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Abstract

・TAO⽤の蒸着装置の仕 様の まと め、 成膜 性能 を評 価。
・2020年1⽉までにメインチャ ンバ ーを はじ め、
成膜に必要なすべての 機器 が完 成。
・2020年2〜4⽉にかけて蒸着試 験を 実施 。
・TAO望遠鏡の鏡の仕様 を満 たす コー ティ ング を実 現。

Introduction

・チャンバーは上釜＋主 鏡セ ル（ PMC ）＋ 下釜 の３ 層構 造。
・TAO主鏡はPMCに イン スト ール され た後 、取 り外 され るこ とは ない 。
・⾦属膜は（可視光）〜 近⾚ 外〜 中間 ⾚外 で⾼ い反 射率 を実 現す るア ルミ コー ティ ング 。
・⼭頂で、洗浄・剥離・ 蒸着 まで すべ ての ⼯程 を⾏ う à All-in-one Coating Facility on summit

Facility

・移動昇降台⾞
：望 遠鏡 下à 洗浄 エリ アà 蒸着 エリ アま でを 約30tonの PMC を安 全に 運ぶ 。
・洗浄システム
：古い⾦属膜を剥離し て、 鏡を キレ イに 洗浄 する 。
・蒸着装置
：新しいアルミ膜をコ ーテ ィン グす る。
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・洗浄
：⽔酸化ナトリウム液 でア ルミ 膜を 除去 。
：純正で洗浄。
：（可能な限り）エア ブロ ーで ⽔分 を⾶ ばす 。
・イオンボンバード
：チャンバー内に封⼊ した ガス を電 離さ せて 、鏡 ⾯を 叩く こと で洗 浄で
取れない鏡⾯の酸化膜や 微⼩ 粒⼦ を⾶ ばす 。
・蒸着
：予めアルミを溶かし こん でお いた147 本の フィ ラメ ント に電 流を 流し て
溶融・蒸発させて、鏡⾯ にア ルミ 膜を ⽣成 する 。
：タングステンネット を採 ⽤ à 液垂れの防⽌。

Coating Test

Results

・約半⽇で8x10-7torrに到 達 à 合格
・フィラメントからの蒸 発率 〜9 2 % à 合格
・すべてのサンプル場所 で >1 00 nm à 合格
・全108箇所でテープテスト クリ ア à 合格
・反射率：全波⻑域で＞ 95 % à 合格

Future Prospects
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・2021年3〜４⽉にチリに輸送 、2022年1⽉ 〜⼭ 頂設 置、2022 年4⽉ 〜主 鏡蒸 着。
・M2, M3のコーティングもこ の装 置で ⾏う 。
・サブミリ波観測を視野 に⼊ れ、 もう ちょ っと 厚い 膜厚 ⽣成 も。
・幅鏡への銀コートも？
・コーティング劣化の環 境依 存性 のよ い指 標。 世界 のコ ーテ ィン グ屋 さん との 情報 共有 。
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・必要真空度になるか？ また その 時間 を⾒ る。
・147本のフィラメントを４ 系統 に分 けて 段階 的に 蒸発 させ る。
・27枚のガラスピース、各 ４箇 所、 計108箇 所で 膜厚 計測 。
・（今回は）11サンプルの 反射 率を 測定 。

150

100

50

0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Distance from the Center (mm)

3500

チャンバーの中

（上釜の上部）

チャンバーの中

（中間床とイオンボンバード電極）

チャンバーの中

（下釜とサンプル台）

蒸着総合性能評価試験

