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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成２７年 １２月 ２８日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局   同志社大学・理工学部   

（ふりがな）                       ひらやま ともこ 

職・氏 名    教授・平山 朋子     
 

1. 事 業 名 相手国（  インド  ）との共同研究  振興会対応機関（  DST  ） 

2. 研 究 課 題 名    表面間顕微鏡の設計とソフト境界潤滑層のトライボロジー特性         

3. 全 採 用 期 間 

平成２６年 ６月 １日 ～ 平成２７年 １１月 ３０日 （ １年 ６ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額  １，７７０，０００ 円 

初年度経費 ９６６，０００ 円、 ２年度経費 ８０４，０００ 円、 ３年度経費 ０ 円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額  ２，０００，０００ 円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

花田 郁久 

佐伯 宏一 

山下 直輝 

鈴木 俊輝 

川村 亮太 

神野 学 

山田 一輝 

小西 啓太 

木村 裕章 

佐藤 俊介 

橋本 侑典 

秋元 翔太 

福田 龍一 

池口 晃平 

石原 広規 

亀井 修平 

川端 広翔 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士後期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 
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桐山 翼 

楠本 貴大 

前田 貴志 

中野 聡希 

大町 真輝 

佐藤 拓海 

八木 恭弘 

佐藤 佑太郎 

藤森 慎 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

同志社大学大学院 機械工学専攻 博士前期課程学生 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名    インド工科大学デリー校 機械工学科 准教授 Sujeet Sinha Kumar   

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Bishakh Bhattacharya 

Vikram Kumar 

Jitendra Kumar Katiyar 

Charchit Kumar 

Aveeru Basu 

Ravindra Kumar 

Gaurav Verma 

Inidian Institute of Technology, Kanpur・Professor 

Inidian Institute of Technology, Kanpur・PhD student 

Inidian Institute of Technology, Kanpur・PhD student 

Inidian Institute of Technology, Kanpur・PhD student 

Inidian Institute of Technology, Kanpur・PhD student 

Inidian Institute of Technology, Kanpur・Master student 

Inidian Institute of Technology, Kanpur・Master student 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

 

機械工学技術において、要素間の摩擦およびそれに伴う摩耗の発生に関する諸問題は極めて重要な課題で

あり、トライボロジー分野において多くの研究が進められている。高効率な低摩擦摺動の実現を目指す上で、

境界潤滑摩擦の現象理解および超低摩擦を発現する境界潤滑層の設計指針の提示は極めて重要な課題であり、

省エネルギー社会の構築において決して避けて通ることができない。 

本研究では、過去に申請者らが得てきた知見に基づき、潤滑条件下における境界潤滑層同士の表面力を測

定し得る新しい「表面間力顕微鏡」の開発およびそれを用いたソフトな境界潤滑層のトライボロジー特性計

測を目的とした。具体的には、日本側研究代表者（平山）によるこれまでの表面間力測定に関わる技術と中

性子線等を用いた界面分析手法のノウハウと、相手国側研究代表者（Sinha）による MEMS 構築技術および高

分子被膜創成技術を融合させることにより、実際の摺動面を模した潤滑条件下における固体二面の表面間力

が計測可能な「トライボロジーユース特殊表面間力顕微鏡」を開発し、それを用いてどのような境界潤滑被

膜が表面力の低減に有効であるかの検証を行った。 

本研究では、主に以下の 2つの研究目標を掲げ、研究を進めた。 

〔研究目標①〕トライボロジーユース特殊表面間力顕微鏡の開発とその評価 

〔研究目標②〕高分子鎖や自己組織化単分子膜等から成るソフト境界潤滑層のトライボロジー特性計測 

〔研究目標①〕に関しては、日本側研究者とインド側研究者でその機構設計に関して綿密な打合せを行い、

ようやく開発に至った段階にある。そのような意味では当初の予定より遅れてしまったものの、固体二面間

のナノメートルオーダでのすきま調整機構、光干渉法によるすきま計測機構、MEMS 技術を用いたせん断機構

を付与した特殊な表面間力顕微鏡を開発することができた。現在、日本側研究者の研究室にある表面間力顕

微鏡によるデータとの整合性を確認しており、これによって装置の信頼性を確認することができる。 

〔研究目標②〕に関しては、日本側研究者とインド側研究者のそれぞれにおいて、トライボメータを用い

て幾種類かのソフト境界潤滑層のトライボロジー特性評価を行った。特に日本側研究者は高分子からなる表

面境界潤滑層を、インド側研究者は自己組織化単分子膜を対象として、どのような表面構造が低摩擦に寄与

し得るかに関して調査を行った。その結果、二面間の凝着力を抑制し、かつ、摺動に対して低いせん断特性

を発現する境界潤滑層のあり方に関して共通の知見を得ることができた。 

当初、〔研究目標①〕で開発した特殊表面間力顕微鏡を用いて〔研究目標②〕で述べたソフトな境界潤滑層

の評価を行うことを本研究提案の目標としていたが、構造設計に時間を要し、開発した装置による境界潤滑

層の特性評価は期間内に間に合わせることができなかった。しかしながらようやく装置完成に至った今、当

初目標であった境界潤滑層の評価を早急に行い、学術論文や国際学会等にて成果公開を行っていく所存であ

る。 

また、国際交流および若手研究者育成の観点では、相手国研究室への 4 名の修士学生の派遣および相手国

側研究代表者の 2 度の来訪・滞在を通じて、互いを刺激し合う極めて良い関係を築くことができた。日本側

研究者が所属する研究室には現在 25 名の大学院生が在籍しているが、本プロジェクトによる研究交流の実施

は彼らにとって世界に目を向ける極めて良いきっかけとなった。また、研究代表者両名においても、数多く

のディスカッションを通じてそれぞれの知見を深めることができた。本プロジェクト終了後もより強固な体

制で共同研究を継続する予定であり、特に成果の発信と社会への還元を心掛け、研究活動を継続していく。 
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7．派遣・受入実績 

（１） 全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

橋本侑典・同志社大学理工学研究

科 機械工学専攻 

佐伯宏一・同志社大学理工学研究

科 機械工学専攻 

佐藤佑太郎・同志社大学理工学研

究科 機械工学専攻 

藤森慎・同志社大学理工学研究科 

機械工学専攻 

2015.2.23～2015.2.28 

 

2015.2.23～2015.2.28 

 

2015.10.31～2015.11.4 

 

2015.10.31～2015.11.4 

インド工科大学デリー校・インド 

 

インド工科大学デリー校・インド 

 

インド工科大学デリー校・インド 

 

インド工科大学デリー校・インド 

計 ４ 名（延べ人数） 計 ２２ 日 

（２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

＊Sinha Sujeet Kumar・インド工

科大学 

＊Sinha Sujeet Kumar・インド工

科大学 

2014.6.1～2014.6.30 

 

2015.6.9～2015.6.30 

同志社大学京田辺キャンパス 

 

同志社大学京田辺キャンパス 

 

計 ２ 名（延べ人数） 計 52 日 


