品を設置する傾向
が強まることである。図中の線（ 1 ）’ のように使用温度
がさらに上昇する可能性がある。端子材についてはさら
に優れた耐応力緩和特性と接触抵抗増大抑制技術が求め
られる可能性がある。

4 . 通電部材用銅合金の熱的性質

　本章では，端子用材料の応力緩和特性と接触信頼性，
半導体用材料の耐熱性および放熱性について詳述する。
4. 1　耐応力緩和特性
　図10に端子用銅合金の耐力と導電率の関係を示す。

図 9  銅合金が受ける熱履歴
Fig. 9  Thermal history of copper alloys

図10  コネクタ用銅合金の強度―導電率の関係
Fig.10 Relationship between yield strength and electrical conductivity 

of various copper alloys for connector
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強度特性を高めるために様々な元素を添加しているが，
強度と導電率は一般的にトレードオフの関係にある。最
近は添加が困難だった活性元素を活用し，導電性と強度
のバランス点を図中右上に引き上げたCAC18のような
合金も登場している。これらの合金の応力緩和特性を
図11に示す。銅合金板条の機械的特性には，圧延方向

（L.D.：Longitudinal Direction）とその直交方向（T.D.：
Transverse Direction）とで異方性が存在するため，両
方向の特性を示した。KFCのように導電率を重視した
合金では応力緩和率は大きい。とくに圧延直角方向では
50%以上応力緩和する。
　当社の代表的銅合金であるKLF-5は導電率よりも強度
を重視した合金で，KFCをベースに数%のすずを添加し
ている。耐応力緩和特性は，すずを添加した分だけKFC
よりも向上している。このKLF-5の後継合金がCAC5で
ある。CAC5はKLF-5よりもすず添加量を減らし，弾性
範囲で動き回る転位を固着するよう複数の添加元素を組
み合わせた合金である。このため，応力緩和率はKLF-5
に比べて 1 / 3 以下に低減している。この合金は，固溶
元素の転位固着作用をフルに発揮させた合金である38）。
そのため，工程も非常にシンプルであり製造しやすい合
金である。これに対してCAC60，CAC75は，析出現象
を利用して強度，導電率，耐応力緩和特性をバランスさ
せた合金である39）。最終工程が時効焼鈍であるため，曲
げ加工性も良好であり，圧延で仕上げるKLF-5やCAC5
よりも強度／曲げ加工性限界バランスが高い。そのた
め，熱処理工程がKLF-5やCAC5よりも複雑になるが，

より強度を求める場合には最適の合金である。
　次世代合金CAC18は，強化機構としてはCAC60，
CAC75と同様であるが，析出硬化を生み出すための元
素が微量のCr，Tiなどであり，添加量，析出量とも
CAC60，CAC75よりも少ない。このため，強度の割に
導電率が高く，応力緩和の増加率はこれら合金中でもっ
とも小さくなる特徴を持つ。これらの発熱に関わる特性
以外にも考慮すべき特性は多く，それぞれの合金に一長
一短がある。
4. 2　接触信頼性
　図12にすずめっきの加熱時間に対する接触抵抗の変
化を示す。すずめっきの方法には電着および高温浸漬法

（Hot dipping）などがある21）が，ここでは当社の代表的
なリフローすずめっきの接触抵抗変化を示す。なお，リ
フローとは再溶融の意味で，電着めっき後，加熱して電
着すずを再溶融させためっきのことを示す。表面平滑性
に優れ，電着めっきで取り込まれためっき添加材などを
除去する効果がある。さらに，再溶融の際に銅母材とす
ず層の間に相互拡散による薄い合金層が形成される。こ
の層が使用中の相互拡散バリアとして作用するため，表
面硬化や拡散銅の酸化による接触抵抗増大を防ぐ作用が
ある。
　接触抵抗の測定は，曲率半径 1 mmのU字型金線をめ
っき板材に垂直に 3 Nで押し付け，開放電圧10mVの電
源で金線とめっき板材の電気抵抗を測定し，そこから接
触抵抗分の値を得る。金線とめっき板材の電圧降下はご
く微小である。これは，表面の状態を微小なアーク放電
などで破壊しないようにするための措置である。また，
応力緩和などの影響を排除して純粋に表面の電気抵抗だ
けを測定するよう，接触荷重も時間によらず一定となる
よう設定してある。
　試験に供したのは従来型のリフローすずめっき（図12
ではTRと表記），従来型のリフローすずめっきを施す前
にニッケルの下地めっきを打ったニッケル下地付きのリ
フローすずめっき（図12ではTNと表記）およびNi下地
めっき付きの新型リフローすずめっき（図12ではTNW
と表記）である。TNWとTRの違いは，銅合金母相とす
ずの間に生成される金属間化合物の形状制御の有無であ
る。電着めっきの成分自体には差がなく，めっき前の母

図12  各種すずめっき銅板の接触抵抗変化
Fig.12 Contact resistance changes of various tin plated copper 

sheets in storage at 180℃

図11  コネクタ用銅合金の応力緩和率
Fig.11  Stress relaxation ratio of copper alloys for connector
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材の表面状態を調整することによって制御を行ってい
る。TNはさらに，あらかじめニッケルの下地めっきを
施してから電着すずめっきをリフローする構成になって
いる。ニッケル下地めっきの役割は銅合金母相とすずめ
っき間の拡散バリアである。バリア効果は銅とすずの金
属間化合物よりも強い。
　図12でTRの接触抵抗が180℃加熱の時間経過とともに
増大していくのは主に，拡散してきた銅の酸化による表
面の電気伝導度低下と金属間化合物成長による表面硬化
が影響している。式（ 6 ）ではρの増加とHVの増加に相
当する。TRの接触抵抗が250時間から急増するのは，銅
の拡散がすずめっき表面まで到達し，そこから銅の酸化
が始まったことを意味している。一方，拡散バリアを有
するTNWとTNはほとんど接触抵抗が増大しない。180
℃，1,000時間加熱後も，拡散バリアを持つTNで接触抵
抗値は 1 mΩ，拡散バリアを持つが合金層の形態制御を
行ったTNWでも 2 mΩである。表 3 に示したように，
この抵抗値レベルはφ1mmの銅線で46cm，アルミ線で
29cmの長さにしか相当しておらず，たとえばこれより
も長い細線を使用する自動車用ワイヤハーネスでは電線
が電気抵抗の大部分を占めることになり，電気信号劣化
や局所発熱の防止に役立つ。なお，TNWで合金層の形
態制御を行っているのは，後述の挿入時のハンドリング
を楽にし，挿入フィーリングを軽快にするためである。
　ここでは，実際の端子に使用されるめっき材の接触抵
抗のみを取り上げたが，端子材に要求される特性として
は耐摩耗性や端子嵌合（かんごう）時のフィーリングの
向上，挿入力低減などがある。さらに，接圧を確保・維
持するためには銅合金母材の強度特性や耐応力特性など
も必要である。
4. 3 耐熱性
　銅合金の主要な用途先には半導体分野がある。この分
野では，4.1節および4.2節で述べたような端子用途とは
異なり，半導体素子を固定して熱を放散させることに主
眼が置かれる。このため，半導体組み立て熱プロセス後
の耐熱性が重要視される。したがって耐熱性の評価にお
いては，半導体チップの台座としての所要強度を有し，
かつ組み立て中の加熱後もハンドリングに必要な強度を
有しているかが指標となる。
　半導体用リードフレーム加工後は引張試験ができない
ため，通常は硬さが測定される。鋼材の場合，硬さの
1 / 3 が降伏応力の近似値として使用できることが知ら
れている40）。明瞭な降伏点がない銅合金の場合も同様
に，硬さの 1 / 3 を引張強さとみなす。銅合金板を400℃
程度にまで加熱して室温に戻したときの硬さを測定し，
出荷時の硬さとの変化（大きな低下）の有無によって評
価する。耐熱性とは銅合金板の回復または再結晶の起こ
りにくさを示しており，それゆえ添加元素を多く添加し
様々な強化機構を活用して強度と耐熱性向上を図るが，
これらの特性も導電率とトレードオフの関係にある。ま
た回復が起こりにくいということはプレスなどで打ち抜
き加工したときに導入されたひずみが除去しにくくなっ
ていることを意味し，図 9 で示したようなひずみ取り焼

鈍の温度はますます高くなっている。
　一方で，強度特性を重視しすぎると導電率が低くな
り，熱伝導率の低下と熱抵抗の増大を招く。図13にリ
ードフレーム用銅合金の硬さと導電率の関係を示す。リ
ードフレーム用合金の強度ベンチマークは42alloy（Fe-
42%Ni合金）である。熱膨張係数がSiチップに近いため，
チップサイズが大きいDRAMなどに使われている合金
である。この42alloyの導電率不足を補うために考案さ
れたのがKLF170合金である。強化機構として析出現象
を利用している。導電率のベンチマークはKFC合金で
ある。Fe-P化合物粒子の分散によりパワートランジス
タ用途向け程度の耐熱性を有している。銅以外の添加元
素の量は最小限に抑えられており，導電率90%IACSを
発揮する。
　一方，導電率と耐熱性の両立のベンチマークがC194
合金である。鉄粒子の粒子分散を利用して回復・再結晶
を遅延させる。リードフレーム用途向け銅合金の65%が
このタイプの合金であるといわれている41）。当社でも
C19400組成でより耐熱性を高めたKLF194を製造・販売
している。さらに，粒子分散強化を向上させて耐熱性を
高めた合金がSuperKFCである。これはKFCの後継合金
で，C19400の欠点とされてきた粗大な鉄粒子の発生42）

を抑制した合金である。これら合金の耐熱性を図14に
示す。C19400に比べてKLF194は若干の耐熱性向上が見
られるが，最近の高温ひずみ取り条件である500℃加熱で
は軟化が始まっている。それに対しKLF170，SuperKFC

図14  リードフレーム用銅合金の耐熱性
Fig.14  Softening resistance of various copper alloys for lead frame

図13  リードフレーム用銅合金の硬さ―導電率の関係
Fig.13 Relationship between  hardness and electrical conductivity of 

various copper alloys for lead frame 
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では軟化は起こっていない。これらの合金は粒子分散制
御によりかつてないほど耐熱性が高まっている43）。
4. 4 放熱性
　半導体用途では放熱性も重要な要素である。ただし，
熱伝導以外に対流や輻射が影響してくるため，銅合金の
物性値として評価するのは難しい。たとえばLED用基
板向け銅合金では，水平に配置した銅合金厚板の側面部
分が熱放散の大部分を請け負っていることがシミュレー
ションで示されている44）。これは，水平方向の二点間に
わずかでも温度差があれば，すぐに垂直方向の対流が発
生する45）ことに対応した現象と推定される。一方，熱
源を中央に置いた平板を水平に置いた場合は，板の温度
分布は板の熱伝導度にあまり影響を受けないことも分か
っている46）。これも，発熱源から大気に向けて対流によ
って熱が放散されるためと推測される。
　そこで，板の熱伝導度の影響を明確に確認するための
実験を行った。厚さ0.2mm，幅58mm，長さ110mmの板
状供試材の中央に10mm×20mm角の発熱源（セラミッ
クヒータ）をサーマルグリースで貼り付け，板の長手方
向が鉛直方向になるように垂直に立てた。これは，対流
を上方に向けて積極的に起こすためである。この状態で
発熱源に通電して発熱させた。供給電力は 1 Wで気温
23℃に保った室内に静置した。熱源中央およびそこから
下方向に 9 ，18，27，36mmの箇所に熱電対を取り付け，
発熱が定常状態になった後，各箇所の温度を測定した。
供試材には導電率 1 %IACSのステンレス板と65%IACS
の銅合金KLF170を用いた。その結果を図15に示す。
　導電率の効果は歴然としており，放熱板にKLF170を
用いた場合はセラミックヒータ自体もほとんど発熱しな
い。これに対し，SUS304を用いた場合はセラミックヒ
ータ自体が約60℃まで温度上昇している。発熱源から
10mm以上離れるとKLF170板の温度はほぼ一定となる。
一方SUS304板は，発熱源から離れるほど温度測定時の
室温に近づいていく。これは，発熱源の熱がほとんど伝
播してきていないことを示す。KLF170板は全体が放熱
板として機能している。図15の点線は，ABAQUS/
implicitによる解析結果である。発熱源から離れた箇所
では温度変化の傾向が比較的よく再現されている。一方
で，SUS304の熱源近傍での解析結果は大きな乖離（か
いり）が生じている。これは，熱源の高温化によりサー

マルグリースのなじみ
4 4 4

がよくなり，熱抵抗がさがって発
熱源の熱がSUS304板に流入しやすくなったためと推測
している。このなじみが解析にはまだうまく取り込めて
いない。熱に関わる解析はわずかな条件の違いで結果が
実体と解離する可能性がある。
　その一方で，熱の諸量や発熱温度を測定する実験も
様々な要因の影響を受けやすく，正確に実施するにはか
なりの準備と技量が必要になってくる。高導電性の材料
はもちろん熱抵抗が低いが，放熱用部材も端子用途やリ
ードフレーム用途と同様に導電性以外の特性をバランス
させる必要が出てくる。この部材の熱放散性については
より正確な解析手法を構築し，顧客のニーズに応じた導
電率をその他に必要とされる特性とバランスさせて提案
できるよう実験と解析両方の精度を高めていく予定であ
る。

むすび＝電子・電気部品用銅合金の熱的な性質について
簡単な解説を行った。顧客のニーズにベストマッチする
合金の選定をいかに早く確実に行うかがポイントであ
る。また今回は主に静的な特性に絞って解説したが，実
際は振動や雰囲気などの動的特性や化学的影響度も考慮
に入れる必要がある。これらの特性についてはまた改め
て解説を行いたい。
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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。
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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
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まえがき＝光学薄膜は，基材上に形成された薄膜による
光の反射，吸収および干渉を利用することにより，分光
特性が制御された薄膜である。所望の分光特性を得るた
めに，光学定数の異なる複数の薄膜が重ねられた積層構
造が採用されることが多い。この光学薄膜は反射防止，
光学フィルタのような機能を利用してカメラ，プロジェ
クタなどの光学機器分野をはじめ，ディスプレイ，光通
信，太陽光パネルなど幅広い分野に応用されている。
　光学薄膜は真空蒸着法やスパッタリング法などにより
形成されるが，適用される製品形態に応じて多様な成膜
方法，成膜装置が利用される。当社機械事業部門では，
ロール・ツー・ロールプロセスに対応した成膜装置（ロ
ールコータ）事業を行っており，昨今，光学機能性フィ
ルム向けの成膜装置へのニーズが高まりをみせている。
この用途においては，装置仕様のみならず光学特性に対
する機能設計と成膜実証までが装置メーカに求められる
ようになってきた。
　本稿では，ロールコータにより製造される光学機能性
フィルムとして，1 ）タッチパネル向け透明電極フィル
ム，および 2 ）ウィンドウフィルムに対して膜設計を行
った事例を紹介する。まず，この取り組みで採用した光
学設計技術について概説し，これら光学機能性フィルム
に求められる機能と，それらの機能を実現するための薄
膜積層構造設計，さらに設計に基づくサンプル試作結果
について解説する。

1 . 光学設計技術

　本稿で述べる光学設計技術とは，①積層膜の層数およ
び各層の光学定数と膜厚を与えて光学特性（反射率，透

過率）を計算することに加え，これを元に②層数と光学
定数を与えた上で，所望の分光特性を得るために膜厚を
最適化することの 2 点をいう。ここで，光学解析には特
性マトリクス法を，最適化には共役勾配法を採用し，エ
クセルVBAによる設計プログラムを構築した。以下に
それぞれの技術の概要を述べる。
1. 1　光学解析法
　積層膜各層の光学定数と積層膜表面への光入射角か
ら，反射率と透過率を求めるための特性マトリクス法に
ついて概説する 1 ）, 2 ）。基板上に形成された l層積層膜の
模式図を図 1 に示す。積層膜の各層および基板への光の
入射角はスネルの法則により式（ 1 ）のように関係付け
られる。
　　N0sinθ0＝N1sinθ1＝…＝Njsinθj＝…＝Nmsinθm …（ 1 ）
ここに，

光学機能性フィルムのシミュレーションによる　　　　
設計と実験的検証
Simulating Design and Experimental Verification of Optical Functional Films
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Optical functional films prepared on flexible substrates are widely used for electronics and energy 
applications where a roll-to-roll system is a promising tool for depositing film stacks. This paper 
describes the basic approach of the film stack design and experimental verification. The optical spectra 
were simulated by a technique based on characteristic matrix calculations combined with optimization 
of the spectra by the conjugate gradient method, which was applied to design index-matched indium-
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図 1  基板上に形成された積層膜の模式図
Fig. 1  Schematic illustration of stacked layers on substrate
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　　Nj：屈折率
　　θj：各境界面における入射角および屈折角
　屈折率Njは一般に複素数となる。式（ 1 ）の関係から，
積層膜表面での入射角θ0が与えられれば，すべてのθj

を求めることができる。また，屈折率Njは光学アドミタ
ンスYjと式（ 2 ）の関係にある。
　　Yj＝Y0 Nj ……………………………………………（ 2 ）
Y0は真空の光学アドミタンスであり，

　　　　　　　…………………………………………（ 3 ）

ここに，
　　ε0：真空の誘電率
　　μ0：真空の透磁率
　電磁波である光の電界と磁界について，境界に平行な
成分は連続であるとの条件から，積層膜最表面での電磁
界E0，H0と基板との境界面での電磁界El，Hlの関係は式

（ 4 ）で記述される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………（ 4 ）

ここに，光の波長をλ，各層の膜厚をdjとして，

　　　　　　　　　　…………………………………（ 5 ）

　　　　　　　　　　　　　　………………………（ 6 ）

式（ 4 ）を変形して，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（ 7 ）

このB，Cを用いて反射率 Rと透過率Tは次のように与え
られる。

　　　　　　　　　……………………………………（ 8 ）

　　　　　　　　　……………………………………（ 9 ）

　当社はこの光学理論に基づき，積層膜としての反射
率，透過率を計算するプログラムを構築した。また光学
特性をスペクトルとして求めるため，屈折率の波長分散
性を盛り込んだ。なお，本稿で述べる反射率，透過率は
いずれも垂直入射における特性である。
1. 2　最適化
　つづいて，所望の光学スペクトルを得るために各層の
膜厚を最適化するプログラムを構築した。初期の膜厚構
成における光学スペクトルと，目標とする光学スペクト
ルとの差を評価関数として設定した。すなわち，この評
価関数の最小値を与える膜厚構成が最適な解であると判
断できる。
　関数の最小値（または最大値）を求める手法には種々
のアルゴリズムが提案されているが，ここでは勾配法の
一種である共役勾配法を用いた。最適化すべき関数を f，
そのパラメータをベクトルxkとして，共役勾配法のアル
ゴリズムを以下に記す 3 ）。
　Step 0 ：初期点x0を与える。探索方向d0をd0＝－

Δ

f（x0）
に従って求める。

　Step 1 ：dk方向の直線上で関数値が最小となる点まで
のステップ幅αkを求める（直線探索）。

　Step 2 ：近似解をxk＋1＝xk＋αkdkと修正する。
　Step 3 ：収束条件が満たされていればxk＋1を最適値と

し，手順を終了する。そうでなければ探索方
向をdk＋1＝－

Δ

f（xk＋1）＋βk＋1 dkと定める。
　Step 4 ：k←k＋1としてStep 1 へ。
　本稿で述べる膜厚構成の最適化においては，

βk＋1＝‖

Δ

f（xk＋1）‖2
‖

Δ

f（xk）‖2
とした。

　なお，関数は一般に多峰性を有しており，極値がいく
つも存在する。このため，求めた極値が真の最小値ある
いは最大値（大域的最適値）であるかの判別が困難であ
る（図 2 ）。そこで，本稿で述べるウィンドウフィルム
の設計においては，複数の初期値のもとで最適化を実施
した上で，その中でも最小の評価関数が得られた膜厚構
成を最適値とした。

2 . タッチパネル向けITO透明電極フィルム

　タッチパネルにおけるタッチ検出方式には各種ある
が，昨今，マルチタッチに対応する方式の一つである投
影型静電容量方式が主流となっている 4 ）, 5 ）。本方式で
は，位置検出のための透明電極としてITO膜が適用され
ている。ITO透明電極膜はポリエチレンテレフタレート

（PET）基材の上に形成され，ダイヤモンドパターンと
呼ばれる構造にパターニングされている（図 3（a））。
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図 2  大域的最適値と局所的最適値
Fig. 2  Global optimum and local optimum

図 3  （a）ダイヤモンドパターンを有するITOフィルム，（b）ITOフ
ィルムの積層構造

Fig. 3  (a) ITO film with diamond pattern, (b) Film stack of ITO film
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　ITO透明電極が形成されたフィルム（以下，ITOフィ
ルムという）には導電性，光透過率に加えて，電極層の

“不可視化注）”が求められる。不可視化を実現するため
に，ITOパターンとPET基材の間にはインデックスマッ
チング層と呼ばれる層が設けられている。本稿では，イ
ンデックスマッチング層として低屈折率層（SiOx）と高
屈折率層（NbOx）が積層された構成において設計を行
った例について述べる（図 3（b））。ITOフィルムとし
ての光学特性はPET基材の光学特性にも依存するため，
PET基材の種類ごとに最適な膜厚構成を見出す必要が
ある。
　高精度に膜厚構成を最適化するためには，まずは不可
視化特性を定量化する必要がある。そこで，ITO層を備
えた構成（ITO／SiOx／NbOx／PET基材）とITO層の
ない構成（SiOx／NbOx／PET基材）でそれぞれ反射率
および透過率のスペクトルをシミュレーションにより算
出した上で，上記二種の構成の差を評価関数と定義し，
これを最小化する膜厚構成を求めることとした（図 4 ）。
まず，PET基材，およびロールコータによりPET基材
上に成膜されたITO，SiOx，NbOx各単層膜のエリプソメ
ータによる測定から，PET基材のPET層，HC層，およ
び各単層膜の光学定数を求め，それらをシミュレーショ
ンにおける光学定数として適用した。ここで，シート抵
抗に対する要求からITO膜厚を決定すれば，最適化にお
けるパラメータはSiOx層とNbOx層の膜厚のみとなる。
したがってここでは，両層の膜厚をパラメータとした評

価関数の等高線図から最適値を求めた。図 5 にITO膜厚
を31nmとしたときの評価関数の等高線図を示す。この
結果から，このPET基材を用いる場合，SiOx，NbOxの
膜厚をそれぞれ38nm，6.2nmとした場合に，反射率お
よび透過率の評価関数が最小値をとることが確認され
た。シミュレーション結果をもとに当社スパッタロール
コータによりITO，SiOx，NbOxの各層を成膜して作製し
たITOフィルムと，不可視化が不充分な構成で作製され
たITOフィルムの光学顕微鏡像を図 6 に示す。シミュレ
ーションを活用することにより，不可視化を実現できて
いることが確認できた。なお，基材および薄膜の吸収特
性によっては，反射率と透過率において最適な膜厚が異
なることがある。その場合には，両者のバランスから膜
厚を決定する必要がある。

図 4  ITOフィルムの透過スペクトルと評価関数
Fig. 4  Transmittance spectra of ITO film and evaluation function

図 6  ITOフィルム成膜サンプルにおけるITOパターン境界の光
学顕微鏡像

Fig. 6  Optical microscopic images at ITO pattern boundary in ITO 
films

脚注） 電極形状が視認されにくいこと

図 5  ITOフィルムにおけるSiOx，NbOxの膜厚をパラメータとした評価関数の等高線図
Fig. 5  Contour map of evaluation function with varied SiOx and NbOx thickness in ITO film
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3 . ウィンドウフィルム

　ウィンドウフィルムは日射調整フィルムとも呼ばれ，
窓の断熱性能向上および日射の選択的な取り込みを目的
に，住宅やオフィスビルの窓に貼り付けて使用される。
日差しをさえぎることによるエアコン稼動時の省エネル
ギー化，あるいは紫外線カットによる家具の色あせ防止
などが可能になることから，近年，需要が高まっている。
ウィンドウフィルムには，取り付け箇所に応じて様々な
光学特性が求められるが，ここでは熱線および紫外線を
遮蔽し，可視光に対して高い透過率を備えたウィンドウ
フィルムの設計について述べる。
　ウィンドウフィルムの膜構成の最適化にあたり，図 7
に矩形で示すスペクトルを透過スペクトルの目標と設定
した。積層膜の膜構成はTiOx／SiOx／Ag／SiOx／Ag／
SiOx／TiOx／PET基材とした。つぎに，各単層膜のエ
リプソメータ測定結果を解析することにより，それぞれ
の光学定数を求め，シミュレーションによりウィンドウ
フィルムとしての透過率を算出した。このスペクトルと
上記目標スペクトルの差を評価関数と定め， 1 章で述べ
た共役勾配法によってこの評価関数を最小化した。ただ
し，ウィンドウフィルムの生産効率の観点から，成膜レ
ートの遅い層については膜厚を抑えることが望ましい。
そこで，TiOx層については膜厚を50nm以下とする制約
を設けた。また，Ag層については，透過率の確保と膜
厚バラツキに対する性能安定性の観点から膜厚を10nm
に固定した。得られた膜厚構成はTiOx（16.6nm）／SiOx

（5.1nm）／Ag（10.0nm）／SiOx（154.8nm）／Ag（10.0nm）
／SiOx（10.7nm）／TiOx（21.3nm）／PET基材である。
　つぎに，この構成での光学特性を実験的に検証するた
めに，ガラス基板に成膜を行った。Ag層は純Agターゲ
ットまたはAg-Pd-Cuターゲットを用いたDCスパッタ，
SiOx層とTiOx層はそれぞれSiO2およびTiO2ターゲットを
用いたRFスパッタにより成膜した。プロセスガスは，
AgとSiOxの成膜ではArとし，TiOx成膜ではO2添加Arと
した。このようにして得られた積層膜サンプルの透過ス
ペクトルを図 7 に示す。Ag層として純Agを適用した場
合，その透過スペクトルはシミュレーションとは大きく
異なるものとなった。その原因調査のため，別途，SiOx

／Ag／SiOx／TiOx／ガラス基板のSEM観察を実施した
ところ，図 8 に示すとおり，純Agを適用したサンプル
では凝集が認められた。この凝集は，Ag層上にSiOxを
成膜することによる熱とプラズマの影響によるものと考
えられる。そこで，Ag合金であるAg-Pd-Cuを適用した
ところ，図 7 に示すように紫外線と熱線を遮蔽し，可視
光に高い透過率を備えた特性を得ることができた。な
お，シミュレーションとの差異が認められるが，その要
因は純AgとAg合金の光学定数の違いだけでは説明でき
ず，Ag合金層のわずかな凝集やAg合金層とその上下層
の間の拡散が影響していると想定される。合金組成の最
適化やバリア層追加などの積層構成の工夫により，より
精度の高い膜設計が期待できる。

むすび＝光学機能性フィルム向けの成膜装置に対するニ
ーズが高まる中，これに対応するソリューション技術と
して光学理論に基づく設計ツールを用いた積層膜の設計
と成膜実験による検証に取り組んだ。その実例として，
ITO透明電極フィルムおよびウィンドウフィルムにおけ
る膜構造の最適化と成膜実験による検証について紹介し
た。本技術は種々の光学機能性フィルム，あるいは光学
薄膜に対応した基盤技術であり，今後も成膜装置顧客の
要望に応えるソリューション提案や新規アプリケーショ
ンの創出に活用していきたい。
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図 8  Ag層として（a）純Agおよび（b）Ag合金を適用したSiOx/Ag/
SiOx/TiOx/ガラス基板サンプルのSEM観察像

Fig. 8  SEM images of SiOx/Ag/SiOx/TiOx/Glass substrate with (a) 
pure Ag and (b) Ag alloy

図 7  ガラス基板上積層膜のシミュレーションと成膜サンプルの
透過スペクトル

Fig. 7  Transmittance spectra of simulation and deposited samples of 
stacked layers on glass substrates
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まえがき＝近年，液晶ディスプレイ（Liquid Crystal 
Displays，以下LCDsという）は，スマートフォンやタ
ブレットPC，テレビなどで幅広く使用されている。ス
マートフォン用のLCDsではフルハイビジョン以上に高
精細化が進み，現在では500pixel/inch（以下，ppiという）
を超す高精細ディスプレイが登場し，またディスプレイ
サイズの大型化が進んでいる 1 ）。
　液晶ディスプレイの各画素の駆動には薄膜トランジス
タ（Thin Film Transistor，以下TFTという）が用いら
れている。一般的には半導体材料としてアモルファスシ
リコン（Amorphous Silicon，以下a-Siという）が用い
られてきた。しかしながら，400ppiを超す高精細LCDs
ではTFTの動作速度も高速になり，従来のa-Siと比較し
て300倍以上のキャリア移動度の低温ポリシリコン（Low 
Temperature Poly Silicon, 以下LTPSという）が必須と
されている（図 1 ）2 ）- 7 ）。
　a-Si TFTのプロセス温度は400℃以下であり，ゲート
配線では耐熱性と電気抵抗率を両立するAl合金配線が
主流であった。しかし，LTPS-TFTの製造プロセスに

おいては，ゲート配線に550℃以上の高温が加わるため，
耐熱性の問題で従来のAl合金配線が使えず，Moなどの
高融点金属が配線として適用されている 8 ）-10）。しかしな
がらこれらの配線は，電気抵抗率が約12μΩcm以上と
Al合金配線の 4 ～ 5μΩcmと比べて大きい点が問題で
ある。とくに，さらなる高精細化を図る際には，TFT
のスイッチング特性の劣化による画面表示ムラの原因に
なるため，ゲート配線の低抵抗化が必要である。
　代表的な耐熱Al合金としては，Al-Nd（耐熱温度約
400℃）があるが，550℃以上のプロセス温度ではヒロッ
ク発生の抑制が困難であった。ヒロックは，ガラス基板
とAl合金薄膜の熱膨張係数の差により生じる膜応力勾
配を駆動力として発生する。膜内部側から膜表面への
Al原子のAl結晶粒界拡散により，膜表面に生じるドー
ム状の欠陥である。図 2 に純Alの330℃熱処理時のヒロ
ック発生例を示す。ヒロックは，上部に形成される絶縁
膜の破壊とそれに伴うリーク電流の増加，および絶縁膜
上に形成される配線のオープンやショートなどを引き起
こす要因となる11）ことから，さらなる高耐熱性Al合金

LPTS ゲート配線向け高耐熱性アルミニウム合金材料
Highly Heat-resisting Al-alloy Material for Gate Interconnection of LTPS

■特集：電子・電気材料／機能性材料および装置	 FEATURE	:	Electronic	and	Electric	technologies	(Advanced	Materials	and	Apparatuses)	

（技術資料）

New highly heat-resistive Al-alloy films for the gate interconnection of low-temperature poly-
silicon (LTPS) thin film transistors (TFTs) were developed by the precipitation control of aluminum 
intermetallic compounds with additional element adjustment. The Al-0.5at%Ge-0.2at%Nd based alloy 
film is found to be effective in suppressing hillocks up to 600℃ with a low resistivity of 5.3μΩcm. In 
addition, microfabrication by dry etching is possible. Therefore, this new Al-alloy thin film is suitable 
for the high-resolution LTPS displays used in smart phones and tablet PCs of the next generation．
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図 1  TFT断面構造
Fig. 1  Cross sectional views of TFT
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のニーズが高まっている。
　本稿では， Al合金薄膜中に過飽和に固溶した元素の粒
界析出や，それによる粒成長の制御により，600℃まで
の高耐熱性と低電気抵抗率を両立し，LTPS-TFTのゲ
ート配線に使用可能なAl-0.5at%Ge-0.2at%Nd系Al合金材
料（以下，SA-HT602という）について報告する。

1 . SA-HT602の耐熱性

1. 1　SA-HT602の合金設計
1. 1. 1　Al-Nd合金薄膜の耐熱性メカニズム
　Al-2at%Nd合金薄膜の熱処理温度と電気抵抗率および
ヒロック密度の関係を図 3 に示す。熱処理温度の上昇に
伴って電気抵抗率は低下し，一方でヒロック密度は増加
した。電気抵抗率の低下は，スパッタリング成膜直後に
Alマトリックス中に強制固溶状態にあるNdが粒界に排
出されるために生じる。一方，ヒロック密度は，Ndの
粒界析出がほぼ完了して電気抵抗率が低下した後から急
激に増加している。これは，Alの粒界三重点に析出し
てAlの粒界拡散を抑制するAl4Nd析出物が，温度上昇に

伴うAl粒成長によって粒界における分散状態が維持で
きなくなり，ヒロック抑制効果が低減するためと考えら
れる。なお，実用上で許容されるヒロック密度は一般的
に109（m－ 2 ）程度とされており，Al-2.0at%Nd合金では
約400℃が耐熱限界である12）-13）。
　したがってAl-Nd合金は．プロセス温度400℃未満の
a-Si TFTには用いることができるが，プロセス温度が
550℃を超えるLTPS-TFTに用いることはできない。
1. 1. 2　SA-HT602合金薄膜の合金設計
　熱処理温度の上昇に伴うヒロック密度の増加を600℃
の高温まで抑制するためには，Ndを含む析出物を結晶
粒界に微細分散させ，Alの粒界拡散を阻害することが
有効であると考えた。さらに，Nd含有化合物の微細分
散を行うためには，Ndよりも低い温度で先に結晶粒界
に排出されるとともに，Ndと金属間化合物を形成する
元素群の添加が有効であると考えた。このような元素群
にはSi，Ge，Cuなどがあるが，SA-HT602ではGeを複
合添加したAl-Ge-Nd系を選択し，耐熱性向上効果につ
いて検討を行った。
　図 4 に成膜後のAl-0.5at%Ge合金薄膜および350℃加熱
後のSA-HT602合金薄膜のTEM像を示す。図 4（a）に
示したように，Ge添加によって，成膜直後にGeが粒界
三重点にすでに析出しており（図中の矢印），微細分散
していることが確認できた。また図 4（b）から，SA-
HT602合金薄膜では350℃の熱処理後も粒成長は発生し

図 4  平面TEM像
Fig. 4  Plane-TEM images

図 3  Al-2at%Nd合金薄膜の熱処理後電気抵抗率およびヒロック
密度の関係

Fig. 3  Relationship between resistivity and hillock density in Al-
2at%Nd alloy film and annealing temperature

図 2  330℃，20分間熱処理した純Al薄膜表面
Fig. 2  Surfaces of pure Al films after annealing at 330℃ for 20min.
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ておらず，さらに粒界にはAl-Ge-Ndの化合物が析出し
（図中の矢印）微細分散されていることが確認できた。
1. 1. 3　耐熱性評価
　図 5 にSA-HT602合金薄膜の熱処理温度とヒロック密
度との相関を示す。SA-HT602合金薄膜では，熱処理温
度600℃においてもヒロック密度は約108（m－ 2 ）と良好
な耐熱性を示した。また図 6 に600℃で20分熱処理した
後のSA-HT602合金薄膜の表面観察結果を示す。Al-Nd
合金薄膜と比べて大幅に耐熱性が向上していることが明
らかとなった。

　したがって，Geの添加によるAl結晶粒界の析出物微
細分散強化によるAl結晶粒成長抑制が，600℃の高温ま
で持続したと考えられる。このSA-HT602合金薄膜は，
LTPS-TFTの製造プロセスでゲート配線に加わる熱処
理に対して十分な耐熱性を有していることが確認され
た。

2 . SA-HT602の諸特性

2. 1　電気抵抗率
　SA-HT602の熱処理温度600℃までの電気抵抗率変化
を図 7 に示す。600℃の熱処理後に5.3μΩcmと，純Mo
の電気抵抗率12μΩcmと比較して 1 / 2 以下の低い電気
抵抗率が得られた。SA-HT602合金薄膜の電気抵抗率は，
600℃に達するまで緩やかにが低下していることがわか
る。これは600℃までの間にGe，Ndなどの合金添加元素
が継続的に析出し続けたためである。
2. 2　ドライエッチング加工性
　SA-HT602合金薄膜のドライエッチング特性を，誘導
結合プラズマ（ICP）エッチング装置を用いて評価した。 
ドライエッチングは，プラズマ発生周波数（13.56MHz），
基板バイアス周波数（400kHz）で，ArおよびCl2の混合
ガス雰囲気下で実施した。図 8 にドライエッチング後の
SA-HT602合金薄膜のSEM像を示す。Al合金薄膜がエッ
チングされたガラス基板表面に，エッチング残渣（ざん
さ）が存在しないことが確認された。エッチングレート
は純Alと比較して80％と，LTPS-TFTの量産性に適応

図 8  Al-0.5at%Ge-0.2at%Nd 系合金膜のドライエッチング後SEM像
Fig. 8  SEM image of Al-0.5at%Ge-0.2at%Nd based alloy film after dry etching

図 7  Al-0.5at%Ge-0.2at%Nd系合金膜の電気抵抗率の熱処理温度
依存性

Fig. 7  Dependence of resistivity on annealing temperature of Al-
0.5at%Ge-0.2at%Nd based alloy film

図 6  600℃, 20分間熱処理したAl-0.5at%Ge-0.2at%Nd系合金膜の
表面SEM像

Fig. 6  SEM image of the surface of Al-0.5at%Ge-0.2at%Nd based 
alloy film after annealing at 600℃ for 20min.

図 5  Al-0.5at%Ge-0.2at%Nd系合金膜のヒロック密度の熱処理温
度依存性

Fig. 5  Annealing temperature dependence of hillock density of Al-
0.5at%Ge-0.2at%Nd based alloy film
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するエッチングレートが得られた。ドライエッチングで
は異方性エッチングが可能であり，微細なレジストパタ
ーンさえ形成できれば，図 8（b）のように0.5μmの微
細加工も可能となる。したがって，次世代の高精細ディ
スプレイにも対応可能な微細加工性を有していると考え
られる。
2. 3　スパッタリング成膜速度
　DCマグネトロンスパッタリングによる成膜速度を，
純AlおよびMoと比較評価した。ターゲットサイズ：直
径 4 インチ，カソードサイズ：直径 4 インチ，DCパワ
ー：260W，Arガス圧：2 mTorrにて成膜した際のSA-
HT602の成膜レートは220nm/minであった。同条件で
成膜した純Alは148nm/min，Moは147nm/minであるこ
とから，SA-HT602の方が約1.5倍速いことがわかった。
これは，耐熱性向上のためにAlに添加した元素の効果
である。したがって，SA-HT602は成膜時間短縮により
生産性の向上にも貢献できるものと考えられる。

むすび＝LTPS-TFTのゲート配線へのAl合金薄膜の適
応を目的とし，Alの粒成長抑制のために粒界への析出
物微細分散をコンセプトに合金設計を行った。その結
果，これまでAl合金で不可能であった600℃までの高耐
熱性と5.3μΩcmの低抵抗，およびドライエッチング加
工性の全てを満たすAl-Ge-Nd系合金を開発した。
　スマートフォンなどに用いられるLCDsディスプレイ

の高精細化や大型化が進めば，ゲート配線の配線抵抗が
問題になると推測され，その場合，本製品の優位性がよ
り顕著に発揮される。本稿のAl-0.5at%Ge-0.2at%Nd系合
金は，スパッタリングターゲット製品名SA-HT602とし
て，㈱神戸製鋼所のグループ会社である㈱コベルコ科研
よりLTPSパネルメーカに出荷されている。LTPS-TFT
を用いたディスプレイの今後のさらなる発展に寄与する
ものと考える。また，本Al合金材料はその特性を生か
して，従来MoやTiなどの高融点金属薄膜が用いられて
きた他のアプリケーションにも幅広く波及することが期
待できる。
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まえがき＝パワー半導体は身近な生活家電や自動車のほ
か，産業機械の制御や発電・送電などの電力変換の分野
に広く用いられている。なかでも絶縁ゲートバイポーラ
トランジスタ（Insulated Gate Bipolar Transistor，以
下IGBTという）は高容量かつ高速スイッチングを必要
とする電力制御の用途に用いられ，急速に需要が拡大し
ている。
　複数のパワー半導体素子を一つのパッケージに収めた
パワー半導体モジュールは近年，高容量化と小型化が加
速してパワー密度が増加しており 1 ），ジュール熱による
熱膨張の問題が顕在化している。このため，部材の熱膨
張率差から生じる応力に起因した素子破壊が深刻化する
と考えられている。
　パワー半導体素子の実装には，絶縁性のセラミックス
や銅板，樹脂のほか，冷却のためのヒートシンクなど，
様々な部材が用いられている。パワー半導体素子は，通
電時のジュール発熱と，電流遮断時の熱拡散による冷却
を繰り返すため，それぞれの部材界面には熱膨張率差に
よる応力が繰り返し加わる。この動作時と待機時の温度
差が大きくなると部材界面に加わる応力差が大きくな
り，信頼性の低下を引き起こす。そこで，パワー半導体
モジュールの信頼性は，実動作や環境を模擬したパワー
サイクル試験あるいはサーマルサイクル試験によって検
証されている。例えばサーマルサイクル試験では，これ
まで－45～125℃の耐久性が求められているが，今後は
－75～175℃の耐久性が要求されるようになった 2 ）。
　そこで当社は，高信頼性が要求されるSi-IGBTのエミ
ッタ電極向けに高強度Al合金電極材料（Super Aluminum-
Mechanical Tough，以下SA-MTという）を開発した。
エミッタ電極として求められる特性は満たしたうえで，
従来材料の課題であった素子作成のプロセス課題を改善

できる。同時に高い材料強度が得られることが特徴で，
熱膨張率差に起因した応力負荷に対する耐久性の向上が
期待できる。本稿ではSi-IGBTへの適用を例にSA-MTの
特性について述べる。

1 . パワー半導体用エミッタ電極

1. 1　電極材料への要求特性
　IGBTは出力段にバイポーラトランジスタを用い，入
力 段 にMOS-FET（Metal Oxide Semiconductor-Field 
Effect Transistor）を加え，それぞれの特徴である大電
流制御と高速スイッチングを両立させたパワー半導体で
ある。1960年台後半から1970年台にかけてIGBT動作の
概念をもとに素子が発表された。実用化に大きく前進し
たのは1984年のノンラッチアップ型IGBT 3 ）の登場で，
これによって安定動作が可能になった。その後，パンチ
スルー型，ノンパンチスルー型へと世代が進み，スイッ
チング速度の高速化と低損失化の実現に注力された。現
在はトレンチ型のゲート電極を用いたフィールドストッ
プ型が主流となっている 4 ）。IGBTは，ハイブリッド自
動車の市場拡大に伴って需要が急増している。パワー半
導体は日本と欧米の半導体メーカの市場占有率が高く，
省エネルギー化の高まりによって成長が期待できる分野
である。
　IGBTは，還流用ショットキーバリアダイオード（SBD; 
Schottky barrier diode）や温度センサなどの保護回路
を組み合わせてパッケージングされている。図 1 は代表
的なIGBTモジュールの概略図である。IGBTのゲートお
よびエミッタ電極はワイヤボンディングでリードフレー
ムなどの外部接続端子へと接続されている。ワイヤの素
材には主にAlやCuが用いられる。コレクタ電極は，セ
ラミックス基板上に回路を形成した回路基板（Direct 

Si-IGBT向け高強度アルミニウム合金電極材料
Aluminum-Alloy Interconnection Material with Higher Mechanical Strength 
for Si-IGBT Devices
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The IGBT is being used for electric power control that needs high current and high frequency 
switching, and the demand for it has been continuously expanding. We have developed an aluminum-
alloy thin film for use as the Si-IGBT emitter electrode, which provides high thermal stability. We 
expect that using the aluminum alloy film, which we have named "SA-MT," will contribute to the 
improvement of reliability in next-generation power-semiconductor devices.
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Bonding Copper，以下DBC基板という）に，はんだ接
合を用いて電気的に接続される。DBC基板はヒートシ
ンク上に設置され，モジュール内部は短絡を防ぐために
シリコーンゲルや樹脂などで封止されている。このた
め，モジュール内部には熱膨張率の異なる様々な部材が
接合された構造となっている。例えばSiの熱膨張係数は
2.6×10－ 6／℃，銅は17×10－ 6／℃，アルミニウムは23
×10－ 6／℃，セラミックスはおよそ 3 ～ 5 ×10－ 6／℃で
ある。熱膨張率差によってパワー半導体素子やIGBTモ
ジュールが破壊されないよう，発熱した素子はヒートシ
ンクによって速やかに冷却される。
　ハイブリッド自動車や鉄道向けのIGBTは，加減速の
たびに頻繁にオンオフを繰り返す。このとき，素子上で
最も応力が集中するのは接合界面であり，応力が繰り返
し生じる 5 ）。応力によってAl電極側にクラックが生じる
のを避けるため，これまでは適切なはんだ材料を用いる
ことによって電極とはんだとの界面に生じる応力を緩和
する取り組みが行われてきた。電気的な接続が必要な部
分にはSn合金系のはんだ材料が多く用いられるが，熱
膨張率差による応力はヤング率の低いはんだ材料を変形
させて応力を緩和し，Al電極のクラックや，パワー半
導体素子そのものの変形や破壊を防いでいた。
　ところが素子の高温駆動に伴い，接合材料には材料強
度の高いZn-Al系などの高温はんだ，あるいは温度に対
して非可逆な焼結性の接合材が必要とされるようになっ
た。これら高温接合材料のヤング率は従来のはんだ材料
に比べて高く，材料強度が高いため，応力が接合材料以
外の部材にも分散し影響を及ぼす恐れがある。そこで再
びAl電極のクラックが問題になる可能性が想定され，
電極材料にも材料強度の高い材料が好ましいと考えられ
るようになった 6 ）。
　ここで，Si-IGBTの電極として用いられる薄膜材料に
ついて述べる。図 2 にプレーナ型Si-IGBTの素子構造を
示す。Si-IGBTにはキャリア取り出しのためのエミッタ
電極，素子のスイッチングを制御するためのゲート電極
およびゲート絶縁膜，Si基板，そしてキャリア注入のた
めのコレクタ電極からなる。エミッタ電極とコレクタ電
極は金属ターゲットを用いたスパッタリング法によって
形成される。以下，エミッタ電極材料の特徴について述
べる。
　エミッタ電極にはSi基板とのオーミック接触が可能な
Al薄膜やAl-Si薄膜が用いられてきた。Si-IGBTは，電極
形成後にドーパント活性化のために製造工程中で400℃
を超える高い熱履歴を受けるため，エミッタ電極材料に
は高い耐熱性が求められる。例えば，通常Si基板とAl電
極を直接接続した後に高温の熱履歴を受けると，Si基板

とAl電極の間でスパイクと呼ばれる局所的な相互拡散
が生じる。スパイクがSi基板内部のpn接合まで達する
と，Si-IGBTの特性劣化を引き起こす。この現象は，基
板中のSi原子が加熱によってAl電極内に固溶限の範囲で
拡散して固溶し，そのときSi基板に生じた空孔をアルミ
ニウム原子が置換するために生じるといわれている。拡
散を抑制するためには，Si基板とAl電極の界面にTi薄膜
などのバリアメタルを挿入するか，あるいはAl電極に
あらかじめ固溶限以上のSi原子を添加したAl-Si電極を用
いる。さらに，エミッタ電極材料には電極形状に加工す
るためのエッチング加工性が求められる。また，当然な
がら電極形成に用いるスパッタリングターゲット材料に
も高品質なものが求められる。
1. 2　高強度Al合金電極（SA-MT）の特徴
　当社が開発した高強度Al合金電極（SA-MT）は，従
来のAl-Si電極と同様にSi-IGBTの製造プロセス中に受け
る500℃の熱履歴において，Si基板と電極の間の相互拡
散を抑制できる。相互拡散による影響を評価するため
に，接合深さ100nmのpnダイオードに対してSA-MTを
電極として用い，500℃の熱処理を行ったときのダイオ
ード特性を評価した結果を図 3 に示す。SA-MT電極は
熱処理後も整流性を保っていることから，pn接合が維
持できており，ダイオード特性に影響を与えるような相
互拡散が生じていないことが分かる。
　上記の特性を満たしたうえで，SA-MT薄膜はAl-Si薄
膜を超える様々な特徴を有している。まず，Al-Si薄膜

図 1  一般的なIGBT モジュールの概略図
Fig. 1  Schematic diagram of a conventional IGBT module

図 3  アルミニウム合金電極を用いたPNダイオードのI-V特性
Fig. 3  I-V curve of PN diode using various aluminum-alloy electrodes

図 2  IGBT素子構造の概略図
Fig. 2  Schematic diagram of a conventional IGBT device
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を電極形状に加工する場合，一般的にはウェットでのエ
ッチング処理によって加工を施すが，加工の際に基板表
面に粗大なSi析出物が残渣（ざんさ）として生じる問題
がある。そこで，Si析出物を除去する目的で，ウェット
でのエッチング加工後にさらにハロゲン系のプロセスガ
スを用いたドライエッチング処理が施される。これに対
してSA-MT薄膜は，ウェットエッチングでの加工が可
能である。エミッタ電極を模擬して膜厚 4μmのSA-MT
薄膜を成膜した後，Al薄膜のエッチングに用いられる
リン硝酢酸系エッチング液を用いてエッチング加工を行
ったところ，図 4 に示すようにSA-MT薄膜はエッチン
グ残渣が生じていない。
　さらに，SA-MT薄膜の成膜に用いるスパッタリング
ターゲットは，図 5 に示すようにAlやAl-Siターゲット
と比べて成膜速度が 3 割ほど大きいという特徴がある。
Si-IGBTのエミッタ電極上には，外部への電気接続のた
めに複数のワイヤが直接ボンディングされる。このた
め，電極直下の素子がボンディング時に破壊されないよ
う，通常は電極膜厚を 4μm以上に厚くして保護する。
スパッタリングで成膜する薄膜としては膜厚が厚く成膜
に時間がかかるため，成膜速度の大きいSA-MTターゲ
ットはSi-IGBTの生産性向上に寄与すると考えられる。
　加えて，Al-Si薄膜の場合に膜中に形成される硬くて
粗大なSi析出物は，その後の工程でワイヤを電極に圧着
して電気接続を行う際に，Si析出物がSi基板に強く押し
込まれて素子破壊を引き起こし（図 6 ），歩留りを低下
させる恐れがある。この問題に対してSA-MT薄膜は
図 7 に示すように析出物サイズがAl-Si薄膜と比べて微
細となるため，上記のような破壊モードを抑制する効果
が期待できる。

　SA-MTはこれら素子作成上のプロセス課題を改善し
たうえで，さらに高強度の特徴を示す。材料強度の指標
には0.2%耐力を用いた。0.2%耐力とは引張試験によって
得られる金属材料の強度指標の一つである。アルミニウ
ム合金のように明確な降伏点が存在しない材料におい
て，弾性変形と塑性変形の境界を示すために，引張試験
によって得られた応力－ひずみ線図上で，除荷した後の
塑性ひずみが0.2%になるときの応力値のことである。本
試験にてSA-MTはAl-Siよりも高い強度を示すことが分
かった。図 8 に示すように，ターゲット素材から切り出
した試験片による引張試験では，SA-MTがAl-Siと比較
して 2 倍以上高い0.2%耐力を示した。つぎに，実際のパ
ワー半導体素子に用いる薄膜での耐力を比較するため，
実際のデバイスプロセスを模擬して熱履歴を加え，室温
に戻した後の薄膜での0.2%耐力を評価した。その結果，
ターゲット素材での試験と同様に，Al-Si薄膜の 2 倍以
上の値を示すことが分かった（図 9 ）。

図 7  アルミニウム合金薄膜中の析出物のサイズ分布
Fig. 7  Size distribution of precipitation included in aluminum-alloy 

films

図 6  Si析出物が原因でクラックが発生したSi基板の断面SEM像
Fig. 6  Cross-sectional SEM image of Si substrate with crack 

generation caused by Si precipitation

図 5  アルミニウム合金ターゲットの成膜速度
Fig. 5  Sputtering rate of various aluminum-alloy targets using DC-

magnetron sputtering system

図 4  エッチング残渣の評価結果
Fig. 4  Evaluation results of etching residue by aluminum etchant
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　これらの特徴はSA-MTの合金設計によって得られて
おり，Si-IGBTのプロセス上の温度履歴に適合して必要
な機能が得られるよう設計されている。次節にて合金設
計の詳細について述べる。
1. 3　SA-MTの合金設計
　エミッタ電極の基本的な特性は損なわず，高機能化を
実現するために当社は，Al-Si薄膜をベースに，役割の
異なる複数の添加元素を加えて所望の特性を発現する合
金設計を行った。Si析出物は，低温の熱履歴を受けても
粗大化しやすくAl-Si薄膜のエッチング液に溶解しない
ため，エッチング残渣の原因となる。析出物の微細化と
エッチング残渣レスを実現するため，以下に示す複数の
元素を添加した。
　まず，アルミニウム中での拡散速度が遅く，高温まで
アルミニウム中に固溶するMoやTi，Taなどの高融点金
属元素を加えた。高融点金属元素添加の特徴は，高温ま
でアルミニウム合金薄膜の微細組織を安定化し，高融点
金属元素がSA-MT薄膜の高温での塑性変形を抑制する
とともに，高い機械的特性を付与する効果がある。微細
な薄膜組織になると析出核形成が分散するため，Si析出
物の微細化にも一定の効果があるとみられる。
　さらに，アルミニウム合金薄膜中に低温で粒界拡散を
生じ，アルミニウムと各添加元素の間で化合物を形成す
るGeやNi，Coなどの元素の複合添加も行った。これら

の元素は，SA-MT薄膜の構成元素が熱履歴を受けたと
きに形成される析出物の析出核となるため，微細な析出
物を高密度に分散させる効果がある。この結果，図10
に示すようにSA-MT薄膜は微細組織を保ち，粗大な析
出物形成を抑制できるため，エッチング残渣も生じにく
くなっている 7 ）。粒径が小さいことから，Hall-Petch則
に従って高い材料強度を備えたAl合金膜が実現できた
と考えられる。

2 . スパッタリングターゲット材料

　SA-MT薄膜の形成に用いるスパッタリングターゲッ
ト材は㈱コベルコ科研ターゲット事業本部が保有するス
プレーフォーミング技術を用いて製造する。スプレーフ
ォーミング技術の特徴は，合金ターゲットの製造に用い
られる一般的な溶解鋳造法と比較して組織が微細で均一
性が向上できる点にあり，組織不均一が原因で生じる異
常放電を軽減できる 8 ）。この技術を用いた高品質なター
ゲットの製造供給体制は既に整っている。

むすび＝パワー半導体は次世代のエネルギー問題に対し
て日本がリードすることができる分野である。当社は金
属素材事業だけでなく，薄膜材料設計やデバイス特性評
価に関する経験と知識を有しており，SA-MTはこれら
の技術を駆使して開発することができた。使いやすい材
料で，求められる特性を満たしつつ信頼性を確保するた
めには，モジュール全体の構成も考慮に入れながら，材
料の適合性を判断していかなければならない。本稿にお
いて素子プロセス上の利点は明らかにできた。今後は，
高い材料強度を示すSA-MTが実際のパワー半導体モジ
ュールの信頼性にどこまで寄与できるかについて見極
め，パワー半導体モジュールの高信頼化への貢献を図り
たい。
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図 9  アルミニウム合金薄膜の0.2%耐力
Fig. 9  0.2% proof stress of aluminum-alloy films

図 8  アルミニウム合金ターゲット素材の0.2%耐力
Fig. 8  0.2% proof stress of various aluminum-alloy targets

図10  アルミニウム合金薄膜の薄膜組織
Fig.10  Microstructure of aluminum-alloy films
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まえがき＝スマートフォンやタブレットPCに代表され
る高解像ディスプレイの市場規模の拡大に伴ってタッチ
パネル市場が急速に成長している 1 ）。そのタッチ操作の
検出方法は多種あるが 2 ），高精度な位置検出と複数のタ
ッチ位置を同時検出する特徴を有する投影型静電容量方
式が主流となっている。投影型静電容量方式タッチセン
サを外付けするアウトセル型のタッチパネルに加え，最
近では，タッチセンサを備え，かつ，軽量・薄型・低コ
スト化のために，タッチセンサをカバーガラスに形成す
るワングラスソリューション（OGS）型，液晶とタッチ
パネルを一体化するインセル型やオンセル型がますます
注目されている（図 1 ）3 ）～ 6 ）。
　これら投影型静電容量方式タッチセンサのセンサ電極
には酸化インジウムスズ薄膜（以下、ITO薄膜という）
からなる透明導電膜が広く利用されてきた（図 2（a））。
しかし，ITO薄膜のシート抵抗は100Ω/square程度と高

いため，低抵抗化による駆動周波数の高速化やノイズ影
響の低減が求められている。また，センサ電極形状にお
いても，従来型の平面電極ではなくフリンジ容量を利用
する 7 ）金属メッシュ電極（図 2（b））は接触感度を向上
させることができる。このため，高解像度ディスプレイ
のセンサ電極には，とくに金属メッシュ電極のニーズが
高まっている。
　これまではCuやAgを用いた金属メッシュ電極の開発
が先行されてきた。これら金属薄膜で形成された金属メ
ッシュ電極は反射率が高いために，外光反射による視認
性の抑制（低反射）が必要であり，光学調整層を積層し
た不可視化技術を備えた構造においては狭配線加工との

タッチパネル用低反射配線材料
Low-reflection Electrode Materials for Touch Screen Panels

■特集：電子・電気材料／機能性材料および装置	 FEATURE	:	Electronic	and	Electric	technologies	(Advanced	Materials	and	Apparatuses)	

（論文）

Touch screen panels have rapidly been developed as input devices, due to the popularity of smart 
phones and tablet PCs equipped with high-definition displays. Al-based triple-layered metal mesh 
electrodes including an Al-N system layer for optical adjustment have been developed. The Al-N 
system layer has a broader process margin in combination with the developed Alalloy sputtering 
target. The electrode exhibits excellent low-reflective properties along with a wet etching property 
that facilitates its micro-fabrication. Due to its high noise immunity and contact sensitivity originating 
in its low electrical resistivity, the metal mesh electrode is useful for touch-sensitive panels in the ultra-
high-resolution displays of the next generation.
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図 1  静電容量型タッチパネルの代表的な断面構造
Fig. 1  Typical cross-sectional structure of the capacitive touch panel

図 2  タッチセンサ電極構造（a）従来ITO電極,（b）金属メッシュ電極
Fig. 2  Touch sensor of electrodes structure by (a) conventional ITO 

electrodes and (b) metal mesh electrodes



神戸製鋼技報/Vol. 65 No. 2（Sep. 2015） 63

両立は困難であった。当社のグループ会社である㈱コベ
ルコ科研では，Al-Nd合金スパッタリングターゲットを
はじめとする金属系スパッタリングターゲットの製造に
強みを有している。そこでこのたび，配線加工が容易で
信頼性の高いAlメッシュ電極の商品開発を行うことと
した。本稿では，フラットパネルディスプレイ（FPD）
産業で既に共通化されている製造方法を用い，不可視化
技術を備えたAlメッシュ電極の開発について報告する。

1 . 低反射Alメッシュ電極の考え方と技術課題

　Alメッシュ電極の開発にあたり，不可視化と微細加
工の両立のために光学調整層を備えた積層構造を検討し
た。一般的に，光学干渉のみで反射率を制御するために
は光学調整層は少なくとも 3 層が必要である。さらに
Al配線層はその耐食性を確保するためにMo/Al/Moの
3 層が必要となり，都合 6 層の積層構造が必要になると
考えられた。しかしながら，金属メッシュ電極の生産性
と微細加工性を確保するためには一括して電極加工する
ことが望ましいことから，同一のAl基配線を用いた設
計と光学調整層数の削減を検討する必要があった。
　そこで，光学調整層は高屈折率薄膜と新規開発の光学
吸収薄膜によって 2 層に削減し，一方のAl配線層は，耐
食性をもつAl合金薄膜（Al-Mn基合金など）によって配
線を 1 層に削減する 3 層積層構造の実用化を検討した。
ここで，高屈折率薄膜には酸化インジウム亜鉛薄膜（以
下，IZO薄膜という）を，光学吸収薄膜にはAl基窒化薄
膜を用いて光学調整を担うこととし，これら構造の簡略
化（図 3 ）による一括配線加工によって顧客での生産性
の向上を図った。しかしながら，反応性スパッタリング
法などで成膜した窒化アルミニウム薄膜は一般的には透
明絶縁膜として知られており 8 ），純Alスパッタリングタ
ーゲットを用いた反応性DCマグネトロンスパッタリン
グ法で作製したAl基窒化薄膜の操業条件に対するプロ
セスマージンの確保が課題であった。

2 . 実験方法

2. 1　光学吸収層の作製・評価方法
　光学吸収層としてのAl基窒化薄膜は，ガラス（コー
ニング#1737）基板上に反応性DCマグネトロンスパッ
タリング法（アルバック製CS-200）を用いて作製した。
主な成膜条件を表 1 に示す。ここでは，スパッタリング

に必要なガス（Ar）に反応性ガス（N2）を加え，その
流量比率を制御することで各種のAl基窒化薄膜を作製
して評価した。なお，スパッタリングターゲットには純
AlターゲットおよびAl合金ターゲットを用いた。薄膜
試料の組成は誘導結合プラズマ発光分析（ICP）にて分
析した。Al基窒化薄膜の分光反射率・透過率の測定は
自動絶対反射率測定装置（日本分光製ARM-500N）を用
いて行った。さらに，電気抵抗率測定は 4 端子抵抗測定
器（日置電機製ミリオームハイテスタ3540）を用いて行
った。また，Al基窒化薄膜の結晶構造解析は透過型電
子顕微鏡観察（日立製作所製HF-2200）を，状態解析は
X線光電子分光法（ULVAC PHI製Quantera SXM）を
用いて行った。
2. 2　Alメッシュ電極の作製・評価方法
　メッシュ電極は，Al-Mn基合金薄膜，Al基窒化薄膜，
IZO薄膜の計 3 層を連続してガラス基板上に成膜した
後，水洗浄および乾燥処理を行い，メッシュ電極を形成
するためにフォトリソグラフィによって、露光されたフ
ォトレジスト（AZ TFP 650）を現像液（AZ 300 MIF）
によって除去してパターンを形成した。その後，りん
酸：硝酸：酢酸：水＝70： 2 ：10：18（wt％）の割合
からなる一般的な混酸であるPANエッチャントを満た
した容器内に浸漬してエッチングを行った。レジストに
よってマスクされていない 3 層積層膜が完全に溶出した
後，さらに 3 層積層膜が完全に溶出する時間の50％に相
当する追加エッチング（オーバエッチング）を施した。
最後に，フォトレジストをレジスト剥離（はくり）液
TOK104によって剥離して完成させた。評価は分光反射
率測定，光学顕微鏡（OM）および走査型電子顕微鏡

（SEM）による形状観察を行った。

3 . 実験結果および考察

3. 1　Al基窒化薄膜の特性変化 9 ）

　窒素とアルゴンの混合ガス比（以下，窒素流量比とい
う）を変化させたときの，50nm膜厚のAl基窒化薄膜に
おける光（波長550nm）の反射率，透過率および吸収率

（反射率および透過率から算出）の変化の様子を図 4 に
示す。ここではスパッタリングターゲット材には純Al

（99.999％純度）を用い，図中の窒素流量比 0 ％は，リ
ファレンスとしての純Al薄膜を示している。図より，
波長550nmの反射率は窒素流量比の増加とともに徐々に
低下して一定値に収束している。一方，透過率は窒素流
量比の増加に対して緩やかに増加した後，急激に増加し
て一定値に収束する。反射率と透過率から求めた吸収率

図 3  提案した 3 層積層型のAlメッシュ電極
Fig. 3  Proposed Al-based triple-layered metal mesh electrodes

表 1  Al基窒化薄膜の成膜条件
Table 1  Sputtering process parameters for Al-N system thin films
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は，約17％の窒素流量比において最も高くなる結果が得
られた。これらの結果は波長550nmに限らず400nm～
800nmの可視光領域で同様の傾向であった。
　同様に，図 5 はAl基窒化薄膜の電気抵抗率の窒素流
量比依存性を示す。窒素流量比の増加に対して緩やかに
増加した後，急激に増加しており，導体から絶縁体に変
化していることがわかる。高い光吸収率を有する約17％
の窒素流量比におけるAl基窒化薄膜の電気抵抗率は，
純Al薄膜に比べて 2 桁程度高いものの，絶縁性の窒化
アルミニウム薄膜に比べると十分に低い導電性が得られ
ることが明らかとなった。
　図 6 は，窒素流量比が約17％（（a）図）と約33％（（b）
図）におけるAl基窒化薄膜の高分解能透過型電子顕微
鏡（HRTEM）の観察結果（左図）を示す。図中には，
電子線回折像と六方晶系窒化アルミニウム型構造に基づ
く解析結果（右図）を併せて示した。高い吸収率と導電
性を有する窒素流量比が約17％のAl基窒化薄膜は，非
晶質窒化アルミニウムが主要な膜であり，微量の結晶性
窒化アルミニウムを含んでいることがわかる。一方，透
明かつ絶縁体である窒素流量比が約33％のAl基窒化薄
膜は結晶性窒化アルミニウムが支配的な膜といえる。さ
らに，窒素流量比が約17％のAl基窒化薄膜は，X線光電
子分光法（XPS）による状態解析からアルミニウム金属
成分を含むことも明らかとなった（図 7 ）。これらの解
析によって，高い光吸収と高い導電性を有する約17％の

窒素流量比で作製したAl基窒化薄膜は，結晶構造の変
化によって，光吸収に寄与する組織と電気伝導に寄与す
る組織が混在していることがわかる。また，このような
Al基窒化薄膜の形成は，反応性スパッタリングにおけ
る窒素流量比の調整によって制御できることが明らかと
なった。
　しかしながら，図 4 および図 5 で示したように，純
Alスパッタリングターゲットを用いて作製したAl基窒
化薄膜においては，高い光吸収と導電性を両立する窒素
流量比の範囲は狭い。そのため，窒素流量比に対するプ
ロセスマージンを改善するスパッタリングターゲット材
を開発するための実験を行った。特定の遷移金属元素と
してCuを添加したとき，Al基窒化薄膜の電気抵抗率と
Cu濃度の関係を図 8 に示す。なお，いずれのAl基窒化
薄膜も，窒素流量比を23.8％として反応性スパッタリン
グ成膜を行った。図 8 には図 5 で示したCu元素を添加
していない条件での電気抵抗率（図の■）を重ねて示し
ており，本成膜条件下における同Al基窒化薄膜の電気
抵抗率は5.0×10＋ 7 Ω・cmを超える値を示す一方で，さ
まざまなAl-Cuターゲットもしくは純AlターゲットにCu
をチップオンしたターゲットを用いて作製したAl基窒
化薄膜は，Cu添加量が増加するほど電気抵抗率が低下
することがわかった。今回の検討の結果，純Alスパッ

図 5  Al基窒化薄膜の電気抵抗率と窒素流量比の関係（純Alスパ
ッタリングターゲットを用いた場合）

Fig. 5  Relationship between electrical resistivity of Al-N system thin 
film and nitrogen flow ratio (using pure-Al sputtering target)

図 4  Al基窒化薄膜の反射率，透過率，吸収率と窒素流量比の関
係（純Alスパッタリングターゲットを用いた場合）

Fig. 4  Relationship between reflectance, transmittance and 
absorptance of Al-N system thin film and nitrogen flow ratio 
deposited (using pure-Al sputtering target)

図 7  Al基窒化薄膜のAl 2pのXPSナロースキャンスペクトル
 （a）窒素流量比 16.7％,（b）窒素流量比 33.3％
Fig. 7  XPS narrow scan spectra in Al 2p on the surface of Al-N 

system thin film (a) nitrogen flow ratio: 16.7 ％ , (b) nitrogen 
flow ratio: 33.3％

図 6  Al基窒化薄膜の平面HRTEM像（左），および電子線回折パ
ターンと解析結果（右）

Fig. 6  In-plane HRTEM images (left) and Electron diffraction 
patterns and analysis results (right) of Al-N system thin
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タリングターゲットを用いて作製したAl基窒化薄膜は
絶縁性の窒化アルミニウム薄膜であるが，Cuを添加す
ることによって電気抵抗率の増加を抑制できることを見
出した。
3. 2　Al合金スパッタリングターゲット材の開発
　Al合金スパッタリングターゲットにおけるCu元素の
添加量増加に伴って，Al基窒化薄膜の高い光吸収率と
高い導電性を両立できる窒素流量比の範囲が増加する傾
向があることがわかった。一方で，経済性の観点からは，
添加量の増大は材料コストの上昇につながることから，
できるだけ添加量を少なくすることが好ましい。また，
Al合金スパッタリングターゲットの製造コストも考慮
する必要がある。さらに，添加元素に帰属する金属間化
合物が製造過程において形成されるため，添加元素量が
多くなるほどターゲット中の金属間化合物の密度が高く
なり，塑性加工中に割れが発生しやすくなる。このため，
塑性加工中の割れを防止できる組成範囲を設定し，Al
基窒化薄膜の特性とスパッタリングターゲットの製造の
容易性を考慮した最適組成を抽出してAl合金スパッタ
リングターゲット材を開発した。
　新規開発したAl合金スパッタリングターゲットを用
いて作製したAl基窒化薄膜の反射率，吸収率および電
気抵抗率の窒素流量比依存性を図 9 に示す。なお，試料
の膜厚は50nmで，吸収率は波長550nmの値を用いた。
新規開発したAl合金スパッタリングターゲットを用い
たAl基窒化薄膜は，純Alスパッタリングターゲットを
用いたAl基窒化薄膜（図 4 ，図 5 ）に比べて，窒素流
量比に対する反射率が緩やかに低下するとともに，電気
抵抗率も緩やかに増加している。また，透明絶縁膜であ
る窒化アルミニウム薄膜に変化する範囲は高窒素流量比
側にシフトしている。これらの結果から，プロセスマー
ジンが向上していることがわかる。また，さらに高い吸
収率が得られる窒素流量比の範囲が広くなるという改善
がみられており，窒素流量比が約28％で最も高い吸収率
が得られることがわかる。
3. 3　Alメッシュ電極の特性と応用
　Alメッシュ電極のために準備された―（ 1 ）Al-Mn基
合金薄膜単層，（ 2 ）Al基窒化薄膜/Al-Mn基合金薄膜の
2 層積層膜，（ 3 ）IZO薄膜/Al基窒化薄膜/Al-Mn基合
金薄膜の 3 層積層膜―における波長400～800nmの分光

反射率を図10に示す。Al基窒化薄膜は窒素流量比28％
で成膜し，膜厚は50nmとした。配線層であるAl-Mn基
合金薄膜単層（250nm）では可視光領域において90％前
後の反射率を示した。つぎに，Al基窒化薄膜を積層し
た 2 層積層膜（Al基窒化薄膜（50nm）/Al-Mn基合金薄
膜（250nm）/ガラス基板）は，可視光領域において70％
程度が低減されており，反射率は20％以下を示した。こ
のように，Al基窒化薄膜をAl配線膜上に配置すること
で一次入射光を減衰し，反射率を低減できることがわか
った。さらに，IZO薄膜を積層した 3 層積層膜（IZO薄
膜（50nm）/Al基窒化薄膜（50nm）/Al-Mn基合金薄膜

（250nm）/ガラス基板）とすることによって可視光領域
における反射率はさらに低減されることが示された。
IZO薄膜を配置することにより，空気/IZO薄膜界面およ
びIZO薄膜/Al基窒化薄膜界面の反射光の光学干渉によ
って反射率をさらに低減できることが明らかとなった。
　図11は 3 層積層膜を用いて一括配線加工によりメッ

図10 Al基窒化薄膜を含む多層膜積層構造の分光反射率（新規開
発したAl合金スパッタリングターゲットを用いた場合）

Fig.10 Reflectances of stack layered stack films with Al-N system 
thin films (using developed Al alloy sputtering target)

図 9  Al基窒化薄膜の反射率，吸収率，電気抵抗率と窒素流量比
の関係（新規開発したAl合金スパッタリングターゲットを
用いた場合）

Fig. 9  Relationship between reflectance, absorptance and electrical 
resistivity of Al-N system thin film and nitrogen flow ratio 
(using developed Al alloy sputtering target)

図 8  Cu元素を添加したAl基窒化薄膜の電気抵抗率
Fig. 8  Electrical resistivity of Al-N system thin film doped with 

Cu element
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シュ電極を形成した後の上面および断面のSEM観察像
を示す。PANエッチャントに対するIZO薄膜，Al基窒化
薄膜，Al配線膜のエッチングレートはそれぞれ410nm/
min，70nm/min，55nm/minである。 5μm以下の配線
幅に加工できるうえに70度程度のテーパ形状を示すた
め，配線端の外光反射が生じない良好な形状であること
がわかる。
　一方，タッチパネル用メッシュ電極はガラス基板の表
面側に形成する場合だけでなく，アウトセル型タッチパ
ネルのOGS構造タッチセンサではメッシュ電極は基板
の裏面側に形成される（図 1 ）。そのため，同構造にお
ける外光反射を抑制することを目的として基板に対して
逆構造になる積層膜（逆積層膜）の評価を行った。図
12に 2 層逆積層膜（Al-Mn基合金薄膜（250nm）/Al基窒
化薄膜（50nm）/ガラス基板）および 3 層逆積層膜（Al-Mn
基合金薄膜（250nm）/Al基窒化薄膜（50nm）/IZO薄膜

（50nm）/ガラス基板）におけるガラス基板側から測定し
た分光反射率を示す。いずれも，可視光領域において20
％を下回る反射率の結果が得られている。図中には 3 層
逆積層膜でメッシュ電極を形成したときの断面SEM像
を示しているが，外光は基板越しに照射されるため，
Alメッシュ電極の配線端の外光反射は 3 層積層膜より
もさらに影響を受け難いことがわかる。
　これまでの一連の評価結果はガラス基板を用いて行っ
た。一方，静電容量タッチパネルのセンサ基板材料とし
てはガラス基板の他にもフィルム基板がある10）。また，

フィルム基板を用いた生産プロセスは，ロール・ツー・
ロール（以下，R2Rという）方式が可能であることから，
フィルム基板適用の拡充が期待されている。図13はフ
ィルム基板に当社R2Rスパッタ装置11）で作製した 3 層積
層膜の外観写真と， 2 層および 3 層積層膜の反射率を示
している。フィルム基板上に作製された 3 層積層膜にお
いても基板反りのような不具合がなく，ガラス基板と同
等の低反射および分光反射特性を示すことを確認できた。
　以上の知見をもとに，タッチパネルのAlメッシュ配
線用に新規Al合金材料を開発し，㈱コベルコ科研にお
いて新規ターゲット材として商品化している。

むすび＝近年，急速に普及が進んでいるタッチパネルの
さらなる高性能化に必要となるメッシュ電極に関して，
不可視化や生産性に優れた新規Alメッシュ電極の開発
について述べた。タッチパネルは，スマートフォンやタ
ブレットPCでの入力におけるキーボードレス化として
個人用途で使用されるようになり，市場が本格化した。
今後はさらに，デジタルサイネージ（電子看板）や車載
ディスプレイ，自由な形状のディスプレイやフレキシブ
ルディスプレイ（ベンダブル，ローラブル，フォールダ
ブル，ディスポーザブル）などの用途展開が求められて
いく。このような状況の中，さらなる信頼性向上や新た
な不可視化技術の必要性が高まることが考えられ，今後
とも多様な市場ニーズに対応できる薄膜材料を提供して
いきたい。
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射率（Al合金スパッタリングターゲットを用いた場合）
Fig.12 Reflectance of reversed double-layered and triple-layered 

stack film with Al-N system thin film (using Al alloy 
sputtering target)

図11  Alメッシュ配線の（a）上面図および（b）断面図
Fig.11 (a) top view and (b) cross-sectional view of Al-based triple-

layered mesh electrodes

図13 フィルム基板に当社R2Rスパッタ装置で作製された 3 層積
層構造の外観写真と 2 層および 3 層積層構造の反射率

Fig.13 Photographic image of triple-layered  stack film and 
reflectances of double-layered and triple-layered stack film 
fabricated on film substrate by roll-to-roll sputtering equipment
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まえがき＝液晶ディスプレイに代表されるフラットパネ
ルディスプレイ（Flat Panel Display：FPD，以下FPD
という）は，中小型のスマートフォンやタブレットにお
ける高精細化，大型TVにおける高解像度化など，顧客
への高付加価値訴求が続いている。そして，ディスプレ
イにおけるこうした機能や性能の向上は，ディスプレイ
に用いられる材料性能に支えられている。
　これまで，ディスプレイの一つ一つの画素を駆動する
薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor；TFT，以下
TFTという）の半導体材料にはアモルファスシリコン

（以下，a-Siという）や低温ポリシリコン（Low-Temperature 
Polycrystalline-Silicon：LTPS，以下LTPSという）が用
いられてきたが，細野らが開発したIn-Ga-Zn-O（以下，
IGZOという）酸化物半導体 1 ）が注目されており，一部
で量産採用が始まっている。
　表 1 にa-Si，LTPS，IGZOの特徴を示す。IGZOに代
表される酸化物半導体は，電子の流れやすさの指標とな
る電界効果移動度（μFE）がa-Siの20倍程度と高いこと，
スパッタリングによって膜形成が可能であること，すな
わち大面積成膜が容易であること，またa-Siを用いる

TFTの製造プロセスがほとんど適用できること，など
のメリットがある。とくに電界効果移動度については，
前述した中小型ディスプレイや大型ディスプレイの高精
細化や高解像度化に必要なスペックを満足しており，こ
れがIGZOが注目されている大きな理由である。
　図 1 にIGZO酸化物半導体の歴史概要を示す。2007年
にディスプレイの世界最大の国際学会（Society for 
Information Display：SID）にて韓国のLG電子が世界で
初めてディスプレイ試作を披露 2 ）し，続いて2008年に
はSAMSUNG電子 3 ）が続いた。これが直接の契機とな
り，2012年には国内メーカのシャープが量産を開始して
スマートフォンやタブレットに搭載し，2013年には韓国
LG Displayが55インチの有機発光ダイオード（Organic 
Light Emitting Diode，以下OLEDという）TVの量産を
開始した。
　一方，IGZOよりも高い電界移動度を有する新しい酸
化物半導体材料の開発も進んでいる。これは，画素だけ
でなく，額縁部の制御ドライバにもTFTを適用したい
要求からきている。表 2 にこれまで発表されている代表
的な高移動度材料 4 ）～11）を示す。In-Sn-Zn-O（ITZO），
ZnO，IWOなどが提案されているが，電界効果移動度
は30cm2/Vs程度と競合するLTPSのp型MOSの電界効果
移動度の約半分であること，また半導体材料中のキャリ
ア密度を増加させて移動度を上げた場合（パーコレーシ

高移動度酸化物半導体材料
High Mobility OXIDE Semiconducting Material

■特集：電子・電気材料／機能性材料および装置	 FEATURE	:	Electronic	and	Electric	technologies	(Advanced	Materials	and	Apparatuses)	

（解説）

We have developed a new Zn-free oxide semiconducting material (KOS-H07) with high field effect 
mobility above 80cm2/Vs in a thin film transistor (TFT). The field effect mobility is 8 times higher than 
that of conventional In-Ga-Zn-O (IGZO)-TFT. The TFT of etch stop layer structure requires nothing 
beyond the conventional process for a TFT. The new oxide TFT shows excellent characteristics with 
a positive threshold voltage of 0.5V, sub-threshold swing (SS) of 0.19V/decade. We also investigated the 
activation energy of the TFT compared to IGZO-TFT, so it can be assumed to have the same behavior 
of electron conduction as TFT. 
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ョン伝導）では，電界移動度は満足できるものの，
TFTの Id－Vg特性（スイッチング特性）の立ち上がり電
圧であるしきい値がマイナスになるなどの問題を残して
いる。
　当社は60cm2/Vs以上の高電界効果移動度を実現しつ
つ，キャリア密度を抑制し，TFTのしきい値をほぼ 0 V
にできる新しい酸化物半導体を開発した。本稿では同酸
化物半導体材料の特性およびこれを用いたTFT特性に
ついて述べる。

1 . 高移動度酸化物半導体材料の設計

　IGZO酸化物半導体材料を構成するZnは，安定なアモ
ルファス構造を形成する役割をもつ 1 ）反面，化学的な
耐性が弱いことが欠点でもある。図 2 （a）にIGZO（原
子比In：Ga：Zn= 1 ： 1 ： 1 ）薄膜をスパッタリングに
て成膜し，Al配線のウェットエッチングに用いられる
PANエッチャント，Cu配線に用いられるH2O2ベースの
エッチャントに浸せきした場合のIGZO薄膜表面のZn濃
度を測定した結果を示す。また，図 2 （b）にPANエッ
チャントに浸せきさせたIGZO薄膜を用いたTFTの
Id－Vg特性を示す。図 2 （a）から，エッチャント浸せき
後に表面のZn濃度が低下していることがわかる。この
Znの脱離に伴う欠陥密度の増加によって，図 2 （b）に
示したTFTの Id－Vg特性におけるハンプ（hump）と呼
ばれるこぶ

4 4

状特性がみられていると考えられる。
　そこで当社は，Znを含有しない新規の酸化物半導体
材料（商品名KOS-H07）を開発し，エッチャントへの
溶解性（化学耐性）を評価した。その結果を表 3 に示す。
参照として従来のIGZO薄膜，In-Ga-Zn-Sn-O（IGZTO）

薄膜（商品名KOS-B02）を示す。KOS-H07薄膜はPAN
エッチャント耐性はもとより，H2O2にフッ化物を加え
たTi配線のエッチャントにも耐性があることがわかる。

2 . 高移動度酸化物半導体薄膜を用いたTFT特性

2. 1　KOS-H07薄膜を用いたTFT特性
　KOS-H07薄膜を用いたTFTの断面図を図 3（a）に， 
KOS-H07薄膜を用いたTFTの製造プロセスフローを
図 3（b）に示す。酸化物半導体薄膜の上部にエッチス
トップ層（Etch Stop Layer：ESL）を挿入したESL型
TFTを用いた。酸化物半導体薄膜のパターニングの後
にプレアニール処理を行い，さらに最終保護絶縁膜形成
後にポストアニール処理を行っている。酸化物半導体薄
膜の膜厚は40nmとした。図 3 （b）に示したTFT製造プ
ロセスフローは，参照としたIGZO薄膜を用いたTFT製
造フローと全く同じである。図 4 は酸化物半導体薄膜を
形成する際のスパッタリングプロセスにおける成膜速度
を示したグラフである。横軸はスパッタリングプロセス
ガス（Ar＋O2の混合ガス）中のO2分圧を示している。
開発したKOS-H07酸化物半導体薄膜のスパッタレート
は参照のIGZO酸化物半導体薄膜よりも20～30％高く，
成膜工程の生産性向上にも寄与できることがわかった。
　図 3 （b）で示したTFTの製造プロセスフローに従っ
て 完 成 さ せ たKOS-H07薄 膜 を 用 い たTFTに お け る
Id－Vg特性を図 5 に示す。この特性から得られる飽和電
界効果移動度は80.1cm2/Vs，しきい値電圧は0.5V，サブ
スレショルド係数SSは0.17decade/Vが得られた。参照
で得られたIGZO薄膜を用いたTFTの移動度の約10倍が
得られており，一般的なLTPSのp型MOSと比較しても
同等もしくは高い値が得られていることがわかった。ま

表 2  高移動度半導体材料の組成
Table 2  Compositions of semiconducting materials used in FPD

表 3  酸化物半導体材料のエッチャントへの溶解性比較
Table 3  Comparison of solubility to etchants for oxide thin films

図 2  （a）エッチャント浸せき後のIGZO薄膜表面のZn組成濃度，（b）Id－Vg特性
Fig. 2  (a) Zn composition at IGZO film surface after etchant immersion, (b) Id－Vg characteristics
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た，しきい値電圧が 0 V近辺であることから，ゲート電
圧をマイナスとした際の酸化物半導体薄膜の完全空乏化
ができており，キャリア数も1018cm－ 3 以下であるこ
と12）が推察される。つぎに図 6 に Id－Vg特性を示す。ゲ
ート電圧を一定としたときのドレイン電圧の平坦（へい
たん）性はOLEDの駆動TFTの重要な指標であり，優れ
た平坦性が得られている。
2. 2　KOS-H07薄膜を用いたTFT特性の電子伝導解析
　一般に，酸化物半導体の電子伝導はパーコレーション
伝導とされ，キャリア密度の増加に伴って移動度が増加
する。今回開発したKOS-H07薄膜は，図 5 に示した
Id－Vg特性のしきい値電圧が 0 V近傍であることから，

キャリア密度が低くても十分高移動度が得られていると
考えられる。
　そこで，フェルミ準位を概算するために，TFTの
Id－Vg特性の測定温度依存性を評価した。その結果を
図 7 に示す。冷却測定とゲート電圧を変化させること

図 3  （a）ESL型TFTの断面構造，（b）TFT製造プロセスフロー
Fig. 3  (a) Schematic of cross-sectional ESL-typed TFT, (b) Fabrication process flow

図 4  スパッタリングレートの酸素分圧依存性
Fig. 4  Dependence of sputtering rate on oxygen partial pressure

図 5  KOS-H07薄膜を用いたTFTのId－Vg特性
Fig. 5  Id－Vg characteristics of TFT using KOS-H07 film

図 6  KOS-H07薄膜を用いたTFTのId－Vg特性
Fig. 6  Id－Vg characteristics of TFT using KOS-H07 film

図 7  （a）Id－Vg特性の測定温度依存性，（b）活性化エネルギーの算出
Fig. 7  (a) Dependence of Id － Vg characteristics on measurement 

temperature, (b) Determination of activation energy
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で，ドレイン電流における活性化エネルギーを求めるこ
とができる13）。
　　Id = Ido exp（－Ea /KBT） ……………………………（ 1 ）
ここでKBはボルツマン定数，Tは測定温度である。図 7 

（b）の傾きから活性化エネルギーEaを導出することが
でき，その結果を図 8 に示す。参照のIGZO薄膜を用い
たTFTにおける活性化エネルギーEaともほぼ同等の値
を示していることから，キャリア密度が適切に制御され
ており，移動度も高いことが裏付けられた。
2. 3　KOS-H07薄膜を用いたTFT特性の信頼性評価
　つぎにKOS-H07薄膜を用いたTFTにおけるストレス
テスト（信頼性評価）を行った。今回実施した信頼性評
価の条件を表 4 に示す。ゲート負バイアス（Negative 
Bias Temperature Stress，以下NBTSという）試験およ
びゲート負バイアス＋光照射（Negative Bias Temperature 
Illumination Stress，以下NBTISという）試験の結果を
それぞれ図 9 （a），（b）に示す。NBTS試験におけるし
きい値電圧の変動は＜0.5Vと良好である。他方，NBTIS
試験におけるしきい値電圧の変動は4.5Vと，こちらはや
や改善すべき値となっている。今後TFT製造プロセス
を最適化し，＜2.0V以下まで改善していく必要があるだ

ろう。
　NBTIS試験の結果と酸化物半導体薄膜の膜密度に一
定の相関があるとされる14）ことから，TFTの断面にお
けるKOS-H07薄膜部分の電子線回折とKOS-H07薄膜の
みでのX線回折を実施した。図10の電子線回折の結果で
は斑点スポットがみられていること，また図11のX線回
折の結果ではブロードな回折ピークがみられていること
から，微結晶を含む薄膜構造を有していると推察され
る。また図11 （a）の結果から，微結晶構造はスパッタ
リングプロセスの段階で形成されていると考えられる。

3 . スパッタリングターゲットの開発

　KOS-H07薄膜の形成に用いるスパッタリングターゲ
ットの製造技術を開発し，焼成後のターゲット密度は相
対値で95％以上，またターゲット材の電気抵抗率1.5×

図10 KOS-H07を用いたTFTの断面TEM写真とKOS-H07薄膜の
電子線回折

Fig.10 Cross-sectional TEM photographs of TFT using KOS-H07 
film, and electron diffraction of KOS-H07 film

図11 KOS-H07薄膜のX線回折の結果，（a）成膜直後，（b）350℃
アニール後

Fig.11 XRD results of KOS-H07 films, (a) as-deposited, (b) after 
annealing at 350℃

図 8  KOS-H07薄膜とIGZO薄膜の活性化エネルギー比較
Fig. 8  Comparison of activation energies of KOS-H07 and IGZO flims

図 9  TFTのストレス試験の結果，（a）NBTS，（b）NBTIS
Fig. 9  Stress test results of (a) NBTS, (b) NBTIS in TFTs

表 4  TFTのストレステスト条件
Table 4  Stress test conditions of TFTs
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10－ 2μΩcmとなり，直流電圧放電も問題なくできるこ
とがわかった。焼成におけるターゲットサイズは最大
50cm角であり，図12に示すように第 5 世代ライン対応
も可能となっている。

むすび＝今回開発した酸化物半導体薄膜（KOS-H07）
の電界効果移動度は80.1cm2/Vsが得られ，この分野にお
ける世界最高水準の値となった。LTPSの電界効果移動
度を上回れば，LTPS代替材料技術としても大いに注目
されることになると考えられる。今後，本文中で指摘し
た信頼性を改善し，KOS-H07酸化物半導体材料のディ

スプレイ分野における量産採用を目指していきたい。
　さらに酸化物半導体材料の利点を生かしつつ，Siデバ
イスへのハイブリッド適用15）など，用途拡大について
も同技術を生かし，これらの技術分野に貢献したい。
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図12 第 5 世代のKOS-H07スパッタリングターゲット
Fig.12 KOS-H07 sputtering target for 5th generation line
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まえがき＝液晶や有機ELディスプレイなどのフラット
パネルディスプレイ（FPD）は，近年，画面の大型化，
高速駆動化，4 kあるいは 8 kディスプレイにみられる高
精細化などの高性能化が進んでおり，画像素子を駆動す
るためのスイッチング素子である薄膜トランジスタ

（TFT：Thin Film Transistor）の高速駆動，および大
電流化が求められている。これに伴い，TFTの心臓部
である半導体薄膜には電子移動度の高い半導体材料が必
要とされる。
　IGZO（In－Ga－Zn－O）1 ）に代表されるアモルファ
ス酸化物半導体材料 2 ）, 3 ）は，電子の動きやすさに対応
する電子移動度が従来の材料の10倍以上高く，大面積基
板への成膜に対応していることから，次世代ディスプレ
イ向け半導体材料として注目されている。しかしながら
一方で，酸化物半導体は外部環境に敏感であり，量産化
においてTFT製造プロセスの安定した制御が重要である。
　そこで当社は，生産性向上の観点から，IGZOと同等
の電気的性能を持ちつつ，化学的安定性を高めた新しい
酸化物半導体材料KOS－B02を開発した。本稿では，量
産に適したBCE（Back Channel Etch）型TFTに当材料
を適用し，製造プロセスを最適化することで良好な電気
的特性と高い信頼性が得られたので報告する。

1 . FPD向け酸化物半導体材料の課題

　TFT素子は，液晶や有機ELディスプレイの画素表示
の切り替えを行うスイッチング素子であり，100万個を
超える多くのTFTが使用されている。液晶ディスプレ
イの場合，ドレイン電極が液晶分子に電圧を供給する画
素電極と接続され，ソースとドレイン電極間の電流を制
御する重要な部分が半導体薄膜である。
　これまで半導体薄膜材料には水素化アモルファスシリ

コンa－Si：Hが使用されてきたが，ディスプレイの大
型化，高速駆動化，高精細化といった性能向上に伴い，
よりキャリア移動度（以下，移動度という）の高い材料
が求められている。a－Si：Hは，次世代の 4 kあるいは
8 kディスプレイ，有機ELディスプレイ用途として移動
度が不十分であり，さらに移動度の高い半導体材料が必
要である。
　表 1 はディスプレイ向け各種半導体材料の特徴を示
しており，ハイスペック用にa－Si：Hより移動度の高
い低温多結晶シリコンやアモルファス酸化物半導体材料
が使用されている 4 ）。低温多結晶シリコン（LTPS）が
最も高い移動度を有しているが，結晶化にはレーザアニ
ールが必要なため，大面積化が難しいことや製造コスト
が高いことが問題である。一方で，酸化物半導体はスパ
ッタリング法による大面積成膜が容易であり，TFTの
製造プロセスが従来のa－Si：Hを使用したプロセスに
近いことから生産性にも優れている。また，酸化物半導
体はリーク電流が少ないため低消費電力化にも優位であ
り，スマートフォン用ディスプレイへの用途にも適して
いる。このように，酸化物半導体は高い性能を持つが，
普及においては歩留りや生産性向上が課題となってい
る。

BCE型TFT対応酸化物半導体材料
Amorphous Oxide Semiconductor Adopting Back-channel-etch Type Thin-
film Transistor

■特集：電子・電気材料／機能性材料および装置	 FEATURE	:	Electronic	and	Electric	technologies	(Advanced	Materials	and	Apparatuses)	

（技術資料）

Kobe Steel has developed a new amorphous oxide semiconducting material available for the back-
channel-etch (BCE) type thin-film transistor (TFT) adapting mass production of flat panel displays. 
The material has high chemical resistivity for the conventional etchant of Mo/Al source and drain 
interconnection. We showed that good electrical characteristics and high reliability in BCE-TFT can be 
obtained by means of the additional annealing process to recover back channel damage on the oxide 
semiconductor thin film.
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表 1  フラットパネルディスプレイに使用される半導体材料
Table 1  Semiconductor materials used in flat panel display
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2 . TFTの構造と製造プロセス

　TFTの製造コスト低減においては，構造を単純化し
て工程数を削減することが重要である。ゲート電極が基
板側に位置する代表的な 2 種類のTFT素子構造を図 1
に示す。図 1（a）のEtch Stop型（ES型）は，半導体薄
膜表面がエッチストップ層によって保護されていること
から信頼性が高い。一方，図 1（b）のBCE型は，エッ
チストップ層がないためフォトパターニング工程がES
型より少なく，製造コスト面で有利である 5 ）。また，従
来のa－Si：H－TFTの製造プロセスを踏襲している点
から，BCE型を採用するメーカが多い。低コスト化の
ほか，Channel長（図中のL）を短縮しやすくTFTの小
型化に優位であることや，信号の遅延を引き起こす寄生
容量が小さいメリットが挙げられる。
　一方，半導体薄膜表面（バックチャネル）に欠陥やコ
ンタミが生じやすく，高度なプロセス制御が必要であ
る。ソース・ドレイン電極をパターニングする際に，酸
などのエッチング液に半導体薄膜がさらされてしまうこ
とから，半導体薄膜の膜減りも問題となる。このような
場合，エッチングのダメージによってTFT特性や信頼
性が低下する，あるいはTFT素子そのものが作製でき
ないといった問題が生じる 6 ）, 7 ）。

3 . BCE型TFTに対応した新規酸化物半導体材料

　量産コストの低いBCE型TFT製造プロセスに適合す
るためには，酸化物半導体薄膜の酸エッチング液に対す
る耐性を高める必要がある。そこで当社は，酸化物半導
体の構成成分を見直し，IGZO並みの電気的特性と高い
耐酸性が両立する材料開発を行った。
　IGZOの構成元素のInは電気伝導性の向上，Gaは酸素
欠陥の抑制，Znはアモルファス構造安定化の効果があ
るといわれている 8 ）。これらに加えて，電気的特性と耐
酸性を両立する新たな元素の添加を検討した。
　一般に，半導体不純物元素を添加するとキャリアの散
乱が発生し，電子移動度は低下する。図 2 はIGZOにさ

まざまな元素を添加してTFTを作製し，電界効果移動
度を調べた結果であり，添加量による差はあるが多くの
元素で移動度は低下する。一方，Snの場合は10at.%近く
添加しても移動度が低下せず，IGZO薄膜の電気的特性
が劣化しないことがわかる。SnはInと同じくイオン半
径が大きく導電性酸化物になる元素であることから，電
子の散乱が少ないためと考えられる。また，SnO2は酸
に不溶で化学的耐性が高く，耐酸性向上に有効である。
　そこで，IGZOに添加する第 5 の元素としてSnを選択
し，電界効果移動度と信頼性，耐酸性が両立するよう
In，Ga，Zn，Snの成分を最適化し，BCE型TFTの製造
プロセスに適合した新規アモルファス酸化物半導体
KOS－B02を開発した 5 ）, 6 ）。開発成分においても十分に
高密度，高品質のスパッタリングターゲットが作製可能
であることを確認し，㈱コベルコ科研にて製造された試
験用スパッタリングターゲットを用いて，次章に記載す
るTFT試作と薄膜評価を行った。

4 . 新開発酸化物半導体薄膜の特性

4. 1　基本特性比較
　新規に開発したKOS－B02薄膜の物性（キャリア密度，
ホール移動度，バンドギャップ）とスパッタリングレー
ト，酸エッチング液に対するエッチングレートをIGZO
と比較して表 2 に示す。キャリア密度は1.0×1016/cm3と
標準的な酸化物半導体のキャリア密度であり，ホール移
動度，バンドギャップもIGZOと近い値である。また，
スパッタレートはIGZOより20％近く高く，生産性にも
優れる。
　酸エッチング液に対するエッチングレートは、ソー
ス・ドレイン電極の加工に一般的に使用されるPANエ
ッチング液（りん酸，硝酸，酢酸の混合酸）を用いて測
定した。ソース・ドレイン電極に使用されるMo薄膜の
エッチングレートが83Å/sであるのに対し，a－IGZO薄
膜はその 1 / 4 程度である。一般にTFTに使用される半
導体薄膜の膜厚は40nm程度と，ソース・ドレイン電極
の300～500nmと比較して薄く，TFT作製時のソース・
ドレイン電極加工工程において半導体薄膜が大きく削ら
れてしまう懸念がある。一方，KOS－B02薄膜はPANエ
ッチング液に浸漬しても膜厚の減少はみられず，溶解し
ないことがわかった。したがって，TFT製造プロセス

図 1  TFTの構造 （a） ES型， （b） BCE型　
Fig. 1  Schematic of (a) ES-type, and (b) BCE-type TFTs

図 2  不純物を添加したIGZO-TFTの電界効果移動度
Fig. 2  Field effective mobility of IGZO-TFT with additional element
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においても半導体薄膜の膜減りがほとんどなく，製造コ
ストの低いBCE型TFTへ適用可能であることを示して
いる。
4. 2　BCE型TFTの試作評価
　ディスプレイに使用されるTFTの特性は，半導体薄
膜単体だけでなく，TFTの製造プロセスに強く影響を
受ける。実際のTFTにおける性能を確認するために，
一般的なBCE型TFTのプロセスを用いてKOS－B02を
使用したTFTを作製し，評価を行った。
　図 3 に，今回試作したBCE型TFTの作製プロセスを
示す。TFTはガラス基板上に成膜したMo薄膜をゲート
電極とし，さらにゲート絶縁膜SiOxをプラズマCVD法
で堆積した（図 3（a））。その上に酸化物半導体（IGZO
またはKOS－B02）薄膜をマグネトロンDCスパッタリ
ング法で40nm成膜・パターニングし，その後に膜質向
上を目的に大気中350℃で 1 時間熱処理を行った（図 3

（b））。その後，ソース・ドレイン電極（Mo薄膜）を成
膜し，PANエッチング液を用いたウェットエッチング
法により加工形成した（図 3（c，d））。
　TFT素子を保護するための保護絶縁膜としてSiOxと
SiNx膜を順次製膜（図 3（e））し，最後に特性向上のた
めの熱処理を実施し，完成（図 3（f））とした。
4. 3　TFTの静特性
　作製したTFTサンプルのドレイン電極端部における
断面写真を図 4 に示す。図 4 （a）はIGZOを使用してお
り，電極から遠くなるに従って膜厚が減少している。半
導体膜に厚さの分布があることから電界分布が生じ，
TFTのスイッチング特性に悪影響を及ぼす可能性があ
る。一方，KOS－B02を用いた場合（図 4（b））は，酸
化物半導体薄膜の厚さの減少はなく，エッチング液によ
って半導体薄膜がほとんど削られていない。

　作製したTFTのスイッチング特性（Id－Vg特性）を
図 5 に示す。ドレイン電圧を10V，ゲート電極に－30～
30Vを印加してドレイン電流を測定した。ドレイン電流
はゲート電圧が 0 V付近を超えると増加を始め，OFFか
らONの状態にスイッチしている様子がみられる。KOS
－B02はドレイン電流の立ち上がりが急峻で良好な特性

表 2  IGZOとKOS-B02薄膜の特性比較
Table 2  Comparison of IGZO and KOS-B02 thin film

図 3  BCE型TFTの作製フロー図
Fig. 3  Process flow of BCE-TFT

図 5  IGZOおよびKOS-B02を使用したBCE型TFTのId-Vg特性
Fig. 5  Id－Vg characteristics of BCE-TFT using IGZO and KOS-B02 

thin film

図 4  電極加工後の断面SEM写真
（a） Mo/IGZO積層膜，（b） Mo/KOS-B02積層膜

Fig. 4  Cross section SEM image of
(a) Mo/IGZO and (b) Mo/KOS-B02 stacked film
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が得られているのに対し，IGZOは立ち上がりが緩やか
でドレイン電流も低い。図 5 のスイッチング特性をもと
に，飽和領域における電流－電圧特性（Id－Vg特性）の
計算式

　　　W：チャネル幅 Ci：ゲート絶縁膜容量
　　　L：チャネル長 Vth：TFTのしきい値電圧
から電界効果移動度μFEを算出した結果，IGZO，KOS
－B02でそれぞれ5.4cm2/Vs，7.9cm2/Vsと後者の方が移
動度は高い。また，ドレイン電流の立ち上がりの急峻さ
を示すS値（電流を 1 桁増加させるのに必要なゲート電
圧の最小値）はそれぞれ0.84V/decade，0.22V/decade
とKOS－B02の方が優れている。材料間で特性差が生じ
た原因は，前述のようにソース・ドレイン電極加工時の
半導体薄膜のエッチングにあるものと考えられる。
IGZOは膜厚が減少したことから，スイッチング特性が
劣化したものと推測される。一方，KOS－B02はバック
チャネル表面がエッチング液のダメージにさらされてい
るものの，優れたスイッチング特性が得られている。
4. 4　TFTの信頼性
　TFTはディスプレイ駆動時にさまざまな外的要因（ス
トレス）を受けるが，半導体薄膜や界面に存在する欠陥
が多いと，TFTのしきい値電圧がシフトするなどの特
性変化が生じる 9 ）。これらは色むらや点灯不良の原因と
なることから，加速試験を実施してTFT特性の変動を
確認した。
　図 6（a）～（c）にそれぞれ，正バイアス（PBTS）, 負
バイアス（NBTS）および光＋負バイアス（LNBTS）
ストレスにおけるTFT特性の測定結果を示す。測定条
件は表 3 に記載している。測定は，ストレスを一定時間
印加した後，任意のタイミング（開始から300，1,000，
3,600，7,200s）で行っている。TFTのゲート電極にバイ

アスを印加すると，半導体薄膜中や界面に電子や正孔が
トラップされ，しきい値電圧が正または負方向にシフト
する。図 6（a），（b）より，PBTSおよびNBTSにおい
てはスイッチング特性がほとんど変化せず，ストレスに
対して非常に安定であることがわかる。
　しかしながら，LNBTSではしきい値電圧が時間とと
もに負側へシフトし， 2 時間で9.8V動いていることがわ
かる。LNBTSは液晶ディスプレイにおいて最も重要な
ストレス試験であり，目安として 2 時間で 2 ～ 3 V以内
に抑えるのがよいとされていることから，図 6（c）の
特性では液晶ディスプレイの駆動に使うことは難しいと
考えられる。
　LNBTSのしきい値電圧シフトは，光によって新たに
電子－正孔対が発生し，正孔や電子が半導体薄膜中また
は界面にトラップされることが原因といわれている。半
導体薄膜中に多数の欠陥準位が存在すると光によって正
孔が発生し，正孔がトラップされ固定電荷が生じること
が原因でしきい値電圧シフトが起こりやすくなる10）, 11）。
KOS－B02はES型TFTで作製するとLNBTSによる劣化
はみられないことから，バックチャネルダメージが
LNBTSによる劣化の原因と考えられる。

5 . BCE型TFTの製造プロセス改善

5. 1　酸化物半導体薄膜表面の解析
　エッチング液によってKOS－B02薄膜表面がどのよう
に変質しているか調べるために，X線光電子分光法

（XPS）を行った。
　図 7 は，KOS－B02薄膜のO1sスペクトルの深さ方向
分布を示す。深さ方向の測定は薄膜表面をスパッタリン
グしながら行っている。図 7（a）はエッチング液浸漬
なしの試料であり，O1sのピーク位置は最表面，内部と
もに531.0eVと変わらない。一方，PANエッチング液に
浸漬した試料は，図 7（b）にみられるように内部がピ
ーク位置531.0eVに対し，表面は531.8eVと高エネルギー
側へシフトしている。O1sピークのエネルギーは酸素の
結合状態に依存し，酸素欠損がなし，ありの状態でそれ
ぞれ530.5eV，532.5eVの値をとる12）ことから，エッチン
グ液の浸漬によって薄膜表面の酸素欠損が増加している
ものと考えられる。このような酸素欠損が光ストレスに
よる劣化の原因であると考えられる。
5. 2　表面ダメージの回復処理
　良好なTFT特性を得るためには，エッチング液浸漬
によって発生した表面ダメージを回復することが重要で
ある。そこでBCE型TFTの製造工程において，表面酸
素欠損を回復させるために酸化雰囲気（大気中）におけ
る追加熱処理の実施を新たに検討した。熱処理の工程

Id＝ （Vg－Vth）2
μFEWCi

2L

図 6  KOS-B02を用いたBCE型TFTの信頼性評価結果
Fig. 6  Stress test results of BCE-TFT using KOS-B02 thin film
 (a) PBTS, (b) NBTS, (c) LNBTS

表 3  TFTのストレス試験条件
Table 3  Stress test conditions of TFT
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は，むき出しの状態で行うと電極が酸化して膜はがれや
TFT特性の劣化が生じる恐れがある。このため，前述
したプロセスに加えて保護膜SiOxの成膜後に熱処理を行
うこととした。
　追加熱処理の温度とKOS－B02薄膜の比抵抗の関係を
図 8 に示す。試料はTFTと同じ積層構造とし，比抵抗
はvan der Pauw法13）により測定した。KOS－B02薄膜
本来の比抵抗は10kΩcm程度であるが，PANエッチン
グ液浸漬により10Ωcmまで低下する。一方，SiOx保護
膜成膜後に追加熱処理を行うと比抵抗は上昇して400℃
で最大になり，さらに高温では低下する。エッチング液
に浸漬しない本来のKOS－S02薄膜の比抵抗に近くなる
300℃が最も膜質が安定していると考えられることから，
熱処理温度を300℃とした。
5. 3　回復熱処理の効果検証
　保護SiOx薄膜成膜後の追加熱処理を300℃で行った
BCE型TFTを作製し，LNBTSにおける信頼性を評価し
た。図 9 から，ストレスを印加した 0 ～7,200sの間，し
きい値電圧の変化はほとんどみられず，図 6（c）に示
したような追加熱処理なしのTFTとは大きく異なり，
高い信頼性を示していることがわかる。LNBTSの信頼
性は酸化物半導体薄膜中の酸素欠損に強く依存すること
から，前述したようにダメージを受けた酸化物半導体薄
膜表面が熱処理によって修復され，その結果信頼性が向
上したものと推察される。
5. 4　回復熱処理の欠陥修復メカニズム
　熱処理前後の酸化物半導体薄膜の状態を調べるため
に，TFT素子と同構造，同一基板上で作製した素子にお
けるO－，OH－イオンの深さ方向分布を，SIMS（Secondary 
Ion Mass Spectroscopy）分析を用いて調べた（図10（a），

（b））。図10の（a），（b）いずれも，深さ350～400nm付
近の強度が高くなっている部分が酸化物半導体薄膜にあ
たる。熱処理前後を比較すると，O－イオンは熱処理に
よる変化がほとんどないが，OH－イオンは半導体薄膜
中の分布に差異がある。熱処理によって表面側のOH－

が増加し，OH－イオンの分布が均一になっている。OH－

イオンは金属元素周囲に生じる酸素欠損を終端する働き
があると考えられ14），欠陥の多い半導体薄膜表面が熱処

理で酸化されるとともに，OH－イオンによって保護さ
れていることを示唆している。このように追加熱処理の
実施により，BCE型TFT作製時に生じるバックチャネ
ルの欠陥を酸化やOH終端によって回復し，信頼性の高
いTFTの作製を実現できる。以上より，KOS－B02を使
用することによって低製造コスト化に優位なBCE型
TFTに適用可能で，高い電気的特性および信頼性を持
つTFTが製造可能であることを示した。

図 7  KOS-B02薄膜におけるO1sスペクトルの深さ方向分布（a） エッチング液浸漬なし,（b） エッチング液浸漬あり
Fig. 7  Depth profile of O1s spectrum in KOS-B02 thin film ;  (a) without dip in etchant, (b) with dip in etchant

図 9  回復プロセスによるBCE-TFTのLNBTS試験結果
Fig. 9  Results of LNBTS for BCE-TFT using additional annealing

図 8  KOS-B02薄膜比抵抗の熱処理温度依存性
Fig. 8  Relationship between annealing temperature and electric 

resistivity of KOS-B02 thin film
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むすび＝生産性と高移動度を両立するFPD用酸化物半
導体材材料を開発し，以下に示す特性を確認した。
①IGZOをベースに材料成分を見直すことによって，ソ

ース・ドレイン電極の加工に使用されるPANエッチ
ング液に対してほとんど溶解しない高い化学的安定性
を持つ酸化物半導体材料を開発した。これによって，
製造コストが低く量産に適したBCE型TFTへの適用
を可能とし、FPDの製造コスト低減につながる。

②BCE型TFTにKOS－B02を使用する上で，バックチャ
ネルダメージを回復させる熱処理プロセスを適用する
ことで，優れた電気的特性と信頼性の両立を可能とし
た。
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2 ） J. I. Song et al. Appl. Phys. Lett. 2007, Vol.90, p022106.
3 ） P. Gorm et al. Appl. Phys. Lett. 2007, Vol.90, p063502.
4 ） J. K. Jeong. 2nd Oxide TFT Workshop. 2007.
5 ） S. H. Ryu et al. ECS Solid. State. Lett. 2012, Vol.1, Q17.
6 ） S. Morita et al. Proc. IDW'12. 2012, p883.
7 ） M. Ochi et al. Proc. IDW'13. 2013, p371.
8 ） 神谷利夫ほか. オプトロニクス. 2004, 274巻, p128.
9 ） J. Song et al. SID 2013. DIGESTS, p93.
10） K. H. Ji et al. Appl. Phys. Lett. 2011, Vol.98, p103509.
11） Y. Kim et al. IEEE. Tra. Ele. Dev. 2012, Vol.59, No.10. 
12） G. H. Kim et al. Phys. Status. Solid A. 2007, vol.207, p1677.
13） 圧野克房. 半導体技術－上. 東京大学出版会, 1980, p100-108.
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図10  BCE型TFTのSIMS分析結果
Fig.10  10 Depth profile of (a) O ion and (b) OH ion of BCE-TFT 
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まえがき＝有機電解液を用いたリチウムイオン二次電池
と比べ，安全性が高く長寿命な全固体型二次電池が脚光
を浴びている。薄膜二次電池は全固体型電池の一つとし
て研究開発が行われており，近年，薄型・軽量な特徴を
最大限に生かしたRFID（Radio frequency identification）
タグやスマートカード，IOT（Internet of Things），エ
ナジーハーベスト素子，生体モニタリング機器，ウェア
ラブル端末などの幅広い分野への広がりを見せてい
る 1 ）， 2 ）。こうした薄膜二次電池の正極材にはコバルト
酸リチウムターゲットが，そして電解質にはリン酸リチ
ウムターゲットが広く用いられている。こうした市場の
立ち上がりに合わせて，（株）コベルコ科研（以下，当社
という）は薄膜二次電池用スパッタリングターゲットの
製造開発に取り組んできた。
　薄膜二次電池においても高容量化のニーズがあり，正
極材の膜厚の増加が求められている 3 ）。厚いコバルト酸
リチウム薄膜の成膜を安定して行うには，高速で成膜で
きる低比抵抗ターゲットが不可欠となる。本稿では，当
社が開発した低比抵抗コバルト酸リチウムターゲットに
ついて報告する。

1 . コバルト酸リチウムターゲットの製法と特性

　コバルト酸リチウムターゲットの電気抵抗は，高い成
膜速度を実現するための重要な指標となる。本章では，
当社の開発した低抵抗コバルト酸リチウムターゲットと
その製法について報告する。
1. 1　低抵抗化プロセス
　当社が開発した低抵抗コバルト酸リチウムターゲット
製造プロセスを図 1 に示す。コバルト酸リチウムの焼結
工程の後に低抵抗化プロセスを追加することで，極めて
低い比抵抗を有するターゲットタイル（分割ターゲッ

トを構成するもの）の製造を可能にした。
1. 2　焼結体組織と比抵抗
　コバルト酸リチウム焼結体の微細組織と比抵抗を
図 2 に示す。図 2 からわかるように，組織の粗大化に伴
って比抵抗が上昇する。こうした組織形態と比抵抗の関
係は，低抵抗化プロセスで作られたコバルト酸リチウム
焼結体に特有の現象である。

薄膜二次電池用低比抵抗コバルト酸リチウムターゲット
Low Resistance LiCoO2 Target for Thin Film Batteries

■特集：電子・電気材料／機能性材料および装置	 FEATURE	:	Electronic	and	Electric	technologies	(Advanced	Materials	and	Apparatuses)	

（技術資料）

A thin film battery is a rechargeable solid-state battery. Recently cathode material and a manufacturing 
process for thin film batteries have been developed to improve the battery capacity. In this study, a 
LiCoO2 target with low resistivity under 20Ω・cm was developed. This low resistivity was achieved by 
controlling the microstructure of the LiCoO2 target. This target could be sputtered by DC and pulse 
DC. Sputtering stability was good, and there was a correlation between LiCoO2 thin film properties and 
thin film battery performance.
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図 2  コバルト酸リチウム焼結体の組織形態と比抵抗の関係
Fig. 2  Relationship between microstructure and resistivity of LiCoO2

図 1  低抵抗コバルト酸リチウムターゲットの製造プロセス
Fig. 1  Manufacturing process of low resistivity LiCoO2 target
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1. 3　大型ターゲットタイルの特性
　薄膜二次電池の製造プロセスにおいても基板サイズの
大型化が進んでおり，それに合わせてターゲットの大型
化ニーズも顕在化してきている。大型のターゲットタイ
ル全面にわたって低抵抗化するためには，焼結体組織の
均一化が重要である。
　図 3 に150×350mmの大型ターゲットタイルの微細組
織と比抵抗の分布を示す。当社で開発した焼結体は，面
内で均一な組織を有することから，比抵抗も0.9～1.2×
10 1Ω・cmと安定して低い値を実現している。 
1. 4　ボンディング後ターゲットの電気抵抗
　ボンディング後のターゲットの電気抵抗の測定方法を
図 4 に示す。測定は 2 端子法によった。この方法で測定
することにより，ボンディング部も含めた電気抵抗の面
内均一性を評価できる。測定されたターゲットの電気抵
抗は約10kΩであり，ターゲット面内の標準偏差は 4 kΩ
であった。
1. 5　ターゲット素材の曲げ強度
　セラミックスターゲットは脆（もろ）く割れやすい材
料であるため，ボンディング工程での熱履歴や放電中の
急激な温度変化などにより，割れや欠けなどの不具合が
生じることがある。
　今回開発したコバルト酸リチウムターゲットの曲げ強
度を測定した。その結果，当社材の曲げ強度は74MPa
という高い値を示し，放電中の割れや欠けに耐える強度
を有していることがわかった。

2 . 放電特性

　本章では，当社の低比抵抗コバルト酸リチウムターゲ
ットの放電特性を報告する。
2. 1　成膜速度
　直径 4 インチのターゲットをボンディングした後の比
抵抗を図 5 に示す。比抵抗はターゲット面内で1.1～1.8
×10 1Ω・cmであった。
　このターゲットを用いて放電した時の成膜速度を
図 6 に示す。当社のコバルト酸リチウムターゲットは 
DCスパッタリングが可能であり，パルスDCスパッタリ
ングの成膜速度と比べて 2 倍以上の高い成膜速度を実現
することができた。
2. 2　放電安定性
　DCスパッタリングにより，ターゲットライフエンド
まで連続放電した結果を図 7 に示す。高パワーを投入し
続けることによるターゲットの割れや連続放電中の放電
異常，成膜された薄膜表面の異常などが懸念されたが，
そのような不具合はライフエンドまで見られなかった。
これにより，当社の低比抵抗コバルト酸リチウムターゲ
ットの優れた放電安定性が確認された。

図 4  電気抵抗の測定方法
Fig. 4  Measurement method of resistance

図 5  φ4インチコバルト酸リチウムターゲット材の比抵抗
Fig. 5  Resistivity of LiCoO2 target of 4 inches in diameter

図 3  大型サイズLiCoO2ターゲットの微細組織と比抵抗の分布
Fig. 3  Distribution of fine structure and resistivity of large size LiCoO2 target
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3 . 薄膜特性

　コバルト酸リチウム薄膜の特性は成
膜条件で変化する。本章では，成膜中
のガス圧がコバルト酸リチウムの膜質
に与える影響を報告する。
3. 1　薄膜の表面形態
　コバルト酸リチウム薄膜の表面形態
を図 8 に示す。パルスDCスパッタリ
ングおよびDCスパッタリングともに，
2 Paの高ガス圧条件において明確な
三角ファセット状の表面形態が確認さ
れたが，0.13Paの低ガス圧条件では三
角ファセットは見られなかった。
3. 2　薄膜の結晶性
　コバルト酸リチウム薄膜のラマン分
光スペクトルには， Eg（485cm－ 1 ）と
A1g（595cm－ 1 ）の 2 本のピークが現れ，
結晶性の指標となる。
　各条件で成膜された薄膜のEgピー
ク半値幅を図 9 に示す。 2 Paの高ガ
ス圧条件で成膜された薄膜のEgピーク
半値幅は10～11cm－ 1 であり， 0.13Paの

図 7  DCスパッタリング後のターゲット表面の光顕写真と膜のSEM
Fig. 7  SEM images of target surface and film morphology by SEM after DC sputtering

図 6  コバルト酸リチウムターゲット材の成膜レート
Fig. 6  Deposition rate of LiCoO2 target

図 8  LiCoO2薄膜の表面形態
Fig. 8  Surface morphology of LiCoO2 film

図 9  LiCoO2薄膜のラマン分光スペクトル
Fig. 9  Raman spectroscopy of LiCoO2 film
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低ガス圧条件の薄膜の13～15cm－ 1 に比べ小さい値であ
った。これは高ガス圧条件の薄膜は低ガス圧条件の薄膜
と比べ，良好な結晶性を有していることを示している。

4 . 薄膜二次電池特性

　前章に示した 4 条件の薄膜を使って試作した薄膜二次
電池の特性を図10に示す。0.13Paの低ガス圧条件の薄膜
と比較して， 2 Paの高ガス圧条件の薄膜を用いた薄膜
二次電池は高い容量を示した。これは，前章に示した薄
膜の表面性状や結晶性と関連付けられる。

むすび＝本稿では，薄膜二次電池の正極用コバルト酸リ
チウムターゲットの特性，放電特性，薄膜特性，薄膜二
次電池の特性にわたって紹介した。当社の開発したコバ
ルト酸リチウムターゲットはDC放電を可能とする低比
抵抗を特徴とし，正極材形成のタクトタイム短縮が期待
される。薄膜二次電池のニーズに応じたターゲット開発
を進めることにより，薄膜二次電池業界の発展に今後も
貢献していきたい。
　
参　考　文　献
1 ） J.B. Bates et al. J. Electrochem. Soc. 2000, Vol.147, p.59.
2 ） J.B. Bates et al. Solid State Ion. 2000, Vol.35, p.33.
3 ） Nancy J. Dudney et al. Jounal of Powder Sources. 2003, 

Vol.119-121, p.300-304.

図10  薄膜二次電池の特性
Fig.10  Characteristic of thin film battery
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まえがき＝急速に導入が進む太陽光や風力発電などの再
生可能エネルギーは，発電量が天候や気候により大きく
変動する。また，安定して十分な発電量を得られる地域
が限られるなど特有の問題があり，基幹電力としての有
効利用にはエネルギーマネージメントが重要となる。実
際，再生可能エネルギーの導入割合が20%を超えるドイ
ツでは，連邦統計庁統計によると，電力量輸出入バラン
スの季節変動が 5 TWhを超えることが報告されている。
　周辺国との電力のやり取りがない日本では，最大の電
力需要に対応した発電能力を確保した上で，需要に合わ
せた発電量の調整を行っていく必要がある。しかし，電
力需要が少ないときに再生可能エネルギーからの供給量
が増加してしまうと，配電網に需要を超えた大量の電力
が送られ，系統が不安定化する懸念がある。このため現
在，大型定置向け蓄電技術として，既に実用化されてい
るナトリウム・硫黄電池のほか，大型のリチウムイオン
電池やレドックスフロー電池などの開発が進められてい
る 1 ）。加えて，分散型電源として各家庭に導入される数
kWh程度の小型蓄電池が各社から発売されているが，
現時点では，いずれもエネルギー密度やシステムコスト
などの点で市場の要求を満たすものはなく，新たな小
型・高性能，かつ安全な蓄電池が求められている。
　当社では，これまで培った薄膜形成技術や微細加工技
術をもとに，さまざまな電子材料の付加価値向上を目指
した研究開発を進めてきた。そうしたなか，構造材とし
て従来広く普及している鉄に着目し，ナノレベルの微細
加工技術を適用することで機能デバイスとしての転換を
検討した。その一例として本稿では，家庭用蓄電池の市
場要求を満足する高い性能と低コストを両立させる可能
性を持つ，鉄を用いた金属空気二次電池の開発について
述べる。

1 . 金属空気電池の特徴

　金属空気電池は，金属の酸化・還元により充放電を行
う蓄電デバイスである。負極に亜鉛，鉄，マグネシウム，
アルミニウム，リチウムなどの金属を，正極に空気中の
酸素を用いる。正極の反応材料に空気を用いることで，
正極の反応物質の重量を理論上はゼロにできる。図 1 に
各種電池の作動電圧とエネルギー密度の関係を示す 2 ）。
図に示すように金属空気電池は，現在最も普及している
リチウムイオン電池を超えるエネルギー密度を持つ二次
電池として位置づけられる。このため，蓄電池の重量あ
たりのエネルギーが最も重視される車載用電池として，
リチウム空気二次電池などの開発が本格化してい
る 3 ）～ 5 ）。
　金属空気電池の構造を図 2 に示す。上述のように負極
には種々の金属が用いられており，アマルガム化（水銀
との合金化）される場合もある。電解質は，多くの場合
NaOHまたはKOH水溶液が用いられる。空気極はメッ
シュ状のカーボンを用い，酸素の発生・分解のための触

ナノ構造負極を用いた鉄空気二次電池
Metal-air Batteries with Nanostructured Iron Electrodes

■特集：電子・電気材料／機能性材料および装置	 FEATURE	:	Electronic	and	Electric	technologies	(Advanced	Materials	and	Apparatuses)	

（論文）

It is generally recognized that robust and efficient secondary batteries are indispensable to stabilize 
the electricity generated from renewable energies such as solar and wind power. This is a study of the 
metal-air batteries with nanostructured iron electrodes that have been developed. It was found that the 
critical thickness of iron effective for the battery reaction was around 100nm. The charge/discharge 
properties of the Fe/Air battery with Fe3O4 supported carbon were excellent, which suggested the 
potential for an all-solid-states battery. The porous iron electrode was promising, as the discharge 
lasted more than 500 hours.

林　和志＊1（博士（工学））

Dr.	Kazushi	HAYASHI
坂本尚敏＊1（博士（工学））

Dr.	Hisatoshi	SAKAMOTO
松田厚範＊2（工博）

Dr.	Atsunori	MATSUDA

＊ 1  技術開発本部　電子技術研究所　＊ 2  国立大学法人豊橋技術科学大学　電気・電子情報工学系

図 1   各種電池の作動電圧とエネルギー密度の関係 2 ）

Fig. 1  Relationship between potential and capacity of various types 
of batteries 2 ） 
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媒が担持される。電解質の漏洩（ろうえい）を防ぐため
撥水（はっすい）処理がなされるのが通例である。
　放電時には，正極表面に吸着した酸素が電極から 2 個
の電子を受け取り，電解液中の水と反応して，つぎのよ
うに過酸化水素イオンと水酸化物イオンを生成する。
　　O2（ads）＋H2O＋ 2 e－ → O2H－＋OH－

生成した過酸化水素イオンは，触媒により分解して水酸
化物イオンと酸素に変化する。
　　O2H－ → OH－＋1/2O2

ここで生成した酸素は再び電極反応に利用される。した
がって，正極での放電反応をまとめると次式のようにな
る。
　　1/2O2＋H2O＋ 2 e－ → 2 OH－

　一方，負極での反応は，負極金属をMとすると，
　　 2 M＋ 2 nOH－ → 2 MOn/2＋nH2O＋ 2 ne－

となる。ここで，nは反応電子数である。
　正極と負極の反応を考慮した全電池反応は
　　 4 M＋nO2 → 4 MOn/2

のように表され，生成したMOn/2は電解質中に溶出する。
　充電時には，金属が逆反応で還元されて金属として析
出するとともに，電解液がアルカリ性であるため，正極
で水酸化物イオンが電子を受け取り，酸素ガスが発生す
る。ここで，酸化された金属が充電により元の場所で析
出すれば二次電池としての動作が保証される。しかしな
がら実際は，ほとんどの金属で電流分布の不均一などに
よりデンドライト状に析出して電極間をショートするな
どの問題を引き起こす。さらに，充電時には水の電気分
解による水素発生に起因する電解液の枯渇やエネルギー
効率の低下も問題となる。このため現在では，放電動作
のみを行う一次電池として，安価な亜鉛を用いた亜鉛空
気電池だけが実用となっている。
　本稿で取り上げる鉄空気電池 6 ）～16）は，エネルギー密
度960mAh/gの理論容量を持ち，負極において
　　Fe＋ 2 OH－⇆Fe（OH）2＋ 2 e－

の反応による価数変化に起因して電池反応が発現する。
ここで，形成されたFe（OH）2は電解液中に溶出せず，表
面に不動態膜を形成するため，反応が表面付近に限られ
る。しかしながらこの過程は，析出･溶解を伴わない固
相反応のため，上述したデンドライド形成などの充放電
に関する障害を回避できることが期待される。このた
め，二次電池化が可能になれば資源量が豊富で無害・安
価な鉄を使えるメリットは大きい。これまで，鉄を用い
た空気電池としては，カーボンファイバに鉄を担持させ

た負極 7 ）やサブミクロンの鉄カーボニールを負極に用
いた例 8 ）がある。しかし，いずれも微細な材料を用い
るため，作製は必ずしも容易とはいえない。
　本稿では，鉄負極表面に形成される不動態の膜厚まで
を電池反応に寄与する領域と考え，鉄表面にナノ～サブ
ミクロンの構造を付与することで反応面積の増加を試み
た。これにより，実質的に反応に寄与する体積を増大さ
せ，鉄空気電池の二次電池化と大容量化を狙った。さら
に，大気から酸素を導入する必要がある空気電池では，
電解液の蒸発などにより長期間の利用が困難である場合
がある。この点を克服するため，KOH-ZrO2系固体電解
質 9 ）を用いて空気電池の全固体化も試みた。

2 . 実験方法

2. 1　金属負極作製方法
　本稿では，以下の三つの負極について検討を行った。
負極Aとして，スパッタリング法による鉄薄膜負極の評
価を行った。この電極では，可逆的に反応が進む膜厚（臨
界膜厚）を推定することを目的とした。つぎに，より低
コストでの製造が可能な溶液法によりカーボン上に酸化
鉄を析出させた鉄担持カーボン負極（負極B）の作製を
行い16），鉄空気電池のコンセプト実証と充放電特性の評
価を行った。最後に，負極Cとして，量産性に優れる水
アトマイズ鉄粉をベース原料に用いたポーラス鉄粒子負
極を作製した。
　負極Aの作製は以下の手順で行った。ガラス基板上
に，集電電極として金属マスクを通してチタン，および
白金薄膜を形成した。ここで，チタンは密着性を向上さ
せる目的で挿入した。引き続き，同様の手法により鉄薄
膜を形成した。スパッタリングにはArガスを用い，Ar
の流量を30sccm，投入電力を200Wとした。成膜時の圧
力は10mTorrである。このときの成膜速度は41nm/min
と見積もられ，この値から，成膜時間を調節して所定の
膜厚を得た。鉄の平均膜厚（換算質量）は，それぞれ
30nm（0.024mg/cm2），100nm（0.079mg/cm2），300nm

（0.24mg/cm2）および600nm（0.47mg/cm2）とした。な
お，電極面積は1.2cm2である。
　鉄担持カーボン負極（負極B）の作製には，硝酸鉄を
用いた。硝酸鉄のエタノール溶液に担体となる導電性カ
ーボンブラック（CB）を加え，撹拌（かくはん）した
硝酸鉄のエタノール溶液を100℃で24時間乾燥，蒸発さ
せた後，窒素雰囲気下において450℃で 2 時間の熱処理
を行い，酸化鉄ナノ粒子をCB上に還元析出させた。X
線回折測定よりカーボンに担持されている酸化鉄は，
Fe3O4であると同定された。なお，CB上への酸化鉄担持
量は，負極Bを空気中950℃で熱処理した際の残留物質
の重量から算出した。
　負極Cには水アトマイズ鉄粉を用いた。高圧縮性アト
マイズ純鉄粉（神戸製鋼所アトメル300M17））をPVAと
混合し，ペースト状にした。これを所定形状に成形し，
脱脂した後，1,120℃で20分焼結した。その後，塩酸に
より洗浄を行った。負極の大きさは直径 1 cm，高さ
1 cmである。

図 2  金属空気電池の構造
Fig. 2  Schematic diagram of metal-air battery
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2. 2　鉄空気電池の製作・評価方法
　試験セルの負極には上述した各鉄負極を用いた。一
方，正極（空気極）には酸化還元触媒である電解二酸化
マンガン（MnO2）を塗布し，触媒層を形成した撥水性
カーボンペーパを用いた。電解質には 8 Mの水酸化カリ
ウム（KOH）水溶液を用いて，充電電流密度を 3 ～
10mA/cm2，放電電流密度0.2A/cm2の条件で充放電試験
を行った。一部の実験では，固体電解質 9 ）KOH-ZrO2を
用いた全固体電池を作製した。固体電解質は，ゾル－ゲ
ル法によりKOH-ZrO2電解質粉末を調製後，ペレット状
に成形し，電解質層を形成した。空気極には，水溶液電
解質を用いた場合と同様に触媒付きカーボンペーパを用
いて充放電特性の評価を行った。

3 . 結果および考察

3. 1　スパッタリング法を用いた臨界膜厚の決定
　図 3 にマスクスパッタ法により作製した鉄負極（負極
A）の外観の一例を示す。本電極の電池特性を 8 Mの
KOH水溶液を用いて評価した。図 4 に負極Aの放電容
量のサイクル特性を示す。いずれも充放電が可能で，二
次電池としての動作が確認された。鉄薄膜の膜厚が
100nmのサンプルでは，鉄重量あたりの初期放電容量は
450mAh/gであった。この値は，鉄空気電池の理論容量
の約 1 / 2 に相当する。放電容量はサイクルごとに徐々
に低下したが 5 サイクルの充放電後も約300mAh/gを維
持した。一方，鉄薄膜の膜厚が300nm，および600nmの
サンプルでは，充放電特性に大きな差は見られず，初期
放電容量は150～200mAh/gであり，充放電を繰り返す
ことで50mAh/gまで低下した。膜厚が30nmのサンプル

では，初期容量は膜厚300nm以上のサンプルと同等の約
200mAh/gであったが，良好なサイクル特性を維持し
た。これらのことから，鉄空気電池においては，表面か
ら100nm程度が充放電に直接寄与していると考えられ
た。実際に，充放電を行う際，膜厚30nm，100nmのサ
ンプルでは，鉄負極の放電が目視で茶褐色の変色として
確認されたのに対して，300nm以上のサンプルでは金属
光沢が残ったままであり，この観察結果からも上記が裏
付けられた。なお，30nmのサンプルで初期特性が悪か
った理由は明確ではないが，スパッタ量が少ないことか
ら，鉄が連続膜ではなく粒子状に成長し，初期充電の際
に粒子の脱離が起こった，または初期充電以前に，既に
粒子の内部まで酸化されたため十分に充電できなかった
ことが考えられた。放電容量が 8 サイクルまでは一定，
それ以降で上昇している点から，初期酸化層が放電・充
電の繰り返しにより還元されて放電容量が増加したと推
測できることから，後者の可能性が示唆される。
3. 2　溶液法を用いた鉄担持カーボン負極の作製と電池

特性評価結果
　上述のように，鉄の臨界膜厚が100nm程度であること
がわかったことから，溶液法によりナノメートルオーダ
の鉄を還元析出させることで負極（負極B）を作製し
た15）。作製した酸化鉄担持カーボン（Fe：CB＝ 4 ： 1 ）

（Fe＝12.27mg/cm2）のSEM写真（反射電子像）を図 5
に示す。写真中の白く光る粒子が酸化鉄であり，数十ナ
ノメートルの大きさでCB上に均一に分布していること
がわかる。図 6 には，充電密度 5 mA/cm2で充電を行っ
たのち，0.2mA/cm2で放電を行った結果を示す16）。ここ
で，充電電流を放電電流より大きくするのは，負極作製

図 4  放電容量のサイクル特性
Fig. 4  Discharge capacities as a function of cycle number

図 3  マスクスパッタ法により作製した鉄負極の外観
Fig. 3  Photography of iron electrode fabricated by sputtering

図 6  充電密度 5 mA/cm2 で充電を行った後，0.2mA/cm2 で放電
を行った鉄空気電池の充放電特性 16）

Fig. 6  Charge/discharge properties of Fe/Air Battery at a charge 
current density of 5 mA/cm2 16)

図 5  酸化鉄担持カーボンの反射電子線像
Fig. 5  Backscattered electron image of Fe3O4 supported carbon
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時に析出させた酸化鉄を十分に還元させるためである。
図より，放電曲線では二つの大きな酸化プラトーが観測
された。測定された単位重量あたりの放電容量は，鉄の
担持量と放電時間から300mAh/gと見積もられた。ま
た，単位面積あたりのエネルギー密度は，約 4 mAh/
cm2であり，この値は現在市販されているリチウムイオ
ン電池に匹敵する。なお，充電密度 5 mA/cm2での特性
を充電電流密度 3 mA/cm2での実験結果（特性は図示せ
ず）と比較すると放電容量は1.5倍となっていた。電流
密度を大きくすることで，標準還元電位が近く，競合反
応となる水素発生を抑制することができ18），鉄の 0 価ま
で還元できたための効果と考えられる。一方，放電電圧
は約0.75Vであり，理論電圧より小さい値となった。充
電時の電圧（1.8～ 2 V）も，理論から予測される電圧に
比べて大きく，これは，空気極側の過電圧がひとつの原
因であると考えられる。
　つぎに固体電解質を用いて電池の作製を行った。
KOH-ZrO2を用いてペレット状に作製した全固体鉄空気
二次電池の放電特性のサイクル数依存性を図 7 に示す。
図より，加湿によりイオン伝導度が増大する動作温度
80℃，湿度60%という環境ではあるが，全固体電池にお
いても充放電が可能であることがわかった。なお，10サ
イクル後の放電容量は，溶液を用いた電池特性には劣る
ものの約50mAh/gを示し，サイクル数の増加とともに
引き続き上昇した。これは，初期の充電において十分に
酸化鉄が還元できておらず，サイクルを重ねるにつれて
還元が進んだためと推察される。
3. 3　水アトマイズ鉄粉を用いたポーラス電極の作製と

評価
　最後に，ポーラス鉄粒子電極（負極C）を用いた結果
を示す。図 8 に表面観察結果を示す。気孔率は50%（重
量比にもとづく設計値）である。図 9 に 5 mAで30時間
充電後に0.2mAで行った負極Cの初期充放電特性の測定
結果を示す。図より，200時間を超えて電圧の低下が見
られるものの500時間以上の放電が継続し，本ポーラス
鉄粒子を負極に持つ鉄空気電池が実用上十分な放電特性
を持つことが示唆された。同図右上の短時間の充放電特
性から放電曲線を詳しく見ると，放電は二つの領域に
分 けられ，放電電位から初期放電時（ 0 ～ 6 h）は
Fe→Fe（OH）2 の反応が，大きな平坦部（ 6 ～400h）は，
Fe（OH）2 →Fe3O4の反応が主であると推測される。本電

極の単位重量あたりの放電容量は約50mAh/gであり，
今後，容量増加の効果が確認されている静電吸着法12）

や陽極酸化法13）を鉄粒子に適用し，表面にナノ構造を
付与することで充放電特性の向上を検討していく予定で
ある。

むすび＝豊富な資源を有し，広く普及している鉄の高付
加価値化を念頭に，鉄金属空気二次電池の開発を行った
結果をまとめた。得られた放電容量は，従来のリチウム
イオン電池に匹敵するものであった。また，全固体電池
化の可能性を示すことができた。一方で，これらの結果
は，ラボレベルで得られた初期的なものであり，さらな
る大容量化や，空気極側の過電圧の抑制など，実用化に
向けた課題は多く残されている。
　2020年の発送電分離からはじまる電力自由化の本格化
時代においては，電力の需給マネージメントが企業活動
に大きな影響を与える。とくに，鉄の還元を生業とし，
電力の供給拠点となりうる製鉄所では，電力の市場需要

（＝価格）に合わせた発電の弾力運転や工場内の電力融
通が，工場原価を下げコスト競争力を獲得するための武
器となる。このような場合において，低コスト，かつ安
定供給が可能な「鉄」という物質の形態変換を利用して
電力を蓄積するという思考は将来のひとつの解として十
分ありえると考える。引き続き実用化を目指した研究開
発を推進するとともに，微細加工技術などの適用により
当社が保有する各種電子材料の高付加価値化と新たな事
業の創出に貢献していく。
　

図 8  ポーラス鉄電極の表面観察結果
Fig. 8  SEM image of porous iron electrode

図 9  鉄ポーラス負極を持つ鉄空気電池の初期充放電結果
Fig. 9  Charge/discharge properties of Fe/Air Battery with porous 

iron electrodes

図 7  全固体鉄空気二次電池の放電特性のサイクル数依存性
Fig. 7  Cycle performance of all-solid state Fe/Air battery with 

Fe3O4 supported carbon
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まえがき＝シリコン半導体デバイス構造の微細化が進
み，リソグラフィ工程ではプロセスマージンが非常に小
さくなっている。この工程では，チャックされたウェー
ハ面内で一定領域ごとに焦点合わせが行われ，焦点面と
光軸が垂直になるようにチルティングが行われる。その
ため，この領域内でのウェーハ厚さの変動幅が光学系の
焦点深度よりも大きければ，デフォーカス不良が生じ
る。この局所領域内での平坦（へいたん）度はサイトフ
ラットネスと呼ばれ，デバイスの最少加工寸法と同程度
の大きさが要求される。最少加工寸法は現段階で25nm
に達し， 5 nm／年 程度のペースで微細化されている。
一部では十数nmの試作ラインの建設も予定されている
なか，サイトフラットネスの検査装置にはサブナノメー
トルの精度が必要とされるようになった 1 ）。
　一般的に，サブナノメートルの精度をもつ形状測定装
置では環境振動など様々な外乱の影響を受けやすいた
め，設置場所が限定される場合が多い。しかし，平坦度
の検査が必要とされる工程や施設では，特殊な環境を用
意することなく，高い精度で測定が可能な装置が望まれ
ている。
　また，ウェーハサイズに関して，現在主流はφ300mm
であるが，φ450mmウェーハサイズでの半導体製造プ
ロセスの検討も行われている。
　㈱コベルコ科研（以下，当社という），および㈱神戸
製鋼所は，高精度なサイトフラットネス検査への関心の
高まりを受け，鏡面研磨後の300mmおよび450mmシリ
コンウェーハを対象とする耐振動性を強化したサブナノ

精度サイトフラットネス計（以下，本装置という）を開
発した（図 1 2 ））。本稿では，まずサイトフラットネス
の概略を説明し，つぎに本装置の概要，性能評価，およ
び実測定について述べる。

1 . 平坦度の指標

　平坦度の指標にはグローバルフラットネスとサイトフ
ラットネスがある（図 2 3 ））。グローバルフラットネス
の代表的なものとしてウェーハ全面の厚さむらを評価す
るGBIR（Global backside ideal range）がある。GBIR
は厚さ分布の最大値と最小値の差と定義されている。一
方，サイトフラットネスの代表的なものとしてSFQR

（Site front least squares range）とESFQR（Edge site 

シリコンウェーハ用サブナノ精度サイトフラットネス計
Site Flatness Measurement System with an Accuracy of Sub-nanometer 
Order for Silicon Wafer

■特集：電子・電気材料／機能性材料および装置	 FEATURE	:	Electronic	and	Electric	technologies	(Advanced	Materials	and	Apparatuses)	

（論文）

The requirements for the flatness of silicon wafers are becoming more stringent every year with 
the microfabrication of devices. In addition to that issue, the semiconductor chip manufacturing 
process forφ450mm, the next generation wafer size, is studied. New equipment using a heterodyne 
interferometric method was developed to measure site flatness with an accuracy of sub-nanometer 
order for 300 or 450mm silicon wafers. This equipment based on the spiral scan method enables the 
measurement of global flatness and site flatness. It is also possible to measure SFQR and ESFQR with 
0.5nm（σ） repeatability in an environment of less than 5 Gal of floor vibration. First, this paper gives 
the outline of a system and the experimental results for repeatability concerning global flatness and 
site flatness, which turned out to be GBIR : 0.68nm（σ）, SFQR : 0.33nm（σ）, and ESFQR : 0.39nm（σ）, 
according to actual measurements. Next, referring to the results of the measurement of actual wafers, 
it explains how this new equipment is effective in the management of the process.
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図 1  LSW-3010FE（サブナノ精度サイトフラットネス計）2 ）

Fig. 1  LSW-3010FE (Site flatness measurement system with an 
accuracy of sub-nanometer order for silicon wafer) 2 ）
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front least squares range）がある。SFQRはウェーハ
全面をICチップ相当の格子状に区切り，それぞれの領
域（サイト）内での厚さむらを示す。ESFQRはウェー
ハ面内に対して平坦度が悪化しやすいエッジ近傍を評価
するもので，ウェーハエッジ近傍を円弧に沿った等間隔
の帯状に区切り，それぞれの領域（セクタ）内の厚さむ
らを示す。SFQR，およびESFQRは，指定領域内での
厚さの分布から最小二乗法により求められた基準面から
の距離の最大値，最小値の差と定義される。
　これらは主に，リソグラフィ工程での歩留りを左右す
る指標として設けられたもので，ウェーハ取引における
仕様にも用いられる。そのため，検査精度を含め，ウェ
ーハメーカ，およびデバイスメーカで重要視されている。

2 . 測定装置

2. 1　測定の原理と特長
　非接触での平坦度測定には，静電容量や光干渉，三角
測量などの方式が用いられる。とくに静電容量方式は表
面の粗いウェーハの測定も行うことができる。また，対
物距離や測定レンジにもよるが数十～百nmの測定精度
があるため平坦度検査装置に広く用いられてきた 4 ）。 
数十nm以下の精度での測定を行う場合にはフィゾー干
渉法や斜入射干渉法などの光干渉法が一般的に用いられ
る。これらの方法は測定物の表面状態に制限を受けるこ
とがあるが，高精度に測定を行えることに特長がある。
本装置ではサブナノメートルの繰り返し再現性を得るた
め，ヘテロダイン干渉法を用い，光触針により形状を計
測する方法を採用した。以下，測定原理を述べる。
　鉛直方向に向かい合わせて配置した一対のセンサヘッ
ド（光触針部）の空隙において，ウェーハを水平面内で
回転，かつ半径方向に直線移動させることにより，ら線
状にスキャニングを行う。ウェーハは，回転及び直線移
動が可能なステージ上に支持（エッジ部）されており，
ウェーハの移動はこのステージの動作によって行われる

（図 3 ）。スキャニングの際には，上側センサヘッドとウ
ェーハ表面間の面内の変位変化（ΔDF；基準は測定開始
点），および下側センサヘッドとウェーハ裏面間の変位
変化（ΔDB）を測定する。両センサヘッド間の距離は一
定であるため，両センサで測定した変位変化量を加算す

ることにより，面内における厚さの変化量（ΔT）を算
出することができる。
　ヘテロダイン干渉型変位計（以下、ヘテロダイン干渉
計という）の原理を図 4 に示す。レーザ光源では，同一
レーザ光から周波数 fと f＋Δfに変調された二つのレー
ザ光束が作られ，光ファイバで個別にセンサヘッドに導
かれる。二つの光束はそれぞれウェーハ上の測定面と，
センサヘッドに内蔵された参照面に照射され，その反射
光が光ファイバを通じて光検出器に導かれる。二つの反
射光の合成強度は，変調周波数Δfのビート（うなり）
で輝度変調され，式（ 1 ）で表される干渉信号 Iとなる。
　　I＝I0［1＋γ cos（2πΔft＋ϕ）］ ……………………（ 1 ）
ここに，I0：2 光波の強度の和，γ：コントラスト，
　　　　ϕ：2 光波の位相，t：時間
この干渉信号の位相ϕは測定面と参照面の距離によって
決まり，測定面の変位変化量と位相差の関係は式（ 2 ）
で表される。
　　　　　 c
　　

Δh＝
4πf

Δϕ ……………………………………（ 2 ）

ここに，Δh：変位変化量，Δϕ：位相差，c：光速
位相差Δϕを検出し，式（ 2 ）の演算を行うことで測定
面の変位変化量を得ることができる。ヘテロダイン干渉
計は干渉光の位相変化を観測するため，測定値は原理的
に光量変化による影響を受けないという特長をもつ 5 ）。
　本装置に搭載したヘテロダイン干渉計ではさらに，上

図 2  GBIR, SFQR, ESFQRの定義 3 ）

Fig. 2  Definition of GBIR, SFQR, ESFQR 3 ）
図 3  測定部の概要

Fig. 3  Schematic of measurement part

図 4  測定方法
Fig. 4  Measuring method
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下のセンサヘッドのレーザ光源を同一とし，コモンパス
を使用することで環境温度の変化によるドリフトを抑え
た。また，光ファイバ自体に加わる圧力や振動により光
の位相や偏光が乱れ，干渉信号に影響を与えないよう，
ユニット間の光搬送には偏波保持光ファイバを採用し
た。センサヘッドおよびその保持部では，駆動系の振動
や床の振動による測定誤差が極小となる構造をシミュレ
ーション解析によって求め，結果を設計に反映した。加
えて，音による測定値への影響を実験的に評価し，セン
サヘッドカバーの材質や形状を選択した。以上のよう
に，温度変化，振動，音など，考え得るあらゆる外乱の
影響を受けにくい工夫を随所に施した。
2. 2　平坦度測定部の構成
　測定部を対向配置して厚さを測定する装置では，両測
定部の間隔の変化が測定値の誤差要因となる。そのた
め，駆動系から生じる振動や装置外部からの振動を抑え
るとともに，ステージの重心移動による構造体の変形を
低減する必要がある。図 5 に本装置の構成を示す。回転
ステージにはエアベアリング式の中空モータ，直動ステ
ージにはエアスライダ式のリニアモータを搭載し，ステ
ージ動作中の振動を抑制した。測定系のベースおよびセ
ンサ保持部に対しては，振動減衰性が高く熱膨張係数の
小さいグラナイトを用いることにより，振動や熱膨張に
よる構造の微小変形を抑えた。一般に，床からの振動を
除去するには，空気ばねを利用した除振器を搭載するこ
とが多い。しかし，通常は数Hzに共振領域があり，ス
テージの重心移動に応じて姿勢が変化してしまう問題が
ある。そこで本装置では，振動，および姿勢変化を感知
してフィードバック制御を行うことのできるアクティブ除
振台を搭載し，低周波数帯域の共振と姿勢変化を抑えた。
　調整誤差や温度変化によって生じる上下センサの位置
ずれも厚さ測定値の誤差要因となり，機差や長期的な測
定値の変動につながる。そこで，センサの位置を調整す
るため、水平方向 2 軸の直動ステージとそれを自動調整
するアルゴリズムを開発した。この方法により，定期的
な校正を行うことで測定誤差を抑えることができる。

3 . 装置性能の評価

3. 1　繰り返し再現性による評価方法
　本装置によって300mmウェーハのGBIR，SFQR，お

よびESFQRをそれぞれ10回測定し，繰り返し再現性の
評価を行った。
　そのときのGBIRの測定結果を図 6 に示す。標準偏差

（σ）は0.68nmとなった。ウェーハ全面の厚さむら
649.2nm（平均値）に対し， 1 nm以下の再現性で測定で
きていることがわかる。また，各測定ごとの値の変動に
は単調増加などの特徴的な傾向はなく，ランダムなばら
つきを示している。図 7 はSFQR測定値の標準偏差（σ）
とサイト個数の度数分布を示したものである。計算条件
はサイトサイズ26× 8 mm，サイトオフセット（0,0），
全サイト数は336個である。全てのサイトの標準偏差

（σ）の平均値は0.33nmとなり，88.3%のサイトが0.5nm
以下，全サイトで 1 nm以下となった。同様に，図 8 に
ESFQR測定値の標準偏差（σ）とサイトの個数の度数

図 5  装置構成
Fig. 5  Measurement system composition

図 7  SFQRの再現性
Fig. 7  Repeatability of SFQR

図 8  ESFQRの再現性
Fig. 8  Repeatability of ESFQR

図 6  GBIRの再現性
Fig. 6  Repeatability of GBIR
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分布を示す。計算条件はセクタ長さ30mm，セクタ角度
5 deg，全サイト数は72個である。全てのサイトの標準
偏差（σ）の平均値は0.39nmとなり，87.9%のサイトが
0.5nm以下，全サイトで 1 nm以下となった。
　SFQRとESFQRの標準偏差（σ）の分布を比較すると，
SFQRの方が0.25nm（σ）以下を占める割合が大きいこ
とがわかる。これは，サイトの方がセクタよりも 7 割ほ
ど面積が小さく 1 サイトあたりの測定時間が短いため，
長周期成分の誤差が生じにくいためと考えられる。ま
た，SFQRおよびESFQRの再現性がGBIRよりも良いこ
とも同様の要因が考えられる。
　以上の結果より，グローバルフラットネスに加え，面
内およびエッジ近傍のサイトフラットネスを今回の目標
であるサブナノメートルの精度で測定できることが確認
できた。
3. 2　実測定
　実用的な 2 枚のウェーハ（Sample A, B）を対象に，
本装置で測定を行った。図 9 に厚さの 2 次元マップと 1
ライン（図中の矢印線部）の厚さ分布を示す。GBIRは
Sample Aが0.609μm, Sample Bが0.433μmとなった。一
般に，ウェーハの平坦度は中心部よりもウェーハ外周近
傍が劣ることが知られている 6 ）。 1 ラインの厚さ分布で
は，そのエッジ近傍の急峻な変化を両サンプルでとらえ
られており，サブミクロンオーダの厚さの分布を測定で
きていることがわかる。
　図10はSFQRのサイトマップを示す。値の大きなサイ
トの色が濃くなるように20nmピッチの濃淡スケールで
表現しており，10nm以下のサイトのみを白色で表示し
た。ウェーハの中心部に着目すると，Sample Aでは大
半が20nm以下のサイトで占められているが，Sample Bに
は20nmを超えるサイトも多くみられる。このため，平均
値はSample Aが26.9nm，Sample Bが30.5nmとSample A
が小さくなった。エッジ近傍では両サンプルとも中心部
に比べて大きな値を示すサイトが多く， 100nm近くを示
している。SFQR MaxではSample Aが135.5nm，Sample 
Bが107.9nmとなりSample Aが30nm程度大きいことが
わかる。エッジ近傍の詳細を調べるため，同ウェーハの
ESFQRの測定を行った結果を図11に示す。ESFQRの測
定値を縦軸，セクタの円周方向に対しての角度を横軸と
して表示した。ESFQRの平均値はSample Aが335.4nm，
Sample Bが466.2nmとなり，Sample Bに比べSample A
の方が全体的に小さいことがわかる。この評価により，
Sample Aの方がエッジ近傍の厚さむらは小さく，周方
向に対しての厚さむらは両ウェーハとも一様であること
がわかった。
　以上のように，本装置は実用的なサンプルにおいてミ
クロンからナノメートルレベルの厚さむらを明瞭にとら
えることができ，複数の評価手法を用いることで平坦度
の特徴を明らかにすることができた。
3. 3　考察
　 実 測 定 に よ りGBIRが0.68nm（ σ ），SFQRが0.33nm

（σ），ESFQRが0.39nm（σ）の繰り返し再現性結果を得
た（3.1節）ことにより，本装置がウェーハの厚さをサ

ブナノメートルの精度で測定できることを実証できた。
本装置はサイトフラットネス検査装置に要求される測定
精度を満たすことから，今後，量産されることが予測さ
れる十数nmデザインルール用のウェーハも評価するこ
とができる。
　本装置を用いることによってウェーハ研磨条件の最適
化を行うことができ，例えば，エッチングや研削，研磨
工程で発生するウェーハエッジ部のだれ

4 4

に関しては，

図10  Sample A, BのSFQRサイトマップ
Fig.10  SFQR site map of sample A, B

図11  Sample A, BのESFQRとセクタ角度の関係
Fig.11 Relationship between ESFQR and sector angle of sample A 

and B

図 9  Sample A, Bの 2 次元マップ
Fig. 9  2 D map of sample A, B
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Sample A，Bで示したように（3.2節）， 2 次元マップや
ラインプロファイルを利用した視覚的な表示に加え，
ESFQRの測定による定量的な評価を利用することがで
きる。また，ウェーハ研磨装置の異常による平坦度劣化
の検出を行うなど，各生産プロセスへのフィードバック
に利用することが可能であると考えられる。
　本装置の仕様を表 1 に示す。本装置は外部からの振動
の影響を受けにくく，床振動 5 Galの環境下においても，
今回得た繰り返し再現性結果と同等の結果が得られるこ
とを確認している。空間分解能は，SFQRの場合に
1 mm以下，ESFQRの場合に0.5mm以下であり，測定時
間はエッジハンドリングによるウェーハの搬送時間など
を含め，60秒／枚以下（SFQR測定時）である。

むすび＝シリコンウェーハの研磨後検査工程向けとして
サブナノ精度サイトフラットネス計の開発を行った。本
装置はヘテロダイン干渉計と，高い防振性能をもつステ
ージとベース，および高機能な除振器を搭載した構成と

なっていることを示した。グローバルフラットネス，お
よびサイトフラットネスの測定再現性（σ）は，実測定
に お い てGBIRが0.68nm，SFQRが0.33nm，ESFQRが
0.39nmの結果を得た。また，SFQRやESFQRなどの平
坦度評価指標を用いて 2 枚のサンプルを比較し，それぞ
れの平坦度の特徴を確認することができた。これによ
り，本装置がプロセスの管理に有効であることを示した。
　耐振動性を強化した本装置が，多くのウェーハ製造工
程や研究用途によって使用され，より高品質なウェーハ
の製造に貢献できることを期待したい。
　
参　考　文　献
1 ） ITRS International Technology Roadmap for Semiconductors 

2013 Edition. 
2 ） 田原和彦. こべるにくす. 2014, No.42, p.18.
3 ） 田原和彦. こべるにくす. 2014, No.42, p.16.
4 ） 松岡英毅ほか. R&D神戸製鋼技報. 2009, Vol.59, No.2, p.7.
5 ） 特許登録番号 5199141 
6 ） 森本　勉ほか. R&D神戸製鋼技報. 2005, Vol.55, No.1, p.45.

表 1  開発した装置の標準仕様
Table 1  Standard specification of developed measurement system
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まえがき＝リチウムイオン二次電池は，Ni-MH電池など
の従来の二次電池と比較して小型で軽量であり，かつセ
ル電圧が高いことからエネルギー密度が高い。このた
め，スマートフォンなどのモバイル機器に加え，近年で
はハイブリッド自動車や電気自動車，定置型蓄電池への
適用が進められている。しかしながら，高容量化や高出
力化，長寿命化，安全性の向上，低コスト化の課題があ
り，電極材料や電解液，セパレータの開発は活発に行わ
れている。とくに，長期使用が想定される車載用や定置
型のリチウムイオン電池では，耐久性向上の検討や寿命
予測の観点から正極，負極のいずれが支配的に劣化して
いるかを明確にすることは，さらなる長寿命，高入出力
特性の電池を開発する上で重要である。
　㈱コベルコ科研（以下，当社という）においても，こ
のような劣化機構の解明の要請に対し，電池の試作およ
び内部抵抗分離解析技術，物理解析，シミュレーション
技術など，二次電池の総合分析および解析技術を確立し
てきた。とくに充放電サイクル劣化に関しては，車載用
など高出力が要求される電池で使用される正極活物質に
ついて，層状岩塩構造のLi（NixMnyCo1-x-y）O2 系活物質，
スピネル構造のLiMn2O4，オリビン構造のLiFePO4を始
め，グラファイト，Siなどの負極活物質の抵抗分離解析
と物理解析の複合解析を行い，劣化機構の解明を行って
きた 1 ）～ 5 ）。
　既報文献 6 ）～ 8 ）に続き本稿では，リチウムイオン電池
の長期サイクル試験における劣化について，内部抵抗分
離解析と物理解析による複合解析の事例を紹介する。

1 . 評価用電池の試作および電池特性評価

　劣化解析を行う上で，電池特性の低下と部材の劣化
（活物質の結晶構造の変化，皮膜の形成，電解液の分解，
ガス発生，など）を相関付けて解析することが重要であ
る。また，そのための新たな分析評価・解析手法の開発
も不可欠である。
　当社では，開発品を含む種々の正極活物質，負極活物
質，セパレータ，電解液を用いた評価用電池の試作が可
能である。図 1 に示す円筒型電池（18650タイプ），ラミ
ネート型電池，角形電池の試作を行っており，サイクル
劣化や高温保持劣化のデータを取得するとともに，新た
な評価・解析手法の開発を行っている 9 ）～12）。以下に，
ハイブリッド用高入出力電池を模擬したラミネート型試
作電池を用いた充放電サイクル劣化の解析事例を示す。

リチウムイオン二次電池の試作・評価解析技術
Experimental Production, Evaluation and Analysis Technologies for Li-ion 
Secondary Batteries

■特集：電子・電気材料／機能性材料および装置	 FEATURE	:	Electronic	and	Electric	technologies	(Advanced	Materials	and	Apparatuses)	

（論文）

For Li-ion batteries used in vehicles and large-scale load-leveling systems, it is necessary to clarify 
anode or cathode degrades to improve durability and predict battery life. In addition, it is important 
to clarify the relationship between the configuration factor for internal resistance and the fabrication 
elements of Li-ion batteries. We therefore investigated the internal resistance determined using 
electrochemical impedance spectroscopy (EIS), structural changes, chemical bonding states, and the 
relationship between the deterioration mechanism and the internal resistance in Li-ion batteries. This 
study demonstrated that a resistance separation analysis involving the disassembly and re-assembly 
of a battery is effective for identifying the specific source of degradation. Thus, it is possible to clarify 
the main factors contributing to the characteristic fading of a battery via internal resistance and 
degradation analysis.
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図 1  評価用試作電池（円筒型，ラミネート型，角形）
Fig. 1  Prototype cells for testing (cylindrical cell, laminate call and 

prismatic cell from the left)
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1. 1　評価用電池の試作
　正極は，平均粒径10μmのLi（Ni1/ 3 Mn1/ 3 Co1/ 3 ）O2を活
物質とし，導電助剤としてアセチレンブラック，結着剤
としてPVDF（ポリフッ化ビニリデン），溶媒として
NMP（N－メチルピロリドン）を加えて薄膜旋回型高
速ミキサにて混練し，粘度を適切に調整した後，連続塗
工機にて集電体アルミ箔に両面塗工した。乾燥後ロール
プレスにより密度調整を行い，合材層の膜厚42μm，密
度2.8g/cm3 の正極とした。負極は平均粒径35μmのグラ
ファイトを活物質とし，正極同様の工程にて混練後スラ
リー化し，集電体銅箔に合材層を両面塗工し，膜厚55μ
m，密度1.3g/cm3 とした。露点－70℃以下に調整された
Arガス雰囲気下にて，作製した正極と負極をセパレー
タ（ポリエチレン製樹脂フィルム）を挟んで対向させた
電極積層体をラミネート外装材に格納し，電解液

（ 1 mol/L LiPF6 /エチレンカーボネート（EC）：ジエチ
ルカーボネート（DEC）= 1 ： 1 vol.%）を加えて，設計
容量550mAhの積層型ラミネート型電池を作製した。そ
の後，0.2ItA（0.26mA/cm2）× 3 サイクルの初期充放電
を行った。
1. 2　充放電サイクル試験における容量低下の評価
　試作したラミネート型電池を対象に，室温において電
圧2.7～4.2V，2 ItA（2.6mA/cm2）で6,100回の充放電サイ
クル試験を実施した。化学反応式は，
　正極反応：
　Li（Ni1/3 Co1/3Mn1/3）2 ⇔Li1－x（Ni1/3 Co1/3Mn1/3）O2＋Lix

＋＋xe－

　負極反応：
　C＋Lix

＋＋xe－＋⇔LixC
　全反応：
　Li（Ni1/3 Co1/3Mn1/3）2 ＋C ⇔Li1－x（Ni1/3 Co1/3Mn1/3）O2＋LixC
である。 2 ItAでの充放電曲線を図 2 に示す。充放電サ
イクル数の増加に伴って，充電曲線が高電圧側に，放電
曲線が定電圧側にシフトしている。この過電圧の増加は
抵抗が増加していることを示している。また，充放電容
量の低下が見られ，6,100サイクルにて 2 ItAでの放電容
量は初期の46%に低下している。
　充放電容量の調査のため，2.7Vから4.2Vの間で0.2ItA
にて定電流定電圧充電（定電圧保持 1 時間），0.2ItAに
て定電流放電を実施した。このときの充放電曲線を図 3

に示す。低レートでの充放電は過電圧の影響が少なく，
電池の充放電可能な容量を評価することができる。充放
電サイクル数の増加に伴って充放電容量の低下が見ら
れ，6,100サイクルにて放電容量は初期の74%に低下して
いる。したがって，充放電サイクルにより，内部抵抗の
増加と容量の低下が起こっている。

2 . 劣化解析

2. 1　内部抵抗分離解析
　内部抵抗増加因子を特定することは，充放電サイクル
耐久性や入出力特性向上のための研究開発に重要な知見
を与える。しかしながら，内部抵抗の構成因子は複雑で
あり，活物質／電解液界面の電荷移動抵抗，活物質中の
リチウムイオン拡散抵抗，活物質／活物質界面や活物質
／導電助剤界面，活物質／集電体界面などの電子抵抗，
電解液中のイオン伝導抵抗など，リチウムイオンが関わ
る反応や電子が関わる反応が存在する。内部抵抗の解析
においては，時定数の異なる反応を分離することができ
る交流インピーダンス法が有用であるが 13），反応時定数
が近接している場合には，電池（フルセル）のまま測定
した交流インピーダンス波形の解析のみで，抵抗因子を
分離することは困難である。
　当社では，内部抵抗に対する正極，負極，セパレータ，
電解液の寄与を分離するための抵抗分離解析技術を開発
している14）。図 4 に正極および負極の抵抗分離解析の概
念図を示す。正極，負極それぞれについて対極をリチウ
ムとした抵抗解析用のハーフセルを作製し，内部抵抗を

図 2  充放電曲線（ 2 ItA）
Fig. 2  Cycle dependence of charge-discharge profile ( 2 ItA)

図 4  抵抗分離の概念図
Fig. 4  Schematic image of resistance separation analysis

図 3  充放電曲線（0.2ItA）
Fig. 3  Cycle dependence of charge-discharge profile (0.2ItA)
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測定することで正極，負極の抵抗増加の寄与を分離する
ことが可能となる。
　劣化電池の正極，負極を用いて構成した解析用電池

（フルセル）の満充電状態での内部抵抗測定結果を図 5 ，
図 6 に示す。内部抵抗測定は交流インピーダンス法によ
り行った。周波数変調した微弱電圧（電流）を電池に印
加し，応答電流（電圧）の振幅および位相差から時定数
の異なる反応素過程を分離する手法である。OCV（開
回路電圧）に対して振幅10mVを重畳させた交流電圧を
1 MHzから 1 mHzまで印加し，その応答電流から内部
抵抗を求めた。10kHz付近の高周波数域に応答する反応
に対応する円弧と，10Hzから0.1Hzの低周波数域に応答
する反応に伴う円弧と，リチウムイオンの拡散抵抗（ワ
ールブルグインピーダンス）を示す右上がりの直線部が
見られ，サイクルの増加に伴って低周波数側の円弧が顕
著に増大していることが分かる。
　図 7 に劣化正極ハーフセル，図 8 に劣化負極ハーフ
セルの満充電状態での内部抵抗測定結果を示す。正極は
低周波数域に電荷移動抵抗が確認され，フルセルと同様
に抵抗の増大が確認された。一方で負極は，主に高周波
数域にて電荷移動抵抗の増大が確認された。今回の充放
電サイクル試験では，フルセルにおいて低周波数域の反
応が顕著に増加していたが，この低周波数域の反応は正
極の電荷移動抵抗であり，内部抵抗増加の主要因は正極
であることが抵抗分離解析により明らかとなった。

2. 2　単極容量の評価
　作製したハーフセルを用いて単極容量測定を実施し
た。その結果を図 9 に示す。解析用フルセルでは充放電
サイクル試験により容量低下が確認された。一方で，正
極ハーフセルおよび負極ハーフセルでは，フルセルに見
られる容量低下が確認されなかった。ハーフセルは対極
が金属Liであるため，充放電に必要なリチウムイオンは
十分に存在する。つまり，今回の充放電サイクル試験で
は，正極，負極の活物質はリチウムイオンを挿入脱離す
る能力を失ってはいないが，充放電可能なリチウムイオ
ンが減少しているために容量低下が起こっていると考え

図 5  解析用フルセルの内部抵抗（ナイキスト線図）
Fig. 5  Nyquist plots of degraded full cell

図 7  劣化正極ハーフセルの内部抵抗（ボード線図）
Fig. 7  Bode plots of degraded Cathode half cell

図 6  解析用フルセルの内部抵抗（ボード線図）
Fig. 6  Bode plots of degraded full cell

図 8  劣化負極ハーフセルの内部抵抗（ボード線図）
Fig. 8  Bode plots of degraded Anode half cell

図 9  ハーフセルでの単極容量測定結果
Fig. 9  Capacity fade analysis of cathode and anode
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られる。なお，負極での容量増加は副反応が起こってい
ると考えられ，電解液の分解による皮膜生成反応が活性
化していることが示唆される。
2. 3　正極活物質内のリチウムイオン拡散抵抗の評価
　作製した正極ハーフセルについて，定電流間欠滴定法

（Galvanostatic Intermittent Titration Technique，以下
GITTという）によってリチウムイオンの拡散抵抗を評
価した15），16）。GITTのパルス波形例を図10に示す。IR領
域は主に電解液中のイオン伝導抵抗，電子抵抗，電解液
／活物質界面の電荷移動抵抗が含まれる。ΔEτ領域に
はリチウムイオンの拡散が含まれるが，とくに，反応時
定数の遅い電解液／活物質界面の電荷移動抵抗と，リチ
ウムイオンの拡散抵抗を正確に分離するためには，反応
時定数を評価できる交流インピーダンス法との複合解析
が必要となる。
　50%充電状態でのGITT波形を解析し，式（ 1 ）を用
いてリチウムイオンの拡散係数を算出した。Lは電極合
材層の厚み，ΔEsはGITT測定前後の電位差である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………（ 1 ）

　放電状態での正極活物質内のリチウムイオン拡散係数
を図11に示す。充放電サイクル数の増加に伴って，拡
散係数が低下していることが明らかとなった。
2. 4 正極の劣化解析
　充電時にはリチウムイオンは正極活物質から引き抜か
れ，負極活物質に挿入される。放電時には逆の反応が起

こり，充放電サイクル試験においては，正極・負極の活
物質にてリチウムイオンの挿入・脱離による構造変化が
繰り返される。
　正極の劣化機構解明のため，正極の結晶構造変化を
Cs-STEMにより調査した。リチウムイオンは水分と反
応して容易に状態が変化するため，劣化後の試作電池を
露点－70℃以下に調整されたAr雰囲気下にて解体し，
取り出した正極を，不活性ガス雰囲気を保持したまま
FIB（収束イオンビーム）装置に挿入した。その後，断
面マイクロサンプリング法によりTEMサンプルを摘出
し，FIB加工により薄片化した。
　660サイクル後の正極活物質の断面TEM観察結果を
図12に示す。Li（Ni1/3 Mn1/3 Co1/3 ）O2（NMC）は六方晶系
の層状岩塩構造であるが，表層の構造はリチウムが脱離
した立方晶岩塩構造に結晶構造転移していることをナノ
電子線回折像，およびシミュレーションパターンとの比

DLi＋＝ 4L2
πτ （τ<< L2/DLi＋）ΔEs

ΔEτ
2

図10  NMC正極活物質のGITT波形
Fig.10 Scheme for single step of GITT profile of NMC cathode 

material

図11  NMC正極活物質内のLiイオンの拡散係数
Fig.11 Chemical diffusion coefficient of Li＋ as a function of voltage 

calculated by GITT analysis

図12  正極表面の結晶構造転移層のCs-STEM像
Fig.12 Cs-STEM-HADDF image shows cubic phase on the surface of 

NMC cathode material (660cycle)

図13  正極表面のSTE-HADDF像とEDXライン分析（660サイクル）
Fig.13  STEM-EDX line scan analysis of surface of NMC (660cycle)



96 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 65 No. 2（Sep. 2015）

較により同定した。
　図13に原子分解能で観察した正極活物質表層の断面
Cs-STEM-HADDF像を示す。遷移金属元素の並ぶ層の
間にリチウムイオンが挿入あるいは脱離されるが，本来
リチウムイオンが存在すべきサイトに遷移金属のNi，

Co，Mnが移行するカチオンミキシングが起こっている
ことが確認された。また，STEM-EDXライン分析によ
り，立方晶岩塩構造では酸素欠損が，さらに最表層では
Mn溶出に伴うNi，Coの濃化が確認された。
　一方で，6,100サイクル後の正極活物質の表層では，
立方晶岩塩構造への結晶構造転移層の厚さは30nm程度
で顕著な増加はみられなかったが，図14に示すSTEM-
EELS結合状態マッピング像により，活物質表層で形成
された立方晶岩塩構造層上に新たにMn，Coの酸化物，
フッ化物由来の無機系界面層の形成も確認された。
2. 5　負極の劣化解析
　660サイクル後の負極活物質の表面皮膜の結合状態を
XPSにより調査した。主要元素の狭域スペクトルを図15
に示す。有機系の皮膜やLiF，Li2CO3 などの無機系の皮
膜に加え，正極活物質から溶出し負極上で析出したと考
えられるMnの存在を確認した。皮膜厚さは，SiO2 換算
で約30nmであった。
　6,100サイクル後の負極活物質の主要元素の狭域スペ
クトルを図16に示す。660サイクル後にみられた有機系
の皮膜やLiF，Li2CO3 などの無機系の皮膜，Mnの析出
に加え，新たにLi酸化物が確認された。皮膜厚さはSiO2

換算で約140nmであり，660サイクルから 4 倍以上増加
した。LiFやLi2CO3などに加え，長期サイクルにおける
LiOxの生成が充放電可能なリチウムイオンを失活させ，
充放電容量の低下を引き起こしていると考えられる。

図14  正極表面のSTEM-EELS 結合状態マッピング像（6,100サイクル）
Fig.14 STEM-EELS chemical binding state mapping of surface of 

NMC (6,100 cycle)

図16  負極表面のXPS深さ方向分析（6,100サイクル）
Fig.16  XPS depth profile of surface of graphite (6,100 cycle)

図15  負極表面のXPS深さ方向分析（660サイクル）
Fig.15  XPS depth profile of surface of graphite (660cycle)
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3 . 内部抵抗分離解析と物理解析の複合解析によ
る劣化メカニズム

　内部抵抗の増大が確認された正極活物質は，充放電サ
イクルにより表層にて立方晶岩塩構造への結晶構造転移
が確認された。この結晶構造転移は，反応サイトを減少
させ，電解液／活物質界面の電荷移動抵抗を増大させる
と考えられる。また，長期サイクルにおけるMn，Coの
酸化物層，フッ化物層の存在が反応サイトを減少させ，
電解液／活物質界面の電荷移動抵抗を増大させると考え
られる。さらに，遷移金属がリチウムイオンサイトへ移
行するカチオンミキシングは，リチウムイオンの固相内
の拡散を阻害し，拡散抵抗を増大させると考えられる。
　一方で，充放電サイクル試験において，正極，負極と
もにリチウムイオンを挿入，脱離する能力は失っておら
ず，充放電可能なリチウムイオンが減少していることが
明らかとなった。グラファイト表面にLiを含む皮膜が形
成され，とくに長期サイクルにおいてLiOxの皮膜が厚
く形成されることで充放電可能なリチウムイオンが捕ら
われ，結果として充放電容量を低下させると考えられる

むすび＝リチウムイオン電池は，車載や定置型用途に適
用が進み，高容量化や高出力化，長寿命化，そして安全
性の向上に向けた取り組みがますます進むものと考えら
れる。実機電池に適用可能な内部抵抗分離解析と物理解
析との複合解析は，劣化メカニズムの解明のために今後
ますます重要な技術となる。さらに，次世代電池として

高電位・高容量正極を用いたリチウムイオン電池17）や，
固体電解質を用いた全固体電池18）, 19），ナトリウムイオ
ン電池，さらには燃料電池の研究開発が活発となってい
る。当社では電池の試作，物理解析や化学分析，安全性
試験，およびCAEとの複合解析を進めている。これら
の評価・解析技術群を総合した評価・解析を行うことに
よって，次世代二次電池，燃料電池の開発に貢献できる
よう努めたい。
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まえがき＝リチウムイオン二次電池（以下，リチウムイ
オン電池という）はその高容量，高エネルギー密度ゆえ，
スマートフォンに代表される携帯型電子機器のみなら
ず，電気自動車などの駆動用エネルギー源としてもその
用途が拡大している。その一方で，さらなる大容量化へ
の要求は強く，リチウムイオン電池の構成部材や構造の
研究開発が現在も続けられている。このような状況下，
旺盛な解析需要に対応すべく，㈱コベルコ科研（以下，
当社という）では様々な分析技術の開発に取り組んでき
た。本稿では，リチウムイオン電池を充放電しながら電
極材料の観察を行う「その場観察」技術について述べる。

1 . リチウムイオン電池の観察技術

　リチウムイオン電池では，電極活物質内のリチウムが
電解質中を移動して対極の活物質中に輸送されることで
充放電が行われる。ここで，正極活物質としてはコバル
ト酸リチウム，負極にはグラファイト，電解質としては
エチレンカーボネートなどの有機溶媒にヘキサフルオロ
リン酸リチウムなどを溶解させたものが一般的に用いら
れている。リチウムイオン電池の性能向上には正極や負
極を構成する材料の高性能化が必須であり，近年では負
極材料としてシリコンやすずを用いる試みのほか，電解
液に代えて固体電解質を用いる全固体電池の開発も進め
られている。
　これらの新たな材料，構造を開発するなかでは様々な
異常現象や劣化に遭遇する。それらの原因を解析して克
服するには，材料分析技術，とりわけ電子顕微鏡による

形態観察が不可欠である。
1. 1　走査型電子顕微鏡によるリチウムイオン電池の観

察技術
　走査型電子顕微鏡（Scanning Electron Microscope， 
以下SEMという）は最も一般的な構造解析手法の一つ
であり，材料研究の現場において広く用いられている。
しかしながら，リチウムイオン電池のSEM観察を行う
際には，一般的な材料の場合とは異なる特別な注意が必
要となる。リチウムイオン電池材料のSEM観察を行う
のは，新しい材料を使って試作した電池，あるいは耐久
試験によって劣化した電池の評価の一環として行う場合
がほとんどである。このため，観察に先立ってリチウム
イオン電池を解体し，電極材料を取り出す作業が必要と
なるが，リチウムは非常に活性な元素であり，大気中の
水分や二酸化炭素と容易に反応して変質する。これを避
けるためには，一連の工程において試料（リチウムイオ
ン電池）を大気に暴露させることなく，真空中もしくは
不活性ガス雰囲気中で所要の作業を実施しなければなら
ない。そのため当社では，高純度アルゴン雰囲気のグロ
ーブボックス（図 1 ）を複数保有している。
　試料の変質を防ぐため，グローブボックス内の露点を
－80℃以下，酸素濃度を0.1ppm以下に保っている。ま
た，解体作業中に正極と負極を接触させると大きな短絡
電流が流れ，最悪の場合には発火に至ることもあるた
め，作業には高度な熟練を要する。リチウムイオン電池
電極の観察を行う際，リチウムイオンの輸送方向である
厚さ方向の観察が必要になる場合がある。その場合は電

リチウムイオン電池材料の充放電中挙動のその場観察技術
In-situ Observation of Lithium-ion Battery Material during Charging and 
Discharging Processes

■特集：電子・電気材料／機能性材料および装置	 FEATURE	:	Electronic	and	Electric	technologies	(Advanced	Materials	and	Apparatuses)	

（論文）

Lithium-ion batteries have been implemented for numerous applications, including portable electronic 
devices and electric vehicles. There is a continuous demand to increase cell capacity, particularly in 
the automobile industry. A great deal of effort has been made to explore novel battery materials and 
structures that meet the demand. In this situation, an in-situ observation technique was expected to 
be an effective tool to accelerate research and development. To realize this expectation, we developed 
a novel in-situ observation technique by using a scanning electron microscope (SEM) and specimen 
holder with build-in charge/discharge circuit. An experimental observation was conducted by using 
silicon anode/solid state electrolyte (SE)/lithium cathode structure. It was observed that the anode 
layer expands in thickness by a factor of 2.5 after 24 hours of charging with 0.4mA/cm2 of current 
density. It was also revealed that the expansion is due to the formation of a Li-Si alloy layer at the Si/
SE interface and the morphology of the unreacted Si layer remained unchanged. Another experimental 
observation was made by using Lithium/solid electrolyte/Lithium stack. A growth of lithium whiskers 
from Li-saturated solid state electrolyte was successfully observed in real time.
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極試料の断面加工を行うが，水分との反応が懸念される
一般的な湿式研磨を用いることはできない。このため，
アルゴン雰囲気中での切断やイオンミリング法による断
面加工を用いる。
　このようにして調製を行った試料は専用の気密試料台
に封入され，SEMに搬送される。SEMについてもリチ
ウムイオン電池の観察に対応した大気非暴露仕様の装置

（図 2 ）が必要である。試料を搭載した気密試料台は蓋
を閉じた状態でSEMのロードロック室に導入され，予
備排気される。ロードロック室の上方には先端はおねじ
になっているロッドとつまみとが設けられており，予備
排気が完了するとロッド先端のおねじを気密試料台の蓋
に設けられためねじにねじ込み，ロッドを上方に引き上
げることによって気密試料台の蓋を開ける。その後，試
料挿入棒によって試料台のみを鏡筒に導入する。以上の
手順により，試料を大気に触れさせることなくSEMに
導入することができる。
1. 2　リチウムイオン電池のその場観察
　その場観察とは，観察装置の中で試料に反応を生じさ
せ，その様子をリアルタイムに観察することである。そ
の場観察の利点としては，
　①同一箇所における反応の推移を観察できる
　②時間の経過と反応の進展の相関が分かる
ことが挙げられ，その結果として現象の理解が格段に進
む。とりわけリチウムイオン電池においては，充放電に
伴う電極材料の変質や劣化のメカニズム解明に大きな威
力を発揮すると期待される。その一方で，電子顕微鏡に
代表される観察装置の多くは真空機器であり，その中に
反応を持ち込むには様々な困難を伴う。
1. 3　リチウムイオン電池のその場観察用SEM試料台の開発
　リチウムイオン電池のその場観察を行うためには，

SEM中のリチウムイオン電池試料に対して何らかの方
法で電流を流して充放電しなければならない。最も簡単
な方法としてはSEM外部に充放電装置を設置し，SEM
本体に設けた電流導入端子を介して試料と接続する方法
が考えられる。しかし，試料は気密試料台の中に封入さ
れているため，外部機器と電気的に接続するための機能
が必要になる。市販の装置にはそのような機能を備えた
ものはなく，また既存装置を活用するにはSEM本体の
大規模な改造が必要になるため，多額の費用がかかると
いう問題に直面する。
　そこで当社は，気密試料台の内部に超小型の充放電回
路を組み込むことで上記の問題を解消する方法を考案し
た 1 ）。ここで問題となった点がある，すなわち，SEM
観察中の試料台は真空中に置かれることから，その内部
に組み込まれている充放電回路を構成するICや抵抗，コ
ンデンサなどの電子部品も真空中に置かれることにな
る。一方でこれらの電子部品は一般に，真空中での動作
が保証されていないため，充放電回路は大気圧中に置か
なければならないという点である。そこで，気密試料台
を上部の試料室と下部の回路室とに分け，回路室を気密
構造としてSEM装置内でも大気圧を維持できるように
した。図 3 にその概念図を示す。
　この機能を具体化させるための詳細設計を行い，その
場観察用SEM試料台（以下，試料台という）を製作し
た（図 4 ）。試料台の外形は，当社が保有する走査型電

図 1  電池解体用グローブボックスの外観
Fig. 1  Grove box for disassembling lithium ion battery cell

図 2  大気非暴露仕様の走査型電子顕微鏡（左）と気密試料台（右）
Fig. 2  SEM of atmosphere non-revelation type (left) and airtight 

specimen holder (right)

図 4  その場観察用SEM試料台
（a）外観　（b）試料室の内部　（c）回路室の内部

Fig. 4  In-situ SEM specimen holder with built-in charge/discharge circuit

図 3  充放電回路を内蔵した試料台の概略図
Fig. 3  Schematic diagram of SEM specimen holder with a built-in 

charge/discharge circuit
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子顕微鏡の大気非暴露型純正試料台と同一となるように
設計した。先に述べたように試料台は，観察試料を固定
する試料室，試料室を気密封止するための気密蓋，およ
び充放電回路を実装した回路室から構成されている。試
料室の内部には試料を固定するための押さえ板があり，
これは試料を充放電回路に接続するための電極を兼ねて
いる。この位置への観察試料の取り付けを図 1 で示した
グローブボックスの中で行い，気密蓋を閉じた状態で
SEMに搬送する。試料室には気密蓋の開閉を検知する
スイッチを設けているが，この機能については後述す
る。回路室の内部には電源となるコイン電池，充放電制
御回路，過電圧・過放電保護回路などを搭載した回路基
板を収めている。わずか10cm3足らずの空間にこれらを
実装する必要があるため，1005サイズ（1.0×0.5mm）の
極小チップ抵抗や携帯電話などで使用される電源監視
ICなどを採用することによって小型化を図った。充電
／放電の切り替えおよび充放電電流の設定は回路基板上
のディップスイッチにより行う。先に述べたように回路
室は大気圧となっているため，真空中に置かれる試料室
との隔壁に設けた貫通端子によって観察試料との電気的
な接続を行っている。
　リチウムイオン電池のその場観察においては，試料の
経時変化を正確に把握するため，充放電を開始するタイ
ミングと観察を開始するタイミングを一致させる必要が
ある。しかし，SEM中に挿入された試料台に対してス
イッチ操作などの手段によって充放電を開始させるのは
困難であることから以下の工夫を行った。すなわち，グ
ローブボックス中で試料をセットし，気密蓋を閉じると
マイクロスイッチが蓋を検知して充放電制御回路に内蔵
したタイマ回路をリセットする。ただし，この段階では
まだ充放電は始まらない。試料台をSEMの予備排気室
に挿入して気密蓋を外すとタイマがカウントダウンを開

始し， 3 分後に充放電が始まる。SEMのオペレータは
その間に試料台を鏡筒に挿入し，SEMの電子ビームの
軸調整やフォーカス合わせなどの観察準備を行う。図 5
に試料調製を含めた一連の作業フローを示す。

2 . リチウムイオン電池電極材料のその場観察事例

　本章では，リチウムイオン電池電極材料のその場観察
事例を 2 例紹介する。いずれもその場観察でなければ得
られない貴重な知見が得られており，本技術の有用性を
示すものといえる。
2. 1　シリコン系負極材料の充電中挙動
　現在の負極材料の主流はグラファイト系であるが，実
用化されている材料の容量は理論容量の372mAh/gに近
づいており，さらなる大容量化のために代替材料の開発
が不可欠となっている。そこで近年，新たな負極材料と
してグラファイトの約10倍の理論容量を持つシリコン系
負極が注目されているが，以下の理由により耐久性に課
題があるといわれている。すなわち，グラファイト負極
の場合は層間にリチウム原子が挿入・脱離（インタカレ
ート）されるだけで大きな構造変化を伴わないのに対し，
シリコン系負極の場合は充放電時に合金化・脱合金化と
それに伴う大きな体積変化が生じ，それによって粒子の
割れやはがれが生じる。この問題に対処するため，シリ
コンを非晶質化する対策，あるいは有機バインダを添加
する対策などが研究されているが，その挙動については
様々な議論がある2 ），3 ）。この現象を詳細に調査するため
当社は，図 6 に示す模擬的な構造の試料を作製し，
SEM中で充電しながら断面観察を行った。固体電解質

（Solid state electrolyte，以下SEという）にはここでは
市販の酸化物系を用いた。このときの観察結果を図 7 に
示す。0.4mA/cm2の電流密度にて定電流充電を行ったと
ころ，12時間後にはシリコン層と固体電解質層の間に
Li-Si合金と思われる層が観察された。さらに充電を進め
ると，24時間後にはLi-Si合金層の厚みが2.5倍程度にま
で増加した。このときの合金層は図中に示すように組織
の異なる 2 層構造のように見えるが，それぞれの詳細な
構造解析は今後の課題である。断面組織をさらに注意深
く観察すると，初期状態のチタン／シリコン層界面（図
の四角形で囲んだ箇所）に見られる結晶組織が24時間後
には表面側に移動している。このことから，リチウムと

図 5  リチウムイオン電池のその場観察の作業フロー
Fig. 5  Operation sequence of in-situ SEM observation

図 6  シリコン負極を模擬した試料構造
Fig. 6  Experimental structure simulating silicon anode
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シリコンの合金化反応はもっぱら界面において進行し，
界面から遠い部分のシリコン層が未反応のまま残ってい
ることが分かる。つぎに，充電状態でのリチウムの析出
がファラデーの法則 4 ）に従うとしてリチウムの析出量
を見積もる。
　　

n＝
 It 

 ………………………………………………（ 1 ）
　　　  zF
ここに，
　　n（mol）：物質量， I（A）：電流，
　　t（s）：時間， z = イオン価数，
　　F：ファラデー定数（9.6485×104（C/mol））
式（ 1 ）より，0.4mA/cm2の電流密度で24時間の充電を
行ったときのリチウムの析出量は3.58×10－ 4 mol/cm2と
算出される。リチウムの原子量を6.941，比重を0.534g/
cm3として上記の析出量がすべて金属リチウムとして析
出したと仮定すると，その厚さは4.65×10－ 3 cmすなわ
ち46.5μｍと算出される。この厚さは観察されたLi-Si合
金層の厚さよりもはるかに大きい。このことから，固体
電解質層中には未反応のリチウム原子が相当量残ってい
ることが示唆される。
2. 2　固体電解質中のリチウムの析出挙動
　近年，次世代の車載用二次電池として従来の電解液に
代えて固体電解質を用いた全固体電池の研究が進められ
ている。全固体電池は，①有機系溶媒を用いないため安
全性に優れる，②バイポーラ電池を構成することでエネ
ルギー密度を高められる，などの利点があるとされてい
る。全固体電池を実用化する上で重要となる物質は固体
電解質である。このため，リチウムイオンに対するイオ
ン伝導度が高く，かつ安定性に優れる物質の探求が現在
も続いている。一方，固体電解質のリチウムイオンのイ
オン伝導度はまだ従来の電解液には及ばないため，充放
電レートを高くすると電極間を移動できないリチウムイ
オンが金属リチウムとして析出し，正極－負極間をショ
ートさせる可能性がある。これが全固体電池を実用化す
る上での一つの課題と考えられている。
　金属リチウムの析出は，主に固体電解質の粒界や割れ
目に沿って発生すると一般的には考えられているが，そ
の様子を実際に捕えた例 5 ）は少ない。そこで当社では，
図 8 に示すような構造の試料を作製し，その場観察によ
ってリチウムの析出挙動を動的に捕えることに成功し
た。なお，ここでも固体電解質には市販のものを使用し
ている。図 9 に観察結果のスナップショットを示す。リ
チウムの析出は充電開始20秒後に既に認められ，その形

態はウィスカと呼ぶにふさわしい特徴的な針状をしてい
る。またその生成箇所は，平滑に見える固体電解質を突
き破って成長する場合（図 9 中①）もあれば，固体電解
質の割れ目を基点としている場合（図 9 中②）もあった。
図10にリチウムの析出密度の充電時間依存性を示す。
ここで析出密度は，一つの視野中に認められる析出物の
個数を視野の面積（ここでは1.02×10－10m2）で割ること
で求めた。図10に見られるように，充電の初期において
はリチウムの析出密度は時間の経過とともに増加する
が，その後は飽和して一定値にとどまるという特異な挙

図 7  シリコン負極を模擬した構造の充電にともなう膨脹のその場観察結果
Fig. 7  In-situ observation of silicon anode showing expansion in thickness during charge operation

図 8  固体電解質からのリチウム析出をその場観察するために試
作した試料構造

Fig. 8  Experimental structure prepared for in-situ observation of 
lithium precipitation

図 9  固体電解質からのリチウム析出のその場観察結果
Fig. 9  In-situ observation of lithium precipitation from solid state 

electrolyte
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動を示すことが分かった。このように，本技術を活用す
ることにより固体電解質の組成や性状によるリチウム析
出の状況を詳細に知ることができ，今後の材料開発に大
きく資するものと期待される。

むすび＝リチウムイオン電池を対象に，走査型電子顕微
鏡の中で充放電しながらその構成材料を観察できる「そ
の場観察」技術を開発した。本技術を用いてシリコン系
負極の観察を行い，合金層の形成と膨脹の関連を明らか
にした。また，全固体電池を模擬した構造を作製し，過
剰リチウムが固体電解質から析出する挙動を観察するこ
とに成功した。いずれも，その場観察でなければ得られ
ない貴重な知見が得られており，本技術がリチウムイオ
ン電池の研究開発に大きく貢献することが期待される。
今後はさらにリチウムイオン電池の分析技術開発を加速
させ，高度な解析需要に答えてゆきたいと考えている。
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図10 リチウムの析出密度の充電時間依存性
Fig.10 Relation between elapsed time from the start of charging and 

Lithium precipitate density
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まえがき＝超電導とは，ある条件下において電気抵抗ゼ
ロで電流を流すことができる現象で，これを利用すれば
細い電線に大きな電流を流すことが可能である。例え
ば，一般的な低圧電線では電気抵抗に伴うジュール発熱
があるため，許容電流密度は 4 A/mm2 程度である。し
かしながら超電導線材の場合には，これが100～200A/
mm2 にも達する 1 ）。超電導現象は当初，水銀を約 4 K（氷
点下269度）に冷却したときに電気抵抗がゼロになるこ
とによって発見されている。以来，産業分野への適用を
目指して研究開発が進められてきた。
　超電導は極低温に冷却することを前提とした技術では
あるが，他の方法では実現し得ない強磁場を発生できる。
このため超電導マグネットは，NMR（Nuclear Magnetic 
Resonance：核磁気共鳴）やMRI（Magnetic Resonance 
Imaging：磁気共鳴画像）に広く適用されており，2027
年開業予定のリニアモータカーにも超電導マグネットが
搭載される。
　当社のグループ会社であるジャパンスーパーコンダク
タテクノロジー株式会社（以下，JASTECという）は国
内唯一の超電導専業メーカであり，超電導線材と超電導
マグネットの製造販売を行っている。
　JASTECが製造販売している超電導線材にはNbTi線
材とNb3Sn線材の 2 種類がある。このうち，NbTi線材
は主に10T以下の磁場を発生する応用機器（MRI，リニ
アモータカーなど）に用いられ，さらに高い磁場が必要
とされる高磁場NMR用超電導マグネットなどには
Nb3Sn線材が使用される 2 ）。

　本稿では，高い製造技術が必要とされ，付加価値の高
いNb3Sn線材の代表的な製造方法とその特徴について前
半で解説し，後半では当社とJASTECが取り組んでいる
Nb3Sn線材の開発について述べる。

1 . Nb3Sn線材の製造方法とその特徴

　Nb3Snは硬くて脆い金属間化合物で塑性変形能に乏し
いため，合金系のNbTi線材で培ってきた製造方法（伸
線加工）が適用できない 3 ）。こうした加工性の問題を克
服し工業生産を可能とするNb3Sn線材の製造方法とし
て，これまでにブロンズ法 4 ），粉末法 5 ），内部スズ法 6 ）

などの複合加工法が提案されている。図 1 は，各製造方
法における材料の加工プロセスを模式的に示したもので
あり，各製造方法の詳細は後述する。

高磁場超電導マグネット用Nb3Sn線材の技術
Nb3Sn Wire Technology for High Field Superconducting Magnet

■特集：電子・電気材料／機能性材料および装置	 FEATURE	:	Electronic	and	Electric	technologies	(Advanced	Materials	and	Apparatuses)	

（解説）

Nb3Sn superconducting wires are widely used for high field superconducting magnets, and the NMR 
magnet is one of the most successful applications. In order to realize large Jc (critical current density), 
which is essential to high field superconducting magnets, several different types of production methods 
have been developed such as the bronze-route method, the powder-in-tube method and the internal 
tin method. This article first reviews those wire production methods and the technique for Jc value 
enhancement. After that, current developments in the large Jc Nb3Sn superconducting wire of Kobe 
Steel and Japan Superconductor Technology are described. The magnetic field dependence of Jc 
values in each manufacturing method is presented and the strong and weak points for the industrial 
usage of each manufacturing method are also described. An effective guideline for achieving the 
best superconducting magnet performance is discussed, optimizing the placement of Nb3Sn wire 
manufactured by each method. The proposed design concept uses PIT method wire for the innermost 
layer winding and IT method wire for outer layer winding. This idea could realize an NMR magnet 
with a high magnetic field and superior cost performance.
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図 1  各種Nb3Sn線材の芯材断面構造
Fig. 1  Schematic cross section of Nb3Sn single cores in different 

processes
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　超電導線材に求められる特性は，その線材が適用され
る機器・用途によって臨界電流密度（以下，Jcという），
残留抵抗比（以下，RRRという），機械的強度，交流損
失などさまざまなものがある。本稿では，高磁場超電導
マグネットに用いられる超電導線材の最重要特性である
Jcについて，各製法での改善指針について解説する。
1. 1　ブロンズ法
　ブロンズ法は，Nb芯を埋め込んだCu-Sn合金（ブロン
ズ）の六角単芯材（図 1（a））を多数束ねた状態で無酸
素銅の管に挿入し，伸線加工した後，650～750℃で熱処
理することでNbフィラメント表面にNb3Sn化合物を拡
散反応で生成させる製造方法である 4 ）。低融点のSnを単
体で用いないことから高温押出しを利用でき、押出しビ
レットの大型化・大単重化を図れる。このため，量産性
に優れることがブロンズ法の特長として挙げられる。歴
史的には最も早く工業化が可能となった製造方法である
が，コストとJc特性の改善に課題を有する。原材料の
Cu-Sn合金はSnやCuの純金属よりも高価であることに
加えて，伸線加工時の加工硬化が大きいため頻繁に軟化
焼鈍を行う必要がある。また，拡散反応過程でのSnの
供給量がCu-Sn合金のSn固溶限（15.8％）で制限され，
Nb3Snの生成量の限界からJc特性の向上が困難となる。
1. 2　粉末法
　粉末法Nb3Sn線材では，Nb合金チューブの内部にSn
を含む粉末（Sn，Sn合金，Sn化合物）やCuを充填し六
角加工した後（図 1（ｂ）），外周にCuを配置したもの
を複数束ねた断面形状を有する。Nb3Snは，Nbチュー
ブ内のSnが熱処理によりNb内へ拡散することにより生
成する。この製造方法ではNb3Snの生成時にCu-Sn合金
化が起こるため，伸線加工時の加工硬化の悪影響は小さ
い。NbとSnとがCuマトリックスを介さずに直接反応す
ることからNb-Sn拡散反応速度が大きい。このため，
Nb3Sn化合物の体積率を増加でき，高い臨界電流密度

（Jc）を得られることが粉末法の特長である。
　ただし，Nb合金チューブを使用することから，ブロ
ンズ法や内部スズ法に比べてNb3Sn芯は大きくなること
が多く，交流用途の場合にはヒステリシス損失が大きく
なる。
1. 3　内部スズ法
　内部スズ法は，ブロンズ法をベースにして，高Jc化に
おけるSn濃度の限界を解決するために考案された方法
であり 7 ），Cuマトリックス中に複数のNb芯とSn合金が
埋め込まれた断面形状となっている。これまでにさまざ
まな方式の内部スズ法が考案されているが，いずれも
Sn，Nb，Cuという 3 種類の材料を使用することは共通
している。線材構成として，CuとNb芯とSn合金をあら
かじめ一体化したモジュールを組み立てる方法や，Cu
とNb芯を複合したモジュールとCuとSn合金を複合した
モジュールを組み合わせる方法（図 1（c））などがあり，
ブロンズ法と同様に熱処理による拡散反応でNb芯の表
面にNb3Snが生成する。Snの供給にCu-Sn合金の固溶限
からくる制限がないことからNb3Snの生成量を増やすこ
とが可能となり，高いJcを得ることができる。さらにこ

の製造方法ではCuとNb芯とSn合金がそれぞれ独立して
存在しており，Cu-Sn合金のような加工硬化の急激な上
昇を招く材料を使用していないことから，ブロンズ法で
のコストアップ要因である頻繁な中間焼鈍が不要とな
る。ただし，Snの融点が低いことから熱間押出し加工
は適用できず，大量生産には生産技術の工夫が必要とな
る。

2 . 臨界電流密度（Jc）の向上

　超電導応用装置の実現においては，使用目的に応じて
Jc，機械的特性，交流損失などの個別の特性を向上させ
たNb3Sn線材が開発されている。これらのうち，Jcは超
電導マグネットの発生磁場を決定するため，高磁場超電
導マグネット用線材には最も基本的な特性である。
　Jc向上の観点としては，①Nb3Sn化合物の生成量（面
積比率），②結晶粒径（結晶粒界），③化学量論組成の 3
点が挙げられる。このなかで，線材の断面に占める
Nb3Sn化合物量（面積比率）を増やすことは，Jcの向上
手段として最も基礎的な方策である。例えばブロンズ法
では，Cu-Sn合金中のSn濃度増加とともにNb芯の面積
率を調整することでNb3Snの生成量を増やすことが可能
である。図 2 にブロンズ中Sn濃度とJcとの関係を示す。
Sn濃度の増加に伴いJcが大きくなっていることが分か
る。
　つぎに，Jcに大きな影響を及ぼすNb3Sn相の結晶組織
について考える。Nb3Snは第二種超電導体に属し，外部
磁場を印加すると磁場が超電導体内部に侵入する。侵入
した磁場は磁束と呼ばれる量子化された状態になる。超
電導体に電流が流れると，この磁束にローレンツ力が加
わる。この状態で磁束が動いた場合，通電方向に電圧が
発生することからエネルギー損失が生じる。このため、
実用化されている超電導線材では，損失を極力生じない
ように磁束移動を抑制・固定する仕組みが導入されてい
る。超電導体中の磁束を固定することを"磁束ピン止め"
と呼び，この機能を担うものを"ピン止めセンター"と呼
ぶ10）。Nb3Snにおけるピン止めセンターは主に結晶粒界
であり，結晶粒が微細で等方的である場合に高いJc特性
が得られる11）。結晶粒径はNbとSnの濃度比や熱処理条
件などでよって変化する（図 3 ）。
　さらに，18Tを超える高磁場領域では，Nb3Sn相の組

図 2  Sn濃度が異なるブロンズ法線材における非銅部Jcと磁場の関係
Fig. 2  Non-Cu Jc versus magnetic field curves of Nb3Sn conductors 

with shown Sn amount in bronze alloy



神戸製鋼技報/Vol. 65 No. 2（Sep. 2015） 105

成がJcに大きな影響を及ぼす。高磁場領域のJc特性向上
に関しては，Nb3Sn相への第三元素（TiやTa）の添加
や化学量論組成（stoichiometry）に近づけるための高
温熱処理などが実施されている 2 ）。
　次章では当社グループにおけるNb3Sn線材の開発につ
いて述べる。

3 . 当社グループにおけるNb3Sn線材の開発

　当社グループのJASTECは化学分析用NMR装置向け
超電導マグネットを主力製品としており，この用途に使
用するNb3Sn超電導線材の開発に線材部門でも注力して
きた。NMR測定の検出感度は使用する磁場の 3 / 2 乗に
比例して向上し，また分解能も磁場に比例して向上す
る。
　NMRは主に有機化合物の合成などの化学分野で使わ
れていたが，近年のバイオテクノロジーの発展とともに
タンパク質をはじめとする生体高分子の構造解析での需
要が増えている。生体高分子は構造が複雑で分子量も大
きいため，構造解析には高感度，高分解能のNMR装置
が要求され，マグネットの高磁場化の要望が強い12）。現
在，最も普及しているNMR用の超電導マグネットの中
心磁場は9.4Tであるが，生体高分子を対象にしたNMR
装置用では14T以上の磁場を発生できる超電導磁石が使
用される。高磁場NMRへの要望は高く，Nb3Snの上部
臨界磁場（Hc2）に近い磁場を発生させる 1 ＧHz級の高
磁場NMRマグネット（中心磁場は23.5T）の開発も行わ
れている13）。
　こうした背景から当社は，高磁場NMR用超電導マグ
ネットに使用することを目的とし，ブロンズ法，粉末法，
内部スズ法を用いた開発を行った。それぞれの製法で製
作された線材の断面を図 4 に，またJc特性を図 5 に示
す。ブロンズ法と比較すると，粉末法が18Tを超える高
磁場領域で高いJcを示し，内部拡散法では18T付近まで

の磁場領域で高いJcを示している。こうした磁場領域で
のJc特性を考慮して設計された超電導マグネットは性能
とコストバランスに優れたものとなる。以下では各製法
の詳細について述べる。
3. 1 ブロンズ法；高Sn濃度ブロンズを用いたNb3Sn線材

の開発
　最初に工業的に生産されるようになったNb3Sn線材に
はブロンズ法が使用されており，当社グループでもこの
製法を最初に採用して開発を進めてきた。高Jc化の手段
として線材のNb3Sn生成量を増やすことを目標とし，高
いSn濃度のCu-Sn合金（ブロンズ）を用いた開発を実施
した。前述したようにCu-Sn合金中のSn濃度を増やすと
金属間化合物の発生が多くなるため加工が困難になる。
この問題に対し，当社グループでは加工影響を受けにく
い断面設計に加えて，伸線や熱処理等のプロセス適正化
に取り組み，16%Sn濃度のCu-Sn合金を用いたNb3Sｎ線
材の開発に成功し18.5T，4.2Kで194A/mm2のJcを達成
した。なおこの線材を用いて製作した超電導マグネット
で2000年に22Tの高磁場発生にも成功している。このマ

図 3  Sn濃度が異なるブロンズ法線材のNb3Sn結晶粒SEM像（Sn
濃度：13％（上），15％（下））

Fig. 3  SEM images of Nb3Sn crystals using 13wt% Sn bronze 
(upper) and 15 wt% Sn bronze (lower) 

図 4  当社で開発されたNb3Sn線材の断面画像
A：ブロンズ法，B：粉末法（TS-PIT法），C：内部拡散法（DT法）
Fig. 4  SEM images of Nb3Sn conductors developed in Kobe Steel
 A: bronze routed process, B: power in tube process, 
 C: internal tin process (distributed tin process)

図 5  異なる製造プロセスで試作したNb3Sn線材のJcと磁場の関係
Fig. 5  Non-Cu Jc versus magnetic field curves of Nb3Sn conductors 

with three types of manufacturing processes
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グネットは930MHzのNMR測定に用いられたが，これ
は当時世界最高の中心磁場をもつNMR装置であった 8 ）。
3. 2　粉末法；TS-PIT法を用いたNb3Snの線材
　NMR装置の高磁場化のためには，高い磁場領域での
Jc向上がとくに重要となるが，当社では粉末法の一種で
あるTS-PIT法を採用して開発を実施した 9 ）。TS-PIT法
とは，TaとSnの粉末を溶融拡散熱処理し，Ta-Sn化合
物として，それを粉砕し，粉末にしたものをNb-Ta合金
シースに充填して伸線加工する方法である。Taを添加
することでSnのNb内への拡散速度が大きくなりNb3Sn
の生成量を増加させることを狙ったものである。このよ
うに元素添加が比較的容易に行えることが粉末法の特徴
である。さらにこの製法では，ブロンズ法のようなSn
の供給制約を受けないためNb3Sn相の生成量を多くと
れ，20T以上の高磁場領域でも非常に優れたJc特性が得
られる。ただし粉末を取り扱うため，粉末の製造や混合
のための専用設備が必要になることや，通常の複合線材
の伸線とは異なる技術を要する等の注意を要する。
　TS-PIT法Nb3Sn線材の優れた高磁場特性を実用規模
で製造できることを実証するため，50kg線材を試作し
た結果，高磁場領域においてJcの大幅な向上を確認し
た。
　前述の930MHz NMR用超電導マグネットに用いられ
たブロンズ法線材と同条件で比較してJcが52％向上した

（18.5T，4.2KでのJc：295A/mm2）。またこの製造方法
では粉末を原材料としているため実用化にあたっては線
材全長にわたる特性の均一性も課題であった。Jc特性の
均一性を評価するため，500mの試作材から50m間隔で
サンプルを採取しJcを測定した。結果を図 6 に示す。Jc
の平均値が295A/mm2 に対し標準偏差10A/mm2 であっ
た。これは実用化されているブロンズ法と比較しても遜
色のない値であり，全長にわたって均一なJcが得られて
いることが分かる。また高磁場領域（21.5T）でのJcは
170A/mm2 が得られている。この値は1,000MHzのNMR
用超電導マグネットに必要とされる190A/mm2 にはわず
かに及ばないものの，今後の製造プロセスの最適化によ
ってさらなる特性向上が期待できる結果でもある。
3. 3　内部スズ法；分散Sn法を用いたNb3Sn線材の開発
　超高磁場超電導マグネットにおいて，中層コイル（最
内層コイルの外側に位置する）に使用する線材量は最内
層コイルよりも多くなることからコスト影響が大きい。
このコイルに粉末法の線材を使うことは市場競争力の観
点から望ましくない。中層コイル用としては，コスト面
でTS-PIT法よりも優位で，かつ16～18T程度の高磁場
領域でブロンズ法よりも高いJcをもつNb3Sn線材が要求
される。当社では内部スズ法の一種である分散スズ法が
この目的に適していると考えて開発を進めており，これ
までに量産レベルの試作材の製造を完了している。分散
スズ法はNbモジュール（Cuマトリックス中に複数のNb
芯が配置されたもの）と Snモジュール（Cuマトリック
ス中にSｎ合金が埋め込まれたもの）とを組み合わせて
伸線することによって製造する製法である。この製法は
従来のNbとSnとを同一のモジュールとするものと比べ

ると，Cuマトリックス量を減らすことができ，Jcの向
上が可能となる。すなわちNbとSnを同一のモジュール
とした場合にはNb3Snの拡散反応を促進させるための
Cuマトリックスが必要となるが，分散スズ法では，Nb
とSnとを分散して配置することによりCuマトリックス
を低減し，高いJcを得ることができる。
　性能検証にあたり分散スズ法についても50kg級の線
材を試作した。得られたJcは18.5T，4.2Kにおいて373A/
mm2 となっており，ブロンズ法と比較して70％以上の
Jc特性向上が得られている。
3. 4　まとめ
　高磁場マグネットへの適用を目的として三種類の製法
を適用したNb3Sn線材の開発を行ってきた。図 6 で示し
たように製法によりJcと磁場の関係が異なる。またそれ
ぞれの製法にはメリット，デメリットがあり，仕様や経
済性などを考慮して最適なものを選択することになる。
各製法の特徴をまとめると表 1 のようになる。高磁場マ
グネットの設計にあたってはこうした線材性能を使い分
けることにより高い磁場を最も経済的に発生できるよう
な検討がなされている。

むすび＝より高い磁場を発生する超電導マグネットを開
発するためには，使用するNb3Sn線材の高Jc化が必須で
ある。またマグネットの市場競争力を高める観点からは
線材の低コスト化が重要である。こうした二つの観点か
ら，今後ともNb3Sn線材の開発を通じて，当社グループ
の超電導事業の発展に寄与していきたい。
　

図 6  PIT法を用いたNb3Sn試作材（500m）におけるJcの分布
Fig. 6  Jc distribution by PIT process in 500m length Nb3Sn conductor

表 1  異なるプロセスによって作成されたNb3Sn線材の特徴と
NMRマグネットへの適用案

Table 1  Featured aspects of Nb3Sn conductors by different 
processes and design consideration for NMR magnet
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まえがき＝最近，リニアモータカーなどの話題ととも
に，「超電導」という言葉を耳にする機会が増えてきた。
超電導マグネットは，非常に強い磁場を発生できること
から，医療用MRIや分子構造分析用NMR，また実用化
が進められているリニアモータカーなどにおいて，必須
技術となっている。ジャパンスーパーコンダクタテクノ
ロジー㈱（以下，JASTECという）は，「超電導」に関
連する製品として，超電導線材と超電導マグネットの製
造・販売事業を展開している。
　超電導現象は，液体ヘリウム温度である－269℃（4.2K）
において発現する。液体窒素温度（77K）で使える高温
超電導材料も発見されているが，工業的には実用に至っ
ていないのが現状である。このため，現状の超電導機器
は，ヘリウムと切っても切れない関係にある。そのヘリ
ウムは有限な地下資源であり，近年その需給がひっ迫し
ている。テーマパークなどでの風船の販売が一時期中止
されたことは記憶に新しい。
　本稿では，このようなヘリウム資源の状況と，それに
対するJASTECでの省ヘリウム商品の開発をはじめとす
るヘリウム消費量節減への取り組みを紹介する。

1 . ヘリウム資源と需給

1. 1　ヘリウム資源
　ヘリウムは，周期表のなかで水素に続いて二番目に位
置づけられる無色・無臭・不活性の元素である。その比
重の小ささから，風船や飛行船に利用されたり，単原子
分子である（音速が早い）ことから，アヒルのような声
色を出す遊具に使われたりするように，日常でも馴染み
深い。そのヘリウムは産業界でも多く用いられ，用途は

図 1 に示すように多岐にわたる。現在の国内のヘリウム
消費量は，年間1,000万m3（ガス換算）にのぼり，超電導
用途であるMRIやNMRが全消費量の 1 / 4 を占めている。
　ヘリウムは19世紀後半に太陽光の分光分析によって存
在が見出された。このため，ギリシャ語の太陽を意味す
るヘリオス（Helios）が名前の由来になっている。太陽
光からヘリウムが観測されるのは，ヘリウムが核融合反
応に伴う産物だからである。現在地球上で産出されるヘ
リウムも，地殻内での核分裂反応によって生成されたと
考えられている。地殻内で発生したヘリウムが地表に至
るまでの期間は約500万年といわれ，かつ，地表に至れ
ば，比重が小さいゆえに宇宙空間に散逸してしまう。こ
のため，ヘリウムも化石燃料と同じく有限な地下資源と
いえる。近年，究極のクリーンエネルギー源開発として，
国際熱核融合実験炉（ITER）プロジェクトが進められ
ている。この人工的な核融合プロセスからもヘリウムが
発生するが，地殻内での核反応規模・蓄積時間に比較す
れば，その発生量は産業的には成立しえない微量にとど

超電導マグネットと省ヘリウム
Superconducting Magnet and Helium Conservation

■特集：電子・電気材料／機能性材料および装置	 FEATURE	:	Electronic	and	Electric	technologies	(Advanced	Materials	and	Apparatuses)	
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other hand, helium is a limited underground resource and, in the worst-case scenario, may run out in 
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＊ 1  ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー㈱　マグネット工場

図 1  国内におけるヘリウムの用途 1 ）

Fig. 1  Application of helium in Japan 1 ）
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まると推測される。
　ヘリウムは地殻内で生成されるため，国内も含めて世
界中の大半の天然ガスに含まれている。しかし，それを
商業的に抽出・生産するには，0.3%以上の含有率が必要
とされ，この条件を満たす天然ガス田は極めて限られて
くる。代表的な産出国は，米国，カタール，アルジェリ
ア，ロシアなどであり，それぞれの推定埋蔵量を図 2 に
示す 2 ）。世界には500億m3 近くの埋蔵量があるが，ガス
田での採掘時のロスなどから，実際に利用可能な量はそ
の半分程度にとどまる。一方，世界のヘリウム年間需要
は 2 億m3 であり，今後も伸長していくことが予想され
る。このことから，ヘリウム資源は早ければ今後100年
程度で枯渇してしまう恐れがある。
1. 2　ヘリウム需給の現状と将来
　ヘリウムが採掘されるようになった20世紀初頭，その
用途は軍事目的の飛行船であった。このため，当時（お
よびその後一世紀にわたり）唯一のヘリウムの産出国で
あった米国は，ヘリウムを軍事物資と位置づけ，各ガス
田を結ぶパイプラインを敷設したうえに，産出したヘリ
ウムガスの一部を地下岩盤内に備蓄する政策のもと，ア
メ リ カ 土 地 管 理 局（Bureau of Land Management：
BLM）が一元管理してきた。
　しかし，時代とともに軍事物資としての意義は薄れ，
同時にBLMによる施設維持管理費用が問題視され，半
世紀以上にわたる備蓄（約10億m3）を民間放出する法
案が1996年に可決された。この政策転換によって放出さ
れた備蓄が供給安定化のためのバッファ機能となった反
面，BLMの投じた費用の回収コストが上乗せされたこ
とにより，ヘリウムの市況価格上昇を招く結果となって
いる 3 ）。事実，国内のヘリウム価格は，この 5 年間に 2
倍以上上昇した。それでもヘリウム需要は，図 3 に示す

ように，今後とも伸長傾向が続くと予想される 4 ）。当面
はBLM備蓄の切り崩しも併せて，需給バランスは維持
できると考えられる。しかしながら，先に述べたヘリウ
ム資源そのものの先行き不安，ヘリウム含有率がほぼゼ
ロのシェールガスの市場拡大とそれによる在来型天然ガ
スの減産傾向から，ヘリウムの供給不安が消えることは
ない。そこに天然ガスプラントの操業トラブルが重なる
と，たちまち需給がひっ迫する事態となってしまう。こ
のような状況が数年ごとに繰り返されながら価格が上昇
の一途をたどっているのが最近のヘリウム事情である。

2 . 超電導マグネットとヘリウム

　超電導マグネットは通常，液体ヘリウムに浸漬（しん
し）され，4.2Kという極低温に維持されて用いられる。
本章では，このような環境を必要とする背景とその維持
方法について，超電導の特性と超電導マグネットの冷却
構造の視点から解説する。
2. 1　超電導特性
　ある種の金属材料は，温度を下げていくと，ある温度
で急激に電気抵抗を消失する現象を示す。これが超電導
現象である。電気抵抗がゼロであるから，例えば断面積
1 mm2 の超電導線に 1 万Aもの大電流を流すことすら可
能となる（通常の銅線は10A程度）。ただし，その特性
である臨界電流密度JCは，温度と磁場に大きく依存する。
　代表的な超電導材料であるニオブチタン（NbTi）の
特性を図 4 に示す。図中において，温度軸（T）および
磁場軸（B）の最大点は，それぞれ臨界温度TCおよび臨
界磁場BC2といい，NbTiであればそれぞれ，9.2K，14.5T

（T（テスラ）は磁束密度の単位，1 T= 1 Wb/m2=104G（ガ
ウス））である。
　超電導現象の発現域は，臨界面とよばれるこれらの範
囲内に限定される。とくに温度環境を維持するには，液
体冷媒に浸漬することが効果的であるが，NbTiのTCは
水素の沸点（20.4K）を下回るため，液体ヘリウム（沸
点4.2K）が唯一の冷却媒体となる。これが，超電導マグ
ネットがヘリウムとは切っても切れない関係にあるゆえ
んである。
2. 2　超電導マグネットおよびクライオスタット
　ここでは，液体ヘリウムに浸漬して用いる超電導マグ
ネットの概略の構成を紹介する。図 5 は，NMR用超電
導マグネットの構成を示している。超電導マグネット

図 3  ヘリウム需給の現状と将来 4 ）

Fig. 3  Demand and supply of helium 4 ）

図 2  世界のヘリウム埋蔵量（単位：億m3 ）2 ）

Fig. 2  Crude of helium resources in the world 2 ） (unit : 100 million 
cubic meters)

図 4  NbTi超電導材料の超電導特性
Fig. 4  Typical property of NbTi superconductor
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は，液体ヘリウムを貯めたヘリウム槽に配置され，4.2K
に冷却される。液体ヘリウムの蒸発潜熱は非常に小さく

（20J/g）微量な入熱でも蒸発することから，超電導装置
を長時間連続使用するためには，ヘリウム槽への熱侵入
を極力減らさなければならない。このためヘリウム槽
は，真空断熱によって気体分子を介した熱伝導が低減さ
れている。さらに，常温の真空槽からはふく射伝熱もあ
り，これを遮へいするため，ヘリウム槽を覆うように配
置した液体窒素槽を設けることが多い。このように，極
低温を維持するための工夫が施された容器はクライオス
タットとよばれる。
　クライオスタットに収められた超電導マグネットは，
外部から電流供給することで磁場を発生する。コイルに
給電した後，液体ヘリウム中に設置したスイッチを閉じ
ることで閉回路を形成し，コイルには半永久的に電流が
流れ続ける。電流が流れる経路は，スイッチも含めて全
て超電導材料で構成されているため，抵抗成分によるジ
ュール発熱も無視できる。したがって，貯蔵した液体ヘ
リウムの保持期間はクライオスタットの断熱性能のみに
よって決まる。JASTECが製造するNMR用マグネット
の場合，液体ヘリウムの蒸発速度は，10～20cc/h（液換
算）である。一例として，小型のNMRマグネット（型
式名JJ400YH）では，120Lの液体ヘリウム貯液量に対し，
蒸発速度が12.7cc/hであり，1 年間の無補給運転が可能
である。

3 . JASTECにおける省ヘリウムの取り組み

　液体ヘリウムを用いなくても超電導現象を得られる新材
料として，液体窒素温度（77K）でも超電導現象を示す酸
化物系高温超電導体（High Temperature Superconductor）
や，液体水素温度（20K）での利用可能性があるほう素
系超電導体MgB2などがある。しかしこれらの新材料は，
実用化までにいくつものブレークスルーが必要である。
したがって，少なくとも今後10～20年は，既存のNbTi
やNb3Sn（ニオブ 3 すず）などの超電導材料を選択し，
かつ液体ヘリウムを用いた運用をせざるを得ない。
　このような状況のもと，液体ヘリウムを安定的に確保
する方策は，使用量を減らすことと，リサイクルするこ
とに尽きる。以下に，JASTECにおけるこれらの方策へ

の具体的な取り組みを述べる。
3. 1　ヘリウムリサイクルシステム
　JASTECのマグネット製造工場で消費する液体ヘリウ
ム量は，年間約10万リットルである。その消費量の内訳
を，典型的な機種である400MHz-NMRマグネット 1 台
あたりを例に示したのが図 6 （a）である。このマグネ
ットの製造には約300リットルの液体ヘリウムを使用す
るが，製品に貯液して出荷されるのはその 1 / 3 に過ぎ
ず，それ以外はマグネットの初期冷却や検査中の消費に
使われている。つまり，工場内で消費されたヘリウムを
回収して再液化することにより，図 6 （b）のように，
入手すべき液体ヘリウム量は，理想的には出荷分だけで
済む。
　これを実現するのが，ヘリウム液化機を含むリサイク
ルシステムである。高額な装置であるが，最近のヘリウ
ム価格高騰によって投資効果が見合う状況となり，
JASTECでは2014年 3 月に導入を完了した。導入したシ
ステムの概略のフローを図 7 に，主要仕様を表 1 に示
す。中心となるヘリウム液化機は，Linde社製であり，
1 時間あたり約100リットルのヘリウム液化能力を有す
る。液化対象となるヘリウムガスは工場内で回収された
ガスであり，リサイクルシステムにおいては，いかに回
収率を向上させるかがキーとなる。システムの導入に伴
って工場にはガス回収配管を敷設したが，現段階での回
収率は約70%にとどまっている。今後，運用面での改善
を加え，回収率100%を目指していく計画である。
3. 2　ゼロボイルオフ型超電導マグネット
　マグネット運用時のヘリウム消費量を低減する手段と
して，極低温小型冷凍機をマグネットに搭載することに
よって液体ヘリウムの蒸発をゼロにするゼロボイルオフ
方式がある。図 8 にその概念を示す。冷凍機の先端部分

図 5  超電導マグネットの断面構造
Fig. 5  Structure of superconducting magnet

図 6  400MHz-NMRマグネット製造工程におけるヘリウム消費内訳
Fig. 6  Helium consumption in manufacturing of 400MHz-NMR 

magnet

表 1  ヘリウムリサイクルシステムの仕様
Table 1  Typical specification of helium recycle system
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は 4 K以下の温度に冷却されるため，蒸発したヘリウム
はここで再液化される。結果としてクライオスタット系
外に放出されず，冷凍機が稼働している限りゼロボイル
オフを維持できる。この方式は，MRIでは既に一般的な
ものであり，JASTECのMRI製品でも採用している。し
かし，MRIより格段に繊細な測定を行うNMRでは，冷
凍機の振動ノイズがNMR信号に影響を及ぼすため，こ
れまでゼロボイルオフ型の採用が見送られてきた。
　そこでJASTECは，冷凍機の振動絶縁機構を開発する
ことにより，ゼロボイルオフ型NMRを上市した。図 9
は400MHz-NMRのゼロボイルオフ型であるが，今後は
さらに振動に敏感な上位機種にも適用を拡大していく予
定である。

3. 3 無冷媒型超電導マグネット
　蒸発量をゼロにするだけではなく，液体ヘリウムその
ものを使用しない究極的な構成を採用するのが無冷媒型
超電導マグネットである。図10にその構造を示すよう
に，ゼロボイルオフ型と同様の極低温小型冷凍機を用
い，高熱伝導体（銅など）を介して冷凍機をマグネット
に接続・冷却する仕組みである。もはや液体ヘリウム自
体が存在しない。
　JASTECでは，20年前よりこのタイプのマグネットを
開発し 5 ）, 6 ），これまでに世界に200台を超える納入実績
を持つ。無冷媒型は，液体ヘリウムを必要としないこと
から簡便な操作性という特徴を持ち，もっぱら磁場応用
研究などに用いられている。図11の写真は，核融合炉
へのエネルギー注入に用いるジャイロトロン用マグネッ

図 7  ヘリウムリサイクルシステムのプロセスフロー図
Fig. 7  Schematic of process flow diagram of helium recycle system

図 8  ゼロボイルオフ型超電導マグネットの概念図
Fig. 8  Schematic structure of zero-boiloff magnet

図 9  ゼロボイルオフ型NMRマグネット（ZB-400）
Fig. 9  Zero-boiloff NMR magnet, ZB-400
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トであり，無冷媒型を採用した超電導マグネットの一例
である。
3. 4　ゼロボイルオフ型および無冷媒型超電導マグネッ

トの課題
　前述のように，ヘリウム消費を節減するマグネットは
既に一部用途で実用化に至っている。しかし，ゼロボイ
ルオフ型であっても，液体ヘリウムを貯液する以上，製
作時には一定量の液体ヘリウムを投入しなければならな
い。その必要貯液量は，装置の故障頻度と停止期間によ
って決まることから，装置の信頼性に依存するともいえ
る。

　また，無冷媒型では，停電や冷凍機の定期保守の機会
（通常 1 年ごと）に冷凍機を停止させる。冷却が途切れ
たマグネットは磁場を維持することができず，保守完了
後に再通電が必要になる。MRIやNMR用途においては，
マグネットへの通電のたびに，数日～数週間に及ぶ磁場
の微調整作業が必要となる。継続的な運用を重視するこ
れらの用途においては，こうした保守時の稼働停止期間
が長くなることが無冷媒型の導入が進まない一因となっ
ている。
　このように，装置の信頼性および磁場クオリティの再
現性などの周辺技術の開発・整備が，ゼロボイルオフ型
や無冷媒型マグネットの利用拡大に向けた今後の課題で
ある。

むすび＝以上述べてきたように，ヘリウム資源が先細る
なかで，超電導マグネットがヘリウム消費量の少ない形
式に移行してゆくことは，いまや必然の流れである。
　こうした動向に呼応してJASTECでは，ゼロボイルオ
フ型や無冷媒型マグネットの技術開発を進めてきた。
JASTECが，超電導マグネットを継続的かつ安定的に供
給できる体制と技術を将来にわたって整えていくことの
重要性は，今後一層増していくものと考える。
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　近年のHV／EV車の普及拡大に伴い，動力源として搭
載されるリチウムイオン電池用ケース向けアルミニウム
合金板の使用量が急速に増大している。この電池の一般
的な製造工程では先ず，トランスファープレス機などを
用いてアルミニウム合金板をプレス加工して角型ケース
形状とする。つづいて，このケースに電極や電解液など
の電池内容物を充填したのちに，封止板（蓋）をレーザ
溶接にて接合するものである。したがって，このプレス
加工で割れなどの不具合が発生せず，かつレーザ溶接に
おいて割れや内部欠陥が発生しないアルミニウム合金板
が望まれている。また，ケースの薄肉軽量化に対応する
高強度板の要望も高まってきている。
　当社は，これらの要求特性を向上させたアルミニウム
合金板材を開発したので紹介する。
特長
　電池ケース用アルミニウム合金板材の当社のラインア
ップとそれぞれの代表材料特性を表 1 に示す。JIS1050
合金及びJIS3003合金をベースとして，それぞれレーザ
溶接性を向上させたBC1050合金及びBC3003合金，なら
びに高強度材としてアルミニウム3000系合金にMgとCu
を添加したBC3005合金（JIS3005合金相当）及びBC3K05
合金である。
1 ）レーザ溶接性
　パルスレーザ溶接ならびにCWレーザ溶接を行った
際，従来のJIS1050合金及びJIS3003合金では溶接ビード
の突発的な乱れや内部ブローホールが発生する場合があ
る。これに対して，材料因子要因を解明して品質管理し
たBC1050合金及びBC3003合金ではその発生は抑制され
る（図 1 ，図 2 ）。また，BC3K05合金でもそのような
溶接欠陥の発生が抑制される。

2 ）プレス加工性
　プレス加工は，図 3 の加工工程順の一例で示したよう
に，絞り加工としごき加工を組み合わせた多段加工で行
われる。このため，従来の高強度材などではケースの底
角部や狭幅面において割れやくびれなどが発生しやす
い。当社材は，合金成分，製造工程，金属組織制御によ
り，加工性を向上させたものである。

新 製 品 新 技 術・ NEW	PRODUCTS	AND	NEW	TECHNOLOGIES

車載向け電池ケース用アルミニウム合金板
小林一徳＊

＊ アルミ・銅事業部門　真岡製造所　アルミ板研究部

問合わせ先：アルミ・銅事業部門　アルミ板自動車材営業部　名古屋グループ　TEL：（052）584－6047　FAX：（052）584－6106

表 1  電池ケース用開発合金板の代表材料特性

図 1  BC1050合金とBC3003合金のパルスレーザ溶接性
（溶込み深さ：0.3mm）

図 2  BC1050合金とBC3003合金のCWレーザ溶接性
（溶込み深さ：0.7mm）

図 3  電池ケースの加工工程順プレス品（絞り＋しごきの多段加工）
の一例
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　アルミニウムは比重の低さや高い熱伝導性能を特長と
し，自動車分野や電機分野等で用途拡大が期待される。
これに表面処理を組み合わせることにより，素材だけで
は得られない様々な機能を付与することが可能となる。
　当社は，エアコン用親水性表面処理フィン材をはじめ
とした高機能表面処理製品を開発し，商品化してきた。
あらかじめコイル状の板材にロールコータで連続塗装す
るプレコート材は，アルミニウム板をプレス加工した後
にバッチで表面処理するプロセスと比べて生産性が高
く，採用された製品では大幅なコスト削減を実現してい
る。
　プレコート材の皮膜は，客先でのプレス加工により所
定の形状に仕上げることを前提とするため，プレス加工
にて皮膜がダメージを受けないことが求められる。プレ
ス加工のなかでも変形量が大きく，皮膜にとって厳しい
深絞り加工やしごき加工に適用できるプレコートアルミ
ニウム製品として，当社は高成形プレコートアルミニウ
ム材KS705を2012年に発表，アルミニウム電解コンデン
サのケースなどに採用されてきた。しかし，コンデンサ
のケースは大きさと形状が多様である。ケース直径に対
する側壁長さが大きい，すなわち細長い形状になると，
ケース成形時やコンデンサの巻き締め加工時に塗装皮膜
がはがれる問題があった。そのような問題に対して改良
を加えた製品がKS705Cである。

特長
①L/D= 2 の円筒深絞り加工を行っても皮膜のはがれが

生じない優れた成形性を備える（L：円筒の高さ，D：
円筒の直径，当社試験結果）。

②当社従来材と比べて，塗装皮膜の弾性率で 6 ％，硬さ
で 9 ％軟質化され，プレス加工に伴う塗装皮膜の変形
能が増大した（図 1 ）。

③当社従来材と比べて加工密着性が向上し，プレス加工
に伴う塗装皮膜の剥離が抑制された（図 2 ）。

④熱可塑性樹脂フィルムを貼り付けたフィルムラミネー
トアルミニウム材と比較して，皮膜を形成する樹脂量
が60％削減されており，コストが抑えられる。

⑤電子部品のハンダ付け工程（250℃× 1 分）でも熱変
色がほとんどない。

⑥アルミニウム自身が持つ「軽さ」「熱伝導性能の高さ」
などの特性は，一般のアルミニウムと変わりなくその
まま生かすことができる。

⑦軟らかくて熱伝導性に優れる工業用純アルミニウムか
ら，硬くて強度に優れる合金系のアルミニウムまで，
多くの品種，質別のアルミニウム板に処理が施せる。

⑧アルミニウム板にあらかじめ連続表面処理するため，
陽極酸化処理や電着塗装など成形後にバッチで行う表
面処理と比べて生産性に優れる。

新 製 品 新 技 術・ NEW	PRODUCTS	AND	NEW	TECHNOLOGIES

高成形プレコートアルミニウム材KS705C
服部伸郎＊

＊ アルミ・銅事業部門　真岡製造所　アルミ板研究部

問合わせ先：アルミ・銅事業部門　アルミ板営業部　一般材Gr　TEL：（03）5739－6443　FAX：（03）5739－6946

図 1  塗装皮膜の弾性率と硬さ
（ナノインデンテーション法による測定結果）

図 2  円筒加工後の開口部近傍塗装皮膜密着性（加工後200℃× 5 分の加熱処理実施）



■鉄鋼事業部門 鋼　　材：線材，棒鋼，厚板，熱延鋼板，冷延鋼板，電気亜鉛めっき鋼板，溶融亜鉛めっき鋼
板，塗装鋼板，異形棒鋼「デーコン」・「ネジコン」，銑鉄

 鋳 鍛 鋼：舶用部品〔クランクシャフト，機関部品，軸系，船体部品〕，産業機械部品〔型用鋼，
ロール，橋梁部品，圧力容器ほか〕，原子力部品

 チ タ ン：航空機エンジン・機体用部品〔鍛造品，リング圧延品〕，薄板〔コイル，シート〕，箔，
厚板，線材，溶接管，各種チタン材〔高強度用，耐食用，成型用，伝熱用，自動車
マフラー用，ゴルフクラブヘッド用，眼鏡用，建材用，医療材料用〕

 鉄　　粉：粉末冶金用鉄粉，圧粉磁芯用磁性鉄粉，土壌・地下水浄化用鉄粉，カイロ用鉄粉，
脱酸素材用鉄粉，金属射出成形用微粉末

 電　　力：電力卸供給，熱供給

■溶接事業部門 溶接材料：被覆アーク溶接棒，半自動溶接用フラックス入りワイヤおよびソリッドワイヤ，サブ
マージアーク溶接用ソリッドワイヤおよびフラックス，ティグ溶接棒，溶接用裏当材

 溶接システム：鉄骨溶接ロボットシステム，建設機械溶接ロボットシステム，そのほか溶接ロ
ボットシステム，オフラインティーチングシステム，溶接ロボット，溶接電源

 高機能材：脱臭・オゾン分解・有毒ガス除去
 全　　般：試験・分析・検査・受託研究，教育指導，コンサルティング業務，産業ロボット・

電源・機器の保守点検

■アルミ・銅 アルミニウム板：飲料缶用アルミ板，熱交換器用アルミ板，自動車用アルミ板，磁気ディスク
　事業部門  用アルミ基板，一般材
	 アルミニウム押出材・加工品：形材，管，棒，加工品〔自動車・輸送機用部材，OA機器用部材，

建材，建設用資材〕
	 アルミニウム合金およびマグネシウム合金鋳鍛造品：アルミ鍛造品〔航空機用部品，自動車用

部品，鉄道用部品ほか〕，鋳造品〔航空機用部品など〕，機械加工品〔半導体・液晶
製造装置部品〕

	 銅板・条：半導体用伸銅板条，自動車端子用伸銅板条，リードフレーム
	 銅　　管：空調用銅管，給湯用銅管，復水管，一般銅管

■機械事業部門 タイヤ・ゴム機械：バッチ式ミキサ，ゴム二軸押出機，タイヤ加硫機，タイヤ試験機，タイヤ・
ゴムプラント

 樹脂機械：大型混練造粒装置，連続混練押出機，二軸混練押出機，成形機，光ファイバ関連製
造装置，電線被覆装置

 高機能商品：真空成膜・表面改質装置〔AIP，UBMS〕，検査・分析評価装置〔高分解能RBS
分析装置〕

 圧 縮 機：スクリュ・遠心・往復圧縮機，スクリュ冷凍機，ヒートポンプ，ラジアルタービン，
汎用圧縮機，スクリュ式小型蒸気発電機

 素材成型機械：棒鋼線材圧延機，分塊圧延機，板圧延機，形状制御装置，連続鋳造装置，等方
圧加圧装置（HIP・CIP），各種高圧関連装置，金属プレス

 エネルギー：アルミニウム熱交換器（ALEX），LNG 気化器（ORV，中間媒体式，空温式，温
水式， 冷水式 ），圧力容器，航空宇宙地上試験設備

■エンジニアリング 新鉄源・石炭エネルギー：直接還元鉄プラント，ペレットプラント，製鉄ダスト処理プラント，
　事業部門  新製鉄プラント（ITmk3，FASTMELT），選鉱プラント，改質褐炭（脱水炭）製造
	 原子力・CWD：原子力関連プラント（放射性廃棄物処理・処分），原子力先端設備，原子炉・

再処理機器，使用済燃料輸送・貯蔵容器，燃料チャネル，濃縮ボロン製品
	 	 化学兵器処理に関するコンサルティング・探査・回収・運搬・保管・化学分析・モ

ニタリング・安全管理・無害化処理施設建設および運営業務
	 	 化学剤により汚染された土壌その他の無害化施設建設及び無害化業務
	 	 爆発性物質・難分解性毒性物質の処理施設建設及び処理業務
	 	 汚染された地域の環境回復業務
	 鉄構・砂防：砂防・防災製品〔鋼製堰堤，フレア護岸〕，ケーブル製作架設工事，防音・防振

システム
	 都市システム：新交通システム〔ゴムタイヤ式中量軌道システム，スカイレール，ガイドウェ

イバス〕，駅ホームドア，列車停止位置検知装置，建築限界測定装置（JKシリーズ），
無線モニタリング，無人運転システム，PFI型事業，医療情報システム

主要製品一覧
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編集後記
＜特集：電子・電気材料／機能性
材料および装置＞
＊本号では，当社が研究開発を進めてき
た最新のエレクトロニクス関連製品とそ
の開発技術の中から，特徴的なものを選
び出してご紹介しました。
＊製品分野では，自動車が先導し今後拡
大が期待される二次電池関連の製品を中
心に，その開発や品質を支える分析・評
価技術を集めてみました。まず従来のリ
チウム電池の充放電の効率向上を目指す
メカニズムの解明から，近年注目されて
いる空気電池の開発まで，これからの二
次電池社会を展望した技術です。また，
電子装置化が進むカーエレクトロニクス
の発展を支えるアルミニウムや銅の
IGBT電極やバスバーなどの最新の材料
開発状況もご紹介しております。
＊鉄鋼会社の特長である磁気活用分野の
材料や装置について，これまでの研究基

盤をさらに強くするための新しい試みを
ご紹介する一方で，先進の機能性材料と
して，酸化物半導体材料に関する最近の
研究開発成果もご紹介しております。
＊地球温暖化問題からのエネルギー課題
への関心が一層高まる中，その中心とな
る電子電気技術の開発を推進し続け，今
後もさらに先進的で，かつ信頼性のある
製品や技術を世に提供していきたいと考
えています。
＊本号の企画・編集にあたっては，当社
の開発した技術がどのような形で，将来
のエコでクリーンな安心安全社会に貢献
しようとしているのかを感じていただけ
るよう配慮しましたが，少しでもご理解
いただけたなら幸いです。今後とも，関
係各位のますますのご指導，ご鞭撻をお
願い致します。

（井上憲一，相浦　直）

次号予告
＜特集：素形材＞
＊プレス成型などに使用される素材に対
し，鋳造，鍛造や粉末冶金によって三次
元形状を与えられたものを「素形材」と
呼び，当社の発祥時の事業は鋳鍛鋼品で
あり，まさにこの素形材から始まってい
ます。以来100年を超える歴史を持つ鋳
鍛鋼，業界のパイオニア的存在であるチ
タン，鉄粉，アルミニウム鋳鍛品を有し，
それぞれの業界をリードする総合的素形
材メーカです。
＊素形材はそのまま各種機械に組み込ま
れる部品となることから，お客様ごとに
材質，形状を設計し，お客様個々のご要
求に十分に満足する製品をご提供するこ
とが基本となります。
＊素形材は高強度材や軽量材の適用や，
使用時の負荷応力状態を考慮した形状最
適化などにより，各種機械の軽量化，省
エネルギー・省資源化に寄与できる有効
な素材です。また，原料から最終製品ま

での歩留りが高い素材として，その重要
性は今後も高まると思われます。
＊当社が様々な業界に提供している素形
材としては，舶用ディーゼル機関用クラ
ンク軸や石油化学用圧力容器などの大型
鋳鍛鋼品，航空機・電力・化学などの分
野に向けた純チタンやチタン合金の鍛造
品・圧延品，自動車・航空機向けアルミ
ニウム鋳鍛造品を挙げることができま
す。また，粉末焼結品として自動車産業
向けに提供している鉄粉については，電
磁部品への展開，土壌改良用機能材とし
て利用分野に広がりを見せています。
＊次号では，素形材特集号として，当社
が生産する素形材各分野おける材料，成
形技術，品質評価技術などに関する最新
の技術についてご紹介させていただきま
す。関係分野の皆様のお役に立つことが
できれば幸甚です。

（藤綱宣之）

≪編集委員≫
　　　委　員　長　　三　宅　俊　也
　　　副 委 員 長　　中　川　知　和
　　　委　　　員　　相　浦　　　直
　　　　　　　　　　井　上　憲　一
　　　　　　　　　　清　水　弘　之
　　　　　　　　　　高　枩　弘　行
　　　　　　　　　　中　島　悟　博
　　　　　　　　　　福　中　恒　博
　　　　　　　　　　藤　綱　宣　之
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　　　　　　　　　　三　村　　　毅
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