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スパッタ法で作製した二酸化チタン系
透明導電膜の低抵抗化
先端材料開発セクター

透明性と導電性を同時に示す透明導電体には、現在、スズを添加した酸化インジウムが実用的に用いられています。
しかし、インジウムが希少元素で供給に不安があることから、代替材料の開発が強く求められています。代替材料の
一つとして注目されている二酸化チタン系透明導電膜について、工業的製法であるスパッタ法で低抵抗化した成果を
ご紹介します。この研究は、都産技研と東京大学、神奈川科学技術アカデミー（現・神奈川県立産業技術総合研究所）
が実施した共同研究です。
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表２ 本研究で作製した TNO 透明導電膜の輸送特性と断面 TEM 像
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※固体物質中でのキャリア（TNO 透明導電膜においては電子）の移動のしやすさ。キャリア濃度または移動度が高くなると低抵抗な薄膜となるが、
キャリア濃度が高くなると透明性が低下する。低抵抗と透明性とを両立するためには高移動度、低キャリア濃度であることが望ましい。
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TiO₂ は古くから白色塗料や化粧品、光学薄膜などに広く使われ
ており、自然界に豊富に存在する安全な材料です。また最近では、
います。TiO₂ の代表的な結晶構造にはアナターゼ型とルチル型の
型だけです。
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