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１. はじめに

① 除去加工：初期の形状から材料を除去していって、望む形状にする加工方法

② 変形加工：例えば型を用いて、材料を望む形状に変形させて加工する方法

③ 付加加工：初期形状に対して材料を付け加えていくことにより、望む形状にする加工法

金属3D プリンタを用いた加工は、付加加工 の一種です。
特に3Dプリンタを用いた加工・製造法は、付加製造（ Additive Manufacturing）と呼ばれています。

本新技術で用いた金属粉末3Dプリンタについて

①除去加工の例
(旋盤加工)

②変形加工の例
(プレスによる薄板加工)

③付加加工の例
(金属粉末焼結3Dプリンター)

レーザによる金属粉末の焼結

機械加工を大きく分類すると
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ProX® DMP 300 3D Systems 

② 3Dプリンタ内で、土台となるベースプレート上に、金属粉末を層状に敷き詰め、造形物の
水平スライス断面（厚さは、粉末の積層厚さ）の部分にレーザーを照射し、焼結させる。

③ 一層分の断面を焼結するごとに、②を繰り返すことで、複雑な3次元立体形状を造形する。

１. はじめに

ベースプレート

1層造形するごとにベースプレートを
積層ピッチ分下げる

金属粉末

造形物

粉末積層
ピッチ

レーザー

ガルバノミラーで
照射位置を制御

レーザによる金属粉末の焼結

本新技術で用いた金属粉末3Dプリンタについて

① 造形したい物体形状の3D-CADデータを製作する。

金属粉末3Dプリンタによる部材の製造法の概要

金属粉末
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１. はじめに

金属粉末3Dプリンタの特徴として、強度の高い複雑形状を製作可能なことがありますが、金

属粉末を焼結時のレーザー強度を調節することで、加工部材の任意の場所に対して、通気
性を与えることが可能であることが知られております。

本新技術では、金属粉末3Dプリンタを用いて形状を製作するということに加えて、製作した部

材の任意の場所通気性を与えるという、“機能を付加する”ことにも利用して、多孔質静圧空気
軸受という、機械要素の性能向上を試みました。

金属粉末3Dプリンタで製作
した複雑形状の例

本新技術で用いた金属粉末3Dプリンタについて

金属粉末3Dプリンタで製作した
部材の断面写真

通気性あり
（多孔質体）

通気性なし
（緻密体）
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pa ( 大気圧 )

ps ( 給気圧 )　

ガイドウェイ

空気静圧軸受

軸受すきま

給気

・ 流体潤滑軸受の一種であり、加圧した気体（空気）により軸を非接触で支持します。

・ 負荷容量、軸受剛性は低いが、低摩擦で高い運動精度が実現でき、FPD露光装置などの
超精密加工機や測定器、高速スピンドルに広く使用されております。

5～20μm程度

加圧空気 （0.4～0.6MPa 程度）

静圧空気軸受および多孔質静圧空気軸受とは

（平面を支えるスラスト軸受、回転軸を支えるラジアル軸受があります）

・ 多孔質軸受は、軸受面を通気性がある多孔質体で製作したものです。
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多孔質静圧気体軸受（従来技術）

多孔質材（グラファイト）

加圧気体 , psg

ガイドウェイ目詰まり層 (厚さ；数十～数百 mm)
　母材の表面を樹脂含浸、
　バリなどで目詰まり

多孔質材 (厚さ；数 mm)
　グラファイト、セラミックス
　焼結金属など

軸
受

す
き

ま
,h

5～20μm程度

・ 厚さ数ミリの多孔質材（グラファイト、セラミックス、焼結金属）を用いる

・ ニューマチックハンマを防止（低減）するため、多孔質の表面の通気性を
母材の通気率よりも低下させる、目詰まり処理を施して使用する

（多孔質材の入手性が悪く、多孔質材の通気性の調整でコストが増加する）

（多孔質母材、目詰層、両方の通気性の調整は非常に煩雑）

バックメタル
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従来技術における多孔質静圧気体軸受

加圧気体 , psg

ガイドウェイ目詰まり層 (厚さ；数十～数百 mm)
　母材の表面を樹脂含浸、
　バリなどで目詰まり

多孔質材 (厚さ；数 mm)
　グラファイト、セラミックス
　焼結金属など

軸
受

す
き

ま
,h

加圧気体 , psg

ガイドウェイ

支持体 (厚さ；数 mm)
　多孔質層を支持する部材

多孔質層 (厚さ；数十～数百 mm)
　一般的な多孔質軸受の
　目詰まり層と同程度の通気率

軸
受

す
き

ま
,h今回提案する多孔質静圧気体軸受

金属粉末3Dプリンタを使用して、多孔質層と支持体を一体で製作しました

2. 新技術の概要および特徴
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0.5

0.
25

今回提案する多孔質静圧気体軸受（金属3Dプリンタで一体製作）

通気性を持つ多孔質部（φ40）

軸受裏面
土台にボルト固定する

ためのフランジ部

多孔質層を支持し、
裏面から加圧空気を供給
するための六角形の穴

金属粉末3Dプリンタによる製作時に、
多孔質層 ⇒ 多孔質、支持体 ⇒ 緻密体となるように機械上で設定する。

2. 新技術の概要および特徴
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３Dプリンタの造形条件

金属粉末材質 17-4PH(SUS630相当)

平均粒径 20 [μm]

積層ピッチ； tl 40 [μm]

レーザの種類 Yb-fiber laser

レーザーパワー ； P 最大500W

レーザー走査速度;  V 2500 [mm/min]

レーザースポット径； dl 80 [μm]

E=P/(V dl tl) [J/mm3]

レーザによる金属粉末の焼結

金属粉末
（SUS630相当，平均粒径20μm）

200～300W

積層ピッチ40μm

金属3Dプリンタによる緻密体、多孔質体の製作

走査速度 2500mm/min

2. 新技術の概要および特徴

・ 粉末へのレーザー照射のエネルギー密度：E を調節することで、多孔質体を製作可能

・ 今回は、レーザーパワー:P を200～300Wの範囲で調節しました。
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E=P/(V dl tl) [J/mm3]

・ 粉末へのレーザー照射のエネルギー密度：E を調節することで、多孔質体を製作可能

・ 今回は、レーザーパワー:P を200～300Wの範囲で調節しました。

金属3Dプリンタによる緻密体、多孔質体の製作

空孔（通気性があり、3次元的には空孔同士が
つながっていることを確認）

2. 新技術の概要および特徴
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①3D-CADで形状製作 ②金属3Dプリンタで造形

◎ 今回の多孔質空気軸受の製造時間
4個同時製造： 約8時間，
8個同時製造： 約10時間

（部材の厚さが製造時間に大きく影響する ）

◎ 多孔質部もソリッド体として製作する。
金属3Dプリンタの加工時の設定により、
結果的に多孔質体となる。

◎ 金属3Dプリンタでの部品製作では、
金属ベースプレート上に一体となった形で、
部品が製作される。
（複数個を同時に製作可能）

ベースプレート

◎ 製作した軸受は、ワイヤ放電加工機により、
ベースプレートから切り離す。

金属3Dプリンタによる緻密体、多孔質体の製作

造形物の例
（ベースと一体）

2. 新技術の概要および特徴
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放電加工で、多孔質材厚さを初期の1mm
からスライスし、任意の厚さとする

◎多孔質材の通気流量 調節
◎表面粗さ、平面度の向上

多孔質表面を
ワイヤ放電加工

③ 金属プリンタでの造形後 ④ワイヤ放電加工による
多孔質面の仕上げ加工後

金属3Dプリンタによる緻密体、多孔質体の製作

2. 新技術の概要および特徴



Type A Type B Type C

従来の多孔質軸受と同じく
多孔質の通気性が均一

3Dプリンタ造形時の
レーザ強度 220W

多孔質の内径側通気性を
外径側よりも相対的に大きくした

3Dプリンタ造形時の
内径側レーザ強度 215W
外径側レーザ強度 230W

多孔質の外径側通気性を
内径側よりも相対的に大きくした

3Dプリンタ造形時の
内径側レーザ強度 230W
外径側レーザ強度 215W

◎ 試作した多孔質軸受について

3Dプリンタでの造形時のレーザーエネルギー密度を調節することで、
多孔質体を製作し、かつ通気性を制御可能ということを利用して、下記のような3種類の
軸受を製作しました。
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金属3Dプリンタによる緻密体、多孔質体の製作

金属3Dプリンタの利点をさらに生かした新しい構造

2. 新技術の概要および特徴



Type A Type B

（本写真は、3Dプリンタによる造形直後のもので、ワイヤ放電加工による仕上げ加工後は、
内径部と外径部の外観は、目視では大きさ差異は見られません）

金属3Dプリンタによる緻密体、多孔質体の製作

◎3Dプリンタによる造形後の軸受外観写真

2. 新技術の概要および特徴
13/21



試験軸受に加圧気体を給気し、エアシリンダで軸受
空気膜に任意の負荷荷重を与えた際の空気膜厚さ
の変化量を非接触変位計で測定しました。

給気圧 , psg

静圧空気

ジャーナル軸受

エアシリンダによる

任意の負荷荷重

試験軸受

非接触変位計

オシロスコープ

軸受すきま

（気体膜厚さ）

h

0.4,0.6 [MPa]

相手軸

給気圧力； psg =0.6MPa
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 Type A
 Type B
 Type C

Type Aについては、
不安定振動が発生

無次元負荷容量

Type A では空気膜厚さ6.5～14 μmで不安定振動（空気
の圧縮性に起因する自励振動）が生じましたが、Type B、
Type C では生じませんでした。

試作軸受の評価結果… 軸受静特性（軸受空気膜の荷重支持能力）

荷重支持能力[N]

軸受表面積[m^2]

2. 新技術の概要および特徴
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給気圧 , psg

静圧空気

ジャーナル軸受

エアシリンダによる

任意の負荷荷重

試験軸受

非接触変位計

オシロスコープ

軸受すきま

（気体膜厚さ）

h

0.4,0.6 [MPa]

相手軸

インパルス入力

振動周波数 ： f

減衰比 ： z

・インパルスハンマにより軸を加振

kd : 動剛性

b : 減衰係数

試作軸受の評価結果… 軸受動特性（軸受空気膜の剛性、減衰性）

2. 新技術の概要および特徴
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Type Aについては、
不安定振動が発生
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Type Aについては、
不安定振動が発生

◎ Type A に関して空気膜厚さ6.5～14μmにおいて減衰係数は負の値になっている。

◎ Type B と Type C の静特性は同等でしたが、Type C の方が動剛性や減衰性に優れる結果と
なりました。

給気圧力； psg =0.6MPa

試作軸受の評価結果… 軸受動特性（軸受空気膜の剛性、減衰性）

無次元動剛性無次元減衰係数

2. 新技術の概要および特徴
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本発表では、金属プリンタ3Dプリンタを用いた多孔質空気軸受の製造法
とその特徴を紹介いたしました。

○
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従来の多孔質空気軸受と比較して、簡単な構造を実現し、かつ、多孔質
内径部と外径部の通気性を変化させることで、軸受性能の向上が可能と
なることが明らかとなりました。

○

多孔質空気軸受は、既に存在している機械要素です。そのため従来と同
じ、精密加工機や測定器が主な用途となると考えられます。しかし、提案
技術では、金属3Dプリンタがあれば製作可能なため、従来の多孔質軸
受のメーカだけではなく、多孔質軸受のユーザ自身でも、軸受を製作可
能となると考えられます。

○

３. 本日の紹介技術のまとめ

（軸受部をメーカから購入する場合と異なり、軸受ユーザが設計する案内面の
構造部材と、軸受部や給気配管などが一体となった構造も実現可能と考えます）



本新技術の開発は、東京理科大学トライボロジーセンターの取り組みの一つとして実施され
たものです。

○
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４. トライボロジーセンターについて

東京理科大学トライボロジーセンター

トライボロジー（Tribology）とは、固体の摩擦・摩耗・潤滑を取り扱う工学分野を指し、相対運動を行いながら
相互作用を及ぼしあう表面およびそれに関連する実際問題の科学技術と定義されています。トライボロジー
が扱うものは、分子レベルでの摩擦から、ハードディスクのスライダヘッド、自動車のエンジンやタイヤ、発電
タービンの軸受、様々な電気接点、人工関節、地震予知や人工衛星など、一般工業製品に留まらずナノから
バイオさらにはジオやスペースに至るまでの摩擦に起因する様々な現象すべてであり、非常に幅広い分野・
領域に跨っています。

センター長：佐々木信也教授
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４. トライボロジーセンターについて

東京理科大学トライボロジーセンター

トライボロジーセンターの取り組みの一つとして、金属粉末3Dプリンタを用いた新しい機械
要素の開発があり、当研究室では、金属粉末3Dプリンタを用いた新しい流体潤滑軸受の

開発に取り組んでおり、他の研究グループでも様々な機械要素への適用に取り組んでお
ります。
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：多孔質静圧空気軸受及びその製造方法

• 出願番号 ：特願2018-085277
• 出願人 ：学校法人東京理科大学

• 発明者 ：宮武正明および学生2名
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