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社会的背景（１）

機械設備を安全に運転し続けるために、プロアクティブ保全が提唱

劣化の根本原因を監視
故障原因を事前に除去
設備の劣化遅延・長寿命化

潤滑油の劣化管理が重要

潤滑油の劣化

内的要因：酸化
外的要因：汚損（摩耗粉や塵埃等の混入）

近年では、
コンバインドサイクル発電において、使用環境の高温化による
タービン油の酸化が問題になっている。

火力発電の切り札火力発電の切り札

＝人間の血液検査
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（故障因子を事前に排除）



発電所のタービン油の軸に付着したvarnish タービン油のオイルタンクに溜まったスラッジ

Ref : D. L. Wooton and G. J. Livingstone : LUBES’n’GREASES, March/April 2008, 6 (2008) 28.

＜varnishの機器への影響＞

1. クリアランスの減少によって流体潤滑から境界潤滑へ変化
2. 摩擦の増加とバルブ類の固着
3. varnishが熱交換器に付着した場合，高温時に潤滑油の冷却効果を阻害
4. フィルターなどに付着した場合，潤滑油の流量の低下が発生

社会的背景（２）
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従来技術とその問題点
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• 分析機関での分析が必要

• 長時間、高コスト、専門知識が必要

• 分析頻度の限界

• 新規企業戦略の立案が困難



新技術の特徴・従来技術との比較（１）

• オンサイト、短時間、低コストで潤滑油の

健康診断が可能

• 劣化のごく初期段階から精度良く診断

• グローバル対応で競争力大

• 国際会議でオリジナリティが広く認知
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新技術の特徴・従来技術との比較（２）

難しい分析を簡単な分析で翻訳する技術！ 6



想定される用途

• 本技術の特徴を生かすことにより、工業的な
分野以外にも食品業界の油管理や、医療･
農業･河川分野などの水管理にも応用でき、
本技術の有用性は高いと考えられる。

潤滑油を大量に使用する発電プラントのすべり軸受の状態監視

建設機械の油圧機器の状態監視

航空機の油圧機器の状態監視

食用油の劣化状態監視

水質汚染の状態監視

河川門扉の開閉装置の状態監視
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・全酸価, 動粘度

・物質の同定

・質量

・ピーク強度

・面積強度
⊿ Integrated intensity

・最大色差

・⊿ERGB

GC-MS FT-IR

メンブランパッチの色

・平均分子量

GPC

・固形粒子
（種類・量）

・過酸化物価

診断パラメータ・管理値の特定 ＝ 規格化

潤滑油の劣化度とパッチの色との関係
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20 µm 20 µm

Surface      Cross-section
Material Cellulose acetate
Pore size, μm 0.8
Diameter, mm 25
Thickness, μm 0.125

色の測定

白色光を投射し，
反射光と透過光から測定を行う

RGB値
最大色差
⊿ERGB

HLS
Lab

白色照明

色センサ

メンブラン
フィルタ

白色照明 白色照明

白色照明

【特許】メンブランパッチの色相判別方法

第5190660号（2013.2.8）
Vacuum pump

Cover
Sample oil Funnel

Reagent bottle Suction vessel
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(170,114,49) 121
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|170 - 49|

|150 - 133|

酸化劣化

汚損

R     G     B

R
G

B
222 255255255 BGRΔERGB

RGB値における色差の最大値

最大色差

白(255, 255, 255)と測定したRGB値との距離

ΔERGB
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メンブランパッチの色パラメータ
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塩の析出

「芳香族アミンは酸化防止剤として作用する際、Wurster塩を形成する」
出典：アミン系酸化防止剤の作用機構

Wurster塩は、アミンの種類などで赤〜青色まで様々な色を呈する

エステル系基油(極性溶媒)に
Wurster塩（極性溶質）が溶解

＋
石油エーテル
（無極性溶媒）

Wurster塩
（極性溶質）が析出

極性溶媒＋極性溶質（塩） 極性が低下した混合液

析出物
(塩)

-極性の違いによる塩の析出-

無極性溶媒

キーワードは「極性」!?



溶媒 構造式 誘電率 双極子モーメント，μ 分類

ペンタン 1.84 0

無極性溶媒

ヘキサン 1.89 0

ヘプタン 1.92 0

トルエン 2.38 1.20

ジエチルエーテル 4.3 3.83

アセトン 21.0 9.67

極性溶媒エタノール 25.3 5.64

水 HーOーH 78.5 6.74

溶媒の種類
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溶媒・・・溶液または固溶体をつくる際に、溶かす物質の媒体となる物質

極性分子＋極性分子無極性分子＋極性分子 溶け合う溶け合わない

※ 石油エーテル：主成分はペンタンで，イソペンタンやヘキサンなどとの混合物
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各混合液のメンブランパッチ

-溶媒の種類-

①混合液：試料油0.1 ml ＋ 石油エーテル 20 ml（誘電率1.84，双極子モーメント0）

②混合液：試料油0.1 ml ＋ ヘキサン 20 ml（誘電率1.89，双極子モーメント0）

③混合液：試料油0.1 ml ＋ トルエン 20 ml（誘電率2.38，双極子モーメント1.20）

④混合液：試料油0.1 ml ＋ ジエチルエーテル20 ml（誘電率4.30，双極子モーメント3.83）

※ 試料油：RPVOTで作製した酸化油（基油：ポリオールエステル(極性物質)）

① ② ③ ④

Image

R 11 10 247 202
G 6 6 255 215
B 10 10 255 245

ΔERGB 424 428 8 67

極性の違いによってWurster塩が析出

極性

高い

低い
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酸化度とメンブランパッチの色

PSI 1 3 5 7 9

Image

※ 試料油0.1 ml＋石油エーテル10 mlの混合液

紫色の原因物質を詳細に調査
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GC-MS（イオンクロマトグラム）

エステル系化合物の低分子化が進行

＜加水分解生成物＞

・2-メチル酪酸
・吉草酸
・エナント酸
・カプリル酸
・カプリン酸

＜その他＞
・エステル系化合物
・1,4ーナフトキノン
・アニリン
・トリクレジルホスフェート類

Nーフェニルー１ーナフチルアミン

4,4ージオクチルジフェニルアミン

加水分解生成物

Nーフェニルー１ーナフチルアミン

4,4ージオクチルジフェニルアミン

新油

酸化油
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酸化防止剤の残存率

酸化度に伴って酸化防止剤が減少

Nーフェニルー１ーナフチルアミン
（PANA）

4, 4ージオクチルジフェニルアミン
（DODPA）

新油

1 PSI

5 PSI

9 PSI

新油

1 PSI

5 PSI

9 PSI

酸
化
度
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ΔERGBと酸化防止剤の残存率

PANAの変質物による影響が支配的！？

新事実
発見！



実用化に向けた課題

• 現在、発電所タービン軸受用潤滑油の劣化
状態とメンブランパッチの色との関係は、ほ
ぼ明らかになりつつある。しかし、その他の
機械要素に用いられる潤滑油や作動油につ
いては未解決である。

• 一定量の油をサンプルするだけでその場で
診断できる『簡易分析キット』の形にして、本
技術を実用化する必要がある。
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企業への期待

• 企業との共同研究により、潤滑診断の必要性
を感じている実機を対象にして油の状態監視
を長期的に行い、実験データを取得しながら本
手法の適用条件等を明らかにしていく。

• 潤滑油状態監視のための油分析のコスト低減
を図りたい企業、製品の信頼性に対して油の
状態監視法という付加価値を付けたい企業に
は、本技術の導入が有効と思われる。
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本技術に関する知的財産権（１）

• 発明の名称 ：酸化生成物の抽出方法及び

抽出システム

• 出願番号 ：特願2015ｰ０４１９２６

• 出願日 ：2015.3.4
• 出願人 ：福井大学

• 発明者 ：本田知己、濵野大輔
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本技術に関する知的財産権（２）

• 発明の名称 ：油状態監視方法および

油状態監視装置

• 特許番号 ：第5190660号（2013.2.8）

• 出願人 ：福井大学、佐々木徹

• 発明者 ：本田知己、岩井善郎、

佐々木徹
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基礎研究の経歴

• 2007年～2009年

科学研究費補助金（基盤研究(C)）に採択

• 2010年～2012年

科学研究費補助金（基盤研究(C)）に採択

• 2013年～2015年

科学研究費補助金（基盤研究(C)）に採択
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産学連携の経歴

• 2009年 JST シーズ発掘事業に採択

• 2010年 JST 外国特許出願支援制度に採択

• 2011年 JST A-STEP(FSタイプ)事業に採択

• 2012年 JST 知財活用促進ハイウェイ事業に採択

• 2006年～2015年 のべ19社の企業と共同研究

1st 2nd latest3rd

【油状態監視装置】

400g 130g600g
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お問い合わせ先

福井大学

産学官連携本部知的財産部 漆崎行乃利

（総合戦略部門研究推進課）

TEL 0776-27-9725

FAX 0776-27-9727

e-mail：uru@u-fukui.ac.jp
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