同時発表：
筑波研究学園都市記者会（資料配布）
文部科学記者会（資料配布）
科学記者会（資料配布）

エネルギー問題等で注目される摩擦材料の高効率開発手法を創出
平成２６年６月１８日
独立行政法人物質・材料研究機構
概 要
１．独立行政法人物質・材料研究機構（理事長：潮田 資勝）
、国際ナノアーキテクトニクス研究拠
点ナノエレクトロニクス材料ユニット（ユニット長：知京 豊裕）の後藤 真宏 MANA 研究者、
ならびに先進高温材料ユニット（ユニット長：黒田 聖治）の佐々木 道子 NIMS ポスドク研究
員、土佐 正弘グループリーダーらは、狙った大きさの摩擦を有する「摩擦材料」の開発におい
て、従来にない高効率な方法を創出した。エネルギーのロスを削減する低摩擦材料や、高性能ブ
レーキに必要な高摩擦材料など、目的に応じた摩擦係数を持つ材料の開発を大幅に加速できる。
２．材料の持つ摩擦の大きさを自在にコントロールする技術は、新素材開発において非常に重要な
要素である。例えば、地球環境・エネルギー問題が深刻化するなか、発電機やモーターの摩擦を
低下させることは省エネに直結する。こうした中、既存の構造材料にコーティングを施すことで
摩擦力を制御する技術が注目されている。しかしコーティングは、その結晶配向の違いにより摩
擦特性が大きく変化するため、必要とする摩擦特性を有した材料を得るには組成や結晶構造・配
向などの諸条件を変えた膨大な数の実験が必要なために、開発が長期化していた。今回、コンビ
ナトリアルテクノロジー１）という手法を結晶配向性制御による摩擦材料開発分野に初めて取り
入れ、多くの回数に及ぶ試行を 1 回で済ませられる、従来にない高い効率での材料開発が可能と
なる全く新しい手法を創出した。
３．例えば、一般的な金属酸化物である酸化亜鉛（ZnO）は、その結晶配向性を最適化すると低摩
擦現象が発現する。しかしながら、その低摩擦特性を有するための最適な結晶配向・構造を知る
ためには、コーティング条件を変化させ、結晶配向を様々に変化させた大量のサンプルを作製し、
その結晶配向ならびに摩擦特性評価を行う必要があり、多大な研究開発期間を必要としていた。
４．今回、後藤らは、コーティング膜の条件（荷重、圧子材料種や摺動回数など）を変化させて摺
動した摺動痕を微小領域毎に結晶構造解析し、それらの条件変化により結晶配向を変えられるこ
とを突き止めた。また、その結晶配向に対応する場所の摩擦係数も合わせて測定することにより、
摩擦係数と結晶配向との相関を一回の実験のみで明らかにすることを可能とした。
また、本手法は、摺動条件を変化させることにより、摩擦プロセスだけで材料の結晶配向を制
御することも可能となった。これは、摩擦材料開発に大きな可能性を広げる成果である。
５．今回、提唱されたコンビナトリアルトライボロジー手法は、必要とする摩擦係数を有する結晶
構造・配向の情報を短時間で取得することができるとともに、材料表層部の結晶配向を単なる摩
擦だけで特定の結晶配向に変化させることができる方法であり、今後の摩擦材料研究の有力な手
法となることが期待される。
６．当該研究成果は、2014 年 6 月１８日、Tribology Letters 誌に掲載予定である。また、本成果
は、科学研究費補助金（基盤研究 A：21246030）の助成、ならびに、文部科学省大学発グリー
ンイノベーション創出事業「グリーン・ネットワーク・オブ・エクセレンス」
（GRENE）事業
先進環境材料分野の「グリーントライボ・イノベーション・ネットワーク」プロジェクトにより
得られた。
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研究の背景
地球環境・エネルギー問題が深刻化するなか、摩擦力の制御による省エネルギー技術の開発への
期待が高まりつつある。例えば、身近な例を挙げると発電機などの装置内部には、多数の駆動部が
存在し、それらの各所において摩擦によるエネルギーロスが発生する。これらを抑制するには、材
料の低摩擦化を行うことが有効な手法の一つと考えられる。一方、既存の構造材料にコーティング
を施すことで摩擦力を低減させる技術があるが、このコーティングは、その結晶構造・配向の変化
により大きく摩擦特性が変化するために、いかにして低摩擦特性を有する結晶構造・配向を短期間
で効率よく探索するかが鍵となっていた。本目的の達成には、コンビナトリアルテクノロジーの活
用が有力になる。ちなみに、摩擦による化学結合状態の変化を効率よく研究する目的として 2003
年に、Eglina、Spencer 等が、コンビナトリアルトライボロジー技術を提唱している２）。
研究成果の内容
今回、我々は、いかにしてコーティング膜の結晶構造・配向を連続して変化させられるか、また、
いかにしてその部分の結晶構造・配向を解析し、それらと摩擦係数を対応させるかという点に着目
し研究を行った。まず、摺動条件（荷重、圧子材料種や摺動回数など）を変化させて摺動した摺動
痕を微小領域毎に結晶構造解析したところ、それらの条件の違いにより結晶配向が変化することを
発見した。また、その結晶配向に対応する場所の摩擦係数も合わせて測定することにより、摩擦係
数と結晶配向との相関を一回の実験のみで明らかにできることを突き止めた。
具体的な実験例について説明する。今回、我々のこれまでの研究において、結晶配向性が摩擦係数
に大きな影響を与えていることが知られていた ZnO コーティングを取り上げて実験を行った。ステ
ンレス鋼基板（SUS440C）上にスパッタ法を用いて ZnO コーティングを施したサンプルを準備し
た。そのコーティング膜について荷重を 0.1 ～ 3.0 N まで連続して変化させながらステンレス鋼
（SUS 440C）
、ならびに、サファイア製のボール圧子（直径 3mmφ）により、0.5mm/s の速度で
10mm の距離を 200 回往復摺動した。もちろん、その摺動時には位置ごとの摩擦係数も連続して取
得することが可能である。
さらに、
その摺動痕を 2 次元検出器付きの X 線結晶構造解析装置
（Rigaku
製、SmartLab）により、ミクロンレベルで結晶構造評価を行った。本装置では、長さ 100mm の
摺動痕を 100μm 間隔で結晶構造解析することができることから、連続して結晶構造・配向や組成
などを変化させた長さ 100ｍｍの摺動痕の場合には、
最大で 1000 個の条件の異なる試料の摩擦評価
を一度に実行できる効果がある。図１にステンレス鋼圧子による摺動痕の結晶構造解析位置例を示
す（低荷重側から番号で示す）
。次に、これらの位置ごとに取得した X 線回折スペクトルを重ね合
わせたものを図２に示す。ZnO の各種結晶面のピークが増減していることが明らかとなった。これ
は、摺動による摩擦熱により、結晶配向が変化しているものである。図 2 下部には X 線回折スペク
トルの中にある代表的な結晶面指数のピークを抜粋し拡大した。摺動位置の違い（荷重変化）によ
りピーク強度が変化している。例えば（100）面では、徐々にピーク強度が低下しており、また、
（002）
面は、測定点 7 付近にピークを持ち、その後、強度が低下していることがわかる。反対に（101）
面は、ピーク強度が増大する傾向が見られた。一方、圧子をサファイアに変えて試験を行なった場
合には、例えば（100）面は、ステンレス鋼圧子では、荷重の増大に比例してピーク強度の減少が起
こったが、サファイア圧子の場合には、ステンレス鋼圧子よりも大きな荷重を加えないとピーク強
度の減少が起こらないことが明らかとなった。
本現象を一般化した概念モデルを図 3 に示す。図下部は、摺動痕のイメージで、左から右に向かっ
て印加荷重が増大している。3 箇所の円内のイメージは、摺動痕の異なる位置における結晶粒を示
す。結晶粒の色の違いは、それぞれの結晶面の違いを模式的に示している。実験で得られた結果か
ら、このイメージ図で示したように、印加荷重の増減により結晶配向が連続的に変化することが明
らかとなった。図 4 にこの摺動実験により得られた摩擦係数の変化を示す。横軸の摩擦係数測定点
は、図 1 における ZnO コーティング膜の摺動痕の結晶構造解析位置と一致している。ZnO コーティ
ング膜では、結晶配向の違いが摩擦係数に大きく影響することがわかっており、中でも低い摩擦係
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数を得るのに（002）面の影響が一番大きいことが報告されている 3）。今回の結果でも ZnO の（002）
面のピーク強度の変化（図 2）と、その摩擦係数の変化（図 4）との間に相関が見られている。これ
らの解析から結晶配向の変化と摩擦係数の変化を対応させることができ、その情報から必要とする
摩擦係数を有するコーティング膜の結晶配向を特定することが可能となった。これにより、摩擦研
究を大幅に加速することが可能となり、さらには、本手法を用いて摺動条件を制御しながら材料を
摩擦することにより、材料の任意の場所を特定の結晶配向に改質することもできると考えられる。
波及効果と今後の展開
今回、我々は、代表的な金属酸化物摩擦コーティング材料である ZnO を取り上げ、新規手法とな
るコンビナトリアルトライボロジー手法について説明した。本手法を用いれば、様々なコーティン
グ膜あるいはバルク材料においても最小限の回数の実験により、必要な摩擦係数を発現させるため
に必要な組成、結晶構造・配向の知見を得ることが可能となることから、今後は摩擦研究の有力な
ツールとなると予想される。また、材料表面の摩擦係数を位置選択的に制御できる革新的な技術と
しても期待される。

【用語解説・引用文献】
１）コンビナトリアルテクノロジー：
コンビナトリアルとは"組合せ"という意味で、一度に極めて多くの生成物を、その生成条件を変
化させながら大量に作製し、また、それらの材料物性測定を行うことにより、その中から必要とさ
れる物性を有する目的の材料を選ぶという手法である。
２）M. Eglina, A. Rossia, and N. D. Spencer: Tribol. Lett. 15 (2003) 193.
３）M. Goto, A. Kasahara, and M. Tosa: Tribol. Lett. 43 (2011) 155.
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図 1 ZnO コーティング膜のステンレス鋼圧子による摺動痕の結晶構造解析位置
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図 2 ZnO コーティング膜のステンレス鋼圧子による摺動痕の
位置選択的 X 線回折スペクトルの強度変化
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図 3 ZnO コーティング膜の摺動に伴う結晶配向変化のモデル
（色の違いは結晶面の違いをイメージ化したものである）
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図 4 連続荷重変化摺動による ZnO コーティング膜の摩擦係数変化
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