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1. 緒言 

超硬合金工具は，切削加工の主流となる工具であるが，タン

グステンカーバイド(WC)を 82%~94%を含むため，工具材料作

製において，希少金属であるタングステン(W)を多量に消費す

る．今後，希少金属の消費を抑制しながらも，過酷な切削条件

のもとで，高強度を維持する工具の誕生が必要不可欠である． 

一方，窒化チタンアルミニウムを代表とするチタン系窒化物硬

質膜は，切削工具に被覆され，耐摩耗性や耐酸化性といった

表面機能を工具に付与している．本研究の対象とする Ti1-

XWXN は，2000 年代初頭から現在に至るまで開発が進められ

てきたが，ごく限られた金属比を持つ硬質膜の機械的性質が

報告されているにすぎず，研究事例は少ない 1)2)． 

本研究では，W 含有量が少ない高速度鋼などの低強度工

具向けの硬質膜の開発を目的とし，焼結体ターゲットから Ti1-

XWXN 薄膜を合成した．膜試料の作製後には，結晶構造解析，

微小硬度測定，摺動試験，耐酸化試験を実施し，Ti1-XWXN の

耐摩耗膜としての特性を評価した． 

 

2. 実験方法 

膜試料の作製にあたり，膜原料となる焼結ターゲットを放電

プラズマ焼結(SPS)法により作製した．ここで，焼結ターゲットの

金属比を Ti1-X-WX(0＜X<1.0)として定義する．焼結条件を荷

重 30MPa，温度 1200ºC とした．膜試料の作製では，上述の Ti1-

X-WX(0＜X<1.0)合金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，窒素，アルゴン雰囲気下において Ti1-

XWXN を作製した．成膜条件を雰囲気圧力 1.0Pa，成膜温度

250ºC，電力密度 10.61W/cm2 とした． 

試料作製後には，X 線回折(XRD)法により，結晶構造解析

および格子定数測定を行い，蛍光 X 線分析により元素分析を

実施した．そして，マイクロビッカース硬度試験により膜硬度を

調べ，摺動試験では，ドライ環境下において，荷重 4.9N，SiC

圧ボールを用いて摩擦係数を評価するとともに，摩耗量の測定，

ぬれ性との相関を検討した．さらに，耐酸化性を評価するため，

800ºC 等温保持下での熱重量を測定した． 

 

3. 実験結果および考察 

3.1 SPS 法による Ti-W 合金ターゲットの作製 

Ti1-X-WX の金属比を 0＜X<1.0 に設定するために，原子濃

度および重量濃度を見積り，焼結に必要な粉末の質量を測定

した．そして，Ti と W の粉末をミキサーにより混合し，黒鉛金型

に粉末を充填した．SPS 法による焼結では，黒鉛パンチを電極

とし，数マイクロ秒の周期性を有するパルス型の電圧を供給する．

その際に，金型に充填した粉体間には火花放電が生じ，粉体の

接合が促進され焼結体が完成する．Fig.1 に焼結時のモニタリン

グの結果を示す．焼結実験では，1200ºC を最高温度とし，荷重

85kN の一定荷重を与えた．図に示すように，昇温が進行して

いる 1800s 付近において変位の増加を確認することができた．

焼結時の粉体の接合機構は，粉体の接触，接触面積の増大，

気孔の消滅，粒成長によって進行する．上記の変位の増加は，

金型内において Ti と W の粉体の接合が促進され，気孔が消

滅したことによる収縮が要因であると考えられる． 

焼結実験後に焼結体の研磨を実施し，形状を整えた．Fig.2

に完成した焼結体の外観写真を示す．得られた焼結体は，十

分な強度を持ち膜原料となる合金ターゲットとして適用できると

判断した． 

 

 

Fig.1 Monitoring results during sintering of Ti-W alloy 

 

 

Fig.2 Photographs of Ti-W alloy target 

 

3.2 Ti1-XWXN の元素分析および微細構造解析 

蛍光 X 線分析により Ti1-XWXN の金属比を測定した．Ti1-

XWXN における X の値は，それぞれ，X=0，0.28，0.65，0.83，



 

1.0 を示し，Ti0.5-W0.5 および Ti0.25-W0.75 ターゲットにより作製し

た膜の W の原子濃度は，Ti と比較して約 2 倍以上の濃度を示

した．Fig.3 に膜の XRD パターンを示す．ここで，立方晶を c-と

表記する．X=0.28 では，c-TiN の(111)面および(200)面のピー

クに対し低角度に遷移し，W=0.5 以上では，X=0.25 のピーク位

置に比べ高角度に遷移し，ピーク位置が c-W2N に近づくことが

確認できた．これらのピーク位置の遷移は，W が c-TiN に固溶

する置換型固溶体の形成によるものと考えられる． 

ピーク位置の遷移は結晶構造の収縮または拡張を意味する．

そこで，測定結果より得られた面間隔の値から格子定数のを計

算した．Fig.4 に示すように，X=0.28 において，TiN の格子定数

の値である 0.423nm から 0.428nm まで増加したのに対し，

X=0.5 からは単調に格子定数は減少し，X=1.0 において

0.424nm を示した．JCPDS(No.00-025-1257)に示される W2N の

格子定数は 0.412nm となり，上記の値との大きな差が見られた

が，これは，N と W 原子濃度の違いが要因と考えられる． 

 

3.3 Ti1-XWXN の微小硬度値の変化 

Fig.4 に(Ti,W)N の微小硬度の変化を示す．TiN の硬度値は

20GPa であったが，W を含有することにより固溶強化が進み，

硬度値が上昇した． 

 

Fig.3 XRD pattern of Ti1-XWXN films 

 

Fig.4 Changes in microhardness and lattice parameter 

3.3 Ti1-XWXN の摺動特性 

Fig.5 に摺動距離に対する摩擦係数の変化を示す．Fig.5(a)

に示すように，TiN の摩擦係数は徐々に増加し，WN の摩擦係

数は，試験開始前から急激に増大した後に一定の範囲に収束

した．試験後に膜表面を観察したところ，TiN には深い溝が形

成され，WN では，膜が破壊され圧子が基板まで到達している

ことを確認した．断面形状測定により，摩耗深さを測定したとこ

ろ，TiN では 0.4m，WN では 3m を示した．これら 2 元系膜

では，摩耗の進行とともに摩擦係数が増大する傾向を示した． 

一方，Ti1-XWXN では，Fig.5(b)に示すように摺動距離の増加

とともに摩擦 係数は一 定の振幅を示した．X=0.28 および

X=0.83 では摩擦係数は約＝0.4 を示し，X=0.65 では摩擦係

数は約 0.6 を示した．Ti1-XWXN の摩耗深さは，0.1~0.2 を示し，

TiN や WN に比べ，良好な耐摩耗特性を得ることができた． 

上述の結果から，W を含む膜は TiN に比べ，高い摩擦係数

を示すため，ぬれ性の観点から考察を実施した．ぬれ性評価

では，精製水を滴下後に接触角 θ を測定し，測定結果から液

体と固体を分離するために必要なエネルギーである凝着仕事

WA を計算した．Fig.6 にぬれ性および凝着仕事の変化を示す．

TiN では θ=87º となり，X の増加に伴い θ=40º まで減少し，膜は

親水表面へと遷移した．さらに，接触角から計算される凝着仕

事 WA は，40×10-3N/m から 129×10-3N/m まで増加し，X の増加

に伴い，凝着が生じやすい表面が形成されることがわかった．

このことは，X の増加に伴い Ti1-XWXN の摩擦係数が増大した

結果と良く一致している． 

 

 

Fig.5 Friction coefficient of the samples under load of 4.9N 



 

 

Fig.6 Contact angle and work of adhesion in Ti1-XWXN  

 

3.4 Ti1-XWXN の耐酸化性 

Fig.7 に Ti1-XWXN の熱重量の測定結果を示す．図に示すよ

うに，TiN の熱重量は，1.69mg/cm2 まで増加したのに対し，

X=0.28 および 0.65 では TiN より少ない熱重量を示した．これ

は，W が酸化物を形成する際の生成エネルギーが，Ti のそれ

に比べ高いことが要因となり，酸化の進行が抑制されたものと

考えられる．また，X=0.83 および 1.0 では，熱重量が振動して

おり，X=0~0.65 に示すような放物線側に従わない結果を示した．

これは，酸化とともに熱膨張による膜の剥離が同時に進行して

いることが原因であると考えられる． 

 

Fig.7 Weight gain curves during oxidation at 800ºC 

 

4. 結言 

 本研究では，金属比の異なる合金焼結体から Ti1-XWXN を

合成し，微細構造，機械的性質，耐酸化性を中心とした膜特

性を明らかにした．Ti1-XWXN の結晶構造は立方晶を示し，X に

依存し，金属比および格子定数の値に変化が見られた．そして

膜の硬度は TiN に比べ増加し，摺動試験後の摩耗量の低減を

導いた．さらに，熱重量測定では，X=0.28 および 0.65 の熱重

量の低減が確認でき，良好な耐酸化性を示した． 
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