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一般的な金属の酸化物で低摩擦コーティングが実現できれば最高！

環境・エネルギー問題
→ 材料の低摩擦化①省エネルギー技術

【宇宙応用】
MoS2など 原子状酸素の衝突

③有害物質による環境汚染
の問題

→ 無害な摩擦材料
の使用

→ 酸化による摩擦係数
の増大の問題

【高温・高湿度雰囲気】
摩擦材料の酸化

④資源（レアメタル)の問題→ 豊富な摩擦材料
の使用

→ 特殊環境への適
応

②使用環境の拡大
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�� ガス（酸素�アルゴン）、全圧
�����

	� ターゲット：�� ������％

� ターゲット�基板間距離：����
�� 基板裏面温度：����
�� ��出力：����
� サンプルバイアス：無印可
�� 基板：��������
��
�� ベース真空圧：	×������
�� 膜厚：	�� 4
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無コーティングベアリング

�
コーティングベアリングボール
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未コーティングベアリングボール
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前段圧縮系
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【ターゲット】アンギュラ玉軸受けへ+0'ハードコーティンクグと潤滑油へ添加による+0'と
潤滑油分子との電気的・化学的相互作用
の発現による低摩擦化3�エネルギーロスの低減
【基材】 )*)���"ステンレス鋼、)*%�鋼、).�&�セラミックボール
【ベアリング内径】 ��//�
【ボール径】 �����//�+0'コーティング膜厚�～�1/�!�����//�
【使用温度】室温����～���2
【最大接触応力】 �$(,�
【-0値】  ×��#��以上
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