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高バイアスプラズマにより作製した炭素系膜の表面特性 

 
1．緒言 
従来の DLC の作製では，メタンと水素を用いた化学蒸着

法(CVD)により作製されてきたが，CVD 法は化学反応によ

る発熱を利用しているため，成膜温度が高くなり，基板の

熱変形が生じやすい．そして，水素を含有する DLC は 300℃
において，水素の離脱とともに，炭化が進み，常温および

真空下において低摩擦係数を示す DLC の機能性を消滅さ

せるなど，膜の劣化が報告されてきた． 
本論文では，放電プラズマ焼結法により作製した固体原

料であるカーボンターゲットを用いて，アンバランスマグ

ネトロンスパッタリング法により，水素フリーDLC を作製

する．通常，スパッタリング法により作製された DLC は，

グラファイト結合が支配的に形成されるため，薄膜強度が

不十分となる事例が少なくない．そこで，炭化物形成の容

易性および高融点元素であることを考慮し，シリコン(Si)
およびタングステン(W)をそれぞれ 5at％と 10at％を含有し

たターゲットにより金属含有 DLC を開発する．薄膜特性は，

化学組成のみならず，成膜プロセスによっても決定される．

本研究では，バイアス電源により基板の電圧を変化させる

ことで，放電で生じたイオンエネルギー増加させ，DLC の

形成時において，基板と DLC の界面のミキシング効果で密

着性および緻密性を向上させることも試みた． 
DLC はアモルファス構造を持つことで知られており，こ

の特異構造は，化学組成および成膜プロセスにより変化す

るとともに，薄膜特性にも影響を及ぼす．本研究では，X
線分析により，膜の結晶構造，結合状態を解析し，機械的

性質の評価として，微小硬度測定および摺動試験を実施し

た．そして，金属含有炭素膜の耐熱性および熱反応を評価

するため，高温環境下における熱重量測定と示唆熱分析を

行った． 
 
2．実験方法 
 金属無添加のカーボンターゲットまたは，Si，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 200℃，

電力密度 10.61W/cm2とした．なお，金属含有炭素系膜の特

性と比較するため，カーボンターゲットを用いて炭素系膜

を併せて作製した．各試料を作製する際にはバイアス電圧

の効果を比較するために，バイアス電圧を印加せずに作製

した試料，バイアス電圧を 500V，1000V，3000V を印加さ

せた試料を作製した． 
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，膜の耐

熱性を調べるために室温から 800℃まで 10℃/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，金属無添加の膜を DLC，Si を 5％と 10％添加した膜を

それぞれ 5Si-DLC，10Si-DLC，W を 5％と 10％添加した膜

をそれぞれ 5W-DLC，10W-DLC として表記する．XRD 法

の結果から DLC と Si を添加した膜からは Si 基板のピーク

のみで，ダイヤモンドとグラファイト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，無秩序に原子

が配列するアモルファス構造が形成された． 
 また，W を添加した膜は DLC や Si を添加した膜とは異

なり，立方晶となる WC1-x と，六方晶となる 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

物の微結晶が膜の中に内在しており，W を添加した膜では

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． 
 

 
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のため，XPS 法により結合状態

の解析をおこなった．Fig.2 に 10W-DLC に 3000V のバイア

ス電圧を印加したときの 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ため，グラフ

ァイト結合(SP2)とダイヤモンド結合(SP3)の両者を併せ持

つ結合であることがわかった．また，SP2 結合や SP3結合

に加え，添加金属およびターゲットに内在していた酸素の

影響により，W2C 結合，WC 結，C-O 結合を有していた．

DLC や Si-DLC についても同様の波形となり，DLC では，

SP2，SP3，C-O 結合を含み，Si-DLC では，DLC に含まれる

結合に加え SiC 結合を形成した． 
C1s スペクトルの測定結果を各結合により波形分離を行

い，SP3/SP2の結合比を定量した．結合比は 0.09～0.29 の値

を示し，グラファイト成分を主とする炭素系膜となったが，

プラズマ内の粒子に運動エネルギーを与えるバイアス電圧

の増加により，結合比が増加する傾向がみられた． 
 

 
Fig.2 The C1s spectrum with each ingredient curves 

from 10W-DLC with the negative bias at 3000V 
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Fig.3 The XPS spectrum of Si2p peak from 10Si-DLC 

 

 
Fig.4 The XPS spectrum of W4f5/2 and W4f7/2 peaks from 

10W-DLC with the negative bias at 3000V 
 
また，薄膜に添加した Si と W の結合解析も併せておこ

なった．Fig.3 に 10Si-DLC に 3000V のバイアス電圧を印加

した場合の Si2pのスペクトルと標準ピーク位置を，Fig.4 に

10W-DLC に 3000V のバイアス電圧を印加したときの W4f5/2，

W4f7/2のスペクトルと標準ピーク位置を表した測定結果を

示す．金属結合を形成する際の Si の標準結合エネルギーは

99eV，W では 31eV，33.1eV となるが，Fig.3 における Si2p

ピークは標準的なピーク位置よりも高エネルギー側へシフ

トしていることがわかる．Fig.4 における W4f5/2，W4f7/2のピ

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 炭素膜の摩擦係数の測定 
 Fig.5 に DLC，5Si-DLC，10Si-DLC，5W-DLC また 10W-DLC
の摩擦係数μの変化を示す．すべての試料はμ=0.2 以下に

収束し低摩擦特性を示すことがわかった．さらに W を添加

した膜，Si を添加した膜，金属無添加の膜の順で低摩擦を

示すこともわかる．これは金属を添加したことで膜の硬度

値が増加したからだと考えられる． 
 摺動試験後の摩耗深さを断面形状測定により測定した．

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はなかった． 
 

 
3.4 金属含有炭素膜の耐熱性評価 
 Fig.6 に各試料でバイアス電圧を 3000V 印加したときの

熱重量変化を示す．高温環境下の DLC は，グラファイト化

が進行し，その後，大気圧下において酸素と結合し気化す

る．図に示すように，200℃前後から，すべての試料でカー

ボンや含有金属が酸素と結合し重量増加を示すが，その後

は，二酸化炭素として気化するため重量が減少する． 
薄膜の気化が完了する反応終了温度は，DLC で 542℃，

5Si-DLC では 625℃，その他の試料は重量増加を継続した．

DLC に比べ，金属含有膜の耐熱性が向上するが，これは，

金属を添加することにより薄膜の表面に酸化形成膜が形成

され，その酸化膜が薄膜内部への酸素の拡散を抑制すると

ともに，酸素が炭素の気化よりも優先的に金属を酸化させ

ることが要因であると考えられる．また，金属添加量の依

存性を比較すると，金属含有量の増加により，より高い温

度まで酸化反応を継続することが確認されたことから，金

属含有量の増加は，酸化物の形成を促すため，DLC の熱分

解を抑制する上で，有効な手段であると考えられる． 
 

 
Fig.5 Friction coefficient of DLC and Metal-DLC films 

 

 
Fig.6 Weight change curves of atmospheric oxidation 

 
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

を行い，さらに，各膜作製時に異なるバイアス電圧を印加

することによりバイアス電圧の効果を検証した． 
XRD 法による微細構造解析では，DLC と Si を添加した

膜はアモルファス構造，W を添加した膜はナノコンポジッ

ト構造であることを示した．摺動試験では，金属含有炭素

膜の高硬度化により耐摩耗性を向上させ，その結果，低摩

擦となることを示した．XPS 分析により，膜は SP2 結合，
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SP3結合，C-O 結合を内在した結合を持ち，Si を添加した膜

では C-Si 結合，W を添加した膜では WC 結合と W2C 結合

も同時に内在することがわかった．また，Si および W のピ

ーク位置は，高エネルギー側に遷移し，金属結合から共有

結合変化することを示した．熱重量測定から，金属を添加

および添加量により，膜の耐熱性が向上することを明らか

にした． 
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