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はじめに  

医療材料として盛んに研究されている骨組織の
主成分 Ca10(PO4)6(OH)2（ハイドロキシアパタイト、
HA）は、電気的には良好な絶縁体であり、誘電材料
を中心としてエレクトロニクス材料としての応用も
期待できる。HA をエレクトロニクス材料として応
用するための基礎が確立できれば、将来的には「生
体由来物質であるために環境への有害性を示さず、
しかも希少元素を含まない」すなわち環境問題と鉱
物資源問題を同時に解決し得る新奇なエレクトロニ
クス材料という、HA の新しい材料科学的側面を開
拓することが可能である。しかしながら、従来行わ
れていた HA 研究はほとんどが粉末試料か多結晶の
薄膜・厚膜を用いたものであり、異方性を詳細に調
べたり、粒界の影響を排除したりすることが可能な、
単結晶ライクなエピタキシャル HA 薄膜結晶は得ら
れていない。単結晶ライクなエピタキシャル HA 薄
膜結晶作製技術は、化学組成の原子レベル制御や人
工格子作製に不可欠であり、HA を真にエレクトロ
ニクス応用可能な材料として確立するために最も重
要な基本技術であるにもかかわらず、これまで提案
されていない。 

これに対し我々はエピタキシャル HA 薄膜結晶
の実現を念頭に、HAが a = 0.943 nmの菱面体で、
六方晶構造の Al2O3（a = 0.476 nm）のほぼ 2倍の格
子定数（不整合 0.95%）であることに着目した。具
体的には図 1 に示す通り Al2O3(001)単結晶基板を用
いることで、Al2O3のユニットセルと HAのユニット
セルがほぼ格子整合し、[001]配向したエピタキシャ
ル HA 薄膜結晶を得ることが期待できる。そこで本
研究では、Al2O3(001)単結晶基板の上に、パルスレー
ザ堆積（以下、PLD）法を用いてエピタキシャル HA
薄膜結晶を作製可能な成膜条件を探索した。その上

で、バルク HA および作製した HA 薄膜の誘電特性
を、テラヘルツ時間領域分光法（以下、THz-TDS）
により、非接触・非破壊で調べた。 

実験  

薄膜結晶を堆積する基板として使用する
Al2O3(001)単結晶（ケイ・アンド・アール	 クリエー
ション）は、電気炉を用いて大気中 1000 °Cで 3時
間アニール[1]し、原子レベルで平坦なテラスを持つ
表面を実現した。基板表面および堆積後の HA 薄膜
結晶表面の形態は原子間力顕微鏡（ブルカー・エイ
エックスエス、NanoscopeIIIa、以下 AFM）を用いて
観察した。この基板上に KrFエキシマレーザ（コヒ
レント、COMPex102）を用いた PLD法により、HA
薄膜結晶を堆積した。HA 薄膜結晶の原料となる
ターゲットには市販の純 HA ペレット（HOYA、
CELLYARDTM pellet、以下セルヤード）を用い、成
膜条件として基板温度 500 ~ 700 °C、水蒸気を含ん
だ酸素の分圧 10 Paにて薄膜結晶作製を行なった。
得られた試料は X線回折装置（リガク、Ultima IV）
を用いた 2θ/θ法（以下、XRD）で HA薄膜結晶の[001]
配向を確認した。さらに薄膜結晶およびリファレン
スとしてセルヤードペレットの THz-TDS 測定を行
なった。 

結果と考察  

図 2 にアニール処理した Al2O3(001)単結晶基板
の AFM 観察像を示す。原子レベルで平坦なテラス
が急峻なステップで隔てられた well-defined な表面
が実現できたことがわかる。測定したステップ高さ
はすべて約 0.2 nmであり、1原子層のステップであ

 
 
図 1	 HAと Al2O3の格子整合を表した模式図 
 

100 nm� 
 
図 2	 表面が原子レベルで平坦な Al2O3(001)の
AFM像。 
 



ることがわかった。 
このような基板上に PLD法を用いてHA薄膜結

晶を堆積した。今年度は基板温度を 500 ~ 700 °Cと
変化させてその他の成膜条件は固定した場合に薄膜
結晶を作製し、基板温度の変化に伴う HA 薄膜結晶
の配向性変化を調べた。その結果、基板温度 500 °C
ではほぼ結晶化していない非晶質試料が、550 ~ 700 
°Cでは HAは完全な[001]配向 HAが得られた。図 3
に基板温度 650 °Cで作製した HA薄膜結晶の XRD
パターンを示す。Al2O3単結晶基板のピーク以外には
HA(002)および(004)のピークしか確認できず、完全
に[001]配向していることがわかる。ただし、現時点
では面内の配向を確認しておらず、エピタキシャル
成長の実現可否は判断できないという問題点が挙げ
られる。 

なお、得られた[001]配向 HA 薄膜結晶の AFM
像を図 4に示す。原子レベルで平坦な表面は得られ
ていない。表面平坦性は誘電特性自体に影響を及ぼ
さないと思われるが、これが実現できれば将来の人
工格子化に期待が持てるため、今後の課題として取
り組んでいきたい。現在のところ、成膜速度と基板
温度、それから Al2O3(001)単結晶基板のテラス幅を
パラメタに実験を進めたいと考えている。 

次にHAのTHz-TDS測定を試みた結果について
述べる。まず予備的な測定として、セルヤードおよ
び自作した粉末HAの焼結体を用いてTHz-TDS測定
を行なった。セルヤードの公称密度は 99%、自作し
た HAペレットの実測密度は約 48%であった。これ
らの試料について、THz-TDS測定結果から求めた誘
電率（ε 1およびε2）を図 5 に示す。周波数依存性は
共に同様の傾向を示しており、作製した粉末 HA の
焼結体がリファレンス（セルヤード）と同等の品質
を示していることが分かる。誘電率の絶対値の違い
は密度の違いを反映していると考えれば理解できる。 

図 5 に示した予備的測定の結果より、HA 自体
の THz波吸収はかなり小さいことがわかる。本測定
は試料に照射したTHz波を透過させて測定しており、
試料の量が少ない場合、すなわち薄膜結晶の膜厚が
薄い場合には HAによる THz波吸収が小さすぎて測
定が困難である。実際に作製した膜厚 0.5 µmの[001]
配向 HA 薄膜では基板である Al2O3(001)単結晶との
明確な差は測定できていない。現有の PLD法成膜装
置では均一な薄膜を作製可能な限界である膜厚 0.8 
µm の[001]配向 HA 薄膜においても、やはり測定可
能な膜厚に達していないことが分かった。これ以上

の膜厚を持つ薄膜が現有装置で得られないのは、
PLD法におけるターゲットと基板間の距離を近づけ
ることができないためであり、来年度以降は装置を
改造してこの点を改良し、さらに厚い膜厚の試料に
て再度測定を進めたいと考えている。 

まとめ  

医療材料として盛んに研究が行われている HA
をエレクトロニクス材料として応用するための基礎
を確立する目的で、これまでに試みられたことがな
い単結晶ライクなエピタキシャル HA 薄膜結晶の作
製を提案し、そのための基板材料選定、最適成膜条
件探索、および予備的な THz-TDS測定を試みた。格
子整合を検討し、基板材料は Al2O3(001)単結晶が適
していることを発見した。実際に Al2O3(001)単結晶
基板上に PLD法を用いてHA薄膜を作製したところ、
基板温度 550 °C以上で[001]配向HA薄膜結晶を得る
ことに成功した。HAによる THz波の吸収が小さい
ため、HA薄膜結晶の THz-TDS測定には、装置の改
造を実施した上でさらに膜厚が厚い試料を準備し、
測定を進めていく必要がある。 
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図 3	 Al2O3(001)単結晶基板上に作製した HA薄

膜結晶の XRDパターン。(002)および(004)の回折

ピークのみが見られ、完全に[001]配向しているこ

とが分かる。 
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図 4	 [001]配向した HA薄膜結晶の AFM像。 
 

 
 
図 5	 THz-TDS 測定によって求めた(a)セルヤー
ドおよび(b)HA焼結体の誘電率（ε1およびε2）。 
 


