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 Low friction and wear of SiC/SiC in deionized water at room temperature have been well reported in 
the past twenty years. However, the effect of water from different sources, which contain different 
chemical elements, on friction and wear properties, has not been reported. This report introduces the 
newest experimental results obtained in our laboratory on this subject, which especially show the 
relatively low friction coefficient and high wear rate in deionized water and the relatively high friction 
coefficient and low wear rate in sea water.

１．序　　論
　資源枯渇と環境保護に対応するための潤滑技術の確立
はこれからの工業化社会において重要な課題である．そ
のための筆者の見解は「水潤滑技術の確立」にある．
　水中における窒化ケイ素（Si3N4）同士の摩擦係数が
0.002以下になることは1987年にTomizawaとFischer1）

らにより発見された．その現象を引き起こす摩耗機構は
トライボケミカル摩耗とされ摩耗率は1.25×10–5 mm3/

Nmのレベルであった 2）．同様の現象はSasaki3），Wong

ら4），Wangら5，6）により炭化ケイ素（SiC）同士において
も確認された．炭化ケイ素の摩耗面にミクロなテクス
チャーを形成することにより摩擦係数が0.001のレベル
に下り，耐焼付き性も向上することがEtsion7），Wang

ら8，9），Adachiら 10）によって明らかにされ，SiCの有用
性が確認された．
　これらの研究は総てイオン交換水など，世に言う純水
中の実験により得られたものである．よってこれらの研
究成果に基づき，実用のための技術を確立するために
は，地下水，河川水，海水などの自然界における質の異
なる水中におけるSiC/SiCの摩擦摩耗特性を明らかにす
る必要がある．
　そのために本研究においては福島県郡山市近郊において
入手できる地下水，河川水，及び海水中におけるSiC/SiC

の摩擦摩耗特性を実験により明らかにし，イオン交換水
中におけるこれらの特性と比較し，差異について論じる．

２．実験装置と実験方法
　Fig.1にボール／ディスク型の摩擦実験装置の模式図
を示す．ディスクが回転軸に固定されており，ボールが
レバーを介して荷重を受けディスクに接触する．接触面
は水槽の中の水面下にある．摩擦力はレバーに接触する
ロードセルにより測定される．水槽の水の温度は室温に
保たれ，常時約20℃である．
　ボール試験片の直径は8 mmで表面の平均粗さRaは
0.054μmである．ディスク試験片の直径は30 mmで表
面の平均粗さRaは0.008μmである．ボールとディスク
の材料はSiCであり，CIPによる常圧焼結で形成されて
いる．Table 1にボールとディスクのSiCの材料特性を
示す．
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Fig.1  The ball on disk apparatus

Table 1  Material properties of SiC 

Ball Disk

Production process Pressureless sintering CIP

Density r  (kg/m3) .3100 .3100

Young’s modulus E (GPa) 0.380 0.390

Poisson’s ratio n 00.16 00.16

Vickers Hardness (GPa) 0.022 0.025

Fracture toughness (MPa · m1/2） 000.4 000.4
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摩擦サイクルが5×104サイクになった時点で，その直
前の5×103サイクルにおけるμの平均値を求め，μℓとす
る．一方でμがなじみ期間から定常期間へ遷移する臨界
の摩擦サイクル数をNrとする．
　このようにして4種類の水について求められたSiC/

SiCのNrとμℓの値をFig.3に示す．エラーバーは7回の
測定値の分布を示す．
　Fig.3より明らかなように，Nrの値はイオン交換水→
地下水→河川水→海水の順で小さくなる傾向にある．μℓ
の値は逆にその順で大きくなる傾向にある．それぞれの
値の差異は小さいが，イオン交換水と海水中のNrを比
較すればイオン交換水中におけるNrは海水中における
Nrより約27%大きい．逆に海水中におけるμℓはイオン
交換水中におけるμℓより約2倍大きい．

3.2 摩耗率ws

　Fig.3に示された摩擦係数μℓの測定の後に，装置より
ボール試験片を取りはずし，ボールの摩耗痕の直径より
摩耗体積（mm3）を算出した．その体積を荷重40Nと総
すべり距離2985 mで除した値として，摩耗率ws（mm3/

Nm）を求めた．4種類の試験水中の実験により得られ
たwsの値をFig.4に示す．グラフより明らかなようにws

の値はイオン交換水→地下水→河川水→海水の順で小さ
くなる傾向にある．イオン交換水中におけるwsの値は海
水中のそれより約40%大きい．ここに得られたwsの値
の範囲はChenら11）によって観察された同様の実験にお
けるwsの範囲内に入るものである．

　試験用水は日大工学部（郡山市）キャンパス地下水
（Ground water），郡山市内阿武隈川の水（River water），
いわき市海岸の海水（Sea water）及びイオン交換水
（Deionized water）である．それらの4種類の水に含ま
れている化学成分をTable 2に示す．成分分析には空孔
径0.45μmの膜フィルターにより水中の浮遊微粒子を除
去した水を用いている．摩擦実験には濾過しない水を用
いる．
　実験直前にボールとディスクはエタノールにより超音
波洗浄され，実験装置にセットされる．摩擦条件は荷重
40N，すべり速度0.12 m/s（120 rpm）である．

３．実験結果
3.1 なじみ期間Nrと定常摩擦係数μℓ

　Fig.2に測定された摩擦係数μの時間変化過程の例を
イオン交換水の場合について示す．Chenら11）の測定の
場合と同様に，μの変化は初期のなじみ期間（Running-

in）とそれに続く定常期間（Steady state）に分かれる．

Table 2 Concentrations (mg/L) of main chemical elements and 
ions in four kinds of water

Deionaized 
water

Ground 
water River water Sea water

S — 41 20 02310

Si — 28 09 00041

Na — 40 09 08550

Mg — 07 03 01270

K — 03 03 00318

Ca — 17 14 00483

Cl– — 27 11 17779

NO3
– — 01 05 00106

SO4
2– — 34 17 02411

Chemical elements are detected by ICP-AES.
Ions are detected by IC.
The mark “—” is for the concentration below 1.0 mg/L.
Membrane filter for filtering water: 75 mm diameter; 0.45μm pore size.

Fig.2 The friction coefficient μ  in the processes of running-in and 
steady state at SiC ball/disk sliding in deionized water.

 Load: 40N,  Sliding velocity: 0.12 m/s
 Water temperature: 20℃

Fig.3 The running-in cycles Nr and the average friction coefficient 
μℓ in the steady state at SiC ball/SiC disk in four kinds of 
water.

 Load: 40N, Sliding velocity: 0.12 m/s
 Water temperature: 20℃
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3.3 摩耗形態
　Fig.3において示されたμℓとFig.4において示された
wsの結果を産み出した摩耗面の状態をイオン交換水と
海水中の場合についてFig.5にSEM（Scanning Electron 

Microscope）像を示す．いずれの場合にもボール上の円
形摩耗痕直径とディスク上の帯状摩耗痕の幅はよく対応
しており，接触状態が良好であったことが分かる．同じ
摩擦条件下で，海水中の摩耗痕径がイオン交換水中のそ
れより小さいことも明確である．
　Fig.6とFig.7にボールとディスクの摩耗痕における平
滑部，摩耗粒子及びピット状凹みの部分のSEM像及び

EDX（Energy Dispersive X-ray Spectroscopy）スペク
トルをそれぞれイオン交換水中の場合と海水中の場合に
ついて示す．
　Fig.6の（a1），（b1），（c1）におけるA の部分及びFig.6

の（a1），（b1），（c1）のA の部分は摩耗痕の中の平滑部分
を示す．これらの部分におけるEDXスペクトルはFig.6

の（a2），（b2），（c2）及びFig.7の（a2），（b2），（c2）のいずれ
の部分においてもケイ素（Si）と炭素（C）の存在のみを
示している．これらはSiC母材からのスペクトルであ
る．これに対し，摩耗粒子とピットについてB の部分
で得られたEDXスペクトルはFig.6の（a2），（b2），（c2）
においていずれもケイ素（Si），炭素（C）及び酸素（O）
の存在を示している．すなわちイオン交換水中で得られ
た摩耗粒子とピット中の残留物は母材の他にSiO2を含
む可能性を示している．
　海水中で得られた摩耗粒子とピット中の残留物はFig.7

の（a2），（b2），（c2）においてSi，C，Oに加えてNa，Mg，K，
Clの成分を含むことを示している．これらの成分はTa-

ble 2により明らかなように海水中の溶存成分である．
　Fig.6とFig.7に関する以上の観察の結果，摩耗面の大
部分を占める滑らかな部分にはSiCの母材からのスペク

Fig.4 The wear rates ws (mm3/Nm) of SiC balls for the sliding 
distance of 2985 m against SiC disks in four kinds of water.

 Load: 40N, Sliding velocity: 0.12 m/s
 Water temperature: 20℃

Fig.5 SEM images of wear scars on SiC balls and disks after sliding 
of 5×104 cycles (2985 m) in water. 

 (a1)  and  ( a2) ; deionized water
 (b1)  and  ( b2) ; sea water
 Load: 40N, Sliding velocity: 0.12 m/s

Fig.6 SEM images and EDX spectrum on wear scars of SiC balls 
and SiC disks after the sliding in deionized water. 

 (a1) and (a2) ; 5×103 cycles 
 (b1), (b2), (c1) and (c2) ; 5×104 cycles.
 Load: 40 N,  Sliding velocity: 0.12 m/s
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トルを抑えるほどの量の酸素（O）の成分が存在しない
が，摩耗粒子には常にOの成分が含まれることが確認さ
れた．その意味を追究するために，摩耗試験後のイオン
交換水中のケイ素（Si）の濃度を調べた．Table 3に3回
の測定の結果を示す．
　すなわち2985m（5×104cycles）のすべりの結果，
0.85Lの試験水中のSiの濃度増分の3回の平均値は
0.235 mg/Lになっている．この値に相当するSiCの量は
0.200 mgである．
　一方，そのときのボールの摩耗痕直径から算出された
摩耗量は0.092 mgである．すなわち，試験水中にはボー

ルの摩耗量の約2倍に相当するSi成分の増加がある．
ディスクからもボールと同等量の摩耗が発生したと考え
れば，これらの値は理解できる．
　これらの結果はKitaokaら12）やChenら13）が考えたよ
うに

SiC+2H2O→SiO2 +CH4 (1)
SiO2 +2H2O→Si(OH)4 (2)

に示す式（1）と式（2）の化学反応が摩耗面において進行
し，母材のSiがSi（OH）4として水中に溶け出すことに
より摩耗が発生したと考えられる．Fig.6とFig.7におけ
る平滑な摩耗面の部分はこのようなトライボケミカル反
応を主体とする摩耗により形成されていたと考えられ
る．このようなトライボケミカル反応により形成された
摩耗面の平均表面粗さRaの値を4種類の水について
Table 4に示す．その結果より明らかなようにボールと
ディスク摩耗面のRaの値は4種類の水の場合について
ほぼ同じである．Fig.6，Fig.7及びTable 4の結果によ
り，いずれの水中においても摩耗の主体となるメカニズ
ムは式（1）と式（2）によるものと考えられる．

４．考　　察
4.1 水濾過が摩擦係数μℓと摩耗率ws に与える影響
　川と海からの水を濾過したフィルターを5千倍まで可
能な光学顕微鏡（Digital Microscope）で観察したとこ
ろ10～100μmの固体粒子が見出された．それらの固体

Fig.7 SEM images and EDX spectrum on wear scars of SiC balls 
and SiC disks after the sliding in sea water. 

 (a1) and (a2) ; 5×103 cycles
 (b1), (b2), (c1) and (c2) ; 5×104 cycles.
 Load: 40N,  Sliding velocity: 0.12 m/s

Table 3  The amount of Si increased in deionized water after sliding test and the wear amount of SiC ball and disk.

Before sliding
After sliding of 2985 m (5×104 cycles)

1st test 2nd test 3rd test Mean value

Si concentration in deionized water (mg/L) 0.056 0.259 0.365 0.249 0.291

Increment of Si concentration by wear of SiC ball and 
disk

(mg/L) — 0.203 0.309 0.193 0.235

Wear amount of SiC ball and disk from Si concentra-
tion in water of 0.85L

(mg) — 0.173 0.263 0.164 0.200

Wear amount of SiC from ball wear scar diameter (mg) — 0.075 0.116 0.085 0.092

Load: 40N, Sliding velocity: 0.12 m/s, Water volume in container: 0.85L,Water temperature: 20℃

Table 4 Average roughness values Ra on contact surfaces of SiC 
ball and disk before and after sliding in four kinds of water

Ball Disk

Ra before sliding  (mm) 0.054 0.008

Ra after sliding (μm)

Deionized water 0.014 0.008

Ground water 0.014 0.010

River water 0.017 0.011

Sea water 0.015 0.011

Ra measured over a distance of 400μm.
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の成分分析はまだなされていないが微生物と鉱物の混合
と思われる．いずれにせよ，水中のそれらの存在が，得
られたμℓとwsにいかなる影響を与えているかを知るた
めに，濾過した海水とイオン交換水中でFig.3，Fig.4と
同じ実験を行った．得られた結果をFig.8の中の黒点●
で示す．棒グラフはFig.3とFig.4からのものである．そ
の結果により明らかなように固体粒子をフィルターで除
去した海水中におけるμℓとwsの値は，除去しない海水
中のそれらの値のばらつきの範囲内にある．フィルター
を通すことの予期せぬ影響を確認するために行われた，
フィルター後のイオン交換水中のμℓとwsについても同
じことが言える．

　すなわち，Fig.3とFig.4に見られる4種類の水中にお
けるμℓとws間の差異は，主として水中の溶存成分によ
り引き起こされたものと考えられる．

4.2 トライボケミカル反応による摩耗
　水中のSiC/SiCの摩耗について式（1），式（2）で考え
られたトライボケミカル反応はTomizawaとFischer1）に
よってSi3N4/Si3N4についても次式のように考えられて
いる．

Si3N4 +6H2O→3SiO2 +4NH3 (3)

Xuら14）は試験水中のSiとNH4のイオン濃度が摩耗量に
比例することより，式（3）を支持している．Sugitaら15）は
Si3N4の摩耗面上にSi，H，Oのイオンを見出しており，シ
リカゲル形成を主張している．Fischerら16）やUmehara

ら17）が示すように，Fig.5とFig.6において見られる平滑
な摩耗面部分において表面がSiOHの構造を持ち，その
ような構造を持つ摩耗面同士の水中摩擦係数が0.001の
桁を形成していると考えることが可能である．

4.3 潤滑状態
　Fig.3とFig.4に示されたμℓとwsを発生させた潤滑状
態を確認するために同じ荷重40Nのもとですべり速度v

を変化させてμℓを求めた．得られた結果をFig.9に示
す．
　vは0.005～1.6 m/sの範囲で変化させられている．
Fig.3とFig.4のデータはv=0.12 m/sにおいて得られた
ものである．Fig.9の結果により明らかなように，Fig.3

とFig.4のデータは境界潤滑から弾性流体潤滑状態へ移
行する過程における混合潤滑状態において得られたもの
である．SiC/SiCの水中における弾性流体潤滑下のμℓの
値が0.0001の桁になることはWangら8，9）によって示さ
れている．

５．結　　論
　炭化ケイ素（SiC）同士の水中摩擦摩耗特性に及ぼす
水質の影響を地下水，河川水，海水及びイオン交換水の
場合について実験により明らかにし，得られた結果を理
解するためのメカニズムを考察した．結論は以下のよう
にまとめられる．
（1） 海水中における定常状態の摩擦係数μℓは0.013で

ある．イオン交換水中のμℓはその約半分で0.005

である．
（2） イオン交換水中における摩耗率wsは3.1×10–7 

mm3/Nmである．海水中のwsはその約70%で2.2

×10–7 mm3/Nmである．
（3） 地下水と河川水中のμℓとwsの値は海水中とイオ

ン交換水中におけるそれらの値の範囲以内であ
る．

（4） 得られたμℓとwsの値は混合潤滑状態において形
成されたものである．

（5） 実験結果を支配した主たる摩耗形態はSiO2と
Si（OH）4を形成するトライボケミカル摩耗であ
る．

Fig.8 The friction coefficient μℓ and the wear rate ws of SiC balls 
after sliding of 2985 m (5×104 cycles) against SiC disks in the 
deionized and sea water.

 Load: 40N, Sliding velocity: 0.12 m/s
 Water temperature: 20℃

Fig.9 The effect of sliding velocity v on the friction coefficient μℓ at 
SiC ball/disk in deionized water. 

 Load: 40N, Water temperature: 20℃
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