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セラミックスコーティングの信頼性向上にはコーティング膜の精密な評価が必要不可欠であり、ナノインデンテーション
法による評価技術を検討した。使用する圧子の先端曲率半径の校正を行うことによりコーティング膜の硬さや弾性率を高精
度に測定することが可能となった。また、コーティング膜と基板との密着性評価では、スクラッチ試験と AE法を併用するこ
とが有効な手段として期待できることがわかった。また、いずれの評価にも応力シミュレーション解析による予測が可能で
あることもわかった。

１．はじめに

2.2 ナノ イン デンテ ーショ ン法に よる 硬さ測 定

セ ラ ミ ック ス コー テ ィ ング は 工 具や 金 型を は じ め広

今回 使用したナ ノインデ ンターはオ ーストラリ ア

い 分野で 使用さ れてい るが、省 エネル ギーや 環境負 荷低

CSIRO 製 のUMIS-2000で、 高精度 の測定が 行える ように 、

減 に向け てより 高い信 頼性が 求めら れている 。信頼 性向

装 置剛性 の最適 化、振 動の除 去、温 度コント ロール など

上 に は コ ーテ ィ ング 膜 の 精密 な 評 価が 必 要不 可 欠 であ

の 対策が 施して ある。

る が、特に 薄膜の 硬さや 基板と の密着 性など の機械 的特
性 につい ては定 量的評 価が困 難であ った。

ナ ノイン デンテ ーショ ン法に よる測 定を高 精度に行 う
に は圧 子の 校正 が重 要で ある 2）。そ こで、 三角 錐型 圧子

本 研究で は、ナノ インデ ンテー ション 法を用 いたコ ー

を 用いて 標準試 料であ る溶融 石英 (弾性率 Erは 66.77GPa)

テ ィング 膜の評 価技術 を開発 するた め、標準 試料で ある

を 測定す ること により 、圧子 先端形 状を校正 した。 理想

溶 融 石 英 やダ イ ヤモ ン ド ライ ク カ ーボ ン など の セ ラミ

的 な圧子 の先端 は鋭い が、実 際の圧 子先端形 状は丸 くな

ッ クスコ ーティ ング膜 につい て、ナノ インデ ンテー ショ

っ ている。そこで、この先 端形状 を先端欠 損長さ Δh や先

ン 法 によ り硬 さや 弾性 率の 測定 ・解 析を 行っ た。 また 、

端 曲率半 径Reに より補 正する 方法を 検討した (図 １ )。

コ ーティ ング膜 と基材 との密 着性を 評価する ため、 スク
ラ ッ チ 試 験と ア コー ス テ ィッ ク エ ミッ シ ョン 法 を 併用
す る方法 を検討 した。そ して応 力シミ ュレー ション 解析
に より、 コーティ ング膜 の膜厚 、圧子 の先端 形状や 荷重
な どが発 生する 応力へ 与える 影響に ついても 調べた 。

２．実験方法
2.1 ナノ イン デンテ ーショ ン法の 原理
本 研究で 用いた ナノイ ンデン テーシ ョン法で は、ナ ノ
メ ートル サイズ の極微 小圧痕 を取り 扱うこと ができ るた

図１

三角錐型 圧子の 校正方 法

め 、セラ ミック ス薄膜 の硬さ 測定に は有効な 手段と 考え
ら れる。 ナノイ ンデン テー ション 法1）では、 極微小 荷重

次 に、先 端形状 が校正 された 三角錐 型圧子 を用いて セ

を 連続的 に変え て圧子 を試料 に押し 込み、そ の時の 変位

ラ ミック ス薄膜 である Si基板 上のダ イヤモン ドライ クカ

を 測定す る。そ の結果 、得ら れた除 荷曲線を 解析す るこ

ー ボン (Diamond-like-carbon、以下 DLC)の硬 さと弾 性率

と に より 接 触深 さh cで の投 影 面積 A を求 める こ とが でき

の 測定を 行った 。

2

(理 想的 には A =24.5× h c )、弾 性率 Er(GPa)やマ イヤ ー硬
さ pm(GPa)を 算出す ること ができ る。
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2.3 ナノ イン デンテ ーショ ン法に よる 密着性 試験
セ ラミッ クスコ ーティ ング膜 の性能 と信頼 性は、薄 膜
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の 硬さだ けでな く、膜 と基材 との密 着性を把 握する こと
が 重要で ある。 本研究 では、 ナノイ ンデンタ ーにス クラ
ッ チ測定 用治具 を取り 付ける ことに よりスク ラッチ 試験
を 行い、 基礎的 データ を収集 した。 スクラッ チ試験 には
先 端形状 が球形 の圧子 を使用 した。 また、試 料が破 壊し
た 時に発 生する 弾性波 (超 音波 )を測 定するた め、 AE測定
装 置(エヌエ フ回路 設計ブ ロック 社製 )も併用 した。
2.4 応力 シミ ュレー ション 解析
応力 シミュレー ション解 析には、応 力解析ソフ ト
Elastica(Asmec社製 )を使 用した 。この解 析では 、薄膜 、
基 材、圧 子の弾 性率と ポアソ ン比、 使用する 圧子の 先端
曲 率半径 と荷重 条件か ら、発 生する 応力や変 位をシ ミュ
レ ートす ること ができ る。そ こで、 圧子の先 端曲率 半径
と 荷重を 変化さ せて、 圧子の 中心軸 上の表面 から深 さ方
向 に沿っ たvon Mises応力 σの分 布を求め た。

図３

接触深さ と圧子 先端曲 率半径 の関係

3.2 コー ティ ング膜 の硬さ 特性評 価

３．実験結果及び考察
3.1 圧子 の先 端形状 の校正

Si基板上 のDLC薄膜 につい て、3.1で校正さ れた三 角錐
型 圧子を 用いて ナノイ ンデン テーシ ョン測定 を行っ た。

先 端欠損 長さΔ hに より補 正し、弾 性率を求 めた。そ の

初 期接触 荷重 0.03mNで 測定し た結果 を図４ に示す。 弾性

結 果 (図 ２ )、Δ h=15nmとす ると 接 触深 さが 100nm以 上で

率 は接触 深さが 浅くな るに従 って徐 々に大き くなり 、約

は 溶融石 英の弾 性率に ほぼ一 致した が、100nmより小 さい

180GPaで あった 。硬さ は表面 近傍で は小さく なる傾 向が

と ころで は、弾 性率が 若干大 きくな った。

あ り、接 触深さ 20nmで 約20GPaの 値であっ た。

図４
図２

DLC 薄膜の 硬さと 弾性率

溶融石英 の弾性 率 (圧子 の先端 欠損長 さの影 響 )
3.3 コー ティ ング膜 の密着 性評価 の可 能性試 験

次 に、先端曲 率半径 Reによ り補正 し、弾性率 を求めた 。

3.3.1 スクラ ッチ試 験

そ の結果 (図 ３ )、接触 深さが 20nmよ り小さい ところ では

今 回測定 に用い た試料 は溶融 石英で ある。 圧子を試 料

先 端曲率 半径 Re が270nmと ほぼ一 定であり 、20nm以上 では

に 垂直荷 重Pzで 押し込 みなが ら、ス クラッチ ステー ジ全

先 端曲率 半径 Re が直線 的に増 加し、Re=178.15+4.127×h c

体 を水平 方向 (x方向 )に一 定速度 (2μ m /sec)で移動 させ

の 近似式 により 補正で きる。 この値 を用いて 溶融石 英の

て 、圧子 と試料 との摩 擦によ り発生 した横方 向の摩 擦力

弾 性率を 求める と、弾 性率は 理論値 にほぼ一 致した 。し

Px を測定 した。 使用し た圧子 は先端 形状が球 形で、 先端

た がって 、この 方法に より校 正した 圧子を用 いるこ とに

曲 率半径 が2μmと10μ mの ２種類 である。

よ りナノ インデ ンテー ション 測定を 行うと高 精度な 測定
が できる と考え られる 。

２ 種 類 の 圧子 で 得 られ た 摩 擦力 と 時 間の 関 係 を図 ５
に 示す。 どちら の圧子 につい ても、 規則的に 垂直荷 重Pz

が 増加し ている 50秒の ところ まで摩 擦力が直 線的に 増大
し ていた 。垂直 荷重と 摩擦力 の関係 をさらに 詳細に 調べ
る ため、 摩擦力 を垂直 荷重に 対して プロット し、抵 抗係
数 αをα =摩 擦力／ 垂直荷 重によ り求める と、圧子先 端曲
率 半径が 2μ mの 場合の αは 0.068、10μmで は0.080と なり 、
大 きな差 は見ら れなか った。 一方、 スライド ガラス を用
い た予備 試験で は、α =0.02が得ら れており、ガラス の種
類 により 大きく 異なる ことが わかっ た。また 、ステ ージ
の 移動速 度を変 えても αはほ とんど 変化しな かった 。

図６

サファイ アの AE 測 定結果 とナノ インデ ンテー
シ ョンの 変位 h

3.4 コー ティ ング膜 の応力 シミュ レー ション 解析
応 力解析 ソフト Elasticaによ る内部 応力場 のシミュ レ
ー ション を行っ た。解析 に使用 したパ ラメー タを表 １ に
示 す。 DLC薄 膜の膜 厚は 1μｍ とした 。
表１

図５

溶融石英 のスク ラッチ 試験結 果 (横方 向 X)

3.3.2 アコー スティ ックエ ミッシ ョン 測定

解析に使 用した パラメ ータ
弾 性率 (GPa)

ポ アソン 比

膜 ：DLC

200

0.300

基 材： Si

165

0.233

圧 子：ダイヤ モンド

1141

0.070

圧子の 先端曲 率半径 を100〜 500nmとし、荷 重を変 えて

今 回 測定 に用 いた 試料 は、 高純 度サ ファ イア (アル ミ

解 析した 。その 結果、最 大発生 応力と 荷重の 関係 (図７ )

ナ 単 結晶 、以 下Pure)およ び微 量の Tiが 添加 さ れた サフ

よ り、荷 重を大 きくす ると最 大発生 応力は大 きくな り、

ァ イ ア(以下 +Ti)の２ 種類 で、 これ らの 試 料表 面は メカ

圧 子の先 端曲率 半径が 小さい ほどそ の値は急 激に大 きく

ノ ケミカ ル研磨 で鏡面 に仕上 げてあ る。測定 は、 AEセン

な る傾向 であっ た。

サ ーの付 いた試 料台に 試料を 固定し、 通常の ナノイ ンデ
ン テーシ ョン試 験を行 い、発生 した弾 性波を AE信号 とし
て 取り込 んだ。こ の測定 では先 端曲率 半径が 1μ mの 球形
圧 子を使 用した 。
検 出され たAE信 号を圧 子変位 ととも に時間 に対して プ
ロ ッ トし た結 果を図 ６ に示 す 。Pureと +Tiとも に、 AEの
発 生と圧 子変位 のjumpが同時 に起こ っている 。さら に、
+Tiに比 べて Pureの方 が AE検 出信 号お よび 変位 の jumpと
も 大きか った。 圧子変 位にお ける jump量は、 Pop-in時に
解 放され る弾性 エネル ギーに 相当す ると考え られる ため 、
Pop-in時 に解放 される 弾性エ ネルギ ー量と生 成され る亀
裂 の大き さとの 間に相 関関係 がある ことを示 唆して いる 。
圧 子の圧 入によ り膜の 剥離が 生じた とする と、剥離 の
大 きさと AE信号 強度と の間に 対応関 係がある と予想 され
る ので、 ナノイ ンデン テーシ ョン試 験とAE測 定との 併用
は 薄膜評 価の有 効な手 段とな りうる と期待さ れる。

図７

応力シミ ュレー ション 結果
（ 圧子先 端曲率 半径の 影響）

そして この条 件で 、
荷重 2mN加えた 時の発生 応力と 深さ
の 関係を図 ８ に示す。 いずれ の圧子 でも表面 近傍で 最大

応 力が発 生し、 深さが 深くな るに従 い発生応 力は小 さく

さ らに、 先端曲 率半径 が大き い5μmの圧子 で荷重を 変

な った。 圧子の 先端曲 率半径 が小さ いほど最 大発生 応力

え た 時の 発生 応力 と深 さの 関係 を図 １ ０ に示す 。150mN

は 大きく 、発生 する深 さは浅 くなる 傾向であ った。

の 荷 重を 加え た時 に最 大発 生応 力は DLCの 破壊 応力 であ
る 20GPaとな ってい る。そして 75mNの 荷重を加 えた時 には 、
最 大発生 応力は 20GPaに達 してい ないが、 DLC薄膜の 膜厚
の 1μ mよ りも深 い位置 つまり Si基板 のところ で発生 応力
が Siの破 壊応力 である 12GPaを超 えており 、Si基板の 方が
破 壊する 可能性 を示唆 してい る。

図８

荷重 2mN 時の応 力シミ ュレー ション 結果

次 に 、3.2の結 果よ りDLCの破 壊応 力が 約20GPaであ る
こ とから 、
圧 子の先 端曲率 半径を 100nm〜5μmと大き く変
化 させた 時、最大発 生応力 が20GPaと なるよう 加える 荷重

図 １０

を 求めた 。そし てその 荷重条 件で発 生する応 力を求 め、
深 さに対 してプ ロット した (図９ )。

圧子先 端曲率 半径 5μ m の時の
応 力シミ ュレー ション 結果

（）
このよ うに、 薄膜と 基板の 材料を 決め、圧 子の先 端曲
率 半径と 荷重を 選択す ること により 、様々な 条件で の応
力 シミュ レーシ ョンに より機 械的特 性を予測 するこ とが
可 能とな った。

４．結び
本研究 では、ナ ノイン デンテ ーショ ン法に よりコ ーテ
ィ ング膜 の機械 的特性 の評価 方法に ついて検 討した 。硬
さ や弾性 率を評 価する には、使 用する 圧子の 先端形 状の
補 正が重 要で、そ の手法 を検討 し、そ の結果 を用い て高
精 度な測 定・解析 を行こ とがで きた。 コーテ ィング 膜と
基 板 の密 着性 評価 では ス クラ ッチ 試験 と AE測定 を 併用
す る こ と が有 効 な手 段 と して 期 待 でき る こと が わ かっ
た 。また、 いずれ の機械 的特性 評価に も応力 シミュ レー
図９

発生応 力 20GPa 時の応 力シミ ュレー ション 結果

シ ョン解 析によ る予測 が可能 である こともわ かった 。
なお、本 研究は 財団法 人ファ インセ ラミッ クスセ ンタ

圧 子の先 端曲率 半径が 小さい 時は 、
20GPaの 応力を発 生

ー との共 同研究 として 実施さ れたも のである 。

さ せるた めに必 要な荷 重が小 さく、 先端曲率 半径が 大き
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く なると 必要な 荷重も 大きく なる。 そして、 先端曲 率半
径 が小さ い時は 、最大 応力が 発生す る深さが 浅く、 発生
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