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Effects of surface modification using LB film on damage resistance of soda-lime glass / ○Yoshida, S., 

Yoshida, Y., Soga, N., Matsuoka, J. (U. Shiga Pref.) / In order to control crack initiation in glass, surface 

modification of glass would be critical.  In this study, soda-lime silicate glass is covered with a surfactant film 

using Langmuir Blodgett(LB) method, and the friction coefficient during a scratch test using a cone indenter and 

the crack resistance under sharp diamond indenters are investigated.  It is found that the LB film increases the 

friction coefficient of glass during the scratch test and improves the crack resistance during scratch and 

indentation tests.  
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【緒言】 

スマートフォンやタブレット PC の急激な普及により，ガラスの強度や耐損傷性に注目が集まっている。一方，

ガラスの機械的性質を改善するための取り組みは古くからあり，無機膜や有機膜のコーティングもその一つであ

る。コーティングによるガラスの機械的性質の向上は，膜自身の機械的性質とガラスの表面修飾という二つの効

果によるものと考えられるが，これら二つの効果を切り分けて議論することは困難であり，そのような研究報告例

は少ない。そこで本研究では，ガラスの表面修飾を目的として，ソーダ石灰ガラスの表面にいくつかの界面活性

剤の単分子膜を Langmuir Blodgett(LB)法により成膜し，ガラスの表面状態と耐損傷性の関係を評価することを

目的とした。 

 

【実験方法】 

ソーダ石灰ガラス（松浪硝子工業(株)製 0050）の表面に，界面活性剤の LB 膜を形成した。界面活性剤は，

①陽イオン性のジオクタデシルジメチルアンモニウムクロリド(C18H37)2N
+ (CH3) 2 ･Cl-（以下 TA100 と呼ぶ），②

陽イオン性のトリメチルステアリルアンモニウムクロリド C18H37N
+ (CH3) 3 ･Cl- (以下 STAC と呼ぶ），③陰イオン性

のステアリン酸 C17H35COO- ・H+ を用いた。これら三つの界面活性剤は，いずれも分子内の炭素鎖長（C18 ）が

等しい。また，陽イオン性界面活性剤については，分子内の炭素鎖の数が 2 本のもの（TA100）と，1 本のもの

（STAC）を選択した。さらに，分子内に 1 本の分子鎖をもつ界面活性剤として，陽イオン性の STAC と陰イオン性

のステアリン酸を用いた。 

ソーダ石灰ガラスへの LB 膜の成膜は，LB 膜成膜装置（協和界面科学(株)製 HBM-ED）を用いて行った。

各界面活性剤のベンゼン溶液（0.2 g/L）を蒸留水表面に展開し，各々の分子が十分に凝集する表面圧（20.7 

mNm-1）で水面の界面活性剤膜をガラス表面に移し取った。また，7～9 層程度の累積膜の成膜も行った。 

得られた試料について，ダイヤモンド円錐圧子（頂角 140.6° ）を用いた引っかき試験と，ビッカース圧子を用

いた押し込み試験により耐損傷性を評価した。引っかき試験では，垂直荷重を一定（20 gf）とし，引っかき試験

中に測定した水平荷重 FH と垂直荷重 FN から，総摩擦係数 µ (=FH/FN)を算出した。また，垂直荷重を漸増させ

て引っかき試験を行い，クラック発生荷重を決定する試験も行った。いずれの引っかき試験も同一条件で 30 回

行い，総摩擦係数とクラック発生荷重を決定した。押し込み試験については，ビッカース圧子を用いて荷重 100 

gf で試験を行い，「ビッカース圧痕の頂点の総数」に対する「クラックを有する頂点の数」の割合をクラック発生確

率と定義し，各試料について 120 点の押し込み圧痕の観察結果からクラック発生確率を決定した。 

 



 【結果と考察】 

洗浄したソーダ石灰ガラス表面の水滴接触角が 17° 

であるのに対し，LB 膜を成膜したガラスの接触角は，

TA100，STAC については 50～60° 程度，ステアリン酸に

ついては 100° 程度であり，LB 膜により接触角が増大す

ることが確認できた。 

Fig. 1 に，引っかき試験における総摩擦係数と LB 膜の

累積数の関係を示す。ここでは，垂直荷重 20 gf，引っか

き速度 2000 m/s としたときの結果を示している。Fig. 1

より，いずれの LB 膜についても累積数の増加とともに総

摩擦係数が大きくなっており，引っかき痕の形状が膜の

累積によりほとんど変わらなかったことと併せて考えると，

LB 膜の累積は圧子とガラス間の凝着抵抗を増大させると

考えることができる。 

Fig. 2 に，引っかき試験におけるクラック発生荷重と LB

膜の累積数の関係を示す。Fig. 2 は，界面活性剤として

STAC を用いたときの結果である。クラック発生荷重は膜

の累積数にほとんど依存しないが，LB 膜を成膜すること

で，クラックが発生し難くなると言える。Fig. 3 は，STAC の

LB 膜を成膜したガラスについて，押し込み試験における

クラック発生確率を示したものである。実験誤差は大きい

が，ここでも LB 膜がクラックの発生を抑えている。Fig.2 お

よび Fig. 3 は STAC についての結果であるが，TA100，ス

テアリン酸についてもほぼ同様の結果が得られ，いずれ

の LB 膜についてもクラック発生の抑制効果が認められた。

しかし，LB 膜の種類によってクラック発生の抑制効果に

違いは無かった。 

以上より，ソーダ石灰ガラス上の LB 膜がガラスの耐損

傷性を向上させることが分かった。これは，LB 膜がガラス

表面を疎水性にし，応力下における雰囲気中の水分とガ

ラスの反応が抑制されたためであると考えられる。しかし，

水滴接触角とクラック発生挙動に相関が無いことや，クラ

ック発生の抑制効果に LB 膜種依存性が認められないこ

となど，クラック発生抑制効果のミクロな機構については

不明な点も多い。本研究の結果は，様々な手法によるガ

ラスの強化において，「強化前」のガラスの表面状態を制

御することの重要性を示唆している。 
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Fig. 1  Relation between friction coefficient

 of soda-lime glass during the scratch 
 test and the number of accumulation 
 of LB monolayer. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
80

100

120

140

160

180

C
ra

ck
 in

iti
at

io
n 

lo
ad

 /
gf

Number of accumulation
Fig. 2 Crack initiation load during the

 scratch test of soda-lime glass 
 with STAC LB films. 
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Fig. 3 Percentage of crack formation of
       soda-lime glass with STAC LB films. 

● TA100
□ STAC 
△ Stearic acid


