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2. 実験方法

超硬合金は切削工具・鍛造金型など、硬度・耐 2.1 超硬合金基板表面処理
金型用超硬合金（WC-16 wt%Co）を鏡面研磨

摩耗性が要求される部材に用いられるが、機能性

付加を目的とした Ti 系硬質膜コーティングが施 した基板（15×15×3 mm3）に対して強酸、CF4
されることが多い。このコーティング膜のトライ プラズマを用いて表面処理し、構造と組成を変
ボロジー特性などの表面物性はコーティング膜 化させた。強酸
質だけでなく、膜界面など基材の物性にも大きく 処理では最も短
1)

依存する 。

時間で表面の粗

超硬合金上にコーティング処理する際の大き さが変化した王
な問題にコーティング膜の剥離が挙げられる。剥 水を用いた。
離の原因の一つは母材とコーティング膜の熱膨 CF4 プラズマ処
張係数の差によって生じる残留応力であり

2,3)

、 理条件は表 1、

これによってコーティング膜の密着性が低下す 王水処理条件は

表 1 CF4 プラズマ処理条件
電力[W]
200,300
CF4 ガス流量 [sccm]
60
圧力 [Torr]
0.4
基板温度 [ºC]
R.T.,300,500
時間 [min]
30,60,90

表 2 王水処理条件
溶液組成
温度 [ºC]
時間 [min]

HCl:HNO3 =3:1
R.T.,40,60
1~5

る。一般に、膜中の応力は製膜プロセスによって 表 2 にそれぞれ
も異なり、圧縮応力が働く場合には亀裂の伝播を 示す。
防ぐ方向に力が働くため剥離の抑制につながる
4)

という報告がある一方で、応力はコーティング

の有効接着力を低下させる 5)という報告もあり、 2.2 TiC コーティング膜処理
処理基板に対して DC スパッタリング法もし
最適な応力の大きさには不明な点が多い。また、
化学気相成長(CVD)法でのコーティング処理は くは RF プラズマ CVD 法を用いて TiC 製膜を行
1000ºC 程度の高温であるため、母材/コーティン った。スパッタリング条件を表 3、CVD 条件を表
グ界面に脆化層が生し、コーティング膜質と密着 4 にそれぞれ示
性が低下する報告もある 6)。この脆化層の制御も す。CVD のチタ
密着性向上には重要であり、基板表面や膜界面の ン源には TiCl4 を
構造制御を行い、コーティング膜の密着性への影 用いて、H2 ガス
響を体系化することは極めて重要である。

をキャリアにし

本研究では、母材となる WC-Co 基板に強酸や たバブリングで
CF4 プラズマ等で前処理を行うことで表面の組 チャンバーに供
成や微細構造を変化させた。その後スパッタ法及 給した。炭素源に
び RF(高周波)プラズマ CVD 法により TiC 膜をコ は CH4 を用いて、
ーティングし、基板表面及び膜物性と密着性の関 TiCl4:CH4=1:5 と
なるように流量
係を調べた。
を調節した。
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表 3 スパッタリング条件
電力[W]
Arガス流量 [sccm]
圧力 [Pa]
基板温度 [ºC]
成膜時間 [min]
膜厚 [µm]

200
60
0.5
510
130
1.9

表 4 RF プラズマ CVD 条件
電力[W]
TiCl4 流量 [sccm]
CH4 流量 [sccm]
圧力 [Torr]
基板温度 [ºC]
成膜時間 [h]

300
1.69
8.45
1.15
550
6

2.3 評価方法
原子間力顕微鏡(AFM)で表面処理後の微細形

(a) CF4 plasma

状を測定し、算術平均粗さ(Ra)と最大高さ粗さ
(Rz) を算出した。また X 線光電子分光（XPS）
とエネルギー分散型 X 線分光（EDS）で表面組成
を調べた。王水処理した基板に対しては、超微小
硬度計を用いて、試験力 245 mN もしくは 1960
mN で処理後の基板表面の硬度測定を行った。
TiC 製膜後、段差膜厚計で膜厚、スクラッチ試
験で臨界荷重をそれぞれ測定することで膜構造
と密着性の関係を調査した。膜の厚さを段差膜厚
計、X 線回折（XRD）で膜の結晶性と残留応力、

(b) Aqua regia

スクラッチ試験で臨界荷重(Lc3)をそれぞれ測定
し、膜構造と密着性の関係を調査した。スクラッ
チ試験では先端にダイヤモンドチップが備わっ
た圧子を試料に押し付け、印加する荷重を線形に
大きくしながら、膜の密着性を評価した。垂直荷
重負荷速度を 100 N/min、スクラッチ速度 10
mm/min で荷重範囲を 0.3~80 N に設定した。
3. 実験結果
3.1 超硬合金基板の表面粗さ変化とスパッタ TiC 硬

図 1 処理基板表面の算術平均粗さ Ra
(a) CF4 プラズマ(300ºC)処理, (b)王水処理

質膜の密着性
超硬合金基板表面の算術平均粗さ(Ra)と最大
高さ粗さ(Rz)を図 1 に示す。CF4 プラズマでは電
力を、王水では溶液温度を上げることで表面粗さ
を大きくすることが出来た。また、処理時間を長
くするほど表面は粗くなっていることがわかる。
CF4 プラズマ処理では最大で 147 nm、王水処理で
は最大で 175 nm の表面粗さを有する基板を得る

図2

処理による表面微細構造の違い

ことが出来た。
また、王水処理と CF4 プラズマ処理では表面の
微視的凹凸形状が異なっていた。図 2 に表面処理 密着性は向上されていた。CF4 プラズマ処理した
後の超硬合金基板表面の 3 次元図を示すが、王水 基板では臨界荷重 Lc3 が最大で 12.1 N に留まっ
処理した基板では粒子を残すように窪みが生じ た一方、王水 40ºC および 60ºC で処理した基板
ていくのに対し、CF4 プラズマ処理した基板では ではが 60 N を超える結果になった。表面の粗さ
鋭利な凹凸を有する堆積物が存在していた。

が大きくなったことによって表面積が増大する

表面処理した基板に対してスパッタ法で TiC コ ことで基板と薄膜間の相互に働く引力が大きく
ーティング膜を製膜した後に行ったスクラッチ なったことによるものであると考えられる。王水
試験結果を図 3 に示す。どちらの処理でも基板
処理した基板と CF4 プラズマ処理した基板では
Lc3 の大きさが異なるのは表面組成の違いによ
- 23 -

3.2 超硬合金表面の組成変化
超硬合金基板表面を XPS で測定した結果を図 3

るものであると考えられる。

に示す。(c)のピーク変化から王水処理した基板
からは Co が消滅していることがわかる一方、
CF4 処理した基板では Co2p3/2 ピークが 778.8 eV
から 783.1 eV にシフトしていることがわかる。
ピークシフトと反応に用いた原料から CoF2 とし
て基板に残存しているといえる。そのため CF4
プラズマ処理した基板では王水処理した基板ほ
ど密着性が向上しなかったと考えられる。また
W と C のピークについては王水処理した場合に
はあまり変化がなかった一方で、CF4 プラズマ
処理した場合にピークが小さくなっていた。こ
れは処理中に W は WF6、C は CF4 となって揮発
したためと推測される。
図 3 XPS による(a)W4f、(b)C1s、
(c)Co2p の結合エネルギー

3.3 王水処理後の基板表面硬度
王水による処理では基板表面に空隙が発生す
ることから基板自体の硬度低下を招く可能性が
た。245 mN, 1960 mN の力で処理後の基板の硬度
を測定し、10 カ所の値を累積頻度で示した結果
をそれぞれ図 4、図 5 に示す。図 4 の負荷荷重が

累積度数 [-]

ある。そこで王水処理後の基板の硬度測定を行っ

小さい条件では未処理基板に対し、全体的に処理
基板の硬度が低下している。一方、図 5 の負荷荷
重が大きい条件では未処理基板との差が小さく

0

なっており負荷荷重が弱いときほどの硬度低下

の結果から粗化処理による硬度低下はバルク部

累積度数 [-]

まで達していないと考えられる。

スパッタ法で作製した TiC コーティング膜に
おいて密着性改善が見られた王水処理基板に対
して、RF プラズマ CVD 法でも TiC コーティン
グ膜を作製し、スクラッチ試験によって臨界荷重
を求めた結果が図 6 である。この時 TiC コーテ
ィングの膜厚は平均 2.6μm であった。

6000

9000

図 4 処理後の硬度累積度数(試験力 245 mN)

は表面の粗さによる誤差であると考えられ、図 5

膜の密着性改善

3000

マルテンス硬さ HM [N/mm2]

は見られない。負荷荷重が小さいときの硬度低下

3.4 RF プラズマ CVD 法によって作製された TiC 薄
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図 5 処理後の硬度累積度数(試験力 1960 mN)
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処理基板上の TiC 膜では引張応力が 0.501 MPa 存
在しているのに対し、王水前処理を施した基板で

(a) CF4 plasma

は圧縮応力が働いている。既往の研究により圧縮
応力は薄膜の剥離を抑制する効果がありことが
報告されている 3)ため、残留応力の変化も密着性
の改善につながったと考えられる。
4. 結言
王水や CF4 プラズマによって超硬合金基板の
表面構造や組成を変化させることが出来た。基板
(b)

表面の算術粗さ Ra は王水を用いた場合には溶液

Aqua

温度 60ºC 処理時間 5 min で最大 147 nm、CF4 プ
ラズマを用いた場合には電力 300W 基板温度 300
ºC 処理時間 90 min で最大 175 nm を得ることが
出来た。王水処理による基板の硬度低下はバルク
部にまで達していないことが分かった。
スパッタ法により製膜した TiC コーティング
膜に対してスクラッチ試験を行ったところ、未処
理基板では臨界荷重 Lc3 が 3.4 N だった。CF4 プ
ラズマ処理の基板では 12.1 N までしか向上しな

図６ スパッタ法による TiC コーティング膜の
臨界荷重と Ra の関係
(a) CF4 プラズマ処理基板, (b) 王水処理基板

かった一方で王水処理をした基板では 67.7 N ま
で向上した。この違いは基板表面の組成が王水処
理では Co が取り除かれ、残留応力が引張応力か

スパッタ法による TiC コーティング膜ほど密着
性の向上は見られなかったが、未処理基板上では
4.9 N からだった臨界荷重は Ra が 39.4 nm のと
きに最大で 21.2 N まで向上した。25 ºC で処理
した基板と 40 ºC 及び 60 ºC で処理した基板で
は同程度の Ra であるにも関わらず臨界荷重に違
いが生じたが、これは表面の Co の残存量の違い
によるものである。Co が残存していることによ
ってη層の生成を防げなかったことが原因であ
ると考えられる。また表面粗さが 147 nm まで達
すると 9.3 N まで減少してしまった。したがって
Co を取り除いたうえで Ra が 20～100 nm 程度の
表面粗さを有する基板において密着性の改善が
なされることがわかった。

ら圧縮応力に変化していたことによるものであ
る。また、RF プラズマ CVD 法で作製された TiC
コーティング膜に対してスクラッチ試験を行っ
た場合王水処理基板では最大の臨界荷重が 21.2
N となった。
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