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1. オイル分析入門 

予期保全における潤滑油と流動体分析の重要性 

機械類の状態監視あるいは予期保全は、機械類の状態を表示する主要計器からデータを定期的に収集し、機械状況の査定に基づい

て、いつ保全作業を計画するかを決めることは慣例となっています。 

 

最適な性能を発揮できる状態で機械類の操作を維持する重要な点の一つは、潤滑油の監視と分析により汚染、化学含有物質および

粘度などの特性を把握する事です。もし重要な任務を担っている潤滑油にその機能がなくなると、機械類の部品を交換する必要があり、

毎年数十億ドルという巨額な経費を必要とします。もし潤滑油の特性を変えられることを理解する知識があれば、稼働時間の向上と担当

者の責任である重要な投資設備の寿命を伸ばすことができます。摩耗した部品、腐食および汚染からの堆積物と粒子の介在あるいはそ

の量は、機械類の性能と依頼性に影響を与える原因となります。 

 

潤滑油、燃料および他の流動体を分析する事により、故障の兆候を示す重要な警報情報を早期のうちに提供することができます。重大

な障害が発生する以前に、データの分析と動向を調査し、適切な保守対策を計画することが可能です。この成果として、より高い装置の

稼働効率および生産性、より低い総保有コスト(TCO)、維持費の低減、稼働停止の縮小、最適装置の性能および緑化操作などが挙げ

られます。 

 

使用中のオイル分析による即時の利点 

潤滑油は機械類をオイルで潤す生命の血液です。予知保全の技術の重要な要素

として、使用中のオイルの分析は機械の摩耗状態、潤滑油中の不純物、潤滑油の

状態についての履歴情報を提供する事が可能です(図 1-1)。信頼性技術者およ

び保全の専門家は、オイル分析の結果に基づいて保全の作業方針を決めることが

できます。使用中のオイルの分析による即時の利点は、オイルの混入回避、不純物

の管理、状況に基づいた保全そして故障解析などがあります。 

 

オイルの混入の回避 

「油は油」という古い諺や「確かでない時は、エンジンオイルを添加すれば良い」という表現は、潤滑油および効果的な潤滑機能の重要性

に対して、教育程度が低いことを示しています。オイルの混同は注油作業の時点において最も頻繁に発生する問題のひとつで、機械類に

故障を生じることがあります。機械類に正しい潤滑油を添加することは、機械類の信頼性を改善できる最も簡単な作業のひとつです。新

規に入手したオイルに対しては、商標名とグレードおよび粘度を必ず確認し、さらに異物液体などの不純物を点検する事により混同の可

能性を低減し、機械類の稼働時間を延長することに貢献します。 

 

汚染管理 

固体不純物(砂および土など)は研磨摩耗の生成を加速します。液体不純物、例えばオイルに含まれた水分などは、機械類の腐食を加

速します。従って燃料あるいはエンジンオイルに含まれた希薄クーラント液は粘度を下げるため、より多くの凝着摩耗(表面どうしのこすれに

よる摩耗)が発生します。常に潤滑油の純度を保ち、そして水分を取除くように保つことは重要です。これには純度の限度を設定して、機

械の可動期間中に不純物の監視を継続することが必要です。 

 

  

図 1-1 使用油分析による情報 
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オイル状態に基づいた保全 

バランスのとれたオイル分析プログラムは、機械類の摩耗状態、オイル内の不純物そして劣化現象を同時に観察することができます(図 

1-1)。主な特性項目を定期的に検査し、それらの特性項目の動向を監視します。もし変動が加速的に変化したり、または特性項目が

警報リミットを超えたりすると、信頼性技術者に警報を発します。このような場合は、潜在的な問題を事前に解決する保全作業を必要と

するかもしれません。 

 

欠陥解析 

包括的なオイル分析の組合せは、フェログラフィーあるいは SEM/EDX のような時間と経費が掛かるテストを含みます。これらのテストは、

摩耗した粒子の成分、発生源、そして過酷度合など、機械類の摩耗に関連した詳細で信頼性のある情報を提供する事が可能です。こ

のような情報は、過去あるいは切迫した欠陥などの情報を信頼性の専門家に提供します。 

 

使用中のオイルの分析における一般技法 

表 1-1 は機械の摩耗、潤滑油の汚染および劣化の状況を監視する、一般的な分析手法の一般的な特性項目を示します。 

機械部品の種類によって、オイルに関連した種々の問題がありがちで、適切なオイル分析の技術を応用する必要があります。例えば、レシ

プロエンジンは、微小の摩耗粒子を発生する傾向があります。クーラント液の漏出、煤の発生と燃料の混入は、潤滑油の共通の問題とな

ります。一方、ギヤ ボックスのような回転式機械類は大きい摩耗の粒子を発生する傾向があります。酸度の増加および水分を含んだ不

純物の監視は一般的な特性項目で、腐食を防止する目的で潤滑油の状態を監視します。ほとんど全ての場合、潤滑油の粘度が仕様

範囲内である事を確認し、そして粘度の維持、また十分な注油は重要な事項で、機械類の部品を保障することができます。表 1-1 は、

一般的なオイル分析項目および機械装置別に関連した問題を示しています。 

 

表 1-1 使用油の分析項目と分析手法 

カテゴリー 分析項目 分析手法 

機械摩耗 

正常摩耗粒子 
回転ディスク電極(RDE) * 

高周波誘導結合プラズマ(ICP) 

大粒径摩耗粒子 フィルトレーション(RFS)* 

パーティクルカウント, 粒度分布 パーティクルカウンター, LNF* 

摩耗粒子形状認識 LNF*, フェログラフィー*, 摩耗粒子分析(WDA) 

潤滑油汚染 

砂, 埃 パーティクルカウンター, LNF* 

燃料混入 燃料希釈率計*, ガスクロマトグラフィー(GC) 

水分 IR*, カールフィッシャー(KF) 

クーラント IR* 

すす すす濃度計, IR* 

不適切な油 IR* 

潤滑油劣化 

酸化, ニトロ化, 硫酸化 IR* 

粘度 粘度計* 

酸価(AN), または塩基価(BN) 滴定, IR* 

* 本書で解説されている分析手法 
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表 1-2 機械装置別に分けたオイルの分析項目より確認できる問題性 

カテゴリー ディーゼルエンジン ギヤシステム 油圧システム 

元素分析 
摩耗粒子, 添加剤,  

潤滑油汚染 

ギヤボックスは、すべての種類の摩耗

を生成するが、検出量は混乱を招く

ことがある 

パーティクルカウントの検証, 

添加剤や汚染 

パーティクルカウント - - 定量(一部, システム全体) 

フェログラフィー - 大粒径鉄摩耗粒子の監視 - 

FTIR 
酸化, ニトロ化, 燃焼生成物, 

クーラント液混入 
酸化, ベースストック品質 酸化, ベースストック品質 

粘度 煤の発生や燃料混入 常に有用 常に有用 

TAN - 汚染または劣化 汚染または劣化 

TBN 残存塩基価, 清浄性 - - 

水分 主に無効なサンプルの識別 サンプルの検証 

どんな控除できる量でも、おそらく 

異常または危機的な状態であり、パ

ーティクルカウント妥当性検査が必

要 

燃料混入 
長時間のアイドリング、インジェクター

不良などの機械的な問題 
- - 

すす 
燃料サイクルインジケータ,  

空燃比 
- - 

 

オイル分析に関する慣例 

使用中のオイルを分析するには数種類の方法があります。最も一般的な方法は、現場から離れた試験所に委託、現場での試験所を使

用、あるいは携帯型装置を使用してルートベースによるオイル分析の業務を履行する方法です。 

 

オフサイト試験所(受託試験機関、個人試験所、中央産業試験所) 

現場から離れた外部企業へオイル分析を委託する方法は、この業界では最も古く一般的です。年間何百万というオイルの試料が世界各

地の試験所で分析されています。一般的なプロセスの流れは、ユーザーがオイルの試料を装置から採集後、試験所に発送し、技術者が

必要なオイル分析テストを行い、分析者がデータを検討の上顧客に推薦を提供するのが一般的です。そしてレポートは管理者の手元に

送られ検討の後に、必要に応じて推薦および保全のスケジュールを考慮して保全作業に掛ります(図 1-2)。 

 
図 1-2 オフサイトにおけるオイル分析のフローチャート 

 

  

試料油採取 

(ユーザー) 

分析所に発送 

(ユーザー) 

分析の実施 

(分析者) 

分析結果の評価 

レポート作成 

(分析者) 

レポートの確認 

(ユーザー) 
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この方法の利点は、現場から離れた受託試験機関ではオイル分析に必要な装置一式および検査を担当するベテランの技術者、データを

検討する経験のある分析者を有していることです。立上げ時間が迅速で、初期の資本投資は比較的安価です。図 1-3 はオイルの状態

に関する全ての測定データと推薦項目をまとめた一般的な受託試験機関が発行したレポートを示します。 

 

 
                                                             (提供: Mecoil社) 

図 1-3 オイル分析結果レポートの例 
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オンサイト試験所 

近代の予知保全はリアルタイムのデータと即時のフィードバックを必要とするため、信頼性技術者は保全作業の決定をその場ですることが

可能です。オイル分析用の測定技術の進歩により、信頼性技術者はオイルの化学特性およびテストに関する長年の訓練や深い知識を

必要としないで、現場におけるオイル分析を可能にしました。現場でオイルの試験所を設立するには、2 種類の一般的な方法があります。 

 

企業内容とアプリケーションによって Trivector™ Minilab を使用する方法と、産業トライボロジーラボ(ITL)を利用する事ができます。 

 

Trivector™ Minilab 

Trivector™ Minilab (図 1-4)は産業信頼性技術者を対象として、ギヤボックス、圧縮機およびタービンのような回転装置のオイル状態

を監視する必要性を満たすように設計されました。この装置は、現場で広範囲のオイル分析を行う試験所には最も費用効率の良い方法

で、機械摩耗、不純物および劣化(化学的な)を示すオイルの特性項目と、さらに斬新で使い易い Trivector™チャ－トを提供します。ま

たこのオイル状態の情報に、広範囲な機械の状態の概要を提供する振動および熱画像のような他の予知保全法を統合する事が可能で

す。広範囲な機能を持つMinilabは誘電体(オイルの劣化)、水の汚染、鉄粒子、粒子数、粘度および摩耗による粒子分析のようなテス

トを含みます。使用法は簡単で、全体のテストは 10 分以内で完了します。 

 

 
図 1-4 Trivector™ Minilab と Trivector™ プロット 

 

産業トライボロジー試験場 

産業トライボロジーラボ(ITL)は、一般に受託試験機関などで行われる、最も要求の高い使用中のオイルの分析項目を行うために適した

幅広いオイルの分析装置一式を完備しています(図 1-6)。但し、ITL 用装置は、大量の試料を扱う委託試験機関向けの装置と少々

異なります。狭い場所(現場またはトレーラーに適す)、試料の準備が不要(信頼性の専門家に適す)、安価な消耗品、少ない廃水量、お

よび使い易さを目的として設計されています。実際、最初の ITL の概念は、兵士が現場で検査をするのが目的で、使い易さが絶対に必

要であった軍用のアプリケーションのために設計されました。ITL は必要な検査の種類に応じて、必要に適した計器の組合せを構成するこ

とができます。このラボは、遠隔地にある採鉱現場、鉄道修理車庫、船上、または産業プラントの中央試験所で一般的に使用されていま

す。 

 

ITLの主要な装置は回転ディスク電極発光分光分析装置(RDE-OES)、LaserNet Fines法によるダイレクトイメージングパーティクルア

ナライザー、ポータブル粘度計、赤外分光器および情報管理ソフトウェアです(図 1-5 参照)。 

RDE-OES (Spectroil Q100)は、溶解している微量な摩耗金属の粒子の濃度を、各元素を ppm のレベルで分析します。2ml のオイ

ルの試料を使って 30 秒間に最高32 元素の分析が可能で、ASTM D6595 の基準に適合します。使用中のオイルの分析に加えて、ク

ーラント液、軽質燃料、重質燃料、洗浄用水を含む分析プログラムを分析装置に追加することができます。 
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またこの分析器を使用してグリースの分析も可能です。これには目的に適した簡単な試料の準備を必要とします。大量分析を扱う委託試

験機関でよく見られる ICPと比較してRDE-OESの利点は柔軟性、使い易さおよび試料の準備を不要としています。RDE-OESの分析

結果は ICP の結果と非常に良い相関性があります。 

 

 
図 1-5 ITL 仕様の例 

 
図 1-6 最小の ITL 仕様 

 

LaserNet Fines (LNF) パーティクルアナライザーは、オイル中の粒子をとらえる高速CCDカメラと、切断摩耗、滑り摩耗、疲労摩耗など

により生じた20μm以上の粒子を、形状分析に基づいて自動分類するニューラルネットワークソフトウェアを使用して直接画像の技術を使

います。全プロセスは、フェログラフィーの 30 から 60 分に比較し、わずか 5 分以内で完了します。そして、ASTM D7596 の基準に適合

します。カメラ表示からの摩耗粒子のビットマップ 画像が最終報告書に標示されます。 

 

SpectroVisc Q300 と Q310 粘度計は ASTM D7279 に適合した温度調製付き半自動高速粘度計です。1 日当りの試料数が少

ない場合は、SpectroVisc Q3050 手動粘度計を使用することができます。手動粘度計の利点は、測定後の清浄に溶剤を使う必要が

ありません。 

 

FluidScan 赤外分光器は、FTIR の技術の代りに回折格子を使った光学系に基づいています。回折格子に基づいたオイル分析専用の

分光器は、FTIR法に比較して繰返し精度と反復性の高いオイルの化学情報を提供します。この方法はASTM D7889に詳細に説明さ

れ、この装置は ASTM の基準に準応しています。また、滴定装置を必要としないで、正確な TAN 、TBN および溶解水の情報を有する

広大なオイルライブラリ－を内蔵しています。全ての装置からのデータは、 SpectroTrack の情報管理ソフトに転送ができます。このソフト

は現場で導入あるいはクラウド機能でホストに取付けることができます。 

 

これ以上の条件を必要とする場合は、通常の ITL 構成に、燃料希釈率計と煤測定器(ASTM D7686)を追加し、多量のディーゼル機

関を維持する鉄道や採鉱所のようなアプリケーションに適します。高度の欠陥解析を行う場合は、フェログラフィー分析装置(ASTM 

D7684、ASTM D7690)を ITL 構成に追加することができます。 

 

ITL 構成は小型で、少量の試料および溶剤(廃棄水と薬品処理経費の低減)そして低価格な消耗品(低保有コスト)などの多くの利点が

あります。年一度の分析器の校正は不要ですが、標準化と定期的な性能点検だけが必要となります。 
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モバイルオイル分析の用具とルートベースのオイル分析 

技術の進歩にともなって、試験所で使われる分析器と同等な分析性能を持ち、バッテリー駆動のポータブルオイル分析装置を開発するこ

とが可能になりました。信頼性およびサービス技術者は、オイルを容器に採集するかわりに、装置のある場所でオイル分析の測定ができる、

多くの新製品が次々に導入されました。この測定方法は、振動とサーモグラフィー法が産業プラントにて使われる方法と類似しています。こ

こで、信頼性サービス技術者は、オイル分析と振動分析からの情報をリアルタイムで統合する事ができ、確実な情報に基づいて機械類の

保全について判定をする権限が与えられます。図 1-7 の写真は二種類のポータブルオイル分析装置を示します。左の製品はルートベー

スのオイルの状態監視用で赤外分光器と粘度計の組合せキットです。右の製品はポータブルオイルアナライザーシステムで、パーティクルカ

ウンター、顕微鏡検査用のパッチ メーカー、摩耗粒子の元素分析をする蛍光X 線、オイルの化学特性測定用の赤外分光器

(FluidScan Q1000)およびポータブル粘度計(Q3000)などの各装置を含みます。 

 

 
図 1-7 Q1000/Q3000 コンボキット(左) Q5800 ポータブルオイルアナライザーシステム(右) 

 

Q5800 セットのすべての技術は一個のスーツケース入り、連続4 時間使用が可能なリチウムイオン電池を電源として搭載しています。試

験所でのオイル分析装置と同等の機能がスーツケース一つに入るという優れた装置であるため、現場で重要な装置がオイル分析を緊急に

必要としている場合、すぐ間に合ように信頼性サービス専門家は、Q5800 を持込むことができます。さらにセルラーモデム、WiFi または

Bluetoothなどの通信接続法を選択し、SpectroTrackのようなLIMSにデータ転送が可能なため、ユーザーは測定直後に簡単にデー

タをアクセスすることができます。 

 

結論 

要約すると、使用中のオイル分析は機械類の状態およびオイルの状態に関した重要な情報を提供します。アプリケーションおよび保全の目

標よって、オイル分析プログラムを履行する多くの種々のアプローチがあります。近代技術は、信頼性の専門家が新しい用具を使用して、

最良の効率および有効な保全を目指した最高のレベルを到達できる事を可能にしました。 

 


