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(57)【要約】
本発明は、少なくとも以下の透明層、即ち、下部誘電体層、少なくとも１種の金属又は金
属化合物を含む機能層、及び上部誘電体層を順に含む太陽光調整コーティングを有する被
覆ガラス板に関し、前記機能層は、タングステン、モリブデン、タングステン系合金、モ
リブデン系合金、それらの窒化物、炭化物及び／又はホウ化物の少なくとも１種を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも以下の透明層、
　　下部誘電体層、
　　少なくとも１種の金属又は金属化合物を含む機能層、及び
　　上部誘電体層
を順に含む太陽光調整コーティングを有する被覆ガラス板において、
　前記機能層が、タングステン、モリブデン、タングステン系合金、モリブデン系合金、
それらの窒化物、炭化物及び／又はホウ化物の少なくとも１種を含むことを特徴とする被
覆ガラス板。
【請求項２】
　前記機能層が、純タングステン又はタングステン系合金を含むことを特徴とする請求項
１に記載の被覆ガラス板。
【請求項３】
　前記機能層が、タングステンの窒化物又はタングステン系合金の窒化物を含み、タング
ステン又はタングステン系合金：窒素の原子比が10：1から1：2の間であることを特徴と
する請求項１に記載の被覆ガラス板。
【請求項４】
　前記機能層が、タングステンの窒化物又はタングステン系合金の窒化物を含み、タング
ステン又はタングステン系合金：窒素の原子比が3：1から1.01：1の間であることを特徴
とする請求項３に記載の被覆ガラス板。
【請求項５】
　前記上部誘電体層が、シリコン及び／又はアルミニウムの窒化物又は酸窒化物の層を含
むことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の被覆ガラス板。
【請求項６】
　前記下部誘電体層が、シリコン及び／又はアルミニウムの窒化物又は酸窒化物の層を含
むことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の被覆ガラス板。
【請求項７】
　前記下部誘電体層がアルミニウムでドープされたシリコンの窒化物又は酸窒化物の層を
含み、前記機能層がタングステンの窒化物又はタングステン系合金の窒化物を含み、前記
上部誘電体層がアルミニウムでドープされたシリコンの窒化物又は酸窒化物の層を含むこ
とを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の被覆ガラス板。
【請求項８】
　コーティングを有さない光透過率ＴLが90％の透明ガラス板上に堆積させた場合に、前
記被覆ガラス板の光透過率ＴLが10～70％の範囲、好ましくは20～65％の範囲、最も好ま
しくは30％を超え且つ60％以下の範囲になるように、前記コーティングの個々の層の厚さ
を設定することを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の被覆ガラス板。
【請求項９】
　光反射率ＲLが10～35％の範囲、好ましくは15～25％の範囲になるように、前記コーテ
ィングの個々の層の厚さを設定することを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の被
覆ガラス板。
【請求項１０】
　透過色値が0≧ａT

*≧-3且つ0≧ｂT
*≧-7の範囲になり、ガラス側の反射色値が2≧ａg

*

≧-4且つ2≧ｂg
*≧-10の範囲になるように、前記コーティングの個々の層の厚さを設定す

ることを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載の被覆ガラス板。
【請求項１１】
　熱処理可能であることを特徴とする請求項１～１０のいずれかに記載の被覆ガラス板。
【請求項１２】
　熱処理後のガラス側の反射、コーティング側の反射及び透過のそれぞれに対して、ΔＥ
*が3以下、好ましくは2.5未満、最も好ましくは2未満であることを特徴とする請求項１１
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に記載の被覆ガラス板。
【請求項１３】
　加熱処理後のヘイズ値が0.5以下、好ましくは0.4以下であることを特徴とする、熱処理
された請求項１～１２のいずれかに記載の被覆ガラス板。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれかに記載の被覆ガラス板を具える太陽光調整グレージングであ
って、前記太陽光調整コーティングが該グレージングの外側から数えて２番目の面上に配
置されている、太陽光調整グレージング。
【請求項１５】
　請求項１～１２のいずれかに記載の太陽光調整被覆ガラス板を、ヘイズ値が0.5未満の
ままとなるように、酸素含有雰囲気中、590～690℃の温度で、10分間以下、熱処理するこ
とを特徴とする熱処理された太陽光調整ガラス板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光調整コーティング付きの被覆ガラス板に関し、より具体的には、熱処
理可能な、太陽光調整コーティング付きの被覆ガラス板に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　太陽光調整コーティングは、通常、少なくとも１種の金属又は金属化合物からなる機能
層を含み、その厚さ及び材料は、被覆されたガラス板の可視光及び太陽エネルギー透過率
が減少するように選択され、かかる減少は、一部吸収によって、並びに一部反射によって
起こる。太陽光調整コーティングの機能層の代表的な材料は、Ｎｉ，Ｃｒ，Ｔｉ，Ｚｒ，
Ｔａ，Ｈｆ，Ｎｂ等の金属、並びにそれらの合金、例えば、ステンレス鋼やＮｉＣｒ、更
には、それらのある種の化合物、例えば、それらの窒化物、ホウ化物、及び／又は炭化物
である。かかる太陽光調整被覆ガラス板の全太陽エネルギー透過率（通常、ＴＳＨＴ又は
ｇ値として与えられ、直接透過及び再放射によるエネルギー伝達の両方を含む）は、通常
、それらの光透過率ＴLより若干高いか、等しいか、或いは若干低い。
【０００３】
　かかる太陽光調整コーティングの機能層は、通常、ガラスの表面に近接して配置される
下部誘電体層と、機能層の上方の上部誘電体層との間に組み込まれ、誘電体層の一方又は
両方は、以下の作用をもたらす。
　－光学干渉による機能層の反射防止、
　－機能層の成長に影響を及ぼすこと、
　－例えば、コーティングの耐腐食性及び耐引っ掻き性を向上させるための機械的及び化
学的保護、
　－酸素又は窒素等のガスの、ガラス基板の成分の、及び／又はコーティング層の成分の
拡散に対する障壁、
　－熱処理の間の機能層の安定化等。
【０００４】
　かかる誘電体層は、大抵は単層のみからなるが、代替として、主として誘電体材料から
なる幾つかの部分層及び／又は主として誘電体材料からなる混合物を含んでもよく、また
、少量の金属等の他の材料及び／又は金属等の他の材料の薄い層で補完されていてもよい
。
【０００５】
　安全性を付与するために強化され及び／又は曲げられた熱処理ガラス板が、多くの適用
分野、例えば、建築又は自動車のグレージング用として求められている。ガラス板を熱的
に強化及び／又は曲げるためには、使用するガラスの軟化点の近傍又は軟化点を超える温
度で熱処理を行い、次に、急速冷却によってそれらを強化するか、曲げ手段の助けをかり
てそれらを曲げることによって、ガラス板を加工する必要があることが知られている。適
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切な温度範囲は、ソーダライムシリカタイプの標準的なフロートガラスの場合は、通常、
約590～690℃であり、実際に強化及び／又は曲げ加工を開始する前に、この温度範囲にガ
ラス板を数分間保持する。
【０００６】
　以下の説明及び請求項において”熱処理”、”熱処理された”、”熱処理可能な”とは
、前述のような熱的曲げ及び／又は強化プロセスを参照するものである。
【０００７】
　これらのガラス板にコーティング、特には、少なくとも１種の金属系又は酸化可能な金
属化合物の機能層を含むコーティングを設ける場合、困難が生じ得る。かかるコーティン
グは、通常、それ自体は熱処理することができず、このことは、機能層が酸化される傾向
があり、それによって、少なくとも部分的に太陽光調整機能が失われたり、局所的又は完
全に破壊されることすらあることを意味している。熱処理を行った後にガラス板にコーテ
ィングを付与することもできるだろうが、かかる熱処理に耐えられるコーティングが利用
できるならば、その方が好ましい。
【０００８】
　太陽光調整被覆ガラス板が熱処理可能であるよう意図されている場合、機能層を組み込
んでいる誘電体層は、熱処理の間、酸化に対して機能層を保護し、拡散作用に対して機能
層を安定化するように、うまく選択される必要がある。熱処理可能な太陽光調整コーティ
ング中の誘電体層として当該技術分野では、実質的にシリコンの窒化物、シリコンの酸窒
化物、アルミニウムの窒化物、アルミニウムの酸窒化物又はそれらの混合物からなる層が
周知であり、繰り返し提案されている。
【０００９】
　前記のような太陽光調整コーティングが、例えば、特開０５－１２４８３９号、欧州特
許０ ３８６ ９９３号、欧州特許０ ５０１ ６３２号、欧州特許０ ５３６ ６０７号、欧
州特許０ ５４６ ３０２号、欧州特許０ ７４７ ３２９号、欧州特許公開１ ２１８ ３０
７号、欧州特許公開１ ４４８ ４９１号、米国特許６,６８９,４７５号、国際公開２００
４－０４６０５８号、国際公開２００４－０６３１１１号、国際公開２００４－０７００
７２号に開示されている。
【特許文献１】特開０５－１２４８３９号
【特許文献２】欧州特許０ ３８６ ９９３号
【特許文献３】欧州特許０ ５０１ ６３２号
【特許文献４】欧州特許０ ５３６ ６０７号
【特許文献５】欧州特許０ ５４６ ３０２号
【特許文献６】欧州特許０ ７４７ ３２９号
【特許文献７】欧州特許公開１ ２１８ ３０７号
【特許文献８】欧州特許公開１ ４４８ ４９１号
【特許文献９】米国特許６,６８９,４７５号
【特許文献１０】国際公開２００４－０４６０５８号
【特許文献１１】国際公開２００４－０６３１１１号
【特許文献１２】国際公開２００４－０７００７２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　公知の太陽光調整被覆ガラス板の幾つかは実用的な値を示し、平面ガラス製品市場に利
用可能であるが、依然として改良の余地があり、また、太陽光調整被覆ガラス板の光学的
、機械的及び化学的特性を更に最適化することが可能な代替のコーティングを提供する必
要がある。
【００１１】
　従って、本発明の目的は、概して、太陽光コントロール特性を有するガラス板をもたら
す前述のたぐいの被覆ガラス板を提供することにある。
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【００１２】
　本発明の目的は、より具体的には、被覆ガラス板の保管、移動及び使用における通常環
境の影響に対して耐性を有し、通常の取り扱い及び加工工程で、大きな品質の低下を伴う
ことなく、被覆ガラス板に作用する機械的及び化学的条件を切り抜ける太陽光調整コーテ
ィングを提供することにある。
【００１３】
　より一層具体的には、これらの被覆ガラス板は、熱処理可能であり、熱処理後も前述の
特性を保持している。これに関連して、本発明は、熱処理の間、被覆ガラス板のヘイズ値
を低く保つことにある。
【００１４】
　更なる目的は、熱処理した被覆ガラス板と熱処理していない被覆ガラス板を並んで使用
しても、実質的に外観が異ならないように、熱処理に起因する被覆ガラス板の光学特性の
変化を最小化することにある。
【００１５】
　特には、本発明は、光及び太陽エネルギー透過率の値を中程度及び高い値、例えば、30
％を超える値の光透過率を達成することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、請求項１で規定される。本発明の好適実施態様は、従属項に立案されている
。本発明の被覆ガラス板を少なくとも一枚含むグレージングが、請求項１４の対象である
。熱処理した太陽光調整ガラス板の製造方法が、請求項１５の対象である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の被覆ガラス板には、ガラスの表面からスタートして、順に、少なくとも以下の
透明層、即ち、下部誘電体層、少なくとも１種の金属又は金属化合物を含む機能層、及び
上部誘電体層を含む太陽光調整コーティングが設けられており、前記機能層が、タングス
テン、モリブデン、タングステン系合金、モリブデン系合金、それらの窒化物、炭化物及
び／又はホウ化物の少なくとも１種を含むことを特徴とする。
【００１８】
　タングステン系又はモリブデン系合金とは、基本材料を主たる含有量で含む合金と解さ
れ、その関連特性が基本材料によって支配されたままのものである。一種又は複数種の合
金相手の含有量の許容できる範囲は、合金相手に依存するが、かかる合金は、通常、基本
材料を少なくとも約50原子％、好ましくは少なくとも約75原子％、殆どの場合は少なくと
も約90原子％含む。タングステン系合金の例としては、約10～30原子％のチタン及び／又
はクロムと、約90～70原子％のタングステンとを含む合金が挙げられる。
【００１９】
　具体的には、これだけではないが、被覆ガラス板が熱処理可能な場合、機能層は、純タ
ングステン又はタングステン系合金を含むことが好ましく、より好ましくは、タングステ
ンの窒化物又はタングステン系合金の窒化物を、タングステン又はタングステン系合金：
窒素の原子比が約10：1から1：2の間で、より一層好ましくは、約3：1から1.01：1の間で
含む。熱処理した場合、ＮｉＣｒ等の太陽光調整目的のために知られている他の材料より
も、コーティングを通してのタングステン原子の拡散が実質的に少ないことが観測され、
このことは、タングステン、タングステン系合金又はそれらの窒化物を含む機能層が熱処
理によって劣化し難いことを意味している。本発明者等の試行の結果、タングステン窒化
物をタングステン対窒素の原子比を1：1より幾分高く（若干準化学量論のタングステン窒
化物と）することで、更に最適化された製品特性及び加工性を達成できることが示された
。
【００２０】
　透明な機能層の厚さは、主として、被覆ガラス板が有すべき所望の光及び太陽エネルギ
ー透過率に従って選択される。大抵の目的に対しては、約2から40 nmの範囲の厚さが適切
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であり、光及び太陽エネルギー透過率の値を高く及び中程度にするには、2～15 nmの厚さ
範囲が特に好ましい。
【００２１】
　本発明に従って特定される材料によって太陽光調整機能が主としてもたらされるように
、機能層の主たる部分が前記に掲載の材料から構成されている限り、前記機能層は、単層
から構成されていても、幾つかの部分層や材料混合物を含んでいてもよい。主たる部分と
は、機能層全体の原子パーセントで、それぞれ、含有率が少なくとも約50％、通常は少な
くとも約75％、最も具体的には少なくとも約90％であるものと解される。機能層は、具体
的には、銀や他の貴金属を相当量含むことが無い。更には、機能層は、酸素を相当量含む
ことが無い。
【００２２】
　上述のように、単層でも、幾つかの部分層から構成されていてもよい下部及び上部誘電
体層の技術的な目的は、主として機能層の反射防止にある。これに加えて、特に被覆ガラ
スが熱処理可能な場合は、熱処理の間、コーティングを通した酸素及び他の原子の拡散に
対するバリア機能がもたらされるように、誘電体層の材料を選択することが好ましい。
【００２３】
　主として反射防止層として機能する下部及び上部誘電体層に対しては、かかる目的のた
めに当業者に周知の多くの材料を選択することができる。被覆ガラス板が熱処理可能な場
合は、上部及び／又は下部誘電体層は、好ましくはそれぞれシリコン及び／又はアルミニ
ウムの窒化物又は酸窒化物の層を少なくとも一層含む。特に好ましくは、シリコンアルミ
ニウム酸窒化物タイプの層は、Ａｌ：Ｓｉの原子比が約2～10％のオーダーで、Ｏ：Ｎの
原子比が約3～30％のオーダーである。
【００２４】
　所望の反射防止特性を達成し、拡散障壁として適切に機能するために、上部誘電体層は
、550 nmでの屈折率が約2である前述の材料の場合、好ましくは幾何学的厚さが約20から6
0 nmの間である。同一の屈折率を有する下部誘電体層に対しては、約5から30 nmの間の厚
さが好ましい。当該技術分野で周知のように、異なる屈折率の材料を使用する場合、これ
らの厚さを状況にあわせて適合させる必要がある。
【００２５】
　本発明に従う好適な太陽光調整コーティングは、アルミニウムでドープされたシリコン
の窒化物又は酸窒化物の層を含む下部誘電体層と、タングステンの窒化物又はタングステ
ン系合金の窒化物を含む機能層と、アルミニウムでドープされたシリコンの窒化物又は酸
窒化物の層を含む上部誘電体層とからなり、実質他の層を有さないことが最も好ましい。
【００２６】
　太陽光調整コーティングの各透明層の厚さは、目的とする特定の性質に従って広範囲に
変動させることができる。一般には、コーティングを有さない光透過率ＴLが90％の透明
ガラス板上に堆積させた場合に、被覆ガラス板の光透過率ＴLが約10～70％の範囲、好ま
しくは約20～65％の範囲、より一層好ましくは30％を超え且つ60％以下の範囲になるよう
に、前記コーティングの個々の層の厚さを設定することが好ましい。またその際、全太陽
エネルギー透過率は、約10％から約75％（好ましくは約20～70％、更には約30％を超え且
つ約65％以下）のオーダーとなるであろう。
【００２７】
　同時に又は代わりに、被覆ガラス板の光反射率ＲLが約10～35％の範囲、好ましくは約1
5～25％の範囲になるように、コーティングの個々の層の厚さを設定する。
【００２８】
　本発明の被覆ガラスによれば、透過及び反射の両方において同程度に透明な外観を達成
することができる。個々の層の厚さを適切に設定することで、透過色値が0≧ａT

*≧-3且
つ0≧ｂT

*≧-7の範囲で、ガラス側の反射色値が2≧ａG
*≧-4且つ2≧ｂG

*≧-10の範囲であ
る色特性を達成することができる。そのため、前記被覆ガラス板は、透過及びガラス側の
反射の両方において、極めて無色、或いは、殆どの場合、やや青味を帯びていたり、やや
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青／緑又はやや青／紫に見える。
【００２９】
　ＴL及びｇは、光る太陽放射の入射流束のパーセント（ＴL）として、並びに全太陽放射
の入射流束の比（ｇ）として、被覆ガラス板を透過した流束の大きさとしてのそれらの一
般的な意味に基づいて使用される。
【００３０】
　好ましくは、個々の層、並びに特には太陽光調整コーティングの誘電体層の材料及び厚
さは、被覆ガラス板が熱処理可能になるように選択される。シリコン及び／又はアルミニ
ウムの（酸）窒化物タイプの誘電体層が好ましいが、代わりに、亜鉛－スズ酸化物等の他
の周知の拡散障壁材料や、他のシリコン化合物等を選択してもよい。
【００３１】
　熱処理可能性とは、その最も広義の意味で、品質（特には、その光学特性及び目に見え
る欠陥の数等）が熱処理の間、著しくは悪化しない如何なる被覆ガラスをも包含するが、
かかる熱処理後のガラス側反射（ΔＥG

*）、フィルム側又は被覆された側の反射（ΔＥF
*

）及び透過（ΔＥT
*）のそれぞれに対してΔＥ*が3以下、好ましくは2.5以下、最も好ま

しくは2以下となるように、太陽光調整コーティングの個々の層の材料及び厚さを選択す
ることが好ましく、ここで、ΔＥi

*は、
　　　ΔＥi

*＝((Δａi
*)2＋(Δｂi

*)2＋(ΔＬi
*)2)1/2

で定義され、式中、ΔＬi
*、Δａi

*及びΔｂi
*は、それぞれ被覆ガラス板の熱処理前後の

色値Ｌi
*、ａi

*及びｂi
*の差である。

【００３２】
　更に、本発明は、熱処理された被覆ガラス板を対象とし、該熱処理された被覆ガラス板
は、前述のように、熱処理後でも、0.5以下、好ましくは0.4以下のヘイズ値を示す。”ヘ
イズ”は、被覆ガラス板を通過したものの内の、前方散乱による入射ビームに由来する透
過光のパーセントを指す（ＡＳＴＭ Ｄ １００３－６１に従って測定される）。熱処理の
間、ヘイズ値が低いままであることは、熱処理可能性の良い指標である。
【００３３】
　最後に、本発明は、プロダクトクレームに記載のような太陽光調整被覆ガラス板を、ヘ
イズ値が0.5未満のままとなるように、酸素含有雰囲気中、590～690℃の温度で、10分間
以下、熱処理することを特徴とする熱処理された太陽光調整ガラス板の製造方法を対象と
する。
【００３４】
　本発明の太陽光調整コーティングは、殆どの場合、前記の本質的な３つの層のみからな
るが、追加の層が本発明で目的とする被覆ガラスの基本特性を悪化させない限りにおいて
は、本発明の範囲内において、下塗り層、外側保護層、バリア層、色変更層等の当該技術
分野で一般に知られた追加の補助的な層を前記コーティングに付加して、その特性を変更
する。
【００３５】
　更には、例えば、添加剤（ドーパント）によって個々の層の材料の堆積効率を向上させ
られる場合、変性された材料の特性が、かかる添加剤（ドーパント）を含まない材料と比
較して著しく悪化しない限りにおいては、本発明の範囲内において、個々の層の材料に少
量の添加剤（ドーパント）を加える。
【００３６】
　本発明は、太陽光調整コーティングのための特定の製造方法に限定されない。しかしな
がら、マグネトロンカソードスパッタリングによって、前記層の少なくとも一層、並びに
好ましくは総ての層を付加する場合は、直流モード又は中波モードのいずれかで、適切な
スパッタ雰囲気中、金属又は半導体のターゲットを非反応的又は反応的にスパッタリング
することが特に好ましい。スパッタリングされる材料にもよるが、平面状で回転するター
ゲットを使用してもよい。
【００３７】



(8) JP 2008-543713 A 2008.12.4

10

20

30

40

50

　本発明による太陽光調整被覆ガラス板は、例えば、モノリシックガラス板として、ガス
を充填した間隙を少なくとも一層有する複層グレージングの一部として、積層グレージン
グの一部として、技術的用途、建築用途、自動車用途、或いは他の用途で使用することが
できる。本発明の被覆ガラス板を含む太陽光調整グレージングは、好ましくは、グレージ
ングの外側から数えて２番目の面に太陽光調整コーティングを配置するように、取り付け
られる。これに関して、カウントされる面は、大気又はグレージングのガスが充填された
間隙に面する面だけである。
【００３８】
　本発明の太陽光調整コーティング用の基板として使用されるガラス板は、通常、フロー
トガラスプロセスで製造されたソーダライムシリカガラスからなり、透明であっても、薄
い色が付いていてもよい。他のガラス組成物は、一般には排除されない。ガラス板の厚さ
は、目的とする用途に依存し、特に限定されるものではないが、通常、約2から12 mmの間
である。
【実施例】
【００３９】
　本発明の範囲を限定することを意図しない２つの実施例の助けを借りて、以下に本発明
をより詳細に説明する。
【００４０】
（実施例１）
　厚さが4 mmで、コーティングを施される前の光透過率ＴLが約90％の透明なフロートガ
ラス板を、約10重量％のアルミニウム及び約90重量％のシリコンを含むＡｌでドープされ
たシリコンのターゲットと、タングステンのターゲットとが配置されている実験室用スパ
ッタリング装置中に設置し、スパッタリングチャンバーを排気した。
【００４１】
　第１コーティング工程で、本発明の太陽光調整コーティングの下部誘電体層を前記ガラ
ス板上に堆積させた。この目的のために、ＡｒとＮ2を12：5の比で含む混合スパッタガス
を前記スパッタリングチャンバー中に導入した。パルス電源を用いて900 Wのスパッタ電
力を印加し、前記Ａｌでドープされたシリコンのターゲットを活性化した。Ａｌでドープ
されたシリコン酸窒化物の層が約15 nmの厚さで堆積するまで、前記ガラス板を、前記Ａ
ｌドープシリコンターゲットのそばを通過させた。化合物層は、主として窒素を含むもの
の、スパッタリングの雰囲気中の残存酸素に由来する酸素を少量含んでもいた。
【００４２】
　第２コーティング工程で、太陽光調整コーティングの機能層を前記下部誘電体層上に堆
積させた。この目的のために、Ａｒだけ含むスパッタガスを前記スパッタリングチャンバ
ー中に導入した。直流電源を用いて300 Wのスパッタ電力を印加し、前記タングステンの
ターゲットを活性化した。純タングステンの層が約5 nmの厚さで堆積するまで、前記ガラ
ス板を、前記タングステンターゲットのそばを通過させた。
【００４３】
　第３コーティング工程で、太陽光調整コーティングの上部誘電体層を前記機能層上に堆
積させた。この目的のために、ＡｒとＮ2を12：5の比で含む混合スパッタガスを前記スパ
ッタリングチャンバー中に導入した。パルス電源を用いて900 Wのスパッタ電力を印加し
、前記Ａｌでドープされたシリコンのターゲットを再度活性化した。Ａｌでドープされた
シリコン酸窒化物の層が約35 nmの厚さで更に堆積するまで、前記ガラス板を、前記Ａｌ
ドープシリコンターゲットのそばを通過させた。
【００４４】
　その後、被覆ガラス板を、650℃で5分間、熱処理した。
【００４５】
　実施例１に従う太陽光調整被覆ガラス板の主たる光学特性を表１に掲載する。第１行は
、コーティングの堆積直後の光学値を含んでいる。第２行は、被覆ガラス板の熱処理後の
光学値を含んでいる。
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【００４６】
　可視光透過率ＴL及び反射率ＲLの値は、従前の方法に従い、例えば、パーキン エルマ
ー ラムダ ９００ スペクトロフォトメーターやハンターラブ ウルトラスキャン ＸＥ（
ライトタイプ Ｄ６５、入射角 10°）を用い、透過及び反射のスペクトル曲線を得て、測
定及び計算した。全太陽エネルギー透過率（ｇ値で表記）を含む総ての透過率及び反射率
の値は、ＥＮ ４１０に従って計算した。
【００４７】
　定着しているＣＩＥ ＬＡＢ Ｌi

*、ａi
*、ｂi

*座標を用いて、色特性を測定及び報告し
た（例えば、国際公開２００４－０６３ １１１Ａ１の［００３０］及び［００３１］参
照）。
【００４８】
【表１】

【００４９】
　熱処理によって引き起こされた色の変化の値を計算したところ、
　ΔＥT

*＝1.53（透過）、ΔＥG
*＝1.12（ガラス側反射）及びΔＥF

*＝2.03（フィルム側
反射）
であった。
【００５０】
　これらの総ての値は、3を遥かに下回っており、透過及び反射の両方における被覆ガラ
ス板の外観が僅かしか変化しないことを示している。
【００５１】
　熱処理前のヘイズ値が0.15で、熱処理後のヘイズ値が0.35であり、これらの値は、熱処
理可能なコーティングを定義するのに通常適用される約0.5という上限を遥かに下回って
いる。
【００５２】
　表１から、実施例１に従う太陽光調整コーティングによって、50％を若干下回る光透過
率が達成され、同時にｇ値が0.5を若干上回る（50％を上回る太陽エネルギー透過率に相
当する）ことが分かる。透過色は著しく無色で、ガラス側の反射色は、大抵の太陽光調整
窓用途において適切な色で、若干青みを帯びており、一方、重要性の低いフィルムガラス
側の色は、若干黄色みを帯びていた。これらの値は、熱処理の間、僅かしか変化しなかっ
た。
【００５３】
　実施例１に従う太陽光調整被覆ガラス板は、多くの老化及び耐久試験をパスした。
【００５４】
　被覆ガラス板の化学的耐久性を試験する一法は、被覆ガラスサンプルを5％のＨＣｌ 約
0.5 l中で1時間煮沸することである。
【００５５】
　テーバー試験を適用して、機械的耐久性を試験することがきる。従前のテーバー摩耗試
験機を用いて、10×10 cm2の被覆ガラスサンプルに対して、それぞれ500gの重量が付加さ
れたＣ.Ｓ.１０Ｆ摩耗輪300回転を施した。可視光下で肉眼で見て擦り傷が実質的に見え
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【００５６】
　実施例１に従う被覆サンプルは、両方の試験をパスした。
【００５７】
（実施例２）
　厚さが4 mmで、コーティングを施される前の光透過率ＴLが約90％の透明なフロートガ
ラス板を、約10重量％のアルミニウム及び約90重量％のシリコンを含むＡｌでドープされ
たシリコンのターゲットと、タングステンのターゲットとが配置されている実験室用スパ
ッタリング装置中に設置し、スパッタリングチャンバーを排気した。
【００５８】
　第１コーティング工程で、本発明の太陽光調整コーティングの下部誘電体層を前記ガラ
ス板上に堆積させた。この目的のために、ＡｒとＮ2を12：5の比で含む混合スパッタガス
を前記スパッタリングチャンバー中に導入した。パルス電源を用いて900 Wのスパッタ電
力を印加し、前記Ａｌでドープされたシリコンのターゲットを活性化した。Ａｌでドープ
されたシリコン酸窒化物の層が約15 nmの厚さで堆積するまで、前記ガラス板を、前記Ａ
ｌドープシリコンターゲットのそばを通過させた。化合物層は、主として窒素を含むもの
の、スパッタリングの雰囲気中の残存酸素に由来する酸素を少量含んでいた。
【００５９】
　第２コーティング工程で、太陽光調整コーティングの機能層を前記下部誘電体層上に堆
積させた。この目的のために、ＡｒとＮ2を3：4の比で含む混合スパッタガスを前記スパ
ッタリングチャンバー中に導入した。直流電源を用いて300 Wのスパッタ電力を印加し、
前記タングステンのターゲットを活性化した。タングステン窒化物の層が約5 nmの厚さで
堆積するまで、前記ガラス板を、前記タングステンターゲットのそばを通過させた。スパ
ッタ雰囲気の窒素含有率は、タングステン窒化物の層が実質的に化学量論となるように設
定した。幾分窒素含有率が1：1（原子比 窒素：タングステン）よりも低い若干準化学量
論のタングステン窒化物を用いて、前記コーティングを更に最適化できるかもしてない。
【００６０】
　第３コーティング工程で、太陽光調整コーティングの上部誘電体層を前記機能層上に堆
積させた。この目的のために、ＡｒとＮ2を12：5の比で含む混合スパッタガスを前記スパ
ッタリングチャンバー中に導入した。パルス電源を用いて900 Wのスパッタ電力を印加し
、前記Ａｌでドープされたシリコンのターゲットを再度活性化した。Ａｌでドープされた
シリコン酸窒化物の層が約35 nmの厚さで更に堆積するまで、前記ガラス板を、前記Ａｌ
ドープシリコンターゲットのそばを通過させた。
【００６１】
　その後、被覆ガラス板を、650℃で5分間、熱処理した。
【００６２】
　実施例２に従う太陽光調整被覆ガラス板の主たる光学特性を表２に掲載する。第１行は
、コーティングの堆積直後の光学値を含んでいる。第２行は、被覆ガラス板の熱処理後の
光学値を含んでいる。
【００６３】
　実施例１との関連で記載した方法に従って、表２中の総ての値を決定した。
【００６４】
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【表２】

【００６５】
　熱処理によって引き起こされた色の変化の値を計算したところ、
　ΔＥT

*＝0.64（透過）、ΔＥG
*＝0.81（ガラス側反射）及びΔＥF

*＝0.28（フィルム側
反射）
であった。
【００６６】
　これらの総ての値は、1を遥かに下回っており、透過及び反射の両方における被覆ガラ
ス板の外観の変化が実質目に見えないものであることを示している。
【００６７】
　熱処理前のヘイズ値が0.15で、熱処理後のヘイズ値が0.31であり、これらの値は、熱処
理可能なコーティングを定義するのに通常適用される約0.5という上限を遥かに下回って
いる。
【００６８】
　表２から、実施例２に従う太陽光調整コーティングによって、約55％の光透過率及び約
0.6のｇ値が達成できることが分かる。透過色は極めて無色で、ガラス側の反射色は、若
干青みを帯びており、一方、被覆ガラス側の色は、無色から極めて僅かに黄色みを帯びて
いた。これらの値は、熱処理の間、殆ど変化しないままであった。
【００６９】
　実施例２に従う太陽光調整被覆ガラス板は、実施例１で述べたＨＣｌ試験及びテーバー
試験を含めて多くの老化試験をパスした。
【００７０】
　タングステン系機能層を参照して、本発明を具体的に説明したが、モリブデン系機能層
でも同様の結果及び特性が得られるであろう。反射防止目的のために周知の他の誘電体材
料で、熱処理可能性を狙わない場合、例えば、ＳｎＯ2、ＺｎＯ、ＴｉＯ2等で、誘電体層
中のシリコンアルミニウム酸窒化物を置き換えてもよい。
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