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第1章 序論

1.1 研究の背景

多くの機器の潤滑は潤滑油やグリースによって行われており,適切なメンテナンスを行うこと

で長期にわたり安定した潤滑状態が実現する.なかでも潤滑油は,発 電用タービンや水車な

どの大型機械や内燃機関など,高い耐久性と信頼性を要求される機器をはじめ,多 様な用途

の軸受に広く用いられている.これは,流 体潤滑モデルに基づく理論計算により,かなり正確

な性能設計が可能であるからである.一方,グ リースは転がり軸受の封入用潤滑剤として大量

に用いられる他,家 電,OA機 器の軸受や歯車の潤滑に多用される.

一方
,潤 滑油やグリースが使えない条件で作動しなければならない機器があり,これらには

固体潤滑剤が使用される.固体潤滑剤としてはプラスチックなどの有機物質,二 硫化モリブデ

ンや黒鉛に代表される無機物質,金,銀,鉛 などの金属,お よびこれらの複合材料があげられ

る.これらはもとより固体であるので潤滑油のような流動性はないが,一 般にせん断に対し変

形が容易な材料であるので,これが低い摩擦係数をもたらしている.しかし潤滑油やグリース

に比べると摩擦係数は高くなる.また,せ ん断変形から破断に至って摩耗粉となり,摩擦面か

ら排 出されやすいので,一 般には寿命が短い.そ のため潤滑油やグリースのように広範には

用いられていないが,1.3に 述べるように真空中や高温雰囲気などの特殊環境で動作する機

器には不可欠な潤滑剤である.また,環 境対策やメンテナンスフリー化の配慮が求められる近

年では,従 来はコスト面から固体潤滑剤の適用が見送られていた用途にも,潤 滑油やグリー

スに代わって使用されるケースが増えつつある.

固体潤滑剤の中で,もっとも一般的で重要な材料のひとつが二硫化モリブデンである.性 能

と価格がバランスし,粉体という扱いやすく応用範囲の広い原料形態で供給される二硫化モリ

ブデンは,今 後も優秀な固体潤滑剤として用途を広げていくであろう.

二硫化モリブデンは,もうひとつの代表的固体潤滑剤である黒鉛に比較するとやや高価で

あるが,条 件によっては黒鉛を大きく上回る潤滑性を示し,特 に乾燥空気中や真空中などで

優れた特性を持つ.こ のため,宇 宙用や半導体製造装置用をはじめとする真空用固体潤滑

剤として多用され,多 くの実績を持つ.二 硫化モリブデンはこのように広く用いられる一方,使

用法 によっては潤 滑 効 果 が低 く,逆 にアブレシブな特性 を示 す ことが津谷[1]や

Lancaster[2]に よって示されており,扱いにくい一面を持つことも知られている.

二硫化モリブデンの扱いにくさは摩擦摩耗の挙動が雰囲気の影響を強く受けて変化するこ



とにある.図1-1に 主要な固体潤 滑剤 が湿潤大気 中(相 対湿度40%以 上)と 乾燥 大気 中(同

20%以 下)で 示す摩 擦係数 の 目安 値を示 す.一 般に固体潤 滑剤の潤滑性 は雰 囲気の影響

を強く受 け,二 硫化モリブデンもその例に漏れない.し かしながら,総 体 には固体潤 滑剤 の中

でも摩擦係 数 が小さい材料 ということができ,乾 燥した環境では摩 擦係数 が0.1を 切ることも

期待できる.ま た,真 空 中では摩擦係数0.02を 得ることもあり,条 件をそろえて摩擦を行うと,

検知が困難なほどの低摩擦を示すことがMartinら[3]に よって報告され ている.

一方
,相 対湿度20%～30%を 超えると,摩 擦係数 は0.2を 超え,寿 命も低 下することが多

くの研 究で示されている(た とえば文献[4-7]).加 えて,摩 擦以前 に中～高湿度環境 中で保

管されると,摩 擦 上昇 や寿命劣 化が見られることも報告されている(た とえば文献[8-10]).

すなわち,通 常の大気 中では黒鉛やPTFEな どと比較して特 に優れた潤 滑剤とはいえない場

合がある.Lansdown[11]が まとめているように,水 分以外でも極性を持つ気体 中では摩擦

は増加す る.

図1-1 主要固体潤滑剤の摩擦係数の目安値

以上のように,二 硫化モリブデンは産業上重要な固体潤 滑剤 として広く認 知されているもの

の,そ の摩擦 摩耗特性 は,使 用環境 によって大きく変動 するので予測 が困難 という面もあり,

実 際の使 用 に当たって躊 躇する場 面が多いと思われる.ま た,使 用 環境 による二硫 化モリブ

デ ンの摩擦 摩耗特性 変化のメカニズムは未だ十分 に明らかになっておらず,二 硫化モリブデ

ンがより簡便 に,広 い条件 で使用できるようになるためには,こ の点の解 明が必要である.



1.2 二硫化モリブデ ンの潤 滑機構 と使用方 法

二硫 化モリブデンの結晶構造を図1-2に 示す.モ リブデン原子Moと 硫黄原子Sは 強固な

共有結合で結 ばれ,こ れ らの層 間はゆるやかなファンデルワール ス結合 で結 ばれてお り,層

状の結晶構造を示 す.こ の強 固な共有結合の層 が荷 重を支えて摩擦物 体間の直接 接触を阻

み,摩 擦 に際しては層間が容易にす べって摩擦抵抗 が小さいことが二硫化 モリブデンの良好

な潤滑性の原 因と考えられている.化 学的 には比較 的安定で,多 くの酸に対して耐性 があり,

腐食 環境 に強い.熱 的 には真 空 中では1050℃ の昇華 温度まで安 定であるが,大 気 中では

350℃ あたりから酸化 が始まるので,大 気 中ではあまり高温の潤 滑には使用できない.

図1-2 二硫化モリブデンの結晶構造

二硫 化モリブデンもそのひとつである遷移 金属 ジカル コゲナイドは層状結 晶構造 を持 つも

のが多いが,二 硫 化モリブデ ンのような良好な潤滑性 を示すものは二硫化タングステンや セレ

ン化モリブデンなど少数である.Jamisonら[12-14]に よると,層 間距離と層 内の単位格 子

定数 の比 がある値を超 えた遷 移金 属ジカルコゲナイドに潤 滑性 が現れ,層 間距離 が相 対 的

に大きくないと潤 滑性 がないとしている.

また,層 状結 晶構造を持 っていて層 間の結合が弱い材 料には,遷 移金属 ジカル コゲナイド

の他にたとえば雲母 があるが,こ れ はへき開が容易であっても層 間のせ ん断は容易ではなく,

潤 滑剤 としては不適である.同 様に層状結晶構 造を持つ物 質として知られ ている黒鉛 は,層

間が二硫 化モリブデンのようなファンデルワールスカ のみ による結合ではなく,電 子の π結合

による比較的強い結合力が働 いているともいわれてお り,層 間すべ りは二硫化 モリブデンのよ

うには容 易におこらず,水 蒸気などの吸着があってはじめて層 間す べりが容 易となる.



すなわち層状結晶構造はそれ 自体が物質の潤滑性に直接結びつくものではなく,二硫化

モリブデンが良好な潤滑性能を示すのは,層 間すべりの発現に有利な原子の大きさと原子間

の電子分布を持つまれな物質であるからである.

このせん断しやすさに加え,二 硫化 モリブデンを優秀な潤滑剤たらしめている理 由は,下 地

への付着 性の良さである.固 体潤滑剤 は,液 体潤 滑剤 のように流動 によって摩擦 面内に容易

に再侵 入することができないので,摩 擦 部から一旦排 出された分 は潤滑 に寄与しなくなる.し

たがって,一 定 量の固体潤 滑剤 が長期 にわたって潤 滑性 を発揮し続 けるためには,一 方でせ

ん断摩擦 の小さい「流 動性 」を保持しつつ,他 方では下地 に強固に付着して摩擦部 にとどまる

必要がある.ま た,二 硫化 モリブデン結 晶の層 間す べりによる低 摩擦 を実現 するためには,相

手面にも移 着して二硫化 モリブデン同士が摩擦するという状態を実現す る必要 がある,

二硫化モ リブデンの持 つ層状構 造がこの背反 した要求をある程 度両立させ得るメカニズム

は,下 地に塗 り付 けられた状態 で摩擦 を受 けた二硫化 モリブデ ンの構造 の模 式図(図1-3

[15])を 用いて,以 下のように説明されている.

図1-3 摩擦を受 けた二硫 化モリブデン

塗り付け膜の構造[15]

すなわち,層 状結 晶の端面(図1-2左 図 にお

ける結晶エッジ面,以 後エッジ面と呼ぶ)が 下地

に付 着 し,層 が 下地 面か ら垂直 に立ち上がり,

表 面にはこの立った層の上 に下地 に平行 に(す

なわち摩擦 方 向に)配 向した層状分子 が並ぶ.

層 状分子 のエッジ面は層 表面 に比 べ活 性であり,

自身や他 の物質 に吸着しや すい一このため,立 っ

た層状分 子が表 面の平行配列 分子 と下地とを結合することで,下 地への付着性 と表面でのす

べ りを両立させていると考えられる.

またHolinskiら[16]は,相 手面 が金属酸化物のような極性物質であるときには,層 内の

硫 黄原子 の電子 分布が局在化 しているため,相 手表面 に層が平行 に吸着することも指摘して

いる,こ の平行に吸着する力 はファンデルワールスカである二硫化 モリブデンの層 間力よりも

強く,摩 擦 によって二硫化モリブデンの層間がすべるときにも容易 にはがれない.

図1-4はMoserら[17]が 撮 影した,ス パッタリングにより成長 させ た二硫化モリブデン膜

に摩 擦を加 えた時の膜 断面の透過 型電子顕微鏡(TEM)写 真の例である.Moserら は特 に

言及 していないが,金 属 の下地直上 には非 常に薄い層(厚 さ数nm)が 堆積 していて,こ こで

は結晶層表 面が下地 と平行 になっていることが観察できる.膜 は,こ の薄い層 の上 にエッジ面



が付着する形 で成長 している.そ して摩擦 によって最 表面 に摩擦方 向に配向 した層 ができる

(あるいは配向していくように層 状構 造が曲げられている).こ れか ら,層 状構 造の持つ層表 面

とエッジ面の活性度 の違 いが下地への付着性 と表面でのす べ りを両立させ ていることが示さ

れ,二 硫化モリブデン膜 の下地への付着機 構 と潤 滑機 構 に関す る従来 からの説を裏付 けて

いる.

図1-4 摩擦を受 けた二硫化モリブデンスパッタリング膜のTEM像[17]

1:相 手材 2:移 着層 3:配 向層 4:下 地 への付着層 5:下 地

このように,二 硫化モリブデンの層状結晶構造 は,固 体 が潤滑性を発揮 するための 自然が

産み出したひとつの理想の解答である.しかしながら,既 に述べたように,実 際の場面では,

本来持つ潤滑性を必ず しも発揮 できないことがある,た とえば,二 硫化モリブデン結晶の表 面

エネル ギーは各面で大きく異なるので,す べ りを生じる結 晶面によって摩擦係数 がかなり異な

る(た とえば文献[18])た めに,図1-2に 示す層 間がす べり面となるときには低摩擦であるが,

結晶層エッジ面 がすべり面になるときには摩擦 は大きく,アブレシブとなって表 面を損傷させ

ることもある.ま た,同 じ層間すべりであっても,結 晶 内でおこるときと結 晶粒 界でおこるときで

摩擦係数は異なる.

さらに,実 用上特 に問題 となるのは 日常的な湿 度条件で潤 滑性 が劣 化す ることである.湿

度 により二硫化モリブデ ンの摩擦係数 が増 大し,寿 命 が低 下するメカニズムについては諸説

あるが,必 ずしも明らか になっていない.大 気 中での摩擦後,酸 化 モリブデン(主 として三酸 化



モリブデン)が検出されていることから,二硫化モリブデンに吸着した水分子が酸素の存在下

で摩擦を受けると,二硫化モリブデンの酸化を促進する反応を起こすことは明らかである.酸

化反応はいろいろ提案されているが,代 表的にはたとえば次のような反応がある.

この酸化は水分子吸着によるもので,最 終的に生成した三酸化モリブデンはそれ自身潤滑

性が認められるとも,アブレシブであるともいわれており,評価は定まっていないが,少 なくとも

二硫化モリブデンよりは摩擦が大きく,潤滑性を劣化させていると思われる菌三酸化モリブデン

は真空中でも分解しないため,高 湿度の大気環境で長期保管された二硫化モリブデンは,三

酸化モリブデンの生成により真空中でも高摩擦を示すことがある.なお,この反応によると硫化

水素が発生することから,たとえば粉体として大量に供給する時などは,周 囲の腐食に注意が

必要となろう.

さらに,吸 着した水分子 自体も二硫化モリブデ ンの層 間すべ りを阻害している可能性 がある.

すなわち,Scandellaら[19]やJoensen[20]は,層 間に配列した水 分子が層 間を「のり

付け」することを示している.層 間に水が吸着することはTakagiら[21]に よっても確認 されて

いる.水 だけでなく,極 性 を持つ気 体分子 中では程度の差はあれ真 空中や不活性気 体 中に

比べ摩擦 の上昇が見られることから,二 硫化モリブデ ン分子 自体の持つ電気 的極性 によって

同じく極性 分子である水が比較的強く吸着 し,上 述 のいずれかの作用によって潤 滑性 低下を

招いているものと思われるが,詳 細 は明らか になっていない.

二硫化モリブデンを潤 滑剤 として使用す る方法 は多様 である.二 硫化モリブデンは通常,

粒度数 μmの 粉体の形で市販されている.粉 体の流動性 を活かし,粉 体のまま摩擦面 に供給

する粉 体潤 滑が行われる例(Heshmat[22-24])や,粉 体を圧 縮して固形 として摩擦 面に用

いる例(Kaurら[25])が 見られるが,そ れぞれ周囲の汚染や許容 面圧 に問題 があり,一 般 的

ではない.

実用的に多い利用 法は,

(1)樹 脂 やセラミック系のバインダで二硫化モリブデン粉を固め,厚 さ数 μm～ 数十 μmの 被

膜として用いる.こ のうち焼成 工程を経るものは焼成被膜 と呼 ばれる.

(2)ス パッタリングで厚さ数 μmの 被膜を作る.



(3)焼 結金属中に含有させる.

(4)プ ラスチックなどに充てん剤 として配合する.

(5)潤 滑油やグリース中に添加剤 として含ませる.

等である.

それぞれには次のような特徴 がある.(1),(2)の 被 膜として用いる例では(3),(4)の 金 属

やプラスチックのバルクでの使用例 に比べ,比 較的大きな面圧 まで使用 可能である.た とえば,

フェノール樹脂をバインダとして焼成した被膜では0.5GPa程 度までの実用使用 が試 みられ

ている例がある.な お,ス パッタリングはバインダを用いた被膜 に比べ,厚 さの薄い膜を供する

ことができるため,位 置 決め精度 が必要な用途などに向いている.ま た,宮 川 ら[26]は,ス パ

ッタリング被膜は純すべりよりは転がり摩擦 に有効であることを示している.

二硫化モリブデンを含ませた金属やプラスチックをバルクとして摩擦面 に使用する(3),(4)

の方法では,被 膜 の場合 に比べて大きな摩耗代 が得られる.ま た,金 属やプラスチックのバル

クごと成型したり削 り出す ことによって,歯 車などの部 品を直接作ることができ,被 膜処理よりも

行程 が減ることか らコストを抑えられる場合もある.し かし,マ トリックスに対し強度の大きく劣る

潤滑剤 を充てんするため,高 強度 のものを作るのは難 しい.ま た,環 境 によっては二硫化モリ

ブデンがアブレシブ的になり,特 にプラスチックに充てんした場合 に,マ トリックスのプラスチッ

クを攻撃し,か えって摩耗 を増やすこともある.

他 に,バ ルク材を荷重を受ける部品としては使 用せず,た とえば転がり軸受の保 持器として

用い,保 持器から軸受球 へ二硫化モリブデンを移 着させ,そ れ により潤 滑を行う方法もあり,

二硫化モリブデンを含浸 した耐熱樹脂(Holinski[27])や 焼結合金を保持器 にして用いて

いる例 がある.

(5)の 潤 滑油やグリースに添加する例では,耐 焼付き性,耐 スコーリング性 などの境 界潤 滑

特性の向上を目的としている.しかし,そ の効果 は一定していない.

なお,二 硫化モリブデンは単独 で使 用される以外 に,特 に焼成被膜や プラスチックの場 合

に,黒 鉛やポリテトラフルオ ロエチレン(PTFE)な どと同時に用いられることがある.黒 鉛 は高

湿度環境 で摩擦 係数 が小 さく,二 硫化モリブデンと潤 滑性能を補完す る関係 にあり,種 々の

条件 に対応できることをね らって併用される.PTFEは,あ まり環境 の影響 を受けることなく安

定して0.1程 度の摩擦係数 を示す潤滑剤であるが,単 独では許容面圧が低 く,また摩耗 が大

きい.こ れも二硫化モリブデンと併用することによって弱 点を補 完しあうことが期待されている.



1.3 主な用途と課題

潤滑剤 として優れた特性 を持つ とはいえ,固 体であるために,二 硫化モリブデ ンといえども

潤滑油やグリースに匹敵する寿命 や低摩擦を得ることは困難である菌焼成被膜 としてエンジン

部品に施 されたり(橋本[28]),潤 滑油や グリースに添加される(山 本[29],畠 山ら[30])の

は,多 くはなじみ促進や焼付き防止など過渡 的状態で機 能することを期待されてのものである.

長 寿命 を望む場 合はバルクのプラスチックや 焼結金属 に充てんして,大 きな摩耗代を確保す

る必要がある.

二硫化モリブデンの使用が適する機器を次にあげる菌

(1)停止期間が長く,低頻度(たとえば年に数度)の動作時には確実に動かなければならない

機器

変電施設における電力遮断器などがある.グリースや潤滑油では停止期間中に摩擦面か

ら潤滑成分が押し出されてしまう危険性があるが,二 硫化モリブデンなどの固体潤滑剤は

停止時の静荷重によって摩擦面から流失することがない.これらのすべり部品に,二 硫化

モリブデン焼成被膜や二硫化モリブデンを充填したプラスチックなどが用いられる.

(2)高 温で動作する機器

X線 管に用いられるころがり軸受は数百度の真空中,数 千～数万rpmで 回転する.このよ

うな条件で用いることができる潤滑油やグリースは現状では存在しない.また,大 気中でも

二百数十℃を越える条件ではグリースや潤滑油による潤滑は難しいことが多く,大量の潤

滑油をかけて冷却を兼ねて潤滑するなどの方法が必要となる.しかし,このような潤滑油の

供給・回収設備を備えられない機器も多い.これに対し,二硫化モリブデンは,大 気中で

は酸化のために400℃ 以下程度までしか使用できないが,真 空中では900℃ 程度まで安

定であり,かなり高温まで潤滑性が期待できるので,X線 管の転がり軸受用潤滑剤として使

用できる可能性がある.実 際のX線 管転がり軸受は,現 状では一般に軸受球や軌道輪に

鉛あるいは銀をめっきまたはイオンプレーティングして潤滑されているが,Ringら[31]は

宇宙用転がり軸受潤滑技術の応用として,二 硫化モリブデンの被膜を軸受球や軌道輪に

施して検討している.

(3)真 空 中で動作し,か つ潤 滑剤 の蒸発を嫌う機器

地球 を周 回する人 工衛 星やスペースシャトル に搭載 する宇宙機器 は,ほ ぼ10-5～10-8

Paの 真 空度,±100℃ の幅で変 動す る温 度環 境 にさらされる.zaretskyら[32]や

Carr〓 ら[33]が 示すように,こ のような条件では蒸気圧 の低い特殊 なグリースや潤滑油に



よる潤滑は可能であるが,高 精度のミラーなどの光学機器を備える衛星では,蒸 発した潤

滑油のミラー面への凝縮が嫌われる.同様の理由で,半 導体製造装置においてもグリース

潤滑が避けられる例が多い.そ のため,転 がり軸受の軸受球に二硫化モリブデンをスパッ

タリングしたり,焼成被膜をすべり面に施すことが行われる.

(4)温 度変化 によるトルク変動を抑えたい機器

上述のように地球周 回軌道では±100℃ の温度変動 にさらされるため,グ リースを用いた

場合,駆 動 に必要な動力の粘度変化 による変化 が著しい.宇 宙機器 では小型軽 量化のた

めに必要最小 限の駆動部 を備えることが望まれるため,駆 動に必 要な動力 の変化 が大き

いと駆動部の設計が難 しくなる.こ のためKawashimaら[34]は,宇 宙ステーションのロボ

ットアーム用歯車や軸受などに二硫化モリブデン焼成被膜を適用している.

(5)通 電のある摺動部 品

通 電部 にもグリースを用いることは可能 であり,変 圧器 のように絶縁油 中に電気 接 点部を

備える機器もある.し かしながら,通 電 による発熱 が大きく,あるいはアークの発生 があって

グリースが劣化す る可能性 があるものや,信 号用電流通 電のようにノイズを嫌 う条件,あ る

いは真空 中での通 電機器 ではグリースが用い られないことがある.こ れ に対して,渡 辺 ら

[35]は,黒 鉛 と二硫 化モリブデ ンを充填 した銀の焼結材 がよい性能 を示すことを明らかに

している.

(6)潤 滑油で汚染させ てはいけないコンポーネントを有する機器

この種の機器としてはスターリングエンジンがあり,熱 交換器 の汚染が問題 となる.そ こで平

岡ら[36,37]は,こ のエンジンの固体潤滑ピストンリングに二硫化モリブデンを充填したプ

ラスチックを採 用し,汚 染の問題を解決することができた.

この他,性 能上はグリースや潤 滑油による潤 滑が望ましいところでも,メンテナンスの省略や

簡略化,あ るいはコスト削減のために,二 硫化モリブデンが潤滑剤として採 用されることも多い菌

固体潤 滑剤 は潤 滑油やグリースに比べ摩擦 の大きさや寿命 の短さ,設 計法の不透明さといっ

た課題 を抱えているが,こ のように用途は広く,固 体潤 滑剤 なくして存在しえない機器も多くあ

る.

二硫化モリブデンがその特性を最も発揮するのは,上 記(3),(4)の 真空中などの特殊環

境での利用であろう.特に宇宙用潤滑剤としての用途は多い(たとえば文献[38-43]).宇 宙

機器に求められる総作動回数は現在のところ地上機器に比べて小さく,二硫化モリブデンを

はじめとする固体潤滑剤が適用できる領域にある.現 に,人 工衛星の太陽電池パネルの駆動



機構やスリップリング,ア ンテナのヒンジ,宇 宙ステーションで用 いられるマニピュレータの潤 滑

に二硫化モリブデンが用いられている.宇 宙ステー ション 日本実験モジュール用マニピュレー

タ関節部 の内部 を図1-5に 示す.マ ニピュレータ関節部 には転 がり軸受,歯 車,ブ レーキな

ど,潤 滑を必要とする多くの部 品が用いられている.動 作部 にあまり負荷 がかからない他の人

工衛 星と異なり,宇 宙ステーションにおけるマニピュレータは重量物 の運搬 を行 うために,加

減速時 に大きな負 荷を受 ける.そ のため潤滑部 品は地上機器と同程度の負 荷 に耐えることが

要求される.二 硫 化モリブデンの使 用形態 は,ス パッタリング膜として転がり軸受の球や 内外

輪に施すもの,焼 成被膜としてす べり軸受や歯車の歯 面に施すものが主であり,スリップリング

では焼結銀 に充 てんして用 いられ る.

図1-5 宇 宙 ステ ーション用 マニピュレー タ関節 部[34]

二硫 化モリブデンの課 題のひ とつは,通 常大気 中での潤滑性 能劣化 である.す でに述べ

たように,二 硫化モリブデ ンを大気 中で摩擦 すると,真 空 中に比べ寿命 が急 速に低 下し,また

摩擦係 数が増加 してしまうという現象 が知 られている.こ れ は,二 硫 化モリブデンを宇宙機器

用の潤滑剤 として使 用する場合 にも問題 となる.な ぜならば,宇 宙機 器 は軌道 上 に打ち上げ

られる前 に必ず 地上で綿密 な作動試 験を行 なうのが通例であるが,大 気 中では二硫化モリブ

デンを用いた摺動部 の性能劣化 が加速 するので,実 際 に宇宙空間 において作動する時の寿

命を確 保しておくため には,地 上 での試験動 作回数 を制 限しなくてはならないからである.し

かし余 寿命 予測精度が十分でないことか ら,この地 上での許容 動作回数が重要な設計ノウハ

ウとなっているほどである-そ のため,特 に重要 な機器 では大気を遮断して窒素ガス等を封入



した保護 環境での地上試 験が行 われ るが,宇 宙ステーション用マニピュレータなどの大型機

器 になると設備 が大掛りとなり,試 験コストの高騰 につながる.

さらに,地 上環境と宇宙空間とで摩擦係数が異なることも不都合を産む.た とえばヒンジ用

潤滑剤として二硫化モリブデンを用いた展開アンテナの場合,ヒンジ部の摩擦トルクが地上と

宇宙とで異なるのであれば,宇 宙空間での実際の展開を地上で正確に模擬することは不可

能になる.また,地 球周回軌道と地上を往還する機器では,摩 擦部分の潤滑剤として二硫化

モリブデンを使用した時に摩擦部分の作動状況が宇宙と地上とで異なることが大きな障害とな

ってくる.このような大気中と真空中における潤滑性能の隔たりは,半 導体製造装置をはじめ

とする一般の真空機器においても,内蔵される機器が大気中と真空中を往復する場合には同

様に問題となるものである.

加えて,焼 成被膜やバルクへの充てん剤として用いた場合,バ インダやマトリックスとなるバ

ルク材が強度を支配して,二 硫化モリブデンが本来持つ値より許容面圧が低下することも課

題である.たとえば歯車の歯面に焼成被膜をつけた場合,歯 車には避けられない歯面間の片

当たりにより,局部的な高面圧が生じ,その部分の被膜が早期に破損することで歯車全体の

寿命が決まってしまうことを平岡ら[44]は 示している.

以上のように,二 硫化モリブデンは宇宙用をはじめ特殊な環境下における潤滑剤として重

用されているが,真 空 中と通常大気中で潤滑特性が大きく異なること,いいかえれば通常大

気中で潤滑性能が劣化すること,および,高 面圧を受けたときに寿命が極端に低下することが

欠点となっており,これらの解決が望まれている.

さて,二 硫化モリブデンの使用法としては,上 記適用機器の例でも示してきたように,適 用

できる摺動部品が多く,コストに比較して性能が高い焼成被膜が最も広く用いられていると思

われる.グリースの代替潤滑剤としても,従 来用いていた下地にそのまま被膜処理して使用で

きるため,焼 成被膜が最も有望である.したがって焼成被膜に対して上記問題点の改善がな

されれば,二 硫化モリブデンの用途拡大に大きく貢献することができる.しかしながら,焼成被

膜を対象としてこれらの問題に取り組んだ研究は散見されるものの,現 状において顕著な性

能改善はなされていない.

1.4 研究 目的と研究方針

ここまで述べて来たように,二 硫化モリブデン焼成被膜は,二 硫化モリブデン系固体潤滑剤

の実用的使用形態として最も汎用的で将来的にも用途が広いと考えられるものの,真 空環境



に比較して大気環境では摩擦係数が大きく,寿命が短くなるなど潤滑性能が劣化し,さらには

片当たりなどによる局所的高面圧によって寿命が極端に低下するという問題点を抱えている.

これらの課題を解決することによって,二 硫化モリブデン焼成被膜の作動信頼性を高めるだけ

でなく,適用限界を拡大することも可能になるものと考えられる.そこで本研究の 目的を次のよ

うに設定する.

(1)二 硫化モリブデン焼成被膜の利用を大きく制約している大気環境および高面圧下で

の寿命低下現象を対象として,そ の原因(寿命モードとメカニズム)を実験的,理 論的

に解明する.

(2)こ の知見に基づいて,大 気中における潤滑性能向上および高面圧下での寿命延長の

ための新しい方策を提示し,効果を検証する.

この目的(1)を 達成するため,まずすべり軸受試験機およびピンオンディスク試験機を用い

た二硫化モリブデン焼成被膜の摩擦実験を行って大気 中および真空中における摩擦係数お

よび寿命モードを実験的に明らかにする.次 に,測 定された摩擦係数を用いて被膜内の応力

分布を弾性解析により求め,実 験結果と対応させて考察することにより,実験から導出された

寿命低下のメカニズムの仮説を検証する.

目的(2)を 達成するために,新 しい方策を具現した被膜を実際に製作し,ピンオンディスク

試験機およびブロックオンリング試験機による摩擦試験によって実験的に検証する.

1.5 本論文の構成

本論文では第1章 において二硫化モリブデンの産業的重要性と抱える課題をレビューし,本

研究において取り組む課題が,二 硫化モリブデン焼成被膜の大気 中潤滑性能の向上と,高

面圧下での寿命延長であることを示し,研究 目的とそれを達成するための研究方針を明らか

にした.

続く第2章 において,まず二硫化モリブデン焼成被膜の真空中および大気中における寿命

モードを実験的に明らかにする.次 に,この寿命モードに基づいて,二硫化モリブデン焼成被

膜の大気 中での寿命が真空中より低下する原因を,実 験,理 論両面から解明する.また,通

常面圧と高面圧における寿命モードおよび寿命に至るメカニズムの差異を明らかにする.

第3章 では第2章 の知見に基づき,二 硫化モリブデン焼成被膜の大気 中寿命延長方策を

提案し,その有効性を示す.具 体的には,界 面活性剤を吸着させることにより二硫化モリブデ



ンを疎水化することで,二 硫化モリブデン焼成被膜の大気中での摩擦係数が低下し,大気 中

における寿命も延長されることを示す.

第4章 では第2章 の知見に基づき,二硫化モリブデン焼成被膜の高面圧時の寿命延長手

法として,接 触面圧の低減法を提案し,その有効性を示す.具 体的には,軟 質金属を下地と

して塑性変形により接触面圧を低減させるとともに,そ の上に島状に硬質被膜を配し,さらに

その上から二硫化モリブデン焼成被膜処理を行うことで,焼 成被膜の密着性を損なわず,寿

命を延長することができることを示す.

第5章 では本研究の結論を述べる.

なお,参 考文献は各章毎に分けて掲載した.
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第2章 二硫化モリブデン焼成被膜の寿命モードとそのメカニズム

本章では,二 硫化モリブデン焼成被膜の基本的な構造と,寿命 に関する従来の研究例を

示した後,ま ず予備実験として,長 寿命が得られる真空中での潤滑特性を実験的に調べて,

真空中での寿命とそのモードを明らかにし,寿命 にいたるメカニズムの仮説をたてる.次 に本

実験として,そ のメカニズムの仮説を検証するための実験を大気中,真 空中で行い,また被膜

内の応力解析を行うことよって,大 気中と真空中で被膜の寿命にいたるメカニズムが同一であ

ること,したがって大気 中,真 空中の寿命が異なるのは被膜内応力が異なるためであることを

明らかにする.

2.1二 硫化モリブデン焼成被膜の構造と特徴

二硫化モリブデン焼成被膜とは,樹 脂やセラミックス等をバインダとして二硫化モリブデン粒

子同士を付着結合させるとともに,下 地材料表面上に付着させて被膜化したものである.この

過程で焼結工程を経るために,焼 成被膜と呼ばれる.樹脂バインダのものでは焼成せずに常

温で硬化するものもあるが,焼 成型に比べ耐久性がかなり低下する.

二硫 化モリブデン潤滑被膜 としては,ス パッタリング被膜が焼成 被膜 と並 び用いられるが,

真 空中でしか被膜形成できず,ま た通常数 μmま での厚みしか得られないために,下 地の仕

上げ粗 さをサブミクロン以下にする必 要がある.ス パ ッタリング被膜は複雑 な形状 の下地 に付

着させるのが困難であるが,焼 成被膜 はほとんどの形 状に対応して容易 に処理できるという利

点がある.ま た,焼 成被膜 のすべ り摩擦寿命 は,ス パッタリング被膜より長 いことが宮川 ら[1]

によって示され ている.伊 藤[2]は,焼 成被 膜はどちらかといえば,荷 重が大きく,速 度の遅

い条件 に向いているとしている.

焼成潤滑被膜は,潤 滑剤として含む物質に依らず,ほ ぼ同じ工程を経て作製される.図2

-1に 一般的な二硫化モリブデン焼成被膜の製造工程を示す.スプレーコーティング以前の

前処理工程は被膜の下地への密着性を高める(アンカー効果)ためのもので,ブ ラスティング

により被膜に対し機械的アンカー効果を発揮する凹凸の表面形状を作るとともに,不 純物を

機械的に除去する.続 く化成処理で表面を化学的に安定化して,空 気中の水分や気体により

表面が化学的に変化するのを防止,抑 制する.化成処理法によっては,さらに表面に微細な

網 目構造を作ることにより,アンカー効果を一層高める.ステンレス鋼などの下地では,化 成

処理は省略されることもある.なお,各 工程前に洗浄工程が入るが,これも省略されることがあ



る.前 処理 工程 は被膜 の寿命 に大きく影響することが川 邑[3]に よって指 摘されている.次 の

被膜付与 工程であるスプ レーコーティングは,バ インダ用の樹脂 等を溶剤で溶か し込んだ液

に二硫化モリブデン粒子を混ぜ,そ れをスプレーで下地表 面に吹き付 ける工程で,熟 練 作業

者やロボットによって制御された均一な厚さの被 膜を付 与す るのに適 している.刷 毛で塗るな

どの簡便な方 法もある.最 後の焼 成 工程 は,溶 剤 を蒸発 させ た後 にバインダの強度を得るた

めに行 なうもので,バ インダの種類や含 有量 によって加熱温度,処 理 時間が異 なる.バ インダ

は二硫化モリブデンを被膜 内に保持すると同時 に,下 地との間に付着力を発 生す る役割 を持

つ.

図2-1焼 成被膜の代表的な製造工程

図2-2は,次 節以 降で用いる二硫化 モリブデ ン焼成被 膜の断面 写真を示 し,下 地 の凹 凸

形状 に被膜が入り込んでいることがわかる.こ のような界面形状は,焼 成 潤滑被膜 に共通 して

一般的である
.

図2-2二硫化モリブデン焼成被膜断面写真


