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1.緒言
強誘電体は，高い誘電率，優れた圧電性・焦電性・強誘電性や電気光学特性をもつ興味深い
材料であり，多岐にわたる電子デバイスに応用されている。これらの強誘電体を利用したデバイス
も，高 周波 化・高 効 率 化・低 電 圧 化・小 型 化・集 積 化等の要 求が高まっており，強 誘 電 体の薄 膜
化が強く要望されている。
電気信号と機械信号とを相互に変換する圧電性を有する材料は，ＭＥＭＳプロセス技術の発展
により，マイクロセンサやマイクロアクチュエータのキー材料のひとつとして注目されている。なかで
も，チタン酸ジルコン酸鉛(PbZrTiO 3 ：PZT)は，ぺロブスカイト構造の強誘電体で，モルフォトロピッ
ク相転 移境 界近 傍では，圧電 特 性 が著しく高められるので，その薄膜 化 の研究 開発 が盛んに行
われている 1) ～ 3) 。
われわれは RF マグネトロンスパッタリング法を用いて幅広い応用が期待できるぺロブスカイト型
構造の強誘電体薄膜に関する研究開発を行ってきた 4) ～ 6) 。分極軸となる<001>方向に配向させ
て，高い焦電特性や圧電特性を示すチタン酸鉛系薄膜，PZT 薄膜を MgO 単結晶基板上に作製
することができた 4) ～ 10) 。同時に，従来の強誘電体材料にはみられない，作製時から分極方向が
揃う現象を見出した。さらに，MEMS 技術と融合したマイクロ圧電素子への応用を目指し，Si 基板
上に高い圧電特性を示す薄膜材料の作製を試みた。その結果，RF マグネトロンスパッタリング法
により Si 基板上に<001>配向 PZT 薄膜を作製することができるようになった 11) 。また，Si 基板上
に作製した PZT 薄膜においても，分極処理をしなくとも高い圧電特性が得られた。
本稿では，本薄膜の作製と特性，ならびに，本薄膜を用いたインクジェット薄膜ヘッドの作製とそ
れらの特性について述べる。

2. <001>配向 PZT 薄膜の作製と特性
2.1 作製方法
PZT 薄膜は，RF マグネトロンスパッタリング法により作製した。ターゲットには，モルフォトロピッ
ク相境界近傍の組成に 20mol%過剰の PbO を混合した焼結体[0.8(PbZr 0.53 Ti 0.47 O 3 )+0.2PbO]
を用いた。基板温度は 500～650℃，成膜速度は 10～50nm/min.，膜厚は 2～4μm である。
基板には，Si(100)と，比較のため(100)でへき開した MgO 単結晶の 2 種類を用いた。基板上に
は，下部電極として Pt などの貴金属薄膜をスパッタリング法で形成した。膜厚は 50～200nm であ
る。
2.2 結晶性・配向性
作製した PZT 薄膜の結晶構造・配向性はＸ線回折で評価，薄膜のマイクロ構造は SEM で観察
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した。また，薄膜の組成は，ICP 質量分析と X 線マイクロアナライザーにより評価した。PZT 薄膜の
Zr/Ti 比は，ターゲット組成とほぼ一致した。
ぺロブスカイト構造の薄膜は，基板温度 550～650℃で安定して得られた。これらの基板温度の
範囲では，基板温度とともに Pb/(Zr+Ti)比が低下し，基板温度 650℃で化学量論的組成 1 に近づ
いた。
MgO 単結晶基板上には，ぺロブスカイト構造の PZT 薄膜が 540℃以上でエピタキシャル成長し
た。図 1(a)に，基板温度 600℃で(100)Pt/MgO 基板上に作製した PZT 薄膜のＸ線回折パターン
を示す。格子定数が 0.414nm で，正方晶の c 軸<001>に配向している。
Si 基板上には，下部電極材料やスパッタ条件の最適化，および下部電極と PZT 薄膜の界面に
ペロブスカイト構造を有する配向制御層を導入することにより，<001>配向の PZT 薄膜が得られ
た。図 2(b)は，(100)Si 基板上に作製した PZT 薄膜のＸ線回折パターンである。(001)面の強いピ
ークが観測され，<001>に配向していることがわかる。
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図 1 (a)MgO 基板上，および(b)Si 基板用に作製した PZT 薄膜の X 線回折パターン

2.3 圧電測定方法
3 種類の構造を持つ試料 A,B,C を作製し圧電特性を測定した．試料 A と B は，カンチレバー構
造の試料である。試料 A は，基板上に下部電極，PZT 薄膜，上部電極を形成し，電極は Ar イオ
ンエッチングで，PZT は HF と HNO 3 によるウエットエッチングでパターン化した。その後，基板をエ
ッチングで除去した。上部および下部電極の膜厚は 100nm と同じ膜厚にし，カンチレバーの幅は
50μm，長さは 100～500μm である(図 2 参照)。
試料 B は試料 A の上部電極上に，非圧電層として感光性のポリイミド膜を 2μm 形成した構造
である 9) 。試料 C は，基板をエッチングしないでそのままにして，基板の幅を 3mm，長さ 14mm の
短冊に加工して，これを片端で固定した。
試料 A の試料では，電圧を印加して横方向の伸び縮みをレーザ顕微鏡で測定した。そして，次
式より圧電定数 d 31 を求めた。
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(１)

dl t
d 31 =
l V

ここで，t は PZT の膜厚，V は印加電圧，l，dl はカンチレバーの長さ，伸びである。
また，試料 B,C では，正弦波電圧を印加して，その撓み振動の変位量 δ をレーザードップラー振
動計で測定した．そして，次式より圧電定数 d 31 を求めた。

δ =

2

s1 t 2

4

3d 31 s1 s 2 t1 (t1 + t 2 )l 2V
3
2 2
3
2 4
+ 4 s1 s 2 t1t 2 + 6 s1 s 2 t1 t 2 + 4 s1 s 2 t1 t 2 + s 2 t1

(２)

ここで，t 1 ，t 2 は PZT，Si またはポリイミドの膜厚，s 1 ，s 2 は PZT，Si またはポリイミド膜の弾性コ
ンプライアンスである。
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図 2 PZT 薄膜の圧電測定に用いたカンチレバー構造の試料 A

2.4 圧電特性
MgO 基板上に作製した<001>配向 PZT 薄膜で 3 種類の構造を有する試料 A，B，C を評価し
た結果，同じスパッタリング作製条件で作製した PZT 薄膜では，試料 A，B，C とも d 31 の値は，－
100×10 -12 m/V と，ほぼ同じ値が得られた。ただし，すべての試料は，分極処理を行っていない．ま
た，PZT 薄 膜 の弾 性 コンプライアンスの値 を，カンチレバーのアドミッタンスの共 振 周 波 数 から
s 1 =10.8×10 -12 m 2 /N とした。
Si 基板上に作製した PZT 薄膜では，試料 C で撓み振動の変位量を測定し，圧電特性を評価し
た．圧電定数 d 31 の値は－150×10 -12 m/V が得られた．ただし，Si 基板上 PZT の試料も，すべて
分極処理を行っていない。
図 3 に，Si 基板上に作製した PZT 薄膜の圧電定数 d 31 ，比誘電率 ε r とスパッタ作製時の基板
温度との関係を示した．基板温度が 570℃以上で高い圧電定数が得られ，それ以上の温度では，
温度とともに圧電定数は低下している．ぺロブスカイト構造の PZT が作製できる基板温度では，基
板温度とともに Pb/(Zr+Ti)比が低下していることから，少し Pb リッチな組成で圧電定数 d 31 がピー
クを示した。
図 4 に，カンチレバー構造で測定した変位特性を示す．電圧に対して良好なリニアリティを示し
ている。
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図 3 Si 基板上に作製した PZT 薄膜の圧電定数 d31，比誘電率εr と基板温度の関係
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図 4 Si 基板上に作製した PZT 薄膜の変位特性

比誘電率 ε r の測定値(LCR ﾒｰﾀｰ，at 1kHz)は，MgO 基板上 PZT 薄膜が 240 と小さく，Si 基
板上の PZT 薄膜は，700 の値が得られた。これらの ε r の値は，PZT 薄膜の<001>配向性と内部
応力に強く依存していると考えられる．MgO 基板上の PZT 薄膜には，スパッタ中の成長過程で生
じる圧縮応力となる真性応力に，PZT より基板の方が大きな熱膨張係数であるために生じる圧縮
応力となる熱応力が加わり，膜中には大きな圧縮応力が存在する。つまり，非常に大きな圧縮応
力により膜面方向では拘束された状態になっている。また，Si 基板上の PZT 薄膜は，圧縮応力
である真 性 応力と引 張 り応力となる熱応 力で，最終 的に引 張り応力が残存していると思われる。
なお，PbZr 0.53 Ti 0.47 O 3 の組成では，応力：T が一定のとき，誘電率 ε 33 T ＝580，ε 11 T ＝1080，また，
x 軸方向に伸縮を許さないように拘束したときの誘電率 ε 33 S ＝300 の値が示されている 12) 。
電気機械結合係数 k 31 2 =d 31 2 /(ε 33 T s 11 E )を計算した。MgO 基板上で 0.39，Si 基板上で 0.30 と
大きな値が得られた。MgO 基板と Si 基板に作製した<001>配向 PZT 薄膜の誘電･圧電特性をま
とめて表１に示す。
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表 1 MgO 基板上，および Si 基板上に作製した PZT 薄膜の誘電・圧電特性
圧電定数
d31［10-12 m/V］

比誘電率
εr

電気機械結合係数
K 312

PZT薄膜／MgO基板

100

240

0.39

PZT薄膜／Si基板

150

700

0.30

電気機械結合係数：k 312は，次式より計算した。 k 312 =d312/（ε33T s 11E ）

3.インクジェット薄膜ヘッドへの応用
3.1 インクジェット薄膜ヘッドの構造
PZT 薄膜と振動膜からなるアクチュエータ部，圧力室，インク共通液室，ノズルから構成され，
400 ノズル，400 圧力室をもつアクチュエータアレイを作製した。
図 5 に，<001>配向 PZT 薄膜を用いたインクジェット薄膜へッドの 1 ノズル・1 圧力室に対応し
た断面模式図を示す。基板上に，下地電極膜，<001>配向 PZT 薄膜，金属振動膜を成膜後，膜
のパターンニングを行い，下地電極膜，PZT 膜をエッチング除去し，各圧力室上に配置できるよう
に形成する。アクチュエータ部の変位と共振周波数を測定後，インク室・流路をもつエレメントと撥
水膜をコーティングしたノズルを形成したエレメントをボンディングして作製した 13) 。
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図 5 PZT 薄膜を用いたインクジェット薄膜ヘッドの断面模式図

図 6 に，400 ノズルのアクチュエータアレイを上部（薄膜アクチュエータ側）から見た写真を示す。
100 ノズルが 4 列に配置され，白く光っているところが各薄膜アクチュエータの電極である．
インクは，共 通 液 室から供 給 孔を通 じて個 別の圧 力 室・ノズルまで充 填 される．圧 力 室 上 部に
形成されたアクチュエータ部のたわみ振動により，圧力室内のインクに圧力を加え，ノズルよりイン
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クが吐出される。
3μm の PZT 薄膜によるアクチュエータ部により，小型化・高速化・低電圧化が可能となり，微
少量吐出・マルチパス多値吐出制御・安定吐出・高寿命化(＞10 10 drops)を実現した。

図 6 400 ノズル，400 圧力室をもつインクジェット薄膜ヘッドの上部から見た写真

3.2 オンデマンド印刷機用ラインヘッド
PZT 薄膜を用いたインクジェット薄膜ヘッドを，オンデマンド印刷機へ応用した。オンデマンド印刷
機とは，一枚一枚，異なるデータを要求に応じて高速印刷する装置であり，フルカラー高画質・高
速印字・高信頼性に加えて低ランニングコストが要求される。これらの要求を満たすため，われわ
れは，インクジェット薄膜ヘッドを印刷方向に対して斜めに複数個並べて配置した構造のラインヘッ
ドを開発した。
ラインヘッドの構造を図 7 に示す。開発したラインヘッドは，400 ノズルを有するインクジェット薄膜
ヘッドを印刷方向に対して斜めに 30 個並べて配置した構造であるため，高ノズル数（12000 ノズ
ル）で高解像度（600dpi）を実現している。

600 dpi pitch

Inkjet head
nozzles each)

(400

Sending direction
of the printed matter

Swath: 20 inch (508 mm)

図 7 400 ノズルのインクジェット薄膜ヘッドを 30 個配列したインクジェットラインヘッド
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また，このラインヘッドは，それぞれのインクジェット薄膜ヘッドの高い着弾性能と安定吐出により，
市販の民生用インクジェットプリンターでは困難なラインヘッドを固定した 1 回のパスでの印刷が可
能である。その結果 60m/sec の高速印刷も実現している。 ラインヘッドの性能を表 2 にまとめて
示す。
開発したラインヘッドは業務用オンデマンド印刷機に搭載され，現在国内外で，建材表面へのデ
ザイン印刷，クレジット会社の請求書，個人向け通信教育用教材，年金定期便，新聞印刷などに
用いられている。

表 2 インクジェット薄膜ヘッドを用いたラインヘッドの特性
ノズル数

12000［ノズル／ラインヘッド］
（400ノズル×30ヘッド）

解像度

600，1200 ［dpi］

印刷幅

500 ［mm幅］

印刷速度

60 ［mm／min］

吐出量

0.5～20 ［pl］

吐出速度

58～10 ［m／sec］

寿命

＞2×1010 ［ノズル］

４．結言
RF マグネトロンスパッタリング法による PZT 薄膜の作製と，そのインクジェット薄膜ヘッドへの応
用に関する研究開発を行った。
下部 電 極 材 料とスパッタリング条件 の最適 化，および配向 制御 層の導 入により，Si 基 板上に
<001>配向 PZT 薄膜を作製することができた。圧電評価の結果，本 PZT 薄膜は，分極処理をし
なくとも，PZT セラミックより大きな圧電定数 d 31 (＝150)が得られ，比誘電率ε r (=700)，高い電気
機械結合係数 k 31 を示し，変位特性も良好なリニアリティを有した。
本 PZT 薄膜化技術を利用して，インクジェット薄膜ヘッドを作製し，高画質・高速印字・高信頼
性のオンデマンド印刷機用ラインヘッドを実現した。
また，本 PZT 薄膜は，小型の Si 音叉型角速度センサ 11) へも応用され，カーナビ用ジャイロ素
子やデジタルスチルカメラの手振れ補正に用いられている。
なお，分極方向が揃う現象については，オージェ電子分光法の分析結果により，薄膜の厚み方
向の組成が均一であったので，内部応力とひずみによるものと考えられる。しかし，MgO 基板上の
圧縮応力，Si 基板上の引張り応力にかかわらず，PZT 薄膜の分極方向が揃うので，今後，この
機構を解明したい。同時に，本技術により，振動発電デバイス 14) など他の用途のマイクロ圧電素
子への展開を期待したい。
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