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相変態領域におけるジルコニウム系硬質膜の開発 
─窒化ジルコニウム薄膜の相変態挙動─ 

 
セラミックコーティングは，切削工具の耐摩耗膜として利用されており工具の長寿命化に寄与している．ZrN および Al 粉末

を用いて，ZrN に Al を 20at%ずつ添加させた Zr1-XAlXN(0≦X≦1.0)ターゲットを放電プラズマ焼結法により作製した．これらの

ターゲットを用いて，高周波マグネトロンスパッタリング法によりセラミック薄膜を合成した．それら作製した薄膜の相変態

領域を模索するとともに，微細構造・機械的特性・耐酸化性に与える Al 添加効果について検証した． 
 

 

1. 緒言 

工業産業などに用いられている材料は，他の物質や環境に

影響を受けており，表面状態により様々な相互作用が生じる．

また，近年めざましい技術の発展に伴い，材料表面への高機

能化や高負荷への要求が高まるとともに，高温度・高圧力等，

材料の使用環境も厳しさを増しているが，表面処理を用いた

材料表面の物性の改善は材料特性の向上にもつながる． 

セラミックコーティングは，切削工具の耐摩耗膜として利

用されており，その中でも TiAlN は工具の長寿命化に寄与し

ている．TiN は NaCl 型構造を有し，添加された Al の含有量

に依存して，ウルツ鉱型へと結晶構造を変化させるとともに，

相変態領域において最大硬度が得られる．そこで同様の

NaCl 型構造を持つ ZrN に着目した． Zr は高融点，高硬度，

熱や電気の良導体として知られており，優れた特性を持って

いる．しかし， 大気中において発火しやすい元素であるた

め，薄膜の材料となるターゲット作製が難しく研究事例が少

ない．本研究では，ZrN に第 2 金属元素として Al を 20at%ず

つ添加することにより，相変態領域を模索するとともに微細

構造・機械的特性・耐酸化性に与える Al 添加効果について

検討した． 

 

2. 実験方法 

 ZrN における Al 添加効果を解明するために，ZrN 粉末お

よび Al粉末を用いて，ZrNに Alを 20at%ずつ添加させた Zr1-

XAlXN(0≦X≦1.0)ターゲットを放電プラズマ焼結(SPS)法に

より作製した．SPS 法は，導電性のある黒鉛型に加圧しなが

ら，パルス電流を与えるため，効率的な焼結を可能にする．

本研究では，難焼結材である ZrN粉末を含む燒結体を完成さ

せ，高周波マグネトロンスパッタリング法のターゲットとし

て応用し，セラミック薄膜を合成した．成膜条件は，アルゴ

ン雰囲気下において成膜圧力 1.0Pa，成膜温度 250ºC，電力密

度 10.61W/cm2，バイアス電圧 300V，成膜時間 300minに設定

し，薄膜を多結晶Si基板，ガラス基板に蒸着させ，各測定に

使用した． 

薄膜試料作製後には，エネルギー分散型 X 線分析(EDS)を

用いて薄膜の化学組成を測定し，X 線回折(XRD)法により，

結晶構造を解析した．そして，走査型電子顕微鏡(SEM)によ

り薄膜断面から膜厚を測定した．さらに，ナノインデンテー

ション法により薄膜硬度を調べ，摺動試験ではドライ環境下

において，荷重 4.9N，SiC ボールを用いて摩擦係数を測定し，

摺動試験後の摩耗痕から摩耗深さを測定し耐摩耗性を評価し

た．また，耐酸化性を定量的に調べるため，500ºC の等温保

持下における重量変化を熱重量分析(TGA)により測定した．  

 

 

3. 結果および考察 
3.1 Zr1-XAlXN の微細構造分析 

Fig.1 に Zr1-XAlXN の XRD パターンおよび JCPDS カードよ

り得られた立方晶 ZrN，立方晶 Al，六方晶 AlN，六方晶 Zr

のピーク位置を示す．X=0, 0.12, 0.26, 0.43では 34度，39度，

57 度付近にピークが出現し，これらは NaCl 型構造の (111)，

(200)，(220)であることが確認できた．X=0.43 ではピークが

微弱かつブロードになったため，ウルツ鉱型構造と混合相で

あると推察される．X=0.73, 1.0 では h-AlN の六方晶が析出し

たことが確認できた． 

 Fig2 には走査型電子顕微鏡(SEM)により観察された薄膜断

面像を示す．各試料の断面像から膜厚を測定したところ，い

ずれの試料も約 5.0μm であった．X=0, 0.12, 0.26 は柱状構造

を形成しているが，X=0.43, 0.73 では，柱状構造が消滅した．

さらに，X=1.0 では柱状構造の再形成が確認できたが，これ

は，X=1.0 のみ金属ターゲットを用いており，その他の薄膜

では，ZrN を含むセラミックターゲットを用いている．この

ターゲットの材質の違いが柱状構造の再形成に寄与したと思

われる．薄膜は複数の結晶粒が成長・集合し形成される．透

過型電子顕微鏡を用いた薄膜分析の事例を見ると，柱状構造

の形成時には，100~300nm 程度の結晶粒が見られ，柱状構造

の消滅時には 10～20nm 程度の微結晶が観察されている 1)．

X=0.43, 0.73 における柱状構造の消滅は，結晶粒のサイズに

変化が生じたことが要因であると考えられる．実際に上述の

XRD の結果では，X=0.43 ではブロードピークの出現，

X=0.73 では六方晶の析出が示されており，SEM 観察により

得られた薄膜組織の変化との対応関係が見られた． 

 

 

 
Fig.1. XRD patterns of Zr1-XAlXN 
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Fig.2. SEM fracture cross-section images 

 

 
Fig.3. The coefficient of friction versus sliding distance 

 
Fig.4. Microhardness and wear depth 

 
Fig.5. TGA curves under isothermal annealing at 500 °C 

3.2 Zr1-XAlXN の摩擦係数及び微小硬度 

Fig.3 に各試料の摩擦係数(µ)の変化を示す．X=0, 0.12 では

いずれの試料も µ≈0.4 を示し，X=0.26 では，µ≈0.5 を記録し

た． X=0.43 では測定開始後に摩擦係数が僅かに減少した．

X=0.73 では，µ≈0.6 を維持していたが，後述するように，摺

動距離 20m付近から SiCボールが基板に到達するため，基板

の摩擦係数である µ≈0.4 まで減少した．上記の結果では，摩

耗が基板まで進行した薄膜も存在するが，Zr1-XAlXN の摩擦

係数を比較すると，Al の含有量の増加に伴い摩擦係数が上

昇する傾向が見られる．X=1.0 では，摩擦係数の振れ幅が小

さく，安定した挙動を示した．この要因は表面粗さが大きく，

表面に微細な凹凸が形成されたことにより滑りが促進された

ためであると推察される． 

摺動試験後の摺動痕から測定した摩耗深さと微小硬度のグ

ラフを Fig.4 に示す．微小硬度は X=0 は 29.8GPa を示し，

X=0.12 が最も高く 36.5GPa を示した．しかし，X=0.26 以上

では微小硬度は減少した．硬度値の上昇に伴い，摩耗深さは

減少し耐摩耗性が向上していることから，アブレシブ摩耗が

支配的に作用していると考えられる．また， X=043, 0.73 で

は摩耗深さは膜厚を上回る値を示し，ボールが基板に到達し

たことが確認され，摩擦係数の低下(Fig.3)との対応関係が見

られた．X=0.43，0.73 は低硬度を示したため，アブレシブ摩

耗が著しく進行したと推察される．  
3.3 熱重量分析(TGA)による耐酸化性の分析 

大気圧高温雰囲気下において，薄膜の構成元素と酸素が結

合し酸化物が形成され，試料の質量が変化する．Fig.5 に

500ºC の等温保持下における熱重量の変化を示す．重量増加

は X=0 では 27％であったが，Al 含有量の増加に伴い重量変

化は減少し，X=1.0 では 8％となった．高温環境下では，薄

膜を構成する金属元素である Zr や Al が酸素と結合すること

で，ZrO2 や Al2O3 などの酸化物が形成され，これらの酸化物

は不働態被膜と呼ばれる．不働態被膜は，薄膜内部への酸素

の拡散を低減する障壁になるため，加速的な酸化の進行を抑

制する効果を与えたと考えられる．不働態被膜の形成の容易

さを図る指標である標準酸化還元電位は，Zr では-1.53V，Al

では-1.66Vであるため，Alは不働態を形成しやすい傾向があ

る．したがって，Al 含有量の増加により，熱重量の減少が

見られた要因として，不働被膜の形成が容易になり，耐酸化

性が向上したためと推察される． 
 
4. 結言 

本研究では，金属比の異なる Zr1-XAlXN を合成し，薄膜特

性を明らかにした．Zr1-XAlXN の結晶構造は X=0.43 以下では

立方晶を示し，X=0.73 以上では六方晶の析出が見られた．

最大硬度は X=0.12 において得られ，同試料が良好な耐摩耗

性を示した．また，Al 含有量の増加に伴い耐酸化性が向上

することが確認された． 
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