211

2021 年度日本トライボロジー学会功績賞受賞者

北原 時雄 君

北原氏

北原時雄氏は，1963 年に中央大学理工学部精密機械工学科を卒業後，東京大学生産技術研究所助手，
通商産業省工業技術院機械技術研究所主任研究官を経て，1998 年に湘南工科大学の教授になられた．こ
の間，ミニチュアボールベアリングの摩擦トルク測定法の開発および摩擦特性の要因分析，マイクロマ
シン，マイクロトライボロジー等の研究をされた．マイクロマシンに関しては，マイクロマシンの国家
プロジェクトの立ち上げに中心的な役割を果たすとともに，マイクロファクトリ研究の先陣を切ってマ
イクロ旋盤の開発等を進められた．本会においては，第二種研究会「マイクロトライボロジー研究会」
を立ち上げられ，同研究会幹事としてマイクロトライボロジーの研究を普及させ，理事として本会の発
展に多大なる貢献をされた．

小松﨑 茂樹 君

小松﨑氏

小松﨑茂樹氏は，東北大学大学院修士課程を修了し(株)日立製作所に入社して以来，各種産業機械や
システムにおけるトライボロジーの諸問題について，主に潤滑油の視点から取り組まれた．具体的には，
転がり軸受用グリース，冷間鍛造用潤滑油，冷凍機油および往復動空気圧縮機油などが挙げられる．技
術開発に貢献するとともに，得られた知見は本学会誌トライボロジスト（旧潤滑）に論文および解説と
して多数寄稿されている．グリースに関する研究成果については，
「潤滑グリースの流動性に関する研
究」と題する学位論文にまとめられ，東北大学より工学博士の学位が授与された．本会グリース研究会
の主査および幹事を努められ，書籍「潤滑グリースの基礎と応用」
（養賢堂）の発行にも寄与された．さ
らに，理事 2 期（第 41，42 期）を務められるなど，トライボロジーと本会の発展に多大な貢献をされた．
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佐々木 徹 君

佐々木氏

佐々木徹氏は，一貫して油の酸化生成物のトライボロジー現象の研究を行ってこられた．制御弁の作
動不良やフィルタ目詰まりのメカニズム，発電機用ガスタービンの制御弁表面や軸受潤滑面に吸着した
Varnish の問題等の研究で成果を挙げられた．特に狭い隙間を流れる油の電気現象研究で，①機械が接
地されているため発生する油の電荷が増加，②放電による油分子のせん断でフリーラジカルの生成が促
進される事等を実証し，STLE (Society of Tribologists and Lubrication Engineers）の学会誌 TLT
(Tribology & Lubrication Technology）上で静電気現象研究の先駆者として紹介された．油の酸化生成
物を色で判定する ASTM 規格の制定も提案された．
また，日本の研究者の紹介を積極的に行うことによって，日本のトライボロジー研究レベルの高さを
欧米学会へ示すとともに，故桜井俊男先生（1982）以来選出されていなかった日本人の STLE フェロー
選出にも積極的に働きかけを行われた．

三宅 正二郎 君

三宅氏

三宅正二郎氏は，多くのトライボロジーの先端的な諸分野に挑戦し，パイオニアとして多大の業績を
挙げられた．日本電信電話電気通信研究所においては衛星用アンテナ，磁気ディスク，半導体製造装置
などの駆動機構研究開発に取り組まれ，その後移られた日本工業大学においては，マイクロ・ナノトラ
イボロジー，クリーントライボロジー，ナノスケールの表面評価および機械加工などの研究を主導され
るとともに後進の指導に当たられた．本会においては第 41，42 期の理事，ファイル記憶のトライボロ
ジー研究会および固体潤滑研究会の主査を務められるなど学会の発展に貢献された．
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長谷川
藤田
内舘
阿保
木之下

直哉
工
道正
政義
博

君（NTN 株式会社)
君（NTN 株式会社）
君（岩手大学大学院 理工学研究科)
君（兵庫県立大学大学院 工学研究科)
君（兵庫県立大学大学院 工学研究科）

長谷川氏

藤田氏

内舘氏

阿保氏

木之下氏

Estimation Method of Micropitting Life from S-N Curve Established by Residual Stress
Measurements and Numerical Contact Analysis
自動車や産業機械の内部摩擦の低減に向け，潤滑油の低粘度化が進んでいる．また，自動車などの電
動機では高速化が進み，潤滑油の使用温度が上昇している．いずれも，転がり軸受においての油膜厚さ
の低下要因であり，ピーリング（論文中では Micropitting と表現．突起接触部での転動疲労による微小
剝離の集合体）発生を促進させる．ピーリング寿命は十分な油膜形成下の寿命に比べて短く，予測が困
難であった．
本論文では，著者らが明らかにしたピーリングの発生メカニズムに基づいて，ピーリング寿命を精度
よく推定する方法を提案している．提案法では，運転時に変化する表面粗さ（なじみ）から求めた突起
接触部の応力計算値に，残留応力の測定値を足し合わせ，突起接触部に繰り返される相当応力を求める．
次に，あらかじめ実験的に作成した S-N 線図（相当応力とピーリング寿命の関係）からマイナー則を用
いて累積疲労度を求めて寿命を推定する．この手順は，ピーリング寿命に影響を及ぼす，運転中の残留
応力の変化と，表面処理および潤滑油添加剤によるなじみ挙動の変化を，実験を援用して考慮できる独
創的な方法である．
提案法は，ピーリングを抑制するための転がり軸受の表面粗さの設計だけでなく，表面処理や潤滑剤
の適切な選定に活用できる．また，提案法の応用により，信頼性と低トルクを両立する転がり軸受の表
面粗さの限界設計が可能になり，転がり軸受ユーザーのエネルギーロスの低減にも貢献できる．さらに，
使用中の転がり軸受の継続使用の可否判定や転動疲労の迅速評価法にも活用できる．
以上から，新規性，独創性，実用性を有する本論文はトライボロジー学会の論文賞に値するものと言
える．
対象論文：Tribology Online, Vol. 14, No. 3 (2019) 131-142..
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大久保
田所
佐々木

光 君（横浜国立大学 環境情報研究院)
千治 君（埼玉大学大学院 工学研究科)
信也 君（東京理科大学大学院 工学研究科）

大久保氏

田所氏

佐々木氏

In Situ Raman-SLIM Monitoring for the Formation Processes of MoDTC and ZDDP
Tribofilms at Steel/Steel Contacts under Boundary Lubrication
トライボロジー技術のさらなる向上のためには，摩擦界面で発生するトライボロジー現象を理解する
ことが重要となる．とりわけ，境界潤滑環境下で作動するしゅう動システムでは，潤滑油に含まれる摩
擦調整剤や耐摩耗添加剤の吸着・分解により生成される反応膜によりシステムのトライボロジー特性が
決定されるため，長年その吸着・反応膜の化学的・機械的特性の解析が行われてきた．近年，潤滑油中
の摩擦面における反応膜の種々の特性を時間分解で把握することを目的とした in-situ（その場）もしく
は operando（実動作環境）観察が様々な研究グループから報告されている．CANN & SPIKES らは，Cr の
半透過層と SiO  のスペーサ層をコートしたガラス面-鉄鋼球の接触界面に白色光を入射することで，干
渉縞の色合いから界面膜厚を測定する手法：SLIM（Spacer Layer Imaging Method）を開発し，境界潤滑
下における添加剤由来反応膜の成長挙動について詳細に報告している．また，筆者らは，摩擦・摩耗特
性に加えて摩擦表面における Raman スペクトルの経時変化から摩擦面の化学情報を取得可能な in-situ
Raman 摩擦試験機を開発した．上述した手法により評価できる反応膜の厚さや化学組成の経時変化は，
潤滑メカニズムを把握するための重要因子である．したがって，時々刻々と変化するこれらの因子を同
時に測定することが可能となれば，境界潤滑下におけるトライボロジー現象をより深く理解することが
可能になるものと考えた．そこで筆者らは，摩擦・摩耗・添加剤由来反応膜の化学組成・膜厚等の複数
因子の同時取得を可能とする in-situ Raman-SLIM 摩擦試験機を開発した．本研究では，現在までその
潤滑メカニズム等が多数報告されている MoDTC・ZDDP を単独もしくは複合添加した潤滑油を鉄鋼材
上で摩擦させることで，その反応膜解析を実施し，過去の知見と照らし合わせることで，in-situ RamanSLIM 観察の有効性および他分析法と比較した場合の優位性に関する検証を行った．その結果，in-situ
Raman-SLIM 観察により得られるデータにより，摩擦材料・潤滑油添加剤由来反応膜の化学組成と反応
膜厚の経時変化を摩擦・摩耗との関係として眺めることで，反応膜の生成・破壊プロセスにおける化学
組成・摩擦・摩耗の関係を紐づけることができることが明らかとなった．
対象論文：Tribology Online, Vol. 15, No. 3 (2020) 105-116.
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市村
小森谷
河内
吉原
酒井
董
木村

亮輔
智延
健
径孝
雅貴
大明
好次

市村氏

君（協同油脂株式会社）
君（協同油脂株式会社）
君（協同油脂株式会社）
君（協同油脂株式会社）
君（協同油脂株式会社）
君（協同油脂株式会社）
君（東京大学，香川大学）

小森谷氏

河内氏

吉原氏

酒井氏

董氏

木村氏

玉軸受のグリース潤滑における潤滑寿命の研究（第 2 報）
― 基油の浸透特性にもとづく潤滑寿命の解析 ―
本論文に先立つ第 1 報において，DIN 51821 に準拠したアンギュラ玉軸受の潤滑寿命試験を実施して
潤滑寿命に至る過程を調べ，運転初期のグリースの再配置により外輪端部に形成された油溜まりから付
着層内の浸透によって軌道面に供給される基油の“Feed”と，そこから失われる“Loss”とのバランス
が，潤滑寿命を支配する主要因であるという結論を導いている．その第 2 報として本報では，この結論
の妥当性の立証と潤滑寿命を評価する手順の導出を目的として，グリース中の浸透による基油の動きを
解析した．まず構造の異なるウレアグリース 3 種類について，ろ紙を利用した浸透性試験により基油の
浸透速度を評価する方法を開発し，その結果に LUCAS-WASHBURN の式を適用して，グリース中の基油の
浸透性の指標として用いる等価半径を算出した．次いで運転開始から潤滑寿命に至る過程におけるグリ
ースの状態を，油溜まりと付着層の等価半径の関係として表し，運転中に生ずるその変化を算定して，
“Feed”と“Loss”のバランスが失われる点における等価半径を与える式を導いた．この方法による潤
滑寿命の推定結果は潤滑寿命試験の結果と良好な一致を見せ，第 1 報の結論に理論による裏付けを与え
るとともに，潤滑寿命試験を経ずに潤滑寿命を相対的に評価する手順を提案して，潤滑寿命の長いグリ
ースを開発する一つの方向性を示している．
対象論文：トライボロジスト，第 66 巻，第 2 号 (2021) 159-170.
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金子

正人 君（出光興産株式会社）

潤滑油の高圧物性（第 5 報）―ファンデルワールス型粘性方程式の導出―

金子氏

潤滑油の粘度温度特性について，WALTHER の対数対数動粘度-対数温度線形式が広く用いられている．
しかしながら，WALTHER 式は常圧における炭化水素油や石油製品類の動粘度の温度特性についての実
験式であり，理論解析されておらず，そのままでは高圧粘度に適用することができないことがわかった．
そこで本研究において，新たに高圧粘度に適用できる絶対粘度温度関係式の理論構築を行うこととし，
絶対粘度と温度，圧力との関係について理論解析を行った．その結果，対数対数絶対粘度は温度の 2 乗
に負比例することがわかり，各圧力における対数対数絶対粘度と温度の 2 乗に関する線形式を導出した．
なお，この線形式は絶対零度で粘度が収束することがわかった．
これと並行して，理想液体の粘性について思考実験を行った．既知の理想液体の状態方程式の絶対零
度体積が圧力に依存せず一定であることから，理想液体の絶対零度粘度も圧力に依存せず一定であるこ
とが予想された．この思考実験結果は，理論解析結果と一致した．さらに，対数対数絶対粘度は圧力に
比例することから，圧力を組み込んだ粘度圧力温度線形式を導出した．
この粘度圧力温度線形式は，絶対零度粘度，粘性定数および圧力定数の三つの潤滑油の固有定数から
なる van der WAALS 型粘性方程式であることがわかった．また，この式は理想液体の粘性方程式と一致
した．このようにして導出した van der WAALS 型粘性方程式により，潤滑油の高圧粘度の推算が可能と
なった．
また，本研究の結果から，帰納的に「絶対零度物性は圧力に依存しない固有定数である」という概念
に辿り着き，他の物性（密度，比熱，熱伝導率，屈折率，電気抵抗率等）についても，同様に van der
WAALS 型物性方程式の存在が予想される結果となり，今後の展開が期待される．
対象論文：トライボロジスト，第 66 巻，第 6 号 (2021) 452-460.
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小野

京右 君（東京工業大学）

固体面で飽和する高粘度表面層をもつ液膜の潤滑方程式と傾斜平面軸受の
特性解析

小野氏

添加剤による混合・境界潤滑領域の低摩擦・低摩耗化およびテクスチャによる流体潤滑化のためには，
表面層の高粘度化特性を考慮した潤滑方程式の開発とそれによる薄膜潤滑特性の解明が重要である．
本論文はこの課題に応えるため，飽和高粘度表面層をもつ薄膜潤滑特性を解析できる修正レイノルズ
方程式を定式化し，傾斜平面軸受でモデル化したテクスチャの基本特性を明らかにした．表面層粘度特
性は，バルク粘度 áƟ から壁面粘度 áŹ まで壁面からの距離 z の N 乗の逆数で増加し，表面層厚さ SƠ で（áŹ
 áƟ)/2 となる関数で表現し，運動面のみが高粘度特性をもつ場合について )2 ～ 5 のときの流速の
解析解を導出し，これを数値積分してレイノルズ方程式の修正量を求めた．解析ではまず，実際の潤滑
油の平行膜の等価粘度特性から粘度関数の )，SƠ 等を同定する方法を論じた．次にスライダの固定面に，
長さが '50，250 µm, 傾斜角 0.001 rad の微小な傾斜平面軸受が形成されているとき，áƟ  0.01 Pa  s,
滑り速度 0.1 m/s の低粘度・低速条件下で，SƠ  50 nm，粘度増加率 K ǝáŹ/áƟ10 ，10  の場合について，
単位幅当たりの負荷容量 W，運動面・固定面の摩擦係数を解析した．注目すべき特徴は，1) ) が大きい
場合，最小すきま AƖ が SƠ より小さくなると，2 は ' が小さい方が急激に増加し，AƖ がゼロ近傍でバル
ク粘度の 2 の K ǝ 倍に近い値になる，2) 軸受圧力による軸受面の弾性変形により，AƖ が 2 SƠ 以下にな
るとテクスチャ間の凹凸が平面化される，3) 摩擦係数は，)  5，' 250 µm の場合，AƖ  4 SƠ の領域で
は流体摩擦特性を示し，AƖ が 3 SƠ 近傍で極小値をとり，AƖ  SƠ にかけて増加して極大値を示した後急
減し，添加剤付き潤滑油で見られるストライベック曲線に似た特性を示す．
本論文は，今後，混合・境界潤滑領域の低摩擦・低摩耗化およびテクスチャによる流体潤滑化技術の
進歩に寄与すると考えられる．
対象論文：トライボロジスト，第 66 巻，第 6 号 (2021) 470-481.
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水貝
佐々木
和久田

智洋 君（NTN 株式会社）
克明 君（NTN 株式会社）
貴裕 君（NTN 株式会社）

水貝氏

佐々木氏

和久田氏

トランスミッション用シール付き転がり軸受の低フリクション化技術
CO  排出量削減に向け，自動車のトランスミッション用軸受には，長寿命に加え更なる低トルク化が
求められている．加えて，高速モータを用いた車両電動化の要求により，減速機用軸受には高速化への
対応も求められている．本技術は，トランスミッションおよび減速機用シール付き転がり軸受の低フリ
クション化に関するものである．
トランスミッション内の潤滑油にはギヤ摩耗粉などの異物が存在し，これが軸受の寿命低下を招く恐
れがあるため，①接触シールを用いて異物侵入を防ぐ，②異物寿命に効果的な特殊熱処理を施すなどの
対策がなされる．しかし，①はシールによる回転トルクの増加が避けられなく，かつ，高速回転下では
シールの適用限界速度を超えては利用できない．また，②は異物がない環境に比べると寿命低下が避け
られない．
本技術は，上記①に対して，接触シールのしゅう動面に半円筒状微小突起を設けることにより，油潤
滑下でシールしゅう動面と内輪間に“くさび膜効果”による流体膜を発生させ，回転トルクを従来接触
シール品比で 80％低減し，非接触シールと同等にした．一方，突起高さは微小であるため，寿命を低下
させるサイズの異物の侵入を遮断でき，異物がない環境と同等の軸受寿命を確保できる．また，本シー
ルは従来接触シールに比べ大幅に高い周速下でも使用できる．
以上のように，本技術は，異物混入油中でも十分な寿命を確保しつつトランスミッション用軸受の回
転トルクを低減でき，自動車の省燃費化に貢献できる．また，信頼性の向上により軸受サイズの小型化，
また自動車の軽量化に貢献できる．さらに，従来の接触シール付軸受に比べ 2 倍以上の周速で使用でき
るため，車両電動化に伴う高速化の要求にも応えることができる．
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2021 年度日本トライボロジー学会技術賞受賞者
岡野
浅田
服部

知晃 君（出光興産株式会社）
佳史 君（出光興産株式会社）
秀章 君（出光興産株式会社）

岡野氏

浅田氏

服部氏

界面制御技術を用いた水溶性切削油の高性能化
本技術は，金属の切削加工において広く用いられている水溶性切削油の性能向上に関する技術である．
水溶性切削油の要求性能は，工具・被削材間の潤滑性，消泡性，防錆性などの水系潤滑剤特有の性能に
加え，近年では工場における作業者の安全性を意識した作業環境性など多岐にわたり，これらの異なる
性能を高い次元で実現する必要がある．
中でも，水溶性切削油の主要な要求性能である潤滑性および消泡性は，主成分である界面活性剤（脂
肪酸アミン塩）の種類に大きく依存する．これら潤滑性および消泡性は相反する関係にあり，これらを
両立することは非常に困難とされていた．本課題を解決すべく，中性子反射率測定および FM-AFM を
用いた固／液界面における吸着特性評価手法を，動的表面張力測定を用いた気／液界面における吸着特
性評価手法をそれぞれ新たに確立した．特に動的表面張力測定から算出されるパラメータ（最大動的表
面張力低下速度（ ）
）を用いることで，固／液界面および気／液界面での吸着性の制御がそれぞれ可
能となった．このように独自に確立した吸着特性評価および評価指標を駆使して見いだした，特殊な官
能基を有する新たな脂肪酸アミン塩を適用することで，潤滑性および消泡性を高い次元での両立を可能
とした．以上の知見を活かし，環境対応型高機能水溶性切削油として「ダフニー アルファクール EX-1
（エマルションタイプ）
，WX-1（ソルブルタイプ）
」をそれぞれ新たに開発し，上市した．
また，近年ではカーボンニュートラルへの取組みから，水系潤滑剤への期待が高まりつつある．本技
術は水溶性切削油に限定されず，各種水系潤滑剤に適用可能であるため，今後の水系潤滑剤の開発・性
能向上への貢献が期待される．
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2021 年度日本トライボロジー学会技術賞受賞者
渡邊
田中
長富

和也 君（シェルルブリカンツジャパン株式会社）
啓司 君（シェルルブリカンツジャパン株式会社）
悦史 君（シェルルブリカンツジャパン株式会社）

渡邊氏

田中氏

長富氏

次世代カルシウムコンプレックスグリースの開発
これまで，鉱業や機械産業の発展とともに様々な潤滑グリースが開発されてきた．特に使用環境また
は運転条件が過酷化する中で高温性能に優れるウレアグリースやリチウム複合石けんグリースが開発さ
れ，最近ではカルシウムスルフォネート複合グリースのシェアが増加傾向にある．ここ数年海外におい
ても，カルシウムを原料とした汎用のカルシウム石けんグリースの需要増やカルシウムスルフォネート
複合グリースの生産量が年々増加しており，特にヨーロッパでの需要増の傾向が強く，現在では約 15％
以上がカルシウムを原料としたグリースが占めている．昨今の SDGs に向けた世界の取組みの大きな変
遷の中で，この傾向はますます加速されると考えられ，環境資源，環境保全，並びに安全で取扱性にも
優れたカルシウムなどの原材料を用いた高機能潤滑剤への期待はより大きくなっていくものと考えられ
る．
これまで，当社は，上述した時代背景や環境ニーズに対して，入手性，取扱性，環境適合性の観点で
最適であるカルシウム原料に焦点を当て，市場で要求される高温性能を満足するグリースの研究開発を
行ってきた．そこで，環境性と実用性を両立した次世代カルシウムコンプレックスグリースとして，ガ
ダス S4 Z100A を開発し，本年商品化した．本グリースは，従来のカルシウムコンプレックス増ちょう
剤の組成技術を改良することで，これまでの石けん系グリースでは使用できなかった高温領域で優れた
潤滑性を長期にわたり発揮できることから，機械寿命の延長や省資源化に貢献できる．また，高温性能
のみならず，耐フレッチング性などの特徴的な性能を有することから，様々な用途への展開が期待され
る．
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2021 年度日本トライボロジー学会技術賞受賞者
大下 賢一郎
柳
睦
小見山
忍
佐々木 信也

君（日本パーカライジング株式会社）
君（日本パーカライジング株式会社）
君（日本パーカライジング株式会社）
君（東京理科大学大学院 工学研究科）

大下氏

柳氏

小見山氏

佐々木氏

インターカレーション法によって合成した有機-無機ハイブリッド型固体潤滑剤
冷間鍛造の分野では，1934 年に発明されたリン酸亜鉛皮膜が，潤滑皮膜として現在でも広く用いられ
ている．この皮膜は極めて優れた潤滑性を有し，ほぼすべての加工形態に対応できる万能な皮膜である．
一方で，成膜に化学反応を利用するため成膜効率が悪く，成膜工程から大量の排水や産業廃棄物，CO 
が排出される等，環境負荷が高いことが指摘されている．このような背景から，2000 年以降，生産性の
向上と環境負荷低減を目的に，成膜に化学反応を利用しない塗布型潤滑皮膜への移行が国内外で徐々に
進んでいる．
本技術は，層状粘土鉱物の一種であるマイカの潤滑性向上を目的に，インターカレーション法によっ
てマイカの層間，すなわちへき開面に，有機系潤滑成分であるアルキルアンモニウムを担持させた有機
無機ハイブリッド型固体潤滑剤である．層間に担持されたアルキルアンモニウムはマイカの層間すべり
性を向上させるため，高荷重かつ表面拡大を伴う塑性加工面においてスムーズにへき開し，新生面を効
率的に保護することで，焼付きを抑制する．本技術を塗布型潤滑皮膜に適用することで，潤滑性はリン
酸亜鉛皮膜と同等レベルを維持しつつ，成膜時間は 1/10 未満に短縮され，成膜工程から排出される廃棄
物も 10％未満まで低減することが可能となった．
インターカレーション法とは，層状物質の層間に化学的特性が異なる他の成分を挿入する反応の総称
である．層間に担持可能な成分の候補は無数にあるが，適切な成分を選択することによって，目的に応
じた機能を自在にマイカに付与できる可能性がある．インターカレーション法が近い将来，固体潤滑剤
の高機能化と地球環境保全に大きく貢献することを期待している．
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2021 年度日本トライボロジー学会技術賞受賞者
橋本
小俣
植田
岩永

翔
弘樹
徹
泰弘

君（日本精工株式会社）
君（日本精工株式会社）
君（日本精工株式会社）
君（日本精工株式会社）

橋本氏

小俣氏

植田氏

岩永氏

転動体強化による転がり軸受の高機能化技術
本技術は転がり軸受の転動体を強化することにより，軸受そのものの耐久性向上を実現する材料技術
である．
近年，カーボンニュートラルの実現に向けて，自動車や産業機器の省エネルギー化の要求はますます
高まっている．したがって，様々な機器に使用される転がり軸受においても，軽量化や低トルク化する
ことで社会ニーズに応えていかねばならない．このような背景から，転がり軸受に加わる荷重や潤滑状
態はいっそう厳しくなり，表面起点型はく離などの表面損傷が加速されることが予想される．圧痕起点
型はく離に代表される表面起点型のはく離寿命は，計算寿命よりも極端に短くなるケースがあるため，
この現象に対して長寿命化する技術開発が重要である．一般的には，浸炭窒化などにより，はく離が生
じる軌道輪の残留オーステナイト量や残留応力を制御することが有効である．
一方で，これまでの研究から，軌道面に形成された圧痕縁からの疲労き裂発生には，圧痕縁に作用す
る接線力が重要な役割を果たしていること，転動体の表面粗さが大きくなるほど，軌道輪に作用する接
線力が大きくなることを明らかにした．以上から，はく離が生じる部材そのものではなく，相手材であ
る転動体を強化し，使用に伴う表面粗さの劣化を抑制することによって，軸受そのものの耐久寿命を延
長させるという新たな開発指針を得た．この指針に基づき，表面に微細な炭窒化物を析出させることで
耐異物圧痕性や耐摩耗性を向上した転動体を開発した．本転動体を使用した転がり軸受は，標準仕様と
比較して，異物混入潤滑において約 2 倍のはく離寿命を有し，コストアップを抑制しつつ高耐久化する
ことが可能である．
本転がり軸受は自動車トランスミッション用や工作機械用などに展開されており，様々なアプリケー
ションの省エネルギー化に貢献している．
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2021 年度日本トライボロジー学会奨励賞受賞者
井瀬

景太 君（日本製鉄株式会社）

高温高圧下におけるねじ継手用メタルシールの密封性能基礎評価

井瀬氏

本研究では鋼管用特殊ねじ継手に設けられたメタルシールについて，実使用環境に即した密封性能の
基礎評価手法を確立し，その定量評価を可能にしたものである．
従来，当該メタルシールの密封性能基礎評価においては，ねじ継手の締結/解体時に生じるシール面し
ゅう動等が考慮されておらず，基礎試験でのシール接触状態が実機と異なる可能性があった．そこで実
機と同じシール面のらせんしゅう動，および 180℃，150 MPa の高温高圧環境を模擬できる試験手法を
確立し，より実機に近いシール面の摩耗・接触状態を得た．これにより，各種条件の違いによる密封性
能差の定量評価や，密封に必要なシール接触力の予測を可能とし，例えば，環境配慮型グリース塗布時
に，標準グリース同等の密封性能を得るためには約 2.8 倍のシール接触力が必要であることを示した．
これは実際のメタルシール設計に直接適用可能な知見である．
また，150 MPa の高圧ガスを密封したメタルシール面を直接観察する手法を確立し，密封状態からリ
ーク発生に至るまでのシール面間の様子を初めて観察した．その結果，塗布したグリースの基材がシー
ル面間のミクロなすきまを充てんすることに加え，シール接触部の高圧側のすきまに詰まったグリース
含有固形粒子が補助シールとして機能することで，極めて高い密封性能が発揮されることを明らかにし
た．さらに，高温での密封性能低下とグリースの高温劣化状態の関係を調査し，特に増ちょう剤の網目
構造の崩壊が密封性能の大幅な低下を引き起こすことを示した．
本研究の成果は，学術的および工業的観点から過酷環境でも使用可能なメタルシールや潤滑剤の開発
に大きく貢献するものである．エネルギー産業においては持続可能な社会の実現に向け，原油よりも環
境負荷が小さく水素原料としても活用される天然ガスの開発や，環境配慮型潤滑剤の適用の拡大が重要
である．前者は深井戸化に伴う高温高圧化，後者は添加可能成分の制約などがあり，いずれもメタルシ
ール使用環境の過酷化につながる．また，本特殊ねじ継手は今後拡大が期待される地熱発電用の井戸や，
CO  の回収・貯留（Carbon dioxide Capture and Storage, CCS）用の井戸への適用が期待されているが，
前者では 300℃以上の高温に，後者では 80℃の極低温に晒される可能性があり，一層の密封性能向上
が必要である．本研究の知見の活用によりこれら過酷環境下におけるトライボロジー技術の発展や，カ
ーボンニュートラル社会の実現に貢献していきたい．
対象論文：トライボロジスト，65 巻，第 12 号 (2020) 770-778.
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2021 年度日本トライボロジー学会奨励賞受賞者
今村

貴子 君（昭和電工株式会社）

フラーレンのグリースへの添加効果

今村氏

本研究は，潤滑剤の一形態であるグリースに，ナノサイズのカーボン材料であるフラーレンを導入し，
グリース性能の向上を図った事例である．昭和電工株式会社の近藤邦夫氏，門田隆二氏（現 横浜国立大
学）
，安部禎典氏らと共同で取り組んだ．
グリースは，増ちょう剤のネットワーク構造に基油が取り込まれてなるゲルであり，基油の選択，増
ちょう剤の種類や配合量，調製プロセスによりその性能は異なる．第三成分として添加剤を加えること
で性能の付与・向上も計られてきた．
一方，フラーレンは，C  に代表される炭素元素のみからなるかご状分子である．フラーレンは，炭化
水素系の幅広い油種に導入でき，これまでに，受賞者らは，フラーレンの潤滑油添加剤（特許第 6174496
号）としての特性を検討し，摩擦係数の低下，摩耗の抑制を確認している．加えて，フラーレンが空気
中で 450℃まで気化しないという高い熱安定性も特長である．このように高いポテンシャルを有するフ
ラーレンであるが，潤滑添加剤としての歴史は浅く，実用面においては，この特徴を引き出せる用途の
探索が続けられている状況にある．
本研究では，種々の炭化水素系潤滑油とリチウム石けん増ちょう剤から調製したグリースにおいて，
フラーレン配合の効果を検討した．ここで，カーボンブラックのような固体潤滑剤を油に分散させて使
用する場合とは異なり，フラーレンは基油に溶解（単分子状分散）させた状態で用いた．
潤滑特性においては，フラーレンを配合したグリースでは，フラーレンを含まない場合と比べ，耐荷
重性が向上し，摩擦係数が約 12％低下した．配合方法から考えると，従来の固体潤滑剤の働きとは異な
ると予想される．
また，耐熱性においては，鉱油のグリースでは 200℃に加熱し 60 分維持した時点で，フラーレン配合
時に約 4％の重量減抑制がみられた．フラーレンのラジカルトラップ効果により，熱で分解しラジカル
化した油の蒸発を防いだと考えられる．
さらに，フッ素油からなるグリースに，フラーレン誘導体（特許第 6826694 号）を導入した場合にお
いても，潤滑性能の向上が確認され，化学修飾されたフラーレンにおいてもその機能が期待できること
がわかった．
以上のように，本研究では，フラーレンの添加剤としての機能を要素的に評価したが，その成果は，
フラーレンの利用を実用段階に引き上げるために欠かせない知見である．
対象論文：トライボロジー会議 2020 秋 別府 A19.
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2021 年度日本トライボロジー学会奨励賞受賞者
上田

真央 君（シェルルブリカンツジャパン株式会社）

In-Situ Observation of ZDDP Tribofilm Growth and Its Effect on
Micropitting

上田氏

本研究は，ボールオンディスク摩擦試験機（MTM）を用いてトライボフィルムの成長がマイクロピッ
チングに与える影響を検討し，そのメカニズムを考察した．
近年，燃費向上を目的として潤滑油は低粘度化傾向にある．低粘度化することで流体潤滑下での撹拌
抵抗を低減できる一方，境界潤滑や混合潤滑領域の割合が増加する．このような十分な油膜が介在しな
い潤滑下では，摩耗や疲労などの部材表面損傷リスクが高まる．そのため，しゅう動表面にトライボフ
ィルムを形成して表面を保護する添加剤処方技術が重要となる．一方で，Zinc dialkyl dithiophosphate
（ZDDP）のような優れた耐摩耗性を示す添加剤は，しゅう動部材の馴染みを抑制し，疲労の中でも特に
マイクロピッチングを促進すると報告されている．しかし，トライボフィルムの成長とマイクロピッチ
ング生成の関係は十分に評価されていない．
そこで，MTM を用いて，試験片の硬さと粗さ，また試験条件を制御することで，ボール上にマイクロ
ピッチングを生成させた．試験中に，Spacer Layer Imaging（SLIM）を使用し，ボール表面のトライボ
フィルム成長を同時に観察した．検証にはモデル添加剤として ZDDP を使用し，濃度や種類を変更す
ることで以下の結果を得た．
•トライボフィルム形成なしの場合（基油のみ）
：マイクロピッチングは発生せず，非常に多くの摩耗が
発生した．
•試験初期のトライボフィルム形成速度が遅い場合（低濃度の ZDDP を含有）
：適度な摩耗が発生し，
相手材ディスクの馴染みが促進され，微量なマイクロピッチングのみ発生した．
•試験初期のトライボフィルム形成速度が速い場合（高濃度の ZDDP を含有）
：微量の摩耗のみ発生し，
相手材ディスクの馴染みが十分に起こらず，多くのマイクロピッチングがボール上に発生した．試験
中に相手材ディスクの粗さが高いまま維持されたため，高いせん断応力と引張応力をボールが受けた
ためであると考えられる．
以上から，トライボフィルムの成長とマイクロピッチングの生成を同時に観察することで，潤滑油添
加剤がマイクロピッチング生成に与える影響とそのメカニズムに関して理解を深めた．本研究ではモデ
ル添加剤として厚いトライボフィルムを形成する ZDDP を使用したが，SP 系添加剤でも同様な傾向が
見られると考えられ，優れた耐摩耗性能と耐疲労性能を持つ潤滑油の開発への貢献も期待される．
対象論文：ITC 2019 Sendai, 20-F-6.
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2021 年度日本トライボロジー学会奨励賞受賞者
神田

航希 君（東北大学大学院

工学研究科）

ピコ秒レーザ加工を用いた血漿タンパク質の吸着促進による摩擦低減

神田氏

本研究は，血液用メカニカルシールのしゅう動面における摩擦増加の主因となる血漿タンパク質の変
性・吸着を表面処理技術により制御し，血液中における摩擦を二桁低減させうることを実験的に明らか
にしたものである．
心疾患を有する患者に埋め込まれる補助人工心臓内部のインペラの回転を支持するメカニカルシール
には，血液中における低く安定した摩擦係数の発現が求められる．このような背景において，本研究で
は補助人工心臓実機に搭載されるメカニカルシールの摩擦・密封特性を評価可能な摩擦試験機を設計・
製作し，種々の表面性状を有するメカニカルシールの血液中における摩擦・密封特性を評価している．
はじめに，通常観察が困難とされる血漿タンパク質を間接免疫蛍光染色法により可視化し，血漿タン
パク質の吸着特性と摩擦特性の相関の把握を可能にした．続いて DLC 膜をメカニカルシールのしゅう
動面に施し，変性した血漿タンパク質の吸着を抑制することで血液中特有の不安定な摩擦挙動を抑制す
ることに成功している．さらにピコ秒レーザ加工装置による表面テクスチャをしゅう動面に施すことで，
血液中において摩擦係数が徐々に減少するなじみ現象の発現と実用上十分な低漏れ量の両立が可能であ
ることを見いだしている．
以上のように，本研究は，血液中に多く含まれる血漿タンパク質の変性・凝集・吸着に着目し，さら
にしゅう動面上における血漿タンパク質起因の変性タンパク質膜の形成制御により血液用メカニカルシ
ールの摩擦・密封特性を改善することに成功している．
これは人工臓器のしゅう動部における摩擦の低減を可能にする設計のための重要な知見であり，血液
用メカニカルシールのみならず患者の QOL を飛躍的に向上しうる次世代の人工臓器のしゅう動部の設
計における有益な知見となるものである．
よって本研究は日本トライボロジー学会表彰規程に該当するものと認められる．
対象論文：トライボロジー会議 2020 秋 別府 D26.
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2021 年度日本トライボロジー学会奨励賞受賞者
相馬

実波 君（協同油脂株式会社）

グリース EHL 解析技術 ―低速域における厚膜形成メカニズム―

相馬氏

グリースで潤滑した転がり接触では，低速域において基油で潤滑した場合よりはるかに厚い潤滑膜が
形成されるという特異な現象，厚膜化が認められている．受賞者らのグループは，光干渉法により厚膜
化が生じた潤滑膜に馬蹄形の干渉縞の存在が確認される等の結果にもとづき，厚膜化が EHL（弾性流体
潤滑）の現象であり，入口領域において基油を主体とする低粘性成分が選択的に排除されて増ちょう剤
の濃度が上昇し，その結果グリースの粘度が上昇して膜厚が増加するというメカニズムを提示してきた．
この一連の研究において受賞者らは，グリースを基油と増ちょう剤の二相流として扱うことによって
増ちょう剤の濃度および膜厚を求める EHL 解析に取り組み，二相の流量比を支配する増ちょう剤網目
構造中の基油の透過しやすさを表すパーミアビリティの解析方法を提案するとともに，解析結果を適用
した EHL 解析の妥当性を膜厚測定によって検証している．
今回受賞対象となった論文で中心となっているパーミアビリティの解析においては，遠心離油試験の
結果の解釈に際し，遠心力に加え，グリースの増ちょう剤網目構造の毛細管力の影響を考慮することに
よって解析精度の大幅な向上を実現している．このパーミアビリティの解析方法は，高速軸受のグリー
ス寿命に大きく影響する基油の供給性の評価手法としても有用である．
次いでこの解析を組成の異なるグリースの EHL 解析に適用し，増ちょう剤の種類と濃度，基油の粘
度およびその非ニュートン性が EHL 膜厚に及ぼす影響を明らかにした．
これらの成果は，低速用途における転がり軸受の長寿命化に寄与するグリースの開発に指針を与える
実用上の意味とともに，EHL 理論の新しい可能性を示す学術的な意義をもち，受賞者の今後の研究の展
開を期待させるものである．
対象論文：トライボロジー会議 2021 春 東京 F1.
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2021 年度日本トライボロジー学会奨励賞受賞者
徳田

祐樹 君（東京都立産業技術研究センター）

PBII & D 法による塩素含有 DLC 膜の創製としゅう動特性向上に関する研究

徳田氏

高硬度・高耐摩耗性・低摩擦係数などの優れたしゅう動特性を示す DLC（Diamond-like carbon）膜は，
すでに多岐にわたる産業製品への適用が実現しており，一定の産業市場を有する技術分野にまで成長し
ている．一方で，DLC 膜の更なる高機能化や新たな機能付与など，技術分野として求められる産業ニー
ズは依然として高い水準にある．これらのニーズを満たすことを目的とし，近年では DLC 膜の成膜技
術の改善のみならず，新たなアプリケーションで最大限の性能を達成するための膜構造の最適化や，併
用する潤滑油の最適化など，様々な試みが推進されている．
本研究では，DLC 膜に新たな機能を付与することを目的とし，重畳型プラズマイオン注入成膜法
（Plasma Based Ion Implantation & Deposition；PBII & D）を用いた DLC 膜中への異元素添加技術に着
目した．当該成膜法では，成膜原料に任意の元素を含んだガスを用いることで，目的とする元素を膜中
に添加することができる．一方で，塩素化パラフィンなどの塩素系潤滑油を使用したしゅう動環境下に
おいては，しゅう動界面での摩擦摩耗に伴うトライボケミカル反応により塩化物が生成され，摩擦抵抗
が低減すると報告されている．このような背景を踏まえて，本研究では四塩化炭素（C Cl ）を原料ガス
とした PBII & D 法により DLC 膜を形成することで，これまでに前例のない「塩素含有 DLC 膜」の開発
に取り組んだ．形成した塩素含有 DLC 膜に対し，鉄鋼材料や軽金属材料，セラミックス材料を相手材
としてオイルレス環境での摩擦試験を行った結果，相手材の種類に応じて異なるしゅう動特性を示すこ
とが確認された．特に，アルミニウム合金材料と摩擦をしたケースでは，しゅう動界面が低摩擦化する
だけでなく，塩素含有 DLC 膜とアルミニウム合金の摩耗量がともに低減する傾向が確認された．表面
観察や機器分析の結果，このしゅう動界面にはトライボケミカル反応により「塩化アルミニウム六水和
物」が形成されていること，およびこの塩化物が潮解性を有しており，大気中の水分を吸水することで，
合成基油（poly-Ö-olefin；PAO）と同程度の粘度を有する液状物質としてしゅう動界面に介在しているこ
とを確認した．このことから，吸水により液状化した塩化物がしゅう動界面において潤滑油として作用
することで，低摩擦化，高耐摩耗化を達成したと結論づけた．
本研究成果である塩素含有 DLC 膜は，従来の DLC 膜とは異なるしゅう動メカニズムを有する技術で
あることから，新規的なコンセプトに基づくトライボシステムの構築や，DLC 膜の適用分野の更なる拡
大に貢献できると期待する．
対象論文：トライボロジー会議 2017 春 東京 A33.
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2021 年度日本トライボロジー学会奨励賞受賞者
山下

直輝 君（東京理科大学大学院

理工学研究科）

各種有機系潤滑添加剤が形成する吸着層構造とナノトライボロジー特性の
関連評価に関する研究

山下氏

しゅう動面の低摩擦化によるエネルギーロスの抑制に対する要求は世界中で高まりを見せている．そ
の解決策の一つとして，潤滑添加剤の研究／開発が近年盛んに進められている．これまでの添加剤研究
は，極圧剤によるトライボフィルムの形成に関するものが多く，摩擦場で生じる化学反応則の立証のた
めに，マクロスケール下で摩擦測定を行った後の試験片を洗浄し，形成された膜の組成を X 線光電子分
光法や赤外分光法等で分析するのが主流であった．一方，有機系潤滑添加剤の場合は，洗浄等の後処理
によって吸着状態が大幅に変化するため，潤滑油中での分析が必須となる．そこで本研究では，潤滑油
中での in-situ 分析に拘り，中性子反射率測定によって鉄や銅薄膜を成膜した基板上に有機系添加剤が
形成する吸着層の膜厚や膜密度の分析を行うとともに，潤滑油中での原子間力顕微鏡（AFM）を使った
摩擦測定によって，連続しゅう動時の摩擦係数の変化やその時の摩耗量の精密評価を行った．
水酸基を持つメタクリレート骨格の高分子摩擦調整剤を対象とした研究では，この高分子が形成する
吸着層が 100℃環境下で常温に対して 3 倍の厚さまで膨潤し，それによって表面保護性能と低摩擦特性
が向上することを明らかにした．さらに，一度膨潤した吸着層は常温まで温度低下した後も同程度の厚
さを維持し，膨潤前に測定した摩擦係数と比較して低い値を示すことを確認した．また，常温環境にお
いて 320 MPa の面圧条件下で連続しゅう動を与えた場合，その領域の吸着層は摩耗や圧縮等の理由で変
形するが，100℃で 2 時間加熱してしゅう動部を再観察したところ，しゅう動領域外との判別がつかなく
なり，変形が修復されていることを確認した．
二塩基酸エステル誘導体からなる有機系添加剤を対象とした研究では，25～100℃の温度条件で中性
子反射率測定を実施した結果，この添加剤の構成成分であるコハク酸とアミンの双方が鉄表面に吸着し
て密な膜を形成する可能性を示した．また，コハク酸分子が単体で形成する吸着層は，比較対象である
パルミチン酸と比較して高温時の鉄表面への腐食作用が小さく安定した状態を維持するだけでなく，優
れた摩擦低減効果を発揮することを明らかにした．一方，アミン分子が単体で形成する吸着層は，添加
剤を含まない基油中で計測される摩擦係数よりも大きな値を示すが，摩擦を数回与えただけで急激に値
が低下することを示した．これらの分子で構成される二塩基酸エステル誘導体は，両分子の特長を併せ
持ち，高荷重下での摩擦によって優れた摩擦特性を発揮する状態に迅速に変化することを確認した．
本研究で得られた成果は，低温から高温までの様々な温度環境における幅広い摩擦条件下での有機系
潤滑添加剤のトライボロジー特性の基礎的理解と，しゅう動面の低摩擦化を誘起する有機系添加剤の設
計指針の提示に貢献するものである．
対象論文：トライボロジー会議 2020 秋 別府 G29,
トライボロジー会議 2020 秋 別府 F37.
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2021 年度日本トライボロジー学会学生奨励賞受賞者
新山

恭平 君（豊橋技術科学大学）

PTFE との摩擦における相手材料のフッ化反応への影響要因に関する基礎的研究
― 第二報 酸化層による影響―

新山氏

本研究は，PTFE と金属との摩擦における金属表面のトライボケミカル反応に対して，金属材料の違
い，酸化層や不動態層の影響などを明らかにした．
PTFE と金属とを摩擦すると，多くの場合に金属表面がフッ化し，フッ化金属が形成される．この金
属フッ化物はバルクの金属材料と比較して脆性な傾向にあり，我々は金属表面を摩耗させる要因になっ
ていると考えている．本研究の第一報（野末 真央（現 大同メタル工業株式会社）らの研究成果）にお
いては，ステンレス綱，アルミニウム合金，銅の 3 種類の金属を用いて，PTFE との摩擦による摩耗量
の違いを調べるとともに，フッ酸水溶液との反応性との比較を行い，フッ化反応性が高いほど摩擦によ
る金属表面のフッ化物の生成とその摩耗量も多くなることを示していた．
第二報となる本報では，金属材料の表面に必ず形成される酸化層の存在や，不動態膜の存在に着目し
た．主要な構成元素が同じ金属母材であっても表層の特性は異なり，例えばアルミニウムの表面には薄
い酸化アルミニウムの層が形成され，これによりアルミニウムが錆びないということは広く知られてい
る．金属表層の化学組成や結晶構造などが違えば，PTFE と金属との摩擦における金属表面のトライボ
ケミカル反応にも影響することが考えられることから，この点を明らかにすることを目的とした．具体
的には，鉄系材料として炭素鋼，耐食性に優れたステンレス鋼，ステンレス綱の耐食性の要となるクロ
ム（自然酸化層を有する）での比較，アルミニウム系材料として，表面の自然酸化層，陽極酸化処理等
で表層に作られた酸化層，内部まで緻密な結晶構造を有するアルミナ（Ö-Al O ）での比較を行った．実
験は前報に続き，各種材料をボール試験片として PTFE と擦る摩擦試験，フッ酸水溶液との反応により
フッ化反応性を擬似的に調べる実験，PTFE との加熱接触により熱による化学反応を調べる実験を行っ
た．その結果，一般的に化学的に不活性である物質や，耐食性が高いとされる物質はフッ化物の形成が
少なく，摩擦試験においてはフッ化物の脱離による摩耗も抑えられた．
フッ化による相手金属の摩耗よりも PTFE 移着膜の生成速度の方がはるかに上回る場合には見えて
こない問題であるが，PTFE を相手材料としたときに金属側の摩耗が発生してしまうという問題はしば
しば見られる．このような場合に，相手金属の PTFE とのトライボケミカル反応によるフッ化反応性
に着目すべきであることが明らかとなり，本知見の有用性が期待される．
対象論文：トライボロジー会議 2021 春 東京 B13.
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2021 年度日本トライボロジー学会学生奨励賞受賞者
大久保

尚哉 君（名古屋大学）

ナノすき間でせん断される潤滑油粘弾性に対するポリアルキルメタクリレート系
添加剤の分子量の影響

大久保氏

自動車の燃費向上には，潤滑油の低粘度化による摩擦低減が有効である．ただし低粘度潤滑油は負荷
容量が小さくしゅう動すき間が狭小化するため，摩耗や焼付きが発生しやすい．したがって潤滑油の低
粘度化を達成しつつ，混合潤滑・境界潤滑状態で低摩擦を実現する潤滑技術の確立が必要である．先行
研究において，潤滑油に高分子を添加すると境界潤滑状態での摩擦が低減することが報告された．高分
子添加剤は潤滑油の粘度を増加させ，かつその温度依存性を変化させることが知られている．それらの
効果が境界潤滑での潤滑性に寄与する可能性が考えられるが，詳細なメカニズムは明らかになっていな
い．本研究では，独自に開発したナノレオロジー計測法であるファイバーウォブリング法（FWM）を応
用し，高分子添加潤滑油のナノすき間におけるずり粘弾性を明らかにすることを目的とした．特に高分
子の分子量のずり粘弾性への影響を検証した．FWM はナノメートルオーダのせん断すき間を高精度に
設定したずり粘弾性計測が可能であり，潤滑設計の基礎となる薄膜の力学物性を定量化できる．本研究
では基油（Gr.III 鉱油）にポリアルキルメタクリレート（PAMA）を添加した潤滑油を用いた．分子量は
20 000，60 000，90 000 の 3 種類を用いた．いずれも濃度は 2wt％とした．基板にはシリコン基板にステ
ンレス薄膜をスパッタコートしたものを用いた．基板上に滴下した潤滑剤について，FWM によりずり
粘弾性のすき間依存性を測定した．
基油のみの場合に比べて PAMA を含んだ潤滑油では，いずれの分子量でも数十 nm 以下のすき間で
粘性と弾性が顕著に増大した．また PAMA の分子量が大きいほど，すき間の狭小化に伴う粘性増加な
らびに弾性増加が大きいことを明らかにした．粘弾性の上昇が固体表面に形成された PAMA の吸着層
に起因し，その吸着膜は分子量が大きいほど高粘度であり，かつ高分子の特性である弾性を発現したと
考えられる．またせん断すき間はある一定値（A）以下に狭小化することができなかった．これはプ
ローブ先端と基板との間に高分子添加剤が介在したためと考えられる．A は分子量依存性がなく，概
ね 3-4 nm 程度であった．この結果からすき間に残存した吸着膜は，主鎖が基板に横たわった分子形態
であると推察された．
以上のように，FWM を用いたずり粘弾性計測により，PAMA 添加潤滑油の表面近傍における力学物
性の定量化に成功した．また，ずり粘弾性のすき間依存性から，高分子の表面への吸着形態を推定でき
る可能性があることが示唆された．
対象論文：トライボロジー会議 2021 春 東京 E25.
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2021 年度日本トライボロジー学会学生奨励賞受賞者
吉田

侑矢 君（大分大学）

蛍光スペクトル解析による EHL 膜の粘度分布の測定

吉田氏

本研究は，弾性流体潤滑膜における粘度分布を蛍光スペクトル解析を利用した方法で測定し，その結
果から膜内での油の粘度変化や固体化について検討したものである．
転がり軸受や歯車といった接触部では弾性流体潤滑における油膜形成が行われており，その膜形成に
は高い接触圧力による接触面の弾性変形と潤滑油の高粘度化が影響している．当該分野の課題としては，
従来から潤滑膜内の油の粘度や固体化といったレオロジー特性の理解が挙げられており，そのためには
動的条件で膜内の粘度を測定できる新規的技術が求められていた．これまで，膜内の油の状態は，静的
条件で測定された高圧下の物性値や状態図から考察されてきたが，動的条件で利用できる測定法が確立
されることにより，実際の潤滑面での油の特性が詳細に理解できると考えられる．
本研究では，純転がり条件での弾性流体潤滑膜における粘度測定を行い，接触域の二次元粘度分布を
明らかにした．蛍光法を応用した本測定方法では，蛍光物質ピレンの発光特性に着目し，そのエキシマ
発光の強度と粘度の関係性を利用することで，粘度を測定することが可能となっている．結果より，接
触域入口部でくさび作用による粘度上昇が生じていること，および中心域では油が固体化していること
が明らかとなった．また，このような接触域での粘度上昇は荷重（圧力）の影響を受け，各条件での膜
内の油の状態は潤滑領域図での検討結果に一致することも新たに示した．さらに，接触域内での粘度変
化を二次元的に示すことにも成功し，潤滑面観察における本測定方法の有効性も確認された．
以上のように，本研究は弾性流体潤滑膜における粘度変化を蛍光スペクトル解析を用いた新規的な測
定法により調べたものであり，動的条件での潤滑膜内のレオロジーに関する情報を示したものとなって
いる．本研究で得られた結果は，今後，油膜形成に関わるレオロジーの課題を解決する上で有益な知見
を与えるものと期待される．よって，日本トライボロジー学会表彰規定に該当するものと認められる．
対象論文：トライボロジー会議 2021 春 東京 F03.
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2021 年度日本トライボロジー学会学生奨励賞受賞者
佐藤

魁星 君（東京理科大学）

表面粗さ変化に伴う真実接触部の接触応力増加が ZDDP 反応膜の生成過程に
及ぼす影響

佐藤氏

本研究は，原子間力顕微鏡（atomic force microscopy：AFM）を用いたその場観察手法により，ナノ
オーダの表面粗さが，真実接触部における反応膜の生成促進に影響を及ぼすことを明らかにし，そのメ
カニズムについて論じたものである．
地球環境問題を背景に，機械システムにおけるトライボロジー特性の向上が一層強く求められるよう
になっている．一般に，しゅう動要素は潤滑下において用いられるが，その際に重要になるのが，しゅ
う動表面と添加剤分子との反応と，これによる反応膜の生成である．反応膜は，しゅう動表面において
生成と脱離を常に繰り返し，なじみを経て動的な平衡状態に至ることで，安定したしゅう動状況に至ら
しめる働きをする．なじみ過程における反応膜の生成と脱離過程は，真実接触部におけるナノスケール
での動的な現象に還元することができる．真実接触部を形成する表面突起部では，接触圧力・温度が大
きく変化し，反応膜の生成と脱離を支配する．本研究では，微視的な接触状態を支配する因子として，
表面粗さに着目し，AFM を用いた潤滑油環境下における反応膜の生成過程その場観察手法を用いて，
表面粗さの違いが軸受鋼表面上における反応膜の生成量に与える影響を調査した．
AFM その場観察より，表面粗さの小さな基板上には 30 nm 程度の反応膜の形成が，表面粗さの大き
な基板上では 70 nm 程度の厚い反応膜が形成されることが確認された．このように表面粗さの違いが
反応膜の生成に影響を及ぼす影響を明らかにするため，有限要素法を用いて接触状態の解析を行った．
その結果，表面突起部において塑性流動圧力に達する領域は，表面粗さが大きくなるほど増加すること
がわかった．これより，ナノレベルの表面粗さの違いは，局所的な接触圧力分布に影響を及ぼし，反応
膜の生成量に差となって現れるものと考察した．
本研究は，ナノスケールでの反応膜生成過程のその場観察に AFM を適用する技術を確立することに
より，表面粗さの影響を明らかにしたものであるが，なじみ過程や反応膜による動的平衡状態のメカニ
ズム解明に向けた強力な分析ツールとしての展開が期待される．
対象論文：トライボロジー会議 2021 秋 松江 D1.
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2021 年度日本トライボロジー学会学生奨励賞受賞者
八木

渉 君（京都大学）

MEMS を応用した理想ナノすきまにおける原理的摩擦特性の解明（第 1 報）

八木氏

本研究は，潤滑油分子を挟むしゅう動界面のすべり発現メカニズムの解明に焦点を当て，MEMS 創成
技術を駆使して作製したフィルム状試験片を対向させることによって潤滑剤分子の分子構造を反映した
摩擦特性の取得を目指したものである．潤滑油や添加剤分子は二面間に油膜や吸着層を形成し，固体接
触を防ぐことで低摩擦を発現すると考えられている．しかしながら，我々は「どの層のすべりを低摩擦
として捉えているのか」という本質的な疑問に対する解を有していない．マクロな摩擦試験によって得
られる摩擦力がその解でないと考えられる原因は，マクロな摩擦現象において理論的には境界潤滑と考
えられるしゅう動面においてもミクロな視点で見れば油膜厚さが数 nm と小さい境界潤滑状態や数百
nm と大きい流体潤滑状態が混合しているためである．マクロな摩擦試験から得られる潤滑油の摩擦低
減に関する情報は，これらの混合した潤滑状態から発生するせん断力の総和にすぎない．そのため上述
した解を得るためには，このミクロな視点で見た境界潤滑と流体潤滑を切り分ける必要がある．
そこで本研究では，MEMS 創成技術によって作製された厚さ 5 µm のフィルム状試験片に対して静電
気力によって荷重を加える方式を採用することで，しゅう動二面を面全域で均一に接触させた状態でず
り試験が可能な「ミクロ面接触摩擦試験装置」を作製した．作製した試験装置が潤滑油分子の構造の影
響を反映し得るものであることを確認するために，直鎖の分子構造を有するヘキサデカンおよび環状の
分子構造を有するトルエンをモデル潤滑油としてフィルム間に挟み込んだ状態でずり試験を行ったとこ
ろ，直鎖構造のヘキサデカンを用いた場合は静摩擦から動摩擦に移行する典型的なすべり摩擦挙動を示
した一方，環状構造のトルエンを用いた場合には顕著なスティックスリップ挙動が現れた．これは環状
構造のトルエン潤滑下では，その分子構造の影響により，しゅう動に伴って固体的振舞いと流動的振舞
いが交互に繰り返されたためと推察できる．
MEMS 創成技術を駆使してこのような理想に近い面接触状態での摩擦試験装置を作製した点，また，
それを用いて潤滑油分子構造の影響を反映する摩擦試験結果を得た点は極めて新規的かつ独創的であり，
日本トライボロジー学会学生奨励賞に相応しいものである．
対象論文：トライボロジー会議 2021 秋 松江 D8.
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2021 年度日本トライボロジー学会学生奨励賞受賞者
日比野

公亮 君（名古屋工業大学）

しゅう動 2 面間の動的インピーダンス計測による境界潤滑膜の状態予測に関する
研究

日比野氏

本研究は，低面圧かつ低速でしゅう動する 2 面間に対して動的インピーダンス計測を行うことで，2
面間に介在する境界潤滑膜の状態や構造，さらにはそれらと摩擦特性との相関について検討したもので
ある．
工作機械しゅう動面油として広く用いられる酸性リン酸エステル添加油は，低速度域において非常に
低摩擦を示し，かつ摩擦係数に正の速度依存性を発現することが知られている．これは工作機械におい
てスティックスリップ防止などの動的安定性向上や位置決め精度向上に貢献する．酸性リン酸エステル
が低摩擦かつ摩擦係数の速度依存性を発現するメカニズムについて摩擦後の表面分析結果から検討され
ているが，しゅう動状態でのその場観察による潤滑膜の評価・分析が求められている．
このような背景から，本研究では動的インピーダンス計測に着目した．本手法は，金属同士の接触面
に対して適用できる他，測定周波数変化に対する誘電緩和現象を利用した分極特性から境界潤滑膜構造
に言及できると考えた．本実験では，酸性リン酸エステル添加油を用いて十分ななじみ運転を行い，そ
の後低速度域において摩擦係数を取得すると同時に動的インピーダンスを計測した．
実験の結果，測定周波数全域（～MHz）において，周波数増加に対しインピーダンスは傾き 1 で低
下し，また位相は 90°でほぼ一定となった．これは，境界潤滑膜がコンデンサとして振る舞っている
ことを示し，しゅう動 2 面間が誘電体膜により隔てられていることを示唆している．続いて，試験片を
ヘキサンで洗浄し，潤滑油を新しく用意して同様に低速度域における摩擦係数および動的インピーダン
スの計測を試みた．その結果，全測定速度において摩擦係数は増大し摩擦係数の速度依存性は失われた．
また，インピーダンス値は大幅に低下し，位相は 0°を示した．さらに高周波になるにつれ位相が 90°に
遷移し，同じ周波数でインピーダンス値も増加しはじめた．この結果は，摩擦面の直接接触が生じたこ
とでインピーダンス値が減少し，測定回路内に存在するコイル成分の影響が強く表れたことを示してい
る．すなわち，酸性リン酸エステル由来の境界潤滑膜はヘキサンで洗浄したことにより失われるような
物理吸着膜状の物質であることを示唆している．
一連の結果より，酸性リン酸エステル添加油を用いた場合，摩擦面にアンカーされていないモバイル
レイヤーが存在し，摩擦係数の速度依存性に大きく影響を及ぼしていることが示唆された．以上のよう
に，摩擦試験および動的インピーダンス計測を組み合わせることで境界潤滑膜の状態と摩擦特性の関連
を明らかにした．
対象論文：トライボロジー会議 2021 秋 松江 E33.

25

67-04-受賞者 Page 25

22/03/24 10:29 v3.60

