
1950年～
50年、父・清水政吉が清水木型製作所
を創業。主に鋳物用木型を手掛ける。

1970年～
75年、金属加工の分野に事業を拡大。
三菱重工株式会社京都精機製作所の
協力工場として認定され、工作機械
部品加工および組立、原子力設備の
部品加工を手掛け、ステンレス、アル
ミ溶接を開始。

1980年～
84年、日新電気株式会社イオン機器
事業部の協力工場として認定され、イ
オン注入装置用真空チャンバー（ステ
ンレス製）の製作を受注。真空部品
加工、真空配管溶接も手掛けるよう
になる。以後、他社の半導体製造装
置の部品加工も開始。

1990年～
91年、加工部品の大型化にともない、
5面加工機を導入。95年、真空チャ
ンバーの大型化にともない、CNC横
中ぐり機を導入。

2000年～
05年、真空事業拡大のため薄膜事業
部を設立。真空蒸着装置を導入し、
研究開発を開始。06年、スパッタリ
ング装置による成膜技術の研究開発。
ポリイミドフィルムへのCuの低抵抗・
低温高速成膜を達成（100℃以下、2
μm/min）。09年、小型Roll to Roll
スパッタ装置の開発に着手。

2010年～
10年、薄膜事業部の事業拡大と、さ
らなる技術開発のため、淀事業所を
開設。高度精密金属加工のため、5
軸加工機の導入を決定。タッチパネ
ル用PETフィルム上に低温・低抵抗・
高透過 ITO薄膜の作成、R・T結晶化
に成功。第51回真空連合講演会にて
成果を発表。新技術開発財団より、「汎
用元素（Al. N2）のみによる高性能
透明断熱シート」の開発が新技術開
発助成として採択される。11年、自
社開発によるスパッタリング装置の製
作を開始。リニアコライダ（ILC）の
加速空洞シームレス加工技術の特許
を取得（特許No.4509984）。12年、
汎用元素（Al. N2）のみを用いた低
価格、高性能透明断熱シートの特許
を取得。戦略的基盤技術高度化支援
事業（サポイン）に採択される。株
式会社京都薄膜応用技術研究所を伏
見区淀に設立。

木材加工から金属加工へ 
大胆な事業転向で成長

1950年の創業から1980年頃まで、

わが社の基幹事業は鋳物用木型や仏具

製品をはじめとする木材加工でした。

昔は産業用の大型モーターなども木型

で製作されており、その木型製作がわ

が社の中心的な事業でもありました。

そうして木ばかりを扱ってきたわが

社ですが、産業構造の変化にともなう

木型の需要低下を受けて、1970年代

半ば以降、木材から金属加工へと事業

の転換を図っていくこととなります。

そんな矢先に三菱重工業株式会社京都

精機製作所の協力業者として、金属加

工に携われたことは非常に幸運でし

た。一般的な工作機械部品にとどまら

ず、当時最先端の原子力産業における

ロボット部品などを製作する機会にも

恵まれ、ステンレスやアルミといった

新素材に対する高度な加工技術を習得

することができたからです。

それからまもなく、日新電機株式会

社の協力業者として半導体製造装置分

野に関われるようになったのも、もと

もとステンレスやアルミの溶接技術を

見込まれてのことでした。こちらでは、

半導体デバイスに電気的特性を与える

イオン注入装置用のステンレス製真空

チャンバーの製作に始まり、真空部品

加工や真空配管溶接も手掛けるように

なり、先進の真空技術を蓄積すること

ができました。

金属加工事業の黎明期に、第一線で

活躍する大手メーカーと関係を築けた

ことで、常に設備の新鋭化や技術の高

度化に努めながら、新しいものづくり

に取り組むチャレンジ精神が養われた

ように思います。

省エネ時代を見据えた 
薄膜事業への挑戦
現在、わが社は金属部品、真空部品

の設計・製作・仕上げ・検査を自社内

で行うワンストップ企業として、関西

一円の工作機械あるいは半導体製造装

置メーカー各社の発展に微力ながら貢

献させていただいております。その一

方で、これまで培った技術力を活かし

た新たな事業展開も行っています。そ

れが2005年より取り組んできた薄膜

事業です。

薄膜技術の活用はすでに、LSIをは

じめ、光・電子デバイス、液晶表示デ

バイス、各種メモリなど、産業の広範

囲におよんでいますが、わが社が着目

したのは、省エネ機能に特化した透明

断熱シート。光を通す透明性を確保し

ながら、赤外線による日射熱を選択的

に遮断する働きを持ち、建築物や自動

車の窓、冷凍ショーケースなどに使用

することでエネルギー消費を抑えられ

るというものです。利用価値が十分あ

るにも関わらず、普及が進んでいない

背景には、現在市場に出回っている中

でもっとも高性能なAg/ITO積層膜に

よる透明断熱シートにかかる材料コス

トの問題があります。Ag（銀）ならび

に ITO（酸化インジウムスズ）という

いずれも高価格な希少元素を使うため、

原価を下げることが難しいのです。

そこでわが社が取り組んだのは、低

価格かつ高性能な透明断熱シートの開

発。長年薄膜技術の研究に取り組んで

こられた小川倉一先生（小川創造技術

研究所代表）のお力を借り、汎用元素

であるAl（アルミニウム）およびN（窒

素）のみを用いた新機能材料の創出を

目指しました。これまでにない材料か

らこれまでと同等の特性を持つ薄膜を

つくるには、成膜装置そのものを新た

に開発しなければなりませんでした

が、半導体関連の事業で培った技術と

小川先生のご指導があったおかげで、

New-MHVスパッタシステムという、

金属・合金、化合物膜を低温・低ダメ

ージでナノ積層化する装置の開発を成

し遂げることができました。

性能・価格で従来品を圧倒 
市場進出に向けて本格始動

New-MHVスパッタ装置が完成し

たのち、日夜実証実験を繰り返し、

Al薄膜とその窒化物であるAlN薄膜

の3層膜から成る透明断熱シートを安

定的につくり出すことにも成功しまし

た。AlN/Al/AlNの膜構成の場合、可

視域透過率70％、赤外域透過率33％、

断熱係数0.47となり、Al極薄膜に窒

素をドープしたAlN/NドープAl/AlN

の場合は、可視域透過率78％、赤外

域透過率30％、断熱係数0.38という

成果が出ています。従来製品（ITO/

Ag/ITO/Ag）は、可視域透過率70％、

赤外域透過率35％、断熱係数0.50で

すから、いずれの特性項目においても

同等あるいは上位に立つ高性能化を達

成したことになります。さらに価格に

ついても、試算によれば従来製品の

1/5～ 1/3程度に抑えられ、大幅なコ

ストダウンが可能になりました。

これらの成果が評価され、2012年

には、戦略的基盤技術高度化支援事業

（サポイン）の採択を受けることがで

きました。資金的援助に込められたご

期待に応えるためにも、透明断熱特性

のさらなる向上を図るとともに、市場

進出に向けた量産システムの構築や販

路の開拓を急ピッチで推し進めている

ところです。

そしてこのたび、株式会社京都薄膜

応用技術研究所という新会社を設立

し、本社の薄膜事業部の業務および人

材をこちらに集結させることになりま

した。薄膜事業部の設立当初から業務

拡大に貢献してくれた若手幹部をリー

ダーに据え、やる気に満ちあふれた若

い人材を集め、彼らの意見を存分に取

り入れた新社屋もつくりました。

ご存知のとおり、日本は資源の乏し

い国ですが、人の頭を掘り起こせば資

源はいくらでも出てきます。汎用元素

を使ったわが社の薄膜技術も、そうし

た頭の資源を活かしたイノベーション

に他なりません。ですから私は経営者

として、これからの時代を担う若い人

たちが知恵を振り絞りながら仕事に打

ち込める環境を用意してあげたいと思

ったのです。あとは彼らの力を信じる

のみ。コンシューマーにいかに良いも

のを渡せるか、それをひたすら追求し

てきたわが社の精神を受け継ぎ、薄膜

技術で社会に貢献する存在になってほ

しいと願っています。

戦後の創業から60 余年、時代の潮
目を的確に読み取り、木材加工から
金属加工、金属加工から薄膜製造へ
と柔軟に事業展換を図り、技術力を
高めてきた株式会社清水製作所。近
年の薄膜事業においては、高い省エ
ネ効果が期待される透明断熱シート
に着目し、レアメタルを主材料とする
従来品とは一線を画す、汎用元素を
用いた低価格高性能透明断熱シート
の開発に成功している。サポイン事
業の採択、新会社の設立など、薄膜
事業で躍進する同社のトップ・清水
正美社長にお話をうかがった。

株
式
会
社
清
水
製
作
所

汎
用
元
素
か
ら
成
る
透
明
断
熱
シ
ー
ト
を

 

省
エ
ネ
資
材
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に

Corporate
History

Prof i le

清水正美（しみずまさみ）社長

1947年（昭和22）京都市生まれ。立命
館大学産業社会学部を卒業後、大手鋳造
所勤務を経て、1972年（昭和47）に父
親が営む清水木型製作所に入社。1974
年（昭和49）年に専務取締役に就任。
1984年（昭和59）に産業構造の変化に
ともない、会社の大幅な改組を実施し、
それにともない代表取締役に就任。これ
を機に木型製作から金属加工業に転向
し、金属加工のワンストップ企業へと成
長させる。技術の高度化と新事業へのチ
ャレンジを続け、2005年（平成17）よ
り薄膜事業に取り組む。

清水正美 社長
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株式会社清水製作所

ナンバーワン性能世界初・日本初 トップシェア

透明断熱シートの高性能化、
低コスト化を実現

汎用元素のみによる
低価格高性能
透明断熱シート

技術等概要

赤外線を選択的に遮断する省エネ技術としてニーズが高まっ

ている透明断熱シート。現在は、希少金属であるAg合金薄
膜と ITO薄膜多層膜で構成するシートが広く利用されてい
ますが、清水製作所では新方式のNew-MHVスパッタ装置
を開発し、汎用元素であるAl薄膜とその窒化物であるAIN
薄膜のナノ積層化に成功。透明断熱シートの高性能化、低コ

スト化を実現しています。

ITO/Ag積層膜に匹敵する透明性・断熱性を獲得で
きた要因は、New-MHVスパッタ法という低温・低
ダメージの成膜法を開発したことです。従来法では

成膜時の膜ダメージが大きく、透明断熱特性を劣化

させていたため、これを最小限に抑えることで、ナ

ノ積層化が

しやすく、

光学特性に

優れた成膜

が可能にな

りました。

New-MHVスパッタ法による成膜
【特徴2】

従来の透明断熱シートとの決定的な違いは、膜を構成する材

料にあります。銀合金や ITOなどの希少金属を使わず、ア
ルミニウム（Al）とその
窒化物（AlN）という汎
用元素だけで従来品と同

等の性能を得ることがで

きます。これにより大幅

な低価格化が可能とな

り、普及の妨げとなって

いたコストの問題が解決

されます。

高性能を保ちながら低価格に
【特徴1】

ここに
注目

独自性

汎用元素であるAl薄膜およびその窒化
物のAlN薄膜による3層構造のナノ積
層膜において、Al層に窒素を添加（窒素
ドープ）した場合、可視域透過率78%、
赤外域透過率 30％、断熱係数 0.38と
いう優れた透明断熱性を達成。作製条
件を調整することでいずれかの性能に
特化したシートを製造でき、現在3パタ
ーンを展開。利用目的に応じた選択が
できます。

背景

地球温暖化対応や省エネへのニーズの
高まりにともない、住宅や自動車のガ
ラス面に省エネ機能を付加できる透明
断熱シートを求める声も高まっていま
す。しかしながら、従来品は希少金属
を材料とするため高コスト化が避けら
れず、普及が進まない状況にあります。
そこで、高性能を保持したまま低コスト
化が図れる汎用元素による透明断熱シ
ートの開発に取り組みました。

今後の事業展開

透明断熱特性のさらなる向上を図ると
ともに、Roll to Rollフィルム連続スパ
ッタシステムの開発によって量産体制を
整え、現行品の1/3～ 1/4程度となる
3,000円/m2の低価格化を目指します。
同時に、二次加工メーカーとの連携に
よる試作なども行い、建築窓ガラス、
自動車ガラス、冷凍ショーケースなど、
幅広い分野での商品化に取り組んでい
きます。

所在地　〒613-0915
京都府京都市伏見区淀際目町335-5

U R L　http://www.shimizu-mfg.com
T E L　 075-631-6293
F A X　 075-631-2394

従業員数　22名
資　本　金　4000万円
設　　立　1972年
代表者名　代表取締役社長　清水正美

会社概要・基本情報（2012年11月現在）

半導体製造装置用真空チャンバーおよび部
品の製作・加工・精密溶接・組立、工作機
械用精密機械部品加工、Al、SUSなどの金
属加工。

業務概要

対向V型二重磁極スパッタ装置 
New-MHVの原理
アルミニウムおよびその窒化物のみで透明断熱膜

を作り出す新技術がNew-MHVスパッタ法です。
真空状態の装置内を磁石でプラズマ化し、そこへ

アルゴンガスまたは窒素ガスを注入することによ

り、ターゲットのアルミニウム物質が飛び出し、

基板上に薄膜が形成されます。対向ターゲット間

のプラズマ拘束によって、基板表面への高エネル

ギー粒子の衝突や電子の到達がなく、低温・低ダ

メージの成膜が可能になりました。また、対向構

造をV字型にすることにより成膜スピードが向上
し、低電圧で高パワーの成膜ができます。

New-MHV装置と連動する縦型搬送システム
New-MHV装置単体ではフィルムを1枚ずつつくることしかできません。そこで、New-MHVカソードに縦型搬
送システムを組み合わせ、長尺フィルムを高速で成膜できる積層膜連続生産システムを独自に開発。Roll to Roll
は横型搬送が一般的ですが、異物・付着物の落下や膜特性の不安定化といった課題があるため、縦型搬送によって

それらの問題を解決し、膜特性・品質を維持した高速連続成膜の実現を目指しています。

低価格高性能透明断熱シートの量産化に向けて

New-MHVスパッタ装置による
連続生産システム
高性能かつ低コストを最大の武器とする透明断熱シート。その真価を市場で
発揮するには、量産化のシステムが不可欠となります。現在、New-MHV
スパッタ装置を核とする連続生産システムの構築を急ピッチで進めており、早
ければ平成 25 年度中にも運用開始となる見込みです。

従来のスパッタリング装置（左）と
本開発のスパッタリング装置（右）の比較

縦型搬送とNew-MHVスパッタ装置を組
み合わせた積層膜連続生産システムの主な
特徴として、異物・ダスト等が下部に堆積
し、放電・膜特性も安定化する点が挙げら
れます。

New-MHVスパッタ法

ターゲット（アルミニウム）を変えず、ガスの種類を変えるだけで性質の
異なる膜を容易に生成できます。二重磁極を配することで作用領域が広が
り、ターゲットの使用効率が向上しています。

透明断熱シートサンプル
New-MHV
スパッタ法

マグネトロン
スパッタ法

横型搬送システム 縦型搬送システム
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