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高周波マグネトロンスパッタリング法による金属含有炭素膜の開発 
 

1. 緒言 

ダイヤモンドとグラファイトの結合を併せ持つダイヤモンドライ

クカーボンは，原子が無秩序に配列されたアモルファス構造を

持つ．現在のアモルファス炭素膜は，水素化テトラヘドラル形ア

モルファスカーボン，水素化アモルファスカーボンなどの水素を

含む膜と，スパッタアモルファスカーボンのように水素を含まな

い膜に区分される．水素を含有するアモルファス炭素膜は，ダ

イヤモンド結合の比率が高いため，高硬度となるが，300ºC 前

後において，水素の離脱による炭化が進み，膜の摩擦係数が

増大することが知られている．今後，炭素膜の機能性を向上さ

せるためには，機械的性質のみならず，耐熱性を考慮した膜設

計が必要不可欠となる． 

本研究では，耐熱性を向上させる元素であるシリコン(Si)また

はタングステン(W)を添加した金属含有炭素膜を高周波マグネ

トロンスパッタリング法により作製し，X 線分析により，膜の結晶

構造，結合状態を解析した．そして，機械的性質の評価のため，

微小硬度測定および摺動試験を実施した．さらに，金属含有

炭素膜の耐熱性を評価するため，高温環境下における熱重量

の変化を測定した． 

 
2. 実験方法 

Si または W を含む金属含有カーボン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膜試料を作製した．作製

条件は，アルゴン雰囲気下において成膜圧力 2.0Pa，成膜温度

200ºC，電力密度 10.61W/cm2 とした．なお，金属含有炭素膜の

特性と比較するため，カーボンターゲットを用いて炭素膜を併

せて作製した． 

膜試料の作製後には，X 線回折(XRD)法により，結晶構造

解析を行い，X 線光電子分光(XPS)法により結合状態を調べた．

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，SUS ボールを用

いて摩擦係数を評価した．さらに，炭素膜の耐熱性を調べるた

め，室温から 800ºC まで 10ºC/min まで昇温させ，薄膜に発生す

る反応を示唆熱分析(DTA)により調べ，膜重量の変化を熱重

量分析(TGA)により測定した． 

 
3. 実験結果および考察 

3.1 XRD 法による微細構造解析 

Fig.1 に作製したカーボン膜の XRD パターンを示す．ここで，

金属が未添加となる膜を DLC，Si または W を添加した膜を

Si-DLC，W-DLC として表記する．XRD 法の結果から，グラファ

イト，ダイヤモンドに対応するピークは出現せず，ブロードな波

形となることから，DLC と Si-DLC は無秩序に原子が配列するア

モルファス構造を形成した． 

また，W-DLC は上記の膜とは異なり，立方晶 (c-)となる

WC1-X，W2(C,O)，六方晶(h-)となる W2C の回折角度に近接す

る微弱なピークが出現していることから，炭化物の微結晶が膜

に内在していると判断され，W-DLC ではタングステンの炭化物

をアモルファスが包みこむ，ナノコンポジット構造が形成されたと

推定される． 

 

 
Fig.1 XRD patterns of DLC and Metal-DLC films 

 

3.2 XPS 法による結合状態解析 

アモルファス構造の分析を進めるため，XPS 法により結合状態

を解析した．Fig.2 に DLC の C1S スペクトルの測定結果を示す．

得られた波形は中心線に対して非対称であることから，ダイヤモ

ンド結合(SP3)およびグラファイト結合(SP2)の両者を併せ持つ結

合であることがわかった．Si-DLC および W-DLC においても，同

様の波形となり，アモルファス構造，ナノコンポジット構造と両者

の微細構造は異なるが，SP3 結合と SP2 結合を内在した． 

 

Fig.2 The C1s spectrum with SP2 and SP3 curves from DLC 

 

Fig.3 および Fig.4 に Si と W のスペクトルを示す．Si の標準

結合エネルギーは 99.8eV，W では 31.4eV および 33.6eV とな

る．Fig.3 に示すように，Si-DLC における Si2p ピークは標準的な

ピーク位置より高エネルギー側に化学シフトしていることがわか

る．W-DLC における W4f5/2 と W4f7/2 ピークにおいても，同様の化

学シフトが確認された．これらは，金属と炭素の強い結合エネル

ギーが形成された結果，金属結合から共有結合へと遷移したこ

とが要因であると考えられる． 

 

3.3 結合比の定量化および微小硬度の測定 

C1S スペクトルを SP2 と SP3 の波形に分離し，面積分から結合比

(SP3/SP2)を定量化した．DLC の結合比は 0.45，Si-DLC では 0.42，

W-DLC では 0.45 を示し，金属添加により SP3 結合の増加を導く

ことはなく，グラファイト結合が主となることがわかった． 
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Fig.3 The XPS spectrum of Si2p peak from Si-DLC 

 

Fig.4 The XPS spectra of W4f5/2 and W4f7/2 peak from W-DLC 

 

微小硬度の測定では，DLC では 12Gpa, Si-DLC では 14GPa，

W-DLC では 13GPa を示した．金属の添加により若干の硬度値の

増加が見られた．これは，上述した Si および W の金属結合が共

有結合へと遷移したことが要因として考えられる． 

 

3.4 金属含有炭素膜の摩擦係数の測定 

Fig.5 に DLC，Si-DLC，W-DLC の摩擦係数μ の変化を示す．図に

示すように，すべての試料の摩擦係数は，μ=0.10 から μ=0.15 の範囲

に収束し，低摩擦特性を示した．なお，膜の算術平均粗さは

Ra=0.02μm 以下となる． 

摺動試験後の摩耗深さを断面形状測定により評価した．すべての

膜の摩耗深さは，0.1μm~0.5μm となり，摩耗深さが膜厚を上回ること

がなかった． 

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

3.5 金属含有炭素膜の耐熱性評価 

DTA 分析では，試料とともに標準物質である Al2O3 を炉内に

設置し，両者の温度差を測定した．Fig.5 に DTA の測定結果を

示す．図に示すように，大気酸化による発熱ピークが見られ，ピ

ークの極大点を示す温度に違いが見られた． 

Fig.6 に DLC，Si-DLC，W-DLC の熱重量の変化を示す．DLC の

熱重量は，温度の上昇とともに減少し，800 ºC において-0.75 を示し

た．これは，試料の大気酸化により炭素と酸素が結びつき，二酸化

炭素へ気化しことが要因であると考えられる．そして，Si-DLC では，

400 ºC 前後，W-DLCでは，600 ºC 前後まで熱重量が増加する傾

向がみられた．これは，薄膜に内在する金属原子または炭化物

が酸化し，膜上に酸化物を形成したことが原因であると推定さ

れる．その後 800 ºC に到達するまでに Si-DLC および W-DLC

の熱重量は徐々に減少した． 

DTA および TGA の測定結果から各試料の耐熱性の違いを

確認できた．DLC では，200 ºC 付近において，アモルファス炭

素がグラファイトに変化し，酸化分解により気化し重量が減少し

た．Si-DLC では，400 ºC 付近まで Si の酸化および炭素のグラ

ファイト化が発生し，酸化分解を開始した．薄膜の微細構造が

ナノコンポジット構造となる W-DLC では，600ºC 付近までアモル

ファス構造のグラファイト化および内在する化合物の酸化が進

行し，酸化分解を開始した．熱重量の減少が発生する酸化分

解の開始温度に遅れが発生していることから，アモルファスカー

ボンへの金属添加は，耐熱性を向上させる上で，有効であると

考えられる． 

 
Fig.5  DTA curves of  atmospheric oxidation 

 

Fig.6 Weight gain curves of atmospheric oxidation 
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4. 結言 

本研究では，高周波マグネトロンスパッタリング法により金属

添加炭素膜を作製し，金属未添加の炭素膜との比較から膜特

性を明らかにした．微細構造解析では，Si-DLC はアモルファス

構造，W-DLC はナノコンポジット構造であることを示した．XPS

分析により，膜は SP2 結合と SP3 結合を内在した結合を持ち，Si

および W のピーク位置は高エネルギー側へ遷移することを示し

た．摺動試験では，金属含有炭素膜の低摩擦特性を示すととも

に，示唆熱分析および熱重量測定から金属を添加することにより，

膜の耐熱性が向上することを明らかにした． 
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