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表面テクスチャリングによるハイブリッド薄膜の開発 研究概要 

 
1 緒言 

表面処理は工業材料の表面に新たな特性を付与すること

を可能とする．しかしながら，技術の発展に伴い工業材料

に求められる要求レベルが上昇し，一つの材料に複数の機

能性を与えることが求められるようになった．そこで，誕

生したのが複数の薄膜を直列に配置した積層膜である．現

在，積層膜を被覆した切削工具は市場に流通しているが，

異種薄膜間に剥離が発生するといった短所を内在している． 

一方，複数の材料を同一平面内において分散または並列

に配置した複合材料(コンポジット)と呼ばれる薄膜が存在

する．アモルファス構造に微結晶を内在するナノコンポジ

ットと呼ばれる薄膜は，塑性変形が生じにくい性質を持ち

高剛性を示すことが知られているが，微結晶のサイズの制

御が困難であるといった技術課題を持つ． 

本研究では， 2 種類の薄膜を並列配置した従来の構造と

は異なるコンポジット膜を作製し，積層膜との比較を通じ

て，コンポジット膜の優位性を示すことを目的とする． 

2 実験方法 

 本研究において開発したコンポジット膜は，薄膜 A と薄

膜 B を並列に配置した構造を持つ．薄膜 A の弾性率を

EA=590GPa，薄膜 B の弾性率を EB=100GPa，体積率を 1：1 

としたときに，式(1)～(2)に示す複合材料の合成式より得ら

れる弾性率は，並列型では 345GPa，直列型では，171GPa

となり，現在，主流となっている直列型(積層膜)より高い剛

性を並列型は実現することがわかる．さらに，異種材料の

接合面では，界面反応が生じ，新たな結合が形成され，弾

性率をさらに向上させると推定される．  
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コンポジットを作製するための前処理として，シリコン

基板上にフォトリソグラフィ法を用いて溝幅 500µm，マス

幅 1mm と 500µm の格子模様のレジスト膜をそれぞれ 2 種

類作製した．レジスト膜は，①レジスト溶液の塗布，②レ

ジスト溶液の固化，③露光，④現像からなる処理を行い作

製した．次に，高周波マグネトロンスパッタリング法を用

いて，レジスト処理を施した基板に C0.9Si0.1 と TiN からなる

コンポジットおよび C0.9Si0.1 と Ti0.5Al0.5N から構成されるコ

ンポジット膜を作製した．比較対象とした積層膜の作製で

は，第 1 層目に C0.9Si0.1 を基板に被覆し，第 2 層目に TiN・

Ti0.5Al0.5N をそれぞれ堆積させた． 

試料の評価方法として，レーザー顕微鏡観察，X 線回折

(XRD)法，摺動試験，ビッカース硬さ試験，スクラッチ試

験を実施しコンポジット膜と積層膜との比較を行った． 

 
Fig.1 surface photographs of (a) TiN-C0.9Si0.1 (1000μm), (b) 
TiN-C0.9Si0.1 (500μm), (c) Ti0.5Al0.5N-C90Si10 (1000μm), and (d) 
Ti0.5Al0.5N-C90Si10 (500μm) 

 
Fig.2 XRD patterns of monolayer, multilayer and 

composite with TiN 
 

 
Fig.3 XRD patterns of monolayer, multilayer and 

composite with Ti0.5Al0.5N 
 
 

 
Fig.4 Friction coefficient of several films with TiN  

 

 
Fig.5 Friction coefficient of several films with Ti0.5Al0.5N 

3 結果・考察 
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3.1 コンポジット膜の微細構造 

Fig.1 に TiN-C0.9Si0.1および Ti0.5Al0.5N-C0.9Si0.1の表面写真

を示す．四角柱は TiN または Ti0.5Al0.5N，それらの周囲に存

在するのが C0.9Si0.1であり，一様に TiN，Ti0.5Al0.5N，C0.9Si0.1

が配置されていることを確認にした．本研究では，積層膜

を Ti0.5Al0.5N/C0.9Si0.1，コンポジット膜を Ti0.5Al0.5N-C0.9Si0.1

で表記する． 

Fig.2 に TiN に関する単層膜・積層膜・コンポジット膜の

XRD パターンを示す．単層膜では， (111)と(200)面の回折

ピークが出現し，NaCl 型の結晶構造を持つことがわかる．

積層膜では，X 線の入射角が大きいことに起因して，薄膜

の深さ方向に X 線が侵入せず，微弱な回折ピークが出現し

た．コンポジットでは，X 線回折に寄与する四角柱の表面

積が小さく，回折 X 線強度が低下した．なお，TiN に Al

が固溶した Ti0.5Al0.5N に関する XRD の結果においても同様

の傾向が見られた(Fig.3)． 

3.2 コンポジット膜の摺動特性 

Fig.4にTiN-C0.9Si0.1とTiN/C0.9Si0.1の摩擦係数(μ)の変化を

示す．積層膜では μ=0.3~0.5，1000µm のコンポジットでは，

μ=0.2~0.6，500µm では µ=0.1~0.3 を示し，2 種の膜を並列配

置にすることにより，摩擦係数が低減した．これは，低摩

擦特性を持つ C0.9Si0.1が摺動ボールにすべりを与え，本来の

TiN の摩擦係数を低減させたものと考えられる．そして，

摩擦係数の振幅が大きくなる原因は，低摩擦である C0.9Si0.1

に比べ TiN が優先的に摩耗した結果，表面に段差が生じた

ためと考えられる．さらに，四角柱の微細化を図ることに

より摩擦係数の低減，振幅の減少が見られる．これは微細

化により TiN の摺動ボールの真実接触面積が減少するとと

もに，すべりを与える C0.9Si0.1 の単位面積あたりの占有率が

増加したことに起因していると考えられる．Fig.5 に示すよ

うに，Ti0.5Al0.5N のコンポジットにおいても 1000µm では

μ=0.1~0.4，500µm では μ=0.05~0.3 を示し，積層膜の µ=0.4

よりも良好な結果を得ている．TiN の結果と同様に四角柱

の細密化を図ることで振幅が小さくなることもわかる． 

3.3 コンポジット膜の密着特性 

Fig.6にTiNに関する薄膜のスクラッチ試験の結果を示す．

スクラッチ試験では，測定距離を 50mm とし，荷重を 1-50N

まで徐々に増加させた．そして，膜剥離が発生した臨界荷

重を計測し，引っ掻き痕を観察した．単層膜では         

30 N(30mm)，積層膜ではTlNとC0.9Si0.1の剥離は 35N(35mm) 

で生じ 48N(48mm)付近で基板から剥離した．1000μm では

42N(42mm)において剥離が生じ，500µm では剥離が生じな

かった． 

 
Fig.6 scratch test of TiN-based films 

 
 

 
Fig.7 scratch test of Ti0.5Al0.5N-based films 

 

 
Fig.8 Microhardness and Friction coefficient  

of TiN-based films 
 

 
Fig.9 Microhardness and Friction coefficient of  

Ti0.5Al0.5N-based films 
 

Ti0.5Al0.5N に関する結果(Fig.7)においては，単層膜と積層

膜の剥離荷重は 40N(40mm)程度であり差が見られないが，

積層膜における Ti0.5Al0.5N と C0.9Si0.1 の剥離は 30N(30mm)

付近で生じている．Ti0.5Al0.5N-C90Si10 のコンポジットでは，

構造を微細化することにより臨界荷重は大きくなり積層膜

よりも良い密着性を得られた．密着性向上の確信的な要因

は，複雑であるために断定できないが，窒化物と炭化物の

界面における結合形成の容易さ，コンポジットを構成する

四角柱膜の接合面の増加が密着性の向上に関与していると

推定される．  

3.4 コンポジット膜の微小硬度評価 

Fig.8 に TiN に関する硬度と摩擦係数を示す．積層構造に

することにより薄膜全体の弾性率が変化するため，単層膜

と比べ硬度が上昇した．コンポジットでは 1000µm では

20GPa と積層膜と相違ないものの，500µm と微細化するこ

とで 22GPa へと硬度が上昇する．また，硬度の上昇により

アブレッシブ摩耗の低減を導いたと考えられ，摩擦係数は

減少した．Ti0.5Al0.5N の単層膜・積層膜・コンポジット膜で

の硬度値・摩擦係数においても TiN のそれらと同様の傾向
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が見られる(Fig.9). 

 

4 結言 

本研究では，TiN・Ti0.5Al0.5N の四角柱膜を分散させると

ともに，その周囲に C0.9Si0.1を堆積させたコンポジットを開

発した．そして，単層膜・積層膜との比較を通じて，コン

ポジットの優位性を摩擦係数・密着性・硬度の観点から明

らかにした．得られた結論を以下に示す． 

(1) 単層構造・積層構造に比べ，コンポジット構造は，摩

擦係数，硬度値，密着性の向上に寄与した． 

(2) コンポジット構造を構成する四角柱膜の微細化によ

り，薄膜の特性を向上できる可能性を示した． 


