
まえがき＝金属材料の加工は，物質の除去を伴う加工
（切削加工）と除去を伴わない加工（塑性加工）に大別
できるが，加工に使用される治工具類は金属材料との激
しい接触しゅう動環境下で使用され，高度な耐摩耗性が
要求される。とくに切削工具は，図 1に示すように時代
と共により硬い材料を高速で，かつ少ない潤滑油で切削
するいわゆる高速ドライ加工が主流となっている。加工
面での接触温度は場合によっては 1,000℃以上になると
され，過酷な環境下において耐摩耗性を発揮することが
必要である。切削加工中の工具摩耗は最表面から内部に
向けて進行することから，最表層のみ耐摩耗性に優れる
物質に置換する方法（いわゆるコーティング）が検討さ
れるようになり，1950 年代にドイツのMetal Gesellschaft
社により初めてCVD（Chemical Vapor Deposition）法で
TiN，TiC をコーティングした工具が実用化された1）。そ
の後，Ti（C，N）複合膜が開発され2），成膜手法はCVD

からより低温処理が可能で基材を選ばない PVDに主流
が移行する。切削工具向け硬質膜における最も重要なブ
レークスルーの一つは 1980 年代に登場した（Ti，Al）N
膜である3），4）。（Ti，Al）N膜はそれまでの皮膜に比べて
硬さや耐酸化性が極めて高く，優れた切削性能を示した
ことから，切削工具用皮膜の開発は以降（Ti，Al）Nを中
心に進み，Ti を Cr や Nbに置換したもの，Ti に加えて
Si，YあるいはCrを添加した皮膜などさまざまな多成分
系の皮膜が提案されている。
　現代の切削工具は，低硬度の低炭素鋼からHRC70 に
も達する焼入れ高速度工具鋼までの広範な硬度領域の鉄
鋼材料やTi基合金のように熱伝導率が低く，切削部での
温度上昇が著しい材料など多種多様の被削材や切削環境
（ウエット，MQL，ドライ）に対応する必要があり，切
削工具用の皮膜材料への要求特性も多様化している。し
かし，工具が損傷する主要因としては，被削材とのしゅ
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AIP法による切削工具用硬質皮膜の設計技術

Development of AIP Deposited Hard Coatings for Cutting Tools

A new coating system of (Ti, Cr, Al, X) N was developed for high speed dry machining applications. Band 
parameter method was employed for maximizing the Al content in the (Ti, Cr, Al) N coating while maintaining 
a preferable cubic crystal structure. A drastic increase in oxidation resistance was achieved by adding Si and 
Y. A nano-multilayer coating system was developed using an AIP ＋ UBMS hybrid coating process. 
Crystalline layers formed by AIP and amorphous layers formed by UBMS were stacked alternately to refine 
the grain size of the coating in the direction of its growth.
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図 1  切削工具用硬質膜開発の変遷
������  History of development of hard coatings for cutting tools



う動摩耗と発熱による温度上昇が挙げられる。そこで本
稿ではまず，これら二つの要因に大きく影響をおよぼす
膜特性として硬さと耐酸化性を取上げ，窒化物皮膜の硬
さと耐酸化性を制御するための皮膜組成ならびに構造設
計技術に関して解説する。
　当社では 1986 年に最初の AIP 成膜装置を上市して以
来，20 年以上に渡って AIP 装置の開発・製造販売をして
おり，国内の切削工具の分野ではNo. 1 の市場シェアを
有している。本稿で紹介するAIP法による切削工具用の
開発皮膜はその設計思想が他に類を見ないものであり，
その性能も市場で高く評価されている。また AIP＋
UBMS複合プロセスを利用したナノ積層皮膜は，ハード
構成およびそれを利用した独自の皮膜設計がユニークで
あり，他に類を見ないオンリーワン技術であると考えて
いる。本稿では切削工具に使用される代表的な硬質皮膜
として，代表的な気相コーティング方法である AIP（Arc 
Ion Plating）法で合成した（Ti，Al）N膜，および当社で
開発した多成分系の窒化物皮膜である（Ti，Cr，Al，X）N
（X：Si，Y），ならびに AIP＋UBMS（Unbalanced Magnetron 
Sputtering）複合成膜で形成したナノ積層皮膜を開発例と
して取上げ，その特性を解説する。

1．硬質窒化薄膜の成膜方法（AIP，AIP＋UBMS
複合成膜法）

　AIP 法は低電圧，大電流を特徴とする真空アーク放電
を利用した PVD法（物理的気相成膜法：Physical Vapor 
Deposition）の一つであり，数十～数百 Aの大電流アー
ク放電による高速成膜と蒸発元素の高いイオン化率によ
り緻密な硬質皮膜を形成することができる5）。真空中に
おけるアーク放電の電子放出点はカソードスポットと呼
ばれ，カソード（ターゲット）上をランダムに移動しな
がら放出点近傍のターゲット原子をジュール加熱によっ
て溶解・蒸発させる。AIP 法はその成膜速度の速さと高
品質な膜が形成できることから，切削工具を中心にピス
トンリングなどの自動車部品への耐摩耗コーティングに
多用されている。一方でアーク法では，カソードスポッ
ト周囲の溶解領域中心部において原子蒸発に伴う体積変
化が生じる。その時の圧力によって飛散した溶融液滴
（マクロパーティクルと呼ばれている。以下，MPs とい
う）が基板に付着し，基板の面性状を劣化させるという
問題点がある。アーク放電の実体はカソードからアノー
ドに向かう電子流であることから，外部からの電磁的な
作用によってカソードスポットの動きに影響を与えるこ
とが可能である。当社ではターゲットの放電面に対し
て，垂直磁場を印加することでカソードスポットの移動
を高速化するとともに，スポットを複数個に分裂させる
ことが可能であることを見いだし，MPs の放出を著しく
低減したアーク蒸発源を上市している5）。
　マグネトロンスパッタリング法の一種であるUBMS
法は，プレーナマグネトロンの磁場強度を意図的に非平
衡（アンバランス）に制御したものであり，基板近傍で
のプラズマ密度を高めることで膜成長時のイオンアシス
ト効果を増大したものである。当社が上市している

UBMS装置は，主に機械部品などのしゅう動部品に用い
られる代表的な低摩擦係数膜であるDLC（Diamond 
Like Carbon）膜の形成に使用されている。UBMSを含
むマグネトロンスパッタリング法はAIPとは対照的な高
電圧，低電流の面放電であり，AIPでは放電が困難なW，
Taなどの高融点材料やB4C，TiB2などのセラミック材料
を成膜することができる。当社では相補的な関係にある
AIPとUBMS蒸発源を組合せることで新たな硬質皮膜を
開発できることに着目し，AIP＋UBMS複合成膜装置を
上市した6）。AIP＋UBMS複合成膜装置は特性が異なる
蒸発源の同時放電により，AIP 法により高速で硬質窒化
膜を形成しながら AIP 法では蒸発困難な元素をUBMS
蒸発源で同時に成膜することが可能であり，特徴的な構
造を有するナノ積層膜を形成することができる。

2．切削工具用皮膜に要求される特性

2．1　耐摩耗性

　切削工具の摩耗は複雑な現象であり，切削条件によっ
て機械的摩耗（アブレシブ，疲労）や化学的摩耗（酸化，
凝着，拡散など）が複合した形で進行する。機械的摩耗
の代表的な例であるアブレシブ摩耗は，表面の突起同士
の衝突による突起の脱落，あるいは界面に存在する硬質
粒子の掘起し作用によるものであり，その摩耗量�は一
般的に，Archard らによる次式（1）に従うことが知られ
ている 7）。
　　�＝K・�・�／�  ……………………………………（1）
　ここで，Kは比例定数，�，�，�はそれぞれ垂直荷重，
滑り距離および硬さである。式（1）より，アブレシブ摩
耗を抑制するには表面硬さ（＝皮膜硬さ）を増加させる
ことが有効であることが分る。切削工具に使用される硬
質窒化膜は，TiN の場合ではバルクの状態で 20GPa 程度
の硬さ8）を示す高硬度の物質が用いられる。最近の切削
工具用の皮膜はベースとなる材料に異なる化合物を複合
的に添加し，固溶硬化，析出硬化あるいは結晶粒の微細
化による硬化などの異なる機構を組合せることにより，
高い耐アブレシブ摩耗性を有する多成分系の新たな複合
皮膜を合成することに成功している。　
2．2　耐酸化性・熱安定性

　化学的摩耗は，切削工具などのように高速でしゅう動
摩擦が起こる場合，摩擦発熱による温度上昇で生じる酸
化現象と強く関連している。表面に生成した酸化物は，
前述のアブレシブ摩耗により脱落し，新生面の露出と新
たな酸化のサイクルを繰返す。このように，酸化とアブ
レシブ摩耗との組合せによって摩耗が加速される現象を
酸化摩耗と呼ぶ。
　ただし，いったん酸化物が生成された場合において
も，その後の摩耗の進行は，酸化物の表面への密着性，
下地との熱膨張率差，融点，機械的特性などの種々の因
子に影響される。このため，条件によってはしゅう動時
の摩擦発熱により保護性の高い酸化物が生成され，逆に
摩耗を抑制する場合があることも報告されている。しか
し，基本的には酸化開始温度が高い物質の方が酸化摩耗
を抑制できることは言うまでもなく，切削工具などの耐
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摩耗用途においては硬さと同時に耐酸化性を向上させる
ことが有効な耐摩耗性向上の方法である。
　また，耐酸化性だけではなく，高温における結晶構造
の変化など熱安定性を向上させることも必要である。耐
熱性や耐酸化性を向上させる試みは既に航空機用耐熱合
金で盛んに検討されている。Fe-Co-Ni 基超合金にCr，
Al，Si，Yを添加することによって耐酸化性が著しく改善
されることが報告されている9）ほか，硬質窒化物皮膜に
おいても同様の手法が検討されている。

3．AIP 法で形成した（Ti，Al）Nおよび高 Al 含有
（Ti，Cr，Al，X）N（X：Si，Y）膜の特性

　図 2に Al 量の異なる（Ti1－� Al�）N膜における Al 量�
と皮膜の硬さの関係を示す10）。（Ti1－� Al�）N膜において
はAl量が約60mol％以下の領域では，皮膜の硬さはAl量
にほぼ比例して高くなり，Alを添加していないTiNの約
20GPa に対して，�＝50～60mol％の領域では 30GPa に
も達する硬さが得られている。（Ti，Al）Nの基本骨格は
TiN に代表される立方晶岩塩型構造（B1）であり，（Ti1－� 
Al�）N中においてはTiの位置をAlがランダムに置換した
構造，すなわちTiNと立方晶AlNの混合物といえる。元
来，AlN は標準状態では六方晶ウルツ型構造（B4）が安
定相であり，立方晶構造は高圧下でのみ報告され，準安
定状態とされている 11），12）。このため，（Ti，Al）N皮膜で
は準安定な立方晶AlNをTiNの立方晶格子中に固溶させ
ることで実現している。TiN の格子定数は標準状態で
0.424nmであるが，立方晶の AlN は 0.412nmである。両
者には 10％程度の不整合があり，この格子定数の不整合
による固溶硬化が（Ti，Al）N系において高い硬さが得ら
れる理由の一つと考えられている。このような格子定数
の異なる化合物の組合せを利用して複合硬質化合物を形
成する例は，（Ti，Zr）N 13）や（Ti，V）N系 14）でも報告さ
れている。（Ti，Al）N膜の場合には Al 量が 60mol％を超
えると硬さの急激な低下が認められる。これは，Al 量
が低い状態ではTiNの格子中に準安定な状態で固溶して
いる立方晶AlNが本来の安定相である軟質な六方晶とし
て析出するためである 15），16）。このように，準安定相を
含む複合窒化物では結晶構造の転移により機械的特性が

大きく変化することから，転移が生じない臨界組成を予
測することが重要である。巻野らは，先述のB1構造を有す
る主な遷移金属窒化物に関してB1構造 AlN の固溶度をバ
ンドパラメータによる理論計算から導出している（表117））。
　バンドパラメータ法による予測によれば（Ti，Al）N膜
におけるB1型 AlN の最大固溶量は65mol％程度である
が，CrNでは77mol％と最も高い固溶限界を有しており
（Ti，Al）N膜の Ti の一部を Cr に置換した（Ti，Cr，Al）N
皮膜では立方晶B1型構造がより高い AlN 固溶量で実現
できる可能性が示唆されている。
　そこで本研究では，従来の（Ti，Al）N膜よりも高い
AlN 固溶領域でB1型構造を有する硬質窒化膜を形成す
ることを目的に，AIP 法で Al 含有量の異なる（Ti，Cr，Al）
Nの成膜を実施した 18）。
　図 3に Al 量を 73mol％までの範囲で数種変化させて
AIP 法で合成した（Ti，Cr，Al）Nおよび（Ti，Al）N膜の
X線回折パターンを示す。（Ti，Al）Nの場合には，基板
（超硬合金）からの回折線のほかには立方晶B1型構造
の（111）及び（200）面からの回折線のみが観察される。
（Ti，Cr，Al）Nの場合にも Al 量が73mol％までの組成に
おいて立方晶B1型構造以外の回折線は観察されない。
（Ti，Al）Nの場合にはAl量60mol％近傍で立方晶→六方
晶の相転移が生じるのに対して，（Ti，Cr，Al）N では Cr
の添加によって立方晶AlNを固溶できる領域が拡大した
ことが確認できる。
　図 4は（Ti，Cr，Al）Nの 3元系窒化物の状態図をバン
ドパラメータ法による立方晶／六方晶の境界とともに示
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図 2  （Ti1－�Al�）N膜における Al 量�と皮膜の硬さの関係
������ Relationship between Al content � and hardness of (Ti1－�Al�) 
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図 4  （Ti，Cr，Al）Nの３元系窒化物の状態図
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したもので，図中の点は筆者による実験および文献のデ
ータを六方晶／立方晶の結晶構造別に表示したものであ
る。バンドパラメータ法による理論予測と実験結果によ
る立方晶／六方晶の転移境界はよく一致していることが
わかり，バンドパラメータ法はこのような結晶構造の転
移挙動を予測するのに有効な手法といえる。
　本組成設計により得られた（Ti，Cr，Al）N膜では約
35GPaの硬さが得られており，Al量を増加しながらも立
方晶の結晶構造を保持することで図 2に示した（Ti,Al）
Nより高い硬さが得られる。このように，組成によって
結晶構造が変化する化合物である（Ti，Al）Nの場合には，
相転移境界近傍の組成であるAl量55mol％における結晶
粒径は10～20nmと極めて微細になっており，この結晶
粒の微細化が高い機械的強度が得られる要因と報告され
ている 16）。また，相転移直前の組成（Al 量 0.55）では皮
膜中に微細な六方晶 AlN の析出が認められ，六方晶 AlN
の析出による結晶粒微細化が生じていることが示唆され
る。Musil らは，このような組織はヤング率や硬度の異
なる物質を組合せたナノコンポジット膜であると提唱
し，立方晶の（Ti，Al）Nマトリックス中に微細六方晶
AlN 結晶が析出した時に最も高い機械的強度が得られる
としている 19）。
　（Ti，Cr，Al）N膜の場合にも，最高硬さが得られるの
は立方晶－六方晶の相転移境界近傍である。図 5には
（Ti0.1Cr0.2Al0.7）N膜の断面高分解能 TEM像および電子
線回折図形を示す。（Ti0.1Cr0.2Al0.7）N膜は直径が数十 nm
程度の微細な柱状の結晶からなるモフォロジーを示して
いる。電子線回折パターンからは，主たる結晶相が立方
晶B1構造であることが分るが，非常に微弱な六方晶B4
型に起因する回折線が観察され，結晶粒の微細化には微
量に析出した六方晶が寄与していることが示唆される。
　図 6は筆者らの実験結果で，炭素鋼を（Ti，Al）Nコー
ト工具でドライ切削後に，刃先の摩耗面に観察された酸
化皮膜の断面TEM像を示している20）。最表面には80nm
程度のほとんど純粋な Al 酸化皮膜が形成されているこ
とが分る。（Ti，Al）N膜の Al 添加による耐酸化性改善の
機構は，Al の酸化物は形成の自由エネルギーが負の大
きな値を取ることから，高温酸化雰囲気において優先的
に酸化されて，皮膜最表面に緻密な保護性の高い酸化皮
膜を形成することで説明されている21）。注目すべきはAl
酸化膜がコランダム構造の結晶質（αアルミナ）となっ

ている点であり，αアルミナの生成条件を考えると切削
中の皮膜最表面の温度は 1,000℃付近であると推定され
る。このような切削時の高温による皮膜の劣化を抑制す
るために求められる重要な特性が耐酸化性である。図 7
に TiN および Al 量の異なる（Ti，Al）N膜の大気中にお
ける酸化重量曲線を示す。（Ti，Al）N膜の場合には Al 量
の増加とともに耐酸化性の指標である酸化開始温度が増
加する一方，前述のようにAl量を立方晶－六方晶の相境
界を越えて添加することは機械的特性（硬さ）の著しい
低下につながることから，（Ti，Al）N　2元系皮膜の場合
にはこれ以上の耐酸化性の改善が困難である。これに対
して（Ti，Cr，Al）N膜の場合には，Cr の添加により立方
晶構造を保ちつつAl量の増加を可能にしていること，Ti
の一部をより耐酸化性を向上させる効果の高いCr で置
換していることでより高い耐酸化性を実現している。図
8に1,000℃× 1時間大気酸化後の（Ti，Al）Nおよび（Ti，
Cr，Al）N膜の表面の SEM写真およびオージェ分光
（AES）で測定した表面近傍の酸素プロファイルを示
す。（Ti，Al）Nの場合には最表面での酸化が進行し，粒状
の粗大な酸化物が認められるのに対し，（Ti，Cr，Al）N
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図 6 （Ti，Al）Nコート工具のドライ切削後，刃先の摩耗面に観察
された酸化皮膜の（a）断面 TEM像，（b）電子線回折パターン
および（b）EDXによる組成分析結果

������  （a）TEM image, （b）electron diffraction pattern and （c）EDX 
element analysis of a oxide layer formed on worn surface of a 
（Ti，Al）N coated endmill after the dry machining
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図 5 （Ti0.1Cr0.2Al0.7）N膜の（a）断面 TEM像および（b）電子線回折
図形

������ （a）Cross-sectional TEM micrograph and （b）electron diffraction 
patterns of （Ti0.1Cr0.2Al0.7）N
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図 7 TiNおよびAl量の異なる（Ti，Al）N膜の大気中における酸化
重量曲線

������ Oxidation weight gain curves of TiN and （Ti，Al）N coating 
with different Al content
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では微細な針状酸化物が認められるのみであり，AES で
測定したOのデプスプロファイルよりも（Ti，Cr，Al）N
膜表面に形成された酸化層の厚みは（Ti，Al）Nのそれの
約 1／ 2である。添加元素によって（Ti，Cr，Al）N膜の
さらなる耐酸化性の改善を検討したのがSiおよびY添加
膜である。Si，Yなどの酸化物は，Al の酸化物に比べて
形成自由エネルギーが負のより大きな値を取ることか
ら，耐酸化性の改善が期待できる。図 9に（Ti，Al）N，
（Ti，Cr，Al）N膜および（Ti，Cr，Al，Si，Y）N膜の 1,200
℃までの乾燥空気中における酸化重量増加曲線を示す。
（Ti，Al）N，（Ti，Cr，Al）N膜では温度 900℃，1,000℃で
酸化重量の急激な増加が認められるが，Si ＋ Y添加品で
は 1,200℃までの温度域において顕著な酸化挙動が観察
されない。Si＋Yの添加による耐酸化性の改善メカニズ
ムを酸化膜表面の TEM観察により実施した結果，最表
面およびその下の酸化層と酸化されていない皮膜との界
面にはSiが濃化しており，このSi濃化層が前述の拡散防
止層として作用していることが判明した。しかし，TEM

観察の結果からは酸化皮膜中にYの濃化した部分は認め
られない。Yは膜中において酸素や皮膜構成元素の拡散
経路である柱状晶の粒界に析出・濃化して拡散を抑制す
るとの報告 9）もあり，Yによる耐酸化性向上のメカニズ
ムに関しては今後のさらに詳細な調査を必要とする。ま
た Si や Yに関しては添加により（Ti，Cr，Al）Nの結晶粒
が微細化することも分かっており22），耐酸化性とともに
機械的特性にも影響を与えることを明らかにしている。

4．AIP＋UBMS複合プロセスで形成したナノ積
層膜の特性

　AIP ＋ UBMS複合プロセスによるナノ積層膜は，アー
クとスパッタ蒸発源の同時放電と基板の回転を利用して
形成される6）。本研究では，アーク蒸発源にTi-Al ターゲ
ットを取付け，UBMS蒸発源に Si，B4CあるいはWを取
付けて Ar-N2雰囲気中で放電させることで（Ti，Al）N膜
と SiNあるいはWNとのナノ積層皮膜を形成し，膜特性
を調査した例を紹介する。図10にこれらのナノ積層皮
膜の断面 TEM像を示す。（Ti，Al）N/SiN ナノ積層膜の
場合には，UBMS蒸発源により形成される層は非晶質の
Si-N層である。図11には（Ti，Al）N/SiNナノ積層膜の高
分解能TEM像を示す。非晶質のSi-N層により（Ti，Al）N
膜の結晶粒が成長方向に分断されていることが分る。す
なわち，成長方向の結晶粒の大きさを積層周期と同じ大
きさに制御可能であることが分る。これに対して，Wの
場合にはWN膜は（Ti，Al）Nと同じく立方晶岩塩型の結
晶構造を取り得ることから，ナノ積層皮膜を形成しても
結晶は垂直方向に連続的にエピタキシャルで成長する。
（Ti，Al）N/SiN および（Ti，Al）N/WNナノ積層膜を形成
する際，UBMS蒸発源に投入する電力を変化させて
UBMS層の厚みを変化させたときのX線回折で測定した

22 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 59 No. 1（Apr. 2009）

図 9 （Ti，Al）N，（Ti，Cr，Al）N膜および（Ti，Cr，Al，Si，Y）N膜
の 1,200℃までの乾燥空気中における酸化重量増加曲線

������ Oxidation weight gain curves of （Ti，Al）N, （Ti，Cr，Al）N 
and （Ti，Cr，Al，Si，Y）N up to 1,200℃
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図 8 1,000℃×1時間大気酸化後の（Ti，Al）Nおよび（Ti，Cr，Al）N
膜の（a）表面SEM像および（b）オージェ分光（AES）で測定し
た表面近傍の酸素プロファイル

������ （a）Surface SEM image and （b）O depth profile of （Ti，Al）N 
and （Ti，Cr，Al）N coating after annealed in air for 1 hour
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図11 （a）（Ti，Al）N単層膜および（b）（Ti，Al）N/SiN ナノ積層膜の
断面 TEM像

������ Cross-sectional TEM image of （a）（Ti，Al）N monolayer and 
（b）（Ti，Al）N/SiN nano-multilayer coating
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図10 AIP＋UBMS複合プロセスで形成した各種ナノ積層層皮膜
の断面 TEM写真

������ Cross-sectional TEM micrographs of nano-multlayer coatings 
deposited by AIP＋UBMS combined deposition process



（Ti，Al）N結晶粒径の変化，およびそれに伴う硬さの変
化を図12に示す。（Ti，Al）N/SiN の場合であっても
UBMS層の厚みが薄い状態では結晶粒の分断効果は確
認できず，（Ti，Al）N層は連続的に成長していると推定
される。UBMS層の厚みが約 1nm以上の状態では結晶
粒径は 30nmから 10nmに減少し，それとともに著しい
硬さの増加が認められる。このように，意図的に多層膜
の周期を制御することで結晶粒サイズの制御が可能であ
ることを示している。これに対して（Ti，Al）N/WNの場
合には，UBMS層の変化に対する（Ti，Al）N結晶粒径の
変化はほとんど認められず，結晶粒の微細化効果は生じ
ていないことが分る。ナノ積層膜のメリットは結晶粒の
微細化による機械的特性の改善だけではなく，UBMSで
形成する物質を選択することで，選択的に皮膜に機能を
付与することができる点にある。前述の（Ti，Al）N/SiN
例では Si を添加することで皮膜の耐酸化性を著しく増
加させることができる。図13に（Ti，Al）N膜および
（Ti，Al）N/SiN の乾燥空気中における酸化重量曲線を示
す。Siを含有しているナノ積層皮膜では酸化開始温度が

200℃近く上昇しており，耐酸化性の著しい改善が見ら
れる。このほかにもナノ積層膜ではUBMS層として固
体潤滑性を有するBCN層を形成することで，ドライ環
境下における低フリクションなどの機能性付与が可能で
ある 23）。

5．切削工具への適用

　3章で紹介したAIP法で形成した（Ti，Cr，Al，X）Nを，
高硬度金型材の高硬度ドライ切削，およびナノ積層膜の
自動車部品用鋼やチタン，インコネルなどの航空機用難
削材の切削に応用した例を紹介する。
　熱間工具鋼である SKD61(HRC57）による切削試験を
行った。試験では（Ti，Cr，Al）Nおよび（Ti，Cr，Al，Si，
Y）Nコートボールエンドミル（超硬合金製，2枚刃）を用
い，切削速度を600m／分まで変化させた。そのときの境
界部フランク摩耗と切削距離の関係を図14に示す。この
条件下においては（Ti，Al）Nは200m／分を超える切削速
度での試験は不可能であり，切削初期からのフランク摩
耗量の急激な増加が認められた。（Ti，Cr，Al）Nの場合
には 300m／分までの切削速度での試験は可能であった
が，切削長50m近傍で急激なフランク摩耗の増加が観察
され，工具寿命と判断された。これに対し（Ti，Cr，Al，
Si，Y）Nでは 400m／分および 500m／分までの切削速度
では切削長 100mにわたって安定摩耗領域が認められ，
より高速の切削条件において工具の長寿命化が確認でき
た。（Ti，Cr，Al）Nと同程度の工具寿命となったのが，
切削速度を倍に上げた 600m／分である。3章で述べた
ように Si＋Yによる耐酸化性の著しい増加に加えて，結
晶粒の微細化効果による機械的特性の改善が寄与してい
ると考えられる。
　つぎに，航空機の高性能化に伴って近年その使用量が
増加してきているチタン合金，および高性能ジェットエ
ンジンの燃焼室内タービン材料に使用されるWaspalloy
などのいわゆる耐熱合金を被削材とし，ナノ積層皮膜を
適用した工具による切削試験を行った。チタン合金のウ
エット旋削の場合には，切削速度 200m／分では比較材
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図14 （Ti，Al）N，（Ti，Cr，Al）Nおよび（Ti，Cr，Al，Si，Y）Nコー
トエンドミルによる焼入れSKD61鋼のドライ切削試験結果

������ Test result of high speed dry cutting of hardened H13 die 
steel using （Ti，Al）N，（Ti，Cr，Al）N and （Ti，Cr，Al，Si，Y）N 
coated square endmills
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図13 （Ti，Al）N膜および（Ti，Al）N/SiN の乾燥空気中における酸
化重量曲線

������ Oxidation weight gain curves of （Ti，Al）N monolayer and
（Ti，Al）N/SiN nano-multilayer coating in dry air
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図12  （Ti，Al）N/SiNおよび（Ti，Al）N/WNナノ積層膜のUBMS層
厚みと結晶粒径の関係

������ Relationship between UBMS deposited layer thickness and 
（a） grain size or （b） hardness of （Ti，Al）N/SiN and （Ti，Al）
N/WN nano-multilayer coatings
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として使用した（Ti，Al）N膜と差異はほとんど認められ
ないが，150m／分では摩耗量は80％程度に減少し，実用
切削速度である100m／分では摩耗量は約1／3程度まで
著しい減少が認められる（図15）。またWaspalloy の場合
にも比較材である（Al，Ti）Nや（Al，Ti，Si）Nと比べ
ても摩耗量が急激に増加する切削長で 2倍以上となって
おり（図16），ナノ積層化による耐酸化性，潤滑性の向
上による切削寿命の向上が達成されたと考える。

むすび＝本稿では，特徴ある当社製品の PVD成膜装置
（AIP，UBMS）で形成した多元系硬質窒化膜，ならびに
ナノ積層皮膜を例にとって，近年の切削工具に必要とさ
れる特性（硬さ，耐酸化性）を向上させるための膜設計
手法に関して，皮膜の組成および構造制御の観点から紹
介した。
　（Ti，Cr，Al，X）N多元系窒化物皮膜についてはバンド
パラメータ法に基づくAl含有量を増加させ，耐酸化性を

向上させつつ立方晶構造を保持して硬さを最大化する設
計技術に関して述べた。また，耐酸化性を改善させるた
めに酸化物の形成自由エネルギーが負の大きな値を取る
元素を添加し，酸化皮膜中に拡散バリア層を形成し，酸
化速度を減少させる手法について述べた。
　ナノ積層膜については結晶性皮膜と非晶質皮膜の人工
積層周期を形成することで成長方向の結晶粒径を制御
し，機械特性を向上させる方法，およびUBMS蒸発源か
ら成膜される層を選択することで特定の機能（耐酸化性，
しゅう動特性）を向上させることが可能であることを示
した。
　これらの設計手法により創出された皮膜は PVD装置
とともに当社の特徴ある製品（オンリーワン製品）であ
り，すでに国内外の当社 PVD装置ユーザ複数社と技術
ライセンス契約の締結にいたっている。今後も PVDユ
ーザの期待にこたえる新たな設計指針とより高性能・高
機能な製品を開発する所存である。
　本研究において断面透過電子顕微鏡像の撮影を実施い
ただいたカナダ・McMaster 大学 G. F.-Ravinovich 博士，
ならびにスイス連邦素材研究所（EMPA）のM. Aguirre
博士に謝意を表します。
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図16 AIP＋UBMS法で形成したナノ積層膜コートインサートに
よるWaspalloy のウエットの切削試験結果

������ Test result of wet turning of Waspalloy using various nano-
multilayer coatings
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図15 AIP＋UBMS法で形成したナノ積層膜コートインサートに
よるチタン合金のウエットの切削試験結果

������ Test result of wet turning of Ti alloy using various nano-
multilayer coatings
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