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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 
─窒化ジルコニウムの薄膜特性に与える異種元素添加効果─ 

  
   Ceramic coatings are widely used as protective coatings for cutting tools, slide members, and mechanical components because of their high 

hardness, wear resistance, corrosion resistance, and oxidation resistance. Multi-component ZrN have been attractive for alternatives to pre-

existing wear-resistant coatings such as (Ti,Al)N and (Cr,Al)N．In this study, (Zr,Si,Al)N synthesized in Ar glow discharge from the ceramic 

targets by radio frequency (RF) magnetron sputtering method. The maximum microhardness with 32GPa was obtained for ZrAlN, and wear 

depth decreased according to the enhancement of the hardness for ZrN. The TGA curves showed oxidation resistance for ZrN at 600ºC was 

improved with incorporation of Al and Si atoms. This paper presents the surface properties regarding to microstructure, microhardness, 

tribological properties, and oxidation resistance of (Zr,Si,Al)N.  

 

1. 緒言 

航空機のジェットエンジンの部材に応用されている超合金の切削では，

工具刃先に発熱が生じることで，切削点に超合金が凝着し，著しい工具

摩耗，工具損傷を進行させるため，超合金の被削性が問題となる．今後，

超合金を含む難削材の高効率加工を実現する切削工具の誕生が必要不

可欠である．セラミック硬質膜は，切削工具の耐摩耗膜として利用されて

おり， 1980 年代には PVD による TiN の硬度値・耐酸化性を改良した

(Ti,Al)N が登場し，工具の長寿命化に寄与している．産業界で幅広く利

用されている(Ti,Al)N は NaCl 型構造を持つ TiN に Al が固溶した置換

型固溶体を形成し，Al 含有量に依存して NaCl 型からウルツ鉱型へと結

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 をベースに，相変態領域に第 2 金

属を添加することで，高硬度が得られると推測される．しかし，Zr は大気中

において発火しやすい元素であるため，薄膜の原料であるターゲット作製

が難しく，ZrN をベースとする多元系薄膜の研究事例は少ない． 

本研究では，ZrN および金属からなる焼結ターゲットを用いて，ZrN に

Si と Al を添加した多元系セラミック薄膜を作製し，添加元素が ZrN の薄

膜硬度，結晶構造，耐摩耗性，耐酸化性に与える効果を検証した． 

  

2. 実験方法 

ZrN における Al と Si の添加効果を解明するために，ZrN，Al，Si の粉

末を用いて，ZrN，ZrAlN，ZrSiN のターゲットを放電プラズマ焼結法によ

り作製するとともに，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．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 500V，成膜時間 300 分に設定し，薄膜を多結晶 Si 基板，

Cu 基板，SUS 基板，ガラス基板に被覆し，各測定に使用した． 

薄膜試料作製後には，蛍光 X 線分析法により薄膜の金属比を測定し，

X 線回折(XRD)法により，結晶構造を解析した．そして，マイクロビッカー

ス硬度試験機を用いて膜硬度を調べ，摺動試験では，ドライ環境下にお

いて，荷重 2.94N，SiC ボールを用いて摩擦係数を測定した．薄膜の酸化

反応の全体像を調べるために，薄膜を基板から剥離した粉末試料を用い

て，示唆熱分析(DTA)により，室温から 1200ºC までの昇温状態における

薄膜の酸化挙動を解析した．そして耐酸化性を定量的に評価するため，

600ºC 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. 実験結果および考察 

3.1 蛍光 X 線分析による元素分析 

エネルギー分散型蛍光 X 線分析により，(Zr,Si,Al)N の金属比を測定し

た．Table.1 に薄膜の化学組成を示す．それぞれの薄膜の作製時に用い

たターゲットの構成元素が検出された．表 1 に示すように，(Zr,Si,Al)N の

Al や Si の割合が，目標値の 20at%に対して少なくなった．これは，焼結

粉末の調合時に，原子濃度比を算出し，ターゲットの目標値を設定したが，

Al 粉末および Si 粉末の重量濃度はそれぞれ 6％程度であったことが要

因であると考えられる．また，ZrAlN では Al が 3.5at%であり，Si に比べ含

有量が減少した．これはターゲット作製時の焼結温度が 1200ºC のため，

Al が液化し ZrN や Si 粉末の空隙に侵入し凝固することで，ターゲット表

面の Al の占有率が低くなったためであると考えられる． 

 

Table.1 Chemical composition of (Zr,Si,Al)N measured by energy 

dispersive X-ray fluorescence analysis 

 
 

3.2 XRD 法による結晶構造解析 

 Fig.1 に(Zr,Al,Si)N の XRD パターンおよび JCPDS カードより得られた

立方晶(c-)を呈する ZrN のピーク位置を示す．得られたピークは 33 度お

よび 39 度付近に出現し，これらは NaCl 型構造のミラー指数(111)，(200)

であることが確認できた．また，ZrAlN では，ピーク位置が高角度側にシフ

トしている．これは，Al が ZrN に固溶し，格子の収縮が起きたためである

と考えられる． 

 
Fig.1. XRD patterns of (Zr,Al,Si)N 
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Fig.2. Changes in friction coefficient under sliding test 

 
Fig.3. Microhardness and wear depth 

 
Fig.4. DTA curve at temperature up to 1200 ° C 

 

 
Fig.5. TGA curves under isothermal annealing for 300 min at 600ºC 

 

3.3 (Zr,Al,Si)N の摩擦係数及び微小硬度 

Fig.2 に各試料の摩擦係数の変化を示す．すべての試料の摩擦係数に

はほとんど差が見られなかった．摺動試験後の摩耗痕から測定した摩耗

深さと微小硬度のグラフを Fig.3 に示す．微小硬度は ZrN が 23GPa に対

し，Si を添加した ZrSiN は 27GPa と僅かに上昇し，ZrAlN は最も高い

32GPa を示した．これは，Al を添加することで ZrAlN の立方晶の格子が

収縮し，微細化による硬度の上昇を導いたと考えられる． 摩耗深さは ZrN

が 0.8µm に対し，ZrSiN は 0.5µm，ZrAlN は 0.37µm となり，微小硬度の

上昇に伴い耐摩耗性の向上が見られた．これは硬度が上昇することで，

アブレシブ摩耗の進行を抑制したためであると考えられる． 

 

3.4 DTA 及び TGA による耐酸化性評価 

Fig.4 に室温から 1200ºC までの大気酸化における DTA 曲線を示す． 

ZrN では 650ºC 付近でピークが発生し，酸化による発熱反応であることがわ

かる．ZrAlN 及び ZrSiN は 700ºC 付近で発熱ピークが生じ，より高温側にピ

ークが遷移し， ZrN よりも高温域で酸化反応が進むことが確認できた．DTA

の結果より，酸化の開始が 600ºC 前後で起きていると推測し，600ºC の等温

保持における TGA 分析を行った．(Zr,Si,Al)N の TGA の結果を Fig.5 に示

す．ZrN の重量変化 Δm は 0.22 に対し，ZrAlN は 0.08 となり重量変化は減

少し，さらに ZrSiN は 0.04 を示した．これは薄膜に含有する N2 が離脱し，Al

や Si が酸素と結合することで，膜表面に酸化物である Al2O3 や SiO2 が形成

され，酸素の侵入を抑制する拡散障壁として作用し，加速的な酸化進行を抑

制したとことが要因であると考えられる．また，酸化は膜組織に内在する結晶

粒界に沿って酸素が侵入する粒界拡散によっても促進される．しかしながら，

Si を添加することで，非晶質であるアモルファスの α-Si3N4 を形成し，これが

結晶の周囲に存在するため，酸素の粒界拡散を遅延させる効果を与え，

ZrSiN が良好な耐酸化性を示したと推察される． 

 

4.  結言 

本研究では，ZrN をベースとする薄膜を作製し，機械的特性の向上の

ために第 2 金属として添加した Al 及び Si が ZrN の結晶構造・薄膜硬

度・耐摩耗性・耐酸化性に与える効果を明らかにした．得られた結論を以

下にまとめる． 

(1) (Zr,Al,Si)N の結晶構造は立方晶を示し，Al や Si の添加により，微

小硬度の増加が見られ，耐摩耗特性が向上した． 

(2) (Zr,Al,Si)N の熱分析の結果から， ZrN への Al や Si の添加により

耐酸化性が向上した． 
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