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2022 年度日本トライボロジー学会功績賞受賞者

加納 眞 君

加納眞氏は，1981 年に日産自動車(株)材料研究所に入社後，2006 年から神奈川県
立産業技術総合研究所，2016 年から東工大・未来産業技術研究所で，トライボロジー
材料に関する応用研究に従事されてきた．その一連の研究の中で見いだされた“潤
滑下の ta-C コーティングの低摩擦特性”では，実際の量産エンジン部品へ適用され
た後，“環境に優しいオレイン酸やグリセリン潤滑下の ta-C の超低摩擦特性”につ
なげ論文発表された結果，今では世界各地でそれに関連した研究が進められている．
本会においては，出版委員として 50 周年記念本『摩擦への挑戦』の発案・企画・編
集に携われた．理事 4期，機能性コーティングの最適設計技術研究会の主査も務め
るなど，トライボロジーおよび本学会の発展に多大な貢献をされた．

加納氏

服部 仁志 君

服部仁志氏は，1981 年 3 月に青山学院大学大学院修士課程を修了後，東京芝浦電
気(株)（現(株)東芝）に入社され，主に回転機械におけるトライボロジーの諸問題
に取り組まれた．代表例には，車載ヘリウム液化機，冷凍空調用圧縮機，マルチス
ライスCT用 X線管があり，これらの開発に貢献するとともに，得られた知見を論
文や解説記事として本学会誌に多数投稿されている．なかでも，「ヘリカルコンプ
レッサ用らせんブレードの開発」と「液体金属軸受を用いたX線管用高速回転機構
の開発」では，本会から技術賞が授与された．さらに，理事・監事含め役員を 47 期
から 52 期まで長く務めるなど，本会の発展に多大な貢献をされた．

服部氏

堀切川 一男 君

堀切川一男氏は，1984 年 3 月に東北大学大学院を修了後，東北大学工学部助手，
講師，助教授，山形大学工学部助教授を経て，2001 年から 2022 年まで東北大学大学
院工学研究科教授を務められた．この間，摩耗形態図の構築による摩耗理論の体系
化，植物を原料とする高機能・多機能炭素材料の開発と応用，超低摩擦ボブスレー
ランナーの開発などに取り組まれ，250 件以上の製品開発にも成功されている．ま
た，我が国の地域産学官連携政策の基盤として評価の高い「堀切川モデル」を確立
され，文部科学大臣賞科学技術振興功績者表彰，産学官連携功労者表彰内閣府科学
技術政策担当大臣賞などを受賞されている．本会においては，第 44，45 期，第 60，
61 期の理事を務めるとともに，ITC Sendai 2019 を実行委員長として大成功に導く
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． 堀切川氏
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2022 年度日本トライボロジー学会論文賞受賞者

上田 真央 君（シェルルブリカンツジャパン株式会社)
Amir Kadiric 君（Imperial College London)
Hugh Spikes 君（Imperial College London）

上田氏

ZDDP Tribofilm Formation on Non-Ferrous Surfaces

近年一般的に使用される低粘度潤滑油は，部材表面を保護するために，しゅう動表面に，例えばジア
ルキルジチオリン酸亜鉛（ZDDP）のような耐摩耗剤のトライボフィルムを効果的に形成することが重
要である．一方で，部材の軽量化や機能向上のために，非鉄金属がしゅう動部に用いられてきている．
しかし，非鉄金属上に生成する ZDDPトライボフィルムの性質や生成反応機構は明らかになっておらず，
非鉄金属表面を保護するためにも上記を理解することは重要である．
そこで本研究は，ボールオンディスク摩擦試験機を用いて鋼と非鉄金属上での ZDDP トライボフィ
ルムの成長やその性質を比較することで，非鉄金属上でのトライボフィルムの生成メカニズムを考察し
た．
境界潤滑，弾性流体潤滑下での ZDDPトライボフィルムの成長を評価することで，非鉄金属の性質が

トライボフィルムの生成に影響を与えることが認められた．例えば，表面に金属元素が存在しない非鉄
金属上にトライボフィルムは生成しなかった．一方で，表面に金属元素が存在する場合，それらが
ZDDPの吸着サイトになり，トライボフィルムの生成を促進することが推察された．また，興味深いこ
とに，それらトライボフィルムは容易に表面からはく離することが認められた．それは，非鉄金属表面
に ZDDP が弱く吸着することにより，生成したトライボフィルムの部材表面への付着力が弱くなるこ
とに起因すると推察された．
以上のように，鋼と比べて，非鉄金属上に生成する ZDDPトライボフィルムの性質やその生成メカニ
ズムは異なることが認められた．本研究ではモデル添加剤・材料として ZDDP と所定の非鉄金属を使
用したが，得られた知見はその他添加剤や材料にも展開できると考えられ，種々の部材に対して優れた
耐摩耗性能を持つ潤滑油の開発への貢献が期待される．

対象論文：Tribology Online, Vol. 15, No. 5 (2020) 318-331.

Kadiric 氏 Spikes 氏
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2022 年度日本トライボロジー学会論文賞受賞者

平 勇人 君（東海大学 大学院工学研究科)

落合 成行 君（東海大学 大学院工学研究科)

平氏

PIVを利用した EHL接触部周囲の油膜における圧力推定手法の検討

現代社会では転がり軸受やトラクションドライブのような転がり接触を利用して摩擦低減や動力伝達
を行う装置があらゆる機械に搭載されている．これらの装置の転がり接触部は弾性流体潤滑（以下，
EHLと称す）状態となっているが，その周囲で形成される油膜およびキャビテーションの形状が，EHL
接触部における潤滑状態に大きく関わっている．EHL 接触部周囲の流体の特性について，既存の研究
では低荷重または低周速の条件で可視化されることが多かったため，著者らの以前の研究では，高荷重
かつ高周速の運転条件下の転がり接触部を再現し，可視化を行っていた．その結果，運転条件の高速化
に対して，既存の研究では考えられなかった現象が見られ，油膜内の圧力分布と関係していると考察さ
れた．しかし，同油膜内の圧力分布の測定は，センサを用いる従来の方法では極めて困難であった．
そこで本研究では，EHL 接触部周囲の油膜に対して，画像情報から流速分布を求める PIV 解析を行
い，さらにそれによって得られた流速の値を用いて，ナビエ・ストークス方程式およびポアソン方程式
を連立して解くことにより，油膜およびキャビテーションの形状と圧力の関係について検討することと
した．その結果，まず油膜後部で周速の増加とともに全体的に圧力が低下することが確認された．高速
運転環境において，低速運転の場合とは逆にキャビテーションは縮小することが確認されていたが，こ
れは油膜後部全体の低圧化により流体が接触部に向けて引き寄せられたためであることが明らかになっ
た．また，油膜後部両脇部から大気が侵入することで油膜破断が生じることが確認されていたが，これ
も圧力推定の計算結果から，油膜内において最も低圧の領域から侵入したためとわかった．
以上の結果より，本論文で示した PIV解析を用いた圧力推定法は，転がり接触部周囲の油膜に対して
圧力変化の傾向を捉えることが可能であり，圧力の観点から転がり接触部の油膜特性を把握する際に有
用な手法であると言える．よって，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：トライボロジスト, 第 66 巻, 第 2 号 (2021) 159-170.

落合氏
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2022 年度日本トライボロジー学会論文賞受賞者

畠中 清史 君（九州工業大学 大学院情報工学部研究院)

本田 あおい 君（九州工業大学 大学院情報工学部研究院)

畠中氏

簡易熱流体潤滑モデルにもとづく真円軸受の新しい設計法

本論文では，真円軸受を対象として，熱流体潤滑軸受の性能解析のための新しいモデル式を提示した．
デザインチャートや複数のモデル式を用いる既存の方法とは異なり，新しい式は簡易熱流体潤滑モデル
および性能解析ツールを用いて構築したデータベースから導き出したものである．導出の手順は次の通
りである．(1)軸受設計変数四つを与えるだけで実用的な精度で軸受性能を予測できる簡易熱流体潤滑
モデルにもとづく性能解析ツールを用いて，軸受設計変数の広範な組に対するデータベースを構築した．
(2)軸受最高温度を例にとり，そのデータベース値が軸受設計変数に対してなめらかに変化する特徴を
有することを示した．(3)軸受最高温度が軸受設計変数四つを変数とするマクローラン級数に展開でき
ると仮定し，これら五つに対して前処理関数による変換を行ったのち，重回帰分析を応用して 70 項から
なる展開式の各項の係数を算出し，軸受最高温度のモデル式を導出した．モデル式による算出値の予測
はデータベース値に対して最大 10％の誤差に収まっている．(4)さらに，t 検定を応用して多項式の項
数を 11 にまで削減し，使い勝手を向上させた簡便な最適モデル式を導出した．最適モデル式では一般
の誤差は大きくなるが，適用可能な軸受設計変数の範囲をわずかに狭めるだけで，たかだか 10％程度の
誤差に収めることができる．(5)他の軸受性能に関しても同様に，モデル式とその最適モデル式を提示
した．導出したモデル式は実験データを用いて検証した．このモデル式を設計工程に取り入れることで，
簡単で迅速かつ直感的な軸受設計が実現可能となる．

対象論文：トライボロジスト, 第 66 巻, 第 7 号 (2021) 548-569.

本田氏
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2022 年度日本トライボロジー学会論文賞受賞者

熊谷 幸司 君（日産自動車株式会社)
劉 函林 君（日産自動車株式会社)
黒河 周平 君（九州大学 大学院工学研究院）

熊谷氏

Non-Linear Wear Propagation Property and Prediction Method Having Influencing Pitting
Failure of Helical Gears

電気自動車への搭載性の観点から，減速機にも更なるコンパクト化が求められており，主要部品であ
るギヤの歯面には高い接触応力が作用する．著者らの先行研究では，高負荷運転条件下において，はす
ば歯車のピッチング寿命とピット発生位置は，歯丈方向と歯すじ方向のマルチディレクショナル摩耗と
の相互作用によって，敏感かつ複合的に影響を受けるメカニズムを示した．苛酷な条件下におけるピッ
チング寿命を評価するには，その複雑な摩耗進展特性を予測できるようにする必要がある．
そこで本研究では，歯面形状逐次変化を考慮した摩耗進展計算法を作成した．また，歯断面を微細セ
ルに分割した摩耗進展モデルおよび摩耗発生クライテリオンを導入し，クライテリオンを超える高い接
触応力状態となった場合にセルが除去され，摩耗が進展することとした．この手法を用い，歯端部形状
の違いをパラメータとして摩耗進展特性を計算した結果，接触応力状態に応じて摩耗進展速度が変化し
た．また，初期摩耗が早く，その後，接触応力が緩和されて摩耗が緩やかに進展する非線形摩耗進展特
性が得られた．
計算で得られた摩耗進展特性の検証のため，歯端部修整を施したギヤを用いて歯車耐久実験を行った．
実験を定期的にストップし，マイクロスコープを使って歯面摩耗状態の変化を詳しく調べた．その結果，
計算結果と同様に初期摩耗と定常摩耗に大別できる非線形摩耗進展特性が得られた．また，その特性に
応じてピッチング寿命とピット発生位置が変化していた．
以上の計算と実験評価によって，歯面形状の逐次変化を伴った非線形摩耗進展特性がピッチング寿命
およびピット発生位置を変化させることが明らかになった．

対象論文：Tribology Online, Vol.17, No.1 (2022) 44-53.

劉氏 黒河氏
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2022 年度日本トライボロジー学会論文賞受賞者

郷田 隼 君（株式会社日本触媒)
小野 博信 君（株式会社日本触媒)

郷田氏

液相カーボンコートによるシリカ球状粒子の潤滑性向上

炭素材料はトライボロジー分野で広く利用されている．その中でも基材に炭素被覆（カーボンコート）
することで潤滑特性を付与する技術が注目されている．ダイヤモンドライクカーボンのような気相製膜
法によるカーボンコートは，基材に大面積で硬質な炭素膜を形成することができ，工業的に広く利用さ
れているが，本質的に粉体や複雑な形状を持つ構造体へカーボンコートすることは困難である．これは
粒子同士の接触部分や陰になる部分に炭素源ガスが届きにくく均一にコートできないためである．その
ため，粉体のような微細構造であっても均一にカーボンコートできる手法が求められている．
日本触媒ではポリフェノール化合物を低温で炭素化させることにより，溶媒への溶解性に寄与する酸
素官能基が豊富に存在する“可溶性炭素材料”を開発している．この可溶性炭素材料の用法として，液
相カーボンコート法を提案した．液相でのカーボンコートを適用することによって，従来技術では均一
なコートが困難であったシリカ球状粒子に，極薄（0.5nm）で均一なカーボンコートを施すことに成功
した．シリカ球状粒子は真球状のため良好な転がり潤滑特性を示すが，その硬さから基材を摩耗させる
欠点があった．本研究で得られたカーボンコートシリカ球状粒子は，コートしていないシリカ球状粒子
と比較して，カーボン層のクッション効果により高い摩耗抑制能を示し，潤滑性と摩耗抑制能の両立を
達成することができた．さらに，カーボンコートシリカ球状粒子は低粘度基油や，グリースのような高
粘度基油のいずれに分散させて用いても低い摩擦係数を示した．今後はシリカ球状粒子以外の材質や形
状をもつ粒子への応用も期待される．

対象論文：トライボロジスト, 第 67 巻, 第 3 号 (2022) 201-206.

小野氏
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2022 年度日本トライボロジー学会技術賞受賞者

加藤 慎治 君（カヤバ株式会社）
黒岩 侑紀 君（カヤバ株式会社）
村田 貴夫 君（カヤバ株式会社）
佐々木 信也 君（東京理科大学 大学院工学研究科）

加藤氏 黒岩氏 村田氏 佐々木氏

自動車用ショックアブソーバの動的摩擦特性評価技術とその制御技術による性能向上

本技術は，ショックアブソーバ（以下 SA）において背反特性とされてきた乗り心地と操縦安定性（安
全性）を両立させるため，作動油の摩擦調整方法を開発したものである．自動車用 SAは，油圧減衰力
によって振動抑制効果を発現する．しかし，乗り心地や操舵感は，油圧減衰力の大きさに比べわずかな
摩擦力の変化（数～数十N）によって，影響を受けることが経験的に知られていた．また，作動油添加
剤の調合により単に平均摩擦力を下げるだけでは性能は向上せず，同じ平均摩擦力を発生させても性能
には大きな差が生じることが確認された．そこで，SAの摩擦特性に着目し，乗り心地と操縦安定性に
及ぼすメカニズムを明らかにするとともに，摩擦特性を支配する作動油の添加剤調整技術の開発に取り
組んだ．
SAのピストンは，振幅と周波数が常に変動しながら往復をする特殊な作動条件でしゅう動運動をす
る．ピストンの運動方向が変わる反転時は，速度が 0となるため油圧減衰力は発生せず，静摩擦を含む
動的摩擦力が相対的に大きな影響力をもたらすことになる．そこで，乗り心地と操舵安定性に影響を及
ぼす SAの摩擦特性は，反転時における動的摩擦特性が重要な役割を担うものと考え，摩擦力変化を高
速取得可能な周波数・振幅可変摩擦評価試験機を開発し，摩擦挙動を定量化するための評価指標を提案
した．作動油添加剤の調合により摩擦挙動を変化させ，評価指標と乗り心地ならびに操縦安定性（安全
性）との関係を明らかにした．以上の知見をもとに，乗り心地と操縦安定性（安全性）の両立と向上に
有効な作動油の摩擦調整技術を獲得した．SAメーカーとして世界で初めて独自の作動油開発に成功し，
乗り心地と操縦安定性を両立させる ProsmoothTM の構成要素技術として実用化に至っている．
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2022 年度日本トライボロジー学会技術賞受賞者

イーグル工業株式会社

表面テクスチャリング技術による低損失と高密封性能を両立したメカニカルシールの開発と実用化

本技術は，メカニカルシールにおいて，表面テクスチャリングの流体潤滑効果を利用することにより，
密封と潤滑という相反する機能を両立させた独創的な形式のメカニカルシールを世界で初めて提案し，
その最適設計指針を示したものである．この新規に考案されたシール機構は，従来のメカニカルシール
の高トルクがネックであった点を解消すると同時にシール性能も大幅に向上させることができるため，
メカニカルシールの技術革新に寄与するものである．
本技術では，メカニカルシールのしゅう動面内に，流体潤滑機構と密封機構をそれぞれ分離独立させ
て配置することにより，摩擦損失を大幅に低減させつつ漏れを抑制する，いわゆる密封と潤滑という二
律背反条件を両立させることに成功した．この技術により，液漏れを生じず，かつ摩擦係数が従来対比
1/100 程度にまで低減できるメカニカルシールが実現可能であることが，実験および数値解析により定
量的に示された．各種回転機械への採用が拡大することにより，世界規模での莫大なエネルギー損失低
減効果が期待できる．
製品化にあたり，並行して独自開発したレーザ加工技術としゅう動環を構成するセラミックスの特殊
成型技術により，自動車部品としての量産にも耐え得る生産性を確保した．その結果，超高速回転を伴
う軸封部など，これまで発熱の大きさがネックとなっていた領域へも新たな適用が拡大しており，多種
多様な分野に技術革新をもたらす可能性を秘めている．このように環境負荷低減のみならず，各分野へ
の技術革新や新規需要の創出等による貢献が期待される．
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2022 年度日本トライボロジー学会技術賞受賞者

馬渕 豊 君（宇都宮大学 大学院工学研究科）

池原 賢亮 君（日産自動車株式会社）
保田 芳輝 君（株式会社堀場製作所）

馬渕氏

AEを用いた潤滑下におけるDLC膜の密着力評価方法の開発

ダイヤモンドライクカーボン（DLC）膜は耐摩耗性や摩擦特性に優れ，自動車をはじめとする工業製
品への適用に向けた研究開発が進んでいる．一方，信頼性の管理項目の一つである密着力の評価に関し，
既存の手法である引っ掻き試験やロックウエル圧痕試験では，実部品を用いた試験結果との相関が不十
分であり，研究開発を迅速に進める上での課題であった．
本技術は，汎用的なBall/Disk 試験機およびAEセンサを用いた，潤滑下におけるDLC膜の密着力試
験方法である．従来のエンジン実部品を用いて行ってきた密着力評価法と良い相関を示し，簡易的な手
法として代替可能である．また密着力の判定にAEセンサを用いることを特徴とし，DLC 膜のはく離
が微小はく離の段階で検知可能であるほか，汎用の摩擦試験機にAEセンサとアンプを加えたシンプル
な構成のため，わずかな投資でDLC膜の密着力評価を実現できる．
一方，多くのユーザーはDLC 膜の密着力評価に適用先の油種を用いると考えられるため，あらかじ
めその影響を把握しておく必要がある．異なる油種と，相手材として鋼ボールと窒化ケイ素ボールの組
合せではく離発生荷重を比較した結果，鋼ボールは油種の影響を大きく受けるが，窒化ケイ素ボールで
はその影響が少なかった．これは試験中の摩耗による曲率変化と粗さの変化が主要因と考えられ，それ
らの因子を反映した潤滑状態λ値との間で強い相関が認められた．このことから，試験中のλ値（曲率，
粗さ）がわかれば，油種や相手材の影響を補正することで，異なる条件の試験結果も比較が可能になる
と考えられる．
本評価法は 2022 年 5 月に ISO4821 として発行され，世界中の誰もが少ない投資で利用できることか
ら，今後のDLC膜の研究開発を大幅に促進することが期待される．

池原氏 保田氏
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2022 年度日本トライボロジー学会技術賞受賞者

谷野 順英 君（出光興産株式会社）
平川 翔太 君（出光興産株式会社）
佐藤 駿 君（出光興産株式会社）
津田 康宏 君（出光ルブテクノ株式会社）
杉中 智洋 君（JFEスチール株式会社)
稲垣 育亮 君（JFEスチール株式会社)

谷野氏

ステンレス鋼用水溶性ベルト研削油の開発と実用化

ステンレス鋼のベルト研削加工は鉄鋼メーカーのステンレス鋼を生産している工場において，ステン
レス鋼の焼鈍による酸化膜の除去や疵取りを目的に行われている．
ステンレス鋼はめっきなどの処理をせずそのまま最終製品に使用されることがあり，高い表面品質が
求められるため，従来は油タイプのベルト研削油が使用されていた．しかし，ベルト研削加工は火花が
発生する加工のため，油剤に引火し火災が頻発していた．そのため，従来から火災防止を目的にステン
レス鋼のベルト研削油を水溶性化しようという取組みが行われてきたが，研削性の不足が課題であった．
研削性不足の具体例としては，①研削ベルトへの被削材の凝着による表面品質の低下，②研削ベルト
の摩耗による研削量の低下および，摩耗した研削ベルトによる細かい研削粉発生による装置の汚れ，な
ど様々な課題があり，油と同等レベルの水溶性ベルト研削油はこれまで実用化できていなかった．
本課題を解決すべく，水溶性油剤タイプとステンレス鋼の組合せによる影響を調査し，その組合せを
最適化することで，ステンレス鋼の高い表面品質を保ちながら，研削量とベルト寿命の低下を抑制した．
上記知見を活かし，高研削性水溶性ベルト研削油として，ダフニーポリッシングオイルWG3 を開発
した．本製品は水で希釈して用いるため，火災の心配がなく，従来の水溶性油剤では達成できなかった
高い研削性により，生産性の向上に大きく寄与することができた．ダフニーポリッシングオイルWG3
は需要家での実機評価をクリアし実ラインに採用され，ステンレス工場の安心・安全な操業に大きく貢
献している．

平川氏 佐藤氏 津田氏 杉中氏 稲垣氏



68-04-受賞者  Page 11 23/03/23 15:49  v4.00

11

227

2022 年度日本トライボロジー学会技術賞受賞者

船橋 雅司 君（NTN株式会社）
﨑原 立己 君（NTN株式会社）
藤尾 輝明 君（NTN株式会社）

船橋氏

高効率固定式等速ジョイント「CFJ」

昨今の 排出量増加に伴い地球温暖化や異常気象の発生等，人間活動が環境に影響を及ぼし社会
問題として取り上げられる中，脱炭素社会実現への取組みが急務となっている．これら社会情勢に合わ
せて，各国において自動車の 排出量や燃費の基準は年々厳しくなっており，その基準を達成するた
めには，自動車に使用されるすべての部品の高効率化が必要となる．
自動車に使用される等速ジョイント（CVJ）は，エンジンやモータの動力をタイヤに伝達するための
回転軸であり，高効率化の必要性が高い自動車部品の一つである．タイヤ側に作動角が大きくとれる固
定式の CVJ，エンジン側に軸方向スライドが可能なしゅう動式の CVJ が使用され，一般に固定式 CVJ
はしゅう動式 CVJ に対し構成部品間の相対すべりを伴う接触箇所が多くあるため，トルク損失率が大
きいことが課題として挙げられる．
受賞対象となった高効率固定式等速ジョイント「CFJ」は，従来の固定式CVJ の構造概念を大きく変
え，ボールが転がる転動溝が内輪・外輪で互いに交差するとともに，隣り合う転動溝が互い違いに傾斜
した独自の「スフェリカルクロスグルーブ構造」を採用することにより，内部部品にかかる力を相殺し
て，世界最高水準の高効率化（従来品に対しトルク損失率を 50％以上低減）と軽量・コンパクトを達成
したものである．
従来品を CFJ に置き換えることで，一般的なガソリン車（燃費 17.6 km/L，車重約 1.5 t，走行条件
WLTP，CVJ 取付け角度 9度）において燃費を 0.62％改善，排出量を 0.96 g/km低減でき，回生走
行のあるハイブリッド車やBEVではさらに大きな効果が見込める．世界で使用される自動車にCFJ が
適用されることで，自動車の燃費・電費向上や 排出量削減によるカーボンニュートラルへの貢献が
大いに期待できる．

﨑原氏 藤尾氏
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2022 年度日本トライボロジー学会奨励賞受賞者

桑原 卓哉 君（大阪公立大学 大学院工学研究科）

桑原氏ZDDP添加基油中でのDLCのトライボケミストリー

2010 年頃から，複数の実験グループは，様々な種類のDLCの ZDDP添加基油中での摩擦試験を行っ
てきた．しかし，摩擦・摩耗特性や ZDDP反応膜形成の有無に関して，実験グループごとに全く異なる
結果を示しており，それらを支配する原子・ナノスケールで起こるトライボケミカル反応の理解は進ん
でこなかった．共通の見解は，DLC 表面上では鉄系表面に比べ ZDDP 反応膜が形成しづらいという点
のみであった．
これに対し受賞者は，往復しゅう動試験・表面化学分析・量子化学シミュレーション・接触力学計算
を組み合わせることで，ZDDP添加基油中でのDLC表面における ZDDPのトライボケミカル反応およ
びDLC の摩耗メカニズムを支配するマルチスケール現象を解明することに成功した．まず，異なるヤ
ング率・水素含有量を有する 5種類のDLCに対して摩擦試験を実施し，高硬度DLC（ta-C）のみが激し
い摩耗を引き起こすことおよび摩耗量と S-C 結合の相関を示した．一方，柔らかい a-C:H や a-C は摩耗
せず，パッチ状の反応膜の形成が確認された．次に，AFMにより得られた表面形状のデータを用いた
接触力学計算により，アスペリティ同士の接触においてマクロスケールで加えられる荷重に比べ 1～2
桁大きな圧力がDLC表面に加わっていることを示した．ta-C では局所的な接触応力は 10GPa に達し，
a-C:H や a-C に比べ 5倍程度大きいことがわかった．また，局所的な接触応力は，表面のRMSスロープ
およびヤング率に支配されることを明らかにした．
さらに，量子化学計算により，DLC表面の化学的な構造の違い（sp /sp 比および水素含有量）は，
ZDDPの反応速度・経路にほとんど影響を与えず，それらは接触応力によってのみ変化することを示し
た．一方，DLC表面の化学構造の違いは，せん断面を変化させる．a-C:H 表面では，水素原子の立体障
害により，摩擦界面でC-C 結合の形成および表面同士の凝着が阻害され，せん断は表面吸着 ZDDP中に
局在化される．しかし，a-C や ta-C では，表面同士の凝着に起因したせん断下での硫黄のDLC 内部へ
の拡散により，DLCの軟化および摩耗が誘起される．つまり，ta-C の摩耗は，接触応力の増加に伴う硫
黄原子のDLCへのドーピングに起因することがわかった．
以上より，原子・ナノスケールの「力学」的応答および「化学」反応にDLCのトライボケミカル摩耗
が支配されることを明らかにした．局所的な接触応力は材料のヤング率・表面粗さにより制御でき，そ
れにより摩擦界面での化学反応，さらに摩擦・摩耗が制御できることを提案した．この知見は異なる材
料へも適用可能であり，トライボケミカルシステムにおいて汎用性の高い設計指針の確立に成功した．

対象論文：トライボロジー会議 2022 春 東京 E18.
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2022 年度日本トライボロジー学会奨励賞受賞者

佐藤 魁星 君（東京理科大学 大学院工学研究科）

佐藤氏AFMその場観察法を用いた真実接触部における ZDDP反応膜の
高摩擦メカニズムの提案

本研究は，原子間力顕微鏡（atomic force microscopy : AFM）を用いた摩擦面その場観察により，ジア
ルキルジチオリン酸亜鉛（zinc dialkyl dithiophosphate：ZDDP）反応膜の高摩擦メカニズムを考察した
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，しゅう動表面の生成と
脱離を常に繰り返し，摩擦・摩耗現象を支配する．そのため，しゅう動面における接触部おける反応場
における摩擦を正確にとらえることが，摩擦メカニズムの探索には重要となる．しかしながら，反応膜
の摩擦メカニズムの多くについては，ex-situ 分析からしゅう動面での摩擦メカニズムを考察するもので
あった．本研究では，AFMを用いることで，真実接触部おける高温潤滑油環境下における ZDDP反応
膜の生成過程をその場観察することに加え，摩擦特性・凝着特性を評価することで，より正確な ZDDP
反応膜の摩擦メカニズム理解を試みた．
AFM摩擦面その場観察結果より，真実接触部においても，ZDDP は凹凸を有する膜の生成を生成し，
膜の生成とともに摩擦が増加することが確認された．また，ZDDP反応膜の粗さと，摩擦特性との関係
に相関関係は確認されなかった．これは，広く知られている ZDDP 反応膜の粗さの増加が摩擦を増加
させるというメカニズムと異なるものであった．そのため，ZDDP膜単体の凝着特性に着目したところ，
摩擦特性と凝着特性に相関関係が確認された．このことから，ZDDP反応膜の高摩擦化は，ZDDP反応
膜の高凝着特性が影響するという新たな視点を得るに至った．
本研究は，反応膜の表面物性から，ZDDP反応膜の高摩擦化メカニズムを考察したものである．本実
験結果は，反応膜の摩擦においても，接触部における凝着が摩擦特性に影響することを示唆しているも
のである．今後，ナノスケールの反応膜生成過程のその場観察技術の発展により，より詳細な摩擦メカ
ニズムが明らかになることを期待する．

対象論文：トライボロジー会議 2022 春 東京 F18.
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2022 年度日本トライボロジー学会奨励賞受賞者

髙原 加奈子 君（株式会社ジェイテクト）

髙原氏グリース技術による玉軸受の耐白層はく離性向上に関する研究

本研究は，グリースの添加剤技術を活用し，効果的に新生面に反応膜を形成させることにより白層は
く離を抑制することが可能であることを明らかにしたものである．白層はく離の抑制に関しては多くの
研究がなされており，特に，自動車の電装補機用軸受での発生が多く，被水環境で用いられるために高
い防錆性との両立が求められている．
白層はく離の形成メカニズムの一つは，金属同士の直接接触により露出した新生面に水素が侵入し，
脆化することと考えられており，この対策には反応膜の活用が有効である．しかしながら，高吸着の防
錆剤存在下においては，極圧剤による反応膜形成効果が低下する．そのため，軸受の実用温度領域にお
いて，極圧剤による反応膜の形成がし難く，耐白層はく離性と高い防錆性を両立することは困難である．
この課題に対し，反応膜を形成する添加剤として，エンジン油などに広く用いられており，環境対応
型極圧剤である ZnDTP のアルキル基構造に着目した．一連の研究において，ZnDTP のアルキル基の
構造を変えることにより，鋼表面への反応膜形成性が向上し，防錆剤との競争吸着による ZnDTP の反
応膜形成の阻害を抑制できることを明らかにした．さらに，組み合わせる防錆剤の種類に関しても研究
を進め，背反する耐白層はく離性と防錆性の両立を可能とするグリース技術を構築した．
省エネルギー化への要求の高まりから自動車部品の小型，軽量化が進み，使用環境の過酷化により，
これまで以上に白層はく離の発生抑制が求められている．本研究成果は，環境負荷懸念物質を添加する
ことなく，白層はく離の抑制を可能とする技術であり，自動車部品の寿命向上，信頼性向上に寄与し，
本分野のグリース技術開発に貢献すると期待される．

対象論文：トライボロジー会議 2021 秋 松江 F17.
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2022 年度日本トライボロジー学会奨励賞受賞者

根本 公紀 君（公益財団法人鉄道総合技術研究所）

根本氏電気鉄道における集電材料の摩擦熱に起因する摩耗形態の分類および
遷移メカニズムの解明

本研究は，電気鉄道における集電材料の摩擦熱に起因する摩耗形態を細分化し，それらの遷移機構を
明らかにしたものである．鉄道総合技術研究所の山下主税氏らと共同で取り組んだ．
電気鉄道の集電材料であるトロリ線とすり板は，従来，その摩耗の要因として機械的摩耗と電気的摩
耗の二つに大別されて考えられてきた．特に機械的摩耗はすべて凝着摩耗であると考えられ，それをも
とに摩耗低減対策が検討されてきた．しかし，機械的摩耗起因で発生する問題には，凝着摩耗で説明で
きないものも多く，それらの対策が求められている．
本研究では，機械的摩耗形態の細分化および摩耗機構の解明のため，しゅう動中の接点温度を測定可
能な試験機を製作し，摩擦実験を行った．その結果，機械的摩耗形態が 4種類存在することを明らかに
し，摩擦係数や摩耗面観察結果からそれらのメカニズムを「凝着摩耗」「焼付き」「アブレシブ摩耗」「軟
化・流動摩耗」と考察した．また，測定された接点温度から，アブレシブ摩耗と軟化・流動摩耗は材料
の軟化で遷移することを明らかにした．
一方，凝着摩耗と焼付きはどちらも材料が軟化しない条件で発現しており，軟化以外の遷移要因を考
察する必要があった．そこで，新たに摩擦熱に起因する接点温度の解析モデルを構築し，接点温度の実
測値と解析値から実験時の接点数を推定した結果，焼付き時の接点数は凝着摩耗時よりも少ないことが
わかり，真実接触点における面圧が銅円盤の硬さを超えることが焼付き摩耗形態の遷移条件であること
を明らかにした．
本研究では実験的観点のみならず解析的観点も用いて，機械的摩耗形態を分類し，その遷移機構を明
らかにした．これにより，現場の摩耗現象をこれまでよりも詳細に説明することが可能となり，摩耗低
減対策提案に大きく貢献できるものと考えられる．また，今回構築した解析モデルとこれまでに構築し
たジュール熱による接点温度解析モデルを統合することで，現場で発現する摩耗形態の予測や集電材料
の設計，集電システムの設計への展開も期待される．

対象論文：トライボロジー会議 2022 春 東京 D3.

トライボロジー会議 2021 秋 松江 F17.
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2022 年度日本トライボロジー学会学生奨励賞受賞者

高崎 大暉 君（福井大学 大学院工学研究科）

高崎氏潤滑油中フラーレンのラジカルトラップ効果と劣化診断法の開発

本研究は，回転圧力容器酸化安定度試験（RPVOT：Rotating Pressure Vessel Oxidation Test）装置を
用いて段階的に酸化させたフラーレン添加油をメンブランフィルタによってろ過し，ろ過後のメンブラ
ンフィルタの色と酸化に伴う紫外吸収スペクトルの変化の関係について調べ，酸化防止剤として添加さ
れたフラーレンの消耗検出法について検討したものである．
近年の環境問題への関心の高まりを背景に，ZnDTP に代わる新たな添加剤の開発が求められており，
フラーレンが注目されている．フラーレンはラジカルトラップ能力を有することから酸化防止剤として
の使用が期待される．既存の酸化防止剤は，リニアスイープ法により酸化防止剤減少率を分析する方法
や，酸化防止剤が持つ官能基の赤外吸収ピークを基に酸化防止剤残存量を測定する方法などを用いて消
耗を検出できることが知られているが，潤滑油中フラーレンの消耗検出法については研究がなされてい
ない．一方で，フラーレン添加油を実環境で使用することを推定すると劣化診断法の開発は重要である．
そこで，本研究では今後様々なトライボ要素への適用が期待されるフラーレン添加油の劣化診断法の
開発を目指し，酸化に伴うメンブランフィルタの変色傾向と紫外吸収特性の変化を調べた．その結果，
フラーレン添加油は酸化に伴って特有の紫外吸収ピーク（330nm）が減少し，メンブランフィルタが退
色することが明らかになった．これは，ラジカルトラップに伴いフラーレンの有する六員環の二重結合
が切断されたことを示唆していると考えられる．また，無添加油ではメンブランフィルタの着色が観察
されないこと，およびろ過前後で 330nm 付近の吸光度に変化がほとんど生じないことから，フラーレ
ン添加油におけるラジカルと未反応のフラーレンはメンブランフィルタに捕捉されていないことが示唆
された．したがって，ろ過によってメンブランフィルタに捕捉された着色物質は 330nm 付近の吸収を
示さなくなったラジカルトラップ後のフラーレン変質物であると推察できる．
一連の結果より，ラジカルトラップ後のフラーレン変質物はメンブランフィルタに捕捉され，その色
情報を用いることで潤滑油中フラーレンの消耗を検出できることを明らかにした．

対象論文：トライボロジー会議 2022 春 東京 A26.
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2022 年度日本トライボロジー学会学生奨励賞受賞者

石﨏 新太 君（東北大学 大学院工学研究科）

石﨏氏端面角部半径が異なるゴムブロックの無潤滑下および潤滑下における摩擦特性

本研究は，端面角部半径が異なる矩形ゴムブロックを無潤滑下および水・グリセリン水溶液潤滑下で
ガラスに対して摩擦させ，ゴムブロックの端面角部半径が摩擦特性に及ぼす影響を明らかにしたもので
ある．
労働災害における転倒事故のうち，4割以上はすべりに起因するものである．すべりによる転倒事故
は油や水で濡れた床面で生じることが多く，濡れた床面において耐滑性に優れる靴底の開発が求められ
る．一般に端面角部が直角なゴムブロックを有する靴底意匠は潤滑下における耐滑性に優れることが知
られているが，靴底意匠の摩耗による耐滑性の低下が懸念されている．これまで，ゴムブロックが消失
するような大規模な摩耗によって摩擦係数が低下することは報告されているが，初期の摩耗に伴うゴム
ブロックの端部形状の変化が摩擦特性に与える影響については研究例が少なく限定的にしか解明されて
いないのが現状である．そこで本研究では，初期摩耗を模擬するため端面角部の曲率半径が異なるゴム
ブロック試験片を作製し，無潤滑下および水・グリセリン水溶液中でのすべり摩擦試験を行うことで，
ゴムブロック端面角部半径の摩擦特性への影響を調査した．その結果，無潤滑下では端面角部半径が大
きいゴムブロックの方が高摩擦を示したのに対して，潤滑液中では端面角部半径の小さいゴムブロック
の方が高摩擦を示した．また，端面角部半径の小さいゴムブロックの摩擦係数は，グリセリン中で摩擦
係数 1.0 を超える無潤滑下以上の高摩擦を示すことが明らかになった．
ゴムブロックとガラス板の接触面を観察したところ，高摩擦を示した端面角部半径の小さいゴムブロ
ックの接触界面には，グリセリン中であるにも関わらず液体の介在しない空隙が形成されていることが
明らかになった．これは，端面角部半径の小さいゴムブロックは応力集中によりブロック前端側からの
液体の流入が抑制されるため，ゴムブロックの変形により生じたすきまに液体が流入せず空隙が残った
と考えられる．この空隙は大気圧よりも低い負圧状態であると考えられ，この負圧による吸着力が垂直
荷重の増加に寄与したことで，無潤滑下以上の高摩擦を示したと考えられる．
以上のように本研究は，ゴムブロックの潤滑液中における高摩擦発現条件ならびにそのメカニズムを
明らかにしたものであり，靴底の耐滑性設計にとって有益な知見となるものである．また本研究は，潤
滑液中でのソフトマテリアルの超高摩擦化の可能性を示すものであり，受賞者の今後の研究の展開が期
待される．

対象論文：トライボロジー会議 2022 春 東京 D5.
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2022 年度日本トライボロジー学会学生奨励賞受賞者

長谷川 智也 君（兵庫県立大学 大学院情報科学研究科）

散逸粒子動力学によるせん断下におけるミセルの挙動解析

本研究は，粗視化シミュレーション手法の一つである散逸粒子動力学（DPD：Dissipative Particle
Dynamics）を用いてグリースの増ちょう剤のせん断挙動を解析したものである．グリースの増ちょう
剤は基油中で会合することで逆ミセルの構造をしていると考えられており，このミセルによって繊維状
の構造，半固形状の性質を保っているとされている．しかし，全原子分子動力学法ではミセルなどの分
子集合体の解析が時間，空間の観点から困難である．そこで本研究では，セッケン系グリースの増ちょ
う剤の粗視化モデルを作成し，せん断挙動の解析のため散逸粒子動力学シミュレーションを行った．
本研究ではまず，セッケン系グリースの粗視化モデルを作成した．増ちょう剤は親水基 1粒子，疎水
基の 2粒子でモデルの作成を行った．基油は二つの粒子で粗視化を行った．シミュレーションボックス
に基油と増ちょう剤をランダムに分散し，シミュレーションを行うと，増ちょう剤の親水基の部分が凝
集して球状のミセルが形成され，時間が経つとひも状ミセルが形成された．
次に，このひも状ミセルにせん断を印加すると，せん断速度が増加するにつれて系の粘度が低下する
という結果が得られた．この粘度の低下はグリース潤滑剤の特徴であるシェアシニングであり，実験結
果と定性的に一致していると考えられる．この粘度の低下は低せん断速度域ではミセルの配向がせん断
方向へ配向していることが原因で起こっているということが明らかとなった．また，高せん断速度域で
は，増ちょう剤粒子の崩壊が起こっているいうことも明らかとなった．
以上のように本研究では，DPDによってグリースの簡単な粗視化モデルから，基油中での増ちょう剤
の繊維構造，ひも状ミセルにせん断を加えた時の挙動を明らかにした．これより，DPDシミュレーショ
ンを用いてグリースの増ちょう剤の繊維構造について解析することが可能であるという推論得られた．
今後は，セッケン系グリースの以外の増ちょう剤のモデリングに加えて，粒子間の相互作用を現実的な
値に近づけることによって，分子レベルでのグリースの更なる解析が期待される．

対象論文：トライボロジー会議 2022 春 東京 D29.

長谷川氏
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張 科 君（九州大学 大学院工学研究科）

張氏Numerical Investigation of Effect of Textured Surfaces in Starvation
Conditions under Reciprocating Motion

テクスチャ表面の利用はトライボロジー特性を向上させる手段として期待が大きく，これまで数多く
研究されてきた．しかしながらいまだその表面の設計方針は実践的な知見によるところが多く，テクス
チャ表面が生み出す潤滑促進機構の理解に基づいた表面設計の確立が望まれている．
本研究では，新しい数値解析モデルおよび高精度数値解析方法を用いて，油不足潤滑条件下でのテク
スチャ表面の効果を調べた．数値解析モデルについては一次元流れを対象とし，潤滑面外での自由界面
を有する潤滑膜と，潤滑面内での表面間に満たされる潤滑膜それぞれの流れの違いおよび潤滑面内外で
の遷移領域を考慮した．そして構築したモデルを移流方程式の高精度数値解析法の一つである CIP-
CSL2 法で解析した．以上の数値解析モデルおよび解法を用いて油不足状態での往復運動条件を運転条
件として選択し，凹型形状のテクスチャ効果を調べた．
その結果，往復運動下で潤滑油量が不足してもテクスチャ表面を用いることで潤滑特性を改善できる
ことが数値解析モデルによって明らかとなった．このときの潤滑面外の潤滑油の流れを調べると，凹型
テクスチャ形状が潤滑面出口を通過する際にテクスチャ内部から潤滑油が引きずり出されていたが，す
べり運動が反転した際に反転前に引きずり出された潤滑油が潤滑面入口部への供給油量を増やし，潤滑
油の不足状態を改善することがわかった．
本研究で得られた結果はテクスチャ表面の流体潤滑特性促進機構の一つを示している．また，提案さ
れた数値解析モデルと採用された解析方法は汎用性が高く，波及効果が大きい．さらに，より現実的な
モデルである二次元流れへの拡張など今後の発展も期待される．

対象論文：トライボロジー会議 2022 春 東京 E4.
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榊原 尚弥 君（福井大学 大学院工学研究科）

榊原氏超低環境負荷潤滑剤を目指した糖アルコールの低摩擦特性とレオロジーの関係

本研究は，植物由来の物質で環境に優しい潤滑剤として期待される糖アルコールの潤滑性能調査とそ
の低摩擦性の解明を目的とし，レオロジーおよび表面科学の観点から糖アルコールがトライボロジー特
性に与える影響について検討したものである．
糖アルコールは砂糖や水飴などと同じ糖質に分類され，果物やキノコなど自然界にも豊富に存在する
物質である．工業的には糖に水素添加して製造され，原料糖よりも熱・化学的に安定であることや，微
生物に分解されにくく衛生的であることが特徴である．
本研究では糖アルコールのすべり軸受への適用を想定したブロックオンリング試験を行い，流体潤滑
条件にて市販潤滑油よりも摩擦係数を最大 25％低下させる検体の存在を明らかにした．この低摩擦性
の要因が糖アルコールの粘度やしゅう動材料表面との相互作用にあると考え，糖アルコールのレオロジ
ー測定と接触角測定を行った．
レオロジー測定では粘度曲線の取得を行い，糖アルコールは摩擦試験程度の高せん断速度ではニュー
トン流動を示したことから，摩擦低減への粘度変化の影響は小さいと考えられる．一方で接触角測定で
はしゅう動材料に対する糖アルコールおよび市販潤滑油の濡れ性を評価した．糖アルコールは接触角が
大きく，約 85°を示した．対して市販潤滑油は約 20°を示した．さらにしゅう動材料に対する糖アルコー
ルおよび市販潤滑油の凝着仕事を求め，摩擦係数との関係を調査した結果，凝着仕事が大きいほど摩擦
係数が小さくなる傾向にあることを確認した．凝着仕事が大きいことは固液界面をつくるときに必要な
エネルギーが大きく，界面を作りにくいと解釈できる．以上のことから，流体潤滑状態で糖アルコール
が低摩擦性を示したメカニズムは壁面スリップ効果による摩擦低減であると提案した．
受賞者らのグループは糖アルコールが食品成分であることから，食品機械への適用を想定している．
より詳細な糖アルコールの低摩擦メカニズムを明らかにすることで，糖アルコール潤滑のトライボ要素
設計方針の構築が期待される．さらに本研究を通して糖アルコールの潤滑に限らず，水を基材とした潤
滑技術開発に対しても貢献していきたい．

対象論文：トライボロジー会議 2022 秋 福井 A21.

2022 年度日本トライボロジー学会学生奨励賞受賞者
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2022 年度日本トライボロジー学会学生奨励賞受賞者

新盛 弘法 君（九州大学 大学院工学研究科）

新盛氏関節液成分が高含水ハイドロゲルの速度-摩擦則に及ぼす影響

本研究は，高含水ハイドロゲルを軟骨組織のモデル材として用い，関節液成分が摩擦挙動に及ぼす影
響を，速度変化の観点から検討したものである．
生体の関節は，表層を覆う軟骨組織および周囲を満たす関節液により，高度な潤滑機能を示すと考え
られているが，完全なメカニズムの解明には至っていない．特に，軟骨組織のような高含水ソフトマタ
ーは特有の摩擦・速度依存性を示すことが知られているが，速度変化と関節液成分を考慮した知見は未
だに乏しい．
本研究では，回転式レオメータを応用した摩擦試験を，関節液成分を含む溶液中で行うことで，関節
液成分と速度変化が摩擦挙動に及ぼす影響を調査した．レオメータは本来粘性や粘弾性などを評価する
装置であるが，測定部をBall-on-plate 型にすることで，レオメータ特有の広い速度域での摩擦測定を可
能とした．試験液として，リン酸緩衝生理食塩水（PBS）をベースに，2種のタンパク質，ヒアルロン酸，
リン脂質の一種であるDPPCを用いた．また，軟骨組織のモデル材として，ポリビニルアルコールハイ
ドロゲルを採用した．
結果として，PBS を基準に比較すると，ヒアルロン酸溶液中では摩擦の低下が全速度域で確認された．
高速度域ではヒアルロン酸による増粘効果が流体膜形成を促進することで，低速度域ではヒアルロン酸
分子が境界潤滑材として介在することで，摩擦が低減したと考えられる．タンパク質溶液中では，低速
度域で摩擦が増大する傾向が確認された．FT-IR の結果，ハイドロゲル表面でタンパク質の凝着・変性
が確認されたことから，タンパク質の構造変化が摩擦挙動に影響を及ぼしたと推察される．DPPC溶液
中では逆に，低速度域で摩擦の低下が確認された．DPPCは両親媒性の物質であることから，親水基を
表面に露出した吸着膜を形成することで摩擦が低減したと考えられる．さらに，これらの関節液成分を
混合させた場合，各成分の効果が速度ごとに重ね合わせとして，摩擦挙動に反映されることが明らかに
なった．
以上のように，ハイドロゲルの摩擦挙動に対する関節液成分の影響は，滑り速度により大きく変化す
ることが実験的に明らかになった．今後，材料側の特性を変化させた場合の摩擦メカニズムを明らかに
することで，人工材料での軟骨組織の再現だけでなく，ハイドロゲルの工学的な応用が期待される．

対象論文：トライボロジー会議 2022 秋 福井 C24.
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佐々木 崚 君（東京理科大学 大学院工学研究科）

佐々木氏エンドミル直接支持型超高速回転静圧空気軸受スピンドルに関する研究

本研究は，半円筒状の静圧空気ジャーナル軸受と永久磁石によりエンドミルを直接支持する超高速回
転のスピンドルにより切削実験を行い，加工精度の評価を行うことで最適加工条件を検討したものであ
る．
近年，情報関連機器や医療機器などの幅広い分野において，製品小型化や大量生産化により，それら
を製作する際に用いられる金型の加工精度の向上に加え，加工コストや加工時間の低減が求められてい
る．そこで，研削加工に代わる仕上げ加工法として，小径エンドミルを用いた高速ミーリング（浅切込
み，高送り加工）が注目されている．この高速ミーリングにて，小径エンドミルを用いて従来の加工法
と同程度の刃先周速を得るには，数十万 rpmの超高速回転スピンドルが求められるが，現在市販されて
いる高速スピンドルの回転数は最高でも 20 万 rpmにとどまっている．
先行研究においては，小径エンドミルのシャンク部を直接静圧空気軸受で支持するスピンドル構造を
提案し，40 万 rpm以上の超高速回転を実現したが，このスピンドルは，エンドミルの交換に際して，装
置の分解が必須であり，実用上の問題があった．
そこで本研究では，エンドミル交換作業の簡易化のため，半円筒状のジャーナル軸受と永久磁石によ
る吸引力により直接エンドミルを支持する構造のスピンドルを提案し，スピンドル回転数 30 万 rpmに
おいて，加工方法，送り方向，送り速度を変化させ，被削材NAK55 の切削実験を行い，加工精度の評価
を検証した．
その結果，送り方向と直角（ローリング方向）に倒れ角を設定し，半円筒ジャーナル軸受の半割面と
垂直方向に送りを与える加工法が最も加工精度が高くなり，送り速度 1 000mm/min，down cut の
条件において，Rz 0.651µm，Ra 0.092µmの加工精度を実現できることが明らかとなった．

対象論文：トライボロジー会議 2022 秋 福井 E10.

2022 年度日本トライボロジー学会学生奨励賞受賞者
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川浦 正之 君（東北大学 大学院工学研究科）

川浦氏多結晶アルミニウム／鉄の摩擦に対する表面テクスチャリングの影響：
反応分子動力学シミュレーションによる解析

本研究はアルミニウム基板上に形成されたマイクロテクスチャが，低摩擦に与える影響を分子動力学
（MD）シミュレーションによって検討したものである．
マイクロテクスチャは ZnDTP などの添加剤の反応を促進する効果が注目され研究が進められている．
一方，アルミニウム基板の構造に着目すると，マイクロテクスチャはしゅう動部の結晶構造に変化をも
たらし，摩擦特性に影響を与えると考えられるが，未だ詳細な検討がなされていない．そこで本研究で
は，単結晶からなるアルミニウム基板および平均粒径 6nmの結晶粒からなるアルミニウム基板と鉄ボ
ールの摩擦MDシミュレーションを行い，マイクロテクスチャによるしゅう動部の結晶構造変化を解析
することで，摩擦特性への影響を考察した．
本研究では，単結晶のアルミニウム基板においてマイクロテクスチャは，しゅう動中に基板内部の転
位密度を上昇させることを明らかにした．このことは加工硬化による硬度上昇につながると考えられる．
また，多結晶のアルミニウム基板ではナノサイズの結晶粒の粒成長を促進する作用があることも明らか
にした．ナノサイズの結晶粒成長は，逆ホールペッチ効果をもたらし，硬度の上昇へつながると考えら
れる．これらの結果から，アルミニウム基板においてマイクロテクスチャは転位密度の増加と結晶粒成
長を促進し，硬度を上昇させることで，凝着を抑制し，低摩擦化に寄与することが示唆された．
以上のように，MDシミュレーションによって，アルミニウム基板上のマイクロテクスチャは基板の
結晶構造を変化させ，硬度の上昇を促進し，低摩擦化をもたらすことが示唆された．本研究で提案され
た結晶構造変化に対するマイクロテクスチャの効果の知見は，アルミニウムを用いたしゅう動材料の低
摩擦界面の設計に貢献するものである．

対象論文：トライボロジー会議 2022 秋 福井 F30.


