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ナノ多結晶ダイヤモンド圧子による超硬質材料のナノインデンテーションの試み
慶應義塾大学理工学部機械工学科 ○ 香西孝司

◎ 閻 紀旺

要 旨
ナノ多結晶ダイヤモンド(NPD)は単結晶ダイヤモンド(SCD)以上の高硬度，優れた耐熱性を有し，新たなナノインデンテーション圧子と
しての可能性が秘められているが，NPD のナノインデンテーション圧子としての特性は不明である．本研究では SCD に対して NPD 圧子
でナノインデンテーションを行い，圧子の基本特性を明らかにした．NPD 圧子はその高硬度により，超硬質材料への押し込みでの劣化が
抑えられ，多様な材料変形破壊挙動を引き起こせた．

て 5.0~20.0 mN で計 120 回押し込み，その前後での圧子先端形
状の変化を評価した．評価方法として，走査型電子顕微鏡
(Scanning electron microscope: SEM)により圧子先端を観察し，さ
らに図 1 のように圧子先端から 20 nm における幅の変化を走査
型プローブ顕微鏡(Scanning probe microscope: SPM)で測定した．
この幅は圧子が劣化すると図 1 のように広がることから，幅の
広がり方が甚だしいほど圧子はより劣化したことを意味する．
なお，SPM による圧子先端幅の測定は，無酸素銅に圧痕として
転写された圧子先端形状に対して行った．
3．結果および考察
3.1 ナノインデンテーション特性
図 2，3 に NPD 圧子および SCD 圧子を，SCD 試料に最大荷重
3.0 mN で押し込むことで得られた荷重-変位曲線の例を示す．い
ずれの最大荷重においても，NPD 圧子では図 2 に示す 3 種の特
徴的な曲線が得られた一方，SCD 圧子においては図 3 のような
形状の曲線しか得られなかった．一般に塑性変形は転位生成を，
pop-in は転位の急激な伝播を伴う(2)．このことから，圧子によっ
て転位生成量に違いが生じたことが考えられる．そして，転位生
成量の違いに関しては圧子の種類が影響したと考えられる．
NPD 圧子は SCD 試料より硬度が高いため，図 4(a)のように押
し込み時の圧子先端や稜線の変形を抑え，試料への局所的負荷

2．実験装置および方法
ナノインデンテーションには(株)エリオニクス製の超微小押
し込み硬さ試験機 ENT-1100a を使用した．この装置では，最大
荷重は 98 μN~980 mN の範囲で設定でき，変位は分解能 0.3 nm
で測定できる．圧子には NPD 製，および比較対象として天然
SCD 製のバーコビッチ圧子を用いた．
まず、高温高圧法で合成された Ib 型 SCD 試料の(1 0 0)面に対
してナノインデンテーションを実行した．測定は最大荷重 3.0,
5.0, 7.0, 10.0 mN で，それぞれ 10 点ずつ行った．押し込み終了
後，荷重-変位曲線と硬さ値 HIT，さらに圧痕形態について考察し
た．
さらに，NPD 圧子の高硬度特性評価として，SCD 試料に対し
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図 2 NPD 圧子使用時の荷重-変位曲線
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1．緒論
現在，材料の微小領域での機械的特性を測定する方法として，
ナノメートルスケールでの超微小押し込み硬さ試験，すなわち
ナノインデンテーションが注目されている．ナノインデンテー
ションを行うことで，微小領域での材料の変形破壊挙動や硬さ
値等のデータを簡便に得ることができる．
ナノインデンテーションの圧子材料として，主に単結晶ダイ
ヤモンド(Single-crystalline diamond: SCD) が用いられるが，SCD
と同等な硬さを示す超硬質材料に対する正常な測定は，圧子の
変形等の理由で困難である．また，SCD の中で最も硬い合成 IIa
型の超硬面でも，300 °C を超える高温では硬度がヌープ硬さで
60 GPa 以下まで低下する．このため，パワー半導体やダイヤモ
ンド切削工具などの材料を，使用環境，製造環境と同じ 1000 °C
以上の高温で測定する際には使用できない．
そこで本研究では，SCD に代わる新たな圧子材料として最近
開 発 さ れ た ナ ノ 多 結 晶 ダ イ ヤ モ ン ド (Nano-polycrystalline
diamond: NPD)を提案する．NPD は超高温高圧条件下でグラファ
イトを数 nm~数十 nm のダイヤモンド結晶粒に直接変換し，そ
の結晶粒同士をバインダーなしで焼結させた多結晶体である(1)．
NPD のヌープ硬さは 120~145 GPa 程度であり，圧子として一般
的な Ia 型天然 SCD のヌープ硬さ 70~100 GPa と比べて高硬度で
ある．このため，NPD をナノインデンテーションの圧子として
用いることで，超硬質材料に対する正常な測定を行える可能性
がある．また，800 °C に及ぶ高温においても 120 GPa 程度のヌ
ープ硬さを維持でき(1)，高温ナノインデンテーションの圧子とし
ての使用も考えられる．しかし，粒径と同じナノメートルスケー
ルの圧子先端での強度など，ナノインデンテーションの圧子と
しての基本特性は不明である．
本研究では，高温ナノインデンテーションの予備段階として
NPD 圧子のナノインデンテーションにおける基本特性の調査，
そして超硬質材料の新たな材料特性を明らかにすることを目的
とした．そのために，試作された NPD 圧子を用いて，超硬質材
料に対する常温ナノインデンテーションを行った．本研究によ
り，超硬質材料のさらなる活用，そして将来的に 1000 °C を超え
る高温環境下での，NPD 圧子を用いたナノインデンテーション
実現に貢献することを目指す.
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図 3 SCD 圧子使用時の荷重-変位曲線
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図 4 圧子の種類による押し込み時の挙動の違い
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図 5 各荷重，荷重-変位曲線における硬さ値
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図 6 NPD 圧子の圧痕

図 7 SCD 圧子の圧痕

が大きくなった．その結果，試料内部の転位生成量が多くなった
ため塑性変形や pop-in が確認されたと考えられる．また，SCD
試料の結晶欠陥や窒素不純物の少ない，局所的に高硬度な箇所
では純弾性変形が起きたと推測される．一方，SCD 圧子の硬度
は NPD 圧子より低いため，図 4(b)のように圧子先端や稜線が変
形や破損により鈍化し，局所的負荷が小さくなったため pop-in
は発生せず，さらに圧子自身の変形が変位として記録され，塑性
変形を含んだ図 3 のような曲線のみが得られたと考えられる．
また，SCD 試料の硬さ値に関しても図 5 のように圧子によっ
て違いが生じた．ナノインデンテーションにおいて硬さ値 HIT は
次のように算出される．
𝐻IT = 𝐹max⁄𝐴P

(1)

ここで，Fmax は最大荷重，AP は最大押し込み時における圧子と試
料の接触部の投影面積であり，検出された変位から算出される．
装置で検出される変位が大きくなると，計算上 AP が大きくなる
ため，硬さ値は小さくなる．図 5 のように，NPD 圧子での押し
込み時の硬さ値は SCD 圧子より大きくなり，
最も差の少ない 7.0
mN での測定でも，NPD 圧子の硬さ値は SCD 圧子の 227 %の値
となった．これは，NPD 圧子の純弾性変形での硬さ値が大きい
こと，そして SCD 圧子は NPD 圧子に比べて変形が大きく，そ
の分だけ図 4 のように装置で検出される変位が増加したことが
原因と考えられる．
さらに，SCD 試料上の圧痕を SEM で観察したところ，NPD 圧
子では図 6 のような圧痕が，SCD 圧子では図 7 のような圧痕が
観察された．なお，図 6，7 の黒い領域は試料が脆性破壊した領
域であると考えられる．これら圧痕の黒い領域の面積を
imageJ(ver1.45)を用いて測定した結果，NPD 圧子の圧痕面積は，
SCD 圧子の 149 %の大きさとなった．この原因として，NPD 圧
子は高硬度特性により先端と稜線の鈍化が少なく，試料に対す
る局所的負荷が大きくなり，図 4 のように試料の脆性破壊域が
大きくなったと考えられる．
3.2 NPD 圧子の形態変化
SCD 試料への 120 回の押し込み後に圧子先端を SEM で観察
したところ， SCD 圧子では図 8 のように，先端を取り囲むよう
な縞模様が観察された．この模様は図 9 の NPD 圧子には表れな
かった．今回使用した SCD 圧子の面は(8 8 1)面に位置し，中心
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図 11 圧子先端幅の変化
軸は(1 1 1)面に垂直であることから，この模様は図 10 のように
(1 1 -1)面に沿ってすべり変形が起きた痕跡であると考えられる．
また，図 11 に圧子先端幅を測定した結果を示す．図 11 のよ
うに，NPD 圧子の方が SCD 圧子より，圧子先端幅の増加量が
82.8 nm，増加率も 34.7 %だけ小さくなった．このように NPD 圧
子は SCD 圧子より圧子の劣化を小さく抑えられた．
以上の結果から，NPD 圧子はナノインデンテーションにおい
て優れた高硬度特性を発揮することが確認された．
4．結論
Ib 型 SCD 試料に対して NPD 圧子と天然 SCD 圧子をそれぞれ
用いた常温ナノインデンテーションを行い，以下の結論を得た．
(1) NPD 圧子では SCD 圧子と違い，SCD 試料に対する測定か
ら pop-in を含む 3 種の荷重-変位曲線が得られた．
(2) NPD 圧子で SCD 試料の硬さ値を測定した結果，SCD 圧子
による測定値の 227 %以上の値となった．
(3) NPD 圧子による SCD 試料上の圧痕面積は，SCD 圧子の
149 %の大きさとなった．
(4) 120 回の押し込みで，SCD 圧子先端にのみ周期的模様が表
れた．また，NPD 圧子の方が圧子先端幅の増加量を 82.8
nm，増加率にして 34.7 %だけ小さく抑えることができた．
以上の結果より，NPD 圧子はナノインデンテーションにおい
て高硬度特性を発揮し，圧子先端の劣化を抑制でき，超硬質材料
の特性解明に有用であることが確認された．
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