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2018年1月22日(月)＠東京大学 浅野キャンパス 武田先端知ビル

接触・摩擦研究グループ成果報告

全体概要
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

雨川 洋章
1

1. トライボロジーが支える宇宙ミッション
トライボロジーは宇宙機ミッションの成否に大きく影響する。
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2. 衛星用コンポーネントでの機械要素
姿勢制御や観測センサ制御のために軸受、歯車装置、ボールねじなどの
機械要素の駆動部が多い。中でも多くは転がり玉軸受を使用(100箇所以上)。

3

3. 宇宙機の状況と問題点
宇宙機に求められていること
 危機管理や災害に即応できるよう観測精度の高精度化。
 運用年数の長期化(衛星の寿命を5~10年⇒20年)。

問題点

機械要素の接触摩擦に関する問題がボトルネック

 組立のガタや誤差で生じる微小な振動擾乱の地上での実証が難しい。
 宇宙機の寿命は機械要素の潤滑寿命の影響が大きいが、
寿命の加速試験法が確立しておらず寿命の予測ができない。
 接触・摩擦・潤滑の物理モデルが不足しており、十分な精度で
解析できていない。数値シミュレーションの導入が他分野に比べ遅れている。
解決策

1. 接触摩擦に関する物理・数学モデルの開発
2. 数値シミュレーション手法の開発と物理・数学モデルの組み込み
3. 数値シミュレーションを用いた振動擾乱・寿命予測手法の確立
4
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4. 接触摩擦グループの研究目的
接触摩擦のシミュレーション基盤技術を構築し、宇宙機の開発課題を解決。

超長寿命化
観測精度向上

宇宙機

搭載機器

機械環境緩和機器､低擾乱・
高精度ホイールなどの
サブシステム開発

機械要素
潤滑剤
長寿命潤滑油、低擾乱・長寿命軸受などの
機械要素開発
基盤
技術

 ・接触摩擦部の潤滑・力学的応答モデルの
物理・数学モデル構築
 ・設計開発に係る解析技術力強化

5

5. 研究体制
数値計算、トライボロジー、流体工学、航空宇宙工学と、
専門の異なるメンバーが集まるAll Japan体制を構築。

大学
• 社会連携講座
• 機械工学専攻(機構解析技術、物理数学モデル組込)
• システム創成学専攻(グリースCFD、物理数学モデル)
(グリース潤滑現象理解、物理数学モデル)

課題発見 研究参画

企業
共同研究

開発応用

研究協力 軸受メーカー
• 研究開発本部 第三研究ユニット
(軸受技術の
数値シミュレーション(ツール開発、
知見提供)
潤滑剤メーカー
プロジェクト課題への適用)
• 研究開発本部 第二研究ユニット (グリース潤滑の
知見提供,
機構・潤滑研究
グリース提供) 機構解析ソフトメーカー
(実験実施、知見提供)
(機構解析技術の知見提供)
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6. 研究の変遷
転がり玉軸受を題材に、振動擾乱予測とグリース潤滑寿命予測の2テーマを推進。
解析技術
（モデル構築）

FY2012

FY2013

FY2014

FY2015

FY2016

FY2017

第2期社会連携講座期間

試験

軸受ユニットの軸方向振動擾乱
現象解明

衝撃変形予測モデル・
振動擾乱予測モデル

アウトプット
(大規模展開構
造物の接触摩擦
モデル技術)

テーマ決定
課題抽出
基礎検討

大規模展開構造物を
有する次期プロジェク
トがなくなったため

テーマ変更

① 振動擾乱
予測

軸受ユニットの初期組立誤差・ガタに
運用に伴い生じる変形に起因する
起因する振動擾乱予測モデル(東大/泉) 振動擾乱予測モデル（東大/泉）
擾乱検証実験
（JAXA/3U）
研究テーマ
決定
研究ロード
マップ議論

② グリース潤滑
寿命予測

擾乱検証実験
（JAXA/2U）
JAXAプロジェクト
課題対応に活用
（JAXA/3U）

テーマ詳細化、
課題抽出

体制構築、
基礎検討

粒子法のグリース挙動解析コード
粘性モデル課題抽出(JAXA/3U)
グリース流れ実験（JAXA/3U）
解析コードマルチ
スケール対応（東大 柴田）
接触摩擦部現象理解
（名大 福澤、伊藤）
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7. 研究のアウトプット
高圧噴射・微粒化
振動擾乱予測
 転がり玉軸受の機構解析モデルに潤滑
の物理数学モデルを組み込んだ数値解
析手法を構築。
 メカニズムが不明だった組合せアンギュ
ラ玉軸受の軸方向振動擾乱は、角度ミ
スアライメントに起因することを解明。

グリース潤滑寿命予測
 転がり玉軸受の潤滑長寿命化を目的とし
て、グリース挙動数値解析技術の研究体
制を構築(科研費採択)。
 グリース挙動CFDとして粒子法を選定。粒
子法のグリース挙動解析コードを開発し、
物理・数学モデルの課題を抽出。
グリース

外輪

軸方向振動擾乱モード
⇒角度ミスアライメントに
起因することを解明

⽟
回転⽅向

内輪

保持器
回転⽅向

(1)マクロ流体⼒学
(JAXA 3U,2U, 東⼤)
【数値計算⼿法の構築】
・気液⼆相 ・移動境界
・スケール統⼀的解法
(重合粒⼦法)
【ｸﾞﾘｰｽ物理数学モデル】
・⾮ビンガム塑性
・チキソトロピー

軸受の機構解析モデル

軸方向振動擾乱予測結果

【代表論文】
[1] 橋本浩平ら, “人工衛星用リアクションホイールの微小擾乱制
御のためのアンギュラ玉軸受の軸方向振動のマルチボディダ
イナミクス解析” (投稿中)
【対外発表】
論文1件(投稿中)、国内発表2件

Calc.

(2)弾性流体⼒学(潤滑)
(JAXA 3U, 2U, 東⼤, 名⼤)
【数値計算⼿法の構築】
・構成⽅程式の離散化
(ナビエストークス⽅程式ある
いはレイノルズ⽅程式)
【グリース粘弾性特性】
・閉じ込め状態のグリース粘弾性
特性の定量化，テーブル構築

Exp.
解析はグリー
スの流動性を
過大評価

(3)マクロ・弾性流体⼒学連成(JAXA 3U)

グリース挙動数値解析技術の研究体制

グリース挙動解析コードの
課題抽出

【代表論文】
[1] 根岸秀世ら, “宇宙機の長寿命化に向けた転がり玉軸受内グリー
ス流動数値解析技術構築に向けた展望”,第31 回数値流体力学
シンポジウム, E10-3 (2017).
【対外発表】
8
国内発表2件、招待講演1件、科研費採択(17K06137)
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