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DLC 膜のラウンドロビンテスト
－ ISO18535 に向けた公設試験研究機関の取り組み －
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表面改質技術の一つである DLC（Diamond-like Carbon）コーティングは、1970 年代より本格的な研究が始
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業分野として市場を形成するほどに成長しています。このような流れの中で、2016 年３月に DLC 膜の ISO 規格
（ISO18535）が制定されました。今回は、この規格に向けた全国の公設試験研究機関の取り組みをご紹介します。
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※ラウンドロビンテスト：測定方法や装置
の信頼性を検証するために、複数の試験
機関で同一の試料を用いて測定を行う試
験方法。

的とした成膜加工となっています。
表１ ISO18535 の評価条件の概要

DLC 膜の利用拡大を受け、2016 年
３月に ISO18535 が制定されまし
た。この規格は、DLC 膜の摩擦摩
耗評価に関する規格であり、DLC
膜に関する世界初の国際規格です。
ま た、2018 ～ 19 年 の 制 定 を 目
指し、日本とドイツにより共同で
DLC 膜の分類に関する提案が行わ
れています。加えて、分光エリプソ
メトリを用いた DLC 膜の評価に関

基板

表２ ラウンドロビンテストに使用した
DLC 膜とその摩擦摩耗試験結果
の概要

成膜法

PBII&D

膜厚

1.0 µm*¹

ID/IG

0.67*²

sp³/（sp²+sp³） 0.33*³
水素量

9.8at%*⁴

硬さ

14.5 GPa

摩擦係数
0.04 ～ 0.17
（1000m 平均）
摩耗率（10-¹⁶） 1.4 ～ 19.7 m³/Nm
*1：図１参照
*2：ラマン分光分析による測定
*3：X 線光電子分光分析による測定
*4：弾性反跳検出分析による測定

材種指定なし
ただし、Ra<0.02 µm が望ましい
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ように、今後も各機関の連携を強化
していく予定です。
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DLC 膜の摩擦摩耗評価に関する世界初の国際規格です。2016 年３月

0.1 m/s

摺動半径

3 mm 以上

に制定されました。評価条件の概要は表１に示すとおりですが、他に前処

摺動距離

1000 m

理（洗浄方法）や評価環境（温度、湿度など）について規定されています。

球形状で材種指定なし
φ 5 mm 以上、Ra ＜ 0.1 µm が望ましい

一方、装置については特に指定がないため、都産技研では、CSM 製のト

接触子

備考：ISO18535 より、代表的な評価条件を抜粋

SEI 15kV

x10,000 1µm

ライボメーターにて対応しています。

図１ DLC 膜の断面観察
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ます。

1000 m の平均）は、0.04 ～ 0.17

DLC 膜厚
線速度

に小さくする必要があると考えてい
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