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１．緒 言 
 レーザ式粉体床溶融法（Laser Beam Powder Bed Fusion; PBF-LB）による金属付加造形は数 mm～1 m 程度の

中程度の寸法の 3D 形状の部品や製品を比較的高精細に製作することができるので近年導入されつつある金

属加工方法である。PBF-LB では 3D 形状のモデルを制作する際に，微細な粉末で厚さや表面形状が一様な薄

い金属粉末層を形成し，レーザビームを走査して金属粉末を溶融，凝固させて，3D 形状の断面を作成する。

薄い金属粉末層を金属粉末床（Metal Powder Bed）と呼び，厚さは 30－100µm の間の値に設定する。金属粉

末床にレーザビームを走査すると金属粉末が溶融して溶融池（Melt Pool）を形成して粉末床の下部の金属層

を巻き込み，冷却されて凝固して融合する。溶融池の寸法が必要な寸法よりも小さかったり不均一だったり

すると溶融していない部分が空隙として残置され融合不良欠陥となる。従前の研究開発では十分な大きさの

安定した溶融池を得るためにレーザビーム照射条件や走査条件を調査することに重点が置かれているが，照

射される，走査される粉末床の状態を明らかにすることも必要である。殊に粉末床の熱的な状態を明らかに

することで溶融池の形成現象の詳細な理解につながると考えられる。 

 そこで本研究では粉末床にレーザビームを照射，走査している状況をその場観察して温度分布の変化を明

らかにすることを目的とする。 

本研究ではサーモビューワを用いてベースプレート上全面の巨視的な温度分布を測定した。これにより造

形する 3D モデルの断面全体での温度変化が得られた。金属粉末には温度分布の変化が顕著に表れることを

期待して熱伝導率の高い純銅粉末を用いた。 

 

２．実験方法 
２．１ 造形試験 

 造形対象モデルは□2.5×12mm，□5×12mm，□10×12mm の四角柱とした。□125×20mm のベースプレ

ート上に変形測定用櫛型試験片（高さ 12mm）を中央に，その下側に熱伝導挙動測定用の四角柱を配置した

（Fig. 1）。ベースプレートは寸法が□125×20mm の無酸素銅板とした。 

 金属粉末は成分が 99.9%Cu－0.010%P－0.005%O のりん脱酸銅（JIS C1201）で，ガスアトマイズにより製

造された球形粉末を用いた。金属粉末の平均粒形はφ28.2 µm だった。嵩密度 5.090×103 kg/m3 で空隙率は

43.1%だった。 

造形には TRAFAM 要素技術研究機を用い，Fig. 2 に示すようにベースプレートを配置した。CW のシング

ルモードレーザを用い，レーザ出力 800 W，レーザ走査速度 300mm/s，ハッチ幅 0.1 mm，積層厚さ 0.050 

mm で造形した 1, 2)。ベースプレート温度は 50ºC に設定した。 

表面温度分布の計測にはサーモビューワ Apiste FSV-2000 を用いて造形ステージ全体の温度分布を測定し

た。周囲温度は 25 ºC とした。 



 

３．実験結果 
本造形試験では造形部表面盛り上がりによりスキージブレード衝突で 50 層目の造形途中で停止した。表面

が盛り上がった部分は変形測定用櫛型試験片のサポートに相当する部分の表面だったため，熱伝導挙動測定

用四角柱には造形が中断した以外の影響はなかったと考えられる。Fig. 3 に□10mm の造形部にレーザビーム

走査している過程の温度分布を示す。第 1 層（Fig. 3 (a)）ではレーザビームを走査している近傍だけが温度が

上昇している。第 10 層（Fig. 3 (b)）ではレーザビームが照射されていない粉体床が既に 80ºC 程度に温めら

れている様子が示されている。更に，□10mm の造形部でレーザビーム走査が終わった面では周囲の粉体床

よりも低い温度となっていることが観察された。□5mmの造形部表面もレーザビーム走査が終わっているが，

粉体床より低温であることが観察された。 
 

(a)  (b)  

Fig. 3 Temperature distribution observed by the thermo-viewer at the scanning process over □10 mm part surface on (a) 

1st layer and (b) 10th layer. 

 

 四角柱表面にレーザビームを走査した際の温度の時間変化を Fig. 4 に示す。造形部内部の点を Inside，Fig. 

3 の図中右方向に辺から 5mm 離れた外部の点を Outside としている。時間軸は急激な温度上昇を開始する点

を t = 0s と設定した。𝑎×𝑏 mm の領域をハッチ幅 ℎ，走査速度 𝑣 でのレーザビーム走査に要する時間 𝑡̅ は 

𝑡̅ = 𝑎 × (𝑏/ℎ) /𝑣 なので，□2.5mm の領域では 0.208 s，□5mm では 0.833 s，□10mm では 3.33 s となる。温

度がレーザビーム走査前後の一定温度域より高くなっている時間の長さは推定される 𝑡̅ と同様に 1 辺の長

さとともに長くなる傾向は一致したが，いずれも 𝑡値̅よりも大きくなった。最高温度は測定している画素近傍

をレーザビームが通過した時刻である。それぞれの四角柱での温度変化は，□2.5mm では第 1 層，第 10 層と

もにレーザビーム走査の前後での温度変化は小さく，かつ，Inside も Outside もほぼ同じ温度だった（Fig. 

4(a),(b)）。一方，□10mm ではレーザビーム走査後に Outside では温度が上昇したが，Inside では同程度がやや

下がっていた（Fig. 4(e),(f)）。□5mm でも同様だった（Fig. 4(c),(d)）。 

 レーザビーム走査の前後での温度変化を Fig. 5 に示す。レーザビーム走査前は -5s < t < 0s の区間での温度

の平均値，後は 5s < t < 10s の平均値である。□2.5mm ではレーザビーム走査前後の温度変化は小さいが，積

層とともに温度は 90ºC まで上昇した。□10mm においても同様に表面温度は上昇し 90ºC となった。レーザ

走査前後の温度変化は Inside では第 1 層ではお 50ºC から 5ºC 程度上昇したが，第 10 層以降ではレーザ照射

前よりも低下した。Outside では一貫して上昇した。 

  
Fig. 1 Models on the base plate. Fig. 2 Base plate set-up on build stage of PBF-LB machine. 



(a)  (b)  

(c)  (d)  

(e)  (f)  

Fig. 4 Temperature at the center of building part (Inside) and points that is 5mm away from the side (Outside); □2.5 mm 

part on (a) 1st layer and (b) 10th layer, □5 mm part on (a) 1st layer and (b) 10th layer, and □10 mm part (a) 1st layer and 

(b) 10th layer. 

(a) (b) (c)  
Fig. 5 Temperature change before and after the laser scanning; at the center of building part (Inside) and points that is 

5mm away from the side (Outside). 



４．考察 
 本試験での温度測定の結果，まず，粉体床温度が 20 層程度の積層の後に一定となり 80－90ºC 程度となる

ことが示された。本試験でのベースプレートの体積は(125 mm)2×20 mm = 312 500 mm3，第 30 層までの 0.05 

mm×30 layer = 1.5 mm の造形物の体積は変形測定用櫛型試験片も含めて 737 627 mm3，粉体床の体積 22 386 

mm3 なので全体の熱容量は 1061 J/K となる。全体の平均的な温度が 50ºC から 90ºC に上昇したとすれば 𝑄  

= 42 448 J の入熱となる。一方，レーザビーム走査部の面積は変形測定用櫛型試験片も含めて 701.3 mm3 で

あり，1 層分の走査時間は 701.3 mm3/(300 mm/s×0.1 mm) = 23.4 s。30 層を 800W で加熱すれば入熱は𝑄  

= 935 000 J。入熱の比，𝑄 𝑄⁄ = 0.045 は Cu バルク体表面のレーザ吸収率が 0.03 と同程度となった。こ

の比の値 0.045 を見掛けレーザ吸収率 𝜖 とすれば，以下の式により他の寸法のベースプレート上での他の形

状の造形物での平均的な表面温度の推定に用いることができると考えられる。粉体床表面温度は 

𝑇  − 𝑇   =
𝐶 (𝜌 (𝑉  + 𝑉 ) + 𝜌 𝑉  )

𝜖𝑃𝜏
 

ここで，総レーザ照射時間 𝜏 = 𝐴 𝑣ℎ⁄  である。 

本試験では Cu 粉末を用いたが，現在，PBF-LB で造形される材料は Ni 基超合金や Ti 合金が主流である。

それらの材料の熱伝導率値は 20－40 W/(m K) であるが，Cu は 380 W/(m K)と 10 倍以上である。一方，Ni 基

超合金や Ti 合金の放射率の値は 0.2－0.4 であり，Cu の値，0.03 よりも大きい。レーザビームの走査後に表

面からの輻射による冷却は本試験では小さいが，Ni 基超合金や Ti 合金では無視できないと考えられる。 

粉体床の□10 mm の面が溶融後に，つまり，バルク体と同等になった後に液相線温度（Tf  ºC）からベース

プレート温度 50ºC に冷却されるときと，500ºC からベースプレート温度に冷却される際の熱伝導による熱流

束 J と輻射により放出される熱流束�̇�の概算値を Tab. 1 に示す。Cu では熱伝導による熱の散逸が輻射による

熱の散逸よりも桁違いに大きく輻射の影響は無視できる。Inconel 718 では液相線付近の高温では輻射による

熱散逸が大きいが，500 ºC では熱伝導も輻射も同程度である。Ti64 では熱伝導よりも輻射の影響の方が大き

い。溶融凝固していない粉体のままの粉体床では熱伝導率は 1/80－1/100 程度となり 3)，放射率は 1.2－4 倍程

度となる 4)ので輻射による熱散逸がより顕著になる。その結果，Inconel 718 と Ti64 ではレーザビームの操作

の後の粉体層表面の温度低下が凝固部表面の温度低下よりも大きくなり得る。これは Cu の場合とは逆の現

象である。しかし，粉体層表面の輻射率は測定データが示されていないため推定が難しいため，Inconel 718，

Ti64 の粉体層表面の温度挙動は実際の測定する必要がある。 

 
Tab. 1 Comparisons of thermal dissipation by the thermal conduction and the radiation on the bulk solid surface. 

Material Tf , ºC 𝜆 W/(m K) JTf→50, W J500→50, W 𝜖 �̇�  , W �̇�  , W 

Pure Cu 1085 380 39.3 17.1 0.03 0.58 0.06 

Incnel 718 1340 14.8 1.81 0.63 0.3 11.5 0.61 

Ti64 1650 7.5 1.20 0.33 0.6 46.5 1.21 

Tf : liquidus or melting point, 𝜆: thermal diffusivity, 𝜖: emissivity,  𝜎 = 5.67×10-8 W/(m2K4) 

 

５．まとめ 
純銅粉末によるレーザ式粉体床溶融造形過程において 1 辺の長さの異なる四角柱の中心と周囲の温度変化

をサーモビューワにより観察した。その結果以下の知見が得られた。 

(1) 造形部中心，周囲ともに積層が進むにつれ設定されたベースプレート温度よりも高温となる。 

(2) 純銅では造形部中心の温度はレーザビーム走査前よりも後で温度が低下する。これは純銅の高い熱伝

導度により造形部からベースプレートへの熱散逸が大きいためである。 
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