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ヤケの発生した基板に成膜された光学薄膜の光学的特性
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Abstract
Improved mechanical performance and greater long term stability have been recently required for thin films used for optical components. These
requirements have been fulfilled through the optimization of the mechanical properties such as stress, hardness, and adhesion to the optical films.
However, the weathering of a substrate also affects the optical properties of the thin films deposited on the substrate. The aim of this study is to
determine how the weathering of the substrate affects the optical properties of the thin films deposited on it. The hardness of BK7, as measured with the
nanoindentation tester, began change after 6 hours in the weathering testing apparatus, whereas the hardness of D263 began to change after 24 hours.
Light scattering of TiO2 thin films deposited on the substrate was enhanced by the weathering of the substrate. The changes in the crystal structure of the
films were not observed through the weathering of the substrate.
Keywords: Light Scattering, Weathering, Thin Film

１．背景・目的

ヤケの発生を分光光度計，超微細押し込み試験機を用い

1)~5)

たナノインデンテーション法

6) ， AFM(Atomic

Force

Microscope,日 本ビ ー コ 製:NanoscopeⅢ a)を用 い て 確認 し
近年，光学製品の高機能化に伴い，光学薄膜の光学特

た．その後，TiO 2 を EB(Electron Beam Deposition)法およ
( Ion-Assisted Deposition) 法 を 用 い て 膜 厚

性に対する要求が高まっている．なかでも光散乱による

び IAD

光損失は無視できないものとなっている．膜だけでなく

1.02~1.13μm の薄膜の成膜を行った．TiO 2 は高屈折率

基板の表面状態も膜の特性に非常に影響する．特に本研

の成膜材料として一般的であり，成膜条件により膜の結

究では，基板に発生するヤケに注目した．目視で確認出

晶構造が変化することが知られている．また，この結晶

来ない初期状態のヤケの評価方法の検討及び，ヤケの発

構造が変化することにより光散乱特性が変化することも

生した基板に成膜を行い，ヤケが光学薄膜の光学特性に

知られている． 成膜を行った後，光散乱特性の測定を行

与える影響を評価することを目的とした．

いヤケが光学薄膜に与える影響を評価した．本研究にお

２．方法

ける光散乱特性の評価は，本研究室にて提案している，

1)~4)

波長情報をもつ光散乱特性の定量評価方法を用いた．光
散乱の評価方法は分光光度計と積分球を用いてサンプル

本研究では，基板に光学ガラス(ショット社製:BK-7)，

を通過した全光線を測定した全光線透過光とサンプルを

白板ガラス(ショット社製:D263)を用いた．それぞれのガ

通過した光線の散乱成分のみの拡散透過光を測定し，測

ラスの組成比を Table1 に示した．サンプルを環境試験

定 さ れ た 全 光 線 透 過 光 と 拡 散 透 過 光 よ り ， (( 拡 散 透 過

機(ESPEC 社製:SH-641）にて温度 85℃・相対湿度 85%

光)/(全光線透過光))×100(％)の式より計算する事で，サ

の条件で 6～168 時間曝露し，人工的に基板にヤケを発

ンプルの光散乱特性を評価した．この方法を用いて成膜

生させた．環境試験を行う際に，Fig.１に示すように，2

前後の光散乱を測定し，成膜後のサンプルの光散乱と成

枚の基板を貼り合わせて環境試験の影響を受ける面と影

膜前のサンプルの光散乱の差を取ることで膜のみの光散

響を受けない面が出来るようにサンプルを作製した．環

乱を評価した．また，光散乱の増加の原因を探るため

境試験後に，光学特性および機械的特性の測定を行った．

XRD(X‐ray diffraction,日本フィリプス製:MRD)，AFM，

＊1 工学研究科光工学専攻修士課程

SEM(Scanning Electron Microscope,日立 ハイ テク ノロ ジ

＊2 光・画像工学科教授

ーズ製:S4800 TYPEⅠ)を用いた評価を行った．
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Table1 Composition of substrate
SiO 2 (Wt. %)

BK-7

D263

-

3.0

71.0

AL2 O 3 (Wt. %)
NaO 2 (Wt. %)

8.0

BaO (Wt. %)

3.0

B 2 O3 (Wt. %)

10.0

(10 3 kg/mm2 )

9.28

K 2 O (Wt. %)

8.0

ZnO (Wt. %)

-

Young’s Modulus

3.1.1 目視検査

1)

目視検査では MIL-F-48616 の手法を用いて目視観察

64.2

を行った．MIL-F-48616 の装置配置図を Fig.3 に示した．

7.2

目視検査の結果を Fig.4 に示した．BK-7 では，環境試験

3.1

出来るヤケが発生した．また，D263 では，環境試験を

を 24 時間以上行ったサンプルで目視検査によって確認

6.4

7.1

48 時間以上行ったサンプルで目視検査によって確認出

8.9

来るヤケが発生した．分光光度計を用いた光散乱の測定

7.29

では，環境試験後に目視検査で確認出来ないヤケの状態
の サン プ ル では 環 境 試験 を 行 って い な いサ ン プ ル (ヤ ケ
の 発生 し て いな い サ ンプ ル )と 比較 し て も差 が 見 られ な
かった．

Adhesive

Substrate

Light Source

Substrates

Fig.1 Preparation of samples for environmental testing.

Sample

Eye

90°

３ ．結果・考察
．結果 ・考察
3.1. ヤケの評価

7)

ヤケとは，ガラス表面の劣化であり，青ヤケと白ヤケ
とがある．青ヤケは，主に表面の修飾イオンと

H 3 O+ イ

Fig.3 Schematic diagram of visual
inspection for weathered sample.

オンとのイオン交換反応の結果，ガラス表面に屈折率の
異なるガラス層が形成されることによって生じる．白ヤ
ケは，ガラス表面に水が付着し，イオン交換によって溶
出したガラスを構成する成分のアルカリイオンあるいは
アルカリ土類イオンが水をアルカリ性にする．このアル
カリ溶液によってガラス表面が侵食され水分が蒸発した
後に生じる．Fig.2 にヤケの発生図を示した．白ヤケは
白濁が見えるので目視検査が容易であるが，青ヤケ層は，
目視検査での発見が難しい．しかも，青ヤケはイオン交
換による表層の屈折率が異なるため成膜後に発見され易
いために問題となる．

(a) BK-7

substrate

after

environmental testing.

24

hours

Elution layer

(a) Initial state of weathering.

Adsorbed
moisture
Fig.2

Ion-exchange

Corrosion

Evaporation

of moisture
(b) Progress of weathering process.
Schematic illustration of weathering

generation process.
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(b) D263 substrate a fter 48 hours
environmental testing.
testing .

Fig.4 The photos
photo s of visual inspection.
inspection.
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3.1.2 硬度測定

＊１

俊・室谷裕志

中山俊＊1 室谷裕志＊２

3.1.3 表面粗さ測定

1),4)

3)

Fig.5 に BK-7，Fig.6 に D263 のナノインデンテーシ

次に，Fig.7，Fig.8 に BK-7 および D236 の AFM に

ョン法で求めた時の硬度の変化を示した．横軸が環境試

より求めた表面粗さの変位をそれぞれ示した．Fig.7 よ

験時間(Hour)で，縦軸が硬度(N/mm)である．Fig.5，Fig.6

り BK-7 は環境試験開始から 15 時間以上行ったサンプル

のグラフ内の点線枠内の点は環境試験の影響を受けてい

に表面粗さの顕著な増加が確認出来た．Fig.8 より D263

ない面の測定結果を示し，実線枠内の点は環境試験の影

は環境試験開始から 24 時間以上行ったサンプルに白ヤ

響を受けた面の測定結果を示している．BK-7 は環境試

ケの発生に伴う表面粗さの増加を確認することが出来た．

験開始から 6 時間後に硬度の変化が確認できた(Fig.5)．
D263 は環境試験開始から 24 時間後に硬度の変化を確認

BK-7

10

Roughness[Ra(nm)]

出来た(Fig.6)．この硬度の変化が確認された部分は基板
のイオン交換により軟化した，目視では観察が難しい青
ヤケ層と考えられる．
No effect of environmental testing
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Fig.7 Change of surface roughness of

Effect of environmental testing
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BK-7 substrate by weathering.
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environmental testing. The dots within the broken frame show
the result of the sample without environment testing and the

dots within the solid frame show the result of the sample after
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Fig.8 Change of surface roughness of

No effect of environmental testing

1.2x10 4

D263 substrate by weathering.

D263

2

Hardness[N/mm2]

1.0x10 4

Effect of environmental testing

8.0x10 3

3.1.4 表面状態の観察

6.0x10 3

4.0x10 3

1),4)

Fig.9 に環境試験を 6 時間行った BK-7 の表面状態の
0

20

40

60

80

100

120

140

160

SEM 画像を，Fig.10 に環境試験を 24 時間行った D263

180

の表面状態の SEM 画像をそれぞれ示す．SEM 画像より

Time(Hour)

Fig. 6 Change in hardness of D263 glass substrate after

environmental testing. The dots within the broken frame show
the result of the sample without environment testing and the

dots within the solid frame show the result of the sample after
environment testing.

BK-7 では環境試験を 6 時間以上行ったサンプルにヤケ
の発生を確認することが出来た．また，D263 では環境
試験を 24 時間以上行ったサンプルにおいてヤケの発生
を確認することが出来た．このことより，目視で確認出
来ないヤケを確認するにはナノインデンテーション法が
有効だと考えられる．
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Before environmental testing
after 6 hours environmental testing
after 12 hours environmental testing
after 24 hours environmental testing
after 48 hours environmental testing
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Fig.9
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SEM image of BK-7 glass surface

Fig.12 Light scattering spectra of TiO 2 single

after 6 hours environmental testing.

layer deposited by IAD method.

3.2.2

Weathering

2),3)

薄膜の構造解析

次に，基板の劣化(ヤケの発生)の度合いが，膜の結晶
構造に与える影響を XRD を用いて測定し，光散乱の増
加との相関関係を評価した．Fig.13，Fig.14 に EB 法及
び IAD 法で成膜された TiO 2 薄膜の測定結果を示した．

１ μm
Fig.10

3.2

EB 法で成膜された薄膜は，基板の環境試験を受けた時

SEM image of D263 glass surface

間に関係なくアモルファスな膜であった．また，IAD 法

after 24 hours environmental testing.

により成膜された薄膜では，基板の環境試験を受けた時

薄膜の評価

3.2.1

間に関係なく Rutile 構造及び Anatase 構造の混合膜であ

薄膜の光散乱測定

2),3)

った．また，測定結果より EB 法，IAD 法共に基板に発

前項までに述べた方法でヤケの発生を確認した基板に

生したヤケによる薄膜の結晶構造の変化は見られなかっ

TiO 2 を 成 膜 し た ． Fig.11 ， Fig.12 に EB 法 及 び

た．よって光散乱の増加は，よりマクロな領域での薄膜

IAD(1000V-1000mA)法により成膜された TiO2 薄膜の光

構造の変化によるものと考えられる．

散乱特性を示した． ここでの散乱特性は，成膜後のサン

50

り TiO 2 薄膜のみの散乱特性とした．Fig.11，Fig.12 より
TiO 2 薄膜では，ヤケの発生が顕著なサンプルに成膜され
た薄膜ほど光散乱は増加した．TiO2 薄膜は，正常な基板

Intensity(CPS)

プ ル の 測 定 値 と 成 膜 前 の 基 板 (BK-7)の 測 定 値 の 差 を 取

40
30
20
10

(ヤケの発生していない基板)に成膜された膜は IAD 法で

0

成膜された膜より EB 法で成膜された膜の方が光散乱は
小さい．しかし，EB 法で成膜された膜より IAD 法で成
膜された膜の方が基板に発生したヤケの影響による散乱

Before environmental testing
after 6 hours environmental testing
after 12 hours environmental testing
after 24 hours environmental testing
after 48 hours environmental testing

10
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X-ray diffraction angle 2θ(deg.)

Fig.13 X-Ray diffraction spectra of TiO 2 single layer
deposited by EB method.

の増加は少なかった．
8

Before environmental testing
after 6 hours environmental testing
after 12 hours environmental testing
after 24 hours environmental testing
after 48 hours environmental testing

6
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5
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×
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Fig.14 X-Ray diffraction spectra of TiO 2 single layer

Fig.11 Light scattering spectra of TiO2 single layer

deposited by IAD method.

deposited by EB method.
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3.2.3 薄膜の表面粗さ

＊１

俊・室谷裕志

中山俊＊1 室谷裕志＊２

2),3)

Thin film
surface

次に，AFM を用いて基板の粗さが膜表面の粗さに与
える影響を測定した．Fig.15 に TiO 2 薄膜の成膜前の基

Thin film

板の表面粗さと薄膜の表面粗さの関係の測定結果を示し

cross-section

た．TiO 2 薄膜は，EB 法，IAD 法共に，基板の表面粗さ

光散乱の増加の要因と考えられる．本研究においては，

cross-section

Fig. 17 SEM image of TiO 2 single layer deposited by

試料の透過光による散乱を評価しているため，膜表面，

IAD method after 48 hours environmental testing
substrate.

膜内部，膜と基板の界面で起こるそれぞれの光散乱を分
離することが難しい．そのため，光散乱が膜の表面構造

Substrate

1μ m

が粗いほど膜表面も粗くなった．この表面粗さの増加が

3.2.4 薄膜の表面状態の観察

4),7),8)

に起因するのか，内部構造に起因するのかを評価するこ

SEM を用いて基板に発生したヤケが膜の表面粗さに

とが出来ない．しかし，TiO 2 のような柱状構造において

与える影響をより微細な領域で観察した．Fig.18 に環境

8)~11) ．そのため，

試験を 48 時間行った基板に EB 法で成膜された TiO 2 薄

表面粗さが大きいものは，内部の柱状構造も大きいと考

膜の SEM 画像を示した．また，Fig.19 に環境試験を 48

えられる．よって，表面粗さが大きいものは表面散乱，

時間行った基板に IAD 法で成膜された TiO 2 薄膜の SEM

内部散乱共に大きくなると考えられる． 本研究において

画像を示した．EB 法，IAD 法共に，環境試験を行うこ

も，Fig.16， Fig.17 に示す様に柱状構造の大きさによ

とで基板に水滴が吸着，乾燥して発生する円状(ウォータ

って膜の表面粗さが変動していることがわかる．また，

ーマーク)のヤケが観測された． EB 法によって成膜さ

Fig.15 の近似直線の傾きより EB 法に比べ IAD 法の方が

れた膜は，この円状のヤケの周囲に成膜中の粒の異常成

基板の粗さが膜表面の粗さに与える影響が抑制されてい

長に よ る ノジ ュ ー ルの 発 生 が見 ら れ る． しか し ，IAD

ることがわかる．

法で成膜された膜は，円状のヤケの周囲にもノジュール

roughness[Ra(nm)](Thin film)

は内部構造が表面構造に反映される

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

の発生が見られなかった．ノジュールは，基板表面の異
EB

物，傷，凹凸などを核とし結晶粒の異常成長を起こさせ
て Fig.20 の様に膜表面に突起物として現れる

4)．本報告

では，ヤケが核となり異常成長がおこることにより，ノ
IAD(1000V-1000mA)

ジュールが発生していると考えられる． また，成膜中の
成膜粒子のエネルギーもノジュールの発生の要因である

0

1

2

3

4

5

6

7

4) ．そのため，基板に同じようにヤケが発生していても，

8

Roughness[Ra(nm)](Substrates)

成膜粒子のエネルギーが高い IAD 法では，異常成長がお

Fig.15 Substrates roughness versus films

こりにくくなりノジュールの発生が減少し，膜の表面粗

roughness after deposition.

Weathering

さが抑制されたと考えられる．
Thin film

Nodule

surface

Thin film

cross-section
1μ m

Substrate

5μ m

cross-section

Fig. 16 SEM image of TiO 2 single layer deposited by

Fig. 18

EB method after 48 hours environmental testing

by

substrate.

EB

SEM image of TiO2 single layer deposited
method

surface

environmental testing substrate.
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