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摩擦に起因したエネルギー損失 

CO2排出削減など環境問題への対応 

機械製品におけるエネルギー損失低減 

自動車用エンジンにおけるエネルギー利用割合の具体例 

出典：アイシン精機株式会社 ホームページより 

自動車用エンジンによって生じるエネルギー
のうち約10%が摩擦によって損失 

機械部品の摺動部における摩擦低減は重要 
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再生可能エネルギー用発電装置と摩擦の関係 

風力発電の現状 

風力発電機によって生じる低周波騒音の問題から設置場所が陸上から洋上へ 

洋上風力発電における問題点 

注目されている再生可能エネルギー 

風力発電 

発電機のメンテナンスが困難で，かつメンテナンスコストも高い． 

発電効率が低い．⇒ 最大で30～40％程度 

出典：“Renewable Energy Technologies:Cost Analysis Series Wind Power”（2012, IRENA） 

摺動部品における摩擦の低減および耐久性向上が必要 

陸上風力発電のメンテナンス費:  USD 0.01/kWh ~ 0.025/kWh 

洋上風力発電のメンテナンス費:  USD 0.027/kWh ~ 0.048/kWh 
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摺動部品の摩擦係数および耐久性向上のための技術 

機械製品の摺動部品 

軸受部材の摩擦係数低減および耐久性向上を目指す 

摩擦係数を低減した従来の軸受部材とその問題点 

金属母相中に固体潤滑物質を分散させた複合材料 ⇒ 自己潤滑複合材料 

従来の自己潤滑複合材料とその問題点 

固体潤滑粒子 

金属母相 

固体潤滑物質と金属母相の接合 

固体潤滑粒子 

金属母相 

固体潤滑粉末と母相粉末の焼結 

・固体潤滑粒子と金属母相の剥離が発生 

・溝切や接合が必要 

・固体潤滑粒子の均一分散で強度が低い 

・製品寸法が焼結装置によって制限 

寸法制限がなく，高強度で低い摩擦係数を有する 
自己潤滑複合材料およびその製造技術が必要 
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本課題が提案する新規自己潤滑複合材料 

本課題で提案する新規自己潤滑複合材料 

固体潤滑粒子が傾斜分散した自己潤滑複合材料 

固体潤滑粒子 

金属母相 

特徴 

摺動面近傍のみに固体潤滑粒子が傾斜分散 

強度，摩擦係数および耐摩耗性に優れる． 

遠心力混合粉末法によって， 

 ”固体潤滑粒子が傾斜分散した自己潤滑複合材料”を製造 
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遠心力混合粉末法とは？ 

G 

回転 
母材溶湯 

高周波コイル 

固相粒子 

母相 

G 

粉末冶金法と遠心鋳造法を組み合わせることで，母材溶湯との濡れ性が悪く
微細な固相粒子を分散させることが可能な独自の遠心鋳造技術．  

固相粒子 

溶湯 

母材粉末 

母材インゴットを溶解し，
鋳型に流し込む. 

鋳型 
母材インゴット 

高周波コイル るつぼ 

モーター 

母材金属粉末と固相粒子
からなる混合粉末を鋳型
に投入. 

母材粉末 

固相粒子 

母材溶湯の熱で母材粉末が
溶解し，固相粒子が複合化. 

特許番号：特許第5077933号 

発明の名称：微細粒子粉末が複合化された微細 

      粒子複合材料の製造方法 

発明者：渡辺義見，佐藤尚 
6 



遠心力混合粉末法にて作製した 

            自己潤滑複合材料の優位性 

従来の自己潤滑複合材料との比較 

固体潤滑粒子をグラファイト(Gr)とした自己潤滑複合材料の場合 

本開発で提案する自己潤滑複合材料の優位性 

固体潤滑粒子と母相の剥離が生じにくい． 

軸受部材の製造で使われている遠心鋳造装置で製造可能． 

製品寸法の制限が少ない．(⇒比較的大きな部材の製造が可能) 

材料の強度が比較的高い． 
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Cu/グラファイト自己潤滑複合材料の作製方法 

混合粉末の作製  Cu粉末の粒径: 25 mm以下  グラファイト粉末の粒径: 50 mm  

攪拌機にてCu粉末およびグラファイト粉末(Gr)の混合粉末を作製  

遠心力混合粉末法  

Cuインゴット 

高周波コイル 
るつぼ 

モーター 

鋳型 

鋳造材  

直径20mmのCu/グラファイト自己潤滑複合材料 

Cu-25vol%Gr, Cu-35vol%Gr 

Cu-45vol%Gr, Cu-50vol%Gr 
混合粉末 

混合粉末 

Cuインゴット: 120 g 

Cuインゴット溶解温度:  

 1160 oC~1190 oC 

遠心力: 32G 

Cu-9vol%Gr, Cu-15vol%Gr 

Cu-20vol%Gr, Cu-24vol%Gr 
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Cu/グラファイト自己潤滑複合材料の評価 

切断  

Cu/グラファイト自己潤滑複合材料の評価 

試料寸法: f20mm×5mm 

摩擦摩耗試験 

試験様式: ボールオンディスク式, 直線往復式 

相手材: 軸受鋼球(SUJ2, f5 mm) 

荷重: 7.85 N 

すべり速度: 40 mm/s 摩耗時間: 7200 s 

振幅: 13 mm 

試料 

相手材(ボール) 

13 mm 

荷重 

組織観察 
光学顕微鏡，走査型電子顕微鏡 
エネルギー分散型分光装置 

Cut 

G 

耐摩耗性は試料に形成した摩耗痕断面積によって評価 

摩耗痕断面積 

グラファイト 

圧縮試験 
試料寸法: 5.3mm×4.3mm×3.5mm 

圧縮速度: 0.21mm/min 
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遠心力混合粉末法にて作製したCu/グラファイト自己潤滑複合材料 

Cu/グラファイト自己潤滑複合材料の微細組織 

出典: Sato et al.: Mater. Sci. Forum, Vols. 783-786 (2014), p. 1579. 

500mm 

Cu 

Gr 

500mm 

Cu 

Gr 

Cu-9vol%Gr複合材料 

Cu-20vol%Gr複合材料 

500mm 

Gr 

Cu 

500mm 

Cu 

Gr 

Cu-15vol%Gr複合材料 

Cu-24vol%Gr複合材料 

遠心力混合粉末法によって
純Cu母相中にグラファイト
粒子が複合化 

グラファイト粒子は摺動面
近傍に均一に分散 

40mm 

グラファイト粒子周囲に鋳
造欠陥などが生じていない 
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遠心力混合粉末法にて作製したCu/グラファイト自己潤滑複合材料 

Cu/グラファイト自己潤滑複合材料の摩擦摩耗特性 

出典: Sato et al.: Mater. Sci. Forum, Vols. 783-786 (2014), p. 1579. 

耐摩耗性: 低 

耐摩耗性: 高 

摩擦係数とGr体積分率の関係 耐摩耗性とGr体積分率の関係 

高力黄銅(従来の軸受材料) ※高力黄銅は0.12mm2 

グラファイト粒子の複合化にて摩擦係数が純Cuの1/2以下に低下し， 

耐摩耗性が向上 

グラファイト粒子の複合化によって降伏応力が低下 

(純Cu:100MPa ⇒ Cu-12vol%グラファイト: 60MPa) 

Cu母相中へのTi添加で高強度化 
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Cu-Ti/グラファイト自己潤滑複合材料の作製方法 

混合粉末の作製  Cu粉末の粒径: 25 mm以下  

グラファイト粉末の粒径: 50 mm  

攪拌機にてCu粉末，Ti粉末およびグラファイト粉末の混合粉末を作製  

・Cu-1.87mass%Ti 

遠心力混合粉末法  

Cuインゴット投入量:  

    Cu-Ti, Cu-Ti/Gr ⇒ 105g 

    Cu/Gr ⇒ 103.2g 

鋳造温度: 1100 oC~1260 oC，遠心力: 62G 

Cuインゴット 

高周波コイル るつぼ 

モーター 

鋳型 

鋳造材  

直径20mmのグラファイト分散型Cu基鋳造材 

Ti粉末の粒径: 90-140 mm  

・(Cu-1.87mass%Ti)-25vol%Gr 

・Cu-25vol%Gr 

3種類の混合粉末 

混合粉末投入量:  

    Cu-Ti ⇒ 12.56g 

    Cu-Ti/Gr, Cu/Gr ⇒ 10.20g 

Cu-Ti試料，Cu-Ti/10vol%Gr試料，Cu/10vol%Gr試料 12 



Cu-Ti/グラファイト自己潤滑複合材料の微細組織 

100mm 

Cu-Ti/10vol%Gr試料の微細組織および組成分布 

グラファイト 

Ti 

Cu 

C 

50mm 

測定位置 

SEMによる組織写真 

エネルギー分散型分光装置(EDX) 

による組成分析結果 

グラファイト粒子周りおよび母相中にTiピークが存在 

Ti化合物が生成 
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Cu-Ti/10vol%Gr試料における第2相の生成 

グラファイト粒子周りの組成マッピング 

グラファイト粒子周りの反射電子組成像および点分析結果 

Cu Ti C 

50mm 50mm 50mm 

母相/グラファイト界面およびCu母相中にTiピークが高い部分が存在 

グラファイト TiC 

Cu母相 

TiC or Cu4Ti (or Cu3Ti) 

Cu母相/グラファイト粒子界面にTiCが生成 

Cu母相にTiC粒子あるいはCu4Ti粒子(or Cu3Ti) 

が分散 

5mm 
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Cu-Ti/グラファイト自己潤滑複合材料の摩擦摩耗特性 
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耐摩耗性: 高 

平均摩擦係数 摩耗痕断面積 
摩耗痕断面積 

Ti添加によって耐摩耗性が2倍以上向上． 

Ti添加によるTiC相やCu-Ti相(Cu4Ti or Cu3Ti)の生成に起因 

グラファイト添加に伴う 

平均摩擦係数低下 

Ti添加に伴う 

耐摩耗性向上 

1.4 
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Cu-Ti/グラファイト自己潤滑複合材料の降伏応力 

Ti添加によって複合材料の強度は向上． 

TiC相およびCu-Ti相(Cu4Ti or Cu3Ti)の形成に起因 

グラファイトの添加によって強度は低下． 

Ti添加によって，強度および低摩擦係数を有する
Cu基自己潤滑複合材料が実現 
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強度向上 
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本技術のまとめ 

遠心力混合粉末法によってCu母相中に固体潤滑粒子であ
るグラファイト粒子が傾斜分散されたCu基自己潤滑複合
材料の製造が可能． 

遠心力混合粉末法にて作製したCu基自己潤滑複合材料は，
純Cuや従来の軸受材料である高力黄銅に比べて，摩擦係
数が1/2以下で，かつ耐摩耗性が2倍以上である特徴を持つ． 

Cu母相へのTi添加によって，強度および摩擦摩耗特性とも
に優れたCu基自己潤滑複合材料を作製することが可能． 

17 



実用化に向けた課題 

現在まで，遠心力混合粉末法にて固体潤滑粒子をCu母相中に複合化する技
術は開発済である．さらに，Ti添加によるCu基自己潤滑材料の強度改善も
解決済みである． 

Cu基自己潤滑複合材料のさらなる高強度化および摩擦係数 

の低減 

適切な熱処理で強度を1.5倍程度改善できる見込み 

本技術をFe基自己潤滑複合材料に対して適用することで，高
温用自己潤滑複合材料の開発を進める． 

現在，フェライト系ステンレス鋼で実施中 

実用化に向けて，円筒形部材の内周面に
固体潤滑粒子が分散できる技術を確立す
ることが必要． 

金属母相 

固体潤滑粒子 
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想定される用途 

本技術を用いて開発した自己潤滑複合材料は，すべり軸受の軸受部材
として適用することで，潤滑油の添加なしで優れた摺動特性を発現で
きる点でメリットが大きい． 

本技術で作製する自己潤滑複合材料は，グラファイト粒子が複合化さ
れているために優れた制振特性も期待できる．よって，工作機械の摺
動部品に適用することで，機械の摺動特性の他に，振動や騒音の減衰
にも優れた部品となることも期待できる． 

開発した自己潤滑複合材料は，冷間圧延などを施すことでレールなど
機械用摺動部品などへの展開や，金型内部の摩擦係数が低い金型に展
開することも可能である． 
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企業への期待 

金属母相 

固体潤滑粒子 

すべり軸受など摺動用部品を製造している企業との共同研
究を主に希望します． 

内周面に固体潤滑粒子が分散した円筒形
状自己潤滑複合材料は，母材の溶解温度
の制御で解決可能だと考えております． 

本技術は，機械のエネルギー損失を低減できる技術である
と思いますので，機械メーカーからのお問い合わせや新し
い用途のご提案も歓迎いたします． 
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お問い合わせ先 

名古屋工業大学 産学官連携センター 

 

TEL: 052-735-5627 

 

E-Mail:  c-socc@adm.nitech.ac.jp 
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