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1．はじめに 
 機械の高性能化への要求は、止まるところを知らない。多くの機械が、より高速化、よ

り精密化、より高効率化を求められている。これらの要求に応えるには、多方面にわたる

基礎的研究や技術開発が必要とされる。 
 著者の専門分野はトライボロジーであるが、この分野は、機械工学における花形選手と

いうよりは、脇役的存在と思われがちではあるが、実は機械の高性能化のために、大変に

重要な分野である。機械の寿命は、多くの場合、摩耗に支配される。また、摩擦・摩耗と

いったトライボロジー的現象が、機械の高速化、精密化、高効率化に大きく影響する。 
 著者も、その研究活動を通して、様々なトライボジーに関わる課題と対峙してきたが、 
ここでは、その中での中心的なテーマであった、空気膜潤滑でのフォイル軸受について紹

介する。 
 
2．フォイル軸受とは 
 フォイル軸受とは、互いに相対運動する近接二面の一方が、剛性のきわめて低い、金属

等の薄膜（フォイル）で構成されている場合の、二面間のトライボロジー的現象を取り扱

うものであり、1953 年の H. Blok らの報告で、初めて使われた言葉である。1960 年代には、

大型コンピューターの開発が盛んになり、その性能向上に深くかかわる、磁気ヘッド（図 1、
図 2）上を走行する磁気テープの挙動に関する研究として、フォイル軸受の研究が進められ

た。わが国でも、国産コンピューター開発を目指していた時期であり、著者の本格的な研

究活動の最初の課題が、このコンピューターの磁気ヘッド上を走行する磁気テープの空気

力学的挙動を解明する、フォイル軸受に関する研究であった。 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 磁気テープ装置用磁気ヘッド       図 2 模擬磁気ヘッド 
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2.1 磁気ヘッド上を走行する磁気テープの挙動 
 磁気記憶装置において、磁気ヘッド上を走行する磁気テープは、空気力学的にヘッド面

から浮上する。この浮上量は、記憶密度やデータ処理速度に直接関係するものであり、そ

の制御は、磁気記憶装置の性能向上にとって、最も重要なもののひとつである。 
 そこで、著者らは、図 3 のように、円筒（半径 R）の周りを走行するテープの挙動の理 
論的・実験的解明を行った 1)~6)。図 4 に、テープの剛性と空気の圧縮性を無視し、テープを

無限幅として理論解析により求めたテープの浮上量を示す。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 巻き角 B の広い範囲で、浮上量 h がほぼ一定（ｈ0）となることがわかる。図において、

T は遠心力を差し引いた、単位幅当たりの有効張力、U はテープ走行速度、μは空気の粘度

である。この浮上量 h0に関して、 
     h0 / R = K・(6μU / T)2/3          (1) 
圧力発生に関する境界条件の取り方によって、K の値として、H. Blok らは 0.426, Eshel & 
Elrod は 0.643、著者らは 0.2988 を得ている 1)。なお、この K の値は、テープの剛性や空

気の圧縮性が高まるにつれて減少する 3)。 
 この種のフォイル軸受に関する研究結果から得られた知見は、磁気記憶装置だけでなく、

紙やフィルムの製造、搬送工程等での、ガイドローラーと製品との接触・潤滑問題の解決

にも応用されてきた。 
 
2.2 高速回転機械用動圧空気フォイル軸受の開発 
 フォイル軸受の、もう一つの応用分野として、高速回転機械の回転軸を支持する軸受へ

の応用があり、これまでに多くの研究・開発が進められてきた。この種のフォイル軸受に

期待される特長として、以下の点が考えられる。 
① 優れた安定性 
② 低摩擦損失 
③ 優れた耐衝撃性 

図 3 テープ走行系             図 4 テープ浮上状態 
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④ ローターの温度上昇や遠心力による膨張への許容性 
⑤ ミスアライメントに対する許容性 
⑥ 精度的な厳しさの軽減 
⑦ 異物混入に対する許容性 
⑧ 低コスト 
著者らも、使用対象に応じた、いくつかのタイプのフォイル軸受を考案し、設計指針

を得るためにそれらの特性を明らかにしてきた。ここでは、それらについて、簡単に紹介

したい。 
 最初に紹介するのは、小型軽量高速回転軸用に考案した、ジャーナルフォイル軸受であ

る 7)。この軸受の概略図を図 5 に示す。著者らは、このタイプのフォイル軸受を、多重巻き

フォイル軸受と呼んでいる。軸受はハウジングと、その中に組み込まれるフォイル要素か

ら構成される。フォイル要素は、図 6 に示すように、帯状の厚さ 0.05mm のリン青銅板の

裏面に、直径 0.5mm のピアノ線を複数本、適当な間隔で平行に接着・固定し、その一端を

ピン（直径 5mm）に固定したものであり、このフォイル要素を、図 5 に示すように、渦巻

き状に巻いてハウジング内に入れて、その一端をハウジングに固定し、他端をフリーとし

て、フォイル軸受を構成する。この際、軸の回転により、フォイルが巻き戻される方向に、

フォイル要素を挿入するように注意しなければならない。フォイルの長さは、ハウジング

内でフォイル要素が丁度 2 重巻きとなるようにした。また、フォイル裏面に固定したピア

ノ線の間隔は、ハウジング内で 2 重巻きとし 
たときに、内側のフォイルのピアノ線が外側 
のそれらのできるだけ中間に来るように決め 
てある。フォイル裏面に固定するピアノ線の 
数をかえることによって、フォイル要素の剛 
性を変化させ、軸受性能への影響を実験的に 
明らかにした。図 6 に、ピアノ線本数 n が９、 
18、27 本の場合の寸法が示されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 5 多重巻きフォイル軸受          図 6 フォイル要素 
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 試作したフォイル軸受の特性を実験的に明らかにした。実験装置の概略を図 7 に示す。

エアタービンで駆動される水平回転軸（軸径：17ｍｍ、長さ：220ｍｍ、質量：0.44 ㎏、材

質：SUS303）を 2 個のフォイル軸受で支持する構造となっている。 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
フォイル軸受の設計パラメータとして、 

フォイル要素の剛性と公称軸受半径隙間 
がとられた。フォイル剛性は、図 8 に示 
す装置を用いて、以下のように測定した。 
回転軸と同径の水平固定軸にフォイル軸 
受をセットし、軸受をプーリを介して吊 
り上げる。荷重を変化させながら軸受の 
垂直移動量を変位計で測定し、両者の関 
係からフォイル要素の剛性を求めた。測 
定結果を図 9 の左側に示す。角度位置は、 
同図の右側に示されている。回転試験に 
おいては、0°位置が反荷重側となるよう     
に設定した。フォイル要素の剛性は、フォ    
イルに固定するピアノ線の本数 n の増加と 
ともに高くなることがわかる。    
 一方、公称軸受半径隙間 c は、以下のように算出されたものである。 
   c = (D － d)/2 － 2(t + d0)        (2) 
ここで、D はハウジング内径、d は軸径、t はフォイル厚さ、d0はピアノ線直径である。 
c は内径 D の異なるハウジングを用いることで変化させた。 
 種々の軸受隙間およびフォイル要素の剛性を持つフォイル軸受を用いて、回転試験を行 

dead weight 

図 7 実験装置 

図 8 フォイル要素の剛性測定方法 
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い、回転軸の振動特性および摩擦特性を測定した。実験結果の例を以下に示す。 
 図 10 は、回転軸の半径方向の振動 
特性である。フォイル要素の剛性およ 
び公称軸受隙間を適切に選ぶことで、 
高速回転領域までの安定した性能を実 
現することができる。これに対応した 
摩擦特性を図 11 に示す。これは、供 
試フォイル軸受１個に働く摩擦トルク 
の、回転数による変化を測定した結果 
であり、起動時のトルクは大きいもの 
の、流体潤滑状態への移行後は、空気 
膜の低粘度により、高速領域まで安定 
した低摩擦状態を実現できている。 
 次に、縦型回転軸への適用を考えて 
みる。この場合、先に考案した多重巻 
きフォイル軸受（図 5）では、安定した 
性能が実現できない。それは、図 9 で 
見られるフォイル要素の剛性分布の偏 
りにある。そこで、縦型回転軸用とし 
て、図 12 に示す構造のものを考案し、 
多葉型フォイル軸受と名付けた 8)。基本 
的には、図 6 のフォイル要素の長さを 
減じたものを 3 葉、120°等間隔でハ 

図 9 フォイル要素の剛性 

図 10 振動特性 

図 11 摩擦特性 
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ウジングに固定したものであり、こうする 
ことでフォイル要素の剛性の円周方向分布 
の極端な偏りが緩和されるため、適切なフ 
ォイル要素の剛性と軸受隙間を選ぶことに 
より、高速領域まで、安定した回転性能が 
実現できる。実験結果等の紹介は省略する 
が、詳しくは文献[8]を参照されたい。 
 
2.3 マイクロガスタービン用動圧空気フィル軸受の開発 
 21 世紀にはいると、世界的に、分散型小型発電電源としてのマイクロガスタービンの開

発が盛んとなり、このタービンと圧縮機をつなぐ回転軸の支持軸受として、動圧空気フォ

イル軸受が注目された。この場合、軸受荷重は先の多重巻きフォイル軸受のそれよりも大

きくなり、新しいタイプのフォイル軸受の開発が必要となる。そこで考案したフォイル軸

受が、図 13 に示すものである 9)。軸受は、ハウジングとそれに組み込むフォイル要素から

構成される。フォイル要素は、バックフォイルとその上に重なる平滑なトップフォイルか

らなる。バックフォイルは、図 14 に示すように、平板に 2 列のコ型のスリットをいれて立

ち上げ、その足元に真鍮線を差し込んだものである。ここでは、直径 40mm、長さ 224mm、

質量 2.18 ㎏の水平回転軸を支持するフォイ 
ル軸受を製作した。バックフォイルは、厚さ 
0.1ｍｍ、長さ 150ｍｍ、幅 40ｍｍの SUS 
304 の平板で、スリット長さ b = 3.2mm、 
立ち上げ角θ＝30°とした。バックフォイ 
ルの上に重ねて、軸受面を構成するトップ 
フォイルは、厚さ 0.1ｍｍのリン青銅板であ 
り、幅は 40ｍｍである。このトップフォイ 
ルとバックフォイルから構成されるフォイ 
ル要素を、その一端をハウシング内に固定 
し、他端はフリーな状態とする。ただし、 
前述したもの（図 3 および図 12）と違い、 
フォイルの曲げ剛性が高いため、専用のジ 
グを作成して、フォイルを円弧上に成形し 
て、ハウジング内に挿入する。フォイル要 
素の剛性は、バックフォイルのスリットに 
差し込む真鍮線の太さにより変化させた。 
用いた線径 d は 0.3ｍｍ、0.5ｍｍおよび 
0.9ｍｍとした。軸受すきまは、先と同様、 

図 12 多葉型フォイル軸受 

図 14 バックフォイル 

図 13 フォイル軸受とフォイル要素 
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内径の異なるハウジングを用いることにより変化させた。ここでは、公称半径隙間が c = 50
μm、70μm および 90μm のものを製作し、実験に供した。この場合の公称半径隙間とは、 
      c = (D1－D2 －2t)/2           (3)  
で定義される。ここで、D1はハウジング内径、D2は軸直径、t はフォイル要素の総厚さで

ある。 
先の場合と同様の方法により（図 8）、フォイル要素の剛性を測定した結果を図 15 に示す。

バックフォイルのスリットの足元に差し込む真鍮線直径が大きくなるほど、フォイル剛性

が増すことがわかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
先の図 9 に示すのと類似の実験装置を製作して、回転試験を行った結果の例を、図 16 およ

び図 17 に示す。図 16 は、回転 
軸の半径方向振動振幅の回転数 
による変化を測定した結果であ 
る。図 17 は、これに対応する 
摩擦特性であり、軸受にかかる 
反動摩擦トルクと回転数の関係 
を測定した結果である。実験結 
果から、フォイル要素の剛性を 
0.2～0.3N/μm 程度に選べば、 
100,000rpm 近くまでの安定し 
た回転を実現できた。この場合、 
公称軸受半径隙間は、50～70μm 
に選ぶのが良い。 
 摩擦特性についてみてみると、フォイル要素の剛性が低い方が起動トルクは小さくなり、

また流体潤滑状態への移行（空気膜による浮上）も速いことがわかる。フォイル要素の剛

性が高い場合（真鍮線径 d=0.9mm）、起動トルクは大きいものの、流体潤滑状態への移行

図 15 フォイル要素の剛性 

図 16 振動特性 

Angular position (deg.) 

Fo
il 

st
iff

ne
ss

 (N
 / 
μm

) 

rotational speed (rpm) ×104 

am
pl

itu
de

 of
 vi

br
at

io
n (μ

m
, p

-p
) 

 C =70μm 



後は、高速回転域まで安定した 
低摩擦状態が実現できた。実験 
に際しては、起動時の摩擦トル 
クを低減し、軸受面の損傷を防 
ぐために、トップフォイルの両 
面に MoS2を塗布した。 
 このタイプのフォイル軸受の 
性能をさらに向上したいと考え、 
図 13 に示す構造のフォイル軸 
受のトップフォイルの表面（軸 
と接触する側の面）に、図 18 
に示すような溝（へリングボー 
ン溝）を設けたものを考案し、 
製作した 10)。この場合、バック 
フォイルの諸元、トップフォイ 
ルおよびバックフォイルの材質 
は、先の図 13 で扱ったものと 
一である。トップフォイルに 
設けたへリングボーン溝の諸元 
は、図 19 に示すとおりである。 
バックフォイルのスリット下に 
差し込む真鍮線径を 0.9mm と 
し、トップフォイルとして、溝 
のない平滑なものとへリングボ 
ーン溝を設けたものを、供試軸 
受として製作し、回転試験を行 
って、両者の性能を比較するこ  
とにより、へリングボーン溝の 
効果を検討した。公称軸受半径 
隙間は c = 70μm とした。 
 まず、これまでと同様の方法 
により、両供試軸受のフォイル要素の剛性を測定した結果を図 20 に示す。この図における

角度位置の取り方は、先の図 15 に示されるものと同一である。 両者の剛性はほぼ同一で

ある。 
 先の図 13 に示されたタイプのフォイル軸受の性能試験に使用した実験装置を用いて、そ

れぞれのタイプのフォイル軸受による回転試験を行った。その結果を以下に示す。 

図 17 摩擦特性 

図 19 ヘリングボーン溝諸元 

図 18 へリングボーン溝付トップフォイル 
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 図 21 は、回転軸の半径方向振動振幅の回転速度による変化を見たものである。平滑なト

ップフォイルを用いた軸 
受に比べて、溝付きトッ 
プフォイルを用いた軸受 
では、起動時および低速 
回転域での安定性に優れ、 
その後の中速回転速度域 
では大差はないものの、 
より高速回転域までの安 
定した性能が見られた。 
 図 22 は、これに対応し 
た摩擦特性であり、軸の 
回転に伴って、フォイル 
軸受に加わる反動摩擦ト 
ルクの、回転速度による 
変化を見たものである。 
溝のない平滑なトップフ 
ォイルを用いた軸受では、 
起動時の摩擦トルクが非 
常に大きくなるのに対し 
て、トップフォイル表面 
にへリングボーン溝を設 
けた軸受では、起動時の 
摩擦トルクが大幅に低減 

図 20 フォイル要素の剛性 

図 22 摩擦特性 

図 21 振動特性 
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していることがわかる。その後は、高速回転域まで、安定した低摩擦状態が実現できてい

ることもわかる。 
 以上の結果から、トップフォイルにヘリングボーン溝を設けることは、フォイル軸受の

性能向上に有効であることが期待されるが、更なる検証が必要であると考えている。 
 
3．むすび 
 ここでは、著者の大学院生時代から始まり、大学教員を退職するまでの研究成果の中で、

大きなテーマであった空気膜潤滑問題、とりわけフォイル軸受と呼ばれる要素技術に関す

る成果について、簡単に紹介させていただいた。詳細については、後の文献を参照してい

ただきたい。 
 なお、本稿は、平成 26年度の日本機械学会関西支部シニア会の情報交流サロンにおいて、

話題提供させていただいたものを、整理し直してまとめたものであることを付記しておく。 
 
文献 
 1）森、矢部、林、「フォイル軸受の二次元流体潤滑理論」、機械学会論文集、35-276    

 （昭 44－8）1781 
 2）森、林、横見、「フォイル軸受に関する研究（フォイル形状の実験的検討）」、機械学

会論文集、37－295（昭 46－3）602 
  3）森、林、横見、「フォイル軸受に関する研究（圧縮性の影響について）」、機械学会論

文集、37－303（昭 46－11）2229 
 4）森、林、横見、「フォイル軸受に関する研究（小さな巻角の影響について）」、機械学

会論文集、38－313（昭 47－9）2414 
 5）森、林、横見、「フォイル軸受に関する研究（有限幅の影響について）」、機械学会論

文集、41－342（昭 50－2）685 
 6）森、林、「フォイル軸受に関する研究（張力に時間的変動がある場合の道徳性）」、機

械学会論文集、41－343（昭 50－3）977 
 7）林、「ターボチャージャー用動圧気体フォイル軸受の開発（第 1 報：フォイル軸受の

試作および回転性能試験）」、大阪産業大学論集、自然科学編 778（1987）1 
 8）K. Hayashi & K. Hirasata, “Developments of Aerodynamic Foil Bearings for Small 

High-speed Rotor”, Proceedings of 21th Leeds-Lyon Symposium on Tribology 
(1995) 291 

  9）林、平佐多、堀田、吉見、「マイクロガスタービン用動圧空気フォイル軸受の開発」、

機械学会論文集、72－716（2006－4）1329 
 10）K. Hirasata, K. Hayashi and Rui Sakaguchi, “Performances of aerodynamic,  
     herring-bone grooved, foil bearing”, Proceedings of World Tribology Congress 2009 
     (2009) 


